
‒ 1 ‒ ‒ 2 ‒

‒ 3 ‒ ‒ 4 ‒

はじめに
本製品をご使用の前に、本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書を
読んだあとも大切に保管ください。

ご注意
◎ 本製品は、日本国内仕様であり、日本国外で使用された場合、KDDI（株）（以下、当社
といいます）は一切責任を負いません。

◎ 本書の内容の一部または全部を無断で転載・無断複写することは禁止されています。
◎ 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。

免責事項
◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他
の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた
損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業
利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負い
ません。

◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生
じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失する
ことがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を
負いません。

 安全にお使いいただくために
安全にお使いいただくために必ずお読みください。
● この「安全にお使いいただくために」には本製品を使用するお客様や他の人々への危
害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してい
ます。

● 正しく使用するために必ずお読みになり、内容をよく理解された上でご使用くださ
い。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

危険 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が差し迫って生じ
ることが想定される内容」を示しています。

警告 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う可能性が想定される内
容」を示しています。

注意 この表示は「人が傷害（※2）を負う可能性が想定される内容や物的損
害（※3）の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷： 失明・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、または治療に入院や長期の通
院を要するものを指します。

※2 傷害： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

行ってはいけない（禁止）内容を
示しています。

水に濡らしてはいけない（禁止）
内容を示しています。

分解してはいけない（禁止）内容
を示しています。

必ず実行していただく（強制）内
容を示しています。

濡れた手で扱ってはいけない（禁
止）内容を示しています。

電源プラグをコンセントから抜
いていただく（強制）内容を示し
ています。

■ 本体・ACアダプタ

必ず、下記の危険事項を
お読みになってからご
使用ください。

本製品には、付属のACアダプタを使用
してください。また、付属のACアダプタ
は、他の製品に使用しないでください。

本製品に使用するケーブル類は、必ず指
定のものをご使用ください。発熱・発火・
破裂・故障の原因となります。

ACアダプタに重いものを載せたり、
引っ張ったりしないでください。
ACアダプタの設置時は、本製品の近傍
の目の届くコンセントをご使用くださ
い。

高温になる場所（火のそば、ストーブの
そば、炎天下など）での使用や放置はし
ないでください。発火・破裂・故障・火災
の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れ
ないでください。発火・破裂・故障・火災
の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしない
でください。発火・破裂・火災の原因とな
ります。

接続端子をショートさせないでくださ
い。また、接続端子に導電性異物（金属
片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に
入ったりしないようにしてください。火
災や故障の原因となる場合があります。

電源プラグや接続端子に金属製のもの
などを接触させないでください。火災・
感電・傷害・故障の原因となります。

分解や改造、お客様による修理などを
しないでください。故障・発火・感電・傷
害の原因となります。また、電波を発す
る電子機器の改造は電波法違反になり
ます。

本製品の隙間や通気口から内部に液体
や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）
が入らないようにしてください。発火・
破裂・故障の原因となります。

必ず、下記の警告事項を
お読みになってからご
使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃
を与えないでください。破裂・発熱・発
火・故障の原因となります。

水など液体をかけないでください。ま
た、水などが直接かかる場所や風呂場
など湿気の多い場所での使用、または
濡れた手での使用は絶対にしないでく
ださい。感電や電子回路のショート、腐
食による故障の原因となります。万一、
液体がかかってしまった場合には直ち
に本体の電源プラグを抜き、お客さま
センター（0077-7-111）までご連絡
ください。

接続端子に手や指など身体の一部が触
れないようにしてください。感電・傷
害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などにより破損し、機器内
部が露出した場合、露出部に手を触れな
いでください。感電したり、破損部でけ
がをすることがあります。お客さまセン
ター（0077-7-111）までご連絡くださ
い。

危険危険 警告警告
必ず、下記の注意事項を
お読みになってからご
使用ください。

直射日光のあたる場所や高温になる場
所、極端に低温になる場所、湿気やほこ
りの多い場所に置かないでください。
変形や故障の原因となる場合がありま
す。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、
不安定な場所に置かないでください。
落下してけがや破損の原因となりま
す。また、衝撃などにも十分ご注意くだ
さい。

乳幼児の手の届く場所には置かないで
ください。傷害などの原因となる場合
があります。

本製品や付属品のラベルを剥がさない
でください。

使用中に煙が出たり、異臭や異音が
する、過剰に発熱しているなど異常
が起きたときは、直ちに本体の電
源プラグを抜き、お客さまセンター
（0077-7-111）までご連絡くださ
い。

外部から電源が供給されている状態の
本製品本体に、長時間触れないでくだ
さい。低温やけどの原因となる場合が
あります。

コンセントや配線器具の定格を超える
使いかたはしないでください。たこ足
配線などで定格を超えると、発熱によ
る火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発
生する場所に置かないでください。故
障の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないようにご
注意ください。故障の原因となります。

■ 本体について

必ず、下記の警告事項を
お読みになってからご
使用ください。

高精度な電子機器の近くでは本製品の
電源をお切りください。電子機器に影響
を与える場合があります。（影響を与える
おそれがある機器の例：心臓ペースメー
カー・補聴器・その他医療用電子機器・火
災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器
をお使いの場合は機器メーカーまたは販
売者に電波による影響についてご確認く
ださい。）

必ず、下記の注意事項を
お読みになってからご
使用ください。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使
用をやめ、皮膚科専門医にご相談くだ
さい。お客様の体質・体調によっては、
かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合
があります。

キャッシュカード・フロッピーディス
ク・クレジットカード・テレホンカード
などの磁気を帯びた物を近付けたりし
ないでください。記録内容が消失される
場合があります。

