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ヒント：実用的な助言 

情報：従わなければならない一般情報及び取扱方法 

1 取扱説明書について 

この資料は SCD110 の取扱説明書として、SCD110 センサーの特性、Bluetooth を使った通信と管理

特性について説明しています。 

 

この説明書は SCD110 ファームウェアのバージョン 1.3.0 を参照しています。 

 

使用を開始する前にこの取扱説明書を読み、SCD110 機器が正しく作動していることを確認してくだ

さい。 

 

詳細については、機器のウェブページをご覧ください。 

https://www.bosch-connectivity.com/products/sense-connect-detect 
 

1.1 注記の定義 

 

 

警告 

軽傷または中程度の怪我を負うおそれのある危険です。 

常にこの取扱説明書に従ってください。 

 

 
注意 

性能に影響する可能性のある機器特有の、操作上の留意すべき項目です。 

常にこの取扱説明書に従ってください。 

 

1.2 凡例の定義 

 

 
 

2 安全性および使用目的 

 

警告： 機器のケース（筐体）を開けないでください。 

許可なく機器のケースを開けるとすべての保証が無効になるだけでなく、怪我を負う危

険があります。SCD は使用目的および特性に従って使用すれば、ケースを開ける必要は

ありません。 

 

 

警告： ケース（筐体）の損傷 

機器に液体が侵入すると回路がショートして機器を損傷させる可能性があります。これ

は火事、データ損失、および計測結果の誤りの原因になることがあります。 

 

 

警告： リチウム電池 

機器には、ユーザーが交換してはいけないリチウム電池が含まれています。 

空輸の場合は、リチウム電池の輸送に関する最新の規則を読み、従ってください。 

 
 

https://www.bosch-connectivity.com/products/sense-connect-detect
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2.1 使用目的 

SCD110 は状態監視を目的として設計されており、機能の安全性を保証する機器として認証されたも

のではありません。SCD の対象用途は以下の通りです。 

 

環境 一般住居用、商業用、軽産業用、および産業用 

 

SCD110 機器の作動条件は以下の通りです。 

 
作動温度範囲 -20 ～ +85 °C 

推奨保存温度 +10 ～ +30 °C 

湿度範囲 相対湿度 0 ～ 100%  

 

この取扱説明書に明確に説明されていない仕様や規格に沿って使用または操作する場合、その検証お

よび試験の責任はお客様に負っていただきます。 

 

 

警告： 使用制限 

SCD は、機械指令 2006/42/EC やその他の機能安全規格による、機械の制御および安全

性に影響する機器として使用しないでください。健康および環境への影響が発生した場

合、ユーザーが法的責任および刑事訴追を問われる可能性があります。 

 

10.12「使用制限」も参照してください。 

 

2.2 廃棄 

本製品を正しく廃棄することで、貴重な資源を節約し、ごみを不適切に扱った場合に起こり得る、健

康および環境に対する潜在的な悪影響すべてを防ぐことができす。ごみ回収の最寄りの指定業者ある

いは指定場所の詳細は、地方自治体の担当部門にお問い合わせください。ごみを不適切に廃棄すると、

国の法律に従い罰金を課されることがあります。詳細は、10.11「廃棄」を参照してください。 

 
 

3 初めに 

SCD はマルチセンサーの IoT 機器で、加速度、磁場、温度および照度を計測します。堅牢な筐体を備

えたコンパクト設計で、状況監視や予知保全など、産業機械のレトロフィット用途に適しています。

設定によって幅広い使用事例に対応することができる機器です。 

 

3.1 同梱品の範囲 

SCD110 は以下の構成で提供されます。機器は入手と同時に使用できます。 

• 内蔵電池を備えた SCD110 

• クイックスタートガイド 

• 10 個入り梱包ユニット 
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注意 

SCD はラベルやシールでカバーしないでください。照度センサーが目的どおりに機能し

なくなります。 

 
 

