
シャーシの取り付け

この章では、次の事項について説明します。

•ラックまたはキャビネットの設置（1ページ）
•新しいスイッチの開梱と検査（2ページ）
•下部支持レールの取り付け（3ページ）
•ラックまたはキャビネットへのシャーシの設置（6ページ）
•スイッチシャーシのアース（13ページ）
•シャーシへのケーブル管理フレームの取り付け （18ページ）
•シャーシへの前面扉の接続（23ページ）
•エアーフィルタの取り付け（24ページ）

ラックまたはキャビネットの設置
スイッチの設置前に、「キャビネットおよびラックの要件」に記載された要件を満たす、標準

的な 4支柱 19インチ EIAデータセンターラック（またはこのようなラックを含むキャビネッ
ト）を設置する必要があります。

ステップ 1 ラックにシャーシを移動する前に、コンクリート床にラックをボルトで固定します。

安定性に注意してください。ラックの安定装置をかけるか、ラックを床にボルトで固定してから、

保守のために装置を取り外す必要があります。ラックを安定させないと、転倒することがありま

す。

（注）

ステートメント 1048

ステップ 2 接合された構造を持つラックの場合は、アースに接続します。この操作により、スイッチとコンポーネン
トを簡単に接地し、静電気防止用リストストラップを接地して、取り付け前にアースされていないコン

ポーネントを扱うときに静電破壊を防止することができます。

ステップ 3 ラックで電源へのアクセスが必要な場合は、設置するスイッチが必要とするアンペア数の AC電源コンセ
ントまたは DC電源インターフェイスユニット（PIU）のいずれかを備えます。を参照してください。
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DC電源を使用している場合は、DC電源装置がアースに接続されていること、およびファシリティの DC
電源への直接的なアクセスか、電源インターフェイスユニット（PIU）を介した間接的なアクセスがある
ことを確認してください。DC電源装置をファシリティの DC電源に接続する前に、DC電源装置をアース
に接続する必要があります。

装置を電気回路に接続するときに、配線が過負荷にならないように注意してください。（注）

ステートメント 1018

複合電源モードまたは電源装置の冗長性モードを使用している場合、必要な電源は1つだけです。
入力電源の冗長性または完全な冗長性を使用する場合、電源が 2つ必要です。

（注）

新しいスイッチの開梱と検査
新しいシャーシを設置する前に開梱して検査し、注文したすべての品目が揃っていることと、

輸送中にスイッチが損傷していないことを確認します。損傷または欠落しているものがある場

合は、カスタマーサービス担当者にすぐに連絡してください。

シャーシまたはそのコンポーネントを取り扱うときには、常に静電気防止手順に従って静電破

壊を防止してください。この手順には、静電気防止用リストストラップを着用してアースに接

続する作業が含まれますが、これに限定されません。

注意

スイッチを取り出したあと、梱包用の箱は廃棄しないでください。輸送用カートンを折りたた

み、システムに使用されていたパレットとともに保管してください。今後システムを移動する

か輸送する必要がある場合、このコンテナが必要になります。

ヒント

ステップ 1 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。注文したすべての
品目が揃っていることを確認してください。

梱包品には次のボックスが含まれます。

•次のコンポーネントが取り付けられたシステムシャーシ

•スーパーバイザモジュール X 1～ 2

• I/Oモジュール× 1～ 8

•ファブリックモジュール X最大 6

•ファントレイ X 3

•電源モジュール X 1～ 8

シャーシの取り付け

2

シャーシの取り付け

新しいスイッチの開梱と検査



•スイッチのアクセサリキット

このキットの内容物のリストを確認するには、アクセサリキットを参照してください。

•ケーブル管理フレーム

•左右のフレーム

•上部フレーム

• M4 X 12 mmフラットヘッドプラスネジ

•前面扉キット：オプション(N77-C7710-FDK)

•前面扉（1）（69-2532-01）

• M3 X 8 mmなべネジ（2）（48-0393-01）

•エアーフィルタキット：オプション（N77-C7710-AFLT）

•前面扉用エアーフィルタ（1）

•扉側ブラシフィルタ（2）

•ケーブル管理フレームブラシフィルタ（2）

• M4 X 12 mmフラットヘッドプラスネジ

ステップ 2 それぞれの箱の内容に損傷がないことを確認します。

ステップ 3 不一致または損傷がある場合は、次の情報をカスタマーサービス担当者に電子メールで送信します。

•発送元の請求書番号（梱包明細を参照）

•欠落または破損している装置のモデル番号およびシリアル番号

•問題の説明、およびその問題がどのように設置に影響するか

下部支持レールの取り付け
下部支持レールは、ラックまたはキャビネットのスイッチシャーシの重量を支えます。ラック

を安定させるためには、ラックユニット（RU）の最下部にこのレールを取り付ける必要があ
ります。
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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、次のガイドラインを守ってください。

