
ルータの設置

この章では、Cisco NCS 540ルータの設置方法について説明します。

• Cisco NCS 540ルータの開梱（1ページ）
• 2支柱ラックへのルータのラックマウント（2ページ）
•ルータのアース（5ページ）
•電源接続に関するガイドライン（6ページ）
• AC電源ケーブルの取り付け（7ページ）
• DC電源ケーブルの取り付け（9ページ）
•コンソールポートへの接続（11ページ）
•管理イーサネットポートへの接続（12ページ）

Cisco NCS 540ルータの開梱

始める前に

シャーシパレットの周りに、開梱するのに十分なスペースがあることを確認します。

ステップ 1 アクセサリトレイと梱包材を取り外します。

ステップ 2 梱包材は脇に丁寧に置いておきます。

コンポーネントの製品を返品する必要がある場合に備え、梱包材は保存しておいてください。ヒント

これらの画像は説明を目的としたものです。シャーシの実際の外観とサイズは異なる場合があり

ます。

（注）
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図 1 :ルータの開梱

フォームエンドキャップ2通常のスロット型コンテ

ナ（配送ボックス）

1

製品の前面後部4波形キャップ（前面）3

アクセサリトレイ6製品の背面後部5

2支柱ラックへのルータのラックマウント
ここでは、ルータに付属しているラックマウントキットを使用して、キャビネットまたは2支
柱ラックに Cisco NCS 540ルータを取り付ける方法について説明します。
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ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが

固定されていることを確認してください。

注意

表 1 : Cisco NCS 540ルータのラックマウントキット

部品数

量

ラックマウントブラケット2

M4 X 0.7 X 6 mmフラットヘッドネ
ジ

8

M3 x 0.5 x 4 mmのさらネジ3 1

1
上部カバーまたは NEBSキットは、エアーフローを向上させるためのオプションのアク
セサリであるため、標準的なパッケージには含まれていない場合があります。

ステップ 1 （オプション）M3ネジを使用して、上部カバーまたは NEBSキットをシャーシに取り付けます。

ステップ 2 次の手順に従って、2つのラックマウントブラケットをルータに取り付けます。

a) ルータにポート側吸気モジュールがある場合は、ポートがコールドアイル側になるようにルータを配
置します。

b) ブラケットの耳をシャーシの中央に向けた状態で、ラックマウントブラケットの前面をシャーシ側面
に配置し、4個の穴とシャーシ側面の 4個のネジ穴の位置を合わせます。

c) 4本のM4ネジを使用してブラケットをシャーシに取り付けます。
d) ステップ 1bと 1cを繰り返して、ルータの反対側にもう一方のラックマウントブラケットを取り付け
ます。
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図 2 : Cisco NCS 540のラックマウントブラケット

ステップ 3 次の手順で、2支柱ラックにルータを取り付けます。

a) ルータを持ち上げて 2本のラック支柱の間に配置します。
b) ラックマウントブラケットが 2本のラック支柱に接触するまで、ルータを移動します。
c) 1人がシャーシを水平に持っている間、もう 1人が 2本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24または

10-32ネジ）を 2つのラックマウントブラケットに差し込んで（合計 4本のネジを使用）、垂直ラック
の取り付けレールのケージナットまたはネジ穴にネジを通します。

d) 10-32ネジは 20インチポンド（2.26 N·m）で締め、12-24ネジは 30インチポンド（3.39 N·m）で締めま
す。
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ルータのアース

ステートメント 1024

この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正

しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっ

きりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。

警告

ステートメント 1046

装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

警告

ステートメント 1025

必ず銅の導体を使用してください。

警告

ラックがすでにアースされている場合でも、シャーシをアースすることが必要です。シャーシ

には、アースラグを接続するためのネジ穴が 2つあるアースパッドが付いています。アース
ラグは、NRTL認証済みである必要があります。また、銅の導体（線）を使用する必要があ
り、この導体は許容電流の NEC規定に適合していなければなりません。

注意

フレームアースの終端時には、はんだ付けラグコネクタ、ネジなし（押し込み）コネクタ、

高速接続コネクタ、またはその他の疲弊式コネクタを使用しないでください。

注意

ステップ 1 ローカルサイトの規則に従って、オフィスアースケーブルがラックの上部とオフィスアースに接続され
ていることを確認します。
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図 3 : Cisco NCS 540のアースラグ

