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対象読者
このマニュアルは、Cisco Nexus スイッチの設置、設定、および維持に携わる、ハードウェア設置
者およびネットワーク管理者を対象としています。
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トランシーバの互換性
『Transceiver Modules Compatibility Information』
規格準拠のガイド
『Regulatory, Compliance, and Safety Information for the Cisco Nexus 3000 and 9000 Series switches』
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Cisco Nexus 3016 スイッチの概要
Cisco Nexus 3016（N3K-C3016-40GE）は、16 個の固定 40 ギガビット イーサネット ダウンリンク
（ホスト方向）ポートおよびアップリンク（ネットワーク方向）ポート、2 個の固定 100/1000 管
理ポート、1 個の RS-232 コンソール ポート、および 1 個の USB ポートを持つ、1 ラック ユニッ
ト（RU）スイッチです。このスイッチは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方
式をサポートします。スイッチの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性の
ためにセカンダリ電源を備えることができます。スイッチには、レイヤ 3 のライセンスが含まれ
ます。
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概要
Cisco Nexus 3016 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 1：Cisco Nexus 3016 シャーシのファン側の図
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概要
Cisco Nexus 3048TP スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 2：Cisco Nexus 3016 シャーシのポート側の図
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Cisco Nexus 3048TP スイッチの概要
Cisco Nexus 3048TP（N3K-C3048TP-1GE）は、48 個の固定 10/100/1000 イーサネット ダウンリン
ク ポート、4 個の固定 10 ギガビット イーサネット アップリンク ポート、1 個のコンソール ポー
ト、1 個の固定 100/1000 管理ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。1 個の無効
な管理ポートもありますが、後でこのポートを有効にする予定はありません。このスイッチは、
ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。スイッチの動作に必
要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備えることができ
ます。
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概要
Cisco Nexus 3048TP スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 3：Cisco Nexus 3048TP シャーシのファン側の図
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概要
Cisco Nexus 3064 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 4：Cisco Nexus 3048TP シャーシのポート側の図
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Cisco Nexus 3064 スイッチの概要
Cisco Nexus 3064-T（N3K-C3064TQ）および 3064-32T（N3K-C3064TQ-32T）は、48 個または 32
個の固定 1/10 ギガビット イーサネット ダウンリンクおよびアップリンク ポート、2 個の固定
100/1000 管理ポート、1 個のコンソール ポート、1 個の USB ポートを持つ、1 ラック ユニット
（RU）スイッチです。
Cisco Nexus 3064-X（N3K-C3064TQ）は、48 個の固定 1/10 ギガビット イーサネット SFP+ ダウン
リンクおよび 4 個の固定 40 ギガビット イーサネット QSFP+ アップリンク ポート（どちらも 40
ギガビットまたは 4 x 10 ギガビット モードを使用可能）、2 個の固定 100/1000 管理ポート、1 個
のコンソール ポート、1 個の USB ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。
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Cisco Nexus 3064 スイッチの概要

これらのスイッチは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。
これらのスイッチの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のためにセカン
ダリ電源を備えることができます。
次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 5：Cisco Nexus 3064 シャーシのファン側の図

1

AC または DC 電源モジュール（2）（図は 5
AC 電源モジュール）

ステータス LED

2

ファン トレイ（1）

6

USB ポート（1）

3

管理ポート（2）

7

コンソール ポート（1）

4

ID LED

Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア設置ガイド
6

概要
Cisco Nexus 31108 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 6：Cisco Nexus 3064 シャーシのポート側の図
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Cisco Nexus 31108 スイッチの概要
Cisco Nexus 31108PC-V（N3K-C31108PC-V）は、48 個の 10 G SFP+ および 6 個の QSFP28 ポート、
1 個の管理ポート（RJ-45またはSFP）、 個のコンソールポート、1 個の USB ポートを持つ、1
ラック ユニット（RU）のトップ オブ ラック（ToR）L2/L3 スイッチです。
Cisco Nexus 31108TC-V（N3K-C31108TC-V）は、48 個の 10 G Base-T および 6 個の QSFP28 ポー
ト、1 個の管理ポート（RJ-45またはSFP）、 個のコンソールポート、1 個の USB ポートを持つ、
1 ラック ユニット（RU）のトップ オブ ラック（ToR）L2/L3 スイッチです。
これらのスイッチは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。
これらのスイッチの動作に必要なのは 1 つの AC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を
備えることができます。
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概要
Cisco Nexus 31108 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 7：Cisco Nexus 31108 シャーシのファン側の図
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次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 8：Cisco Nexus 31108 シャーシのポート側の図
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概要
Cisco Nexus 31128PQ スイッチの概要
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Cisco Nexus 31128PQ スイッチの概要
Cisco Nexus 31128PQ（N3K-C31128PQ-10GE）は、96 個の固定 10 Gbps 拡張 SFP+ ポート、8 個の
固定 40 Gbps QSFP+ ポート、1 個の管理ポート、1 個のコンソール ポート、および 2 個の USB
ポートを持つ、2 ラック ユニット（RU）スイッチです。このスイッチは、ポート側排気とポート
側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。スイッチの動作に必要なのは 1 つの AC ま
たは DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備えることができます。
次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 9：Cisco Nexus 31128PQ シャーシのファン側の図
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概要
Cisco Nexus 3132Q スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 10：Cisco Nexus 31128PQ シャーシのポート側の図
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Cisco Nexus 3132Q スイッチの概要
Cisco Nexus 3132Q（N3K-C3132Q-40GE）は、32 個の 40 ギガビット拡張 QSFP+ ポートと、最初の
QSFP+ ポートと内部で多重化する 4 個の SFP+ ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチ
です。各 QSFP+ ポートは、ネイティブ 40 ギガビット モードまたは 4 x 10 ギガビット モードで動
作できます。
Cisco Nexus 3132Q-V（N3k-C3132Q-V）は、32 個の 40 ギガビット拡張 QSFP+ ポートと、最初の
QSFP+ ポートと内部で多重化する 4 個の SFP+ ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチ
です。各 QSFP+ ポートは、ネイティブ 40 ギガビット モードまたは 4 x 10 ギガビット モードで動
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Cisco Nexus 3132Q スイッチの概要

作できます。このスイッチ機能では、VxLAN ルーティング、33 % 以上のパケット バッファ、オ
ブジェクト モデル プログラミング用の 2 倍のメモリ、および 4 個の入力 ACL をサポートします。
Cisco Nexus 3132Q-X（N3K-C3132Q-40GX）は、32 個の 40 ギガビット拡張 QSFP+ ポートと、最
初の QSFP+ ポートと内部で多重化する 4 個の SFP+ ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）ス
イッチです。各 QSFP+ ポートは、ネイティブ 40 ギガビット モードまたは 4 x 10 ギガビット モー
ドで動作できます。
Cisco Nexus 3132Q-XL（N3K-C3132Q-XL）は、8GB の RAM とデュアルコア 2.5GHz x86 CPU を搭
載し、32 個の 40 ギガビット拡張 QSFP+ ポートと、最初の QSFP+ ポートと内部で多重化する 4 個
の SFP+ ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。各 QSFP+ ポートは、ネイティブ
40 ギガビット モードまたは 4 x 10 ギガビット モードで動作できます。
これらのスイッチは、それぞれ 1 個の管理ポート、1 個のコンソールポート、1 個のUSBポートを
持ち、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。これらのスイッ
チの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備え
ることができます。
次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 11：Cisco Nexus 3132 シャーシのファン側の図
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概要
Cisco Nexus 3164Q スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 12：Cisco Nexus 3132 シャーシのポート側の図

1

セレクタスイッチ、ID、ステータス LED

2

4 個の SFP+ ポート（最初の QSFP+ ポート 5
に内部で多重化される）

3

32 QSFP+ ポート

4

取り付けブラケットのネジ穴
アース パッド

Cisco Nexus 3164Q スイッチの概要
Cisco Nexus 3164Q（N3K-C3164Q-40GE）は、64 個の固定 40 ギガビット拡張 QSFP+ ポート（40
ギガビット ネイティブ モードまたは 4 x 10 ギガビット モードで可動可能）、1 個の RJ-45 管理
ポート、1 個の RS-232 コンソール ポート、および 1 個の USB ポートを持つ、2 ラック ユニット
（RU）スイッチです。このスイッチは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式
をサポートします。スイッチの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のた
めにセカンダリ電源を備えることができます。
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概要
Cisco Nexus 3164Q スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 13：Cisco Nexus 3164Q シャーシのファン側の図

1

アース パッド

3

ファン モジュール（2）

2

電源モジュール（2）

4

ビーコン（BCN）およびステータス（STS）
LED

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 14：Cisco Nexus 3164Q シャーシのポート側の図

1

ビーコン（BCN）、ステータス（STS）お 5
よび環境（ENV）LED

40 ギガビット QSFP+ ポート（64）

2

USB ポート（2）

6

取り付けブラケットのネジ穴

3

管理ポート（1）

7

下部サポート レールに固定するための
シャーシのノッチ（2）（各側に 1 つずつ）
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概要
Cisco Nexus 3172 スイッチの概要

