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【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意

（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。

リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップ

デートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合があ

りますことをご了承ください。

あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サ

イトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊

社担当者にご確認ください。

    

 

               
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項

は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべ

てユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済     

みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射

する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。住宅地で

この装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコシステムズの指示する   

設置手順に従わずに装置を設置した場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様    

のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このような干渉を防止する適切な保護を規定したもので  

す。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

シスコシステムズの書面による許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A またはクラス B のデジタル装置に対する FCC 要件に準拠しなくなることがあります。その     

場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制により制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユーザ側の負担で矯正するように求め  

られることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機器が干渉の原因に

なっていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

・干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

・テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制御されるようにし

ます）。

米国シスコシステムズ社では、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うこ 

とになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public     
domain version of the UNIX operating system.All rights reserved.Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコシステ

ムズおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保

証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめと

する、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負

わないものとします。

www.cisco.com/jp/go/safety_warning/


 

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用  

されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
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製品概要

ここでは、Cisco 1805 Data-over-Cable Service Interface Specifications（DIOCSIS）ケーブル ルータ

のハードウェア マニュアルの目的、対象読者、構成、および表記法について説明し、さらに補足情報

が記載されている関連資料を紹介します。説明する内容は、次のとおりです。

 • 「目的」（P.ix）

 • 「対象読者」（P.x）

 • 「マニュアルの構成」（P.x）

 • 「表記法」（P.xi）

 • 「安全上の警告」（P.xi）

 • 「関連資料」（P.xii）

 • 「シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定」（P.xiii）

 • 「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン」（P.xiv）

目的
このマニュアルでは、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置、保守、トラブルシューティングの

方法について説明します。

ソフトウェア設定の詳細については、Cisco 1800 シリーズ ソフトウェア設定マニュアル、オンライン

で利用できる Cisco IOS コンフィギュレーション ガイドおよび Cisco IOS コマンド リファレンスを参

照してください。詳細については、「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリ

ティ ガイドライン」（P.xiv）を参照してください。

保証、保守、およびサポート情報については、「シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保

証規定」（P.xiii）を参照してください。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2010, シスコシステムズ合同会社．All rights reserved.



  
対象読者
このマニュアルは、ルータの設置、設定、およびメンテナンスの担当者を対象にしています。担当者

は、電子回路および配線手順に関する知識を持ち、電子または電気機器の技術者としての経験があるこ

とが必要です。ここに記載されている作業は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。

マニュアルの構成
「表 1」 はこのマニュアルの内容の一覧です。

表 1 マニュアルの構成 

タイトル 説明

「製品の説明」 Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの機能

と仕様について説明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

設置準備の要件と計画」

安全上の注意、設置環境の条件、必要な工

具および機器について説明します。また、

インストレーション チェックリストも収録

されています。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

シャーシ取り付け手順」

Cisco 1805 ケーブル ルータを卓上に取り付

ける手順について説明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

ケーブル情報と仕様」

Cisco 1805 ケーブル ルータを取り付けるた

めに必要なケーブルについて説明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

ケーブル接続手順」

Cisco 1805 ルータを電源、ネットワーク、

および外部装置に接続する手順について説

明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

起動手順」

Cisco 1805 ルータを起動し、ネットワーク 
アクセスのための初期設定を行う手順につ

いて説明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

トラブルシューティング」

ルータの問題の特定、LED の解読、メッ

セージの解釈について説明します。

「Cisco 1805 ケーブル ルータの内蔵モ

ジュールの取り付けとアップグレード」

ルータの内蔵モジュール（メモリ モジュー

ルや AIM など）の取り付けまたはアップグ

レード手順について説明します。

「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ で
の CompactFlash メモリ カードの取り付

けと交換」

外部 CompactFlash メモリ カードのハード

ウェア取り付け手順について説明します。
x
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表記法
このマニュアルでは、手順や情報を示すために「表 2」 の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

ワンポイント アドバイス 「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約できます。

ヒント 「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポ

イントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

安全上の警告
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文

に、警告を表す記号が記されています。記載されている警告の訳文を確認するには、ルータに付属の

『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1840 Routers』を参照してください。

表 2 表記法 

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワード。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数。

[      ] 角カッコで囲んで表示される省略可能なキーワードまたは引数。

{x | y | z} 必須キーワードの選択肢は波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

いずれか 1 つを選択しなければなりません。

screen フォント 画面に表示される情報の例を表します。

太字の screen フォント ユーザが入力しなければならない情報の例

<    > パスワードのように出力されない文字は、イタリック体が使用できない場

合、かぎカッコ（<:lt> <:gt>）で囲んで示しています。

[    ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示し

ています。
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関連資料
Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータを稼動する Cisco IOS ソフトウェアには、豊富な機能があります。

このマニュアルで扱わない情報、または詳細情報については、次の資料を参照してください。

ワンポイント アドバイス 「表 3」 に表示されるオンライン マニュアルにアクセスできるかどうかを確認してください。

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of 
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071

SAVE THESE INSTRUCTIONS

表 3 関連資料および参照資料 

シスコ製品 マニュアル タイトル

Cisco 1805 ケーブル ルー

タ

『Cisco 1805 DOCSIS Cable Routers Quick Start Guide』
『Cisco 1800 Series Software Configuration』
『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 1840 Routers』

Cisco IOS ソフトウェア Cisco IOS ソフトウェア マニュアル（全リリース）。

ルータにインストールされている Cisco IOS ソフトウェア リリースに対

応するマニュアルを参照してください。
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シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定
保証期間内にお客様が受けられるハードウェアの保証およびサービスに関して適用される特別な条件が

あります。シスコのソフトウェアに適用される保証を含む正式な保証書は、Cisco.com から入手できま

す。次の手順を実行して、Cisco.com から Cisco Information Packet、および保証書にアクセスし、こ

れらをダウンロードしてください。

1. ブラウザを起動し、次の URL に進みます。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans.htm

[Warranties and License Agreements] ページが表示されます。

2. Cisco Information Packet を表示するには、次の手順を実行します。

a. [Information Packet Number] フィールドをクリックし、製品番号 78-5235-03A0 が強調表示さ

れていることを確認します。

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

Information Packet の [Cisco Limited Warranty and Software License] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を PDF
（Adobe Portable Document Format）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

（注） PDF ファイルを表示し、印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。これは、

Adobe の Web サイト http://www.adobe.com からダウンロードできます。

3. お手持ちの製品について、翻訳またはローカライズされた保証情報を表示するには、次の手順を実

行します。

a. [Warranty Document Number] フィールドに、次の製品番号を入力します。

78-10747-01C0

b. 文書を表示する言語を選択します。

c. [Go] をクリックします。

[Cisco warranty] ページが表示されます。

d. このページから文書をオンラインで見ることも、[PDF] アイコンをクリックして、文書を PDF
（Adobe Portable Document Format）形式でダウンロードし、印刷することもできます。

また、Cisco Service and Support の Web サイトにアクセスして、サポートを受けることもできます。

http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml

ハードウェア保証期間

1 年間

ハードウェアに関する交換、修理、払い戻しの手順 
シスコ、またはその代理店では、Return Materials Authorization（RMA）要求を受領してから、10 営
業日以内に交換部品を出荷するように商業上合理的な努力を致します。お届け先により、実際の配達所

要日数は異なります。

シスコは購入代金を払い戻すことにより一切の保証責任とさせて頂く権利を留保します。
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Return Materials Authorization（RMA）番号の入手

製品を購入されたシスコの代理店にお問い合わせください。製品を直接シスコから購入された場合は、

シスコの営業担当者にお問い合わせください。

次の項目を記入して、参照用に保管してください。

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュ
リティ ガイドライン

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

製品の購入先

購入先の電話番号

製品モデル番号

製品シリアル番号

メンテナンス契約番号
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル

OL-14661-01-J
C H A P T E R 1

製品の説明

Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータは LAN 接続および WAN 接続に対応する固定構成ルータです。

Cisco 1805 ケーブル ルータでは 3 種類の SKU を使用できます。

 • CISCO1805-D

 • CISCO1805-E

 • CISCO1805-D/K9

Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータは卓上で使用するデータ専用装置です（図 1-1 を参照）。

図 1-1 Cisco 1805 ケーブル ルータ

この章では、ルータの機能と仕様について説明します。具体的な内容は、次のとおりです。

 • 「製品の説明」（P.1-1）

 • 「ハードウェア機能」（P.1-2） 

 • 「シャーシの図」（P.1-5） 

 • 「インターフェイス番号」（P.1-6）

 • 「仕様」（P.1-7） 

製品の説明
Cisco 1805 ケーブル ルータは出荷時に Cisco ケーブル モデム High-speed WAN Interface Card

（HWIC; 高速 WAN インターフェイス カード）がスロット 0 に、Cisco 10/100BASE-T イーサネット 
スイッチ HWIC がスロット 1 にそれぞれ取り付けられています。これらのカードはいずれもルータの

動作に必要です。これらのカードのうちいずれか一方でも取り外すと、ルータはデフォルトの 
ROMMON 状態になります。

SYS 
PWR

12
23

31

SYS 
ACT Cisco 1800 Series
1-1
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第 1 章      製品の説明        

  ハードウェア機能
スロット 0 に取り付けられている Cisco ケーブル モデム HWIC は米国、ヨーロッパ、日本の DOCSIS 
2.0 規格に完全に準拠しています。ケーブル モデム HWIC は、ケーブル モデム Hybrid Fiber-Coaxial

（HFC; 光ファイバ /同軸ハイブリッド）ケーブル ネットワーク経由の安全で高速な接続を実現します。

Cisco 1805 ケーブル ルータのスロット 1 に Cisco 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC を取

り付けておくと、この HWIC のポート間でのレイヤ 2 スイッチングができます。HWIC では、HWIC 
やその他のすべてのプラットフォーム インターフェイスとの間のレイヤ 3 トラフィックもサポートさ

れています。スイッチ上の異なる VLAN 間でのトラフィックはルータ経由で伝送されます。

ハードウェア機能
ここでは、Cisco 1805 ケーブル ルータの基本的な機能について説明します。説明する内容は、次のと

おりです。

 • 「製品シリアル番号の場所」（P.1-2）

 • 「組み込みインターフェイス」（P.1-3）

 • 「メモリ」（P.1-3）

 • 「LED インジケータ」（P.1-4）

 • 「シャーシの換気」（P.1-4）

 • 「リアルタイム クロック」（P.1-5）

 • 「シャーシの安全」（P.1-5）

製品シリアル番号の場所

Cisco 1805 ケーブル ルータのシリアル番号ラベルは、シャーシ背面の、インターフェイス カード ス
ロット 0 の下にあります（図 1-2 を参照）。

図 1-2 シリアル番号の場所

（注） Cisco 1805 ケーブル ルータのシリアル番号は 11 文字です。

12
23

34

SN: AAANNNNXXXX

SN: AAANNNNXXXX

CISCO 1841
100-240 VAC-1 A

50/60 Hz
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第 1 章      製品の説明

  ハードウェア機能  
CPI ツール

Cisco Product Identification（CPI）ツールを使用すると、シスコ製品のシリアル番号ラベルの場所を

示す詳細な図と説明を表示できます。CPI ツールには、次の機能があります。

 • ツリー構造の製品階層を用いてモデルを参照できる検索オプション

 • 複数の製品をより簡単に検索するための最終結果ページの検索フィールド

 • 販売終了製品は、結果リストで明確に表示

このツールをご利用になれば、シリアル番号ラベルを探し、製品を識別するプロセスを効率よく行うこ

とができます。シリアル番号情報があれば資格認証プロセスが速くなるため、サポート サービスへア

クセスする際に重要です。

CPI ツールには次の URL からアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/Support/CPI/index.do

