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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。

米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、

正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。 

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、 

弊社担当者にご確認ください。

    

 

               

               
               
               
               
            
          
               

               
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項

は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ

てユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済     

みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射

する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地で

この装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコシステムズの指示する   

設置手順に従わずに装置を設置した場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様    

のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このような干渉を防止する適切な保護を規定したもので  

す。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

シスコシステムズの書面による許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A またはクラス B のデジタル装置に対する FCC 要件に準拠しなくなることがあります。その     

場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制により制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユーザ側の負担で矯正するように求め  

られることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因に

なっていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

・干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

・テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します （装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにし 

ます）。

米国シスコシステムズ社では、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うこ 

とになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public     
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコシステ

ムズおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保

証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめと

する、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負

わないものとします。
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はじめに

ここでは、このハードウェア マニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明し、さ

らにこのマニュアルで扱わない情報が記載されている関連資料を紹介します。ここで説明する内容は、

次のとおりです。

 • 「目的」（P.ix）

 • 「対象読者」（P.ix）

 • 「表記法」（P.x）

 • 「安全上の警告」（P.x）

 • 「関連資料」（P.xi）

 • 「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規定」（P.xii）

 • 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiii）

目的
このマニュアルは、Cisco 1800 シリーズの固定構成のサービス統合型ルータに関するハードウェア関

連の総合的な情報を提供します。プラットフォームの説明、安全に関する情報、設置場所の準備、

シャーシの設置と相互接続、電源投入、初期設定、トラブルシューティング、およびメンテナンスと

アップグレードの手順が含まれます。

このマニュアルでは、ネットワーク通信を確立するためのソフトウェアの初期設定について詳しく説明

しています。ただし、すべてのソフトウェア設定の情報を網羅しているわけではありません。ソフト

ウェア設定の詳細については、『Cisco 1800 Series Integrated Services Routers (Fixed) Software 
Configuration Guide』、Cisco IOS コンフィギュレーション ガイド、および Cisco IOS コマンド リファ

レンスを参照してください。各マニュアルは、オンラインで利用できます。詳細については、「マニュ

アルの入手方法およびテクニカル サポート」を参照してください。

保証、保守、およびサポート情報については、「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規

定」を参照してください。

対象読者
このマニュアルは、ルータの設置、設定、およびメンテナンスの担当者を対象にしています。担当者

は、電子回路および配線手順に関する知識を持ち、電子または電気機器の技術者としての経験が必要で

す。ここに記載されている作業は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
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はじめに
表記法
このマニュアルでは、手順や情報を示すために表 1 の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイント アドバイス 「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約することができます。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイ

ントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

安全上の警告
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文

に、警告を表す記号が記されています。記載されている警告の訳文を確認するには、ルータに付属の

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』を
参照してください。

表 1 表記法 

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワード

イタリック体 ユーザが値を指定する引数

[      ] 角カッコで囲んで表示される省略可能なキーワードまたは引数

{x | y | z} 必須キーワードの選択肢は波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。いずれか 1 つを選択しな

ければなりません。

screen フォント 画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen  
フォント

ユーザが入力しなければならない情報の例

<    > パスワードのように出力されない文字は、イタリック体が使用できない場合、かぎカッコ（<:lt> 
<:gt>）で囲んで示しています。

[    ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示しています。
x
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はじめに
警告の定義

警告 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
 
This warning symbol means danger.You are in a situation that could cause bodily 
injury.Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical 
circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents.To see 
translations of the warnings that appear in this publication, refer to the translated safety 
warnings that accompanied this device.Statement  1071 
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS

関連資料
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ上で稼動する Cisco IOS ソフトウェアには、豊富な機

能があります。このマニュアルで扱わない情報、または詳細情報については、表 2 に表示されるリ

ソースを使用してください。

ワンポイント アドバイス 表 2 に表示されるマニュアルにアクセスできるかどうかを確認してください。一部のマニュアルは印

刷資料の形でも利用できます。すべてのマニュアルは WWW 上で利用できます。印刷資料を発注され

る場合は、「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xiii）を参照してください。

表 2 関連資料および参照資料 

シスコ製品 マニュアル タイトル

Cisco 1800 シリーズ 
fixed-configurationルータ

『Cisco 1811 and Cisco 1812 Integrated Services Router Cabling and 
Installation』

『Cisco 1801, Cisco 1802, and Cisco 1803 Integrated Services Router 
Cabling and Installation』

『Cisco 1800 Series Integrated Services Router (Fixed) Software 
Configuration Guide』

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1800 
Integrated Services Routers (Fixed)』

『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』
xi
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はじめに
シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な条件が

あります。シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.com で提供していま

す。次の手順を実行して、Cisco.com から Cisco Information Packet、および保証書にアクセスし、こ

れらをダウンロードしてください。

1. ブラウザを起動し、次の URL に進みます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans.htm

[Warranties and License Agreements] ページが表示されます。

2. Cisco Information Packet を表示するには、次の手順を実行します。

a. [Information Packet Number] フィールドをクリックし、製品番号 78-5235-03A0 が選択されて

いることを確認します。

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

Information Packet の [Cisco Limited Warranty and Software License] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を 
Adobe Portable Document Format（PDF）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

（注） PDF ファイルを表示し、印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。これは、

Adobe の Web サイト http://www.adobe.com からダウンロードできます。

3. お手持ちの製品について、翻訳またはローカライズされた保証情報を表示するには、次の手順を実

行します。

a. [Warranty Document Number] フィールドに、次の製品番号を入力します。

78-10747-01C0

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

[Cisco warranty] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を 
Adobe Portable Document Format（PDF）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

Cisco アクセス ルータ ワイ

ヤレス LAN マニュアル

『Cisco Access Router Wireless Configuration Guide』
Cisco アクセス ルータ アンテナ マニュアル

『Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco 
Access Products with 802.11a/b/g and 802.11b/g Radios』

ネットワーク管理システム ネットワーク管理ソフトウェア マニュアル

Cisco IOSソフトウェア Cisco IOS ソフトウェア マニュアル（全リリース）。ルータにインス

トールされている Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応するマニュア

ルを参照してください。

表 2 関連資料および参照資料 （続き）

シスコ製品 マニュアル タイトル
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また、Cisco Service and Support の Web サイトにアクセスして、サポートを受けることもできます。

http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml

ハードウェア保証期間

1 年間

ハードウェアに関する交換、修理、払い戻しの手順 
シスコ、またはその代理店では、Return Materials Authorization（RMA）要求を受領してから、10 営
業日以内に交換部品を出荷するように商業上合理的な努力を致します。お届け先により、実際の配達所

要日数は異なります。

シスコは購入代金を払い戻すことにより一切の保証責任とさせて頂く権利を留保します。

Return Materials Authorization（RMA）番号の入手

製品を購入されたシスコの代理店にお問い合わせください。製品を直接シスコから購入された場合は、

シスコの営業担当者にお問い合わせください。

次の項目を記入して、参照用に保管してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

製品の購入先：

購入先の電話番号：

製品モデル番号：

製品シリアル番号：

メンテナンス契約番号：
xiii
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Cisco 1800 シリーズ サービス統合型ルータ（

OL-6425-03-J
C H A P T E R 1

概要

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、サービス統合型ルータの新しい製品の一部で、中

小企業および小規模な支店の複数の同時サービスを安全かつ高速に、高品質の状態で配信するように最

適化されています。Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータは、8 ポートの 10/100BASE-T スイッチ、2 
つの 10/100BASE-T WAN ポート、2 つの USB 2.0 ポート、および ISDN S/T またはアナログ モデム

のいずれかのポートを備えています。Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータは、8 ポー

ト 10/100BASE-T スイッチ、1 つの 10/100BASE-T WAN ポート、ISDN S/T ポート、および ADSL 
over POTS、ADSL over ISDN、または G.SHDSL WAN のいずれかのポートを備えています。また、

すべてのモデルで、組み込みのハードウェアベースの暗号化も備えており、高度なアプリケーション、

オプションの 802.11a/b/g ワイヤレス LAN 機能、デジタル証明書の検証とシスログ エントリのスタン

ピング用の統合型リアルタイム クロック、およびオプションの Power over Ethernet（PoE）に対して

優れた性能を発揮します。

図 1-1 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの前面図を示します。

図 1-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの前面図

この章では、ルータの機能と仕様について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

 • 「ハードウェア機能」（P.1-2） 

 • 「シャーシの図」（P.1-7） 

 • 「インターフェイス番号」（P.1-11） 

 • 「仕様」（P.1-12） 

 • 「適合規格」（P.1-13） 
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第 1 章      概要        

  ハードウェア機能
ハードウェア機能
ここでは、製品 ID、組み込みインターフェイス、メモリ、LED インジケータ、シャーシの換気、および

内部クロックなど Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの基本的な機能について説明します。

製品シリアル番号の場所

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのシリアル番号ラベルは、シャーシの背面の右下隅付

近の下端に沿った場所にあります （図 1-2 を参照）。

図 1-2 シリアル番号の場所

（注） Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのシリアル番号は 11 文字です。

CPI ツール

Cisco Product Identification（CPI）ツールは、シスコ製品のシリアル番号ラベルの場所を示す詳細な

説明と図を提供します。CPI ツールには、次の機能があります。

 • ツリー構造の製品階層を用いてモデルを閲覧できる検索オプション

 • 複数の製品をより簡単に検索することのできる最終結果ページの検索フィールド

 • 販売終了製品は、結果リストで明瞭に識別

このツールをご利用になれば、シリアル番号ラベルを探し、製品を識別するプロセスを効率よく行うこ

とができます。シリアル番号情報があれば資格認証プロセスが速くなるため、サポート サービスへア

クセスする際に重要です。

CPI ツールには次の URL からアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/Support/CPI/index.do

機能概要

表 1-1 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの組み込みポートとその他のハードウェア

機能についてまとめています。
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表 1-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configuration組み込みインターフェイスの概要 

機能 説明

8 ポートの 10/100 ファスト イーサネッ

ト管理スイッチ

10/100BASE-T（10/100 Mbps）イーサネット ネットワークへの接続を提供しま

す。10/100 Mbps デバイスとの互換性があります。

10/100 Fast Ethernet（FE; ファスト 
イーサネット）WAN ポート

10/100BASE-T イーサネット ネットワークへの接続を提供します。ケーブル モデ

ム、ADSL、ルータなど、他のネットワーク デバイスに接続できます。

Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータは、10/100 FE WAN ポート

を 1 つ備えています。Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータは、10/100 FE WAN 
ポートを 2 つ備えています。

ADSL-over-POTS ポート Cisco 1801 ルータ専用です。ADSL ネットワークへの接続を提供します。自動ス

イッチ機能はサポートしません。

ADSL-over-ISDN ポート Cisco 1802 ルータ専用です。ADSL-over-ISDN ネットワークへの接続を提供しま

す。自動スイッチ機能はサポートしません。

G.SHDSL ポート Cisco 1803 ルータ専用です。G.SHDSL ネットワークへの 2 線式または 4 線式の

接続を提供します。

ISDN S/T ポート Cisco 1801、Cisco 1802、Cisco 1803、および Cisco 1812 ルータ専用です。メイ

ンの WAN リンクがダウンしたときのために、ISDN サービス プロバイダーへの

接続によるダイヤル バックアップとリモート管理の機能を提供します。

V.92 アナログ モデム ポート Cisco 1811 ルータ専用です。メインの WAN リンクがダウンしたときのために、

ダイヤル バックアップとリモート管理の機能を提供します。

コンソール ポート Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用したソ

フトウェア設定またはトラブルシューティング用に端末または PC への接続を提

供します。

AUX ポート コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用したソフトウェア設定またはト

ラブルシューティング用にモデムへの接続を提供します。

2 つの USB ポート Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ専用です。Cisco USB フラッシュ メモリ モ
ジュールと USB eToken モジュールをサポートします。

802.11a/b/g 統合型無線モジュール ワイヤレス モデル専用です。IEEE 802.11a/b/g 規格を使用したワイヤレス LAN 
への接続を提供します。ルータは、インフラストラクチャ モードで Access Point

（AP; アクセス ポイント）になることができます。

内部 Power-over-Ethernet（PoE）モ

ジュール

（任意）ルータに接続された受電デバイス（IP 電話など）にインライン パワーを

供給します。

Dying Gasp ルータの電力切断が間近であるかどうかを検出し、Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer（DSLAM; デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ）に回線切断

が間近であることを警告する信号を送信します。

壁面マウント機能 ルータを壁面または垂直面に取り付けるためのブラケットです。

Kensington セキュリティ スロット Kensington ロックダウン機器を使用することにより、ルータをデスクトップまた

はその他の平面に固定できます。

自動検知機能 クロス ケーブルが不要になります。ルータは、ストレート ケーブルまたはクロス 
ケーブルで接続された他のあらゆる PC またはハブにおいて標準モードの 
Medium-Dependent Interface（MDI; メディア依存型インターフェイス）または

クロスオーバー モードの MDI（MDIX）を検出できます。ルータは、LAN ポー

トと WAN ポートの間のブリッジングとマルチプロトコル ルーティングを行う機

能を備えています。
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メモリ

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータでは、次のタイプのメモリが搭載されています。

 • DRAM：実行コンフィギュレーションおよびルーティング テーブルを保存します。ネットワーク 
インターフェイスによるパケット バッファリングに使用されます。Cisco IOS ソフトウェアは、

DRAM メモリから実行されます。Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータには、128 MB 
の内部 DRAM メモリがデフォルトで搭載されています。また、Cisco 1800 シリーズ 
fixed-configurationルータ モデルは、200 ピン DDR Small Outline DIMM（SODIMM）スロット

