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ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサービス
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も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中
の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。
本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、 その保有、使用、または複製には、
Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。 FAR 12.211 および 12.212 に従って、商
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技術データ（Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for
Commercial Items）は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許諾が付与されます。
他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。 Hewlett
Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を持たず、また
責任を負いません。
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安全に関する注意事項
製品の安全上および操作上の注意事項をお守りください。製品に付属のドキュメント（印刷物または電子形
式）を参照してください。本書と製品ドキュメントに不一致がある場合は、製品ドキュメントが優先されま
す。けが、感電、火災および装置の損傷を防止するために、製品および取扱説明書に記載されている警告に
従ってください。

一般的な注意事項
特に明記されていない限り、製品は結露、導電性の汚染、または腐食性の汚染物質のない環境での屋内使用を
想定しています。
注意: 製品のインストールやメンテナンスは、必ず資格のある担当者が行うようにしてください。
製品が損傷して修理サービスを必要とする場合、すべての電源を切断して、Hewlett Packard Enterprise のサー
ビス窓口に修理を依頼してください。修理サービスを必要とする損傷には、以下が含まれます。
• 電源コード、延長コードまたはプラグが壊れたとき
• 製品の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき
• 製品を雨や水にさらしてしまったとき
• 製品を落としたり、壊したりしたとき
• 取扱説明書に従って操作しても製品が正常に動作しないとき
けがや装置の損傷を防止するために、以下の点に注意してください。
• ラジエータ、ヒーター、ストーブなどの熱源およびその他の熱が発生する物（アンプなど）の近くに製品
を置かないでください。
• 製品を水や湿気のある場所の近くでは使用しないでください。
• 製品のスロットなどの開口部には異物を挿入しないでください。
• キャスター付き製品を移動させるときには、十分注意してください。急に止めたり、起伏のある面を移動
させないようにしてください。
• ヘッドフォンやその他のオーディオ装置を使用するときは、一度音量を下げ、適切な音量に調節してから
使用してください。

装置の記号
安全上の注意が必要な装置の各部には、以下の記号が表示されています。

以下の記号と組み合わせて使用され、危険があることを示します。警告事項に従わないと、けがをする場
合があります。詳しくは、ご使用のドキュメントを参照してください。

安全に関する注意事項
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装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があること
を示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してください。
警告: 感電を防止するために、このカバーを開けないようにしてください。メンテナンス、アップ
グレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。

装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内には、ユーザーや使用
現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶対に開けないでください。
警告: 感電を防止するために、カバーを開けないようにしてください。

これらの記号が貼付された RJ-45 ソケットはネットワークインターフェイス接続を示します。
警告: 感電、火災または装置の損傷を防止するために、電話または電気通信用のコネクターをこの
ソケットに接続しないようにしてください。

装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。この表面に手を触れ
るとやけどをする場合があります。
警告: 表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷めてか
ら手を触れてください。
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動いているファンの羽根があることを示します。回っている羽根に触れると、けがをする場合がありま
す。
警告: 危険な動いている部品があります。動いているファンの羽根に近づかないでください。表面
が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十分に冷めてから手を触れ
てください。

または
電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを示します。
警告: 感電しないように、電源コードをすべて抜き取ってシステムの電源を完全に切ってください。

製品や機械にこの記号が付いている場合、1 人で安全に取り扱うことができる重量を超えていることを示
します。
警告: けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱
いに関する規定に従ってください。

安全に関する注意事項
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人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気に弱いデバイスが損傷す
ることがあります。装置の損傷を防止するために、静電気防止の注意事項に従ってください。