組み込みインターフェイス

ここでは、Cisco 1805 ケーブル ルータで使用できるインターフェイスについてまとめています。

 • 2 つのファスト イーサネット ポート（RJ-45 コネクタ）

 • 高速コンソールと AUX ポート、それぞれ最大 115.2 kbps（RJ-45 コネクタ）

 • 1 つの USB ポート（バージョン 1.1）（将来的に使用予定）

メモリ

Cisco 1805 ケーブル ルータには次のメモリがあります。

 • SDRAM：2 つの機能があります。実行コンフィギュレーションおよびルーティング テーブルを保

存し、またネットワーク インターフェイスによるパケット バッファリングに使用されます。

Cisco IOS ソフトウェアは、SDRAM から実行されます。

 • フラッシュ メモリ：オペレーティング システム ソフトウェア イメージ、コンフィギュレーション 
ファイル、ログ ファイルを保存します。このメモリは外部 CompactFlash メモリ カードに実装さ

れています。

 • Boot/NVRAM：2 つの機能があります。オペレーティング システム ソフトウェア イメージをフ

ラッシュ メモリから起動するための ROM モニタを保存します。また、システム コンフィギュ

レーション ファイルと仮想コンフィギュレーション レジスタも保存します。

「表 1-1」 に、Cisco 1805 ケーブル ルータのメモリの仕様を示します。

 
表 1-1 ルータのメモリの仕様

説明 仕様

SDRAM 128 MB、384 MB まで拡張可能。デフォルトは 
128 MB

フラッシュ メモリ 32、64、または 128 MB。デフォルトは 64 MB
Boot または NVRAM 2 MB または 4 MB のフラッシュ メモリ
1-3
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第 1 章      製品の説明        

  ハードウェア機能
（注） SDRAM とフラッシュ メモリはユーザによるアップグレードが可能ですが、Boot や NVRAM はルー

タのマザーボードに完全に溶接されているため、アップグレードはできません。

LED インジケータ 
「表 1-2」 に、ルータのベゼルやシャーシにある LED インジケータについてまとめています。この LED 
インジケータは、スロット 0 やスロット 1 に取り付けられるインターフェイス カードにはありません。

シャーシの換気

内部の 3 段階速度のファンでシャーシを冷却します。組み込みの温度センサーによりファンの速度が制

御されます。ルータに電源が供給されている場合、ファンは常に動作しています。多くの場合、電力の

節約とファンの動作音の軽減のため、ファンは最も遅い速度で動作します。周囲温度が高い場合は、必

要に応じて高速で動作します。

表 1-2 Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの LED インジケータの概要 

LED 色 説明 場所

SYS PWR グリーン ルータが正しく起動し、ソフトウェアが正常に機能してい

ます。 

起動中または ROM モニタの場合、この LED は点滅しま

す。

前面パネル

SYS ACT グリーン いずれかのパケットが WAN または LAN で送受信されて

いる場合、またはシステム アクティビティの監視中は点滅

します。

前面パネル

CF グリーン フラッシュ メモリがビジー状態の場合に点灯します。この 
LED が点灯している間は、CompactFlash メモリ カードを

取り出さないでください。

背面パネル

FDX（FE 0/0） グリーン 点灯時は、全二重方式で動作しています。消灯時は、半二

重方式で動作しています。

背面パネル

100（FE 0/0） グリーン 点灯時は 100 Mbps リンクです。消灯時は 10 Mbps リンク

です。

背面パネル

Link（FE 0/0） グリーン 点灯時はルータがイーサネット ポート 0 経由でローカル 
イーサネット LAN に正しく接続されています。

背面パネル

FDX（FE 0/1） グリーン 点灯時は、全二重方式で動作しています。消灯時は、半二

重方式で動作しています。

背面パネル

100（FE 0/1） グリーン 点灯時は 100 Mbps リンクです。消灯時は 10 Mbps リンク

です。

背面パネル

Link（FE 0/1） グリーン 点灯時はルータがイーサネット ポート 1 経由でローカル 
イーサネット LAN に正しく接続されています。

背面パネル

AIM グリーン 点灯時は内蔵 AIM スロットに AIM が取り付けられていま

す。

背面パネル
1-4
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第 1 章      製品の説明

  シャーシの図  
リアルタイム クロック

システム電源投入時に、バッテリ バックアップ付き内部リアルタイム クロックによりシステム ソフト

ウェアの時刻が設定されます。これにより、システムは、Certification Authority（CA; 認証局）証明

書の有効性を検証することができます。バックアップ バッテリはソケット付きのリチウム電池です。

ルータに対して指定された動作環境では、このバッテリはルータの寿命の間持続します。このバッテリ

は現場交換できません。

（注） Cisco 1805 ルータのリチウム電池が故障した場合には、ルータをシスコに返却して修理する必要があ

ります。バッテリは自分で交換しないでください。バッテリは現場交換できませんが、安全当局の規制

によりこのマニュアルでは次の警告を掲載しています。

警告 電池を正しく交換しないと爆発の危険があります。製造業者が推奨するのと同じまたは同等のタイプ
の電池と交換してください。製造業者の指示に従って使用済み電池を処分してください。ステートメ
ント 1015

シャーシの安全

Cisco 1805 ケーブル ルータのシャーシの背面パネルには、Kensington セキュリティ スロットがありま

す。Kensington ロックダウン機器を使用することにより、ルータをデスクトップまたはその他の平面

に固定できます。

シャーシの図
ここでは、Cisco 1805 ケーブル ルータの正面図と背面図を掲載します。これらの図では電源インター

フェイスと信号インターフェイス、インターフェイス カード スロット、ステータス インジケータの場

所を示します。

図 1-3 に、Cisco 1805 ケーブル ルータの前面パネルを示します。

図 1-3 Cisco 1805 ケーブル ルータの前面パネル

1 システム電源（SYS PWR）LED 2 システム アクティビティ（SYS ACT）LED

12
23

29

1 2

SYS
PWR

SYS
ACT

Cisco 1800 Series
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第 1 章      製品の説明        

  インターフェイス番号
図 1-4 に、Cisco 1805 ケーブル ルータの背面パネルを示します。

図 1-4 Cisco 1805 ケーブル ルータの背面パネル

インターフェイス番号
Cisco 1805 ケーブル ルータの各インターフェイス（ポート）は番号で識別されています。Cisco 1805 
ケーブル ルータには次の Wide-Area Network（WAN; ワイドエリア ネットワーク）および Local-Area 
Network（LAN; ローカルエリア ネットワーク）インターフェイスがあります。

 • 2 つのオンボードのファスト イーサネット LAN インターフェイス

 • スロット 0：Cisco ケーブル モデム HWIC

 • スロット 1：Cisco 4 ポート 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC

スロットの番号形式は「インターフェイスの種類（0）/スロット番号 /インターフェイス番号」です。

「表 1-3」 に、インターフェイスの番号についてまとめています。

1 入力電源接続部 8 CompactFlash メモリ カード スロット

2 オン /オフ スイッチ 9 CompactFlash LED
3 スロット 0（ケーブル モデム HWIC） 10 AIM LED
4 コンソール ポート 11 USB ポート

5 ファスト イーサネット ポートと LED 12 AUX ポート

6 Kensington セキュリティ スロット 13 シャーシ アース接続部

7 スロット 1（4ESW HWIC）

23
25

05

FE 0/0 AUX

FE 0/1 CONSOLE CISCO 1841

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION
CF AIM

FDX
100

LINK

FDX
100

LINK

100-240 VAC-
1 A

50/60 Hz

SLOT 0SLOT 1

LINKUS
ONLINEHWIC-

CABLE-D-2
POWER

DS

CABLE

HWIC
4ESW

PWR 3x LNK PWR 2x LNK PWR 1x LNK PWR 0x LNK

37 46 5 12

88 9 125 13
11

10

表 1-3 インターフェイス番号 

スロット番号 スロットの種類 スロット番号の範囲 例

オンボードのポート ファスト イーサネット 0/0 および 0/1 interface fastethernet 0/0

スロット 0 HWIC 0/0/0 ～ 0/0/3 cable-modem 0/0/0

line async 0/0/0

スロット 1 HWIC 0/1/0 ～ 0/1/3 fastethernet 0/1/0

line async 0/1/0
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第 1 章      製品の説明

  仕様  
仕様
「表 1-4」 に、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの仕様を示します。

「表 1-5」 に、Cisco 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC の LED の一覧を示します。

表 1-4 Cisco 1805 ケーブル ルータの仕様 

説明 仕様

寸法（高さ×幅×奥行） ゴム製の脚なし：4.4× 34.3× 27.4 cm（1.73× 13.5× 10.8 インチ） 
 

ゴム製の脚あり：高さ 4.75 cm（1.87 インチ）

重量 2.77kg（6.1 ポンド）

入力電圧、AC 電源 100 ～ 240 VAC、オートレンジング

周波数 47 ～ 63 Hz
消費電力 無負荷状態の装置では最大 20W。 

2 つの WIC と 1 つの AIM が取り付けられた状態では、消費電力

は 50W 未満。

コンソール /AUXポート RJ-45 コネクタ

動作湿度 5 ～ 95 %、結露なし

動作温度 0 ～ 40°C（32 ～ 104°F）
非動作時温度衝撃 最小 5°C（9°F）/分で -13 ～ 158°C（-25 ～ 70°F）
ノイズ レベル 通常動作温度（26°C（78°F）未満）：34 dBa 

26°C（78°F）～ 40°C（104°F）：37 dBa 
40°C（104°F）以上：42 dBa

適合規格 適合規格の詳細については、『Regulatory Compliance and Safety 
Information for Cisco 1840 Routers』（オンライン）を参照してくだ

さい。 
電磁適合性 FCC Part 15 クラス A 
安全規格 UL 60950、CSA 60950、IEC 60950、EN 60950、AS/NZS 3260、

NOM-019-SCFI-1998

表 1-5 Cisco 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC の LED

 LED 色 意味 状態

LNK グリーン  リンク ステータス オン：リンク パルスが検出されている 

オフ：リンク パルスが検出されていない 
ILP グリーンまたは

オレンジ 
 インライン パワー 
ステータス 

グリーン：装置に電源供給中 

オレンジ（点滅）：電源供給の異常また

は遮断 

オレンジ：管理操作により電源停止 

消灯：外部装置が検出されていない、ま

たはインライン パワー オプションがイ

ンストールされていない
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第 1 章      製品の説明        

