ルータの設置
この章では、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの設置方法
について説明します。
• 前提条件 （1 ページ）
• ルータのラックへの設置 （2 ページ）
• 壁面へのルータの取り付け （11 ページ）
• インターフェイス モジュールの取り付けおよび取り外し （15 ページ）
• ファン トレイの脱着 （19 ページ）
• 電源装置の取り付け （23 ページ）
• SFP モジュールの脱着 （36 ページ）
• 10/100/1000 ポートへの接続 （41 ページ）
• シャーシのアース接続の取り付け （42 ページ）
• ネットワークへのルータの接続 （47 ページ）

前提条件
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータを設置する前に、次のよ
うに設置準備することが重要です。
• 設置場所（設置場所の計画）を準備し、設置計画または Method of Procedure（MOP）を確
認する。「設置場所の計画」を参照してください。
• Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの開梱と検査「ルー
タの受け取り」を参照してください。
• Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータを正しく設置するた
めに必要な工具とテスト機器の収集「必要な工具と機器」を参照してください。
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの設置を準備する方法に
ついては、第 2 章「設置の準備」を参照してください。
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ルータのラックへの設置
ここで説明する手順は、ラックへのルータの水平取り付けと垂直取り付けの両方に適用されま
す。

シャーシ ブラケットの取り付け
シャーシには、シャーシの前面または背面に取り付け可能なマウント ブラケットが付属してい
ます。シャーシの前面にブラケットを取り付けるには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 ラックマウント ブラケットをアクセサリ キットから取り出し、ルータ シャーシの横に配置し
ます。
ステップ 2 ブラケットの 1 つをシャーシ側面にあてがい、ネジ穴を合わせます。
19 インチ EIA ラック
次の図に、19 インチ EIA ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータの前面、中
央、背面の位置に取り付ける方法を示します。
図 1 : 19 インチ EIA ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへの取り付け（前面、中央、背面の
位置）
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次の図に、19 インチ EIA ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M
ルータの前面、中央、背面の位置に取り付ける方法を示します。
図 2 : 19 インチ EIA ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへの取り付け（前
面、中央、背面の位置）
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23 インチ ラック
次の図に、23 インチ ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータに取り付ける方
法を示します。
図 3 : 23 インチ ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへの取り付け（前面、中央、背面の位
置）
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次の図に、23 インチ ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルー
タに取り付ける方法を示します。
図 4 : 23 インチ ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへの取り付け（前面、
中央、背面の位置）
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300 mm ETSI ラック
次の図に、300 mm ETSI ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータに取り付ける
方法を示します。
図 5 : 300 mm ETSI ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへの取り付け（前面、中央、背面の
位置）
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次の図に、300 mm ETSI ラック用のブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M
ルータに取り付ける方法を示します。
図 6 : 300 mm ETSI ラック用のマウント ブラケットの Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへの取り付け（前
面、中央、背面の位置）
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ステップ 3 ステップ 1 で外したネジでブラケットをシャーシに固定します。推奨されている最大トルクは
10 インチ ポンドです。
ステップ 4 もう 1 つのブラケットについてステップ 3 とステップ 3 を繰り返します。

ラックへのルータ シャーシの取り付け
（注）

ルータをラックに取り付けるときは、十分なエアーフローを確保します。詳細については、
「エアー フローに関する注意事項」を参照してください。

（注）

ルータを 19 インチの EIA ラックに設置する前にケーブル ガイドを取り付けます。「ケーブル
ガイドの取り付け」を参照してください。
装置ラックにルータ シャーシを取り付ける手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 次のようにしてラック内のシャーシの位置を決めます。
• シャーシの前部（前面パネル）をラックの手前側にする場合は、シャーシの後部を支柱の
間に挿入します。
• シャーシの後部をラックの手前側にする場合は、シャーシの前部を支柱の間に入れます。
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ステップ 2 ブラケット（およびオプションのケーブル ガイド）の取り付け穴と装置ラックの取り付け穴を
合わせます。
次の図に、19 インチ EIA ラックに Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータを取り付ける方法を示しま
す。
図 7 : 19 インチ EIA ラックへの Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータの取り付け

図 8 : 19 インチ EIA ラックへの Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの取り付け

ステップ 3 M6x12mm の亜鉛メッキ スチール製ネジ 4 本をブラケットの穴に通し、さらに装置ラックの支
柱のネジ穴に通して取り付けます。
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ステップ 4 巻き尺と水準器を使用して、シャーシがまっすぐ水平に取り付けられているかどうかを確認し
ます。

ケーブル ガイドの取り付け
Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータでは、次のケーブル ガイドをサポートしています。
• A920-CBL-GUIDE（左右）：前面パネルのすべてのコンポーネントからのケーブルの引き
回しに役立ち、適切なケーブル曲げ半径を可能にします。

（注）

19 インチ ブラケットを使用してシャーシを取り付ける場合は、ラックにシャーシを取り付け
る前にケーブル ガイドを組み立てる必要があります。
ケーブル ガイドを取り付ける手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 左右のケーブル ガイドをシャーシの前面に対して配置し、4 つのネジ穴の位置を合わせます。
19 インチ ラックの場合の図と、標準キットを使用する他のラックの場合の図を参照してくだ
さい。
図 9 : 19 インチ ラック ブラケットの場合の Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへのケーブル ガイドの取り付け
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図 10 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへのケーブル ガイドの取り付け（標準キットと同様）

ステップ 2 ケーブル キットに付属している 4 本の M6x12mm ネジを使用して、ケーブル ガイドを固定し
ます。推奨されている最大トルクは 3N-m です。

壁面へのルータの取り付け
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの壁付けの設
置方法について説明します。

ルータをブラケットへ取り付ける（壁面に取り付ける場合）
次の図に、19 インチ ブラケットを Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに取り付
ける方法を示します。
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図 11 : Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへの壁付け用 19 インチ ブラケットの取り付け

ルータの壁面への取り付け
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータおよびケーブルを確実に
支えるために、ルータを壁面の間柱、または固定した合板の背板にしっかりと取り付けてくだ
さい。

警告

取り付けに適しているのは、コンクリートなど、不燃性の壁面のみです。ステートメント 345
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（注）

手順

ステップ 1 次の図に示すように、前面パネルを使用してルータを取り付けます。
次の図に、Cisco ASR 920-24SZ-IM ルータの壁付け、および ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M
ルータの壁付けを示します。
図 12 : 壁面への Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータの取り付け

1

Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータ用の防火しずく
トレイ
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図 13 : 壁面への Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの取り付け

注意

Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータを垂直方向に取
り付ける場合は、電源が必ず下部にあるようにしてください。

注意

ASR-920-24SZ-1M を壁面に取り付ける場合は、下記に示すように防火しずくトレイ
（シスコ製品番号 700-47267-01）を取り付けて、IEC 60950-1 の製品安全要件を満た
すようにしなければなりません。

Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータ用の防火しずくトレイを取り付けるには、以下の手順に従いま
す。
ステップ 2 上の図に示すように、防火しずくトレイをルータの下に配置します。
ステップ 3 4 本のネジを締めて、防火しずくトレイを壁に固定します。
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インターフェイスモジュールの取り付けおよび取り外し
以下のセクションでは、Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータに対するインターフェイス モジュール
の取り付けと取り外しについて説明します。

インターフェイス モジュールの取り付け
（注）

インターフェイス モジュールを取り付ける前に、『Cisco ASR 920 Series Aggregation Services
Router Configuration Guide』の「Activating or Deactivating Interface Module」セクションをお読み
ください。

手順

ステップ 1 インターフェイス モジュールを挿入する前に、シャーシがアース接続されていることを確認し
ます。
ステップ 2 取り付けられている場合は、インターフェイス モジュールのスロットを覆っているブランク
フィラー プレートを取り外します。取り外すには、非脱落型ネジを使用して、ルータのスロッ
トからブランク フィラー プレートを完全に引き出します。
ステップ 3 インターフェイス モジュールを挿入する際は、ルータのインターフェイス モジュールの スロッ
トの上端と下端の間にそのインターフェイス モジュールのエッジを慎重に合わせます。
ステップ 4 インターフェイス モジュールがバックプレーンに触れるまで、ルータ スロットにインターフェ
イス モジュールを慎重にスライドします。次の図に、Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへのイン
ターフェイス モジュールの取り付け方法を示します。
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図 14 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータでのインターフェイス モジュールの挿入

ステップ 5 インターフェイス モジュールの両側の取り付けネジを締めて固定します。推奨される最大トル
クは 5.5 インチ ポンド（.62 N-m）です。
ステップ 6 各インターフェイス モジュールにすべてのケーブルを接続します。

次のタスク

注意

シャーシを持ち上げるには、インターフェイス モジュールや電源のイジェクタ ハンドルを使
用しないでください。これらのハンドルを使用してシャーシを持ち上げると、ハンドルが変形
または損傷する可能性があります。
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インターフェイス モジュールの取り外し
（注）

インターフェイス モジュールを取り外す前に、『Cisco ASR 920 Series Aggregation Services Router
Configuration Guide』の「Activating or Deactivating Interface Module」セクションをお読みくださ
い。

手順

ステップ 1 インターフェイス モジュールを取り外すには、各インターフェイス モジュールからすべての
ケーブルを外します。
ステップ 2 インターフェイス モジュールの両側の取り付けネジを緩めます。
ステップ 3 ハンドルを引いて、ルータ スロットからインターフェイス モジュールを引き出します。ブラ
ンク フィラー プレートを取り外す場合は、非脱落型ネジを使用してブランク フィラー プレー
トをモジュール スロットから完全に引き抜きます。
（注）

インターフェイス モジュールのスロットを空のままにしておく場合は、ブランク フィ
ラー プレート（シスコ製品番号：800-35323-01）を開口部に取り付け、非脱落型ネジ
で固定します。
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図 15 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータからのインターフェイス モジュールの取り外し

インターフェイス モジュールのホット スワップ
（注）

インターフェイス モジュールのホット スワップを行う前に、『Cisco ASR 920 Series Aggregation
Services Router Configuration Guide』の「Activating or Deactivating Interface Module」セクション
をお読みください。
Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータでは、ルータの電源を切らずにインターフェイス モジュールを
取り外して交換できる機能が提供されています。ホットスワップまたは活性挿抜（OIR）と呼
ばれるこの機能により、ルータの動作を中断せずにインターフェイス モジュールを取り外して
交換できます。
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注意

Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータは、TDM IM のホット スワップまたは OIR をサポートしていま
せん。TDM IM をアクティブにするには、ルータをリロードする必要があります。ルータをリ
ロードしない場合、IM や関連する前面パネル ポートは使用できません。リロードが中断され
ると、ポート 20 ～ 23 は無効のままになり、IM は次のリロードまでアウトオブサービス（OOS）
状態のままになります。
ルータの電源がオンになっており、稼働している場合にインターフェイス モジュールの取り外
しまたは取り付けを行うと、ルータは次のように動作します。
1.

モジュール用に十分な電力があるかどうかを確認します。

2.

設定の変更がないかどうか、バックプレーンをスキャンします。

3.

新たに取り付けたモジュールを初期化します。

4.

モジュール上の設定済みインターフェイスを、取り外す前の状態に戻します。

ルータは、新しいインターフェイス上で診断テストを実行します。このテスト結果は、次のと
おりです。
• テストが正常に完了した場合、ルータは通常の動作であることを意味します。
• 新しいモジュールに障害がある場合、ルータは通常の動作を再開しますが、新しいイン
ターフェイスはディセーブルになります。
• 診断テストに失敗すると、ルータは処理を停止します。ほとんどの場合、新しいモジュー
ルのバス上に問題があることを示しているので、取り外す必要があります。

注意

間違ったエラー メッセージの表示を避けるために、インターフェイス モジュールの取り外し
または交換を行う前に、すべてのインターフェイスの現在の設定を記録しておいてください。
また、モジュールの取り外しまたは交換後、システムの再初期化が完了するまで最低 2 分お待
ちください。この時間は、インターフェイス モジュール内のコンポーネント間の同期と RSP
の同期を可能にするために推奨されます。

ファン トレイの脱着
以下のセクションでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータ
に対するファン トレイの取り付けと取り外しについて説明します。

ファン トレイの取り付け
ファン トレイは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに冷気
を供給するモジュラ装置です。シャーシにファン トレイを取り付けるには、次の手順に従って
ください。
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手順

ステップ 1 完全に装着されるまでシャーシにファン トレイを戻します。次の図に、CiscoASR 920-24SZ-IM、
ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M のルータごとにファン トレイの方向を設定する方法を示
します。
注意

指、衣服、装身具をファンから離します。常にハンドルを使用してファン トレイを扱
います。

ステップ 2 付属の非脱落型ネジを使用して、シャーシにファン トレイを固定します。推奨される最大トル
クは 5.5 インチ ポンド（0.62 N-m）です。
図 16 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータへのファン トレイの取り付け
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図 17 : Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへのファン トレイの取り付け

これで、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータのファン トレイ
を取り付けまたは交換するための手順は完了です。
エアー フローの注意事項の詳細については、「エアー フローに関する注意事項」を参照して
ください。

ファン トレイの取り外し
ファン トレイは活性挿抜（OIR）をサポートします。ファン トレイを取り外しまたは交換する
ために、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの電源を切断す
る必要はありません。ただし、ファン トレイが 5 分を超えてシャーシから取り外されると、
ルータはシャットダウンします。