4 技術的仕様 

4.1 機器のケース（筐体） 

SCD は、背面に張り付け用シールを持つ、産業利用に適した頑丈なケースで作られています。 

SCD の小型設計は様々な産業用途に適しており、アクセスするのがむずかしい環境でも簡単で扱い易

い設置をすることができます。 

設置に関する説明は、5.1「SCD の」を参照してください。 

 
 

4.2 寸法 

 

 
  

ONボタン 

緑色/赤色LED 

スクリュー用穴 
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4.3 機器の仕様 

項目 値 

寸法 長さ 70.9 mm x 幅 62 mm x 高さ 11.3 mm 

重さ 21 g 

電源 再充電不可の二酸化マンガンリチウム電池 CR2450 3V、490 mAh 

電池寿命 設定および用途により最長 2 年 

エンクロージャー保護クラス IP 67 

電気的保護クラス III 

サンプリングレート（Hz） 加速度 400, 800, 1600, 3200, 6400 

磁力：10 

温度：0.05 

照度：1.25, 10 

記憶容量 1 MB 

BLE （Bluetooth Low Energy）起動 スタンバイ中：プッシュボタンでオン 

動作中：3 時間ごとの自動起動 

ターゲットの市場および認証国 10.1 ターゲット市場を参照してください。 

環境に関する認証 RoHS、REACH 

 

4.4 動作条件 

項目 範囲 

環境 一般住居用、商業用、軽産業用、および産業用 

作動温度範囲 -20 ～ +85 °C 

推奨保存温度 +10 ～ +30 °C 

湿度範囲 0 ～ 100% 相対湿度 

 

4.5 センサー 

慣性センサー 環境センサー 

加速度計（3 軸） 温度 

磁力計（3 軸） 照度 

 

4.6 計測範囲および精度 

センサー 計測範囲 精度 

加速度 ± 200 G ± 10% 

磁力 ± 1300 µT （X、Y 軸）; ± 2500 µT （Z 軸） ± 5% 

温度 -20 ～ + 85 °C ± 0.25 °C 

照明 0 ～ 188000 ルクス ± 15% 

 

 
注意 

精度については、内蔵センサーを参照してください。取付条件および環境の影響によって

は、SCD110 の精度および反応性は、センサーの仕様から外れる可能性があります。 
 

4.7 分解能 

センサー 分解能 単位 

加速度 0.1 G 

磁力 10 µT 

温度 0.1 °C 

照度 1 ルクス 
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4.8 通信 

項目 値 

通信 

BLE（Bluetooth Low Energy） BLE 4.2 

範囲 最大 40 m （外部からの影響により変化する） 

 

4.9 ユーザーインターフェース（UI） 

項目 値 

SCD センサーアプリ 設定、読み出しおよび表示用の無料アプリ  

アンドロイドおよび IOS で利用可能。 

 

4.10 通信インターフェース 

SCD には BLE 通信インターフェースがあります。SCD の BLE 通信プロトコルはウェブサイトから

ダウンロードできます。この通信プロトコルがあれば、SCD はあらゆるゲートウェイに統合すること

ができます。 

 
BLE 

• Bluetooth Low Energy V4.2 は、現在サポートされています。SCD は、スマートフォンやタブ

レット、ゲートウェイなどの BLE 機器と接続できる周辺機器として機能します。 

• ゲートウェイやモバイルアプリなどによって BLE のインターフェースが利用できる用途： 

 SCD の設定 

 データ送信 

  



データ内容は通知なく変更されることはありません| Printed in Germany |9月20日 | バージョン1.0 BCDS/GM 

 

SCD110取扱説明書 バージョン2.0 10 | 27 

 

ヒント：SCDはねじを使って機器の表面に取り付けることもできます。 

5 インストールおよび使用開始 

5.1 SCD の取り付け 

SCD のケース背面には、取り付け用のシールが付いています。 

SCD を貼り付ける表面は、以下のようでなければなりません。 

• 平面 

• 乾燥している 

• 汚れていない 

 

SCD の取り付け 

 保護フィルムをはがす 

 SCD を貼り付ける 

 
 

