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NE3204-132   1000BASE-T 接続ボード(2ch) 

NE3204-133   1000BASE-T 接続ボード(4ch) 
 (初版) 

  

 

構成品一覧 

本製品を本体装置に組み込んでお買い求め頂いた場合、本体装置に添付された保証書が本製品の保証書を兼ねます。本体装置の保証書に
本製品の記載があるかご確認ください。 
 

 

本書の内容の一部または全部について、許可なく複製・転載・翻訳・他形式・メディアへの変換等を行うことは、禁止されています。 

1. 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 
2. 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一お気付きの点や、ご不明の点がありましたら、販売店または弊社ま

でご連絡ください。 
3. 本製品を運用した結果の影響については、上記3 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、ご了承ください。 
4. 本書は、本体装置の操作に熟知した管理者、または保守員向けに記載されております。本体装置の取り扱いや、各種OS の操作、そ

の他一般的かつ、基本的な事柄につきましては記載を省いておりますのであらかじめご了承ください。 
弊社の許可無く、本書の複製・改変などを行うことはできません。 
 

情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）表示 

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。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。 
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。                      ＶＣＣＩ－Ａ 

 
商標について 
記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 
Broadcom は米国Broadcom Corporation の米国およびその他の国における登録商標です 
PCI-EXPRESS はPCI-SIG の登録商標です。 
Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。 
本文中には™、®マークは明記していません。 

 

本書は必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。「使用上のご注意」を必ずお読みください。 

 使用上のご注意     -必ずお読みください- 

本製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 
本文中の名称については本書の「外観および各部の名称」の項をご参照ください。 

本製品を安全にお使い頂くために、本書の指示に従って操作してください。 
本書には装置のどこが危険でどのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。 
本書では危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次の意味を持つものとして
定義しています。 

 

 

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要する
ものをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 
*3: 物的損害とは、家屋･家財および家畜･ペット等にかかわる拡大損害をさします。 
 

危険に対する注意・表示は次の3 種類の記号を使って表しています。 
それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義しています。 
 

 
(表示例） 

指定以外の ACコンセントに差し込まない

指定の電圧で、指定のACコンセントをお使いください。

指定以外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

注意を促す記号

危険に対する注意の内容
危険の程度を表す用語

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品名 数量 備考 

1000BASE-T 

接続ボード 
1 

NE3204-132 は２ポート装備 

NE3204-133 は4 ポート装備 

いずれもロープロファイルブラケットを標準

装備しています。 

保証書 1 組込出荷時は添付されません。 

スタートアップガイド 1 本書 

交換用ブラケット 1 

スタンダード(フルハイト)ブラケットが添付さ

れます。 

なお、組み込み出荷時には予め適切なブラケッ

トが取り付けられていますので、使用されない

ブラケットが添付されます。 

スタートアップガイド保証書

1000BASE-T 接続ボード

交換用ブラケット

NE3204-133NE3204-132
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安全にかかわる表示について 

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。 

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが予想されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”
を示します。 

((((例例例例) ) ) ) 感電注意感電注意感電注意感電注意    
 

注意の喚起 

この記号は、危険が発生するお
それがあることを表します。記
号の中の絵表示は危険の内容を
図案化したものです。  

((((例例例例) ) ) ) 分解禁止分解禁止分解禁止分解禁止 
 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表しま
す。記号の中や近くの絵表示は、
してはならない内容を図案化し
たものです。  

((((例例例例) ) ) ) 電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを    
抜抜抜抜けけけけ 

 

行為の強制 

この記号は行為の強制を表しま
す。記号の中の絵表示は、しな
ければならない行為の内容を図
案化したものです。危険を避け
るためには、この行為が必要で
す。 

 

本書で使用する記号とその内容 

注意の喚起 

 
感電のおそれのあることを示します。 

 
発煙または発火のおそれがあることを示
します。 

 
特定しない一般的な注意。警告を示します。   

行為の禁止 

 

本製品を分解。修理。改造しないでください。
感電や火災のおそれがあります。 

 

