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第 1 章   データのインストール 
このマニュアルでは、装置の構成、装置の概要、設置に関する仕様およびレイアウトに関する各種図面など、設置

の際に使用する各種データについて説明します。 

1.1 装置の構成内容 
以下に、各装置の名称と構成内容を示します。 

表 1.1 各装置の名称と構成内容 

装置の名称 構成内容 サイズ（高さ） 
Cisco C880 サーバ 最大 4 SB（最大 8 CPU）、最大 4 IOU が使用できます。  

 
コメント 
「表 1.1 各装置の名称と構成内容」に示されている各装置は、EIA 標準 の 19 インチ ラックに設置されます。 
19 インチ ラックの詳細については、製品を購入した販売業者、または販売代理店にお問い合わせください。 

1.2 装置の外観の概要 
本項では、装置の外観の概要について説明します。 

1.2.1 装置（本体機器）の外観の概要 
Cisco C880 サーバ 装置（前面図、背面図、上面図、右側面図）の外観の概要を以下に示します。 

Cisco C880 サーバ 
図 1.1 Cisco C880 サーバの前面図 
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図 1.2 Cisco C880 サーバの背面図 

 
 

図 1.3 Cisco C880 サーバの上面図 

 
 

図 1.4 Cisco C880 サーバの右側面図 
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1.3 設置に関する仕様 
本項では、各モデルの設置に関する仕様について説明します。 
 

1.3.1 設置に関する仕様（Cisco C880 サーバ） 
表 1.2 設置に関する仕様（Cisco C880 サーバ） 

項目 目次 
寸法  
[mm（インチ）] 

幅 445(17.52) 
奥行き（*1） 782（30.79） 
長さ 438（17.25）10U 

質量 [kg（ポンド）]（*2） 143（315） 
空調の条件 最大発熱量 

[kJ/時（BTU/時）] 
通常電源 21,600（20,500） 

高効率電源（*13） 20,900（19,800） 

換気 
[m3/分（ft3/分）]
（*3） 

推奨される環境温度 12（424） 

最大 28（989） 

温度および湿度の

条件（*4） 
動作時 温度 [°C（°F）] （*5） 

湿度 [%RH] 20 ～ 80 
最大湿球温度 [°C（°F）] 29（84.2） 

ダウンタイム

（*6） 
温度 [°C（°F）] 0 ～ 50（32 ～ 122） 
湿度 [%RH] 8 ～ 80 
最大湿球温度 [°C（°F）] 29（84.2） 

ノイズ [dB]（*7、*8） 60 
音響パワーレベル [B]（*8） 7.8 
許容振動 [m/s2

（gal）] 
動作時（スタンバイを含む） 4.0（400）（複合地震波） 

ダウンタイム（*9） 10.0（1000）（複合地震波） 

許容ダスト レベル [mg/m3] 0.15 

電源の条件 入力電圧および相数 200 ～ 240 VAC ± 10 % 
1φ 

周波数および変動幅 50/60 Hz + 2/-4 % 

最大消費電力/皮相

電力 
動作時 通常電源（*13） 6.00 kW/6.19 kVA 

高効率電源（*13） 5.81 kW/5.99 kVA 

ダウンタイム 0.084 kW 

  
力率（*10）  0.95 以上 
突入電流 [A] [ラッシュ アワー]（*11）  20 以下 
漏洩電流 [mA]（*12）  6.9 以下 

 
*1：突出部を含まない寸法です。 
*2：各オプション装置が最大数搭載される場合の数値です。 

ただし、ラック搭載レール（5.7 kg）と各種ケーブルは含まれません。 
設置構成に基づく質量は、以下に示す式で計算できます。 
装置の質量 = 77 +（9.6 * A）+（2.5 * B）+（1.8 * C）+（3.3 * D）[kg] 
A= 搭載される SB 数（最小 1 から最大 4） 
B= 搭載される IOU 数（最小 1 から最大 4） 
C= 搭載される PSU 数（最小 2 から最大 6） 
D= 搭載される DU 数（最小 0 から最大 2） 
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*3：推奨される環境温度下でも、装置が過負荷であったり、異常が検出されたりすると、ファンが高速で回転する場

