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ラックマウントキット、ラック、およびキャビネットの

設置オプション
ラックマウントキットを使用すると、スイッチをさまざまな深さのラックに設置できます。

ラックマウントキット部品により、シャーシのポート接続端、またはファンおよび電源モジュー

ル付きのシャーシの終端のいずれかに容易にアクセスできるようにスイッチを配置できます。

次のラックマウントオプションを使用すると、スイッチを設置できます。

•シスコへの注文が可能なラックマウントキット（NXK-ACC-RMK-2RU）。このオプショ
ンを使用すると、設置の簡略化、安定性の向上、可搬重量の増加、アクセス性の向上、前

後の取り外しによる可動性の向上がもたらされます。

•シスコへの注文が可能なラックマウントキット（N9K-C9300-RMK）

次のタイプのラックにスイッチを設置することができます。

•開放型 EIAラック

•穴あき型 EIAキャビネット

使用するラックまたはキャビネットは、キャビネットおよびラックの一般的な要件に記載され

ている要件を満たす必要があります。
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ラックの設置
スイッチを取り付ける前に、「ラックの概要」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。

ステートメント 1048：ラックの安定性

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

ステップ 2 ラックが接合構成になっている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 ラックに 1つまたは 2つの電源を取り付けます。AC電源の場合は、電源コンセントを用意します。DC電
源の場合は、電源コードを接続するための端子が付いた回路ブレーカーを用意します。

ステートメント 1018：電気回路

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。

警告

電源の冗長化を使用している場合、またはn+1冗長化を使用している場合は、必要な電源モジュー
ルは 1つのみです。n+n冗長化を使用している場合は、2つの電源モジュールが必要です。

（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。梱包用の箱はたたんで保存

します。今後システムを移動するか輸送する必要がある場合、この箱が必要になります。

ヒント
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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。

梱包品には次の内容が含まれています。

•次のコンポーネントが取り付けられたスイッチシャーシ：

• 2台の電源モジュール（以下の任意の組み合わせ。エアーフロー方向はファンモジュールと同
じ）：

• 1200 W AC電源モジュール

•青色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（N9K-PAC-1200W-B）

•赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（N9K-PAC-1200W）

• 930 W DC電源モジュール

•灰色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（UCS-PSU-6332-DC）

•緑色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（UCSC-PDU-930WDC）

• 2個のファンモジュール（ファンモジュールおよび電源モジュールのエアーフロー方向はすべて
同じである必要があります）

•青色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（N9K-C9300-FAN3-B）

•赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（N9K-C9300-FAN3）

•スイッチのアクセサリキット

ステップ 2 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

シャーシへのラックの取り付け方法の計画
スイッチは、次の方向のいずれかで冷却空気がスイッチを流れるように設計されています。

•ポート側から入って電源モジュール側から抜ける（ポート側吸気エアーフロー）

•電源モジュール側から入ってポート側から抜ける（ポート側排気エアーフロー）
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ポート側吸気エアーフローの場合、スイッチには、以下のカラーリングが1つ以上付いたポー
ト側吸気ファンおよび AC電源モジュールが必要です。

•ファンモジュールおよび AC電源モジュールの赤紫色のカラーリング

• DC電源の緑色のカラーリング

ポート側排気エアーフローの場合、スイッチには、以下のカラーリングが1つ以上付いたポー
ト側排気ファンおよび AC電源モジュールが必要です。

•ファンモジュールおよび AC電源モジュールの青色のカラーリング

• DC電源の灰色のカラーリング

スイッチのポートが接続先のデバイスのポートの近くに配置されるように、または、ファンと

電源モジュールが都合よくメンテナンスアイル内に配置されるように、スイッチの配置を計画

してから、コールドアイルからホットアイルへの適切な方向で冷却空気を移動させるモジュー

ルを注文することができます。

同じスイッチ内のすべてのファンおよび電源モジュールは同じエアーフロー方向で動作する必

要があり、スイッチの空気取り入れ口はコールドアイルにある必要があります。

（注）

4支柱ラックへのシャーシの設置
シャーシを取り付ける前に、ラックがデータセンターの床に完全に固定されていることを確認

します。

NXK-ACC-RMK-2RUラックマウントキットを使用したスイッチの設置
スイッチを取り付けるには、取り付けブラケットをラックに取り付け、スライダレールをラッ

クの背面に取り付けて、スイッチをスライダレール上でスライドさせ、固定ブラケットを取り

付け、スイッチを固定クリップでラックに固定します。通常は、ラックの前面が側面になるよ

うにすると簡単に保守を行えます。

スライダレールとスイッチをラックに取り付けるために必要となる 8本の 10-32または 12-24
ネジを用意する必要があります。

（注）

始める前に

•届いたスイッチを確認し、注文したすべての部品が揃っているかを確認します。

•スイッチのラックマウントキットに次の部品が含まれていることを確認してください。
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•ラックマウントブラケット（2個）

