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はじめに

ここでは『Cisco CRS-1 シリーズ キャリア ルーティング システム 16 スロット ラインカード シャー

シ インストレーション ガイド』の目的、対象読者、構成について説明するとともに、このマニュ

アルで使用している表記法、およびその他の情報を記載します。

具体的な内容は以下のとおりです。

• 目的（p.xvi）

• 対象読者（p.xvi）

• マニュアルの構成（p.xvi）

• 表記法（p.xvii）

• 関連資料（p.xviii）

• マニュアルの変更履歴（p.xviii）

• マニュアルの入手方法および Service Request の使用（p.xix）
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目的
このマニュアルでは、ラインカード シャーシへのコンポーネントの取り付けおよび取り外し方法に

ついて説明します。このマニュアルでは、Cisco CRS-1 キャリア ルーティング システムに関する基

本的な情報や動作の理論については説明していません。 

対象読者
このマニュアルは、ラインカード シャーシの取り付け担当者およびラインカード シャーシ コン

ポーネントの取り付けを担当する弊社のサポート担当者を対象としています。シャーシの取り付け

担当者は、ネットワーキング ハードウェアの設置経験があることを前提としています。ルーティン

グや Cisco IOS-XR ソフトウェアに関する詳しい知識は必要ありません。 

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章および付録で構成されています。

• 第 1 章「概要」では、ラインカード シャーシ システムおよびそのコンポーネントについて概

説します。

• 第 2 章「電源コンポーネントの取り付けと取り外し」では、電源を確保する方法、および電源

シェルフ、電源装置、アラーム モジュールなどの電源コンポーネントをラインカード シャー

シ内に設置する方法について詳しく説明します。

• 第 3 章「空気循環コンポーネントの取り付けと取り外し」では、ファン トレイおよびエアー

フィルタの取り付け方法について説明します。

• 第 4 章「MSC、PLIM、および関連コンポーネントの取り付けと取り外し」では、ラインカー

ド、スイッチ ファブリック カードなどの各カード、およびシェルフ コントローラ モジュール

の取り付け方法について説明します。

• 第 5 章「外装コンポーネントの取り付けと取り外し」では、シャーシの外面ドアとその他の外

装コンポーネントの取り付け方法について説明します。

• 付録 A「Cisco CRS-1 16 スロット ラインカード シャーシの仕様」には、ラインカード シャー

シの仕様が記載されています。
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表記法
このガイドでは、̂  記号は Ctrl キーを表します。たとえば、̂ z というキーの組み合わせは、Ctrl キー

を押しながら z  キーを押すことを意味します。 

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

• システム プロンプトが含まれている例は、ユーザがプロンプトに対してコマンドを入力する、

対話型セッションを表します。システム プロンプトは、EXEC コマンド インタープリタの現在

のレベルを表します。たとえば、router> というプロンプトは、現在ユーザ レベルであること

を表し、router# というプロンプトは、現在特権レベルであることを表します。特権レベルに

アクセスするには、通常、パスワードが必要です。詳細については、「関連資料」（p.xviii）に

記載されている関連のソフトウェア コンフィギュレーション マニュアルおよびリファレンス

マニュアルを参照してください。

• コマンドおよびキーワードは、太字で示しています。

• ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

• 角カッコ（[ ]）の中の要素は、省略可能です。

• 必ずどれか 1 つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコ（{ }）で囲み、

縦棒（ | ）で区切って示しています。

例では、次の表記法を使用しています。

• コンソール画面に表示される端末セッションおよび例は、screen フォントで示しています。

• ユーザが入力する情報は、太字の screen フォントで示しています。

• パスワードのように、出力されない文字は、かぎカッコ（< >）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。

• 行の先頭にある感嘆符（!）は、コメント行を表します。

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。

（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できます。

警告 「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作

業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。このマ

ニュアルに記載されている警告の各国語版は、装置に付属の『Regulatory Compliance and Safety
Information』を参照してください。Statement 1074
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関連資料
プランニング、取り付け、および設定の詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco CRS-1 Carrier Routing System Hardware Documentation Guide』

• 『Cisco CRS-1 16-Slot Line Card Chassis Unpacking, Moving, and Securing Guide』

• 『Cisco CRS-1 Carrier Routing System Fiber-Optic Cleaning Guide』

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco CRS-1 Carrier Routing System』

入手可能なソフトウェア マニュアルの一覧は、以下の URL で提供されている『About Cisco IOS XR

Software Documentation』を参照してください。

http://cisco.com/en/US/products/ps5763/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの変更履歴
表 1 に、初版以降このマニュアルに加えられた技術的な変更内容を示します。

表 1 マニュアルの変更履歴

リビジョン 日付 変更点

OL-4594-07 2008 年 5 月 第 4 章「MSC、PLIM、および関連コンポーネントの取り付けと

取り外し」にピロー ブロックの取り付けと取り外しに関する新

しい手順が追加されました。

OL-4594-06 2008 年 2 月 技術的な訂正が加えられ、マニュアルが更新されました。

OL-4594-06 2007 年 7 月 第 2 章「電源コンポーネントの取り付けと取り外し」に技術的

な更新が行われました。

OL-4594-05 2007 年 1 月 「入力電力表示 LED」の説明が第 2 章「電源コンポーネントの取

り付けと取り外し」の「DC 電源システム」に追加されました。

「吸気グリル スクリーンの取り付け」、「排気バッフルと背面ルー

バー グリルの取り付け」、および「背面キック パネルの取り付

け」が第 5 章「外装コンポーネントの取り付けと取り外し」に

追加されました。

OL-4594-04 2006 年 4 月 第 2 章「Unpacking and Securing the Line Card Chassis」が削除さ

れ、その内容が『Unpacking, Moving, and Securing the Cisco CRS-1

Carrier Routing System 16-Slot Line Card Chassis』に組み込まれま

した。

 OL-4594-03 2005 年 12 月 第 2 章「Unpacking and Securing the Line Card Chassis」が更新さ

れ、新しいキャスターの設計に関する記述が追加されました。

 OL-4594-02 2005 年 7 月 • マルチシェルフに関する記述が追加されました。

• 第 2 章「Unpacking and Securing the Line Card Chassis」が更

新され、代替マウンティング アウトリガー キットの取り付

けに関する記述が追加されました。

• 第 5 章「外装コンポーネントの取り付けと取り外し」が更

新され、新しい背面外装キットについての記述が追加され

ました。

 OL-4594-01 2004 年 7 月 このマニュアルの 初のリリース

http://cisco.com/en/US/products/ps5763/tsd_products_support_series_home.html
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マニュアルの入手方法および Service Request の使用
マニュアルの入手方法、Service Request の使用方法、およびその他の情報の収集方法については、

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。こ

の資料には、シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧が示されています。

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

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ

メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ

さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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