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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンス前面パネル

■

アプライアンス背面パネル

■

FTMS のサポート

■

アプライアンスの寸法と重量

■

Symantec Storage Shelf について

■

Symantec Storage Shelf の寸法と重量

■

NetBackup 5230 マニュアル

アプライアンス前面パネル
以下のセクションは、NetBackup 5230 アプライアンスの物理的な機能について説明し
ます。
スロット 0 と 1 のディスクは、アプライアンスにオペレーティングシステムを提供します。
NetBackup 5230 アプライアンスには、8 つのデータストレージ用ディスクをスロット 4 か
ら 11 に装備しています。次の図にストレージディスクを示します (図中の黄色い囲み)。
赤く囲んだ部分が 2 台のオペレーティングシステムディスクです。

これらのディスクは、RAID6 グループで 4TB のストレージを提供します。5230 アプライ
アンスには、ストレージシェルフを 1 台または 2 台追加できるストレージ拡張機能があり
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ます。ストレージシェルフ 1 台で 20TB ほど拡張できます。ストレージシェルフ 2 台で 32
TB ほど拡張できます。
p.8 の 「 アプライアンス背面パネル」 を参照してください。

アプライアンス背面パネル
次の図は NetBackup Appliance の背面パネルを示します。

次の表は、図に表示されているアプライアンスの背面パネル上のコンポーネントを一覧に
したものです。
表 1-1

アプライアンスの背面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

1Gb イーサネットポート (左から右に、eth0/NIC1、eth1/NIC2、eth2/NIC3、
eth3/NIC4 のラベル付き)

2

ビデオグラフィックアレイ (VGA) ポート

3

シリアルポート (予約)

4

USB ポート (3)

5

リモート管理ポート

6

10Gb イーサネットポート (左から右に、eth4/NIC5 および eth5/NIC6 のラベ
ル付き)

p.10 の 「 アプライアンスの寸法と重量」 を参照してください。

FTMS のサポート
NetBackup 5230 アプライアンスは、一部のファイバートランスポートメディアサーバー
(FTMS) の構成をサポートします。 NetBackup 5230 アプライアンスの構成によっては
FTMS をサポートしません。 ケーブル接続が正しいことを検証するためにイニシエータと
ターゲットの FC ポートの違いを理解する必要があります。
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NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D と E を示します。 これらの設定は FTMS を
サポートします。 黄色いポート (1) はターゲットポートです。 青色のポートはイニシエータ
ポートです。
構成 D では、スロット 2 と 4 に挿入されたカードの青色のポートがイニシエータポートで
す。 構成 E では、スロット 2、3、4 に挿入されたカードの青色のポートがイニシエータ
ポートです。
FTMS をサポートするファイバーチャネルカードは PCIe スロット 5 と 6 に挿入します。
他のスロットのカードを FTMS 用に使うことはできません。
次に、D と E の構成を図と表に示します。
図 1-1

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D

表 1-2

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 D コンポーネント

番号

コンポーネント

1

FC カードのターゲットポート

2

FC カードのイニシエータポート

3

SAS RAID ポート

4

10 Gb イーサネットポート

図 1-2

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 E
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表 1-3

NetBackup 5230 アプライアンスの構成 E コンポーネント

番号

コンポーネント

1

FC カードのターゲットポート

2

FC カードのイニシエータポート

3

SAS RAID ポート

p.8 の 「 アプライアンス背面パネル」 を参照してください。

アプライアンスの寸法と重量
2U アプライアンスの仕様は次のとおりです。
■

高さ 3.44 インチ (87.38 mm)

■

幅 16.93 インチ (430 mm)

■

奥行き 27.75 インチ (704.8 mm)

■

52 ポンド (23.58 kg)

p.12 の 「Symantec Storage Shelf の寸法と重量」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf について
NetBackup 5230 アプライアンスは、シェルフの数を 0、1、または 2 にして発注すること
ができます。このアプライアンスは、ストレージシェルフをまったく設けない状態で 4 TB
のストレージ容量があります。
次の図に、ストレージシェルフの前面パネルと背面パネルを示します。

次の表は前面パネルのコンポーネントを記述したものです。
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表 1-4

前面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

16 台あるうちのディスクドライブモジュール 1

2

ディスクモジュールリリースボタン

3

ディスクの状態表示用 LED

4

電源または動作 LED

5

スロット 16 - ホットスペア

次の図は背面パネルを示します。

次の表は背面パネルのコンポーネントを記述したものです。
表 1-5

背面パネルのコンポーネント

番号

説明

1

シリアルポート (シマンテック社の承認なしでは使わない)

2

I/O モジュールリリースの起動

3

I/O モジュール #1

4

SAS IN ポート

5

SAS OUT ポート

6

I/O モジュール #2

7

電源とファン 1

8

電源とファン 2
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p.12 の 「Symantec Storage Shelf の寸法と重量」 を参照してください。

Symantec Storage Shelf の寸法と重量
シマンテックストレージシェルは、高さ 3U で、ドライブが 16 基あります。ストレージシェル
フのパラメータは次のとおりです。
■

高さ 5.25 インチ (13.1 cm)

■

幅 17.6 インチ (44.7 cm)

■

奥行き 22.1 インチ (56.1 cm)

■

重量は 71.65 ポンド (32.5 kg)

p.8 の 「 アプライアンス背面パネル」 を参照してください。

NetBackup 5230 マニュアル
表 1-6 に NetBackup 5230 のアプライアンスおよび Symantec Storage Shelf のドキュ
メントの一覧を示します。
表 1-6

NetBackup 5230 ハードウェアのマニュアル

ドキュメント

説明

Symantec NetBackup 5230 製品説明ガイド

NetBackup 5230 と接続されたストレージシェル
フのすべての側面について説明します。 コンプ
ライアンスおよび環境情報を提供します。

Symantec NetBackup 52xx ハードウェアの取 アプライアンスとストレージシェルフに関するハー
り付けと初期構成ガイド
ドウェアの取り付けと起動の手順について説明
します。このドキュメントはハードウェアの認証と
初期構成の情報を含んでいます。

次のマニュアルもご覧ください。
■

Symantec NetBackup Appliance 管理者ガイド

■

Symantec NetBackup Appliance コマンドリファレンスガイド

■

Symantec NetBackup Appliance リリースノート

次の URL に、NetBackup 5230 アプライアンスのハードウェアとソフトウェアに関するマ
ニュアルが掲載されています。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
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LED 状態インジケータ
この章では以下の項目について説明しています。
■

アプライアンスのディスクドライブの LED について

■

アプライアンスの前面パネルの LED について

■

アプライアンスのイーサネット NIC ポートの LED

■

8 Gb FC HBA の LED

■

1 GE アドインカードの LED

■

10 GE アドインカードの LED

■

Symantec Storage Shelf のディスクドライブモジュールとシステム LED

■

Symantec Storage Shelf の I/O モジュールと電源モジュールの LED

アプライアンスのディスクドライブの LED について
ドライブベイのスロットは、左から順に 0 から 11 のラベルが付いています。各ドライブに
は 2 つの LED が付いています。ドライブの構成が済んだら、ディスクの状態 (または障
害) を示す LED が緑に点灯します。ディスクドライブの動作が失敗したら、ディスク状態
を示す LED が橙色になります。
キャリアにディスクドライブがあれば、電源/動作状態表示用 LED が緑に点灯します。キャ
リアにディスクドライブがなければ、電源/動作状態表示用 LED が点灯しません。ディス
クドライブが動作をしている間は、電源/動作状態表示用 LED が点滅します。
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図 2-1

アプライアンスディスクドライブの LED

p.14 の 「アプライアンスの前面パネルの LED について」 を参照してください。

アプライアンスの前面パネルの LED について
図 2-2

前面パネルの LED

表 2-1

LED の機能とインジケータ

番号

説明

1

システムの LED 内蔵 ID ボタン

2

ハードディスクドライブの動作状態表示用 LED

3

LED 統合型 ID ボタン

4

コールドリセットボタン

5

NIC4 の動作状態表示用 LED

6

NIC3 の動作状態表示用 LED

7

NMI ボタン (このボタンはマスク不可能な割り込みをトリガします。 すべてのサー
バーデータが失われます)

8

NIC1 の動作状態表示用 LED
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番号

説明

9

NIC2 の動作状態表示用 LED

10

アプライアンスの状態表示用 LED

p.15 の 「アプライアンスのイーサネット NIC ポートの LED」 を参照してください。

アプライアンスのイーサネット NIC ポートの LED
アプライアンスの背面パネルにある各イーサネットポートには LED が 2 つあります。 これ
らの LED はネットワーク接続の状態と伝送速度を示します。 次の図に 1 Gb イーサネッ
トポートの LED を示します。
図 2-3

1 Gb NIC ポートの LED

次の表に、1 Gb イーサネット NIC ポートの LED インジケータを一覧表示します。
表 2-2

1 Gb NIC ポートの LED 表示

LED の場所

状態

説明

1

オフ

LAN 接続なし

緑色に点灯

LAN に接続済み

緑色に点滅

送信/受信の動作が発生

オフ

10 Mbps 接続

橙色に点灯

100 Mbps 接続

緑色に点灯

1000 Mbps 接続

2
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8 Gb FC HBA の LED
8 Gb の FC HBA カードは、 アプライアンスを他のネットワークやストレージデバイスに接
続します。カードにはテープトランスポート用の FC ポートが 2 つあります。ファイバーチャ
ネルカードを使ったテープ転送では、データをアプライアンスからオフラインストレージの
テープライブラリにエクスポートできます。
各ポートには受信 (RX) LED (1) と伝送 (TX) LED (2) があります。これらの LED は各
ポートを経由する入力または出力の種類を示します。
8 Gb FC HBA ポート

