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（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
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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
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はじめに
ここでは、『Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ 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、そして関連資料の入手方法について説明します。

対象読者
訓練を受けた認定サービス技術者（IEC60950-1、AS/NZS 60950-1 で定義）だけが、装置の設置、交
換、または保守を行ってください。

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
第 1章

タイトル
「製品概要」

説明

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチのハー
ドウェアの特徴、仕様および機能について説明します。

第 2章

「設置の準備」

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチを設置
する場所を準備する方法について説明します。

第3章

「スイッチの設置」

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチのラッ
クへの取り付け方法およびケーブルの接続方法を説明し
ます。

第4章

「取り外しおよび取り付
け手順」

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの現場

付録 A

「電源装置の仕様」

スイッチのシステム仕様を示します。

付録 B

「トランシーバ、シャー Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチに付属
シ コネクタ、ケーブル の SFP および SFP+ トランシーバ、シャーシ コネクタ、
およびアダプタの仕様」 およびケーブルとアダプタについて説明します。

付録 C

「取り付けに関するトラ
ブルシューティング」

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの基本

「適合宣言および安全に
関する情報」

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチのコン

付録 D

交換可能ユニットの取り外し方と設置方法を説明しま
す。

的なトラブルシューティング手法を提供します。
プライアンス情報が記述されており、このマニュアル内
の警告の複数言語での翻訳が記載されています。
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関連資料
Catalyst 4900 シリーズ スイッチは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチでも稼働するソフトウェアを使用
します。以下のマニュアルのご使用のソフトウェア リリースに対応するバージョンを参照してくださ
い。
• 『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_installation_and_configuratio
n_guides_list.html
• 『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference 』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/prod_command_reference_list.html
• 『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS System Message Guide』
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/products_system_message_guides_list.
html

Catalyst 4900 スイッチの特定のリリース ノートは、次の URL で入手できます。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_9592.html

コマンド構文の表記法
表 1 に、このマニュアルのコマンドで使用される構文を示しています。
表 1

コマンド構文ガイド

表記法

説明

太字

コマンドおよびキーワード。

イタリック体

ユーザによるコマンド入力

[

角カッコ内の要素は、省略可能です。

]

{x|x|x}

選択すべきキーワード（x の部分）は、波カッコで囲
み、縦棒で区切って表します。いずれか 1 つを必ず選
択します。

^ または Ctrl

Ctrl キーを表します。たとえば、^D または Ctrl-D と
表記されている場合、Ctrl キーを押さえながら D キー
を押します。

Screen フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、
screen フォントで示しています。

太字の screen フォ
ント

<

>

[

]

ユーザが入力しなければならない情報は、太字の
screen フォントで示しています。

パスワードのように、出力されない文字は、山カッコ
（<>）で囲んで示しています。
システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、
角カッコで囲んで示しています。

（注） 「注釈」です。
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ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。

注意

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

警告

「警告」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。

ステートメント 1071：警告の定義

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.
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
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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
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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
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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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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。
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C H A P T E R

1

製品概要
Catalyst 4948E スイッチおよび Catalyst 4948E-F スイッチはどちらも、48 個の 10/100/1000 ダウンリ
ンク ポートと 4 個の 1 GB または 10 GB アップリンク ポートを備えた 1 RU、水平、固定構成シャー
シです。両方のスイッチとも 1 台の着脱式ファン トレイがあり、冗長電源をサポートします。2 つの
シャーシの主な違いは、Catalyst 4948E のエアーフローがシャーシの前面からシャーシの背面なのに対
し、Catalyst 4948E-F のエアーフローはシャーシの背面からシャーシの前面であることです。図 1-1 は
両方のシャーシの正面図と主な機能を示し、図 1-2 は両方のシャーシの背面図と主な機能を示します。
（注）

ファン トレイと電源装置は、Catalyst 4948E と Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシ間で交換可能では
ありません。

ヒント Cisco Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの詳細について（設定例やトラブルシューティ
ング情報など）は、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html
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第1章

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ：シャーシの正面図（図は Catalyst
4948E スイッチ）

278083

図 1-1

製品概要

1
5

2
3
1

（注）

4

48 個のダウンリンク ポート

4

ステータス LED

2

4 個のアップリンク ポート

5

コンソール ポート

3

管理ポート

図 1-1 に示される Cisco ロゴの向きで、Catalyst 4948E スイッチとしてシャーシを識別できます。
Catalyst 4948E-F シャーシの上部カバーに表示されている Cisco ロゴは 180 度回転します。追加ラベル
は Catalyst 4948E-F 上部カバーにありシャーシのエアーフローの方向を示しています。
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製品概要
機能

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ：シャーシの背面図

PWR - 540

AC

100 - 240
VAC
7 - 3A
50 - 60 Hz
INPUT
OK

OUTPUT
OK

PWR - 540

AC

330680

図 1-2

100 - 240
VAC
7 - 3A
50 - 60 Hz
INPUT
OK

OUTPUT
OK

1
2
3

1

電源装置 1（プライマリ）

2

ファン トレイ

3

電源装置 2（冗長）

この章では、Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチについて説明します。具体的な内容は、
次のとおりです。

• 「機能」（P.1-3）
• 「物理仕様および環境仕様」（P.1-7）
• 「ファン トレイ」（P.1-8）
• 「前面パネル LED」（P.1-11）

機能
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチのシャーシの各機能を表 1-1 に示します。
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製品概要

機能

表 1-1

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの機能

機能

説明

シャーシ
（両シャーシ）

1 RU、48 個の 10/100/1000 ポートおよび 4 個の 1 GB/10 GB ポート、冗長電源
装置を搭載した固定構成スイッチ

アップリンク ポート
（両シャーシ）

シャーシに 4 個の 1 GB または 10 GB アップリンク ポートがあります。SFP ま
たは SFP+ トランシーバを、動作させるポートのシャーシ ポート ソケットに設
置する必要があります。各ポートのケーブル タイプと推奨されるケーブル長は
アップリンク ポートにインストールされている SFP または SFP+ トランシーバ
のタイプが決定します。2 色に変化するポート リンク ステータス LED は各アッ
プリンク ポートに関連付けられています。LED の色は次のステータスを示しま
す。

• 緑：リンクが確立され運用中です。
• オレンジ：ポートはディセーブルです。
• オレンジで点滅：システムがリンクの障害を検出しました。
• 消灯：リンクが確立されていないか、トランシーバがポート ソケットに設
置されていません。
サポートされる SFP および SFP+ トランシーバの説明、仕様、およびケーブル
長については付録 B「トランシーバ、シャーシ コネクタ、ケーブルおよびアダ
プタの仕様」を参照してください。
ダウンリンク ポート
（両シャーシ）

• シャーシには 48 個の 10/100/1000BASE 自動ネゴシエーション可能ダウン
リンク ポートがあります。各ポートには RJ-45 コネクタがあります。2 色に
変化するポート リンク ステータス LED は各ポートに関連付けられていま
す。LED の色は次のステータスを示します。
• 緑：リンクが確立され運用中です。
• オレンジ：ポートはディセーブルです。
• オレンジで点滅：システムがリンクの障害を検出しました。
• 消灯：リンクが確立されていないか、ネットワーク インターフェイス ケー
ブルが取り付けられていません。

コンソール ポート
（両シャーシ）

コンソール シリアル ポート（RJ-45 コネクタ）は、標準のコンソール装置を使
用したスイッチ管理のために用意されています。コネクタのピン割り当てテー
ブルなどの詳細情報はコンソール ポートに対応する 付録 B「トランシーバ、
シャーシ コネクタ、ケーブルおよびアダプタの仕様」で提供されます。
（注）

イーサネット管理ポート
（両シャーシ）

コンソール ケーブルはアクセサリ キットに同梱されていません。オプ
ションとして発注できます。

• Catalyst 4948E スイッチは、イーサネット ネットワークを介してスイッチ
の管理に使用できる 10/100/1000 RJ-45 イーサネット管理ポートを提供しま
す。このポートは、スイッチにソフトウェアをダウンロードしたり、分析や
バックアップの保存のためにリモート サーバにファイルを転送したりする
目的にも使用できます。

• 管理イーサネット ポートへの一般的な接続には両端に RJ-45 コネクタを備え
たイーサネット ケーブルを使用します。ケーブルの他方の端は通常、システ
ム管理に必要なネットワークとマルチシェルフ システム間を接続するイーサ
ネット スイッチ、ハブ、またはルータに接続します。付録 B「トランシーバ、
シャーシ コネクタ、ケーブルおよびアダプタの仕様」にはコネクタのピン割
り当てテーブルを含むイーサネット管理ポートの詳細情報が含まれます。
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製品概要
機能

表 1-1

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの機能 （続き）

機能

RESET スイッチ
（両シャーシ）

説明

• スイッチをリセットし再起動します。
• このスイッチは、シャーシの前面パネルから奥まっていて先のとがったもの
でアクセスする必要があります。

ファン トレイ

Catalyst 4948E シャーシ

• Catalyst 4948E シャーシでは、1 個のホット スワップ可能なファン トレイ
（製品番号 WS-X4993= ）をサポートします。
（注）

ファン トレイは Catalyst 4948E と Catalyst 4948E-F シャーシ間で交換可
能ではありません。

• ファン トレイには、4 個の可変速 12 VDC のファンがあります。
• ファン トレイは、2 個の電源装置間のシャーシの背面に設置します。
• Catalyst 4948E 対応のファン トレイ（WS-X4993=）は、ダークグレーに色
分けされています。

• 温度センサーの冗長ペアは空気取り入れ口（シャーシの前面）近くに配置さ
れ周囲の気温を監視し、ファン トレイのファンの速度を制御します。

• Catalyst 4948E シャーシのエアーフローは、前面から背面に向かいます。
• シャーシにはファン トレイの状態を示す FAN LED があります（シャーシ
の前面パネルに配置）。

– 赤：1 個以上のファン トレイが故障しています。
– 緑：ファン トレイのすべてのファンが正常に動作しています。

Catalyst 4948E-F シャーシ

• Catalyst 4948E-F シャーシでは、1 個のホット スワップ可能なファン トレ
イ（製品番号 WS-X4993-F=）をサポートします。
（注）

ファン トレイは Catalyst 4948E と Catalyst 4948E-F シャーシ間で交換可
能ではありません。

• ファン トレイには、4 個の可変速 12 VDC のファンがあります。
• ファン トレイは、2 個の電源装置間のシャーシの背面に設置します。
• Catalyst 4948E-F 対応のファン トレイは青に色分けされています。
• 温度センサーの冗長ペアは空気取り入れ口（シャーシ背面）近くに配置され
周囲の温度を監視し、ファン トレイのファンの速度を制御します。

• Catalyst 4948E-F シャーシのエアーフローは背面から前面に向かいます。
• シャーシにはファン トレイの状態を示す FAN LED があります（シャーシ
の前面パネルに配置）。

– 赤：1 個以上のファン トレイが故障しています。
– 緑：ファン トレイのすべてのファンが正常に動作しています。
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製品概要

機能

表 1-1

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの機能 （続き）

機能

説明

• 1 台または 2 台の電源装置を搭載できます。サポートされる電源装置は次の

電源装置

Catalyst 4948E

とおりです。

– PWR-C49E-300AC-R（300 W の AC 入力電源装置）
– PWR-C49-300DC（300 W の DC 入力電源装置）
（注）

電源装置は、Catalyst 4948E と Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシ間で
交換可能ではありません。

• Catalyst 4948E の両方の電源装置の前面パネルは、ダークグレーに色分けさ
れています。

Catalyst 4948E-F

（注）

300 W AC 入力電源装置には、単相 AC 電源が必要です。AC 電源装置の
入力はすべて独立しているので、複数の電源装置間の位相が一致しない
可能性があります。

（注）

付録 A「電源装置の仕様」には両方の電源装置の詳細な情報が含まれま
す。

（注）

冗長電源装置が設置されていない場合は、空の電源装置ベイをブランク
電源装置カバー（製品番号 WS-X4994）を使用してマスクする必要があ
ります。ブランク電源装置カバーはダークグレーに色分けされています。

• 1 台または 2 台の電源装置を搭載できます。サポートされる電源装置は次の
とおりです。

– PWR-C49E-300AC-F（300 W の AC 入力電源装置、反転のエアーフ
ロー）

• Catalyst 4948E-F 対応の電源モジュールの前面パネルは、青に色分けされて
います。
（注）

300 W AC 入力電源装置には、単相 AC 電源が必要です。AC 電源装置の
入力はすべて独立しているので、複数の電源装置間の位相が一致しない
可能性があります。

（注）

付録 A「電源装置の仕様」には両方の電源装置の詳細な情報が含まれま
す。

（注）

冗長電源装置がインストールされていない場合は、空の電源装置ベイを
ブランク電源装置カバー（製品番号 WS-X4994-F）を使用してマスクす
る必要があります。ブランク電源装置カバーは青に色分けされています。
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製品概要
物理仕様および環境仕様

