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準拠 

この製品は FCC 規則パート 15 に準拠しています。本機の操作にあたっては、（1）他の機器
への電波干渉を引き起こさないこと、(２)本機が電波干渉を受けることにより予期しない動作を
起こし得ることを理解した上でご使用ください。 

この製品は 2014/53/EU 指令の基本要件および関連する規定に準拠しています。適合宣言は
以下から取得できます。 

https://hemispheregnss.com/About-Us/Quality-Commitment 

著作権表示 

Copyright Hemisphere GNSS, Inc. (2018). All rights reserved. 

このマニュアルを Hemisphere GNSS の事前の書面による承諾なしに、電子的／機械的／磁
気的／光学的／化学的／その他手作業等のいかなる手段であれ、複製、再配布、転写、あるい
はいかなる言語やコンピュータ言語による翻訳や検索システムへの登録を禁止します。 

商標 

Hemisphere GNSS®とそのロゴ、TRACER ™ , Crescent®, Eclipse ™ , e-Dif®, L-Dif™ , 
PocketMax4™, S320™, SBX-4™, Vector™, XF1™, XF2™は、Hemisphere GNSS社の登録商標
です。また、本マニュアルに記載のその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。 

特許 

Hemisphere GNSS製品は、次の各特許によって保護されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本マニュアルは、Hemisphere GNSS が発行した「Vector V123/133 GPS Compass User 
Guide」の内容を日本国内での使用を想定して意訳しており、本機の使用目的以外に流用するこ
とを禁止します。 

https://hemispheregnss.com/About-Us/Quality-Commitment
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1.1 製品の概要 
V123/133 GPSコンパスは、Hemisphere GNSSのCrescent Vector H220™ モジュールを

使用しており、GPS, GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDouの各衛星システムに対応していま
す。 

V123/133は高精度な方位計測、サブメーターレベルの測位が必要なあらゆる分野に応用
可能です。Crescent Vector GNSSモジュールと2個のアンテナを備え、0.30°（RMS）の
方位精度を実現します。 

V123/133は1周波のGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDouに対応し、オプション購
入によりAtlas L-Band補正サービスにも対応します。 

V123/133は1本のパワー/データケーブルを接続するだけで使用できます。また、CANイ
ンタフェース（NMEA2000）をサポートします。 

V123/133はジンバルやモーターなど機械部品を使用していませんので定期的なメンテナ
ンスが不要です。方位はGNSSを使用して計測するので、セッティング、ジャイロのキャリ
ブレーション、速度の補正なども不要です。方位計測の性能は地磁気の影響を受けません。 

V123/133は以下のコンポーネントを統合しています。 

・Crescent Vector H220モジュール 

・2つのGNSSアンテナ 

・DGPSビーコンモジュールとビーコンアンテナ（V133のみ） 

・電源回路 

・6軸センサー 

6軸センサーにより方位計測の性能を向上させ、GNSS信号遮断時の方位を補完します。
センサーによる方位精度は最大3分まで1°/分以内です。V133はビーコンアンテナ、ビーコ
ン受信機能を内蔵し、GNSSモジュールに補正情報を供給します。 

Note: 本マニュアルでは、V123 および V133™の両方に対する記述は、V123/133 と
記述します。V123 または V133 のみに対する記述は、V123 や V133 のように記述しま
す。 

Note: V123 GNSSコンパスと V133 GNSSコンパスは同一のものです。ただし、
V123 はビーコン受信機能がありません。V123 を購入された方は本マニュアルの
ビーコンに関する記述を無視してください。 
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V123/133に内蔵された２つのアンテナ間の距離は 50.0 cm で方位精度は 0.30°RMSを達成
しています。V123/133 は最大 50Hz で方位および位置を出力できます。位置精度は 0.6ｍ95％
です。この精度はビーコン（V133のみ）および SBAS（Satellite Based Augmentation Systems）
を利用した DGPS補正情報を使って実現します。 

V123/133 は Hemisphere GNSS 社独自の TracerTM技術によってディファレンシャル情報が
正常に受信できない状態（障害物などにより、信号が遮断されたり弱くなったりした場合）で
も約 40分程度位置情報を出力し続けます。 

GPSに関して更に詳細が必要な場合は「Hemisphere GNSS Technical Reference」マニュア
ルをご覧ください。以下のリンク先から取得できます。 

https://hemispheregnss.com/Resources-Support/Technical-Documentation 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas L-bandはHemisphereGNSS社の補正情報サービスで、V123/133でも利用することがで
きます。Atlas L-bandは以下の利点があります。 

・ 測位精度 - 最高で 30cm RMSを実現します。 

・ 測位の持続 – HemisphereGNSSの特許技術により補正信号の欠落時でも位置精度の品質
を保ちます。 

1.2 製品の特徴 
V123/133の特徴は以下の通りです。 

・ サブメーターレベルの測位精度 

・ SBASおよびビーコンによるDGNSS補正 

・ Atlas L-Band補正サービスによる基地局無しでの30cm RMSの実現（要Subscription購入） 

・ 30 cm RMS（DGNSS）のヒーブ精度 

図 1-1 V123/133 

https://hemispheregnss.com/Resources-Support/Technical-Documentation
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・ 0.30°RMSの方位精度 

・ 1°RMS以下のピッチ/ロール精度 

・ 簡易な操作 

・ 1PPS出力可能 

・ イベントマーカーによる出力 

・ NMEA0183出力および設定のための2つの全二重RS232、1つの半二重RS422シリアルポー
ト 

・ 最大50Hzまでの出力レート 

・ GNSS信号遮断時の最大3分までの方位計測持続 

・ 内蔵センサーによるスタートアップ時間の短縮およびGNSS信号遮断時の方位更新 
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2.1 本機の取付け 
V123/133を設置するにあたっては、以下の点を考慮してください。 

・ 上空が開けた場所であること。GNSS衛星および L-Band衛星からの信号が遮られると
性能が低下します。 

・ V123/133 は本体内部の２つのアンテナの内‘Primary（主）’ア
ンテナの位置を出力します。Primary アンテナは本体ケースの
下（裏）にある矢印の反対側にあります。 

・ 携帯電話や無線機器からの電波による干渉で GPS の動作に影
響がでる可能性があるため、送信アンテナから数メートル離し
てください。 

・ 適切な長さのケーブルを使用してください。 
・ 使用条件および保管条件等の詳細は、付録 B を参照してくださ

い。 

V133内蔵のビーコン受信機能を使用する場合は以下を考慮してください。 

・ 直流モーター、交流発電機、無線機、送電線、モニター、その他の電子機器からできる
だけ離してお使いください。 

・ 本機を船舶に搭載する場合、できるだけ他の金属製の物体よりも高い位置に設置してく
ださい。 

・ レーダーを使用している場合は、レーダーの放射の範囲の外に設置してください。 

V133 内蔵のビーコン受信機機能を使用する場合の最適な設置位置はビーコンの SNR 値を参
照することによって探すことができます。ビーコンの SNR値は $CRMSS メッセージに含まれ
ています。実際に使用する環境（他の電子機器などが動作している状態）で、$CRMSS メッセ
ージの SNR値をモニターしながら最適な設置場所を探すことができます。 

V123/133を VHF 海上無線の近くで使用する場合、以下を考慮してください。 

・ VHF 海上無線はチャンネル 1～28および 84～88、156.05MHz～157.40MHzで動作し
ます。L1 GPSの中心周波数は 1575.42MHzです。 

・ VHF 海上無線は強い高調波を出力します。10倍の高調波が GPS信号の周波数帯に重
なるため GNSS信号の SNR値を劣化させることがあります。 

・ 高調波の出力の強さは無線機器ごとに異なります。 
・ VHF 無線機のメーカーが推奨する設置場所、設置間隔に従ってください。 
・ ハンドヘルドの 5WのVHF無線機を近くで使用するとV123/133に干渉する場合があ