注意

ルータは、温度が周囲温度の制限を下回る場合、最大 5 分間アクティブな状態を維持できま
す。ただし、過熱アラームが発生した場合、ルータは 5 分未満でシャットダウンする可能性が
あります。温度のクリティカル アラームが発生した場合、ルータはただちにシャットダウンし
ます。
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注意

間違ったエラー メッセージの表示を避けるために、ファン トレイの取り外しまたは交換後は
システムの再初期化が完了するまで最低 2 分お待ちください。
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータのファン トレイを取り外
して交換するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 No.2 プラス ドライバまたは指を使用して、シャーシにファン トレイを固定している非脱落型
ネジを緩めます。図 3-18 に、非脱落型ネジを含む Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータのファン ト
レイの前面を示します。図 3-19 に、非脱落型ネジを含む Cisco ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-M ルータのファン トレイの前面を示します。
図 18 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータからのファン トレイの取り外し
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図 19 : Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータからのファン トレイの取り外し

注意

指、衣服、装身具をファンから離します。常にハンドルを使用してファン トレイを扱
います。

ステップ 2 ミッドプレーンの電源レセプタクルから取り外すには、ファン トレイを 1 インチ以内手前に引
きます。
ファン アセンブリをシャーシから外すときにファンがまだ回転している場合があります。ファ
ン アセンブリの筐体の隙間に指やドライバなどを近づけないでください。ステートメント 263
ステップ 3 ファンの回転が停止するまで、少なくとも 5 秒間待ってください。次に、ファン トレイを手前
に引き、シャーシから引き出します。
（注）

ファン トレイをシャーシからスライドするときは、片手でファン トレイの下部を支
えて、もう一方の手でファン トレイのハンドルを持ったままにします。

これで、シャーシからファン トレイを取り外すための手順は完了です。
新しいファン トレイを取り付けるには、「ファン トレイの取り付け」の手順に従います。

電源装置の取り付け
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータでは、2 種類の電源を選
択できるようになっています。
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• DC 電源：-48 V/60 VDC または 24 VDC
DC 電源では、2 ピン端子ブロックスタイル コネクタが使用されます。端子ブロック コネクタ
のサイズは、電源の入力電流を処理するために適した AWG 線のサイズを伝送するのに適切で
す。ON/OFF スイッチを搭載しています。
• AC 電源：100 VAC ～ 240 VAC
AC 電源には、IEC 320 タイプの電源レセプタクルおよび 15-A のサービス コネクタがありま
す。AC 電源では、標準のストレート電源コードを使用できます。電源には、ストレート電源
コードのみを使用できる電源コード保持具クリップが含まれます。ON/OFF スイッチは提供さ
れていません。
各電源装置は、単一のプライマリ入力電力接続を提供します。冗長性のためにデュアル電源を
取り付けることができます。

警告

設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

（注）

AC 電源接続のある製品には、電磁適合性と安全性に関する Telcordia GR-1089 NEBS 標準に準
拠するために、設置する建物に外部サージ保護デバイス（SPD）が備わっている必要がありま
す。

注意

シャーシを持ち上げるには、インターフェイス モジュールや電源のイジェクタ ハンドルを使
用しないでください。これらのハンドルを使用してシャーシを持ち上げると、ハンドルが変形
または損傷する可能性があります。
以下のセクションでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータ
の電源の詳細について説明します。

電力損失の防止
ルータへの電力損失を防ぐには、次のガイドラインを使用します。
• 入力パワー損失を防止するために、電源モジュールに供給する各回路の合計最大負荷が配
線およびブレーカーの電流定格の範囲内に収まるようにする必要があります。
• システムによっては、UPS を使用して、設置場所の電源障害から保護できます。鉄共振テ
クノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、Cisco
ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータなどのシステムに使用する
と、バーストデータ トラフィック パターンによって入力電流が大きく変動し、動作が不
安定になるおそれがあります。
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電源接続に関するガイドライン
ここでは、デバイスの電源装置を設置場所の電源に接続する場合のガイドラインを示します。

警告

この装置は、放射およびイミュニティに関する要件に準拠するようにアースされていることが
前提になっています。通常の使用時には、必ずスイッチのアース ラグがアースされているよう
にしてください。ステートメント 1064

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

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

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、UL 60950、CSA 60950、EN 60950、および IEC 60950 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。

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。
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DC 電源装置の取り付け
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに DC 電源装
置を取り付ける方法を説明します。

（注）

注意

この機器は、ネットワーク テレコミュニケーション施設や NEC が適用される場所での設置に
適しています。また、Common Bonding Network（CBN; 共通ボンディング網）の一部としての
設置にも適しています。

この製品のアース アーキテクチャは、DC 電源製品の DC 絶縁（DC-I）です。DC 電源製品の
公称動作 DC 電圧は 48 VDC です。最小安定動作 DC 電圧は 19.2 VDC です。

DC 電源モジュールの取り付け
電源モジュールを取り付けるには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 システム アースが接続されていることを確認します。アース接続の取り付け手順については、
「シャーシのアース接続の取り付け」を参照してください。
ステップ 2 存在する場合は、シャーシの電源装置ベイの非脱落型ネジを緩めて、ブランク電源装置フィ
ラー プレートをシャーシの電源装置から取り外します。
ステップ 3 取り付ける電源装置とつながる DC 回路への電源がオフになっていることを確認します。DC
回路の電源を確実に遮断するには、DC 回路に対応している回路ブレーカーを OFF の位置に切
り替え、回路ブレーカーのスイッチを OFF の位置のままでテープで固定します。
ステップ 4 片手で電源装置の金属のタブを持ちます。もう一方の手を電源装置の下に添えます。次の図に
示すように、電源装置を電源装置ベイに挿入します。電源装置がベイに完全に装着されている
ことを確認します
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図 20 : DC 電源装置の取り付け

ステップ 5 電源装置の非脱落型ネジを締めます。推奨される最大トルクは 5.5 インチ ポンド（0.62 N-m）
です。
冗長 DC 電源を取り付ける場合は、2 番目の電源に対してもこの手順を繰り返します。

DC 電源へのケーブルの接続

（注）

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。
DC 電源を接続するには、以下のようにします。
手順

ステップ 1 DC 電源のガードを開きます。
ステップ 2 指定されたネジで DC 電源ケーブルを接続します。以下の図を参照してください。
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図 21 : DC 電源ケーブルの接続

ステップ 3 DC 電源のガードを閉じます。

DC 電源の電源投入
ラックまたは壁へのルータの取り付けが完了したら、これらのタスクを実行して取り付けを完
了します。
手順

ステップ 1 DC 電源の電源を入れます。以下の図を参照してください。
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図 22 : DC 電源の電源投入

1 電源オン/オフ スイッチ
ステップ 2 前面パネルのポートを接続します。

DC 電源の取り外しと交換
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータでの DC 電源
モジュールの取り外しおよび交換について説明します。