  仕様
「表 1-6」 に Cisco ケーブル モデム HWIC の LED の仕様を示します。

表 1-6 Cisco ケーブル モデム HWIC の LED 

LED 状態 説明

US 点滅 ケーブル モデムが DOCSIS チャネルをスキャンしていて、

アップストリーム信号をロックオンしようとしている。

点灯 ケーブル モデムが US DOCSIS チャネルにロックオンして

いる。

ONLINE 点滅 ケーブル モデムがルータとの接続を確立中。

点灯 ケーブル モデムがルータと同期されている。

LINK オン CPE 装置が接続されていない状態でリンクがアクティブで

あり、ケーブル モデムがデータをブリッジングしていない。

点滅 ケーブル モデムがケーブル モデム動作状態でデータをブ

リッジングしている。

（注） LINK LED はケーブル モデムで開始または終了す

るデータ トラフィックの場合は点滅しません。

POWER オン ケーブル モデムの電源がオンになっている。

点灯 Power-On Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）後

は点滅しない。

レッド セルフテストが失敗した。
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C H A P T E R 2

Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置
準備の要件と計画

この章では、設置場所の要件と、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置に必要な機器について説

明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「安全上の注意」（P.2-1）

 • 「一般的な設置環境の条件」（P.2-3）

 • 「インストレーション チェックリスト」（P.2-4）

 • 「サイト ログ」（P.2-5）

 • 「ルータの梱包内容の確認」（P.2-6）

 • 「インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具および機器」（P.2-6）

（注） システムの設置、操作、修理を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1840 Routers』をお読みの上、安全に関する重要情報とこのガイドに記載されている警告の意味を確認

してください。

安全上の注意
安全を確保するために、次の注意事項に従ってください。

 • インストレーションの作業中および作業後は、シャーシ周辺を常に清潔にしておいてください。

 • シャーシ カバーを取り外す場合は、安全な場所に保管してください。

 • 工具およびシャーシ コンポーネントが通行の妨げにならないようにしてください。

 • シャーシに引っ掛かるような衣服は着用しないでください。ネクタイやスカーフは固定し、袖はま

くり上げてください。

 • 眼を傷つける可能性がある場合は、作業時に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。

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004
2-1
 ルータ ハードウェア インストレーション ガイド       

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800/1800rcsi.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/1800/1800rcsi.htm


第 2 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件と計画            

  安全上の注意
警告 ブランクの前面プレート（フィラー パネル）には、3 つの重要な役割があります。シャーシ内の危険
な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への EMI の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の
空気の流れを適切な状態に保つことです。必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および
背面カバーをスロットに正しく取り付けた状態で、システムを運用してください。ステートメント 
1029

警告 けがやシャーシの破損を防ぐため、モジュール（電源、ファン、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、傾けたりしないでください。これらのハンドルは、装置の重さを支えるよ
うには設計されていません。ステートメント 1032

警告 この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。ステートメン
ト 1040

警告 装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメ
ント 1046

電気機器の安全な取り扱い

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。

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告 装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。ステートメ
ント 1046

 • 作業を行う室内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、ただちに電源を切ることができます。

 • 次の作業を行う場合は、事前にすべての電源を切断してください。

 – シャーシの取り付けまたは取り外し

 – 電源装置付近での作業

 – シャーシの上部カバーの取り外し

 • 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や擦り切れた電源コードがないか、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。

 • 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

 • 回路の電源が切断されているとは思い込まないでください。必ず確認してください。
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第 2 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件と計画

  一般的な設置環境の条件  
 • ルータの内部電源装置の格納ラックは決して開かないでください。

 • 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。

 – 負傷しないように注意してください。

 – 装置につながる電源をオフにしてください。

 – 可能であれば、医療援助を求めるために誰か別の人を呼んでもらうようにしてください。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。

さらに、電源から切断されていても、電話回線またはネットワーク配線に接続されている装置を扱う場

合には、次の注意事項に従ってください。

 • 雷が発生しているときには、電話線の接続を行わないでください。

 • 防水設計されていない電話ジャックは、湿気の多い場所に取り付けないでください。

 • 電話回線がネットワーク インターフェイスから切り離されている場合以外、絶縁されていない電

話ケーブルや端子には、触れないでください。

 • 電話回線の設置または変更は、十分注意して行ってください。

静電破壊の防止 
Electrostatic Discharge（ESD; 静電気放電）により、装置や電子回路が損傷を受けることがあります

（静電破壊）。静電破壊は電子プリント回路カードの取り扱いが不適切な場合に発生し、故障または間欠

的な障害をもたらします。モジュールの取り付けおよび取り外しを行うときは、静電破壊を防止するた

め、次の指示に従ってください。

 • ルータのシャーシが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 ストラップは、必ず肌に密着させて着用してください。シャーシ フレームの

塗装されていない面にクリップを取り付けて、不要な静電気を安全にアースしてください。静電破

壊や感電を防止するには、リスト ストラップとコードを正しく取り付ける必要があります。

 • 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ることによって、自分の静電気を逃

がしてください。

注意 装置の安全のために、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 Mohm でなければなりません。

一般的な設置環境の条件
ここでは、ルータの安全な設置と稼動に必要な設置環境の条件について説明します。設置場所での準備

が適切に行われていることを確認してから、設置を始めてください。既存の装置がシャットダウンした

り、エラーの発生が極端に高い場合には、ここで説明する情報も、障害の原因の特定や今後発生する可

能性のある問題の防止に役立ちます。
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第 2 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件と計画            

  インストレーション チェックリスト
電源装置に関する考慮事項

設置場所の電源を調べ、クリーンな電力（スパイクやノイズのない電力）が供給されていることを確認

してください。必要に応じて、電力調整器を取り付けてください。

警告 この装置は、TN および IT 電源システムに接続するように設計されています。ステートメント 1007

AC 電源には次の機能があります。

 • 110V または 220V の動作電圧を自動選択する。

 • すべての装置に 1.8 m（6 フィート）の電源コードがある（電源コード付近のラベルに装置の正し

い電圧、周波数、電流引き込み、および消費電力が記載されています）。

設置場所の環境

Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータは卓上での設置を前提として設計されています。

ルータの設置場所は、正常な動作を実現するうえで非常に重要な考慮事項です。複数の装置を近づけて

設置したり、換気が不十分であったり、手の届かないパネルがあったりすると、誤操作やシャットダウ

ンの原因となり、メンテナンスが困難になります。ルータの前面パネルおよび背面パネルに手が届くよ

うにしてください。

設置場所のレイアウトや装置の配置を決めるときは、装置の故障が発生したり、周囲の環境によって

シャットダウンが起こらないように、「設置場所の構成」（P.2-4）に記載されている注意事項に従って

ください。現時点で既存の装置がシャットダウンしたり、エラーの発生頻度が極端に多い場合には、

この注意事項が、障害の原因の特定や今後発生する可能性のある問題の防止に役立ちます。

設置場所の構成

次の注意事項は、ルータの動作環境を適切にし、環境条件による装置の障害を防止するのに役立ちま

す。

 • ルータを設置する部屋の空気循環が十分であることを確認してください。電気機器は放熱します。

十分に空気循環されていないと、室内の温度が高くなり、機器を許容動作温度まで冷却できなくな

る場合があります。

 • 装置への損傷を防ぐため、必ず「静電破壊の防止」（P.2-3）に記載されている静電破壊防止手順に

従ってください。静電破壊は、装置の故障または間欠的な障害の原因になります。

 • シャーシ カバーおよびモジュール背面パネルが固定されていることを確認してください。未使用

のインターフェイス カード スロットにはフィラー パネルを取り付ける必要があります。シャーシ

は、特殊設計の冷却スロットを通して、内部に冷気が送り込まれるように設計されています。

シャーシが開いていると、空気が漏れるため、内部コンポーネントの空気の流れが妨げられ、滞り

ます。

インストレーション チェックリスト
このインストレーション チェックリストのサンプルは、新しいルータを取り付ける際の項目と手順を

示したものです。このチェックリストをコピーして、各項目が完了したらマークを付けてください。各

ルータのチェックリストのコピーは、サイト ログに添付してください（「サイト ログ」（P.2-5）を参

照）。
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第 2 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件と計画

  サイト ログ   
サイト ログ
サイト ログには、ルータに関するすべての作業を記録します。ルータの作業者全員がすぐに参照でき

るように、サイト ログはシャーシのそばに保管してください。ルータのインストレーションおよびメ

ンテナンス作業の確認には、インストレーション チェックリストを使用してください。サイト ログに

は、次のような内容を記録します。

 • インストレーションの進行状況：インストレーション チェックリストのコピーをサイト ログに添

付します。各作業の完了時に関連情報を記録します。

 • アップグレードおよびメンテナンス作業：サイト ログを、ルータのメンテナンスおよび拡張履歴

として使用します。サイト ログには、次のようなイベントを記録します。

 – ネットワーク モジュールの設置

 – ネットワーク モジュールの取り外し、交換、およびアップグレード 

 – コンフィギュレーションの変更

 – メンテナンスのスケジュールおよび要件

 – 行ったメンテナンス作業の内容

 – 間欠的に発生する問題

 – コメントおよび付記

インストレーション チェックリスト：設置場所___________________________________________

ルータ名_______________________________________________________

作業 確認者 日付

インストレーション チェックリストのコピー

サイト ログに記録された背景情報

設置場所の電圧確認

設置場所の電力チェック完了

必要な工具の確認

追加機器の確認

ルータの受領

製品登録カードの受領

Cisco.com 連絡先情報が記載されたラベルの受領

シャーシ コンポーネントの確認

最初の電源投入の完了

ASCII 端末（ローカル コンフィギュレーションの場合）

またはモデム（リモート コンフィギュレーションの場合）

の確認

信号距離制限の確認

起動シーケンスの完了

初期動作の確認

ソフトウェア イメージの確認
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第 2 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件と計画            

  ルータの梱包内容の確認
ルータの梱包内容の確認
設置準備が完了するまでは、ルータを開梱しないでください。最終的な設置場所の準備ができるまで時

間がかかるときは、損傷を防止するために、シャーシを梱包した状態で保管しておいてください。

ルータ、ケーブル、マニュアル類、およびオプションで発注した機器は、複数の梱包パッケージで出荷

されることがあります。

インストレーションおよびメンテナンス作業に必要な工具お
よび機器

ルータおよびコンポーネントの取り付けやアップグレードには、次の工具および機器が必要です。

 • 静電気防止用コードおよびリスト ストラップ

 • 2 番のプラス ドライバー

 • マイナス ドライバー：小型 0.48 cm（3/16 インチ）、中型 0.63 cm（1/4 インチ）

 – モジュールの取り付けと取り外し

 – カバーの取り外し（メモリまたは他のコンポーネントをアップグレードする場合）

 • ワイヤ圧着工具

 • ルータのシャーシをアース接続するための AWG 14 ワイヤ

また、使用を計画しているモジュールの種類によっては、ポートを外部ネットワークに接続するために

次の機器が必要になる場合があります。

 • WAN および LAN ポート接続用ケーブル（設定による）

（注） ケーブル仕様の詳細については、『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を

参照してください。

 • イーサネット（LAN）ポート接続用ネットワーク インターフェイス カード付きイーサネット ハブ

または PC

 • 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストップ ビットに設定されているコンソール ター

ミナル（ASCII 端末、またはターミナル エミュレーション ソフトウェアを実行している PC）

 • リモート管理アクセス用の AUX ポートへ接続するためのモデム

 • シリアル インターフェイスに応じた Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）または 
Channel Service Unit/Data Service Unit（CSU/DSU; チャネル サービス ユニット /データ サービス 
ユニット）

