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Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ 
アプライアンスの設置 

この章では、コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設置方法について説明します。この章
の内容は次のとおりです。

• Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスの開梱および点検（1-1ページ）

• Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設置準備（1-2ページ）

• Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスのラックへの設置（1-7ページ）

注意 アプライアンスの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for 90-Series Cisco Content Security Appliances』を参照して重要な安全情報を確認して
ください。

警告 安全上の重要な注意事項

「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。装置の取り扱い作
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。警告
の各国版は、各注意事項の番号を基に、装置に付属の「Translated Safety Warnings」を参照してく
ださい。
ステートメント 1071

Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライア
ンスの開梱および点検

注意 内部アプライアンスのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、モ
ジュールのフレームの端のみを持つようにしてください。

ヒント 後でアプライアンスの輸送が必要になったときに備えて、輸送用の箱を保管しておいてください。
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（注） シャーシは厳密に検査したうえで出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡してください。

ステップ 1 段ボール箱からアプライアンスを取り出します。梱包材はすべて保管しておいてください。

ステップ 2 カスタマー サービス担当者から提供された機器リストと梱包品の内容を照合します。すべての
品目が揃っていることを確認してください。

ステップ 3 破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡し
てください。次の情報を用意しておきます。

• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）

• 破損している装置のモデルとシリアル番号

• 破損状態の説明

• 破損による設置への影響

Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライア
ンスの設置準備

ここでは、設置準備について説明します。この項の内容は次のとおりです。

• 設置に関するガイドライン（1-2ページ）

• 安全に関する推奨事項（1-4ページ）

• 電気製品を扱う場合の注意（1-4ページ）

• 静電破壊の防止（1-5ページ）

• 設置場所の環境（1-5ページ）

• 電源装置に関する考慮事項（1-5ページ）

• ラックに関する要件（1-6ページ）

• 工具の要件（1-6ページ）

• スライド レールの調整範囲（1-6ページ）

設置に関するガイドライン

警告 システムの過熱を防ぐため、最大推奨周囲温度の 35 °C（95 °F）を超えるエリアで操作しないでく
ださい。
ステートメント 1047

警告 いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしてお
いてください。
ステートメント 1019
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警告 この製品は、設置する建物に短絡（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。この保護装置の定格が 250 V、15 A 以下であることを確認します。
ステートメント 1005

警告 機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。
ステートメント 1074

注意 コンテンツ セキュリティ アプライアンスを取り付ける際は、適切なエアーフローを確保するた
めに、レール キットを使用する必要があります。レール キットを使用せずに、ユニットを別のユ
ニットの上に物理的に置く、つまり積み重ねると、アプライアンスの上部にある通気口がふさが
れ、過熱したり、ファンの回転が速くなったり、電力消費が高くなったりする原因となる可能性
があります。アプライアンスをラックに取り付けるときは、これらのレールによりアプライアン
ス間で必要な最小の間隔が提供されるので、レール キットにアプライアンスをマウントするこ
とを推奨します。レール キットを使用してマウントする場合は、アプライアンス間の間隔を余分
にとる必要はありません。

注意 鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタイプの UPS は、シ
スコのコンテンツ セキュリティ アプライアンスなどのシステムに使用すると、データ トラ
フィック パターンの変化によって入力電流が大きく変動し、動作が不安定になるおそれがあり
ます。

アプライアンスを設置する際には、次のガイドラインに従ってください。

• アプライアンスを設置する前に、設置場所を検討して準備します。推奨される設置場所の検
討タスクについては、『Quick Start Guides for the Cisco x90 Series Content Security Appliances』
を参照してください。

• アプライアンスの周囲に、保守作業および適切な通気のための十分なスペースがあることを
確認します。このアプライアンスでのエアーフローは、前面から背面に流れます。

• 空調が、「アプライアンスの仕様（A-1ページ）」に記載された温度要件に適合していることを
確認します。

• キャビネットまたはラックが、「ラックに関する要件」セクション（1-6ページ）に記載された
要件に適合していることを確認します。

• 設置場所の電源が、アプライアンスの仕様（A-1ページ）に記載された電源要件に適合してい
ることを確認します。使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用し
てください。
1-3
Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンス設置およびメンテナンスガイド

 

http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/email-security-appliance/products-installation-guides-list.html


 

第 1 章      Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設置
Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設置準備
安全に関する推奨事項

安全を確保し、シャーシを保護するために、次の項の情報を使用してください。この情報には、作
業環境で生じる可能性のある危険な状況がすべて網羅されているわけではありません。絶えず
注意して、的確な判断を心がけてください。

