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概要

この資料は正常に NCS4016 システムにインストールされるインサービス外部接続ユニット
（ECU）を交換し、ECU 2.と取り替えるために必要な情報を記述したものです。 それはプロシ
ージャ ステップ/インストール ECU 取除くために提供します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

Cisco NCS4000 シリーズ用の CLI Cisco IOS ®●

NCS4016/NCS4009 の含んだ Cisco NCS4000 シリーズ●

使用するコンポーネント

この資料に記載されている情報はこのプロシージャの開始前に 6.5.26 をまたはそれ以降のソフト
ウェア稼動する NCS4016 システムに基づいています。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

背景説明

この資料で詳述されるプロシージャはトラフィックに影響を及ぼしません。 NCS4000 シャーシ



が 4016 または 4009 シェルフであると仮定します。 対象のネットワークが実稼働中である場合
には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要がありま
す。

NCS4K への接続を確立し、6.5.26 の最小ソフトウェア リリース
を確認して下さい

始める前に、NCS 4016 へのラップトップ接続を設定し、ラップトップがハードウェアおよびソ
フトウェア要件を満たすようにして下さい。

ステップ 1： NCS 4016 シェルフに接続されるコンピュータからパテのようなターミナル エミュ
レータ プログラムを開始し、NCS4016 システムにログインして下さい。

呼び出します。 コマンド プロンプトで、show version を実行し、ソフトウェア リリースがイメ
ージに示すように 6.5.26 であることを確認して下さい。

ステップ 3 ソフトウェアが 6.5.26 または以降にない場合、続ける前にプロシージャを停止し、
6.5.26 にソフトウェアをアップグレードして下さい。

ステップ 4.イメージに示すようにすべてのアラームを確認し、注意して下さい。



ステップ 5.ハード ドライブ詳細を確認して下さい。

ステップ 6.データベース バックアップを作成して下さい。



ステップ 7.ビット タイミングを確認して下さい。 ビット タイミングが NCS4K によって使用さ
れる場合、これらのコマンドのための出力を記録して下さい。 タイミングが使用されない場合、
ステップ 8.レコードにイメージに示すようにコントローラ クロックを時間を計るコマンド show
controller のための出力をスキップして下さい。

コマンドのための出力を示しますイメージに示すように周波数 同期クロック インターフェイス要
約を記録して下さい。



ステップ 8. ECU 削除の準備をして下さい。 安全にサービスから ECU を取除くために、取り外
しコマンド hw-module プロビジョニングする ecu を取り外しますイメージに示すようにディス
ク ラック 0 を発行して下さい。

ステップ 9： ECU モジュールが物理的に取り外される前に、開始するディスクのための取り外し
オペレーションがシステムでクリアされるアラームを確認して下さい。

ステップ 10. NCS4K シャーシから ECU モジュールを取り外して下さい:

a. ユーザを身に着けています ESD リスト ストラップを確認して下さい。

b. NCS4K-ECU モジュールに接続されるすべてのケーブルを取除いて下さい。

c. EMS ケーブルを取除く場合、シェルフにすべての遠隔管理を廃棄します。 それは EMS ケーブ
ルがコンソールポートの使用とステップ 11.リモート アクセスでそれでも達成される場合がある
再接続するまで復元されません。



e. ユニットに接続されるすべての個々のタイミング ケーブルを取除いて下さい。

f. ECU ユニットのネジをゆるめるためにフィリップス スクリュードライバーを使用して下さい。

g. NCS4K-ECU ユニットを差し込むのに両側のラッチを使用して下さい。

h. 両方の 2.5"をオリジナル NCS4K-ECU からの SATA ドライブ（SSD）取除いて下さい。 ECU
の正確な位置に、左右どちら、注意して下さい。

i. 新しい NCS4K-ECU2 モジュールに 2.5"を NCS4K-ECU から取除かれる SATA ドライブ挿入し
て下さい。 それらをインストールされていますオリジナル ECU と同じ位置に確認して下さい。

ステップ 11. ECU2 モジュールをインストールし、ケーブルを再接続して下さい:

a. オリジナル ECU スロットに両方の 2.5"の新しい NCS4K-ECU2 モジュールを SATA ドライブ
置いて下さい。

b. ステップ 10.で取除かれる新しい ECU2 モジュールにすべてのケーブルを再接続して下さい。

c. ラッチが正しく置かれた後ネジをきつく締めて下さい。

d. NE への接続によってが再度利用できる遠隔管理を確認して下さい。

e. NE の前面パネル LCD を正常に動作しています確認して下さい。

ステップ 12： NCS4K シャーシの新しい ECU2 を初期化して下さい。 初期化するべき NCS4K-
ECU2 モジュールのための 2 から 3 分を待って下さい。

ステップ 13： イメージに示すようにコマンド プロンプトからの attach コマンドを実行して下さ
い。



ステップ 14： ECU がシャーシに正常に接続すれば、NCS4K-ECU からの NCS4K- ECU2 への
ECU 移行は完了しました。

ポスト チェック

アラームを確認して下さい

アラームを確認し、そこにですシェルフの新しいですか予想外アラーム確認して下さい。

注: 場所アラームのためのディスク領域アラートは RP0 および RP1 両方のためにアイドル
状態になるためにやや時間がかかるかもしれませんが、ディスクが SH メディア コマンド
で正常に動作していることを確認できます。

メディアを確認して下さい

ソリッド ステート ディスク ドライブが両方ともイメージに示すように到達可能正しく置かれる
ことを確認すれば。



ビット タイミングは再確認します

ビット タイミングが装備されていたらおよびセクション 1.5 が終了されたら、ECU2 にビット タ
イミングを再び取付けた、前の結果とイメージに示すように比較する後コマンドを再度実行して
下さい。
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