合があります。 
*4：凝縮から保護します。 
*5：設置場所の海抜によって温度条件が変化します。 

海抜 0 ～ 1000 m（0 ～ 3281 フィート）の場合、インストール時の温度範囲は 5 ～ 35 °C（41 ～ 95 °F）です。 
海抜 1000 ～ 1500 m（3281 ～ 4921 フィート）の場合、インストール時の温度範囲は 5 ～ 33 °C（41 ～ 91.4 °F）
です。 
海抜 1500 ～ 2000 m（4921 ～ 6562 フィート）の場合、インストール時の温度範囲は 5 ～ 31 °C（41 ～ 87.8 °F）
です。 
海抜 2000 ～ 3000 m（6562 ～ 9843 フィート）の場合、インストール時の温度範囲は 5 ～ 29 °C（41 ～ 84.2 °F）
です。 
設置場所の海抜設定では、+ 100 m までの誤差は許容されます。 

*6：ダウンタイムは、装置が梱包され、保管されている状態です。 
*7：実際に聴取されるノイズ レベルは、ノイズが聴取される位置またはラックの位置での設置条件によって異なります。 
*8：ノイズ レベルおよび音響パワーレベルは、ハードウェア構成、処理負荷および環境温度によって変化します。 
*9：ダウンタイムは、装置が設置されている状態です。ただし、電源はオフです。 
*10：動作時の値です。 
*11：入力ケーブル 1 本の値です。 
*12：装置 1 台の値です。 
*13：通常電源は、内蔵 PSU（80 PLUS シルバー対応）で、高効率な電源は、内蔵 PSU（80 PLUS プラチナ対応）

です。 
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1.4 設置エリア 
この項では、Cisco C880 サーバを 19 インチ ラックに設置する場合の設置エリア、およびサービス エリアについて

説明します。 
設置エリアおよびサービス エリアは、設置される 19 インチ ラックによって異なります。 
19 インチ ラックの詳細については、製品を購入した販売業者、または販売代理店にお問い合わせください。 

図 1.5 19 インチ ラック モデルの設置時のサービス エリア 

 
番号 説明 
（1） 背面側サービス エリア 
（2） ラック 
（3） 前面側サービス エリア 
（4） ラックの幅 モデル 2724/2737/2742、PCRM1 724S/742S/724A/742A 700 mm 

モデル 2616/2624/2642、PCRM1 616S/624S/642S 600 mm 
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1.5 設置場所の冷気と排気の流れ 
この項では、各装置の冷気と排気の流れについて説明します。 
（注） 
冷気と排気の流れは、装置の設置を検討するときに考慮する必要があります。それらを考慮せずに装置を設置する

と、他の装置からの排気の吸引による影響を受ける場合があります。特に、吸気温度を検出する装置は、異常を示

すアラームを発生させる可能性があります。 

1.5.1 冷気と排気の流れ（メイン キャビネット） 
図 1.6 冷気と排気の流れ（メイン キャビネット） 

 
番号 説明 

（1） 吸気 
（2） 排気 
（3） 排気口の場所 
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1.6 設置環境 
この項では、ベース キャビネットの設置環境について説明します。 

1.6.1 埃 
懸濁粒子  

コンピュータ ルームの懸濁粒子は、0.15 mg/m3 を超えてはいけません。コンピュータは、この懸濁粒子に耐えられ

るように設計されています。これは、通常のオフィスで許容される値です。ただし、この値は、埃などの懸濁粒子を含

んだ外気侵入量が少ない場合、およびタバコの煙がない場合に、通常のコンピュータ ルームで維持できます。 
 

埃除去 
埃などの懸濁粒子は、空調のフィルタで収集されます。埃は、床面と床下を定期的に清掃することによって、コンピュ

ータ ルームから取り除く必要があります。清掃は以下の場合に必要となります。 
 コンピュータ ルームの準備が完了して、コンピュータを搬入する前 
 コンピュータ ルームの改装時  
 コンピュータを交換して、装置を再配置するとき 

1.6.2 腐食性ガス 
腐食性ガスと潮風は、装置の腐食、故障、および障害を引き起こし、装置の寿命を大幅に縮めます。 
腐食性ガスは、適切な空気清浄装置を設置して除去する必要があります。また、室内に清浄な空気で正圧を生成す

ることよって外部からの腐食性ガスの侵入を防ぐことができます。化学工場エリア、温泉/火山帯などは、腐食性ガス

の発生源と見なされます。 

表 1.3 腐食性ガスの許容レベル 

気体の名称 許容レベル 
硫化水素（H2S） 7.1 ppb 以下 
二酸化硫黄（硫黄酸化物）（SO2） 37 ppb 以下 
塩酸（HCL） 6.6 ppb 以下 
塩素（CI2） 3.4 ppb 以下 
フッ化水素（HF） 3.6 ppb 以下 
二酸化窒素（窒素酸化物）（NO2） 52 ppb 以下 
アンモニア（NH3） 420 ppb 以下 
オゾン（O3） 5 ppb 以下 
流体蒸気 0.2 mg/m3 以下 