ります。 

Hemisphere GNSS社の製品は厳しい環境にも耐えるように設計されていますが、以下にご注
意ください。 

・ 動作温度：－30℃から 70℃ 
・ 保存温度：－40℃から 85℃ 
・ 湿度：95％ （結露しないこと） 

 

矢印の位置 
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V123/133は設置方向に関係なく方位、ピッチ、ロール情報を出力できます。船軸とアンテナ
の向きによってバイアス値の設定が必要になる場合があります。 

V123/133では位置情報は’Primary’アンテナ位置の値を出力し、方位情報は’Primary’アンテナ
から’Secondary’アンテナを見た方位を出力します。また、ヒーブ出力はアンテナの設置方向に
関係無く$GPHEVメッセージに出力します。        

アンテナの設置方向の代表例を以下に示します。 

1）船軸に平行に設置する場合 

最も一般的な方法は、船の進行方向に平行（これを「船
軸」と定義）に設置（Primaryアンテナを基準に Secondary
アンテナを船首方向に配置）する方法であり、船体の方位
およびピッチの測定向きです。 

このときジャイロコンパスを利用していて、ジャイロコ
ンパスと V123/133 の方位角を揃える必要があるときは、
V123/133 の方位角とジャイロコンパスの方位角の差分
をバイアス値として設定することができます。また、
V123/133 が水平に設置されていない場合はその傾斜角を設定することでピッチやロール情報
も補正できます。 

2）船軸に直角に設置する場合 

もう一つは船軸に直角に設置する方法で、船体の方位とローリングの測定ができます。 

2 つのアンテナの高さの変化をロール情報として出力
する場合は出力補正処理（$JATT,ROLL,YES）を行いま
す。 

方位角の補正は、’Primary’アンテナが右舷の場合は方
位角のバイアスを+90°、’Primary’アンテナが左舷の場
合は-90°をバイアス値として設定してください。 

また、V123/133 が水平に設置されていない場合はそ
の傾斜角を設定することでピッチやロール情報も補正で
きます。 

V123/133のケース上面に付いている位置合せ用凹凸を使って設置方向の微調整をします。ケ
ース中央部の凹部にケース端の凸部が一致するように調整してください。 

この調整による精度は、長軸方向で調整すると±１°、短軸方向で調整すると±2.5°になり
ます。 

 

図 2-1 船軸に平行に設置 

図 2-2 船軸に直角に設置 
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V123/133の固定方法は、次の2通りあります。 

・底面で固定する方法 
・ポールマウントを使用する方法 

1）底面で固定する方法 

V123/133は平らな平面に取り付けるため底面はフラットで、M8(ネジ山：1.25mm)の穴
が8つあります。手順は以下の通りです。 

（1） V123/133の設置場所、設置方向を決めます。 

（2） HemisphereGNSSのWEBサイトの以下のページにあるMounting Orientation
をクリックして取り付け位置決め用のテンプレートを取得します。 

https://hemispheregnss.com/Products/Products/Position-Heading/vector
e284a2-v123-v133-smart-antenna-1669 

（3） テンプレートの取り付け用ネジ穴の中心を取り付け面にマークします。外側
の4つの穴、または内側の4つの穴を使ってください。V123/133をマークの上に
置いて位置を確認してください。必要に応じて微修正します。 

（4） 取付面の表面にセンターパンチでネジ穴位置をマークします。 

（5） マークした4つの取付位置を9mmのドリルで穴開けします。 

（6） V123/133を穴位置に合わせ、裏から4つの穴にネジ止めして固定します。 

注：V123/133を取り付ける際は手作業でネジ止めを行ってください。ネジの締めすぎ
は、故障の原因となり、これに起因する故障は保証対象外となります。 

 

 

 

 

 

図 2-3 設置の微調整 

https://hemispheregnss.com/Products/Products/Position-Heading/vectore284a2-v123-v133-smart-antenna-1669
https://hemispheregnss.com/Products/Products/Position-Heading/vectore284a2-v123-v133-smart-antenna-1669
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2）ポールマウントによる方法 

1インチ・ポールを使ってV123/133のブラケット本体底面の中央にあるネジ穴（深さ0.9”）
に、簡単に固定できます。ブラケットを取り付ける際は安全のため取付ベースの長辺側の
側面にあるネジ穴からネジ止めしてください。 

 

 

 

 

図 2-4 V123/133 寸法図 
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注：V123/133にブラケットを取り付ける際は手作業でネジ止めを行ってください。ネジの締
めすぎは、故障の原因となり、これに起因する故障は保証対象外となります。 

データ兼電源ケーブル設置の際は以下に注意してください。 

・熱源の近くや腐食性薬品から遠ざける。 
・回転運動をする機械からケーブルを離す。 
・ケーブルを過度に捻ったり曲げたりしない。 
・ケーブルから受信機までの間の弛みを無くす。 

本体と接続する場合、ケーブル側コネクタのキー位置を V123/133本体側コネクタのキーに合
わせて接続します。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 ポールマウントブラケット仕様 



  

 14 

   下図のように付属のクランプとネジを使い、ケーブルを本体裏に固定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケーブルを本体に

接続する 

ケーブルをクランプで
ネジ止め 

ケーブルカバー
を装着 

ケーブルリング 
ケーブル接続場所 

図 2-6 パワー/データケーブルの接続 
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NMEA2000 アダプターを使用する場合は以下の図のようにアダプター側のコネクタのキー位
置を V123/133本体側コネクターのキーに合わせて接続します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 シリアルポート 
V123/133には以下の 3つのシリアルポートがあります。 

・ Port A：全二重 RS-232および半二重 RS-422（送信のみ） 
・ Port B：全二重 RS-422 
・ Port C：NMEA2000（NMEA2000アダプター使用時のみ） 

Port A（全二重 RS-232）または Port B（全二重 RS-422）を使ってディファレンシャル補正
データを受信することができます。これらのポートはファームウエアの更新に使用できます。
V123/133のシリアルポートのボーレートの最大値は 115200です。 

NMEA2000 アダプターを

装着する 

装着場所 

図 2-7 NMEA2000アダプターの接続 
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Port Aと Port Bは別々のメッセージ出力設定、メッセージ出力レート設定、ボーレート設定
をすることができます。Port Aの RS-232と RS-422は同じボーレートで同じメッセージを出力
します。RS-422のボーレートを変更する場合は RS-232のポートからコマンドを送信してくだ
さい。 

ボーレートと出力メッセージを選択する際は以下のように各メッセージの 1 秒あたりのビッ
ト数の合計からボーレートを決定してください。 

 メッセージ出力レート * メッセージ長（バイト）* 10 ＝ ビット数/秒 

2.3 電源/データケーブル 
V123/133は 15mまたは 30ｍの一本のケーブルで電源供給とデータ送受信を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーブルは必要に応じて短くして使用できます。30ｍより長
いケーブルが必要な時は必ず船舶内で結合し、以下の点に注意
してください。 

・ シリアル通信ケーブルを延長する際は 20 ゲージツイス
トペアケーブルを使用し、延長するケーブル長は最小限
にする。 

・ 電源ケーブルを延長する際は電圧降下によって最低動作
電圧以下にならないように注意し、18ゲージかそれ以上
のケーブルを使用してください。 

・ RS-232 ケーブルの長さは安定した送受信ができるよう
に最小限の長さにしてください。 

 

ドレインワイヤ 

図 2-8 電源/データケーブル 

図 2-9 V123/133のピン配置 
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表 2-1 V123/133 ピン出力仕様 