•ラックに設置する装置が 1台だけの場合は、ラックの一番下に取り付けます。

•ラックに複数の装置を設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、下から順番に
取り付けます。

•ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装
置を設置したり、ラック内の装置を保守したりしてください。

ステートメント 1006

警告

始める前に

シャーシに下部支持レールを取り付ける前に、次を実行する必要があります。

• 4支柱ラックまたはキャビネットがコンクリート床に設置され固定されていることを確認
します（「ラックまたはキャビネットの設置」を参照）。

•他のデバイスがラックまたはキャビネットに格納されている場合は、スイッチを設置する
場所よりも下に配置されていることを確認します。また、同じラック内の軽いデバイス

は、このスイッチを設置する場所よりも上にあることを確認します。

•下部支持レールキットがスイッチのアクセサリキットに含まれていることを確認します。

ステップ 1 調整可能な 2本の下部支持レールのいずれかをラックの一番下の RUに配置し、前後の垂直取り付けレー
ルの外側エッジから伸ばして下部支持レールの長さを調節します。シャーシを取り付けるレールの上に、

少なくとも 24 RUの垂直方向のスペースがあることを確認します（次の図を参照）。

取り付けブラケット間のスペースが 24～ 32インチ（61.0～ 81.3 cm）になるように、レールを広げること
ができます。
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図 1 :下部支持レールの配置

各シャーシに少なくとも 24.5インチ（62.2
cm）（14 RU）の余裕がある。

2ラックの一番下の RUに 2本の下部支持
レールを配置します。

1

ステップ 2 プラストルクドライバを使用して、少なくとも 3本（可能な場合 4本）のM6 x 19 mmまたは 12-24 x 3/4
インチのネジ（次の図に示すように合計 6本から 8本のネジを使用）をレールの両端に取り付け、それぞ
れのネジを 40インチポンド（4.5 Nm）のトルクで締めます。
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図 2 :下部支持レールのラックへの取り付け

M6 X 19 mm（または 12-24 X 3/4インチ）プラスネ
ジ（レール当たり 6～ 8本）

2調整可能な下部支持レール（2）1

下部支持レールの両端の少なくとも3つのネジ穴が、取り付けレールに合います。各下部支持レー
ルの両端に少なくとも 3本（可能な場合 4本）のネジを使用します。

（注）

ステップ 3 ラックにもう 1本の下部支持レールを取り付けるために、ステップ 1および 2を繰り返して行ってくださ
い。

2本の下部支持レールが同じ高さであることを確認します。高さが異なる場合は、高いほうのレー
ルを低いほうの高さに合わせます。

（注）

次のタスク

下部支持レールを最も低いRUに取り付け、水平になっていれば、これで、ラックまたはキャ
ビネットにシャーシを取り付けることができます。

ラックまたはキャビネットへのシャーシの設置

始める前に

•出荷されたシャーシが完全で、損傷していないことを確認します。

• 4支柱ラックまたはキャビネットが設置され、コンクリート床に固定されていることを確
認します。
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安定性に注意してください。ラックの安定装置をかけるか、ラッ

クを床にボルトで固定してから、保守のために装置を取り外す必

要があります。ラックを安定させないと、転倒することがありま

す。

警告

ステートメント 1048

•下部支持レールがラックまたはキャビネットの最も下のRUに取り付けられ、シャーシを
設置する取り付けレールの上に 13RU（22.7インチ（57.8 cm））の空スペースがあること
を確認します。

•他のデバイスがラックに取り付けられている場合は、シャーシを設置しようとする場所の
下にシャーシより重いデバイスが取り付けられ、シャーシを設置しようとする場所の上に

