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S4 ディープ ラック アダプタ取り付けガイド

概要
このドキュメントでは、Security Analytics Series 4アプライアンスのディープ ラック アダプタの情報と取り付け手順
を提供します。

本書について
このドキュメントは、ハードウェアの構成手順を説明する目的で記載されています。Security Analyticsソフトウェアの
特定のリリースに依存するものではありません。ハードウェアの構成を完了した後、sadocs.emc.com/ja-jpのSecurity
Analyticsオンライン ドキュメントの説明に従って、Security Analytics Serverアプライアンスの構成を完了してくださ
い。

概要
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R620アプライアンスでのディープ ラック アダプタの取
り付け

手順
Note:この手順は、S4 R620アプライアンスをEMC Titan D ウルトラ ラックに取り付ける場合にのみ適用さ
れます。

S4 R620アプライアンスをEMC Titan D ウルトラ ラックに取り付ける場合、1U ディープ ラック アダプタが必要で
す。この手順に従って新しいブラケットをサーバ レールに取り付けます。

1. R620アプライアンス カートンにある付属品ボックスで、代替のレール ブラケットを探します。

手順
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2. レール カートンから左側レールを取り外します。

各レールにはマークがついています。

3. プラス ドライバを使用して、2つのマウント用ネジを取り外します。

手順
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4. ブラケットを取り外し、新しいブラケットに交換します。

5. ネジを再利用して、新しいブラケットを固定します。

R620アプライアンスの取り付けのためにレールの準備ができました。

手順
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