CMCセンサ キット

この装置について

侵入センサ

ここでは、資格のある担当者がCompaqコンソール マネジメント コ
ントローラ (CMC）用のセンサ (オプション）をインストールする
ために役立つ手順を説明しています。

侵入センサは、磁石と電気スイッチの2つの部品で構成されていま
す。次の図に示すように、磁石はラックのドアの内側に取り付け、
電気スイッチはラックに取り付けなければなりません。必ず、磁石
とスイッチがそろうようにし、ドアが閉じるための隙間を十分に確
保してください。侵入センサは、ラックのフロント ドア1とリア ド
ア2に取り付けてください。

安全に使用していただくために

侵入センサには、コネクタの上部に終端プラグが差し込まれていま
す。図に示すように、終端プラグを接続しなければなりません。複
数の侵入センサを1つのCMCポートにデイジーチェーン接続するに
は、終端プラグを取り外し1、近くにある別の侵入センサの終端プ
ラグを、先に取り外した終端プラグのコネクタに接続しなければな
りません2。
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2

製品をインストールする前にお読みください
この製品をインストールする前に『安全に使用していただくため
に』 (CMCキットに同梱)をお読みください。

CMCセンサ キット用
インストレーション インストラクション

ラック
シリーズ
ラック9000シリーズ
1

2

警告
警告: 感電や高電圧により、けがをする危険があります。オプショ
ンのインストール、この製品の定期点検および保守については、
AC電源製品の取り扱い手順、注意事項、および危険性を熟知して
いる専門の担当者が行ってください。

安全上重要な注意事項
このマニュアルを保管しておいてください。このマニュアルには、
C M C キットと共に使用される追加のセンサのインストール中に守
るべき重要な安全上の注意事項が示されています。

インストールを始める前に、
必ずお読みください。

機械的衝撃
振動センサ
機械的衝撃/振動センサ

キットの内容

機械的衝撃/振動センサは、ラックのレールにインストールしなけれ
ばなりません。

! 温度センサ (1）
! 侵入センサ (2セット）
! 機械的衝撃/振動センサ (1）

ラック
シリーズ
ラック9000シリーズ

ラック
シリーズ
ラック7000シリーズ

! 湿度センサ (1）
本書は再生紙を使用しています。

! ラックマウント用ハードウェア部品
" ネジ
" 湿度センサ用マウンティング ブラケット
" 両面テープ

ご注意
本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的
あるいは校正上の誤り、省略に対して、また本書の適用の結果生じた
間接損害を含めいかなる損害についても、責任を負いかねますのでご
了承ください。本情報はそのままの状態で提供されるものであり、
Compaq Computer Corporationは、本情報について、いかなる明示、
黙示、または一般法上の保証を否認します。また、商品性、特定の目
的のための適合性、権限および権利侵害に関する黙示の保証につい
て、ここに一切否認します。
本書の内容は著作権によって保護されています。したがって、本
書の一部または全部を無断で転載または複製することは法律で禁
じられています。
本製品は、日本国内で使用するための仕様になっており､日本国外で
使用される場合は、仕様の変更を必要とすることがあります。
本書に掲載されている製品情報には､日本国内で販売されていないも
のも含まれている場合があります。
© 2001 Compaq Computer Corporation
© 2001 コンパックコンピュータ株式会社
Compaqは、米国Compaq Computer Corporationの商標です。
COMPAQ CMCセンサ キット インストレーション インストラクション
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" 結束バンド
" ケーブル マネジメント クリップ
! センサ用ケーブル パッケージ - 各種の長さ

1 センサの取り付け
1

2

センサ ケーブルをラックを通して配線し、貼り付け式のケーブル マ
ネジメント クリップまたは結束バンドを使用してラックに取り付け
ることができます。

温度センサ
温度センサは、ラックの天井、背面側、またはラックに設置され
た最も高温に弱いコンポーネントの近くに取り付けることができ
ます。

ラック
シリーズ
ラック7000シリーズ
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湿度センサ

3 ケーブルの固定

への接続
センサのCMCへの接続
2 センサの

湿度センサは、次の図に示すようにインストールします。
ラック
シリーズ
ラック9000シリーズ

次の図に示すように、センサは、CMCのリア パネルに接続します。
オプションの温度センサは、ポートi に接続し、オプションの侵入
センサは、ポート9および-に接続します。機械的衝撃/振動センサ
は、ポートwに接続し、湿度センサは、ポートoに接続します。
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ラック
シリーズ
ラック7000シリーズ

結束バンドを使用して、ケーブルをケーブル固定用ブラケットに固
定します。
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警告
警告: 感電を防止するために、コンソール マネジメント コント
ローラのカバーは取り外さないでください。この装置の内部には、
使用場所で保守可能な部品やユーザが保守可能な部品は含まれてい
ません。

以上でインストールは完了です。
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