を 1 つ備えており、最大で 256 MB の SODIMM を増設できます（内部 DRAM メモリは最大で 
384 MB になります）。

 • NVRAM：内部フラッシュ メモリ。ブートストラップ プログラム（ROM モニタ）、コンフィギュ

レーション レジスタ、およびスタートアップ コンフィギュレーションを保存します。デフォルト

で、すべての Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationモデルに 2 MB の Boot/NVRAM メモリが

搭載されています。

 • フラッシュ メモリ：外部 CompactFlash メモリ。オペレーティング システム ソフトウェア イメー

ジを保存します。デフォルトで、すべての Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationモデルに 32 
MB の内部フラッシュ メモリが搭載されています。最大 128 MB 容量の外部 CompactFlash カード

を使用できます。

電源

表 1-2 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの AC 電源オプションについてまとめてい

ます。

LED インジケータ

表 1-3 に、ルータの前面パネルにある LED インジケータについてまとめています。

表 1-2 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの電源オプションの概要

電源オプション 入力 IP Phone 電源出力

インライン パワー出力なしの AC 入力 100 ～ 120 V/200 ～ 240 V、 
1.2 A/0.6 A

なし

インライン パワー出力付きの AC 入力 100 ～ 120 V/200 ～ 240 V、 
1.2 A/0.6 A

–48 VDC、80 W

表 1-3 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータ上の LED インジケータの概要 

LED 色 説明

SYS OK グリーン ルータが正しく起動し、ソフトウェアが正常に機能しています。起動中または ROM モニ

タ モードであると、この LED は点滅します。

WLAN グリーン この LED は、ワイヤレス アクセス ポイントのリンク ステータスを示します。ワイヤレス 
モデルの場合にだけアクティブになります。

点灯時は、少なくとも 1 台のクライアントが関連付けらています。

グリーンの点滅時は、関連付けられているクライアントがありません。
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考えられる原因と対処方法を含む LED トラブルシューティング情報については、「トラブルシュー

ティング」の章にある表 6-1 を参照してください。

POE1
グリーン / 
オレンジ

グリーンの点灯時は、インライン電源装置が搭載されています。

オレンジの点灯時は、インライン電源装置が故障しています。

消灯時は、インライン電源装置が搭載されていません。

FE <ポート番号> グリーン これらの LED は、FE WAN ポート（Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ上のポート 
0 と 1、Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータ上のポート 0）と FE スイッ

チ ポート（Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ上のポート 2 ～ 9、Cisco 1801、
Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータ上のポート 1 ～ 8）の両方のファスト イーサネッ

ト ポート リンクおよびステータスを示します。

グリーンの点灯時は、FE リンクが確立されています。

消灯時は、リンクが確立されていません。

CD2
グリーン この LED は、接続が確立しているかどうかを示します（キャリア検知）。Cisco 1801、

Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータの場合、この LED は、DSL 接続が確立している

かどうかを示します。Cisco 1811 ルータの場合、この LED は、モデム接続が確立してい

るかどうかを示します。

点灯時は、接続が確立されています。

消灯時は、接続が確立されていません。

LPBK3
グリーン 点灯時は、DSL インターフェイスがループバック モードになっています。

消灯時は、DSL インターフェイスが通常動作状態です。

PPP グリーン 点灯する場合、少なくとも 1 つの PPP 接続が確立されています。

VPN グリーン 点灯する場合、少なくとも 1 つの VPN トンネルが確立されています。

LINK4
グリーン 点灯時は、ISDN S/T 接続が確立されています。

消灯時は、ISDN S/T 接続が確立されていません。

B14
グリーン グリーンの点滅時は、第 1 B チャネル上でアクティビティが発生しています。

消灯時は、第 1 B チャネル上でアクティビティが発生していません。

B24
グリーン グリーンの点滅時は、第 2 B チャネル上でアクティビティが発生しています。

消灯時は、第 2 B チャネル上でアクティビティが発生していません。

SPD5
グリーン 点灯時は、高速（V.90/V.92）接続中です。

消灯時は、低速（V.32/V.32b/V.34）接続中です。

BUSY5
グリーン グリーンの点滅時は、モデム回線上でアクティビティが発生しています。

消灯時は、アクティビティが発生していません。

CF グリーン CompactFlash メモリがビジーの状態の場合に、点灯します。この LED が点灯している間

は、CompactFlash メモリを取り出さないでください。

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2. この LED は、Cisco 1812 上には存在しません。

3. この LED は、Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 上にだけ存在します。

4. この LED は、Cisco 1811 上には存在しません。

5. この LED は、Cisco 1811 上にだけ存在します。

表 1-3 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータ上の LED インジケータの概要 （続き）

LED 色 説明
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802.11a/b/g 統合型無線モジュール（ワイヤレス モデル専用）

ワイヤレス オプション付きの Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータには、インフラストラク

チャ モードのワイヤレス アクセス ポイントとして動作する、IEEE 802.11a/b/g 統合型無線モジュール

が搭載されています。ワイヤレス ルータの背面パネルには、2 つの Reverse-Polarity Threaded 
Neill-Concelman（RP-TNC）コネクタがあります。ルータに付属のダイポール スイベル アンテナは、

RP-TNC コネクタに接続され、802.11a/b/g 無線モジュールを動作させます。

ワイヤレス動作は、Cisco Router and Security Device Manager（SDM）Web ベースのアプリケーショ

ン、または Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して設定できます。詳細につい

ては、『Cisco Router and Security Device Manager（SDM）Quick Start Guide』または『Cisco Access 
Router Wireless Configuration Guide』を参照してください。

サポートされているシスコ製無線アンテナ（ワイヤレス モデル専用）

表 1-4 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationワイヤレス ルータでサポートされているシスコ製

アンテナを示します。

シャーシの換気

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータには、シャーシを冷却する内部マルチスピード ファン

が搭載されており、オンボードの温度センサーで制御されます。この内部ファンは、シャーシを十分冷

却しながらファンの騒音を最小限に抑えるように速度を連続的に変化させて動作します。

表 1-4 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationワイヤレス ルータでサポートされているシスコ製アンテナ 

シスコ部品番号 アンテナ タイプ 最大ゲイン 説明

AIR-ANTM2050D-R 全方向性 2.4 GHz に対して 2.0 dBi 
ゲイン 

5 GHz に対して 5.0 dBi 
ゲイン

これは、デフォルトのアンテナです。スイベルマ

ウント ダイポール アンテナで、2.4 ～ 2.5 GHz 帯
域で動作します。このアンテナは、RP-TNC コネ

クタを利用したシスコ製ワイヤレス製品用に設計

されています。詳細については、『Cisco 
Multiband Swivel-Mount Dipole Antenna』を参照

してください。

AIR-ANTM4050V-R 全方向性 2.4 GHz に対して 4.0 dBi 
ゲイン 

5 GHz に対して 5.0 dBi 
ゲイン

天井マウント アンテナで、2.4 ～ 2.5 GHz 帯域で

動作します。このアンテナには、つり天井の横木

に取り付けるためのクリップが付いています。詳

細については、『Cisco Multiband Diversity 
Omnidirectional Ceiling-Mount Antenna』を参照

してください。

AIR-ANTM5560P-R パッチ 2.4 GHz に対して 5.5 dBi 
ゲイン 

5 GHz に対して 6.0 dBi 
ゲイン

壁面マウント アンテナで、2.4 ～ 2.5 GHz 帯域で

動作します。詳細については、『Cisco Multiband 
Wall-Mount, Corner-Mount, or Mast-Mount 
Antenna』を参照してください。
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  シャーシの図  
リアルタイム クロック

バッテリ バックアップ付き内部リアルタイム クロックは、システム ソフトウェアにシステム電源投入

時の時刻を提供します。これにより、システムは、Certification Authority（CA; 認証局）証明書の有

効性の検証とシスログ メッセージのタイムスタンプを行うことができます。Cisco 1800 シリーズ 
fixed-configurationルータには、ソケット付きのリチウム電池が搭載されています。この電池は、当該

ルータに指定された動作環境条件のもとではルータの寿命が終わるまで持ちます。この電池は現場交換

できません。

（注） 万が一 Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのリチウム電池が故障した場合には、ルータを

シスコに返却して修理する必要があります。

電池は現場交換可能ではありませんが、次の警告に留意してください。

警告 電池を正しく交換しないと爆発の危険があります。製造業者が推奨するのと同じまたは同等のタイプ
の電池と交換してください。製造業者の指示に従って使用済み電池を処分してください。ステートメ
ント 1015

Kensington ロック

すべての Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、物理上のセキュリティを補強するために、

背面パネルの左上隅に Kensington ロックを備えています。

シャーシの図
ここでは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの図により、電源インターフェイスと信号

インターフェイス、モジュール スロット、ステータス インジケータ、およびシャーシ ID ラベルの場所

を示します。

図 1-3 Cisco 1801 ルータの前面パネル 
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  シャーシの図
図 1-4 Cisco 1801 ルータの背面パネル

図 1-5 Cisco 1802 ルータの前面パネル 

図 1-6 Cisco 1802 ルータの背面パネル

1 ADSL over POTS WAN ポート 6 POE コネクタ1

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2 ISDN BRI S/T ポート 7 電源スイッチ

3 8 ポートの FE 管理スイッチ 8 電源コネクタ

4
FE WAN ポート2

2. Cisco 1801 は、FE WAN ポートを 1 つだけ搭載しており、示されている 2 つのポートのうち下側を使用できま
す。上側のポートは無効になっていますが、将来のために確保されています。

9
RP-TNC アンテナ コネクタ（ワイヤレス モデ

ル専用）

5 コンソール /AUX ポート
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  シャーシの図  
図 1-7 Cisco 1803 ルータの前面パネル 

図 1-8 Cisco 1803 ルータの背面パネル

1 ADSL over ISDN WAN ポート 6 POE コネクタ1

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2 ISDN BRI S/T ポート 7 電源スイッチ

3 8 ポートの FE 管理スイッチ 8 電源コネクタ

4
FE WAN ポート2

2. Cisco 1802 は、FE WAN ポートを 1 つだけ搭載しており、示されている 2 つのポートのうち下側を使用できま
す。上側のポートは無効になっていますが、将来のために確保されています。

9
RP-TNC アンテナ コネクタ（ワイヤレス モデ

ル専用）

5 コンソール /AUX ポート

1 CompactFlash スロット

12
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8 7 6
SWITCH

5 CO LPBK PPP VPN

Cisco 1800 Series

DSL

1

1 G.SHDSL WAN ポート 6 POE コネクタ1

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2 ISDN BRI S/T ポート 7 電源スイッチ

3 8 ポートの FE 管理スイッチ 8 電源コネクタ

4
FE WAN ポート2

2. Cisco 1803 は、FE WAN ポートを 1 つだけ搭載しており、示されている 2 つのポートのうち下側を使用できま
す。上側のポートは無効になっていますが、将来のために確保されています。

9
RP-TNC アンテナ コネクタ（ワイヤレス モデ

ル専用）

5 コンソール /AUX ポート
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  シャーシの図
Cisco 1811 シャーシ

図 1-9 に、Cisco 1811 ルータの前面パネルを示します。図 1-10 に、Cisco 1811 ルータの背面パネルを

示します。

図 1-9 Cisco 1811 ルータの前面パネル 

図 1-10 Cisco 1811 ルータの背面パネル

Cisco 1812 シャーシ

図 1-11 に、Cisco 1812 ルータの前面パネルを示します。図 1-12 に、Cisco 1812 ルータの背面パネル

を示します。
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1 V.92 モデム ポート 6 POE コネクタ1

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2 USB 2.0 ポート 7 電源スイッチ

3 8 ポートの FE 管理スイッチ 8 電源コネクタ

4
FE WAN ポート

9
RP-TNC アンテナ コネクタ（ワイヤレス モデ

ル専用）

5 コンソール /AUX ポート
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  インターフェイス番号  
図 1-11 Cisco 1812 ルータの前面パネル 

図 1-12 Cisco 1812 ルータの背面パネル

インターフェイス番号
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ上の WAN インターフェイスと LAN インターフェイス

は、次のように番号が付けられています。

 • Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ上のファスト イーサネット 10/100 WAN ポートの番号は FE 
0 と FE 1 です。2 つのポートのうち下側が FE 0 です。

 • Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータ上のファスト イーサネット 10/100 WAN ポー

トの番号は FE 0 です。

 • Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ上のファスト イーサネット LAN スイッチ ポートの番号は 
FE 2 ～ FE 9 です。FE 2 ポートは、下の列で一番右にあるポートです（ルータの背面から見た場

合）。スイッチ ポートは、下の列で右から左に FE 2 から FE 5 までの番号が連続して付けられ、上

の列で右から左に FE 6 から FE 9 までの番号が連続して付けられています。

1 CompactFlash スロット

SYS OK  POE S 4 FEX 3 2 FE0 LINK B1
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B2 CF

9 8 7
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6 FE1 PPP VPN

Cisco 1800 Series

12
71
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1

1 ISDN BRI S/T ポート 6 POE コネクタ1

1. インライン パワーはフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは搭載されていません。

2 USB 2.0 ポート 7 電源スイッチ

3 8 ポートの FE 管理スイッチ 8 電源コネクタ

4
FE WAN ポート

9
RP-TNC アンテナ コネクタ（ワイヤレス モデ

ル専用）

5 コンソール /AUX ポート

12
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61

1 2 3
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  仕様
 • Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータ上のファスト イーサネット LAN スイッチ 
ポートの番号は FE 1 ～ FE 8 です。FE 1 ポートは、下の列で一番右にあるポートです（ルータの