5.2 SCD への接続 

 SCD Sensor アプリをダウンロードしてください。アプリは、APPLE の App ストアまたは

Google Play ストアから無料で入手できます。「Bosch SCD」で検索するか、下の QR コー

ドをご利用ください。 

 

APPLE の App ストア Google Play ストア 

  
 
 

 スマートフォンの Bluetooth を作動させます。 

 SCD を起動させるには、機器にあるボタンを短く押してください。 

 SCD Sensor アプリを立ち上げてください。 
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アプリを立ち上げると、重要な機能の概要がヘルプ画面として表示されます。ご確認ください。 

 

 
 

 立ち上げた後、“Search for devices“ボタン（検索）が表示されますので、このボタンを

タップして機器を探します。 

 

 
 

 
  

ヒント：複数のSCDが利用できる場合に目的のSCDを選択するには、スマートフォン/タブレットを希望

するSCDに近づけます。 
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 表示される機器のリストで目的の SCD をタップして選択し、SCD 機器とスマートフォン/

タブレットの接続を確立します。 

 

 
 

5.3 SCD のアプリのタブ 

以下のスクリーンショットに示すように、アプリには様々なページがあります。 

 

 
 
 

a. ヘルプ： 現在のエリアに関するヘルプ画面が確認できます。 

b. 接続の切断： 機器の接続を切りたい場合は、このアイコンをクリックします。 

c. 設定： 機器の名前の変更、センサーのしきい値の設定を行います。 

d. 表示： データのストリーミングを開始/停止。センサーの現在値を表示。 

e. グラフ： ストリーミングされたデータのグラフを表示します。 

f. ロギング： ロギングのサンプリングレートの設定、ロギングの開始と停止、 

 ロギングデータのダウンロードを行います。 

 
 
  



データ内容は通知なく変更されることはありません| Printed in Germany |9月20日 | バージョン1.0 BCDS/GM 

 

SCD110取扱説明書 バージョン2.0 13 | 27 

 

5.4 SCD の設定 

 “Setting”（設定）アイコンをタップします。 

 

 
 

 機器の識別を容易にするために、ペンシル絵をタップしてから好みの名前を入力

し、”Rename”（名前の変更）をタップしてください。 

 

 
 

 
注意 

機器名に使える文字には制限があります。 

 使用可能な文字：[A-Z][a-z][0-9][@.,;/¥|+-*_] 
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5.5 しきい値の設定 

しきい値は SCD のしきい値をモニターするために使用します。設定したしきい値を超えると、SCD

は BLE を通じてアラームを送ります。この場合、アプリ画面の測定値が赤色で表示されます。アプリ

が SCD を接続する前であっても、しきい値を超えている場合、接続/スキャンのページで機器アイコ

ンの赤色で確認することができます。 

 “Settings”（設定）アイコンをタップして、しきい値を設定します。 

 
 

5.6 ストリーミング 

ストリーミング機能は、決められた速さでセンサー値をアプリに送信します。値の表示と記録

は ”View”（表示）のタブで行います。ストリーミングは、“Streaming”ボタン（以下のスクリーン

ショットを参照）を有効にして開始します。 

“Streaming“(ストリーミング)ボタンをタップして、データのストリーミングを開始します。 

データは、各センサーのアイコンの下に表示されます。 

 しきい値を超えている場合は、値が赤色で表示されます。 

この値は、“Reset thresholds”（しきい値のリセット）ボタンでリセットできます。 

 “Accelerometer”（加速度計）の値は平均値（170 の値の平均値）および分散（平均値とどれく

らい異なるか）として表示されます。 
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5.7 データのグラフ 

 “Diagram”（グラフ）アイコンをタップします。 

 

 
 

 センサーのアイコンをタップして、表示したいセンサーを選択します。グラフと値が表示

されます。 

 

 
 

 
 
  

ヒント：しきい値を超えた場合は、測定値が赤色で表示されます。 
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5.7.1 グラフ表示のオプション 

