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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）。

シスコでは、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。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this
URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)

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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はじめに

ここでは、『Cisco Nexus 6000 シリーズ ハードウェア インストレーション ガイド』の対象読者、構成、

および表記法について説明します。また、関連マニュアルの入手方法についても説明します。

対象読者
このインストレーション ガイドは、電子回路および配線手順について熟知している、電子または電気

機器の技術者を対象にしています。

マニュアルの構成
このマニュアルは、次の章で構成されています。

章およびタイトル 説明

第 1 章 「概要」 Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの概要を紹介します。

第 2 章 「Cisco Nexus 6000 シ
リーズ スイッチの設置」

Cisco Nexus 6000 スイッチの設置方法、およびモジュール、電

源モジュール、ファン アセンブリの取り付け方法について説明

します。

第 3 章「スイッチの接続」 Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチをインターネットに接続す

る方法について説明します。

付録 A 「キャビネットおよび

ラックへの設置」

閉鎖型キャビネット選択のガイドライン、およびラックへの設置

について説明します。

付録 B 「技術仕様」 Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチ、および、モジュール、電

源モジュール、トランシーバなどのコンポーネントの仕様を記載

します。

付録 C 「ケーブルおよびポート

の仕様」

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのケーブルおよびポートの

仕様を記載します。

付録 D 「設置場所の準備および

メンテナンス記録」

設置場所の準備およびメンテナンス記録を記載します。

付録 E 「ハードウェア コンポー

ネントのトラブルシューティン

グ」

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの設置のトラブルシュー

ティング情報を記載します。
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表記法
このマニュアルでは、注釈、注意、および安全に関する警告に、次の表記法を使用しています。

「注」および「注意」には、留意する必要のある重要な情報が含まれます。

（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。

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載されていま

す。

誤って行うと負傷す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。

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

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de 
waarschuwing als u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt 
raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin 
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu 
onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen 
mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien 
lausuntonumeroiden avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
iv
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Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant 
entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez 
conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures 
couramment utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des 
avertissements figurant dans les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, 
référez-vous au numéro de l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen 
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und 
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder 
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten 
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA 

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. 
Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza  per individuare le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento. 

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du 
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med 
elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten 
av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne 
enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de 
lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos 
perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de 
prevenção de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para 
localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 
v
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¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el 
número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña 
a este dispositivo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av 
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna 
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR
vi
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há risco de lesões 
corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente dos riscos que envolvem os 
circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão de prevenção de acidentes. Use o 
número da declaração fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de 
segurança traduzidos que acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på de 
involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i standardprocedurer til 
undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver advarsel for at finde oversættelsen i de 
oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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関連資料
Cisco MDS 9200 シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ の
マニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9670/tsd_products_support_series_home.html 

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
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

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
x
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C H A P T E R 1

概要

この章では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの概要を示します。この概要には、スイッチに取り

付けることができる拡張モジュール、電源モジュール、およびファン モジュールに関する情報が含ま

れます。この章では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチについて説明します。内容は次のとおりで

す。

• 「Cisco Nexus 6004 スイッチ」（P.1-1）

Cisco Nexus 6004 スイッチ
ここでは、Cisco Nexus 6004 スイッチ（N6K-C6004-96Q）およびそのコンポーネントについて説明し

ます。この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「機能」（P.1-1） 

• 「シャーシ」（P.1-2） 

• 「ポート」（P.1-4） 

• 「電源モジュール」（P.1-5） 

• 「ファン モジュール」（P.1-5） 

• 「トランシーバ」（P.1-7） 

機能

Cisco Nexus 6004 スイッチは、4RU、96 ポート、10/40 ギガビット イーサネット、Fibre Channel over 
Ethernet（FCoE）スイッチです。Cisco Nexus 6004 は、業界初の 40 ギガビット FCoE スイッチです。

Cisco Nexus 6004 スイッチの機能は次のとおりです。

• スイッチ背面にある、48 個の固定ポート。

• スイッチ背面にある、拡張モジュール用の 4 つのスロット。

• スイッチ前面にある、前面から背面および背面から前面に冷却用のエアーフローを送る、ホットス

ワップ可能な電源モジュール用の 6 つのスロット。

• スイッチ前面にある、ホットスワップ可能なファン モジュール用の 4 つのスロット。

• スイッチ前面にある 1 つのコンソール管理ポート。

• スイッチ前面にある 1 つの USB ポート。
1-1
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第 1 章      概要

    Cisco Nexus 6004 スイッチ
シャーシ

Cisco Nexus 6004 シャーシは、高さ 4 RU、つまり 6.97 インチ（17.7 cm）、幅 17.3 インチ（43.9 cm）、

奥行 30 インチ（76.2 cm）です。

これは、標準的な 19 インチ幅のラックに取り付けられるように設計されています。図 1-1 に示すス

イッチの前面には、コンソール管理ポートと USB ポート、6 つの電源モジュール、4 つのファン モ
ジュールがあります。

図 1-1 Cisco Nexus 6004 スイッチの前面図 

（注） ファンと電源モジュールを設定する必要があります。

図 1-2 に示す Cisco Nexus 6004 スイッチ シャーシの背面には、48 個の固定 10/40 ギガビット イーサ

ネット ポートと拡張モジュール用の 4 つのスロットがあります。

1 6 つの電源モジュール（3+3 のグリッド冗長構成）

2 4 つのファン モジュール（3+1 の冗長構成）

3 コンソール管理ポート（Mgmt0）および USB ポート
1-2
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第 1 章      概要

    Cisco Nexus 6004 スイッチ
図 1-2 Cisco Nexus 6004 スイッチの背面図

拡張モジュール

拡張モジュールを使用すると、Cisco Nexus 6004 スイッチを、費用対効果が高い 10/40 ギガビット 
イーサネット スイッチとして設定したり、 

ネイティブ ファイバ チャネル接続を伴う I/O 統合プラットフォームとして設定したりできます。

Cisco Nexus 6004 スイッチには、次の拡張モジュールに使用できる 4 つのスロットがあります。

• N6K-C6004-M12Q
ホット スワップ可能なラインカード拡張モジュール（LEM）です。12 個の 40 ギガビット イーサ

ネット /FCoE QSFP ポートを提供します。

動作中に、拡張モジュールをホット スワップできます。

図 1-3 に、N6K-C6004-M12Q 拡張モジュールを示します。

1 固定ポート 3 4RU シャーシ

2 4 つの拡張モジュール
1-3
Cisco Nexus 6000 シリーズ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-15902-02-J



 

第 1 章      概要
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図 1-3 Cisco Nexus 6004 拡張モジュール 

ポート

Cisco Nexus 6004 スイッチのすべてのポートには番号が付いています。また、ポート グループは、そ

の機能に基づいて番号付けされています。Cisco Nexus 6004 スイッチには 96 個のポートがあり、設定

に応じて使用できます。ポートの番号付けは、上から下、左から右という順序になっています。固定

ポートはグループ化され、モジュラ ポートもグループ化されています。

図 1-4 に、番号付けと機能によるグループ化を示します。

図 1-4 Cisco Nexus 6004 スイッチのポートの番号付け
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電源モジュール

Cisco Nexus 6004 スイッチは、フロントエンドの電源モジュールを使用します。シャーシには、6 つの

電源モジュールに対応したスロットが用意されています。表 1-1 に、Cisco Nexus 6004 スイッチとと

もに発注できる電源モジュールを示します。

図 1-5 に、Cisco Nexus 6004 電源モジュールを示します。

図 1-5 Cisco Nexus 6004 電源モジュール

（注） 電源モジュールのスロットを空のままにしないでください。電源モジュールを取り外す場合は、別のも

のと交換します。交換用の電源モジュールがない場合は、交換が可能になるまで、機能していない電源

モジュールをそのままにしておいてください。

ファン モジュール

Cisco Nexus 6004 スイッチには 4 つのファン モジュールがあります。このスイッチは、ファン モ
ジュール内でファンが機能を停止した場合に機能できますが、ファン モジュール全体が機能を停止し

た場合は、ファン モジュールを交換する必要があります。Cisco Nexus 6004 スイッチは、前面から背

面へのエアーフロー（N6K-C6004-FAN-F）と背面から前面へのエアーフロー（N6K-C6004-FAN-B）

をサポートしています。

図 1-6 に、ファン モジュールを示します。

表 1-1 Cisco Nexus 6004 スイッチ用の電源モジュール 

部品番号 電源モジュール

N6K-PAC-1100W= Cisco Nexus 6004 電源モジュール、100 ～ 240 VAC 1100 W、予備 
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注意 冷気がシャーシのコールド アイルから入り、ホット アイルから排出されるように、同じシャーシ内

のすべてのファン モジュールと電源モジュールでエアーフローの方向が同じになるように発注する

必要があります。

図 1-6 Cisco Nexus 6004 のファン モジュール 

2 色のステータス LED によって、ファン トレイの状態が示されます。グリーンは正常な動作を示し、

オレンジはファン障害を示します。LED の詳細については、表 D-1 を参照してください。

エアーフロー

目的のエアーフローの方向に応じて、電源モジュールとファン モジュールを選択する必要があります。
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トランシーバ

Cisco Nexus 6004 シリーズ スイッチは、Cisco 40GBASE QSFP およびブレークアウト ケーブル オプ

ションを使用した、さまざまな 10/40 ギガビット イーサネット接続オプションをサポートしています。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「トランシーバ サポート マトリクス」（P.1-7）

トランシーバ サポート マトリクス

Cisco Nexus 6004 スイッチは、次の QSFP トランシーバもサポートしています。

（注） ラック内、または隣接するラックのケーブル接続の場合、Cisco Nexus 6004 プラットフォームは、ト

ランシーバと Twinax ケーブルを統合して、エネルギー効率がよく低コスト、低遅延の革新的ソリュー

ションを提供する QSFP+ 直接接続 40 ギガビット イーサネット銅線ケーブルをサポートします。

QSFP+ 直接接続 40 ギガビット イーサネット Twinax 銅線ケーブルは、1 つのトランシーバあたり 1.5 
ワット（W）の電力しか使用せず、1 つのリンクあたり 0.1 マイクロ秒未満の遅延しか発生しません。