シャーシより軽いデバイスが取り付けられていることを確認します。

•シャーシを設置する場所でデータセンターのアースを利用できることを確認します。

•次の工具と部品があることを確認します。

•シャーシおよび搭載されたモジュールの全重量を持ち上げることができるリフト

フル装備の場合、シャーシは最大 384ポンド（174.2 kg）の荷重
がかかる可能性があります。電源モジュール、ファントレイ、お

よびファブリックモジュールを取り外すことで、シャーシを軽く

して移動しやすくすることができます。シャーシの全重量とリフ

トの適切な定格重量を判定するには、シャーシ、モジュール、

ファントレイ、および電源モジュールの重量と数量を参照してく

ださい。

（注）

120ポンド（55 kg）を超えるスイッチを持ち上げるには、リフト
またはフロアジャッキを使用する必要があります。

注意

•プラストルクドライバ

•下部支持レールキット（アクセサリキットに付属）

このキットの一部は、すでに下部支持レールの取り付けに使用しています。シャーシ

をラックに取り付けるために 12本の 12-24 x 3/4インチまたはM6 x 19 mmプラスネ
ジも必要です。
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また、ラックにシャーシを押し込むときに、シャーシを押すために少なくとも2人、シャーシ
を正しい位置に支えるために 1人の作業員が必要です。

（注）

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、次のガイドラインを守ってください。

•ラックに設置する装置が 1台だけの場合は、ラックの一番下に取り付けます。

•ラックに複数の装置を設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、下から順番に
取り付けます。

•ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装
置を設置したり、ラック内の装置を保守したりしてください。

ステートメント 1006

警告

ステップ 1 移動のためにシャーシをできるだけ軽くする必要がある場合は、ファブリックモジュール、ファントレ

イ、および電源モジュールを取り外すこともできます。

•電源モジュールの取り外し手順は、次のとおりです。

1. イジェクトレバーの中央のハンドルをレバーの端の方にスライドさせ、電源モジュールから離
すようにレバーを回します。

2. 電源モジュールを数インチ（約 5 cm）シャーシから引き出します。

3. 片方の手を電源モジュールの下に置いてその重量を支えて、シャーシから電源モジュールを引
き出します。

4. 静電気防止用シートに電源モジュールを置きます。

•ファントレイを取り外す手順は、次のとおりです。

1. ファントレイ前面の 4本の非脱落型ネジ（ファントレイ前面の各隅に 1本ずつあります）を緩
めます。

2. 両手を使って両方のファントレイのハンドルを保持し、シャーシからファントレイを引き出し
ます。

3. ファントレイを静電気防止用シートの上に置きます。

•ファブリックモジュールを取り外す手順は次のとおりです。

ファブリックモジュールを取り外すには、その前面に設置されているファントレイを取り

外す必要があります。

（注）

シャーシの取り付け
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1. ファブリックモジュールの背面にある 2本のイジェクタレバーのそれぞれの非脱落型ネジを緩
めます。

2. 両方のレバーをファブリックモジュールから離れるように回します。

3. 各レバーのもう一方の端がシャーシから外れたら、2つのレバーを引いて、モジュールを数イン
チ（約 5 cm）シャーシから引き出します。

4. 2つのレバーをファブリックモジュールの後ろ側に回して、各レバーの非脱落型ネジを締めて
レバーをモジュールに固定します。各非脱落型ネジを 8インチポンド（0.9 Nm）のトルクで締
めます。

5. モジュールの前面を片手でつかみ、もう片方の手でモジュールの下からモジュールの重量を支
えます。

6. モジュールをシャーシから引き出して、静電気防止用シートの上にモジュールを置きます。

ステップ 2 次の手順に従って、シャーシをリフトまたはフロアジャッキの上に載せます。

a) シャーシを載せた輸送用パレットの横にリフトを配置します。
b) シャーシの最下部（またはシャーシ最下部の下 1/4インチ [0.635 cm]以内）の高さにリフトを上げま
す。

c) シャーシをリフトに完全に載せてシャーシ側面がリフトの垂直レールに触れるか近づけるには、最
低 2人が必要となります。シャーシの前面および背面に障害物がなく、シャーシをラックに簡単に
押し出せることを確認してください。

怪我またはシャーシの破損を防ぐために、モジュール（電源装置、ファン、またはカードなど）

のハンドルを持ってシャーシを持ち上げたり、傾けたりすることは絶対に避けてください。こ

れらのハンドルは、シャーシの重さを支えるようには設計されていません。

警告

ステートメント 1032

シャーシを持ち上げるには、リフトを使用します。シャーシ側面のハンドルを使用しないでく

ださい（ハンドルの定格は 200ポンド（91 kg）を超える持ち上げに対応していません）。側面
のハンドルは、リフトまたはラックかキャビネットにシャーシを載せたあとで、シャーシの位