 • 組み込み CSU のない CT1/PRI モジュールに対する外部 CSU

 • ISDN BRI S/T インターフェイス対応の NT1 装置（サービス プロバイダーから提供されていない

場合）
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの
シャーシ取り付け手順

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータを物理的にセットアップする方法について説明しま

す。説明する内容は、次のとおりです。

 • 「シャーシのセットアップ」（P.3-2）

 • 「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-5）

（注） システムの設置、操作、修理を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1840 Routers』をお読みの上、安全に関する重要情報とこのガイドに記載されている警告の意味を確認

してください。

内部コンポーネント

ルータの内部コンポーネントは次のとおりです。

 • SDRAM

 • Advanced Integration Module（AIM）

プラグイン コンポーネント

次のコンポーネントはルータのシャーシに接続します。

 • Cisco ケーブル モデム High-speed WAN Interface Card（HWIC; 高速 WAN インターフェイス カー

ド）

 • Cisco 10/100BASE-T イーサネット スイッチ HWIC

 • CompactFlash メモリ カード
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シャーシのセットアップ
Cisco 1805 ケーブル ルータ は卓上または壁に取り付けることができます。ネットワークに最適なセッ

トアップを選択します。

 • 「卓上でのシャーシの設置」（P.3-2）

 • 「壁面へのシャーシの取り付け」（P.3-2）

注意 前面パネルのベゼルは、Cisco 1805 ケーブル ルータ から取り外さないでください。これは本製品の格

納ラックの一部で、外部からの異物がルータに入ることによる損害の防止、電磁波干渉（EMI）からの

保護、シャーシ内での冷却用空気の適切な誘導を行うためのものです。

卓上でのシャーシの設置

Cisco 1805 ケーブル ルータは卓上または棚に設置できます。Cisco 1805 ケーブル ルータ の出荷時には

ゴム製の脚がシャーシに取り付けられており、空気が循環できるようになっています。

警告 けがやシャーシの破損を防ぐため、モジュール（電源、ファン、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、傾けたりしないでください。これらのハンドルは、装置の重さを支えるよ
うには設計されていません。ステートメント 1032

注意 ルータの上に 4.5 kg（10 ポンド）を超えるものを乗せないでください。ルータの上に重いものを乗

せると、シャーシが損傷することがあります。

シャーシのアース

ルータを設置した後、シャーシを信頼性の高いアースに接続する必要があります。シャーシのアース接

続の手順については、「シャーシのアース接続の取り付け」（P.3-5）を参照してください。

壁面へのシャーシの取り付け

警告 この装置は、壁に取り付けることを想定したものです。取り付けを開始する前に、壁面への取り付け
手順を入念に読んでください。ハードウェアを正しく使用しなかった場合、または正しい手順に従わ
なかった場合には、大けがをしたり、システムが損傷したりすることがあります。ステートメント 
248

Cisco 1805 ケーブル ルータは 6 番の 3/4 インチのネジ 2 本と、ルータ下部のマウント機能で壁面に設

置することができます（図 3-1を参照）。ネジはユーザが準備する必要があります。なべネジまたは丸

ネジの使用を推奨します。
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図 3-1 Cisco 1805 ケーブル ルータの壁面設置機能

ルータを壁などの平面に取り付けるには、次の手順を実行します。

ステップ 1 ネジ 2 本を横に 15.2 cm（6 インチ）離して壁などの垂直な平面に取り付けます。

ネジは壁面から 0.6 cm（1/4 インチ）出ている必要があります。

ステップ 2 ルータからゴム製の脚を取り外します。

ステップ 3 前面パネルを下向きにして、ルータをネジに掛けます。この向きでの使用が最も安全です（図 3-2 を参

照）。

1 壁面設置機能

10
31

62

11

6.006.00 15.2 cm15.2 cm6.00 15.2 cm
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  シャーシのセットアップ
図 3-2 壁への Cisco 1805 ケーブル ルータの取り付け

注意 ネジを乾式壁に取り付ける場合は、中空壁面取り付け用金具（1/8 インチ× 5/16 インチ）を使用し

てネジを固定します。ネジが正しく固定されていないと、ルータの背面パネルに接続されている

ケーブルが引っ張られた場合にルータが壁から落ちることがあります。

1 壁 3 ルータ

2 ネジの取り付け
10

31
63

1

2

3
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シャーシのアース接続の取り付け

警告 この装置には、アースを施す必要があります。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動させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっきりしな
い場合には、電気検査機関または電気技師に確認してください。ステートメント 1024

シャーシはアース ラグと 14 AWG（2 mm2）のワイヤを使用して信頼性の高いアースに接続する必要

があります。Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータでアース接続を取り付けるには、次の手順を実行し

ます。

ステップ 1 アース線の一方の端部をはぎ取り、導体を約 20 mm（3/4 インチ）露出させます。

ステップ 2 緑色の 14 AWG アース線を、ルータの背面パネルにある UL 規格 /CSA 認証リング端子に圧着します。

このリング端子は 6 番の接地ネジに適したサイズとなっています。圧着工具は、リング型ラグ端子メー

カーが推奨するものを使用してください。

ステップ 3 シャーシにリング端子を取り付けます。ケーブル ルータでの取り付け位置は図 3-3 を参照してくださ

い。2 番のプラス ドライバーと、アース ラグに付属のネジを使用します。0.9 ～ 1.1 N-m（8 ～ 10 イ
ンチ ポンド）のトルクでネジを締めます。

図 3-3 Cisco 1805 ルータでのシャーシのアース接続

ステップ 4 アース線のもう一方を設置場所の既知の信頼性の高いアース ポイントに接続します。アース接続が適

切かどうかについては、資格を持った電気技術者にお問い合わせください。

ルータが取り付けられ、アースが適切に施されたら、必要に応じて WAN ケーブルと LAN ケーブルを

接続できるようになります。

23
25

06
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの
ケーブル情報と仕様

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ のコンソール ポート、AUX ポート、ネットワーク 
ポートについてのケーブル情報と仕様について説明します。説明する内容は、次のとおりです。

 • 「コンソール /AUX ポートに関する考慮事項」（P.4-1）

 • 「ネットワーク接続の準備」（P.4-2）

ケーブルの接続手順については、「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータのケーブル接続手順」を参照し

てください。

コンソール /AUX ポートに関する考慮事項
ルータには、非同期シリアル コンソール ポートと AUX ポートが付いています。コンソール ポートと 
AUX ポートにより、コンソール ポートに接続されているコンソール端末を使用してルータにローカル 
アクセスしたり、AUX ポートに接続されているモデムを使用してリモート アクセスすることができま

す。このセクションでは、ルータをコンソール端末またはモデムに接続する前に考慮する必要がある、

ケーブル接続に関する重要情報について説明します。

コンソール ポートと AUX ポートの大きな違いは、AUX ポートがフロー制御をサポートしているのに

対して、コンソール ポートがこれをサポートしていないことです。フロー制御は、送信側装置と受信

側装置間のデータ伝送を調整します。フロー制御により、送信側装置が次のデータを送信する前に、受

信側装置で確実にデータを取り込むことができます。受信側装置のバッファが一杯になると、送信側装

置へメッセージが送られ、バッファ内のデータが処理されるまで、送信が中断されます。AUX ポート

はフロー制御をサポートしているので、高速モデム伝送に最適です。コンソール端末はモデムより伝送

速度が遅いので、コンソール端末にはコンソール ポートが適しています。

コンソール ポート接続

ルータには、EIA/TIA-232 非同期シリアル コンソール ポート（RJ-45）が付いています。使用する

ケーブルおよびアダプタに応じて、このポートは、ケーブルの終端において Data Terminal Equipment
（DTE; データ端末装置）または Data Communications Equipment（DCE; データ通信装置）として認識

されます。

ルータには、ターミナル エミュレーション ソフトウェアを実行しているパソコンに接続するための 
RJ-45/DB-9 ケーブルが付属しています。

ルータを ASCII 端末に接続するには、RJ-45/DB-9 ケーブルおよび DB-9/DB-25 アダプタ（付属）を

使用します。
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コンソール ポートのデフォルト パラメータは、9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストッ

プ ビットです。コンソール ポートは、モード制御をサポートしていません。コンソール端末の設置に

関する詳細は、「コンソール端末またはモデムへの接続」（P.5-3）を参照してください。

ケーブルおよびポートのピン割り当てについては、Cisco.com で提供されている『Cisco Modular 
Access Router Cable Specifications』を参照してください。

AUX ポート接続

ルータには、フロー制御をサポートする EIA/TIA-232 非同期シリアル AUX ポート（RJ-45）が付いて

います。使用するケーブルおよびアダプタに応じて、このポートは、ケーブルの終端において DTE ま
たは DCE として認識されます。

ルータには、モデムに接続するための RJ-45/DB-9 ケーブルと DB-9/DB-25 アダプタが付属していま

す。

AUX ポートへの装置接続に関する詳細については、第 5 章「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの

ケーブル接続手順」の「コンソール端末またはモデムへの接続」を参照してください。

ケーブルおよびポートのピン割り当てについては、Cisco.com で提供されている『Cisco Modular 
Access Router Cable Specifications』を参照してください。

ネットワーク接続の準備
ルータをセットアップするときは、距離制限および該当する地域および国際規定に定められている 
Electromagnetic Interference（EMI; 電磁波干渉）を考慮してください。

次のセクションでは、一部のネットワーク インターフェイスに対するネットワーク接続の考慮事項に

ついて説明しています。

 • 「イーサネット接続」（P.4-2）

ネットワーク接続およびインターフェイスに関する詳細については、次のオンライン マニュアルを参

照してください。

 • 『Cisco Interface Cards Installation Guide』

 • 『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』

イーサネット接続

Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE; 米国電気電子学会）は、イーサネットを IEEE 
802.3 標準として規定しました。Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ でのイーサネット実装は次の通

りです。

 • 100BASE-T：2 ペアのカテゴリ 5 または Unshielded Twisted-Pair（UTP; シールドなしツイストペ

ア）ストレート RJ-45 ケーブル。最大セグメント長は 328 フィート（100 メートル）。

 • 10BASE-T：UTP ケーブル上のイーサネット。最大セグメント長は 328 フィート（100 メート

ル）。UTP ケーブルは普通の電話で使用するケーブルと類似していますが、UTP ケーブルは電話の

ケーブルでは満たさない電気規格を満たしています。

イーサネット ケーブル、コネクタ、およびピン割り当てに関する詳細については、『Cisco Modular 
Access Router Cable Specifications』を参照してください。
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シリアル DTE または DCE 装置