注意注意 警告警告

注意注意

auフェムトセルを安全に
ご利用いただくために
必ずお守りください
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設置に必要なスペース
本製品は、以下のとおり、前後左右に最低限の空間を確保できる場所に設置してくだ
さい。また、本製品は、電波法に基づき屋外に設置することができませんので、屋内に
設置した後は場所を変更しないようお願いします。

警告
本体を設置する際は、以下のことに
ご注意ください。
◎ 屋外に設置して使用することはで
きません。
◎ 本体の通気口をふさがないでくだ
さい。装置内部の温度が上昇して、
発熱・発火・故障の原因となりま
す。また、次のことはしないでくだ
さい。
・ 布等を本体にかける。
・ 押入れ、本棚に入れたり、本体
と同じような電子機器を横に
並べて使用しない。

・ 梱包箱やビニール袋に入れた
まま使用しない。

◎ 本体を横に倒して設置しないでく
ださい。通信エリアが狭くなる他、
故障の原因となります。

右図のように本体にスタンドを取り
付けてください。

10cm以上

10cm以上

5cm以上

20cm以上

製品仕様

■仕様一覧

項目 諸元 備考

電源 AC100V±10% 50/60Hz

消費電力 約15.0W（最大）

外形寸法 約143(W)×220(H)×32(D)mm スタンド除く

質量 約400g 本体のみ

動作環境 温度 0～40℃
湿度 5～95% RH

結露のないこと

■材質・表面処理一覧

使用箇所 使用材質 表面処理

フェムトセル本体

外装ケース PC/ABS（ポリカABS） －

WAN接続ポート サーマルプラスチック／黄銅合金 Ni+Auメッキ

ACアダプタ接続コネクタ ポリアミド －

本体用スタンド PC/ABS（ポリカABS） －

ACアダプタ

本体外装ケース ポリカーボネート －

ケーブル ポリ塩化ビニル －

コネクタ ポリカーボネート －

オープンソースソフトウェアについて
本装置には、以下のオープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）が搭載され
ています。各OSSに適用される使用許諾条件、および、各OSSに対応するそれぞれの使
用許諾条件に基づくソースコードの入手方法については、下記URLの内容をご確認く
ださい。

URL ： https://jp.fujitsu.com/telecom/carrier/download/broadone-ls102/

ユーザーID ： DLOssNetwork
パスワード ： OssSoft312BE

各OSSに適用される条件は、次の通りです。

① 使用許諾条件名称：Apache License Version 2.0
 OSS名称：axis2c
② 使用許諾条件名称：BSD License 
 OSS名称：
 db4,fcgi,flex,libcap,libpcap,libupnp,lighttpd,mktemp,mrouted,nfs-utils-
lib,openssh,portmap,shadow-utils,tcpdump,tftp-hpa,uspdcp

③ 使用許諾条件名称：
 BSD License and GNU Lesser General Public License version 2.1 and GNU 
General Public License version 2 and Public Domain

 OSS名称：ppp
④ 使用許諾条件名称：GNU General Public License version 2
 OSS名称：
 attr,bash,bridge-utils,busybox,e2fsprogs,ebtables,ethtool,iptables,
 Linux_driver,linuxigd,lzo,nfs-utils,pciutils,perl,proftpd,readline,rfutil,rp-pppoe,
 sed,strongswan,tcp_wrappers,U-boot,udev,wireless-tools
⑤ 使用許諾条件名称：GNU General Public License version 2+
 OSS名称：libgcc,libstdcxx
⑥ 使用許諾条件名称：
 GNU General Public License version 2 and BSD License and Public Domain
 OSS名称：util-linux-ng
⑦ 使用許諾条件名称：
 GNU General Public License version 2 and GNU Lesser General Public 
License version 2.1

 OSS名称：acl,glibc,gmp
⑧ 使用許諾条件名称：
 GNU General Public License version 2 and GNU Lesser General Public 
License version 2.1 and MIT License

 OSS名称：lksctp-tools

⑨ 使用許諾条件名称：
 GNU General Public License version 2 and Public Domain
 OSS名称：iproute
⑩ 使用許諾条件名称：GNU Lesser General Public License version 2.1
 OSS名称：libblkid,nss-mdns,procps
⑪ 使用許諾条件名称：GNU Lesser General Public License
 OSS名称：ipc
⑫ 使用許諾条件名称：Internet Systems Consortium
 OSS名称：dhcp,bind
⑬ 使用許諾条件名称：MIT License
 OSS名称：curl,dropbear,libxml2,ncurses,popt
⑭ 使用許諾条件名称：OpenSSL License
 OSS名称：openssl
⑮ 使用許諾条件名称：Public Domain
 OSS名称：basesystem,filesystem,setup,sqlite
⑯ 使用許諾条件名称：xinetd License
 OSS名称：xinetd
⑰ 使用許諾条件名称：zlib license
 OSS名称：zlib

■ 改造とリバースエンジニアリングを許諾するプログラムについて
本ソフトウェアに含まれる以下のプログラムは、GNU LESSER GENERAL PUBLIC 
LICENSE Version2.1により許諾される範囲に限り、改変とリバースエンジニアリン
グを行えるものとします。

ファイル名：
　procps-3.2.8
　libblkid-2.16
　nss-mdns-0.8

お客様窓口
auフェムトセルに関する問い合わせ先

お客さまセンター（受付時間 9:00～20:00）
au携帯電話から 局番なし157（無料）
一般電話から 　（0077）7-111（無料）