（注）

Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの電源はホットスワップ
可能です。冗長電源を取り付けた場合は、ルータへの電源を中断せずに単一の電源モジュール
を交換できます。

注意

間違ったエラー メッセージの表示を避けるために、電源の取り外しまたは交換後はシステムの
再初期化が完了するまで最低 2 分お待ちください。

警告

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。ステート
メント 1046

警告

次の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。ステート
メント 1003
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警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

警告

装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの DC 電源を取り外して
交換するには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 電源モジュールを保守する前に、装置を設置している領域の回路ブレーカーのスイッチをオフ
にします。さらに、回路ブレーカー スイッチをオフの位置にテープで固定します。
ステップ 2 アクセサリ キットに含まれている静電気防止用リスト ストラップの一端を手首に付けます。
ステップ 3 電源モジュールの回路ブレーカー スイッチをオフ（O）に切り替えます。
ステップ 4 電源の端子ブロック ヘッドから端子ブロック プラグ コネクタを引き出します。
ステップ 5 DC 電源の非脱落型ネジをゆるめます。以下の図を参照してください。
図 23 : DC 電源モジュールの取り外し

注意

電源の引き抜きには非脱落型ネジを使用しないでください。

ステップ 6 片手で電源のハンドルをつかんで、もう一方の手でシャーシを支えながら電源モジュールを引
き抜きます。
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ステップ 7 5 分以内に DC 電源モジュールを取り付けます。「DC 電源の取り付け」の図を参照してくだ
さい。電源装置ベイを空のままにしておく場合は、ブランク フィラー プレート（シスコ製品
番号 800-39165-01）を開口部に取り付け、非脱落型ネジで固定します。

AC 電源の取り付け
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに AC 電源装
置を取り付ける方法を説明します。

警告

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

AC 電源モジュールの取り付け
AC 電源モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 システム アースが接続されていることを確認します。アース接続の取り付け手順については、
「シャーシのアース接続の取り付け」を参照してください。
ステップ 2 必要な場合は、シャーシの電源装置ベイの非脱落型ネジを緩めて、ブランク電源装置フィラー
プレートをシャーシの電源装置から取り外します。
ステップ 3 片手で電源装置のハンドルを持ちます。次の図に示すように、もう一方の手を電源装置の下に
添えます。滑らせるようにして電源装置を電源装置ベイに入れます。電源装置がベイに完全に
装着されていることを確認します
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図 24 : AC 電源の取り付け

ステップ 4 電源装置の非脱落型ネジを締めます。推奨される最大トルクは 5.5 インチ ポンド（0.62 N-m）
です。
警告

電源装置の非脱落型ネジは必ずしっかりと締め、保護アースの導通を確保してくださ
い。ステートメント 289

AC 電源のアクティブ化
AC 電源をアクティブ化する手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 次の図に示すように AC 電源保持コードを接続します。
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図 25 : AC 電源コードの保持コードの接続

ステップ 2 電源の保持具を持ち上げ、AC 電源を差し込みます。
ステップ 3 次の図に示すように、保持コードを電源コードの方に押して、所定の位置にロックします。
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図 26 : 電源の保持コードのロック

ステップ 4 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 5 電源モジュールの LED がグリーンになっているかどうかを調べ、電源モジュールの動作を確
認します。
ステップ 6 LED に電源の問題が表示された場合は、「LED インジケータ」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 7 冗長電源を取り付ける場合は、2 番目の電源に対してこの手順を繰り返します。
（注）
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AC 電源の取り外しと交換
ここでは、AC 電源を取り外して交換する方法について説明します。

（注）

Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの電源はホットスワップ
可能です。冗長電源を取り付けた場合は、ルータへの電源を中断せずに単一の電源モジュール
を交換できます。

注意

間違ったエラー メッセージの表示を避けるために、電源の取り外しまたは交換後はシステムの
再初期化が完了するまで最低 2 分お待ちください。

警告

装置を取り付けるときには、必ずアースを最初に接続し、最後に接続解除します。ステートメ
ント 1046

警告

次の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認してください。ステート
メント 1003

警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

警告

装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074
AC 電源を取り外して交換する手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 電源コードを電源から外します。電源コードがまだ電源装置に接続されているときは、電源
コードの金属製プロングに触れないでください。
ステップ 2 電源コードを電源装置から取り外します。電源装置に埋め込みの金属製プロングには触れない
でください。
ステップ 3 次の図に示すように非脱落型ネジを緩めます。
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図 27 : AC 電源モジュールの取り外し

注意

電源の引き抜きには非脱落型ネジや電源保持具を使用しないでください。

ステップ 4 片手で AC 電源の金属タブをつかみ、シャーシから少し引き出します。電源装置の下に片手を
置き、シャーシから完全に引き出します。「AC 電源の取り付け」の図を参照してください。
ステップ 5 5 分以内に AC 電源を再度取り付けます。「AC 電源の取り付け」の図を参照してください。電
源装置ベイを空のままにしておく場合は、ブランク フィラー プレート（シスコ製品番号
800-39165-01）を開口部に取り付け、非脱落型ネジで固定します。

SFP モジュールの脱着
ここでは、SFPモジュールの脱着方法について説明します。これらのモジュールは、「ベール
クラスプ ラッチなしの SFP モジュールの Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-M ルータの SFP モジュール スロットへの取り付け」の図に示すように SFP モ
ジュール スロットに挿入します。現地交換が可能なこれらのモジュールには、インターフェイ
スが用意されています。
このルータがサポートする SFP モジュールの一覧については、「サポートされる PID」を参照
してください。各ポートは、ケーブルの反対側の波長仕様と一致する必要があります。信頼性
の高い通信を実現するために、ケーブルは所定のケーブル長を超えないようにしてください。
シスコのルータには、シスコ製 SFP モジュールのみを使用してください。SFP モジュールには
すべて、セキュリティ情報がエンコードされた内部シリアル EEPROM が装着されています。
この情報により、シスコはその SFP モジュールがルータの要件を満たしているかどうかを識別
し、検証することができます。
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SFP モジュールの取り付け、取り外し、ケーブル接続についての詳細は、SFP モジュールのマ
ニュアルを参照してください。

SFP モジュールの装着
次の図に、ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュールを示します。

注意

ケーブル、ケーブル コネクタ、または SFP モジュールの光インターフェイスが破損する可能
性があるため、決して光ファイバ ケーブルを取り付けたまま光ファイバ SFP モジュールを着
脱しないでください。SFP モジュールを装着する前にすべてのケーブルを外してください。SFP
モジュールの着脱によって製品寿命が短くなることがあります。必要な場合以外には、SFPモ
ジュールの着脱を行わないようにしてください。
図 28 : ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュール

SFP モジュールをモジュール スロットに挿入するには、次の手順に従います。
手順

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側をシャーシの塗装されてい
ない金属面に取り付けます。
一部の SFP モジュールでは、接続の方向を示す送信（TX）および受信（RX）マーキングまた
は矢印でモジュールの上面を識別します。
ステップ 2 使用している SFP モジュールにマーキングがある場合は、モジュールの上面を識別するために
使用します。
ステップ 3 SFP モジュールをスロットの開口部前面に合わせます。
ステップ 4 SFPモジュールをスロットに差し込み、モジュールのコネクタがスロットの奥に装着された感
触があるまで押します。ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュールの取り付けについては
「ベールクラスプ ラッチ付き SFP モジュールの Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-M ルータの SFP モジュール スロットへの取り付け」の図を、ベールクラスプ
ラッチなしの SFP モジュールの取り付けについては「ベールクラスプ ラッチなしの SFP モ
ジュールの Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの SFP モジュー
ル スロットへの取り付け」の図を参照してください。
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図 29 : ベールクラスプ ラッチ付き SFP モジュールの Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの
SFP モジュール スロットへの取り付け

図 30 : ベールクラスプ ラッチなしの SFP モジュールの Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータ
の SFP モジュール スロットへの取り付け

注意
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ケーブル接続の準備が整うまで、光ファイバ SFP モジュール ポートのダスト プラグ
や光ファイバ ケーブルのゴム製キャップを外さないでください。これらのプラグおよ
びキャップは、SFP モジュール ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役
割を果たします。ダスト プラグは、後で使用できるように保管しておきます。
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ステップ 5 SFP モジュールにケーブル コネクタを差し込みます。
• 光ファイバ SFP モジュールの場合、LC ケーブル コネクタを SFP モジュールに差し込みま
す。
• 1000BASE-T SFP モジュールの場合、RJ-45 ケーブル コネクタを SFP モジュールに差し込
みます。

SFP モジュールの取り外し
モジュール レセプタクルから SFP モジュールを取り外すには、次の手順を実行します。
手順

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側をシャーシの塗装されてい
ない金属面に取り付けます。
ステップ 2 SFP モジュールからケーブルを外し、ケーブルの先端にダスト プラグを取り付けます。
ヒント

ケーブル コネクタ プラグを再び取り付ける際には、送信（TX）と受信（RX）を間違
えないように注意してください。

ステップ 3 ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュール：次の図に示すように、ベールを引き出して下
に押し、モジュールを取り出します。ベールクラスプ ラッチが手の届きにくい場所にあり、人
差し指でラッチを解除できない場合には、小型マイナス ドライバなどの細長い工具を使用して
ラッチを解除します。
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図 31 : Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータからのベールクラスプ ラッチ付き SFP モジュー
ルの取り外し

図 32 : Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータからのベールクラスプ ラッチなしの SFP モジュー
ルの取り外し

ベールクラスプ ラッチなしの SFP モジュール：次の図に示すように、取り外し用工具を SFP
モジュールの横に挿入し、モジュールの外に引き出して、SFP を取り外します。
ステップ 4 親指と人差し指で SFP モジュールを持ち、モジュール スロットからゆっくりと引き出します。
ステップ 5 光ファイバ SFP モジュールの場合、光インターフェイスが汚れないように、SFP モジュールの
光ポートにダスト プラグを取り付けます。
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ステップ 6 外した SFP モジュールを耐静電袋またはその他の防護環境に保管します。

10/100/1000 ポートへの接続
（注）

ルータの 10/100/1000 ポートは、接続先装置の速度で動作するように自動的に設定されます。
接続先のポートが自動ネゴシエーションをサポートしていない場合は、速度およびデュプレッ
クスのパラメータを明示的に設定できます。自動ネゴシエーション機能のない装置または手動
で速度とデュプレックスのパラメータが設定されている装置に接続すると、パフォーマンスの
低下やリンク障害が発生することがあります。
最大限のパフォーマンスを実現するためには、次のいずれかの方法でイーサネット ポートを設
定してください。
• 速度とデュプレックスの両方について、ポートに自動ネゴシエーションを実行させます。
• 接続の両側でポートの速度とデュプレックスに関するパラメータを設定します。
手順

ステップ 1 ワークステーション、サーバ、およびルータに接続する場合は、前面パネルの RJ-45 コネクタ
にストレート ケーブルを接続します。ルータまたはリピータに接続する場合は、クロス ケー
ブルを使用します。
（注）

CLI で mdix auto インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用すると、
Automatic Medium-Dependent Interface crossover（auto-MDIX）機能を有効にすることが
できます。auto-MDIX 機能が有効になっている場合、ルータで銅線イーサネット接続
に必要なケーブル タイプが検出され、それに応じてインターフェイスが設定されま
す。したがって、接続先の装置のタイプにかかわらず、ルータの銅線 10/100/1000 ま
たは SFP モジュール ポートには、クロス ケーブルまたはストレート ケーブルのどち
らでも使用することができます。

ステップ 2 接続先装置の RJ-45 コネクタに、ケーブルのもう一方の端を接続します。ルータと接続先装置
の両方でリンクが確立されると、ポート LED が点灯します。
ポート LED が点灯しない場合は、接続先装置の電源がオンになっていないか、ケーブルまた
は接続先装置に取り付けられているアダプタに障害がある可能性があります。
（注）

リンクが確立すると、ユーザ ネットワーク インターフェイス（UNI）ポートのポー
ト LED がグリーンになります。

ステップ 3 必要に応じて接続先装置の設定を変更して再起動します。
ステップ 4 ステップ 1 ～ 3 を繰り返して、各装置を接続します。
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SFP モジュールへの接続
ここでは、SFP モジュールへの接続方法について説明します。光ファイバ SFP モジュールへの
接続方法については、「光ファイバ SFP モジュールへの接続」を参照してください。
SFP モジュールの脱着方法については、「SFP モジュールの脱着」を参照してください。

光ファイバ SFP モジュールへの接続
次の手順で光ファイバ ケーブルを SFP モジュールに接続します。

警告

クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008

注意

ケーブル接続の準備が整うまで、SFP モジュール ポートのゴム製プラグや光ファイバ ケーブ
ルのゴム製キャップを外さないでください。これらのプラグおよびキャップは、SFPモジュー
ル ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

手順

ステップ 1 モジュール ポートと光ファイバ ケーブルからゴム製プラグを取り外し、再使用できるように
保管しておきます。
ステップ 2 SFP モジュール ポートに光ファイバ ケーブルの一端を挿入します。
ステップ 3 接続先装置の光ファイバ コネクタにケーブルの反対側を差し込みます。
ステップ 4 ポート ステータス LED を確認します。
ルータと接続先装置がリンクを確立すると、LED がグリーンに点灯します。
ポート LED が点灯しない場合、接続先装置が起動していない、ケーブルに問題がある、接続
先装置のアダプタに問題があるといった理由が考えられます。
ステップ 5 必要に応じてルータまたは接続先装置を再設定し、再起動します。