 
 

a. リフレッシュ： チャートを拡大した場合に、このアイコンをタップして元の表示を回

復します。 

b. 見ているウインドウ内での X の値の範囲で、スクロールを有効化/無効化します。 

c. グラフの Y 軸のオートスケールを有効化/無効化します。 

d. 開始/停止： グラフ内データのストリーミングを表示/停止します。 

e. ストリーミングしたグラフの記録を開始/停止します。 

f. 最後に記録したセッションの CSV を共有します。 

 

 
注意 

注意してください！ “Diagram”（グラフ）の画面で記録しているデータは、センサー

データそのものではなく、グラフに表示しているデータです。例えば、“Accelerometer”

（加速度計）の値は集計した平均値および分散値です。分析のためのデータが必要な場

合は、”Logging”（ロギング）ページで生データを記録し、ダウンロードしてください。

分析には、詳細まで全てを検出する生データが適しています。 
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5.8 ロギングおよびデータの送信 

 

”Logging”（ロギング）機能は、生データを SCD の内部メモリに保存します。データは、SCD アプ

リを通じてスマートフォンに、または BLE を介してゲートウェイに転送することができます。 

 

”Logging”（ロギング）のアイコンをタップして、ロギング条件を設定することができます。 

 

 

 データのロギングで使用する、センサーごとのサンプリングレートを設定してください。 

 ログファイルにセンサーのデータを必要としない場合は、そのセンサーを”Disabled”（無効

化）のままにしておきます。 

 “Start logging”（ロギング開始）をタップします。 
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 ロギング開始を確認します。 

 

 
 

 メモリがいっぱいになるか、ロギングを停止するまで、SCD 内にデータが保存されます。 

 

 
 

 データのダウンロードの準備ができました。 
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注意 

ダウンロードには数分かかることがあります。ダウンロードを始めるためには、ロギン

グを中止しなければなりません。 

 

 
注意 

サンプリングレートが 6.4kHz の場合、SCD は 1 軸（ｚ軸）しかロギングできませんの

で、ご注意ください。この速度で 3 軸をロギングすることはできません。その他のサン

プリングレートのオプションであれば、3 軸のデータは保存できます。 

 

 
注意 

”Logging”（ロギング）機能の生データをデータ分析に使ってください。このデータは

組み込まれた機器（SCD）に直接記録されてから転送されます。データの保存は高いサ

ンプリングレートを保って行われます。“Diagram”（グラフ）の画面で記録された、スト

リーミングしたデータ量を減らすため集計されたデータは使わないでください。 

 
 

5.9 SCD の取り外し 

 

 

 SCD と表面の間に、尖ったエッジ

がない平らな工具を通します。 

 

 慎重に SCD を持ち上げて、機械か

ら SCD を取り外します。 

 

 

 
 

 
 

 
 

5.10 SCD の再使用 

取り外した SCD は再使用することができます。取り付けは、5.1「SCD の」の説明に従って進めてく

ださい。取り外した後 SCD は、IP67 認証の保証が適用されませんのでご注意ください。 

 
  

情報：取り外した後は、IP67認証は保証されません。 

ヒント：機械の温度は40 °C以下にしてください。 

情報：SCDを取り外す時は、尖ったものを使用しないでください。 

ケース（筐体） 両面テープ 

SCDが搭載されて
いる面 

取り外し用工具 

（平らで、エッジや角がないこと） 
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6 SCD の一般的な動作モード 

この章では動作モードを説明します。SCD の設定および SDC からのデータの取り出し方法は、第 5

章「インストールおよび使用開始」を参照してください。 

 

6.1 一般 

SCD は、各センサーを有効化/無効化させて、データを入手することができます。さらに、データの

記録では、各センサーに様々なサンプリングレートを設定することができます。また SCD は最適な

（固定された）サンプリングレートを使って、表示用のアプリにデータをストリーミングします。 

 

6.2 SCD のリセット 

SCD に問題がある場合は、SCD の再起動が必要な場合があります。 

SCD のリセットには、以下の手順で行ってください。 

 SCD のボタンを 10 秒以上押す。 

 その後ボタンを放すと、LED が短時間赤く点灯する。 

 

 
 