背面から見た場合）。スイッチ ポートは、下の列で右から左に FE 1 から FE 4 までの番号が連続し

て付けられ、上の列で右から左に FE 5 から FE 8 までの番号が連続して付けられています。

 • ADSL over POTS、ADSL over ISDN、G.SHDSL、ISDN S/T、および V.92 モデム WAN ポート

は、それぞれのタイプのポート 0 として番号が付けられます。

 • Cisco 1811 および Cisco 1812 ルータ上の USB 2.0 ポートの番号は、usb 0 と usb 1 です。usb 0 
ポートは 2 つのポートの下側で、usb 1 は上側のポートです。

仕様
表 1-5 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの仕様を示します。

表 1-5 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの仕様 

説明 仕様

寸法（幅×奥行き） 12.5 × 9.5 インチ （31.75 × 24.13 cm）

ゴム製の脚なしの高さ：1.73 インチ （4.39 cm）

ゴム製の脚ありの高さ：1.87 インチ （4.75 cm） 
重量 最大：6.1 ポンド（2.8 kg）
AC 入力電源

入力電圧

周波数

入力電流

突入サージ電流

最大 74 W

100 ～ 240 VAC
50/60 Hz

1.2 ～ 0.6 A

最大 50 A、1 サイクル（-48 V 電源搭載時）

消費電力（最大） 153 BTU/Hr

コンソール /AUXポート RJ-45 コネクタ

動作湿度 動作時：10 ～ 85%（結露しないこと）、非動作時：5 ～ 95% 
（結露しないこと）

動作温度 32 ～ 104°F（0 ～ 40°C） 

非動作時温度 –4 ～ 149°F（–20 ～ 65°C） 

ノイズ レベル <78°F/25.6°C：34 dBA 
>78°F/25.6°C および <104°F/40°C：37 dBA 
>104°F/40°C：42 dBA 

安全規格 UL 60950、CAN/CSA C22.2 No. 60950、IEC 60950-1、
EN 60950-1、AS/NZS 60950 

適合規格の詳細については、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』
を参照してください。
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  適合規格  
適合規格
適合規格の詳細については、ルータに付属の『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1800 Integrated Services Routers (Fixed)』を参照してください。

EMC イミュニティ規格 EN300386、EN55024（CISPR24）、EN61000-4-2、
EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、
EN61000-4-8、EN61000-4-11、EN55082-1、EN61000-6-2、
ITU-T K.21 

適合規格の詳細については、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』
を参照してください。

EMC 防止規格 CFR 47 Part 15 Class A、ICES-003 Class A、EN55022 Class A、

CISPR22 Class A、AS/NZS 3548 Class A、VCCI Class A、

EN 300386、EN61000-3-2、EN61000-3-3

適合規格の詳細については、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』
を参照してください。

表 1-5 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの仕様 （続き）

説明 仕様
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C H A P T E R 2

設置準備の要件

この章では、Cisco 1800 シリーズ fixed-configuration Integrated Service Router（ISR）に必要な設置

環境の条件と機器について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「安全上の注意」（P.2-2）

 • 「一般的な設置環境の条件」（P.2-4）

 • 「インストレーション チェックリスト」（P.2-5）

 • 「サイト ログの作成」（P.2-6）

 • 「ルータの梱包内容の確認」（P.2-6）

 • 「インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器」（P.2-7）

（注） 記載されている警告の訳文を確認するには、ルータに付属の『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers（Fixed）』、およびワイヤレス ルータの場合に

は『Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco Access Products with 802.11a/b/g 
and 802.11b/g Radios』を参照してください。

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 この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。ステートメン
ト 1040

警告 TNV に接触しないように、シャーシを開く前に電話線を取り外してください。ステートメント 1041

警告 この装置の設置および保守は、保守担当者（AS/NZS 3260 で定義）が行ってください。この装置を
誤って一般コンセントに接続すると危険な場合があります。主電源コネクタの電源を抜く前、ハウジ
ングが開いている間、または主電源コネクタの電源を抜く前でハウジングが開いている間に、通信回
線を切断する必要があります。ステートメント 1043
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  安全上の注意
安全上の注意
安全を確保するために、次の注意事項に従ってください。

 • インストレーションの作業中および作業後は、シャーシ周辺を常に清潔にしておいてください。

 • シャーシ カバーを取り外す場合は、安全な場所に保管してください。

 • 工具およびシャーシ コンポーネントが通行の妨げにならないようにしてください。

 • シャーシに引っ掛かるような衣服は着用しないでください。ネクタイやスカーフは固定し、袖はま

くり上げてください。

 • 眼を傷つける可能性がある場合は、作業時に保護眼鏡を着用してください。

 • 人身事故や装置障害を引き起こす可能性のある作業は行わないでください。

電気機器の安全な取り扱い

警告 この装置には複数の電源装置が接続されていることがあります。すべての接続を取り外して、装置の
電源を切ってください。ステートメント 1028

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

電気機器を取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。

 • 作業を行う室内の緊急電源遮断スイッチの場所を確認しておいてください。電気事故が発生した場

合、ただちに電源を切ることができます。

 • 次の作業を行う場合は、事前にすべての電源を切断してください。

 – シャーシの取り付けまたは取り外し

 – 電源装置付近での作業

 • 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コードや擦り切れた電源コードがないか、保護

アースの不備などがないかどうか、作業場所の安全を十分に確認してください。

 • 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

 • 回路の電源が切断されているとは思い込まないでください。必ず確認してください。

 • ルータの内部電源装置の格納ラックは決して開かないでください。

 • 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。

 – 負傷しないように注意してください。

 – 装置につながる電源をオフにしてください。

 – 可能であれば、医療援助を求めるために誰か別の人を呼んでもらうようにしてください。それ

ができない場合は、負傷者の状況を見極めてから救援を要請してください。

 – 負傷者に人工呼吸または心臓マッサージが必要かどうかを判断し、適切な処置を施してくださ

い。
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  安全上の注意  
さらに、電源から切断されていても、電話回線またはネットワーク配線に接続されている装置を扱う場

合には、次の注意事項に従ってください。

 • 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

 • 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

 • 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電

話ケーブルや端子には、触れないでください。

 • 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電破壊の防止 
Electrostatic Discharge（ESD; 静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります

（静電破壊）。静電破壊は電子プリント回路カードの取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠

的な障害をもたらします。モジュールの取り付けおよび取り外しを行うときは、静電破壊を防止するた

め、次の指示に従ってください。

 • ルータのシャーシがアースに接続されていることを確認してください。

 • 静電気防止用リスト ストラップは、必ず肌に密着させて着用してください。シャーシ フレームの

塗装されていない面にクリップを取り付けて、不要な静電気を安全にアースしてください。静電破

壊や感電を防止するには、リスト ストラップとコードを正しく取り付ける必要があります。

 • リスト ストラップがない場合は、シャーシの金属部分に触れることによって、自分の静電気を逃

がしてください。

注意 装置の安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値

は 1 ～ 10 Mohm でなければなりません。

ワイヤレス ルータに関する追加の警告

警告 FCC の Radio Frequency（RF; 無線周波数）被曝制限値に準拠するため、アンテナは身体から 7.9 
インチ（20 cm）以上離れた場所に設置してください。ステートメント 332

警告 ワイヤレス ネットワーク装置は、専用のタイプでないかぎり、シールドされていない雷管の近くや爆発の

可能性のある場所では操作しないでください。ステートメント 245B

ワイヤレス ルータの一般的な安全に関する注意事項

ワイヤレス ルータ モデルに関する注意事項は、次のとおりです。

 • 装置の送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。

 • 送信中、無線部分を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近

づけたり、触れたりしないでください。

 • ワイヤレス装置を危険な場所で使用する場合は、地域の規則および国の規則に制約されます。ま

た、現場の作業安全責任者の指示に従ってください。
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第 2 章      設置準備の要件        

  一般的な設置環境の条件
一般的な設置環境の条件
ここでは、ルータの安全な設置と稼動に必要な設置環境の条件について説明します。設置場所での準備

が適切に行われていることを確認してから、設置を始めてください。既存の装置がシャットダウンした

り、エラーの発生頻度が極端に高い場合には、ここで説明する情報が、障害の原因の特定や今後発生す

る可能性のある問題の防止に役立ちます。

電源装置に関する考慮事項

設置場所の電源を調べ、クリーンな電力（スパイクやノイズのない電力）が供給されていることを確認

してください。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。

警告 この装置は、TN および IT 電源システムに接続するように設計されています。ステートメント 1007

AC 電源装置には、1.8 m（6 フィート）の電源コードが付いています（電源口付近のラベルに装置の正

しい電圧、周波数（AC 電源システムだけ）、電流引き込み、および消費電力が記載されています）。

表 2-1 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの電力要件を示します。

設置場所の環境

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは卓上に置くことも、ラックに設置することもできます。

また、壁面や他の垂直な表面に取り付けることもできます。ルータの場所および装置ラックまたは配線

室のレイアウトは、適切な動作を行うための非常に重要な考慮事項となります。複数の装置を近づけて

設置したり、換気が不十分であったり、手の届かないパネルがあったりすると、誤操作やシャットダウ

ンの原因となり、メンテナンスが困難になります。ルータの前面パネルおよび背面パネルに手が届くよ

う計画してください。ルータの前面ベゼルを正面に見たとき、エアーフローは左から右になります。

設置場所のレイアウトや装置の配置を決めるときは、「設置場所の構成」（P.2-5）に記載されている注

意事項に従い、装置の故障を防ぎ、環境によって引き起こされるシャットダウンを減少させてくださ

い。現時点で既存の装置がシャットダウンしたり、エラーの発生頻度が極端に多い場合には、この注意

事項が、障害の原因の特定や今後発生する可能性のある問題の防止に役立ちます。

ワイヤレス LAN に関する考慮事項

ご使用のワイヤレス ルータで使用されるアンテナのタイプと配置場所が、ルータへのワイヤレス接続

の品質に大きく影響します。Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータでは、3 つの異なるタイプ

のアンテナを使用できます。ルータの背面パネルに取り付けるスイベルマウント ダイポール アンテナ、

壁面マウント アンテナ、および天井マウント アンテナです。

アンテナおよびその最適な利用方法に関する詳細については、次のマニュアルを参照してください。

表 2-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの電力要件 

ルータ  入力電源 入力電圧の許容限度

インライン パワー サポートがな

い場合

100 ～ 120 V/200 ～ 240 V、1.2 A/0.6 A 90 ～ 264 VAC

インライン パワー サポート付き

の場合

100 ～ 120 V/200 ～ 240 V、1.2 A/0.6 A 90 ～ 264 VAC
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第 2 章      設置準備の要件

  インストレーション チェックリスト   
 • 『Cisco Multiband Swivel-Mount Dipole Antenna』

 • 『Cisco Multiband Diversity Omnidirectional Ceiling-Mount Antenna』

 • 『Cisco Multiband Wall-Mount, Corner-Mount, or Mast-Mount Antenna』

設置場所の構成

次の注意事項は、ルータの動作環境を適切にし、環境条件による装置の障害を防止するのに役立ちます。

 • ルータが稼動する室内が十分に空気循環されていることを確認します。電気機器は放熱します。十

分に空気循環されていないと、室内の温度が高くなり、機器を許容動作温度に冷却できなくなる場

合があります。

 • 必ず「静電破壊の防止」（P.2-3）に記載されている静電破壊防止手順に従って、装置への損傷を防

いでください。静電破壊は、装置の故障または間欠的な障害の原因になります。

 • シャーシ カバーおよびモジュール背面パネルが固定されていることを確認してください。未使用

のネットワーク モジュール スロット、インターフェイス カード スロット、電源装置ベイにはフィ

ラー パネルを取り付ける必要があります。シャーシは、特殊設計の冷却スロットを通して、内部

に冷気が送り込まれるように設計されています。シャーシが開いていると、空気が漏れ、内部コン

ポーネントの空気の流れが妨げられたり削減されたりします。

インストレーション チェックリスト
このインストレーション チェックリストのサンプルは、新しいルータを取り付ける際の項目と手順を

示したものです。このチェックリストをコピーして、作業が完了した時点で各カラムに内容を記録して

ください。各ルータのチェックリストのコピーは、サイト ログに添付してください（「サイト ログの作

成」（P.2-6）を参照）。

インストレーション チェックリスト：設置場所___________________________________________

ルータ名_______________________________________________________

作業 確認者 日付

インストレーション チェックリストのコピー

サイト ログへの背景情報の記入

設置場所の電圧確認

設置場所の電力チェック完了

必要な工具の確認

追加機器の確認

ルータの受領

ルータのクイック スタート ガイドの受領

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1800 Integrated Services Routers (Fixed)』の受領 

『Declarations of Conformity and Regulatory Information 
for Cisco Access Products with 802.11a/b/g and 802.11b/g 
Radios』の受領（ワイヤレス ルータの場合だけ） 
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  サイト ログの作成
サイト ログの作成
サイト ログには、ルータに関するすべての作業を記録します。ルータの作業者全員がすぐに参照でき

