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インストール方法
Cisco cBR-8ルータは、ラックの前面または中央のどちらかに取り付けできます。また、標準的な
19インチ幅 4支柱装置ラックユニットまたは 2支柱ラックユニットに取り付けることもできま
す。

通常、Cisco cBR-8ルータはすべて搭載した状態で出荷されます。すべてを構成したシステム
は約 430ポンド（195 kg）もあるため、ラックを設置するときは、シャーシからコンポーネン
トを取り外して軽くする必要があります。ラックの設置前に、電源、スーパーバイザカード、

ラインカード、背面 PICカード、およびファンモジュールをすべて取り外すと、約 117ポン
ド（53kg）軽くなります。コンポーネントの取り外し方法については、モニタリングセクショ
ンを参照してください。

（注）
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ラックにシャーシを設置するまでは、静電気防止の袋にカードやモジュールを必ず入れておい

てください。

（注）

ラック寸法の確認

はじめる前に

シャーシの取り付けを開始する前に、機器ラックの垂直設置フランジ（レール）間の距離を測定

し、ラックが下図に示す測定値の要件を満たしていることを確認します。

図 1：装置ラックの寸法

ステップ 1 左と右の設置レールの穴の中心間距離を測定します。

この距離は 18.31インチ ± 0.06インチ（46.5 cm ± 0.15 cm）であることが必要です。

ラックの支柱が平行であることを確認するため、機器ラックの下部、中央部、上部で左右の穴

の中心間距離を測定してください。

（注）

ステップ 2 機器ラックの左前面および右前面の設置フランジ内側どうしの距離を測定します。

幅が 17.45インチ（44.3 cm）のシャーシを収容してラックの設置支柱の間に収めるには、少なくとも 17.7
インチ（45 cm）の距離が必要です。

次の作業

シャーシ取り付けブラケットを取り付けます。

シスココンバージドブロードバンドルータ cBR-8 ハードウェア設置ガイド
2

Cisco cBR シャーシの設置
ラック寸法の確認

https://www-author.cisco.com/c/en/us/td/docs/cable/cbr/installation/guide/b_cbr_install_chassis.html#task_4F88BD9171594E17926F96BCF81AB7CC


シャーシ取り付けブラケットの取り付け
各シャーシのアクセサリキットには、2つのシャーシ取り付けブラケットが付属します。このブ
ラケットは、19インチラックにシャーシを取り付ける際に役立ちます。垂直に取り付けるための
サポート基盤として使用し、ラックマウントネジの取り付け前にシャーシを固定します。

ステップ 1 ラックのどの位置にシャーシを取り付けるかを決めます。ラックに複数のシャーシを設置する場合、ラッ

クの下部または中央から順に設置してください。シャーシの底面がラックに対して垂直になるようにシャー

シ取り付けブラケットを保持します。

ステップ 2 シャーシ取り付けブラケットをフロントレールにラックマウントネジで固定します。
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フロントレールから23インチ未満の位置に2つ目の内部ラックレールがある場合は、取り付け時にシャー
シの背面をサポートできるように、その 2つ目の取り付けブラケットを配置します。

図 2：シャーシ取り付けブラケット

シャーシ取り付けブラケット1

シャーシを取り付けてラックに固定したら、シャーシ取り付けブラケットをラックから取り外

すことができます。ラックマウントネジをすべて固定したら、シャーシ重量を支えるのにこの

ブラケットは必要ありません。

（注）

シスココンバージドブロードバンドルータ cBR-8 ハードウェア設置ガイド
4

Cisco cBR シャーシの設置
シャーシ取り付けブラケットの取り付け



シャーシのラックマウントブラケットの取り付け
ラックにシャーシを取り付ける前に、シャーシの両側面にラックマウントブラケットを取り付け

る必要があります。

シャーシにラックマウントブラケットを取り付け、シャーシをラックに取り付けた後で、背

面 RFケーブル管理ブラケットをシャーシに取り付けます。
（注）

ラックマウントブラケットは、シャーシの前面または中央のどちらかに取り付けることができま

す。

•前面ラックマウントブラケットの取り付け—ラックマウントブラケットはシャーシの前面
に取り付けられた状態で出荷されます。ラックへのシャーシの取り付けに進みます。

•中央のラックマウントブラケットの取り付け—シャーシの中央にマウントブラケットを取
り付けると、シャーシをラックに埋め込んだり、2支柱ラックユニットに取り付けたりでき
ます。

