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概要
このマニュアルでは、Mini-SAS 4i 内部アダプタを使用して、内部データ接続用の Mini-SAS 4i コネ
クタが付いた SAS ホスト バス アダプタ（HBA）を HP 600 ワークステーションおよび 800 ワ

ークステーションの内部ブラインドメイト SAS ハード ドライブに接続する方法を説明します。
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警告および注意
警告！  装置の表面または領域にこの記号が貼付されている場合は、感電のおそれがあることを

示しています。 感電によるけがを防ぐため、この記号が貼付されているカバーは開けないでくださ
い。

警告！ 感電または装置の損傷の危険がありますので、次の点を守ってください。

— 必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。アース端子は重要な安全機能です。

— 電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに差し込んで
ください。

— 電源コンセントから電源コードを抜いて、コンピュータの電源を切断してください。

警告！  装置の表面または領域にこの記号が貼付されている場合は、高温の表面または高温の部

品が存在することを示しています。 この表面に触れると、火傷をするおそれがあります。 高温の部
品による火傷の危険を防ぐため、必ず、表面の温度が十分に下がってから手を触れてください。

注意： 静電気の放電により、ワークステーションの電子部品が破損することがあります。 作業を
始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。
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ブラインドメイト データ ケーブルの接続
Mini-SAS 4i アダプタを使用して、ブラインドメイト ケーブルがシステム ボードにあらかじめ接続
された HP ワークステーション（HP 600 ワークステーションや HP 800 ワークステーションな

ど）の内部 SAS ハード ドライブに SAS HBA を接続します。

図 1  ブラインドメイト ハード ドライブ ケーブルを見つけて、取り外します

図 2  ブラインドメイト ハード ドライブ ケーブルを Mini-SAS 4i アダプタ ケーブルに接続します

図 3  4 台の内部ハード ドライブが接続された SAS HBA
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