シャーシのアース接続の取り付け
電源を接続する前、または Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータの電源をオンにする前に、ルータに
適切なシャーシ アース接続を施す必要があります。
ここでは、Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータのシャーシをアース接続する方法について説明しま
す。アース ラグはルータの背面パネルにあります。
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ヒント

アース ラグ ワイヤがファン開口部にかかっていないことを確認します。
図 33 : Cisco ASR-920-24SZ-IM ルータの背面へのアース ラグの取り付け
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アース ラグ

ファン ステータス LED
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図 34 : Cisco ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの背面へのアース ラグの取り付け
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2

ファン ステータ
ス LED

シャーシ アース接続が十分であることを確認するには、次の部品および工具が必要です。
• アース線をルータに接続するための、最大トルクが 15 インチ ポンド（1.69 N-m）のプラ
ス ヘッド付きのラチェット式ドライバ
• アース ラグのメーカーによって指定された圧着工具
• アース線用 6 AWG 以上の銅線
• 使用しているワイヤに適したワイヤストリッパ

注意

Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに接続する前に、回路ブ
レーカーの電源を切断してください。そうしないと、深刻な事故やルータの損傷が発生する場
合があります。
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警告

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。ステートメント
1024

警告

必ず銅の導体を使用してください。ステートメント 1025

警告

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。ステート
メント 1046
この装置はアクセス制限区域に取り付けられ、最小 6 AWG の銅製アース線に永続的にアース
接続する必要があります。
2 ホール ラグと対応するマウント ポイントを使用して Cisco ASR 920-24SZ-IM、
ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータをアース接続するには、次の手順を実行します。
ほとんどのキャリアでは、最小で 6 AWG アース接続が必要です。アース接続用のキャリアの
要件を確認します。
手順

ステップ 1 アース線が絶縁されている場合、ワイヤストリッパ ツールを使用して、アース線を 0.5 インチ
± 0.02 インチ（12.7 mm ± 0.5 mm）むき出しにします（次の図を参照）。
図 35 : アース線の被覆の除去

ステップ 2 2 ホール アース ラグの開放端に、アース線の絶縁体を取り除いた部分を差し込みます。
ステップ 3 （アース ラグのメーカーによって指定された）圧着工具を使用して、次の図に示すようにアー
ス ラグをアース線に圧着します。
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図 36 : アース ラグのアース線への圧着

ステップ 4 プラス ドライバを使用して、2 本の平型プラス ヘッド ネジで 2 ホール アース ラグとアース線
をルータに取り付けます。
ステップ 5 アース線の反対側を設置場所の適切なアース位置に接続します。

電源接続に関するガイドライン
ここでは、設置場所の電源への Cisco ASR 920 シリーズ アグリゲーション サービス ルータの
電源の接続に関するガイドラインを示します。

警告

この装置は、放射およびイミュニティに関する要件に準拠するようにアースされていることが
前提になっています。通常の使用時には、必ずスイッチのアース ラグがアースされているよう
にしてください。ステートメント 1064

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

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

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。

ルータの設置
45

ルータの設置
AC 電源システムのガイドライン

• 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、UL 60950、CSA 60950、EN 60950、および IEC 60950 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。
• DC 戻り線がソース側にアース接続されていることを確認します。

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。

電力損失の防止
ルータへの電力損失を防ぐには、次のガイドラインを使用します。
• 入力パワー損失を防止するために、電源モジュールに供給する各回路の合計最大負荷が配
線およびブレーカーの電流定格の範囲内に収まるようにする必要があります。
• システムによっては、UPS を使用して、設置場所の電源障害から保護できます。鉄共振テ
クノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、Cisco
ASR 920 シリーズ ルータなどのシステムに使用すると、バーストデータ トラフィック パ
ターンによって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあります。
ルータの稼働に必要な配電システムを計画するには、電力要件を判別しておく必要がありま
す。

DC 電源のアクティブ化
DC 電源をアクティブにするには、次の手順を実行します。
手順

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。
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ステップ 3 LED が電源の問題を示している場合は、「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。
（注）

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。

AC 電源のアクティブ化
AC 電源をアクティブにするには、次の手順を実行します。
手順

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 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」に記載された情報
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。
（注）

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。

ネットワークへのルータの接続
ここでは、Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータをネットワー
クに接続する方法を説明します。

（注）

SELV サービスのみを Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの
すべてのポートに接続します。

コンソール ケーブルの接続
ここでは、コンソール ケーブルを使用した Cisco ASR 920 ルータへの接続方法を説明します。

Microsoft Windows を使用した USB シリアル ポートへの接続
ここでは、Microsoft Windows を使用して USB シリアル ポートに接続する方法を示します。
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（注）

USB シリアル ポートに USB コンソール ケーブルを接続してルータと PC の間に物理接続を確
立する前に、USB デバイス ドライバをインストールします。そうしないと、接続は失敗しま
す。詳細については、「Cisco USB デバイス ドライバのインストール」を参照してください。
手順

ステップ 1 図に示すように、USB コンソール ポートに USB タイプ A/タイプ A ケーブルを接続します。
Windows ベースの PC で初めて USB シリアル ポートを使用する場合、次の項の指示に従って
すぐに USB ドライバをインストールしてください。
• Cisco USB デバイス ドライバのインストール
• Cisco USB デバイス ドライバのアンインストール
（注）

USB ポートと EIA ポートは同時に使用できません。USB ポートを使用する場合、こ
のポートは EIA ポートよりも優先されます。

ステップ 2 PC に USB タイプ A ケーブルを接続します。
ステップ 3 ルータと通信するには、Microsoft Windows HyperTerminal などのターミナル エミュレータ アプ
リケーションを起動します。次のパラメータを使用してソフトウェアを設定します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
• フロー制御なし
図 37 : USB コンソール ケーブルの Cisco ASR 920 ルータへの接続
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USB タイプ A か
ら USB タイプ A
コンソールへの
ケーブル

Mac OS X を使用したコンソール ポートへの接続
ここでは、Mac OS X システム USB ポートを組み込みの OS X ターミナル ユーティリティを使
用してコンソールに接続する方法について説明します。
手順

ステップ 1 Finder を使用して、[Applications] > [Utilities] > [Terminal] を選択します。
ステップ 2 OS X USB ポートをルータに接続します。
ステップ 3 次のコマンドを入力して、OS X USB ポート番号を検索します。
例：
macbook:user$
macbook:user$
crw-rw-rw- 1
crw-rw-rw- 1

cd /dev
ls -ltr /dev/*usb*
root wheel
19,
6 Dec 9 16:25 /dev/tty.usbmodem1411
root wheel
19,
7 Dec 9 16:25 /dev/cu.usbmodem1411DT-macbook:dev user$

ステップ 4 次のコマンドに続けてルータの USB ポート速度を指定して、USB ポートに接続します。
例：
macbook:user$ screen /dev/tty.usbmodem1411 9600