物理仕様および環境仕様
表 1-2 に Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシの環境仕様および物理仕様を示し
ます。
表 1-2

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの仕様

項目

仕様

環境
温度、動作時

実証済み動作時：32 ～ 104 °F（0 ～ 40 ℃）
設計およびテスト用の動作時：32 ～ 131 °F（0 ～ 55 ℃）

温度、非動作時および保管
時

温度遷移

シャーシが梱包されていない場合：–4 ～ 149 °F（–20 ～ 65 ℃）
シャーシが出荷時の保護パッケージに梱包されている場合：–40 ～ 158 °F
（–40 ～ 70 ℃）

0.5 ℃ / 分（下降）
0.33 ℃ / 分（上昇）

湿度（RH）、動作時（結露
しないこと）

動作時：5 ～ 90%

高度、動作時

実証済み動作時：0 ～ 6500 フィート（0 ～ 2000 m ）

非動作時および保管時：5 ～ 95%
設計およびテスト用の動作時：–200 ～ 10,000 フィート（–60 ～ 3000 m）

発熱量

1364 BTU/ 時（最悪のケース）

衝撃および振動

スイッチの衝撃および振動のコンプライアンス情報については付録 D「適
合宣言および安全に関する情報」を参照してください。

音響ノイズ

スイッチの音響ノイズのコンプライアンス情報については付録 D「適合宣
言および安全に関する情報」を参照してください。

寸法および重量
寸法（高さ×幅×奥行）

• 1.75 x 17.5 x 19.4 インチ （4.4 x 44.4 x 49.3 cm）
• シャーシの設置には 1 RU の高さが必要です。
• Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシは、
ANSI/EIA 310-D、IEC 60297、および ETS 300-119 規格に適合する標
準 19 インチ装置ラックに取り付けられるように設計されています。

重量

• 14 ポンド（6.35 kg）。ベース システム。電源なし、ファン トレイな
し。

• 19 ポンド（8.62 kg）。すべて搭載されたシステム。2 個の電源装置と
ファン トレイ。
エアーフロー

• 28 CFM（低速）
• 44 CFM（高速）

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド
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ファン トレイ
Catalyst 4948E スイッチと Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシには、2 台の電源装置の間のシャーシ
の背面にファン トレイが 1 つ設置されています。Catalyst 4948E シャーシ ファン トレイ
（WS-X4993=）は前面から背面へのシャーシのエアーフローを提供し、前面パネルはダークグレーに
色分けされています。Catalyst 4948E-F シャーシ ファン トレイ（WS-X4993-F=）は背面から前面への
エアーフローを提供し、前面パネルが青に色分けされています。

（注）

2 つのファン トレイは Catalyst 4948E と Catalyst 4948E-F シャーシ間で交換可能ではありません。
WS-X4993-F ファン トレイには Catalyst 4948E シャーシへの挿入を防ぐためにキー形状となっていま
す。
ファン トレイ内の各ファンの速度は、エアー フローの吸気口（Catalyst 4948E のシャーシ前面、およ
び Catalyst 4948E-F のシャーシ背面）にある冗長温度センサーで制御されます。ファンの速度が変更
される 6 個のプログラム可能な温度しきい値があります。ファンのどれかに障害が発生した場合、残り
のファンのファンの速度はそのファンの損失を補償するために調整されます。
表 1-3 にファンの速度設定および関連する温度しきい値を示します。
表 1-3

ファンの速度とシャーシの温度しきい値

PWM1 の
ファンの速
度の設定

デューティ
サイクル

シャーシの温度範囲のしきい値

速度 0

41%

T2：89.6 °F（32 °C）

速度 1

56 %

（注）

T2 で、ファン速度が速度 1 に上がります。

• T1：82.4 °F（28 °C）
• T4：102.2 °F（39 °C）
（注）

速度 2

75%

T1 で、ファン速度が速度 0 に下がります。T4 で、ファン
速度が速度 2 に上がります。

T3：95.0 °F（35 °C）
T6：116.6 °F（47 °C）
（注）

速度 32

100 %

T3 で、ファン速度が速度 1 に下がります。T6 で、ファン
速度が速度 3 に上がります。

T5：109.4 °F（43 °C）より高い

1. パルス幅変調
2. 速度 3 は固定値であり、変更できません。

Catalyst 4948E ファン トレイ（WS-X4993=）
Catalyst 4948E ファン トレイ（WS-X4993）には 4 個の可変速、12 VDC のファンが含まれます。
（図 1-3 を参照）。ファン トレイは、2 個の電源装置間のシャーシの背面に配置さていれます。
（注）

WS-X4993 ファン トレイは WS-X4993-F ファン トレイと交換可能ではありません。
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図 1-3

Catalyst 4948E ファン トレイ

1

278085

2

3
1

バックプレーン コネクタ

2

非脱落型ネジ（X2）

3

12 VDC のファン（X4）。空気がシャーシ前
面から取り込まれ、シャーシ背面から排出さ
れます。

図 1-4 のように、ファン トレイはシャーシ前面の通気口から空気を吸入しシャーシ背面から空気を排
出します。
Catalyst 4948E シャーシのエアーフロー

207440

図 1-4

Catalyst 4948E-F ファン トレイ（WS-X4993-F=）
Catalyst 4948E-F シャーシ ファン トレイ（WS-X4993-F=）には 4 個の可変速、12 VDC のファンが含
まれます。（図 1-5 を参照）。ファン トレイは、2 個の電源装置間のシャーシの背面に配置さていれま
す。
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（注）

WS-X4993-F ファン トレイには Catalyst 4948E スイッチ シャーシへの挿入を防ぐためにキー形状と
なっています。
図 1-5

Catalyst 4948E-F ファン トレイ

1

278085

2

3
1

バックプレーン コネクタ

2

非脱落型ネジ（X2）

3

12 VDC のファン（X4）。空気がシャーシの
背面から取り込まれ、シャーシ前面から排出
されます。

図 1-6 のように、ファン トレイはシャーシの前面から空気を吸入し、シャーシの背面から空気を排出
します。
Catalyst 4948E-F シャーシのエアーフロー

281614

図 1-6
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前面パネル LED
シャーシの前面パネルの一連の LED によって、スイッチの状態を視覚的に示します。
（図 1-7 を参照）。
表 1-4 に Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシの前面パネルの LED とその意味
を示します。
図 1-7

前面パネル LED

2
3

278086

1

6
5

4

1

PS1（電源 1）

4

STATUS

2

PS2（電源 2）

5

MGT（管理ポート LED）

FAN（ファン トレイ）

6

LINK（ポート ステータス）各アップリンク
およびダウンリンク ポートごとに 1 LED

3

表 1-4

前面パネル LED の説明

LED

状態と意味

STATUS

緑：システムが稼働中です。
赤：システム障害です。
オレンジが点滅：電源投入時自己診断テスト
（POST）のブート中です。
消灯：システムが起動されていません。

LINK

緑：リンクが確立されました。

48 個の 10/100/1000 ダウンリンク ポート LED
および 4 個の SFP/SFP+ アップリンク ポート
LED

オレンジ：管理上ディセーブされています。

FAN

緑：ファン トレイは正常です。

消灯：リンクが検出されません。

（ファン トレイ）

赤：1 つ以上のファンに障害が発生しています。

電源 1
（電源装置 1）1

緑：AC 入力電源または DC 入力電源が正常で
す。

電源 2
（電源装置 2）1

緑：AC 入力電源または DC 入力電源が正常で
す。

赤：電源装置の障害が検出されました。

赤：電源装置の障害が検出されました。
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1. 電源装置の前面パネルに電源装置のステータスを示す 3 つの追加 LED があります。これらの LED は、シャーシ
の背面からのみ見ることができます。LED の説明については、「300 W AC 入力電源装置
（PWR-C49E-300AC-R）」（P.A-1）を参照してください。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

1-12

OL-21561-02-J

C H A P T E R

2

設置の準備
システムを正常に運用するには、スイッチを適切な場所に設置し、装置ラックや配線クローゼットを適
切に配置する必要があります。複数の装置を近づけて設置したり、換気が不十分であると、システムが
過熱状態になります。さらに、装置の不適切な配置によってネットワーク インターフェイス接続にア
クセスしづらくなり保守が困難になります。
この章では、スイッチを取り付けるための設置場所の準備方法について説明します。

• 「安全上の注意事項」（P.2-1）
• 「設置環境の条件」（P.2-2）
• 「システムのアース接続」（P.2-7）
• 「電源要件」（P.2-11）
• 「ケーブル配線の要件」（P.2-13）
• 「設置環境チェックリスト」（P.2-13）

ヒント Cisco Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチの詳細について（設定例やトラブルシューティ
ング情報など）は、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html

安全上の注意事項
誤って行うと危険が生じる可能性のある操作については、安全上の警告が記載されています。各警告文
に、警告を表す記号が記されています。次の警告は、一般的な警告で、マニュアル全体に適用されま
す。

警告

この装置の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。ステー
トメント 1030

警告

この装置は、立ち入り制限区域内に設置することが前提となっています。立ち入り制限区域とは、錠
前、鍵などの特殊な保安手段を使用しないと立ち入ることのできない場所です。ステートメント

1017
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警告

絶縁されていない金属接点、導体、または端子を Power over Ethernet（PoE; パワー オーバー
イーサネット）回路の相互接続に使用すると、電圧によって感電事故が発生することがあります。危
険性を認識しているユーザまたは保守担当者だけに出入りが制限された場所を除いて、このような相
互接続方式を使用しないでください。出入りが制限された場所とは、特殊なツール、ロックおよび
キー、または他のセキュリティ手段を使用しないと入室できない場所を意味します。ステートメント

1072

設置環境の条件
以下の項では、Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチの設置の準備をするうえで、認識し
ておく必要がある基本的な設置環境の条件について説明します。

• 「ラックマウントに関する注意事項」（P.2-2）
• 「温度」（P.2-3）
• 「エアーフロー」（P.2-4）
• 「湿度」（P.2-5）
• 「高度」（P.2-5）
• 「ほこりと微粒子」（P.2-5）
• 「腐食」（P.2-6）
• 「EMI および RFI」（P.2-6）
• 「衝撃および振動」（P.2-7）
• 「電気製品を扱う場合の注意」（P.2-9）
• 「静電破壊の防止」（P.2-10）

ラックマウントに関する注意事項
ラックマウント キット（69-2037-xx）は標準 19 インチ（48.3 cm）の装置ラックにスイッチを設置す
るアクセサリ キットに含まれます。このラックマウント キットは、次の状況での使用には適していま
せん。

• スイッチへのアクセスの障害となるもの（電源コードなど）があるラック
スイッチをラックに取り付ける前に、次のことを確認してください。

• 装置ラックが適切なサイズである。
– ラックの幅（前面の 2 つの取り付け板またはレールの間の幅）は 17.75 インチ（45.09 cm）で
なければなりません。

– ラックの奥行は、前面と背面の取り付け板の間で 19.25 インチ（48.9 cm ）以上、32.5 インチ
（82.5 cm）以下であることが必要です。
– ラックには、上下方向にもシャーシが入るだけの高さが必要です。シャーシの高さは 1 U
（1.75 インチ（4.45 cm））である。
• 装置ラックが安定していて、倒れる危険性がない。
– シャーシの重量および寸法をサポートするようにシェルフが構成されていることを確認しま
す。
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– フロアにラックをボルトで固定することを推奨します。
– その装置がラックに入っている唯一の装置の場合は、ラックの一番下に取り付けます。
– 重心を低くし、ラックの上部が重くなって転倒しないように、重い装置をラックの下の方に設
置します。

– ラック内にスイッチを設置したり保守する前に、スタビライザを設置します（ラックにスタビ
ライザが付属している場合）。

• 装置ラックが適切に換気されている。
– 十分な通気または排気ファンがある場合にだけ閉鎖型ラックにシャーシを設置します。可能な
限り開放型ラックを使用してください。

– ラック環境の周囲温度が最大温度の 104 °F（40 °C）を超えないようにします。スイッチを閉
鎖型ラックまたはマルチユニット ラック アセンブリに設置した場合、ラック内の周囲温度が
室温よりも高くなる場合があります。

– 閉鎖型ラックの通気システムによって、シャーシの周囲に負圧がかかり、シャーシの吸気口に
空気が向かわないために冷却が阻害されないようにしてください。必要に応じて、ラックを開
放してシャーシを動作させてください。

– ラック下部に搭載された装置から熱が過剰に放出されないようにしてください。熱が上昇し、
上部の装置の吸気口に取り込まれることがあります。これにより、ラック上部付近のシャーシ
が過熱状態になる場合があります。

– ラックにすでに搭載されている装置やケーブル配線を考慮してください。他の機器のケーブル
によって、シャーシの通気が妨げられないことまたは電源やスイッチング モジュールへのア
クセスが損なわれないことを確認します。現場交換可能なコンポーネントから離れた位置に
ケーブルを配線することで、装置のメンテナンスやアップグレードを行う場合に、ケーブルを
不必要に取り外さなくてすむようにします。