•ラックマウント固定ブラケット（2個）

•ラックマウントスライダレール（2個）

•ラックマウント固定クリップ（2個）

•皿ネジ（8本）

•皿ネジ（4本）

•ラックを所定の場所に取り付けて固定します。

ステップ 1 次の手順に従って、ラックに 2個のラックマウントブラケットを取り付けます。

a) 次のように、シャーシのどちらの端をコールドアイルに配置するかを決めます。

•スイッチにポート側吸気モジュール（赤紫色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、
スイッチポートがコールドアイル側になるように前面マウントブラケットを配置します。

•スイッチにポート側排気モジュール（青色のカラーリングのファンモジュール）がある場合は、
スイッチファンと電源モジュールがコールドアイル側になるように前面マウントブラケットを配

置します。

b) 前面マウントブラケットがラックの適切な位置で揃うように配置し、ラックのスレッドタイプに応じ
て、12-24ネジまたは 10-32ネジでブラケットを固定します（次の図を参照）。12-24ネジを 30インチ
ポンド（3.39N·m）のトルクで締め、10-32ネジを 20インチポンド（2.26N·m）のトルクで締めます。
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c) 手順 1を繰り返し、ラックの反対側にもう一方の前面ラックマウントブラケットを取り付け、そのブ
ラケットが最初のブラケットと同じ高さになるように配置します。

ステップ 2 アースされたラックにシャーシを設置していない場合、シャーシのアース接続（8ページ）で説明され
ているように、お客様が用意したアース線をシャーシに接続する必要があります。アースされたラックに

シャーシを接地する場合は、このステップは省略できます。

ステップ 3 スライダレールをラックまたはキャビネットに次のように設置します。

a) スライダレールに使用するラックまたはキャビネットの 2本の支柱を決定します。ラックまたはキャ
ビネットの4本の垂直な支柱のうち、2本の支柱にはシャーシの終端に最も簡単にアクセスできるよう
に取り付けられた前面マウントブラケットに使用され、その他 2本の支柱にはスライダレールが取り
付けられます。

b) スライダレールがラック背面の適切な位置で揃うように配置して、すでに設置されている前面マウン
トブラケットにスライドし、ラックのスレッドタイプに応じて、12-24ネジまたは 10-32ネジでブラ
ケットを固定します（次の図を参照）。12-24ネジを 30インチポンド（3.39 N·m）のトルクで締め、
10-32ネジを 20インチポンド（2.26 N·m）トルクで締めます。

c) ステップ 3を繰り返し、ラックの反対側にもスライダレールを取り付けます。

スライダレールが同じレベルになっていることを確認するには、水準器やメジャーを使用するか、垂

直の取り付けレールのネジ穴を慎重に数えます。

ステップ 4 次の手順に従って、スイッチをラックに差し込んで取り付けます。

a) 両方の手でスイッチを持ち、ラックマウントブラケットにスイッチを配置し、シャーシをラックに慎
重にスライドします（次の図を参照）。
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ステップ 5 ラックマウント固定ブラケットを挿入します。

a) 固定ブラケットとシャーシの前面を傷つけないように合わせます（次の図を参照）。
b) ステップ 5を繰り返して、シャーシの反対側にもう一方の固定ブラケットを取り付けます。

c) 10-32ネジは 20インチポンド（2.26 N·m）で締め、12-24ネジは 30インチポンド（3.39 N·m）で締めま
す。

ステップ 6 固定クリップを挿入して、シャーシを所定の位置で保持します。

a) 固定クリップをスライダレールの背面内側に合わせます。フランジをブラケットの切り欠きに留め、
ネジ穴を合わせます（次の図を参照）。

b) ネジを取り付けて固定クリップを固定します（次の図を参照）。
c) ステップ 6を繰り返して、シャーシの反対側にもう一方の固定クリップを取り付けます。
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ステップ 7 アース線をシャーシのアースパッドに接続した場合、線のもう一方の端を設置場所のアースに接続しま
す。

シャーシのアース接続
スイッチとラックが金属間接続されたアースされたラックにスイッチを適切に取り付けると、

スイッチシャーシは自動的にアースされます。

また、お客様が準備したアースケーブルをシャーシのアースパッドと設置場所のアースに接

続することによりシャーシをアースすることもできます（これはラックがアースされていない

場合に必要です）。

シャーシの取り付け
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ステートメント 1024：アース導体

この装置は、アースさせる必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正

しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっ

きりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。

警告

ステートメント 1046：装置の設置または交換

装置を設置または交換する際は、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

警告

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。

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（米国で
設置の場合は 6-AWGワイヤを推奨）。

ステップ 2 アース線の被膜をはぎとった端をアースラグの開放端に挿入し、圧着工具を使用してラグをアース線に圧
着します（次の図の 2を参照）。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。

アースラグをシャーシに

固定するために使用する

2本のM4ネジ

3シャーシのアースパッド1

アースケーブル。一方の

端から 0.75インチ（19
mm）絶縁体がはがされ、
アースラグに挿入され、

所定の位置に圧着され

る。

2
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ステップ 3 アースラグを 2本のM4ネジを使用してシャーシのアースパッドに固定し（前の図の 1と 3を参照）、11
～ 15インチポンド（1.24～ 1.69 N·m）のトルクでネジを締めます。