6.3 Bluetooth Low Energy（BLE）によるストリーミング 

SCD は Bluetooth Low Energy（BLE）機器です。これは、別の BLE 機器からスキャンして SCD を検

出することができ、接続を開始することができるということです。BLE を使って、SCD を設定して

継続的に測定データを受信することが可能です。データはアプリで表示することができ、ゲートウェ

イで利用することもできます。SCD をゲートウェイに統合する場合は、SCD BLE 通信プロトコルな

どがウェブサイトに用意されており、ダウンロードすることができます。 

 

6.4 データをローカルのメモリに記録する 

SCD は生データをローカルメモリに記録するよう設定することができます。このデータは後で、ス

マートフォンのアプリまたはゲートウェイを使ってダウンロードすることができます。データ分析の

ために正確な生データを入手するには、ローカルのメモリに記録する必要があります。SCD は、メモ

リでのデータの記録と同時に、BLE によりストリーミングを同時に行うことができます。 

 

アプリによる記録は、ローカルのメモリがいっぱいになるか、記録が中止されるまで続けられます。

メモリがいっぱいになるまでの時間は、SCD の設定によって異なります。 

以下の例を参照してください。 

 

例： 

6.4kHz（1 軸）の加速度記録は、60 秒でメモリが満杯。 

3.2kHz（3 軸）の加速度記録は、40 秒でメモリが満杯。 

1.6kHz（3 軸）の加速度記録は、80 秒でメモリが満杯。 

温度のみの場合、メモリは 21 日間で満杯。 

 
 
 
 

情報：リセットによって、保存されていた値はすべて失われます。SCDの名称だけが保持されます。 



データ内容は通知なく変更されることはありません| Printed in Germany |9月20日 | バージョン1.0 BCDS/GM 

 

SCD110取扱説明書 バージョン2.0 21 | 27 

 

6.4.1 ログファイルのフォーマット 

ログファイルはカンマ区切りの値（*.csv）としてフォーマットされています。ファイル名には、SCD

の名称と、データがダウンロードされた時のタイムスタンプが含まれます。 

 

以下のスクリーンショットはログファイルの例です。機器、センサー、設定についての様々な情報と

してヘッダー部があります。アプリおよび SCD ファームウェアのバージョンはここで見ることがで

きます。各センサーについて、測定範囲、サンプリングレート（ユーザーが設定）、測定単位が表示

されます。 

 

 
 

データ部には、各センサ―の生データが含まれます。表示内容は以下の通りです。 

• “Measurement Type”（測定種類）：測定された値の種類です。SCD には 4 つのセンサー

があります。そのため、4 種類の測定が可能です。加速度計、磁力計、温度、および照度。 

• “Unix TimeStamp (ms)”（UNIX のタイムスタンプ）：測定時（SCD にスタンプされる）

のタイムスタンプを UNIX のタイムスタンプ形式で表示します。日付と時間に変換するこ

とができるミリセカンドで表した値です。詳細は、インターネットで UNIX のタイムスタ

ンプ変換ツールを検索してください。 

• “Data / x_axis”（値 / X 軸）：データの最初のカラム（列）です。加速度計または磁力計の

測定値（X 軸の値）はここに表示されます。温度または照度センサーの測定値の場合、セ

ンサーは異なる軸を持たないため、値はここに表示されます。 

• “y_axis”（Y 軸）： 加速度計または磁力計の測定値（Y 軸の値）はここに表示されます。

温度または照度センサーの測定値の場合、センサーは異なる軸を持たないため、空白にな

ります。 

• “z_axis”（Z 軸）： 加速度計または磁力計の測定値（Z 軸の値）はここに表示されます。

ヘ
ッ
ダ
ー
部

 
デ
ー
タ
部
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温度または照度センサーの測定値の場合、センサーは異なる軸を持たないため、空白にな

ります。 

 

 
注意 

どのセンサーを記録するかをアプリで選択することができます。2 つ以上のセンサーを

選択した場合、エクセルのフィルター機能を使って簡単にフィルタリングすることがで

きます。（フィルタリングの方法：マウスを使って名称の行を選択し（測定タイプ、

UNIX のタイムスタンプ、X 軸など）、”Data”（データ）メニューの”Filter”（フィル

ター）をクリックします。その後、各カラムでフィルタリングしたいものを選択するこ

とができます。 

 

