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インストール作業
スイッチを設置する手順は、以下の表に示される一連の作業に分けることができます。

表 1：インストール作業

説明タスク

梱包材からスイッチを取り出します。

後でシャーシの移動が必要になったときに使用できる

よう、梱包材を保管しておくことをお勧めします。

（注）

スイッチの開梱

ラックにシャーシを設置する前に、ラックマウントシェルフを

取り付けます。シェルフブラケットは、シャーシの重量を支え

るのに役立ちます。

ラックマウントシェルフキッ

トの取り付け

Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェア設置ガイド
    OL-30656-01-J 1



説明タスク

シャーシを開放型または閉鎖型の標準19インチのラックに設置
します。

シャーシのラックへの取り付け

建物のアースからシャーシのシステムアースポイントに、シス

テムアース線を接続します。

システムのアースへのシャーシ

の接続

シャーシと一緒に注文したモジュールは出荷時にシャーシに設

置されています。ブランクの前面プレートは、空きモジュール

スロットに設置されます。

•サポートされるデバイスのリストについては、スーパーバ
イザエンジンおよびModulesを参照してください。

•インストール手順の詳細については、Cisco.comで入手可
能な『Catalyst 6500 Series Switch Supervisor Engine Guide
（Catalyst 6500シリーズスイッチスーパーバイザエンジ
ンガイド）』および『Catalyst 6500 Ethernet Module
Installation Guide（Catalyst 6500イーサネットモジュール
設置ガイド）』を参照してください。

スーパーバイザエンジンおよ

びラインカードを設置し、ネッ

トワークへケーブル接続する

シャーシと一緒に注文したPSMは配送時にシャーシに設置され
ています。ブランクの前面プレートは、空き電源モジュールス

ロットに設置されます。

詳細については、「電源モジュールの取り外しおよび取り付け」

の章を参照してください。

電源装置の取り付け

シャーシと一緒に注文したファントレイは、配送時にシャーシ

に設置されています。

詳細については、「ファントレイの取り外しおよび取り付け」

の章を参照してください。

ファントレイの取り付け

ネットワークのケーブル接続を行い、システムアースが接続さ

れていることを確認した後、電源装置をオンにします。システ

ムの電源が投入され、一連の組み込み診断が実行されます。

シャーシの電源投入

これらの警告はスイッチ設置プロセスの全体に適用されます。

クラス 1レーザー製品です。ステートメント 1008警告
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この装置は、立ち入りが制限された場所への設置を前提としています。立ち入りが制限され

た場所とは、特殊なツール、ロックおよびキー、または他のセキュリティ手段を使用しないと

入室できない場所を意味します。ステートメント 1017

警告

この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。すべての接続を取り外し、装

置の電源を遮断する必要があります。ステートメント 1028
警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。

ステートメント 1030
警告

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

警告

システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーが生じています。作業

を行うときは注意してください。ステートメント 1034
警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。ステートメ

ント 1040
警告

この装置の設置および保守は、保守担当者（AS/NZS3260で定義）が行ってください。この装
置を誤って汎用コンセントに接続すると危険な場合があります。主電源コネクタの電源を抜

く前、ハウジングが開いている間、または主電源コネクタの電源を抜く前でハウジングが開い

ている間に、通信回線を切断する必要があります。ステートメント 1043

警告

この製品は、設置する建物に回路短絡（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。一般および地域の電気規格に準拠するように設置する必要があります。ステー

トメント 1045

警告

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。ステー

トメント 1046
警告
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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

機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。ステートメント
1074

警告

アクセサリキット
Cisco Catalyst 6807-XLスイッチシャーシにはアクセサリキットが同梱されています。次のコン
ポーネントは、アクセサリキットの一部として提供されます。

•標準 19インチラックマウント L型ブラケット：L型ブラケットは、シャーシの左前面およ
び右前面に工場出荷時に取り付けられています。関連するラックマウント用ハードウェアは

キットに含まれています。

製造元によっては、10-32または12-24のどちらかのネジに合わせてネジ山の切られた穴が、
ラックの支柱にあらかじめ設けられている場合があります。ラックの支柱にネジ穴がない場