図 2-4

8 Gb FC HBA カードの各ポートには 3 つのデータ転送速度の LED があります。 LED
にはデータ転送速度 (8 Gbit/s、4 Gbit/s、2 Gbit/s) に相当する「8」、「4」、「2」というラベ
ルが付いています。
8 Gb FC HBA データ転送速度 LED について

表 2-3
8 - 黄色

4 - 緑色

2 - 橙色

説明

オフ

オフ

オフ

オフにしてください。

オフ

オフ

オン、点滅

2 Gbit/s でデータ転送

オフ

オン、点滅

オフ

4 Gbit/s でデータ転送

オン、点滅

オフ

オフ

8 Gbit/s でデータ転送

オン

オン

オン

オンにしてください (ファームウェア初期化前)。

点滅

点滅

点滅

オンにしてください (ファームウェア初期化後)。

交互に点滅

ファームウェアのエラー。

p.16 の 「1 GE アドインカードの LED」 を参照してください。

1 GE アドインカードの LED
4 ポート 1 GE (ギガビットイーサネット) カードのモデルは Intel E1G44HT です。 4 ポー
ト 1 GE NIC にはバックアップまたはレプリケーション用の 1 GE ネットワークポートが 4
つあります。
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各ポートには動作状態 (ACT) LED (2) とリンク (LNK) LED (1) が 1 つずつ付いていま
す。
図 2-5

1 GE NIC ポート

表 2-4

1 GE カードの LED について

形式

色

状態

説明

ACT

緑

点滅

リンクは正常、データを転送

緑

オン

リンクは正常

n/a

オフ

リンクなし

n/a

オフ

10 Mb/s でデータ転送

緑

オン

100 Mb/s でデータ転送

橙色

オン

1000 Gbit/s でデータ転送

LNK

p.17 の 「10 GE アドインカードの LED」 を参照してください。

10 GE アドインカードの LED
この節では 10 GE (10 ギガビットイーサネット) カード本体を示し、機能と技術仕様につ
いて説明します。 このカードにはバックアップ用の 10 GE ネットワークポートが 2 つあり
ます。
図 2-6

10 GE ポート
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表 2-5

10 GE LED インジケータ

形式

色

状態

説明

ACT/LINK

緑

点滅

リンクは正常、データを転送

緑

オン

リンクは正常

n/a

オフ

リンクなし

n/a

オフ

リンクなし

緑

オン

10 Gbit/s でデータ転送

黄

オン

1 Gbit/s でデータ転送

GRN=10G

p.18 の 「Symantec Storage Shelf のディスクドライブモジュールとシステム LED」 を参
照してください。

Symantec Storage Shelf のディスクドライブモジュール
とシステム LED
前面パネルには、2 つの異なる LED セットがあります。
■

LED はディスクドライブモジュールごとに 2 つ、合計 32 個の LED があります

■

6 つの LED でストレージシェルフ全体の状態を表示します

図 2-7

Symantec Storage Shelf の前面パネルの LED
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ディスクドライブモジュールの LED

表 2-6
番号

LED 名

状態

説明

1

電源

消灯

オフ

緑色に点灯

オン

エンクロージャ全体の 消灯
ステータス
緑色に点灯

オフ

2

オン

橙色

1 つの電源がオフライン

赤色

両方の電源がオフライン

3

予約済み

N/A

N/A

4

ディスクの状態

緑

ディスクドライブ操作は正常

橙色
5

ディスクの電源/動作 青
状態
橙色

ディスクドライブ操作は正常

6

I/O モジュール 1 の
動作状態

消灯

動作停止

緑色に点滅

動作中

I/O モジュール 2 の
動作状態

消灯

動作停止

緑色に点滅

動作中

ハートビート

消灯

システムがオフ

緑色に点滅

通常動作

7

8

ストレージシェルフには I/O モジュールが 2 つあり、この中に SAS IN ポートと SAS OUT
ポートがあります。ストレージシェルフの背面パネルの左側にある I/O モジュールは I/O
モジュール 1 です。 I/O モジュール 1 の右側にある I/O モジュールは I/O モジュール
2 と呼ばれます。
表 2-7

ストレージシェルフのシステム LED

LED 名

状態

説明

電源

緑色に点灯

ストレージシェルフの機能は正常です。

エンクロージャ全体のステー 緑色に点灯
タス

ストレージシェルフの機能は正常です。

予約済み

この LED は現時点では使用されてい
ません。

オフ (消灯)
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LED 名

状態

ハートビート

■

■

説明

緑が 4 秒ごとに 1 回点 ■
滅します。
緑が 2 秒ごとに 1 回点
滅します。
■

1 つのストレージシェルフ内の 1 つ
の I/O ポートが、外部の SAS ポー
トに適切に接続されている場合で
す。
1 つのストレージシェルフ内の 2 つ
の I/O のモジュールが、外部の
SAS に適切に接続されている場合
です。

p.18 の 「Symantec Storage Shelf のディスクドライブモジュールとシステム LED」 を参
照してください。

Symantec Storage Shelf の I/O モジュールと電源モ
ジュールの LED
Symantec Storage Shelf の背面パネルの右側には、2 つの電源モジュールがあります。
各モジュールには、ファン (2 基)、AC 主電源へのコネクタ、電源スイッチ、状態インジ
ケータ LED が付いています。
Symantec Storage Shelf には 2 つの I/O モジュールがあり、背面パネルからアクセス
します。2 つのストレージシェルフを合計 4 つの I/O モジュールでアプライアンスに接続
できます。 ストレージシェルフの SAS IN ポートは、アプライアンスの背面パネルにある
SAS ポートに接続するために使います。SAS ポートは、アプライアンス背面の PCI ライ
ザーアセンブリ 2 のスロット 1 にあります。
アプライアンスに直接接続するストレージシェルフは、ストレージシェルフ 1 と呼ばれま
す。 ストレージシェルフ 1 に接続するストレージシェルフはストレージシェルフ 2 と呼ば
れます。
I/O モジュールが 1 つ表示されていますが、各ストレージシェルフにはこのようなモジュー
ルが 2 つあります。
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図 2-8

I/O モジュールと電源モジュールのコンポーネント

表 2-8

I/O モジュールと電源モジュールについて

番号

コンポーネント

LED の状態

説明

1

SAS_IN ポートの LED ■

緑色に点灯

■

利用可能なリンク

■

緑色に点滅

■

動作中

■

赤色

■

N/A

■

消灯

■

利用可能なリンクなし

2

SAS_IN ポート

N/A

N/A

3

SAS_OUT ポート

N/A

N/A

4

SAS_OUT ポートの
LED

■

緑色に点灯

■

利用可能なリンク

■

緑色に点滅

■

動作中

■

赤色

■

N/A

■

消灯

■

利用可能なリンクなし

I/O モジュールの LED ■

緑色に点灯

■

準備完了

■

緑色に点滅

■

n/a

■

赤色

■

起動中

■

消灯

■

オフ

5

6

電源モジュールの
LED

緑色に点灯

電源は正常である

緑色に点滅

電源は正常だが、オフである

赤色

電源をオンにできない

消灯

電源が検出されない
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メモ: Symantec Storage Shelf を起動すると、まず一次 I/O モジュール (背面パネルの
左側) が起動します。LED の色が主起動後数秒で緑になります。一次モジュールが動作
状態になったら、二次 I/O モジュール (背面パネルの右側) の LED が起動します。
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3
安全に関するガイドライン
この章では以下の項目について説明しています。
■

概要

■

記号の規則

■

識別子の規則

■

電源全般の説明

■

高電圧対策

■

ESD (静電放電)

■

可燃性ガス

■

バッテリ

■

レーザー

■

光ファイバー

■

通電中のトラブルシューティングに関する注意事項

■

重量物の持ち上げ

■

信号ケーブルの取りまとめ

概要
設置やメンテナンスの作業を行う前に、設置場所の安全規則を調べてください。作業員
とデバイスの安全を確保するための正しい操作方法について、このドキュメントの安全注
意事項をお読みください。
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事故のリスクを防ぐために、どのような操作を行うときでも、このマニュアルに書かれたす
べての操作指示と注意事項を注意深く読んでください。このドキュメント内の注意、警告、
危険に関する文章は、守るべき安全上の注意事項のすべてを網羅しているわけではあ
りません。標準的な安全注意事項を具体的に補足しているに過ぎません。シマンテック
製品を設置とメンテナンスに責任のある方は、標準的電子デバイスの安全な取り扱い方
法の基本を理解している必要があります。適切な操作方法を学習するには、トレーニング
と資格が必要です。
p.23 の 「概要」 を参照してください。