Cisco SFP 説明

QSFP-40G-SR4 40GBASE-SR4 QSFP モジュール（マルチモード ファイバ（MMF）、100 
m）

QSFP-40G-CSR4 40GBASE 拡張 CSR4 QSFP モジュール（MMF、300 m）

QSFP-4x10G-AC7M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ ～ 4 本の 10GBASE-CU SFP+ 直接接続ブ

レークアウト ケーブル、7 m、アクティブ

QSFP-4x10G-AC10M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ ～ 4 本の 10GBASE-CU SFP+ 直接接続ブ

レークアウト ケーブル、10 m、アクティブ

QSFP-H40G-CU1M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ 直接接続銅線ケーブル、1 m、パッシブ

QSFP-H40G-CU3M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ 直接接続銅線ケーブル、3 m、パッシブ

QSFP-H40G-CU5M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ 直接接続銅線ケーブル、5 m、パッシブ

QSFP-H40G-ACU7M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ 直接接続銅線ケーブル、7 m、アクティブ 

QSFP-H40G-ACU10M Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ 直接接続銅線ケーブル、10 m、アクティブ
1-7
Cisco Nexus 6000 シリーズ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-15902-02-J



 

第 1 章      概要

    Cisco Nexus 6004 スイッチ
長いケーブルの場合、Cisco Nexus 6004 プラットフォームは、マルチモードの短距離光 QSFP+ トラン

シーバをサポートします。これらの光トランシーバは 1 つのトランシーバあたり約 1.5 W を使用し、遅

延は 0.1 マイクロ秒未満になります。
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C H A P T E R 2

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの設置

この章では、Cisco Nexus 6004 スイッチの設置方法について説明します。この章は、次の項で構成さ

れています。

• 「設置の準備」（P.2-2）

• 「スイッチの設置」（P.2-5）

• 「スイッチの接地」（P.2-7）

• 「スイッチの起動」（P.2-12）

（注） システムの設置、操作、または保守を行う前に、『Regulatory, Compliance, and Safety Information for 
the Cisco Nexus 6000 Series, Cisco Nexus 5000 Series, Cisco Nexus 3000 Series, and Cisco Nexus 2000 
Series』を参照して重要な安全情報を確認してください。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作業
を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。警告の各国
語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器に付属している各国語で
記述された安全上の警告を参照してください。
ステートメント 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。

警告 この装置は、立ち入りが制限された場所への設置が想定されています。立ち入りが制限された場所と
は、特殊な工具、錠と鍵、またはその他のセキュリティ手段を使用しないと入れない場所を意味しま
す。
ステートメント 1017

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

（注） 新しい各スイッチにはライセンスが必要です。ライセンスについては、『Cisco NX-OS Licensing 
Guide』を参照してください。
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設置の準備
この項では、Cisco Nexus 6004 スイッチを設置するための準備作業について説明します。この項では、

次のトピックについて取り上げます。

• 「ラックおよびキャビネットの設置オプション」（P.2-2）

• 「エアーフローの方向」（P.2-2）

• 「シャーシの重量」（P.2-2）

• 「設置に関するガイドライン」（P.2-3）

• 「必要な工具」（P.2-4）

• 「スイッチの開梱および確認」（P.2-4）

ラックおよびキャビネットの設置オプション

Cisco Nexus 6004 スイッチでは、スイッチに付属のラックマウント キットを使用して、次のタイプの

ラックに設置できます。

• 開放型 EIA ラック

• 穴あき型 EIA キャビネット

スイッチを適格なラックに容易に設置できるように、ラックマウント ブラケットを取り付けて奥行の

異なるラックに対応することができます。ラックマウント キットの使用方法については、「スイッチの

設置」（P.2-5）を参照してください。

エアーフローの方向

Cisco Nexus 6004 スイッチのファン トレイと電源モジュールを通るエアーフローは、モジュールがど

のように発注されたかに応じて、前面から背面または背面から前面に向かいます。適切なエアーフロー

を確保するために、スイッチの設置時には、空気取り入れ口がデータセンターのコールド アイルに配

置され、排気口がホット アイルに配置されるようにする必要があります。

シャーシの重量

スイッチのシャーシを持ち上げる際には、次の注意事項に従ってください。

• スイッチを持ち上げる前に、電源コードと外部ケーブルをすべて外してください。

• スイッチを 2 人で持ち上げてください。3 つの 1100 W 電源モジュール、4 つの拡張モジュール、4 
つのファン モジュールを搭載した Cisco Nexus 6004 の重量は 122 ポンドあります。3 つの 1100 
W 電源モジュール、4 つのファン モジュールを搭載した Cisco Nexus 6004 の重量は 100 ポンドあ

ります。

• 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てください。

• 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。
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設置に関するガイドライン

Cisco Nexus 6004 スイッチを設置するときは、次の注意事項に従ってください。

• スイッチの設置と設定を行う際には、付録 G「設置場所の準備およびメンテナンス記録」に挙げら

れている情報を記録してください。

• スイッチの作業に支障がないように、また適切なエアーフローが確保されるように、スイッチ周辺

に十分なスペースを確保できることを確認してください（保守およびエアーフローの要件について

は、付録 B「技術仕様」を参照してください）。

• 空調が、付録 B「技術仕様」に記載されている熱放散の要件に適合していることを確認してくださ

い。

• キャビネットまたはラックが、付録 A「キャビネットおよびラックへの設置」に記載されている要

件に適合していることを確認してください。

（注） キャビネットでジャンパ電源コードが使用できます。「ジャンパ電源コード」（P.C-8）を参照し

てください。

• シャーシが適切にアースできることを確認してください。スイッチを設置するラックがアースされ

ていない場合は、シャーシのシステム アースと電源アースの両方を直接アースに接続することを

推奨します。

• 設置場所の電力が付録 B「技術仕様」に記載されている電力要件を満たしていることを確認しま

す。電力障害から保護するために、無停電電源装置（UPS）を使用できます。

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 6004 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。

• すべてのファン トレイと電源モジュールが、同じエアーフローの方向になっていることを確認し

てください。

• スイッチを取り付ける場合、締め付けトルクを次のように調整してください。

– 非脱落型ネジ：4 インチポンド（0.45 Nm）

– M3 ネジ：4 インチポンド（0.45 Nm）

– M4 ネジ：12 インチポンド（1.36 Nm）

– 10-32 ネジ：20 インチポンド（2.26 Nm）

– 12-24 ネジ：30 インチポンド（3.39 Nm）
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必要な工具

設置を開始する前に、次の工具を用意してください。

• 4 本の 12-24 または 10-32 ネジ（スライダ レールのラックへの取り付け用）

• 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

• 静電気防止用リスト ストラップなどの静電気防止用器具

• 静電気防止用マットまたは静電気防止材

また、シャーシをアースするために、次のものが必要です（アクセサリ キットには含まれていませ

ん）。

• 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。

• ラグ端子の寸法に適した圧着工具

• ワイヤ ストリッパ

スイッチの開梱および確認

注意 スイッチのコンポーネントを取り扱うときは、静電気防止用ストラップを着用し、モジュールはハ

ンドルとフレームの端だけを持つようにしてください。ESD ソケットはシャーシ上に付いていま

す。ESD ソケットを有効にするには、電源コードまたはシャーシのアースを使用してシャーシを

アース接続するか、またはアースされたラックとシャーシの金属部分を接触させてください。

ヒント シャーシの輸送が必要となる場合に備えて、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。

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 

• 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。
2-4
Cisco Nexus 6000 シリーズ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-15902-02-J



 

第 2 章      Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの設置

    スイッチの設置
• 発送元の請求書番号（梱包明細を参照してください）

• 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

スイッチの設置
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 6004 スイッチの設置」（P.2-5）

Cisco Nexus 6004 スイッチの設置

この項では、装置に付属のラックマウント キットを使用して、付録 A「キャビネットおよびラックへ

の設置」 に記載されている要件に適合するキャビネットまたはラックに Cisco Nexus 6004 スイッチを

設置する手順について説明します。

注意 ラックにキャスタが付いている場合、ブレーキがかかっているか、または別の方法でラックが固定

されていることを確認してください。

表 2-1 に、スイッチに付属のラックマウント キットの内容を示します。

（注） ラック ブラケットおよびスライダ レールをラックに取り付けるために必要となる 24 本のネジを用意す

る必要があります。ラックマウント キットでは、これらのネジは提供されません。

スイッチに付属のラックマウント キットを使用してラックまたはキャビネットにスイッチを設置する

手順は、次のとおりです。

ステップ 1 次の手順に従って、シャーシに前面ラックマウント ブラケットを取り付けます。

a. シャーシの側面に前面ラックマウント ブラケットを当て、4 個のネジ穴を、シャーシ前面の 6 個の

ネジ穴のうちの 4 個に合わせてから、4 本の M4 ネジを使用してブラケットをシャーシに取り付け

ます。

表 2-1 Cisco Nexus 6004 スイッチのラックマウント キット  

数量 部品

4 ラックマウント ブラケット 

24 M4 x 0.7 x 8 mm フラットヘッド ネジ

4 ラックマウント ガイド

4 スライダ レール

（最短 22 インチ、最長 36 インチ）
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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 個を、シャーシの 6 個のネジ穴のうちの 4 個
に揃えることができます。使用するネジ穴は、ラックの要件によって異なります。

b. ステップ 1a を繰り返して、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

付けます。

ステップ 2 次の手順に従って、シャーシに背面ラックマウント ガイドを取り付けます。

a. シャーシの側面に背面ラックマウント ブラケットを当て、4 個のネジ穴を、シャーシ側面の 6 
個のネジ穴のうちの 4 個に合わせてから、4 本の M4 ネジを使用してブラケットをシャーシに

取り付けます。図 2-1 のコールアウト 4 を参照してください。

b. ステップ 2a 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 レールを次のようにラックに取り付けます。

a. スライダ レールをラック後方の目的のレベルに合わせ、ラックのねじ山タイプに応じて、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。