ターミナル ウィンドウから OS X USB コンソールの接続を解除するには、Ctrl+A に続けて Ctrl+\
を入力します。

Linux を使用したコンソール ポートへの接続
ここでは、Linux システム USB ポートを組み込みの Linux ターミナル ユーティリティを使用し
てコンソールに接続する方法について説明します。
手順

ステップ 1 Linux のターミナル ウィンドウを開きます。
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ステップ 2 Linux USB ポートをルータに接続します。
ステップ 3 次のコマンドを入力して、Linux USB ポート番号を検索します。
例：
root@usb-suse# cd /dev
root@usb-suse /dev# ls -ltr *ACM*
crw-r--r-1 root
root
188,
root@usb-suse /dev#

0 Jan 14 18:02 ttyACM0

ステップ 4 次のコマンドに続けてルータの USB ポート速度を指定して、USB ポートに接続します。
例：
root@usb-suse /dev# screen /dev/ttyACM0 9600

ターミナル ウィンドウから Linux USB コンソールの接続を解除するには、Ctrl+A に続けて : を
入力し、それから quit を入力します。

Cisco USB デバイス ドライバのインストール
Microsoft Windows ベースの PC を初めてポートの USB シリアル ポートに接続するときは、USB
デバイス ドライバをインストールする必要があります。
この手順は、Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7/Windows 8 に Microsoft
Windows USB デバイス ドライバをインストールする方法について説明します。次の URL の
[Tools and Resources Download Software] サイトの [USB Console Software] カテゴリから、ご利用
のルータ モデルのドライバをダウンロードします。

（注）

ドライバをダウンロードするには、Cisco.com プロファイルに関連付けられた有効なサービス
契約が必要です。

手順

ステップ 1 ファイル asr-9xx_usbconsole_drivers.zip を解凍します。
ステップ 2 XR21x141x-Win-DriversOnly-Vers2.1.0.0/EXE フォルダにある xrusbser_ver2100_installer.exe をダ
ブルクリックします。インストール ウィザード GUI が表示されます。
ステップ 3 [Next] をクリックします。[InstallShield Wizard Completed] ウィンドウが表示されます。
ステップ 4 [Finish] をクリックします。
ステップ 5 USB ケーブルを PC およびルータ USB コンソール ポートに接続します。画面上の指示に従っ
てドライバのインストールを完了します。
ステップ 6 XR21V1401 USB UART デバイス ドライバが正常にインストールされたというメッセージが表
示されます。
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USB コンソールを使用する準備が整いました。

Cisco USB デバイス ドライバのアンインストール
この手順は、Microsoft Windows XP/Windows Vista/Windows 2000/Windows 7/Windows 8 から
Microsoft Windows USB デバイス ドライバをアンインストールする方法について説明します。

（注）

ドライバをアンインストールする前に、ルータ コンソール端末の接続を解除します。

手順

ステップ 1 [Start] > [Control Panel] > [Add or Remove Programs (Uninstall a program)] を選択します。
ステップ 2 [Windows Driver Package - Exar corporation (xrusbser) Ports] にスクロールして、[Remove] をクリッ
クします。[Program Maintenance] ウィンドウが表示されます。
ステップ 3 ドライバをアンインストールするには [Yes] をクリックします。

EIA コンソール ポートへの接続
（注）

US-to-RJ45 アダプタ ケーブルおよび DB9 コンソール ケーブルは Cisco ASR 920-24SZ-IM、
ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータに付属していません。これらのケーブルはシスコ
に別途注文できます。

（注）

シリアル コンソール ケーブル キットは Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、
ASR-920-24TZ-M ルータに付属していません。このキットは別途注文します。
ルータの EIA コンソール ポートに端末を接続するには、次の手順に従います。
手順

ステップ 1 EIA コンソール ポートに USB-to RJ-45 ケーブルの USB 側を接続します。
ステップ 2 次の図に示すように、DB-9 アダプタ ケーブルの RJ-45 側を USB-to RJ-45 ケーブルに接続しま
す。
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図 38 : Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータへのモデムの接続

1 EIA コンソール ポート 2 USB-to-RJ-45 アダプタ
3 RJ-45 to DB-9 ケーブル 4 デスクトップまたはシステム
ステップ 3 コンソール ケーブルの DB-9 側を端末の DB-9 側に接続します。
ステップ 4 ルータと通信するには、Microsoft Windows HyperTerminal などのターミナル エミュレータ アプ
リケーションを起動します。次のパラメータを使用してこのソフトウェアを設定します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• パリティなし
• 1 ストップ ビット
• フロー制御なし

管理イーサネット ケーブルの接続
デフォルト モード（speed-auto および duplex-auto）でイーサネット管理ポートを使用する場
合、ポートは Auto-MDI/MDI-X モードで動作します。ポートは Auto-MDI/MDI-X 機能によって
自動的に正しい信号接続を提供します。ポートは自動的にクロス ケーブルまたはストレート型
ケーブルを検知し、適応します。
ただし、イーサネット管理ポートがコマンドライン インターフェイス（CLI）によって固定の
速度（10、100 または 1000 Mbps）に設定されている場合、ポートは強制的に MDI モードにな
ります。
固定速度設定および MDI モードである場合：
• クロス ケーブルを使用して、MDI ポートに接続します。
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• ストレート型ケーブルを使用して、MDI-X ポートに接続します。

警告

電磁適合性と安全性に関する Telcordia GR-1089 NEBS 標準に準拠するために、管理イーサネッ
ト ポート以外は屋内または屋外の配線またはケーブルに接続しないでください。屋内ケーブル
は、シールドした上で、シールドを両端でアースに接続する必要があります。機器またはサブ
アセンブリの屋内ポートは、OSP またはその配線につながるインターフェイスに金属的に接続
しないでください。これらのインターフェイスは、屋内インターフェイス専用（GR-1089-CORE
に記載されたタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポート）に設計されており、屋外用の OSP ケー
ブルと区別する必要があります。一次保護装置を追加しても、これらのインターフェイスを
OSP 配線に金属的に接続するには不十分です。ステートメント

SFP モジュールおよび SFP+ モジュールの脱着
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータは、光モジュールおよび
イーサネット モジュールを含む、さまざまな SFP および SFP+ モジュールをサポートします。
SFP および SFP+ モジュールの脱着方法については、以下にある SFP または SFP+ モジュール
のマニュアルを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html
光ファイバ接続の検査およびクリーニングについては、次を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/partner/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

注意

インターフェイス モジュールで SFP を取り外してから挿入するまでの間は、少なくとも 30 秒
間待機することを推奨します。これは、トランシーバ ソフトウェアの初期化と Cisco ASR
920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータの同期を可能にするため、推奨され
ます。これより短い時間で SFP を変更すると、トランシーバの初期化に問題が発生し、SFP が
無効になる可能性があります。