これらの安全に関する注意事項を遵守してください。

• 設置作業中および作業後は、設置場所を整理し、埃のない状態に保ってください。

• 工具は、通行の邪魔にならない場所に置いてください。

• ゆったりとした衣服やイヤリング、ブレスレット、ネックレスなどの装飾品は身につけず、
シャーシに引っかかることがないようにしてください。

• 目が危険にさらされる状況で作業する場合は、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。

• 重量が 1 人で扱える範囲を超えているものを、単独で持ち上げないでください。

電気製品を扱う場合の注意 

警告 シャーシの作業を行う前に、必ず電源コードを抜いてください。セキュリティ アプライアンス
を設置する前に、必ず『Regulatory and Compliance Safety Information』をお読みください。

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。

• シャーシ内部の作業を開始する前に、作業を行う部屋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は、ただちにその部屋の電気を切ってくだ
さい。

• 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

• 電源が切断されていると思い込まずに、必ず確認してください。

• 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、すり減った電源コード、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。

• 電気事故が発生した場合は、次のように対処してください。

– 負傷しないように注意してください。

– システムの電源を切断してください。

– 可能であれば、だれかに頼んで救護を呼んでもらいます。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。

• シャーシは、指定された定格電力の範囲内で、製品の使用説明書に従って使用してください。

• アプライアンスに搭載されている AC 入力電源装置には 3 線式の電気コードが付属してお
り、そのアース端子付きのプラグはアース端子付きの電源コンセントにしか差し込めないよ
うになっています。これは大変重要な安全メカニズムです。装置のアースは、地域および国内
の電気規定に適合させる必要があります。
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静電破壊の防止 
電子部品の取り扱いが不適切な場合、静電放電が発生し、機器の損傷や電気回路の破損を引き起
こす可能性があります。その結果、障害あるいは断続的障害を引き起こします。

部品の取り外しまたは交換を行うときは、必ず静電気防止手順に従ってください。シャーシが電
気的に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 ストラップを肌
に密着させて着用してください。アースクリップをシャーシフレームの塗装されていない表面
に止めて、静電気が安全にアースに流れるようにします。静電放電による損傷とショックを防止
するには、リストストラップとコードを効果的に作用させる必要があります。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て、身体を接地してください。

安全を確保するために、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 MΩ である必要があります。

設置場所の環境 
設置場所のレイアウトや機器の配置を検討するときは、機器故障を予防し、環境に起因する
シャットダウンを防ぐため、次項の情報を考慮してください。既存の装置で停止やエラーが頻繁
に起きている場合にも、この考慮事項を参考にすることにより、障害の原因を突き止め、今後問
題が起きないように予防することができます。

電源装置に関する考慮事項

電源装置の詳細については、「電源仕様」セクション（A-3ページ）を参照してください。

シャーシを設置する際には、以下のことを考慮してください。

• シャーシを設置する前に、設置場所の電源を調べ、スパイクやノイズがないかどうかを確認
してください。必要に応じて電源調整器を設置し、アプライアンス入力電圧にて適切な電圧
および電力レベルを確保してください。

• 設置場所で適切にアースし、雷や電力サージによる損傷を防止してください。

• シャーシでは、ユーザが動作範囲を選択できません。シャーシの正確なアプライアンス入力
所要電力については、そのラベルを参照してください。

• 複数の種類の AC 入力電源コードをアプライアンスに使用できます。設置場所に適したタイ
プを使用してください。

• デュアル冗長（1 + 1）電源を使用している場合は、各電源に独立した電気回路を使用すること
を推奨します。

• できるだけ、無停電電源装置を使用してください。
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ラックに関する要件

ここでは、標準的なオープン ラックの要件について説明します。

• 次のタイプのラックを使用する必要があります。

– 標準的な 48.3 cm（19 インチ）幅 4 支柱 EIA ラック（ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 
1 に準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合するマウント支柱付き）。

– 付属のスライド レールを使用する場合、ラック支柱の穴は、9.6 mm（0.38 インチ）の正方
形、7.1 mm（0.28 インチ）の丸形、#12-24 UNC、または #10-32 UNC になります。

– Cisco C190、M190、S190、C390、M390、および S390 アプライアンスの場合、アプライアン
スあたりの縦方向の最小ラック スペースは 1 RU、つまり 44.45 mm（1.75 インチ）になっ
ている必要があります。

– Cisco C690、M690、および S690 アプライアンスの場合、アプライアンスあたりの縦方向の
最小ラック スペースは 2 RU、つまり 88.9 mm（3.5 インチ）になっている必要があります。

• 開放型ラックにシャーシをマウントする場合、ラックのフレームで吸気口や排気口をふさが
ないように注意してください。

• 閉鎖型ラックに十分な通気があることを確認してください。各シャーシで熱が発生するた
め、ラック内に装置を詰め込みすぎないように注意してください。冷気が回るように、閉鎖型
ラックにはルーバーが付いた側面とファンが必要です。

