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概要：Cisco 7304 ルータのキャリア 
カード

この章では、Cisco 7304 ルータでサポートされるキャリア カードについて説明します。この章の構

成は次のとおりです。

• キャリア カードおよび SPA の適合性（p.2-1）

• キャリア カードの概要（p.2-2）

• MSC-100 の概要（p.2-3）

キャリア カードおよび SPA の適合性
キャリア カードおよび Shared Port Adapter（SPA; 共有ポート アダプタ）の適合性については、「MSC

および SPA の適合性」（p.1-3）を参照してください。
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キャリア カードの概要
表 2-1 に、Cisco 7304 ルータでサポートされるキャリア カードの概要を示します。

ハードウェアおよびソフトウェアの適合性の確認

ご使用のルータにインストールする Cisco IOS ソフトウェアとハードウェアの最低限の要件を確認

できるように、シスコは Cisco.com 上で Software Advisor ツールを提供しています。このツールは、

システム内のキャリア カードまたは SPA が互換性を持つかどうかではなく、個々のハードウェア

モジュールまたはコンポーネントの最低限の Cisco IOS 要件を確認するためのものです。

（注） このツールにアクセスできるのは、Cisco.com のログイン アカウントを持つユーザに限定されます。

ログイン アカウントをお持ちでない場合は、製品を購入された代理店へお問い合わせください。

Software Advisor にアクセスするには、Cisco.com で Loginをクリックし、SEARCH ボックスに

「Software Advisor」を入力して、GOをクリックします。さらに、Software Advisor ツールのリンク

をクリックします。

製品ファミリーを選択するか、製品番号を入力して、ご使用のハードウェアに対して最小要件とな

るソフトウェア リリースを検索します。

SPA ブランク フィラー プレート

SPA ブランクは、未使用の SPA スロットを埋めるために使用します。

（注） SPA スロットを使用しない場合は、ルータまたはスイッチが EMI（電磁波干渉）放射要件を満た

し、SPA 間で適切な通気を確保できるように、空のスロットに SPA ブランク フィラー プレートを

取り付ける必要があります。未使用のスロットに新しい SPA を取り付ける場合は、先に SPA ブラ

ンク フィラー プレートを取り外す必要があります。

表 2-1 キャリア カードの概要

キャリア 
カード 製品番号 説明 SPAの個数

最小限の
Cisco IOS リリース

MSC-100 7304-MSC-100 モジュラ サービス カード100 2 Release 12.2(20)S2
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MSC-100 の概要
ここでは MSC-100 について説明します。

• ボード コンポーネント（p.2-3）

• LED（p.2-4）

• 物理仕様（p.2-5）

• Cisco 7304 ルータのキャリア カード スロット位置（p.2-5）

• MSC-100 の SPA スロット番号（p.2-5）

• MSC の SPA インターフェイス アドレス（p.2-6）

ボード コンポーネント

図 2-1 に、MSC-100 の主要なボード コンポーネントを示します。

図 2-1 MSC-100 のボード（俯瞰図）

1 フラッシュ メモリ 5 温度モニタ
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LED

MSC-100 には LED が 4 つあります。図 2-2 を参照してください。

図 2-2 MSC-100 の前面プレート

表 2-2 で、MSC-100 の LED について説明します。
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表 2-2 MSC-100 の LED

LED ラベル カラー 状態 意味

OIR-SUBSLOT 0 SPA グリーン オフライン サブスロット 0 の SPA はオフラインであ

り、取り外し可能です。

消灯 オンラインまたは

オフライン

ステータス LED がグリーンの場合、サブ

スロット 0 の SPA はオンラインであり、取

り外せません。

ステータス LED が消灯している場合、サ

ブスロット 0 の SPA はオフラインです。

OIR-SUBSLOT 1 SPA グリーン オフライン サブスロット 1 の SPA はオフラインであ

り、取り外し可能です。

消灯 オンラインまたは

オフライン

サブスロット 1 の SPA はオンラインであ

り、取り外せません。

ステータス LED が消灯している場合、サ

ブスロット 1 の SPA はオフラインです。

OIR グリーン オフライン MSC-100 はオフラインであり、取り外し可

能です。

消灯 オンラインまたは

オフライン

MSC-100 はオンラインであり、取り外せま

せん。

ステータス LEDが消灯している場合、MSC

はオフラインです。

STATUS 消灯 消灯 MSC-100 はオフラインです。

イエロー 起動中または電源

遮断中

MSC-100 は起動中または電源遮断中です。

グリーン 点灯 MSC-100 はオンラインです。
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物理仕様

表 2-3 に、MSC-100 の物理仕様を示します。

Cisco 7304 ルータのキャリア カード スロット位置

MSC-100 は、Cisco 7304 ルータのモジュール スロット 2 ～ 5 に搭載できます。

図 2-3 Cisco 7304 ルータのモジュール スロット

MSC-100 の SPA スロット番号

MSC-100 にはシングルハイトの SPA を 2 つ収容できます。MSC の上部サブスロットがサブスロッ

ト 0、下部サブスロットがサブスロット 1 です。

表 2-3 MSC-100 の物理仕様

項目 仕様

寸法 2×8.35×12.75 インチ（5.1×21.2×32.4 cm）

出荷時の従量 3 ポンド（1.37 kg）

温度（動作時） 32 ～ 158°F（0 ～ 70°C）

温度（保管時） –4 ～ 158°F（–20 ～ 70°C）

相対湿度 5 ～ 90%（結露しないこと）

高度（動作時） –500 ～ 10,000 フィート（–152.4 ～ 3048 m）

高度（保管時） –1,000 ～ 30,000 フィート（–304.8 ～ 9144 m）
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MSC の SPA インターフェイス アドレス

インターフェイス アドレスは、ルータまたはスイッチ上の各インターフェイスの物理位置を特定し

ます。表2-4に、MSC-100でサポートされるSPAのインターフェイス アドレスの指定方法を示します。

表 2-4 アドレス形式

MSC アドレス形式 説明

MSC-100 ルータ モジュール スロット /

サブスロット /SPA ポート番号

ルータ モジュール スロット ― 2 ～ 5。Cisco 7304

ルータで MSC-100 を搭載したスロットを特定し

ます。

サブスロット ― 上部（0）または下部（1）サブ

スロット。MSC-100でSPAを収容したサブスロッ

トを特定します。

SPA ポート番号 ― さまざま。SPA 上のアドレス

指定するポート番号を特定します。
2-6
Cisco 7304 ルータ モジュラ サービス カード / 共有ポート アダプタ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-4681-01-J


	2
	概要：Cisco 7304ルータのキャリア カード

	キャリア カードおよびSPAの適合性
	キャリア カードの概要
	表2-1 キャリア カードの概要
	ハードウェアおよびソフトウェアの適合性の確認
	SPAブランク フィラー プレート

	MSC-100の概要
	ボード コンポーネント
	図2-1 MSC-100のボード（俯瞰図）

	LED
	図2-2 MSC-100の前面プレート
	表2-2 MSC-100のLED


	物理仕様
	表2-3 MSC-100の物理仕様

	Cisco 7304ルータのキャリア カード スロット位置
	図2-3 Cisco 7304ルータのモジュール スロット

	MSC-100のSPAスロット番号
	MSCのSPAインターフェイス アドレス
	表2-4 アドレス形式