製品の中にクラス 1 の上限を超える可能性があるレーザー装置の存在を示します。詳しくは、製品のド
キュメントを参照してください。

製品の保守と修理に関するご注意
製品の設置、メンテナンス、保守の際に感電や装置の損傷を防ぐため、以下の注意事項を守ってください。
• 一部の製品には電源装置があり、危険な電圧を発生します。ご使用の製品に付属のドキュメントを参照し
て、このような電源装置が搭載されているかどうかを確認してください。内部オプションの取り付け、こ
の製品の定期点検、および修理については、高電圧が発生する製品の取り扱い手順、注意事項、危険性を
熟知している専門の担当者が行ってください。
• カバーを取り外したり内部の部品に触れる場合は、製品の温度が下がってからにしてください。
• 通電されている部品をブリッジする可能性がある導電性の工具を使用しないでください。
• 電源が入っているサーバー、ストレージ、ネットワーク、またはラック製品のホットプラグ対応ベイで作
業する場合は、時計、指輪、装身具を身体から取り外してください。
• 安全インターロックを無効にしないでください (装備されている場合)。
• 一部の製品には、ホットプラグ対応コンポーネントにアクセスするためのカバーまたはドアがあり、高電
圧回路または動作中のファンにアクセスできる場合があります。
◦ 通常の動作中は、ドアをロックしておいてください。
または
◦ サーバー、ストレージ、ネットワーク、またはラック製品の取り付けは、資格のある担当者だけがアク
セスできる制御されたアクセス場所で行うようにしてください。
• ノンホットプラグベイのアクセスカバーを取り外す場合は、装置の電源を切って、電源コードをすべて抜
き取ってからにしてください。
• 製品に電源が供給されている状態で、ノンホットプラグコンポーネントを交換しないでください。最初に
製品をシャットダウンしてから、すべての電源コードを抜き取ってください。
• 製品のドキュメントで規定されている以上のレベルの修理を行わないでください。すべてのトラブル
シューティングと修理の手順は、サブアセンブリまたはモジュールレベルでの修理のみができるよう説明
しています。個々のボードとサブアセンブリは複雑であるため、コンポーネントレベルの修理やプリント
配線基板の変更を行わないでください。修理を正しく行わないと、安全上の問題が発生する可能性があり
ます。
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• 据え置き型製品の場合は、固定脚を取り付けて延ばしてからオプションやボードを取り付けてください。
• ラックに電源を供給する AC 電源装置分岐回路の負荷が定格負荷を超えていないことを確認してくださ
い。これは、けがや火災、装置の損傷を防ぐためです。ラックの負荷の合計が、分岐回路の定格の 80%を
超えないようにしてください。電気設備の配線と取り付け要件については、管轄の電力会社にお問い合わ
せください。

電源製品に関するご注意
電源コード
感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。
• 適切な電源コードを使用してください。使用する電源コードの種類については、Hewlett Packard
Enterprise のサービス窓口までお問い合わせください。
• お買い上げの製品や電源オプションに電源コードが付属していない場合および海外でご使用の場合は、ご
使用になる国で認定された電源コードをお買い求めください。インドでは、IS694 準拠の電源コードを使
用してください。
• 電源コードは、製品のラベルに記載された電圧と電流の定格に適合したものを使用してください。ラベル
に記載されている値より大きな定格のコードを使用してください。
• 電源コードやケーブルの上に物を置かないでください。また、誤って踏んだり脚をひっかけたりしないよ
うに、プラグ、コンセントおよび製品側の電源コネクターの取り扱いにも注意して配線してください。
• コードやケーブルを引っ張らないようにしてください。コードをコンセントから抜く場合は、プラグを
持って抜いてください。
• 延長コードやマルチソケットに接続される製品の定格電流の合計が、延長コード/マルチソケットの定格電
流上限の 80%を超えないようにしてください。
• 電源コードのアース付きプラグを無効にしないでください。アース用プラグは安全上必要です。
• 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してください。