記号の規則
警告の記号は、設置やメンテナンスの作業を行うときに守るべき安全上の注意事項を喚
起するものです。
表 3-1
記号

警告の記号
説明
リスクレベルの高い危険を示します。命を落とす
か深刻な傷害を招く可能性があります。

リスクレベルが中程度か低い危険を示します。比
較的軽いまたは中程度のケガを招く可能性があ
ります。
潜在的に危険を伴う状況を示します。これを回
避しなければ、装置の損傷、データ損失、パ
フォーマンスの低下、または予期しない結果を
招く可能性があります。

p.24 の 「識別子の規則」 を参照してください。

識別子の規則
次の表は、警告と安全の識別子について説明しています。
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表 3-2

警告と安全の識別子

識別子

説明
静電放電 (ESD) 防止の識別。
静電気によるケガや障害を避けるため、ESD を
防止する手袋やリストストラップを身に着けるな
ど、厳密な ESD 防止策を講じてください。
重量警告の識別子。
メディアサーバーを移動する前にその重さに注
意してください。

システムディスクの装着と脱着に対する警告の
識別子。
次に示す適切な手順に従えない場合は、システ
ムディスクの装着や脱着を行わないでください。

電源の警告の識別子。
メディアサーバーをオフにするときは、すべての
電源を切る必要があります。

マニュアルを読むための識別子。
メディアサーバーを操作する前にマニュアルを
読んでください。

0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

ドライブの識別子。
ディスクドライブが設置されているスロットの ID
番号を示します。

p.26 の 「高電圧対策」 を参照してください。

電源全般の説明
この製品の電源にはユーザーが修理できる部品は含まれていません。この製品には電
源が複数ある場合があります。修理は有資格者のみで行うようにしてください。
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付属の AC 電源コードが要求されたタイプそのものではない場合、それを変更して使お
うとはしないでください。複数の電源を装備する製品の場合は、必ずそれぞれに 1 本ず
つ AC 電源コードが付属します。
電源ボタンでは、AC 電源が完全にオフにはなりません。システムが電源に接続している
間は、常に待機電力がかかっています。アプライアンスから AC 電源をはずすには、各
AC 電源コードのプラグを電源またはコンセントから抜いてください。
電源コードは主電源 (AC) の遮断器とみなします。デバイスのプラグを差し込むソケットコ
ンセントは、装置の近くで簡単に手の届くところに設けてください。
p.47 の 「抵抗と電圧の点検」 を参照してください。

高電圧対策

高圧電源はデバイスに電力を供給します。高圧電源 (建物の主電源を含む) に直接また
は間接的 (塗れた物を通して) に接触すると、致命的な危険にさらされる可能性がありま
す。
■

AC 電源を設置するときは、標準安全規則に従ってください。AC 電源を設置する作
業員は、高電圧と交流と取り扱う作業を行う資格を持っている必要があります。

■

作業している間は、時計、鎖、ブレスレット、指輪のような導電性の物を身に着けない
でください。

■

キャビネットに水で濡れていることに気づいた場合や、ラックが湿気を帯びている場合
は、すみやかに電源のスイッチを切ってください。

■

湿気の多い環境で使用しているときは、必ずデバイスを水のかからない場所に置い
てください。

高圧電源に対して不適切な操作をすると、火事や感電事故につながる可能性がありま
す。特定の領域を通過して AC ケーブルを接続したり配線する際は、標準のルールと規
制に従ってください。作業員は、高圧の交流電力で作動する機器を操作するための最新
の資格を持っている必要があります。
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高圧の交流に対して作業するときは、絶縁された工具を使う必要があります。

通電した状態で電源ケーブルを抜き差ししないでください。電源ケーブルの芯と導体と
の間のわずかな接触によって電気アークやスパークが発生することがあり、これが火事や
ケガの原因になる可能性があります。
■

電源ケーブルのむき出しのワイヤは、配電盤に接続するまでは絶縁テープで包んで
おいてください。

■

電源ケーブルの付けはずしを行う前に、電源をオフにしてください。

■

電源ケーブルを接続する前に、電源ケーブルとラベルが設置要件に適合しているか
確認してください。

雷が発生する可能性のある嵐の日は、高電圧の電源と接続部に対して、またはその他の
導電性のものに対して作業しないようにしてください。
嵐による障害や傷害を防ぐために、必ずすべてのデバイスを適切に接地するようにして
ください。
p.27 の 「ESD (静電放電)」 を参照してください。

ESD (静電放電)
人体から出る静電気で基板上の静電気に弱い部品が損傷する可能性があります。
装置の設置やメンテナンスを行うときは、人身傷害やデバイスの障害を防ぐために、適切
な静電気安全注意事項を遵守してください。
人身傷害やデバイスの損傷を避けるために、ESD を防止する手袋や衣服とリストストラッ
プを身に着けてください。静電気に弱い部分であるという警告がある場合は、デバイスを
動作させるときに ESD を防止する手段を講じてください。デバイスを損傷から守るには、
操作中に次の点に注意してください。
■

デバイスを素手で触らないでください。人体からの静電放電によって基板上の静電気
に弱い部品が損傷する可能性があります。

■

電子回路は ESD によって損傷する傾向があります。ディスクを取り扱うとき、特に未
使用のディスクの場合は、ESD を防止するスーツや手袋とリストストラップを身に着け
てください。ディスクの端以外には触れないでください。

■

装置や部品を手に取るとき、物に置くとき、移送するときは、ESD を防止する適切な
袋を使ってください。

短絡を防ぐために、ねじやその他の金属部品をシャーシの中に忘れたり落としたりしない
でください。
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デバイスを設置またはメンテナンスするときは、ツールの使用と配置についての規制に
従ってください。金属ツールによって起こるデバイスの短絡を避けることができます。
p.28 の 「可燃性ガス」 を参照してください。

可燃性ガス
可燃性または爆発性のガスや煙の発生している環境では、絶対にデバイスを設置または
操作しないでください。
どのような電子デバイスでも、可燃性ガスのある場所で操作すると非常に危険です。
p.28 の 「バッテリ」 を参照してください。

バッテリ
シマンテック製品の設置とメンテナンスを行うときの作業員とデバイスの損傷を防ぐため、
リチウムイオンバッテリの操作に関する安全注意事項に従ってください。
必ず正しい交換用バッテリを使ってください。間違うと、爆発が起きる可能性があります。
■

バッテリは同じモデルか、製造元推奨の類似モデルを使ってください。

■

不用になったバッテリは、地域の定める指示に従って処分してください。

■

リチウムバッテリを火の中に投げ入れないでください。

p.28 の 「レーザー」 を参照してください。

レーザー
装置の設置やメンテナンスを行うときには、人身傷害やデバイスの障害を防ぐために、
レーザーに関する標準の安全注意事項を遵守してください。
光学インターフェース基板から放射されるレーザーは不可視の赤外線です。このレーザー
は目に永久的な傷害を与える可能性があります。
デバイスのメンテナンス中は、レーザー光が直接目に入らないよう注意してください。
デバイスを動作させるときはデバイスの障害を避けるために、次の対策を講じてください。
■

使われていない光学インターフェースと使われていないテイル部ファイバーの光コネ
クタには、すべてキャップを付けてください。

■

使用中の光ポートに接続する光テイル部ファイバーをはずすときは、キャップを使っ
てください。デバイスの光ポートとテイル部ファイバーの光コネクタには、防塵キャップ
を被せてください。
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■

テイル部光ファイバーの付いた光コネクタに対してハードウェアループバックテストを
実行するときは、減衰器を使ってください。減衰器は、受信した光電力から光トラン
シーバを保護します。

■

光学タイムドメイン反射率計 (OTDR) を使うときは、ピアデバイスとローカルデバイス
との間のテイル部光ファイバーをはずしてください。このファイバーをはずすことで、
光学電力源から光トランシーバを保護します。

■

適切な安全処置がなされずに光ファイバーに接続されている光トランシーバをはずし
たり挿入したりしないでください。

p.29 の 「光ファイバー」 を参照してください。

光ファイバー
光学インターフェース基板から出るレーザー光線や光ファイバー内部を通るレーザー光
線は、目に傷害を与える可能性があります。レーザー光線が目に当たらないよう注意して
ください。
光ファイバーを安全に使用することで、デバイスが適切に動作し、人身傷害とデバイスの
損害を避けることができます。
レーザーのファイバーコネクタと光ファイバーのインターフェース部は、特殊なツールと次
に列挙する素材でクリーニングする必要があります。
■

特殊なクリーニング用溶剤 (イソアミロールを推奨)その次によい溶媒がプロピルアル
コールです。他のアルコールやホルマリンは禁止します。

■

レンズを拭くための不織布

■

特殊圧縮ガス

■

綿棒 (医療用または長繊維の綿)

■

光コネクタ用の特殊拡大鏡

ファイバー交換時は、使っていないファイバーのコネクタにキャップをしてください。細い
または鋭いものの周りでファイバーを曲げたり巻いたりしないでください。
p.29 の 「通電中のトラブルシューティングに関する注意事項 」 を参照してください。

通電中のトラブルシューティングに関する注意事項
このセクションでは、電源がオンの状態でデバイスをトラブルシューティングするときに守
るべき安全上の注意事項について説明します。人身傷害やデバイスの障害を避けるた
めに、これらの安全上の注意事項を守ることが推奨されています。
■

デバイスの設置とケーブルの接続を調べる前に、デバイスへのすべての電源がオフ
になっているか確認してください。ケーブルの接続が正しくないか、ケーブルが緩く
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なっていると、それが原因で人身傷害またはデバイスの損害が起きる可能性がありま
す。
■