水や液体がかかる場所で使用しないでく
ださい。水に濡らすと感電や発火のおそ
れがあります。 

 
特定しない一般的な禁止を示します。   

行為の強制 

 

本体装置の電源プラグをＡＣコンセントから
抜いてください。火災や感電のおそれがありま
す。 
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安全上のご注意 

 

一般的な注意事項 

 

 

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない 
本製品は医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備および高度な信頼性を必要
とする設備などには使用しないでください。これらの設備に本製品を使用した結果、人身事故、財産損害などが生じても当
社はいかなる責任も負いかねます。 

 

煙や異臭、異音がしたまま使用しない 
万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、直ちに本体装置の電源を OFF にした後、本体装置の電源プラグをＡＣコンセ
ントから取り外してください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用する
と火災の原因となります。 

 

針金や金属片を差し込まない 
本製品に金属片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。 

 

 

 

本製品に水や異物を入れない 
本製品に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入っ
てしまったときは、すぐ本体装置の電源をOFF にして、電源プラグをＡＣコンセントから抜いてください。分解しないで、
お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。 

 

設置・移動・保管・接続に関する注意事項 

 

 

指定以外のケーブルを使用しない 
ネットワークケーブルは、適合するものを使用し、接続する装置やコネクタを確認した上で接続してください。指定以外
のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、ネットワーク
ケーブルの取り扱いや接続について、次の注意をお守りください。 
� 破損したケーブルコネクタを使用しない 
� ケーブルを踏まない 
� ケーブルの上にものを載せない 
� ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない 
� 破損したケーブルを使用しない 
適合するケーブルについては「ケーブルケーブルケーブルケーブルについてについてについてについて」を参照してください。 

 

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない 
腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）の存在する環境に設置し、使用しな
いでください。 
また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも設
置しないでください。製品内部のプリント基板が腐食し、故障および発煙・発火の原因となるおそれがあります。 

 

 

取扱および取り付け時の注意事項 

 

 

 

分解・修理・改造はしない 
本製品を分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。感電や火災の危険があります。 

 

本体装置の電源コードを抜く 
本体装置への取り付け・取り外しをするときには、必ず電源プラグをＡＣコンセントから外してください。感電するお
それがあります。 

 

 

廃棄・譲渡に関する注意事項 

 
� 本製品を廃棄する場合は各自治体の条例に従ってください。詳しくは、各自治体にお問い合わせください 
� 本製品を他人に譲渡する場合は、本書および添付品すべてを必ず一緒に渡してください。 

  

取り扱い上の注意 

 

人体から静電気を放電してから取り扱う 
静電気による部品の破壊を防ぐため、本製品に触れる前には、必ず人体から静電気を放電してください。 

 

ボード上で塗装されていない金属部分には触れない 
本製品のLAN ポートや、各部品の端子部、およびボード上で塗装されていない金属部分には、決して触れないでください。
汚れや腐蝕等により、接触不良が発生するおそれがあります。また、濡れた手や汚れた手で触れないでください。 

 

本製品を無理に挿入しない 
本製品を本体装置に搭載する際は、無理に挿入しないでください。その際、本製品および本体装置を破損するおそれがあり
ます。 

 

ブラケットの先端部を本体装置のボード部等に触れない 
本製品を拡張スロットに挿入する際、ブラケットの先端が本体装置の他の部位（他の部品、ボードなど）に触れないように
ご注意ください。破損するおそれがあります。 

 

ケーブルは確実に接続する 
ケーブル接続時は、カチッという音がするまでケーブルコネクタを挿入してください。 
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1. サポート OS については本体装置のシステム構成ガイドを

参照してください。 

2. システムあたりの最大搭載枚数は本体装置により異なりま

すので、本体装置のシステム構成ガイドを参照してください。 

3. Wake On LAN 機能はサポートしておりません。(OS のス

タンバイ、スリープ、スタンバイ、ハイバネーション、休止

モードからの復帰も含む) 