電源装置
ホットプラグ対応の電源装置は、AC 電源に接続したまま取り外したり、取り付けたりすることはできませ
ん。感電や装置の損傷を防ぐために、ホットプラグ対応の電源装置を取り扱う場合は、以下の点に注意してく
ださい。
• 電源装置を取り付けてから、電源コードを電源装置に接続してください。
• 電源コードを抜いてから、電源装置を製品から取り外してください。
• システムに複数の電源装置がある場合、すべての電源コードを電源装置から抜いてシステムの電源を切っ
てください。
• DC 入力電源装置は、外部のバルクレベル電力系統（48/60 VDC バッテリ電源）に直接接続できません。
これらは、電源装置ごとに過電流が適切に保護された専用出力を提供する、付近のパワーディストリビュー
ションユニット（PDU）に接続する必要があります。過電流保護（回路ブレーカー/プラグ式ヒューズモ
ジュール）は、各電源装置の入力定格に従ったサイズにする必要があります。
外部電源は、製品に貼られているラベルに示されたものだけを使用してください。電源の種類がわからない場
合は、Hewlett Packard Enterprise のサービス窓口またはお近くの電力会社にお問い合わせください。

無停電電源装置（UPS）製品
UPS 製品の取り付けや修理を行う場合は、感電や装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

安全に関する注意事項
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• オプションの取り付け、UPS 製品の定期点検、および修理については、AC 電源製品の取り扱い手順、注
意事項、危険性を熟知している専門の担当者が行ってください。
• UPS 製品は、AC 分岐回路（AC 電源）に直接接続しなければなりません。接続は、配線規定に従って行わ
なければなりません。北米では、NEC（NFPA 70、条項 310）の規格に適合していなければなりません。
その他の国や地域でも、UPS を使用する国や地域の規定に適合していなければなりません。
• ロックアウト/タグアウト手順を使用して、AC 電源から UPS 製品を分離してから、製品を修理したり、ノ
ンホットプラグコンポーネントを交換したりしてください。
• UPS は、AC 電源から切り離した状態では動作させないでください。バッテリをテストする場合は、アラー
ム停止ボタンを使用してください。UPS を AC 電源から切り離す前に、UPS に接続されている装置を
UPS から切り離してください。
• 取り外し可能な UPS 製品は、AC 電源から切り離して、プラグを抜いてから、製品の修理やノンホットプ
ラグコンポーネントの交換を行ってください。
• UPS の負荷が定格出力を超えないようにしてください。接続されている負荷の合計が定格出力を超えて
はいけません。
• 高い漏れ電流が発生するため、感電しないように、必ずアースを確実に接続してから配電装置を電源に接
続します。
多数の製品を単一の UPS に接続する場合、漏れ電流の合計量を確認するために取り付けの評価の実行が必
要な場合があります。合計漏れ電流は、UPS と関連付けられた負荷の入力電流の 5%を超えてはいけませ
ん。
• ラックに取り付ける場合、1 台のラックに搭載できる UPS 製品の最大数を超えないようにしてください。
• ラックに取り付ける場合、UPS はラックの一番下に設置してください。
リモートエマージェンシーパワーオフ（REPO）ポートを取り付けるする場合は、けがや装置の損傷を防ぐた
めに、以下の点に注意してください。
• REPO ポートは、必ず資格を持つ電気技術者が配線してください。
• UPS の AC 電源切断装置がロックされ、またはオフの位置になっていることを確認してから、REPO ポー
トの配線を行ってください。
• 北米では、REPO 回路は NEC（NFPA 70、条項 725）の Class 2 回路の規格に適合していなければなりま
せん。その他の国や地域でも、REPO ポートの配線は、UPS を使用する国や地域の規定に適合していなけ
ればなりません。
バッテリの取り付けや修理を行う場合は、感電や装置の損傷を防ぐために以下の点に注意してください。
• バッテリの取り扱いや接続は、必ずトレーニングを受けた専門の担当者が行ってください。
• 時計、指輪、その他の金属類を身体から取り外してから、装置の作業を行ってください。
• 絶縁ハンドルを持つツールだけを使用してください。
• リモートの外付バッテリを装備している製品では、すべてのバッテリの回路ブレーカーがオフ（下）の位
置になっていない限り、バッテリを交換しないでください。バッテリは危険な高電圧が発生します。
この製品には、密閉式の鉛蓄電池またはリチウムイオンバッテリが入っています。発火または化学火傷の危険
を防止するために、次の点に注意してください。
• 装置から取り外したバッテリを再充電しないでください。
• バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。
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• バッテリの外部接点をショートさせないでください。
• バッテリを水の中に入れないでください。
• 60℃を超える高温の場所に保管したり、火の中に捨てたりしないでください。
• 交換するバッテリは、この製品専用の Hewlett Packard Enterprise 製スペアパーツだけをご使用ください。