ピン 信号 色 
1 Power (+) 赤 
2 Power (-) 黒 
3 Port A Tx RS-232 青 
4 Port A Rx RS-232 黒/青ストライプ 
5 Reserved  
6 Port A Tx RS-422 (+) 緑 
7 Port B Rx RS-422 (+) 茶 
8 Port B Rx RS-422 (-) 黒/茶ストライプ 
9 Reserved  

10 Drain むき出し線 
11 Port A Tx RS-422 (-) 緑/黒ストライプ 
12 Signal ground 灰 
13 Alarm 白 
14 Alarm 白/赤ストライプ 
15 1 PPS (+) オレンジ 
16 Port B Tx RS-422 (+) 黄 
17 Port B Tx RS-422 (-) 黄/黒ストライプ 
18 1 PPS (-) オレンジ/黒ストライプ 
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3.1 ディファレンシャル動作 
V123/133は電源を投入すると利用可能な GNSS衛星の捕捉を始めます。位置と方位の精度は

場所と環境によって変わります。位置精度は RTK や DGNSS によって向上します。DGNSS や
RTKは位置精度、ヒーブ精度を改善しますが、方位、ピッチ、ロールの精度には影響しません。 

V123/133の単独測位での位置精度は2.5m 95％ですが、SBAS,ビーコン、Atlas L-band、RTCM
補正情報の受信によるディファレンシャル補正により 0.6m 95％を実現します。 

V123/133は SBAS衛星を捕捉するために 2チャンネルを割り当てています。 

3.2 GNSS概要 
V123/133は高い更新レートで正確かつ信頼性のある方位角と位置情報を提供します。これを

達成するために高性能な GNSS モジュールと 2 つのアンテナを使用しています。2 つのアンテ
ナのうち片方を’Primary’アンテナ、他方を’Secondary’アンテナと呼びます。 

位置情報はこの’Primary’アンテナの位相中心（'Phase Center’）の値を示しており、また方位
角は’Primary’アンテナの位相中心から’Secondary’アンテナの位相中心を見たときの方位を示し
ています。この方位は V123/133のケースの裏（下部）側の凹みのある矢印で示してあり、この
矢印のある部分が’Secondary’アンテナのある位置になっています。 

Atlas L-band 補正情報は全世界で利用できます。基地局の距離によって位置精度が悪くなる
ことがありません。単一の基地局の情報ではなく基地局ネットワーク全体の情報を利用してい
ます。V123/133 は 30cm RMS の水平位置精度を実現します。Atlas L-band を利用するには
Subscriptionの購入が必要です。 

3.3 センサー 
V123/133 は起動時の方位計測高速化と GNSS 信号遮断時の再捕捉高速化のためのセンサー

を搭載しています。センサーの機能はデフォルトで有効になっ
ていますが無効に設定することもできます。 

傾きセンサーを利用することで図３－１に示すように
Primary アンテナに対する Secondary アンテナの方向のおおよ
その傾斜角が分かるので、アンテナを探索する範囲が緑色のリ
ング上に絞り込まれます。これにより起動時の方位計測時
間と再捕捉時間が削減できます。  

さらに、ジャイロを使用すると最後に計算した位置から

図 3-1 傾きセンサーの役割 
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の相対的な変化量を絞り込むことが可能になるため傾きセンサーと組み合わせることで計算時
間を飛躍的に減少させることができます。 

ジャイロは精度を保ったまま方位と回転角速度（ROT）の出力をスムージングします。 

ジャイロを使用すると、どちらかのアンテナの受信状態が悪
くなった場合でも、３分程度は 1 分あたり１°以下の精度劣
化を維持することができます。3分を超えても衛星状態が回復
しない場合は、方位出力データは’null’出力となります。 

ジャイロは、電源投入時、本体の初期化時、あるいはコマン
ドによるキャリブレーション中に初期化されます。詳細
は’Technical Reference’マニュアルを参照してください。 

3.4 時定数 
V123/133には方位、ピッチ、回転角速度、進行方向、スピードの計測値をスムージングする

ために以下に示すさまざまな時定数が設定できます。これらのパラメータを船舶等の動き方に
合わせて設定することができます。例えば、船舶等が大きくてそれほど速くは回転できない場
合、ピッチの変化スピードも遅い場合には時定数を大きくします。その結果、計測値からノイ
ズが減少し安定した値が得られるようになります。もし船舶等がすばやく動く場合は時定数が
大きいと計測値にタイムラグが生じます。 

時定数の設定の仕方の詳細は’Technical Reference’マニュアルを参照してください。設定方法
が不明な場合はデフォルト値のままのご使用をお奨めします。 

方位の時定数は、$JATT,HTAUコマンドで設定可能です。方位測定結果を’$HEHDT’メッセー
ジに反映する時間が変化します。初期設定ではジャイロ有効かつ本時定数の値は 0.1秒です。ジ
ャイロ無効時には本設定値を 0.5秒に設定します。本時定数を大きくすると方位出力値は滑らか
になりますが、時間差（タイムラグ）が増加します。 

ピッチの時定数は、$JATT,PTAU コマンドで設定可能です。ピッチ測定結果を’$PSAT,HPR’
メッセージに反映する時間が変化します。初期値は 0.5秒です。この時定数を大きく設定すると、
ピッチ出力値は滑らかになりますが、時間差（タイムラグ）も増加します。 

回転角速度の時定数は、$JATT,HRTAU コマンドで設定可能です。’$HEROT’メッセージ出力
に反映する時間が変化します。初期値は 2.0秒です。この時定数を大きく設定すると回転角速度
は滑らかになります。 

進行方向の時定数は、$JATT,COGTAUコマンドで設定可能です。’$GPVTG’メッセージ出力に
反映する時間が変化します。初期値は 0.0 秒です。進行方向（COG）は Primary アンテナのみ
で計測され、精度は移動速度に依存します（誤差は 1/速度に比例します）。 

進行方向の値は船舶等が静止しているときは無効となります。 

図 3-2 ジャイロの役割 
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対地速度の時定数は、$JATT,SPDTAUコマンドで設定可能です。’$GPVTG’メッセージ出力に
反映する時間が変化します。初期値は 0.0秒です。 
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 23 

4.1 電源の投入 
良好なパフォーマンスを得るために安定した電源を供給してください。 

V123/133は電源端子の逆付けから内部回路を保護する機能を備えていますが、電源端子の誤
接続をしないよう十分注意してください。電源の仕様については を参照 

36VDC 以上の電圧を供給しないでください。受信機の故障の原因となります。これによる故
障は保証対象外です。 

データ兼電源ケーブルの一端にある赤い線を直流（ＤＣ）電源の＋（プラス）端子に接続 し、
黒い線を－（マイナス）端子に接続します。 

V123/133は電源が供給されると動作を開始します。 

4.2 ビーコン 
V133は 2チャンネルのビーコン受信機能を備えています。手動、自動、あるいはデータベー

スを利用して IEC61108-4規格に準拠した最も近いビーコン局の周波数を選択します。 

4.3 アラーム 
V123/133 は電源異常や方位算出不能を検出した時に作動するリレーを内蔵して おり、異常

検出と同時にリレーがオープン状態になります。このリレーの状態は外部インタフェース上の
２本のアラーム信号で通知されます。 

4.4 ウォッチドッグ 
ウォッチドッグは方位が失われた場合、監視するソフトによって制御されるタイマで す。ウ

ォッチドッグソフトウェアは、IEC 60495に準拠しています。 
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付録A：トラブルシューティング 
表 A-1に、本機によく起こるトラブルとその解決方法を示します。 