同期シリアル インターフェイス経由で通信する装置は、DTE または DCE 装置です。DCE 装置は装置

とルータの間の通信を調整するクロック信号を生成します。DTE 装置はクロック信号を生成しません。

DTE 装置は通常、DCE 装置に接続します。装置のマニュアルには、装置が DTE 装置と DCE 装置のど

ちらであるかが記載されているはずです（装置によっては、DTE モードと DCE モードを選択するため

のジャンパがあります）。「表 4-1」 は代表的な DTE 装置と DCE 装置の一覧です。

サポートされている信号規格

ルータで使用できる同期シリアル ポートは、EIA/TIA-232、EIA/TIA-449、V.35、X.21、EIA-530 の
各信号規格をサポートしています。指定した規格に適しているコネクタを備えた Cisco DB-60 シール

ド シリアル トランジション ケーブルを注文できます。接続する装置のマニュアルに、装置で使用され

ている規格が記載されているはずです。シールド シリアル トランジション ケーブルのルータ側の端に

は DB-60 コネクタがあります。このコネクタはシリアル WAN Interface Card（WIX; WAN インター

フェイス カード）の DB-60 ポートに接続します。シリアル トランジション ケーブルのもう一方の端

には、指定したコネクタがあります。

同期シリアル ポートは、取り付けられているケーブルによって DTE と DCE のいずれかに設定できま

す（ただし EIA-530 では DTE にしか設定できません）。

（注） DTE に設定されたすべてのシリアル ポートで、Channel Service Unit/Data Service Unit（CSU/DSU; 
チャネル サービス ユニット /データ サービス ユニット）またはその他の DCE 装置からの外部クロッ

キングが必要になります。

距離制限

どのビット レートでも、シリアル信号を伝送できる距離には制限があります。通常、データ レートが

遅い方が距離は長くなります。すべてのシリアル信号は距離制限の影響を受けます。この距離を超過す

ると、信号は大幅に劣化するか、完全に消失します。

「表 4-2」 は、シリアル インターフェイスの種類ごとに推奨される最大速度と距離です。しかし、発生

しうる電気関連の問題を理解した上で対処すれば、ここに記載されている速度や距離を超えても十分な

結果が得られる場合があります。

表 4-1 代表的な DTE 装置と DCE 装置

装置の種類 オス /メス 代表的な装置

DTE オス型1

1. ピンがコネクタの基部から突き出ている場合、コネクタはオス
型です。

 • 端末

 • パソコン

DCE メス型2

2. コネクタにピンを差し込むための穴がある場合、コネクタはメ
ス型です。

 • モデム

 • CSU/DSU

 • マルチプレクサ
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平衡型ドライバを使用すると、EIA/TIA-449 信号を EIA/TIA-232 信号より遠くに伝送できます。通

常、EIA/TIA-449 と EIA-530 は 2 Mbps のレート、V.35 は 4 Mbps のレートをサポートしています。

非同期 /同期シリアル モジュールのボー レート

次のボーレートの制限は、非同期 /同期シリアル モジュールの低速シリアル インターフェイスに適用

されます。

 • 非同期インターフェイス：最大ボー レートは 115.2 kbps です。

 • 同期インターフェイス：最大ボー レートは 128 kbps で、全二重方式です。

表 4-2 シリアル信号の伝送速度と距離 

EIA/TIA-232 規格での距離

EIA/TIA-449、X.21、V.35、EIA-530 規格での

距離

速度（bps） フィート メートル フィート メートル

2400 200 60 4100 1250
4800 100 30 2050 625
9600 50 15 1025 312
19200 25 7.6 513 156
38400 12 3.7 256 78
56000 8.6 2.6 102 31
1544000 (T1) — — 50 15
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの
ケーブル接続手順

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ を電源、ネットワーク、および外部装置に接続する

手順について説明します。この章の内容は次のとおりです。

 • 「電源の接続」（P.5-1）

 • 「WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続」（P.5-2）

 • 「コンソール端末またはモデムへの接続」（P.5-3）

ケーブルの情報と仕様については、「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータのケーブル情報と仕様」の章

を参照してください。

（注） システムの設置、操作、修理を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1840 Routers』をお読みの上、安全に関する重要情報とこのガイドに記載されている警告の意味を確認

してください。

電源の接続

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

（注） インストレーションは、設置場所に適用されるすべての電気規則に適合している必要があります。

ルータは、過電流保護機構を備えた 15 A、120 VAC（10 A、240 VAC）の回路に接続します。

（注） AC 電源の場合、入力電圧の許容限度は 85 VAC および 264 VAC です。

警告 この製品は設置する建物にショート（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。保護装置の定格が 15 A、120 VAC（10 A、240 VAC）を超えていないことを確認してくださ
い。ステートメント 1005
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WAN ケーブルおよび LAN ケーブルの接続
ここでは、WAN および LAN インターフェイス ケーブルの接続手順について説明します。具体的な内

容は、次のとおりです。

 • 「ポートおよびケーブル接続」（P.5-2）

 • 「接続手順および注意事項」（P.5-3）

（注） ルータには通常 1 本または 2 本のイーサネット ケーブルが付属しています。追加用のネットワーク接

続ケーブルやトランシーバはシスコに注文できます。発注方法については、製品を購入されたシスコ代

理店にお問い合わせください。ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco Modular Access Router 
Cable Specifications』（オンライン文書）を参照してください。

警告 雷が発生しているときには、システムを使用したり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくださ
い。ステートメント 1001

ポートおよびケーブル接続

「表 5-1」 に、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ の一般的な WAN および LAN 接続についてまとめ

ています。

表 5-1 WAN および LAN 接続 

ポートまたは接続

ポート タイプ、

カラー1

1. ケーブルのカラー コードは、シスコ製ケーブル独自のものです。

接続先 ケーブル

ファースト イーサ

ネット（FE）
RJ-45、イエロー イーサネット ハブ ルータへの接続にはクロス型

スイッチへの接続にはスト

レート型

E1 WAN RJ-48C E1 ネットワークまたは 
CSU/DSU

RJ-48 E1 ストレート（PBX 
およびその他のすべての機器

に接続する場合はクロス型）

56/64-kbps  
CSU/DSU

8 ピン モジュラ RJ-48S インターフェイス RJ-48 ストレート
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接続手順および注意事項

各 WAN および LAN ケーブルをシャーシまたはインターフェイス カード上の該当するコネクタに接続

します。

 • コネクタに負担がかからないように、ケーブルを注意深く配置します。

 • ケーブルが絡まないように、ケーブルをまとめて束ねます。

 • ケーブルの配線と曲げ半径に問題がないかどうかを点検します。必要に応じて、ケーブルの位置を

再調整します。

 • 設置環境の条件に従ってケーブル タイを取り付けます。

ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照して

ください。

コンソール端末またはモデムへの接続
ご使用のルータには、非同期シリアル コンソール ポートと AUX ポートが付いています。これらの

ポートにより、ローカル（コンソール端末または PC を使用）またはリモート（モデムを使用）でルー

タに管理アクセスを行うことができます。

コンソール端末、PC、またはモデムにルータを接続できるように、シスコでは次のケーブルとアダプ

タを提供しています。

 • コンソール ケーブル（RJ-45/DB-9、ブルー）× 1

 • モデム アダプタ（DB-9/DB-25）× 1

ここでは、コンソール端末または PC をコンソール ポートに接続する手順、およびモデムを AUX ポー

トに接続する手順について説明します。

ケーブルのピン割り当てについては、『Cisco Modular Access Router Cable Specifications』を参照して

ください。

コンソール ポートとの接続

Cisco IOS コマンドライン インターフェイス（CLI）によりルータを設定するには、ルータ コンソール 
ポートを端末またはパソコンに接続します。この接続に必要なケーブルはルータに付属しています。

パソコンには HyperTerminal または同様のターミナル エミュレーション ソフトウェアがインストール

されている必要があります。ソフトウェアには 9600 ボー、8 データ ビット、パリティなし、1 ストッ

プ ビット、モード制御なしの各パラメータを設定します。Cisco IOS ソフトウェアによるルータの設定

の詳細については、Cisco 1800 シリーズのルータ ソフトウェア設定に関するマニュアルを参照してく

ださい。

ルータを端末またはパソコンに接続するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 水色のコンソール ケーブルの RJ-45 コネクタがある側の端をルータの水色のコンソール ポートに接続

します（図 5-1 を参照）。
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図 5-1 ルータへのコンソール ケーブルの接続

ステップ 2 ケーブルの DB-9 コネクタがある側の端を端末またはパソコンに接続します。端末または PC に DB-9 
コネクタに対応していないコンソール ポートがある場合、所定のアダプタをポートに取り付ける必要

があります（DB-9/DB-25 アダプターはルータに付属しています）。

（注） モード制御はコンソール ポート上ではできないため、モデムをコンソール ポートに接続することは推

奨されません。モデムは必ず AUX ポートに接続してください。

AUX ポートへの接続

モデムが AUX ポートに接続されている場合、リモート ユーザはルータにダイヤルインしてルータを設

定できます。ルータ アクセサリ キットに同梱されていた水色のコンソール ケーブルと DB-9/DB-25 コ
ネクタ アダプタを使用します。

モデムをルータに接続するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 アダプタ ケーブルの RJ-45 側の端を、ルータにある黒色の AUX ポートに接続します（図 5-2 を参

照）。

1 水色のコンソール ポート 3 パソコンまたは端末へ

2 水色のコンソール ケーブル

23
25

07

12

3

CISCO 1841
100-240 VAC-1 A

50/60 Hz

HWIC
4ESW

PWR 3x LNK PWR 2x LNK PWR 1x LNK PWR 0x LNK

LINKUS
ONLINE

HWIC-CABLE-D-2
POWER

DS

CABLE
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図 5-2 ルータへのモデムの接続

ステップ 2 コンソール ケーブルの DB-9 側の端を、モデム アダプタの DB-9 側の端に接続します。

ステップ 3 モデム アダプタの DB-25 側の端をモデムに接続します。

ステップ 4 モデムとルータの AUX ポートが、同じ伝送速度（最大 115200 bps までサポート）で、Data Carrier 
Detect（DCD; データ キャリア検知）と Data Terminal Ready（DTR; データ端末動作可能）操作が可

能なモード制御に設定されていることを確認してください。

1 AUX ポート（RJ-45） 3 DB-9/DB-25 モデム アダプタ

2 水色のコンソール ケーブル 4 モデム

23
25

08

12

3 4

CISCO 1841
100-240 VAC-1 A

50/60 Hz

HWIC
4ESW

PWR 3x LNK PWR 2x LNK PWR 1x LNK PWR 0x LNK

LINKUS
ONLINE

HWIC-CABLE-D-2
POWER

DS

CABLE
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの起動
手順

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータを起動し、ネットワーク アクセスできるように初期

設定を行う手順について説明します。この章の内容は次のとおりです。

「Cisco 1805 ケーブル ルータの起動」（P.6-1）

「LED インジケータの確認」（P.6-3）

「ハードウェア構成の確認」（P.6-3）

「ルータの初期設定」（P.6-4）

（注） システムの設置、操作、修理を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1840 Routers』をお読みの上、安全に関する重要情報とこのガイドに記載されている警告の意味を確認