合は、10-32または 12-24のクリップナットまたはケージナットを取り付けて、ラックマウ
ントのネジを固定します。クリップナットまたはケージナットはアクセサリキットには付

属していないので、お客様ご自身で用意していただく必要があります。

•ラックマウントシェルフキット：このキットはシャーシの L型ブラケットをラックエンク
ロージャに固定する間、シャーシの重量を支えるために使用します。 2つのシェルフブラ
ケットおよびクロスバーブラケットで構成されます。

• 2つの 9スロットケーブルガイド：このケーブルガイドは、シャーシのラックマウントブ
ラケットをラックの支柱に固定するものと同じネジを使用して、シャーシの前面に取り付け

ることができます。

•電源およびモジュールブランクパネル：電源およびモジュールブランクパネルは、シャー
シの通気とEMIシールドを維持するために、未使用の電源装置ベイまたはモジュールスロッ
トにインストールする必要があります。

•右アングルアースラグおよび使い捨ての静電気防止用リストストラップとクリップ。

•ネジ

表 2：アクセサリキットに付属するネジタイプ

数量タイプ

2412-24 x 0.75mm

2410-32 x 0.75mm
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数量タイプ

2M3 x 0.5 x 8mm

2M4 x 8mm

関連トピック

ラックに設置する場合の注意事項

スイッチの開梱

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。梱包用の箱は平らにして

パレットとともに保管してください。スイッチを移動したり輸送したりする場合に、この箱

が必要になります。梱包方法については、スイッチの再梱包を参照してください。

ヒント

出荷用の箱の内容を確認する手順は、次のとおりです。

•アクセサリキットの内容を確認します。ネットワークインターフェイスケーブル、トラン
シーバ、または特殊コネクタなどの注文したオプションの機器を含む、リスト内の機器がす

べて整っていることを確認します。

•各スロットのモジュールを確認します。構成が梱包リストと一致しているか、指定したイン
ターフェイスがすべて組み込まれているかどうかを確認します。
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シャーシの L 字金具
スイッチシャーシは、シャーシ前面の両側に 2個の L字金具を取り付けた状態で出荷されます。
L字金具は、10本のM3プラスネジでシャーシに固定します（各側に 5本）。

図 1：シャーシの L 字金具

握り3右側の L字金具1

左側の L字金具2

L字金具はラックのフロントマウントまたはリアマウントに関係なくこの位置に取り付ける必要
があります。
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ラックマウントシェルフキットの取り付け
ラックマウントシェルフキットはアクセサリキットに含まれています。ラックにシャーシを取

り付ける前に、このキットを設置します。シェルフブラケットはラックに直接取り付け、L字金
具をラックエンクロージャに固定する間、シャーシの重量を支えるために使用します。

表 3：ラックマウントキットの内容と説明

説明数量パート

ラックの支柱に取り付けて、スイッチシャーシを搭

載するための棚を形成します。

2シェルフブラケット

2つのサイドラックマウントブラケットの間に取り
付けて補強します。

1クロスバーブラケット

12-24ネジ（各 L字金具に 5本）が必要なラックにブ
ラケットを固定します。

1012-24 x 0.75インチのバインダ
ヘッドネジ

10-32ネジ（各 L字金具に 5本）が必要なラックにブ
ラケットを固定します。

1010-32 x 0.75インチのバインダ
ヘッドネジ

クロスバーブラケットをラックマウントサイドブラ

ケットに固定します。

2M3 x 8 mmのなべネジ

（注） •このラックマウントシェルフキットは、スイッチFRUへのアクセスを妨げるような障害
物（パワーストリップなど）があるラックには適していません。

•古い装置ラックの多くでは、10-32または 12-24のどちらかのネジに合わせてネジ山の切
られた穴が、ラックの支柱にあらかじめ設けられています。新しいラックエンクロージャ

の支柱の穴には、ネジ山が切られていない場合があります。このようなラックエンクロー

ジャの支柱では、10-32または 12-24のクリップナットまたはケージナットを取り付け
て、ラックマウントのネジを固定する必要があります。クリップナットまたはケージ

