
 

はじめに

ここでは、『Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ 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、関連する資料の入手方法に関する情報も示します。

対象読者
このインストレーション ガイドは、電気回路や配線手順に関する知識があり、電子機器や電気機械設

備を取り扱った経験のある技術者を対象としています。

マニュアルの構成
このガイドの構成は、次のとおりです。

章 タイトル 説明

 第 1 章 製品概要 Cisco Unified Computing System（UCS）の概要を示し、Cisco 
UCS 環境のサポートにおいて Cisco UCS 5108 サーバ シャーシ

とそのコンポーネントが果たす役割について説明します。

第 2 章 Cisco UCS 5108 サー

バ シャーシの設置

EIA 工具不要シェルフ レール キットを使用して Cisco UCS 
サーバ シャーシを設置する方法について説明します。さらに、

ファン モジュールと電源装置をサーバ シャーシ内に取り付け

る方法も説明します。

第 3 章 UCS B200 M1 ブレー

ド サーバ内での作業

ブレード サーバ モジュール内のコンポーネントを識別し、

サーバの設置方法と CPU、メザニン カード、および DIMM の
交換またはアップグレード方法について説明します。

第 4 章 UCS B250 M1 拡張メ

モリ ブレード サーバ

内での作業

ブレード サーバ モジュール内のコンポーネントを識別し、

サーバの設置方法と CPU、メザニン カード、および DIMM の
交換またはアップグレード方法について説明します。

 付録 A 技術仕様 Cisco UCS サーバ シャーシとそのコンポーネント（ブレード 
サーバ、電源装置、ファブリック エクステンダ モジュールな

ど）の仕様を示します。さらに、Cisco UCS サーバ シャーシの

ケーブルおよび電力仕様も示します。

 付録 B 設置場所計画とメンテ

ナンスに関する記録

設置場所計画の情報とメンテナンス記録の保持に関する推奨事

項を示します。
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表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および安全上の警告に次の表記法を使用しています。

注釈と注意には、ユーザが知っておく必要がある重要な情報が記載されています。

（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述されています。

誤って行うと負傷す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。

関連資料
Cisco Unified Computing System 環境のドキュメント セットには次の資料が含まれます。

• Cisco UCS Documentation Roadmap 

• Cisco UCS Site Preparation Guide 

• Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco UCS 

• Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnect Hardware Installation Guide

• Release Notes for Cisco UCS Manager

• Cisco UCS Manager CLI Configuration Guide 

• Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide 

• Cisco UCS Manager CLI Command Reference 

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before 
you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be 
familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided 
at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that 
accompanied this device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS
x
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http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/overview/guide/UCS_roadmap.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/hw/site_prep/guide/ucs_site_prep.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/hw/regulatory/compliance/ucs_regulatory_compliance_Information.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10477/prod_release_notes_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/b_CLI_Config_Guide.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/b_GUI_Config_Guide.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/reference/b_command_reference.html
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• Cisco UCS Manager XML API Programmer's Guide 

• Cisco UCS Manager Troubleshooting Guide 

• MIB Quick Reference for Cisco UCS Manager

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/api/ucs_api_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/Troubleshooting/UCS_TS.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/mib/reference/UCS_MIBRef.html
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