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一般的な注意事項 

本製品は、一般消費者用および業務用として設計、製造されています。故障または動作不良が直接人間の生命に

影響を与えたり人間の健康障害を引き起こす可能性がある特殊用途、あるいは特別に高い信頼性が要求される用

途（航空交通管制、航空宇宙システム、原子エネルギー制御、生命維持用の医療機器など）に本製品を使用す

ることを検討されているお客様は、これらの特殊用途での使用を開始する前に、必ず弊社販売代理店にご相談くださ

い。弊社の事前の承認を得ず、このような用途に使用したことに起因する保証請求および/または損害に対し、株式

会社ソシオネクストは一切の責任を負いません。 

 

使用に関するご注意 

 警告 

 • 本製品に表示されている、または本書に示されているすべての警告注意事項と指示をよく読み、指示に

従ってください。 

• 本装置を水の近くで使用しないでください。本装置の清掃には乾いた布以外は使用しないでください。 

• いかなる通気口もふさがないでください。 

• 熱源（放熱器、蓄熱器、ストーブ、あるいは熱を発生するその他の機器（アンプを含む））の近くには

本装置を設置しないでください。 

• 何らかの異常が発生した場合は直ちに電源プラグを抜いてください。 

• 雷を伴う暴風雨のときや、本装置を長期間使用しない場合は、装置の電源プラグを抜いてください。 

• シャーシを開けないでください。装置内部には、お客様自身で保守や修理を行っていただける部分はあ

りません。シャーシを開けた場合は保証が無効になります。 

• アタッチメントとアクセサリは、必ず、メーカーが指定および/または販売するものを使用してください。 

• すべての保守点検修理作業は、認定サービススタッフに依頼してください。電源コードまたはプラグが損

傷した場合や、本装置に液体をこぼしたり異物を落としたりした場合、本装置が雨や湿気にさらされ正

常に動作しなくなった場合、本装置を落とした場合など、いかなる経緯であっても、本装置を損傷した場

合には、保守点検修理が必要です。 

• 主電源プラグは本装置への電源の遮断に使用されますので、容易にアクセスして操作できる状態に保

つ必要があります。 

• 電源コードは、人がコードの上を歩いたりコードが何かに挟まれたりしないように保護してください。プラグ、

コンセント、およびコードが本装置から突き出る部分には特に注意が必要です。 

• 本装置を移動する場合は、事前に必ず外部 AC 電源コードを主電源から外してください。 

 

Copyright 2019-2020 Socionext Inc. 
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改訂履歴 

日付 バージョン 説明 

2019/7/31 1.1 初版 

2019/8/8 1.2 「Settings」タブを削除 

GUI パスワード機能の追加 

パラメータ追加 

(Video input format, GOP size, GOP type) 

SRT フォーマット対応 

オーディオコーデックから「Pass through」を削除 

RTP FEC 設定をパラメータ化 

シャットダウンボタンの追加 

ソフトウェアライセンスの追加 

DNS 設定機能の追加 

USB メモリアンマウント機能の追加 

2019/11/8 1.3 HLS のフォーマットとして fMP4 に対応 

LCM への IP アドレスの表示機能の追加 

2.1 項の図の SDI 番号を修正 

2020/3/4 1.4 符号化量比率パラメータ追加 

オーディオのチャンネルレイアウトパラメータ追加 

入力映像のスナップショットと音声レベルのGUIへの表示機能の

追加 

2020/4/13 1.5 入力信号切断時のエンコード継続モード追加 

指定したチャンネルの Stereo 取り込み機能の追加 

ネットワークネゴシエーションボタンの追加 

ネットワークのリンクスピード情報の追加 
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1. 概要 

本ドキュメントは、8K ストリーミングエンコーダ e8(以下、"e8"と記します)の使用方法を記載しています。 

 

e8 は、8K サイズのネットワークを介したリアルタイムライブビデオストリーミングを可能にし、パブリックビューイング、ライブストリ

ーミング、その他のアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンスを発揮します。 

 
e8 に最適な 8K ストリームデコーダとして、ソシオネクスト製 8K メディアプレーヤ s8 があります。 

 

主な特徴： 

- 8K カメラにて撮影されたビデオの 8K60p リアルタイムストリーミング 

- 使いやすく小型サイズ 

 