4. PCI-EXPRESS ホットプラグ テクノロジはサポートして

おりません。 

5. PXE/iSCSI ブートはサポートしておりません 

6. NE3204-133 においてはブーツつきの LAN ケーブルは

ご使用になれません。 
 

アダプタ表面 アダプタ裏面

アダプタ表面 アダプタ裏面

NE3204-132

NE3204-133

①①①①

①①①①

②②②②

②②②②

③③③③

③③③③

④④④④

④④④④

1000BASE-T

接続ボード(2ch)

1000BASE-T
接続ボード(4ch)

①①①①    ブラケットブラケットブラケットブラケット    

本体装置の拡張スロットに本製品を搭載する際に、本体装置に固定させ

るための金具です。搭載先のスロット形状に合わせてブラケットサイズ

を選択します。 

ブラケット交換手順は「ブラケットの交換」を参照してください。 

②②②②    LANLANLANLANポートポートポートポート    

ネットワークに接続するためのコネクタです。RJ-45 形状のポートです。 

接続可能なケーブルは「ケーブルについて」を参照してください。 

またポート番号は本節の「ランプ」を参照してください。 

③③③③    PCIPCIPCIPCI----EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESSコネクタコネクタコネクタコネクタ    

PCI-EXPRESS 2.0 に準拠しています。 

カードエッジサイズはいずれのカードも「x4」です。 

論理接続レーン数は次の通りです。 

NE3204-132                        x1 レーン 

NE3204-133                        x4 レーン 

 

④④④④    MACMACMACMACアドレスラベルアドレスラベルアドレスラベルアドレスラベル    

MAC アドレスが表示してあります。表示しているアドレスはポート 1

のアドレスです。ポート 2 以降のアドレスは、1 ずつ加算したものにな

ります。 

 

ランプランプランプランプ    

NE3204-132

1

2

SPEED

LINK/ACT

10=OFF
100=GRN

1000=ORG

NE3204-133 1

4

ACT/LINK
ランプ

SPEED
ランプ

アダプタアダプタアダプタアダプタ背面背面背面背面

ポート1

ポート2

ポート3

ポート4

ポート1

ポート2

ACT/LINK
ランプ

SPEED
ランプ

NE3204-132 NE3204-133

 

ランプ 状態 意味 

点灯 
(橙) 

1000Mbps でリンクが確立しています。 

点灯 
(緑) 

100Mbps でリンクが確立しています。 
SPEED 

消灯 10Mbps でリンクが確立しています。 

点灯 
(緑) 

リンクパートナーと正常に接続していること
を示します。(リンクアップ) 

点滅 
(緑) 

データの送受信があることを示します 
ACT/ 

LINK 

消灯 
リンクパートナーと正常に接続できていませ
ん。（リンクダウン） 

 

 

 

本体装置がスタンバイや休止などのスリープモードに移
行している場合、ランプが正しく表示されない場合があ
りますが、動作に問題はありません。またスリープ復帰
後の通信動作には影響ありません。 

 

本 製 品 の LAN ポ ー ト は 10Base-T/100Base-TX/ 
1000Base-T に対応しています。ネットワークに接続する際
には、以下の仕様のケーブルをお使いください。 

コネクタ RJ45 / オス 

ケーブルタイプ 
ツイストペアケーブル( UTP / STP )  8芯
4 ペア 

EIA/TIA 規格準拠 
*使用される通信速度により要求されるケー
ブルの品質が異なります。 

規格 
10Base-T 
100Base-TX 
1000Base-T 

Cat. 3 以上 
Cat. 5 以上 
Cat. 5e 以上 

ケーブル長 最大100m 

 
 

 

※NE3204-133 に関する注意事項 

11.58～～～～11.79mm

プラグ根元部の幅が「12mm以内」のものをお使いください

プラグ根元部
プラグ先端部

12mm以内以内以内以内

 

ブーツ付き(コネクタカバーつき)のケーブルはご使用にな
れませんのでご注意ください。上図を参照してケーブルをお
選びください。 
※※※※ブーツブーツブーツブーツ付付付付きのきのきのきのケーブルケーブルケーブルケーブルがががが接続出来接続出来接続出来接続出来るるるる場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、接触不良接触不良接触不良接触不良
ややややコネクタコネクタコネクタコネクタのののの破損破損破損破損のののの原因原因原因原因となりますのとなりますのとなりますのとなりますのでおやめくださいでおやめくださいでおやめくださいでおやめください。。。。    

