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このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。
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「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されてい

ます。

（注）

安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い

作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。各

警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参

照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

このシンボルを使ったステートメントは、追加情報および規制要件または顧客要件に準拠するた

めのものです。

警告

ステートメント 1051：レーザー放射

接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されてい

る可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでくださ

い。

警告

ステートメント 43：装身具の取り外しに関する警告

電力系統に接続された装置で作業する場合は、事前に、指輪、ネックレス、腕時計などの装身具

を外してください。金属は電源やアースに接触すると、過熱して重度のやけどを引き起こしたり、

金属類が端子に焼き付いたりすることがあります。

警告

ステートメント 1017：立ち入り制限区域

この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。立ち入り制限区域に

は、熟練者、教育を受けた担当者、または資格保持者しか入れません。

警告
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ステートメント 1004：設置方法

設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してください。警告

ステートメント 1030：機器の設置

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。警告

ステートメント 378—設置前に壁面への取り付けに関す
る説明を読む

設置を開始する前に、壁面への取り付けに関する説明を注意してお読みください。正しいハード

ウェアを使用しなかったり、正しい手順に従わなかったりすると、人体が危険にさらされたり、

システムが損傷する場合があります。

警告

ステートメント 1047—過熱の防止

火災や身体の傷害のリスクを軽減するために、周囲温度が次の温度を超えるエリアでは操作しな

いでください。

警告

ステートメント 1073：ユーザが保守可能な部品なし

内部には保守できる部品はありません。感電の危険を避けるため、開かないでください。警告
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ステートメント 1076—通気口周辺の空間

火災のリスクを軽減するため、通気口周辺には少なくとも次の幅のスペースを空けてください。:警告

ステートメント 1015：バッテリの取り扱い

火災、爆発、または可燃性液体やガス漏れのリスクを軽減するために：

•交換用バッテリは元のバッテリと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用して
ください。

•分解、粉砕、破壊、鋭利な道具を使った取り外し、外部接点のショート、火中への廃棄は行わな
いでください。

•バッテリがゆがんだり、膨らんだりしているときは使用しないでください。

•  ℃ を超える温度でバッテリを保管または使用しないでください。

•よりも低い低気圧環境でバッテリを保管または使用しないでください。

警告

ステートメント 1019：主要な切断装置

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしておい

てください。

警告

ステートメント 1024：アース導体

この装置は、接地させる必要があります。感電のリスクを軽減するため、絶対にアース導体を破

損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アー

スが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。

警告
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ステートメント 191—日本向け VCCIクラス Aに関する警
告

この装置は、クラスＡ機器です。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。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

警告

ステートメント 1046：装置の設置または交換

感電のリスクを軽減するため、装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、

最後に取り外します。

警告

ステートメント 1072—相互接続による感電の危険

絶縁されていない露出した金属接点、導体、または端子を使用して相互接続が行われている場合、

Power over Ethernet（PoE）回路に、感電の危険性を伴う電圧が存在する可能性があります。露出
した金属部品が立ち入りが制限された場所にあり、立ち入りが制限された場所で作業する権限を

与えられているユーザやサービス要員が危険を認識している場合を除いて、このような相互接続

の方法は避けてください。立ち入り制限区域とは、特別な器具、鍵、錠、またはその他の保全手

段を使用しないと入ることができないスペースを意味します。

警告

ステートメント 1040：製品の廃棄

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。警告
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ステートメント 371：電源ケーブルおよび ACアダプタ

製品を設置する際は、同梱または指定のケーブル、電源ケーブル、および ACアダプタ/バッテリ
を使用してください。他のケーブルやアダプタを使用すると、誤動作や発火が生じることがあり

ます。電気用品安全法により、シスコによって指定された製品以外の電気製品で、UL認定のケー
ブル（コードに「UL」または「CSA」と記載）を使用することは禁じられています。同法で規制
されていないものはコードに「PSE」と表示されます。

警告

ステートメント 1006：ラックへの設置と保守に関する
シャーシ警告

ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐた

め、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。次の注意事項に従っ

てください。

•ラックにこの装置を一基のみ設置する場合は、ラックの一番下方に設置します。

•ラックに別の装置がすでに設置されている場合は、最も重量のある装置を一番下にして、重
い順に下から上へ設置します。

•ラックに安定器具が付属している場合は、その安定器具を取り付けてから、装置をラックに
設置するか、またはラック内の装置の保守作業を行ってください。

警告

ステートメント 1079—高温表面

表面は熱くなっています。熱くなっている表面の近くで作業する場合は注意してください。警告
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ステートメント 1071：警告の定義

安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意し

てください。設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してくださ

い。各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参

照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

ステートメント 1008—クラス 1レーザー製品

クラス 1レーザー製品です。警告

ステートメント 340—CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032ク
ラスA警告

この装置は、クラスA情報技術装置です。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。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。

警告

ステートメント 1074：地域および国の電気規則への適合

感電または火災のリスクを軽減するため、機器は地域および国の電気規則に従って設置する必要

があります。

警告
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ステートメント 48—シャーシの積み重ねに関する警告

シャーシを他の機器の上に置かないでください。シャーシが落下すると、深刻な身体への損傷や

機器の損傷が生じるおそれがあります。

警告
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