るように、サイト ログはシャーシのそばに保管してください。ルータのインストレーションおよびメ

ンテナンス作業の確認には、インストレーション チェックリストを使用してください。サイト ログに

は、次のような内容を記録します。

 • インストレーションの進行状況：インストレーション チェックリストのコピーをサイト ログに添

付します。各作業の完了時に内容を記録します。

 • アップグレードおよびメンテナンス作業：サイト ログを、ルータのメンテナンスおよび拡張履歴

として使用します。サイト ログには、次のようなイベントを記録します。

 – ネットワーク モジュールの設置

 – ネットワーク モジュールの取り外し、交換、およびアップグレード 

 – コンフィギュレーションの変更

 – メンテナンスのスケジュールおよび要件

 – 行ったメンテナンス作業の内容

 – 間欠的に発生する問題

 – コメントおよび付記

ルータの梱包内容の確認
設置準備が完了するまでは、ルータを開梱しないでください。最終的な設置場所の準備ができるまで時

間がかかるときは、損傷を防止するために、シャーシを梱包した状態で保管しておいてください。ルー

タを設置する準備が完了してから、開梱します。

製品登録カードの受領

Cisco.com 連絡先情報が記載されたラベルの受領

シャーシ コンポーネントの確認

最初の電源投入の完了

ASCII 端末（ローカル コンフィギュレーションの場合）

またはモデム（リモート コンフィギュレーションの場合）

の確認

信号距離制限の確認

起動シーケンスの完了

初期動作の確認

ソフトウェア イメージの確認

インストレーション チェックリスト：設置場所___________________________________________

ルータ名_______________________________________________________

作業 確認者 日付
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第 2 章      設置準備の要件

  インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器  
ルータ、ケーブル、マニュアル類、およびオプションで発注した機器は、複数の梱包パッケージで出荷

されることがあります。開梱したら、梱包リストを参照し、次のものがすべて揃っていることを確認し

てください。

 • ルータ 

 • 1.8 m（6 フィート）電源コード

 • ケーブル マネジメント ブラケット

 • RJ-45/DB-9 コンソール ケーブル

 • DB-9/DB-25 コネクタ アダプタ

 • 2 本のスイベルマウント ダイポール アンテナ（ワイヤレス モデルの場合だけ）

 • オプションの付属品（ネットワーク接続ケーブル、ラックマウント ブラケットなど）

 • ケーブル接続とインストレーションのマニュアル

 • 『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers 
(Fixed)』 

 • （ワイヤレス ルータの場合だけ）『Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco 
Access Products with 802.11a/b/g and 802.11b/g Radios』

 • 『Cisco Router and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide』

 • 製品登録カードおよび Cisco.com カード

すべての部品について、配送による損傷がないかどうかを確認します。損傷が見つかった場合、または

ルータの設置や設定に問題がある場合には、製品を購入された代理店に連絡してください。保証、保

守、およびサポート情報は、ルータに付属のケーブル接続とインストレーションのマニュアルを参照し

てください。

インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具
および機器

ルータおよびコンポーネントの取り付けやアップグレードには、次の工具および機器が必要です。

 • 静電気防止用コードおよびリスト ストラップ

 • No.2 プラス ドライバ

 • カバーを取り外すためのマイナス ドライバ（ルータまたは他のコンポーネントをアップグレード

する場合）

 • ラックに適合するネジ

 • ワイヤ圧着工具

 • シャーシをアース接続するためのワイヤ

 – NEC 準拠シャーシ アース用の AWG 14（2 mm2）以上のワイヤ

 – EN/IEC 60950 準拠シャーシ アース用の AWG 18（1 mm2）以上のワイヤ

 • NEC 準拠アースについては、ユーザが準備する適切な内径 5 ～ 7 mm（1/4 インチ）のリング端子

さらに、計画したネットワーク構成によっては、ポートを外部ネットワークに接続するために、次の機

器が必要になることがあります。

 • ファスト イーサネット WAN および LAN ポート接続用イーサネット ケーブル
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  インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器
（注） ケーブル仕様の詳細については、Cisco.com で提供されているオンライン マニュアルの

『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照してください。

 • ファスト イーサネット（LAN）ポート接続用ネットワーク インターフェイス カード付きイーサ

ネット ハブまたは PC

 • 9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、フロー制御なし、パリティなしに設定されたコ

ンソール端末（ASCII 端末、あるいは HyperTerminal または同等の端末エミュレーション ソフト

ウェアを実行する PC）

 • リモート管理アクセス用の AUX ポートへ接続するためのモデム（オプション）

 • ISDN BRI S/T インターフェイス対応の NT1 装置（サービス プロバイダーから提供されていない

場合）

 • ワイヤレス ルータ用の壁面マウントまたは天井マウント アンテナ（同梱されたダイポール アンテ

ナを使用しない場合）
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シャーシの設置手順

この章では、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータを卓上または壁面に設置する手順につい

て説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「シャーシのセットアップ」（P.3-1）

 • 「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-3）

（注） 記載されている警告の訳文を確認するには、このデバイスに付属の『Regulatory Compliance and 
Safety Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers (Fixed)』を参照してください。

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 この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。出入りが制限された場所
とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない
場所を意味します。ステートメント 1017

シャーシのセットアップ

警告 オン /オフ スイッチのあるシステムを扱う場合は、電源をオフにし、電源コードを外してください。
ステートメント 1

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、卓上に設置したり、壁面に取り付けたりすること

ができます。次のセクションの該当する手順を参照してください。

 • 卓上への Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの設置

 • シャーシのアース

 • 壁面への Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの取り付け

注意 シャーシの損傷を防ぐために、シャーシ前面にあるプラスチック パネルを持ってシャーシを持ち上

げたり、傾けたりしないでください。シャーシは必ず金属本体を持つようにしてください。
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  シャーシのセットアップ
卓上への Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの設置

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、卓上または棚に設置できます。ルータの上に 
4.5 kg（10 ポンド）を超える物を乗せないでください。また、卓上にルータを積み上げないでくだ

さい。ルータの上に重いものを乗せると、シャーシが損傷することがあります。

注意 シャーシの設置では、シャーシ冷却用の通気が妨げられないようにする必要があります。ルータを

卓上に置く場合、冷却用の吸気口と排気口のそばは最低でも 2.5 cm（1 インチ）の空間をあけてお

いてください。

ルータを設置した後、シャーシを信頼性の高いアースに接続する必要があります。シャーシのアース接

続の手順については、「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-3）を参照してください。

シャーシのアース

ルータを設置した後、シャーシを信頼性の高いアースに接続する必要があります。シャーシのアース接

続の手順については、「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-3）を参照してください。

壁面への Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの取り付け

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータには、装置を壁面や他の垂直な表面に取り付ける場合

のスロットがシャーシの底面にあります。

警告 この装置は、壁に取り付けることを想定したものです。取り付けを開始する前に、壁面への取り付け
手順を入念に読んでください。ハードウェアを正しく使用しなかった場合、または正しい手順に従わ
なかった場合には、大けがをしたり、システムが損傷したりすることがあります。ステートメント 
248

ヒント 壁に取り付ける場所が決まったら、ケーブルの制限と壁の構造を考慮してください。

ヒント ご使用のルータにオプションのワイヤレス LAN 機能が付いている場合は、ルータを壁に取り付ける前

に、アンテナを背面パネルに接続してください。ルータを壁に取り付けた後では、アンテナを接続する

のは困難です。

ルータを壁面に取り付ける場合、次のハードウェアを使用します。

 • 壁面スタッドに取り付ける場合は、No.10 ワッシャ付きの No.10 木ネジ（丸ネジまたはなべネジ）

を 2 本、または No.10 ワッシャヘッド ネジを 2 本使用します。このネジは補助用の木または金属

の壁面スタッドを少なくとも 20 mm（3/4 インチ）突き抜ける長さが必要です。

 • 中空壁面に取り付ける場合は、ワッシャ付きの No.10 壁面取り付け金具を 2 本使用します。

図 3-1 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの底面と壁面取り付け穴の場所を示します。
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図 3-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータ シャーシの底面にある取り付け穴

ルータを設置した後、シャーシを信頼性の高いアースに接続する必要があります。シャーシのアース接

続の手順については、「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-3）を参照してください。

シャーシのアース接続の取り付け

警告 この装置には、アースを施す必要があります。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動させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしな
い場合には、電気検査機関または電気技師に確認してください。ステートメント 1024

シャーシを信頼性の高いアースに接続する必要があります。アース線は、地域の電気安全規格に従って

取り付けなければなりません。

 • NEC 準拠アースの場合は、14 AWG（2 mm2）以上のサイズの銅線とユーザが準備する適切な内径 
5 ～ 7 mm（1/4 インチ）のリング端子を使用してください。

 • EN/IEC 60950 準拠アースの場合は、18 AWG（1 mm2）以上のサイズの銅線とユーザが準備する

適切なリング端子を使用してください。

アース接続を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 アース ラグまたは端子に必要な長さまで、アース線の一端を剥ぎ取ります。

ステップ 2 適切なサイズのワイヤ圧着工具を使用して、アース ラグまたはリング端子にアース線を圧着します。

1 壁面取り付け用の穴

1

12
22

06
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  シャーシのアース接続の取り付け
ステップ 3 シャーシにアース ラグまたはリング端子を取り付けます。アース ラグの場合は、付属の非脱落型ロッ

ク ワッシャ付きネジを 2 本使用します。リング端子の場合は、付属のネジのうち 1 本を使用します。

0.9 ～ 1.1 N-m（8 ～ 10 インチ ポンド）のトルクでネジを締めます。

（注） この手順の図解については、次の URL を参照してください。 
 

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1800/1841/hardware/quick/guide/1800qsg.html

ステップ 4 アース線のもう一方を設置場所の既知の信頼性の高いアース ポイントに接続します。

ルータを設置し、適切にアースした後、電力線、WAN ケーブル、LAN ケーブル、および管理アクセ

ス用のケーブルを必要に応じて接続できます。ケーブル接続の手順については、4 章「電源、ケーブ

ル、およびアンテナの接続手順」を参照してください。
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電源、ケーブル、およびアンテナの接続手順

この章では、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータを電源、ネットワーク、および外部装置

に接続する手順について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「電源の接続」（P.4-1）

 • 「WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続」（P.4-2）

 • 「コンソール端末またはモデムへの接続」（P.4-6）

 • 「ワイヤレス ルータへの無線アンテナの接続」（P.4-8）

（注） 記載されている警告の訳文を確認するには、ルータに付属の『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1800 Integrated Services Routers（Fixed）』、およびワイヤレス ルータの場合に

は『Declarations of Conformity and Regulatory Information for Cisco Access Products with 802.11a/b/g 
and 802.11b/g Radios』を参照してください。

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 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001

電源の接続
ここでは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータに AC 電源を接続する手順について説明し

ます。具体的な内容は、次のとおりです。

 • 「AC 電源へのルータの接続」（P.4-2）

 • 「WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続」（P.4-2）

警告 インストレーション手順を読んでから、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） インストレーションは、設置場所に適用されるすべての電気規則に適合している必要があります。
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  WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続
AC 電源へのルータの接続

ルータは、過電流保護機構を備えた 15 A、120 VAC（10 A、240 VAC）の回路に接続します。

（注） AC 電源の場合、入力電圧の許容限度は 90 VAC および 264 VAC です。

警告 この製品は設置する建物にショート（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。保護装置の定格が  
15 A、120 VAC（10 A、240 VAC）を超えていないことを確認してください。ステートメント 
1005

警告 この装置は、TN および IT 電源システムに接続するように設計されています。ステートメント 1007

警告 この装置には、アースを施す必要があります。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動させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしな
い場合には、電気検査機関または電気技師に確認してください。ステートメント 1024

警告 この装置の設置および保守は、保守担当者（AS/NZS 3260 で定義）が行ってください。この装置を
誤って一般コンセントに接続すると危険な場合があります。主電源コネクタの電源を抜く前、ハウジ
ングが開いている間、または主電源コネクタの電源を抜く前でハウジングが開いている間に、通信回
線を切断する必要があります。ステートメント 1043

警告 装置を設置または交換するときには、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

WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続
ここでは、WAN、LAN、および音声インターフェイス ケーブルの接続手順について説明します。具体

的な内容は、次のとおりです。

 • 「ネットワーク接続の準備」（P.4-3）

 • 「ポートおよびケーブル接続」（P.4-4）

 • 「接続手順および注意事項」（P.4-5）

（注） イーサネット ケーブルおよびトランシーバはシスコシステムズに発注できます。発注方法については、

製品を購入された代理店にお問い合わせください。ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco 
Modular Access Router Cable Specifications』を参照してください。
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警告 感電を防ぐために、安全超低電圧（SELV）回路は電話網電圧（TNV）回路に接続しないでください。
LAN ポートには SELV 回路が含まれ、WAN ポートには TNV 回路が含まれます。一部の LAN ポー
トと WAN ポートはいずれも、RJ-45 コネクタを使用しています。ケーブルを接続する際は十分に注
意を払ってください。ステートメント 1021

警告 装置の電源がオン /オフにかかわらず、WAN ポート内部には危険なネットワーク間電圧がかかってい
ます。感電事故を防ぐため、WAN ポート付近で作業する場合は十分に注意してください。ケーブル
を取り外す場合は、装置側から先にケーブルを切り離してください。ステートメント 1026

警告 浴槽、洗面器、台所の流し台や洗濯桶、湿気の多い地下室、水泳用のプール付近など、水気のある場
所でこの製品を使用しないでください。ステートメント 1035

警告 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。ステートメント 
1036

警告 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電話
ケーブルや端子には、触れないでください。ステートメント 1037

警告 ガス漏れを通報する場合は、ガス漏れの現場付近で電話機を使用しないでください。ステートメント 
1039

警告 TNV に接触しないように、シャーシを開く前に電話線を取り外してください。ステートメント 1041

警告 この装置の設置および保守は、保守担当者（AS/NZS 3260 で定義）が行ってください。この装置を
誤って一般コンセントに接続すると危険な場合があります。主電源コネクタの電源を抜く前、ハウジ
ングが開いている間、または主電源コネクタの電源を抜く前でハウジングが開いている間に、通信回
線を切断する必要があります。ステートメント 1043