 

 

本製品の取り付け・取り外し作業については、本体装置のユー
ザーズガイドを参照して作業してください。 
ブラケットの交換作業については本節を参照してください。 

 

ブラケットの交換手順 

搭載先スロットのPCI パネル形状が標準取り付けのブラケット
に合わない場合、添付のブラケットに交換して取り付けること
ができます。必要に応じて以下の手順に従ってブラケットを交
換してください。 

NE3204-132 

交換交換交換交換

交換用交換用交換用交換用ブラケットブラケットブラケットブラケット

1 アダプタ表面側のネジ(図中円内の位置)を取り外します。(2ヵ所)

+(プラス)のドライバーをお使いください。

2 取り付けられていたブラケットを外し、ブラケット(交換用)を取り付ける。

※ブラケットは大切に保管してください。

3 アダプタ表面側から図中円内の位置にネジを取り付ける。

ブラケットブラケットブラケットブラケット

ネジネジネジネジ位置位置位置位置

10=O
FF

100=G
R

N

1000=O
R

G

N8104 - 133

1

2
SPEED
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T

アダプタ表面

 

 

NE3204-133 

2

3

1 円内の位置のネジを取り外します。
+(プラス)のドライバーをお使いく

ださい。

取り付けられているブラケット
を矢印方向に少しずらします。

ブラケットを矢印の方向に引いて、取り外します。

取り外し方法

※取り外したブラケットは
大切に保管してください。

 

2

1 ブラケットの穴とコネクタ上の突起の位置を合わせ、矢印方向にブラケット
を取り付けます。

カチッと音がするまでブラケット
をスライドさせます。

取り付け方法

突起 突起

カチッ

3 円内の位置にネジを取り付けます。
+(プラス)のドライバーをお使いくだ
さい。

穴

 

 

 

運用上の注意事項 

外観および各部の名称 

 

本製品はPCI-EXPRESS 5GT/sでの動作をサポートします。 
2.5GT/sでの動作はサポートいたしません。 

 

本製品を取り付ける前に、本体装置のユーザーズガイドを
参照して、取り付け可能なスロットを確認してください。 

ケーブルについて 

本体装置への取り付けと取り外し 

 

� 必ず本体装置のユーザーズガイドを参照して、本製品の
取り付け・取り外しを行ってください。 

� ラックタイプ装置のトップカバーを外す際は、先にケー
ブルを外してください。ケーブルを破損することがあり
ます。 
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855-911043-001-A 

 

システムが起動できない場合 

本体装置本体装置本体装置本体装置のののの設定設定設定設定をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください    
□ Option ROM が展開できない場合 

本製品はOption ROM を搭載していますが、PXE/iSCSI
ブート等のネットワークブートはサポートしません。本体
装置のユーザーズガイドを参照して、本体 BIOS 設定にお
いて、本製品の搭載スロットの Option ROM 展開を
Disable【無効】に変更してください。 

□ 本体装置の BIOS のバージョンは適切か 
BIOS のバージョンが適切か確認してください。最新の
BIOS で確認してください。 

    
ボードボードボードボードをををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください    
□ ボードが破損していないか 

ボードの実装部品が破損していないか確認してください。 
破損している場合はお買い求めの販売店または保守サービ
ス会社に連絡してください。 

□ ボード実装部品に異物が入り込んでいないか 
ボード上の実装部品に異物が入り込んでいないか確認して
ください。 
混入している場合はお買い求めの販売店または保守サービ
ス会社に連絡してください。 

□ ボードのコネクタに異物が付着していないか 
ボードの PCI-EXPRESS コネクタに異物が付着していな
いか確認してください 
付着している場合は取り除いてください。 

    

ボードボードボードボードのののの取取取取りりりり付付付付けをけをけをけを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください    
□ 搭載スロットは適切か 

