はじめに
ここでは、
『Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ ハードウェア インストレー
ション ガイド』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関連マニュアルの
入手方法についても説明します。

対象読者
このインストレーション ガイドは、電子回路および配線手順について熟知している、電子また
は電気機器の技術者を対象にしています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。
章

Title

説明

第1章

「Cisco MDS 9250i Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチおよ
びそのコンポーネントの概要について説明します。
マルチサービス
ファブリック ス
イッチの概要」

第2章

「Cisco MDS 9250i Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチを取
スイッチの設置」 り付ける方法を、シャーシ、モジュール、電源装置、ファン
アセンブリを取り付ける方法も含めて説明します。

第3章

「Cisco MDS 9250i モジュールを含め、Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブ
スイッチの接続」 リック スイッチに接続する方法について説明します。

付録 A

「ラックの取り
付け」

ラックの選択のガイドライン、およびオプションの Telco お
よび EIA シェルフ ブラケット キットを使用してスイッチを
設置する手順のガイドラインを提供します。

付録 B

Technical
Specifications

安全上の注意事項、設置環境の条件、および電源接続を含
む、Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ
の仕様を記載しています。

付録 C

「ケーブルおよび
ポートの仕様」

Cisco MDS 9250i マルチサービス ファブリック スイッチ の
ケーブルおよびポートの仕様を記載しています。

付録 D

「設置場所の準備 設置環境のチェックリストとサンプル メンテナンスおよび
およびメンテナン ネットワークの記録を提供します。
ス記録」
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表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。
「注」および「注意」には、留意する必要のある重要な情報が含まれます。
（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「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載されて
います。
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。
各警告文に、警告を表す記号が記されています。

警告

Waarschuwing

「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。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、一般的な事故防止策に留意してください。警告の各国語版は、各注
意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参
照してください。ステートメント 1071
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar.U verkeert in een situatie die
lichamelijk letsel kan veroorzaken.Voordat u aan enige apparatuur gaat
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen
betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van standaard maatregelen
om ongelukken te voorkomen.Voor vertalingen van de waarschuwingen die in
deze publicatie verschijnen, kunt u het document Regulatory Compliance and
Safety Information (Informatie over naleving van veiligheids- en andere
voorschriften) raadplegen dat bij dit toestel is ingesloten.

Varoitus

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa.Olet tilanteessa, joka voi johtaa
ruumiinvammaan.Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota
selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista
onnettomuuksien ehkäisykeinoista.Tässä julkaisussa esiintyvien varoitusten
käännökset löydät laitteen mukana olevasta Regulatory Compliance and
Safety Information -kirjasesta (määräysten noudattaminen ja tietoa
turvallisuudesta).

Attention

Ce symbole d'avertissement indique un danger.Vous vous trouvez dans une
situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels.Avant de
travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les
circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment
utilisées pour éviter les accidents.Pour prendre connaissance des
traductions d’avertissements figurant dans cette publication, consultez le
document Regulatory Compliance and Safety Information (Conformité aux
règlements et consignes de sécurité) qui accompagne cet appareil.
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Warnung

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr.Sie befinden sich in einer Situation, die
zu einer Körperverletzung führen könnte.Bevor Sie mit der Arbeit an
irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen
Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur
Vermeidung von Unfällen bewußt.Übersetzungen der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Warnhinweise finden Sie im Dokument
Regulatory Compliance and Safety Information (Informationen zu
behördlichen Vorschriften und Sicherheit), das zusammen mit diesem Gerät
geliefert wurde.

Avvertenza

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo.La situazione potrebbe
causare infortuni alle persone.Prima di lavorare su qualsiasi
apparecchiatura, occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed
essere al corrente delle pratiche standard per la prevenzione di incidenti.La
traduzione delle avvertenze riportate in questa pubblicazione si trova nel
documento Regulatory Compliance and Safety Information (Conformità alle
norme e informazioni sulla sicurezza) che accompagna questo dispositivo.

Advarsel

Dette varselsymbolet betyr fare.Du befinner deg i en situasjon som kan føre til
personskade.Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare oppmerksom på de
faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med
vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker.Hvis du vil se oversettelser av
de advarslene som finnes i denne publikasjonen, kan du se i dokumentet
Regulatory Compliance and Safety Information (Overholdelse av forskrifter og
sikkerhetsinformasjon) som ble levert med denne enheten.

Aviso

Este símbolo de aviso indica perigo.Encontra-se numa situação que lhe
poderá causar danos físicos.Antes de começar a trabalhar com qualquer
equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos
eléctricos, e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis
acidentes.Para ver as traduções dos avisos que constam desta publicação,
consulte o documento Regulatory Compliance and Safety Information
(Informação de Segurança e Disposições Reguladoras) que acompanha este
dispositivo.

¡Advertencia!

Varning!

Este símbolo de aviso significa peligro.Existe riesgo para su integridad
física.Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que
entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos
estándar de prevención de accidentes.Para ver una traducción de las
advertencias que aparecen en esta publicación, consultar el documento
titulado Regulatory Compliance and Safety Information (Información sobre
seguridad y conformidad con las disposiciones reglamentarias) que se
acompaña con este dispositivo.
Denna varningssymbol signalerar fara.Du befinner dig i en situation som kan
leda till personskada.Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara
medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att
förebygga skador.Se förklaringar av de varningar som förkommer i denna
publikation i dokumentet Regulatory Compliance and Safety Information
(Efterrättelse av föreskrifter och säkerhetsinformation), vilket medföljer
denna anordning.
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関連資料
Cisco MDS 9000 ファミリのマニュアル セットには次のマニュアルが含まれます。オンラインで
ドキュメントを検索するには、次の Web サイトにある Cisco MDS NX-OS Documentation
Locator を使用してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/storage/san_switches/mds9000/roadmaps/doclocater.htm
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