（注） 角穴のラックの場合は、12-24 ネジを使用する前に、スライダ レールの各取り付け穴の後ろに 
12-24 ケージ ナットを配置する必要がある場合があります。

b. 同様に、ラックの反対側にもスライダ レールを取り付けます。

c. メジャーおよび水準器を使用して、レールが同じ高さで水平になっているか確認します。

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. 両手でスイッチを持ち、ラック前面の支柱の間に後ろ向きでスイッチを入れます。

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、スイッチをラックの奥

までゆっくりスライドさせます。図 2-1 に、Cisco Nexus 6004 シャーシのスライダ レールを

示します。

（注） スイッチをスムーズにスライドできないときは、ラックマウント ガイドとスライダ レールの位

置を合わせ直します。
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図 2-1 スライダ レール

c. シャーシを水平に保ち、ケージ ナット、前面ラックマウント ブラケットの穴、ラック取り付

けレールのネジ穴を通るように 2 本のネジ（ラックのタイプに応じて 12-24 または 10-32）を

差し込みます。

d. 同様に、スイッチの反対側にもう一方の前面ラックマウント ガイドを取り付けます。

スイッチの接地
この項では、すべての Cisco Nexus 6004 スイッチに関するシステムのアース接続の必要性と、静電放

電による損傷を防ぐ方法について説明します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「適切なアース接続の実施」（P.2-7）

• 「静電破壊の防止」（P.2-9）

• 「システム アースの確立」（P.2-10）

• 「必要な工具と部品」（P.2-10）

• 「Cisco Nexus 6000 シリーズ シャーシのアース接続」（P.2-11）

適切なアース接続の実施

アース接続は、装置を設置する際の最も重要な部分の 1 つです。適切にアースすることで、建物とその

中に設置された装置を低インピーダンスで接続し、シャーシ間の電圧差を低くすることができます。設

置時にシステムを適切にアースすれば、感電、過渡電流による装置の損傷、データの破損などの危険を

削減または防止できます。表 2-2 に、一般的なアース方法の注意事項を示します。
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（注） どの場合も、アース方法は、National Electric Code（NEC）の要件または各地域の法および規制に準

ずる必要があります。

（注） すべてのモジュールが完全に取り付けられ、非脱落型ネジが完全に締められていることを必ず確認して

ください。さらに、すべての I/O ケーブルと電源コードが適切に接続されていることを確認してくださ

い。これらの方法は、すべての設置時に従う必要がある標準的な設置方法です。

表 2-2 適切なアース接続のための注意事項

環境

電磁ノイズの重大度レ

ベル 推奨されるアース方法

商業用ビルが、落雷の危険性に

さらされている。

たとえば、フロリダなどの米国

内の一部の地域は、他の地域に

比べ落雷の危険性が高い。

高 製造業者の推奨事項に厳密に従い、すべて

の避雷装置を取り付ける必要があります。

雷電流を流す導体は、適用可能な推奨事項

と規範に従い、電力線およびデータ回線か

ら離しておく必要があります。推奨される

最も良いアース方法に厳密に従う必要があ

ります。

商業用ビルが、頻繁に雷雨は発

生するが、落雷の危険性の低い

エリアにある。

高 推奨される最も良いアース方法に厳密に従

う必要があります。

商業用ビルに、情報テクノロ

ジー機器と溶接などの工業設備

が混在している。

中 ～ 高 推奨される最も良いアース方法に厳密に従

う必要があります。

既存の商業用ビルは、自然環境

によるノイズにも、人工の工業

ノイズにもさらされていない。

このビル内は、標準的なオフィ

ス環境である。過去に電磁ノイ

ズが原因で設備が故障したこと

がある。

中 可能な場合はノイズの発生源と原因を特定

し、できる限りノイズの発生源を減らす

か、またはノイズ発生源から影響を受ける

装置への連結を削減します。推奨される最

も良いアース方法に厳密に従う必要があり

ます。

新しい商業用ビルは、自然環境

によるノイズにも、人工の工業

ノイズにもさらされていない。

このビル内は、標準的なオフィ

ス環境である。

低 電磁ノイズ問題が発生する可能性はほとん

どありませんが、将来的な計画を立てる場

合、通常は、新しいビルにアース システ

ムを設置することが、最も安価で最適な方

法となります。推奨される最適なアース方

法に可能な限り厳密に従う必要がありま

す。

既存の商業用ビルは、自然環境

によるノイズにも、人工の工業

ノイズにもさらされていない。

このビル内は、標準的なオフィ

ス環境である。

低 電磁ノイズ問題が発生する可能性はほとん

どありませんが、常に、アース システム

を設置することが推奨されます。推奨され

る最適なアース方法に可能な限り厳密に従

う必要があります。
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静電破壊の防止

静電放電（ESD）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）。静電破壊はモ

ジュールやその他の現場交換可能ユニット（FRU）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。モジュールには、金属製フレームに固定されたプリント基板がありま

す。電磁干渉（EMI）シールドおよびコネクタは、フレームを構成する部品です。金属フレームは、

ESD からプリント基板を保護しますが、モジュールを扱うときには必ず、静電気防止用アース スト

ラップを着用してください。

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 ストラップを肌に密着させて着用してください。

• 静電気防止アース ストラップにはバナナ プラグ、金属製バネ クリップ、またはワニ口クリップ付

きのものがあります。Cisco Nexus 6000 シリーズのすべてのシャーシでは、前面パネルにバナナ 
プラグ コネクタが装備されています（コネクタの横にあるアース記号で識別）。取り扱うときに

は、バナナ プラグ付きの静電気防止アース ストラップを使用することを推奨します。

• ほとんどの FRU に付属している使い捨ての静電気防止用リスト ストラップまたはワニ口クリップ

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、静電気防止用リスト ストラップに適切

なアース ポイントを確保するためにシステムのアース ラグをシャーシに取り付ける必要がありま

す。

（注） このシステム アースは、NEBS アースとも呼ばれます。

• シャーシにシステム アースが取り付けられていない場合には、システム アース ラグを取り付ける

必要があります。シャーシ システムのアース パッドの取り付け手順および取り付け場所について

は、「システム アースの確立」（P.2-10）を参照してください。

（注） 付属のシステム アース線をシステムのアース ラグに接続する必要はありません。このアース ラグは、

シャーシの塗装されていない金属部への直通路を提供します。  

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。

ステップ 1 次のように静電気防止用リスト ストラップを肌に密着させて着用します。

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、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。手首に黒の導体ループを巻き、肌に

しっかりと密着するように、ストラップを締めます。

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。
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（注） 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。  

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。

Cisco Nexus 6004 スイッチのシステム アース ラグ ネジに静電気防止用リスト ストラップを取り付ける

には、アース ラグをスイッチ シャーシに取り付けているネジに、アース線を留めます。

さらに、モジュールを取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。

• 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。コンポーネントを工場に返却する場合は、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。

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 MΩ でなければなりません。

システム アースの確立

ここでは、システム アースを Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチに接続する方法を説明します。

この装置を米国または欧州のセントラル オフィス（CO）に設置する場合は、AC 電源システムでシス

テムのアース接続を行う必要があります。 

このシステム アースは、EMI シールド要件に対する追加のアース、およびモジュール上の低電圧装置

（DC-DC コンバータ）に対するアースを提供し、補助的な結合およびアース接続に関する Telcordia 
Technologies 要件を満たすことを目的としています。シャーシのシステム アースについては、次の注

意事項に従う必要があります。

• システム アースは、すでに電力アース接続が確立されているその他のラックまたはシステムに接

続する必要があります。この装置を、米国または欧州に設置している場合は、システム アース接

続が必須となります。システム（NEBS）のアース接続を行う必要があります。

• システム アース接続と電源アース接続の両方をアースにつなぐ必要があります。この装置を、米

国または欧州に設置している場合は、システム アース接続が必須となります。システム（NEBS）
のアース接続を行う必要があります。

• Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチには AC 入力の電源モジュールが装備されているため、

シャーシの電源を切る必要はありません。

必要な工具と部品

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 つのネジ穴がある標準のバレル ラグ。このラグは最大 6 AWG 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。
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• アース用ネジ：M4 X 8 mm（メトリック）なべネジ X 2。これらのネジはアクセサリ 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。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。

Cisco Nexus 6000 シリーズ シャーシのアース接続

シャーシには、アース ラグを接続するための、M4 ネジ穴が 2 つあるアース パッドが付いています。

Cisco Nexus 6004 スイッチのシステム アースの場所は、Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

のシステム アースの場所と似ています。

（注） Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシにシステム アースを接続する手順については、「Cisco 
Nexus 6000 シリーズ シャーシのアース接続」（P.2-11）を参照してください。

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。ステートメント 
1046

注意 ラックがすでにアースされている場合でも、シャーシをアースすることを推奨します。

注意 電源はすべて、アースする必要があります。シャーシに電力を供給する AC 電源コードのレセプタ

クルには必ずアース タイプを使用し、アース線はサービス機器の保護アースに接続する必要があり

ます。

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

注意 ラックがすでにアースされている場合でも、DC 電源を使用するのであれば、シャーシのアース接

続が必要です。シャーシには、アース ラグを接続するための、M4 ネジ穴が 2 つあるアース パッド

が付いています。アース ラグは、NRTL 認証済みである必要があります。また、銅の導体（線）を

使用する必要があり、この導体は許容電流の NEC 規定に適合していなければなりません。

アース ラグとアース線をシャーシに接続する手順は、次のとおりです。

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 むき出しになったアース線の端を、アース ラグの開放端に差し込みます。
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ステップ 3 圧着工具を使用して、アース ラグにアース線を固定します。

ステップ 4 シャーシのアース パッドに貼られているラベルをはがします。

ステップ 5 金属どうしがぴったり接触するように、アース ラグをアース パッド上に重ね、アース ラグとアース 
パッドの穴に、ワッシャ付きの 2 本の M4 ネジを差し込みます。

ステップ 6 アース ラグおよびアース線が他の機器の妨げにならないことを確認します。

ステップ 7 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、シャーシに十分なアースが確保

されるようにします。

スイッチの起動
ここでは、Cisco Nexus 6004 スイッチの電源を投入し、コンポーネントの設置を確認する手順を示し

ます。

（注） スイッチの初期設定が完了するまでは、イーサネット ポートを LAN に接続しないでください。スイッ

チの設定手順については、『Cisco Nexus 6000 Series CLI Configuration Guide』を参照してください。  
コンソール ポートの接続手順については、「コンソール ポートとの接続」（P.3-2）を参照してくださ

