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Cisco Nexus 7004 シャーシの設置
この章では、新しい、または再配置する Cisco Nexus 7004 シャーシをラックまたはキャビネット
に設置する方法を説明します。他の Cisco Nexus 7000 シリーズ シャーシや電源モジュールの設
置については、次の章を参照してください。
•

第 3 章「Cisco Nexus 7009 シャーシの設置」

•

第 4 章「Cisco Nexus 7010 シャーシの設置」

•

第 4 章「Cisco Nexus 7010 シャーシの設置」

•

第 6 章「電源装置の取り付け」

この章は、次の項で構成されています。
•

スイッチの設置準備（2-1 ページ）

•

シャーシの取り付け（2-4 ページ）

•

Cisco Nexus 7004 シャーシのアース接続（2-9 ページ）

•

ケーブル管理フレームの取り付け（2-11 ページ）

•

Supervisor 2 または 2E モジュールへの USB ストレージ メディアの取り付け（2-12 ページ）

•

エアー フィルタの取り付け（2-13 ページ）

スイッチの設置準備
この項では、次のトピックについて取り上げます。

（注）

•

必要な工具（2-2 ページ）

•

ラックまたはキャビネットの設置（2-2 ページ）

•

新しいスイッチの開梱と検査（2-3 ページ）

Cisco Nexus 7004 シャーシを設置するには、まず、2 支柱または 4 支柱 19 インチ EIA ラックまた
はキャビネットを 1 つ組み立てる必要があります。シャーシを設置するには、まず、ラックまた
はキャビネットを注文して配送されていることを確認してください。
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スイッチの設置準備

必要な工具
Cisco Nexus 7004 シャーシをラックに設置する前に、Cisco Nexus 7004 アクセサリ キット（内容の
一覧は、
「Cisco Nexus 7004 スイッチ アクセサリ キット」セクション（C-1 ページ）を参照）と次の
機器（シスコからは提供されません）があることを確認してください。
•

150 ポンド（68 Kg）の重量を持ち上げることができるリフト
（注）

（注）

このリフトは、120 ポンド（54.4 kg）以上の重量があるフル装備のシャーシを移動また
は持ち上げる場合にのみ必要です。電源モジュールを取り外した場合に重量が 93 ポ
ンド（42.2 kg）以下になるシャーシは、2 人で手動で持ち上げることができます。

•

No.1 プラス ドライバ（トルク機能付き）

•

3/16 インチ マイナス ドライバ

•

圧着工具

•

ワイヤ ストリッパ

•

メジャーおよび水準器

•

アース線：地域および各国の設置要件を満たすサイズのアース線を使用します。米国で設置
する場合は、電源とシステムに応じて、6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です一般に入手可能
な 6 AWG 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。

2 支柱または 4 支柱ラックまたはキャビネットの組み立ておよび固定に必要となる工具のリス
トについては、ラックまたはキャビネットに同梱されているマニュアルを参照してください。

ラックまたはキャビネットの設置
Cisco Nexus 7004 シャーシを設置する前に、
『Cisco Nexus 7000 シリーズ設置場所の準備ガイド』
に記載された要件を満たす、標準的な 2 支柱または 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。最大限の安全を確
保するため、次のようにラックを準備してください。
•

警告

コンクリート床にラックをボルトで固定してから、Cisco Nexus 7004 シャーシを載せます。

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。
ステートメント 1048
•

ラックが接合構成になっている場合はアースに接続し、設置するシステム コンポーネント
および静電気防止用リスト ストラップを簡単にアースできるようにします。この手順によ
り、作業中にアースしていないコンポーネントを取り扱う際の静電放電の可能性を最小限に
抑えます。

シャーシに設置する電源モジュールに必要なアンペア数の AC 電源コンセントが、ラックに組み
込まれていることを確認してください。3 kW 電源モジュールの場合は、20 A 回路が必要です。
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警告

