
モジュールコネクタおよびケーブルの仕様

• モジュールコネクタ, 1 ページ

• ケーブルおよびアダプタ, 2 ページ

• 光ファイバコネクタの清掃, 6 ページ

モジュールコネクタ

RJ-45 コネクタ
RJ-45コネクタは、カテゴリ 3、5、5e、または 6のホイルツイストペア（FTP）またはシールド
なしツイストペアケーブル（UTP）ケーブルを使用して、モジュールのインターフェイスコネク
タと外部ネットワークを接続する場合に使用されます。

図 1：RJ-45 インターフェイスケーブルコネクタ

カテゴリ 5e、カテゴリ 6、およびカテゴリ 6aのケーブルは、誘電性の物質で構成されている
ため、静電気を大量に保有する可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）

を適切で安全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。

注意

GR-1089の建物内雷サージ耐性要件に適合するためには、両端に適切なアースを施した FTP
ケーブルを使用する必要があります。

注意
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LC コネクタ
LC光ファイバコネクタは、高密度のファイバ接続を提供するスモールフォームファクタ光ファ
イバコネクタです。 LCコネクタはMMFまたは SMFケーブルのどちらかとともに使用できま
す。 LCコネクタには、RJ-45銅製コネクタと同様のラッチクリップ機構が使用されています。

接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射され

ている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしない

でください。ステートメント 1051

警告

接続する前に、光コネクタが汚れていないことを確認してください。コネクタが汚れている

と、光ファイバが損傷したり、データエラーが発生することがあります。

（注）

図 2：LC 光ファイバコネクタ

ケーブルおよびアダプタ

SFP モジュールケーブル
ケーブル仕様の詳細については、『Cisco SFP and SFP+ Transceiver Module Installation Notes』を参
照してください。

各ポートはケーブルの反対側の波長仕様と一致させる必要があります。また、ケーブルは規定の

ケーブル長を超えないものとします。銅線 1000BASE-T SFPモジュールトランシーバは、カテゴ
リ 5の標準 4ツイストペアケーブルを使用します。最大ケーブル長は 328フィート（100 m）で
す。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html


ケーブルのピン割り当て

図 3：4 ツイストペアストレートケーブルの配線

図 4：4 ツイストペアクロスケーブルの配線

図 5：2 対のツイストペアストレートケーブルの構造

図 6：2 対のツイストペアクロスケーブルの構造
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図 7：クロスケーブルの識別

コンソールポートアダプタのピン割り当て

RS-232コンソールポートでは 8ピン RJ-45コネクタを使用します。 RJ-45/DB-9アダプタケーブ
ルを使用して、スイッチのコンソールポートとコンソール PCを接続します。スイッチのコン
ソールポートを端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25メスDTEアダプタが必要です。このキット
（部品番号 ACS-DSBUASYN=）をご注文ください。

表 1：DB-9 アダプタを使用したコンソールポート信号

コンソールデバイスRJ-45-to-DB-9 ターミナルアダプタスイッチコンソールポート

（DTE）

信号DB-9 ピン信号

CTS8RTS

DSR6DTR

RxD2TxD

GND5GND

GND5GND

TxD3RxD

DTR4DSR
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コンソールデバイスRJ-45-to-DB-9 ターミナルアダプタスイッチコンソールポート

（DTE）

信号DB-9 ピン信号

RTS7CTS

表 2：DB-25 アダプタを使用したコンソールポート信号

コンソールデバイスRJ-45-to-DB-25 ターミナルアダプタスイッチコンソールポート（DTE）

信号DB-25 ピン信号

CTS5RTS

DSR6DTR

RxD3TxD

GND7GND

GND7GND

TxD2RxD

DTR20DSR

RTS4CTS

コンソールポートモード 2 の信号およびピン割り当て
ここでは、モード 2（ポートモードスイッチが outの位置。）

表 3：ポートモード 2 の信号およびピン割り当て（ポートモードスイッチが out の位置）

コンソール装置コンソールポート

入出力ピン（信号）

出力1（RTS）1

出力2（DTR）

入力3（RxD）

GND4（GND）
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コンソール装置コンソールポート

GND5（GND）

出力6（TxD）

入力7（DSR）

入力8（CTS）2

1
ピン 1は内部でピン 8に接続されています。

2
ピン 1は内部でピン 8に接続されています。

光ファイバコネクタの清掃
2本の光ファイバを接続するには、光ファイバコネクタを使用します。通信システムでこれらの
コネクタを使用する場合、適切に接続することがきわめて重要になります。