パワーディストリビューションユニット（PDU）
PDU の取り付けや修理を行う場合は、感電や装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。
• PDU の取り付け、定期点検、および修理については、AC 電源製品の取り扱い手順、注意事項、危険性を
熟知しているトレーニングを受けたサービスエンジニアが行ってください。
• 結線された PDU は、AC 分岐回路（AC 電源）に直接接続しなければなりません。接続は、必ず配線規定
に従って行ってください。北米では、NEC（NFPA 70、条項 310）の規格に適合していなければなりませ
ん。その他の国や地域でも、PDU を使用する国や地域の規定に適合していなければなりません。
• アースに確実に接続されていることを確認してから、PDU を接続してください。
• ロックアウト/タグアウト手順を使用して、AC 電源から PDU を分離してから、製品の修理や交換を行って
ください。
• 取り外し可能な PDU は、製品から切り離して、プラグを抜いてから、製品の修理や交換を行ってくださ
い。
• 永続的に接続している PDU を製品および外部電源から取り外してから、製品の修理や交換を行ってくださ
い。
• PDU の負荷定格出力を超えないようにしてください。接続されている負荷の合計が定格入力電力を超え
ないようにします。
• 高い漏れ電流が発生するため、感電しないように、必ずアースを確実に接続してから配電装置を電源に接
続します。
多数の製品を単一の PDU に接続する場合、漏れ電流の合計量を確認するために取り付けの評価の実行が必
要な場合があります。合計漏れ電流は、PDU と関連付けられた負荷の入力電流の 5%を超えてはいけませ
ん。

アース
製品モデルに応じて、ご使用の製品は、安全クラス I または安全クラス II に準拠したデバイスに分類されま
す。クラス I デバイスには、アースへの接続が必要です（3 端子プラグ）。クラス II デバイスには、2 端子プラ
グが装備されています。
• クラス I：主電源から製品の電源コードまたは付属の電源コードセットへの安全な無停電アースがある必要
があります。保護が低下している可能性がある場合は必ず、アースが復旧されるまで、電源コードを抜き
取ります。
• クラス II：安全クラス II に準拠したデバイスには、感電から保護するための付加絶縁が備わっているので、
アースへの接続を必要としません。
LAN 接続の場合：

安全に関する注意事項

11

• LAN が複数のパワーディストリビューションシステムによって配電される領域をカバーする場合、安全な
アースがしっかりと相互接続されていることを確認します。
• LAN ケーブルは、危険な過渡電圧にさらされることがあります（たとえば、電力会社の送電線への落雷、
外乱）。ネットワークのむき出しの金属製コンポーネントは注意して処理します。
• この製品と相互接続されたすべての装置は、関連付けられたすべての LAN 接続を含め、IEEE 802.3af 標準
の Environment A で規定されているとおり、同じ建物の屋内に設置する必要があります。
アース漏電
高い漏れ電流が発生するため、感電しないように、必ずアースを確実に接続してから配電装置を電源に接続し
ます。製品を配電装置に接続する場合に、以下の制限を守ってください。
• AC 電源コードが内蔵されている UPS 製品と PDU では、あるいは UPS 製品と PDU が屋内電源に直接配
線されている場合は、アース漏電の総量が装置の定格入力電流の 5%を超えないようにしてください。
• 取り外し可能な AC 電源コードを使用している UPS 製品および PDU では、アース漏電の総量が 3.5 mA
を超えないようにしてください。
静電気放電（ESD）
電子部品やアセンブリ（PCI カード、メモリ DIMM など）を扱う際に損傷を防止するために、以下の静電気防
止の注意事項に従ってください。ESD キット（Hewlett Packard Enterprise P/N A3024-80004）を提供してい
ます（または追加メモリに付属しています）。このキットには、1 つのリストストラップ、1 つの導電シート、
および 1 つの静電気防止パッドが含まれています。
• サーバーの周辺で作業するときは必ず、サーバーから電源を切断し、アースされたリストストラップを着
用します。
• プリント回路基板を扱う際に必ず、アースされたリストストラップを着用してください。
• すべてのアセンブリ、コンポーネント、およびインターフェイスの接続は静電気に弱いので、注意して取
り扱います。
• 基板の取り付けや取り外しの際に静電気の蓄積を最小限に抑えるために、カーペットを敷いた場所での作
業を回避し、身体の動きを最小限にとどめます。