置を調整するために使用します。

注意

ステップ 3 リフトを使用して移動し、4支柱ラックまたはキャビネットの前面にシャーシの背面を合せます。

下部支持レールまたはレールの上 1/4インチ（0.6 cm）以内の高さに、シャーシの下部を持ち上げます。

ステップ 4 シャーシをラックまたはキャビネットに途中まで押し込みます。

シャーシを下部支持レールに押し込むために少なくとも 2人、シャーシを両レールの中央を通すように
ガイドするために 1人の作業員を使用します。シャーシの背面が先にラックに入るように前面の下半分
を押し、シャーシをラックに半分だけ押し込みます（次の図を参照）。シャーシが下部支持レールの先

端に引っかからないことを確認します。

シャーシの取り付け
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図 3 :ラックまたはキャビネットへのシャーシの移動

ラック垂直取り付けレール3シャーシ前面の下半分の両側を押す1

シャーシ取り付けブラケット2

シャーシ側面のハンドルを使用して、下部支持レール上のシャーシの位置を調整できます。ヒント

ステップ 5 リフトが下部支持レールより高く上がっている場合は、レールと水平になるか、レールの下 1/4インチ
（0.6 cm）以内になるまでゆっくり下げます。

この操作は、シャーシの下部がレールの先端に引っかかるのを防ぐのに役立ちます。

ステップ 6 シャーシの垂直取り付けブラケットがラックの垂直取り付けレールに触れるまでシャーシをラックに完

全に押し込みます。

ステップ 7 6本のM6 x 19 mmまたは 24 x 3/4インチネジを使用して、シャーシの 2個の垂直取り付けブラケットの
それぞれをラックの 2本の垂直取り付けレールに取り付けます（合計 12本のネジ）。次の図の 2を参照
してください。
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図 4 :ラックへのシャーシの取り付け

前面取り付けレールへの各サイドブラケットの取り付けに使用

する 6本のM6 X 19 mmまたは 10-24 X 3/4インチプラスネジ
（合計 12本のネジを使用）。

2シャーシの位置を調整するハ

ンドル

1

ステップ 8 シャーシを移動する前にファブリックモジュールを取り外した場合は、次の手順に従って、それぞれを

シャーシに再度取り付けます。

a) ファブリックモジュール前面（LED搭載側）を押さえて、前面が垂直になるようにモジュールを回
します。

モジュールの上部には、背面から前面に伸びるガイドブラケットが装備されています。電

気コネクタは下部にあります。

（注）

b) ファブリックモジュールの背面を空いているファブリックスロットに合わせ、スロット上部のト
ラックにあるモジュールの上部にブラケットを挿入します。

ファブリックモジュールを 3台のみ取り付ける場合は、ファブリックスロット 1、3、およ
び 5に取り付けます。

（注）
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c) スロットの途中までモジュールを押し込みます。
d) モジュール前面の 2つのイジェクタレバーのそれぞれの非脱落型ネジを緩め、2つのレバーをモ
ジュールから離れるように回します。

e) レバーを押さえて、モジュールを停止するまでスロットに差し込みます。
f) 両方のレバーをモジュールの前面に向けて同時に回し、非脱落型ネジを締めてモジュールに固定し

ます。各ネジを 8インチポンド（0.9 N·m）のトルクで締めます。

ステップ 9 シャーシを移動する前にファントレイを取り外した場合は、次の手順に従って、それぞれをシャーシに

再度取り付けます。

a) 両手を使ってファントレイの 2本のハンドルをつかみ、ファントレイを空きファントレイスロッ
トに合わせます。

ファントレイ上部の 2つのガイドブラケットをスロット上部の 2つのトラックに合わせる
必要があります。

（注）

b) ファントレイの前面がシャーシの背面に触れるまでスロットをファントレイに押し込みます。

ファントレイの 2本のガイドピン（上部および下部）をシャーシの穴に差し込み、ファン
トレイの 4本の非脱落型ネジをシャーシのネジ穴に合わせる必要があります。

（注）

c) 4本の非脱落型ネジをシャーシに取り付けて、各ネジを 8インチポンド（0.9 N-m）のトルクで締め
ます。

ステップ 10 シャーシを移動する前に電源モジュールを取り外した場合は、次の手順に従って、それぞれを再度取り

付けます。

a) 使用する電源モジュールスロットを特定して、これらの各スロットが空いていることを確認します。

複合モードまたは電源の冗長性モードを使用している場合、取り付ける電源モジュールにはどのス

ロットでも使用できます。入力電源モードまたは完全冗長モードを使用している場合、シャーシの

左右いずれかの電源モジュールスロットにある同じグリッドに接続する電源モジュールをグループ

化する必要があります（つまり、グリッド Aの電源モジュールをスロット 1、2、5、または 6に配
置して、グリッド Bの電源モジュールをスロット 3、4、7、または 8に配置します）。

