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2000 年問題に関する通知

Juniper Networks のハードウェアとソフトウェア製品は、2000 年問題に対処済みです。 Junos OS は、2038 年までは時刻関連の制限がないとされ

ています。 しかし、NTP アプリケーションは、2036 年に多少問題が発生するとされています。

ソフトウェア ライセンス

本ソフトウェアを使用する条件は注文書の受諾確認書に記載されているソフトウェア ライセンスで説明されています。または適用範囲において、代

理店契約書またはお客様と Juniper Networks 間の購買契約書に記載されているソフトウェア ライセンスに示されています。 本ソフトウェアの使用

により、上記の条件を理解し、条件に従うことに合意したものと見なされます。 一般的に、ソフトウェア ライセンスはソフトウェアの使用方法を制

限しており、特定の使用方法を禁じる場合があります。 また、ライセンスが自動的に終了する条件を示している場合もあります。 詳細については、

ライセンスを確認してください。 製品の全ドキュメントについては、Juniper Networks の Web サイト www.juniper.net/techpubs を参照してくだ

さい。

エンド ユーザー ライセンス契約

この技術ドキュメントに記載されている Juniper Networks 製品には、Juniper Networks ソフトウェアが含まれており、また、このソフトウェアと

ともに使用されることを想定して作成されています。 これらのソフトウェアを使用する際は、http://www.juniper.net/support/eula.html に
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第1部

セキュリティ製品の安全の概要

• 安全に関する推奨事項と警告 3ページ

• 設置場所および設置に関する一般要件 7ページ

• 電力に関する留意点および電気の安全ガイドラインと警告 11ページ

• デバイスの取り扱い 15ページ

• 機関の承認およびコンプライアンス ステートメント 21ページ
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第1章

安全に関する推奨事項と警告

このガイドでは、人の負傷や機器の損傷を招くおそれがある状況を避けるための、安全に関す

る全般的な推奨事項と警告を示します。 具体的な Juniper Networks デバイスの設置または使

用に関するガイドラインは、デバイスのハードウェア ガイドを参照してください。

注: このガイドの翻訳版は、Juniper Networks Technical Documentation Web サイ

ト（www.juniper.net/techpubs）を参照してください。

この章には以下のトピックがあります。

• 安全警告レベルの定義 3ページ

• 安全に関する推奨事項と警告 4ページ

• 安全上の警告 4ページ

安全警告レベルの定義

このガイドでは、次の 4 レベルの安全警告を使用します。

注: ある特定の状況でこの情報が有用な場合があります。状況に該当しない場合は

読み過ごしてもかまいません。

注意: 軽傷や不快感または機器の大きな損傷を避けるために、指定されたガイドラ

インに従う必要があります。

警告: この記号は危険を意味します。 身体的傷害を受ける可能性がある状況にあり

ます。 すべての設備機器の操作は、電気回路に関する危険についてよく認識し、事

故防止のための一般的な対策を熟知した上で行ってください。

警告: この記号は、設備機器が目に見えないレーザー光線を放射し、目に永久的な

損傷を与える可能性があることを示します。

3Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.
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安全に関する推奨事項と警告