電圧の選択
• 電圧選択スイッチが付いている製品では、正しい電圧（115 VAC または 230 VAC）に設定されていること
を確認してください。日本でご使用の場合は、100 VAC（または 200 VAC）にスイッチが入っていること
を確認してください。
• 家庭用電気器具向けに市販されているコンバーターキットは使用しないでください。
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安全に関する注意事項

バッテリ
警告: Hewlett Packard Enterprise 製品の一部には交換可能なバッテリセルまたはバッテリパックが内蔵
されています。バッテリパックの取り扱いを誤ると火災が発生したり、やけどをしたり、爆発したりす
る危険性があります。
けがをしないように、以下の点に注意してください。
• バッテリを再充電しないでください。
• バッテリを分解したり、つぶしたり、穴を開けたりすることは絶対におやめください。また、外部接
点をショートさせたり、水や火の中に捨てないでください。
• 交換するバッテリは、この製品専用の Hewlett Packard Enterprise 製スペアパーツだけをご使用くだ
さい。使用済みバッテリは、製造元の指示およびご使用の地域の廃棄要件に従って廃棄してくださ
い。
• バッテリホルダー（たとえば、コインセル）の場合、バッテリ/セルを変更するときに正しい極性に
従ってください。バッテリが正しく取り付けられていない場合、爆発の危険があります。

安全に関する注意事項
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ヒューズ交換
注意: 火災が発生しないようにするために、同じタイプで同じ定格のヒューズとのみ、ヒューズを交換
します。ヒューズを変更する前に電源を切ります。

ラックおよびキャビネットに取り付けられている製品についての
注意事項
装置の取り扱い
けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。
• ご使用の地域で定められた装置の安全な取り扱いに関する規定に従ってください。
• 製品の取り付けおよび取り外し作業中には、必ず製品を持ち上げたり固定する作業を手伝ってもらいます。
• 重量を軽くするために、ホットプラグ対応の電源装置および各種のモジュールは取り外してください。
• レールリリースラッチを押して、製品をラックに押し込む場合は、十分に注意してください。スライドレー
ルに指をはさむ場合があります。
ラックの安定性
けがや装置の損傷を防ぐために、ラックが不安定になったり、倒れたりしないように、ラックをしっかりと固
定する必要があります。
• ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
• ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。
• ラックに固定脚を取り付けます。
• 複数のラックを設置する場合は、ラックを一緒にしっかり固定してください。
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• ラックコンポーネントは一度に 1 つずつ引き出してください。一度に複数のコンポーネントを引き出す
と、ラックが不安定になる場合があります。
• 必ず、最も重いコンポーネントから順に下から上に積み上げてください。
• コンポーネントがレールに正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられてい
ないと、レールが不安定になる場合があります。
• 最大限に搭載されたラックを動かさないでください。ラックからコンポーネントを取り外してから、ラッ
クを移動させてください。
• 水平方向から 10 度以上傾けてラックを移動しようとしないでください。
キャビネットの安全性
警告: キャビネットは空の場合でも重量があります。キャビネットに装置が取り付けられているかどう
かにかかわらず、キャビネットを移動するときには注意してください。凹凸のある場所または 10 度以
上の斜面でキャビネットを移動しないでください。パレットからキャビネットを降ろしたり、キャビ
ネットを移動するときは、少なくとも 2 人で作業してください。
装置が輸送パレットの上に載っている間は、スライド可能な製品をキャビネットから引き出さないでく
ださい。キャビネットをパレットから降ろし、すべての転倒防止具を適切に取り付けてから、スライド
可能な製品を引き出す必要があります。
取り付けた後、安定性を維持するためにすべての転倒防止具を所定の位置に取り付けたままにする必要
があります。スライド可能な製品は一度に 1 つずつ引き出す必要があります。
これらの注意事項に従わないと、装置の損傷やけがが発生する可能性があります。