b) 電源モジュールの前面を片手でつかみ、もう片方の手でモジュールの下からモジュールの重量を支
えます。

c) 電源モジュールを空いている電源モジュールスロットに合わせます。

電源モジュールの上部のガイドブラケットをスロットの上部のトラックに合わせ、電源モ

ジュールの下部のバーがスロットの下部のトラックによってガイドされる必要があります。

（注）

d) 電源モジュールを停止するまで完全にスロットに押し込みます。
e) イジェクトレバーの中央のハンドルをレバーの端の方にスライドさせ、電源モジュールの前面の方
向にレバーを回します。中央のハンドルを解除します。

レバーがスロットの内部をつかみ、電源モジュールをミッドプレーンコネクタに押し込む

必要があります。

（注）

シャーシの取り付け
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f) 電源モジュール前面の 2本の非脱落型ネジを締めてシャーシに固定します。各ネジを 8インチポン
ド（0.9 N·m）のトルクで締めます。

ステップ 11 次のように、取り付けた各電源モジュールを AC電源回路に接続します。

複合電源モード（電源冗長性なし）または電源モジュール（n+1）電源モードを使用する場合
は、すべての電源モジュールを同じ電源回路（グリッド）に接続します。入力電源（n+n）また
は完全電源モードを使用する場合は、電源モジュールの半分（スロット1、2、5、および6のモ
ジュール）を 1つのAC電源回路に接続し、電源モジュールの残り半分（スロット 3、4、7、お
よび 8のモジュール）を別の AC電源回路に接続します。各電源モジュールを AC電源回路に
接続すると、電源モジュールのLEDが点灯します。必要な電源モジュールのそれぞれにグリー
ンの OUTPUT LEDが点灯している場合、スイッチは動作可能です。

（注）

a) 電源スイッチが 0に設定されていることを確認して、確実に電源モジュールをオフにします。
b) 電源モジュールに付属している電源ケーブルを AC電源に接続します。
c) 電源ケーブルのもう一方の端を電源コンセントに接続します。

次のタスク

シャーシをラックに固定したら、データセンターアースにシャーシを接続できます。

スイッチシャーシのアース
次の方法でシャーシおよび電源モジュールをアースに接続した時点で、スイッチは完全にアー

スされます。

•シャーシは、完全接合されてアースされたラックか、データセンターアースに接続しま
す。

Network Equipment Building System（NEBS）アースとも呼ばれる
システムアースでは、EMIシールド要件のアースおよびモジュー
ルの低電圧電源（DC-DCコンバータ）のアースも提供されます。
このアースシステムは、ACおよびHVAC/HVDC電源ケーブルが
システムに接続されていなくても有効です。

（注）

NEBSアース機器は、ネットワーク通信設備、および National
ElectricCode（NEC）が適用される場所での設置に適しています。
また、Common Bonding Network（CBN;共通ボンディング網）の
一部としての設置にも適しています。

（注）

シャーシの取り付け
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• ACおよび HVAC/HVDC電源モジュールは、ACまたは HVAC/HVDC電源モジュールを
ACまたは HVAC/HVDC電源に接続するときに、自動的にアースに接続されます

始める前に

シャーシをアースする前に、データセンタービルディングのアースに接続できるようになって

いる必要があります。データセンターのアースに接続している接合ラック（詳細については

ラックメーカーのマニュアルを参照）にスイッチシャーシを設置した場合は、アースパッド

をラックに接続してシャーシをアースできます。接合ラックを使用していない場合は、シャー

シのアースパッドをデータセンターのアースに直接接続する必要があります。

データセンターアースにスイッチシャーシを接続するには、次の工具と部品が必要です。

•アースラグ：最大 6 AWG線をサポートする、2穴の標準的バレルラグ。このラグはアク
セサリキットに付属しています。

•アース用ネジ：M4 X 8 mm（メトリック）なべネジ X 2。これらのネジはアクセサリキッ
トに付属しています。

•アース線：アクセサリキットに付属していません。アース線のサイズは、地域および国内
の設置要件を満たす必要があります。米国で設置する場合は、電源とシステムに応じて、