表A-1：トラブルシューティング 

事象 対策 
電源が入らない ・ プラスおよびマイナス電極の取付が正しいことを確認す

る 
・ 電源コネクタ/ケーブルが正しく接続されていることを確

認する 
・ 入力電圧を確認する（9～36VDC） 
・ ケーブルのコネクタ側での電圧供給を確認する 
・ 電源電流の制限値を確認する（1.0A以上供給可能であるこ

と） 
データ出力がない ・ 電源が入っていることを確認する 

・ 必要なメッセージが出力されるよう設定されているか確
認する（PocketMax4もしくは$JSHOWコマンドで確認で
きます） 

・ ボーレートが正しいか確認する 
・ ケーブル接続が正しいか確認する 

解読できない出力 ・ RTCMまたはバイナリメッセージを出力していないか確認
する（$JSHOWコマンドで確認できます） 

・ ボーレートが正しいか確認する 
・ ボーレートと出力データの合計サイズの関係を確認する。 

GNSSがロックしな
い 
SBASがロックしない 

・ V123/133の上空が開けていることを確認する。 
・ GNSS衛星の状態を確認する（PocketMax4などを利用す

る） 
・ SBASモードを$JWAASPRN,AUTOコマンドで自動にする 

Atlas補正情報が利用
できない 

・ Atlas Basicサブスクリプションが有効化どうかを
$JK,SHOWコマンドで確認する（またはPocketMax4を接
続しAboutタブで確認する） 

・ Atlas衛星の設定を確認する（または$JFREQ,AUTOコマン
ドで自動にする） 

方位が出ないか間違
っている 

・ CSEPの値がほぼ0.50m±1cmであることを確認する（大き
く異なる場合、マルチパスが発生している可能性がありま
す） 

・ 底面の矢印が船舶等の舳先に向いていることを確認する 
・ $JATT,SEARCHコマンドで強制的に最探索させる（ジャイ

ロ無効時のみ） 
・ ジャイロを有効にして3分間のGNSS信号遮断時に方位が

出力できるようにする 
・ 傾きセンサーを有効にして方位の探索時間を削減する 
・ PocketMax4などを利用して衛星の状態を確認する。 
・ ボーレートと出力データの合計サイズの関係を確認する。 

RTCMを入力しても
DGPSにならない 

・ RTCMを入力しているポートのボーレートを確認する 
・ RTCMを入力しているポートの入出力端子が正しいか確認

する 
・ RTCMを入力しているポートが正しいか確認する

（$JDIFF,PORTBコマンドを使用する） 
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付録B：製品仕様 
表B-1 GNSS仕様 

項目 仕様 
受信機タイプ GNSS L1 
受信信号 GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS3,Atlas 
チャネル 300 
GPS感度 -142 dBm 
SBAS トラッキング 2チャンネル、パラレルトラッキング 
更新レート 50Hz 
位置精度 1.2m RMS（単独測位） 

0.3m RMS（SBAS） 
0.3m RMS（Atlas） 

方位精度（GNSS） <0.30°RMS 
ヒーブ精度（GNSS） < 30cm RMS1 
ピッチ精度 <1°RMS 
ロール精度 <1°RMS（傾きセンサー使用時） 
タイミング（1PPS）精度 20 ns 
回転角速度 最大 145°/秒 
コールドスタート < 40秒（通常時：アルマナックと RTC が無い時） 
ウォームスタート < 20秒（通常時：アルマナックと RTC がある時） 
ホットスタート < 1秒（通常時：アルマナック、RTC、位置情報がある時） 
方位 FIX < 10秒（通常時：測位後） 
正常動作に必要な設置距離 75cm 
最大速度 1,850 kph 
最大高度 18,288 m 

 

表B-2 ビーコン仕様（V133のみ） 

項目 仕様 
動作モード 手動、自動、データベース 
準拠 IEC 61108-4 

 

表B-3 通信（インタフェース） 

項目 仕様 
シリアルポート RS-232（全二重） 

RS-422（全二重 x 1、半二重 x 1） 
ボーレート 4800，9600，19200，57600，115200 
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補正情報プロトコル RTCM、Atlas L-band 
データプロトコル NMEA 0183、NMEA 2000 

 

 

表B-4 電源仕様 

項目 仕様 
入力電圧 6～36 VDC 
消費電力 V123： ～4.3W    V133： ～4.6W 
消費電流 V123： ～0.36A    V133： ～0.38A 
電源の絶縁 筐体により電源部は絶縁 
極性反転保護 有り 

 

表B-5 機構仕様 

項目 仕様 
筐体 上部：ASA/PC混合     下部：PC 
寸法 66.5 L x 20.8 W x 14.6 H （cm） 
重量 V123: 2.1kg    V133：2.4 kg 
電源/データコネクタ 18ピン、環境防水 

 

表B-6 動作環境 

項目 仕様 
動作温度 -30℃～70℃ 
保存温度 -40℃～85℃ 
湿度 95％ 結露無きこと 
振動 IEC 60945 
EMC CE（IEC 60945 Emissions and Immunity）、 

RED（2014/53/EU） 

 

表B-7 認証 

認証  
IMO Resolution MSC.116（73） ISO 22090-3:2014 
IMO Resolution A.694（17） IEC 60945 Ed.4.0, 2002 incl. Corr.1, 2008 
IMO Resolution MSC.191 (79) IEC 61162-1 Ed.4.0 2010 
IMO Resolution MSC.302 (87) IEC 61162-2 Ed.1.0, 1998 
 EIC 62288 Ed. 2.0 (2014-07) 

IMO wheel marked for MED/4.41 Transmitting heading device THD (GNSS method). 
Based on the Directive 2014/90/EU, Regulation (EU) 2017/306 

140秒の時定数に基づきます。 
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2磁気コンパスの周囲に設置する場合。ISO 694ではコンパスから 5m 以内を周囲と定義して
います。 

3将来的なファームウエア更新が必要です。 
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付録C：同梱物 
本機をお買い上げ頂きますと、以下のコンポーネントが同梱されます。 

パーツ番号 内容 数 
840-0156-xx 
840-0157-xx 

V123 
V133 

1 
1 

602-1113-000# ブラケット 1 
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付録D：コマンド / データメッセージ 
表D-1 主要コマンド一覧 

コマンド 内容 
$GPMSK ビーコンの周波数を設定する 
$JAGE DGPS補正のAgeの最大値を設定する（6～8100秒） 
$JAPP 使用中のアプリケーションファームウエアを確認・設定する 
$JASC 特定のポートに出力するASCIIメッセージを設定する 
$JBAUD RS-232, RS-422（出力）のボーレートを設定する 
$JBIN 特定のポートに出力するバイナリメッセージを設定する（ 表D2

を参照） 
$JDIFF ディファレンシャル補正モードを確認・設定する 
$JGEO 現在位置に対応するSBAS衛星を確認・設定する 
$JI 受信機のシリアル番号とファームウエアバージョンを確認する 
$JOFF すべてのデータメッセージの出力を停止する 
$JQUERY,GUIDE 適切な精度が得られたかどうか確認する 
$JMODE,GPSONLY,UE

S 
GPSのみのモードにする 

$JMODE,GPSONLY,NO マルチGNSSモードにする 
$JRESET 設定を初期設定にする 

 
 
 
以下のコマンドも使用できる。 

$JRESET,ALLは$JRESETに加えてアルマナックもクリアする
$JRESET,BOOTは$JRESET,ALLに加えて、受信機を再起動しか
つ起動時にRTCと保存済みエフェメリス/アルマナックを使用し
ない。 