1.6.3 海水（塩害） 
海岸近くでは、大量の海塩粒子が潮風によって空気中を浮遊します。海塩粒子がコンピュータに付着すると、湿気お

よび化学的に凝縮された物質によって、絶縁不良およびコンポーネントの腐食劣化が引き起こされます。したがって、

コンピュータは、海岸から離れた場所に設置する必要があります。 
海塩粒子による損傷を防ぐための設置の標準を、以下に示します。 
標準：コンピュータは、海岸から少なくとも 0.5 km 離れた場所に設置する必要があります（外気の侵入を防ぐ空調機

器がある場合を除きます）  
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第 2 章   接続情報 
この項では、Cisco C880 サーバで使用するケーブルとケーブル接続の概要について説明します。 

2.1 信号ケーブルの接続  
この項では、信号ケーブルの接続、ケーブル リスト、およびケーブル入手の際の注意事項を説明します。 

2.1.1 外部インターフェイス接続の詳細 
Cisco C880 サーバの外部インターフェイス接続部品の取り付け位置を、以下の項に示します。接続ケーブルの長さ

を計算する場合、取り付け位置を考慮する必要があります。 
 

外部インターフェイスの接続  
基本キャビネットの Cisco C880 サーバの外部インターフェイスの接続図を、以下の項に示します。これは、カバー

を外した状態の前面（正面）の図です。 
前面カバーは正常動作時には取り付ける必要があります。 
 

図 2.1 外部インターフェイス接続図（前面） 
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図 2.2 外部インターフェイス接続図（背面） 

  

外部インターフェイスの詳細（MMB） 
図 2.3 外部インターフェイスの詳細（MMB） 

  

外部インターフェイスの詳細（IOU_1GbE/IOU_10GbE） 
図 2.4 外部インターフェイスの詳細（IOU_1GbE） 

  

図 2.5 外部インターフェイスの詳細（IOU_10GbE） 

 
 



 

10 
 

外部インターフェイスの詳細（DU） 
図 2.6 外部インターフェイス（DU）の詳細 
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2.2 電源ケーブル接続 
この項では、Cisco C880 サーバの入力電力システムについて説明します。 

2.2.1 電源ケーブル接続（Cisco C880 サーバ） 
この項では、Cisco C880 サーバの入力電力の図を示します。 
 

配電ボックス接続での 200 V の標準構成（単一給電および冗長給電なし） 
200 V の標準構成には、3 つの PSU、3 つの FANU、3 本の電源ケーブル（200 V IEC60320 C20）および 2 つの

配電ボックス（200 V IEC60320 C19×3 タイプ）を配置する必要があります。 
配電ボックスを使用する場合、配電パネルのブレーカー特性を守る必要があります。「2.5 配電パネルの遮断特性

（配電ボックスの接続時）」を参照してください。 
 

図 2.7 配電ボックス接続での 200 V の標準構成（単一給電および冗長給電なし） 

 
番号 説明 

（1） 配電ボックス（200 V C 19  3 タイプ） 
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配電ボックス接続での 200 V の冗長給電構成（単一給電、冗長給電あり） 
200 V の冗長給電構成（単一給電、冗長給電あり）には、4 つの PSU、2 つの FANU、4 本の電源ケーブル（200 V 
IEC60320 C20）および 2 つの配電ボックス（200 V IEC60320 C19×3 タイプ）を配置する必要があります。 
配電ボックスを使用する場合、配電パネルのブレーカー特性を守る必要があります。「2.5 配電パネルの遮断特性

（配電ボックスの接続時）」を参照してください。 
 

図 2.8 配電ボックス接続での 200 V の冗長給電構成（単一給電、冗長給電あり） 

 
番号 説明 

（1） 配電ボックス（200 V C 19  3 タイプ） 
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配電ボックス接続での 200 V の二重化給電構成 
200 V の二重化給電構成には、6 つの PSU、6 本の電源ケーブル（200 V IEC60320 C20）および 4 つの配電ボッ

クス（200 V IEC60320 C19×3 タイプ）を配置する必要があります。 
配電ボックスを使用する場合、配電パネルのブレーカー特性を守る必要があります。「2.5 配電パネルの遮断特性