ネットワーク接続の準備

ルータをセットアップするときは、距離制限および該当する地域および国際規定に定められている 
Electromagnetic Interference（EMI; 電磁波干渉）を考慮してください。

次のネットワーク インターフェイスに対するネットワーク接続の考慮事項を参照してください。

 • イーサネット接続

 • ISDN BRI 接続

ネットワーク接続およびインターフェイスに関する詳細については、次のオンライン マニュアルを参

照してください。

 • 『Cisco Interface Cards Hardware Installation Guide』
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 • 『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』

イーサネット接続

Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE; 米国電気電子学会）は、イーサネットを IEEE 
802.3 標準として規定しました。Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、次のイーサネット

実装をサポートします。

 • 100BASE-T：カテゴリ 5 以上の Unshielded Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペア）ケー

ブルでの 100 Mbps 全二重伝送。最長 100 m（328 フィート）のイーサネットをサポートします。

 • 10BASE-T：カテゴリ 5 以上の UTP ケーブルでの 10 Mbps 全二重伝送。最長 100 m（328 フィー

ト）のイーサネットをサポートします。

イーサネット ケーブル、コネクタ、およびピン割り当てに関する詳細については、オンライン マニュ

アルの『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照してください。

ISDN BRI 接続

Cisco 1801、Cisco 1802、Cisco 1803、および Cisco 1812 ルータ上の ISDN BRI S/T インターフェイ

スは、ダイヤルバックアップを目的とした ISDN BRI 接続を提供します。BRI S/T インターフェイスに

は、外部 Network Terminator 1（NT1; ネットワーク終端 1）が必要になります。

BRI ケーブル（別途必要）を使用して、BRI S/T インターフェイス カードを直接 ISDN NT1 に接続し

てください。表 4-1 に、ISDN BRI ケーブルの仕様を示します。また、ピン割り当てについては、オン

ライン マニュアルの『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照してください。この

マニュアルは、Cisco.com にあります。

ポートおよびケーブル接続

表 4-2 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの WAN および LAN 接続についてまとめて

います。表 4-2 にまとめられた接続内容は、次のマニュアルでも詳しく説明されています。

 • 『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』

 • 『Cisco Network Modules Hardware Installation Guide』

 • 『Cisco Interface Cards Hardware Installation Guide』

表 4-1 ISDN BRI ケーブル仕様

仕様 高容量ケーブル 低容量ケーブル

抵抗（96 kHz のときの値） 160 ohm/km 160 ohm/km

容量（1 kHz のときの値） 120 nF1 /km

1. nF = ナノファラッド

30 nF/km

インピーダンス（96 kHz 
のときの値）

75 ohm 150 ohm

ワイヤ直径 0.6  mm （0.024 インチ） 0.6  mm（0.024 インチ）

距離制限 10 m（32.8 フィート） 10 m（32.8 フィート）
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  WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続     
接続手順および注意事項

ルータをネットワークに接続する手順は、次のとおりです。

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 各 WAN または LAN ケーブルをシャーシ上の該当するコネクタに接続します。シャーシの WAN およ

び LAN ポートの場所については、「シャーシの図」（P.1-7）を参照してください。

 • コネクタに負担がかからないように、ケーブルを注意深く配置します。

 • ケーブルを束ねて整理し、もつれないようにします。

 • ケーブルの配線と曲げ半径に問題がないかどうかを点検します。必要に応じて、ケーブルの位置を

再調整します。

 • 設置環境の条件に従ってケーブル タイを取り付けます。

ステップ 3 各 WAN または LAN ケーブルのもう一方を該当するネットワーク装置に接続します。各ケーブルに接

続するネットワーク装置に関する詳細については、表 4-2 を参照してください。

（注） ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照して

ください。

表 4-2 WAN および LAN 接続

ポートまたは接続

ポート タイプ、カ

ラー1

1. ケーブルのカラー コードは、シスコ ケーブル独自のものです。

接続装置 ケーブル

イーサネット2

2. イーサネット接続情報は、WAN ポートおよびイーサネット LAN スイッチ ポートの両方に適用されます。

RJ-45、イエロー イーサネット ハブ、イーサネット 
スイッチ、またはイーサネット 
Network Interface Card（NIC; ネッ

トワーク インターフェイス カード）

カテゴリ 5 以上のイーサネット 

ADSL RJ-11C/CA11A、ラ

ベンダ

サービス プロバイダーの DSL イン

ターフェイス用のネットワーク境

界装置

RJ-11 ストレート

SHDSL RJ-11C/CA11A、ラ

ベンダ、RJ-14
サービス プロバイダーの DSL イン

ターフェイス用のネットワーク境

界装置

2 線式の場合は RJ-11 ストレート 

4 線式の場合は RJ-14 ストレート

BRI S/T WAN 
（外部 NT1）

RJ-45/CB-1D、オレ

ンジ

NT1 装置または Private Integrated 
Services Network Exchange

（PINX）

RJ-45 ストレート

アナログ モデム RJ-11 PSTN RJ-11 ストレート
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  コンソール端末またはモデムへの接続
コンソール端末またはモデムへの接続
ご使用のルータには、システム管理用の非同期シリアル コンソール ポートと AUX ポートが付いてい

ます。これらのポートにより、ローカル（コンソール端末または PC を使用）またはリモート（モデム

を使用）でルータに管理アクセスを行うことができます。

コンソール端末、PC、またはモデムにルータを接続できるように、シスコシステムズでは次のケーブ

ルを提供しています。

 • コンソール ケーブル（RJ-45/DB-9、ブルー）× 1

 • DB-9/DB-25 アダプタ× 1

ここでは、コンソール端末または PC をコンソール ポートに接続する手順、およびモデムを AUX ポー

トに接続する手順について説明します。表 4-3 に、システム管理接続についてまとめています。

ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照して

ください。

警告 感電を防ぐために、安全超低電圧（SELV）回路は電話網電圧（TNV）回路に接続しないでください。
LAN ポートには SELV 回路が含まれ、WAN ポートには TNV 回路が含まれます。一部の LAN ポー
トと WAN ポートはいずれも、RJ-45 コネクタを使用しています。ケーブルを接続する際は十分に注
意を払ってください。ステートメント 1021

警告 装置の電源がオン /オフにかかわらず、WAN ポート内部には危険なネットワーク間電圧がかかってい
ます。感電事故を防ぐため、WAN ポート付近で作業する場合は十分に注意してください。ケーブル
を取り外す場合は、装置側から先にケーブルを切り離してください。ステートメント 1026

警告 TNV に接触しないように、シャーシを開く前に電話線を取り外してください。ステートメント 1041

コンソール /AUX ポートに関する考慮事項

ルータには、非同期シリアル コンソール ポートと AUX ポートが付いています。コンソール ポートと 
AUX ポートにより、コンソール ポートに接続されているコンソール端末を使用してルータにローカル 
アクセスしたり、AUX ポートに接続されているモデムを使用してリモート アクセスしたりできます。

ここでは、コンソール端末またはモデムにルータを接続する前に考慮すべき重要なケーブル配線の考慮

事項について説明します。

コンソール ポートと AUX ポートの大きな違いは、AUX ポートがハードウェア フロー制御をサポート

しているのに対して、コンソール ポートがこれをサポートしていないことです。フロー制御は、送信

側装置と受信側装置間のデータ伝送を調整します。フロー制御により、送信側装置が次のデータを送信

表 4-3 システム管理接続

ポート 色 接続装置 ケーブル

コンソール ライト  
ブルー

PC または ASCII 端末通信ポート 

（通常、COM のラベルが付いています） 
RJ-45/DB-9 コンソール ケーブル

AUX ブラック リモート アクセス用のモデム DB-9/DB25 アダプタ付きの 
RJ-45/DB-9 コンソール ケーブル
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  コンソール端末またはモデムへの接続  
する前に、受信側装置で確実にデータを取り込むことができます。受信側装置のバッファが一杯になる

と、送信側装置へメッセージが送られ、バッファ内のデータが処理されるまで、送信が中断されます。

AUX ポートはフロー制御をサポートしているので、高速モデム伝送に最適です。コンソール端末はモ

デムより伝送速度が遅いので、コンソール端末にはコンソール ポートが適しています。

コンソール ポート接続

ルータには、EIA/TIA-232 非同期シリアル コンソール ポート（RJ-45）が付いています。使用する

ケーブルおよびアダプタに応じて、このポートは、ケーブルの終端において DTE または DCE として

認識されます。

ルータの付属品には、端末エミュレーション ソフトウェアを実行している PC を接続するための 
RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルが含まれています。

ルータを ASCII 端末に接続するには、RJ-45/DB-9 ケーブルおよび DB-9/DB-25 アダプタを使用します。

コンソール ポートのデフォルト パラメータは、9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリ

ティなしです。コンソール ポートは、ハードウェアのフロー制御をサポートしていません。コンソー

ル端末の設置に関する詳細は、「コンソール端末またはモデムへの接続」（P.4-6）を参照してください。

ケーブルおよびポートのピン割り当てについては、オンライン マニュアルの『Cisco Modular Access 
Router Cable Specifications』を参照してください。このマニュアルは、Cisco.com にあります。

コンソール ポートとの接続

コンソール端末またはPCがコンソール ポートに接続されている場合、ルータをローカルに設定するこ

とができます。コンソール端末、あるいは HyperTerminal または同等の端末エミュレーション ソフト

ウェアを実行している PC をルータのコンソール ポートに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ルータを端末に接続するには、ブルーの RJ-45/DB-9 コンソール ケーブルを使用します。

（注） Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータでは、コンソール ポートのカラー コードはブ

ルーです。

ステップ 2 端末または端末エミュレーション ソフトウェアを 9600 ボー（デフォルト）、8 データ ビット、1 ス
トップ ビット、パリティなし、フロー制御「なし」に設定してください。

（注） ハードウェア フロー制御はコンソール ポート上ではサポートされていないため、モデムをコン

ソール ポートに接続しないでください。モデムは AUX ポートにだけ接続してください。

AUX ポート接続

ルータには、フロー制御をサポートする EIA/TIA-232 非同期シリアル AUX ポート（RJ-45）が付いて

います。使用するケーブルおよびアダプタに応じて、このポートは、ケーブルの終端において DTE ま
たは DCE として認識されます。

ルータの付属品には、モデムに接続するための DB-9/DB-25 アダプタが含まれます。

AUX ポートへの装置接続に関する詳細については、「コンソール端末またはモデムへの接続」（P.4-6）
を参照してください。
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  ワイヤレス ルータへの無線アンテナの接続
ケーブルおよびポートのピン割り当てについては、Cisco.com で提供されているオンライン マニュア

ルの『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照してください。

AUX ポートへの接続

モデムが AUX ポートに接続されている場合、リモート ユーザはルータにダイヤルインしてルータを設

定できます。モデムをルータの AUX ポートに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ブラックの RJ-45/DB-25 モデム ケーブルまたは DB-9/DB-25 アダプタ付きの RJ-45/DB-9 コンソール 
ケーブルを使用して、ルータをモデムに接続します。

ステップ 2 モデムとルータの AUX ポートが、同じ伝送速度（最大 115,200 bps までサポート）で、Data Carrier 
Detect（DCD; データ キャリア検知）と Data Terminal Ready（DTR; データ端末動作可能）操作が可

能なハードウェア フロー制御に設定されていることを確認してください。

ワイヤレス ルータへの無線アンテナの接続
ルータにワイヤレス LAN オプションが付いている場合は、アンテナ コネクタを時計回りにねじって、

ルータの背面パネルにある Reverse-Polarity Threaded Neill-Concelman（RP-TNC）コネクタに接続し

ます。図 4-1 に、スイベルマウント ダイポール アンテナをルータに接続する例を示します。

（注） Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータで使用できるアンテナに関する詳細については、「サ

ポートされているシスコ製無線アンテナ（ワイヤレス モデル専用）」を参照してください。

図 4-1 ルータの RP-TNC コネクタへのスイベルマウント ダイポール アンテナの接続

アンテナの取り付けが完了した後、アンテナの向きを調整する必要があります。最良の無線性能を得る

には、通常、ダイポール アンテナが地面に対して垂直になるように向きを調整します。図 4-2 に、

ラック内または水平面上に設置されたルータに対してこの調整を行った例を示します。壁面に取り付け

られたルータの場合は、一般に、ダイポール アンテナを真上または真下に向けます。
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  ワイヤレス ルータへの無線アンテナの接続   
図 4-2 ダイポール アンテナの方向
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  ワイヤレス ルータへの無線アンテナの接続
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C H A P T E R 5

起動および初期設定の手順

この章では、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータを起動し、ネットワーク アクセスできる

ように初期設定を行う手順について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの起動」（P.5-1）

 • 「ルータの設定」（P.5-4）

Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの起動
この項では、次のトピックについて取り上げます。

 • 起動チェックリスト

 • 起動手順

 • 前面パネル LED 表示の確認

 • ハードウェア構成の確認

起動チェックリスト

次の条件を満たしたら、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータを起動できます。

 • シャーシが確実に設置されていて、アースされている。

 • 電源コードおよびインターフェイス ケーブルが接続されている。

 • 外付け CompactFlash メモリ カードがスロットに正しく装着されている。取り付け手順について

は、「CompactFlash カードの取り外しおよび取り付け」（P.7-6）を参照してください。

 • 端末エミュレーション プログラム（HyperTerminal または同等のもの）を搭載した PC がコンソー

ル ポートに接続されていて起動している。

 • PC 端末エミュレーション プログラムが 9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリ

ティなし、およびフロー制御「なし」として設定されている。

 • 端末エミュレーション プログラムで適切な PC COM ポートが選択されている。

 • アクセス制御のためにパスワードが選択されている。

 • イーサネットおよびシリアル インターフェイスの IP アドレスが確定している。
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  Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの起動
起動手順

シスコのルータを起動し、初期化およびセルフテストの完了を確認する手順は、次のとおりです。この

手順の完了後、ルータを設定できます。

ルータの起動時に問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章を参照してください。

（注） 起動シーケンスを表示するには、ルータを起動する前に、ルータにコンソールを接続しておく必要があ

ります。

ステップ 1 「起動チェックリスト」（P.5-1）に記述されているように、PC が起動し、接続されていることを確認し

ます。

ステップ 2 電源スイッチを ON の位置に移動にします。

次のような状態になります。

 • シャーシ前面の SYS OK LED がグリーンに点滅する。

 • ファンが作動する。

ルータの起動時に問題が発生した場合は、「トラブルシューティング」の章を参照してください。

端末エミュレーション プログラム ウィンドウに起動メッセージが表示されます。起動メッセージが終

了すると、SYS OK LED がグリーンに点灯します。

注意 メッセージが停止し、SYS OK LED がグリーンに点灯するまでは、キーボードのキーを押さないで
ください。この間に押したキーは、メッセージが停止したときにすべて最初に入力されたコマンド

として解釈されます。そのため、ルータの電源がオフになったり、再起動したりすることの原因に

なる場合があります。メッセージが停止するまでに数分かかります。

表示される起動メッセージはさまざまです。

 • 次のようなメッセージが表示された場合、ルータはコンフィギュレーション ファイルを使用して

起動が完了しており、Cisco Router and Security Device Manager（SDM）を使用して、いつでも

初期設定を行うことができます。

yourname con0 is now available

Press RETURN to get started.