モデム、電気通信、または LAN オプションについての注意事項
電話の信号電圧で感電しないように、以下の点に注意してください。
• 雷雨のときは、モデム/電話（コードレスは除く）の使用は避けてください。
• ガス漏れを電話で通報する場合は、ガスが漏れていると思われる場所から十分離れた場所からかけてくだ
さい。
• 湿気の多い場所では、モデム/電話を接続したり、使用したりしないでください。
• 装置の本体パネルを開ける場合、内部コンポーネントにさわったり内部コンポーネントを取り付けたりす
る場合、および絶縁されていないモデムケーブルやコネクターに触れたりする場合は、必ずモデムケーブ
ルを壁コンセントから取り外してください。
• 電気通信または電話のコネクターを NIC のソケットに接続しないでください。

安全に関する注意事項
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環境に関するご注意
Hewlett Packard Enterprise は、REACH（欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006）のような法的な要
求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全力で取り
組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、http://www.hpe.com/info/reach を参照してくださ
い。
RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについて
は、http://www.hpe.com/info/ecodata を参照してください。
社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する情報
については、http://www.hpe.com/info/environment を参照してください。

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 指令
欧州連合 (EU) WEEE 指令について詳しくは、Web サイトで WEEE Information for Users (http://
www.hpe.com/recycle) をご覧ください。

バッテリの交換に関するご注意
Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of together with
the general household waste. To forward them to recycling or proper disposal, use the
public collection system or return them to Hewlett Packard Enterprise, an authorized
Hewlett Packard Enterprise Partner, or their agents.
For more information about battery replacement or proper disposal, contact an
authorized reseller or an authorized service provider.

RoHS material content declarations
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環境に関するご注意

China RoHS material content declaration（中国）
Chinese version（中国語版）：
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/china-rohs.html
English version（英語版）:
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/china-rohs-english.html

China RoHS Hazardous Substances table（中国）

環境に関するご注意
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India RoHS material content declaration (インド)
This product complies with the “India E-waste (Management) Rules, 2016” and the amendments made
thereafter. The products prohibit use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or
polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium,
except for the exemptions set in Schedule II of the Rule.
India RoHS quarterly declaration

Taiwan RoHS Hazardous Substances table（台湾）

Turkey RoHS material content declaration
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

過塩素酸塩物質 - 特別な取扱い方法が適用される場合あり
過塩素酸塩物質 - 特別な取扱い方法が適用される場合があります。http://www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate/を参照してください。
この製品のリアルタイムクロックバッテリまたはコイン型電池には、過塩素酸塩が含まれている可能性があ
り、カリフォルニア州でリサイクルまたは廃棄する際には特別な取扱いが必要な場合があります。
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European Union Commission Regulation 1275/2008（欧州連
合）
すべての有線ネットワークポートが接続されており、すべてのワイヤレスネットワークポートがアクティブな
場合、ネットワークスタンバイ状態の製品における消費電力など、影響を受ける製品の電力データについて
は、https://www.hpe.com/global/livingprogress/environmentalprogress/productdata/
iteconetworking_hpe.html にある製品の IT ECO Declaration、P14「Additional Information」
（その他の情報）
セクションを参照してください。

環境に関するご注意
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規定に関するご注意
規定準拠識別番号
規定に準拠していることの証明と識別のために、ご使用の製品には、固有の規定準拠識別番号が割り当てられ
ています。規定準拠識別番号は、必要な認可マークおよび情報とともに、製品銘板ラベルに印刷されていま
す。この製品の準拠情報を請求する場合は、必ず、この規定準拠識別番号を参照してください。規定準拠識別
番号を製品の製品名またはモデル番号と混同しないでください。