本体装置のシステム構成ガイド等を参照して、本製品の搭
載可能スロットに搭載されていることを確認してください。
異なる場合は正しいスロットに搭載してください。 

□ 取り付けは正しいか 
本体装置のスロットに、ボードがしっかりと差し込まれて
いるか確認してください。また、固定ネジ(またはクリップ)
でボードがしっかりと固定されていることを確認してくだ
さい。該当する場合は、取り付けなおしてください。 

□ PCI-EXPRESS コネクタなど本体装置側に異常はないか 
本体装置の PCI-EXPRESS コネクタを確認し、異物混入
や部品破損がないか確認してください。部品破損等ある場
合はお買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡し
てください。 

 

以上の確認を行っても本体装置起動中にエラーメッセージ
が表示される場合は、いったん本製品を別の PCI-EXPRESS
スロットに取り付けた後、本体装置を起動して自己診断プ
ログラム「POST」の実行で異常がないことを確認してくだ
さい。POSTが正常に終了しないようでしたら、本体装置が
故障していることが考えられます。お買い求めの販売店ま
たは保守サービス会社にご連絡ください。 

 

ネットワークに接続できない場合 

    

ケーブルケーブルケーブルケーブルをををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください    
□ ケーブルは仕様を満たしているか 

「ケーブルケーブルケーブルケーブルについてについてについてについて」の仕様を満たすケーブルか確認して
ください。異なる場合は交換してください。 

□ ケーブルが損傷していないか 
ケーブルが損傷していないか確認してください。損傷して
いる場合は交換してください。 

□ ケーブルラッチは正しくかかっているか 
ケーブルのラッチを確認してください。ラッチが外れかか
っていたり破損したりする場合、正しくリンクできない場
合があります。異なるケーブルに交換してください。 

 
リンクパートナーリンクパートナーリンクパートナーリンクパートナー((((接続先機器接続先機器接続先機器接続先機器))))をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください    
□ リンクパートナーの設定は正しいかリンクパートナーの設定は正

しいか 
LAN ポートの通信モードを全二重モードに固定設定した
場合は、リンクパートナーも全二重モードに固定設定され
ていることを確認してください。誤った通信モードに設定
すると、パフォーマンスの低下やデータの消失、またはコ
ネクションの消失を引き起こすことがあります。例えば、
スイッチングハブの LAN ポートの設定がオートネゴシエ
ーション(自動認識)にもかかわらず、本製品のLAN ポート
を全二重モードに固定設定した場合は、スイッチングハブ
側が半二重モードになります。この時、リンクは確立しま
すがネットワークパフォーマンスは著しく低下しますので
ご注意ください。 

□ リンクパートナーが起動しているか 
リンクパートナーが起動していない場合は、リンクが確立
しません。 

□ リンクパートナーのポート設定が有効になっているか 
リンクパートナーによってはポートを無効化できるものが
あります。リンクパートナーがその機能を有している場合、
ポートが有効になっているかどうか確認してください。 

 

一般的な障害とその対処方法 

 

コネクションコネクションコネクションコネクションがががが切切切切れれれれたりたりたりたりエラーエラーエラーエラーがががが発生発生発生発生したりしたりしたりしたりするするするする    
� 本製品の接続には、ツイストペアケーブルを使用してくだ

さい。特に 1000Mbps でお使いになる場合はカテゴリ
5e 以上のツイストペアケーブルを使用してください。ま
た、ケーブルがしっかりと固定されていることを確認して
ください。 

� 本製品とリンクパートナーの通信モード(全二重/半二重)
が一致していることを確認してください。 

� ツイストペアケーブルを交換してみてください。 
� リンクパートナー上(ハブ/スイッチ等)の別のポートを使

用してみてください。 
� ケーブルの配線環境にノイズ源(蛍光灯、電源線等)が近接

していないことを確認してください。 
 
リンクリンクリンクリンク((((    ACT/LNKACT/LNKACT/LNKACT/LNK    ))))ランプランプランプランプがががが点灯点灯点灯点灯しないしないしないしない    
� OS が正常に起動していることを確認してください。 
� 本製品およびリンクパートナー上の接続状態をすべて確