このようなメッセージが表示されなかった場合、Cisco SDM ソフトウェアおよび『Cisco Router 
and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide』はルータに付属していません。ルータに 
SDM がインストールされている場合は、SDM を使用して初期設定を行うことを推奨します。

SDM を使用してルータを設定する手順、または SDM を入手してルータにインストールする手順

は、「Cisco Router and Security Device Manager による初期設定」（P.5-4）を参照してください。

 • 次のメッセージが表示された場合、ルータは起動が完了しており、setup コマンド機能または 
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、初期設定を行う

ことができます。

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
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  Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの起動     
setup コマンド機能を使用してルータを設定する手順は、「setup コマンド機能による初期設定」

（P.5-4）を参照してください。

CLI を使用してルータを設定する手順は、「Cisco CLI による初期設定：手動設定」（P.5-8）を参照

してください。

（注） rommon 1> プロンプトが表示された場合、システムは ROM モニタ モードで起動しています。

前面パネル LED 表示の確認

表 5-1 に記述されている前面パネル LED インジケータは、起動時に役立つ電源、アクティビティ、お

よびステータス情報を提供します。LED の詳細については、「LED インジケータ」（P.1-4）を参照して

ください。

ハードウェア構成の確認

ハードウェア機能を表示して確認するには、次のコマンドを入力します。

 • show version：システム ハードウェアのバージョン、インストールされているソフトウェアの

バージョン、コンフィギュレーション ファイルの名前およびソース、ブート イメージ、搭載され

ている DRAM、NVRAM（不揮発性 RAM）、およびフラッシュ メモリの容量が表示されます。

 • show diag：コントローラおよびインターフェイス プロセッサに関する診断情報が表示されます。

表 5-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの LED インジケータ 

LED ラベル LED のカラーまたは状態 意味

SYS OK グリーンに点灯 システムは正常に動作

グリーンに点滅 システムは起動中または ROM モニタ モード

消灯 電源オフまたは電源障害

POE1

1. インライン パワーは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトで
は搭載されていません。

グリーン インライン電源装置が搭載されており、正常に動作している

オレンジ インライン電源装置の故障

消灯 インライン電源装置が未搭載

CF グリーンに点滅または点灯 CompactFlash メモリにアクセス中（CompactFlash メモリ カードの取り

出し不可）

消灯 CompactFlash メモリへのアクセスなし（CompactFlash メモリ カードの

取り出し可能）
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ルータの設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

 • Cisco Router and Security Device Manager による初期設定

 • setup コマンド機能による初期設定

 • Cisco CLI による初期設定：手動設定

 • 初期設定の確認

 • 設定の完了

ルータは、次のいずれかのツールで設定できます。

 • Cisco Router and Security Device Manager：「Cisco Router and Security Device Manager による初

期設定」（P.5-4）を参照してください。

 • setup コマンド機能：「setup コマンド機能による初期設定」（P.5-4）を参照してください。

 • コマンドライン インターフェイス（CLI）：「Cisco CLI による初期設定：手動設定」（P.5-8）を参

照してください。

（注） インターフェイス番号およびポート番号については、「インターフェイス番号」（P.1-11）を参照してく

ださい。

Cisco Router and Security Device Manager による初期設定

起動シーケンスが終了すると、次のようなメッセージが表示されます。

yourname con0 is now available

Press RETURN to get started.

Cisco Router and Security Device Manager（SDM）を使用してルータを設定する手順については、

ルータに付属の『Cisco Router and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide』を参照してく

ださい。上記のメッセージが表示されなかった場合、Cisco SDM ソフトウェアおよび『Cisco Router 
and Security Device Manager (SDM) Quick Start Guide』はルータに付属していません。SDM を使用す

る場合は、最新バージョンの SDM および SDM をインストールする手順を次の URL からダウンロー

ドできます。

http://www.cisco.com/pcgi-bin/tablebuild.pl/sdm

SDM クイック スタート ガイド、SDM リリース ノート、およびその他の SDM マニュアルを入手する

には、www.cisco.com/go/sdm にアクセスして、[Technical Documentation] リンクをクリックしてく

ださい。

インターフェイス番号およびポート番号については、「インターフェイス番号」（P.1-11）を参照してく

ださい。

setup コマンド機能による初期設定

ここでは、setup コマンド機能を使用してルータのホスト名とパスワードを設定し、さらに管理ネット

ワークと通信するためのインターフェイスを設定する手順について説明します。起動シーケンスの最後

に次のようなメッセージが表示された場合は、setup コマンド機能が自動的に起動しています。

--- System Configuration Dialog ---
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At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

setup コマンド機能は、ルータとネットワークの基本情報を要求し、初期コンフィギュレーション ファ

イルを作成します。コンフィギュレーション ファイルの作成後は、CLI または SDM を使用して詳細設

定を実行できます。

setup コマンド機能のプロンプトは、使用するルータ モデル、搭載されているインターフェイス モ
ジュール、およびソフトウェア イメージによって異なります。次の例およびユーザ入力（bold フォン

ト）は、例題としてだけ表示されています。

インターフェイス番号については、「インターフェイス番号」（P.1-11）を参照してください。

（注） setup コマンド機能の使用中に間違えた場合は、setup 機能をいったん終了してから、もう一度実行で

きます。Ctrl+C キーを押し、特権 EXEC モード プロンプト（Router#）に setup を入力します。

ステップ 1 setup コマンド機能の使用を続ける場合は、起動メッセージの終了時に yes を入力します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

ステップ 2 次のメッセージが表示されたら、Return キーを押して管理の基本設定を開始します。

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

ステップ 3 ルータのホスト名（例では Router）を入力します。

Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: Router

ステップ 4 イネーブル シークレット パスワードを入力します。このパスワードは暗号化されるので（安全性が高

い）、コンフィギュレーションを表示しても見ることはできません。

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: xxxxxx

ステップ 5 イネーブル シークレット パスワードとは異なるイネーブル パスワードを入力します。このパスワード

は暗号化されないので（安全性が低い）、コンフィギュレーションを表示すると見ることができます。

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: xxxxxx

ステップ 6 仮想端末パスワードを入力します。このパスワードによって、コンソール ポート以外のポートから

ルータへの不正アクセスを防止します。

The virtual terminal password is used to protect
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access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: xxxxxx

ステップ 7 使用するネットワークに基づいて、次のプロンプトに応答します。

Configure SNMP Network Management? [yes]:
    Community string [public]:

使用可能なインターフェイスの要約が表示されます。

Current interface summary

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Async1                     unassigned      YES unset  down                  down
FastEthernet0              unassigned      NO  unset  up up
FastEthernet1              unassigned      NO  unset  up down
FastEthernet2              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet3              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet4              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet5              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet6              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet7              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet8              unassigned      NO  unset  initializing down
FastEthernet9              unassigned      NO  unset  initializing down
Vlan1                      unassigned      YES unset  up                    down

ステップ 8 管理ネットワークにルータを接続するために使用するインターフェイスを 1 つ選択します。

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: fastethernet0

ステップ 9 使用するネットワークに基づいて、次のプロンプトに応答します。

Configuring interface FastEthernet0:
Use the 100 Base-TX (RJ-45) connector? [yes]: yes
Operate in full-duplex mode? [no]: no
Configure IP on this interface? [yes]: yes
    IP address for this interface: 172.16.2.3
    Subnet mask for this interface [255.255.0.0] : 255.255.0.0
    Class B network is 172.16.0.0, 16 subnet bits; mask is /16

ステップ 10 コンフィギュレーションが表示されます。

The following configuration command script was created:

hostname Router
enable secret 5 $1$AaVU$9tl.HLXo/M1oYglcLDVIN1
enable password 654321
line vty 0 4
password 123456
snmp-server community public
!
no ip routing

!
interface FastEthernet0
no shutdown
media-type 100BaseX
full-duplex
ip address 172.16.2.3 255.255.0.0
!
interface FastEthernet1
shutdown
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no ip address
!
interface FastEthernet2
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet3
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet4
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet5
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet6
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet7
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet8
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet9
shutdown
no ip address
!
interface Vlan1
shutdown
no ip address
!
end

ステップ 11 次のプロンプトに応答します。初期設定を保存する場合は、2 を入力します。

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.

Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.

Press RETURN to get started!

ユーザ プロンプトが表示されます。

Router>

ステップ 12 初期設定を確認します。確認手順については、「初期設定の確認」（P.5-9）を参照してください。
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Cisco CLI による初期設定：手動設定

ここでは、コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して設定できるように、CLI プロンプトを

表示する手順について説明します。さらに、CLI による設定を扱っているマニュアルを紹介します。起

動シーケンスの最後に次のようなメッセージが表示された場合は、CLI を使用できます。

--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

このようなメッセージが表示されなかった場合は、Cisco SDM ソフトウェアおよびデフォルトのコン

フィギュレーション ファイルが出荷時点でルータにインストール済みです。SDM を使用してルータを

設定する手順は、「Cisco Router and Security Device Manager による初期設定」（P.5-4）を参照してく

ださい。

インターフェイス番号およびポート番号については、「インターフェイス番号」（P.1-11）を参照してく

ださい。

ステップ 1 CLI を使用して手動設定を続ける場合は、起動時のメッセージが表示されたあとに no を入力します。

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

ステップ 2 Return キーを押して自動インストールを終了し、手動設定を続けます。

Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return

複数のメッセージが表示されたあと、次のような行が最後に表示されます。

...
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled <date> <time> by <person>

ステップ 3 Return キーを押して、Router> プロンプトをアクティブにします。

...
flashfs[4]: Initialization complete.
Router>

ステップ 4 特権 EXEC モードを開始します。

Router> enable 
Router#

ステップ 5 設定手順については、オンライン マニュアルの『Cisco 1800 Series Integrated Services Router (Fixed) 
Software Configuration Guide』を参照してください。

（注） 完了した作業が失われないように、作業中に何度かコンフィギュレーションを保存してくださ

い。NVRAM にコンフィギュレーションを保存するには、copy running-config startup-config 
コマンドを使用します。

ステップ 6 初期設定の完了後、初期設定を確認する必要があります。確認手順については、「初期設定の確認」

（P.5-9）を参照してください。
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初期設定の確認

新しいインターフェイスが正しく動作しているかどうかを確認するには、次のようにコマンドを入力し

ます。

 • インターフェイスが正常に動作し、インターフェイスと回線プロトコルが正しい状態（アップまた

はダウン）になっているかどうかを確認するには、show interfaces コマンドを入力します。

 • IP 用に設定されたインターフェイスのサマリー ステータスを表示するには、show ip interface 
brief コマンドを入力します。

 • 正しいホスト名とパスワードが設定されているかどうかを確認するには、show configuration コ
マンドを入力します。

初期設定を完了し、確認してからであれば、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ上で特定

の機能を設定できます。拡張設定の手順を扱っているマニュアルの検索方法については、「設定の完了」

（P.5-9）を参照してください。

設定の完了

初期設定を完了し、確認してからであれば、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ上で特定

の機能を設定できます。拡張設定の作業を行うには、SDM または CLI を使用します。

SDM を使用する設定手順については、ルータに付属の『Cisco Router and Security Device Manager 
(SDM) Quick Start Guide』を参照してください。

CLI を使用する設定手順については、オンライン マニュアルの『Cisco 1800 Series Integrated Services 
Router (Fixed) Software Configuration Guide』を参照してください。ソフトウェア コンフィギュレー

ション ガイドには、次の情報が含まれています。

 • ソフトウェアの基本的な設定

 • 機能のマニュアル

 • 設定例

 • トラブルシューティングおよびメンテナンス
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C H A P T E R 6

トラブルシューティング

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータで問題が起きた場合は、この章の情報を使用して、

ルータの問題を特定するか、問題の原因となっているルータを取り除いてください。

このマニュアルでは、次の内容について説明します。

 • 「問題の解決法」（P.6-1）

 • 「SYSTEM LED の解読」（P.6-4）

 • 「ポートおよび接続 LED の解読」（P.6-5）

 • 「システム メッセージ」（P.6-6）

 • 「パスワードを忘れた場合の回復方法」（P.6-7）

 • 「トラブルシューティングのサポートが必要な場合：TAC」（P.6-7）

（注） ネットワーク モジュールのトラブルシューティングについては、オンライン マニュアルの『Cisco 
Network Modules Hardware Installation Guide』を参照してください。インターフェイス カードのトラ