6～ 12AWGの銅の導体が必要です一般に入手可能な 6AWG線の使用を推奨します。アー
ス線の長さは、スイッチとアース設備の間の距離によって決まります。

• No.1手動プラストルクドライバ。

•アース線をアースラグに取り付ける圧着工具。

•アース線の絶縁体をはがすワイヤストリッパ。

ステップ 1 ワイヤストリッパを使用して、アース線の端から 0.75インチ（19 mm）ほど、被膜をはがします。

ステップ 2 次の図に示すように、アース線の被覆をはぎとった端をアースラグの開口端に挿入します。

図 5 :アースラグへのアース線の挿入

一方の端から被覆をはぎとった絶縁体の 0.75
インチ（19 mm）のアースケーブル

2米国国家認定試験機関（NRTL）にリスト
されている 45度のアースラグ

1

ステップ 3 圧着工具を使用し、アース線をアースラグに圧着します。アース線をアースラグから引っ張り、アース線
がアースラグにしっかりと接続されていることを確認します。

シャーシの取り付け
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ステップ 4 2本のM4ネジを使用してアース線のラグをアースパッドに取り付け、トルクが 11.5～ 15インチポンド
（1.3～ 1.7 Nm）になるまでネジを締めます。

次の図は、シャーシ前面のアースパッドの位置を示します。シャーシの反対側にもう 1つのアースパッド
があります。

図 6 : Cisco Nexus 7710シャーシの前面のアースパッド位置

アースパッド1

ステップ 5 アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、スイッチに十分なアースが確保さ
れるようにします。ラックが完全に接合されてアースされている場合は、ラックのベンダーが提供するマ

ニュアルで説明されているようにアース線を接続します。

シャーシの取り付け
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ID前面扉のアース接続

GR-1089に準拠するため、アースブレードを使用して ID前面扉をシャーシのアースポートに
接合する必要があります。

（注）

ステップ 1 前面の工業デザイン（ID）扉から 3本のネジを取り外します。

以下の図に、取り外す必要がある 3本のネジを丸で囲んで示します。

図 7 : ID前面扉

ステップ 2 ID前面扉の左側にアースケーブルを付けて上下の金属板を接続します。

ステップ 3 ネジを 7インチポンド（0.79 N-m）のトルクで締めて、完全に固定します。

ステップ 4 ID前面扉の右側に別のアースケーブルを取り付けます。

次の図は、2本のアースケーブルの位置を示しています。

シャーシの取り付け
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図 8 : ID前面扉のアースケーブルの位置

アース線2アース線1

ステップ 5 アースケーブルのスターリング端子の端を ID前面扉に取り付けます。

ステップ 6 図 9に示すように、アースケーブルのもう一方の丸端子をシャーシのアースポートに接続します。9～ 12
インチポンド（1.01～ 1.35 N-m）のトルクでM4ネジを締めます。

シャーシの取り付け
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図 9 : Cisco Nexus 7710シャーシのアースポートへのアースケーブルの接続

アースケーブルはシャーシのアースポートに接

続

2ID前面扉1

前面アースポートを使用して取り外し可能な扉をアース接続するときに、プライマリアース用に

Cisco Nexus 7710シャーシの背面のアースポートを使用します。
（注）

シャーシへのケーブル管理フレームの取り付け

始める前に

•シャーシをラックに取り付け、固定する必要があります。

•次の工具と部品を備えている必要があります。

•トルク機能付きプラスドライバ（お客様側で準備）。

•次のフレームとネジ（スイッチに付属）

シャーシの取り付け
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• I/Oモジュールのケーブル管理サイドフレーム× 2

•電源モジュールのケーブル管理サイドフレーム× 2

•ケーブル管理フードフレーム× 1

• M4 x 12 mm、フラットヘッド、プラスネジ× 26

• M4 x 14 mm、フラットヘッド、プラスネジ× 2

ステップ 1 次の手順に従って、I/Oモジュールのケーブル管理フレームに電源モジュールのケーブル管理フレームを取
り付けます。

a) 次の図に示すように、I/Oモジュールのフレームの下部にあるガイドピンを電源モジュールのフレーム
の上部にあるガイド穴に挿入し、I/Oモジュールのフレームの下部に電源モジュールのケーブル管理フ
レームを取り付けます。

ガイドピンの横のネジ穴を他方のフレームのネジ穴に合わせる必要があります。

シャーシの取り付け
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図 10 :ケーブル管理サイドフレームの結合