ナットはアクセサリキットには付属していないので、お客様ご自身で用意していただく

必要があります。

ラックシステムの左および右レール内側の間の隙間を判定し、シェルフブラケットを適宜設置し

ます。
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シェルフおよびクロスバーブラケットの 44.45 cm（17.5 インチ）の隙
間への取り付け

レール間に 44.45 cm（17.5インチ）の隙間があるラックの場合、シェルフおよびクロスバー
ブラケットはリアマウントで取り付ける必要があります。

重要

以下の手順を実行します。

はじめる前に

以下が必要です。

• No.1および No.2プラスドライバ

• 3/16インチマイナスドライバ

•メジャーおよび水準器

手順

ステップ 1 左シェルフブラケットのサポートフランジを左レール背面に配置します。 5本の EAネジを使用
して、ラックにブラケットを配置して固定します。

ステップ 2 右シェルフブラケットのサポートフランジを右レールの背面に配置します（左のシェルフブラ

ケットと水平であることを確認してください） 5本の EAネジを使用して、ラックにブラケット
を配置して固定します。

ステップ 3 クロスバーブラケットをシェルフブラケット背面に配置します。各側にM3ネジを 1つ使用し
て、クロスバーブラケットをシェルフブラケットに配置して固定します。
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図 2：17.5 インチの隙間へのシェルフおよびクロスバーブラケットの設置

各側に 5本の EAネジを使用してシェル
フブラケットをラックに固定

5左側のレール1

クロスバーブラケット6左のシェルフブラケット2

各側に 1本のM3ネジを使用してクロス
バーブラケットをシェルフに固定

7右側のレール3

右のシェルフブラケット4

シェルフおよびクロスバーブラケットの 45.09 cm（17.75 インチ）の隙
間への取り付け

レール間に 45.09 cm（17.75インチ）の隙間があるラックの場合、シェルフおよびクロスバー
ブラケットはフロントマウントにする必要があります。

重要

以下の手順を実行します。
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はじめる前に

以下が必要です。

• No.1および No.2プラスドライバ

• 3/16インチマイナスドライバ

•メジャーおよび水準器

手順

ステップ 1 左シェルフブラケットのサポートフランジを左レール前面に配置します。 2本の EAネジを使用
して、ラックにブラケットを配置して固定します。

ステップ 2 右シェルフブラケットのサポートフランジを右レールの前面に配置します（左のシェルフブラ

ケットと水平であることを確認してください） 2本の EAネジを使用して、ラックにブラケット
を配置して固定します。

ステップ 3 クロスバーブラケットをシェルフブラケットの背面に位置します。各側に 1本のM3ネジを使用
して、クロスバーブラケットをシェルフブラケットに配置および固定します。

図 3：45.09 cm（17.75 インチ）の隙間へのシェルフおよびクロスバーブラケットの設置

   Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェア設置ガイド
10 OL-30656-01-J  

スイッチの設置

シェルフおよびクロスバーブラケットの 45.09 cm（17.75 インチ）の隙間への取り付け



各側に 2本の EAネジを使用してシェル
フブラケットをラックに固定

5左側のレール1

クロスバーブラケット6左のシェルフブラケット2

各側に 1本のM3ネジを使用してクロス
バーブラケットをシェルフに固定

7右側のレール3

右のシェルフブラケット4

シャーシのラックへの取り付け

シャーシは必ず 2人で持ち上げてください。けがをしないように、背中はまっすぐにして、
背中ではなく足に力を入れて持ち上げます。ステートメント 164

警告

この手順は、3人で行うことを推奨します。ヒント

装置ラックにスイッチシャーシを取り付ける手順は、次のとおりです。

はじめる前に

•『ラックに設置する場合の注意事項』を参照してください。

•ラックマウントシェルフキットを設置します。ラックマウントシェルフキットの取り付
け, （7ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 シャーシの各側に 1人立った状態で、グルーブの握りに 1つの手を置き、もう一方の手をシャー
シの後部に置いてバランスを取ります。シャーシをゆっくり持ち上げます。急に向きを変えた