4

コンソール ポート（1）

Cisco Nexus 3172 スイッチの概要
Cisco Nexus 3172PQ（N3K-C3172PQ-10GE）は、1 ラック ユニット（RU）の、10 ギガビット拡張
SFP+ ベース スイッチであり、48 個の SFP+ ポートと 6 個の QSFP+ ポートがあります。各 SFP+
ポートは、100 Mbps、1 Gbps、または 10 Gbps モードで動作でき、各 QSFP+ ポートはネイティブ
40 Gbps または 4 x 10 Gbps モードで動作できます。
Cisco Nexus 3172PQ-XL（N3K-C3172PQ-XL）は、8GB の RAM とデュアルコア 2.5GHz x86 CPU を
搭載し、10 ギガビット拡張 SFP+ ポート、48 個の SFP+ ポート、および 6 個の QSFP+ ポートを持
つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。各 SFP+ ポートは、100 Mbps、1 Gbps、または 10
Gbps モードで動作でき、各 QSFP+ ポートはネイティブ 40 Gbps または 4 x 10 Gbps モードで動作
できます。
Cisco Nexus 3172TQ（N3K-C3172TQ-10GT）は、48 個の 10GBASE-T RJ-45 ポート（各ポートは
100 Mbps と 1 Gbps の速度で動作可能）、および 6 個の QSFP+ ポート（各 QSFP+ ポートは 4 x 10
ギガビット イーサネットまたは 40 ギガビット イーサネットをサポート可能）を持つ、1 ラック
ユニット（RU）の 10GBASE-T スイッチです。
Cisco Nexus 3172TQ-32T は、32 個の 10GBASE-T ポートと 6 個の QSFP+ ポートを備えた Cisco
Nexus 3172TQ です。ポートはソフトウェア ライセンスによって有効化されます。このスイッチに
は、プリインストールされた 32 個の 10GBASE-T ポート ライセンスが付属しています。残りの
16 個の 10GBASE-T ポートを有効化するには、お客様が 16 ポート アップグレード ライセンスを
インストールします。
Cisco Nexus 3172TQ-XL（N3K-C3172TQ-XL）は、8GB の RAM とデュアルコア 2.5GHz x86 CPU
を搭載し、48 個の 10GBASE-T RJ-45 ポート（各ポートは 100 Mbps と 1 Gbps の速度で動作可能）、
および 6 個の QSFP+ ポート（各 QSFP+ ポートは 4 x 10 ギガビット イーサネットまたは 40 ギガ
ビット イーサネットをサポート可能）を持つ、1 ラック ユニット（RU）の 10GBASE-T スイッチ
です。
これらのスイッチは、それぞれ 1 個の管理ポート、1 個のコンソールポート、1 個のUSBポートを
持ち、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。これらのスイッ
チの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備え
ることができます。
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概要
Cisco Nexus 3172 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 15：Cisco Nexus 3172 シャーシのファン側の図

1

電源モジュール（2）

2

ファン モジュール（4）
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概要
Cisco Nexus 3232C スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 16：Cisco Nexus 3172 シャーシのポート側の図

1

ID LED とステータス LED

4

取り付けブラケットのネジ穴

2

SFP+ ポート（48）

5

アース パッド

3

QSFP+ ポート（6）

Cisco Nexus 3232C スイッチの概要
Cisco Nexus 3232C（N3K-C3232C）は、32 個の 100 ギガビット QSFP28-100 と 2 個の 10G SPF+
ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。このスイッチは、ポート側排気とポート
側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。スイッチの動作に必要なのは 1 つの AC ま
たは DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備えることができます。
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概要
Cisco Nexus 3232C スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 17：Cisco Nexus 3232C シャーシのファン側の図

1

AC または DC 電源（1 または 2）

4

取り付けブラケットのネジ穴

2

ファン モジュール（4）

5

アース パッド

3

コンソール ポート、管理ポート、USB ポー
ト
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概要
Cisco Nexus 3264Q スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 18：Cisco Nexus 3232C シャーシのポート側の図

1

セレクタスイッチ、ID、ステータス LED

4

取り付けブラケットのネジ穴

2

10G SPF+ ポート（2）

5

アース パッド

3

100 ギガビット QSFP28-100 ポート（32）

Cisco Nexus 3264Q スイッチの概要
Cisco Nexus 3264Q（N3K-C3264Q）は、64 個の固定 40 ギガビット QSFP ポート、1 個の RJ-45 管
理ポート、1 個の RS-232 コンソール ポート、および 2 個の USB ポートを持つ、2 ラック ユニッ
ト（RU）スイッチです。このスイッチは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方
式をサポートします。スイッチの動作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性の
ためにセカンダリ電源を備えることができます。
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概要
Cisco Nexus 3264Q スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 19：Cisco Nexus 3264Q シャーシのファン側の図

1

アース パッド

3

ファン モジュール（2）

2

電源モジュール（2）

4

ビーコン（BCN）およびステータス（STS）
LED
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概要
Cisco Nexus 3548-10G、3548-10GX、および 3524 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 20：Cisco Nexus 3264Q シャーシのポート側の図

1

LED

5

40 ギガビット QSFP ポート（64）

2

USB ポート（2）

6

取り付けブラケットのネジ穴

3

コンソール ポート（1）と管理ポート（1） 7

4

SFP+ ポート（2）

下部サポート レールに固定するための
シャーシのノッチ（2）（各側に 1 つずつ）

Cisco Nexus 3548-10G、3548-10GX、および 3524 スイッチの
概要
Cisco Nexus 3548P-10G（N3K-C3548P-10G）および 3548P-10GX（N3K-C3548P-10GX）は、48 個の
固定 1/10 ギガビット イーサネット SFP+ ポート、1 個の固定 10/100/1000 管理ポート（Cisco Nexus
3548P-10G には 1 個の無効な管理ポートもありますが、後でこのポートを有効にする予定はあり
ません）、1 個のコンソール ポート、および 1 個（Cisco Nexus 3548P-10G）または 2個（Cisco
Nexus 3548P-10GX）の USB ポートを持つ、1 ラック ユニット（RU）スイッチです。このスイッ
チは、ポート側排気とポート側吸気の両方のエアーフロー方式をサポートします。スイッチの動
作に必要なのは 1 つの AC または DC 電源ですが、冗長性のためにセカンダリ電源を備えること
ができます。
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概要
Cisco Nexus 3548-10G、3548-10GX、および 3524 スイッチの概要

Cisco Nexus 3524P（N3K-C3524P-10G）は、Cisco Nexus 3548 スイッチですが、使用可能なポート
は 24 個のみです。ただし 48 個のすべてのポートを使用するようにアップグレードできます。こ
れは主流のトップオブラック（ToR）データ センター設置のための、最も簡易なエントリ ポイン
トであり、ワイヤレートのレイヤ 2 およびレイヤ 3 スイッチングと、Algo Boost テクノロジや超
低遅延を含む総合的な機能セットを提供します。
次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのファン
側の機能を示しています。
図 21：Cisco Nexus 3548P-10G、3548P-10GX、および 3524 シャーシのファン側の図

1

AC または DC 電源（1 または 2）

2

ファン モジュール（4）
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概要
Cisco Nexus 3548-10G、3548-10GX、および 3524 スイッチの概要

次の図は、シャーシの取り付け時またはそのモジュールの交換時に使用する、シャーシのポート
側の機能を示しています。
図 22：Cisco Nexus 3548P-10G、3548P-10GX、および 3524 シャーシのポート側の図

1

管理ポート、コンソール ポート、USB ポー 2
ト
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48 個の固定 SFP+ ポート
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設置場所の準備
• 温度要件, 23 ページ
• 湿度要件, 23 ページ
• 高度要件, 23 ページ
• ほこりや汚染物質, 24 ページ

温度要件
このスイッチの動作時の定格温度は 0 ～ 40°C（32 ～ 104°F）です。-40 ～ 70°C（-40 ～ 158°F）の
環境で保管できます。

湿度要件
スイッチの動作時の定格湿度は、相対湿度 8 ～ 80 %、1 時間あたりの湿度変化 10 % です。相対湿
度 5 ～ 95 % の環境で保管できます。
暑い時期には空調で冷却され、寒い時期には暖房が使用される建物であれば、通常は許容レベル
の湿度が維持されます。ただし通常よりも湿度が高い場所の場合、求められるレベルの湿度を維
持するために除湿機を使用してください。

高度要件
0 ～ 3050 m（0 ～ 10,000 フィート）の範囲外の高高度（低気圧）条件では、冷却効率が下がり、
電気的問題が発生する可能性があります。

Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア設置ガイド
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設置場所の準備
ほこりや汚染物質

ほこりや汚染物質
汚染物質が堆積したりシャーシ内の温度が高くなったりしないように、運用環境はなるべく清潔
にして、ほこりや汚染物質がない状態にしてください。スイッチの近くでの喫煙や飲食は許可し
ないでください。
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24

第

3

章

シャーシの取り付け
• シャーシの取り付け準備, 25 ページ
• シャーシの開梱と点検, 27 ページ
• 4 ポスト ラックへの 1（RU）シャーシの取り付け, 28 ページ
• 4 ポスト ラックへの 2（RU）シャーシの取り付け, 33 ページ
• シャーシのアース接続, 37 ページ
• スイッチの起動, 39 ページ

シャーシの取り付け準備
警告

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.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

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。
スイッチを取り付ける前に、以下のことを確認してください。
• 設置サイトが第 2 章で説明されている以下の要件を満たしていることを確認します。
◦ 温度、湿度、高度、空気中の微粒子に対する環境要件を満たしている。
◦ キャビネットまたはラックが設置され、スイッチを取り付けるための要件を満たしてい
る。
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シャーシの取り付け
シャーシの取り付け準備