ステップ 4 アース線のもう一方の端を処理し、設置場所のアースに接続します。

スイッチの電源投入
スイッチに電源投入するには、1つまたは 2つの電源に電源モジュールを接続する必要があり
ます。使用する電源の数は、次のように必要な電源の冗長性のタイプによって異なります。

•電源の冗長性が必要ない場合は、電源モジュールを 1つだけ電源に接続します。

• n+1の冗長性が必要な場合は、電源モジュールを 1つまたは 2つの電源に接続します。

• n+nの冗長性が必要な場合は、各電源モジュールを異なる電源に接続します（2つの電源
が必要）。

ステートメント 7012：AC電源ポートとインターフェイスをとる機器

この装置は、NFPA 70 National Electrical Code（NEC）に従ってサービス機器でサージ保護デバ
イス（SPD）に付属の AC主電源に接続します。

ステートメント 1004：設置手順

設置手順を読んでから、システムを使用、取り付け、または電源に接続してください。

警告

ステートメント 1018：電気回路

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。

警告

始める前に

•ラックに取り付けられ、アースに接続されているスイッチ

•ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブル

•使用する電源ケーブルの範囲内にある必要なアンペア数の電源

次のように、各電源モジュールを電源に接続します。

• AC電源モジュールの接続

1. ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブルを使用して（電源ケーブルの仕様を参照）、電
源ケーブルの C13プラグを電源モジュールの電源コンセントに接続します。
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2. ケーブルが偶発的に抜けないように、電源モジュールのケーブル固定クリップを C13プラグの上
に回します。

3. 電源ケーブルのもう一方の端を AC電源に接続します。

4. LEDが緑に点灯していることを確認します。

LEDが消灯している場合は、AC電源の回路ブレーカーがオンになっているかを確認します。

• DC電源モジュールの接続：

1. 接続している DC電源の回路ブレーカーがオフになっていることを確認します。

2. 次のように、電源モジュールから DC電源コネクタブロックを取り外します。

1. コネクタブロックの上部にあるオレンジのプラスチックボタンを電源モジュールに向かって
内側に押します。

2. コネクタブロックを電源モジュールから引き出します。

3. 使用している DCワイヤから絶縁体を 0.6インチ（15 mm）ほど剥ぎ取ります。

4. オレンジ色のプラスチックボタンを上にして、次の図に示すようにコネクタを正しい位置に置き
ます。

-48V（-DC）ケーブル4ワイヤ固定レバー1

アースケーブル（8 AWGを推奨）5コネクタの上部のオレンジのプラスチック

ボタン

2

-48 Vリターン（+DC）ケーブル3

5. 小さなドライバを使用して、下部のスプリングケージワイヤコネクタのバネ式ワイヤ固定レバー
を押し下げます。グリーンのワイヤ（アース線）を開口部に挿入して、レバーを離します。

6. 小さなドライバを使用して、中間のスプリングケージワイヤコネクタのバネ式ワイヤ固定レバー
を押し下げます。黒のワイヤ（DCマイナス）を開口部に挿入して、レバーを離します。

7. 小さなドライバを使用して、上部のスプリングケージワイヤコネクタのバネ式ワイヤ固定レバー
を押し下げます。赤のワイヤ（DCプラス）を開口部に挿入して、レバーを離します。
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8. 電源モジュールにコネクタブロックを挿入して戻します。赤のワイヤ（DCプラス）が電源モ
ジュールのラベル「+ DC」と合っていることを確認します。

n+nの冗長性が必要な場合は、各電源モジュールが異なる電源から電力供給されているこ
とを確認します。

（注）

• HVAC/HVDC電源モジュールの接続：

1. ご使用の国または地域に推奨される電源ケーブルを使用して（電源ケーブルの仕様を参照）、電
源ケーブルの Saf-D-Gridコネクタを電源モジュールの電源コンセントに挿入し、カチッと音がす
るまで押し込みます。

2. 電源ケーブルのもう一方の端を電源に接続します。

• AC電源に接続する場合は、電源のコンセントにケーブルを差し込みます。

• DC電源に接続する場合は、次の手順を実行します。

1. 電源と電源ケーブルを接続する端末の間にある回路ブレーカーの電源がオフになっている
ことを確認します。

2. 電源ケーブルの3本の線をそれぞれ、電源の3つの端子に接続し、端子ナットで固定しま
す。プラス線がプラス端子に接続され、マイナス線がマイナス端子に接続され、アース線

がアース端子に接続されていることを確認します。

3. 端子用の保護カバーがある場合は端子にかぶせて、電源がオンになっているときに誤って
端子に触れることがないようにします。

4. 回路ブレーカーで電源をオンにします。

3. LEDが緑に点灯していることを確認します。

LEDが消灯している場合は、AC電源の回路ブレーカーがオンになっているかを確認します。
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