機器の操作にあたっては、電気回路にともなう危険性をよく認識し、事故防止のための一般的

な対策を理解しておいてください。 Juniper Networks のデバイスを設置または操作するとき

は、次の重要なガイドラインに従ってください。

• シャーシの取り外し、またはヒューズの交換をする前に、必ずすべての電源を切断します。

• 現在作業している領域の非常電源切断スイッチの場所を確認します。

• 十分に換気します。 コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、必ずコン

ポーネント側を上にして帯電防止面に置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防止袋に入

れておきます。 コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから梱包します。 デ

バイスをラックに設置する場合、ラックは建物に固定されていなければなりません。 デバイ

スがラック中の唯一のユニットである場合、ラックの一番下に取り付ける必要があります。

• 作業領域に床面の湿気、接地していない電源延長ケーブル、安全接地の欠落などの危険がな

いことを慎重に確認します。

• 人体および設備機器に危険を及ぼすような操作を行わないでください。

• 危険な状態であると予想される場合は、単独で作業しないでください。

• 設置の前後および設置中は、シャーシのまわりの領域を障害物やほこりがない状態にしてお

きます。

• ゆったりとした衣服や、指輪、腕輪、鎖のような宝飾品類を着用しないでください。シャー

シにはさまる可能性があります。

• 目に危険が及ぶ状況で作業を行う場合は、安全メガネを着用します。

• 1 人で扱うには重すぎる物体を持ち上げようとしないでください。

• 激しい雷雨のときに配線を行ったり、配線に手を加えたりしないでください。

• ヒューズを交換する場合は、同じタイプと定格のヒューズに交換します。

• シャーシのカバーや金属板部分を開いたり取り外さないでください。ただし、デバイスのハー

ドウェア ガイドでそうするように指示されている場合は除きます。 そのような行為により、

激しい電気ショックを受ける可能性があります。

• シャーシ フレームの穴を通して、物を押し込まないでください。 そのような行為により、

激しい電気ショックを受けたり火災が発生する可能性があります。

• シャーシの上に液体をこぼさないようにします。 そのような行為により、激しい電気ショッ

クを受けたりシャーシが損傷する可能性があります。

• 電源から遮断されていない、裸の電線または端子に触れないようにします。 そのような行為

により、電気ショックを受ける可能性があります。

• すべてのモジュール、電源およびブランク パネルが十分に挿入され、取り付けねじが十分に

締められていることを必ず確認します。

安全上の警告

自分自身と周囲の人を保護するために、以下の安全上の警告を必ず遵守してください。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.4
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設置

警告: デバイスを電源に接続する前に、配線の手順を読んでください。 デバイスの

ハードウェア ガイドを参照してください。

電源の切断

警告: スイッチを備えているデバイスを操作する前に、回路を OFF 位置にして、す

べての電源に接続された電源コードを取り外してください。

直流電源の場合は、直流回路に電力を供給するパネル ボード上のサーキット ブレー

カの位置を確認して、それを OFF 位置に切り替え、直流サーキット ブレーカのス

イッチ ハンドルを OFF 位置にテープで固定してください。

デバイスからの電源の遮断

警告: デバイスには、電源接続を複数持つものがあります。 ユニットの電源を切る

には、この複数の電源接続をすべて切り離す必要があります。

ユーザーが保守可能な部品

警告: いくつかのデバイスのシャーシは、不正開封が防止されています。 不正開封

が防止されたデバイスのシャーシは、いかなる場合にも開けないでください。 これ

に違反した場合、保証は無効になります。

不正開封防止のないデバイスには、ヒューズ、メモリ モジュール、プロセッサ モ

ジュール、アプリケーション モジュールなどのユーザーが保守可能な部品がありま

す。これには、シャーシを開く必要があります。 必要に応じて、これらのコンポー

ネントを交換できます。 カードが挿入されていない CFM/FRU スロットには、空の

スロットを保護するため、および冷却した空気をデバイス内部で正しく循環させる

ために、ブランク パネルを設置する必要があります。 修理または交換の際には、

コンポーネントを必ずメーカーに返却してください。 保守可能な部品の詳細は、デ

バイスのハードウェア ガイドを参照してください。

サーキット ブレーカ — 最大電圧

警告: デバイスは、短絡、過電流、地絡に対する保護については、建物の安全機能

に依存しています。 建物の安全機能が、デバイスを保護するのに適切な定格になっ

ていることを確認してください。 デバイスが使用する電力が交流であるか直流であ

るかによって、位相導体（またはすべての通電導体）は、デバイスに指定された最

大電圧を有するヒューズまたはブレーカを使用する必要があります。 デバイスの

ハードウェア ガイドを参照してください。

5Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.
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SELV 回路

Juniper Networks のデバイスは、イーサネット 10BaseT、100BaseT、1000BaseT、シリアル、

コンソール、および補助ポートをサポートしており、これらには安全特別低電圧（SELV）回路

が組み込まれています。 どのインターフェースに対してどのケーブルを使用するかは、デバイ

スのハードウェア ガイドを参照してください。

注意: イーサネット 10BaseT、100BaseT、または 1000BaseT ポートを電話線や Telco

回線（T-1、T-3、RJ-48 回線など）に接続しないでください。

雷

警告: 雷が発生しているときは、デバイスでの作業や、デバイスの接続や切断を行

わないでください。

リチウム電池の留意点

警告: ご利用のデバイスがリチウム電池を使用している場合は、自分自身で電池交

換をしないでください。 電池交換の際は、装置をメーカーに返送してください。

さらに、不正開封防止シャーシのあるリチウム電池がデバイスに含まれている場合

は、どのような状況でもそのシャーシを開けようとしないことが重要です。 これに

違反した場合、保証は無効になります。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.6
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第2章