シャーシをミッドマウントすると、シャーシ取り付けハンドルを取り付ける

ことはできません。

（注）

シャーシの中央にラックマウントブラケットを取り付ける手順は、次のとおりです。

はじめる前に

必要な工具と部品
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• #2プラストルクドライバ

ステップ 1 #2プラストルクドライバを使用してM5アンダーカット平頭ネジを緩め、シャーシ前面に取り付けられ
たラックマウントブラケットを取り外します。

ステップ 2 ラックマウントブラケットの穴に一致するネジ穴をシャーシの側面中央から探します。

ステップ 3 10個のM5アンダーカット平頭ネジを取り付け、シャーシに各ラックマウントブラケットを固定します。
ラックマウントブラケットの両端に 5個のネジを取り付ける必要があります。

ステップ 4 シャーシの反対側でも上記の手順を繰り返します。

図 3：ラックマウントブラケットの取り付け

ラックマウントブラケット3シャーシ1

M5アンダーカット平頭ネジ2
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次の作業

シャーシ取り付けハンドルの取り付け

シャーシ取り付けハンドルの取り付け（オプション）

はじめる前に

必要な工具と部品

• #2プラスドライバ

制約事項

シャーシをラックにミッドマウントする場合は、シャーシ取り付けハンドルを取り付けないでく

ださい。

ステップ 1 シャーシラックマウントブラケットから、シャーシの持ち手の非脱落型ネジの位置に合うM5ネジ穴を
2個探します。

ステップ 2 シャーシの持ち手のネジ穴とM5ネジ穴の位置を合わせて保持します。非脱落型ネジを挿入し、#2プラス
ドライバを使用して締めます。
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シャーシの損傷防止のためにハンドルを取り付ける前に、非脱落型ネジがしっかりと固定されて

いることを確認します。

注意

図 4： Cisco CBR-8 コンバージドブロードバンドルータへのシャーシ取り付けハンドルの取り付け

シャーシ3シャーシ取り付けハンドル1

—非脱落型ネジ2

ラックマウントブラケットは、上下両方のハンドルの取り付けをサポートします。これにより、ラック

上下へのシャーシの取り付けが簡単になります。

次の作業

ラックに Cisco cBR-8ルータを取り付けます。
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ラックへの Cisco cBR-8 の取り付け
ラックの 2つの支柱または取り付け板にラックマウントブラケットを固定して、シャーシをラッ
クに取り付けます。ラックマウントブラケットがシャーシ全体の重量をサポートするため、各側

で 4個以上のラックマウントネジを使用して、ラックの支柱に 2個のラックマウントブラケット
を固定します。

4支柱ラックユニットまたは 2支柱ラックユニットのいずれかにシャーシを取り付けることがで
きます。

はじめる前に

1 ラックの寸法を確認します。

2 シャーシ取り付けブラケットを取り付けます。

3 シャーシラックマウントブラケットを取り付けます。

4 シャーシ取り付けハンドルを取り付けます（オプション）。

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。

警告

•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。

4 支柱ラックへの Cisco cBR の取り付け

ステップ 1 コンポーネントに取り付けたすべてのネジや固定装置がシャーシにしっかり固定されていることを確認し

ます。

ステップ 2 作業の妨げになるものが通路にないことを確認します。ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキが

かかっているか、または別の方法でラックが固定されていることを確認してください。

ステップ 3 複数で作業する場合は、シャーシ（一部を搭載した状態）を持ち上げてラックの支柱がある位置に配置

し、シャーシ取り付けブラケットで固定します。シャーシを持ち上げるには、取り付けハンドル、大型側
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面ハンドル2個、背面電源投入部ハンドルを使用するか、シャーシの底に手を入れます。取り付けハンド
ルを装着すると、シャーシの底に手を入れるために、シャーシを前に傾けることができます。

図 5：所定の位置へのシャーシの移動
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ステップ 4 シャーシ後部の重みを取り付けブラケットに乗せたら、1名の作業者がシャーシを適切な位置で保持して、
別の作業者がラック後方に移動し、シャーシを所定の位置にスライドして重みを支え、ラックマウントの