• 閉鎖型ラックの上部に換気用ファンが付いている場合には、ラックの下段に設置した装置の
熱が上昇し、上段の装置の吸気口から入り込む可能性があります。ラック下段の装置に対し
て、十分な換気が行われるようにしてください。

• バッフルは吸気から排気を分離するときに役立ちます。また、シャーシ内に冷気を取り込む
ためにも役立ちます。隔壁は、シャーシ内に冷気を行き渡らせるためにも有効です。隔壁の最
適な取り付け位置は、ラック内の空気がどのように流れるかによって異なります。

工具の要件

アプライアンス用にシスコから提供されるスライド レールの場合、設置先のラックに 9.6 mm
（0.38 インチ）の正方形、7.1 mm（0.28 インチ）の丸形、または #12-24 UNC のネジ穴があれば、設置
用の工具は必要ありません。

スライド レールの調整範囲
1 RU アプライアンスの場合、アプライアンスのスライド レールの調整範囲は 610 ～ 914 mm
（24～ 36 インチ）です。

2 RU アプライアンスの場合、アプライアンスのスライド レールの調整範囲は 660 ～ 914 mm
（26～ 36 インチ）です。
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ここでは、次の内容について説明します。

• ラック キットを使用した Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ アプライアンスの設
置（1-7ページ）

• ケーブル マネジメント アームの取り付け（任意）（1-10ページ）

• ケーブル マネジメント アームを逆に取り付ける（任意）（1-11ページ）

ラック キットを使用した Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリティ 
アプライアンスの設置

ここでは、シスコが販売するラック キットを使用して、Cisco x90 シリーズ コンテンツ セキュリ
ティ アプライアンスをラックに設置する方法について説明します。

警告 ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐた
め、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。安全を確保するた
めに、次の注意事項を守ってください。
この装置だけをラックにマウントする場合、ラックの一番下にマウントしてください。

すでに別の装置がマウントされているラックにこの装置をマウントする場合、最も重い装置を一番下にし

て、重い順にラックの下から上へと設置するようにします。

ラックにスタビライザが付属している場合、スタビライザを取り付けてから、ラックにマウントまたはラッ

クでの作業を行ってください。ステートメント 1006

ステップ 1 アプライアンスの側面に内側レールを装着します。

a. レール内の 3 個のキー付きスロットがアプライアンス側面の 3 個のペグの位置に合うように、
内側レールをアプライアンスの一方の側の位置に合わせます（図 1-1 および図 1-2 を参照）。

b. キー付きスロットをペグに設定し、レールを前面に向けてスライドさせて、ペグの所定の位
置にロックします。前面スロットには、前面ペグにロックするための金属製クリップがあり
ます。

c. 2 つ目の内側レールをアプライアンスの反対側に取り付けます。

図 1-1 1 RU アプライアンスの側面への内側レールの取り付け

1 アプライアンス前面 2 内側レールのロッキングクリップ

3
5

3
3

6
3

1 2
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 図 1-2 2 RU アプライアンスの側面への内側レールの取り付け

ステップ 2 両方のスライド レール部品で前面の固定プレートを開きます。スライド レール部品の前端に、
バネ仕掛けの固定プレートがあります。取り付けペグをラック支柱の穴に挿入する前に、この固
定プレートが開いている必要があります（図 1-3 を参照）。

部品の外側で、背面を向いている緑色の矢印ボタンを押して、固定プレートを開きます。

図 1-3 前面の固定部分、前端の内側

ステップ 3 次の手順に従って、スライドレールをラックに取り付けます。

a. 片側のスライドレール部品の前端を、使用する前面ラック支柱の穴の位置に合わせます。

スライド レールの前端がラック支柱の外側を回り込むように配置され、取り付けペグが外
側の前部からラック支柱の穴に入ります（図 1-3 を参照）。

（注） ラック支柱は、取り付けペグと開いた固定プレートの間にある必要があります。

b. 取り付けペグを、外側前面からラック支柱の穴に差し込みます。

c. 「PUSH」のマークが付いた固定プレートのリリースボタンを押します。ばね仕掛けの固定プ
レートが閉じて、ペグが所定の位置にロックされます。

1 アプライアンス前面 2 内側レールのロッキングクリップ

3
5

3
3

6
5

1 2

1 前面側の取り付けペグ 3 開いた位置に引き戻された固定プレート

2 ラック支柱

1

2

3
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 d. スライドレールの長さを調整したら、背面取り付けペグを対応する背面ラック支柱の穴に差
し込みます。スライド レールは前面から背面に向かって水平である必要があります。