設置場所および設置に関する一般要件

注意: デバイスを安全に設置し操作するには、ハードウェアの設置を開始する前に、

設置場所を適切に準備してください。

次の情報は、設置場所が適切に準備されていることを確認するために役立ちます。

• 設置場所の電力をチェックして、スパイクやノイズのない「クリーン」な電力が

来ていることを確認します。 必要に応じて電力分配器を設置してください。

• 周囲温度を華氏 32– 104°F（0 – 40°C）に維持できる場所を選択します。デバ

イスは、通常のオフィス環境で使用するように作られています。 劣悪な環境の場

合、温度、湿度、電力の条件が各 Juniper Networks デバイスの仕様を満たして

いることを確認してください。 仕様は、デバイスのハードウェア ガイドを参照

してください。

• デバイスは、短絡、過電流、地絡に対する保護については、建物の安全機能に依

存しています。 建物の安全機能が、デバイスを保護するのに適切な定格になって

いることを確認してください。

• デバイスへのアクセスが許可を得た人間に制限される安全な場所にデバイスを設

置します。

デバイス設置の前、および設置中には、次のトピックに記載されているガイドラインと警告に

従います。

• 設置場所での注意事項 8ページ

• 有資格者に関する警告 8ページ

• アクセス制限領域に関する警告 8ページ

• 設置手順に関する警告 8ページ

• ラック取り付けに関する要件および警告 8ページ

• 火災の安全に関する要件 9ページ

7Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.



設置場所での注意事項

注: デバイスの使用目的に従って、ハードウェア ガイドで規定されているとおり

に、デバイスをデスクトップに設置するか、ラック内で壁面に取り付けできます。

シャーシの場所と機器ラックまたは配線室のレイアウトはどちらも、システムが適

切に動作するために非常に重要です。 デバイスを非常に近接して配置すると、 換

気が不十分になり、システム異常時のシステム メンテナンスやシャットダウンの際

にデバイスにアクセスしにくくなります。

設置場所のレイアウトおよび機器の配置の計画時に、以下の注意事項に従うと、機

器の故障を回避し、環境に起因するシャットダウンの可能性を低減できます。 既存

の機器にシャットダウンや頻繁なエラーが生じている場合は、これらの注意事項が

故障原因の切り分けや今後の問題防止に役立つことがあります。

• システムを操作する部屋が十分に換気されるようにします。 電気機器は発熱しま

す。 自然な気温では、設備機器を許容運転温度まで十分冷却できず、換気装置の

追加が必要になる場合があります。

• 乾燥していて清潔で十分に換気された、空調管理された領域を設置場所として選

択します。

有資格者に関する警告

警告: 訓練を受け資格のあるスタッフのみが、デバイスの取り付けや交換を行って

ください。

アクセス制限領域に関する警告

警告: 本デバイスは、アクセス制限領域に設置するためのものです。 アクセス制限

領域とは、特別のツール、錠および鍵の使用、または他のセキュリティ手段によっ

てサービス担当者のみがアクセスでき、その場所の責任者によって管理される領域

のことです。

設置手順に関する警告

警告: デバイスを電源に接続する前に、設置ガイドを読んでください。

ラック取り付けに関する要件および警告

以下の情報は、必要十分な機器ラック構成を計画する際に役立ちます。
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警告: デバイスをラックに取り付けたり修理するときのけがを防ぐため、次の予防