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。
ステート
メント 1018

ラックの設定方法については、メーカーがラックと同梱したマニュアルを参照してください。

新しいスイッチの開梱と検査
注意

Cisco Nexus 7004 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。
新しい Cisco Nexus 7004 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、およびスイッチが輸送中に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。

ヒント

Cisco Nexus 7004 システムを開梱しても、輸送用コンテナを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。梱包方法について
は、付録 E「Cisco Nexus 7004 スイッチの再梱包」を参照してください。
梱包内容を確認する手順は次のとおりです。

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× 2
– I/O モジュール X 1 ～ 2
– ファン トレイ X 1
– 電源装置 × 2 ～ 4
– スーパーバイザ モジュール、
I/O モジュール、または電源モジュールがない場合に使用す

るブランク フィラー プレート
•

Cisco Nexus 7004 システム アクセサリ キット
アクセサリ キットの内容物のリストについては、
「Cisco Nexus 7004 スイッチ アクセサリ
キット」セクション（C-1 ページ）を参照してください。

ステップ 2

•

ケーブル管理フレーム

•

前面扉（任意）

•

エアー フィルタ（任意）

各ボックスまたはパッケージの内容物の損傷を確認します。
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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

シャーシの取り付け
ここでは、ラックまたはキャビネットへの Cisco Nexus 7004 シャーシの設置方法について説明し
ます。これらの設置手順には、設置の前提条件の確認、センターマウント ブラケットの取り付け
（必要な場合）、シャーシからの電源モジュールの取り外し（シャーシを手動で持ち上げる場合）、
およびシャーシのラックへの設置が含まれます。この作業の完了後は、シャーシをアースに接続
して、ケーブル管理フレームを設置し、前面扉（オプション）を取り付けて、取り外した電源モ
ジュールを再設置することができます。

注意

120 ポンド（54.4 kg）を超えるデバイスを持ち上げるときは、リフトを使用する必要があります。
フル装備のシャーシは最大 137 ポンド（62 kg）になる可能性があります。シャーシを手動で持ち
上げる場合は、電源モジュールを取り外し、少なくとも 2 人で持ち上げてください。
この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

シャーシ設置の前提条件（2-4 ページ）

•

センターマウント ブラケットの取り付け（2-5 ページ）

•

ラックへのシャーシの取り付け（2-6 ページ）

シャーシ設置の前提条件
シャーシを設置する前に、次の項目を確認する必要があります。
•

Cisco Nexus 7004 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。

•

2 支柱または 4 支柱の 19 インチ EIA ラック、またはこのようなラックを含むキャビネット。
ラックまたはキャビネットの詳細については、
「ラックまたはキャビネットの設置」セクショ
ン（2-2 ページ）を参照してください。

警告

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。
ステートメント 1048
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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

•

シャーシをラックにセンタリングする場合に必要なセンターマウント ブラケット（2）およ
び M4 X 6 mm ネジ（12）。シャーシの前面をラックに取り付ける（標準設置）場合、センターマ
ウント ブラケットは必要ありません。

センターマウント ブラケットの取り付け
Cisco Nexus 7004 シャーシを取り付ける前に、ラックにシャーシの前面を取り付けるか、シャー
シの中心を取り付けるかを決める必要があります。シャーシは前面をラックに取り付けるよう
に組み立てられていますが、センターマウント ブラケットを取り付けて、ラックの前面 5.7 イン
チ（14.4 cm）にシャーシの前面を配置することができます。
（注）

センターマウント ブラケットを取り付ける場合は、Cisco Nexus 7004 ラック マウント キット（部
品番号 N7K-C7004-RMK）を別途注文する必要があります。
シャーシにセンターマウント ブラケットを取り付けるには、次の手順に従います。

ステップ 1

図 2-1 のように、2 つのセンターマウント ブラケットのいずれかを 6 個のネジ穴がシャーシ側の
6 個のネジ穴に合うように配置します。
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図 2-1