$JSAVE 設定を保存する 

表 D-2 は V123/133 で使用できるバイナリメッセージのリストです。保存したバイナリメッ
セージを RINEXに変換する場合は、Bin 96（GPS）、Bin 66（GLONASS）、Bin 36（BeiDou）
を出力してください。または、Bin 16（Galileoを含むすべての衛星）を出力してください。さ
らに、Bin 95（GPS）、Bin 65（GLONASS）、Bin 35（BeiDou）、Bin 45（Galileo）の各エフェ
メリスメッセージを出力してください。また、Bin 94(GPS)、Bin 34(BeiDou)、Bin 44（Galileo）
の各メッセージを出力してください。 

表D-2 バイナリメッセージ 

$JBIN 
メッセー
ジ 

内容 

1 位置情報 
2 DOP 
80 SBAS 
93 SBASエフェメリス 
94 電離層パラメータ、UTC変換パラメータ 
95 エフェメリス 

$JRESETはすべての設定をクリアします。V123/133
でリセットした場合は$JATT,FLIPBRD,YESコマンド
を実行してください。 
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96 GPS コード・位相観測データ（Bin16があればこのメッセージは不要で
す） 

97 プロセッサ情報 
98 衛星情報、アルマナック 
99 GPS診断情報 
16 全衛星のコード・位相観測データ 

Galileoのコード・位相観測データはBin16にしかありません。 
34 BeiDou時刻変換パラメータ 
35 BeiDouエフェメリス 
36 BeiDou コード・位相観測データ（Bin16があればこのメッセージは不

要です） 
44 Galileo時刻変換パラメータ 
45 Galileoエフェメリス 
65 GLONASSエフェメリス 
66 GLONASS コード・位相観測データ（Bin16があればこのメッセージは

不要です） 

 

表D-3 NMEA2000メッセージ 

PGN 内容 更 新 間 隔
（msec） 

レート（Hz） 

059392 ISO Acknowledgement 
他のメッセージへの応答 

On Request On Request 

059904 ISO Request 
特定のメッセージ送信要求 

On Request On Request 

060928 ISO Address Claim 
他の機器のアドレス特定 

On Request On Request 

126996 Product Information 
受信機固有の情報 

On Request On Request 

126464 Receive/Transmit PGNs group 
function 
送受信可能なPGNリストを定義
する 

On Request On Request 

129545 GNSS RAIM Output 
RAIM （ Receiver Autonomous 
Integrity Monitoring）の出力 

On Request On Request 

129546 GNSS RAIM Settings 
RAIMのコントロールパラメータ 

On Request On Request 

126992 System Time 
システム時刻 

1000 1 

126993 Heartbeat 
デバイス接続確認 

60000 1/60 

127250 Vessel Heading 
方位 

100 10 

127251 Rate of Turn 
回転角速度 

100 10 

127257 Attitude 
船舶等の姿勢情報 

1000 1 

127258 Magnetic Variation 
磁気方位偏差 

1000 1 
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129025 Position, Rapid Update 
WGS84の緯度・経度 

100 10 

129026 COG & SOG, Rapid Update 
対地進行方向と対地速度 

250 4 

129027 Position Delta, High Precision 
Rapid Update 
高精度な位置情報差分 

100 10 

129028 Altitude Delta, High Precision 
Rapid Update 
高精度な高度差分 

100 10 

129029 GNSS Position Data 
位置情報 

1000 1 

129033 Time & Date 
UTC時刻と日付 

1000 1 

129539 GNSS DOPs 
DOP値 

1000 1 

129540 GNSS Sats in View 
GNSS衛星情報 

1000 1 

 

表D-4 NMEA0183メッセージ 

情報タイプの値： 

・P ＝ Position （位置） 
・V ＝ Velocity, Time （速度と時間） 
・H ＝ Heading, Attitude （方位と姿勢） 
・S ＝ Sets, Stats, Quality （状態） 
メッセージ 情報タ

イプ 
最大出力
レート 

内容 IEC認証メ
ッセージ 

$GPDTM P 1 Hz 測地系 Yes 
$GPGGA P 50 Hz 位置情報 Yes 
$GPGLL P 50 Hz 緯度・経度 Yes 
$GPGNS P 50 Hz 位置情報 Yes 
$GPGRS S 1 Hz 擬似距離残差（RAIM） Yes 
$GPGSA S 1 Hz DOPと使用衛星 Yes 
$GPGST S 1 Hz 擬似距離誤差情報 Yes 
*$GPHDM H 50 Hz 磁気方位 No 
*$GPHDT H 50 Hz 真方位 Yes 
$GPHEV H 50 Hz ヒーブ値（m） Yes 
$GPRMC P 50 Hz 最小限のGNSSデータ Yes 
*$GPROT H 50 Hz 回転角速度 Yes 
$GPRRE S 1 Hz 擬似距離残差と見積もり

精度 
Yes 

$GPVTG V 50 Hz COGとSOG Yes 
$GPZDA V 50 Hz 時刻と日付 Yes 
$HEACK S 1 Hz Acknowledge Alarm Yes 
$HEACN S 1 Hz Alert command Yes 
$HEALF S 1 Hz Alert sentence Yes 
$HEALC S 1 Hz Cyclic alert list Yes 
$HEALR S 1 Hz Set alarm state Yes 
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$HEHBT S 1 Hz Heartbeat supervision 
sentence 

Yes 

$HETHS H 50 Hz 真方位と状態 Yes 
$PASHR H 50 Hz 時刻・方位・ピッチ・ロー

ル 
No 

$PSAT,GBS S 1 Hz Satellite fault detection 
(RAIM) 

Yes 

$PSAT,HPR H 50 Hz 方位・ピッチ・ロール・時
刻を含む独自メッセージ 

No 

$PSAT,INTLT H 1 Hz 傾きセンサーの出力値 Yes 
$RD1 S 1 Hz SBAS診断情報 Yes 
$TSS1 H 50 Hz 方位・ピッチ・ロール・ヒ

ーブ 
No 

 

表D-5 $JATTコマンドのパラメータ一覧 

パラメータ 内容 確認 設定 
BALERT Bridge Alert管理機能を有効化する ○ ○ 
COGTAU COG時定数を確認・設定する（0.0～3600.0秒） ○ ○ 
CSEP アンテナ間隔を確認する ○  
EXACT 入力したアンテナ間隔に基づくフィルタリングの有

効/無効を確認・設定する 
○ ○ 

FLIPBRD GNSSボードの上下の実装向きを確認・設定する ○ ○ 
GYROAID ジャイロの有効/無効を確認・設定する ○ ○ 
HBIAS 方位バイアスを確認・設定する（-180.0°～180°） ○ ○ 
HELP 使用可能なコマンドを表示する ○  
HIGHMP マルチパス環境向き設定の有効/無効を確認・設定す

る 
○ ○ 

HRTAU ROT時定数を確認・設定する（0.0～3600.0秒） ○ ○ 
HTAU 方位時定数を確認・設定する（0.0～3600.0秒） ○ ○ 
LEVEL 水平での動作モードの有効/無効を確認・設定する ○ ○ 
MSEP アンテナ間隔を確認・設定する ○ ○ 
NEGTILT ピッチ/ロールの符号反転の有効/無効を確認・設定

する 
○ ○ 

NMEAHE HDG,HDM,HDT,ROTの先頭2文字をGPまたはHEに
する 

○ ○ 

PBIAS ピッチ/ロールバイアスを確認・設定する（-15.0°～
15.0°） 

○ ○ 

PTAU ピッチ時定数を確認・設定する（0.0～3600.0秒） ○ ○ 
ROLL アンテナに対するロール・ピッチの向きを確認・設

定する 
○ ○ 

SEARCH 強制的に方位を最探索させる  ○ 
SPDTAU スピード時定数を確認・設定する（0.0～3600.0秒） ○ ○ 
SUMMAR

Y 
現在の設定を表示する ○  

TILTAID 傾きセンサーの有効/無効を確認・設定する ○ ○ 
TILTCAL 傾きセンサーをキャリブレートする  ○ 
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6. End User License Agreement 
 

本製品を使用するにあたっては、以下の使用許諾契約書に合意したものとみなされ
ます。 

 

IMPORTANT - This is an agreement (the "Agreement") between you, the end purchaser 
("Licensee") and Hemisphere GNSS Inc. ("Hemisphere") which permits Licensee to use the 
Hemisphere software (the "Software") that accompanies this Agreement. This Software may be 
licensed on a standalone basis or may be embedded in a Product. Please read and ensure that 
you understand this Agreement before installing or using the Software Update or using a 
Product. 

