
コンポーネントの取り付け

この章では、ルートプロセッサ、インターフェイスモジュール、およびファントレイの取り

付け手順について説明します。

CiscoASR907ルータへのその他のコンポーネントの取り付け方法については、『Cisco ASR 907
Router Hardware Installation Guide』を参照してください。

•ルートプロセッサの取り付け（1ページ）
•ルートプロセッサの取り外し（3ページ）
•ルートプロセッサのホットスワップ（4ページ）
•インターフェイスモジュールの取り付け（5ページ）
•インターフェイスモジュールの取り外し（6ページ）
•ファントレイの取り付け（7ページ）
•ファントレイの取り外し（8ページ）

ルートプロセッサの取り付け

同じルータで N560-RSP4および N560-RSP4-Eルートプロセッサを一緒に使用しないでくださ
い。

（注）

手順

ステップ 1 モジュールを取り付けるスロットを選択します。モジュール上のポートに装置を接続できるだ
けの十分なスペースがあるかどうかを確認してください。モジュールを取り付ける予定のス

ロットに空のモジュールフィラープレートが取り付けられている場合は、2つのなべネジを取
り外して、プレートを取り除きます。

ステップ 2 次の図に示すように、新しいモジュールの両方のイジェクトレバーを完全に開きます。

静電破壊を防ぐために、ESDガイドラインに従ってモジュールを取り扱います。どの
電子コンポーネントにも直接触れないようにしてください。

注意
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ステップ 3 モジュールをスロットに合わせます。次の図に示すように、モジュールの両端を、スロットの
左右にあるガイドに合わせます。

図 1 : RSPの取り付け

ステップ 4 モジュールをスロットにゆっくりと差し込み、モジュール上の EMIガスケットが隣接スロッ
ト内のモジュールに接触し、左右のイジェクトレバーがモジュール前面プレートに対して約

45度まで閉じるようにします。

一番上のスロットにすでに RSPモジュールが取り付けられており、その下のスロッ
トに 2番目の RSPモジュールを取り付ける場合は、挿入中に上部の RSPのイジェク
トレバーによって下部の RSPモジュールの EMIガスケットを傷つけないように注意
してください。

注意

ステップ 5 左右のイジェクトレバーを同時に下に押しながら閉じ、モジュールをバックプレーンコネク
タに完全に装着します。イジェクトレバーが完全に閉じると、モジュールの前面プレートに

ぴったり重なった状態になります。

ステップ 6 モジュール上の 2つ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。

非脱落型ネジを締める前に、イジェクトレバーが完全に閉じていることを確認してく

ださい。

（注）

ステップ 7 シャーシに取り付けられたすべてのモジュール上で非脱落型ネジが緩んでいないことを確認し
ます。この手順により、新規または交換用モジュールに最大限の空きスペースを確保するため

に、すべてのモジュール上の EMIガスケットが完全に圧縮されていることを確認します。

非脱落型ネジが緩んでいると、取り付けたモジュールの EMIガスケットによって隣
接するモジュールが空いているスロットの方に押され、隙間が足りなくなって新しい

モジュールの取り付けが困難になります。

（注）
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シャーシの中に埃が入らないように、またシャーシ内のエアーフローが適切に保たれ

るようにするため、空のシャーシスロットには、ブランクモジュールフィラープ

レート（シスコ部品番号 A90X-RSPA-BLANK-W）を取り付ける必要があります。

注意

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のケー
ブルのサービスループを残すことを推奨します。

（注）

ほこりがケージ内に蓄積しないように、適切なダストキャップを使用して、RSPモ
ジュール上の未使用の RJ-45および USBポートをすべて閉じてください。

注意

ルートプロセッサの取り外し

始める前に

ルータから RSPを取り外す前に、copy running-config {ftp | tftp | harddisk:}コマンドを使用し
て、TFTPサーバまたは外部 USBフラッシュドライブに現在の設定を保存する必要がありま
す。これにより、モジュールをオンラインに戻す場合に時間を節約できます。

現在の実行コンフィギュレーションを保存するには、commitコマンドを使用します。

システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーが生じています。作業を

行うときは注意してください。ステートメント 1034
警告

接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されて

いる可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでく

ださい。ステートメント 1051

警告

手順

ステップ 1 モジュール上のポートに接続しているケーブルがあれば取り外します。

ステップ 2 シャーシに取り付けられているすべてのモジュールについて、非脱落型ネジがしっかりと締
まっていることを確認します。この手順により、取り外されたモジュールによって作られたス

ペースが維持されます。

非脱落型ネジが緩んでいると、取り付けたモジュールの EMIガスケットによってモ
ジュールが空いているスロットの方に押され、隙間が足りなくなってモジュールの取

り外しが困難になります。

（注）
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ステップ 3 シャーシから取り外すモジュール上の 2つの非脱落型ネジを緩めます。

ステップ 4 イジェクトレバーに親指を掛け、レバーを同時に開いて、モジュールをバックプレーンコネ
クタから外します。

ステップ 5 モジュールの前端を持ち、スロットからモジュールをまっすぐに引き出します。シャーシに水
平スロットがある場合は、手でモジュールを下から支えてスロットから引き出します。モジュー

ルの回路に手を触れないでください。

ESDによる損傷を防ぐため、モジュールを取り扱う際はフレームの端だけを持ってく
ださい。

注意

ステップ 6 モジュールを静電気防止用マットまたは静電気防止材の上に置くか、または別のスロットにす
ぐに取り付けます。

ステップ 7 空のスロットがある場合、ブランクモジュールフィラープレート（シスコ部品番号
A90X-RSPA-BLANK-W）を取り付けます。

ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。
シャーシ内の危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉

（EMI）の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つこと
です。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カ