ガイドピンを電源モジュールのフレームのガ

イド穴にはめ込む

3I/Oモジュールのケーブル管理フレーム1

M4 x 14mmネジで 2つのフレームをケーブル
管理フレームアセンブリとして固定する

4電源モジュールのケーブル管理フレーム2

b) M4 x 14 mmネジを使用して 2つのフレームを固定し、11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm）のトル
クで締めます。

c) ステップ 1aおよび 1bを繰り返して、もう 1つの I/Oケーブル管理フレームにもう 1つの電源モジュー
ルのケーブル管理フレームを取り付けます。

ステップ 2 次の手順に従って、2つのケーブル管理フレームアセンブリをシャーシに取り付けます。

シャーシの取り付け
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a) シャーシ前面の片側に取り付けられた垂直取り付けブラケットにケーブル管理サイドフレームアセン
ブリのいずれかを配置し、次のネジ穴が揃うようにします。

•アセンブリの 5個のネジ穴を取り付けブラケットの 5個のスタッドのネジ穴に合わせる必要があ
ります（次の図を参照）。

図 11 :シャーシへのケーブル管理アセンブリの取り付け

M4 x 12 mmネジ（2本）で上部ブラケット
をシャーシに固定する

4シャーシの垂直取り付けブラケット1

M4 x 12 mmネジ（2本）で下部ブラケット
をシャーシに固定する

5ケーブル管理アセンブリ2

M4 x 12 mmネジ（2本）でアセンブリ上部
を取り付けブラケットに固定する

3

•アセンブリの 2つのアングルブラケットの 4個のネジ穴をシャーシの 4個のネジ穴に合わせる必
要があります。これらのネジ穴がすべて揃っていない場合またはアングルブラケットがシャーシ

に接触していない場合は、アセンブリをシャーシの反対側に配置してみてください。

b) M4 x 12 mm、フラットヘッド、プラスネジ（5本）を使って、アセンブリの上部をシャーシの垂直取
り付けブラケットに固定します。11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm）のトルクで締めます。

シャーシの取り付け
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c) アセンブリに 2つあるアングルブラケットごとに、M4 X 12 mmフラットヘッドプラスネジ（2本）
を使用して、アセンブリの下部をシャーシに固定します。11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm）の
トルクで締めます。

d) ステップ 1aおよび 1cを繰り返して、もう 1つのケーブル管理フレームアセンブリをシャーシの反対
側にある取り付けブラケットに取り付けます。

ステップ 3 次の手順に従って、ケーブル管理フードをシャーシと 2つのケーブル管理サイドアセンブリの上部に取り
付けます。

a) 2つのケーブル管理サイドアセンブリの上に、ブラケットを下向きにして（次の図の 1を参照）フー
ドを配置します。

図 12 :シャーシとケーブル管理アセンブリへのフードの取り付け

M4 X 13 mmネジ（2本）でフードをシャー
シに固定する

4フードのケーブル管理フレーム1

4本のM4X13mm（各側に 2本ずつ）を使っ
て、各上部ケーブル管理フレームを固定する

5フードフレーム背面のガイドピン2

シャーシのガイド穴3

b) フード背面の 2本のガイドピン（前の図の 2を参照）がシャーシ前面の 2個の穴（前の図の 3を参照）
に合っていることを確認します。これらが合っている場合、フードをシャーシの前面に引き出します。

各ガイドピンの横のネジ穴とシャーシのネジ穴の位置を合わせ、フードの両側のそれぞれの 2個のネ
ジ穴をケーブル管理アセンブリ上部の 2個のネジ穴に合わせます。

c) M4 X 12 mmフラットヘッドプラスネジ（2本）を使用して、フードをシャーシに固定します（前の
図の 4を参照）。11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm）のトルクで締めます。

d) M4 X 12 mmフラットヘッドプラスネジ（4本、各アセンブリに 2本ずつ）を使用して、アセンブリ
の両側にフードを固定します（前の図の 5を参照）。11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm）のトル
クで締めます。

シャーシの取り付け
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次のタスク

これでケーブル管理フレームにオプションの扉を取り付ける準備が整いました。

シャーシへの前面扉の接続
オプションの前面扉をシャーシに取り付ける前に、ドアストップブラケットをケーブル管理上

部フレームの下部に取り付ける必要があります。

オプションで、扉の内側にエアーフィルタを取り付け、扉の側面とケーブル管理アセンブリの

側面にブラシフィルタを取り付けることができます（エアーフィルタの取り付け（24ペー
ジ）を参照）。

始める前に

•ケーブル管理フレームがシャーシに設置されていることを確認します。

•次の工具と部品があることを確認します。

•オプションの前面扉キットが使用可能であること

•ドアストップブラケット
•前面扉

• No.1プラストルクドライバ

ステップ 1 次の手順に従って、金属製のドアストップブラケットをフードに取り付けます。

a) ケーブル管理システムのフードの下に金属製のドアストップブラケットを置き、フードの下部にある
2つの穴付きの金属製ブラケットの 2本のピンに合わせます（次の図を参照）。