（注）

キャビネットでジャンパ電源コードが使用できます。

◦ コールド アイル側に冷気取り入れ口を向けてスイッチを取り付けられるようにラックが
設置されている。
ファン モジュールおよび電源モジュールが赤紫色の場合は、ポート側がコールド アイ
ル側になるようにシャーシを取り付ける必要があります。モジュールが青色の場合は、
ファン モジュールがコールド アイル側になるようにシャーシを取り付ける必要があり
ます。
◦ アース接続がスイッチに近い位置にある。スイッチは、容易に直接アースに接続でき
る、もしくは、アース接続されたラックに接続して間接的にアースに接続できる必要が
あります。
◦ サイトの電力がスイッチの要件を満たしている。n+n 冗長性を使用し、スイッチをキャ
ビネットまたはラックに取り付ける場合は、スイッチから届く範囲内に 2 つの電源が必
要です。
使用可能な場合は、電源障害に備えて無停電電源装置（UPS）を使用してください。

注意

鉄共振テクノロジーを使用する UPS タイプは使用しないでください。このタ
イプの UPS は、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチなどのシステムに使用す
ると、データ トラフィック パターンの変化によって入力電流が大きく変動
し、動作が不安定になることがあります。

回路の容量が、各国および地域の規格に準拠していることを確認します。北米の場合、
電源には 15 A 回路または 20 A 回路が必要です。

注意

入力電力の損失を防ぐには、スイッチに電力を供給する回路上の合計最大負
荷が、配線とブレーカーの定格電流の範囲内となるようにしてください。

◦ スイッチの取り付け作業に支障がないようにするため、またエアーフローを妨げないだ
けの空間がラックの周囲にある。
• スイッチと、スイッチに同梱されているキットの他に、以下の部品や道具が必要です。
◦ お客様が準備した 8 本の 12-24 または 10-32 ネジ（スライダ レールと取り付けブラケッ
トを取り付けレールに取り付けるために必要）
◦ トルク調整可能な #1 および #2 プラス ネジ用ドライバ
◦ 3/16 インチ マイナス ドライバ
◦ メジャーおよび水準器
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シャーシの取り付け
シャーシの開梱と点検

◦ 静電気防止用リスト ストラップまたは他のアース デバイス（リスト ストラップはアク
セサリ キットに含まれています）
◦ スイッチを置くのに十分な大きさの静電気防止シート
◦ アース線（6 AWG を推奨します）。地域および各国の規定に適合するサイズを使用し
てください。アース線の長さは、スイッチから適切なアース場所までの距離に応じて異
なります。
◦ アース ラグ端子の寸法に適した圧着工具
◦ ワイヤ ストリッパ

シャーシの開梱と点検
注意

ファンや電源モジュールなどのスイッチ コンポーネントを扱うときは、アース接続された静
電気防止ストラップを着用し、持ち運び用の端部のみをつかむようにします。静電気防止用ス
トラップをアース接続するには、ストラップをアース線、接地済みシャーシ、または接地済み
ラックに確実に取り付けます。

ヒント

シャーシを輸送する場合に備えて、輸送用の箱は保管しておいてください。

（注）

スイッチは、厳密に検査した上で出荷されています。輸送中の破損や内容品の不足がある場合
には、ただちにカスタマー サービス担当者に連絡してください。
スイッチの梱包内容を確認する手順は、次のとおりです。

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。次の品目を含め、
すべての品目が揃っていることを確認してください。
• アース ラグ キット
• ラックマウント キット
• 静電気防止用リスト ストラップ（アクセサリ キットに含まれる）
• コネクタ付きケーブル
• 発注したオプションの品目

ステップ 2

破損の有無を調べ、内容品の間違いや破損がある場合には、カスタマー サービス担当者に連絡してくださ
い。次の情報を用意しておきます。
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シャーシの取り付け
4 ポスト ラックへの 1（RU）シャーシの取り付け

• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照）
• 破損している装置のモデルとシリアル番号
• 破損状態の説明
• 破損による設置への影響
• 破損した輸送用の箱および損傷した製品の写真
ステップ 3

すべてのファンおよび電源モジュールのエアーフローの向きが同じであることを確認します。
• ポート側吸気エアーフローの向き（赤紫色で示される）
• ポート側排気エアーフローの向き（青色で示される）

4 ポスト ラックへの 1（RU）シャーシの取り付け
このセクションでは、Cisco Nexus 3016、3048、3064T、3064-32T、3064-X、3132Q、3132Q-X、
3172PQ、3172TQ、3232C、3524P-10G、3524P-10GX、3548P-10G、および 3548P-10GX の各シャー
シ用のラック設置について説明します。

ステップ 1

次の手順に従って、スイッチに 2 つのフロントマウント 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が付いたファンおよび AC 電源モ
ジュールと緑色のカラーリングが付いた DC 電源モジュール）がある場合は、ポートがコールド
アイル側になるようにモジュールを配置します。
• 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が付いたファンおよび AC 電源モジュー
ル）がある場合は、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モジュールを配置
します。
b) 4 個のネジ穴がシャーシ側面のネジ穴に合うようにフロントマウント ブラケットを配置します。
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（注）

前面ラックマウント ブラケットの任意のネジ穴 4 つを、シャーシ側面の 6 つのネジ穴のうち
の 4 つに揃えることができます（次の図を参照）。使用する穴は、ラックの要件およびイン
ターフェイス ケーブル（最小 3 インチ（7.6 mm））およびモジュール ハンドル（最小 1 イ
ンチ（2.5 mm））に必要な隙間の量によって異なります。

図 23：スイッチにラックマウント ブラケットおよびガイドを取り付ける 2 つの方向

1 シャーシのポート接続端に位置を合わ 5
せる前面ラックマウント ブラケット

シャーシのモジュール端に位置を合わせる前面ラック
マウント ブラケット

2 シャーシにブラケットを取り付けるた 6
めの 4 本の M4 ネジ

シャーシにブラケットを取り付けるための 4 本の M4
ネジ

3 シャーシのポート接続端に位置を合わ 7
せる背面ラックマウント ガイド

シャーシにブラケットを取り付けるための 2 本の M4
ネジ

4 シャーシにブラケットを取り付けるた 8
めの 2 本の M4 ネジ

シャーシの電源とファンのモジュール端に位置を合わ
せる背面ラックマウント ガイド

c) 4 本の M4 ネジを使用してフロントマウント ブラケットをシャーシに固定し、12 インチポンド（1.36
N·m）のトルクで各ネジを締めます。
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d) ステップ 1a ～ 1c を繰り返し、スイッチ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、スイッチの前面から同じ距離にそのブラケットを配置します。
ステップ 2

次の手順に従って、シャーシに 2 つの背面ラックマウント ブラケットを取り付けます。
a) 背面ラックマウント ブラケットの 2 個のネジ穴を、シャーシ側面にある残りの 6 個のネジ穴の中間の
2 個のネジ穴の位置に合わせます。シャーシのポート接続端付近にある穴にガイドの位置を合わせる場
合は、前の図の番号 3 を参照してください。それ以外の場合は、前の図の番号 7 を参照してください。
b) 2 本の M4 ネジを使用してガイドをシャーシに取り付けます（前の図の番号 4 または 8 を参照）。12
インチポンド（1.36 N·m）のトルクでネジを締めます。
c) ステップ 2a および 2b を繰り返して、スイッチの反対側にもう一方の背面ラックマウント ブラケット
を取り付けます。

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、残りの 2 本の支柱（ラックの背面）にはスライ
ダ レールが取り付けられます。
b) ラックの背面で適切なレベルにスライダ レールを合わせ、ラックのスレッドのタイプに応じて、2 本
の 12-24 ネジまたは 2 本の 10-32 ネジを使用してラックにレールを取り付けます（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。
図 24：スライダ レールの取り付け

1 スライダ レールのネジ穴とラックのネ 2
ジ穴を揃える
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お客様が準備した 2 本の 12-24 または 10-32 ネジ（各
スライダ レールのラックへの取り付けに使用）
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c) ステップ 3a および 3b 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) スイッチを両手で持ち、スイッチの 2 つの背面ラックマウント ブラケットを、ラックまたはスライダ
レールが取り付けられていないキャビネットの支柱の間に配置します（次の図を参照）。
図 25：ラックへのシャーシの差し込み

1 ラックに取り付けたスライダ レールに 3
2 つの背面ラックマウント ブラケット
ガイドを合わせます。

前面マウント ブラケット。

2 ラックマウントガイドをスライダレー 4
ルに滑り込ませ、前面ラックマウント
ブラケットが前面ラックマウント レー
ルに触れるまでスライドさせます。

ラックまたはキャビネット支柱の取り付けレール。
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b) ラックに取り付けたスライダ レールにスイッチの両側の 2 つの背面ラックマウント ガイドを合わせま
す。ラックマウント ガイドをスライダ レールに滑り込ませ、前面ラックマウント ブラケットがラック
またはキャビネットの 2 本の支柱に触れるまでスイッチをラックにスライドさせます。
c) シャーシを水平に持って、2 本のネジ（ラックのタイプに応じて 10-32 または 12-24）を垂直ラックの
取り付けレールのケージ ナットまたはネジ穴を通るように、それぞれ 2 つの前面ラックマウント ブラ
ケット（合計 4 本のネジを使用）に差し込みます（次の図を参照）。
図 26：ラックへのスイッチの取り付け