背面取り付けペグを、ラック支柱の内側から背面ラック支柱の穴に入れます。

e. 2 つ目のスライドレール部品を、ラックの反対側に取り付けます。2 個のスライド レール部
品が相互に同じ高さであり、水平になっていることを確認します。

f. 所定の位置に収まって留まるまで、各部品の内側のスライドレールをラック前方へ引き出し
ます。

ステップ 4 アプライアンスをスライドレールに装着します。

注意 このアプライアンスは、コンポーネントがフルに搭載されている場合、最大で 59 kg（67 ポンド）
の重量になる場合があります。アプライアンスを持ち上げるときは、2 人以上で行うか、リフトを
使用することを推奨します。この手順を 1 人で実行しようとすると、怪我や機器の損傷を招くお
それがあります。

a. アプライアンスの側面に装着されている内側レールの背面を、ラック上の空のスライド 
レールの前端の位置に合わせます。

b. 内部の停止位置で止まるまで、内側レールをラック上のスライド レールに押し込みます。

c. 両方の内側レールでリリース クリップを背面に向けてスライドさせたら（図 1-4 および
図 1-5）、前面のスラム ラッチがラック支柱に収まるまで、アプライアンスをラックに押し込
みます。

図 1-4 1 RU アプライアンスの内側レールのリリース クリップ

図 1-5 2 RU アプライアンスの内側レールのリリース クリップ

ステップ 5 （任意）スライド レールに付属の 2 本のネジを使用して、アプライアンスをさらに確実にラック
に固定します。アプライアンスを取り付けたラックを移動する場合は、この手順を実行します。

1 内側レールのリリースクリップ 3 ラック支柱に装着されている外側レール

2 アプライアンスに装着され、外側レールに
挿入されている内側レール

3
5

3
3

6
4

321

1 内側レールのリリースクリップ 3 ラック支柱に装着されている外側レール

2 アプライアンスに装着されている内側
レール

3
5

3
3

6
6

1 2 3
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アプライアンスをスライド レールに完全に押し込んだ状態で、アプライアンス前面のヒンジ付
きスラム ラッチのレバーを開き、レバーの下にある穴からネジを挿入します。ネジがラック支柱
のレールの静止部分に挿入され、アプライアンスが引き抜かれるのを防ぎます。反対のスラム 
ラッチについても行ってください。

ケーブル マネジメント アームの取り付け（任意）

（注） ケーブル マネジメント アーム（CMA）は左と右を逆に取り付けることができます。CMA 
を逆に取り付けるには、取り付ける前にケーブル マネジメント アームを逆に取り付ける
（任意）（1-11ページ）を参照してください。

ステップ 1 アプライアンスをラックに完全に押し込んだ状態で、アプライアンスから最も離れた CMA アー
ムの CMA タブを、ラック支柱に装着された固定スライド レールの終端にスライドさせます
（図 1-6 を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスライドさせます。

ステップ 2 アプライアンスに最も近い CMA タブを、アプライアンスに装着された内側レールの終端にスラ
イドさせます（図 1-6 を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレールの終端にスラ
イドさせます。

ステップ 3 ラックの幅に一致するまで、CMA アセンブリの反対側の終端にある幅調整スライダを引き出し
ます（図 1-6 を参照）。

ステップ 4 幅調整スライダの終端にある CMA タブを、ラック支柱に取り付けられている固定スライド 
レールの終端に押し込みます（図 1-6 を参照）。カチッと音がしてロックされるまで、タブをレー
ルの終端にスライドさせます。

ステップ 5 各プラスチック製ケーブルガイドの上部でヒンジ付きフラップを開き、必要に応じてケーブル
ガイドを通してケーブルを配線します。
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図 1-6 スライド レールの背面へのケーブル マネジメント アームの装着

ケーブル マネジメント アームを逆に取り付ける（任意）

ステップ 1 CMA アセンブリ全体を 180 度回転させます。プラスチック製ケーブル ガイドは、上を向いたま
まにしておく必要があります。

ステップ 2 アプライアンスの背面を向くように、各 CMA アームの終端でタブを反転させます。

ステップ 3 幅調整スライダの終端にあるタブを回転させます。タブの外側の金属ボタンを長押しし、アプラ
イアンスの背面を向くようにタブを 180 度回転させます。

1 アプライアンスから最も離れたアームの 
CMA タブと外側の固定スライド レールの
終端

3 幅調整スライダの CMA タブと外側の固定
スライド レールの終端

2 アプライアンスに最も近いアームの CMA 
タブとアプライアンスに装着された内側
のスライド レールの終端

4 アプライアンスの背面
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図 1-7 CMA の反転

1 幅調整スライダの終端の CMA タブ 2 回転用金属ボタン
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