b) ブラケットの2本の非脱落型ネジを締めてブラケットをフードに固定し、各ネジを8インチポンド（0.9
Nm）のトルクで締めます。

ステップ 2 次の手順に従って、前面扉を取り付けます。

a) 2本のバーを 2つのバーホルダの前面扉の下部に置きます。各バーホルダはケーブル管理サイドアセ
ンブリの下部にあります。

b) バーホルダに搭載された扉を使って、フードの下部に取り付けられた金属製のドアストップブラケッ
トの方向に扉の上部を回します。

扉の上部にあるマグネットによってドアを閉じた状態が維持されます。

シャーシの取り付け
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エアーフィルタの取り付け
前面扉の内側、前面扉の側面、およびケーブル管理サイドフレームにオプションのエアフィ

ルタを取り付けることができます。

始める前に

•ケーブル管理フレームがシャーシに設置されていることを確認します。

•オプションの前面扉が設置されているか、または設置用に使用できることを確認します。

•次の工具または部品があることを確認します。

•オプションのエアーフィルタキットが設置用に使用できること。

•ディバイダブラケット
• M3 X 8 mmネジ（2）
•ドアフィルタ
•細いブラシフィルタ（2）
•ケーブル管理フレームエアーフィルタ（2）
• M4 x 12 mmネジ（4）

•プラストルクドライバ

ステップ 1 次の手順に従って、左右ケーブル管理サイドアセンブリにディバイダブラケットを取り付けます。

a) 下部 I/Oモジュールと上部電源モジュール間の左右ケーブル管理アセンブリの間にディバイダブラケッ
トを置きます。ディバイダブラケットの背面端部に、シャーシに接触する必要がある 2つの丸みの付
いた隅があります。

b) ブラケットの両側の 2個のスロットを下部ケーブル管理フレーム（電源モジュールのケーブル管理フ
レーム）の上部から突き出ているピンに合わせ、ブラケットが停止するまでピンを超えてブラケット

を下降します。

c) ブラケットを約 0.5インチ（1 cm）、停止するまでシャーシの前面に押し込みます。

ディバイダブラケットの各側面のネジ穴を各ケーブル管理ケーブルアセンブリのネジ穴に合わせま

す。

d) 2本のM3 X 8 mmネジ（両側に 1本ずつ）を使用し、5～ 7インチポンド（0.56～ 0.79 N.m）のトル
クで締めて、ディバイダブラケットを両方のケーブル管理サイドアセンブリに固定します。

ステップ 2 次の手順に従い、扉の背面内部にドアフィルタを挿入します。

a) 前面扉を開き、シャーシから引き出します。
b) 背面（空き）側が上向きになるようにテーブルの上に扉の前面を置きます。
c) 最大のエアーフィルタをパッケージから取り出し、六角形の穴のある側面が上向きになるように保持
して、空いている扉の背面にフィルタを挿入します。
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必要に応じて、フィルタ側面のバネクリップを押して、フィルタを扉に押し込みます。フィルタが扉

にカチッとはまります。

ステップ 3 次の手順に従い、2つの細いブラシフィルタを扉の側面に取り付けます。

a) 細長い扉側面フィルタをパッケージから取り出し、2つの穴を扉の 2本のピンに合わせます。
b) ピンで停止するまでフィルタをスライドさせて扉にはめ込みます。フィルタの 2本の非脱落型ネジを
扉にねじ込んで、8インチポンド（0.9 Nm）のトルクで締めます。

c) ステップ 2aと 2bを繰り返して、他の扉側面フィルタを扉に取り付けます。

ステップ 4 次の手順に従って、ケーブル管理フレームに 2つのエアーフィルタ取り付けます。

a) ケーブル管理エアーフィルタをパッケージから取り出し、6個の穴がケーブル管理フレームの 6個の
ネジ穴に揃うように 2つのケーブル管理サイドフレームのいずれかの上部に配置します。

b) 上側に 2本のM4 X 12 mmネジ、下側に 4本のM3 X 12 mmネジを使って、エアーフィルタをケーブ
ル管理アセンブリに固定します。M4ネジを 11.5～ 15インチポンド（1.3～ 1.7 Nm)のトルク、M3ネ
ジを 5～ 7インチポンド（0.56～ 0.79 N.m）のトルクで締めます。

c) ステップ 3aと 3bを繰り返して、シャーシの反対側のケーブル管理アセンブリに他のエアーフィルタ
を取り付けます。
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