6.5 イベント検出モード 

イベント検出モードでは、SCD の 1 つまたは複数のセンサーのしきい値を設定することができます。

計測した値がしきい値を超えた場合、BLE を介してイベント信号が送られます。しきい値を超えたこ

とは、アプリで赤色の値として表示されます。 

 

アプリでしきい値を選択し、ストリーミングを有効化して、接続を切断することができます。この場

合、SCD はしきい値のモニターを継続します。しきい値を超えたことが検出された場合は、SCD に

接続しなくても、メッセージとして確認することができます。 

 

 
注意 

しきい値が有効化され、SCD のストリーミングは継続、接続だけが切断された場合は、

SCD はしきい値のモニターを継続します。この動作は当然、電池を消耗します。 

 
 

7 メンテナンス 

SCD は特別なメンテナンスを必要としません。再生不可の電池を使った機器です。電池が空になった

ら、機器は廃棄しなければなりません。SCD は修理できません。機械的に損傷したら、機器は破棄し

なければなりません。保証期間が過ぎた後に SCD が故障した場合も、SCD は廃棄しなければなりま

せん（10.11 「廃棄」を参照）。 
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8 その他の詳細情報 

製品に関する文書およびユーザーガイドは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.bosch-connectivity.com/products/industry-4-0/sense-connect-detect/downloads/ 
 

 
 

アプリ SCD Sensor をダウンロードしてください。 

 

APPLE の App ストア Google Play ストア 

  
 

9 トラブルシューティング 

問題 対策 

アプリが値を表示しない ストリーミングがオン、アプリでセンサーが起動し

ているか確認してください。 

照度センサーが 0（ゼロ）のままである 余計なラベルが SCD に貼られていないかを確認して

ください。照度センサーが覆われている可能性があ

ります。 

保護カバーが損傷している 機器を使用しないでください。 

値が変化せず、センサーの不具合と思われる アプリのストリーミングがオンになっているかを確

認してください。センサーが起動しているかどうか

確認してください。 

接続不良 “Pairing”（ペアリング）の指示が表示されたかを確

認してください。ペアリングが完了していることを

確認してください。 

しばらくすると接続が切れる 異常がない可能性があります。アプリに 2 分以上変

化がない場合は、SCD は接続を切断して電池を節約

します。 

SCD の使用回数が少ないのに、電池が空に

なる 

ストリーミングを無効にした後、SCD の接続を切っ

てください。ストリーミングが作動状態だと、BLE

によるデータのストリーミングは続けられ、電池を

浪費させます。 

https://www.bosch-connectivity.com/products/industry-4-0/sense-connect-detect/downloads/
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10 規則および法律 

重要：この章では、正式な認証書に使用されている「SCD110」を製品名として使います。ユーザーを誤解させ

る恐れがない場合、この取扱説明書の他の章では、簡単な名称「SCD」を使用しています。 

 

10.1 ターゲット市場 

SCD110 は以下の市場での販売および操作が許可されています。 
 

EU 諸国： 

• オーストリア、ベルギー、クロアチア、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、

フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、ル

クセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、

スペイン、およびスウェーデン 
 

EEA の加盟国 

• ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド 
 

EU と相互承認協定を締結している国 

• スイス、トルコ 
 

ブレグジット移行協定による（2020 年 12 月 31 日まで） 

• 英国 
 

その他： 

• 米国 

• カナダ 

• コロンビア 

• シンガポール 

• 日本 

• 南アフリカ 

• マレーシア（2021 年 1 月 7 日まで） 

 

10.2 EU 指令 

EU 指令  

無線機器指令 

Bosch Connected Devices and Solutions GmbH は、ここに、無線機器タイプ「SCD110」が指令 2014/53/EU

（無線機器指令）に適合していることを宣言いたします。 

EU 適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスにてご覧ください。 

https://www.bosch-connectivity.com/products/industry-4-0/sense-connect-detect/downloads/  