M4 X 12 mmなべ頭ネジ2アースラグ1

ステップ 2 指定されたデュアルホールラグコネクタを使用して、シェルフアースケーブル（#6 AWGケーブル）の
一端をシャーシ背面の接地点に接続します。

a) ワイヤストリッパを使用して、アース線の端から 0.75インチ（19 mm）ほど、被膜をはがします。
b) むき出しになったアース線の端を、アースラグの開放端に差し込みます。
c) 圧着工具を使用して、アースラグにアース線を固定します。
d) シャーシのアースパッドに貼られているラベルをはがします。
e) 金属どうしがぴったり接触するように、アースラグをアースパッド上に重ね、アースラグとアース
パッドの穴に、ワッシャ付きの 2本のM4ネジを差し込みます。

f) アースラグおよびアース線が他の機器の妨げにならないことを確認します。

g) アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、シャーシに十分なアースが確
保されるようにします。

電源接続に関するガイドライン
ここでは、ルータの電源装置を設置場所の電源に接続する際の注意事項を説明します。

絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させた

りしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電

気技術者に確認してください。ステートメント 213

警告

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐに手が届く状態にして

おいてください。ステートメント 1019
警告
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この製品は、設置する建物に回路短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計さ

れています。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステート

メント 1045

警告

DC電源システムのガイドライン
DC電源モデルに関する基本的な注意事項は次のとおりです。

•シャーシの各電源装置は、それぞれ専用の入力電源を持たせるようにしてください。入力
電源は、UL60950、CSA60950、EN60950、および IEC60950規格の安全超低電圧（SELV）
要件に準拠する必要があります。

•回路は、専用の2極回路ブレーカーで保護する必要があります。電源装置の入力定格およ
び地域または国の規定に適合するサイズの回路ブレーカーを使用してください。

•回路ブレーカーは切断装置として、容易に手が届く場所に設置します。
•システムアースは、電源装置とシャーシのアースです。
• DC戻り線は、システムフレームやシステムアース機器に接続しないでください。
•アースラグを使用して、整備中に静電気防止用のリストストラップを取り付けます。
• -48Vのポジティブアースを使用してシャーシに電源供給する場合は、電源側でアースを
施し、シャーシを専用の 2極回路ブレーカーで保護する必要があります。

AC電源システムのガイドライン
AC電源モデルに関する基本的な注意事項は次のとおりです。

•シャーシの各電源装置には、それぞれ専用の分岐回路を持たせるようにしてください。
•電源装置の入力定格および地域または国の規定に適合するサイズの回路ブレーカーを使用
してください。

•シャーシとプラグ接続するAC電源レセプタクルには、アース付きのタイプを使用してく
ださい。レセプタクルに接続するアース用導体は、設置場所の施設の保護アースに接続す

る必要があります。

AC電源ケーブルの取り付け
電源スロットに AC電源ケーブルを取り付けるには、以下の手順に従います。

ステップ 1 電源モジュールに電源コードを差し込みます。

ステップ 2 電源コードをタイ [1]の中に差し込み、次の図の [2]に示すように電源コードのまわりをタイで固定しま
す。
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図 4 : AC電源コードへのタイおよびクリップの取り付け

AC電源モジュールの有効化
AC電源をアクティブにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 電源モジュールに電源コードを差し込みます。

ステップ 2 電源コードのもう一方の端を AC入力電源に接続します。

ステップ 3 各電源の前面パネル LED（PS0または PS1）がグリーンになっているかどうかを調べて、電源の動作を確
認します。

ステップ 4 LEDに電源の問題が表示された場合は、「トラブルシューティング」でトラブルシューティング情報を参
照してください。

ステップ 5 冗長 AC電源を接続している場合は、2番目の電源に対してこの手順を繰り返します。
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冗長 AC電源を接続している場合は、電源障害の発生時の電力損失を防ぐために、各電源は別の
電源ソースに接続してください。

（注）

DC電源ケーブルの取り付け

DC電源モジュールを取り付ける場合は、14 AWG、90°Cのケーブルを使用します。建物に設
置されている回路短絡（過電流）保護機能の設定が15Aを超えていないことを必ず確認してく
ださい。