ネジを締めます。

ステップ 5 ラックマウントフランジがラックの設置レールとぴったり合うようにシャーシを配置します。

図 6：取り付けレールへの固定

ステップ 6 取り付けレールの前の位置にシャーシを置き、次の手順を実行します。

a) 両側のラックマウントの金具に下部ネジを挿入し、コンパクトなドライバでネジをラックレールに締
め付けます。

b) 両側のラックマウントブラケットに上部ネジを挿入し、ネジをラックレールに締め付けます。シャー
シの両側でブラケットごとに 4個以上のネジを挿入します。

4番目のネジを取り付ける前にシャーシ取り付けハンドルを取り外しま
す。

（注）

シスココンバージドブロードバンドルータ cBR-8 ハードウェア設置ガイド
11

Cisco cBR シャーシの設置
4 支柱ラックへの Cisco cBR の取り付け



次の作業

•必要に応じて、すべてのネジがラックユニットにしっかりと固定されていることを確認した
ら、シャーシ取り付けブラケットを取り外します。

•ケーブル管理ブラケットを取り付けます。

2 支柱ラックへの Cisco cBR の取り付け
Cisco cBRシャーシは、2支柱 19インチラックにフロントマウントまたはミッドマウントとして
取り付けることができます。

2支柱ラックのフロントマウントオプションの手順は、2つ目のシャーシ取り付けブラケットを
使用できない場合を除いて、4支柱ラックへのフロントマウントの手順と同じです。

2支柱ラックを使用する場合、転倒、人身事故、コンポーネントの損傷を防ぐため、ラックを
床表面に固定します。

注意

シャーシのミッドマウントの手順は、次のとおりです。

ステップ 1 コンポーネントに取り付けたすべてのネジや固定装置がシャーシにしっかり固定されていることを確認し

ます。

ステップ 2 作業の妨げになるものが通路にないことを確認します。ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキが

かかっているか、または別の方法でラックが固定されていることを確認してください。

ステップ 3 （オプション）ラックにシャーシ取り付けブラケットを取り付けて、ラックにシャーシを固定しながら、

取り付け時のシャーシをサポートします。

ステップ 4 複数で作業する場合は、シャーシ（一部を搭載した状態）を持ち上げてラックの支柱がある位置に配置

し、シャーシ取り付けブラケットで固定します。シャーシを持ち上げるには、大型側面ハンドル2個、背
面電源投入部ハンドルを使用するか、シャーシの底に手を入れます。

ステップ 5 シャーシ後部の重みを取り付けブラケットに乗せたら、1名の作業者がシャーシを適切な位置で保持して、
別の作業者がラック後方に移動し、シャーシを所定の位置にスライドして重みを支え、ラックマウントの

ネジを締めます。

ステップ 6 ラックマウントフランジがラックの設置レールとぴったり合うようにシャーシを配置します。

ステップ 7 取り付けレールの前の位置にシャーシを置き、次の手順を実行します。

a) 両側のラックマウントの金具に下部ネジを挿入し、コンパクトなドライバでネジをラックレールに締
め付けます。

b) 両側のラックマウントブラケットに上部ネジを挿入し、ネジをラックレールに締め付けます。
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c) シャーシの両側でブラケットごとに 4個以上のネジを挿入します。

ステップ 8 シャーシ取り付けブラケットをラックから取り外す前に、側面ラックマウントブラケットの両側にあるす

べてのネジが、装置ラックに固定されていることを確認します。

図 7：2 支柱ラックマウント

次の作業

ケーブル管理ブラケットを取り付けます。
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ケーブル管理ブラケットの取り付け
背面の RFケーブル管理ブラケットは、シャーシの右後側に取り付け、RF PICモジュールの同軸
ケーブルを管理できるようにします。このブラケットは、シャーシ背面のケーブルとモジュール

の取り付けおよび取り外しを可能にする標準的な構成です。

Cisco cBRシャーシの各RFケーブル管理ブラケットには、独立した「U」型ケーブル管理器具（4
個）、シャーシへの取り付け用非脱落型ネジ（2個）、各RF PICカードスロットのケーブルの固
定具が付いています。

はじめる前に

必要な工具と部品

• #2プラストルクドライバ

ステップ 1 シャーシ背面の右側面パネルの非脱落型ナットにケーブル管理ブラケットの非脱落型ネジを合わせます。

設置に最適なブラケットの位置になるように複数の調整位置があります。

ステップ 2 非脱落型ネジの周りに空間がある場合は、#2プラストルクドライバを使用してシャーシにネジを固定し
ます。それ以外の場合は、指で刻み付き非脱落型ネジを締め付けます。
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#2プラストルクドライバを使用する場合、ケーブル管理の非脱落型ネジを締め付け過ぎないで
ください。トルクが 7インチポンドを超えないようにしてください。