機能表： 

項目 仕様 

インタフェース 

入力 

コネクタ：  12G-SDI x 4 channels, BNC type 

ビデオ：  8K, 2 sample interleave 

オーディオ： SDI embedded audio 

出力 
ギガビットイーサネット x 2 チャンネル 

USB3.0 x 2 チャンネル (レコード用) 

エンコード 

機能 

ビデオ 

解像度：  7680 x 4320 

ピクセル仕様： 10-bit, 8-bit / 4:2:2, 4:2:0 

フレームレート： 60p, 59.94p, 50p,  

  30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 

符号化形式： HEVC 

ビットレート： 60 Mbps - 200 Mbps 

組み込み HDR パラメータに対応 

オーディオ 
符号化形式： AAC LC 

チャンネル数：  2 チャンネル 

ストリーミング 

機能 

ストリーミングプロトコル 

HTTP Live Streaming (HLS) 

RTMP (with proprietary extension) 

RTP (FEC あり/なし選択可) 

SRT 

コンテナ形式 MPEG-2 TS 

レコード機能 
ストレージ USB メモリ 

ファイル形式 MP4 

シャーシ 

ユーザインタフェース Buttons and LCD display on front panel 

サイズ 370 mm (W) x 350 mm (D) x 70 mm (H) 

電源電圧 100 – 240 V 

その他 認証 

CE 

FCC Class A 

CCC 
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2. ライブストリーミングの準備 

2.1. ビデオ入力素材 

e8 へのビデオ入力装置が必要です。 

e8 は、8K 2 サンプルインターリーブ(2SI)形式のみ対応します(4K 2SI x4 入力には非対応です)。 

 

 
図： 12G SDI からの 8K 2SI 入力の概念図 

 

2.2. ストリーム受信装置 

ストリームを受信するために、サーバー、デコーダ、モニタが必要です.  

 

2.3. e8 制御デバイス 

e8 を制御するために、モニタ、モニタケーブル(VGA)、キーボード(USB)、マウス(USB)が必要です。 

(e8 GUI を Localhost 以外から制御する場合は不要です) 

 

2.4. e8 の起動/停止 

 

 
 

e8 起動： 電源 ON/OFF ボタンを押してください。e8 起動シーケンスが開始されます。 

        LCM の上段には、LAN1 の IP アドレスが表示されます。 

        LCM の下段には、LAN2 の IP アドレスが表示されます。 

e8 停止： 電源 ON/OFF ボタンを押してください。e8 停止シーケンスが開始されます。 

 

 

 

SDI 1 

SDI 2 

3 

SDI 4 
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3. e8 用 GUI の起動 

e8 用 GUI は自動的に起動されます。 

補足： 下記のアイコンから e8 用 GUI を起動させることも可能です。 

※リモートで GUI を開く場合は、ユーザー名およびパスワードが必要です。 

ユーザー名：e8 (変更できません) 

初期パスワード：e8 (GUI から変更可能です) 
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3.1. e8 アプリケーション画面 

 
 

e8 アプリケーションには 3 つのタブがあります。 

タブ 説明 

‘Control’ エンコーダに関する設定および、エンコードの開始、停止、モニタリングのために使用します。 

 

State: SDI 入力状況のモニタリング 

Encode State: e8 状態、入力映像のスナップショット、入力音声レベルのモニタリング 

 

Encode control: エンコード開始/停止の制御 

Video Encode parameters: ビデオエンコードに関する項目を設定 

Audio Encode parameters: オーディオエンコードに関する項目を設定 

System parameters: コンテナに関するビットレートを設定 

Output parameters: ネットワークプロトコルに関する項目を設定 

‘Maintenance’ ソフトウェアの更新及びネットワーク環境の構築、パスワードの変更、シャットダウンに使用します。  

 

Software update: e8 ドライバと e8 アプリケーションの更新 

Network configuration: ネットワーク環境の構築 

Password: GUI パスワードの変更 

Shut down: e8 のシャットダウン 

‘Information’ 各種情報を取得するために使用します。 

 

Software version: e8 ドライバと e8 アプリケーションのバージョン 

Debug log: e8 エンコード情報のログ取得 

Network device: ネットワーク接続状態の取得 
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4. エンコードの実行手順 