（注）

DCコネクタまたは端子ブロックは、1.3～ 1.8 N-mのトルクが適用可能なネジおよびケージ
ナットを備えています。

（注）

図 5 :ネジを備えた DCコネクタ

0.27イン
チ

C0.97イン
チ

A

0.81イン
チ

M0.31イン
チ

B

DC電源を接続するには、以下のようにします。

ステップ 1 端子ブロックプラグを確認します。

ステップ 2 DC入力電源線を端子ブロックプラグに差し込みます。

ステップ 3 指定されたネジを使用して DC電源ケーブルを取り付けます。

ステップ 4 ラチェットトルクドライバを使用して、端子ブロックプラグの非脱落型ネジを締めます。次の図を参照
してください。
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図 6 : DC電源線の取り付け

DC電源モジュールの有効化
DC電源をアクティブにするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 回路ブレーカーのルータハンドルからテープを取り除き、回路ブレーカーのルータハンドルをオン（|）
の位置にして電源を再投入します。

ステップ 2 各電源の前面パネル LED（PS0または PS1）がグリーンになっているかどうかを調べて、電源の動作を確
認します。

ステップ 3 LEDが電源に問題のあることを示した場合は、「トラブルシューティング」を参照してください。

ステップ 4 冗長 DC電源を接続している場合は、2番目の電源に対してこの手順を繰り返します。

冗長 DC電源を接続している場合は、電源障害の発生時の電力損失を防ぐために、各電源は別の
電源ソースに接続してください。

（注）
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コンソールポートへの接続
ルータをネットワーク管理接続するか、ルータをネットワークに接続する前に、コンソール端

末でローカルの管理接続を確立して、ルータの IPアドレスを設定する必要があります。コン
ソールを使用して、次の機能を実行することもできます（それぞれの機能は、その接続を確立

したあとで管理インターフェイスを使用して実行できます）。

•コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してルータを設定する。

•ネットワークの統計データおよびエラーを監視する。

•簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）エージェントパラメータを設定する。

•ソフトウェアアップデートをダウンロードする。

システムコンソールポートは、Cisco NCS 540固定ポートシャーシの初期設定を行うための
データ端末接続用のRJ-45レセプタクルです。コンソールケーブルはハードウェアとともに出
荷されます。

図 7 :コンソールポート

データ端末をコンソールポートに接続するには、次の手順を実行します。

始める前に

•ルータは完全にラックに装着され、電源に接続され、アースされている必要があります。

•コンソール、管理、およびネットワーク接続に必要なケーブルが利用可能である必要があ
ります。

• RJ-45ロールオーバーケーブルおよびDB9F/RJ-45アダプタはルータアクセサリキッ
トに含まれています。

•設置したルータの場所までネットワークケーブルを配線しておく必要があります。
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ステップ 1 端末の動作値を 115200 bps、8データビット、パリティなし、2ストップビットに設定します。

ステップ 2 ケーブルの端末側をデータ端末のインターフェイスポートに接続します。

ステップ 3 ケーブルの反対側をコンソールポートに接続します。

次の表に、RJ-45ケーブルのピン配列情報を示します。

表 2 : RJ-45ストレートスルーケーブルのピン配列

信号RJ-45ピン

—1

—2

Tx3

アース（GND）4

GND5

Rx6

—7

—8

管理イーサネットポートへの接続
管理イーサネットポートはアウトオブバンド管理を行うためのものです。このポートに接続す

ることにより、コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して IPアドレスでルータを管
理できます。このポートでは、RJ-45インターフェイスで10/100/1000イーサネット接続が使用
されます。

IPアドレスの競合を防ぐため、初期設定が完了するまで管理イーサネットポートを接続しな
いでください。

（注）

システム管理ポートにケーブルを接続するには、管理イーサネットポート上のRJ-45レセプタ
クルにカテゴリ 5のケーブルを直接接続します。
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図 8 :コンソールポート

GR-1089-COREに準拠するために、装置の屋内ポートでは、シールドされた建物内配線、ある
いは両端がアースに接続された配線を使用する必要があります。

（注）

始める前に

ルータの初期設定を完了する必要があります。

ステップ 1 RJ-45レセプタクルに直接ケーブルを差し込みます。

ステップ 2 RJ-45ケーブルのネットワーク側をスイッチ、ハブ、リピータ、またはその他の外部機器に接続します。
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