1 2 本の 10-32 または 12-24 ネジを両側 3
で使用して、ラックの前面にシャーシ
を固定します。

ラックまたはキャビネット支柱の取り付けレール。

2 前面マウント ブラケット。

d) 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。
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4 ポスト ラックへの 2（RU）シャーシの取り付け
このセクションでは、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、および 3264Q の各シャーシ用のラック設置
について説明します。
シャーシを移動させたり持ち上げたりする場合は、その前に次のガイドラインに従ってください。
• すべてのケーブルがスイッチから切断されていることを確認します。
• 作業に支障がないように、またエアーフローが確保されるように、スイッチ周辺に十分なス
ペースが確保されていることを確認します。
• 足元を安定させ、スイッチの重量が両足に等しく分散されるようにします。
• スイッチは、背筋を伸ばしてゆっくりと持ち上げてください。背中ではなく足を伸ばして持
ち上げます。腰ではなくひざを曲げるようにしてください。

ステップ 1

次のように下部支持レールをラックに接続します。
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a) 拡張式下部支持ブラケット セットを、両端がラックの前面と背面の垂直取り付けレールに接するよう
に、ラック上に配置します。シャーシ取り付け時に、シャーシ止め具がシャーシの電源モジュールと
ファン モジュールを取り付ける側にあることを確認します（以下の図を参照）。
図 27：拡張式下部支持レール セットの配置

1

下部支持ブラケットの一端をラックの背面に 3
固定するためのネジ 2 本

2

拡張式下部支持ブラケットのシャーシ止め具

下部支持ブラケットの一端をラックの前面に
固定するためのネジ 2 本

b) 下部支持レールは、水平に保った状態で、お客様が準備した、ラックに適した 4 本のネジを使用して
前面と背面の垂直取り付けレールに取り付けます（それぞれの垂直取り付けレールにネジを 2 本ずつ
使います）。それぞれのネジを、指定されている適切なトルクまで締めます。
通常、次のいずれかのタイプのネジを使用し、締めるときにはそれに指定されているトルク設定を使
用します。
• M4 ネジ（指定トルク：1.36 N·m（12 インチポンド））
• M6 ネジ（指定トルク：4.5 N·m（40 インチポンド））
• 10-32 ネジ（指定トルク：2.26 N·m（20 インチポンド））
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ラックで別のタイプのネジが必要とされる場合は、そのタイプのネジに適したトルク設定を使用しま
す。
c) ステップ 1a および 1b を繰り返して、ラックの反対側にも、取り付けたものと同じ高さにもう 1 つの
拡張式下部支持レールを取り付けます。
（注）
2 セットの下部支持レールが互いに同じ高さに取り付けられていることを確認して、次のス
テップに進みます。
ステップ 2

2 つのフロントマウント ブラケットを次のようにシャーシの側面に取り付けます。
a) 次の図に示すように、フロントマウント ブラケットの片側にある 2 つの穴をシャーシの左右どちらか
の 2 つの穴に合わせます。
図 28：シャーシへのフロントマウント ブラケットの位置合わせと取り付け

1 前面ラックマウント ブラケット

2

2 本の M4 x 6 mm ネジ

b) 2 本の M4 x 6 mm ネジを使用してブラケットをシャーシに取り付け、各ネジを 1.36 N·m（12 インチポ
ンド）のトルクまで締めます。
c) ステップ 2a および 2b を繰り返し、もう 1 つのフロントマウント ブラケットをシャーシの反対側に取
り付けます。
ステップ 3

次の手順で、シャーシをラックに取り付けます。
a) 次の図に示すように、シャーシを電源モジュール側から、取り付けた下部支持レールに載せてスライ
ドさせます。

Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア設置ガイド
35

シャーシの取り付け
4 ポスト ラックへの 2（RU）シャーシの取り付け

下部支持レールに載せてシャーシを完全に押し込んだら、下部支持レールのシャーシ止め具がシャー
シのノッチにはまり、フロントマウント ブラケットが前面の垂直取り付けレールに接するようになり
ます。
図 29：下部支持レールへのシャーシのスライド

1

シャーシを電源モジュール側から下部支持レー 3
ルに載せてスライドさせ、シャーシ止め具が
シャーシのノッチにはまるようにします。

下部支持レールのシャーシ止め具がはまる、
シャーシの両側面にある受け入れノッチ。

2

シャーシ止め具

ラックマウント ネジ
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b) ラックに適した 2 本のネジを使用して、フロントマウント ブラケットをラックに取り付けます（それ
ぞれのマウント ブラケットにネジを 1 本ずつ使います）。
通常、次のいずれかのタイプのネジを使用し、締めるときにはそれに指定されているトルク設定を使
用します。
• M4 ネジ（指定トルク：1.36 N·m（12 インチポンド））
• M6 ネジ（指定トルク：4.5 N·m（40 インチポンド））
• 10-32 ネジ（指定トルク：2.26 N·m（20 インチポンド））
ラックで別のタイプのネジが必要とされる場合は、そのタイプのネジに適したトルク設定を使用しま
す。

シャーシのアース接続
次の方法で、シャーシと電源モジュールをアースに接続するとスイッチは接地されます。
• シャーシを（アース パッドで）データセンターのアースに接続します。ラックが完全に接合
されてアースされている場合、スイッチをラックに接続することでスイッチをアースできま
す。

（注）

電源モジュールがアースされていなかったりスイッチに接続されていない場
合でも、シャーシのアース接続は有効です。

警告

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

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。

はじめる前に
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。データセンターのアースに接続している接合ラック（詳細についてはラック
メーカーのマニュアルを参照）にスイッチシャーシを設置した場合は、アースパッドをラックに
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接続してシャーシをアースできます。接合ラックを使用していない場合は、シャーシのアース
パッドをデータセンターのアースに直接接続する必要があります。

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。

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。
図 30：1（RU）シャーシのアース接続

1 シャーシのアース パッド

2 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。
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3 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

シャーシの取り付け
スイッチの起動

図 31：2（RU）シャーシのアース接続

1 シャーシのアース パッド

3 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

2 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。

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）、
12 インチポンド（1.36 N·m）のトルクで各ネジを締めます。

ステップ 4

アース線の反対側の端を処理し、設置場所の適切なアースに接続して、スイッチに十分なアースが確保さ
れるようにします。ラックが完全に接合されてアースされている場合は、ラックのベンダーが提供するマ
ニュアルで説明されているようにアース線を接続します。

スイッチの起動
スイッチを電源オンにする手順は、次のとおりです。

はじめる前に
• スイッチがラックに完全に取り付けられ、安定していることを確認します。
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• スイッチが、施設のアース、またはアース接続されたラックに、適切にアース接続されてい
ることを確認します。
• すべてのファン モジュールと電源モジュールがシャーシに取り付けられていることを確認し
ます。シャーシに電源が 1 つしか取り付けられていない場合には、意図どおりのエアーフ
ローを維持するために、空き電源スロットにブランク モジュール（N2200-P-BLNK）を挿入
しておく必要があります。
• DC 電源を使用している場合は、回路が回路ブレーカーで遮断されていることを確認します。

ステップ 1

スイッチが AC 電源を備えている場合は、それを AC 電力源に次のように接続します。
a) AC 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。
b) 電源モジュールの電源コンセントに電源コードを接続します。
c) AC 電源に電源コードのもう一方の端を接続します。
d) 回路ブレーカーで電源を入れます。
e) OK LED がグリーンに変わり、FAULT LED が消灯していることを点検して、電源が機能していること
を確認します。

ステップ 2

スイッチが DC 電源を備えている場合は、それを DC 電力源に次のように接続します。
a) 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。
b) 電源モジュールのマイナス（-）およびプラス（+）の端子に接触するのを防止する透明プラスチック
製安全カバーを取り外します。
c) 電力源からのマイナス ケーブルを電源の左（-）端子に接続します。
d) 電力源からのプラス ケーブルを電源の右（+）端子に接続します。
e) 電源端子に誤って接触することを防止する透明プラスチック製安全カバーを、端子にクリップで留め
ます。
f) 回路ブレーカーで電源を入れます。
g) OK LED がグリーンに変わり、FAULT LED が消灯していることを点検して、電源が機能していること
を確認します。

ステップ 3

ファンの動作音を確認します。電源コードを差し込むと、ファンが動作を開始します。

ステップ 4

スイッチが起動したら、次の LED が点灯していることを確認します。
• 電源 LED（グリーンに点灯）。
グリーンに点灯しない場合は、モジュールを少しだけスロットから取り出し、再び押し込んでみま
す。
• ファン LED（グリーンに点灯）。
グリーンに点灯しない場合は、モジュールを少しだけスロットから取り出し、再び押し込んでみま
す。
• システム ステータス LED（グリーンに点灯）。この LED がオレンジまたはレッドに点灯している場
合、1 つまたは複数の環境モニタが問題を検出しています。
• イーサネット コネクタのリンク LED（オフ）。
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シャーシの取り付け
スイッチの起動
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ネットワークへのスイッチの接続
• ネットワーク接続の準備, 43 ページ
• コンソールへの接続, 43 ページ
• 管理インターフェイスの接続, 44 ページ
• 他のデバイスへのインターフェイス ポートの接続, 45 ページ
• トランシーバおよび光ケーブルのメンテナンス, 48 ページ

ネットワーク接続の準備
スイッチのネットワーク接続を準備するときは、各インターフェイス タイプについて次の事項を
考慮し、ポートを接続する前に必要なすべての機器を揃えてください。
• 各インターフェイス タイプに必要なケーブル
• 各信号タイプの距離制限
• 必要な他のインターフェイス機器

コンソールへの接続
スイッチをコンソールに接続して、次の機能を実行できます。
• CLI を使用したスイッチの設定
• ネットワーク統計情報およびエラーのモニタリング
• SNMP エージェント パラメータの設定
• ソフトウェア アップデートのダウンロード
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（注）