シャーシへのセンターマウント ブラケットの取り付け

1
1

2

334726

2

1

センター マウント ブラケット（左右の
バージョン）

2

6 本の M4 × 6 mm ネジ（各ブラケット）

ステップ 2

プラス ドライバを使用して 6 本の M4 X 6 mm ネジでブラケットをシャーシに固定します。各ネ
ジを 11.5 ～ 15 インチポンド（1.3 ～ 1.7 N·m）で締めます。

ステップ 3

ステップ 1 と 2 を繰り返して、シャーシの反対側にもう 1 つのセンターマウント ブラケットを
取り付けます。

ラックへのシャーシの取り付け
ラックにシャーシを取り付ける前に、ラックの位置にシャーシを持ち上げる方法を決定します。
リフトでシャーシを持ち上げて別の設置済み Cisco Nexus 7004 シャーシの上にスライドさせる
か、シャーシを軽くして 2 人で所定の位置まで手動で持ち上げることができます。シャーシを軽
くして持ち上げるために、電源モジュールを取り外すことができます。これによってシャーシの
重量が 93 ポンド（42 kg）以下になり、2 人で持ち上げることができます。
所定の位置にシャーシを持ち上げたら、ラックに固定して、先に電源モジュールを取り外した場
合は再度取り付けます。
Cisco Nexus 7004 シャーシを 2 支柱または 4 支柱のラックまたはキャビネットに取り付ける手
順は次のとおりです。
ステップ 1

警告

次のいずれかの方法で、シャーシを移動する準備を行います。

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。
ステートメント 1032
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注意

シャーシを移動する場合は、シャーシ ハンドル（両側に 1 つずつ）を使用するか、モジュールまた
はモジュール ハンドルに触れずにシャーシの側面または端を押します。
•

リフトでシャーシを移動するには、輸送用パレット上のシャーシの高さ（またはパレットの
下 0.25 インチ（0.64 cm）以内）にリフトを配置して、2 人でシャーシをリフトに完全に押し込
みます。

•

手動でシャーシを移動するには、次のいずれかの項の説明に従って電源モジュールを取り外
してから、2 人でシャーシを持ち上げます。
– AC 電源モジュールを取り外す方法は、
「動作中の 3 kW AC 電源モジュール ユニットの

取り外し」セクション（10-3 ページ）を参照してください。
– DC 電源モジュールを取り外す方法は、
「動作中の 3 kW DC 電源モジュール ユニットの

取り外し」セクション（10-9 ページ）を参照してください。
– HVAC/HVDC 電源モジュールを取り外す方法は、
「動作中の 3.5 kW HVAC/HVDC 電源モ

ジュール ユニットの取り外し」セクション（10-16 ページ）を参照してください。

（注）

ステップ 2

注意

ステップ 3

シャーシを持ち上げやすくするためにスーパーバイザ モジュール、I/O モジュール、ファ
ン トレイを取り外すことは、それらのモジュールを損傷する危険があるため推奨しませ
ん。これらのモジュールを取り外す場合は、シャーシに再度取り付ける準備が整うまで、
静電気防止用パッドまたは静電気防止袋を使用してこれらのモジュールを保管してくだ
さい。

次のいずれかの方法で、ラックの所定の位置にシャーシを持ち上げます。
•

リフトを使用する場合は、ラックにすでに設置済みの別の Cisco Nexus 7004 シャーシ前面の
横にシャーシを配置して、設置済みシャーシの高さ（または設置済みシャーシの上 0.25 イン
チ（0.64 cm）以内）まで新しいシャーシを上げます。2 人で新しいシャーシの背面をラックの
2 本の前面支柱の間にある開口部に合わせ、シャーシ取り付けブラケットがラック取り付け
レールに接触するまでシャーシを設置済みシャーシに押し込みます。

•

シャーシを手動で持ち上げる場合は、2 人以上でシャーシの後端を前面支柱の間から、
シャーシ取り付けブラケットがラックの取り付けレールに接触するまで移動します。ラック
の可能な限り低い位置にある RU にシャーシを持ち上げて、ラック マウント レールに
シャーシ取り付けブラケットのネジ穴を合わせます。