り、動かしたりして、けがをしないように注意してください。

ステップ 2 シャーシの後端を、ラックマウントシェルフキットレールの端に載せてから、慎重にシャーシ

をラックに完全に挿入します。

ステップ 3 シャーシの L字金具の穴と位置が合うラック支柱の穴を確認します。
ラック支柱の穴にネジ山が切られている場合は、ネジ山が 10-32または 12-24かを確認し、10本
のネジ（片方に 5本ずつ）を設置します。

ラック支柱の穴にネジ山が切られていない場合は、10-32または 12-24のクリップナットまたは
ケージナットをラック支柱の穴に取り付けて、取り付け用のネジを受け入れます。

Cisco Catalyst 6807-XL スイッチハードウェア設置ガイド
   OL-30656-01-J 11

スイッチの設置

シャーシのラックへの取り付け

b_c6807xl_hig_chapter_010.pdf#unique_44


クリップナットまたはケージナットは、シャーシに付属するアクセサリキットには含

まれません。お客様ご自身で用意していただく必要があります。

（注）

図 4：44.45 cm（17.5 インチ）の隙間を持つラックへのシャーシの取り付け

2本のEAネジを使用してラックに固定さ
れたシェルフブラケット

2各側に 5本のネジを使用して L字金具の
イヤーをラックに取り付ける

1
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ステップ 4 （任意） オプションのケーブルガイドアセンブリのいずれかまたは両方を取り付けるには、以

下の図に示されるように、ケーブルガイドの取り付け穴がL字金具の穴およびラックレールの穴
と位置が合うようにケーブルガイドを配置します。

図 5：44.45 cm（17.5 インチ）17.75 インチの隙間を持つラックへのケーブルガイドの取り付け

ケーブルガイドが取り付けられた直角アース

ラグの位置。

2両側に取り付けられたケーブルガイ

ド。

1
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次の作業

シャーシを決められた位置に取り付けた後、次のように設置作業を完了します。

1 シャーシをシステムのアースに接続します。

2 電源装置を取り付けて、電源に接続します。

3 ネットワークインターフェイスケーブルをスーパーバイザエンジンおよびモジュールに接続

します。ネットワークインターフェイスケーブルを接続する前に、トランシーバの取り付け

が必要な場合があります。

4 シャーシの電源を入れて、設置の結果を確認します。

関連トピック

シャーシ

環境仕様

物理仕様

シリアル番号の検索

システムアースの確立
次の手順でアースラグとアース線をアースパッドに接続します。

はじめる前に

システムアースを接続するには、次の工具と部品が必要です。

•アースラグ：2穴直角ラグ。最大 6 AWGのアース線をサポートします。アクセサリキット
に同梱されています。

•アース用ネジ：M4 x 8 mm（メトリック）なべネジ× 2。アクセサリキットに同梱されてい
ます。

•アース線：アクセサリキットには同梱されていません。アース線のサイズは、地域および
国内の設置要件に従ってください。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。

• No. 1プラスドライバ。

•アース線をアースラグに取り付ける圧着工具。

•アース線の絶縁体をはがすワイヤストリッパ。
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手順

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 アース線の被覆をはがした部分をアースラグの開放端に挿入します。

ステップ 3 アース線をアースラグのバレルに圧着します。アース線がアースラグに確実に接続されている

ことを確認します。

ステップ 4 2本のM4ネジを使用して、システムのアースコネクタにアースラグを固定します。アースラグ
およびアース線が、その他のスイッチハードウェアまたはラック機器に干渉しないことを確認し

ます。

図 6：システムアースの位置づけおよび接続

ラグをコネクタに固定するM4ネジ4システムアースの位置1
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アース線の被覆をはがした部分をアースラグの開