– スイッチ アセンブリのメンテナンスおよび取り外しのために、ラックの背面に 3 ～ 4 フィート
（91.4 ～ 121.9 cm ）のスペースを確保してください。ラックが移動式の場合、通常の動作時に
は壁やキャビネットから 1 フィート（30.45 cm）以内まで押し戻しておくことができ、メンテ
ナンスが必要な場合にラックを引き出すことができます。

温度
温度がその定格温度の上限または下限に達すると、システムが減退した効率で動作したり、チップの早
期老朽化および障害、機械装置の障害などのさまざまな問題が発生する可能性があります。また、極端
な温度変化によって、チップがソケットから外れることがあります。次のガイドラインに従ってくださ
い。

• システムが 50 °F（10 °C）以上 104 °F（40 °C）以下の環境で動作していることを確認してます。
• また、シャーシに適切な換気があるかどうかを確認します。
• 適切な空気循環管理方法を使用します。ラックの上部に搭載されたシャーシでは、下の方にある
シャーシからの放熱によって周囲温度が上昇することがあります。

• 通風を妨げるおそれのある壁はめ込み式ユニットや布の上にはシャーシを置かないでください。
• 特に午後になって直射日光が当たる場所にシャーシを設置しないでください。
• 暖房の吹き出し口などの熱源のそばにシャーシを置かないようにしてください。
• シャーシのすべてのスロットおよび開口部、特にシャーシ背面のファン トレイの通気口が塞がれ
ていないことを確認します。空気が薄い高地では、十分な通気が特に重要となります。
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• 設置場所のクリーニングを定期的に実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほ
こりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。

• シャーシが異常な低温にさらされた場合は、2 時間のウォームアップ時間を設け、シャーシを通常
の動作温度まで上げてから電源を入れてください。
これらのガイドラインに従わないと、内部のシャーシ コンポーネントに損傷を与えるおそれがありま
す。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチには、内部温度センサーが搭載されており、装置内
の温度が 104 °F（40 °C）に達するとマイナー アラームを生成し、131 °F（55 °C）に達するとメジャー
アラームを生成します。コマンド [Show Environment Status] を入力してアラームの生成時の正確な温度

（注）

を確認します。

エアーフロー
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチはシャーシおよび電源装置を冷却するために使用可
能な十分な量の空気が得られる環境に設置するように設計されています。シャーシ内のエアーフローが
阻害される、あるいは周囲の気温が上昇すると、スイッチが過熱したり、シャットダウンすることがあ
ります。
スイッチ シャーシ内を通過する適切な空気循環を維持するために、シャーシの排気口を壁から 6 イン
チ（15 cm ）以上離すことを推奨します。シャーシ間に適切な間隔が確保されていない場合、スイッチ
シャーシ内に他のスイッチ シャーシからの排気が取り込まれて過熱し、障害が発生します。

Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシを格納ラックまたは部分的に密閉された
ラックに設置する場合、設置場所が次のガイドラインを満たしているかを確認することを強く推奨しま
す。

• 閉鎖型ラックまたは部分的に密閉されたラック内の温度がシャーシの動作温度範囲内であることを
確認してください。シャーシをラックに取り付けたら、シャーシに電源を投入して、シャーシの温
度が安定するまで（およそ 2 時間）待機します。シャーシの吸気グリルと排気グリルの周囲温度を
測定するために、各グリルから約 1 インチ（2.5 cm）の位置に外部温度プローブを配置してくださ
い。

– 吸気口の周辺温度が 104 °F（40 ℃）未満である場合は、そのラックは吸気温の基準を満たし
ています。

– 吸気口の周辺温度が 104 °F（40 ℃）を超える場合、システムに熱状態を示すマイナー アラー
ムが発生しており、過熱の危険性があります。

– 吸気口の周辺温度が 131 °F（55 ℃）以上である場合、システムに熱状態を示すメジャー ア
ラームが発生しており、システムはシャットダウンします。

• 格納ラックまたは部分的に密閉されたラックでは、次のようにスイッチ シャーシ内に十分なエ
アーフローが確保されていることを確認してください。

– 測定した吸気温度と排気温度との差が 10 ℃ を超えない場合は、ラックには十分なエアーフ
ローが確保されています。

– 温度差が 10 ℃ を超える場合は、シャーシを冷却するためのエアーフローが不足しています。

（注）

この吸気と排気の 10 ℃ の温度差は、デジタル外気温計で測定して決定する必要があります。
この温度差を測定するために、シャーシ内部の温度センサを使用しないでください。
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• 将来の拡張に向けた計画を立てます。現在の設定では、格納ラックまたは部分的に密閉されたラッ
クに取り付けられた Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチは周辺温度およびエアーフ
ローの要件を満たしているはずです。ただし、ラックにシャーシや他の装置を増設すると、発熱量
が増加することによりラック内の温度が 104 °F（40 ℃）を超え、マイナー アラームが発生すること
があります。

• 冷却方法にホット アイルとコールド アイル形式を使用しているデータセンターに Catalyst
4948E-F を設置する場合、コールド アイルにシャーシの空気取り入れ口を拡張するためにオプ
ションの吸入エアー ダクトを使用することを推奨します。ラックの前面のコールド アイルにス
イッチ シャーシの空気取り入れ口を拡張するために Catalyst 4948E-F シャーシに設置できるモ
ジュラ ToR スイッチ インレット ダクト（モデル CDE2）を Panduit Corporation が製造していま
す。

湿度
湿度が高いと、湿気がシステム内まで浸透する可能性があります。この湿気が原因で、内部コンポーネ
ントの腐食、および電気抵抗、熱伝導性、物理的強度、サイズなどの特性の劣化が発生することがあり
ます。システム内に湿気が充満してくると、ショートを起こすおそれがあります。ショートが起きる
と、システムに重大な損傷を起こしてしまいます。各システム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。保管時では、システムは 5 ～ 95% の相対湿度に耐えること
ができます。温暖期の空調と寒冷期の暖房により室温が四季を通して管理されている建物内では、シス
テム装置にとって、通常許容できるレベルの湿度が維持されています。ただし、システムを極端に湿度
の高い場所に設置する場合は、除湿装置を使用して、湿度を許容範囲内に維持してください。

高度
標高の高い（気圧の低い）場所でシステムを稼働させると、対流型の強制冷却機能の効率が低下し、
アーク放電やコロナ放電などの電気障害の原因になります。また、このような状況では、内部圧力がか
かっている密閉コンポーネント、たとえば、電解コンデンサが損傷したり、その効率が低下する場合も
あります。各システムの稼働時の定格高度は、–50 ～ 6500 フィート（–16 ～ 1981 m）です。また、保
管時の定格高度は、–50 ～ 35,000 フィート（–16 ～ 10,668 m）です。

ほこりと微粒子
ファンは、室温の空気を吸い込み、その空気を電源装置とシャーシ内で循環させ、熱せられた空気を
シャーシのさまざまな開口部から排出することにより、電源装置およびシステム コンポーネントを冷
却します。しかし、ファンは埃やその他の微粒子も取り込むためファンの羽根の上とシステム内に汚れ
が貯まる原因にもなります。これは、保温用毛布をコンポーネントの上に形成するようなものでシャー
シ内部の温度を上昇させます。
清潔な稼働環境を維持することにより、ほこりなどの微粒子による悪影響を大幅に減らすことができま
す。次に示す規格では、許容される動作環境および浮遊する粒子状物質の許容レベルについて規定され
ています。

• Network Equipment Building Systems（NEBS）GR-63-CORE
• National Electrical Manufacturers Association（NEMA）Type 1
• International Electrotechnical Commission（IEC; 国際電気標準会議）IP-20
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腐食
システム コネクタの腐食は、徐々に進行し、最終的に電力回路の間欠的な障害を引き起こす原因にな
ります。人間の指先に付着した油脂分や、高温多湿の環境に長時間さらされたことが原因で、システム
内の各種のコンポーネントに取り付けられている金めっきのエッジ コネクタやピン コネクタが腐食す
ることがあります。腐食を防ぐために、基板やカード上の接点には触れないでください。また、極端な
温度、および湿気や塩分の多い環境からシステムを保護してください。

EMI および RFI
システムからの電磁波干渉（EMI）および無線周波数干渉（RFI）は、システムの周辺で稼働している
装置（ラジオおよびテレビ受信機）に悪影響を及ぼす可能性があります。システムが発する無線周波数
は、コードレスおよび低出力の電話にも干渉することがあります。逆に、高出力の電話からの RFI に
よって、システムのモニタに意味不明の文字が表示されることがあります。RFI とは、10 kHz を超え
る周波数を発生する EMI のことです。このタイプの干渉は、電源コードおよび電源、または送信され
た電波のように空気中を通じてシステムから他の装置に伝わる場合があります。Federal
Communications Commission（FCC; 米国連邦通信委員会）は、コンピュータ装置が放出する EMI お
よび RFI の量を規制する特定の規格を公表しています。各システムは、FCC の規格を満たしています。
EMI および RFI の発生を抑えるために、次の注意事項に従ってください。

• シャーシ カバーを取り付けた状態でシステムを運用します。
• 未使用の電源装置ベイに金属製カバー プレートが設置されていることを確認します。
• すべての周辺ケーブル コネクタのネジが、シャーシ背面の対応するコネクタに確実に締め付けら
れていることを確認します。

• システムと周辺装置との接続には、必ず、金属製コネクタ シェル付きのシールド ケーブルを使用
します。
電磁界内で長距離にわたって配線を行う場合、磁界と配線上の信号の間で干渉が発生することがありま
す。このため、プラント配線を行う場合は、次の 2 点に注意する必要があります。

• 配線を適切に行わないと、プラント配線から無線干渉が発生することがあります。
• 特に雷または無線電信機によって起こされる強力な EMI は、シャーシ内の信号ドライバやレシー
バを破損したり、電圧サージが回線を介して装置内に伝導するなど、電気的に危険な状況をもたら
す原因になります。

（注）

強力な EMI を予測して対策を講じるには、無線周波数干渉（RFI）の専門家に相談することが必要に
なる場合があります。
アース用導体を確実に施設してプラント配線にツイストペア ケーブルを使用すると、プラント配線か
ら無線干渉が発生することはほとんどありません。推奨距離を超える場合は、データ信号ごとにアース
導体を施した高品質のツイストペア ケーブルを使用してください。

注意

カテゴリ 5e、カテゴリ 6、およびカテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、
静電気を大量に保有する可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）を適切で安
全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。
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配線が推奨距離を超える場合、または配線が建物間にまたがる場合は、近辺で発生する落雷の影響に十
分に注意してください。雷などの高エネルギー現象で発生する電磁波パルスにより、電子装置を破壊す
るほどのエネルギーが非シールド導体に発生することがあります。以前に同様の問題が発生した場合
は、電気サージ抑制やシールドの専門家に相談することをお勧めします。

衝撃および振動
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチは、動作範囲、取り扱い、および地震基準について、
NEBS（Zone 4 per GR-63-Core）に従って衝撃および振動テスト済みです。これらのテストは、地震
の振動および基準、オフィスの振動および基準、輸送の振動および基準、梱包された機器に加えられる
衝撃について実施しています。

電源の切断
システムは、AC 電源によって供給される電圧の変動の影響を特に受けやすくなっています。過電圧、
低電圧、および過渡電圧（またはスパイク）によって、データがメモリから消去されたり、コンポーネ
ントの障害が発生するおそれがあります。このような問題から保護するには、電源コードが常に適切に
アースされる必要があります。また、システムは、専用電力回路に設置してください（電力を大量に消
費する他の機器と回路を共用しないでください）。一般に、システムの回路は次の機器とは共用できま
せん。

• コピー機
• エアコン
• 電気掃除機
• ストーブ
• 電動工具
• テレタイプ
• レーザープリンタ
• Fax
• その他の電動装置
これらの電気製品に加えて、システムの電源装置にとって最大の脅威となるのは、雷によるサージ電
圧、または停電です。雷が発生しているときは、できるだけシステムおよび周辺機器の電源をオフに
し、プラグを電源から抜いてください。システムに電源が入っている状態で停電が発生した場合は、一
時的なものであっても、ただちにシステムの電源をオフにし、コンセントから外します。システムの電
源を入れておくと、電源が復旧した場合に問題が発生するおそれがあります。同じ場所で電源をオフに
していなかった他のすべての電気製品が、大きな電圧スパイクを起こし、システムに損傷を与える可能
性があります。