スイッチを最初にネットワークに接続する前に、このポートを使用してローカル管理接続を作
成し、IP アドレスの設定および他の初期設定を行うことを推奨します。
スイッチのコンソール ポートは、RJ-45 インターフェイスを備えた RS-232 ポートです。これは非
同期シリアル ポートです。このポートに接続する装置は、非同期伝送に対応している必要があり
ます。

注意

コンソール ポートにはモデムを接続できます。コンソール ポートにモデムを接続していない
場合は、スイッチに電源を投入する前か、スイッチのブート プロセスが完了したあとで接続
してください。

はじめる前に
スイッチをコンソールに接続する前に、次の準備ができていることを確認してください。
• VT100 端末エミュレーションをサポートするコンピュータ端末。セットアップおよび設定時
にスイッチとコンピュータを通信させるには、ターミナル エミュレーション ソフトウェア
（HyperTerminal または Procomm Plus など）を使用します。

ステップ 1

次のデフォルトのポート特性に一致するように、ターミナル エミュレータ プログラムを設定します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• 1 ストップ ビット
• パリティなし

ステップ 2

ケーブルのもう一方の端の DB-9 コネクタをコンピュータのシリアル ポートに接続します。

次の作業
これでスイッチを設定できます。

管理インターフェイスの接続
スイッチへの管理接続を作成するには、スイッチの管理ポートを外部ハブ、スイッチ、またはルー
タに接続する必要があります。
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はじめる前に
IP アドレスの競合を防ぐため、初期設定を完了し、スイッチの IP アドレスを確立する必要があり
ます。

ステップ 1

適切なモジュラ ケーブルをスイッチの 2 つの管理ポートのいずれかに接続します。
• イーサネット スイッチのポートまたはハブに管理ポートを接続するには、モジュラ型ストレート UTP
ケーブルの RJ-45 コネクタを管理ポートに差し込みます。
• ルータに接続するには、管理ポートにクロス ケーブルのコネクタを挿入します。

ステップ 2

ケーブルの反対側をデバイスに接続します。

他のデバイスへのインターフェイス ポートの接続
スイッチの初期設定を実行し、管理接続を確立したら、スイッチのインターフェイス ポートを他
のデバイスに接続できます。スイッチのインターフェイス ポートのタイプによっては、QSFP+、
SFP+ または SFP トランシーバの使用時にインターフェイス ケーブルを使用する必要があり、ま
たは RJ-45 コネクタを使用して他のデバイスにスイッチを接続する必要があります。
多くの光ファイバ ケーブルで使用するトランシーバは、ケーブルから切り離して提供されます。
光ファイバ ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、トランシーバを I/O モジュールに取
り付ける際にトランシーバを光ファイバ ケーブルから切り離しておくことを推奨します。光ファ
イバ ケーブルのトランシーバを取り外す前に、トランシーバからケーブルを取り外す必要があり
ます。
トランシーバと光ケーブルの有効性と寿命を最大化するには、次の手順を実行します。
• トランシーバを扱うときは、アース線に接続された静電気防止用リスト ストラップを着用し
てください。通常、スイッチを設置するときはアースされており、リスト ストラップを接続
できる静電気防止用のポートがあります。
• トランシーバの取り外しおよび取り付けは、必要以上に行わないでください。取り付けおよ
び取り外しを頻繁に行うと、耐用年数が短くなります。
• 高精度の信号を維持し、コネクタの損傷を防ぐために、トランシーバおよび光ファイバ ケー
ブルを常に埃のない清潔な状態に保ってください。減衰（光損失）は汚れによって増加しま
す。減衰量は 0.35 dB 未満に保つ必要があります。
• 埃によって光ファイバ ケーブルの先端が傷つかないように、取り付ける前にこれらの部品を
清掃してください。
• コネクタを定期的に清掃してください。必要な清掃の頻度は、設置環境によって異なりま
す。また、埃が付着したり、誤って手を触れた場合には、コネクタを清掃してください。
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ウェット クリーニングとドライ クリーニングのいずれもが効果的です。設置場所の光ファ
イバ接続清掃手順を参照してください。
• コネクタの端に触れないように注意してください。端に触れると指紋が残り、その他の汚染
の原因となることがあります。
• 埃が付着していないこと、および損傷していないことを定期的に確認してください。損傷し
ている可能性がある場合には、清掃後に顕微鏡を使用してファイバの先端を調べ、損傷して
いるかどうかを確認してください。

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。

警告

SFP+ および SFP トランシーバの取り付け
（注）

SFP または SFP+ トランシーバの取り外しおよび取り付けを過度に行うと、耐用年数が短くな
ります。必要な場合以外には、SFP または SFP+ トランシーバの取り外しや取り付けを行わな
いようにしてください。トランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、光ケーブルやト
ランシーバの破損を防止するため、ケーブルを抜いた状態で行うことを推奨します。

（注）

ケーブルをトランシーバに接続できない場合は、トランシーバのケーブル側にダスト プラグ
を取り付けるか、またはそのままにします。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

ステップ 2

ポート ケージのダスト カバーを外します。

ステップ 3

トランシーバのポート側のダスト カバーを外します。

ステップ 4

次のようにトランシーバをポートに差し込みます。
• マイラー タブ ラッチ付きのトランシーバの場合、タブが下にくるようにし、ポートにしっかりはま
るまでトランシーバをゆっくり差し込みます。
• ベールクラスプ ラッチ付きのトランシーバの場合、クラスプが下になるようにし、クラスプを持ち
上げてトランシーバの上部で閉じてから、ポートにしっかりはまるまでトランシーバをゆっくり差し
込みます。
注意

トランシーバが取り付けにくい場合は、トランシーバの向きと、タブやクラスプの位置が正
しいかどうかを確認してください。
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QSFP+ トランシーバの取り付け
QSFP+ トランシーバ モジュールには、ベールクラスプ ラッチまたはプルタブ ラッチを付けるこ
とができます。

注意

QSFP+ トランシーバ モジュールは、静電気の影響を受けやすいデバイスです。QSFP+ トラン
シーバ モジュールを取り扱ったり、システム モジュールに触れたりする場合は、静電気防止
用リスト ストラップのような個別のアース デバイスを常に使用してください。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを自分自身とシャーシまたはラックの適切な接地点に取り付けます。使用
手順に従ってください。

ステップ 2

QSFP+ トランシーバ モジュールを保護パッケージから取り出します。

ステップ 3

トランシーバのポート側のダスト カバーを外します。

ステップ 4

QSFP+ トランシーバ モジュール本体のラベルを調べて、使用しているネットワークに適合するモデルで
あることを確認します。

ステップ 5

光 QSFP+ トランシーバの場合は、光ボア ダスト プラグを取り外し、脇に置きます。

ステップ 6

ベールクラスプ ラッチ付きのトランシーバの場合は、次のようにしてください。
a) ベールクラスプを垂直位置に保ちます。
b) QSFP+ トランシーバをモジュールのトランシーバ ソケット開口部の前に合わせ、トランシーバがソ
ケットの電気コネクタに接触するまで QSFP+ トランシーバをソケットに慎重に挿入します。

ステップ 7

プルタブ付きの QSFP+ トランシーバの場合は、次のようにしてください。
a) ID ラベルが上になるように、トランシーバを持ちます。
b) QSFP+ トランシーバをモジュールのトランシーバ ソケット開口部の前に合わせ、トランシーバがソ
ケットの電気コネクタに接触するまで QSFP+ トランシーバをソケットに慎重に挿入します。
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SFP+ および SFP 光ケーブルの取り付け
（注）

トランシーバの取り付けまたは取り外しを行う際は、光ケーブルやトランシーバの破損を防止
するため、ケーブルを抜いた状態で行います。

ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを着用して、使用法に従います。

ステップ 2

ケーブルのコネクタのダスト カバーを外します。

ステップ 3

トランシーバのケーブル側のダスト カバーを外します。

ステップ 4

ケーブル コネクタをトランシーバに合わせ、しっかりはまるまでコネクタをトランシーバに差し込みま
す。
注意
ケーブルが取り付けにくい場合、ケーブルの向きを確認してくださ
い。
（注）
ケーブルをトランシーバに接続できない場合は、トランシーバのケーブル側にダスト プラグを
取り付けるか、またはそのままにします。
接続の確認手順については、該当する Cisco Nexus シリーズのコンフィギュレーション ガイドを参照して
ください。

トランシーバおよび光ケーブルのメンテナンス
高精度の信号を維持し、コネクタの損傷を防ぐためには、トランシーバおよび光ファイバ ケーブ
ルを常に埃のない清潔な状態に保つ必要があります。減衰（光損失）は汚れによって増加します。
減衰量は 0.35 dB 未満でなければなりません。
メンテナンスの際には、次の注意事項に従ってください。
• トランシーバは静電気に敏感です。静電破壊を防止するために、アースしたシャーシに接続
している静電気防止用リスト ストラップを着用してください。
• トランシーバの取り外しおよび取り付けは、必要以上に行わないでください。取り付けおよ
び取り外しを頻繁に行うと、耐用年数が短くなります。
• 未使用の光接続端子には、必ずカバーを取り付けてください。埃によって光ファイバ ケーブ
ルの先端が傷つかないように、使用前に清掃してください。
• コネクタの端に触れないように注意してください。端に触れると指紋が残り、その他の汚染
の原因となることがあります。
• コネクタを定期的に清掃してください。必要な清掃の頻度は、設置環境によって異なりま
す。また、埃が付着したり、誤って手を触れた場合には、コネクタを清掃してください。

Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア設置ガイド
48

ネットワークへのスイッチの接続
トランシーバおよび光ケーブルのメンテナンス

ウェット クリーニングとドライ クリーニングのいずれもが効果的です。設置場所の光ファ
イバ接続清掃手順を参照してください。
• 埃が付着していないこと、および損傷していないことを定期的に確認してください。損傷し
ている可能性がある場合には、清掃後に顕微鏡を使用してファイバの先端を調べ、損傷して
いるかどうかを確認してください。
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モジュールの交換
• ファン トレイの交換, 51 ページ
• 1（RU）ファン モジュールの交換, 52 ページ
• 2（RU）ファン モジュールの交換, 53 ページ
• AC 電源モジュールの交換, 54 ページ
• DC 電源モジュールの交換, 56 ページ

ファン トレイの交換
ファン トレイは、システムの稼働中に取り外しや交換を行っても、感電やシステムの損傷が起き
ないように設計されています。ただし、交換作業は 1 分以内に行う必要があります。
適切な交換用ファントレイがない場合は、交換用ファンモジュールが見つかるまで、スイッチ用
のエアーフローを維持するため、スロットに元のファン トレイを取り付けたままにしておいてく
ださい。

警告

ファン アセンブリをシャーシから外すときにファンがまだ回転している場合があります。ファ
ン アセンブリの筐体の隙間に指やドライバなどを近づけないでください。
ファン トレイを交換する手順は、次のとおりです。

はじめる前に
• 手で触れるコンポーネントの静電破壊を防止するための、静電気防止用リスト ストラップま
たは他のデバイスがあることを確認します。
• シャーシから取り外すファン モジュールを置くための静電気防止シートまたはバッグがある
ことを確認します。
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• 交換用ファン トレイのエアーフローの向きが正しい（同じシャーシ内の他のファンおよび電
源モジュールと同じ色になっている）ことを確認します。

ステップ 1

次のようにして、交換するファン トレイを取り外します。
a) 必要に応じてマイナス ドライバまたは No.1 プラス ドライバを使用し、ファン トレイの非脱落型ネジ
を左に回して緩めます。
b) ファン トレイの非脱落型ネジを持ち、外に引き出します。
c) シャーシからファン トレイを完全に引き抜き、静電気防止用シートの上に置くか、梱包材を使用して
再梱包します。

ステップ 2

交換用ファン トレイを、次のように取り付けます。
a) 底面にコネクタが付いているシートメタル フランジをつかんでファン トレイを持ちます。
b) ファン トレイをシャーシ前面の開口部に合わせ、シャーシ上に載せます。差し込める限り非脱落型ネ
ジがシャーシに接触するまで、ファン トレイをシャーシ内に押し込みます。
c) 非脱落型ネジを締めます。
d) 装置の電源を投入したら、ファンの動作音を確認します。ファンが動作する音がすぐに聞こえるはず
です。動作音が聞こえない場合には、ファン トレイがシャーシ内に完全に挿入され、前面プレートが
シャーシの外面と一直線になっているかどうかを確認してください。
e) LED がグリーンに点灯しているかどうかを確認します。LED がグリーンに点灯していない場合、1 つ
または複数のファンに障害が発生しています。この問題が発生した場合は、部品の交換についてカス
タマーサービス担当者に連絡してください。

1（RU）ファン モジュールの交換
1（RU）ファン モジュールは、Cisco Nexus 3132Q-X、3132Q、3172PQ、3172TQ、3232C、
3548-10GX、3548-10G、および 3524P の各スイッチで使用されます。適切な交換用ファン モジュー
ルがない場合は、交換用ファン モジュールが見つかるまで、スイッチ用のエアーフローを維持す
るため、スロットに元のファン モジュールを取り付けたままにしておいてください。

警告

ファン アセンブリをシャーシから外すときにファンがまだ回転している場合があります。ファ
ン アセンブリの筐体の隙間に指やドライバなどを近づけないでください。

はじめる前に
• 手で触れるコンポーネントの静電破壊を防止するための、静電気防止用リスト ストラップま
たは他のデバイスがあることを確認します。
• シャーシから取り外すファン モジュールを置くための静電気防止シートまたはバッグがある
ことを確認します。
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• 交換用ファン モジュールのエアーフローの向きが正しい（同じシャーシ内の他のファンおよ
び電源モジュールと同じ色になっている）ことを確認します。

ステップ 1

静電破壊を防止するために、静電気防止用リスト ストラップまたは他の静電気防止デバイスを体に取り付
けて、アース接続します。
静電気防止デバイスは、アース、またはアース接続された物体（アース接続されたラックやシャーシの
アース接続など）に接続できます。

ステップ 2

次のようにして、交換するファン モジュールを取り外します。
a) 取り外すファン モジュールで、ファン モジュール ハンドルの両側を（ファン モジュールに接続して
いる部分に最も近い位置で）押して、モジュールがコネクタから外れるようにハンドルを引っ張りま
す。
b) ハンドルをつかみ、モジュールをシャーシから取り外して、静電気防止シート上または静電気防止バッ
グ内に置きます。
注意
モジュール背面の電気コネクタに触れないようにし、他の何かが接触してコネクタが損傷しな
いようにします。

ステップ 3

次のようにして、交換用ファン モジュールを取り付けます。
a) ファン モジュールのハンドルを持ち、ファン モジュールの背面（電気コネクタがある側）をシャーシ
の空いているファン スロットに合わせます。
b) カチッと音がするまでスロットにファン モジュールを挿入します。
c) ステータス（STS）LED が点灯し、グリーンになることを確認します。

2（RU）ファン モジュールの交換
2（RU）ファン モジュールは、Cisco Nexus 3164Q、31128PQ、および 3264Q スイッチで使用され
ます。ファン モジュールは、システムの稼働中に取り外しや交換を行っても、感電やシステムの
損傷が起きないように設計されています。ただし、交換作業は 1 分以内に行う必要があります。
適切な交換用ファンモジュールがない場合は、交換用ファンモジュールが見つかるまで、スイッ
チ用のエアーフローを維持するため、スロットに元のファン モジュールを取り付けたままにして
おいてください。

警告

ファン アセンブリをシャーシから外すときにファンがまだ回転している場合があります。ファ
ン アセンブリの筐体の隙間に指やドライバなどを近づけないでください。

はじめる前に
• 手で触れるコンポーネントの静電破壊を防止するための、静電気防止用リスト ストラップま
たは他のデバイスがあることを確認します。
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• シャーシから取り外すファン モジュールを置くための静電気防止シートまたはバッグがある
ことを確認します。
• 交換用ファン モジュールのエアーフローの向きが正しい（同じシャーシ内の他のファンおよ
び電源モジュールと同じ色になっている）ことを確認します。

ステップ 1

次のようにして、交換するファン モジュールを取り外します。
a) 必要に応じてマイナス ドライバまたは No.1 プラス ドライバを使用し、ファン モジュールの非脱落型
ネジを左に回して緩めます。
b) ファン モジュールの非脱落型ネジをつまんで、外に引き出します。
c) シャーシからファン モジュールを完全に引き抜き、静電気防止用シートの上に置くか、梱包材を使用
して再梱包します。

ステップ 2

次のようにして、交換用ファン モジュールを取り付けます。
a) 底面にコネクタが付いているシートメタル フランジをつかんでファン モジュールを持ちます。
b) ファンモジュールをシャーシ前面の開口部に差し込み、シャーシに入るようにします。ファンモジュー
ルを動かなくなるまでシャーシ内にしっかりと押し込み、非脱落型ネジがシャーシに接触するように
します。
c) 非脱落型ネジを締めます。
d) 装置の電源を投入したら、ファンの動作音を確認します。ファンが動作する音がすぐに聞こえるはず
です。動作音が聞こえない場合には、ファン モジュールがシャーシ内に完全に挿入され、前面プレー
トがシャーシの外面と一直線になっているかどうかを確認してください。
e) LED がグリーンに点灯しているかどうかを確認します。LED がグリーンに点灯していない場合、1 つ
または複数のファンに障害が発生しています。この問題が発生した場合は、部品の交換についてカス
タマーサービス担当者に連絡してください。

AC 電源モジュールの交換
別の電源モジュールが取り付けられていて交換時に稼働している限り、動作時に AC 電源モジュー
ルを交換できます。スイッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働するので、稼働中に冗長電源モ
ジュールをホット スワップできます。シャーシに取り付けられている電源モジュールが 1 個だけ
の場合、電源モジュールを取り外す前に空いている電源モジュールスロットに新しい電源モジュー
ルを取り付けることでモジュールを交換できます。

はじめる前に
• 手で触れるコンポーネントの静電破壊を防止するための、静電気防止用リスト ストラップま
たは他のデバイスがあることを確認します。
• シャーシから取り外す電源モジュールを置くための静電気防止シートまたはバッグがあるこ
とを確認します。
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• 交換用電源モジュールのエアーフローの向きが正しい（同じシャーシ内の他のファンおよび
電源モジュールと同じ色になっている）ことを確認します。向きが正しくないと、スイッチ
が過熱して停止する可能性があります。

ステップ 1

静電破壊を防止するために、静電気防止用リスト ストラップまたは他の静電気防止デバイスを体に取り付
けて、アース接続します。
静電気防止デバイスは、アース、またはアース接続された物体（アース接続されたラックやシャーシの
アース接続など）に接続できます。

ステップ 2

電源モジュールは、次のように取り外します。
a) 取り外す電源モジュールの電源コードを電源コンセントから引き抜き、OK LED が消灯していること
を確認します。
b) 電源モジュールは、サムラッチを左に押した状態にしてシャーシから少し引き出して、取り外します。
c) シャーシから引き出す際、もう一方の手で下から電源モジュールを支えます。
電源モジュールは、静電気防止用シート上に置くか、梱包材で包みます。
d) 電源モジュール スロットを空のままにしておく場合は、電源モジュール用ブランク フィラー パネル
（部品番号 N2200-P-BLNK）を取り付けます。