（SCD 適合宣誓書） 
 

添付情報 

• 無線電力：5 mW （ピーク放射 e.i.r.p） 

• 周波数帯域：2400 – 2483.5 MHz 
 

RoHS 

SCD110 は、特定の危険物質の電気および電子機器の使用制限を定めた指令 2011/65/EU の要件を満たしていま

す（RoHS 指令）。 
 

REACH 

SCD110 は、指令 1907/2006 の要件（2019 年 7 月付けの REACH 指令）を満たしており、通知を必要とする

REACH 指令に規定される濃度の高懸念物質を含んでいません。 

https://www.bosch-connectivity.com/products/industry-4-0/sense-connect-detect/downloads/
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10.3 米国：FCC の通知 

FCC は Bosch Connected Devices and Solutions GmbH に対し、FCC 規則のパート SCD110 15 に従って、以下

の FCC ID の機器許可書を発行しました：2ADSJSCD110。 

アメリカ合衆国の認証は、機器ケース（筐体）に FCC ID が印刷された SCD110 の機器のみに適用されます。ア

メリカ合衆国内で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 

重要：Bosch Connected Devices and Solutions GmbH が明確に認めていない変更や改造をした場合、FCC 認証

および機器操作の許可が無効になることがあります。 

重要：この機器は FCC 規則のパート 15 に従って試験され、クラス B のデジタル機器の規制値への適合性が確認

されています。これらの規制値は、一般住居に取り付けた時の有害な妨害を合理的に保護する値です。この機器

は、取扱説明書に従わない取り付けや使い方をした場合は、無線周波数エネルギーを発生させ、無線通信に有害

な影響を及ぼす可能性があります。しかし、特定の取り付けをすれば妨害が起こらないということを保証するこ

とができません。この機器の電源オンまたはオフが、無線またはテレビの受信に有害な影響を及ぼす場合は、以

下の方法の 1 つあるいは複数を実施し、影響をなくすようにすることをお勧めします。 

受信アンテナの向きまたは位置の変更 

機器と受信器の間に距離を取ってください。 

機器を、受信器が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに接続してください。 

ディーラーまたは経験のある無線/テレビの技術者に手助けするよう相談してください。 

 

10.4 カナダ、ISED 通知 

ISED は、ISED 認証番号 12595A-SCD110 に基づき、SCD110 に技術許可認証書を与えました。 

カナダの認証は、機器のケース（筐体）に IC ID が印刷された SCD110 の機器のみに適用されます。カナダ国内

で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 

重要：本機器は、Industry Canada の免許の適用除外の RSS 規格に適合しています。動作は以下の 2 つの条件に

適合する。(1) この機器は有害な影響を及ぼさないまた(2)この機器は、予期しない動作を引き起こす可能性のあ

る影響を含め、すべての影響を受ける。 

本クラス B のデジタル機器は、Canadian ICES-003 に適合しています。 

 

10.5 IMDA シンガポールの通知 

SCD110 は、電気通信（ディーラー）規則（Cap 323, Rg 6）の規制 20（6）に従って IMDA（情報通信開発庁）

に登録され、ディーラーライセンス DA108338 に従ってシンガポールでの販売を許可されました。 

シンガポールの認証は、「IMDA 規格 DA108338 に適合」の通知が機器のケース（筐体）に示されている、また

は「クイックスタートガイド」/取扱説明書の表紙に印刷されている SCD110 の機器だけに適用されます。シン

ガポール国内で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 

 

10.6 ACMA オーストラリアの通知 

この機器は、1992 年無線通信法および 1997 年電気通信法に従って作られた関連 ACMA 規格の要件に適合して

います。 

オーストラリアの認証は、梱包または筐体に ACMA ラベルが印刷された SCD110 の機器だけに適用されます。

オーストラリア国内で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 

 