措置を講じて、システムを安定した状態にしておきます。 次の指示は、安全を維持

するために役立ちます。

• デバイスを設置する機器ラックが、水平で確実に支えられていることを確認し、

不均一な機械的荷重に起因する危険な状況を回避します。

• デバイスをラックに設置する場合、ラックは建物に固定されていなければなりま

せん。

• デバイスがラック中の唯一のユニットである場合、ラックの一番下に取り付ける

必要があります。

• 一部がすでに使用されているラックにデバイスを取り付ける場合、下から上へと

ラックを使用し、最も重いコンポーネントがラックの一番下に来るようにします。

• ラックに安定装置が備えられている場合、安定装置を取り付けてから、ラックに

デバイスを取り付けたり、デバイスを保守します。

• コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、必ずコンポーネント

側を上にして帯電防止面に置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防止袋に入

れておきます。 コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから梱包し

ます。

• 可能な場合は、開放型ラックにデバイスを設置します。 密閉型ラックにデバイス

を設置する場合は、 デバイスが十分に換気されるようにし、ラックに気流の確保

と保守作業のための十分な間隔を設けます。 各ユニットは発熱するため、 ラッ

クを過密状態にしないよう注意します。 密閉型ラックは、冷却用空気を供給する

ために側面に空気取り入れ口を設け、ファンを備える必要があります。

• 開放型ラックにシャーシを設置する際は、ラック フレームが吸気および排気口の

妨げとならないようにします。 シャーシをスライドに設置する場合は、スライド

をラックに完全に収納したときのシャーシの位置をチェックします。

• 上部に換気ファンを備えた密閉型ラックの場合、ラックの下部付近の機器が発す

る過度の熱が引き上げられ、ラックの上部にある機器の吸気口に吸い込まれます。

ラックの下部に配置する機器について十分な換気を行ってください。

• バッフルは、吸気から排気を隔離したり、冷却用空気をシャーシ内に引き込むた

めに役立ちます。 バッフルの最適な配置は、ラック内の気流パターンによって異

なります。これは、さまざまな配列で実験することによって見つけることができ

ます。

火災の安全に関する要件

デバイスなどのネットワーク設備を巻き込んだ火災による緊急事態では、人の安全が最優先さ

れます。 火災による緊急時に人間を保護するための手順を確立し、安全教育を実施して、火災

制御設備および消火器を適切に配置してください。

さらに、火災緊急時に装置を保護する手順を確立します。 Juniper Networks のデバイスは、

電子機器に適切な環境に設置する必要があります。 火災発生時に装置付近で消火装置が利用で
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き、装置の設置および操作において、火災、安全性、および電気に関する地域の規則および法

令すべてに遵守することを推奨します。

消火および消火装置

電気による危険または火災の場合には、まず供給元において装置への電源を遮断します。 次

に、タイプ C（電気火災用）消火器を使用して消火します。 タイプ C 消火器は、二酸化炭素

（CO
2
）や Halotron™ などの非腐食性難燃剤を使用しており、電気火災を鎮火するのに非常に有

効です。 タイプ C 消火器は、燃焼地点から酸素を除去することによって消火します。 冷却の

ため周囲から吸気する装置の上またはその周囲の火災を消火するには、装置上に残留物を残す

消火器の代わりに、このタイプの不活性酸素置換消火器を使用します。

Juniper Networks の装置の近くでは、多目的のタイプ ABC 化学消火器（粉末薬品消火器）を

使用しないでください。 これらの消火器の主成分は非常に粘着性が高いリン酸一アンモニウム

で、清掃が困難です。 さらに、リン酸一アンモニウムは、微量の水分でも腐食性が非常に高

く、ほとんどの金属を腐食します。

化学消火器を放出した部屋に設置されている装置は、早期に故障したり、動作の信頼性が低下

しやすくなります。 これらの装置は修理不可能な損傷を受けたと見なされます。

注: Juniper Networks のデバイスの近くで、火災を鎮火するために粉末薬品消火器

を使用しないでください。 粉末薬品消火器を使用した場合、その装置はサービス契

約下の補償の対象ではなくなります。

修理不可能なまでに損傷した装置は、環境に配慮した方法で処分することを推奨します。
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第3章

電力に関する留意点および電気の安全ガイ
ドラインと警告

この章には以下のトピックがあります。

• 電力に関する留意点 11ページ

• 電気災害の場合 14ページ

電力に関する留意点

一部の装置では、交流電源と直流電源、およびオプションで冗長電源が使用可能です。

注意: 装置を供給回路に接続するときに、配線を過負荷状態にしないよう注意して

ください。

注: 交流および直流電力仕様、ケーブル配線情報、および冗長電源の使用可否につ

いては、ハードウェア ガイドを参照してください。

警告: ハードウェア ガイドで推奨している電源コード セットのみを使用し、その

地域の規則と建築法規に従ってください。

IT 電源

注: Juniper Networks のデバイスは、IT 電源系統に接続するように設計されてい

ます。 IT 電源系統は、電気抵抗を経由するアースに接地されている 1 点を有する

出力分配システムです。 露出導電部は、保安用接地導体に接続されます。

電源コードに関する警告（日本）

警告:
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翻訳:

警告: 付属の電源ケーブルはこの製品専用です。 他の電気機器には使用しないでく

ださい。

警告文（ノルウェーおよびスウェーデン）

警告: Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

翻訳:

この装置はアース付電源ソケット コンセントに接続しなければなりません。

警告文（フィンランド）

警告: VAROITUS Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun

pistorasiaan

翻訳:

警告：この装置はアース付電源ソケット コンセントに接続しなければなりません。

交流電源をサポートするデバイスの警告文

警告: プラグとソケットは、主な切断装置としての役割を果たすため、常にアクセ

スできるようにしてください。

デバイスは、必ずサージ保安器を備える交流電源に接続します。

直流電源をサポートするデバイスの警告文

警告: 直流入力電源は、UL 60950-1、CSA 60950-1、EN 60950-1、および IEC 60950-1

標準の安全特別低電圧（SELV）要件に準拠した直流電源にのみ接続してください。

自由にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込みます。
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電源を設置したり取り外す前に、直流回路への電源を必ず切断しておきます。 予防