ステップ 3

交換用電源モジュールは、次のように取り付けます。
a) 一方の手でモジュールの下部を持ち、もう一方の手でハンドルを持つ形で交換用電源モジュールを持
ち、電源モジュールの後端（電気接続の終端部）を空いている電源モジュール スロットに合わせ、電
源モジュールがカチッと音がして所定の位置にはまるまでスロットに完全に押し込みます。
b) リリース ラッチを使用せずに電源モジュールをスロットから引き出すようにして取り付け具合を確認
します。
電源モジュールが動かなければ、スロットに確実に固定されています。電源モジュールが動く場合は、
カチッと音がするまでスロットに完全に押し込みます。

ステップ 4

新しい電源モジュールは、次のように AC 電源に接続します。
a) 電源モジュール前面の電源コンセントに電源ケーブルを接続します。
b) 電源コードの反対側を AC 電源コンセントに接続します。
• 電源の冗長性が必要ない場合は、1 つの電源モジュールを 1 つの電源に接続します。
• n+1 の冗長性が必要な場合は、2 つの電源モジュールを 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、2 つの電源モジュールをそれぞれ異なる電源に接続します。
（注）

配電ユニットのコンセントの種類によっては、スイッチをコンセントに接続するために、オ
プションのジャンパ ケーブルが必要となる場合があります。

c) 電源モジュールの OK LED がグリーンになっているかどうかを調べ、電源モジュールの稼働を確認し
ます。
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DC 電源モジュールの交換
別の電源モジュールが取り付けられていて交換時に稼働していれば、動作時にも DC 電源モジュー
ルを交換できます。スイッチは 1 つの電源モジュールだけで稼働するので、稼働中に冗長電源モ
ジュールをホット スワップできます。シャーシに取り付けられている電源モジュールが 1 つだけ
の場合、電源モジュールを取り外す前に空いている電源モジュールスロットに新しい電源モジュー
ルを取り付けて動作状態にすることでモジュールを交換できます。

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。

はじめる前に
• 手で触れるコンポーネントの静電破壊を防止するための、静電気防止用リスト ストラップま
たは他のデバイスがあることを確認します。
• シャーシから取り外す電源モジュールを置くための静電気防止シートまたは静電気防止バッ
グがあることを確認します。
• 交換用電源モジュールのエアーフローの向きが、同じシャーシ内の他のモジュールと同じで
あることを確認します。向きが正しくないと、スイッチが過熱して停止する可能性がありま
す。
• 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。

ステップ 1

静電破壊を防止するために、静電気防止用リスト ストラップまたは他の静電気防止デバイスを体に取り付
けて、アース接続します。
静電気防止デバイスは、アース、またはアース接続された物体（アース接続されたラックやシャーシの
アース接続など）に接続できます。

ステップ 2

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。

ステップ 3

交換が必要な DC 電源は、次のように取り外します。
a) 交換する電源モジュールへの電源の回路ブレーカーをオフにします。
OK LED が消灯していることを確認します。
b) DC 電源モジュールのプラス端子とマイナス端子へのアクセスを防止する、透明のプラスチック カバー
のクリップを外して取り外します。
c) 右側の端子からプラスの電源コードをゆるめます。
d) 左側の端子からマイナスの電源コードをゆるめます。
e) 端子へのアクセスを防止する透明のプラスチック カバーを取り付けます。
f) サム ラッチを押してシャーシから電源モジュールを外し、ハンドルを使用してシャーシから途中まで
抜き出します。
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g) シャーシから引き出す際、もう一方の手で下から電源モジュールを支えます。静電気防止用シートに
電源モジュールを置きます。
h) 電源モジュールベイを空のままにしておく場合は、電源モジュール用フィラーパネル（N2200-P-BLNK）
を取り付けます。
ステップ 4

交換用 DC 電源は、次のように取り付けます。
a) 交換用電源モジュールのハンドルを持ち、サム ラッチが右側に来るようにして、電源モジュールを電
源モジュール ベイ内に最後まで（サム ラッチがカチッというまで）押し込み、ベイに完全に収まった
状態になるようにします。
b) 端子へのアクセスを防止する透明のプラスチック カバーがある場合は、そのクリップを外し、シャー
シから取り外します。
c) 左側の端子にマイナスのケーブルを固定します。
d) 右側の端子にプラスのケーブルを固定します。
e) 誤って端子に接触するのを防止する透明のプラスチック カバーを、端子にクリップで留めます。
f) 回路ブレーカーで電源を入れます。
g) OK LED がグリーンになっているかどうかを調べ、電源モジュールの稼働を確認します。
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A

ラックの仕様
• キャビネットおよびラックの一般的な要件と注意事項, 59 ページ
• 穴あき型キャビネットの要件について, 60 ページ
• オープン ラックの要件について, 60 ページ

キャビネットおよびラックの一般的な要件と注意事項
キャビネットまたはラックは、次のすべての特性を備えている必要があります。
• 標準 19 インチ（48.3 cm）の 4 ポスト EIA キャビネットまたはラック。
• ANSI/EIA-310-D-1992 のセクション 1 に準拠した英国ユニバーサル ピッチに適合する取り付
けレール。次を参照してください。
また、キャビネットまたはラックは、次の要件を満たしている必要があります。
• 各 Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチ シャーシについて、最低限、縦方向に 1 RU（ラック
ユニット）、つまり 1.75 インチ（4.4 cm）のスペースがあること。
• 装置の背面をラックに取り付けない場合、2 本のラック取り付けレールの間の幅が、17.75 イ
ンチ（45.0 cm）以上であること。4 支柱 EIA ラックの場合、前方の 2 本のレールの距離が
17.75 インチ（45.1 cm）であること。
4 支柱 EIA キャビネット（穴あき型または壁型）は、次の要件を満たしている必要があります。
• 光ファイバ ケーブルの最小曲げ半径を確保するために、キャビネットの前方取り付けレール
から前面扉までに 3 インチ（7.6 cm）以上のスペースが必要です。
• 背面ブラケットを取り付けられるように、前方取り付けレールの外面と後方取り付けレール
の外面の距離が 23.0 ～ 30.0 インチ（58.4 ～ 76.2 cm）となっている必要があります。
• シャーシ側面とキャビネット側面の間には、2.5 インチ（6.4 cm）以上の間隔が必要です。
シャーシの吸気口または排気口の通気を妨げるようなものは除去してください。
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（注）

ケーブル管理を考慮して、すべての光ファイバまたは銅ケーブルが簡単にラックを通るよう
に、ラックまたはキャビネット内のシャーシの上下に空きスペースができるようにしてくださ
い。

穴あき型キャビネットの要件について
穴あき型キャビネットの穴は、前面扉、背面扉、および側面にあります。「キャビネットおよび
ラックの一般的な要件」の項に示す要件に加えて、穴あき型キャビネットは、次の要件を満たす
必要があります。
• 前面扉および背面扉の開孔率が 60 % 以上であること。扉の高さの 1 RU あたり 15 平方イン
チ（96.8 平方 cm）以上開口部があること。
• キャビネットの上面にも穴が開いており、開孔率が 20% 以上であること。
• 冷却が促進されるように、キャビネットの床面は開放型か穴あき型であること。
Cisco R シリーズ ラックは、これらの要件に適合しています。

オープン ラックの要件について
A-1 ページの「キャビネットおよびラックの一般的な要件」の項の要件に加えて、シャーシをオー
プン ラック（側面パネルまたは扉が付いていないもの）に取り付ける場合は、ラックが次の要件
を満たしていることを確認します。
• 各シャーシについて、最低限、縦方向に 2 ラックユニット（RU）、つまり 3.47 インチ（8.8
cm）のスペースがあること。
• 隣接するシャーシ間の間隔が 6 インチ（15.2 cm）以上あり、シャーシの通気口と壁面との間
に最低 2.5 インチ（6.4 cm）の隙間があること。
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B

システムの仕様
• 環境仕様, 61 ページ
• スイッチの寸法, 62 ページ
• AC 電源ケーブル, 63 ページ

環境仕様
環境
温度

湿度

高度

仕様
周囲動作温度

32 ～ 104 °F（0 ～ 40 °C）

非動作温度

-40 ～ 158°F（-40 ～ 70°C）

周囲動作温度

10 ～ 85%

非動作温度

5 ～ 95%

周囲動作温度

0 ～ 10,000 フィート（0 ～ 3050 m）

非動作温度

-1000 ～ 30,000 フィート（-304 ～ 15,150
m）
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スイッチの寸法
スイッチコンポーネン 幅
ト

高さ

Cisco Nexus 3016
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3048
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3064-T
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 22.45 インチ（57.0
cm）

1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3064-32T
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 22.45 インチ（57.0
cm）

1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3064-X
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3132Q
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3132Q-V
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3132Q-X
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3132Q-XL
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
（1 RU）

Cisco Nexus 3164Q
シャーシ

17.4 インチ（44.2 cm） 22.3 インチ（56.6 cm） 3.5 インチ（8.9 cm）
（2 RU）

Cisco Nexus 3172PQ
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 17 インチ（43.9 cm）

1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 3172PQ -XL 17.3 インチ（43.9 cm） 17 インチ（43.9 cm）
シャーシ

1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 3172TQ
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
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スイッチコンポーネン 幅
ト
Cisco Nexus
3172TQ-32T シャーシ

