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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
7-1
Fixed）ハードウェア インストレーション ガイド



 

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。
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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

  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
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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
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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
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