システムのアース接続
シャーシ設置プロセスの一部として、NEBS に準拠したシステム アースを取り付ける必要があります。
シャーシを設置する際にシステムに適切かつ十分なアース接続を行う場合、3P AC プラグ（アース付
き）を使用するだけでは不十分です。どちらのシャーシにも、アクセサリ キットにアース ラグと 2 本
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の M4 ボルトが付属しています。2 本のボルトを使用してシャーシのアース パッドにラグを接続しま
す。6 AWG 銅線（付属していません）を、NEBS 準拠の建物のアースにアース ラグを接続するために
使用する必要があります。
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。NEBS 準拠のシステム アースを使用すると、感電の危険性を低減
あるいは防止でき、過渡電圧によって装置が損傷する可能性を大幅に低減できます。またデータが破損
する可能性もかなり小さくなります。
適切かつ完全なシステム アースを使用しない場合、ESD によってコンポーネントが損傷する危険性が
高くなります。さらに、NEBS 準拠のシステム アースを使用しない場合、大いにデータが破損したり、
システムがロックアップする可能性も高くなり、システムが頻繁にリブートするといった状況が増えた
りします。

注意

3P AC プラグ（アース付き）だけを使用してシャーシを設置すると、装置に問題が発生したり、
データが破損したりする危険性が、3P AC プラグ（アース付き）と NEBS 準拠のシステム アース
の両方を使用して適切に設置された場合よりもはるかに高くなります。
表 2-1 に、一般的なアース方法の注意事項を示します。
表 2-1

アース接続のガイドライン

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。

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。最善のアー
ス接続を行う必要があります。

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

最善のアース接続を行う必要があります。

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。

中ないし高

最善のアース接続を行う必要があります。

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

最善のアース接続を行う必要があります。
可能であればノイズの発生源および原因を
特定し、発生源でノイズの発生をできるか
ぎり低減するか、またはノイズの発生源と
被影響機器の間のカップリングを減らしま
す。

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。
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表 2-1

（注）

注意

アース接続のガイドライン （続き）

環境

電磁ノイズの重大度
レベル

推奨されるアース方法

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

最善のアース接続を行うことを推奨します。
電磁気ノイズによる問題の発生は予想され
ませんが、新しいビルでは最善のアース接
続を行うことが往々にして最も低コストで
あり、かつ将来のために有益です。

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

最善のアース接続を行うことを推奨します。
電磁気ノイズによる問題の発生は予想され
ませんが、最善のアース接続をすることを
強く推奨します。

すべてのケースにおいて、アース接続の方法は、National Electric Code（NEC）の第 250 条に定める
要件またはその地域の法令に準拠する必要があります。シャーシからラック アースまたは Common
Bonding Network（CBN; 共通ボンディング網）に直接アース接続する場合、6 AWG アース線を使用
することを推奨します。装置ラックも 6 AWG アース線を使用して、CBN に接続する必要があります。

カテゴリ 5e、カテゴリ 6、およびカテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、
静電気を大量に保有する可能性があります。必ずケーブルを（特に新しいケーブルの設置では）適
切かつ安全な方法でアースしてから、スイッチのポートに接続してください。

電気製品を扱う場合の注意
電気機器を取り扱う際には、次の注意事項に従ってください。

• 危険を伴う作業は、一人では行わないでください。
• 回路の電源が切断されていると思い込まず、作業前に必ず回路の電源が切断されていることを確認
してください。

• 床が濡れていないか、アースされていない電源延長コード、摩耗または損傷した電源コードや保護
アースの不備などがないか、作業場所の安全を十分に確認してください。

• 電気事故が発生した場合は、次の手順に従ってください。
– 負傷しないように十分注意してください。
– システムの電源を切断してください。
– 可能であれば、医療援助を求めるために誰か別の人を呼んでもらうようにしてください。それ
ができない場合は、負傷者の状況を見極めてから救援を要請してください。

– 負傷者に人工呼吸または心臓マッサージが必要かどうかを判断し、適切な処置を施してくださ
い。

• 製品を使用する場合は、指定された電力定格内で使用し、製品の使用説明書に従ってください。
• 製品は、各地域および国の電気関連法規に従って設置してください。
• 次の状態のいずれかが発生した場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してく
ださい。
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– 電源コードまたはプラグが破損している。
– 製品上に物体が落下した。
– 製品に水またはその他の液体がかかってしまった。
– 製品が落下した、あるいは製品に損傷を受けた形跡がある。
– 操作指示に従っているにもかかわらず、製品は適切に動作しない。
• 適切な外部電源を使用してください。製品は、電力定格ラベルに記載されている種類の電源だけを
使用して稼働させてください。必要な電源の種類が不明な場合は、Cisco TAC または最寄りの電気
技師に確認してください。

• 承認されている電源コードだけを使用してください。購入されたシャーシ電源装置には、購入され
た国で使用されることを意図した電源コードが 1 本または複数付属しています。追加の電源コード
を購入する必要がある場合には、電源コードが製品に適したものであり、製品の電力定格ラベルに
記載されている定格電圧および定格電流に適合していることを確認してください。電源コードの定
格電圧および定格電流は、電力定格ラベルに記載されている定格より大きくなければなりません。

• 感電を防止するために、すべての電源コードを適切にアースされているコンセントに接続してくだ
さい。これらの電源コードには、適切なアースを確保するのに役立つ、アース線付き 3P プラグが
付いています。アダプタを使用したり、電源コードからアース線を取り外さないでください。

• 電源ストリップの定格を遵守してください。電源ストリップに接続されている全製品の定格電流の
合計が電源ストリップの定格の 80% を超えないことを確認してください。
• 電源コードやプラグを自分で改造しないでください。設置場所に変更を加える場合には、相応の資
格を持つ電気技術者または電力会社に相談してください。必ず電気配線に関する地方自治体の条例
および国の法令に従ってください。

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 Field Replaceable Unit（FRU; 現場交換可能ユニット）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。Electromagnetic Interference（EMI; 電磁干渉）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。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のアースが取り付けられていない場合は、システムのアースを取り付ける必要
があります。
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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 ストラップをしっかりと肌に密着させて着用してください。

a. FRU に付属の静電気防止用リスト ストラップを使用する場合は、リスト ストラップのパッケージ
を開き、静電気防止用リスト ストラップの包装を開けます。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。

（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。

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。

電源要件
スイッチの設置場所の準備を行う場合には、次の一般要件に従ってください。

• 2 台の電源装置を使用するシステムの場合、各電源装置をそれぞれ別の入力電源に接続してくださ
い。別の電源に接続しないと、外部配線に不具合があったり、回路ブレーカーが落ちたりした場
合、システム全体の電力が失われることになります。

• 入力電源が失われないように、各電源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
囲内であることを確認してください。

• システムによっては、Uninterruptible Power Supply（UPS; 無停電電源装置）を使用して設置場所
の電源障害に備えたほうがよい場合もあります。UPS を選択する場合、鉄共振技術を採用してい
る一部の UPS モデルは、力率補正（PFC）を使用する電源装置と併用すると不安定になる可能性
があることに留意してください。その結果として、スイッチへの出力電圧波形が歪み、システムの
電圧が低下する場合があります。
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AC 電源システムの電源接続時の注意事項
ここでは、AC 電源装置を設置場所の電源に接続する場合の基本的な注意事項をいくつか説明します。

• シャーシの各電源装置には、別個の専用の分岐回路が必要です。
• 北米
– 300 W の電源装置には、15 A の回路が必要です。
• その他の国
– 各国および地域の規定に準拠した回路を使用してください。
• 北米で 200/240 VAC 電源を使用する場合、回路を 2 極回路ブレーカーで保護する必要があります。
• システムから 6 フィート（1.8 m）以内の操作しやすい場所に AC 電源コンセントが必要です。
• シャーシとプラグ接続する AC 電源レセプタクルには、アース付きのタイプを使用してください。
レセプタクルに接続するアース用導体は、設置場所の施設の保護アースに接続する必要がありま
す。

DC 電源システムの電源接続時の注意事項
ここでは、Catalyst 4948 E スイッチの DC 入力電源装置を設置場所の電源に接続する場合の基本的な
注意事項を説明します。

• すべての電源接続の配線は、National Electrical Code（NEC）と各国の規定に準拠する必要があり
ます。

• DC 電源の戻り線は、システム フレームおよびシャーシ（DC-I）から分離する必要があります。
• DC 電源コードは、同一定格の、撚り数の大きい銅線ケーブルの使用を推奨します。DC 入力電源
装置への接続は、アース付きのケーブルが 1 本、DC 電源（–）、および DC 電源の戻り線（+）が 1
本ずつです。コードの長さはスイッチの配置によります。シスコでは、電源に DC 電源コードを接
続するために必要なケーブルおよびラグを販売していません。

• DC 電源コードのリード線のコードの色は DC 電源の設置環境によって変わります。通常、緑、ま
たは緑と黄色の色がアース ケーブルになります。DC 配線用のカラー コードの規格が定められて
いないため、電源コードが適切な（+）および（–）極性の DC 入力電源装置の端子ブロックに確実
に接続されていることを確認する必要があります。場合によっては、DC 電源コードのリード線に
プラス（+）またはマイナス（–）のラベルが付いていることがあります。ラベルの極性について
の記載内容は信頼できることが多いですが、DC コードのリード線間の電圧測定を行い、極性を確
認する必要があります。測定を行う場合、プラス（+）のリード線およびマイナス（–）のリード
線は、常に DC 入力電源装置の端子ブロック上の（+）ラベルおよび（–）ラベルと合わせてくださ
い。

• DC 電源コードは、電源装置側のケーブル ラグで終端させる必要があります。
• 回路ブレーカーは切断装置として、容易に手が届く場所に設置します。
• 回路は、専用の 2 極回路ブレーカーで保護する必要があります。電源装置の入力定格および地域ま
たは国の規定に適合するサイズの回路ブレーカーを使用してください。
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ケーブル配線の要件
注意

装置またはサブアセンブリのイントラビルディング ポートは、建物内配線や非露出配線、または
ケーブル配線だけの接続に適しています。装置またはサブアセンブリのイントラビルディング ポー
トは、Outside Plant（OSP; 局外設備）あるいはその配線に接続されるインターフェイスに金属的に
接続してはなりません。これらのインターフェイスは、イントラビルディング インターフェイス
（GR-1089-CORE, Issue 4 に記載されているタイプ 2 またはタイプ 4 のポート）として設計されて
おり、露出 OSP 配線から分離する必要があります。これらのインターフェイスを金属的に OSP 配
線と接続する場合、プライマリ プロテクタを追加するだけでは、十分に保護されません。
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 トレイに電源コードとデータ ケーブルを
一緒に配線する場合には、次の注意事項に留意してください。

注意

電源コード配線と他の潜在的なノイズ発生源は、シスコ機器で終端する LAN ケーブル配線からで
きるだけ離して設置することを強く推奨します。このような形でケーブルが長い距離にわたって並
行して設置されている状況がある場合で、ケーブルを 3.3 フィート（1 m）以上離して設置できない
場合には、ノイズ発生源となるケーブルをシールドすることを推奨します。干渉を防ぐには、ケー
ブルをアース付きの金属性コンジットに通してシールドする必要があります。
また、カテゴリ 5e およびカテゴリ 6 のイーサネット ケーブルを使用する場合には、次の注意事項にも
留意してください。

注意

カテゴリ 5e、カテゴリ 6、およびカテゴリ 6a のケーブルは、誘電性の物質で構成されているため、
静電気を大量に保有する可能性があります。常にケーブル（特に新規ケーブルの設置）を適切で安
全な方法でアースできるようにしてから、モジュールに接続してください。

設置環境チェックリスト
表 2-2 にスイッチの設置前に必要な準備項目を示します。各作業の完了を確認して、スイッチを適切に
設置してください。
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表 2-2

設置環境チェックリスト

作業番号

準備作業

1

設置場所の確認

確認者

時刻

日付

• 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

• 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（電源装置の種類によって異
なります）1

• 電源コンセントと機器の距離
• 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
• DC システム：適切なゲージの導線と圧着端子

4

アースの確認

• 回路ブレーカーの容量
• CO アース（AC および DC 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

EMI の確認
• 信号の距離制限
• 設置場所の配線
• RFI レベル

1. シャーシに搭載されている各電源装置用に、専用の AC 電源または DC 電源の回路があることを確認してくださ
い。

2. UPS で必要な出力を決定するときは、電源装置の kVA 定格を基準として参照してください。電源装置の kVA 定
格値は、付録 A にある電源ごとの仕様の表に示されています。
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スイッチの設置
この章では、装置ラックに Catalyst 4948E スイッチを設置する方法について説明します。

• 「シャーシの設置準備」（P.3-1）
• 「シャーシのラックへの取り付け」（P.3-5）
• 「システム アースの取り付け」（P.3-10）
• 「スイッチへの電源の接続」（P.3-12）
• 「インターフェイス ケーブルの取り付け」（P.3-15）
• 「スイッチの電源投入」（P.3-21）

（注）

この章の設置手順を開始する前に、第 2 章「設置の準備」にあるサイト プランニング チェックリスト
に記入して、すべての準備作業が完了していることを確認してください。