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。
ステートメント 1046

スイッチの電源を投入し、ハードウェアの動作状態を確認する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 空の電源スロットにフィラー パネルが取り付けられ、すべてのモジュールの前面プレートがシャーシ

前面と一直線になるように取り付けられていて、電源モジュール、ファン モジュール、およびすべて

の拡張モジュールの非脱落型ネジが固く締まっていることを確認します。

ステップ 2 電源モジュールおよびファン モジュールが取り付けられていることを確認します。

（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

ションのジャンパ電源コードが必要となる場合もあります。「ジャンパ電源コード」（P.C-8）を

参照してください。

ステップ 3 「スイッチの接地」（P.2-7）に説明されているようにスイッチが適切にアースされていること、および

電源コードが AC 電圧の要件に適合するコンセントに接続されていることを確認します（「電力仕様」

（P.B-2）を参照）。

ステップ 4 スイッチの場合は、電源コネクタの両端にあるタブの穴に（アクセサリ キットの）電源クリップの両

端を差し込みます（Figure 2-16 を参照）。

ステップ 5 各電源コードを、シャーシおよび AC 電源の電源コネクタに接続します。電源コードを電源クリップに

押し込み、ぶつかっても電源コードがシャーシに接続されたままになるようにします。電源コードを接

続すると同時にスイッチの電源が投入されます。
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    スイッチの起動
ステップ 6 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 7 スイッチが起動したら、LED が次の状態になっているかどうかを確認します。

• ファン モジュール：ステータス LED がグリーンに点灯。

• 電源モジュール：ステータス LED がグリーンに点灯。

• 初期化後、システム ステータス LED がグリーンに点灯していれば、シャーシのすべての環境モニ

タでシステムが動作可能であることが検出されています。システム 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 は、ケーブルが接続されていなければ点灯しません。

（注） ファイバ チャネル ポートのリンク LED は、ポートがイネーブルになるまでイエローのままで

す。また、イーサネット コネクタ ポートの LED は、ポートが接続されるまで消灯していま

す。

ステップ 8 正常に動作しないコンポーネントは、いったん取り外し、再び取り付けてください。それでも正常に動

作しない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡し、製品を交換してください。

（注） 製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカル サポートについては、直接リセラー

にお問い合わせください。この製品をシスコから直接ご購入された場合は、次の URL にある 
Technical Assistance Center（TAC）にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

ステップ 9 システム ソフトウェアが起動し、スイッチが初期化され、エラー メッセージが生成されていないこと

を確認します。

問題を解決できない場合は、カスタマーサービス担当者に連絡してください。

ステップ 10 将来の参照用として、付録 G「設置場所の準備およびメンテナンス記録」のワークシートに必要事項を

記入します。

（注） スイッチの初回アクセス時は、基本的な設定ができるように、セットアップ ユーティリティが自動的

に起動します。スイッチの設定手順、およびモジュール接続の確認手順については、該当する Cisco 
Nexus 6000 シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイドを参照してください。 
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スイッチの接続

この章では、Cisco Nexus 6004 スイッチを以下のタイプのポートに接続する方法について説明します。

• コンソール ポート：ローカル管理用の接続に使用するポートです。

• イーサネット ポート（暗号化および非暗号化）：LAN への接続に使用するポートです。

注意 電源コードおよびデータ ケーブルをオーバーヘッド ケーブル トレイまたはサブフロア ケーブル ト
レイに配線する場合には、電源コードおよび他の潜在的なノイズ発生源を、シスコ機器で終端する

ネットワーク配線からできるかぎり遠ざけておくことを強く推奨します。長いパラレル ケーブルを 
3.3 フィート（1 m）以上離して設置できない場合は、ケーブルをアース付きの金属製コンジットに

通して、潜在的なノイズ発生源をシールドしてください。

この章は、次の項で構成されています。

• 「ネットワーク接続の準備」（P.3-2）

• 「コンソール ポートとの接続」（P.3-2）

• 「イーサネット コネクタ ポートへの接続」（P.3-3）

• 「イーサネット ポートへの接続」（P.3-3）
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ネットワーク接続の準備
Cisco Nexus 6004 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 ポートとの接続
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。コンソール ポートは非

同期シリアル ポートです。このポートに接続する装置は、非同期転送に対応している必要があります。 
スイッチを最初にネットワークに接続する前に、このポートをローカル管理用に接続し、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。

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。

コンソール ポートを使用して、次の作業を実行できます。

• Cisco Nexus 6004 スイッチを、CLI を使用して設定する。

• 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 アップデートをダウンロードする。

（注） コンソール ポートをコンピュータ ターミナルに接続するには、そのコンピュータが VT100 ターミナル 
エミュレーションをサポートしている必要があります。セットアップおよび設定時に Cisco Nexus 
6004 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。

コンソール ポートをコンピュータ ターミナルに接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 デフォルト ポート特性（9600 ボー、8 データ ビット、1 ストップ ビット、パリティなし）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。

ステップ 2 コンソール ケーブルの RJ-45 コネクタをコンソール ポートに接続し、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。

（注） 設定手順については、該当する Cisco Nexus 6000 シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイ
ドを参照してください。
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イーサネット コネクタ ポートへの接続

注意 IP アドレスの衝突を防ぐため、初期設定が完了するまで、管理ポートをネットワークに接続しない

でください。設定手順については、『Cisco Nexus 6000 Series CLI Configuration Guide』を参照し

てください。

この項では、イーサネット コネクタ ポートを外部ハブ、スイッチ、またはルータに接続する方法につ

いて説明します。イーサネット コネクタ ポートには、RJ-45 インターフェイスが装備されています。

イーサネット コネクタ ポートを外部ハブ、スイッチ、またはルータに接続する手順は次のとおりです。

ステップ 1 イーサネット コネクタ ポートに、対応するモジュラ ケーブルを接続します。

• イーサネット コネクタ ポートをイーサネット スイッチのポートまたはハブに接続するには、スト

レート UTP ケーブル（モジュラ、RJ-45）を使用します。

• ルータ インターフェイスに接続するには、クロス ケーブルを使用します。

ステップ 2 ケーブルの反対側をデバイスに接続します。

イーサネット ポートへの接続
イーサネット ポートに接続するには、トランシーバを取り付け、それらを光ケーブルに接続する必要

があります。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「トランシーバの取り付けおよび交換」（P.3-3）

• 「トランシーバへのケーブルの取り付け」（P.3-5）

トランシーバの取り付けおよび交換

注意 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、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、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。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「トランシーバの取り付け」（P.3-3）

• 「トランシーバの交換」（P.3-4） 

トランシーバの取り付け

トランシーバを取り付ける手順は、次のとおりです。

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。
3-3
Cisco Nexus 6000 シリーズ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-15902-02-J



 

第 3 章      スイッチの接続
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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。

（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。

トランシーバの交換 

トランシーバを交換する手順は、次のとおりです。

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 トランシーバにケーブルが接続されている場合は、次の手順を実行します。

a. あとで参照するために、ケーブルとポートの接続を記録しておきます。

b. ケーブルのリリース ラッチを押し、コネクタの接続部付近をつかんで、コネクタをトランシーバ

からゆっくり引き抜きます。

c. ダスト プラグを、トランシーバのケーブル側に差し込みます。

注意 次の手順でトランシーバが容易に外せない場合、トランシーバを完全に押し込んで、ラッチ

が正しい位置にあるかどうか確認してください。

ステップ 3 次のようにトランシーバをポートから取り外します。

• マイラー タブ ラッチ付きのトランシーバの場合、タブをまっすぐに（ひねらずに）ゆっくり引っ

張り、ポートからトランシーバを抜き取ります。

• ベール クラスプ ラッチ付きのトランシーバの場合、下方向にクラスプを押し開き、ポートからト

ランシーバを抜き取ります。

（注） ベール クラスプ付きのトランシーバを取り外しにくい場合は、いったんベール クラスプ ラッ

チを上の位置に戻してトランシーバを再び固定します。そして、トランシーバをケージの内側

に向かって上向きに押します。次に、ベール クラスプ ラッチを下げ、トランシーバに軽く上向

きの力をかけながら引き出します。このとき、ポート ケージを傷つけないよう注意してくださ

い。
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ステップ 4 トランシーバを工場に返送する場合、トランシーバのポート側にダスト カバーを挿入し、トランシー

バを静電気防止用マットの上に置くか、または静電気防止袋に入れます。

ステップ 5 交換トランシーバを取り付けます（「トランシーバの取り付け」（P.3-3）を参照）。別のトランシーバが

取り付けられていない場合、オプティカル ケージにきれいなカバーを挿入して保護します。

トランシーバへのケーブルの取り付け

注意 銅ケーブルの損傷を防ぐために、ケーブルに公称制限値を超える張力をかけないでください。また、

ケーブルに張力がかかっていない場合でも、ケーブルを半径 1 インチ（2.54 cm）未満に曲げないで

ください。ケーブルに張力がかかっている場合は、半径 2 インチ（5.08 cm）未満に曲げないでくだ

さい。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「トランシーバへのケーブルの取り付け」（P.3-5）

• 「トランシーバのケーブルの交換」（P.3-6）

トランシーバへのケーブルの取り付け

注意 ケーブルやトランシーバの破損を防止するため、トランシーバへのケーブルの取り付けは、トラン

シーバをポートに設置してから行ってください。

トランシーバにケーブルを取り付ける手順は、次のとおりです。

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。

接続の確認手順については、該当する Cisco Nexus 6000 シリーズ CLI コンフィギュレーション ガイド
を参照してください。
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トランシーバのケーブルの交換

注意 トランシーバからケーブルを引き抜くときは、ケーブルのコネクタ部分を持ってください。コネク

タの光ファイバ ケーブル端子が損傷することがあるので、ジャケット スリーブを持って引っ張らな

いでください。

注意 ケーブルが抜けにくい場合は、ケーブルのラッチが外れているかどうか確認してください。

ケーブルを取り外す手順は、次のとおりです。

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 ケーブルのリリース ラッチを押し、コネクタの接続部付近をつかんで、コネクタをトランシーバから