4.1. Step 1: ビデオ入力状況の確認 

(i) ‘Control’タブをクリックしてください。 

(ii) State に 12G SDI の入力状況が表示されます。 

State 説明 

 Locked  ビデオは入力されています。‘Frame rate’に示されるフォーマットでロックされています。 

 Unlocked  ビデオは入力されていません。この状態では、エンコードを開始することはできません。 

 

4.2. Step 2: ビデオエンコードパラメータの設定 

➢ Frame rate 

エンコードするビデオのフレームレート選択してください。 

設定 説明 

Auto 自動検出モード 

60p, 59.94p, 50p, 30p, 

29.97p, 25p, 24p, 23.98p 

’Video Input’ウインドウの Frame rate と同じ値を選択してください。 

 

➢ Video input format 

入力フォーマットとして 8K 2SI を選択してください。 

 

➢ Encode video type 

エンコードするビデオの分割方式を Square division、Slice division から選択してください。 

 

Square division (4 つのタイルに分割)         Slice division (4 つのスライスに分割) 

 

 

 

 

 

 

 

    * 上図はイメージです。実際には、点線は含まれません。 

 

➢ Rate control 

レート制御モードを VBR、CBR から選択してください。 

 

➢ MAX bitrate / Ave bitrate / Min bitrate 

ビデオエンコードのビットレートを指定してください。(単位: kbps) 

- Rate control = VBR 

以下の条件に従って、最大ビデオビットレート(MAX bitrate)、平均ビデオビットレート(Ave bitrate)、最小ビデオビ

ットレート(Min bitrate)を指定してください。 

Max bitrate >= Ave bitrate * 1.2 

Ave bitrate * 0.8 >= Min bitrate >= 0 

- Rate control = CBR 

Ave bitrate に平均ビデオビットレートを指定してください。  
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➢ Video format 

符号化するビデオのフォーマットを 4:2:0/8bit、4:2:2/8bit、4:2:0/10bit、4:2:2/10bit から選択してください。 

 

➢ Tier 

HEVC シンタックス階層を Main、High から選択してください。 

 

➢ CPB delay 

符号化ビデオの CPB delay 値を 0.5、1、3 (単位: 秒)から選択してください。 

 

➢ GOP size 

GOP サイズを 32, 64 から選択してください。 

 

➢ GOP type 

GOP タイプを Open, Closed から選択してください。 

 

➢ Scene change detection 

シーンチェンジ検出の有効/無効を Enable、Disable から選択してください。 

 

➢ Low delay mode 

低遅延モードの有効/無効を Enable、Disable から選択してください。 

 

➢ HDR related parameters 

HDR 関連パラメータを指定してください。 

設定例： 

Param SDR PQ HLG 

Transfer characteristics BT.709 or BT.2020 SMPTE ST2084 ARIB STD-B67 

Mastering Primaries - DCI-P3 or BT.2020 DCI-P3 or BT.2020 

Max luminance - 1000 - 

Min luminance - 0.01 - 

Max CLL - 10000 - 

Max FALL - 150 - 

 

➢ Code quantity ratio parameters 

A, B, C, D 各領域に割り当てる符号量の比率をそれぞれ 0～255 の範囲で設定してください。 

0 を設定した場合は、内部で 1 に変換されます。 

 

Square division                      Slice division 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 
A 

B 
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4.3. Step 3: オーディオエンコードパラメータの設定 

➢ Encode audio codec 

オーディオエンコード形式を選択してください。 

設定 説明 

AAC-LC SDI エンベデッドオーディオを抽出し、MPEG-2 AAC-LC にエンコードします。 

LPCM SDI エンベデッドオーディオを抽出し、SMPTE302M 準拠の LPCM を多重化します。 

出力パラメータ設定の、‘Storage format’及び‘Network format’にて、 

MPEG-2 TS を選択してください。 

48kHz サンプリング周波数、及び 16 ビット長のみ対応しています。 

Unused オーディオは多重化されません。 

 

➢ Channel layout 

オーディオのチャンネルレイアウトを Stereo[ch1-ch2), Stereo[ch3-ch4), Stereo[ch5-ch6), Stereo x 

3(ch1-ch6), 5.1ch(ch1-ch6)から選択してください。 

 