シャーシの設置準備
ここで説明する内容は次のとおりです。

• 「警告」（P.3-2）
• 「梱包内容の確認」（P.3-4）
• 「必要な工具」（P.3-4）
• 「シャーシの安全な持ち上げ方」（P.3-5）

ヒント Cisco Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング
情報を含む）については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html
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警告
設置に関連する警告を以下に示します。複数の言語に翻訳された警告については「付録 D」を参照して
ください。訳文を確認するには、ステートメント番号を参照してください。

警告

スイッチの過熱を防止するために、周囲温度が推奨されている最高温度の 104 °F（40 °C）を超える
環境では使用しないでください。また、通気を妨げないように、通気口の周囲に 3 インチ（7.6 cm）
以上のスペースを確保してください。ステートメント 17

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。立ち入り制限区域とは、特定
の責任者によって管理され、鍵などの特殊な保安手段を使用して保守担当者だけが出入りできる場所
です。ステートメント 37

警告

この機器は接地されることを前提にしています。通常の使用時にホストが接地されていることを確認
してください。ステートメント 39

警告

電力系統に接続された装置で作業する場合は、事前に、指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外
してください。金属は電源やアースに接触すると、過熱して重度のやけどを引き起こしたり、金属類
が端子に焼き付いたりすることがあります。ステートメント 43

警告

他の装置の上にシャーシを積み重ねないでください。シャーシが落下すると、大けがをしたり、装置
が損傷したりすることがあります。ステートメント 48

警告

セントラル オフィス環境で使用するイーサネット ケーブルにはシールドが必要です。ステートメント

171

警告

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

警告

設置手順を読んでから、システムを電源に接続してください。ステートメント 1004
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警告

ラックに装置を取り付けたり、ラック内の装置のメンテナンス作業を行ったりする場合は、事故を
防ぐため、装置が安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。安全を確保するた
めに、次の注意事項を守ってください。

• ラックに設置する装置が 1 台だけの場合は、ラックの一番下に取り付けます。
• ラックにすでに他の装置が搭載されている場合は、最も重いコンポーネントをラックの一番下にし
て、重い順に下から上へと搭載するようにしてください。

• ラックにスタビライザが付いている場合は、スタビライザを取り付けてから、ラックに装置を設置
したり、ラック内の装置を保守してください。 ステートメント 1006

警告

クラス 1 レーザー製品です。ステートメント 1008

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

警告

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

1040

警告

この製品は、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

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可
能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。ス
テートメント 1051

警告

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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梱包内容の確認
梱包用の箱からシャーシとアクセサリ キットを慎重に取り出し、損傷しているものがないか確認して
ください。欠落または破損している製品がある場合には、シスコの担当者か購入された代理店に連絡し
てください。梱包材はすべて梱包用の箱に戻し、保管しておいてください。
シャーシはアクセサリ キットに次のアイテムを同梱して出荷されています。

• RJ-45 メスと DB-9 メスを接続するアダプタ プラグ x 1
• システム アース キット
• ラックマウント キットには、次のアイテムが含まれています。
– 19 インチ ラックマウント ブラケット x 2
– M4 x 8 mm 皿ネジ x 8（ブラケットをスイッチに取り付けるときに使用）
– 12-24 x 3/4 インチのプラス小ネジ x 4 および 10-32 x 3/4 インチのプラス小ネジ x 4（ラック
マウント ブラケットをラックに取り付けるときに使用）

– 使い捨て静電気防止用リスト ストラップ

（注）

コンソール ケーブルはアクセサリ キットに同梱されていません。オプションとして発注できます。

必要な工具
適切にシャーシを設置するには、次の工具および機器が必要です。

• No.1 プラス ドライバ
• No.2 プラス ドライバ
• 3/16 インチ マイナス ドライバ
• 静電気防止用マットまたは静電気防止材
• 手持ちの静電気防止用アース ストラップまたはシステムに付属の使い捨て静電気防止用ストラッ
プ

• メジャーおよび水準器
• 銅線システム アース線（必要なワイヤ ゲージは、地域または国の電気規則により決定）
• DC 電源ケーブル（必要なワイヤ ゲージは、地域または国の電気規則により決定）
• 絶縁クリンプオン スペード ラグまたは絶縁クリンプオン リング コネクタ（必要なサイズと形式は
地域または国の電気規則により決定）

• ワイヤ ストリッパ
• 圧着工具
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シャーシの安全な持ち上げ方
シャーシを持ち上げる場合は、次の注意事項に従ってください。

• シャーシを持ち運ぶ前に、必ずすべての外部ケーブルを取り外してください。
• 足下を安定させ、両足の間でバランスを取って、シャーシの重量を支えます。
• シャーシはゆっくり持ち上げます。持ち上げるときに、決して突然動いたり、身体をひねったりし
ないでください。

• 背中をまっすぐに保ち、背中ではなく脚で持ち上げます。シャーシを持ち上げるときにかがむ場合
には、腰をかがめるのではなく、ひざを曲げて腰に負担がかからないようにします。

シャーシのラックへの取り付け
Catalyst Catalyst 4948E および 4948E-F スイッチ シャーシの両方で利用可能な 3 個のラックマウント
キットと 1 個のケーブル管理キットがあります。また、Catalyst 4948E-F スイッチだけに使用可能な 1 個
の選択オプション吸気ダクト キットがあります。表 3-1 に、キットをリストし、内容を示します。
表 3-1

Catalyst 4948E および 4948E-F Catalyst シャーシのラックマウント キットおよびケーブル管
理キット

キットの製品番号

説明

69-2037-xx

両方のシャーシの標準ラックマウント キット。キットにはブラケット
とネジが含まれます。このキットは、アクセサリ キットの一部として
シャーシに付属しています。設置手順は、この章にあります。

WS-X4948E-19CNTR=

19 インチ ラック用のセンター ラックマウント キット。キットにはブ
ラケットとネジが含まれます。このキットは、別売りオプションとし
て使用できます。取り付け手順は、cisco.com で入手可能な別のイン
ストレーション ノートに含まれています。

WS-X4948E-23CNTR=

23 インチ ラック用のセンター ラックマウント キット。両方のシャー
シで使用できます。キットにはブラケットとネジが含まれます。この
キットは、別売りオプションとして使用できます。取り付け手順は、
cisco.com で入手可能な別のインストレーション ノートに含まれてい
ます。

69-1303-xx

ケーブル管理ブラケット キット。キットには、ケーブル管理ブラケッ
トおよびネジが含まれます。このキットは、両方のシャーシに付属し
ています。設置手順は、この章にあります。

Panduit Corp 製 モデル
CDE2

モジュラ型 ToR スイッチ吸気ダクト キット。キットには、スイッチ
のダクトのエンクロージャ、スイッチ支持ブラケット 1 つ、および取
り付け金具が含まれます。このキットは、Panduit Corp から購入可能
なオプションです。このキットは、Catalyst 4948E-F スイッチ シャー
シを設置する場合にだけ使用され、ホット アイルとコールド アイルの
データセンター環境にシャーシを設置する場合に限り使用されます。
キットの取り付け手順は、エアー ダクト キットに入っている別のイン
ストレーション ノートを参照してください。

19 インチ ラックに Catalyst 4948E スイッチを設置するためのプロセスは、次のとおりです。
• 「シャーシへのラックマウント ブラケットの取り付け」（P.3-6）
• 「ラックへのシャーシの取り付け」（P.3-7）
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• 「ケーブル ガイドの取り付け（オプション）」（P.3-8）

シャーシへのラックマウント ブラケットの取り付け
ラックマウント ブラケット 2 個は両方のスイッチ シャーシに付属のラックマウント キット
（69-2037-xx）の一部として含まれています。ラックマウント ブラケットは、シャーシの前面または
シャーシの背面に取り付けることができます。ラックマウント ブラケットは、標準の 19 インチ（48.3
cm）ラックにシャーシを設置するための使用を目的としています。このラックマウント キットは、ス
イッチへのアクセスを損なうおそれがある障害物（電源ストリップなど）があるラックには適していま
せん。

（注）

ホット アイルとコールド アイルのデータセンター環境に Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシを設置し
て、オプションのモジュラ型 ToR スイッチ インレット ダクト キット（Panduit モデル CDE2）の使用
を予定している場合は、シャーシの前面にラックマウント ブラケットを取り付ける必要があります。
シャーシ前面にラックマウント ブラケットを取り付けるには、次の手順に従ってください。

ステップ 1

アクセサリ キットから 2 個のラックマウント ブラケットと 8 本の M4 x 8 mm 皿ネジを取り外します。

ステップ 2

1 つのラックマウント ブラケットをシャーシのいずれかの側面に当て、皿穴とシャーシの M4 ネジ穴の
位置を合わせます。（図 3-1 を参照）。

（注）

図 3-1 の上面図では、ラックマウント ブラケットをシャーシ前面に取り付けています。底面図では、
ラックマウント ブラケットをシャーシ背面に取り付けています。

ステップ 3

ラック マウント ブラケットを 4 本の M4 x 8 mm プラスの皿ネジでシャーシに固定します。

ステップ 4

シャーシの反対側の 2 つ目のラックマウント ブラケットについてステップ 2 と 3 を繰り返します。
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図 3-1

ラックマウント ブラケットの取り付け

2
1

2
1
1

2

1

M4 ネジ（ブラケットごとに 4 本）

1

2

207508

2

ラックマウント ブラケット

ラックへのシャーシの取り付け
シャーシをラックに搭載するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

1 人がシャーシを慎重に持ち上げ、ラックの前面に位置付けます。

ステップ 2

ラックマウント ブラケットの取り付け部がラックと触れるまで、シャーシをラックに差し込みます。

ヒント

巻き尺または水準器を使用して、シャーシがラックに水平に取り付けられていることを確認します。

ステップ 3

ラック内でシャーシを上下に動かし、各ラックマウント ブラケットの取り付け部の 2 個のネジ穴と装
置ラックの支柱の取り付け穴を揃えます。シャーシの上に水準器を置き、シャーシが装置ラック内で傾
いていないことを確認します。

ステップ 4

もう 1 人の人にシャーシを支えてもらいながら、アクセサリ キットに同梱されている 4 本の 10-32 x
3/4 インチまたは 12-24 x 3/4 インチのプラス ネジ（左右 2 本ずつ）でシャーシをラックに固定します。
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（注）

図 3-2

図 3-2 （上面図）は、シャーシの前部にセンター ラックマウント ブラケットを取り付けた場合
にシャーシをラックに設置する方法を示しています。図 3-2 の下側の図は、シャーシの後部に
ラックマウント ブラケットを取り付けた場合にシャーシをラックに設置する方法を示していま
す。
ラックへのシャーシの取り付け

1

2

2

1

12-24 または 10-32 のネジ（ブラケットごと
に 2 本）

207510

1

2

装置ラックの支柱

ケーブル ガイドの取り付け（オプション）
1 個のケーブル ガイドがアクセサリ キットに同梱されています。ケーブル ガイドは 1 本の M4 ネジを
使用してラックマウント ブラケットに取り付けます（ラックマウント ブラケットに M4 ネジ穴が 1 個
あります）。ケーブル ガイドは、ラックマウント ブラケットをシャーシの前面に取り付ける場合に使用
するように設計されており、シャーシの左側または右側に接続できます。

（注）

シャーシを装置ラックの後ろ側の支柱に取り付ける場合は、ケーブル ガイドを取り付けることはでき
ません。
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ケーブル ガイドを取り付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

左右いずれかのラックマウント ブラケットの前にケーブル ガイドを置きます。

ステップ 2

付属の M4 ネジ 1 つを使用して、ラックマウント ブラケットの左右いずれかにケーブル ガイドを取り
付けます。（図 3-3 を参照）。
ケーブル ガイドの取り付け

207511

図 3-3

オプション選択 Panduit エアー ダクト キットを搭載した Catalyst
4948E-F スイッチ シャーシの設置
ホット アイルとコールド アイルとして設定されたデータセンターに Catalyst 4948E-F スイッチ シャー
シを設置する場合は、Panduit エアー ダクト キット、モデル CDE2 を取り付ける必要がある場合があ
ります。このキットは、シャーシの背面から装置ラックの前面への空気取り入れ口を拡張して、システ
ムがクール アイルから涼気を取り込めるようにします。エアー ダクト アセンブリを取り付けるには、
キットに付属しているインストレーション ノートを参照してください。
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システム アースの取り付け
システム（NEBS）アースは、EMI 防止要件を満たすための追加のアースとなり、補助的なボンディン
グ接続とアース接続に関する Telcordia Technologies NEBS 要件を満たすことを意図しています。
システム アースを接続するには、次の工具と部品が必要です。

• アース ラグ：2 穴の標準 90 度バレル ラグ。最大 6 AWG ワイヤを取り付けられるもの。
• アース ラグ ネジ：2 本の M4 x 8 mm のなべネジ。
• アース線：システム アース線は、地域および国の設置要件を満たすサイズにする必要があります。
米国で設置する場合は、電源とシステムに応じて、6 ～ 12 AWG の銅の導体が必要です。一般に入
手可能な 6 AWG 線の使用を推奨します。システム アース線の長さは、スイッチと適切なアース設
備の間の距離によって決まります。