ブルシューティングについては、オンライン マニュアルの『Cisco Interface Cards Hardware 
Installation Guide』を参照してください。

問題の原因を特定できない場合は、その後の処理について製品を購入された代理店にお問い合わせくだ

さい。テクニカル サポートについては、「はじめに」の「マニュアルの入手方法およびテクニカル サ
ポート」を参照してください。Technical Assistance Center（TAC）にお電話頂く前に、次の情報を揃

えておいてください。

 • シャーシのタイプとシリアル番号

 • 保守契約または保証情報

 • ソフトウェアのタイプとバージョン番号

 • 新しいシャーシの受領日

 • 問題の概要

 • 問題を特定するために行った手順の概要

問題の解決法
問題を解決するには、ルータの現状と本来あるべき状態を比較することによって、特定のサブシステム

に問題を特定することが重要です。
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ルータの前面パネルと背面パネルの LED インジケータによって、ルータの性能と動作を判別できま

す。次のセクションを参照してください。

 • 「SYSTEM LED の解読」（P.6-4）

 • 「ポートおよび接続 LED の解読」（P.6-5）

問題を解決するときは、ルータの次のサブシステムを検討してください。

 • 電源および冷却システム：外部電源、電源コード、ルータの電源装置および回路ブレーカー、ルー

タのブロワーおよびファンを確認します。換気または空気循環が不十分でないか確認します。

 • ケーブル：ルータとネットワークを接続している外部ケーブルを確認します。

電源システムおよび冷却システムのトラブルシューティング

電源の問題のトラブルシューティングには、SYSTEM LED およびファンの両方が役立ちます。問題を

特定するには、次の事項を確認してください。

正常時の現象

電源スイッチをオンにしたときに、次の状態になれば正常です。

 • SYS OK LED がグリーンに点灯する

 • ファンが作動している

 • POE LED がグリーンに点灯する（インライン電源装置が搭載されている場合）

障害時の現象

次の現象を確認することによって、電源および冷却システムの障害を特定または除外します。

 • 電源スイッチをオンにしたときに、SYS OK LED が点灯するかどうか

 – LED がグリーンに点灯していれば、ルータに電力が供給されていて、正常に機能しています。

 – LED が点灯しない場合は、電源および電源コードを調べてください。

 • 電源スイッチをオンにして SYS OK LED がグリーンに点灯した場合、ファンが作動するかどうか

 – 作動しない場合、ファンを調べてください。

 – 作動する場合、電源システムが正常に機能しています。

 • しばらく稼動したあと、ルータがシャットダウンするかどうか

 – シャットダウンの原因が設置環境にないかどうかを確認します。「環境レポート機能」（P.6-3）
を参照してください。

 – 設置環境の条件を満たしているかどうかを確認します。「一般的な設置環境の条件」（P.2-4）
を参照してください。

 – 前面パネルの SYS OK LED を調べ、電源装置に障害が発生していないかどうかを確認します。

LED がグリーンに点灯していれば、電源装置が正常に機能しています。

 • ルータが不完全に起動し、LED が点灯しない場合

 – ルータの前面パネルの SYS OK LED を調べ、電源装置に障害が発生していないかどうかを確

認します。SYS OK LED がグリーンに点滅または点灯していれば、電源装置が正常に機能し

ています。
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  問題の解決法  
 – SYS OK LED が点灯しない場合は、保証情報について、「はじめに」の「シスコのハードウェ

ア製品に関する 1 年の限定保証規定」を参照するか、製品を購入された代理店に連絡してくだ

さい。

環境レポート機能

次のシステム メッセージは、環境に問題があることを示します。

 • ルータの動作温度が異常に高くなると、コンソール画面に次のメッセージが表示されます。

%SYS-1-OVERTEMP: System detected OVERTEMPERATURE condition. Please resolve cooling 
problem immediately!

ルータの動作温度が異常に高くなる場合、次の原因が考えられます。

 – ファン障害

 – 室内の空調障害

 – 冷却ベントへの送風遮断

次の手順を実行し、問題を解決してください。また、「設置場所の環境」（P.2-4）を参照してくだ

さい。

 • ファンが所定の速度で回転していない場合、コンソール画面に次のメッセージが表示されます。

%ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan not rotating.

ファンの電源コードが、メインボードのファン電源コネクタに正しく取り付けられていることを確

認してください。問題が解決しない場合は、テクニカル サポートに連絡してください。

ケーブルおよび接続のトラブルシューティング

ネットワークの問題の原因としては、ケーブルやケーブル接続、またはモデム、トランシーバ、ハブ、

壁面ジャック、WAN インターフェイス、端末などの外部装置が考えられます。次の現象が生じていな

いかどうかを確認し、問題の特定に役立ててください。

 • インターフェイス ポートが初期化されない

 – 外部ケーブルの接続を確認します。

 • ルータが正常に起動しない、継続的または断続的に再起動する

 – ルータのシャーシまたはソフトウェアを確認します。保証および製品を購入された代理店の連

絡先の情報については、「はじめに」の「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限定保証

規定」および「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」を参照してください。

 • ルータは起動するが、コンソール画面が停止したままである（出力が表示されない、または文字化

けした出力を表示する）

 – 外部コンソール接続を確認します。

 – 端末パラメータが次のように設定されているかどうかを確認します。

（a）ルータの設定と同じデータ転送速度（デフォルトは 9600 ボー）

（b）8 データ ビット

（c）1 ストップ ビット

（d）パリティ生成またはパリティ チェックなし

 • 特定のケーブルを取り外した場合に限り、ルータの電源がオンになり、起動する
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  SYSTEM LED の解読
 – モジュールまたはケーブルに問題がある可能性があります。保証および製品を購入された代理

店の連絡先の情報については、「はじめに」の「シスコのハードウェア製品に関する 1 年の限

定保証規定」および「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」を参照してくださ

い。

SYSTEM LED の解読
電源、データ パケット アクティビティ、および CompactFlash アクティビティの情報について、ルー

タの前面パネルにある SYSTEM LED を調べます。表 6-1 を参照してください。

表 6-1 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの SYSTEM LED 

LED イン

ジケータ 状態 意味 考えられる原因および対処方法

SYS OK 消灯 ファンが作動していない場合

 • 内部電源装置からの出力が

ありません。

ルータの電源がオンになっていません。

電源から電力が供給されていません。

入力電力線不良または接続不良。

ルータの電源装置の故障。

ファンが作動している場合

 • ルータの故障。

1 つまたは複数のシステム ボード コンポーネントが故障

しています。テクニカル サポートに連絡してください。

「はじめに」の「マニュアルの入手方法およびテクニカル 
サポート」を参照してください。

グリーンに点灯 ルータに電力が供給されてい

て、内部電源装置が正常に機能

しています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

グリーンに点滅 起動中の場合、ルータは正常に

起動しています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

起動後の場合、ルータは ROM 
モニタ モードで動作しています。

使用している Cisco IOS ソフトウェア リリースに対応す

る『Cisco IOS Configuration Fundamentals 
Configuration Guide』で、ルータの再起動および ROM 
モニタの情報を参照してください。

POE1

1. インライン パワーは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのフィールドアップグレード可能なオプションです。デフォルトでは
搭載されていません。

消灯 インライン パワーが搭載されて

いません。

処置は不要です。

グリーンに点灯 インライン パワーが正常に機能

しています。

正常であることを意味します。インライン電源装置に対

する処置は不要です。

オレンジに点灯 インライン パワー出力に障害が

発生しています。

インライン電源装置を交換してください。「オプションの

インライン電源装置の取り付け」（P.7-5）を参照してくだ

さい。

CF 消灯 CompactFlash メモリへのアク

セスが発生していません。

正常であることを意味します。処置は不要です。CF LED 
が点灯しない場合は、CompactFlash メモリ カードを取り

出してかまいません。

グリーンに点灯

または点滅

CompactFlash メモリにアクセ

ス中です。

正常であることを意味します。処置は不要です。

注意：アクセス中の CompactFlash メモリ カードを取り

出さないでください。
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  ポートおよび接続 LED の解読    
ポートおよび接続 LED の解読
ポートおよび接続 LED を確認して、ルータの性能および動作を判別します。表 6-2 を参照してください。

表 6-2 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータのポートおよび接続インジケータ 

LED インジケータ 状態 意味 対処方法

FEx 消灯 LED の横のイーサネット イン

ターフェイスがパケットを受

信していません。

イーサネットがアクティブでないか、接続され

ていません。イーサネット接続を確認し、必要

に応じて修正します。

ルータが正しく設定されていません。設定を確

認し、必要に応じて修正します。

グリーンに点灯

または点滅

LED の横のイーサネット イン

ターフェイスがパケットを受

信しています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

CD1（Cisco 1801、
Cisco 1802、および 
Cisco 1803 ルータの

場合）

消灯 DSL 接続が確立されていませ

ん。

DSL 接続が不要の場合は、正常です。

DSL 接続が必要な場合は、DSL 接続を確認し、

必要に応じて修正します。

ルータが正しく設定されていません。設定を確

認し、必要に応じて修正します。

グリーン DSL 接続が確立されています。 正常であることを意味します。処置は不要です。

CD1（Cisco 1811 
ルータの場合）

消灯 アナログ モデム接続が確立さ

れていません。

モデム接続が不要の場合は、正常です。

モデム接続が必要な場合は、モデム接続を確認

し、必要に応じて修正します。

ルータが正しく設定されていません。設定を確

認し、必要に応じて修正します。

グリーン アナログ モデム接続が確立さ

れています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

LPBK2
消灯 DSL インターフェイスが通常

モードで動作しています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

グリーン DSL インターフェイスがルー

プバック モードになっていま

す。

—

LINK3
消灯 ISDN BRI S/T 接続が確立され

ていません。

ISDN BRI 接続が不要の場合は、正常です。

ISDN BRI 接続が必要な場合は、ISDN BRI S/T 
接続を確認し、必要に応じて修正します。

ルータが正しく設定されていません。設定を確

認し、必要に応じて修正します。

グリーン ISDN BRI S/T D チャネル接続

が確立されています。

正常であることを意味します。処置は不要です。

B13
グリーンに点滅 第 1 B チャネル上でアクティ

ビティが発生しています。

通知目的の表示です。

B23
グリーンに点滅 第 2 B チャネル上でアクティ

ビティが発生しています。

通知目的の表示です。
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  システム メッセージ
システム メッセージ
ここでは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの動作中に表示される可能性のあるシステ

ム メッセージと回復メッセージについて説明します。Cisco IOS ソフトウェアは、外部装置のコンソー

ル端末画面にシステム エラー メッセージと回復メッセージを表示します （詳細については、「コン

ソール端末またはモデムへの接続」（P.4-6）を参照してください）。

端末には次のプロンプトのどちらか 1 つが表示される必要があります。

Router>（ユーザ EXEC コマンド モード）

または

Router# （特権 EXEC コマンド モード）

Cisco IOS ソフトウェアは、30 秒間隔でシステムの状態を確認します。その状態がまだ続いている場合

は、エラー メッセージが再表示されます。エラー状態が解消された場合は、回復メッセージが表示さ

れます。

表 6-3 に、システム エラー メッセージと回復メッセージ、メッセージに付随する可能性のある LED の
状態について説明します。

SPD4
グリーン 接続が高速（V.90）で稼動中

です。

通知目的の表示です。

消灯 接続が低速（V.32/V.32b/V.34）
で稼動中です。

通知目的の表示です。

BUSY4
グリーンに点滅 アナログ モデム接続上でアク

ティビティが発生しています。

通知目的の表示です。

1. この LED は、Cisco 1812 ルータ上には存在しません。

2. この LED は、Cisco 1801、Cisco 1802、および Cisco 1803 ルータ上にだけ存在します。

3. この LED は、Cisco 1811 ルータ上には存在しません。

4. この LED は、Cisco 1811 ルータ上にだけ存在します。

表 6-2 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータのポートおよび接続インジケータ （続き）

LED インジケータ 状態 意味 対処方法
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  パスワードを忘れた場合の回復方法  
パスワードを忘れた場合の回復方法
イネーブル パスワードは忘れても回復できます。しかし、イネーブル シークレット パスワードは暗号

化されているので回復できません。ルータに設定されているイネーブル シークレット パスワードを忘

れた場合は、新しいイネーブル シークレット パスワードに置き換えることができます。

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータにおけるパスワードの回復および置換手順については、

Cisco.com の『Password Recovery Procedures』を参照してください。

トラブルシューティングのサポートが必要な場合：
TAC

オンラインのトラブルシューティング サポートについては、TAC Case Collection Tool and 
Troubleshooting Assistant にアクセスしてください。

アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名

やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアログボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説

明に従ってください。

その他のトラブルシューティング ツールおよび情報については、Troubleshooting Links の索引にアク

セスしてください。

表 6-3 システム エラー メッセージと回復メッセージ 

LED のタイプ LED のカラー メッセージ、意味、および推奨処置

— — エラー：

%ENVMON-3-FAN_FAILED: Fan not rotating.