電源コードまたは通信ケーブルのコネクタに触れないでください。これを守らないと、
感電するおそれがあります。

■

デバイスの静電気に弱い部分を素手で触らないでください。人身傷害またはデバイ
スの損害を避けるために、ESD 予防の手段を講じてください。

電源投入時の操作を行う必要から電源ケーブルに触る必要がある場合は、感電死を防
ぐために ESD 予防のリストストラップをはずしてください。電源がオンのときのデータ損失
を避けるためには:
■

ケーブルのプラグを抜かないこと。

■

デバイスへ電源をオフにする前に、すべてのディスクドライブの動作をオフにするこ
と。

■

電源を再接続する前に 1 分程度待つこと。

トラブルシューティングの間は、次の事項を確認してください。
■

トラブルシューティング対象の箇所に汚れがなく濡れていないこと。

■

電源コードに異常がなく、有効な接地の手段が講じられていること。
落雷のおそれのある悪天候の日にはトラブルシューティングを決して行わないこと。

p.29 の 「通電中のトラブルシューティングに関する注意事項 」 を参照してください。

重量物の持ち上げ
トレーニングを受け有資格者の作業員のみに、重量物の持ち上げが許されています。重
量物を持ち上げるときは、次の注意事項を守る必要があります。
■

重量物を持ち上げているときは、邪魔になる位置に立ったり、近づいたり、その下を
歩かないこと。

■

必須のツールがすべて揃っていて本来の状態であるか確認すること。

■

持ち上げるためのツールは、しっかりと壁または十分な耐荷重能力のある建具に固
定すること。

■

ロープを使う場合、ロープの両辺の間の角度が 90°より大きくならないようにすること。

■

作業員に話しかけるときは、簡単明確に指示すること。このアプローチにより、勘違い
による作業員の事故や物品へ損害が起きる可能性を避けることができます。
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信号ケーブルの取りまとめ
信号ケーブルは、高電流ケーブルや高電圧ケーブルから少なくとも 30 mm の間隔を空
けて、別にまとめておく必要があります。
p.23 の 「概要」 を参照してください。
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4
メンテナンスに関するガイド
ライン
この章では以下の項目について説明しています。
■

基本メンテナンス

■

汎用ラックの設置ガイドライン

■

メンテナンス要件と時間枠

■

メンテナンスツール

■

メンテナンスログ

基本メンテナンス
以降のセクションでは、NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf の一般的な
メンテナンスに関する情報を提供します。
NetBackup Appliance とストレージシェルフのメンテナンスは、次のような理由で行われ
ます。
■

装置の一般的な状態と現在のネットワークの動作状態を把握するため。

■

装置とソフトウェアに関する技術的な経験や知識を増やし、起きた問題にうまく対処し
たり潜在的な問題を未然に防ぐため。

■

警報と問題を迅速かつ正確に特定し、解決するため。

p.34 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。

汎用ラックの設置ガイドライン
ラックの設置は、必ず次に示すガイドラインに従って行います。
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■

装置ラックの固定: 装置ラックは、落ちてこないように、動かない支持体に固定する必
要があります。1 つ以上のユニットを同時にスライドからラック前方に引き出すと、ラッ
クが倒れることがあります。また、ラックに設置されている他のデバイスの重さも考慮す
る必要があります。崩壊の危険があります。ラックが前方に傾くと、深刻な傷害につな
がる可能性があります。

■

室温の点検: メディアサーバーを装置ラックに設置するときに、室温を 5 C (41 F) か
ら 40 C (104 F) の範囲にする必要があります。室温の極端な変動はメディアサー
バーのさまざまな問題の原因になる可能性があります。

■

通気の点検: 装置ラックは、適切な冷却を維持するために、メディアサーバーの前面
に十分な空気が流れるようにする必要があります。NetBackup メディアサーバーの
ラックには、最大で毎時 2550 BTU (英国熱量単位) を排気できる換気装置も必要で
す。
ラックの選択と換気の方法は、装置が使われる環境に適合する必要があります。

■

AC 主電源の取り付け位置: AC 電源コードはデバイスを遮断する主要手段と考えら
れるため、設置されるときはすぐに手が届く場所に取り付ける必要があります。個々の
電源コードにすぐに手を伸ばして取りはずすことができない場合は、ラックユニット全
体に対して AC 電源遮断器を設置する必要があります。この主遮断器はすぐに手が
届くところにある必要があり、ラックユニット全体の電源を制御していることをラベル表
示する必要があります。

■

設置したラックの接地: 感電による事故の可能性を避けるために、設置したラックに
は、安全に接地するための第 3 の導線を含める必要があります。メディアサーバーの
電源コードがラックの AC コンセントに差し込まれている場合は、ラックそのものに適
切な接地を設ける必要があります。メディアサーバーは、適切に接地された AC コン
セントに差し込む必要があります。ラックと、ラックに設置されている他のデバイスに
は、適切な接地を追加で行う必要があります。

■

過電流からの保護: 電源には過電流保護回路が内蔵されています。 電力消費が増
大すれば、電力供給が遮断されます。Web UI などのハードウェア監視ユーティリティ
には、給電に問題があることを示す警告が表示されます。
以下に示す値は、各種デバイスの電源定格に基づいています。
電源の入力電流に応じたアプライアンス:
■

AC 100 V から AC 127 V (9.2 A 時)

■

AC 200 V から AC 240 V (4.4 A 時)

Symantec Storage System:
■

AC 100 V から AC 127 V (2.972 A 時)

■

AC 200 V から AC 240 V (1.756 A 時)

p.25 の 「電源全般の説明」 を参照してください。
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メンテナンス要件と時間枠
次の表は、ハードウェアとソフトウェアのコンポーネントに関する必要条件と時間枠です。
表 4-1
担当者

場所

メンテナンスエ デバイスの場所
ンジニア

定期作業の必要条件と時間枠
メンテナンス要件

推奨時間枠

装置室とデバイスの周辺を点検

毎日

ラックのキャビネットを点検

毎月

デバイスの前面パネルの LED インジケータをすべて点検

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

デバイスの背面パネルの LED インジケータをすべて点検

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。
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担当者

場所

メンテナンス要件

ネットワークエ
ンジニア

管理ソフトウェアの CPU の状態を調べる
場所

推奨時間枠
稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

ディスクの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

RAID の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

ファンの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

電源の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

FC HBA の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

10GE NIC の状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

RAID カードの状態を調べる

稼働初日の週は毎日行
い、その後の点検は週 1
回でよい。

p.35 の 「メンテナンスツール」 を参照してください。

メンテナンスツール
次の表にメンテナンスツールと各機能について示します。
表 4-2
ツール

メンテナンスの診断ツール
機能

NetBackup Appliance Web コン システムとコンポーネントの動作をリアルタイムで表示します。
ソール
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ツール

機能

NetBackup Appliance のシェルメ デバイスの実行状態を調べます。
ニュー
温度計

装置のある場所の室温を測定します。

湿度計

装置のある場所の湿度を測定します。

p.32 の 「基本メンテナンス」 を参照してください。

メンテナンスログ
メンテナンス作業のログを取るために、この表のコピーを作成しておいてください。継続し
てログを取ることは、傾向やパターンの特定に役立ち、装置のよりよいメンテナンスにつな
がります。電子的にコピーすることを推奨します。問題を追跡するためのソート可能な表
計算シートを作成できます。
p.34 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。
表 4-3

メンテナンスログ

要件/パラメータ

状態

環境内で動作している 動作温度
機器を調べる
動作湿度

□正常 □異常
□正常 □異常

防火性

□正常 □異常

塵

□正常 □異常

エンクロージャの電源

□正常 □異常

キャビネット内の環境を 電源系統
調べる
ケーブル系統

□正常 □異常
□正常 □異常

接地系統

□正常 □異常

保護系統

□正常 □異常

防塵系統

□正常 □異常

ケーブルのラベル表示 □正常 □異常

コメント

メンテナンス担当者
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要件/パラメータ

状態

インジケータの状態を調 システム電源のインジ
べる
ケータの状態

□正常 □異常

システムアラームのイン □正常 □異常
ジケータ
ディスクのオンライン状 □正常 □異常
態インジケータ
ディスクの読み書き状態 □正常 □異常
インジケータ
電源の作動および警報 □正常 □異常
インジケータ
ファンの作動および警
報インジケータ

□正常 □異常

NetBackup Appliance □正常 □異常
の状態
管理ネットワークポート
のリンクインジケータ

□正常 □異常

管理ネットワークポート □正常 □異常
のアクティブインジケー
タ
サービスネットワーク
ポートのリンクインジ
ケータ

□正常 □異常

サービスネットワーク
ポートのアクティブイン
ジケータ

□正常 □異常

10GE NIC ポートの
□正常 □異常
ACT/LNK インジケータ
10GE NIC ポートの
□正常 □異常
GRN=10GE インジケー
タ
テープ出力カード (ファ □正常 □異常
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (2/橙色)
□正常 □異常

コメント

メンテナンス担当者
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要件/パラメータ

状態

コメント

テープ出力カード (ファ
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (4/緑)
テープ出力カード (ファ □正常 □異常
イバーチャネル) ポート
のインジケータ (8/黄)
システム監視インター CPU の状態
フェース (CLI) のチェッ
ディスクの状態
ク