10.7 日本の通知 

この機器は日本の電波法（|R| 205-102463 電波法）に従って許可されました。この機器は改造することは許され

ません（この通知に違反した場合、許可された指定番号は無効となります）。 

日本の認証は、機器のケース（筐体）に技適マークのある、SCD110 の機器だけに適用されます。 

日本国内で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 
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10.8 南アフリカの通知 

SCD110 は、ICASA（南アフリカ独立通信庁）から無線機器型式認証番号 TA-2019/2229 を付与されました。 

南アフリカの認証は、機器のケース（筐体）に ICASA ラベルのある、SCD110 の機器だけに適用されます。 

南アフリカ国内で使用する場合、ユーザーは使用の前に SCD110 を検証することとします。 

 

10.9 その他の国の認証 

コロンビア 

2019 年 10 月 29 日付けの通信規制委員会の公式文書により、SCD110 は認証書を必要とせずにコロンビア国内

で使用することができます。 

マレーシア： 

SIRIM QAS は、許可番号 RHAE/03A/0120/S（19-4892）として、SCD110 に適合性認証書を与えました。認証

書の有効期間は 2021 年 1 月 7 日までです。マレーシア国内の認証の継続については、SCD サポートにお問い合

わせください。 

SCD110 の使用は、顧客による現地の法的規制の検証および監視を受けます。その他の認証については、時間の

経過と共に発行される可能性もあり、support@bosch-connectivity.com に示す弊社の SCD サポートにご連絡く

ださい。 

 

10.10 Bluetooth® 

SCD110 は、BT-SIG によって Bluetooth®対応機器のリストに入ることを許可されました。 

 

10.11 廃棄 

ユニット、装着された電池、アクセサリ、梱包は環境に配慮したリサイクルのために分別してください。この機

器は、家庭用または産業用のごみとして廃棄しないでください。 

ヨーロッパのガイドライン 2012/19/EU に従い、使用できなくなった電気および機器は別々に回収して環境に配

慮した正しい方法で廃棄しなければなりません。 

ユーザーは承認を受けたリサイクル業者を特定して、機器および搭載電池の廃棄を確実に行ってください。 

 

10.12 使用制限 

SCD110 のケース（筐体）は、開けたり改造しないでください。SCD110 はこの取扱説明書に説明された環境条

件で使用するよう設計されています。説明された環境条件以外での使用や操作、試験は顧客の責任となります。 

SCD110 および可能性のある派生製品は、人体への手術による移植、あるいは、人命のサポートまたは維持その

他の応用、または Bosch 製品の不具合により人の怪我または死亡を引き起こす状況を生み出す可能性のあるその

他の応用を使用目的とするシステム内で、構成部品として使用するようには設計されておらず、そうした使用を

目的とせず、許可もしていません。同じことは、あらゆる種類の武器、機器、または潜在的に人命に危険を及ぼ

す応用にも当てはまります。 

SCD110 はモニタリングを目的として設計されており、機械指令 2006/42/EC の範囲の下で機械の制御および安

全性の部品として使用しないでください。 

Bosch Connected Devices and Solutions GmbH は、規定した操作および/または規定された応用分野を外れた/超

えた SCD の使用により生じるいかなる損失に対しても責任を負わないものとします。 
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10.13 オープンソースのラインセンス条件 

SCD110 に組み込まれたソフトウェアには、オープンソースソフトウェア（OSS）の構成要素が含まれています。 

OSS の著作権およびライセンス条件は、SCD のクイックスタートガイドにあります。このガイドは機器の販売

パッケージに添えられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

さらに必要な場合は、http://www.bosch-connectivity.com/SCD を参照いただくか、 

support@bosch-connectivity.com にお問い合わせください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosch Connected Devices and Solutions GmbH 
Ludwig-Erhard-Straße 2 
72760 Reutlingen Deutschland 
www.bosch-connectivity.com 
 

国内問い合わせ先  

ボッシュ・レックスロス株式会社  

サーボシステム事業部  

〒150-0002  

東京都渋谷区渋谷3-6-7  

Project.IoT@boschrexroth.co.jp  
www.boschrexroth.co.jp  
http://www.boschrexroth.com/ja/jp/products_8/special_iot/iot_top 
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