In this agreement any product that has Software embedded in it at the time of sale to the 
Licensee shall be referred to as a "Product". As well, in this Agreement, the use of a Product 
shall be deemed to be use of the Software which is embedded in the Product. 

BY INSTALLING OR USING THE SOFTWARE UPDATE OR THE PRODUCT, LICENSEE 
THEREBY AGREES TO BE LEGALLY BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO 
NOT AGREE TO THESE TERMS, (I) DO NOT INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (II) IF YOU 
ARE INSTALLING AN UPDATE TO THE SOFTWARE, DO NOT INSTALL THE UPDATE AND 
PROMPTLY DESTROY IT. 

HEMISPHERE PROVIDES LIMITED WARRANTIES IN RELATION TO THE SOFTWARE. AS 
WELL, THOSE WHO USE THE EMBEDDED SOFTWARE DO SO AT THEIR OWN RISK. YOU 
SHOULD UNDERSTAND THE IMPORTANCE OF THESE AND OTHER LIMITATIONS SET OUT IN 
THIS AGREEMENT BEFORE INSTALLING OR USING THE SOFTWARE OR THE PRODUCT. 

1. LICENSE. Hemisphere hereby grants to Licensee a non-transferable and non-exclusive 
license to use the Software as embedded in a Product and all Updates (collectively the 
"Software"), solely in binary executable form. 

2. RESTRICTIONS ON USE. Licensee agrees that Licensee and its employees will not 
directly or indirectly, in any manner whatsoever: 

a. install or use more copies of the Software than the number of copies that have been 

licensed; 

b. use or install the Software in connection with any product other than the Product the 

Software was intended to be used or installed on as set out in the documentation that 

accompanies the Software. 

c. copy any of the Software or any written materials for any purpose except as part of 

Licensee's normal backup processes; 

d. modify or create derivative works based on the Software; 

e. sub-license, rent, lease, loan or distribute the Software; 

f. permit any third party to use the Software; 

g. use or operate Product for the benefit of any third party in any type of service 
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outsourcing, application service, provider service or service bureau capacity; 

h. reverse engineer, decompile or disassemble the Software or otherwise reduce it to a 

human perceivable form; 

i. Assign this Agreement or sell or otherwise transfer the Software to any other party except 

as part of the sale or transfer of the whole Product. 

3. UPDATES. At Hemisphere's discretion Hemisphere may make Updates available to Licensee. An 
update ("Update") means any update to the Software that is made available to Licensee including error 
corrections, enhancements and other modifications. Licensee may access, download and install 
Updates during the Warranty Period only. All Updates that Licensee downloads, installs or uses shall be 
deemed to be Software and subject to this Agreement. Hemisphere reserves the right to modify the 
Product without any obligation to notify, supply or install any improvements or alterations to existing 
Software.  

4. SUPPORT. Hemisphere may make available directly or through its authorized dealers telephone 
and email support for the Software. Contact Hemisphere to find the authorized dealer near you. As well, 
Hemisphere may make available user and technical documentation regarding the Software. 
Hemisphere reserves the right to reduce and limit access to such support at anytime. 

 

5. BACKUPS AND RECOVERY. Licensee shall back-up all data used, created or stored by the 
Software on a regular basis as necessary to enable proper recovery of the data and related systems 
and processes in the event of a malfunction in the Software or any loss or corruption of data caused by 
the Software. Licensee shall assume all risks of loss or damage for any failure to comply with the 
foregoing. 

6. OWNERSHIP. Hemisphere and its suppliers own all rights, title and interest in and to the Software 
and related materials, including all intellectual property rights. The Software is licensed to Licensee, not 
sold. 

7. TRADEMARKS. "Hemisphere GNSS", "Crescent", "Eclipse" and the associated logos are 
trademarks of Hemisphere. Other trademarks are the property of their respective owners. Licensee may 
not use any of these trademarks without the consent of their respective owners. 

8. LIMITED WARRANTY. Hemisphere warrants solely to the Licensee, subject to the exclusions and 
procedures set forth herein below, that for a period of one (1) year from the original date of purchase of 
the Product in which it is embedded (the "Warranty Period"), the Software, under normal use and 
maintenance, will conform in all material respects to the documentation provided with the Software and 
any media will be free of defects in materials and workmanship. For any Update, Hemisphere warrants, 
for 90 days from performance or delivery, or for the balance of the original Warranty Period, whichever 
is greater, that the Update, under normal use and maintenance, will conform in all material respects to 
the documentation provided with the Update and any media will be free of defects in materials and 
workmanship. Notwithstanding the foregoing, Hemisphere does not warrant that the Software will meet 
Licensee's requirements or that its operation will be error free. 

9. WARRANTY EXCLUSIONS. The warranty set forth in Section (8) will not apply to any deficiencies 
caused by (a) the Product not being used as described in the documentation supplied to Licensee, (b) 
the Software having been altered, modified or converted in any way by anyone other than Hemisphere 
approved by Hemisphere, (c) any malfunction of Licensee's equipment or other software, or (d) damage 
occurring in transit or due to any accident, abuse, misuse, improper installation, lightning (or other 
electrical discharge) or neglect other than that caused by Hemisphere. Hemisphere GNSS does not 
warrant or guarantee the precision or accuracy of positions obtained when using the Software (whether 
standalone or embedded in a Product). The Product and the Software is not intended and should not be 
used as the primary means of navigation or for use in safety of life applications. The potential 
lpositioning and navigation accuracy obtainable with the Software as stated in the Product or Software 
documentation serves to provide only an estimate of achievable accuracy based on specifications 
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provided by the US Department of Defense for GPS positioning and DGPS service provider 
performance specifications, where applicable. 

10. WARRANTY DISCLAIMER. EXCEPT AS EXPRESSLY SET OUT IN THIS AGREEMENT, 
HEMISPHERE MAKES NO REPRESENTATION, WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND TO 
LICENSEE, WHETHER VERBAL OR WRITTEN AND HEREBY DISCLAIMS ALL 
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND INCLUDING FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, ACCURACY, RELIABILITY OR THAT THE USE 
OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE AND HEREBY DISCLAIMS ALL 
REPRESENTATIONS, WARRANTIES AND CONDITIONS ARISING AS A RESULT OF CUSTOM, 
USAGE OR TRADE AND THOSE ARISING UNDER STATUTE. 

11. LIMITS ON WARRANTY DISCLAIMER. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied 
warranties or conditions, so some of the above exclusions may not apply to Licensee. In that case, any 
implied warranties or conditions which would then otherwise arise will be limited in duration to ninety 
(90) days from the date of the license of the Software or the purchase of the Product. The warranties 
given herein give Licensee specific legal rights and Licensee may have other rights which may vary 
from jurisdiction to jurisdiction. 

12. CHANGE TO WARRANTY.No employee or agent of Hemisphere is authorized to change the 
warranty provided or the limitation or disclaimer of warranty provisions. All such changes will only be 
effective if pursuant to a separate agreement signed by senior officers of the respective parties. 