認してください。 
� ツイストペアケーブルを交換してみてください。 
� リンクパートナー上(ハブ/スイッチ等)の別のポートを使

用してみてください。 
� 本製品とリンクパートナーの通信速度が一致しているこ

とを確認してください。 
� 本製品とリンクパートナー間のケーブルのタイプが正し

いことを確認してください。本製品を 1000Mbps 設定
でお使いになる場合は、カテゴリ 5e 以上のケーブルを使
用してください。 

� LAN ポートに異物が入っていないか確認してください。 
� ご使用のツイストペアケーブルが 8 芯 4 ペアであること

をご確認ください。 
 
以上の項目を確認したにもかかわらず、問題が解決しない場合
は、本製品に何らかの故障が発生している可能性が考えられま
す。お買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合
わせください。 
 

 

NE3204-132  1000BASE-T接続接続接続接続ボードボードボードボード(2ch) 

準拠規格 PCI-EXPRESS 2.0 準拠 

データレート 5GT/s 適合バス 

レーンサイズ x1(x4 以上のスロットで動作) 

ポート数 2 
LAN 

データレート 10/100/1000Mbps 

コネクタ形状 RJ45 メス 

コントローラー Broadcom BCM5718 B0 

外形寸法 68.9mm(W) 119.9mm(L) (ブラケット含まず) 

質量 
55g(ロープロファイルブラケット装着時) 

61g(スタンダードブラケット装着時) 

動作電圧 3.3V/3.3Vaux 

消費電力 2W(最大) 

動作 
温度 0～40℃ 

湿度 20～80% 
動作環境 

保管 
温度 -40～70℃ 

湿度 5～95% 

ただし結露なきこと 

 

NE3204-133 1000BASE-T接続接続接続接続ボードボードボードボード(4ch) 

準拠規格 PCI-EXPRESS 2.0 準拠 

データレート 5GT/s 適合バス 

レーンサイズ x4(x4 以上のスロットで動作) 

ポート数 4 
LAN 

データレート 10/100/1000Mbps 

コネクタ形状 RJ45 メス 

コントローラー Broadcom BCM5719 A1 

外形寸法 68.9mm(W) 167.7mm(L) (ブラケット含まず) 

質量 
82g(ロープロファイルブラケット装着時) 

87g(スタンダードブラケット装着時) 

動作電圧 3.3V/3.3Vaux 

消費電力 4.5W(最大) 

動作 
温度 0～40℃ 

湿度 20～80% 
動作環境 

保管 
温度 -40～70℃ 

湿度 5～95% 

ただし結露なきこと 

 

FCC Compliance Information Statement, Class A 
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 instruction manual, 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 his own expense. 

 

Industry Canada Class A Emission Compliance Statement 

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada 
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

BSMI Statement 

 

    

 

CE / Australia and New Zealand Statement 

This is a Class A product. In domestic environment this product may cause radio interference in 

which case the user may be required to take adequate measures (EN55022). 

 

 

Disposing of your used product 

In the European Union 

 

EU-wide legislation as implemented in each Member State requires that used 

electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of 

separately from normal household waste. This includes workstation or electrical 

accessories. When you dispose of such products, please follow the guidance of 

your local authority or ask the shop where you purchased the product, or if 

applicable, follow applicable legislation or agreement you may have. The mark 

on electrical and electronic products only applies to the current European Union 

Member States. 

Outside the European Union 

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, 

please contact your local authority and ask for the correct method of disposal. 

China RoHS 

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-
2006标准规定的限量要求

o 

溴多 二苯醚

(PBDE) 

o 

六价铬

(Cr6+) 

o 

汞

(Hg) 

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准
规定的限量要求以下

o o x 印刷电路
板组件

溴多 联苯

(PBB) 

镉

(Cd)

铅

(Pb) 

有毒有害物质或元素部件

名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE3204-132 1000BASE-T 接続ボード(2ch) 

NE3204-133 1000BASE-T 接続ボード(4ch) 
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仕様 