手段として、直流回路ブレーカのスイッチ ハンドルを OFF 位置にテープで留めて

おくことができます。

銅導線のみを使用して、直流端末ブロックに接続します。

標準の配線が必要な場合は、閉ループまたは U 字形端子などの、許可された配線の

終端を使用します。 これらの終端は、電線に適したサイズでなければなりません。

また、絶縁体と導体の両方をクランプする必要があります。

直流入力電源の露出配線は、端末ブロック プラグから延びないようにします。 露

出配線は、有害なレベルの電気を伝える可能性があります。 何らかの理由で直流端

末ブロックのカバーを取り外した場合、作業の終了後に必ずカバーを元どおり取り

付けます。

直流電源配線順序に関する警告（ドイツ）

警告: Warnung: Die Stromzufuhr is nur mit geeigneten Ringösen an das DC

Netzteil anzuschliessen. Die richtige Anschlusssequenz is: Erdanschluss zu

Erdanschluss, +RTN zu +RTN, und dann -48v zu -48v. Die richtige Sequenz zum

Abtretten der Stromversorgung ist -48v zu -48v, +RTN zu +RTN, und dann

Erdanschluss zu Erdanschluss. Es is zu beachten dass der Erdanschluss immer

zuerst angeschlossen und ais letzes abgetrennt wird.

翻訳:

警告：適切なハトメのみを使用して、電源を直流電源装置に接続してください。 電

源を接続するときの適切な配線順序は、アースからアース、+RTN から +RTN、そし

て –48V から –48V です。 電源を切断するときの適切な配線順序は、–48V から

–48V、+RTN から +RTN、そしてアースからアースです。 アースは必ず最初に接続

し、最後に取り外す必要があることに注意してください。

冗長電源の留意点

デバイスにオプションの冗長電源が含まれている場合は、2 つの電源のそれぞれを異なる入力

電源に接続します。 このように接続しなかった場合、電源に障害が発生した場合、デバイスが

全面停電の影響を受けることになります。

警告: 保守のためデバイスの電源を切る必要がある場合は、両方の電源装置を遮断

します。 遮断しないと、プラグイン I/O カード（IOC）などのシステム コンポー

ネントが損傷する場合があります。
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電気災害の場合

電気災害により負傷した場合は、以下の処置を記載した順番で行ってください。

1. 常に注意してください。 さらに負傷する可能性がある、危険な状況に注意します。

2. デバイスから電源を遮断します。

3. 可能な場合、別の人を送って医療支援を求めます。 医療支援を求めない場合は、けが人の

状況を確認してから助けを呼びます。

一般的な電気安全ガイドラインおよび警告

電気によって作動するデバイスで作業するときは、次のガイドラインに従います。

• 電気災害が起きた際に素早く電源を切ることができるよう、作業している部屋の非常電源切

断スイッチの位置を確認します。

• 作業場所が危険な状態であると予想される場合は、単独で作業しないでください。

• 電源が回路から遮断されていると推断しないでください。 作業を始める前に必ず回路をチェッ

クします。

• 作業領域に床面の湿気、接地していない電源延長コード、安全接地の欠落などの危険がない

ことを慎重に確認します。

• 示された電気定格の範囲内でデバイスを操作し、製品使用の指示に従います。

• デバイスや周辺装置が安全かつ正しく機能するように、接続する周辺装置に指定されたケー

ブルおよびコネクタを使用し、それらが良好な状態であることを確認します。

デバイスのハードウェア ガイドで指定されている次の地域、国または国際的な電気規則に

従ってデバイスを設置します。

電気規則のコンプライアンス ステートメント

• 米国 — National Fire Protection Association（NFPA 70）、United States National

Electrical Code

• カナダ — Canadian Electrical Code、Part 1、CSA C22.1

• その他の国 — International Electromechanical Commission（IEC）60364、Part 1 ～ Part

7

• IT 電源系統の評価
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第4章

デバイスの取り扱い

この章には以下のトピックがあります。

• 静電放電損傷の予防 15ページ

• レーザーに関する一般的な安全ガイドライン 16ページ

• レーザーに関する警告 17ページ

• ポートの開口部からの放射線に関する警告 17ページ

• 通信回線コードに関する警告 17ページ

• 電磁妨害の防止 18ページ

• 空のスロットをカバーする場合の警告 18ページ

• 宝飾品類を外す警告 18ページ

• 動作温度に関する警告 18ページ

静電放電損傷の予防

電子カードまたはコンポーネントを誤って取り扱うと、静電放電損傷（ESD）が起こり、完全ま

たは間欠的な故障を引き起こすおそれがあります。

デバイスの多くは、静電気による損傷を受けやすくなっています。 コンポーネントには、わず

か 30 V の電圧で損傷するものもあります。 プラスチックまたは発泡スチロール製の梱包材を

扱ったり、プラスチックやカーペットの上でコンポーネントを移動させると、損傷の原因とな

る静電圧が簡単に発生します。 ESD による損傷の可能性を最小限に抑えるため、次のガイドラ

インに従います。

• 電子部品を取り扱うときは必ず 静電放電防止用の手首または足首のストラップを使用し、ス

トラップが皮膚に直接触れていることを確認します。

注意: 安全のために、定期的に ESD ストラップの抵抗値を確認します。 測定値

は 1 ～ 10 M オームの範囲にある必要があります。

• シャーシから取り外したコンポーネントを取り扱う際には、着用している ESD ストラップの

機材側が、シャーシの ESD ポイントの 1 つに取り付けられていることを確認します。 デバ

イスのハードウェア ガイドを参照してください。
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• コンポーネントと衣服が接触しないようにします。 手首ストラップは、体の ESD 電圧から