• No.1 プラス ドライバ。
• アース線の絶縁体を剥がすワイヤストリッパ。
• システム アース線をアース ラグに圧着する圧着工具。

（注）

アース ラグとアース ラグのネジはアクセサリ キットに同梱されています。アース線およびツールは、
アクセサリ キットの一部として提供されていません。
システム アース線をアース ラグに接続し、ラグをアース パッドに接続するには、次の手順を実行しま
す。

ステップ 1

絶縁した線を使用する場合は、ワイヤストリッパを使用して、アース線の端の被覆を約 0.75 インチ
（19 mm）取り除きます。裸線を使用する場合は、ステップ 2 に進みます。

ステップ 2

アース線の被覆を取り除いた方の端をアース ラグの開放端に挿入します。

ステップ 3

アース線をアース ラグのバレルに圧着します。アース線がアース ラグに確実に接続されていることを
確認します。

ステップ 4

シャーシの背面にあるシャーシ システムのアース パッドを覆っている黄色のラベルを剥がします。
（図 3-4 を参照）。

ステップ 5

システム アース パッドの位置にアース線ラグを合わせて、金属同士がしっかり接触するようにします。

ステップ 6

アクセサリ キットに同梱されている 2 本の M4 ネジでシャーシにアース ラグを固定します。
（図 3-4 を
参照）。他のスイッチ ハードウェアまたはラック内の機器の妨げにならないようにシステム アース線を
配線します。

ステップ 7

アース線のもう一方の端を加工し、設置場所の適切なアース点に接続して、スイッチが適切にアースさ
れるようにします。
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図 3-4

システム アースの取り付け

PWR - 540

AC

INPUT
OK

278168

100 - 240
VAC
7 - 3A
50 - 60 Hz
OUTPUT
OK

PWR - 540

AC

100 - 240
VAC
7 - 3A
50 - 60 Hz
INPUT
OK

OUTPUT
OK

1

5
2
4

3

1

シャーシのアース パッド

4

M4 ネジ（2 本）

2

システム アース ラグ

5

粘着ラベル（黄色）。アース パッドを覆います。

3

システム アース線
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スイッチへの電源の接続
ここでは、シャーシに電源を接続する手順について説明します。2 種類の手順を示します。

• 「スイッチへの AC 電源の接続」（P.3-12）
• 「スイッチへの DC 電源の接続」（P.3-13）

（注）

Catalyst 4948E スイッチでは、同じシャーシ内で AC 入力および DC 入力電源装置の混在をサポートし
ます。

スイッチへの AC 電源の接続
Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチに、AC 電源を接続するには、次の手順に従ってくだ
さい。
ステップ 1

Chapter 2「Site Planning」に記載されている、設置場所の電力要件およびアース要件がすべて満たさ
れ、“Grounding Requirements” section on page 2-6 に記載されているようにシャーシが適切にアースさ
れていることを確認します。

ステップ 2

警告

ステップ 3

電源装置がシャーシの電源装置ベイにしっかり取り付けられていること、および電源装置の非脱落型ネ
ジが締まっていることを確認します。電源装置の AC 電源スイッチがオフになっていることを確認しま
す。

いつでも装置の電源を切断できるように、プラグおよびソケットにすぐ手が届く状態にしておいてく
ださい。ステートメント 1019

AC 電源コードをアクセサリ キットから外し、地域に合った適切な電源コードがあることを確認しま
す。お客様の地域で必要な AC 電源コードのタイプに関して不確実な場合は、「300 W AC 入力電源装
置の電源コード」（P.A-8）を参照して、AC 入力電源装置でサポートされている AC 電源コードのリス
トを確認し、地域の電気技師にご相談ください。

ステップ 4

電源装置の AC 入力レセプタクルに AC 電源コードのアプライアンス コネクタ（IEC60320/C15）を差
し込みます。図 3-5 に、PWR-C49E-300AC-R 電源装置および PWR-C49E-300AC-F 電源装置の両方
についてプラグの位置を示します。

（注）

Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシにオプションのモジュラ型 Panduit ToR スイッチ インレッ
ト ダクト キット（モデル CDE2 ）を使用する場合は、エアー ダクトを通して AC 電源コード
を接続する必要があります。この方法の手順については、ダクト キットに付属のインストレー
ション ノートを参照してください。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

3-12

OL-21561-02-J

第3章

スイッチの設置
スイッチへの電源の接続

図 3-5

AC 電源の AC 入力電源装置への接続
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ステップ 5

（注）

ステップ 6

OUTPUT
OK

207518

INPUT
OK

電源コードのもう一方の端を、AC 入力電源コンセントに接続します。2 つの電源装置を使用して
シャーシに電源を供給する場合は、各 AC 入力電源装置がそれぞれの専用回路に接続されていることを
確認します。

シャーシに電源装置を 1 つだけ取り付けってある場合、ブランク電源装置カバー（シスコ部品番号
800-25264-01）で空の電源装置ベイを覆う必要があります。ブランク電源装置カバーがシャーシ内の
EMI の保護と適切なエアー フローを維持します。
この時点では、AC 入力電源装置の電源オン / オフ スイッチをオンにしないでください。シャーシの
ポートにインターフェイス ケーブルを接続して設置プロセスを続行します。

スイッチへの DC 電源の接続
警告

次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。ステートメント 1003

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

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
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Catalyst 4948E スイッチに取り付けた DC 入力電源装置に DC 電源を接続するには、次の手順に従って
ください。
ステップ 1

「電源要件」（P.2-11）に記載されている、設置場所の電力要件およびアース要件がすべて満たされ、
シャーシが適切にアースされていることを確認します。

ステップ 2

DC 入力電源装置に接続する DC 回路に電気が流れていないことを確認します。さらに予防策として、
回路の作業をしている場合に誤って電源が再投入されないように、電源回路ブレーカーに適切な安全フ
ラグおよびロックアウト装置を設置するか、または回路ブレーカーのハンドルに粘着テープを貼り付け
ます。

ステップ 3

DC 回路ブレーカーに DC 電源コードを接続します。

ステップ 4

DC 入力電源装置がシャーシの電源装置ベイにしっかり取り付けられていること、および電源装置の非
脱落型ネジが締まっていることを確認します。

ステップ 5

DC 入力電源装置の端子ブロックからスナップ式プラスチックの保護カバーを取り外します。

ステップ 6

DC 電源ケーブルに適切なサイズとタイプの端子を接続します。
絶縁クリンプオン スペード ラグまたは絶縁クリンプオン リング コネクタを DC 電源ケーブルで使用で
きます。これらは、使用する地域および国の取り付け要件および電気規定に適したサイズのものを使用
する必要があります。

（注）

ステップ 7

導線は、使用する地域および国の取り付け要件および電気規定に適したサイズのものを使用し
ます。使用できるのは銅線だけです。

次の順序で電源装置の端子ブロック ポストに DC 電源ケーブル端子を接続します（図 3-6 を参照）。

• アース ケーブル端子への電源装置アース端子ポスト。
• 電源装置のマイナス（–）端子ポストへのマイナス（–）側 DC 電源ケーブル端子。
• 電源装置のプラス（+）端子ポストへのプラス（+）側 DC 電源ケーブル端子。
ステップ 8

注意

ケーブルがすべて完全に接続されていることを確認し、端子ブロック カバーを再度取り付けます。

DC 入力電源装置の配線後にショートまたは感電が起きないようにするため、必ず端子ブロック カ
バーを再度取り付ける必要があります。

注意

電源装置が 2 台搭載されているシステムでは、各電源装置をそれぞれ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、もう一方の電源が使用できます。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

3-14

OL-21561-02-J

第3章

スイッチの設置
インターフェイス ケーブルの取り付け

ステップ 9

この時点では、DC 電源を入れないでください。シャーシのポートにインターフェイス ケーブルを接続
して設置プロセスを続行します。
図 3-6

DC 電源への DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）への接続

+
-
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00DC

-48 To -60VA
C
8A

OUTPUT
OK

+
-

PWR - C49-3

00DC

-48 To -60VA
C
8A

INPUT
OK

OUTPUT
OK

207517

INPUT
OK

1

1

次の順序で DC 電源のリード線を電源装置の
端子ブロックに接続します。

• 地面
• マイナス（–）
• プラス（+）

インターフェイス ケーブルの取り付け
ここでは、シャーシの前面パネルのコネクタにインターフェイス ケーブルを接続する方法を説明しま
す。内容は次のとおりです。
「ダウンリンク ポートへの接続」（P.3-16）
「アップリンク ポート トランシーバおよびケーブルの取り付け」（P.3-16）
「イーサネット管理ポートへの接続」（P.3-20）
「コンソール ポートとの接続」（P.3-20）
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ダウンリンク ポートへの接続
両方のシャーシに 48 個の 10/100/1000 ポートがあります。ポートは接続先装置の速度で動作するよう
に自動設定されます。接続先のデバイスが自動ネゴシエーションをサポートしていない場合は、速度お
よびデュプレックスのパラメータを明示的に設定できます。
ダウンリンク ポートにネットワーク ケーブルを接続するには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

ネットワーク ケーブルの一方の RJ-45 プラグを接続先デバイスのポートに接続します。

ステップ 2

ネットワーク ケーブルのもう一方の端にある RJ-45 プラグを、Catalyst 4948E シャーシのダウンリン
ク ポートに接続します。

ステップ 3

残りのダウンリンク ポートについて、ステップ 1 および 2 を繰り返します。

アップリンク ポート トランシーバおよびケーブルの取り付け
Catalyst 4948E のアップリンク ポートは、1000BASE-X SFP または 10GBASE SFP+ トランシーバを
サポートします。SFP トランシーバには、ポート ソケットに SFP トランシーバを確実に設置するため
のラッチ デバイスが 3 タイプあります。
• 図 3-7 に、マイラー タブ ラッチ付きの SFP トランシーバ示します。
• 図 3-8 に、アクチュエータ ボタン ラッチ付きの SFP トランシーバを示します。
• 図 3-9 に、ベールクラスプ ラッチ付きの SFP トランシーバを示します。
ご使用の SFP トランシーバのラッチ タイプを確認してから、次の取り付けおよび取り外し作業を行っ
てください。

注意

光ファイバ ケーブルが接続されたまま、SFP トランシーバを取り付けたり取り外したりしないでく
ださい。ケーブル、ケーブル コネクタ、光インターフェイスを損傷するおそれがあります。また、
SFP トランシーバと干渉して、トランシーバをソケット コネクタに正しく固定できないおそれがあ
ります。SFP トランシーバの取り外しまたは取り付けを行う前に、すべてのケーブルを外してくだ
さい。

SFP トランシーバの取り外しおよび取り付けを行うと、耐用年数が短くなる可能性があります。絶対
に必要な場合以外は SFP トランシーバの取り外しおよび取り付けを行わないでください。

注意

SFP トランシーバは静電気の影響を受けやすいデバイスです。SFP トランシーバを扱うときは、静
電気防止用リスト ストラップまたは類似のアース デバイスを必ず使用してください。
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マイラー タブ ラッチ付きの SFP トランシーバ

図 3-8

アクチュエータ ボタン ラッチ付きの SFP トランシーバ

図 3-9

ベールクラスプ ラッチ付きの SFP トランシーバ

63067

63066

63065

図 3-7

SFP または SFP+ トランシーバを取り付けるには、次の手順を実行します。
ステップ 1

静電気防止用リスト ストラップを、手首と静電気防止用アース コネクタまたはシャーシのベア メタル
表面に取り付けます。

ステップ 2

SFP トランシーバを保護パッケージから取り出します。
（注）

この手順内で指示されるまで、光ファイバ ケーブル用の穴からダスト プラグを外さないでくだ
さい。

ステップ 3

SFP トランシーバ本体に貼付されているラベルを見て、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 4

SFP トランシーバは、送信側（TX）および受信側（RX）の印があるほうが上面です。
（注）

ステップ 5

一部の SFP トランシーバでは TX と RX の代わりに、SFP トランシーバ コネクタから出る矢印
（送信方向すなわち TX）およびコネクタに向かう矢印（受信方向すなわち RX）がマーキング
されています。

SFP トランシーバを空きソケットの前に持っていきます
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（注）

ステップ 6

SFP ソケット構成はシスコのデバイスごとに異なります。ラッチが上向きまたは下向きの場合
があります。SFP トランシーバを、シスコ デバイスに合わせて正しい向きに取り付けてくださ
い。