Federal Communications Commission notice（米国）
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
For questions regarding this product, go to the Hewlett Packard Enterprise Support Center website:
http://www.hpe.com/support/hpesc
For questions regarding this FCC declaration, contact Hewlett Packard Enterprise through the Internet, by
telephone, or by mail.
• Hewlett Packard Enterprise
6280 America Center Drive
San Jose, CA 95002 U.S.
Telephone: 1-281-514-3333
• Go to https://certificates.ext.hpe.com/public/certificates.html to contact Hewlett Packard Enterprise
personnel knowledgeable about FCC compliance information. Click the Contact us button and provide the
required information. Make sure USA is selected from the Country of Requested Certificate drop-down
list. Click Submit to request the FCC compliance information.
To identify the product, refer to the part, series, or model number found on the product.
Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations has established Radio
Frequency (RF) emission limits to provide an interference-free radio frequency spectrum. Many electronic
devices, including computers, generate RF energy incidental to their intended function and are, therefore,
covered by these rules. These rules place computers and related peripheral devices into two classes, A and
B, depending upon their intended installation. Class A devices are those that may reasonably be expected to
be installed in a business or commercial environment. Class B devices are those that may reasonably be
expected to be installed in a residential environment (for example, personal computers). Refer to the product
regulatory label to determine the class rating of your product and apply either the FCC Class A statement or
Class B statement.
• Class A products will be labeled for Canada with the following mark:
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
• Class B products will be labeled for Canada with the following mark:
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
After you determine the class of the device, refer to the corresponding statement.
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Class A equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely
to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at personal
expense.

Class B equipment
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit that is different from that to which the receiver is
connected.
• Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modification
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not
expressly approved by Hewlett Packard Enterprise may void the user's authority to operate the equipment.

Cables
Connections to this device must be made with shielded cables (except for RJ-45 cables) with metallic
RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

クラス A 装置に関するご注意（世界各国共通）
この装置を住宅環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。

Notices for Canada (カナダおよびカナダ、フランス語使用地域)
Refer to the product regulatory label to identify Canada ICES-003 compliance mark CAN ICES-3(*)/NMB-3(*),
where * is either A or B, and then determine the applicable class rating by referring to the information that
follows.

Class A equipment
This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations. CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
Cet appareil numérique de la class A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur
du Canada.

規定に関するご注意
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Class B equipment
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Cet appareil numérique de la class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur
du Canada.

Notices for China（中国）
China Class A equipment (中国)

Chinese safety notice

Trusted Platform Module (TPM) — China Import Restrictions
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE SPECIAL REMINDER: Before enabling TPM functionality on this
system, you must ensure that your intended use of TPM complies with relevant local laws, regulations, and
policies, and approvals or licenses must be obtained if applicable.
For any compliance issues arising from your operation/usage of TPM that violates the above-mentioned
requirement, you shall bear all liabilities wholly and solely. Hewlett Packard Enterprise will not be responsible
for any related liabilities.

Notices for European Union（欧州連合）
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Declarations of Conformity
The Declarations of Conformity are available at http://www.hpe.com/eu/certificates. Search for the
Declaration of Conformity by using the product model name or Regulatory Model Number (RMN), which is
located on the regulatory label.
The point of contact for regulatory matters is HPE, Postfach 0001, 1122 Wien, Austria.

Class A products
警告: For products that are compliant with Class A of EN 55032: In a residential environment, this
equipment may cause radio interference.

Products with wireless functionality (EMF)
This product meets the provisions of the EU's Council recommendation 1999/519/EC on the limitation of the
exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). This product may incorporate a
radio transmitting and receiving device. For products with wireless functionality, a separation distance of 20
cm between the body of the user and the antenna ensures that the RF exposure levels comply with the EU
requirements.

Restrictions for product with wireless functionality
For products with 5 GHz WLAN functionality: when operating in the frequency band 5150 to 5350 MHz, this
product is restricted to indoor use only.