➢ Ave bitrate 

‘Encode audio codec’にて AAC-LC を選択するとき、オーディオビットレートを指定してください。 

 

➢ Offset time  

ビデオに対するオフセット値として、オーディオストリームの多重化開始時間(単位: ms)を指定してください。 

オーディオがビデオに対して遅い場合は負の値を、オーディオがビデオに対して早い場合は正の値を設定してください。 

補足： 推奨値は、20msec です。 
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4.4. Step 4: システムパラメータの設定 

➢ System rate  

以下の式に対応した値を設定してください。 

‘System rate’ = (Video bit rate + Audio bit rate) * 1.1 

Video bit rate は VBR での’Max bitrate’または CBR での’Ave bitrate’です。 

Audio bit rate は以下のようになります。 

’Encode audio codec’にて AAC-LC を設定した場合、Audio bit rate は’Ave bitrate’です。 

’Encode audio codec’にて LPCM を設定した場合、Audio bit rate は、1928 kbps です。 

このパラメータは、UDP, TCP, RTP, SRT プロトコルの MPEG-2 TS 出力設定と、Storage 出力設定でのみ有効で

す。 

未入力および指定すべき最小値よりも小さい場合、最小値が設定されます。 

 

4.5. Step 5: 出力パラメータの設定 

➢ Output method 

出力方法(出力先)を Storage only、Network only、Network/Storage から選択してください。 

 

➢ Storage format 

出力先が Storage の場合のコンテナ形式を MP4、MPEG-2 TS、Video ES から選択してください。 

 

➢ Network protocol 

出力先が Network の場合のネットワークプロトコルを TCP、UDP、RTP、HLS、RTMP、SRT から選択してください。 

 

➢ Network format 

出力先が Network の場合、以下に従ってコンテナ形式を選択してください。 

’Network Protocol’ 対応する ’Network format’ (コンテナ形式) 

TCP、UDP MPEG-2 TS 

Video ES 

RTP、SRT MPEG-2 TS 

HLS MPEG-2 TS 

fMP4 

RTMP FLV 

CodecID は FLV ビデオ固有のメタデータ。 

基本的に、CodecID=7 のAVC と同様に扱われるが、CodecID=12 が使用される。 
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➢ Output additional condition 

’Output method’及び’Network Protocol’設定に従って、以下の項目を指定してください。 

’Output Method’ ’Network Protocol’ 必要な設定項目 

Network TCP ‘Address’ 

出力先のアドレスを指定してください。 

‘Port’ 

転送に使用するポート番号を指定してください。 

UDP ‘Address’ 

出力先のアドレスを指定してください。 

マルチキャストでは、224.1.1.1 を設定してください。 

‘Port’ 

転送に使用するポート番号を指定してください。 

RTP ‘Address’ 

出力先のアドレスを指定してください。 

‘Port’ 

転送に使用するポート番号を指定してください。 

‘Pro-MPEG FEC Column’ 

L(Column)の値を選択してください。 

‘Row’ 

D(Row)の値を選択してください。 

    ※LxD<= 100 となるように選択してください。 

HLS ‘Segment time’ 

各セグメント長を 0.5、1、2、3、4、5、10 (単位: sec)から選択し

てください。 

‘Segment count’ 

コンテンツリストファイル(m3u8 ファイル)に含まれるセグメント数を 2、

4、6、8 から選択してください。 

e8 は HLS サーバーとして動作します。 

http://(ip_address)/hls/m31_8k.m3u8 でアクセス可能です。 

RTMP ‘Server URL’ 

RTMP サーバーURL を指定してください。 

SRT ‘Address’ 

出力先のアドレスを指定してください。 

‘Port’ 

転送に使用するポート番号を指定してください。 

Storage - ‘Folder name’ 

ダイアログボックスから出力ディレクトリを指定してください。 

※USB メモリの取り外し時は、Maintenance タブの「Unmount 

USB drive」を実行してください。 

‘Add timestamp’ 

ファイル名にタイムスタンプを追加する場合はチェックしてください。 

 