放端に挿入

5システムのアースコネクタ2

直角のアースラグ3

ステップ 5 アース線のもう一方の端を設置場所のアース設備に接続し、スイッチが適切にアースされるよう

にします。

関連トピック

静電破壊の防止

静電気防止用ストラップの着用
システムのアースラグを取り付けたら、次の手順で、静電気防止用リストストラップを適切に取

り付けます。

手順

ステップ 1 次のように静電気防止用リストストラップをしっかりと肌に密着させて着用してください。

a) FRUに付属の静電気防止用リストストラップを使用する場合は、リストストラップのパッケー
ジを開き、静電気防止用リストストラップの包装を開けます。黒い導電ループを手首に巻き、

素肌に密着するように締めてください。

b) ワニ口クリップ付きの静電気防止用リストストラップを使用する場合は、パッケージを開い
て、静電気防止用リストストラップを取り出します。リストストラップを巻く位置を決めて、

肌にしっかりと密着させてください。

ステップ 2 静電気防止用リストストラップのバネクリップまたはワニ口クリップをつかんで、ラックの塗装

されていない金属部分に一瞬クリップを接触させます。蓄積された静電気をラック全体に安全に

散逸させるために、クリップを塗装されていないラックレールに接触させることを推奨します。

ステップ 3 次のように、バネクリップまたはワニ口クリップをアースラグのネジに取り付けます。

a) FRUに付属の静電気防止用リストストラップを使用する場合は、バネクリップを強くつかん
であごを開き、システムのアースラグのネジ頭の側面に取り付け、バネクリップのあごがラ

グのネジ頭の後ろで閉じるように、バネクリップをラグのネジ頭上でスライドさせます。

バネクリップのあごは、直接ラグのネジ頭またはラグのバレルをはさみ込めるほど

広くは開きません。

（注）
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b) ワニ口クリップ付きの静電気防止用リストストラップを使用している場合は、システムのアー
スラグのネジ頭、またはシステムのアースラグバレルに直接ワニ口クリップを取り付けます。

図 7：静電気防止用リストストラップクリップのシステムアースラグネジへの取り付け

ネジの裏側のサイドクリップ5システムのアースコネクタ1

ネジ6静電気防止用アースストラップ2

アースラグの側面図7クリップ3

ネジの裏に取り付けられたクリップ8直角のアースラグ4

モジュールを取り扱うときは、次の注意事項に従ってください。
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•フレームを取り扱うときは、ハンドルまたは端の部分だけを持ち、プリント基板またはコネ
クタには手を触れないでください。

•取り外したコンポーネントは、基板側を上向きにして、静電気防止用シートに置くか、静電
気防止用容器に入れます。コンポーネントを返却する場合には、取り外したコンポーネント

をただちに静電気防止用容器に入れてください。

•金属製フレームからプリント基板を取り外さないでください。

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 MΩでなければなりません。
注意

関連トピック

静電破壊の防止

スイッチシャーシの設置の確認
次の手順でスイッチシャーシの設置を確認します。

手順

ステップ 1 各モジュールのイジェクトレバーが完全に閉じていて（前面プレートと平行な状態）、スーパー

バイザエンジンおよびすべてのスイッチングモジュールがバックプレーンのコネクタに完全に装

着されていることを確認します。

ステップ 2 各モジュール、電源および電源コンバータの非脱落型ネジを確認します。緩んでいる非脱落型ネ

ジを締めます。

ステップ 3 すべての空のモジュールスロットに正しくインストールされたブランクの前面プレートがあるこ

とを確認します。ブランクの前面プレートを取り付けると、シャーシのエアーフローが最適にな

り、EMIが抑えられます。
ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3つの重要な機能があります。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冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、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正しく取り付けた状態で

運用してください。ステートメント 1029

警告

ステップ 4 電源装置のスイッチをオンにして、システムに電力を供給します。電源投入シーケンスの間に、

システムは一連のブートアップ診断テストを実行します。
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次の作業

追加のシステム診断テストも実行できます。これらのテストを行うと、システムをネットワーク

に追加する前にシステムで完全な健全性チェックを行い、システムの実行中にシステムの健全性

を監視することが可能になります。

非実働環境でシステムを計画する場合、破壊テストを含むすべての診断テストを行い、事前に

あらゆる障害からシステムを保護することを推奨します。

ヒント

オンライン診断

Cisco IOSを実行するCisco Catalyst 6807-XLスイッチには何段階ものオンライン診断機能がありま
す。オンライン診断は以下のカテゴリに分けられます。

