
デバイスのインストール

このタスクを開始する前に、配布資料『安全上の警告』の「標準の警告文」に記載されている

安全上の警告を読み、確実に理解しておいてください。

Cisco NCS 520のインストールには、次のタスクが含まれます。

•ラックの互換性（1ページ）
•ラック、壁面またはデスクトップでのデバイスのセットアップ（3ページ）
•デバイスの接地（15ページ）
•電源ケーブルの接続（16ページ）
•ギガビットイーサネットポートの接続（19ページ）
•ネットワークへのシャーシの接続（23ページ）

ラックの互換性
次のラック仕様に従うことを推奨します。

ラックタイプ
図 1 :ラック仕様 EIA（19インチおよび 23インチ）
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表 1 :ラック仕様 EIA（19インチおよび 23インチ）

マウントフランジ

の距離（Z）
ラック取り付け穴

の間隔（Y）
ラック前面の開口

（X）
ラックタイプ支柱タイプ

482.6 mm（19イ
ンチ）

465 mm（18.312
インチ）

450.8 mm（17.75
インチ）

48.3 cm（19イン
チ）

4支柱

2支柱

584.2 mm（23イ
ンチ）

566.7mm（22.312
インチ）

552.45mm（21.75
インチ）

58.4 cm（23イン
チ）

4支柱

2支柱

図 2 : 4支柱ラックタイプ
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図 3 : 2支柱ラックタイプ

ラック、壁面またはデスクトップでのデバイスのセット

アップ
Cisco NCS 520は、ラックにセットアップするか、壁付けするか、またはデスク上に設置する
かを選択できます。

ラックマウント

ラックにシャーシを取り付ける前に、まずラックマウントブラケットをシャーシに取り付けて

おく必要があります。

ラックブラケットの取り付け

デバイスには、デバイスの側面で固定されるラック取り付け用ブラケットが付属しています。
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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、デバイスの横に配置します。

図に示すようにブラケットを 3つの位置のいずれかに取り付けることができます。（注）

図 4 :前面マウントブラケット
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図 5 :中央マウントブラケット
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図 6 :背面マウントブラケット

ステップ 2 10インチポンド（1.1ニュートンメートル）の推奨される最大トルクでデバイスにブラケット
を固定します。

ラックでのデバイスのセットアップ

デバイスをラックに取り付けるときは、十分なクリアランスを確保します。（注）
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デバイスを 19インチ（48.3 cm）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。

（注）

表 2 :ケーブルガイドブラケット

N520-CBL-BRKT

700-116637-01700-116702-01ケーブルガイドブラケッ

ト N520-X-20G4Z-AN520-X-4G4Z-A

N520-20G4Z-AN520-4G4Z-A

N520-X-20G4Z-DN520-X-4G4Z-D

N520-20G4Z-DN/A

手順

ステップ 1 次の図に示すように、左のケーブルガイドと右のケーブルガイドをデバイスの前面に配置し、
4個のネジ穴を合わせます。

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。推奨される最大トルクは 26インチポンド（3ニュートンメートル）です。

ステップ 3 デバイスをラックに配置し、図を参考にしてデバイスを取り付けます。

図 7 :前面マウントブラケットとケーブルガイド
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図 8 :中央マウントブラケットとケーブルガイド
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図 9 :背面マウントブラケットとケーブルガイド
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ステップ 4 巻き尺と水準器を使用して、デバイス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。

壁面マウント

シャーシを壁に取り付ける前に、まず壁面取り付け用ブラケットとケーブルガイドをシャーシ

に取り付ける必要があります。

壁面用ブラケットの取り付け

デバイスには、デバイスの側面で固定される壁面取り付け用ブラケットが付属しています。

手順

ステップ 1 壁面取り付け用ブラケットをアクセサリキットから取り出し、デバイスの横に配置します。

図に示すようにブラケットを取り付けることができます。（注）
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図 10 :壁面マウントブラケット
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ステップ 2 10インチポンド（1.1ニュートンメートル）の推奨される最大トルクでデバイスにブラケット
を固定します。

デバイスの壁面取り付け

ケーブルガイドを取り付けてから、壁面にデバイスを取り付けます。（注）

手順

ステップ 1 図に示すように、ケーブルガイドをデバイスの前面に配置して、4つのネジ穴を合わせます。

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。推奨される最大トルクは 26インチポンド（3ニュートンメートル）です。

ステップ 3 壁にデバイスを垂直に配置します。
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電源が必ずデバイスの上部に位置するようにしてください。（注）

図 11 :デバイスの壁面取り付け
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デバイスを取り付ける前に、デバイスの側面にあるすべての未使用のネジ穴がネジで

保護されていることを確認します。

注意

ステップ 4 巻き尺と水準器を使用して、デバイス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。

デスクトップマウント

デスクトップマウントは、N520-4G4Z-Aバリアントでのみサポートされています。（注）

手順

ステップ 1 デバイスの下部に4本の粘着ゴム製の脚（アクセサリキットに含まれています）を取り付けま
す。
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ステップ 2 電源の近くにある平らな面にデバイスを設置し、適切な通気を確保するために、すべての側面
に少なくとも 2インチ（5.1 cm）のスペースがあることを確認します。