コンポーネントを保護するだけです。衣服から発生した ESD 電圧によってもコンポーネント

は損傷します。

• カードは常に面板および端のみを持ち、プリント基板およびコネクタ ピンには触れないでく

ださい。

• コンポーネントを取り外したり、取り付けたりするときは、必ずコンポーネント側を上にし

て帯電防止面に置くか、 帯電防止カード ラックまたは帯電防止袋に入れておきます（ 16

ページの図1を参照）。 コンポーネントを返却する際は、帯電防止袋に入れてから梱包しま

す。

図 1: 帯電防止袋にコンポーネントを入れる

レーザーに関する一般的な安全ガイドライン

Juniper Networks デバイスの一部には、光ファイバ ポートが付いているものがあります。こ

れは、放射線を発して目に有害になることがあります。 以下に注意してください。

• 光ファイバ ポート（例えば、GBIC およびミニ GBIC）は、クラス 1 レーザーまたはクラス

1 LED ポートと見なされます。

• 物理インターフェース カード（PIC）周辺で作業するときは、目のけがを予防するために、

次の安全ガイドラインに従います。

• 終端処理を施していないポートをのぞいたり、または不明なソースに接続されているファ

イバを見つめないでください。

• 光学機器を使って、終端処理を施していない光学ポートを検査しないでください。

• ビームに直接さらされないようにしてください。

• 使用しない場合は、終端処理を施していないポートを必ずカバーで覆います。

警告: 終端処理が施されていない光学コネクタは、目に見えないレーザー光線を

放射する場合があります。 人間の目のレンズはレーザー光線をすべて網膜に集中
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させます。そのため目の焦点を直接レーザー光源に合わせると、低出力のレーザー

でさえ目に永久的な損傷を与える可能性があります。

レーザーに関する警告

クラス 1 レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1 レーザー製品。

クラス 1M レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1M レーザー製品。

警告: レーザー光線を見つめたり、光学機器で直視しないでください。

ファイバ ケーブルが接続されていない場合は、ポートの開口部から目に見えない放

射線が放射されている可能性があります。

ポートの開口部からの放射線に関する警告

これらの製品はテストされ、クラス 1 制限の IEC 60825-1、EN 60825-1、および 21CFR1040

に適合することがわかっています。

警告: ファイバ ケーブルが接続されていないときにもポート開口部から目に見えな

い放射能が放射される可能性があるため、放射線への暴露を避け、開口部を見つめ

ないでください。

通信回線コードに関する警告

警告: 火災の危険を減らすため、必ず No. 26 AWG 以上の UL 認定または CSA 認定

された通信回線コードを使用してください。
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電磁妨害の防止

注: 電磁場にかなりの距離にわたり電線を布設する場合、磁場と電線の信号との間

に電磁妨害（EMI）が発生することがあります。 以下に注意してください。

• プラント配線が適切でない場合は、無線周波妨害（RFI）が生じるおそれがありま

す。

• 強い EMI は、特に雷または無線送信機によるものである場合、システムの信号ド

ライバおよびレシーバを破壊したり、線やシステムにサージを引き起こして電気

的障害をもたらすこともあります。

強力な EMI を防止したり修復するには、RFI の専門家に相談してください。

空のスロットをカバーする場合の警告

すべてのカード、面板、およびカバーが適所にあることを確認してください。 空の面板および

カバー パネルは次のために使用されます。

• シャーシ内が危険な電圧と電流にさらされることを防ぎます。

• 他の設備機器を混乱させるおそれのある電磁妨害（EMI）を抑制します。

• シャーシ内の冷却効果を向上します。

注: カードが挿入されていない CFM/FRU スロットには、空のスロットを保護するた

め、および冷却した空気をデバイス内部で正しく循環させるために、ブランク パネ

ルを設置する必要があります。

宝飾品類を外す警告

警告: 電力線に接続している装置で作業を行う前に、指輪、ネックレス、時計など

の宝飾品類を外してください。 金属部が電源またはアースに接すると、発熱して重

篤なやけどの原因になります。また金属部が端子に溶着することがあります。

動作温度に関する警告

注意: 気流が妨げられないよう、換気用の開口部の周囲に十分なすき間を設けてく

ださい。 関連製品の推奨されるすき間の幅についての詳細については、ハードウェ

ア ガイドを参照してください。
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警告: コンポーネントを設置または取り外すときに熱い表面に触れないようにして