4.6. Step 6: その他の制御項目設定 

➢ Keep encoding when signal disconnect 

一時的な入力信号の切断が発生した場合もエンコードを継続する場合はチェックしてください。 

 

➢ Restart automatically when error occurs 

エラーが発生したときに、エンコード自動リスタートを有効にする場合はチェックしてください。 

 

  

http://(ip_address)/hls/m31_8k.m3u8
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4.7. Step 7: 設定の適用 

‘Apply’ボタンをクリックして、すべての設定を適用してください。 

 

- もし、ワーニングメッセージが表示されたら、このメッセージに従って設定を確認してください。 

- ワーニングが無ければ、‘Proceed with processing?’ メッセージが表示されます。 OK ボタンをクリックし、設定を反

映させてください。 

-  

4.8. Step 8: エンコードの開始 

(i) ‘Control’ タブをクリックしてください。 

(ii) ウインドウ内の ‘Status’ に、パラメータ設定が反映されます。 また、‘Output file name’に、出力ストリームのファ

イル名が表示されます。 

(iii) ‘Update’ ボタンをクリックしてください。 ‘Status’ の上部に、現在のステータスが表示されます。 

 

ステート 説明 

Ready エンコード設定は完了しています。 

エンコード動作を開始するためには、‘Start’ ボタンをクリックしてください。 

クリック後、ステートは Running になります。 

Running エンコード動作が実行中です。 

エンコード動作を停止するためには、‘Stop’ボタンをクリックしてください。 

クリック後、ステートは Stopping になります。 

Stopping エンコード動作完了後、自動的に停止処理が開始されます。 

Ready ステートにするためには、‘Update’ボタンをクリックしてください。 

Stopping/Error(reason) エンコード動作中にエラーが発生した場合、‘Error’メッセージ及びエラー要因が表示さ

れ、停止処理が自動的に開始されます。 

エラー情報の詳細は、デバッグログを取得することにより確認できます。(6.2 項参照). 

Ready ステートにするためには、‘Update’ボタンをクリックしてください。 
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5. メンテナンス 

5.1. ソフトウェアの更新 

(i) ‘Maintenance’タブをクリックしてください。 

 

 
 

(ii) ‘Browse…’ ボタンをクリックして、ソフトウェア更新ファイル‘m31_8k_update_vxxx.zip’を選択してください。 

(iii) ‘Update start’ ボタンをクリックしてください。 

(iv) ステータスが、‘Completed’になるまでお待ちください。 

(v) e8 をシャットダウンしてください。 

(vi) e8 を起動してください。 

(vii) 6.1 項に記載されているバージョン情報を確認してください。 
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5.2. ネットワーク設定 

(i) ‘Maintenance’ タブをクリックしてください。 

 

 
 

 

(ii) デバイス名を LAN1 または、LAN2 から選択してください。 

IPアドレス、プレフィックス長、デフォルトゲートウェイをそれぞれ Address、Netmask、Gateway に入力してくださ

い。 

必要に応じて、DNS を DNS に入力してください。 

 

(iii) 入力後、‘Set network config’ボタンをクリックしてください。 

DHCP を使用するときは、DHCP enable をチェックしてください。デフォルトでは、DHCP は有効です。 

補足： サブネットマスクが 255.255.255.0 のとき、Netmask には 24 を入力してください。 

 

(iv) Device name を選択後、‘Confirm’ボタンをクリックすると、現在のネットワーク設定が表示されます。ネットワーク

接続状況に関しては、6.3 項を参照ください。 

 

5.3. ネットワークデバイスのネゴシエート 

(i) ‘Maintenance’ タブをクリックしてください。 

ネットワークのリンクスピードを改善したい場合に使用します。 

 

 
 

(ii) デバイス名を LAN1 または、LAN2 から選択してください。 

(iii) ‘Negotiate’ ボタンをクリックしてください。 
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5.4. GUI パスワードの変更 

(i) ‘Maintenance’ タブをクリックしてください。 

 

 
 

e8 本体以外から e8 GUI を使用する際必要なパスワードを設定します。 

ユーザーは e8、初期パスワードは e8 です。 

(ii) 現在のパスワードを Current password に入力してください。 

(iii) 新しいパスワードを New password に入力してください。 

(iv) 再度新しいパスワードを Retype new password に入力してください。 

(v) Change password ボタンをクリックしてください。 

 

