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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。

「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）
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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 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。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。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
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ステートメント 1055：クラス Iおよびクラス 1Mレーザー
またはその一方

目に見えないレーザー放射があります。望遠鏡を使用しているユーザに光を当てないでください。

これは、クラス 1/1Mのレーザー製品に適用されます。
警告

ステートメント 1029：ブランクの前面プレートおよびカ
バーパネル

ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。感電および火
災のリスクを軽減すること、他の装置への電磁波干渉（EMI）の影響を防ぐこと、およびシャー
シ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレー

ト、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

警告

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
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ステートメント 1028：複数の電源

この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。感電のリスクを低減するために、

すべての接続を切断して装置のへの電源供給を停止する必要があります。

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 1045：短絡保護

この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計され

ています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。

警告
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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

ステートメント 1022：デバイスの切断

感電または火災のリスクを軽減するため、容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み

込む必要があります。

警告

ステートメント 1005：回路ブレーカー

この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計され

ています。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は次の定格を超えないよう

にします。

20 A

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 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
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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。安全を確保するた

めに、次の注意事項を守ってください。

•ラックに設置する装置が 1台だけの場合は、ラックの一番下に取り付けます。

•ラックにすでに他の装置が搭載されている場合は、最も重いコンポーネントをラックの一番
下にして、重い順に下から上へと搭載するようにしてください。

•ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装置
を設置したり、ラック内の装置を保守したりしてください。

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 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
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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

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、次の最大推奨周囲温度を超えるエリアではユニット

を操作しないでください。 40 °C
警告

ステートメント 1056：未終端の光ファイバケーブル

未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、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。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡

など）を使用し、100 mm以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあります。

警告
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ステートメント 1255：レーザーのコンプライアンスに関
する考慮事項

着脱可能な光モジュールは、IEC 60825-1 Edに準拠しています。IEC 60825-1 Edへの準拠に関する
例外の有無にかかわらず、3および 21 CFR 1040.10と 1040.11。3は 2019年 5月 8日付の Laser
Notice No. 56の記載のとおりです。

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

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
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