してください。

Cisco 1805 ケーブル ルータの起動

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に手が届く状態にしておいて
ください。ステートメント 1019

警告 ブランクの前面プレート（フィラー パネル）には、3 つの重要な役割があります。シャーシ内の危険
な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への EMI の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の
空気の流れを適切な状態に保つことです。必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および
背面カバーをスロットに正しく取り付けた状態で、システムを運用してください。ステートメント 
1029

注意 十分に冷却されるよう、必ずルータのカバーが完全に閉じた状態で稼動してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

 • 「起動チェックリスト」（P.6-2）

 • 「起動手順」（P.6-2）
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次の手順を完了してから Cisco ルータを起動してください。

 • シャーシをしっかりと取り付けてアース接続をする。

 • 電源コードおよびインターフェイス ケーブルを接続する。

 • 外付け CompactFlash メモリ カードがスロットに正しく装着されていることを確認する。

 • PC をルータのコンソール ポートに接続する。

 • PC で HyperTerminal または同等の端末エミュレーション ソフトウェアを実行する。適切な PC 
COM ポートを選択する。端末エミュレーション プログラムを 9600 ボー、8 データ ビット、1 ス
トップ ビット、フロー制御なし、パリティなしに設定する。

（注） 初めて起動する場合は、コンソールに直接接続することをお勧めします。初期設定が完了したら、ルー

タ管理にリモート モデム接続を使用できます。

注意 十分に冷却されるよう、必ずルータのカバー、モジュールすべて、カバー プレートを取り付けた状

態で稼動してください。

注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐため、CompactFlash メモリ カードを取り出すために使用して

いないときは、CompactFlash メモリ カードの横にあるイジェクト ボタンが完全に押し込まれた状

態にしてください。

起動手順

シスコのルータを起動し、初期化およびセルフテストの完了を確認する手順は、次のとおりです。この

手順を完了すると、ルータの設定を開始できます。

（注） ターミナル セッションにより起動シーケンスを表示するには、ルータを起動する前に、ルータにコン

ソールを接続しておく必要があります。

ステップ 1 「起動チェックリスト」（P.6-2）に記述されているように、PC が起動し、接続されていることを確認し

ます。

ステップ 2 電源スイッチを ON の位置に移動にします。

次のような状態になります。

 • シャーシ前面の SYS PWR LED が点灯する。

 • ファンが動作する。

シャーシの LED が点灯します。一部の LED は再度消灯します。実際の LED の動作はインストレー

ションによって異なります。

端末エミュレーション プログラム ウィンドウに起動メッセージが表示されます。
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注意 メッセージが停止するまでは、キーボードのキーを押さないでください。この間に押したキーは、

メッセージが停止したときにすべて最初に入力されたコマンドとして解釈されます。そのため、

ルータの電源がオフになったり、再起動したりする場合があります。メッセージの停止には数分か

かります。

起動メッセージが次のラインで終了した場合、setup 機能（システム設定ダイアログ）またはコマンド

ライン インターフェイス（CLI）でルータの初期設定ができます。この後 setup 機能を使用する場合は 
yes と入力し、CLI を使用する場合は no と入力します。

.
--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

（注） rommon 1> プロンプトが表示された場合、システムは ROM モニタ モードで起動しています。

LED インジケータの確認
「表 6-1」 に記載されている LED を確認して、ルータが正しく設置されていることを確認します。

ハードウェア構成の確認
ルータのハードウェア設定を確認するには、次のコマンドを入力します。

 • show version：システム ハードウェアのバージョン、インストールされているソフトウェアの

バージョン、コンフィギュレーション ファイルの名前およびソース、ブート イメージ、搭載され

ている DRAM とフラッシュ メモリの容量が表示されます。

 • show diag：インストールされているコントローラおよびインターフェイス プロセッサに関する診

断情報が表示されます。

表 6-1 LED インジケータ 

LED 色 ステータス

SYS PWR グリーン ルータが正しく起動し、ソフトウェアが正常に機能しています。起動

中または ROM モニタ中はゆっくりと、一定間隔で点滅します。

SYS ACT グリーン いずれかのパケットが WAN または LAN インターフェイスで送受信さ

れている場合、またはシステム アクティビティの監視中に点滅します。

CF グリーンに

点滅

フラッシュ メモリがビジー状態です。この LED が点灯している間は、

CompactFlash メモリ カードを取り出さないでください。
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ルータの初期設定
この項では、次のトピックについて取り上げます。

 • 「初期設定」（P.6-4）

 • 「初期設定の確認」（P.6-4）

 • 「設定の完了」（P.6-4）

初期設定

ルータは、次のいずれかのツールで設定できます。

 • setup コマンド機能：『Cisco 1800 series router software configuration documentation』の

「Basic Software Configuration Using the Setup Command Facility」を参照してください。

 • コマンドライン インターフェイス（CLI）：『Cisco 1800 series router software configuration 
documentation』の「Basic Software Configuration Using the Cisco IOS Command-Line Interface」
を参照してください。

初期設定の確認

新しいインターフェイスが正しく動作しているかどうかを確認するには、次のテストを実行します。

 • インターフェイスが正常に動作し、インターフェイスと回線プロトコルが正しい状態（アップまた

はダウン）になっているかどうかを確認するには、show interfaces コマンドを入力します。

 • IP 用に設定されたインターフェイスのサマリー ステータスを表示するには、show ip interface 
brief コマンドを入力します。

 • 正しいホスト名とパスワードが設定されているかどうかを確認するには、show configuration 
コマンドを入力します。

初期設定を完了し、正常であることが確認できたら特定の機能を設定できます。拡張設定の手順を扱っ

ているマニュアルの検索方法については、「設定の完了」を参照してください。

設定の完了

初期設定を完了し、正常であることが確認できたら特定の機能を設定できます。拡張設定の作業を行う

には、CLI を使用します。

CLI による設定手順については、オンライン マニュアル『Cisco 1800 series software configuration 
documents』を参照してください。ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドには、次の情報が含

まれています。

 • ソフトウェアの基本的な設定

 • 機能のマニュアル

 • トラブルシューティングおよびメンテナンス
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータのトラ
ブルシューティング

Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータで問題が起きた場合は、この章の情報を使用して、ルータの問題

を特定するか、問題の原因となっているルータを撤去してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「問題の解決法」（P.7-1）

 • 「LED の解読」（P.7-4）

 • 「システム メッセージ」（P.7-6）

 • 「パスワードを忘れた場合の回復方法」（P.7-6）

 • 「その他のトラブルシューティング ヘルプ」（P.7-7）

問題の原因を特定できない場合は、その後の処理について製品を購入されたシスコの代理店にお問い合

わせください。テクニカル サポートについては、「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およ

びセキュリティ ガイドライン」（P.-xiv）を参照してください。技術者にお問い合わせの前に、次の情

報を用意しておいてください。

 • シャーシのタイプとシリアル番号

 • 保守契約または保証情報

 • ソフトウェアのタイプとバージョン番号

 • ルータの受領日

 • 問題の概要

 • 問題を特定するために行った手順の概要

問題の解決法
問題を解決するには、ルータの現状と本来あるべき状態を比較することによって、問題が発生している

サブシステムを特定することが重要です。

ルータの LED を確認すると、ルータのパフォーマンスと動作を把握できます。LED については「LED 
の解読」（P.7-4）を参照してください。

問題を解決するときは、ルータの次のサブシステムを検討してください。

 • 電源および冷却システム：外部電源、電源コード、ルータの電源装置、回路ブレーカー、ルータの

ファンを確認します。また、換気や空気循環が不十分でないかも確認します。
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  問題の解決法
 • インターフェイス カード：インターフェイス カードの LED は、障害を識別する際に役立ちます。

 • ケーブル：ルータとネットワークを接続している外部ケーブルを確認します。

電源システムおよび冷却システムのトラブルシューティング

電源の問題のトラブルシューティングには、SYSTEM LED およびファンの両方が役立ちます。次の項

目を確認し、問題を特定します。

正常時の現象

電源スイッチをオンにしたときに、次の状態になれば正常です。

 • SYS PWR LED がグリーンに点灯し、そのまま点滅しない

 • ファンが作動している

障害時の現象

次の現象を確認することによって、電源および冷却システムの障害を特定または除外します。

 • 電源スイッチがオンの状態で、SYS PWR LED が点灯しているるかどうか

 – LED がグリーンに点灯していれば、ルータに電力が供給されていて、正常に機能しています。

 – LED が点灯しない場合は、電源および電源コードを調べてください。

 • 電源スイッチがオンの状態で SYS PWR LED がグリーンに点灯している場合、ファンが作動する

かどうか

 – 作動しない場合、ファンを調べてください。

 – 作動する場合、電源システムが正常に機能しています。

 • 電源スイッチがオンの状態で SYS PWR LED が消灯している場合、ファンが作動するかどうか

 – 作動する場合、ルータに電源が供給されています。ファンは電源の DC 出力に直接接続されて

います。

 – 作動しない場合、電源と電源ケーブルを調べてください。

 • しばらく稼動したあと、ルータがシャットダウンするかどうか

 – シャットダウンの原因が設置環境にないかどうかを確認します。この後の環境レポート機能を

参照してください。

 – 設置環境の条件を満たしているかどうかを確認します。「一般的な設置環境の条件」（P.2-3）
を参照してください。

 – 前面パネルの SYS PWR LED を調べ、電源装置に障害が発生していないかどうかを確認しま

す。グリーンに点灯している場合、電源装置は正常に機能しています。

 • ルータが不完全に起動し、LED が点灯しない場合

 – ルータの前面パネルの SYS PWR LED を調べ、電源装置に障害が発生していないかどうかを

確認します。SYS PWR LED がグリーンに点滅または点灯していれば、電源装置は正常に機能

しています。

 – SYS PWR LED が点灯していない場合は、「シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限

定保証規定」（P.xiii）の保証情報を参照してください。
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  問題の解決法  
環境レポート機能

ルータの動作温度が異常に高くなる場合、次の原因が考えられます。

 • ファン障害

 • 室内の空調障害

 • 冷却ベントへの送風遮断

次の手順を実行し、問題を解決してください。「Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの設置準備の要件
と計画」の章を参照してください。

ケーブル、接続、インターフェイス カードのトラブルシューティング

ネットワークの問題の原因としては、ケーブル、ケーブル接続、インターフェイス カード、またはモ

デム、トランシーバ、ハブ、壁面ジャック、WAN インターフェイス、端末などの外部装置が考えられ

ます。次の現象が生じていないかどうかを確認し、問題を特定します。

 • ルータがカードを認識しない。

 – カードがスロットに正しく装着されていることを確認します。

 – カードの LED を確認します。

 – カードがサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンを使用していることを確認

します。

 • カードが認識されているが、インターフェイス ポートが初期化されない。

 – カードがスロットに正しく装着されていることを確認します。

 – 外部ケーブルの接続を確認します。

 – カードがサポートされている Cisco IOS ソフトウェアのバージョンを使用していることを確認

します。当該のカードのソフトウェア要件を確認します。この要件はカードの設定情報に記載

されています。

 • ルータが正常に起動しない、または継続的または断続的に再起動する。

 – カードがスロットに正しく装着されていることを確認します。

 – ルータのシャーシまたはソフトウェアを確認します。

 • ルータは起動するが、コンソール画面が停止したままである。

 – 外部コンソール接続を確認します。

 – 端末パラメータが次のように設定されているかどうかを確認します。

（a）ルータの設定と同じデータ転送速度（デフォルトは 9600 ボー）

（b）8 データ ビット

（c）1 ストップ ビット

（d）パリティ生成またはパリティ チェックなし

 • 特定のカードを取り外した場合に限り、ルータの電源がオンになり、起動する。

 – カードを確認します。保証および製品を購入された代理店の連絡先の情報については、「シス

コ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限定保証規定」（P.xiii）および「マニュアルの入手