USB フラッシュ デバイスの接続
Cisco ASR 920 ルータに USB フラッシュ デバイスを接続するには、USB MEM というラベルの
USB ポートにメモリ スティックを挿入します。フラッシュ メモリ モジュールは決まった方向
にだけ差し込むことができます。また、ルータの電源が入っているかどうかに関係なく、いつ
でも取り付けや取り外しが可能です。
次の図に、Cisco ASR 920 ルータの USB ポート コネクタを示します。
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図 39 : Cisco ASR 920 ルータのフラッシュ トークン メモリ スティック

USB フラッシュ デバイスの取り外し
USB フラッシュ トークン メモリ スティックを Cisco ASR 920 ルータから取り外して交換する
手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 USB をルータから取り外す前に、eject usb0: コマンドを実行します。
例：
rommon 2 > eject usb0
rommon 2 >

このコマンドを実行せずに USB を取り外すと、次のエラー メッセージが表示されます。
rommon 2 > dir usb0:
usb_stor_BBB_comdat:usb_bulk_msg error
failed to send CBW status 34
RESET:stall
usb_stor_BBB_comdat:usb_bulk_msg error
failed to send CBW status 34
RESET:stall
usb_stor_BBB_comdat:usb_bulk_msg error

ステップ 2 USB ポートからメモリ スティックを引き抜きます。
ステップ 3 Cisco USB フラッシュ メモリ スティックを交換するには、図に示すように、そのモジュールを
USB MEM というラベルの USB ポートに差し込みます。フラッシュ メモリ モジュールは決
まった方向にだけ差し込むことができます。また、ルータの電源が入っているかどうかに関係
なく、いつでも取り付けや取り外しが可能です。
これで、USB フラッシュ メモリの取り付け手順は完了です。

タイミング ケーブルの接続
ここでは、Cisco ASR 920 ルータにタイミング ケーブルを接続する方法を説明します。
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警告

電磁適合性と安全性に関する Telcordia GR-1089 NEBS 標準に準拠するために、ToD ポートは屋
内または露出していない配線またはケーブルのみに接続してください。屋内ケーブルは、シー
ルドした上で、シールドを両端でアースに接続する必要があります。機器またはサブアセンブ
リの屋内ポートは、OSP またはその配線につながるインターフェイスに金属的に接続しないで
ください。これらのインターフェイスは、屋内インターフェイス専用（GR-1089-CORE に記載
されたタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポート）に設計されており、屋外用の OSP ケーブルと
区別する必要があります。一次保護装置を追加しても、これらのインターフェイスを OSP 配
線に金属的に接続するには不十分です。

BITS インターフェイスへのケーブルの接続
ここでは、ルータの BITS ポートにケーブルを接続する方法について説明します。
手順

ステップ 1 ルータの電源がオフであることを確認します。
ステップ 2 ストレート型のシールド付き RJ48C-to-RJ48C ケーブルを使用して BITS ポートにケーブルの一
方の端を接続します。
ステップ 3 設置場所で BTS パッチまたは境界パネルにもう一方の端を接続します。
ステップ 4 ルータの電源をオンにします。
BITS ポートのピン割り当ての詳細については、「トラブルシューティング」を参照してくだ
さい。

GPS インターフェイスへのケーブルの接続
ここでは、Cisco ASR 920 ルータから周波数の入出力タイミング用の GPS 装置にケーブルを接
続する方法について説明します。

（注）

ケーブルを RSP に取り付けるときは、ファン トレイを取り外せるように余分なケーブルのサー
ビス ループを残すことをお勧めします。

10 MHz または 1-PPS 入力インターフェイスへのケーブルの接続
手順

ステップ 1 GPS 装置にシールド付き Mini-Coax ケーブルの一方の端を接続します。
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ステップ 2 シールド付き Mini-Coax ケーブルのもう一方の端を Cisco ASR 920 ルータの RSP にある 10 MHz
または 1-PPS ポートに接続します。

10 MHz または 1-PPS 出力インターフェイスへのケーブルの接続
手順

ステップ 1 スレーブ装置にシールド付き Mini-Coax ケーブルの一方の端を接続します。
ステップ 2 シールド付き Mini-Coax ケーブルのもう一方の端を Cisco ASR 920 ルータの RSP にある 10 MHz
または 1-PPS ポートに接続します。

ToD インターフェイスへのケーブルの接続
手順

ステップ 1 GPS 装置にストレート イーサネット ケーブルの一方の端を接続します。
ステップ 2 ストレート イーサネット ケーブルのもう一方の端を Cisco ASR 920 ルータの RSP にある ToD
または 1 PPS ポートに接続します。
（注）

クロッキングの設定方法の手順については、『Cisco ASR 920 Series Aggregation Services
Routers Configuration Guide』を参照してください。

イーサネット ケーブルの接続
Cisco ASR 920-24SZ-IM、ASR-920-24SZ-M、ASR-920-24TZ-M ルータのインターフェイス モ
ジュールは、RJ-45 ポートおよびイーサネット SFP ポートをサポートしています。イーサネッ
ト SFP ポートにケーブルを接続する方法については、「SFP モジュールへのケーブルの接続」
を参照してください。
RJ-45 ポートは、標準的なストレートおよびクロス カテゴリ 5 Unshielded Twisted-Pair（UTP;
シールドなしツイストペア）ケーブルをサポートしています。シスコではカテゴリ 5 UTP ケー
ブルを販売していません。市販のケーブルを使用してください。
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警告

電磁適合性と安全性に関する Telcordia GR-1089 NEBS 標準に準拠するために、ギガビット イー
サネット ポート以外は屋内または屋外の配線またはケーブルに接続しないでください。屋内
ケーブルは、シールドした上で、シールドを両端でアースに接続する必要があります。機器ま
たはサブアセンブリの屋内ポートは、OSP またはその配線につながるインターフェイスに金属
的に接続しないでください。これらのインターフェイスは、屋内インターフェイス専用
（GR-1089-CORE に記載されたタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポート）に設計されており、屋
外用の OSP ケーブルと区別する必要があります。一次保護装置を追加しても、これらのイン
ターフェイスを OSP 配線に金属的に接続するには不十分です。
ケーブルを銅線のギガビット イーサネット ポートに接続する手順は、次のとおりです。
手順

ステップ 1 ルータの電源がオフであることを確認します。
ステップ 2 ケーブルの一方の端を、ルータ上のギガビット イーサネット ポートに接続します。
ステップ 3 設置場所で BTS パッチまたは境界パネルにもう一方の端を接続します。

SFP モジュールへのケーブルの接続
シスコの光インターフェイスおよびイーサネット SFP インターフェイスへのケーブルの接続に
ついては、次を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html。

コネクタおよびケーブルの仕様
ケーブル仕様およびピン配置の詳細については、「トラブルシューティング」を参照してくだ
さい。
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