ゆっくり引き抜きます。

ステップ 3 トランシーバに交換ケーブルを取り付けるか（「トランシーバへのケーブルの取り付け」（P.3-5）を参

照）、ダスト プラグを、トランシーバのケーブル側と取り外したケーブルの端に差し込みます。
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コンポーネントの交換

この章では、Cisco Nexus 6000 プラットフォーム スイッチのコンポーネントを取り外す手順および取

り付ける手順について説明します。

ここでは、次の内容について説明します。

• 「拡張モジュールの交換」（P.4-1）

• 「LEM の交換」（P.4-2）

• 「モジュールの交換」（P.4-3）

• 「電源モジュールの交換または取り付け」（P.4-4）

• 「ファン モジュールの交換」（P.4-7）

• 「Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシの取り外し」（P.4-8）

拡張モジュールの交換

注意 静電破壊を防止するために、作業中は静電気防止用リスト ストラップを着用し、拡張モジュールの

フレームの端だけを持ってください。

拡張モジュールを取り付ける前に、スイッチをラックに設置します。シャーシの設置の詳細について

は、「スイッチの設置」（P.2-5）を参照してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシからの拡張モジュールの取り外し」（P.4-1） 

• 「Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシへの拡張モジュールの取り付け」（P.4-2） 

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシからの拡張モジュールの取
り外し

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム スイッチ シャーシから拡張モジュールを取り外すには、次の手順

を実行します。

ステップ 1 モジュールに取り付けられているネットワーク インターフェイス ケーブルを外します。

ステップ 2 モジュールの梱包材を開き、取り外したモジュールを置く静電気防止用シートを用意します。
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  LEM の交換
ステップ 3 イジェクト レバーの非脱落型ネジを緩めると、レバーが動きます。

ステップ 4 イジェクト レバーがモジュール前面から 80 度辺りで停止するまで、レバーをいっぱいまで回転させま

す。

ステップ 5 イジェクタ ハンドルとモジュールの前面を片手で握り、モジュールをシャーシのスロットから少し引

き出します。

ステップ 6 もう片方の手でモジュールの下からモジュールの重量を支え、シャーシのスロットから全体を取り外し

ます。

ステップ 7 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。

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシへの拡張モジュールの取り
付け

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム スイッチ シャーシに拡張モジュールを取り付けるには、次の手順

を実行します。

ステップ 1 梱包材からモジュールを取り出し、静電気防止用シートに置きます。

ステップ 2 拡張モジュールの非脱落型ネジが緩んでいなければ、反時計回りに回して十分に緩めます。

ステップ 3 イジェクト レバーがモジュール前面から 80 度辺りで停止するまで、前面から離れるようにレバーを回

転させます。

ステップ 4 片手でモジュールの前面を持ち、もう片方の手をフレームの端か底面に添えて、モジュールの位置を空

きスロットに合わせます。

ステップ 5 イジェクタがかみ合ってレバーが動くまで、モジュールをしっかりとスロットに押し込みます。

ステップ 6 イジェクト レバーをモジュール前面に向かって回転させると、モジュールがしっかりとスロットに挿

入され、イジェクタ アセンブリの非脱落型ネジが拡張モジュールのねじ止め位置に合います。

ステップ 7 拡張モジュールに非脱落型ネジを締め付けます。

ステップ 8 取り付けは、モジュールのステータス LED がグリーンで点灯することによって確認します。

LEM の交換
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「LEM の取り外し」（P.4-2）

• 「LEM の取り付け」（P.4-3）

LEM の取り外し

Cisco Nexus 6004 シャーシから LEM を取り外す手順は、次のとおりです。
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第 4 章      コンポーネントの交換

  モジュールの交換
ステップ 1 poweroff module <x> を使用して LEM の電源をオフにします。

ステップ 2 物理的に LEM を取り外します。

LEM の取り付け

Cisco Nexus 6004 シャーシに LEM を取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 LEM をスロットに挿入し、しっかりと装着されていることを確認します。

ステップ 2 このスロットで事前にパワーオフ コマンドが実行されていない場合は、LEM の電源が自動的にオンに

なります。そうでない場合は、no poweroff module <x> で電源をオンにします。

次のエラー メッセージが表示される場合は、ガイドラインに沿って LEM を取り外し、再挿入します。

2013 Feb 21 23:05:17 switch %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: Module 5 might not have been 
seated properly. Please remove and re-insert the module.

エラーが 3 回以上続く場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

モジュールの交換
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「モジュールの取り外し」（P.4-3）

• 「モジュールの取り付け」（P.4-3）

モジュールの取り外し

Cisco Nexus 6004 シャーシからモジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 モジュールのすべてのポートをシャットダウンします。

ステップ 2 poweroff module <x> コマンドを使用してモジュールの電源をオフにします。

ステップ 3 モジュールを物理的に取り外します。

モジュールの取り付け

Cisco Nexus 6004 シャーシにモジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 モジュールをスロットに挿入し、しっかりと装着されていることを確認します。

ステップ 2 no poweroff module <x> コマンドを使用してモジュールの電源をオンにします。
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第 4 章      コンポーネントの交換

  電源モジュールの交換または取り付け
ステップ 3 モジュールのインターフェイスで「no shut」を発行して、モジュールのポートを起動します。

電源モジュールの交換または取り付け
Cisco Nexus 6000 シリーズは 6 つの電源モジュールをサポートしますが、通常は 3 つの電源モジュー

ルで使用されます。設計上のエアーフローを維持するために、未使用の電源モジュール スロットには

ブランク モジュールを取り付ける必要があります。

既存の電源モジュールを交換する必要がある場合は、電源モジュールの取り外しおよび取り付け手順に

従います。電源モジュールが取り付けられていなかった場所に新たに取り付ける場合は、取り付け手順

に従います。

（注） エアーフロー方向は、シャーシ内のすべての電源およびファン モジュールで同じにする必要がありま

す。前面から背面へのエアーフローを指定してモジュール全体を発注できますが、また背面から前面へ

のエアーフローを指定して発注することも可能です。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「電源モジュールの取り外し」（P.4-4）

• 「電源モジュールの取り付け」（P.4-5）

• 「DC 電源コネクタの配線」（P.4-5）

（注） もう一方の電源モジュールが正常に機能している場合は、システムを稼働したままで、障害のある電源

モジュールを交換できます。

電源モジュールの取り外し

注意 Cisco Nexus 6000 プラットフォームを使用していて、電源モジュールを取り外した場合、スイッチ

はシャットダウンします。2 つの電源モジュールを使用していて、一方を取り外した場合、スイッ

チは引き続き動作可能です。

AC または DC 電源モジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 システム アースが接続されていることを確認します。アース接続手順については、「スイッチの接地」

（P.2-7）を参照してください。

ステップ 2 AC 電源コードまたは DC 配線コネクタを取り外します。

ステップ 3 左手で電源モジュールのハンドルをつかみます。

ステップ 4 左手の親指でリリース ラッチを押し、電源モジュールをシャーシからスライドさせて少し引き出しま

す。

ステップ 5 もう一方の手で電源の下から重量を支えて、スロットからモジュールを完全に引き抜きます。

ステップ 6 電源モジュール ベイを空にしておく場合は、電源モジュール用ブランク フィラー パネルを取り付けま

す。電源モジュールを交換する場合は、「電源モジュールの取り付け」（P.4-5）を参照してください。
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第 4 章      コンポーネントの交換

  電源モジュールの交換または取り付け
電源モジュールの取り付け

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシに電源モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 システム アースが接続されていることを確認します。アース接続手順については、「スイッチの接地」

（P.2-7）を参照してください。

ステップ 2 電源モジュール ベイにフィラー パネルが取り付けられている場合は、フィラー パネル側面のラッチを

押し、電源モジュール ベイからスライドして引き抜きます。

ステップ 3 電源モジュールのハンドルを持ち、リリース 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 ベイ内に押し込みます。電源モジュールがベイ内に完全に装着されるようにしてください。

ステップ 4 シャーシ背面の電源コンセントに AC 電源ケーブルまたは DC 配線コネクタを差し込みます。DC 配線

コネクタを取り付ける場合は、プラグ上の 2 つの非脱落型ネジを締めて、プラグを電源モジュールに固

定する必要があります。

（注） 配電ユニットのコンセントの種類によっては、Cisco Nexus 6004 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電源コードが必要となる場合もあります。「ジャンパ電源

コード」（P.C-8）を参照してください。

ステップ 5 電源コードの反対側を AC 電源コンセントに接続します。DC 電源はマイナス（黒い線）を接続してか

らプラス（赤い線）を接続する必要があります。

注意 システムに 2 つの電源モジュールを搭載する場合には、各電源モジュールを個別の電源に接

続してください。一方の電源に障害が発生しても、もう一方の電源を使用できる可能性が高

くなります。

ステップ 6 電源モジュールの 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。

DC 電源コネクタの配線

警告 容易にアクセス可能な二極切断装置を固定配線に組み込む必要があります。ステートメント 1022

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 装置は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。ステートメント 1074
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第 4 章      コンポーネントの交換

  電源モジュールの交換または取り付け
警告 DC 電源端子には、危険な電圧またはエネルギーが存在している可能性があります。端子が使用され
ていない場合は必ずカバーを取り付けてください。カバーを取り付けるときに絶縁されていない伝導
体に触れないことを確認してください。ステートメント 1075

スイッチに DC 電源モジュールを取り付ける前に、DC 電源モジュールのアクセサリ キットに含まれる 
DC 電源コネクタに別売りの DC 接続ケーブル（10 GA 推奨）を接続する必要があります。コネクタの