Notices for India（インド）
Notice for products in scope of India TEC

The above logo on the product depicts that the product conforms to the relevant Essential Requirements
issued by TEC. For more information, go to the India TEC website: http://www.tec.gov.in/mandatorytesting-and-certification-of-telecom-equipments-mtcte/.

Notices for Japan（日本）
CISPR 32 に準拠している製品の VCCI に関するご注意

規定に関するご注意
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CISPR 22 に準拠している製品の VCCI に関するご注意

電源コードに関するご注意

Notices for Korea（韓国）
Class A equipment

Notices for Taiwan（台湾）
BSMI notices
Class A EMI warning message
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Battery replacement notice

UPS (less than 16A output current)

UPS (greater than 16A output current)

HPE Taiwan 申請者名とアドレス

NCC に関するご注意
5GHz U-NII（Unlicensed National Information Infrastructure）無線帯域デバイス

Notices for Eurasian Economic Union (ユーラシア経済連合)
Manufacturer and Local Representative Information

規定に関するご注意
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Manufacturer information:
Hewlett Packard Enterprise, 6280 America Center Drive, San Jose, CA 95002 U.S.
Local representative information Russian:
• Russia
ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское
шоссе, 16А, стр.3, Телефон: +7 499 403 4248 Факс: +7 499 403 4677
• Kazakhstan
TOO «Хьюлетт-Паккард (К)», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Бостандыкский район,
проспект Аль-Фараби, 77/7, Телефон/факс: + 7 727 355 35 50
Local representative information Kazakh:
• Russia
ЖШС "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз", Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград тас жолы,
16A блок 3, Телефон: +7 499 403 4248 Факс: +7 499 403 4677
• Kazakhstan
ЖШС «Хьюлетт-Паккард (К)», Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандык ауданы, ӘлФараби даңғ ылы, 77/7, Телефон/факс: +7 727 355 35 50
Manufacturing date:
The manufacturing date is defined by the serial number.

If you need help identifying the manufacturing date, contact tre@hpe.com.

ワイヤレスデバイス
環境によっては、ワイヤレスデバイスの使用が制限される可能性があります。このような制限は、航空機内、
病院内、爆発物の近くまたはその他の危険な場所で適用される可能性があります。この製品の電源を入れる前
に必ず、地域の規定を理解して適切な許可を持っていることを確認します。
警告:
無線周波放射への暴露（米国）
：The radiated output power of this device is below the FCC radio exposure
limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact
during normal operation is minimized. To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency
exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches) during
normal operation.

Brazilian notice (ブラジル)
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência
em sistemas devidamente autorizados.
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Canadian notice（カナダ）
Wireless operation is subject to two conditions. The first is that the wireless device may not cause
interference. The second is that the wireless device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

Japanese notice（日本）

Mexican notice（メキシコ）
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Taiwanese notice（台湾）
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レーザー規定に関するご注意
この装置には、米国食品医薬品局（FDA）規則および IEC 60825-1 に準拠した、クラス 1 レーザー製品に分
類されるレーザーが搭載されている場合があります。これらの装置は、通常の使用では人体に有害なレーザー
光線を装置外部に放射することはありません。
これらの装置は 21CFR 1040.10 および 1040.11 に適合しています (2007 年 6 月 24 日付 Laser Notice
No.50 に準ずるため違反する場合を除く)。また、IEC 60825-1 に適合しています。
警告: このガイドまたはレーザー製品のインストレーションガイドに記載された以外の手順や制御、調
整を行うと、危険なレーザー光線をあびる場合があります。レーザー光線の放射によるけがや装置の損
傷を防止するために、次の注意事項を守ってください。
• モジュールのカバーを開けないでください。内部にユーザーが保守できる部品はありません。
• ここに記載されているレーザー装置以外のレーザー装置の制御、調整、操作は行わないでください。
• 装置の修理は、Hewlett Packard Enterprise 認定のサービス窓口にご依頼ください。
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