奥行

高さ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 3172TQ-XL 17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
シャーシ
Cisco Nexus 31108PC-V 17.3 インチ（43.9 cm） 22.28 インチ（56.6
cm）

1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 31108TC-V 17.3 インチ（43.9 cm） 22.28 インチ（56.6
cm）

1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 31128PQ
シャーシ

17.4 インチ（44.2 cm） 23.7 インチ（60.2 cm） 3.39 インチ（8.6 cm）
（2 RU）

Cisco Nexus 3232C
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 22.4 インチ（56.8 cm） 1.72 インチ（4.4 cm）

Cisco Nexus 3264Q
シャーシ

17.4 インチ（44.2 cm） 22.3 インチ（56.6 cm） 3.5 インチ（8.9 cm）
（2 RU）

Cisco Nexus 3524
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 3548-10G
シャーシ

17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）

Cisco Nexus 3548-10GX 17.3 インチ（43.9 cm） 19.7 インチ（50.8 cm） 1.72 インチ（4.37 cm）
シャーシ

AC 電源ケーブル
ケーブル

説明

長さ

SFS-250V-10A-AR（アルゼンチン）

250 VAC 10 A、IRAM 2073 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K10A-AU（オーストラリア）

250 VAC 10 A、3112 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）
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システムの仕様
AC 電源ケーブル

ケーブル

説明

長さ

SFS-250V-10A-CN（中国）

250 VAC 10 A、GB 2009 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K10A-EU（ヨーロッパ）

250 VAC 10 A、M 2511 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

SFS-250V-10A-ID（南アフリカ、アラブ 250 VAC 16 A、EL-208 プラグ
首長国連邦、インド）

8.2 フィート（2.5
m）

SFS-250V-10A-IS（イスラエル）

250 VAC 10 A、SI-32 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K10A-IT（イタリア）

250 VAC 10 A、CEI 23-16 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K10A-SW（スイス）

250 VAC 10 A、MP232 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K10A-UK（英国）

250 VAC 10 A、BS1363 プラグ
（13-A ヒューズ）

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-AC-250V/13A（北米）

250 VAC 13 A、NEMA L6-20 プラグ 6.6 フィート（2.0
m）

CAB-N5K6A-NA（北米）

250 VAC 10 A、NEMA 6-15 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-9K2A-NA（北米）

125 VAC 13 A、NEMA 5-15 プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-C13-CBN

250 VAC 10 A、SS 10-A プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-IND-10A

250 VAC 10 A、EL-208B プラグ

8.2 フィート（2.5
m）

CAB-C13-C14-JMPR

キャビネット ジャンパ電源コード
250 VAC 13 A、C13-C14 コネクタ

2.2 フィート（0.7
m）
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付録

C

LED
• シャーシ LED, 65 ページ
• ファン LED, 66 ページ
• 電源 LED, 67 ページ

シャーシ LED
この表は、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのシャーシ LED について説明しています。
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LED
ファン LED

コンポーネント LED

Status（ス 説明
テータ
ス）

シャーシ（前面 ID
と背面）

点灯（青
色）

シャーシがビーコン信号を受信していることを示
します。

点灯（グ
リーン）

すべての診断テストに合格しています。モジュー
ルは動作可能です。

消灯

モジュールに電力が供給されていません。

点灯（オ
レンジ）

モジュールは起動中、または診断テストの実行中
です。

ステータス
（STS）

スイッチが過熱しています。環境モニタリング中
に温度のしきい値をわずかに超過しました。
点滅（オ
レンジ）

スイッチが過熱しました。環境モニタリング中に
温度のしきい値を大幅に超過しました。
初期リセット中にモジュールに障害が発生した場
合、LED は点滅し続け、モジュールはオンライン
になりません。
モジュールにランタイム障害が発生しており、モ
ジュールはオフラインになっています。

ポート LED

カスタ
マー定義
ステータ
ス

各ポートのカスタマー定義ステータスを示すため
に使用されるグリーンとオレンジ色の LED。

ファン LED
この表は、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのファン LED について説明しています。
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LED
電源 LED

コンポーネント LED

Status（ス 説明
テータ
ス）

Fan（ファン）

点灯（グ
リーン）

すべての診断テストに合格しています。モジュー
ルは動作可能です。

消灯

モジュールに電力が供給されていません。

点灯（オ
レンジ）

モジュールは起動中、または診断テストの実行中
です。

点滅（オ
レンジ）

初期リセット中にモジュールに障害が発生した場
合、LED は点滅し続け、モジュールはオンライン
になりません。

Status（ステー
タス）

モジュールにランタイム障害が発生しており、モ
ジュールはオフラインになっています。

電源 LED
この表は、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチの電源 LED について説明しています。
コンポーネント LED

Status（ス 説明
テータ
ス）

電源モジュール OK（緑色）

点灯

電源モジュールはオンで、正常に動作していま
す。

点滅

3.3 Voltage Standby（VSB）はオンになっています
が、電源モジュール ユニットから他のモジュール
に電力が供給されていません。

消灯

電源モジュールに電力が供給されていません。

FAULT（オレン 点灯
ジ）

電源モジュールの障害（過電圧、過電流、過熱な
ど）。

点滅

電力が供給されていて、3.3 VSB がオンになって
いて、電源がオフになっています。
PSU ファン ロータが正常に機能していません。

消灯

正常に動作しています。
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LED
電源 LED
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付録

D

スペア パーツ リスト
• スペア サポート リスト, 69 ページ

スペア サポート リスト
この表は、Cisco Nexus 3000 シリーズ スイッチのスペア パーツについて説明しています。
製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus 3016

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（N3K-C3064-FAN=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （N3K-C3064-FAN-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus 3048

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（N3K-C3048-FAN=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （N3K-C3048-FAN-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
Nexus
1 RU
3064-T およ
び 3064-32T

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（N3K-C3048-FAN=）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （N3K-C3048-FAN-B=）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-500W=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

AC ポート側吸気
（NXA-PAC-500W-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
Nexus
3064-X

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（N3K-C3048-FAN=）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （N3K-C3048-FAN-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
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静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus 3132Q 1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）
Nexus
3132Q-V

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
AC ポート側吸気
（NXA-PAC-650W-PI）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-650W-PE）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

AC ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）
DC ポート側吸気
（UCSC-PSU-930WDC=）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus
3132Q-X

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）
Nexus
3132Q-XL

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）
Nexus 3164Q 2 RU

AC ポート側排気
ポート側排気
（N9K-PAC-1200W-B=） （N9K-C9300-FAN-B）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-1200W=）

ポート側吸気
（N9K-C9300-FAN3）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N9K-C9300-RMK）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus
3172PQ

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-500W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

AC ポート側吸気
（NXA-PAC-500W-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
Nexus
3172PQ-XL

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-500W=）
AC ポート側吸気
（NXA-PAC-500W-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus
1 RU
3172TQ およ
び
3172TQ-32T

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-500W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

AC ポート側吸気
（NXA-PAC-500W-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
Nexus
3172TQ-XL

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-500W=）
AC ポート側吸気
（NXA-PAC-500W-B=）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

Cisco Nexus 3000 シリーズ ハードウェア設置ガイド
74

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus
31108PC-V

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
AC ポート側吸気
（NXA-PAC-650W-PI）
AC ポート側排気
（NXA-PAC-650W-PE）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

AC ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）
DC ポート側吸気
（UCSC-PSU-930WDC=）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus
31108TC-V

1 RU

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ファン オプション

アクセサリ キット

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）

ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）

DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）
AC ポート側吸気
（NXA-PAC-650W-PI）

フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

AC ポート側排気
（NXA-PAC-650W-PE）
AC ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）
DC ポート側吸気
（UCSC-PSU-930WDC=）
Nexus
31128PQ

2 RU

AC ポート側排気
ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=） （N9K-C9300-FAN-B）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）
DC ポート側排気
（UCSC-PSU-930WDC=）
DC ポート側吸気
（UCS-PSU-6332-DC=）
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ポート側吸気
（N9K-C9300-FAN3）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N9K-C9300-RMK）

スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト

製品

シャー 電源オプション
シの
高さ
（ラッ
クユ
ニッ
ト）

Nexus 3232C 1 RU

ファン オプション

AC ポート側排気
ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=） （NXA-FAN-30CFM-F）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）

ポート側吸気
（NXA-FAN-30CFM-B）

DC ポート側吸気
（UCSC-PSU-930WDC=）

アクセサリ キット

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）

Nexus 3264Q 2 RU

AC ポート側排気
ポート側排気
（N9K-PAC-650W-B=） （N9K-C9300-FAN-B）
AC ポート側吸気
（N9K-PAC-650W=）

ポート側吸気
（N9K-C9300-FAN3）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N9K-C9300-RMK）

Nexus
1 RU
3548-10GX、
3548-10G、
および 3524

AC ポート側排気
（N2200-PAC-400W=）

ポート側排気
（NXA-FAN-30CFM-F）

AC ポート側吸気
ポート側吸気
（N2200-PAC-400W-B=） （NXA-FAN-30CFM-B）
DC ポート側排気
（N2200-PDC-400W=）
DC ポート側吸気
（N3K-PDC-350W-B=）

静電気防止用リスト
ストラップ、コン
ソール ケーブル
RJ45/DB9、アース ラ
グ キット
（N9K-C9300-ACK）
ラック マウント キッ
ト
（N3K-C3064-ACC-KIT）
フィラー ブランク モ
ジュール
（N2200-P-BLNK）
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スペア パーツ リスト
スペア サポート リスト
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