配線方法は、次のとおりです。

ステップ 1 1/8 インチ マイナス ドライバまたは No. 1 プラス ドライバを使用してコネクタの止めネジを緩め、電

源コードを接続できるようにします。コネクタには 8 ～ 24 AWG 線を接続できます。地域の電気規則

に準拠するものを使用してください。

ステップ 2 使用する DC ケーブルの先端の絶縁体を 1/2 インチ剥がします。

ステップ 3 黒（DC マイナス）のケーブルをコネクタの右側の開口部に挿入し、接続用の止めネジを締めます。指

で締め付けるか、約 3 フィート ポンドで締め付ければ十分です。

ステップ 4 赤（DC プラス）のケーブルをコネクタの左側の開口部に挿入し、接続用の止めネジを締めます。0.7 
Nm 以上で締め付けないでください。

図 4-1 DC 電源コネクタの配線

33
03

38
2
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第 4 章      コンポーネントの交換

  ファン モジュールの交換
ファン モジュールの交換
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、交換作業は迅速に行う必要があります。

（注） エアーフロー方向は、シャーシ内のすべての電源およびファン モジュールで同じにする必要がありま

す。前面から背面へのエアーフローを指定してモジュール全体を発注できますが、また背面から前面へ

のエアーフローを指定して発注することも可能です。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ファン モジュールの取り外し」（P.4-7） 

• 「ファン モジュールの取り付け」（P.4-7） 

ファン モジュールの取り外し

警告 ファン トレイを取り外すときは、回転しているファンの羽根に手を近づけないでください。ファン ブ
レードが完全に停止してからファン トレイを取り外してください。ステートメント 258

ファン モジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 必要に応じてマイナス ドライバまたは No.2 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。

ステップ 2 ファン モジュールのハンドルを持ち、外に引き出します。

ステップ 3 ファン モジュールをシャーシから完全に引き抜きます。

ファン モジュールの取り付け

ファン モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 LED の下をつかんでファン モジュールを持ちます。

ステップ 2 ファン モジュールをシャーシ前面のファン スロットに合わせ、シャーシ上に載せます。非脱落型ネジ

がシャーシに接触するまで、差し込める限りファン モジュールをシャーシ内に押し込み、非脱落型ネ

ジを締めます。

ステップ 3 スイッチ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、モジュー

ルの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。

ステップ 4 ファン モジュールの LED がグリーンに点灯していることを確認します。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。このような状況が発生した場合は、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。
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第 4 章      コンポーネントの交換

  Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシの取り外し
（注） 製品をシスコのリセラーから購入された場合、テクニカル サポートについては、直接リセラーにお問

い合わせください。この製品をシスコから直接ご購入された場合は、次の URL にある Technical 
Assistance Center（TAC）にご連絡ください。
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシの取り外し

注意 スライダ レールおよび前面ラックマウント ブラケットには、抜き差しの際のストッパ機構がありま

せん。シャーシの前面がラックに固定されておらず、シャーシをスライダ レール上で前方にスライ

ドさせた場合、シャーシがスライダ レールの端から滑り落ち、ラックから落ちるおそれがありま

す。

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 スイッチの重量が完全に支えられていて、別の人もシャーシを支えていることを確認します。

ステップ 2 電源コードとコンソール ケーブルを外します。

ステップ 3 トランシーバに接続されているすべてのケーブルを外します。

ステップ 4 取り付けレールに前面ラックマウント ブラケットを固定しているネジを外します。

ステップ 5 スイッチをゆっくり自分の方に滑らせ、スライダ レールから引き抜き、ラックから取り出します。

Cisco Nexus 6000 プラットフォーム スイッチ コンポーネ
ントまたは Cisco Nexus プラットフォーム スイッチ コン
ポーネントの返送用再梱包

スイッチを返送する必要がある場合は、「Cisco Nexus 6000 プラットフォーム シャーシの取り外し」

（P.4-8）の手順に従ってラックからスイッチを取り外し、返送用に再梱包してください。できれば、元

の梱包材と箱を使用してスイッチを再梱包してください。シスコへの返送を手配するには、シスコのカ

スタマーサービス担当者に連絡してください。
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 P P E N D I X A

キャビネットおよびラックへの設置

この付録では、Cisco Nexus 6004 スイッチのキャビネットおよびラックへの設置の要件について説明

します。内容は次のとおりです。

• 「キャビネットおよびラックの要件」（P.A-1）

• 「ケーブル管理の注意事項」（P.A-2）

キャビネットおよびラックの要件
ここでは、周囲温度が 0 ～ 104 °F（0 ～ 40 °C）であると想定し、次のキャビネットおよびラックに設

置する場合の要件を示します。  

• 標準穴あき型キャビネット

• 標準オープンラック

（注） 閉鎖型キャビネットに設置する場合には、標準穴あき型またはファン トレイ付き 1 枚壁型の温度調節

タイプを使用することを推奨します。

（注） 障害物（電源ストリップなど）があると現場交換可能ユニット（FRU）へのアクセスに支障が発生す

る可能性があるため、障害物のないラックを使用してください。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「キャビネットおよびラックの一般的な要件」（P.A-1）

• 「穴あき型キャビネットの要件」（P.A-2）

キャビネットおよびラックの一般的な要件

キャビネットまたはラックは、次のいずれかのタイプである必要があります。

• 標準 19 インチ （48.3 cm）。取り付けレールが ANSI/EIA-310-D-1992 セクション 1 に基づく英国

ユニバーサル ピッチの規格に準拠している 4 支柱 EIA キャビネットまたはラック。「穴あき型キャ

ビネットの要件」（P.A-2）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。

• Cisco Nexus 6004 シャーシの縦方向に最低 4 RU（ラック ユニット）のスペースがあること。
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付録 A      キャビネットおよびラックへの設置

    ケーブル管理の注意事項
• スイッチ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幅が、19 インチ以上

であること。4 支柱 EIA ラックの場合、この距離が前方の 2 本のレールの間の距離になります。

• 4 支柱 EIA キャビネット（穴あき型または一枚壁型）の要件は次のとおりです。

– 光ファイバ ケーブルの最小曲げ半径には、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）の間隔が必要です。シャーシ前面にケーブル管理ブラケットを取り付

ける場合、間隔は 5 インチ（12.7 cm）以上必要です。

– 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 23.5 ～ 34.0 インチ（59.7 ～ 86.4 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。

（注） キャビネットでオプションのジャンパ電源コードが使用できます。「ジャンパ電源コード」

（P.C-8）を参照してください。

穴あき型キャビネットの要件

穴あき型キャビネットとは、前面扉と背面扉が穴あき型で、側面が閉鎖型（穴なし）のキャビネットを

指しています。穴あき型キャビネットは、「キャビネットおよびラックの一般的な要件」（P.A-1）に示し

た要件のほかに、次の要件も満たしている必要があります。

• 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。

シスコでは、上記の要件に適合する R-Series ラックを提供しています。

ケーブル管理の注意事項
ケーブル管理を考慮し、ラック内のシャーシの上下のスペースを広げて、56 本もの光ファイバ ケーブ

ルまたは銅ケーブルを簡単にラックに通せるようにすることもできます。
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技術仕様

この付録では、Cisco Nexus 6004 スイッチの技術仕様について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「スイッチの仕様」（P.B-1） 

• 「環境仕様」（P.B-1）

• 「拡張モジュールの仕様」（P.B-2）

• 「電力仕様」（P.B-2）

（注） ケーブルおよびコネクタの仕様については、付録 C「ケーブルおよびポートの仕様」を参照してくださ

い。

スイッチの仕様
表 B-1 に、Cisco Nexus 6004 スイッチの物理仕様を示します。

環境仕様
表 B-2 に、Cisco Nexus 6000 プラットフォーム スイッチの環境仕様を示します。

表 B-1 Cisco Nexus 6004 スイッチの物理仕様

説明 仕様

サイズ（高さ x 幅 x 奥行） 6.97 インチ（17.7 cm）× 17.3 インチ（43.9 cm）

× 30 インチ（76.2 cm）

重量（1100 W 電源モジュール 3 つ、拡張モ

ジュール 4 つ、ファン モジュール 4 つを搭載）

122 ポンド

重量（1100 W 電源モジュール 3 つ、ファン モ
ジュール 4 つを搭載）

100 ポンド
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    拡張モジュールの仕様
拡張モジュールの仕様
表 B-3 に、Cisco Nexus 6004 スイッチ拡張モジュールの物理仕様を示します。

電力仕様
この項では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの電力仕様について説明します。この項では、次の

トピックについて取り上げます。

• 「Cisco Nexus 6004 電源モジュールの仕様」（P.B-2）

Cisco Nexus 6004 電源モジュールの仕様

表 B-4 に、Cisco Nexus 6004 プラットフォームの電源モジュールのプロパティを示します。

表 B-2 Cisco Nexus 6004 スイッチの環境仕様

プロパティ Cisco Nexus 6004 スイッチ

動作温度 32 ～ 104 °F（0 ～ 40 °C）

非動作時（保管時）温度 -40 ～ 158 °F（-40 ～ 70 °C）

湿度 5 ～ 95%（結露しないこと） 

高度 0 ～ 10,000 フィート（0 ～ 
3000 m）

表 B-3 Cisco Nexus 6004 スイッチ拡張モジュールの物理仕様

説明 仕様

重量 1 ポンド（0.5 kg）

表 B-4 Cisco Nexus 6004 電源モジュールの仕様

AC 電源のプロパティ 仕様

標準動作電力 2800 W

最大出力 3300 W

入力電圧 94 ～ 240 VAC

周波数 47 ～ 63 Hz

効率 98 %（負荷 50 ～ 100 %）

RoHS 準拠 Yes

ホット スワップ可能 Yes

発熱量 11260 BTU/時（3300 W）
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    電力仕様
前面から背面へのエアーフローの電源モ

ジュール 
Yes

背面から前面へのエアーフローの電源モ

ジュール

Yes（将来）

表 B-4 Cisco Nexus 6004 電源モジュールの仕様 （続き）

AC 電源のプロパティ 仕様
B-3
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    電力仕様
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ケーブルおよびポートの仕様

この付録では、Cisco Nexus 6004 スイッチのケーブルおよびポートの仕様について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「コンソール ポート」（P.C-2）