SFP を図 3-10 に示すように持って、コネクタが固定されるまでソケットに差し込みます。
SFP トランシーバのソケットへの挿入

94126

図 3-10

ステップ 7

図 3-11 に示すように、親指で SFP トランシーバをスロットにしっかりと押し込みます。
SFP トランシーバの固定

192406

図 3-11

ステップ 8

次のようにして、SFP トランシーバが正しく装着され、固定されたことを確認します。

a. 図 3-12 に示すように、SFP トランシーバをつまみ、ラッチを解除しないままの状態で引き抜ける
かどうか試します。

b. SFP トランシーバが外れなければ、正しく取り付けられ、装着されています。SFP トランシーバが
外れた場合は、挿入し直し、前回よりも強く親指で押します。ソケットに正しく固定されるまで、
必要に応じてこれを繰り返します。
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SFP トランシーバの取り付けの確認

192383

図 3-12

（注）

光 SFP トランシーバの場合は、ダスト プラグを外して光接続の作業を行う前に、次のガイドラインに
従ってください。

• 接続の準備ができるまで、未接続の光ファイバ ケーブル コネクタおよびトランシーバの光ファイ
バ ケーブル用の穴には常に保護用ダスト プラグを付けておきます。

• 接続の直前に、LC コネクタの終端を必ず点検および清掃してください 光ファイバの検査およびク
リーニングに関するホワイト ペーパーの参照先は、このページのヒントを参照してください。

• 光ファイバケーブルを抜き差しするときは、LC コネクタをしっかりつかんでください。

ステップ 9

ネットワーク インターフェイス ケーブルの LC コネクタからダスト プラグを外します。ダスト プラグ
は将来の使用に備えて保管しておいてください。

ステップ 10

LC コネクタの光ファイバ終端を点検および清掃します。

ヒント 光ファイバ接続を検査およびクリーニングする方法の詳細については、次の URL のホワイト ペーパー
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk876/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

ステップ 11

SFP トランシーバの光ファイバ ケーブル用の穴からダスト プラグを取り外します。

ステップ 12

ネットワーク インターフェイス ケーブルの LC コネクタを SFP トランシーバにただちに接続します。
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ステップ 13

注意

1000BASE-T SFP トランシーバを銅線ネットワークに接続するには、次のサブステップに従います。
GR-1089 の建物内電力サージ耐性要件に適合するためには、アースおよびシールド付きのカテゴリ
5 ツイストペア ケーブルを使用する必要があります。
a. カテゴリ 5 ネットワーク ケーブルの RJ-45 コネクタを SFP トランシーバの RJ-45 コネクタに差し
込みます。

（注）

1000BASE-T 対応のサーバ、ワークステーション、またはルータに接続する場合は、カテ
ゴリ 5 のツイストペア ストレート ケーブルを SFP トランシーバ ポートに対して 4 本使用
します。1000BASE-T 対応のスイッチまたはリピータに接続する場合は、カテゴリ 5 のツ
イストペア クロス ケーブルを 4 本使用します。

b. ネットワーク ケーブルの遠端を、1000BASE-T 対応ターゲット デバイスの RJ-45 コネクタに差し
込みます。

イーサネット管理ポートへの接続
両方のシャーシは、イーサネット ネットワークを介してスイッチの管理に使用できるイーサネット管
理ポートを装備しています。このポートは、スイッチにソフトウェアをダウンロードしたり、分析や
バックアップの保存のためにリモート サーバにファイルを転送したりする目的にも使用できます。
管理イーサネット ポートへの一般的な接続では、両端に RJ-45 コネクタを備えたイーサネット ケーブ
ルを使用します。ケーブルの他方の端は、通常は、システム管理が必要なネットワークとマルチシェル
フ システム間を接続するイーサネット スイッチ、ハブ、またはルータに接続します。
イーサネット管理ポートにケーブルを接続するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

ネットワーク ケーブルの一方の RJ-45 プラグを接続先デバイスのポートに接続します。

ステップ 2

ネットワーク ケーブルのもう一方の端にある RJ-45 プラグを、Catalyst 4948E シャーシのイーサネッ
ト管理ポートに接続します。

コンソール ポートとの接続
初期設定を実行するには、コンソール ポートを使用する必要があります。PC にスイッチ コンソール
ポートを接続するには、RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブル（オプション）を使用します。

Catalyst 4948E スイッチ コンソール ポートに PC または端末を接続するには、次の手順に従ってくだ
さい。
ステップ 1

RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用して、スイッチの前面にあるコンソール ポートに RJ-45 コネク
タを差し込みます。
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ステップ 2

アダプタ ケーブルの DB-9 メス DTE を PC のシリアル ポートに接続するか、該当するアダプタを端末
に接続します。

スイッチの電源投入
ここでは、スイッチの電源を迅速に入れる手順を示します。内容は次のとおりです。

• 「ターミナル エミュレーション ソフトウェアの起動」（P.3-21）
• 「スイッチの電源投入」（P.3-21）

ターミナル エミュレーション ソフトウェアの起動
スイッチの電源を入れる前に、ターミナル エミュレーション セッションを起動して、電源投入時自己
診断テスト（POST）からの出力が表示されるようにします。
端末エミュレーション ソフトウェア（通常、HyperTerminal または Procomm Plus などの PC アプリ
ケーション）は、PC または端末とスイッチの間で通信できるようにします。
端末エミュレーション ソフトウェアを起動するには、次の手順を実行します。
ステップ 1

PC または端末を使用している場合、端末エミュレーション プログラムを起動します。

ステップ 2

ターミナル エミュレーション セッションを開始します。

ステップ 3

PC または端末のボー レートおよびキャラクタ フォーマットを、以下に示すコンソール ポートのデ
フォルト特性に合わせて設定します。
• 9600 ボー
• 8 データ ビット
• 1 ストップ ビット
• パリティなし
• なし（フロー制御）

スイッチの電源投入
シャーシに AC 入力電源装置が取り付けられている場合は、次の手順に従ってシャーシの電源を入れま
す。
ステップ 1

電源装置の電源スイッチを ON の位置に切り替えます。

ステップ 2

電源モジュールの前面プレートにある INPUT OK および OUTPUT OK LED を参照して、電源装置が
正常に動作していることを確認します。電源装置と電源装置のファンが正常に動作しているとき、これ
らの LED は緑になります。
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前面パネルの PS1 LED が緑であることも確認します。シャーシが 2 つめの（冗長）電源装置を備えて
いる場合は、前面パネルの PS2 LED も緑であることを確認します。LED が緑でない場合は、LED の
追加説明について、「300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）」（P.A-1）または「300 W AC
入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）」（P.A-5）を参照してください。

シャーシに DC 入力電源装置が取り付けられている場合は、次の手順に従ってシャーシの電源を入れま
す。
ステップ 1

端子ブロック カバーが電源装置に正しく装着され、むき出しになった線がないことを確認します。

ステップ 2

DC 電源回路ブレーカーのスイッチ ハンドルから安全フラグおよびロックアウト装置、またはテープを
取り除き、回路ブレーカーのスイッチ ハンドルをオン（|）の位置にして DC 電源を再投入します。
（注）

DC 入力電源装置にはオン / オフ スイッチがありません。DC 電源を再投入すると、
Catalyst 4948E DC 入力電源装置に電力が供給され、シャーシの電源がオンになります。

ステップ 3

電源モジュールの前面プレートにある INPUT OK および OUTPUT OK LED を参照して、電源装置が
正常に動作していることを確認します。電源装置と電源装置のファンが正常に動作しているとき、これ
らの LED は緑になります。

ステップ 4

前面パネルの PS1 LED が緑であることも確認します。シャーシが 2 つめの（冗長）電源装置を備えて
いる場合は、前面パネルの PS2 LED も緑であることを確認します。LED が緑でない場合、LED につ
いて、「300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）」（P.A-12）を参照してください。

スイッチの電源を入れると、POST が開始されます。これは、スイッチの正常動作を確認するために自
動的に実行される一連のテストです。POST は約 1 分で終了します。POST が完了すると、SYSTEM
LED が緑になります。スイッチが POST に失敗すると、SYSTEM LED はオレンジに点灯します。
スイッチのポート ステータス LED も、電源投入中は色を切り替えながら点灯します。

• LED がオレンジに点灯している場合は、STP 機能がネットワーク トポロジを検出し、ループを検
索しています。このプロセスには約 30 秒を要し、その後 LED は緑に変わります。
• シャーシのポートとターゲット デバイスがリンクを確立した場合は、LED は緑に点灯します。
• LED が点灯しない場合、ターゲット デバイスが起動していない、ケーブルに問題がある、ター
ゲット デバイスに問題があるなどの原因が考えられます。

（注）

POST エラーは通常、回復不可能です。スイッチが POST に成功しない場合、シスコに連絡してくださ
い。

Catalyst 4948E または Catalyst 4948E-F スイッチの設定については、次のサイトで該当するソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml
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取り外しおよび取り付け手順
この章では、次の Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの現場交換可能ユニット（FRU）
の取り外しおよび交換手順を実施する方法を説明します。具体的な内容は次のとおりです。

• 「DC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け」（P.4-2）
• 「AC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け」（P.4-8）
• 「ファン トレイの取り外しおよび取り付け」（P.4-10）

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

ヒント Cisco Catalyst 4948E スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング情報を含む）について
は、次のページに示されるマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html

シャーシの FRU および関連の製品番号を表 4-1 に示します。
表 4-1

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F シャーシの FRU

FRU

Catalyst 4948E

Catalyst 4948E-F

ファン トレイ

WS-X4993

WS-X4993-F

電源モジュール

AC 入力：PWR-C49E-300AC-R
DC 入力：PWR-C49-300DC
WS-X4994

AC 入力：PWR-C49E-300AC-F

ブランク電源装置カバー

WS-X4994-F
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DC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け
ここでは、Catalyst 4948E スイッチ シャーシから DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）を取り外し、
取り付ける方法について説明します。次の内容を含みます。

• 「必要な工具」（P.4-2）
• 「DC 入力電源装置の取り外し」（P.4-2）
• 「DC 入力電源装置の取り付け」（P.4-5）

（注）

Catalyst 4948E-F シャーシは PWR-C49-300DC の DC 入力電源装置をサポートしません。

注意

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。

注意

DC 戻り線が引き続きシステム フレームおよびシャーシ（DC-I）から外されていることを確認しま
す。

（注）

アース ラグを使用して、整備中に静電気防止用のリスト ストラップを取り付けることができます。

警告

次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。すべての電源を確実に切断
するには、DC 回路に給電する DC 電力線の回路ブレーカーまたはヒューズの位置を確認してくださ
い。DC 電力線の回路ブレーカーをオフにして、DC 電力線のヒューズを切り離します。ステートメ
ント 322

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

必要な工具
この手順を実行するには、No.2 プラス ドライバが必要です。

DC 入力電源装置の取り外し
DC 入力電源装置の取り外し手順は、次のとおりです。
ステップ 1

取り外す電源装置に接続されている回線の電源スイッチまたは回路ブレーカーをオフ（0）の位置にし
ます。
さらに予防策として、回路の作業をしている場合に誤って電源が再投入されないように、電源回路ブ
レーカーに適切な安全フラグおよびロックアウト装置を設置するか、または回路ブレーカーのハンドル
に粘着テープを貼り付けます。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

4-2

OL-21561-02-J

第4章

取り外しおよび取り付け手順

DC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け

ステップ 2

電源装置の端子ブロックから、透明なプラスチックの端子ブロック カバーを取り外します。

ステップ 3

次の順序で電源装置の端子ブロックから DC 入力ケーブルを取り外します（図 4-1 の上面図を参照）。

1. プラス（+）側 DC 電源ケーブルのプラス（+）端子
2. マイナス（+）側 DC 電源ケーブルのマイナス（+）端子
3. アース端子のアース ケーブル
ステップ 4

電源装置の非脱落型ネジを緩めます

ステップ 5

片手で電源装置のハンドルをつかみ、電源装置をシャーシから少し引き出します。もう一方の手を電源
装置の下に添えて（図 4-1 の底面図を参照）、電源装置をシャーシから完全に引き出します。電源装置
を脇に置きます。

（注）

ステップ 6

DC 電源装置には、装置の上下に EMI ガスケットが搭載されています（前面の端）。電源装置
を電源装置ベイに出し入れするときは、EMI ガスケットを傷つけないように注意してくださ
い。

電源装置ベイを空のままにしておく場合は、ブランクの前面プレート（WS-X4994）を開口部に取り付
け、非脱落型ネジで固定します。
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図 4-1

DC 入力電源装置の取り外し
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次の順序で端子ブロックから電源ケーブルを取り外しま
す。

2

非脱落型ネジを緩めます

• プラス（+）
• マイナス（–）
• 地面
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DC 入力電源装置の取り付け
警告

次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。すべての電源を確実に切断
するには、DC 回路に給電する DC 電力線の回路ブレーカーまたはヒューズの位置を確認してくださ
い。DC 電力線の回路ブレーカーをオフにして、DC 電力線のヒューズを切り離します。ステートメ
ント 322