（配電ボックスの接続時）」を参照してください。 

図 2.9 配電ボックス接続での 200 V の二重化給電構成 

 
番号 説明 

（1） 配電ボックス（200 V C 19  3 タイプ） 
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2.3 入力電力の接続仕様  
この項では、Cisco C880 サーバのベース キャビネットの、入力電力の接続仕様について説明します。 

2.3.1 入力電力の接続仕様（ベース キャビネット） 
次の表には、メイン ユニットの入力電力の接続仕様を示します。 

表 2.1 電源ケーブル仕様（ベース キャビネット） 

目的地 プラグの形状 コメント 
100 V アース接続を持つ並列 

2 極プラグ「NEMA 規
格 5-15P」 

壁配電での接続 
受け側の配電形状 

 

平行 2 極接地極付プラグ

「NEMA 規格 5-15R」（125 V 
15 A）  

200（V） IEC60320-C20 タイプ 配電ボックスでの接続 

受け側のコンセント形状 

 

IEC60320-C19 タイプ 

コメント 
- 装置に接続する電源ケーブルには、装置に同梱されている電源ケーブルまたはオプション部品に同梱されてい

る電源コードを使用します。ただし、同梱されている電源ケーブルは、他の製品には使用しません。 
- 受け側の形状に適した配電ボックスを使用します。 

2.3.2 配電ボックスおよび配電パネル 
次の表には、配電ボックスおよび配電パネルの電源ケーブルの仕様を示します。 

表 2.2 配電ボックスおよび配電パネルの電源ケーブルの仕様 

目的地 プラグの形状 コメント 
日本以外の国の 
200 V 用 

NEMA L6-30P 受け側の配電形状  

 

NEMA L6-30R（30 A-220 V） 

ブラジル用の 200 V IEC60309-32A 受け側の配電形状  

 

IEC60309-32A（32 A-250 V） 

コメント 
装置に接続する電源ケーブルには、装置に同梱されている電源ケーブルまたはオプション部品に同梱されている電

源コードを使用します。ただし、同梱されている電源ケーブルは、他の製品には使用しません。 



 

15 
 

2.4 フリー アクセス フロアの床下での電源ケーブルの接続 
床下の高さが 300 mm（11.8 インチ）未満の場合、配電は横向きに設置します。 

図 2.10 床下の高さが 300 mm（11.8 インチ）未満である場合 

 
 

番号 説明 
（1） フリー アクセス フロア 
（2） 300 mm（11.8 インチ）未満 
（3） 受け側配電  

 
配電ボックス（またはベース キャビネット）の電源ケーブルをフリー アクセス フロアの床下で接続するときは、電源ケ

ーブルのコネクタ形状およびケーブル曲げ半径を考慮します。床下の高さは 300 mm （11.8 インチ）以上であること

が推奨されます。 
受け側の配電は、装置の近くに配置する必要があります。 

図 2.11 床下の高さが 300 mm （11.8 インチ）以上である場合。 

 
 

番号 説明 
（1） フリー アクセス フロア 
（2） 200 mm （9.8 インチ） 
（3） 300 mm （11.8 インチ）以上 
（4） 受け側配電 

コメント 
上の図は、装置が設置されている 19 インチ ラックの例を示しています。 
 

2.5 配電パネルの遮断特性（配電ボックスの接続時） 
配電ボックスを介して配電パネルに接続する場合、配電パネルのブレーカーが落ちる前に装置（または配電ボック

ス）のブレーカーが落ちるように保護策を調整する必要があります。このような保護策を維持する必要があります。し

たがって、配電パネルは「表 2.3 配電パネルのブレーカーの特性条件」で示す特性条件が必要です。 
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これらの条件に適した配電パネルのブレーカーを使用してください。 

表 2.3 配電パネルのブレーカーの特性条件 

電源入力 デバイス名 
配電パネルのブレーカーの容量 

日本/海外一般/北米用 ヨーロッパ用 
AC 200 ～ 240 V 配電ボックス 30 A 32 A 

 
遮断特性は長時間遅延タイプで、「図 2.12 配電パネルのブレーカー特性」に示す遮断特性 D 相当（IEC898 または 
IN0641 part II）、またはこれらよりも特性が遅いものを使用します。 

図 2.12 配電パネルのブレーカー特性 

 
 

番号 説明 
（1） 動作時間 
（2） 分 
（3） 秒 
（4） 電流（定格電流の倍率） 
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付録 A  ラック 
この付録では、Cisco C880 サーバを搭載するラックに関するさまざまな情報を紹介します。 
 
コメント 
- 本体機器の左右両側に取り付けられているハンドルを使って持ち上げないでください。 

 
 