シャーシの両側のハンドルを使用して 2 人でシャーシを持ち上げます。シャーシを持ち上げた
り、移動するときには、シャーシに取り付けたモジュールのハンドルを使用しないでください。
これらのハンドルはモジュールの取り付けまたは取り外しにのみ使用します。
5 本の M6 X 19 mm ネジ（または 12-24 X 3/4 インチのネジ）を使用して、シャーシの両側をラック
に固定します。10 本のネジをそれぞれ 40 インチポンド（4.5 N·m）で締めます（図 2-2 を参照）。
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図 2-2

ラックへの Cisco Nexus 7004 シャーシの取り付け

1

334694

2

1

2

1

ステップ 4

シャーシの位置を調整したり、重量が 120
ポンド（54.4 kg）未満のシャーシを持ち上
げるために使用するハンドル。

2

取り付けレールに前面マウントまたはセ
ンターマウントの各ブラケットを取り付
けるために使用する 5 本の M4 X 6 mm プ
ラス ネジ（2 つのブラケットで合計 12 本
のネジを使用）。

電源モジュールを取り外した場合は、次のいずれかの項の説明に従ってそれらを再度取り付け
ます。
•

AC 電源モジュール ユニットを取り付けるには、
「動作中の 3 kW AC 電源モジュール ユニッ
トの取り付け」セクション（10-3 ページ）を参照してください。

•

DC 電源モジュール ユニットを取り付けるには、
「動作中の 3 kW DC 電源モジュール ユニッ
トの取り付け」セクション（10-10 ページ）を参照してください。

•

HVAC/HVDC 電源モジュール ユニットを取り付けるには、
「動作中の 3.5 kW HVAC/HVDC 電
源モジュール ユニットの取り付け」セクション（10-17 ページ）を参照してください。
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Cisco Nexus 7004 シャーシのアース接続
次の方法でシャーシと電源モジュールをアースに接続すると、同時に Cisco Nexus 7004 スイッチ
が完全に接地されます。
•

接地済みで完全に接合されているラック、またはデータセンターのアースにシャーシを接続
します。このアース接続は、電源モジュールが取り付けられていなくても有効です。

（注）

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 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。

•

AC 電源に AC 電源モジュールを接続すると AC 電源モジュールが自動的にアースに接続さ
れます。

•

電源モジュールを DC 電源に接続する前に、DC 電源モジュールをアースに接続します（「DC
電源への DC 電源モジュールの直接接続」セクション（6-11 ページ）を参照）。

•

電源に HVAC/HVDC 電源モジュールを接続すると、HVAC/HVDC 電源モジュールは自動的
に接地されます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。
•

シャーシのアースの前提条件（2-9 ページ）

•

システムのアース接続手順（2-9 ページ）

•

シャーシへの静電気防止用リスト ストラップの接続（2-11 ページ）

シャーシのアースの前提条件
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してください）に Cisco Nexus 7004 シャーシを設置した場合は、
アース ポート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 ポート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。

システムのアース接続手順
ラックまたはキャビネットにシャーシを移動したあとで、データセンターのアースにシステム
を接続できます。シャーシをアースしたら、静電気防止用リスト ストラップをシャーシに接続し
てアースできます。
システム アースをデータセンターのアースに接続する手順は次のとおりです。
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

図 2-3 のように、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。
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図 2-3

アース ラグへのアース線の挿入

1

185848

2

1

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

2

終端から 0.75 インチ（19 mm）絶縁体を取り除い
たアース ケーブル

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。

ステップ 4

シャーシのシステム アース パッドから粘着ラベルをはがし、2 本の M4 ネジでアース線のラグ
をアース パッドに固定して、ネジを 11.5 ～ 15 インチポンド（1.3 ～ 1.7 N·m）で締めます。図 2-4
の 1 はシャーシ前面のアース パッドの位置を示しています。

（注）

アース ポート上にアース ラグとアース線の接続を配置して、アース ラグおよびアース線が ESD
ポートをブロックしないようにしてください。
図 2-4

Cisco Nexus 7004 シャーシのアース パッドおよび ESD ポートの位置

1

334693

2

1

アース パッド

2

ESD ポート
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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。