バーを正しく取り付けた状態で運用してください。ステートメント 1029

警告

ルートプロセッサのホットスワップ
ルータの電源を切らずに冗長 RSPモジュールを取り外して交換できます。この機能を、ホッ
トスワップまたはOIRといいます。この機能により、ルータの動作を中断せずに冗長モジュー
ルを取り外して交換できます。

ルータに 2つの冗長モジュールを搭載した場合、アクティブなモジュールは 1つだけです。他
方のモジュールはスタンバイモードとなり、アクティブなモジュールに障害が発生した場合に

処理を引き継ぎます。

ルータの電源がオンで稼働中の場合、冗長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。さらに、削除されたモジュールはシステム
で記録され、管理上のシャットダウン状態となります。

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。新しく搭載
されたインターフェイスは、ブート時に（未設定の状態で）存在していたかのように、管

理上のシャットダウン状態になります。同じ仕様のモジュールをスロットに取り付ける
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と、ポートが設定され、元のモジュールのポートカウントと同数のポートがオンラインに

なります。

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すると、ルータは通常の動作に戻ります。

•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。

IMで OIRを実行する場合は、次のガイドラインを使用します。

•新しい IMを挿入する前に、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。

•アクティブ RSPおよびスタンバイ RSPが OKステータスに到達するまで、起動中に新し
い IMを挿入することは避けてください。

•複数の IMをシャーシに挿入する場合は、各 IMがOKステータスになるまで待ってから、
次の IMを挿入します。

インターフェイスモジュールの取り付け

始める前に

シャーシが接地されていることを確認します。

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際は、ルータスロットの上端と下端の間にインター
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 2 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 2 :インターフェイスモジュールの取り付け

ステップ 3 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（0.62 N-m）です。

ステップ 4 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

シャーシを持ち上げる際は、インターフェイスモジュールのイジェクタハンドルを使用しな

いでください。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。

注意

埃がケージ内に集まらないように、適切なダストキャップを使用して、インターフェイスモ

ジュール上の使っていないすべての RJ-45、SFP、XFP、および QSFPポートを塞ぎます。
（注）

インターフェイスモジュールの取り外し

手順

ステップ 1 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。
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ステップ 2 IMをシャットダウンするには、前面パネルにある ORS（オンライン取り外しスイッチ）ボタ
ンを押します。

この手順は、ルータが Cisco IOS XRリリース 7.2.2以降のリリースを実行している場
合にのみ適用されます。

（注）

Cisco IOS XRリリース 7.2.2以降、ORS機能は N560-IMA-1Wインターフェイスモ
ジュールで使用できます。

（注）

Cisco IOS XRリリース 7.3.1以降、ORS機能は N560-IMA-2C-DDインターフェイスモ
ジュールで使用できます。

（注）

ステップ 3 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 4 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。

ファントレイの取り付け
ファントレイは、ルータに冷気を供給するモジュラ装置です。

ファントレイモジュールの取り付けまたは取り外し時に、ファントレイスロットに体の一部

や物が入らないようにしてください。露出した電気回路に接触すると感電する危険性がありま

す。

（注）

手順

ステップ 1 非脱落型ネジがファントレイの前面パネルの右側になるように、ファントレイの向きを調整
します。次の図に、ファントレイの向きを変える方法を示します。
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図 3 :ファントレイの取り付け

ステップ 2 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。

ファンは、ファントレイの左側を向きます。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。

注意

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のケー
ブルのサービスループを残すことを推奨します。

（注）

ステップ 3 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。

ファントレイのアラームポートへのケーブルの接続方法については、「ファントレイのアラー

ムポートの接続」を参照してください。ファントレイのLEDの概要については、「LEDの詳
細」を参照してください。

ファントレイの取り外し

始める前に

ファントレイは活性挿抜（OIR）をサポートします。ファントレイの取り外しまたは交換時
に、シスコルータの電源を切断する必要はありません。ただし、ファンの速度と周囲温度に
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よってはルータがシャットダウンされます。「活性挿抜」の「ファントレイOIR」の表を参照
してください。

ファントレイが取り外され、規定の時間内に交換されなかった場合、システムは自動的に電源

をオフにします。システムの動作中は、ファントレイの取り外しから再挿入までの最短時間を

15秒に指定する必要があります。システムの電源が 1200 W AC以外の PSUから供給されてい
る場合や、システムの電源がオフの場合は、システムの電源をシステム内のすべての PSUと
共に完全にオフにして 30秒経過してから、システムの電源をオンにする必要があります。

（注）

ファントレイモジュールの取り付けまたは取り外し時に、ファントレイスロットに体の一部

や物が入らないようにしてください。露出した電気回路に接触すると感電する危険性がありま

す。

（注）

過熱アラームが発生した場合、ルータは 60秒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。

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付け後はシステムの

再初期化が完了するまで最低 2分お待ちください。
注意

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。次の図に、非脱落型ネジを含むファントレイの前面を示します。
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図 4 :ファントレイのネジの取り外し

非脱落型ネジ2ファントレイのハンドル1

ステップ 2 片手でファントレイのハンドルをつかみ、もう一方の手でシャーシの外側をつかみます。上の
図は、ハンドルを含むファントレイの前面を示しています。

ファンは、ファントレイの左側を向きます。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。

注意

ステップ 3 ファントレイをミッドプレーンの電源レセプタクルから取り外すには、次の図に示すように、
ファントレイを 1インチ以内手前に引きます。
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図 5 :ファントレイの取り外し

ファントレイを取り外すときは、回転しているファンの羽根に手を近づけないでくだ

さい。ファンブレードが完全に停止してからファントレイを取り外してください。

ステートメント 258

警告

ステップ 4 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。

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。

（注）

ファンが動作していない状態で、60秒を超えてシャーシを稼働させることはできませ
ん。

（注）
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