ください。 内部システム コンポーネントに触れる前に、コンポーネントを冷却さ

せてください。

ファンの作動中にファン トレイを取り外すことができますが、ファンの回転が止

まってから作業を行うことを強く推奨します。
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第5章

機関の承認およびコンプライアンス ステー
トメント

この章には以下のトピックがあります。

• 機関の承認 21ページ

• コンプライアンス ステートメント 22ページ

機関の承認

Juniper Networks のデバイスは次の標準に準拠しています（ご利用のデバイスについての特定

の情報については、デバイスのハードウェア ガイドを参照してください）。

• 安全性

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• UL 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• EN 60950-1 Information Technology Equipment - Safety

• IEC 60950-1 Information Technology Equipment - Safety (All country deviations):

CB Scheme report

• 電磁適合性

• EN 300 386 Telecom Network Equipment - EMC requirements

• EN 55024 Information Technology Equipment Immunity Characteristics

• EMI

• FCC 47CFR , Part 15 USA Radiated Emissions

• EN 55022 European Radiated Emissions

• VCCI Japanese Radiated Emissions

• BSMI CNS 13438 and NCC C6357 Taiwan Radiated Emissions

• AS/NZS CISPR22

• 環境製品デザイン
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• 2002/95/EC (RoHS) Restriction on Hazardous Substances

• 2002/96/EC (WEEE) Design for Easy Disassembly and Recycling

• 2006/1907/EC (REACH) Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals

• JIG 101-A, JIG 101-B Joint Industry Guide Japanese Material Composition Declaration

• IPC 1752

• CAITEC SJ/T 11363-2006 Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous

Substances in Electronic Information Products (China RoHS)

• 顧客固有の要件 - 中央本部に配備することを目的とした装置は次の要件に準拠しています。

• GR-63-Core Network Equipment, Building Systems (NEBS) Physical Protection

• GR-1089-Core EMC and Electrical Safety for Network Telecommunications Equipment

コンプライアンス ステートメント

カナダ産業省のステートメント

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

操作は次の 2 つの条件に従います。

1. このデバイスは、干渉の原因となってはならない。

2. このデバイスは、デバイスの望まれない操作の原因となる干渉を含む、いかなる干渉も許容

しなければならない。

このデバイスは、最大ゲインが 4 dB のアンテナで動作するように設計されています。 ゲイン

がより高いアンテナは、カナダ産業省の規則によって厳禁されています。 必要なアンテナ イ

ンピーダンスは 50 オームです。

他のユーザーに対する電波障害を減らすため、EIRP が正常な通信に必要な量を超えないように

アンテナのタイプとゲインを選択する必要があります。

ライセンスされたサービスへの電波障害を防ぐため、このデバイスは、遮蔽が最大になるよう

に、屋内の窓から離れた場所で運用することになっています。

戸外に設置する装置（またはその送信アンテナ）はライセンスの対象になります。

連邦通信委員会の干渉ステートメント

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

この製品は、FCC Rules の Part 15 に準拠する Class B デジタル デバイスの制約に関する試

験に合格しています。 これらの制限は、居住地区で機能する際、有害な干渉を避けるための適

切な保護を提供するように設計されています。 本製品は、無線周波エネルギーを発生、使用、

また放射する可能性があり、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがありますが、取扱説明

書に従って設置、利用する場合はその限りではありません。 しかし、そのような干渉が特定の

配備環境下で起こらないことを保証するものではありません。 もしこの機器の電源を切ったり
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入れたりすることで、ラジオやテレビの受信に対する有害な干渉を起こしていることが判明し

た場合には、ユーザーは以下に示す手段のいずれかを用いて干渉を改善することが望まれます。

• 受信アンテナの再設定または再設置を行う。

• 機器とレシーバとの間隔を広げる。

• レシーバが接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。

• メーカー、あるいはラジオやテレビの技術者に相談する。

このデバイスは FCC Rules の Part 15 に準拠しています。 操作は次の 2 つの条件に従いま

す。(1) (2)

1. このデバイスは、有害な干渉の原因となってはならない。

2. このデバイスは、望まれない操作の原因となる干渉を含む、受信した、いかなる干渉も許容

しなければならない。

FCC の注意: コンプライアンスに責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更ま

たは修正により、この装置を運用するユーザーの権限が無効になる場合があります

重要な注意:

FCC 被曝ステートメント: この装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC 被曝範

囲に準拠しています。 この装置は、放射体と体との間に最低で 20 cm の距離を設けて設置、

運用する必要があります。

この送信器は、他のアンテナまたは送信器と同じ場所に設置したり、それらと併用して運用し

ないでください。

台湾 DGT

以下は、ワイヤレス インターフェースを備えたデバイスに該当します。

VCCI 準拠

次の VCCI 準拠情報は、VCCI クラス A またはクラス B 規制を満たすセキュリティ製品に該当

します。 お使いのデバイスが、クラス A またはクラス B 規制を満たすかどうかを判断するた

めには、ハードウェア ガイドの仕様セクションを参照してください。
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翻訳:

この装置はクラス A 製品です。 この装置を家庭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。その場合使用者は、適切な対策を講ずるよう求められることがあります。

翻訳:

これは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の標準に基づいたクラス B 製品で

す。 この製品を家庭環境でラジオまたはテレビ受信機の近くで使用すると、電波障害の原因と

なる場合があります。 マニュアルに従って装置を設置、使用してください。

コンプライアンス ステートメント（韓国）

次のコンプライアンス情報は、クラス A（商業用電波通信装置）およびクラス B（家庭用電波

通信装置）の装置に該当します。

Korean Class A Warning g0
40

91
3

翻訳:

この装置は、商業用電磁適合品（クラス A）の装置であり、販売者および顧客ともに電磁適合

性機器であるという認識を持つことが必要です。またこの装置は家庭以外の場所での使用を想

定されています。
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この装置は、クラス B 製品です。

Korean Class B Warning g0
40

91
4

翻訳:

この装置は、家庭用電磁適合品（クラス B）の装置であり、主に家庭での使用を想定していま

す。また他のどのような場所でも使用が可能です。

ワイヤレス インターフェースを備えた製品の無線接続

警告: 米国または日本以外の国では、その地域の電波スペクトル法規に違反しない

ように、set wlan country-code コマンドを使用して、正しい国コードを設定しなけ

ればなりません。 このコマンドは、WLAN 接続を確立できるように、選択可能なチャ

ンネル範囲および送信出力レベルを設定します。 国コードの詳細は、デバイスの

ハードウェア ガイドを参照してください。

製品の再生およびリサイクル プログラム

Juniper Networks は、環境に配慮した活動に努めています。 その一環として、EU の Waste

Electrical and Electronic Equipment （WEEE）Directive や、 Restriction of Hazardous

Substances （RoHS）Directive に準拠しています。

これらの指示や EU 外部の国々における同様の規制は、家電製品の廃棄物管理のほか、電気製

品における特定の危険材料の削減と除去を規定しています。 WEEE Directive は、電気機器製

造元と電子機器製造元が、製造する製品のリサイクルと再利用に対応できる機構を提供するこ

とを求めています。 RoHS Directive は、今日の電子製品で広く使用されている一定の物質の

使用を制限しています。 使用が制限されている物質には、鉛などの重金属のほか、ポリ臭化物

質があります。 一部免除規定がありますが、RoHS Directive は、あらゆる電気機器、電子機

器に適用されます。

Directive 2002/96/EC（WEEE）の Article11（2）によれば、2005 年 8 月 13 日より後に市場

に出回る製品やそのドキュメントには、次に示す「×印を付けた車輪付きゴミ箱の下に線を引

いたマーク」が表示されます。
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WEEE Directive を準拠するため、Juniper Networks は、当社製品に対するリサイクル サポー

ト体制を全世界に展開しています。 リサイクル方法のお問い合わせについては、廃棄したい

Juniper Networks 機器のタイプと、現在それが設置されている国を明示して

recycling@juniper.net に電子メールをお送りくださるか、最寄りの Juniper Networks 顧客担

当者にお問い合わせください。

再生プロセスで返却された製品は、リサイクルまたは再生プロセスに送るか、あるいは責任を

持って廃棄します。 当社のパッケージング、梱包はリサイクルを前提とした作りになっていま

す。各地域のリサイクル ポリシーに従って取り扱ってください。

環境要件のコンプライアンス ステートメント

このセクションでは、環境要件に対するコンプライアンス ステートメントを示します。

リチウム電池

この製品中の電池は、水銀、鉛またはカドミウム物質をベースにしていません。 この製品で使

用されている電池は、EU Directives 91/157/EEC、93/86/EEC、および 98/101/EEC に準拠して

います。 製品ドキュメントに、再生およびリサイクルの適切な方法に関する情報が記載されて

います。

音響雑音に対するコンプライアンス ステートメント（ドイツ）

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt

70_dB(A)oder weniger gemäss EN ISO 7779.

翻訳:

最大放出音圧レベルは、EN ISO 7779 に従って 70 dB(A) 以下です。
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