（注）

図 8：ケーブル管理ブラケットの取り付け

シャーシへのファイバ/ケーブルルーティングガイドの
取り付け

ファイバ/ケーブルのルーティングアクセサリは次の部品から構成されています。
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•ストラップ固定クリップ 2個

•スナップ式プラスチックファイバ/ケーブルルーティングガイド 4個—上部スロットはファ
イバ用と下部スロットは銅ケーブル用

ストラップ固定クリップには複数の使用方法があります。次のように使用できます。

•ケーブルバンドルまたはコンジットをストラップで固定します（各ストラップ固定クリップ
には留めるポイントがいくつもあります）

• 2つのスナップ式プラスチックファイバ/ケーブルルーティングガイドのベースとして使用
します

はじめる前に

必要な工具と部品

•刻み付き留めネジ 4個

• T15トルクスドライバ（オプション）

•ストラップ固定クリップ 2個

•スナップ式プラスチックケーブルルーティングガイド 4個

ステップ 1 シャーシ側面に 4個の刻み付き留めネジを挿入し、T15トルクスドライバを使用して締めます（最大 6～
8インチポンドのトルク）。ドライバがネジの位置に届かない場合は、刻み付きネジを手で締めることが
できます。
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—刻み付き留めネジ1

ステップ 2 ストラップ固定クリップのスロットと、シャーシに取り付けられた刻み付きネジの位置を合わせ、所定の

位置にはまるまで押し込みます。
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ステップ 3 他のストラップ固定クリップについても、ステップ 2, （17ページ）を繰り返します。

ステップ 4 必要に応じて、ストラップ固定クリップにスナップ式プラスチックガイドを取り付けます。
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上部にファイバで使用する小型スロットを配置して、ファイバ/ケーブルルーティングガイドの
向きが正しいことを確認します。

（注）

スナップ式プラスチックファイバ/ケーブ
ルルーティングガイド

2ストラップ固定クリップ1
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図 9：ストラップ固定クリップ装着シャーシ

図 10：ファイバ/ケーブルルーティングガイドと RF ケーブル管理ブラケット装着シャーシ
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シャーシのアース接続

はじめる前に

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。ステートメント
1024

警告

シャーシを電源に接続したり、電源をオンにする前に、シャーシを適切にアース接続してくださ

い。各 Cisco CBR-8シャーシにはシャーシのアースコネクタが設けられています

アース線の取り付けと接続は必ず最初に行い、取り外しは最後に行う必要があります。注意

必要な工具と部品

•プラスドライバ
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•四角形コーンロックワッシャ付き ¼-20プラスなべ頭（アクセサリキットに付属）

• 2穴 4 AWGデュアル圧着ラグ（アクセサリキットに付属）

• 4または 2 AWGアース線—アース線およびラグは常に入力ゲージと同じぐらい大きなサイ
ズにする必要があります。たとえば、DC入力用に 2 AWGを使用する場合、アースラグと
アース線は 2 AWG以上にする必要があります。

•アースラグ用圧着工具

ステップ 1 ワイヤストリッパを使用して、AWG #4アース線の一端の被覆を約 1.12インチ（28.4 mm）取り除きま
す。

ステップ 2 AWG #4アース線をアースラグのワイヤレセプタクルに差し込みます。

ステップ 3 圧着工具を使用して、慎重にワイヤレセプタクルをアース線に圧着します。これは、アース線を確実にレ

セプタクルに接続するために必要な手順です。

ステップ 4 シャーシ背面の左下側面パネルでシャーシのアース領域を特定します。

ステップ 5 アースラグの穴に 2個の ¼-20ネジ（アクセサリキットに付属）を取り付け、アースラグがシャーシに
しっかり固定されるまで締め付けます。

2穴アースラグを取り付けるために、シャーシ背面の左下側面に非脱落方ナットがあります。
取り付けに 3個のナットが用意されているため、ワイヤ配線に応じてラグを水平または垂直に
取り付けることができます。

（注）
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ステップ 6 アース線の反対側の端を設置場所の適切なアース設備に接続し、シャーシが十分にアースされるようにし

ます。

図 11：シャーシアース接続部

シャーシ側アースラグの穴3シャーシのアースラグおよび導線1

アースシンボル4¼-20アースネジ2

アースラグは、取り付け位置に応じて水平（図示）または垂直に取り付けることができます。
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