デバイスの接地
このタスクを開始する前に、配布資料『安全上の警告』の「ESDによる損傷の防止」に記載さ
れている安全上の警告を読み、確実に理解しておいてください。

デバイスに電源を接続したり、電源をオンにしたりする前に、デバイスを適切にアース接続し

てください。

ここでは、デバイスをアース接続する方法について説明します。アースラグはデバイスの背面

パネルにあります。

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。ヒント

図 12 :デバイスの背面へのアースラグの取り付け

怪我やシャーシへの損傷を防ぐために、デバイスに接続する前には必ず回路ブレーカーで電源

を切断してください。

注意

アース接続用のキャリアの要件を確認します。このユニットはアクセス制限区域に取り付け、

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。

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。
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図 13 :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、アースラグをアース線に
圧着します。

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
デバイスに取り付けます。

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。

電源ケーブルの接続
このタスクを開始する前に、配布資料『安全上の警告』の「電気機器の安全な取り扱い」に記

載されている安全上の警告を読み、確実に理解しておいてください。

Cisco NCS 520は ACおよび DC電源の両方をサポートします。デバイスの電源装置に基づい
て、ACまたは DC電源ケーブルを接続します。

AC電源ケーブルの取り付け

手順

ステップ 1 AC電源保持コードを接続します。
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図 14 : AC電源保持コードの接続

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。

AC電源のアクティブ化

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 前面パネル LEDがグリーンになっているかどうかを調べて、電源装置の稼働を確認します。

ステップ 4 LEDが電源装置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のサポート」の
章を参照してください。

ステップ 5 冗長 AC電源も接続している場合は、2番目の電源装置に対してこの手順を繰り返します。

冗長AC電源を接続する場合は、電源障害の間の電力損失を防ぐために、各電源装置
を別の電源に接続してください。

（注）

DC電源ケーブルの取り付け

DC電源ケーブ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）
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DCコネクタまたは端子ブロックは、1.3～ 1.8ニュートンメートル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 15 :組み込みネジを備えた DCコネクタ

0.27インチ（0.68 cm）C0.97インチ（2.4 cm）A

0.17インチ（0.43 cm）D0.31インチ（0.78 cm）B

0.81インチ（2 cm）M

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。

図 16 : DC電源コードの接続

ステップ 3 DC電源のガードを閉じます。
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DC電源のアクティブ化

手順

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

ステップ 2 前面パネル LEDがグリーンになっているかどうかを調べて、電源装置の稼働を確認します。

ステップ 3 LEDが電源装置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のサポート」の
章を参照してください。

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

冗長DC電源を接続する場合は、電源障害の間の電力損失を防ぐために、各電源装置
を別の電源に接続してください。

（注）

ギガビットイーサネットポートの接続
ギガビットイーサネット（GE）ポートは、光ファイバケーブルまたは銅ケーブルを使用して
他のデバイスに接続できます。どちらを選択するかは、デバイス間の通信距離が長いか短いか

によって決まります。

光ファイバケーブルを選択した場合は、適切な Small Form-factor Pluggable（SFP）モジュール
を接続します。デバイスは、光モジュールや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ています。SFPおよび SFP+モジュールの脱着方法につ
いては、『Cisco SFP and SFP+ Transceiver Module Installation Notes』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。SFPモジュールを挿入するデバイスのポートを選
択します。

銅ケーブルを選択した場合は、RJ-45コネクタに接続します。

デバイスの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。
デフォルトでは、シャーシの自動ネゴシエーションは有効です。速度とデュプレックスのパラ

メータを手動で設定できます。ポートが接続されているデバイスが自動ネゴシエーションを行

わない場合、パフォーマンスが低下したり、リンクが存在しない場合があります。

最大限のパフォーマンスを実現するには、次のいずれかの方法でGE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のパラメータについて、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。

自動メディア依存型インターフェイスクロスオーバー検出を有効にするには、インターフェイ

スコンフィギュレーションモードで mdix autoコマンドを使用します。自動メディア依存型
インターフェイスが有効になると、デバイスで銅線イーサネット接続に必要なケーブルタイプ
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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。次に、クロスケーブルまたはス

トレートケーブルのいずれかを使用して、銅線 10/100/1000ポートに接続します。mdix autoコ
マンドでインターフェイスを有効にできない場合は、SFPモジュールを使用してケーブルを接
続します。

SFPモジュールの接続
このタスクを開始する前に、配布資料『安全上の警告』の「モジュールの脱着の安全上の注意

事項」に記載されている安全上の警告を読み、確実に理解しておいてください。

シスコデバイスにはシスコの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モジュールがデバイス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。

デバイスで SFPモジュールを取り外してから挿入する場合は、30秒の間隔をあけることを推
奨します。これにより、トランシーバソフトウェアを初期化してデバイスと同期できます。こ