説明：

ファンが所定の速度で回転していません。

回復方法：

ファンの電源コードが、システム ボードのファン電源コネクタに正しく取り付けられている

ことを確認してください。問題が解決しない場合は、テクニカル サポートに連絡してくださ

い。

— — メッセージ：

%ENVMON-1-NO_PROCESS: Failed to create environmental monitor process

説明：

ルータが環境モニタ プロセスを確立できませんでした。ルータの使用可能メモリが不足し

ている可能性があります。

推奨処置：

ルータのメモリ（RAM）容量を拡張します。
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  トラブルシューティングのサポートが必要な場合：TAC
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C H A P T E R 7

内蔵モジュールの取り付けおよびアップ
グレード

この章では、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの内蔵モジュールの取り付けまたはアッ

プグレード手順について説明します。内蔵モジュールには、メモリ モジュールおよびインライン電源

装置カードなどがあります。これらのモジュールを取り付けたり取り外したりするには、ルータの

シャーシ カバーを取り外す必要があります。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「安全上の警告」（P.7-1）

 • 「シャーシ カバーの取り外し」（P.7-2）

 • 「モジュールの位置」（P.7-3）

 • 「DIMM の取り付けと取り外し」（P.7-3）

 • 「オプションのインライン電源装置の取り付け」（P.7-5）

 • 「シャーシ カバーの取り付け」（P.7-6）

 • 「CompactFlash カードの取り外しおよび取り付け」（P.7-6）

このセクションのすべてのモジュール交換作業で、シャーシ カバーを取り外す必要があります。モ

ジュールの交換作業を行う前に、電源を切断し、「シャーシ カバーの取り外し」（P.7-2）の説明に従っ

てカバーを取り外してください。モジュール交換作業の完了後は、「シャーシ カバーの取り付け」

（P.7-6）の説明に従って、シャーシ カバーを取り付けます。

安全上の警告

警告 作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してください。
感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。ス
テートメント 93

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 オン /オフ スイッチのあるシステムを扱う場合は、電源をオフにし、電源コードを外してください。
ステートメント 1
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  シャーシ カバーの取り外し
警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告 電源に接続されている装置を扱う場合は、事前に指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外してお
いてください。これらの金属が電源やアースに接触すると、金属が過熱して大やけどをしたり、金属
類が端子に焼き付くことがあります。ステートメント 43

警告 装置の電源がオン /オフにかかわらず、WAN ポート内部には危険なネットワーク間電圧がかかってい
ます。感電事故を防ぐため、WAN ポート付近で作業する場合は十分に注意してください。ケーブル
を取り外す場合は、装置側から先にケーブルを切り離してください。ステートメント 1026

シャーシ カバーの取り外し
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのカバーは、スライドさせてシャーシ前面から外しま

す。Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータからカバーを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 ルータの電源がオフになっていて、電源装置から切り離されていることを確認します。

警告 TNV に接触しないように、シャーシを開く前に電話線を取り外してください。ステートメント 1041

ステップ 2 プラス ドライバを使用して、シャーシ カバーを固定しているネジを外します（図 7-1 を参照）。

図 7-1 シャーシ カバーのネジの取り外し

ステップ 3 シャーシの一方の側のドライバ差し込み位置で、シャーシとシャーシ カバーの間にマイナス ドライバ

を差し込みます（図 7-1 を参照）。ドライバを 90 度回転させると、シャーシ カバーがシャーシから外

れます。

12
71

64

90

2

3

4

SYS OK  POE S 4 FEX 3 2 FE0 LINK B1
ISDN B2 CF

WLAN 9 8 7

SWITCH

6 FE1 SYS 
PPP VPN Cisco 1800 Series
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  モジュールの位置  
ステップ 4 シャーシの反対側に対してステップ 3 を繰り返します（図 7-1 を参照）。

ステップ 5 ルータのシャーシ カバーを静かにスライドさせて、シャーシの底面から外します。

注意 シャーシ カバーは、最後までスライドさせてから、シャーシから取り外すようにしてください。

シャーシ カバーを最後までスライドさせないでシャーシから取り外すと、CompactFlash スロット

のプラスチックのイジェクト ボタンが壊れる場合があります。

ステップ 6 静電気防止用マットにルータ下部を置き、モジュールの取り付け作業を開始します。

モジュールの位置
図 7-2 に、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータ内でのファン、DIMM、電源装置、および

インライン電源装置カードを取り付ける際に使用するシステム ボードの穴の位置を示します。

図 7-2 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータのモジュールの位置

DIMM の取り付けと取り外し
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータは、システム ボードに 128 MB の DDR SDRAM が搭

載されています。DIMM コネクタに追加の DIMM を取り付けると、最大 384 MB までシステム メモリ

を拡張できます。

1 ファン

2 電源装置

3 DIMM モジュール

4 インライン電源装置カードの取り付けに使用される穴

12
72

46

2

1

3

4
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第 7 章      内蔵モジュールの取り付けおよびアップグレード        

  DIMM の取り付けと取り外し
DIMM を取り外す前、または取り付ける前に、「シャーシ カバーの取り外し」（P.7-2）の説明に従っ

て、シャーシ カバーを取り外してください。

注意 DIMM を取り外したり取り付けたりするときには、必ず静電気防止用リスト ストラップを肌に密

着させて着用してください。リスト ストラップの装置側は、シャーシの金属部分に固定します。

注意 DIMM を扱う場合は、必ず端を持ってください。DIMM は Electrostatic Discharge（ESD; 静電気

放電）の影響を受けやすいコンポーネントなので、扱いを誤ると故障する可能性があります。

DIMM の取り外し

システム ボードから DIMM を取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 システム ボード上の DIMM の位置を確認します。図 7-2 に、DIMM コネクタの位置を示します。

ステップ 2 両側のラッチを DIMM から引き離します。ラッチを引き離すと、DIMM がわずかに持ち上がります。

これで、DIMM を持ち上げてコネクタから取り外すことができます。図 7-3 を参照してください。

図 7-3 DIMM の取り外し

ステップ 3 ESD による損傷を受けないように、静電気防止用袋に DIMM を収めます。

DIMM の取り付け

Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータに DIMM を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 システム ボード上の DIMM の位置を確認します。DIMM コネクタの位置については、図 7-2 を参照し

てください。

1 ラッチを解放する 2 DIMM を取り外す
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第 7 章      内蔵モジュールの取り付けおよびアップグレード

  オプションのインライン電源装置の取り付け  
ステップ 2 既存の DIMM がある場合は、ソケットの端にあるバネ仕掛けのクリップを DIMM が外れるまで静かに

引き、DIMM を静かに引き上げてソケットから取り外します。図 7-3 を参照してください。

ステップ 3 DIMM ソケットに DIMM を差し込みます（図 7-4 を参照）。

図 7-4 DIMM の取り付け

ステップ 4 バネ仕掛けのクリップが掛かり、ソケットに DIMM の端が固定されるまで、DIMM をしっかりとソ

ケットに押し込みます。

オプションのインライン電源装置の取り付け
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのインライン電源装置のオプションには、ルータ内に

取り付ける必要があるインライン電源装置カードと、外部電源装置があります。インライン電源装置

カードを取り付ける場合、次の手順を実行します。ルータ内のコネクタおよびその他のコンポーネント

の位置については、図 7-2 を参照してください。

警告 絶縁されていない金属接点、導線、または端子を Power over Ethernet（PoE）回路の相互接続に
使用すると、電圧によって感電事故が発生することがあります。危険性を認識しているユーザまたは
保守担当者だけに出入りが制限された場所を除いて、このような相互接続方式を使用しないでくださ
い。出入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段
を使用しないと入室できない場所を意味します。ステートメント 1072

警告 装置のインストレーションは、地域および国の電気規則に適合している必要があります。ステートメ
ント 1074

1 DIMM 2 ソケットに差し込んで回転させる

2

3
10

31
54

1
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第 7 章      内蔵モジュールの取り付けおよびアップグレード        

  シャーシ カバーの取り付け
注意 インライン電源装置カードを取り付ける前に、インライン電源装置がルータの背面に接続されてい

ないことを確認してください。確認を怠ると、インライン電源装置カードまたはルータが損傷する

可能性があります。

注意 インライン電源装置カードを取り付けるときには、カードを正しい方向で取り付けてください。取

り付け方向を誤ると、インライン電源装置カードが損傷します。インライン電源装置カードの取り

付けには、3 本の金属製支柱の取り付けが必要です。取り付け後、カードを 3 本のネジで金属製支

柱に固定します。3 本すべてのネジを使用して、カードを確実に正しく取り付けてください。カー

ドの取り付け方向が間違っていると、3 つのネジ穴は 3 本の金属製支柱と一致しません。

ステップ 1 システム ボード上の金属製支柱の取り付け位置を確認します。取り付け位置は、システム ボード上の 
3 つの穴をそれぞれ囲む星形で示されています。

ステップ 2 3 本の金属製支柱を金属製支柱取り付け位置（穴を囲む星形で表示）でシステム ボードに取り付けま

す。1/4 インチのナット ドライバを使用して支柱を締めます。

注意 支柱をまっすぐ取り付けるようにしてください。徐々にしっかり締めます。各支柱の肩部分がシス

テム ボードにきちんと固定されていなければなりません。

ステップ 3 3 本の金属製支柱の上にインライン電源装置カードを置き、金属製支柱をインライン電源装置カードの

ネジ穴に合わせます。

ステップ 4 アクセサリ キットに含まれるネジをインライン電源装置カードに差し込み、さらに金属製支柱に差し

込みます。プラス ドライバを使用して、ネジを慎重に締めます。

ルータにインライン電源装置カードを取り付ける作業が完了したら、ルータ カバーを取り付け、イン

ライン電源装置をルータの背面にある電源コネクタに接続します。

シャーシ カバーの取り付け
Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータのカバーは、シャーシ背面からスライドさせてシャー

シに取り付けます。Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータにシャーシ カバーを取り付ける手

順は、次のとおりです。

ステップ 1 ルータのカバーをシャーシに静かにスライドさせます。

ステップ 2 シャーシを開けるときに取り外したカバーのネジを取り付けます。「シャーシ カバーの取り外し」

（P.7-2）を参照してください。

CompactFlash カードの取り外しおよび取り付け
ここでは、Cisco 1800 シリーズ fixed-configurationルータの CompactFlash カードの取り付けおよび取

り外し手順について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。
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第 7 章      内蔵モジュールの取り付けおよびアップグレード

  CompactFlash カードの取り外しおよび取り付け   
 • 静電破壊の防止

 • CompactFlash メモリ カードの取り外し

 • CompactFlash メモリ カードの取り付け

静電破壊の防止

CompactFlash メモリ カードは、Electrostatic Discharge（ESD; 静電放電）による損傷を受けやすい製

品です。静電破壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠的な障害をもたらし

ます。

静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

 • 静電気防止用リスト ストラップを肌に密着させて着用してください。

 • ストラップの装置側をシャーシの塗装されていない部分に固定します。

 • 取り外した CompactFlash メモリ カードは、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止

用袋に入れてください。カードを返却する場合には、ただちに静電気防止用袋に入れてください。

 • カードと衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電気からカー

ドを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。

 • 取り付け作業が完了するまで、リスト ストラップを外さないでください。

注意 安全のために、静電気防止用ストラップの抵抗値を定期的にチェックしてください。抵抗値は 1 ～ 
10 Mohm でなければなりません。

CompactFlash メモリ カードの取り外し

シャーシから CompactFlash メモリ カードを取り外す手順は、次のとおりです。図 7-5 を参照してくだ

さい。

注意 CompactFlash メモリ カードのアクセス中に、シャーシから CompactFlash メモリ カードを取り出

さないでください。CF LED は、CompactFlash メモリへのアクセスを示すために点滅します。

CompactFlash メモリ カードのアクセス中に、ルータから CompactFlash メモリ カードを取り出す

と、ルータに損傷を与える可能性があります。

ステップ 1 CompactFlash メモリ カードの隣にあるイジェクト ボタンを押します。イジェクト ボタンは外側に動

くので、パネルから突き出ます。

ステップ 2 再びイジェクト ボタンを押します。これにより、CompactFlash メモリ カードが一部スロットからはみ

出した状態になります。

ステップ 3 スロットから CompactFlash メモリ カードを引き出します。

ステップ 4 イジェクト ボタンがベゼルに揃うまで押し込みます。

注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐためには、CompactFlash メモリ カードを取り出すために使用

していないときは、イジェクト ボタンが完全に（ベゼルに揃うまで）押し込まれた状態にしておく

必要があります。
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第 7 章      内蔵モジュールの取り付けおよびアップグレード        

  CompactFlash カードの取り外しおよび取り付け
図 7-5 Cisco 1800 シリーズ Fixed-Configurationルータの CompactFlash メモリ カード スロット

CompactFlash メモリ カードの取り付け

CompactFlash メモリ カードを取り付ける手順は、次のとおりです（図 7-5 を参照）。

ステップ 1 イジェクト ボタンが前面パネルと同じ面まで押し込まれていて、パネルから突き出ていないことを確

認します。

（注） イジェクト ボタンがパネルから突き出ている場合は、ベゼルに揃うまで押し込みます。

ステップ 2 完全に収まるまで、スロットに CompactFlash メモリ カードを挿入します。イジェクト ボタンは、パ

ネルに揃った状態を保ちます。

（注） CompactFlash メモリ カードを挿入したあとにイジェクト ボタンがパネルから突き出ている場

合は、CompactFlash メモリ カードを取り外し、カチッという音がするまでイジェクト ボタン

を押し、もう一度 CompactFlash メモリ カードを挿入します。

注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐためには、CompactFlash メモリ カードを取り出すために使用

していないときは、イジェクト ボタンが前面パネルに完全に押し込まれた状態にしておく必要があ

ります。

1 CompactFlash スロット 2 イジェクト ボタン

B2 CF

PPP VPN

Cisco 1

12
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