• 「サポートされる電源コードとプラグ」（P.C-2）

• 「ジャンパ電源コード」（P.C-8）

ケーブルの RJ-45 コネクタのピン割り当て

表 C-1 に、コンソール ケーブルの RJ-45 コネクタのピン割り当てを示します。

表 C-1 ケーブル コネクタのピン割り当て

信号名 P1、P1-45 ピン P2、DB-9 ピン 信号名

RTS 1 8 CTS

DTR 2 6 DSR

TXD 3 2 ZXD

GND 4 5 GND

GND 5 5 GND

ZXD 6 3 TXD

DSR 7 4 DTR

CTS 8 7 RTS
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    コンソール ポート
コンソール ポート
コンソール ポートは、RJ-45 コネクタを備えた非同期の RS-232 シリアル ポートです。

サポートされる電源コードとプラグ
各電源装置には個別の電源コードがあります。標準の電源コードまたはジャンパ電源コードは、IEC 
60320 C19 コンセントのある配電ユニットへの接続に使用できます。標準の電源コードには、スイッチ

との接続側に IEC C13 コネクタが付いています。オプションのジャンパ電源コード（キャビネット用）

には、スイッチとの接続側に IEC C13 コネクタ、IEC C13 コンセントとの接続側に IEC C14 コネクタ

が付いています。

（注） 使用できるのは、スイッチに付属の標準の電源コードまたはジャンパ電源コードだけです。

表 C-2 に、Cisco Nexus 6004 スイッチの電源コード、およびそれらの長さ（フィート単位とメートル

単位）を示します。

表 C-2 Cisco Nexus 6004 スイッチの電源コード

説明

長さ

電源コードの参照図フィート メートル

CAB-250V-10A-AR
電源コード 250 VAC 10 A、IRAM 2073 プラグ 
アルゼンチン 

8.2 2.5 図 C-1

CAB-9K10A-AU
電源コード 250 VAC 10 A、3112 プラグ 
オーストラリア 

8.2 2.5 図 C-2

CAB-250V-10A-CN
電源コード 250 VAC 10 A、GB 2009 プラグ

中国

8.2 2.5 図 C-3

CAB-9K10A-EU
電源コード 250 VAC 10 A、M 2511 プラグ

欧州

8.2 2.5 図 C-4

CAB250V-10A-ID
電源コード 250 VAC 16A、EL-208 プラグ

南アフリカ、アラブ首長国連邦、インド

8.2 2.5 図 C-5

CAB-250V-10A-IS
電源コード 250 VAC 10 A、SI-32 プラグ 
イスラエル 

8.2 2.5 図 C-6

CAB-9K10A-IT
電源コード 250 VAC 10 A、CEI 23-16 プラグ 
イタリア 

8.2 2.5 図 C-7

CAB-9K10A-SW
電源コード 250 VAC 10 A、MP232 プラグ 
スイス 

8.2 2.5 図 C-8
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    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-1 SFS-250V-10A-AR

CAB-9K10A-UK
電源コード 250 VAC 10 A、BS1363 プラグ（13 
A ヒューズ）

英国 

8.2 2.5 図 C-9

CAB-AC-250V/13A
電源コード 250 VAC 13 A、NEMA L6-20 プラグ

北米 

6.6 2.0 図 C-10

CAB-N5K6A-NA
電源コード 250 VAC 10 A、NEMA 6-15 プラグ

北米 

8.2 2.5 図 C-11

CAB-9K12A-NA
電源コード 125 VAC 13 A、NEMA 5-15 プラグ

北米

8.2 2.5 図 C-12

CAB-C13-CBN
電源コード 250 VAC 10 A、SS 10A プラグ

8.2 2.5 図 C-13

CAB-IND-10A
電源コード 250 VAC 10 A、EL 208B プラグ

8.2 2.5 図 C-14

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 0.7 図 C-15

表 C-2 Cisco Nexus 6004 スイッチの電源コード （続き）

説明

長さ

電源コードの参照図フィート メートル

18
65

71
 2500 mm

10 A 250/500 V MAX
8.2 ft

EL 219
(IRAM 2073)

EL 701
 (IEC60320/C13)
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    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-2 CAB-9K10A-AU

図 C-3 SFS-250V-10A-CN

図 C-4 CAB-9K10A-EU

EL 206
A.S. 3112-2000)

10 A 250 V/500V
2500 mm

18
65

81

EL 701C
(IEC 60320/C15)

10A 250V
(2500 mm) 

 EL 218
(CCEE GB2009)

18
65

73EL 701
 (IEC60320/C13)

VSCC15

10A/16 A 250 V
8 ft 2 in. (2.5 m)

M2511

18
65

76
C-4
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    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-5 SFS-250V-10A-ID

図 C-6 SFS-250V-10A-IS

図 C-7 CAB-9K10A-IT

O
VE

 16A 250V
(2500 mm)

EL 208

18
74

90

EL 701

 10A 250V/500V MAX
(2500 mm) 

 

EL 212
(SI-32)

18
65

74

EL 701B
 (IEC60320/C13)

EL-212
16A
250V

I/3G
(CEI 23-16)

 C15M
(EN60320/C15 )

10 A 250 V
8 ft 2 in. (2.5 m)

11
33

75
C-5
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    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-8 CAB-9K10A-SW

図 C-9 CAB-9K10A-UK

図 C-10 CAB-AC-250V/13A

10 A 250 V/500 V MAX
2500 mm

18
65

80

EL 701C
(EN 60320/C15)EL 210

(BS 1363A) 13 AMP 

10 A 250 V/500 V MAX
2500 mm

18
65

80

EL 701C
(EN 60320/C15)EL 210

(BS 1363A) 13 AMP 

 13A 250V
(6.6 ) (79±2m) 

 

EL312MoldedTwistlock
(NEMA L6-20)

18
65

68

EL 701
 (IEC60320/C13)
C-6
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    サポートされる電源コードとプラグ
図 C-11 CAB-N5K6A-NA

図 C-12 CAB-9K12A-NA

図 C-13 CAB-C13-CBN

10 A 250 V
8.2 

18
65

70

NEMA 6-15P

IEC60320/C13

IEC60320/C15

13 A 125 V
8.2 2.5 m  

NEMA 5-15P

19
22

60

 10A 250V
(686mm) 

SS10A

18
65

69
 

HS10S
C-7
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    ジャンパ電源コード
図 C-14 CAB-IND-10A

ジャンパ電源コード
図 C-15 に、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチ用のオプションのジャンパ電源コードのプラグ コネ

クタを示します。このケーブルを、電源モジュールと、キャビネットの配電ユニットのコンセントに接

続します。このケーブルには 6 フィートおよび 9 フィート（2 および 3 m）の長さがあります。

図 C-15 CAB-C13-C14-JMPR、ジャンパ電源コード 

EL701B (IEC60320/C13)

 10A, 250V
(8.2 ) (2.5m) 

 

EL 208B (IS 6538-1971)

19
22

59

 10A 250V
(686mm) 

SS10A

18
65

69
 

HS10S
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LED

この付録では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシ LED およびモジュール LED によって

示される状態について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシおよびモジュール LED」（P.D-1）

• 「ポート LED」（P.D-3）

Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシおよびモ
ジュール LED

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「シャーシおよびモジュール LED の説明」（P.D-1）

• 「電源 LED が示す状態」（P.D-2）

シャーシおよびモジュール LED の説明

表 D-1 に、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシ LED の説明を示します。

インジケータ ロケーション 機能 色 ステータス ステート

電源 LED シャーシ前面 シャーシの

電源 /状態

グリー

ン

点灯 システムは正常に動作

しています。

消灯 スイッチの電源がオフ

になっています。

オレン

ジ

点灯 障害の状態です。
D-1
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付録 D      LED
  Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのシャーシおよびモジュール LED
表 D-1 に、電源モジュールの 2 つの LED のステータスの説明を示します。

電源 LED が示す状態

OK LED と FAIL LED のステータスを組み合わせて、電源モジュールの状態を判断できます（表 D-1 
を参照）。

ファン トレイの

状態

ファン トレイ 
（前面）

ファン トレイの

状態

インジケータ

（複数カラー）

グリー

ン

点灯 ファン トレイは正常に

動作しています。

オレン

ジ

点灯 ファン トレイ内でファ

ン障害が発生していま

す。

PSU ステータス 
インジケータ

電源モジュール

（前面）

PSU の状態

（複数カラー）

グリー

ン

消灯 電源モジュールに AC 
電力が供給されていま

せん。

点灯 電源モジュールはオン

で、正常に動作してい

ます。

オレン

ジ

点灯 電源モジュールの障害

（過電圧、過電流、過

熱など）があります。

1 Hz

点滅

AC 電力が供給されて

いて、3.3VSB がオン

で、PSU がオフになっ

ています。

消灯 正常に動作していま

す。

シャーシ ロケー

タ

シャーシ前面 選択された

シャーシを識別

ブルー 点灯 ロケートするシャーシ

が選択されました。

消灯 ロケートするシャーシ

が選択されていませ

ん。

インジケータ ロケーション 機能 色 ステータス ステート

表 D-1 電源モジュールの LED の説明

電源モジュールの状態

OK LED
（グリー

ン）

FAIL 
LED

（オレン

ジ）

すべての電源モジュールに AC または DC 電力が供給されていない。 消灯 消灯

電源モジュールの障害（過電圧、過電流、過熱、ファンの故障など）。 消灯 点灯

電源モジュールの動作が続行される電源モジュール警告イベント。このイベン

トには、高温、高電力、ファン速度低下などがあります。

消灯 点滅
D-2
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  ポート LED
ポート LED
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「イーサネット ポートの LED」（P.D-3）

• 「イーサネットおよびファイバ チャネルの LED」（P.D-3）

イーサネット ポートの LED
表 D-2 に、RJ-45 イーサネット ポートの LED の説明を示します。

イーサネットおよびファイバ チャネルの LED
Cisco Nexus 6004 の前面プレートには、ポートごとにアクティビティ LED があります。LEM および 
GEM には、固定ポートと同様にポート レベル インジケータがあります。40G ポートは 10G ポート 4 
つで構成されるため、4 つの LED、すなわち 10G ポートごとに 1 つの LED があります。各 LED は 
40G バンドル内の 10G リンクのステータスを表し、次の表の動作に従います。表 D-3 に、ポート LED 
の動作の説明を示します。