5.5. USB メモリのアンマウント 

(i) ‘Maintenance’ タブをクリックしてください。 

 

 
 

(ii) ダイアログボックスからアンマウントする USB デバイス「/media/e8/xxxxxx」を選択してください。 

(iii) Unmount ボタンをクリックしてください。 

(iv) ステータスが、‘Completed’になるまでお待ちください。 
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5.6. e8 のシャットダウン 

(i) ‘Maintenance’ タブをクリックしてください。 

 

 
 

(ii) ‘Shut down’ ボタンをクリックしてください。 
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6. インフォメーション 

6.1. e8 のソフトウェアバージョン 

(i) ‘Maintenance’タブをクリックしてください。 

(ii) ソフトウェアバージョン情報が表示されます。 

 

 

 

6.2. デバッグ用ログファイルの取得 

(i) ‘Information’タブをクリックしてください。 

 

 

 

(ii) ‘Get log file’ボタンをクリックしてください。 

(iii) ログファイルのリストが表示されますので、ここからデバッグ用ログファイルが取得できます。 

(iv) 全てのログファイルを消去するときは、‘Delete old log files’ボタンをクリックしてください。 
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6.3. ネットワークデバイス情報 

(i) ‘Information’ タブをクリックしてください。 

(ii) ‘Scan network device’ ボタンをクリックして、ネットワークデバイス情報を取得します。 

(iii) ネットワークデバイス名及び MAC アドレスが表示されます。 

(iv) ネットワークに接続されているデバイスの IP アドレスが表示されます。 

(v) ネットワークのリンクスピードが表示されます。 

 

 
 

 

 

例： 上記、ネットワークデバイス 2 の情報は以下の通り。 

ネットワークデバイス名： enp0s31f6 

MAC アドレス： c4:00:ad:28:88:2e 

IP アドレス：  192.168.0.2 

リンクスピード： 1000Mb/s  
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7. ライセンス 

本製品に含まれるソフトウェアのライセンスについては、"/usr/share/doc/*/copyright"、

"/usr/share/doc/*/LICENSE"等をご参照ください。 
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8. サポート 

e8 に関するその他の情報およびサポートに関しては、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 

 

e8 サポート用メールアドレス 

sni-e8-support@ml.css.socionext.com 

 

 

  

mailto:sni-e8-support@ml.css.socionext.com
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9. 制限付き製品保証 

重要 – 契約の成立 

お客様は、方法の如何を問わず本製品(以下に定義)のアクセス、コピー、ダウンロード、研究、分析、もしくは使用(以下

総称して「使用」)により、または本製品の使用により、本契約を読み、その内容を理解し、本契約に定めるすべての条件に

拘束されることについて無条件に同意したものとみなされます。本契約の条件に同意しない場合は、本製品を使用すること

はできません。 

 

 

制限付き製品保証 

お客様(以下「ユーザー」)による株式会社ソシオネクスト(以下「ソシオネクスト」)の 8K ストリーミングエンコーダ ‘e8’のご

購入に感謝いたします。 

 