•ブートアップ：ブートアップ、モジュールOIR、またはバックアップのスーパーバイザエン
ジンへの切り替えの間に、ブートアップ診断が自動的に実行されます。

•バックグラウンドヘルス：システムによってモニタリング診断テストが絶えず行われて、シ
ステムの健全性を監視します。

•オンデマンドオンライン診断：オンデマンドオンライン診断は、CLIから任意のテストを行
う場合に使用できます。また、オンデマンドオンライン診断を実行して、システムハード

ウェアについて健全性チェックを行うこともできます。これらのテストの一部には破壊テス

トがあり、トラフィックフローに影響を与えます。疑似障害を避けるためにオンデマンド

診断の注意事項には正確に従う必要があります。

•スケジュール診断：スケジュール診断は、上記のテストのいずれかをユーザが指定した間隔
で実行する際に使用できます。

スーパーバイザエンジンのコンソールポートの接続
スーパーバイザエンジン上のコンソールポートは次の用途に使用できます。

• CLI（コマンドラインインターフェイス）を使用してスイッチを設定する。

•ネットワークの統計データおよびエラーを監視する。

• SNMPエージェントパラメータを設定する。

•ソフトウェアアップデートをスイッチにダウンロードする。またはフラッシュメモリ内の
ソフトウェアイメージを接続デバイスに配布する。

コンソールポートに端末またはモデムを接続するには必須のケーブルおよびアダプタを購入

する必要があります。

（注）
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端末をコンソールポートに接続し、ケーブルおよびアダプタを使用してコンソールポートにモデ

ムを接続するには、次の手順に従ってください。

手順

ステップ 1 RJ-45/RJ-45ケーブルとRJ-45/DB-25DTEアダプタ、またはRJ-45/DB-9DTEアダプタ（「Terminal」
のラベル）を使用して、ポートに接続します。

ステップ 2 対応する端末のマニュアルを調べて、ボーレートを特定します。

端末のボーレートがコンソールポートのデフォルトのボーレート（9,600ボー）と一致していな
ければなりません。端末を次のように設定します。

• 9600ボー

• 8データビット

•パリティなし

• 2ストップビット

ステップ 3 RJ-45 to RJ-45ロールオーバーケーブルおよび RJ-45 to DB-25 DCEアダプタ（「Modem」のラベ
ル）を使用してポートに接続します。

コンソールポートモードスイッチを「IN」の位置にします（出荷時のデフォルト）。

ステップ 4 ケーブルガイドにケーブルを収めます（ケーブルガイドを使用する場合）。ケーブルが折れ曲

がっていないことを確認します。

関連トピック

スーパーバイザエンジン

コンソールケーブル

トランシーバおよびモジュールのコネクタのインストー

ル
一部のイーサネットモジュールでは、プラグイン可能なトランシーバをモジュールポートソケッ

トに取り付ける必要があります。これらのトランシーバは、通常モジュールとは別個に出荷され

るため、モジュールをシャーシスロットに取り付けた後に取り付ける必要があります。

さまざまな種類のプラグイン可能なトランシーバおよびモジュールコネクタの取り付け方法の詳

細については、次を参照してください。

インストール手順に関するドキュメントおよびリンクトランシーバまたはモジュールコ

ネクタのタイプ

『Cisco SFP and SFP+ Transceiver Module Installation Notes』SFPおよび SFP+
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インストール手順に関するドキュメントおよびリンクトランシーバまたはモジュールコ

ネクタのタイプ

Installation Notes for the Cisco OneX Converter ModulesCisco OneXコンバータ

Cisco 10-Gigabit Ethernet X2トランシーバモジュールインス
トレーションノート

X2

OneXおよび Cisco TwinGigコンバータモジュールのインス
トレーションノート

Cisco TwinGigおよび OneX

関連トピック

Modules
プラグイン可能なトランシーバ

モジュールコネクタ

ケーブル仕様
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