□正常 □異常
□正常 □異常

RAID の状態

□正常 □異常

ファンの状態

□正常 □異常

電源の状態

□正常 □異常

温度

□正常 □異常

FC HBA の状態

□正常 □異常

問題とトラブルシュー
ティング
その他の問題
検証
日付

p.34 の 「メンテナンス要件と時間枠」 を参照してください。

メンテナンス担当者
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安全とメンテナンスに関する
詳しい情報
この章では以下の項目について説明しています。
■

製品安全の情報

■

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf

■

NetBackup アプライアンス

■

安全上の警告と注意

■

用途

■

装置のメンテナンスについて

■

装置取り扱いの注意事項

■

ラックマウントのガイドライン

■

電源と電気に関する警告

■

電源の安全性

■

電源コードの使用法

■

電源コードの条件

■

AC 電源の接続

■

抵抗と電圧の点検

■

静電放電 (ESD)

■

アプライアンスのシャーシを開閉するときの警告
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■

前面パネルと背面パネル

■

ベゼル

■

バッテリの交換

■

冷却と気流

■

レーザーの周辺機器またはデバイス

製品安全の情報
このドキュメントは、基板、シャーシ、搭載済みの周辺機器に適用されます。ケガ、感電、
火災、装置の損傷を防ぐために、このドキュメントを注意深くお読みください。デバイスの
設置やメンテナンスの前に、すべての警告と注意事項を順守してください。
デバイスの設置と修理は、技術資格を有した人でのみ行ってください。
このガイドの中と、アプライアンスとストレージシェルフのマニュアルの中に記載されたガ
イドラインと組み立て指示を必ず実行してください。ガイドラインと指示を守ることで、既存
の製品認定と承認に確実に適合でき、適合を維持することができます。このガイドに指定
されている記載かつ規制されたコンポーネントのみお使いください。
他の製品またはコンポーネントを使うと以下の結果を招きます。
■

UL 認証が無効になります

■

規制の承認が無効になります

■

製品販売対象地域または使用地域の製品規制に違反する結果になることがあります

■

製品の保証が無効になることがあります

p.41 の 「安全上の警告と注意」 を参照してください。

NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf
このセクションでは、NetBackup Appliance のデバイス、シャーシ、コンポーネントの撤
去、設置、交換に関する安全上の詳細情報を提供します。また、Symantec Storage
Shelf のデバイス、コンポーネント、周辺装置に関する安全情報も提供します。
アプライアンスやストレージシェルフに対して作業するときに、次に示すツールと必需品
が必要になる可能性があります。
■

プラス (+) のねじ回し (1 番ビットと 2 番ビット)

■

先の尖ったペンチ

■

帯電防止用リストストラップと手袋、導電性の気泡パッド (推奨)

40

第 5 章 安全とメンテナンスに関する詳しい情報
NetBackup アプライアンス

NetBackup アプライアンス
アプライアンスに対して作業を始める前に、次の事項を注意深くお読みください。
■

ラックキャビネットにデバイスを接地する前に、デバイス設置計画に従ってガイド用レー
ルの設置位置を決めます。
ストレージシェルフをラックの一番下に入れ、その次にアプライアンスを入れる必要が
あります。

■

NetBackup Appliance は、デバイスに付属の工具不要ガイドレールを使ってラックに
マウントする必要があります。これらのレールは、EIA-310D 互換の標準ラックキャビ
ネット (間口 19 インチで奥行き 30 インチまで) に取り付けられています。

■

ラックにデバイスを取り付ける場合は、ラックの下からデバイスを取り付けることを推奨
します。その後のデバイスは上の方に取り付けます。

■

NetBackup Appliance の左側と右側から出ている 3 個のねじの位置を確認します。
この 3 個のねじは、レールの出っ張りにある 3 つのスロットに合う大きさです。

■

すべてを搭載したデバイスの場合、1 台で最大 33 kg (73 lbs) の重さがあります。デ
バイスを動かしたり設置するときは、3 人以上が必要です。

■

ESD 防護リストストラップと ESD 防護手袋を着用します。

安全上の警告と注意
人身傷害や資産の損害を避けるために、以下のセクションに書かれた安全上の注意と情
報を読み、順守、実行してください。製品を設置し始める前に、以下のセクションをすべ
てお読みください。
次に示す安全記号がこのドキュメント内で使われて、製品自体や製品のパッケージにも
表示されていることがあります。
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注意に書かれた内容が無視されると、軽いケガや資産の損害を招く可能性のある危険が
存在してることを示しています。

警告の内容が無視されると、深刻な人身傷害を招く可能性のある危険が存在しているこ
とを示しています。
表示された情報が無視されると危険が潜在することを示します。
安全上の注意が守られなかった場合は深刻な傷害または死を招くようなショックの危険を
示します。
コンポーネントまたは表面が高温になることを示します。
p.43 の 「装置取り扱いの注意事項」 を参照してください。

用途
この製品は情報技術装置 (ITE) として評価されているため、オフィス、学校、コンピュー
タ室、およびこれらに類似する商用タイプの場所に設置することができます。ITE の用途
以外で、この製品が他の製品カテゴリや環境に適合するかを判断するには、場合によっ
て別途評価を行う必要があります。この他の製品カテゴリや環境には、医学、工業、住宅、
警報システム、試験装置などが含まれます。
p.40 の 「製品安全の情報」 を参照してください。

装置のメンテナンスについて
NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf 周囲の環境の状態は、デバイスが
正常かつ効率的に動作するために非常に重要です。装置を置いた部屋とラックキャビ
ネットの状態を点検し、装置の問題や障害の防止に役立たせます。
NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf の定期メンテナンスの要件は、次の
内容を含んでいます。
■

環境の状態によるデバイスの問題を防ぐために、装置のある部屋を点検すること。

■

デバイスの問題を防ぐために、ラックキャビネットを点検して適切な環境を確保するこ
と。

■

LED インジケータの状態を確認してトラブルシューティングの手順を提供すること。
p.32 の 「基本メンテナンス」 を参照してください。

42

第 5 章 安全とメンテナンスに関する詳しい情報
装置取り扱いの注意事項

装置取り扱いの注意事項
人身傷害または機器損傷のリスクを減らすには:
■

装置を移動または持ち上げるときは、現地の労働衛生および安全要求事項を遵守し
てください。

■

装置を移動または持ち上げるときは、機械的な補助具やその他の適切な補助具を
使ってください。

■

重量が減り、取り扱いが楽になるように、容易に取りはずせるコンポーネントははずし
てください。

■

ケガを防ぐため、ファンの羽には触れないでください。

■

AC 電源をはずすときは、すべての AC 電源コードのプラグを抜いてください。

■

すべてのバッテリをリサイクルしてください。

p.44 の 「電源と電気に関する警告」 を参照してください。

ラックマウントのガイドライン
次に、ラックマウントのガイドラインを示します。
■

装置をラックから引き出すときにひっくり返らないようにするために、装置ラックは動か
ない支持物に固定する必要があります。

■

ラックに設置される他のあらゆるデバイスの重さも考慮する必要があります。ラックが
前方に傾くと、押し潰される (深刻なケガをする) 危険があります。

■

装置ラックは、ラック製造元の指示書に従って設置する必要があります。

■

装置はラックの下から上に向かって設置していき、最も重い装置をラックの一番下に
してください。

■

装置をラックから引き出すときは、一度に 1 つだけ引き出すようにしてください。

■

主電源遮断器をラックユニット全体に対して取り付ける責任があります。この主電源遮
断器は容易に操作できる位置にあり、これがユニット全体への給電を制御しているこ
とがラベル表示されている必要があります。

■

ラックだけでなくラックに設置された各装置にも適切に安全接地を行う必要がありま
す。こうすることで、潜在的な感電のリスクが避けられます。

■

デバイスが作動する場所の室温は、5 °C (41 °F) 未満でも 40 °C (104 °F) を超えて
もいけません。室温の極端な変動は、装置に問題を引き起こす可能性があります。

■

適切な冷却効果を維持するために、装置ラックはアプライアンスの前面に十分な気流
を提供する必要があります。ラックには、アプライアンスに対して最大で毎時 2550
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BTU の排気が可能な換気機構が付いている必要があります。BTU は英国の熱量単
位です。
ラックには、ストレージシェルフに対して最大で毎時 1270 BTU の排気が可能な換気
機構が付いている必要があります。
p.48 の 「静電放電 (ESD)」 を参照してください。

電源と電気に関する警告
電源と電気による危険を避けるために、次の警告リストを参照してください。
■

電源ボタンでは、AC 電源が完全にオフにはなりません。アプライアンスのプラグが差
し込まれているときはいつでも、5 V の待機電力が流れています。

■

アプライアンスの電源を切るには、壁のコンセントからすべての AC 電源コードのプラ
グを完全に抜いてください。

■

アプライアンスは、AC 電源コードを 2 本使います。すべての AC 電源コードのプラ
グが抜かれていることを確かめてください。シャーシを開く前に、またはホットスワップ
対応ではないコンポーネントを追加や取りはずす前に、AC 電源コードのプラグが抜
かれていることを確かめてください。

■

必要な形式とまったく同じではない場合、その AC 電源コードを変更や使用しようとし
ないでください。アプライアンスに付属の 2 つの電源には、それぞれに 1 本ずつ AC
コードを使う必要があります。

■

この製品の電源には修理できる部品は含まれていません。電源を開けないでくださ
い。電源内には、危険な電圧、電流、エネルギー準位が存在します。修理が必要な
場合は、製造元に返送してください。