I. 保証 

I-A 範囲 

ソシオネクストは、有効な請求書または領収書によって証明された当初のご購入日から 1 年間(12 か月間)(以下「保証

期間」)、通常の使用においてソシオネクスト 8K ストリーミングエンコーダ ‘e8’(以下「ソシオネクスト製品」)に材料および

製造上の欠陥が生じないことを保証します。保証期間中に欠陥が生じた場合、ソシオネクストは、自社の判断に従い、か

つ法律で認められる範囲内で、以下のいずれかを行うものとします。(1)新しい部品または性能および信頼性において新品

と同等の部品を使用して無償でソシオネクスト製品を修理する、(2)ソシオネクスト製品を同等の機能を有する製品と交

換する、(3)当初の購入価格を払い戻す。乱用、事故、改造、またはソシオネクスト製品の材料および製造上の欠陥以

外のその他の原因に起因する損害については、本保証の対象外とします。 

I-B 明確化 

保証は、修理、交換または払い戻しにのみ適用されます。ソシオネクストは、保証の違反または販売に起因するいかなる種

類の損失、費用、損害、経費についても責任を負わないものとします。いかなる場合においても、ソシオネクストは、欠陥が

生じた製品の購入価格を超える金額については責任を負わないものとします。 

I-C 責任の制限 

適用法で認められる範囲内で、ソシオネクストは、製品の使用またはサービスに起因する直接的損害、間接的損害、付

随的損害、派生的損害については責任を負いません。第 I 条 A 項(範囲)に定める保証および救済は、口頭、書面、明

示、法定、黙示のいずれによるかを問わず、排他的であり、その他のあらゆる保証、救済、条件に代わるものです。適用法

で認められる範囲内で、ソシオネクストは、商品性、非干渉、非侵害、特定目的への適合性、十分な品質に関する黙示

保証または条件、および取引の過程または商慣習に起因するあらゆる保証などを含む、あらゆる明示保証、黙示保証、お

よび条件を明示的に否認します。黙示保証を否認することができない場合、当該保証は、本保証の保証期間中に制限

されます。 

II. 適用除外 

II-A 無保証 

本契約で明示的に定められている場合を除き、適用法で認められる範囲内で、ソシオネクスト製品および付随文書また

は関連文書は、「現状のまま」提供されます。さらに、ネットワークに侵入し、攻撃するための新しい技術が絶えず開発され

ているため、ソシオネクストは、ソシオネクスト製品が侵入または攻撃に対する脆弱性がないことについては保証しません。 

II-B IP の侵害 

上記第 II 条 A 項から逸脱することなく、ソシオネクストは、実際または係属中の特許、著作権またはその他の知的財産権

に対する実際の侵害またはその疑いに関して、ユーザーまたはあらゆる第三者を免責し、これらを補償または防御するいか

なる義務も負わないものとします。ソシオネクストは、かかる知的財産権に対する実際の侵害またはその疑いに起因するい

かなる責任も負わないものとします。 
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II-C 保証対象外の問題 