 

13. WARRANTY CLAIM. In the event Licensee has a warranty claim Licensee must first check for 
and install all Updates that are made available. The warranty will not otherwise be honored. Proof of 
purchase may be required. Hemisphere does not honor claims asserted after the end of the Warranty 
Period. 

14. LICENSEE REMEDIES. In all cases which involve a failure of the Software to conform in any 
material respect to the documentation during the Warranty Period or a breach of a warranty, 
Hemisphere's sole obligation and liability, and Licensee's sole and exclusive remedy, is for Hemisphere, 
at Hemisphere's option, to (a) repair the Software, (b) replace the Software with software conforming to 
the documentation, or (c) if Hemisphere is unable, on a reasonable commercial basis, to repair the 
Software or to replace the Software with conforming software within ninety (90) days, to terminate this 
Agreement and thereafter Licensee shall cease using the Software. Hemisphere will also issue a refund 
for the price paid by Licensee less an amount on account of amortization, calculated on a straight-line 
basis over a deemed useful life of three (3) years. 

15. LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL HEMISPHERE BE LIABLE TO LICENSEE FOR 
ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES INCLUDING ARISING IN 
RELATION TO ANY LOSS OF DATA, INCOME, REVENUE, GOODWILL OR ANTICIPATED SAVINGS 
EVEN IF HEMISPHERE HAS BEEN INFORMED OFTHE POSSIBILITY OF SUCH LOSS OR DAMAGE. 
FURTHER, IN NO EVENT WILL HEMISPHERE'S TOTAL CUMULATIVE LIABILITY HEREUNDER, 
FROM ALL CAUSES OF ACTION OF ANY KIND, EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID BY 
LICENSEE TO HEMISPHERE TO PURCHASE THE PRODUCT. THIS LIMITATION AND EXCLUSION 
APPLIES IRRESPECTIVE OF THE CAUSE OF ACTION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, TORT, BREACH OF WARRANTY, 
MISREPRESENTATION OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WILL SURVIVE A FUNDAMENTAL 
BREACH. 

16. LIMITS ON LIMITATION OF LIABILITY. Some jurisdictions do not allow for the limitation or 
exclusion of liability for incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may 
not apply to Licensee and Licensee may also have other legal rights which may vary from jurisdiction to 
jurisdiction. 

17. BASIS OF BARGAIN. Licensee agrees and acknowledges that Hemisphere has set its prices and 
the parties have entered into this Agreement in reliance on the limited warranties, warranty disclaimers 
and limitations of liability set forth herein, that the same reflect an agreed-to allocation of risk between 
the parties (including the risk that a remedy may fail of its essential purpose and cause consequential 
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loss), and that the same forms an essential basis of the bargain between the parties. Licensee agrees 
and acknowledges that Hemisphere would not have been able to sell the Product at the amount 
charged on an economic basis without such limitations. 

 

18. PROPRIETARY RIGHTS INDEMNITY. Hemisphere shall indemnify, defend and hold harmless 
Licensee from and against any and all actions, claims, demands, proceedings, liabilities, direct 
damages, judgments, settlements, fines, penalties, costs and expenses, including royalties and 
attorneys' fees and related costs, in connection with or arising out of any actual infringement of any third 
party patent, copyright or other intellectual property right by the Software or by its use, in accordance 
with this Agreement and documentation, PROVIDED THAT: (a) Hemisphere has the right to assume full 
control over any action, claim, demand or proceeding, (b) Licensee shall promptly notify Hemisphere of 
any such action, claim, demand, or proceeding, and (c) Licensee shall give Hemisphere such 
reasonable assistance and tangible material as is reasonably available to Licensee for the defense of 
the action, claim, demand or proceeding. Licensee shall not settle or compromise any of same for which 
Hemisphere has agreed to assume responsibility without Hemisphere's prior written consent. Licensee 
may, at its sole cost and expense, retain separate counsel from the counsel utilized or retained by 
Hemisphere. 19. INFRINGEMENT. If use of the Software may be enjoined due to a claim of 
infringement by a third party then, at its sole discretion and expense, Hemisphere may do one of the 
following: (a) negotiate a license or other agreement so that the Product is no longer subject to such a 
potential claim, (b) modify the Product so that it becomes non- infringing, provided such modification 
can be accomplished without materially affecting the performance and functionality of the Product, (c) 
replace the Software, or the Product, with non-infringing software, or product, of equal or better 
performance and quality, or (d) if none of the foregoing can be done on a commercially reasonable 
basis, terminate this license and Licensee shall stop using the Product and Hemisphere shall refund the 
price paid by Licensee less an amount on account of amortization, calculated on a straight-line basis 
over a deemed useful life of three (3) years. 

19. The foregoing sets out the entire liability of Hemisphere and the sole obligations of Hemisphere 
to Licensee in respect of any claim that the Software or its use infringes any third party rights.  

20. INDEMNIFICATION. Except in relation to an infringement action, Licensee shall indemnify and 
hold Hemisphere harmless from any and all claims, damages, losses, liabilities, costs and expenses 
(including reasonable fees of lawyers and other professionals) arising out of or in connection with 
Licensee's use of the Product, whether direct or indirect, including without limiting the foregoing, loss of 
data, loss of profit or business interruption. TERMINATION. Licensee may terminate this Agreement at 
any time without cause. Hemisphere may terminate this Agreement on 30 days notice to Licensee if 
Licensee fails to materially comply with each provision of this Agreement unless such default is cured 
within the 30 days. Any such termination by a party shall be in addition to and without prejudice to such 
rights and remedies as may be available, including injunction and other equitable remedies. Upon 
receipt by Licensee of written notice of termination from Hemisphere or termination by Licensee, 
Licensee shall at the end of any notice period (a) cease using the Software; and (b) return to 
Hemisphere (or destroy and provide a certificate of a Senior Officer attesting to such destruction) the 
Software and all related material and any magnetic or optical media provided to Licensee. The 
provisions of Sections 6), 7), 8), 9), 10), 15), 21), 26) and 27) herein shall survive the expiration or 
termination of this Agreement for any reason. 

21. EXPORT RESTRICTIONS. Licensee agrees that Licensee will comply with all export control 
legislation of Canada, the United States, Australia and any other applicable country's laws and 
regulations, whether under the Arms Export Control Act, the International Traffic in Arms Regulations, 
the Export Administration Regulations, the regulations of the United States Departments of Commerce, 
State, and Treasury, or otherwise as well as the export control legislation of all other countries. 

22. PRODUCT COMPONENTS. The Product may contain third party components. Those third party 
components may be subject to additional terms and conditions. Licensee is required to agree to those 
terms and conditions in order to use the Product. 

23. FORCE MAJEURE EVENT. Neither party will have the right to claim damages as a result of the 
other's inability to perform or any delay in performance due to unforeseeable circumstances beyond its 
reasonable control, such as labor disputes, strikes, lockouts, war, riot, insurrection, epidemic, Internet 
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virus attack, Internet failure, supplier failure, act of God, or governmental action not the fault of the 
non-performing party. 

24. FORUM FOR DISPUTES. The parties agree that the courts located in Calgary, Alberta, Canada 
and the courts of appeal there from will have exclusive jurisdiction to resolve any disputes between 
Licensee and Hemisphere concerning this Agreement or Licensee's use or inability to use the Software 
and the parties hereby irrevocably agree to attorn to the jurisdiction of those courts. Notwithstanding the 
foregoing, either party may apply to any court of competent jurisdiction for injunctive relief. 

25. APPLICABLE LAW. This Agreement shall be governed by the laws of the Province of Alberta, 
Canada, exclusive of any of its choice of law and conflicts of law jurisprudence.  