光ファイバケーブルのコネクタは、誤った方法で清掃や接続を行うと損傷することがあります。

光ファイバコネクタが汚れていたり、損傷していると、復元不能な通信または不正確な通信の原

因となります。

光ファイバコネクタは、電気コネクタまたは電子コネクタとは異なります。光ファイバシステ

ムでは、光が非常に細いファイバコアを通じて送信されます。ファイバコアの直径は通常 62.5
ミクロン以下であり、埃の粒子の直径は 10分の 1～数ミクロン程度なので、ファイバコアの終
端に埃や汚れがあると、2つのコアを接続するコネクタインターフェイスの性能が劣化すること
になります。コネクタは正確に差し込む必要があり、コネクタインターフェイスに異物がまった

く付着していない状態でなければなりません。

コネクタ損失または挿入損失は、光ファイバコネクタの重要なパフォーマンス特性です。また、

リターンロスも重要な要因です。リターンロスとは反射光の量です。反射光が少ないほど接続

状態はよくなります。物理的な接触コネクタの場合、最も優れた製品ではリターンロスが -40 dB
より小さくなっていますが、通常の製品では -20～ -30 dB程度です。

接続の質は、コネクタのタイプと、適切な清掃および接続の 2つの要因によって影響されます。
光損失の一般的な原因は、光ファイバコネクタの汚れです。コネクタは常に清潔にしておいてく

ださい。また、使用していないコネクタには必ずダストカバーを取り付けてください。

任意のケーブルまたはコネクタを取り付ける前に、クリーニングキットに含まれている汚れのな

いアルコールパッドを使用して、フェルール、ファイバ周囲の白い保護チューブ、およびファイ

バ終端の表面をきれいに拭いてください。

原因不明の光損失が生じる場合には、一般的な対処としてコネクタを清掃してください。
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ガイドライン

システム内蔵のコネクタは、製造元で適切に清掃され、アダプタに接続されています。ユーザ側

のコネクタを清掃し、次の注意事項に従うことで、システムの正常な動作が可能になります。

•コネクタアダプタの内部は清掃しないでください。

•アダプタに光ファイバコネクタを接続する際には、無理に力を入れたり素早く動かさずに、
慎重に取り付けてください。

•未使用のコネクタがある場合やシャーシの清掃中には、アダプタの内部やコネクタの表面に
汚れが付かないないようにするため、コネクタおよびアダプタにカバーを取り付けてくださ

い。

光ファイバコネクタの清掃方法

コネクタの取り付けまたは取り外しを行うときは、コネクタハウジングを損傷したり、ファ

イバ終端の表面を傷付けないように十分に注意してください。汚れを防ぐために、使用また

は接続していないコンポーネントには必ず保護カバーを取り付けてください。コネクタを取

り付ける前に、必ずコネクタを清掃してください。

注意

接続されていない光ファイバケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射され

ている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしない

でください。ステートメント 1051

警告

手順

ステップ 1 99%の純粋なイソプロピルアルコールに浸した汚れのない布で、前面プレートを丁寧に拭きま
す。 5秒ほど待って表面を乾燥させてから、もう一度拭きます。

ステップ 2 清潔で乾燥したオイルフリー圧縮空気で前面プレートから埃を取ります。

ステップ 3 ルーペまたは検査用顕微鏡を使用して、フェルールの隅に埃が付いていないことを確認します。

開口部を直視しないでください。汚れが残っている場合は、前述の清掃手順を再度行います。
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