ソシオネクストは、ソシオネクスト製品がユーザーの要求を満たすこと、ソシオネクスト製品の動作が安全で、中断やエラー、

ウイルス、バグ、ワーム、その他の有害なコンポーネント、その他の制限がないこと、ソシオネクスト製品に欠陥が生じた場合

には修正されること、ソシオネクスト製品がお客様の要求や意図された用途を満たすこと、第三者が提供するあらゆるハー

ドウェアまたはソフトウェアで機能することについては保証しません。 

II-D 保証の変更 

ソシオネクストは、将来の販売および納入に関して、独自の裁量により、予告なしにいつでも保証を変更する権利を留保し

ます。他のいかなる者も本制限付き保証を変更することはできません。 

III. 請求の取り扱い 

III-A 保証期間 

保証に関する請求はすべて、保証期間内に行う必要があります。保証期間後に行われた保証の請求はすべて無効となり

ます。ソシオネクスト製品またはその一部のいかなる修理または交換によっても、保証期間は延長されないものとし、ソシオ

ネクストは、保証期間の満了後にはいかなる責任も負わないものとします。 

III-B 付属文書 

ユーザーは、保証に関する権利を行使するためには、購入したソシオネクスト製品、そのシリアル番号、納入日を詳述した

有効な請求書または領収書を保管および提示する必要があります。 

III-C 製品の返品 

欠陥が生じたソシオネクスト製品を返品する場合には、必ずソシオネクスト製品のシリアル番号を含め、ソシオネクストを通

じて行う必要があります。ソシオネクストは、許可を得ずに行われたソシオネクスト製品の返品は受け付けないものとし、ユー

ザーに対する当該製品の返送についてはユーザーが責任を負うものとします。 

III-D 返品 

返品についてはすべて、ユーザーが送料を支払う必要があります。 

III-E 保証対象製品及び保証対象外製品の出荷 

修理または交換された保証対象製品をユーザーの所在地に出荷する場合には、ソシオネクストが費用を負担するものとし

ます。修理または交換された保証対象外製品をユーザーの所在地に出荷する場合には、ユーザーが費用を負担するものと

します。 

III-F 無効性 

本契約に定める保証は、以下に該当する場合、無効になるものとします。(a)保証ステッカーが変更、改竄、または削除さ

れた場合、(b)ソシオネクスト製品の不正使用が発生した場合(ソシオネクスト製品のマニュアル、仕様書、または付属文

書に従わずにソシオネクスト製品が使用された場合などを含む)、(c)ソシオネクスト製品に不正な変更が加えられた場合、

(d)ソシオネクスト製品のシリアル番号が変更、改竄、または削除された場合、(e)ソシオネクスト製品の修理、保守、また

は変更がソシオネクスト以外の個人または法人によって行われた場合(ソシオネクストが承認したソフトウェアの更新を除く)、

(f)事故、過失、異常な物理的または電気的ストレス、異常な環境条件、天災、ソシオネクスト製品の乱用または誤用

(火災、酸化、落雷、自然災害、電源の不良または故障に起因する亀裂や破損、焼損などを含む)、(g)ソシオネクストが

承認または提供している、またはソシオネクスト製品のマニュアル、仕様書、もしくは付属文書においてソシオネクストがその

他に承認しているハードウェアまたはソフトウェア以外のハードウェアまたはソフトウェアと組み合わせてソシオネクスト製品が使

用された場合。 

IV. 完全性 

IV-A 完全合意 

第 I条A 項に定める保証は、ソシオネクスト製品に対する唯一かつ排他的で完全な保証です。法律で認められる範囲内

で、本契約の規定を超えるいかなる保証もありません。 

IV-B 適用対象外 

国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーンにて 1980 年に採択)は、本保証およびソシオネクスト製品の販売

のいずれにも適用されないものとします。 
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V. 準拠法 

本保証は、抵触法の規定にかかわらず、日本の法律に準拠するものとします。 

 

 

前述の制限および適用除外は、お客様の裁判管轄における適用法で認められる範囲内で適用されます。この責任の制

限は、一部の地域では無効になる可能性があります。お客様は、消費者保護法およびその他の法律に基づき放棄できな

い権利を有する場合があります。ソシオネクストは、法律で認められていない範囲で、お客様の保証および救済に対して制

限を求めることはありません。 
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付録A 安全性と規格準拠 

FCC Class A statement 

(FCC クラス A ステートメント) 

This product 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 

product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 

accordance with the instruction manual, may cause harmful interference with 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. 

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. 

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation. 

Note: Changes or modifications not expressly approved by Socionext could void the user’s 

authority to operate the equipment. 

 

Canadian Compliance (Industry Canada) 

(カナダの規則準拠(カナダ産業省)) 

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) 

 

Manufacturer Declaration for European Community 

(EC 指令に関する宣言) 

 

The device satisfies the requirements of the EU regulation Electromagnetic Compatibility, Low 

Voltage Directive, RoHS Directive. The device carries the CE mark of conformity  

(CE = Communauté Européenne = European Union). 

 

This product has been tested and found to comply with the emission limits for a ‘Class B’ product. 

Operation of this product in a domestic environment may cause radio inter-ference, in which case 

the user may be required to take adequate measures. 
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This symbol on the product or its packaging indicates that this product must 

not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your 

responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a 

designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic 

equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at 

the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is 

recycled in a manner that protects human health and the environment. 

For more information about where you can drop off your waste for recycling, 

please contact your local authority, or where you purchased your product. 

 

 

China RoHS Declaration 

(中国 RoHS に関する宣言) 

Compliance with Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information 

Products of the People’s Republic of China 

 

 

 
 

 

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量 

       

部件名称 铅 汞 镉 六价铬 多溴联苯 多溴二苯醚 
 (Pb) (Hg) (Cd) (Cr(Vl)) (PBB) (PBDE) 

印刷线路板 × ○ ○ ○ ○ ○ 

外壳·底盘 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
      

       

 

 

 

 

有毒有害物质或元素 

该标记是按照 2016年 1月 21日公布的[电器电子产品有害物质限制使用

管理办法]以及 SJ/T11364[ 电子电气产品有害物质限制使用标识要求] 

在中国销售的电器电子产品环保使用期限的标识。如遵守关于该产品的

安全及使用上的注意事项，在该期限内( 从生产日期起算) 该产品不会

因产品中的有害物质泄漏或突然发生的异变，而引起环境污染以及对人

体或财产产生重大影响。 

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 
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