の待機時間をとらずにSFPを交換すると、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。

注意

ここでは、SFPモジュールの取り付けと接続の手順について説明します。また、SFPモジュー
ルを取り外す手順についても説明します。

SFPモジュールの取り付け

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、決してケーブルを取り付けたままSFPモジュールを着脱しないでください。すべ
てのケーブルを取り外してから、SFPモジュールの取り外しまたは取り付けを行ってくださ
い。

SFPモジュールの取り外しや取り付けを行うと、モジュールの耐用期間が短くなる可能性があ
ります。必要がない場合は SFPモジュールを着脱しないでください。

注意

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。

図 17 :ベールクラスプラッチ付きの SFPモジュール
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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。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。

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モジュールをスロットの開口部前面に合わせます。

ステップ 3 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るま
で押します。

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。

注意

ステップ 4 SFPモジュールに適切な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ケーブルを差し込みます。

•銅線 1000BASE-T SFPモジュールの場合、RJ-45ケーブルを差し込みます。

SFPモジュールの取り外し

必要な場合に 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。

ステップ 3 SFPモジュールのロックを解除して、取り外します。

ベールクラスプラッチ付きのモジュールの場合は、ベールを下げて、モジュールを取り外しま

す。ベールクラスプラッチが手の届きにくい場所にある場合は、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。

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。

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。
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光ファイバ接続の検査と清掃方法の詳細については、『Inspection and Cleaning Procedures for
Fiber-Optic Connections』を参照してください。

光ファイバ SFPモジュールの接続

ケーブル接続の準備ができるまで、SFPモジュールポートまたは光ファイバケーブルのゴム製
プラグ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。

注意

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 ポートの LEDのステータスを確認します。

デバイスと接続先装置がリンクを確立すると、LEDはグリーンに点灯します。

LEDが点灯しない場合は、接続先装置がオンになっているかどうか、または接続先装置に障害
があるかどうかを確認します。

ステップ 5 必要に応じてデバイスまたは接続先装置を再設定し、再起動します。

RJ-45コネクタの接続

手順

ステップ 1 ワークステーション、サーバ、およびデバイスに接続する場合は、前面パネルのRJ-45コネク
タにストレートケーブルを取り付けます。

デバイス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てください。

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。デバイスと接続先装
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、もう一方の端のデバイスがオンになっているかどうか、ま
たは障害があるかどうかを確認します。
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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がグリーンに点灯します。

（注）

ステップ 3 必要に応じて、接続先装置を再設定してから再起動します。

ステップ 4 接続する各デバイスについて、ステップ 1～ 3を繰り返します。

ネットワークへのシャーシの接続

すべてのデバイスポートに、SELVサービスのみを接続します。（注）

EIAコンソールポートへの接続

シリアルコンソールケーブルキットはデバイスには含まれていません。このキットは別途注

文します。

（注）

手順

ステップ 1 EIAコンソールポートに RJ-45ケーブルを接続します。

ステップ 2 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 3 デバイスと通信するには、Microsoft Windows Hyper-Terminal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

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

デバイスのインストール

23

デバイスのインストール

ネットワークへのシャーシの接続



的に正しい信号接続を提供し、クロスケーブルかストレートケーブルかを認識して、これに対

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）に設定される場合があります。このような場合、ポートは
MDIモードで強制的に動作します。

固定速度設定およびMDIモードである場合、次を使用します。

• MDIポートに接続する場合はクロスケーブル
• MDI-Xポートに接続する場合はストレートケーブル

ケーブルの銅線ギガビットイーサネットポートへの接続

デバイス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。

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。シスコ純正のカテゴリ 5 UTP
ケーブルはありません。これらのケーブルは、市販のものを用意します。

手順

ステップ 1 デバイス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、デバイス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。

デバイスの設置が完了したので、基本デバイス設定を実行する準備ができました。
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24

デバイスのインストール

ケーブルの銅線ギガビットイーサネットポートへの接続


	デバイスのインストール
	ラックの互換性
	ラックタイプ

	ラック、壁面またはデスクトップでのデバイスのセットアップ
	ラックマウント
	ラックブラケットの取り付け
	ラックでのデバイスのセットアップ

	壁面マウント
	壁面用ブラケットの取り付け
	デバイスの壁面取り付け

	デスクトップマウント

	デバイスの接地
	電源ケーブルの接続
	AC 電源ケーブルの取り付け
	AC 電源のアクティブ化

	DC 電源ケーブルの取り付け
	DC 電源のアクティブ化


	ギガビット イーサネット ポートの接続
	SFP モジュールの接続
	SFP モジュールの取り付け
	SFP モジュールの取り外し
	光ファイバ SFP モジュールの接続

	RJ-45 コネクタの接続

	ネットワークへのシャーシの接続
	EIA コンソールポートへの接続
	管理イーサネットケーブルの接続
	ケーブルの銅線ギガビット イーサネット ポートへの接続