26. CISG. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not 
apply to this Agreement or any transaction hereunder. 

GENERAL. This is the entire agreement between Licensee and Hemisphere relating to the Product and 
Licensee's use of the same, and supersedes all prior, collateral or contemporaneous oral or written 
representations, warranties or agreements regarding the same. No amendment to or modification of this 
Agreement will be binding unless in writing and signed by duly authorized representatives of the parties. 
Any and all terms and conditions set out in any correspondence between the parties or set out in a 
purchase order which are different from or in addition to the terms and conditions set forth herein, shall 
have no application and no written notice of same shall be required. In the event that one or more of the 
provisions of this Agreement is found to be illegal or unenforceable, this Agreement shall not be 
rendered inoperative but the remaining provisions shall continue in full force and effect. 
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Warranty Notice 
 
COVERED PRODUCTS: This warranty covers all products manufactured by Hemisphere GNSS and purchased 
by the end purchaser (the "Products"), unless otherwise specifically and expressly agreed in writing by 
Hemisphere GNSS. 
LIMITED WARRANTY: Hemisphere GNSS warrants solely to the end purchaser of the Products, subject to the 
exclusions and procedures set forth below, that the Products sold to such end purchaser and its internal 
components shall be free, under normal use and maintenance, from defects in materials, and workmanship and 
will substantially conform to Hemisphere GNSS's applicable specifications for the Product, for a period of 12 
months from delivery of such Product to such end purchaser (the ”Warranty Period”). Repairs and replacement 
components for the Products are warranted, subject to the exclusions and procedures set forth below, to be free, 
under normal use and maintenance, from defects in material and workmanship, and will substantially conform to 
Hemisphere GNSS's applicable specifications for the Product, for 90 days from performance or delivery, or for 
the balance of the original Warranty Period, whichever is greater. 
EXCLUSION OF ALL OTHER WARRANTIES. The LIMITED WARRANTY shall apply only if the Product is 
properly and correctly installed, configured, interfaced, maintained, stored, and operated in accordance with 
Hemisphere GNSS relevant User’s Manual and Specifications, AND the Product is not modified or misused. The 
Product is provided “AS IS” and the implied warranties of MERCHANTABILITY and FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE and ALL OTHER WARRANTIES, express, implied or arising by statute, by course of 
dealing or by trade usage, in connection with the design, sale, installation, service or use of any products or any 
component thereof, are EXCLUDED from this transaction and shall not apply to the Product. The LIMITED 
WARRANTY is IN LIEU OF any other warranty, express or implied, including but not limited to, any warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, title, and noninfringement. 
LIMITATION OF REMEDIES. The purchaser’s EXCLUSIVE REMEDY against Hemisphere GNSS shall be, at 
Hemisphere GNSS's option, the repair or replacement of any defective Product or components thereof. The 
purchaser shall notify Hemisphere GNSS or a Hemisphere GNSS's approved service center immediately of any 
defect. Repairs shall be made through a Hemisphere GNSS approved service center only. Repair, modification 
or service of Hemisphere GNSS products by any party other than a Hemisphere GNSS approved service center 
shall render this warranty null and void. The remedy in this paragraph shall only be applied in the event that the 
Product is properly and correctly installed, configured, interfaced, maintained, stored, and operated in 
accordance with Hemisphere GNSS's relevant User’s Manual and Specifications, AND the Product is not 
modified or misused. NO OTHER REMEDY (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, SPECIAL, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR CONTINGENT DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOST SALES, INJURY 
TO PERSON OR PROPERTY, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL LOSS) SHALL BE 
AVAILABLE TO PURCHASER, even if Hemisphere GNSS has been advised of the possibility of such damages. 
Without limiting the foregoing, Hemisphere GNSS shall not be liable for any damages of any kind resulting from 
installation, use, quality, performance or accuracy of any Product. 
HEMISPHERE IS NOT RESPONSIBLE FOR PURCHASER’S NEGLIGENCE OR UNAUTHORIZED USES OF 
THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL Hemisphere GNSS BE IN ANY WAY RESPONSIBLE FOR ANY 
DAMAGES RESULTING FROM PURCHASER’S OWN NEGLIGENCE, OR FROM OPERATION OF THE 
PRODUCT IN ANY WAY OTHER THAN AS SPECIFIED IN Hemisphere GNSS's RELEVANT USER’S MANUAL 
AND SPECIFICATIONS. Hemisphere GNSS is NOT RESPONSIBLE for defects or performance problems 
resulting from (1) misuse, abuse, improper installation, neglect of Product; (2) the utilization of the Product with 
hardware or software products, information, data, systems, interfaces or devices not made, supplied or specified 
by Hemisphere GNSS; (3) the operation of the Product under any specification other than, or in addition to, the 
specifications set forth in Hemisphere GNSS's relevant User’s Manual and Specifications; (4) damage caused by 
accident or natural events, such as lightning (or other electrical discharge) or fresh/ salt water immersion of 
Product; (5) damage occurring in transit; (6) normal wear and tear; or (7) the operation or failure of operation of 
any satellite-based positioning system or differential correction service; or the availability or performance of any 
satellite-based positioning signal or differential correction signal. THE PURCHASER IS RESPONSIBLE FOR 
OPERATING THE VEHICLE SAFELY. The purchaser is solely responsible for the safe operation of the vehicle 
used in connection with the Product, and for maintaining proper system control settings. UNSAFE DRIVING OR 
SYSTEM CONTROL SETTINGS CAN RESULT IN PROPERTY DAMAGE, INJURY, OR DEATH. 
The purchaser is solely responsible for his/her safety and for the safety of others. The purchaser is solely 
responsible for maintaining control of the automated steering system at all times. THE PURCHASER IS SOLELY 
RESPONSIBLE FOR ENSURING THE PRODUCT IS PROPERLY AND CORRECTLY INSTALLED, 
CONFIGURED, INTERFACED, MAINTAINED, STORED, AND OPERATED IN ACCORDANCE WITH 
Hemisphere GNSS's RELEVANT USER’S MANUAL AND SPECIFICATIONS. Hemisphere GNSS does not 
warrant or guarantee the positioning and navigation precision or accuracy obtained when using Products. 
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Products are not intended for primary navigation or for use in safety of life applications. The potential accuracy of 
Products as stated in Hemisphere GNSS literature and/or Product specifications serves to provide only an 
estimate of achievable accuracy based on performance specifications provided by the satellite service operator 
(i.e. US Department of Defense in the case of GPS and differential correction service provider. Hemisphere 
GNSS reserves the right to modify Products without any obligation to notify, supply or install any improvements 
or alterations to existing Products. GOVERNING LAW. This agreement and any disputes relating to, concerning 
or based upon the Product shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of 
Arizona. OBTAINING WARRANTY SERVICE. In order to obtain warranty service, the end purchaser must bring 
the Product to a Hemisphere GNSS approved service center along with the end purchaser's proof of purchase. 
Hemisphere GNSS does not warrant claims asserted after the end of the warranty period. For any questions 
regarding warranty service or to obtain information regarding the location of any of Hemisphere GNSS approved 
service center, contact Hemisphere GNSS at the following address: 
 
Hemisphere GNSS 
8515 E. Anderson Drive Scottsdale, AZ 85255, USA 
Phone: +1-480-348-6380 
Fax: +1-480-270-5070 
TECHSUPPORT@HGNSS.COM 
WWW.HGNSS.COM 
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株式会社 UniStrong Japan 
〒141-0031 
東京都品川区西五反田7-1-10 
U'S-1ビル9階 
TEL:03-6421-7370 
FAX:03-6421-7380 
www.UniStrong.jp 
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