■

ホットスワップ対応の電源を交換する場合は、電源をデバイスからはずす前に、交換
する古い電源につながっている電源コードのプラグを抜いてください。

■

アプライアンスを開く前に、感電のリスクを避けるための対策を取ってください。アプラ
イアンスをオフにしてから、アプライアンスに接続されている電源コード、通信システ
ム、ネットワーク、モデムとの接続を切ってください。

p.45 の 「電源コードの使用法」 を参照してください。

電源の安全性
この製品の電源にはユーザーが修理できる部品は含まれていません。この製品には電
源が複数ある場合があります。修理は有資格者のみで行うようにしてください。
付属の AC 電源コードが要求されたタイプそのものではない場合、それを変更して使お
うとはしないでください。複数の電源を装備する製品の場合は、必ずそれぞれに 1 本ず
つ AC 電源コードが付属します。
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電源ボタンでは、AC 電源が完全にオフにはなりません。システムのプラグがコンセントに
差し込まれる間は、常に 5 V の待機電力がかかっています。アプライアンスから AC 電
源をはずすには、各 AC 電源コードのプラグを電源またはコンセントから抜いてください。
電源コードは主電源 (AC) の遮断器とみなします。アプライアンスのプラグを差し込むソ
ケットコンセントは、装置の近くで簡単に手の届くところに設けてください。

電源コードの使用法
AC 電源コードが製品に付属していなかった場合、現地国で使用の認められているもの
を 2 本購入してください。
感電や火災を避けるため、製品に使う電源コードを調べてから、次の情報をお読みくだ
さい。
■

付属の AC 電源コードが地域で要求されたタイプではない場合、それを改造して使
おうとしないでください。

■

電源コードの電気定格は、製品の電流定格より大きいものである必要があります。

■

電源コードには、電気コンセントの形に合う安全接地用ピンまたは接点が付いている
必要があります。

■

電源コードは、AC 電源の主要な遮断装置です。ソケットまたはコンセントは、装置の
近くですぐに抜くことができる位置にある必要があります。

■

電源コードは、適切なアース接地の付いたコンセントかソケットに差し込む必要があり
ます。

p.45 の 「電源コードの条件」 を参照してください。

電源コードの条件
次の基準を満たす電源コードセットを使う必要があります。
■

定格: 米国とカナダの場合、UL (Underwriters Laboratories, Inc.) リステッド/CSA
(カナダ規格組織) の認証を受けたタイプ SJT、18-3 AWG (米国ワイヤゲージ規格)
のコードが必要です。米国とカナダ以外の国では、ハーモナイズド (<HAR>) または
VDE (Verband Deutscher Electrotechniker の略でドイツ電子技術者協会の意味)
認定の、定格 AC 250 V (交流電圧) の 3 x 0.75 mm の導線を使用したフレキシブ
ルコードをお使いください。

■

コネクタ、壁コンセントの端: コードの先端は、使用する地域向けに設計されている、
グランド端子付きのオスのプラグである必要があります。コネクタには、現地で認めら
れている機関が証明したことを示す認証マークが付いている必要があります。米国の
場合、コネクタは規格品で、その定格がアプライアンス全体の定格電流の 125% で
ある必要があります。
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■

コネクタ、アプライアンスの端: アプライアンスの AC ソケットに差し込むコネクタは、認
可された IEC (International Electrotechnical Commission) 320、シート C13、メス
型コネクタである必要があります。

■

コードの長さと柔軟性: コードは 4.5 m (14.76 フィート) 未満である必要があります。

p.48 の 「アプライアンスのシャーシを開閉するときの警告 」 を参照してください。

AC 電源の接続
電源コードが両方とも正しく接続されているか確認してください。
図 5-1

アプライアンスの AC 電源ケーブルの接続 (背面パネル)

メモ: 図内の強調部分は、電源コードを接続するためのソケットを示します。
デバイスの物理的な外面に損傷がなく、清潔で、適切な状態であることを確かめてくださ
い。メンテナンスでの注意事項や情報に関しては、以降のセクションを参照してください。
各電源モジュールの電源ボタン (1) を見つけます。
AC 電源ケーブルを両方とも正しくそれぞれの電源コンセント (2) に差し込んでいること
を確認します。
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図 5-2

Symantec Storage Shelf の AC 電源ケーブルの接続 (背面パネル)

p.49 の 「前面パネルと背面パネル」 を参照してください。

抵抗と電圧の点検
マルチメーターを使うと、ラックキャビネットの各コンポーネントが接地しているかどうかを
調べることができます (省略可能)。
マルチメーターを使って抵抗を調べるには

1

マルチメーターのダイアルを抵抗の位置にセットします。

2

端子の一方を設備室の固定された場所に接続します。端子ケーブルの延長が必要
になる場合もあります。もう一方の端子を使って、キャビネット内の各グランド点を測
定します。

3

測定が正確なら、各グランド点の抵抗の測定値が約 1 オームかそれ未満になる必
要があります。
グランド点で測った抵抗値が 1 オームを超えたら、接地ケーブルと接続端子と固定
用ねじを調べてください。すべてのインターフェースがしっかりしているか確かめてく
ださい。
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マルチメーターを使って電圧を調べるには

1

マルチメーターのダイアルを電圧の位置にセットしてください。

2

端子の一方を設備室の固定された場所に接続します。端子ケーブルの延長が必要
になる場合もあります。もう一方の端子を使って、キャビネット内の各グランド点を測
定します。

3

測定が正確であれば、各グランド点で測った電圧が 0 V から 5 V の範囲である必
要があります。
グランド点で測った電圧が 0 ボルトなら、その測定点は接地されていません。
電圧が 5 V より高ければ、接地ケーブルと接続端子と固定用ねじを調べてください。
すべてのインターフェースがしっかりしているか確かめてください。

p.42 の 「装置のメンテナンスについて」 を参照してください。

静電放電 (ESD)

ESD がディスクドライブ、基板、他の部品を損傷する可能性があります。すべての手順を
ESD 作業台で行うことを推奨します。ESD 作業台が使えない場合は、帯電防止リストラッ
プを身に着けるなどの ESD 保護を行ってください。リストラップは、アプライアンスのシャー
シ接地部 (塗装されていない金属面) に結び付けてください。
基板は常に注意して扱ってください。基板は ESD に弱いことがあります。ボードを持つ
ときは端を持ってください。保護ラッパーまたはアプライアンスから基板をはずした後は、
基板の部品が載っている側を上にして、接地された静電気のない平らなところに置いて
ください。導電性の気泡パッドがあればそれを使い、基板ラッパーは使わないでください。
平らなところで基板を滑らせないでください。
p.50 の 「バッテリの交換」 を参照してください。

アプライアンスのシャーシを開閉するときの警告
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人身傷害か物的損害を避けるために、製品を開けて内部に対して作業する場合は、次
の安全上の注意が常に適用されます。UI またはシェルメニューから段階的に装置を終
了します。その上で:
■

この製品に接続されているすべての周辺機器をオフにします。

■

電源ボタンを押すとアプライアンスがオフになります。

■

アプライアンスまたは壁コンセントからすべての AC 電源コードのプラグを抜くことに
よって、AC 電源を切断します。

■

アプライアンスに接続されているすべてのケーブルと通信回線をはずします。

■

開閉カバーをはずしたときは、すべてのねじやその他の締め具を保管しておきます。
製品内部に対する作業が終わったら、前段で保管しておいたねじや締め具を使って
開閉カバーを締め直します。

■

電源の内部に対して作業はしないでください。電源内部には補修できるような部品は
ありません。修理が必要な場合は、製造元に返送してください。

■

ホットスワップ対応ではないコンポーネントを追加または取り替える場合は、その前に
アプライアンスの電源を切り、すべての電源コードを抜きます。

■

ホットスワップ対応の電源を取り替える場合は、アプライアンスから電源を取りはずす
前に、取り替え対象の電源につながっている電源コードを抜きます。

それまでにアプライアンスが動作していた場合は、搭載されている CPU やヒートシンクが
熱くなっている可能性があります。ホットスワップ対応のコンポーネントを追加または取り
はずす場合以外は、アプライアンスが冷えるまで待ってからカバーを開けるようにしてくだ
さい。
ホットスワップ方式での取り付け作業で高温になったコンポーネントと接触する可能性を
避けるため、ホットスワップ対応のコンポーネントを取りはずしたり取り付けるときに注意し
てください。
p.43 の 「ラックマウントのガイドライン」 を参照してください。

前面パネルと背面パネル
アプライアンスとストレージシェルフの前面パネルと背面パネルを調べて次の事項を確認
します。
■

すべてのコンポーネントが安全に取り付けられていること。
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■

すべてのコンポーネントが損傷を受けていないこと。

■

物で通気口が塞がれていないこと。

■

背面パネルのポートに接続しているケーブルを調べます。

■

ケーブルが正しく接続されているか確かめてください。

■

正しいケーブルが使われているか確かめます。

p.46 の 「AC 電源の接続」 を参照してください。

ベゼル
前面パネルに取り付けられたベゼルを調べます。黒い形成プラスチック製の枠により、前
面パネルを損傷や偶発的接触から保護します。枠に問題があれば、シャーシを流れる適
切な気流が阻害される可能性があります。