方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン」（P.xiv）を参照してくださ

い。
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  LED の解読
 • 特定のケーブルを取り外した場合に限り、ルータの電源がオンになり、起動する。

 – カードまたはケーブルに問題がある可能性があります。保証および製品を購入された代理店の

連絡先の情報については、「製品概要」の「シスコ製品（ハードウェア）に関する 1 年間の限

定保証規定」および「マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガ
イドライン」を参照してください。

LED の解読
ルータの LED を確認すると、ルータのパフォーマンスと動作を把握できます。システム電源（SYS 
PWR）LED とシステム アクティビティ（SYS ACT）は前面パネルにあります。その他の LED はすべ

て背面パネルにあります。

表 7-1  Cisco 1805 ケーブル ルータの LED インジケータ 

LED インジ

ケータ 状態 意味 考えられる原因および対処方法

SYS PWR 消灯 内部電源装置からの出力があ

りません。

ルータの電源がオンになっていませ

ん。

電源から電力が供給されていません。

入力電力線または接続に不良が発生

しています。

ルータの電源装置の故障。内部電源

装置を交換するには、テクニカル サ
ポートに連絡してください。

グリーンに

点灯

ルータに電力が供給されてい

て、内部電源装置が正常に機

能しています。

正常であることを意味します。処置

は不要です。

グリーンに

点滅

起動中の場合、ルータは正常

に起動しています。

正常であることを意味します。処置

は不要です。

起動後の場合、ルータは ROM 
モニタ モードで動作していま

す。

Cisco 1800 シリーズのソフトウェア

設定マニュアルでルータの再起動お

よび ROM モニタの情報を参照して

ください。

SYS ACT 消灯 パケットが転送されていませ

ん。

インターフェイス カードの接続が機

能していません。

ルータが正しく設定されていません。 

設定を確認し、必要に応じて修正し

てください。

点滅 システムによりパケットの転

送と内部アクティビティの監

視が行われています。

正常であることを意味します。処置

は不要です。
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  LED の解読   
CF 
（CompactFlash 
ビジー）

消灯 CompactFlash メモリへのアク

セスが行われていません。

正常であることを意味します。処置

は不要です。 

CF LED が消灯している場合は 
CompactFlash メモリ カードを取り

外せます。

グリーンに

点滅

CompactFlash メモリ カードに

アクセス中です。

正常であることを意味します。処置

は不要です。

注意 アクセス中の 
CompactFlash メモリ カー

ドを取り出さないでくだ

さい。

FDX 消灯 LED の横にあるファスト イー

サネット ポートが半二重モー

ドで動作しています。

通知目的の表示です。

グリーンに

点灯

LED の横にあるファスト イー

サネット ポートが全二重モー

ドで動作しています。

通知目的の表示です。

100 消灯 LED の横にあるファスト イー

サネット ポートが 10 Mbps で
動作しています。

通知目的の表示です。

グリーンに

点灯

LED の横にあるファスト イー

サネット ポートが 100 Mbps 
で動作しています。

通知目的の表示です。

Link 消灯 LED の横にあるイーサネット 
ポートでファスト イーサネッ

ト リンクが確立されていませ

ん。

イーサネットがアクティブでないか、

接続されていません。 

イーサネット接続を確認してくださ

い。

ルータが正しく設定されていません。

設定を確認し、必要に応じて修正し

てください。

グリーンに

点灯

LED の横にあるイーサネット 
ポートでファスト イーサネッ

ト リンクが確立されています。

正常であることを意味します。処置

は不要です。

AIM 

（Advanced 
integration 
module）

消灯 AIM が取り付けられていませ

ん。

通知目的の表示です。

グリーンに

点灯

AIM はルータによって認識さ

れ、初期化されています。

正常であることを意味します。処置

は不要です。

表 7-1  Cisco 1805 ケーブル ルータの LED インジケータ （続き）

LED インジ

ケータ 状態 意味 考えられる原因および対処方法
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  システム メッセージ
システム メッセージ
ここでは、ルータの動作中に表示される可能性のあるシステム エラー メッセージおよび回復メッセー

ジについて説明します。Cisco IOS ソフトウェアは、外部装置のコンソール端末画面にシステム エラー 
メッセージと回復メッセージを表示します。端末には次のプロンプトのどちらか 1 つが表示される必要

があります。

Router>（ユーザ EXEC コマンド モード）

または

Router#（特権 EXEC コマンド モード）

Cisco IOS ソフトウェアは、30 秒間隔でシステムの状態を確認します。その状態がまだ続いている場合

は、エラー メッセージが再表示されます。エラー状態が解消された場合は、回復メッセージが表示さ

れます。

「表 7-2」 に、最も一般的なシステム エラー メッセージと回復メッセージの一部を示します。

パスワードを忘れた場合の回復方法
イネーブル パスワードは忘れても回復できますが、イネーブル シークレット パスワードは暗号化され

ているので回復できません。ルータに設定されているイネーブル シークレット パスワードを忘れた場

合は、新しいイネーブル シークレット パスワードに置き換えることができます。

パスワードの回復および置換手順については、Cisco.com の『Password Recovery Procedures』を参照

してください。

表 7-2  システム メッセージ

エラー メッセージ 説明

%ENVMON-3-FAN_OK: Fan <ファン番号> 
functional now

説明：

シャーシ内の冷却ファンが作動しています。

%ENVMON-3-FAN_FAIL: Fan <ファン番号> 
is malfunctioning

説明：

シャーシ内の冷却ファンが作動していません。

%CFG-3-CARD_NOT_SUPPORTED: Slot 
<n>.<Card identification from cookie, including at 
least card type, version, revision, and serial 
number>

説明：

検出されたカードが認識されていないか、当該

スロットではサポートされていません。

%CFG-6-UNKNOWN_AIM: AIM module in AIM slot 
<n> is not supported by this IOS image.Card info: 
<Cookie から取得したすべての TLV PEP データ>

説明：

この Cisco IOS イメージには、AIM スロットで

検出された AIM に対するドライバ コードがあり

ません。
7-6
Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-14661-01-J

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/sw/iosswrel/ps1831/products_tech_note09186a00801746e6.shtml


第 7 章      Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータのトラブルシューティング

  その他のトラブルシューティング ヘルプ   
その他のトラブルシューティング ヘルプ
オンラインのトラブルシューティング サポートについては、TAC Case Collection Tool and 
Troubleshooting Assistant にアクセスしてください。

アクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合や、ユーザ名

やパスワードを忘れた場合は、ログイン ダイアログボックスで [Cancel] をクリックし、表示される説

明に従ってください。

その他のトラブルシューティング ツールおよび情報については、Troubleshooting Links の索引にアク

セスしてください。
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  その他のトラブルシューティング ヘルプ
7-8
Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-14661-01-J



Cisco 1805 DOCSIS ケーブル

OL-14661-01-J
C H A P T E R 8

Cisco 1805 ケーブル ルータの内蔵モジュー
ルの取り付けとアップグレード

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータの内蔵モジュールの取り付けまたはアップグレード

手順について説明します。内蔵モジュールには、メモリ モジュールと Advanced Integration Module
（AIM）があります。これらのモジュールの取り付けや取り外しを行うには、ルータのカバーを取り外

す必要があります。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「安全上の警告」（P.8-1）

 • 「Cisco 1805 ケーブル ルータの内蔵モジュール」（P.8-2）

（注） システムの設置、操作、修理を行う前に、『Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco 
1840 Routers』をお読みの上、安全に関する重要情報とこのガイドに記載されている警告の意味を確認

してください。

安全上の警告

警告 オン /オフ スイッチのあるシステムを扱う場合は、電源をオフにし、電源コードを外してください。
ステートメント 1

警告 電源に接続されている装置を扱う場合は、事前に指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外してお
いてください。これらの金属が電源やアースに接触すると、金属が過熱して大やけどをしたり、金属
類が端子に焼き付くことがあります。ステートメント 43

警告 作業中は、カードの静電破壊を防ぐため、必ず静電気防止用リスト ストラップを着用してください。
感電する危険があるので、手や金属工具がバックプレーンに直接触れないようにしてください。ス
テートメント 94

警告 雷が発生しているときには、システムに手を加えたり、ケーブルの接続や取り外しを行わないでくだ
さい。ステートメント 1001
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  Cisco 1805 ケーブル ルータの内蔵モジュール
警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004

警告 ルータの電源がオン /オフにかかわらず、WAN ポート内部には危険なネットワーク間電圧がかかって
います。感電事故を防ぐため、WAN ポート付近で作業する場合は十分に注意してください。ケーブ
ルを取り外す場合は、ルータ側から先にケーブルを切り離してください。ステートメント 1026

Cisco 1805 ケーブル ルータの内蔵モジュール
ここでは、Cisco 1805 ケーブル ルータに Small-Outline Dual In-line Memory Module（SODIMM）と 
Advanced Integration Module（AIM）を取り付ける方法について説明します。説明する内容は、次の

とおりです。

 • 「シャーシの開け方」（P.8-2）

 • 「モジュールの位置」（P.8-4）

 • 「SODIMM の取り付け」（P.8-5）

 • 「AIM の取り付け」（P.8-7）

 • 「シャーシの閉じ方」（P.8-11）

このセクションのすべてのモジュール交換作業で、シャーシ カバーを取り外す必要があります。モ

ジュールの交換作業を行う前に、電源を切断し、「シャーシの開け方」（P.8-2）の説明に従ってカバー

を取り外してください。モジュール交換作業の完了後は、「シャーシの閉じ方」（P.8-11）の説明に従っ

て、シャーシ カバーを取り付けます。

シャーシの開け方

シャーシを開く手順は、次のとおりです。この手順を行うには、1 番のプラス ドライバーが必要です。

ステップ 1 ルータの電源がオフになっていて、AC 電源から切り離されていることを確認します。

ステップ 2 ルータの上下を逆さにし、ルータの上面を平らな場所に置きます。

ステップ 3 シャーシの上部と下部をつなげているネジをプラス ドライバーで取り外します（図 8-1 を参照）。
8-2
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図 8-1 シャーシのネジの取り外し

