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安全上の考慮事項および翻訳版の安全上の
警告

この付録には、Cisco Prime Network Control System アプライアンスに関する安全上の注意を示しま

す。

この付録で説明する安全上の考慮事項と安全についての警告は、次のとおりです。

• 「安全上の考慮事項」（P.B-2）

• 「警告の定義」（P.B-2）

• 「複数の電源装置」（P.B-2）

• 「取り付け手順」（P.B-3）

• 「アース線に関する警告」（P.B-3）

• 「ラック マウントおよびラックでの作業時のシャーシに関する警告」（P.B-4）

• 「装置の設置についての警告」（P.B-4）

• 「バッテリの取り扱い」（P.B-5）

• 「製品の廃棄処分」（P.B-5）

• 「電源ケーブルおよび AC アダプタ」（P.B-5）
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  安全上の考慮事項
安全上の考慮事項
NCS アプライアンスを設置する際は、次のガイドラインに留意してください。

• ラックに設置した場合の温度上昇を考慮に入れて、周囲温度が 10 ～ 35 °C（50 ～ 95 °F）である

ことを確認してください。

• 複数の NCS アプライアンスを機器ラックに設置する場合は、ラック内のすべての機器が安全に稼

動可能な定格電源が使用されていることを確認してください。

• NCS アプライアンスは、完全にアースされていることを確認してから機器ラックに設置してくだ

さい。

警告の定義

複数の電源装置

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

Warning This unit might have more than one power supply connection. All connections 
must be removed to de-energize the unit. Statement 1028
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  取り付け手順
取り付け手順

アース線に関する警告

Warning Read the installation instructions before connecting the system to the power 
source. Statement 1004

Warning This equipment must be grounded. Never defeat the ground conductor or 
operate the equipment in the absence of a suitably installed ground conductor. 
Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you 
are uncertain that suitable grounding is available. Statement 1024
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  ラック マウントおよびラックでの作業時のシャーシに関する警告
ラック マウントおよびラックでの作業時のシャーシに関する
警告

装置の設置についての警告

Warning To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you 
must take special precautions to ensure that the system remains stable. The 
following guidelines are provided to ensure your safety: Statement 1006

• This unit should be mounted at the bottom of the rack if it is the only unit in the rack.

• When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the 
top with the heaviest component at the bottom of the rack.

• If the rack is provided with stabilizing devices, install the stabilizers before mounting 
or servicing the unit in the rack.

Warning Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or 
service this equipment. Statement 1030

•

•

•
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  バッテリの取り扱い
バッテリの取り扱い

製品の廃棄処分

電源ケーブルおよび AC アダプタ

ステートメント 371

Warning There is the danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace 
the battery only with the same or equivalent type recommended by the 
manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s 
instructions. Statement 1015

Warning Ultimate disposal of this product should be handled according to all national 
laws and regulations. Statement 1040
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  電源ケーブルおよび AC アダプタ
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