枠が次の状態であるか確かめてください。
■

前面パネルにしっかり取り付けられていること

■

損傷がないこと

■

妨げられたり遮断されていないこと

p.49 の 「前面パネルと背面パネル」 を参照してください。

バッテリの交換

シャーシを開いて、バッテリを取りはずすことができるのは、シマンテック社テクニカルサ
ポート担当者またシマンテック社の認定サービスプロバイダのみです。
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バッテリを不適切な方法で交換すると、爆発する危険があります。バッテリを交換するとき
は、装置製造業者の推奨するバッテリのみを使ってください。
次に、守るべき注意事項の一部を紹介します。
■

現地の条例や規制に従ってバッテリを捨てること。

■

バッテリの充電を試みないこと。

■

バッテリを解体したり、穴をあけたり、損傷を与えようとしないこと。

冷却と気流

気流の阻害と冷却の問題を最小限にするために、指示通り注意深くケーブルを配置して
ください。
適切な冷却と気流を得るために、シャーシのカバーを取り付けた状態でのみアプライア
ンスを動作させてください。
シャーシにカバーが付いていない状態でアプライアンスを動作させると、許容温度を超え
る熱が発生し、コンポーネントに障害が出ます。
カバーを取り付けるには:
■

アプライアンスの中にツールを忘れたりアプライアンス内の部品が緩くなっていたりし
ないか確かめてください。

■

ケーブル、追加基板、その他のコンポーネントが正しく取り付けられているか点検して
ください。

■

製品の指示書に従ってシャーシにカバーを取り付けてください。

p.51 の 「レーザーの周辺機器またはデバイス」 を参照してください。

レーザーの周辺機器またはデバイス
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レーザーによって放射線にさらされる可能性があります。
放射線被ばくのリスクと人体への傷害を避けるために、次の事項を守ってください。
■

レーザーを使用する周辺機器やデバイスの筐体を開けないこと。

■

レーザーを使用する周辺機器やデバイスをユーザーが修理しないこと。

■

修理する場合は製造元に返送すること。

p.40 の 「製品安全の情報」 を参照してください。

52

6
トラブルシューティング
この章では以下の項目について説明しています。
■

NetBackup Appliance のトラブルシューティング

■

アプライアンスに起因する動作終了

■

室温の問題

■

シャーシの問題

■

電源モジュールの問題

NetBackup Appliance のトラブルシューティング
以降のセクションでは、アプライアンスとストレージシェルフで起きる問題に対しトラブル
シューティングを行うための情報とガイドラインを示します。
詳しくは、『NetBackup Appliance ソフトウェア管理者ガイド』を参照してください。
p.53 の 「アプライアンスに起因する動作終了」 を参照してください。

アプライアンスに起因する動作終了
「保護」または「保護されている」という用語は、電源が動作終了またはロックした状態を示
します。アプライアンス自身とアプライアンスに接続されている他のコンポーネントを保護
する目的で、アプライアンスがオフになることがあります。この自己防衛は、短絡、電圧
オーバーロード、または電力サージが発生したときに起きる可能性があります。
両方の電源がともに不良の場合は、アプライアンスをオンにしないようにしてください。電
源が動作を停止すると、アプライアンスを冷却するため電源のファンが回らなくなります。
温度が上昇すると、アプライアンスに物理的障害が起きたり、潜在的なデータ消失を招く
可能性があります。
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詳しくは、次の URL で『NetBackup 52xx Appliance トラブルシューティングガイド』を参
照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC2792

室温の問題
周囲温度が 35 ℃ より高くなると、複数の問題がデバイスに影響する可能性があります。
許容温度範囲に関する詳細は、「環境の仕様」セクションを参照してください。ラック環境
のすべての要素を注意して調べてください。以下に例を示します。
p.57 の 「環境仕様」 を参照してください。
■

近くの装置が過度に暖かくなっていないか確かめてください。

■

室温が仕様の範囲内であるか確かめてください。

■

デバイスに供給されている AC 電源が適切であるか確かめてください。

■

NetBackup Appliance の前面と背面に障害物がないか確かめてください。アプライ
アンスの前面から背面に向かって空気が無理なく絶えず流れている必要があります。

アプライアンスのコントロールパネルに付いたシステムアラームまたは場所インジケータが
赤のとき、警報の内容が NetBackup Appliance Web コンソールに表示されます。次の
種類の情報が表示されます。
表 6-1

室温の警報情報

アラーム表示

問題

影響されるコンポーネ 説明
ント

CPU コアの過熱

温度

CPU

室温はまだ限界値ではあ
りませんが、許容範囲の上
限に近づいています。

シャーシの吸気口の 温度
温度過昇

シャーシの吸気口

室温はまだ限界値ではあ
りませんが、許容範囲の上
限に近づいています。

ファンモジュールの欠 冷却デバイス
如

ファン

デバイスの欠如です。

p.54 の 「シャーシの問題」 を参照してください。

シャーシの問題
シャーシのカバーが損傷しているか不適切に取り付けられているため、問題が起きる可
能性があります。シャーシ前面と背面の空気の取り入れ口と吐き出し口が遮断されている
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か損傷している可能性があります。シャーシの外部部品すべてを目視検査する必要があ
ります。
シャーシが損傷していたら、Symantec 社テクニカルサポートにお問い合わせください。
損傷部分を写真に撮り、サポートエンジニアに見せてください。
修復できないような著しい損傷があれば、場合によってアプライアンスをオフにする必要
があります。実行中のすべてのプログラムとジョブを終了してください。オフにするには、
アプライアンス前面の電源ボタンを押してください。AC 主電源からの AC 電源コードの
プラグを抜いてください。ノートパソコン、ストレージデバイス、その他のサーバーなどの周
辺機器を終了し、はずしてください。
p.54 の 「室温の問題」 を参照してください。

電源モジュールの問題
2 つの電源モジュールはホットスワップ対応です。ただし、アプライアンスの電源のうち 1
つが常に機能している必要があります。電源に欠陥がある場合は、すぐに新しい電源を
発注してください。機能している電源が 1 つしかないときは、その電源も故障した場合に
アプライアンスが危険な状態になります。アプライアンスに機能している電源が 1 つもな
い状態になると、内部温度が上昇し、シャーシ内のコンポーネントを傷めます。
電源モジュールのファンは取りはずしできません。ファンは内部でモジュールと一体に
なっています。ファンに問題が起きたら、電源モジュール全体を取りはずして交換する必
要があります。
p.54 の 「シャーシの問題」 を参照してください。
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A
テクニカルリファレンス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

750W の単一電源入力電圧

■

環境仕様

750W の単一電源入力電圧
電源は、入力電圧範囲内において指定のすべての限界値を超えずに動作する必要が
あります。次の表に、アプライアンスの電源入力電圧を示します。
表 A-1

電源入力電圧

パラメータ

最小

定格

最大

起動交流電
圧

電源遮断交 最大入力
流電圧
交流電流

最大定格入力交
流電流

電圧 (110)

90 Vrms

100-127
Vrms

140 Vrms

85 VAC +/- 5
VAC

75 VAC +/5VAC

12Arms

11.0Arms

電圧 (220)

180 Vrms

200-240
Vrms

264 Vrms

-

-

6.0Arms

5.5Arms

周波数

47 Hz

50/60 Hz

63Hz

-

-

-

-

入力電流についての重要情報:
■

最小電圧範囲での最大入力交流電流は、90 VAC で負荷を最大にして計測されて
います。

■

最大電圧範囲での最大入力交流電流は、180 VAC で負荷を最大にして計測されて
います。

■

最大定格入力電流は、100 VAC と 200 VAC で測定されます。

p.57 の 「環境仕様」 を参照してください。
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環境仕様
次の表は、NetBackup Appliance と Symantec Storage Shelf のシステムレベルでの
動作環境と非動作環境の限界値を定義しています。
表 A-2

システム環境の仕様

パラメータ

状態

詳細

温度

非動作時

-40.00℃から 21.11℃

動作時

最大温度変化率は 10°C から 35°C (毎時 10°C を超え
ないこと)

湿度

非動作時

28°C で相対湿度 90% (結露のないこと)

衝撃

動作時

2.0-g ピーク時、11 msec、正弦波の半周期

梱包時

高さ24 インチからパレットなしで自由落下 (40 lbs 以上
80 lbs 未満)

開梱後

18 インチから自由落下後も動作可能
台形、25 g、毎秒 136 インチの速度変化
振動

開梱後

5 Hz から 500 Hz、2.20 g RMS ランダム

音響騒音

音響出力: 典型的事務所の周囲温度 (23 +/- 2°C) のア
イドル状態で 7.0 DBA

静電放電 (ESD)

+/-12 KV (I/O ポートのみ +/- 8 KV)

システム冷却要件

NetBackup Appliance: 2550 BTU/Hr
ストレージシェルフ: 1270 BTU/Hr

p.56 の 「750W の単一電源入力電圧」 を参照してください。
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B
製品規制と適合性
この付録では以下の項目について説明しています。
■

概要

■

製品規制の適合

■

製品安全性の適合

■

製品の EMC 適合 - クラス A に準拠

■

製品エコロジー規制の準拠

■

証明書/登録/宣言書

■

電磁適合性の表記

■

FCC の検証文 (米国)

■

ICES-003 (カナダ)

■

CE 適合宣言書 (ヨーロッパ)

■

VCCI (日本)

■

BSMI (台湾)