シャーシへの静電気防止用リスト ストラップの接続
データセンターのアースにシャーシを接続したら、図 2-4（2-10 ページ）の 2 に示す ESD ポート
に静電気防止用リスト ストラップを接続してアースできます。

ケーブル管理フレームの取り付け
シャーシをラックに固定した後は、シャーシの前面にケーブル管理フレームを固定できます。
シャーシにケーブル管理フレームを固定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

2 つのうちのいずれかのケーブル管理フレームのガイド ピンを、シャーシに取り付け済みの前
面マウント ブラケットにある同じサイズのガイドピンの穴に合わせます。フレームの上部を
シャーシの上部と同じ高さにする必要があります（図 2-5 を参照）。
Cisco Nexus 7004 シャーシへのケーブル管理フレームの取り付け

334704

図 2-5

2

1

2

1
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Supervisor 2 または 2E モジュールへの USB ストレージ メディアの取り付け

1

前面マウント ブラケットの 2 つの穴
に揃えるケーブル管理フレームのガ
イド ピン。

2

フレームをシャーシに固定するために使用す
る 3 本の M3 X 10 mm ネジ（2 つのフレームで
合計 6 本のネジ）。

ステップ 2

3 本の M3 X 10 mm ネジでフレームをシャーシに固定します（図 2-5 の番号 2 を参照）。ネジを
5 ～ 7 インチポンド（0.56 ～ 0.79 N·m）で締めます。

ステップ 3

ステップ 1 と 2 を繰り返して、もう一方のケーブル管理フレームをシャーシに取り付けます。

Supervisor 2 または 2E モジュールへの USB ストレージ メ
ディアの取り付け
Cisco Nexus 7004 スイッチの Supervisor 2 または 2E モジュールでは、ログ フラッシュ リーダー
に USB ドライブが組み込まれています。Slot0 ポートは空のままですが、そのポートに USB ドラ
イブを取り付けることもできます。このストレージ メディアが USB ポートで機能するようにす
るには、取り付ける前にポート用にフォーマットされているかを確認するか、取り付け後に
フォーマットする必要があります。

（注）

ログ フラッシュおよび Slot0 USB ポートでは、それぞれのデータに応じて異なるフォーマット
が使用されます。
スーパーバイザ モジュールにストレージ メディアを取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1

ログ フラッシュまたは SLOT0 ポートに USB ドライブを挿入します。

ステップ 2

リーダーまたはポートの LED がグリーンになり、コンソールに次のようなメッセージが表示さ
れるまで待機します。
•

ログ フラッシュ リーダーに USB ドライブを取り付ける場合、メッセージの最後に
「logflash:online」が付きます。

•

拡張フラッシュ リーダーに USB ドライブを取り付ける場合、メッセージの最後に
「slot0:online」が付きます。

•

「offline」メッセージが表示されるか、メッセージがまったく表示されない場合は、USB ドラ
イブがリーダーの奥まで入っていないか、適切にフォーマットされていません。
USB ドライブがリーダーの奥まで挿入されていることを確認します。完全に挿入されてい
る場合、カードをフォーマットするか（『Cisco Nexus 7000 Series NX-OS Fundamentals
Configuration Guide』を参照）、リーダー用に適切にフォーマットされた別の USB ドライブと
交換します。
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エアー フィルタの取り付け
Cisco Nexus 7004 エアー フィルタはオプション機能です（部品番号 N7K-C7004-FAN=）。エアー
フィルタを取り付ける手順は次のとおりです。
ステップ 1

シャーシの右側にある空気取り入れ口の上にエアー フィルタを配置して、フィルタの 8 個のネ
ジ穴をシャーシのネジ穴に合わせます。

ステップ 2

エアー フィルタに付属している 8 本の M3 X 5 mm ネジを使用して、シャーシにエアー フィルタ
を固定します。ネジを 5 ～ 7 インチポンド（0.56 ～ 0.79 N·m）で締めます。
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