- 装置をラックに設置する前に、マイナス ドライバーでハンドルを取り外してください。ラックへの設置。 
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A.1 ラックの設置 
Cisco C880 サーバ（周辺機器を含む）は、ラックに搭載されることを前提として開発および動作保障されています。

ラックに搭載されたユニットの安全な使用法については、製品を購入した販売業者、または販売代理店にお問い合

わせください。 
Cisco C880 サーバ製品を他社が製造したラックに設置する場合は、そのラックが Cisco C880 サーバの製品仕様

および要件を満たすことを、お客様の責任で確認する必要があります。 
A.2.2 サード パーティ製ラックへの設置要件を参照してください。 

A.2 ラックの設置要件 
この項では、ラックの設置要件について説明します。 

A.2.2 サード パーティ製ラックへの設置要件 
Cisco C880 サーバ製品を他社が製造したラックに設置する場合は、そのラックが Cisco C880 サーバの製品仕様

および要件を満たすことを、お客様の責任で確認する必要があります。 
 

表 A.1 ラックの構造的条件 

 
チェック番号 項目 要件 参照 

ラックの奥行 
チェック 1 支柱間の許容間隔 685 ～ 790 mm 

（26.7 ～ 31.1 インチ） 
図 A.1 ラックの奥行 

チェック 2 前面支柱から背面カバーま

での長さ 
860 mm（33.9 インチ）以上 図 A.1 ラックの奥行 

チェック 3 前面支柱から前面カバーま

での長さ 
60 mm（2.4 インチ）以上 
 

図 A.1 ラックの奥行 

ラックの幅 
チェック 4 左右の支柱間の距離（前面

と背面の支柱間と共通） 
450 mm（17.7 インチ）以上 図 A.2 ラックの幅 

図 A.3 ラック支柱の

形状 
チェック 5 左右の装置取り付け支柱の

穴と穴の間の距離（前面と

背面の支柱間と共通） 

465 mm （18.3 インチ）以上 
（EIA 規格） 

図 A.2 ラックの幅 
図 A.3 ラック支柱の

形状 
チェック 6 ブラケットの設置スペース 図の網掛け部分に干渉物（補強用またはオプ

ションの支柱）がないこと。 
図 A.2 ラックの幅 

ラックの形状 
チェック 7 穴のピッチ EIA 標準、ユニバーサル ピッチ 図 A.3 ラック支柱の

形状 
チェック 8 穴の形状とサイズ 角穴で各辺の長さは 9 X 9（0.35 インチ）～  

10 X 10 mm（0.39 インチ）。 
図 A.3 ラック支柱の

形状 
チェック 9 ケーブルの取り出し口 ケーブルを底面または背面から取り出せる。 図 A.1 ラックの奥行 
チェック 10 ラックの耐荷重 合計重量がラックの耐荷重 未満であること。 

（注） 
ラックの耐荷重は、地震対策が行われると変更

される場合がある。 

- 

チェック 11 ラックの開口率 前面カバーと背面カバーのラックの開口率は、

60 % 以上である必要がある。 
- 

チェック 12 ラックの転倒防止対策 ラックの転倒防止対策を実施する必要がある。 - 
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ラックの奥行 
図 A.1 ラックの奥行 

 
番号 説明 

（1） 前面カバー 
（2） 前面支柱 
（3） 背面支柱 
（4） 背面カバー 

 
ラックの幅 

図 A.2 ラックの幅 

 
番号 説明 

（1） 前面カバー 
（2） 前面支柱 
（3） 背面支柱 
（4） 背面カバー 
（5） ブラケットの設置エリア 
（6） ブラケットの設置幅 
（7） Cisco C880 サーバ シャーシの幅 
（8） Cisco C880 サーバ シャーシ 
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ラック支柱の形状 
 

図 A.3 ラック支柱の形状 

 
 

その他の条件 
構造的な条件に加えて、以下の条件も考慮する必要があります。 
- ラックに設置されている装置の冷却 

ラック内部の温度が「1.3 設置に関する仕様」の温度条件を満たすように、ラックを設置します。 
特に、ラック内の空きスペースの前面をカバーし、装置からの排気が空気取り入れ口に再流入するのを防止す

るために必要な他の対策を講じてください。 
- 保守作業領域の確保（サービス エリア） 

認定されたサービス エンジニアが行う保守作業に必要なサービス エリアを確保してください。 
1.4 設置エリア： のラック サービス エリア、および使用するラックのインストレーション マニュアルを参考にして、

サービス エリアを決定してください。 
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