概要
以下のセクションは、製品の規制と適合についての情報です。

付録 B 製品規制と適合性
製品規制の適合

規制に確実に適合するには、このガイドの組み立て指示に従って、既存の製品認定と承
認への適合を確実にするとともに維持してください。このガイドに指定されている記載か
つ規制されたコンポーネントのみお使いください。他の製品またはコンポーネントを使う
と、製品の UL 認定やその他の規制の承認が無効になります。製品販売対象地域の製
品規制に違反する結果になります。
コンピュータを統合する前に、アプライアンス、電源、その他のモジュールが EMC 試験
に合格しているか確認してください。このプロセスは、電磁適合性に関する現地地域の法
令と規制に確実に適合するために役立ちます。試験は、同じファミリーのマイクロプロセッ
サを搭載したサーバー基板を使い、このサーバー基板で使用されているマイクロプロセッ
サと同じ速度 (またはさらに高速) で動作させて行われます。アプライアンス製品の最終
的な構成には、追加の EMC 適合試験が必要となる場合があります。
この製品は FCC のクラス A のデバイスです。これをクラス B のシステムに統合しても、ク
ラス B のデバイスとなることはありません。
p.59 の 「製品規制の適合」 を参照してください。

製品規制の適合
NetBackup Appliance は、このガイドに沿って正しく組み上げた場合、次の安全および
電磁適合性 (EMC) の規制に適合します。
想定される用途 - この製品は情報技術設備 (ITE) として評価されているため、事務所、
学校、コンピュータ室、および同様の商用施設に設置することができます。ITE の用途以
外で、この製品が他の製品カテゴリや環境に適合するかを判断するには、場合によって
別途評価を行う必要があります。この他の製品カテゴリや環境には、医学、工業、電気通
信、NEBS、住宅、警報システム、試験装置などが含まれることがあります。
p.59 の 「製品安全性の適合」 を参照してください。

製品安全性の適合
次のリストに、各国の製品安全性適合基準を示します。
■

UL60950 - CSA 60950 (米国/カナダ)

■

EN60950 (ヨーロッパ)

■

IEC60950 (インターナショナル)

■

CB 証明書と報告、IEC60950 (各国の違いをすべて含めた報告)

■

GS 証明書 (ドイツ)

■

GOST R 50377-92 - 証明書 (ロシア)

■

ベラルーシ証明書 (ベラルーシ)
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■

ウクライナ証明書 (ウクライナ)

■

CE - 低電圧指令 73/23/EEE (ヨーロッパ)

■

IRAM 証明書 (アルゼンチン)

■

GB4943- CNCA 証明書 (中国)

p.60 の 「製品の EMC 適合 - クラス A に準拠」 を参照してください。

製品の EMC 適合 - クラス A に準拠
次に示すリストは、各国の EMC 適合基準です。
■

FCC /ICES-003 - 電磁的不干渉性 (米国/カナダ) の検証

■

CISPR 22 - 電磁的不干渉性 (インターナショナル)

■

EN55022 - 電磁的不干渉性 (ヨーロッパ)

■

EN55024 - 電磁的耐性 (ヨーロッパ)

■

EN61000-3-2 - 高調波 (ヨーロッパ)

■

EN61000-3-3 - 電圧フリッカ (ヨーロッパ)

■

セリウム - EMC 指令 89/336/EEC (ヨーロッパ)

■

VCCI 電磁的不干渉性 (日本)

■

AS/NZS 3548 電磁的不干渉性 (オーストラリア/ニュージーランド)

■

BSMI CNS13438 電磁的不干渉性 (台湾)

■

GOST R 29216-91 電磁的不干渉性 (ロシア)

■

GOST R 50628-95 電磁的耐性 (ロシア)

■

ベラルーシ証明書 (ベラルーシ)

■

ウクライナ証明書 (ウクライナ)

■

GB 9254 - CNCA 証明書 (中国)

■

GB 17625 - (高調波) CNCA 証明書 (中国)

p.60 の 「製品エコロジー規制の準拠」 を参照してください。

製品エコロジー規制の準拠
禁止物質の使用は世界の規制要件に従って制限されます。材質宣言データシートが利
用できます。
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■

禁止物質の使用は世界の規制要件に従って制限されます。材質宣言データシート
が利用できます。
■

鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビフェニールとポリ臭化ジフェニールエーテル
(PBB/PBDE) に対して、質量パーセント 0.1 の数量制限 (1000 PPM)

■

カドミウムに対して、質量パーセント 0.01 の数量制限 (100 PPM)

■

カリフォルニア州規制、タイトル 22、4.5 部、第 33 章「過塩素酸塩物質の管理の最
善慣行」(Best Management Practices for Perchlorate Materials)

■

中国 - 危険物質に関する制限 (China RoHS)

■

WEEE 指令 (ヨーロッパ)

■

包装指令 (ヨーロッパ)

p.61 の 「証明書/登録/宣言書」 を参照してください。

証明書/登録/宣言書
次のリストに、必須の証明書、登録、宣言書を示します。
■

NRTL 証明書 (米国/カナダ)

■

CE 適合宣言書 (CENELEC ヨーロッパ)

■

FCC/ICES-003 クラス A 認証 (米国/カナダ)

■

VCCI 証明書 (日本)

■

C-Tick 適合宣言書 (オーストラリア)

■

MED 適合宣言書 (ニュージーランド)

■

BSMI 証明書 (台湾)

■

GOST R 証明書/証明書 (ロシア)

■

ベラルーシ証明書/証明書 (ベラルーシ)

■

IRAM 証明書 (アルゼンチン)

■

CNCA CCC 証明書 (中国)

■

エコロジー宣言書 (インターナショナル)

■

中国 RoHS 環境保全使用期限

■

包装と製品のリサイクルマーク

p.62 の 「電磁適合性の表記」 を参照してください。
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電磁適合性の表記
以降の節に米国、カナダ、ヨーロッパ、日本、台湾の適合性表記を示します。
p.62 の 「FCC の検証文 (米国)」 を参照してください。

FCC の検証文 (米国)
このデバイスは FCC ルールの第 15 部に準拠します。操作には、(1) このデバイスで有
害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 望ましくない操作を引き起こす可能性のある干
渉を含め、このデバイスはあらゆる干渉を受け入れなければならない、という 2 つの条件
が伴います。
この装置は、FCC ルールの第 15 部に定められるクラス A のデジタルデバイスに対する
制限に準拠しているということが、テストによって確認されています。これらの制限は、居
住地に設置した場合の有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されて
います。この機器は、無線周波エネルギーを生成および使用します。指示に従って設置
および使用されなかった場合は、外部に放射する可能性と、無線通信に有害な干渉を
引き起こす可能性があります。ただし、特定の場所に設置すれば干渉は起きないという
保証はありません。この装置によりラジオやテレビの受信器に有害な干渉を引き起こす場
合 (装置をオンオフすることで判断できる) は、次のうち 1 つまたは複数の手段を用いて
干渉の解決を試みることをお勧めします。
■

受信アンテナの向きを変えるか場所を移す。

■

装置と受信器の距離を離す。

■

受信器が接続しているものとは別系統のコンセントに装置を接続する。

■

取り扱い業者または経験のあるラジオ/テレビ技師に相談する。このデバイスの被譲
与者によって明白に認められてはいない変更や改造を行うと、装置を操作するユー
ザーの権限が無効になる可能性があります。お客様には、変更された製品が準拠す
ることを保証する責任があります。周辺機器 (コンピュータの入力または出力デバイ
ス、端末、プリンタなど) については、FCC のクラス A または B の制限に準拠してい
るもののみ、この製品に接続することが許されています。準拠していない周辺機器を
操作すると、ラジオやテレビの受信に対し干渉を起こすことが十分に考えられます。
周辺機器に接続するために使用されるケーブルはすべて、絶縁され接地されている
必要があります。絶縁も接地もされていない周辺機器に接続されたケーブルで操作
すると、ラジオやテレビの受信に対し干渉を起こすことがあります。

p.62 の 「ICES-003 (カナダ)」 を参照してください。

ICES-003 (カナダ)
Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux
appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur:
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"Apparelis Numériques", NMB-003 édictee par le Ministre Canadian des
Communications.
上記の日本語訳:
本デジタル装置は、カナダ通信局発行の電波干渉機器に関する規格 ICES-003
「Appareils Numériques」の定めるクラス A のデジタル機器に適用される電波干渉雑音
の制限値を越えていません。
p.63 の 「CE 適合宣言書 (ヨーロッパ)」 を参照してください。

CE 適合宣言書 (ヨーロッパ)
この製品は、低電圧指令 (73/23/EEC) と EMC 指令 (89/336/EEC) に従ってテストされ
適合しています。適合製品であることを示すため、この製品には CE マークが表示されて
います。
p.63 の 「VCCI (日本)」 を参照してください。

VCCI (日本)
これは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の標準に基づいたクラス A
の製品です。この製品を家庭の環境でラジオやテレビ受信器の近くに置いて使うと、無
線の干渉を引き起こす場合があります。装置の設置と使用に際しては、使用説明書に
従ってください。
p.63 の 「BSMI (台湾)」 を参照してください。

BSMI (台湾)
BSMI 証明書のマークと EMC の警告ラベルは、製品の外側後部に表示されています。
p.61 の 「証明書/登録/宣言書」 を参照してください。
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