ステップ 4 ドライバー差し込み位置でスロットにマイナス ドライバーを差し込んで 90 度回し、上部カバーを

シャーシから取り外します。図 8-2を参照してください。

図 8-2 ドライバー差し込み位置

ステップ 5 ルータの右側が上（上部が上）になるように向きを変えます。

ステップ 6 ルータ上部（現在上を向いている側）をゆっくり上に動かし、ルータ下部（平らな場所に乗っている

側）から離します。図 8-3を参照してください。

1 ルータ カバー固定ネジ
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図 8-3 Cisco 1805 Router のカバーの取り外し

ステップ 7 静電気防止用マットにルータ下部を置き、メモリ モジュールの取り付け作業を開始します。

モジュールの位置

図 8-4 は Cisco 1805 ケーブル ルータのマザーボード上での SODIMM または AIM の位置を示してい

ます。

1 ルータのシャーシのカバーを後方にスライド

します。

2 カバーを回し、ルータのシャーシから取り外

します。
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図 8-4 Cisco 1805 ケーブル ルータ（内部図）

注意 High-speed WAN Intertace Card（HWIC; 高速 WAN インターフェイス カード）スロットとコネク

タを保護する安全シールドは、いかなる場合でも改変や取り外しを行わないようにしてください。

SODIMM の取り付け

SODIMM を取り付けるとルータの DRAM を増やすことができます。

SODIMM をルータのマザーボードに取り付ける手順は次のとおりです。

ステップ 1 マザーボード上の SODIMM ソケットの位置を確認します。

ステップ 2 既存の SODIMM がある場合は、ソケットの端にあるバネ仕掛けのクリップを SODIMM が外れるまで

静かに引き、SODIMM を静かに引き上げてソケットから取り外します。図 8-5を参照してください。

1 接地ネジ 7 AIM モジュール

2 インターフェイス カード スロット 0 8 SODIMM ソケット

3 USB ポート 9 電源接続部

4 CompactFlash メモリ カード スロット 10 システム ファン

5 インターフェイス カード スロット 1 11 電源装置

6 WIC/HWIC スロットとコネクタの安全シー

ルド
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3
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図 8-5 SODIMM の取り外し

ステップ 3 SODIMM ソケットに SODIMM を差し込みます（図 8-6 を参照）。

図 8-6 SODIMM の取り付け

ステップ 4 バネ仕掛けのクリップが掛かり、ソケットに SODIMM の端が固定されるまで、SODIMM をしっかり

とソケットに押し込みます。

1 バネ仕掛けのクリップ 2 SODIMM

10
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55

1
2

3

1 SODIMM 2 ソケットに差し込んで回転させる

2

3

10
31
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AIM の取り付け

Cisco 1805 ケーブル ルータは、AIMモジュールを 1つサポートできます。AIM を取り付ける手順は、

次のとおりです。

注意 AIM を取り付けるときには、必ず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。リスト ストラップの装置側は、シャーシの金属部分に固定します。

注意 AIM を扱う場合は、必ず端を持ってください。AIM は Electrostatic Discharge（ESD; 静電気放電）

の影響を受けやすいコンポーネントなので、扱いを誤ると故障する可能性があります。

使用するアクセサリ キット

AIM によっては、ハードウェアをマウントするための各種の設定が収録された複数のアクセサリ キッ

トが付属しています。Cisco 1805 ケーブル ルータの取り付けハードウェアは、切削ネジ加工金属製支

柱 2 本、切削ネジ加工金属製ネジ 2 本、プラスチック製支柱 1 本で構成されています。

Cisco 1805 ケーブル ルータに AIM モジュールを取り付けるには、取り付けキット 69-1316-01 のハー

ドウェアを使用します。

取り付け手順

AIM を取り付ける手順は、次のとおりです。この手順を行うには、2 番のプラス ドライバーまたはマ

イナス ドライバーが必要です。

ステップ 1 金属製支柱の取り付け位置を AIM コネクタの知覚のシステム ボードで探します。これは図 8-7 のよう

に星型の印で示されています。

図 8-7 金属製支柱の取り付け位置
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07
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ステップ 2 アクセサリ キットの 2 本の金属製支柱をシステム ボードの金属製支柱取り付け位置に取り付けます。

1/4 インチのナット ドライバを使用して支柱を締めます。AIM支柱の位置は、支柱取り付け穴を囲む

星形によって示されています。

注意 支柱はまっすぐ取り付けてください。徐々にしっかり締めます。肩部分はシステム ボードにきちん

と固定されていなければなりません。

ステップ 3 アクセサリ キットのプラスチック製支柱（図 8-8）をシステム ボードの穴に取り付けます。図 8-9を

参照してください。支柱をしっかりとシステム ボードに押し込み、ボードにロックします。

（注） プラスチック製支柱はカチッという音をたててシステム ボードにはまります。支柱のロック側

をシステム ボードに差し込むようにしてください。支柱の短い方がロック側です。図 8-8 は 
AIM で使用するプラスチック製支柱のロック側を示しています。

図 8-8 プラスチック製支柱の向き

82
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0

AIM 
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図 8-9 システム ボードへの AIM の接続

ステップ 4 AIM のコネクタをシステム ボードの AIM コネクタに差し込みます（図 8-9 を参照）。

（注） ボードがコネクタにはまるまで AIM をしっかりと押し込みます。プラスチック製支柱がカ

チッと音をたてて AIM ボードの穴にはまります（図 8-9 を参照）。

ステップ 5 アクセサリ キットのネジを AIM に通し、金属製支柱に差し込みます（図 8-9 を参照）。プラス ドライ

バーを使用して、ネジを慎重に締めます。

ステップ 6 AIM がシステム ボードに正しく取り付けられていることを確認します（図 8-10 を参照）。
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図 8-10 正しく取り付けられた AIM

AIM ラベルの貼付

シャーシの AIM ラベルは、AIM 取り付けキットにあるか、AIM カードのラベルに付属しています。

シャーシ ラベルは次のように貼付します。

ステップ 1 シャーシ ラベルが AIM カードのラベルに保続している場合は、シャーシ ラベルをミシン目で慎重に切

り離します。シャーシ ラベルが AIM 取り付けキットにある場合は、ラベルをキットの袋から取り出し

ます。

ステップ 2 シャーシ ラベルを台紙からはがします。

ステップ 3 適当な場所があれば、シャーシ ラベルをシャーシの背面に貼付します。シャーシの背面に適当な場所

がない場合は、ラベルを上部カバーの後部の端に貼付します。ラベルはシャーシを取り付けた状態で見

えるようにする必要があります。

（注） ブランク カバー プレート、着脱式のネットワーク モジュールまたはインターフェイス カード

にはシャーシ用AIMラベルを貼らないでください。また、穴、ネジ、シャーシの排気口、既存

ラベルの上に貼り付けないでください。
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シャーシの閉じ方

シャーシを閉じる手順は、次のとおりです。

ステップ 1 カバーを回し、シャーシに乗せます。その後、カバーをシャーシ下部までスライドさせます。図 8-11
を参照してください。

ステップ 2 しっかりと押して閉じます。

ステップ 3 ルータの上下を逆にします。

ステップ 4 プラス ドライバーで、カバーをシャーシに固定するためのネジを取り付けます。図 8-1を参照してく

ださい。

図 8-11 シャーシの閉じ方

1 カバーを回してルータに乗せる 2 カバーをスライドさせてルータのシャーシに

取り付ける
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Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ での 
CompactFlash メモリ カードの取り付けと
交換

この章では、Cisco 1805 DOCSIS ケーブル ルータ での CompactFlash メモリ カードの取り付けと交換

について説明します。この手順は、ルータを使用位置に設置し、電源ケーブルとインターフェイス 
ケーブルをすべて接続した後に行います。この章で説明する内容は、次のとおりです。

 • 「静電破壊の防止」（P.9-1）

 • 「CompactFlash メモリ カードの交換」（P.9-1）

静電破壊の防止

CompactFlash メモリ カードは、Electrostatic Discharge（ESD; 静電放電）による損傷を受けやすい製

品です。静電破壊は電子部品の取り扱いが不適切な場合に発生し、断続的または完全な故障につながり

ます。

静電破壊を防ぐために、次の注意事項に従ってください。

 • 静電気防止用リストまたはアンクル ストラップを肌に密着させて着用してください。

 • ストラップの装置側をシャーシの塗装されていない部分に固定します。

 • 取り外した CompactFlash メモリ カードは、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止

用袋に入れてください。カードを返却する場合には、ただちに静電気防止用袋に入れてください。

 • カードと衣服が接触しないように注意してください。リスト ストラップは身体の静電気からカー

ドを保護するだけです。衣服の静電気が、静電破壊の原因になることがあります。

 • 取り付け作業が完了するまで、リスト ストラップを外さないでください。

注意 安全のために、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 Mohm でなければなりません。

CompactFlash メモリ カードの交換

このセクションでは、CompactFlash メモリ カードの取り外しと取り付けについて説明します。
9-1
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CompactFlash メモリ カードの取り外し

CompactFlash メモリ カードを外部スロットから取り外す手順は、次のとおりです。

注意 CF LED が点灯または点滅している場合は、CompactFlash メモリ カードを取り外さないでください。

ルータが破損したり、フラッシュ メモリの内容が損なわれる場合があります。

ステップ 1 CompactFlash メモリ カードの隣にあるイジェクト ボタンを押します。イジェクト ボタンは外側に動

くので、パネルから突き出ます。

ステップ 2 イジェクト ボタンをもう一度押して、カードを取り外します。

ステップ 3 カードをゆっくりと引き、スロットから取り出します。

ステップ 4 取り外した CompactFlash メモリ カードは、静電気防止用シートの上に置くか、または静電気防止用袋

に入れてください。

ステップ 5 カチッという音がするまでイジェクト ボタンを押します。

注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐため、CompactFlash メモリ カードを取り出すとき以外は、イジェ

クト ボタンは完全に押し込まれた状態にしておく必要があります。

CompactFlash メモリ カードの取り付け

CompactFlash メモリ カードを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 イジェクト ボタンが完全に押し込まれていて、パネルから突き出ていないことを確認します。

（注） イジェクト ボタンがパネルから突き出ている場合は、カチッという音がするまでイジェクト ボ
タンを押します。

ステップ 2 ラベルが上向きの状態で、CompactFlash メモリ カードのコネクタをスロットに差し込み、カードをコ

ネクタに取り付けます。カードは正しい向きでしか差し込めない構造になっています。

（注） CompactFlash メモリ カードを挿入したあとにイジェクト ボタンがパネルから突き出ている場

合は、カードを取り外し、カチッという音がするまでイジェクト ボタンを押し、もう一度カー

ドを挿入します。

注意 イジェクト メカニズムの損傷を防ぐため、CompactFlash メモリ カードを取り出すとき以外は、イジェ

クト ボタンは完全に押し込まれた状態にしておく必要があります。
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コンパクト フラッシュ ガードの使用

コンパクト フラッシュ ガード（CF-guard）は CompactFlash メモリ スロットを保護するために使用し

ます。

（注） CF-guard の取り付けには、マイナス ドライバーが必要です。

CF-guard を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 CF-guard を開梱します。

ステップ 2 CF-guard の爪を、CompactFlash メモリ スロットのノッチに差し込みます。

ステップ 3 CF-guard をネジでネジ穴にとめます。
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