AC 電力が供給されていて、3.3 Voltage Standby（VSB）がオンで、電源モ

ジュールがオフになっている。

DC 電源モジュールの場合は、DC 電源が存在することを示します。

点滅 消灯

電源モジュールはオンで、正常に動作している。 点灯 消灯

表 D-1 電源モジュールの LED の説明 （続き）

電源モジュールの状態

OK LED
（グリー

ン）

FAIL 
LED

（オレン

ジ）

表 D-2 イーサネット ポートの LED の説明

LED ステータス 説明

左 消灯 リンクなし

グリーンに点灯 物理リンク

右 消灯 アクティビティなし

グリーンに点滅 アクティブな状態

表 D-3 ポートレベル LED

リンクの状態 LED の状態 メモ

リンク ダウン 消灯 —

ポートで POST 障害が

発生

AMBER_ON —
D-3
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  ポート LED
管理上のダウン OFF/AMBER_ON 該当の製品により、LED が消灯またはオレ

ンジに点灯。

リンク アップ、

STP ブロック状態の

ポート

AMBER_ON ネットワークの動作に基づいて点滅

リンク アップ、

STP 転送状態のポート

GREEN_ON ネットワークの動作に基づいて点滅

リンク アップ、

CRC エラー

ALT_GREEN_AMBER リンク上でエラーが検出されると、LED が
オレンジとグリーンそれぞれ 2 秒間（0.5 秒
の間隔をおいて）交互に点灯します。これは

製品の Cat3K ラインのエラー動作です。

表 D-3 ポートレベル LED （続き）

リンクの状態 LED の状態 メモ
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ハードウェア コンポーネントのトラブル
シューティング

この付録では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのハードウェア コンポーネントで起こり得る問題

を特定し、解決する方法について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「概要」（P.E-1）

• 「スイッチ ハードウェアのベスト プラクティス」（P.E-1）

• 「電源モジュールの状態」（P.E-2）

概要
システム ハードウェアのトラブルシューティングの成功の秘訣は、問題を特定のシステム コンポーネ

ントのレベルまで切り分けることです。まず、システムの現状と本来あるべき状態を比較します。起動

の問題はたいてい 1 つのコンポーネントに原因があるため、システムの 1 つ 1 つのコンポーネントのト

ラブルシューティングを行うより、問題をサブシステムのレベルまで切り分ける方が効率的です。

最初の電源投入に関する問題は、多くの場合、モジュールがバックプレーンにしっかり接続されていな

い、あるいは、電源モジュールが電源コード コネクタから外れていることが原因で発生します。

また、過熱が原因でシステムに問題が発生することもありますが、通常はシステムが長時間動作した後

で発生します。最も一般的な過熱の原因は、ファン モジュールの障害です。

スイッチ ハードウェアのベスト プラクティス
スイッチの設置、初期化、動作が適切に行われるように、このセクションの推奨事項に従ってくださ

い。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「設置のベスト プラクティス」（P.E-2）

• 「初期化のベスト プラクティス」（P.E-2）

• 「スイッチの動作のベスト プラクティス」（P.E-2）
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    電源モジュールの状態
設置のベスト プラクティス 
スイッチを設置する際は、次のベスト プラクティスに従ってください。

• シャーシを取り付ける前に、設置場所を検討して準備します。

• シャーシの構成に合った電源モジュールがあることを確認します。

• このマニュアルのラックとエアーフローの注意事項に従ってシャーシを設置します。

• シャーシが適切にアースされていることを確認します。

初期化のベスト プラクティス

初期システムの起動が完了したら、次のことを確認します。

• 電源モジュールがシステムに電力を供給している。

• ファン モジュールが正常に動作している。

• システム ソフトウェアが正常に起動している。

スイッチの動作のベスト プラクティス

スイッチが正常に動作するように、次の措置を講じます。

• 安全なバックアップのために、実行コンフィギュレーションをコンパクトフラッシュ カードにコ

ピーしておきます。

• 実行コンフィギュレーションを修正したあとは、常に copy running-config startup-config CLI コ
マンドを入力して、システムが適切に動作するようにします。

• 実行コンフィギュレーション、スタートアップ コンフィギュレーション、ブートフラッシュに格

納されているファイルが失われることを認識している場合を除き、init system CLI コマンドは絶

対に使用しないでください。

• 実行キックスタート イメージおよびシステム イメージのバックアップ コピーをコンパクトフラッ

シュ カードに保存しておきます。

電源モジュールの状態
各電源モジュールの 2 つの LED は、各電源モジュールの電力の状態を示しています。現在の電源モ

ジュールの状態を判断するには、どちらの LED が点灯、点滅、消灯しているかを確認するか、あるい

は表 E-1 を参照してください。

表 E-1 電源モジュールの状態

電源モジュールの状態

電源 LED のステー

タス

障害 LED のス

テータス

どの電源モジュールにも電力が供給されていない。 消灯 消灯

電源モジュールの障害（過電圧、過電流、過熱、ファン

障害など）。

消灯 点灯
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    電源モジュールの状態
電源モジュールの動作が続行される電源モジュール警告

イベント。このイベントには、高温、高電力、ファン速

度低下などがあります。

消灯 点滅

AC 電力が供給されていて、3.3 Voltage Standby（VSB）

がオンで、電源モジュールがオフになっている。

点滅 消灯

電源モジュールはオンで、正常に動作している。 点灯 消灯

表 E-1 電源モジュールの状態 （続き）

電源モジュールの状態

電源 LED のステー

タス

障害 LED のス

テータス
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    電源モジュールの状態
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アクセサリ キット

この付録では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチのアクセサリ キットの内容について説明します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「Cisco Nexus 6004 スイッチのアクセサリ キット」（P.F-1） 

Cisco Nexus 6004 スイッチのアクセサリ キット
この項では、Cisco Nexus 6004 スイッチのアクセサリ キット（N6K-C6004-ACC-KIT）の内容につい

て説明します。

Cisco Nexus 6004 スイッチのアクセサリ キットには、次のものが含まれています。

• 左下ラックマウント ガイド 1 個

• 右下ラックマウント ガイド 1 個

• 上部ラックマウント ガイド 2 個

• 下部ラックマウント スライダ 2 個

• 上部ラックマウント スライダ 2 個

• M4 x 0.7 x 8 mm フラットヘッド ネジ 24 本

• RJ-45-RS-232 アダプタおよび DB9 アダプタ付きコンソール ケーブル 1 本

• アース ラグ キット 1 個

• 静電気防止用リスト ストラップ 1 個

（注） 追加の部品を代理店に発注することができます。
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  Cisco Nexus 6004 スイッチのアクセサリ キット
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設置場所の準備およびメンテナンス記録

この付録では、Cisco Nexus 6000 シリーズ スイッチの設置時に情報記録用として使用できるログ シー

トを示します。

この付録は、次の項で構成されています。

• 「設置環境チェックリスト」（P.G-1）

• 「担当者および設置場所の情報」（P.G-3）

• 「シャーシおよびモジュールの情報」（P.G-4）

（注） スイッチの設定情報を確認する方法については、該当する Cisco Nexus 6000 シリーズ CLI コンフィ

ギュレーション ガイドを参照してください。 

設置環境チェックリスト
スイッチを正常に稼働させ、適切な通気を保持し、作業を容易にするには、装置ラックまたはワイヤリ

ング クローゼットの設置環境を整え、配置を決めることが重要です。表 G-1 を参照し、Cisco Nexus 
6000 シリーズ スイッチを設置する前に準備作業を完了しておくことを推奨します。

設置場所に必要な空調要件を決定するときには、熱放散を考慮してください。環境要件については

表 B-3（P.B-2）を参照し、電力および発熱量の定格値については「電力仕様」（P.B-2）を参照してく

ださい。
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    設置環境チェックリスト
表 G-1 設置環境チェックリスト

作業番号 準備作業 確認者 時間 日付

1 設置場所の確認

• 広さおよびレイアウト

• 床の表面仕上げ

• 衝撃および振動

• 照明

• メンテナンス作業の容易さ

2 環境の確認

• 周囲温度

• 湿度

• 高度

• 空気の汚染

• エアーフロー

3 電源の確認

• 入力電源のタイプ

• 電源コンセント1

• 電源コンセントと機器の距離

• 電源モジュール用の専用回路

• 冗長電源モジュール用の専用（個

別）回路

• 電源障害時用の UPS2

1. シャーシに搭載した電源モジュールに、専用の AC 電源回路が用意されていることを確認してください。

2. UPS = Uninterruptible Power Supply（無停電電源装置）。

4 アースの確認

• 回路ブレーカーの容量

• CO アース（AC 電源システム）

5 ケーブルおよびインターフェイス機器

の確認

• ケーブル タイプ

• コネクタ タイプ

• ケーブルの距離制限

• インターフェイス機器（トラン

シーバ）

6 EMI3 の確認

• 信号の距離制限

• 設置場所の配線

• RFI4 レベル
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    担当者および設置場所の情報
担当者および設置場所の情報
次のワークシート（表 G-2）に、担当者および設置場所の情報を記録してください。

3. EMI = Electromagnetic Interference（電磁干渉）。

4. RFI = Radio Frequency Interference（無線周波数干渉）。

表 G-2 担当者および設置場所の情報

担当者

担当者の電話番号

連絡先 E メール

建物および設置場所

の名称

データセンターの位

置

設置フロアの位置

住所（1）

住所（2）

市町村

都道府県

郵便番号

国
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    シャーシおよびモジュールの情報
シャーシおよびモジュールの情報
次のワークシート（表 G-3 および表 G-4）に、シャーシおよびモジュールの情報を記録してください。

契約番号 _______________________________________________

シャーシのシリアル番号 ___________________________________________

製品番号 ________________________________________________

表 G-3 ネットワーク関連情報

スイッチの IP アドレス

スイッチの IP ネットマスク

ホスト名

ドメイン名

IP ブロードキャスト アドレ

ス

ゲートウェイおよびルータの

アドレス

DNS アドレス

モデムの電話番号

表 G-4 モジュールの情報

スロット モジュール タイプ モジュールのシリアル番号 メモ

1
スーパーバイザ

2
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