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

Catalyst 4948E スイッチに DC 入力電源装置を取り付けるには、次の手順に従ってください。
ステップ 1

システム アースがシャーシに接続されていることを確認します。

ステップ 2

取り付ける電源装置に接続する DC 回路への電源がオフになっていることを確認します。
さらに予防策として、回路の作業をしている場合に誤って電源が再投入されないように、電源回路ブ
レーカーに適切な安全フラグおよびロックアウト装置を設置するか、または回路ブレーカーのハンドル
に粘着テープを貼り付けます。

ステップ 3

保護パッケージから新しい DC 入力電源装置を取り出します。

ステップ 4

片手で電源装置のハンドルを持ち、もう一方の手を下に添えます。電源装置がシャーシの電源コネクタ
に触れるまで、電源装置を電源装置ベイに挿入します。
（図 4-2 を参照）。電源装置をベイにしっかり取
り付けるために、電源装置の前面プレートをしっかりと押し込みます。

（注）

DC 電源装置には、装置の上下左右に EMI ガスケットが搭載されています（前面の端）。電源
装置を電源装置ベイに差し込むときは、EMI ガスケットを傷つけないように注意してくださ
い。

ステップ 5

電源装置の非脱落型ネジを締めます。

ステップ 6

端子ブロックからプラスチック カバーを外します。

ステップ 7

DC 電源導線に適切な端子を取り付けます。
絶縁クリンプオン スペード ラグまたは絶縁クリンプオン リング コネクタを DC 電源ケーブルで使用で
きます。これらは、使用する地域および国の取り付け要件および電気規定に適したサイズのものを使用
する必要があります。

（注）

導線は、使用する地域および国の取り付け要件および電気規定に適したサイズのものを使用し
ます。使用できるのは銅線だけです。
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ステップ 8

DC 入力導線を次の順序で端子ブロックに接続します。
1. 端子ブロックのアース コネクタへのアース ケーブル
2. 端子ブロックのマイナス（–）側コネクタへのマイナス（–）側 DC 電源ケーブル
3. 端子ブロックのプラス（+）側コネクタへのプラス（+）側 DC 電源ケーブル

ステップ 9

注意

導線がすべて完全に接続されていることを確認し、プラスチック製の端子ブロック カバーを再度取り
付けます。

DC 入力電源装置の配線後にショートまたは感電が起きないようにするため、必ず端子ブロック カ
バーを再度取り付ける必要があります。

（注）

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、もう一方の電源が使用できます。

ステップ 10

安全フラグおよびロックアウト装置、または回路ブレーカーのスイッチ ハンドルからテープを取り除
き、回路ブレーカーのスイッチ ハンドルをオン（|）の位置にして電源を再投入します。

ステップ 11

電源装置の前面パネルにある INPUT OK および OUTPUT OK LED がいずれも緑であることを確認し
て、電源装置の動作を確認します。
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図 4-2

DC 入力電源装置の取り付け
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1

非脱落型ネジを使用してシャーシに電源装置を固定しま
す。

2

次の順序で DC 電源のリード線を端子ブロックに接続し
ます。

• 地面
• マイナス（–）
• プラス（+）
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AC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け
ここでは、Catalyst 4948E スイッチ シャーシの AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）または
Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシの AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）を取り外す方法と取
り付ける方法について説明します。次のサブセクションで構成されています。

• 「必要な工具」（P.4-8）
• 「AC 入力電源装置の取り外し」（P.4-8）
• 「AC 入力電源装置の取り付け」（P.4-9）

（注）

AC 入力電源装置のこの 2 モデルは、2 種類のシャーシ間で交換可能ではありません。また、間違った
シャーシに誤って挿入しないように、調整されています。

必要な工具
非脱落型ネジを緩めたり締めたりするために、No.2 プラス ドライバが必要になることがあります。

AC 入力電源装置の取り外し
（注）

Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシを使用しており、シャーシの空気取り入れ口を拡張するためにオ
プションの Panduit ToR スイッチ インレット ダクト（モデル CDE2）を取り付けてある場合、AC 入力
電源装置を取り外して交換するためにエアー ダクトまたはスイッチ シャーシを取り外す必要はありま
せん。取り外しおよび交換の手順を行うために、エアー ダクト内に十分な作業スペースがあります。
シャーシから AC 入力電源装置を取り外すには、次の手順を実行します。

ステップ 1

取り外す電源装置の電源スイッチをオフ（0）の位置にします

ステップ 2

AC 電源と電源装置の AC 入力コネクタから AC 電源コードを取り外します。電源コードを脇に置きま
す。

ステップ 3

電源装置の非脱落型ネジを緩めます

ステップ 4

片手で電源装置のハンドルをつかみ、電源装置をシャーシから少し引き出します。反対の手で電源装置
の底面を支え、電源装置をシャーシから完全に引き抜きます。
（図 4-3 を参照）。電源装置を脇に置きま
す。

（注）

ステップ 5

AC 電源装置には、装置の上下左右に EMI ガスケットが搭載されています（前面の端）。電源
装置を電源装置ベイに出し入れするときは、EMI ガスケットを傷つけないように注意してくだ
さい。

電源装置ベイを空にしておく場合は、ブランクの前面プレート（Catalyst 4948E 用の WS-X4994= また
は Catalyst 4948E-F 用の WS-X4994-F=）を開口部に取り付け、非脱落型ネジで固定します。
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図 4-3

AC 入力電源装置の取り外しおよび取り付け
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AC 入力電源装置の取り付け
（注）

Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシを使用しており、シャーシの空気取り入れ口を拡張するためにオ
プションの Panduit ToR スイッチ インレット ダクト（モデル CDE2）を取り付けてある場合、AC 入力
電源装置を取り外して交換するためにエアー ダクトまたはスイッチ シャーシを取り外す必要はありま
せん。取り外しおよび交換の手順を行うために、エアー ダクト内に十分な作業スペースがあります。
シャーシに AC 入力電源装置を取り付けるには、次の手順に従ってください。

ステップ 1
ステップ 2

ステップ 3

新しい AC 入力電源装置を保護パッケージから取り出してパッケージを脇に置きます。

2 本の非脱落型ネジを緩め、空の電源装置ベイの開口部をカバーするブランクの前面プレート
（Catalyst 4948E 用の WS-X4994= または Catalyst 4948E-F 用の WS-X4994-F=）を取り外します。ブ
ランクの前面プレートは後で使用する場合に備えて保管しておきます。
取り付ける電源装置の電源スイッチがオフ（0）の位置になっていることを確認します。

（注）

ステップ 4

片手で電源装置のハンドルを持ち、もう一方の手を下に添えます。滑らせるようにして電源装置を電源
装置ベイに入れます。電源装置が電源装置ベイに完全に装着されていることを確認します。

（注）

ステップ 5

電源オン / オフ スイッチを電源オンの位置にして電源装置を AC 電源に接続すると、電源装置
の前面プレートにある 2 個の LED は赤で点灯します。この状態を解除するには、電源オン / オ
フ用スイッチをオフにしてからオンにします。こうすると、LED は、緑で点灯します。

AC 電源装置には、装置上下の前面の端に EMI ガスケットが搭載されています。電源装置を電
源装置ベイに差し込むときは、EMI ガスケットを傷つけないように注意してください。

電源装置の非脱落型ネジを締めます。
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ステップ 6

電源装置の AC 入力レセプタクルに AC 電源コードのアプライアンス コネクタ（C15 または C13 コネ
クタ）を差し込みます。

ステップ 7

AC 電源コンセントに AC 電源コードの反対側を接続します。

ステップ 8

電源装置のオン / オフ スイッチをオンに切り替えます。
シャーシの前面パネルの対応する電源 LED（PS1 または PS2）が緑に点灯していることを確認して、
電源装置の動作を確認します。電源装置の前面パネルの LED も確認します。両方の LED（INPUT OK
および OUTPUT OK）が緑で点灯します。
追加のチェックとして、電源装置のファンの動作音が聞こえることを確認します。

ファン トレイの取り外しおよび取り付け
ここでは、Catalyst 4948E スイッチ シャーシからシステム ファン トレイ（WS-X4993=）を外して取
り付ける方法について説明します。次の内容を含みます。

• 「必要な工具」（P.4-10）
• 「ファン トレイの取り外し」（P.4-10）
• 「ファン トレイの取り付け」（P.4-11）

必要な工具
ファン トレイの非脱落型ネジを緩めたり締めたりするには、マイナス ドライバまたは No.2 プラス ド
ライバが必要になることがあります。

ファン トレイの取り外し
システム ファン トレイ（WS-X4993=）は、システムの動作中に取り外しや交換を行っても、ユーザ
が感電したりシステムが損傷したりすることがないように設計されています。故障したファン トレイ
を取り外し、交換用トレイを取り付けために 30 秒の時間枠が規定されています。30 秒を超えると、シ
ステムが過熱し始め、自動的にシャット ダウンされます。

（注）

Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシを使用しており、シャーシの空気取り入れ口を拡張するためにオ
プションの Panduit ToR スイッチ インレット ダクト（モデル CDE2 ）を取り付けてある場合、ファン
トレイを取り外して交換するためにエアー ダクトまたはスイッチ シャーシを取り外す必要はありませ
ん。取り外しおよび交換の手順を行うために、エアー ダクト内に十分な作業スペースがあります。

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
取り付けたファン アセンブリを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1

交換用のファン トレイをパッケージから取り出し、作業するシャーシの近くに置きます。

ステップ 2

取り付けられているファン トレイの 2 個の非脱落型ネジを緩めます。
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ファン トレイの取り外しおよび取り付け

ステップ 3

ファン アセンブリのハンドルを持ち、外に引き出します。ファン トレイの電源コネクタをシャーシ コ
（図 4-4 を参照）。
ネクタから外すために必要な場合は、ファン トレイをゆっくりと左右に動かします。

ステップ 4

ファン トレイの下に空いている手を添えてファン トレイを支えます。ファン アセンブリをシャーシか
ら引き出し、脇に置きます。（図 4-4 を参照）。
図 4-4

ファン トレイの取り外しおよび取り付け
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ファン トレイの取り付け
（注）

システムが自動的にシャット ダウンする前に、交換用のファン トレイを取り付けるための 30 秒の余裕
があります。
新しいファン トレイを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1

シャーシの背面にあるファン トレイ ベイの前に、交換用のファン トレイを置きます。（図 4-4 を参
照）。

ステップ 2

電源コネクタがシャーシ ファン コネクタに接続され、非脱落型ネジがシャーシに当たるまで、ファン
トレイをファン トレイ ベイに差し込みます。ファンは、すぐに電源がオンになります。

ステップ 3

ファン トレイの 2 個の非脱落型ネジを締め付けて、ファン トレイをシャーシに固定します。

ステップ 4

シャーシの前面パネルの FAN LED が緑に点灯していることを確認します。
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A P P E N D I X

A

電源装置の仕様
この付録では、Catalyst 4948E スイッチでサポートされる AC 入力および DC 入力電源装置の仕様を示
します。

ヒント Cisco Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング
情報を含む）については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）
PWR-C49E-300AC-R 300 W AC 入力電源装置は、Catalyst 4948E スイッチ シャーシにのみ設置でき
ます。この電源装置は、Catalyst 4948E-F スイッチではサポートされません。図 A-1 は、300 W AC
入力電源装置とその主な機能を示したものです。
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）

図 A-1

AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）機能

196260

1

2
PW

R-C

49E

-30

0AC

-R

3

PWR-C49E-300AC-R

5

4
1

AC 電源のスイッチ

4

電源装置の LED

2

非脱落型ネジ

5

電源装置ハンドル

3

AC 電源コード レセプタクル

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

A-2

OL-21561-02-J

付録 A

電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）

表 A-1 に、300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）の仕様を示します。
表 A-1

300 W AC 入力電源装置の仕様

項目

仕様

AC 入力タイプ

• オートレンジ入力（力率補正付き）
• 力率補正は、標準機能です。力率補正は、AC 電源の電流内の
無効分を減らし、力率を高め、高調波電流成分を減らします。

AC 入力電圧

• 低圧ライン（公称 120 VAC）：85 VAC（最小）～ 132 VAC
（最大）

• 高圧ライン（公称 230 VAC）：170 VAC（最小）～ 264 VAC
（最大）

AC 入力電流

• 4 A @ 100 VAC（最大）
• 2 A @ 240 VAC（最大）

AC 入力周波数

47 ～ 63 Hz

分岐回路の要件

シャーシの各電源装置には、それぞれに専用のヒューズ分岐回路
が必要です。

• 北米：15 A
• その他の国：各国および地域の規定に適合したサイズの回路
• すべての AC 電源装置の入力は完全に分離されます。
– 同一シャーシ内の複数の電源装置間では AC 電源の位相が
一致する必要はないため、PS1 は位相 A で動作し、PS2
は位相 B で動作することができます。
– 高圧ライン動作時に正味入力電圧が 170 ～ 264 VAC の範
囲である場合、電源装置は、線路導線が AC 電源の位相に
接続され、ニュートラル コンダクタがニュートラルまた
は別の AC 電源の位相に接続された状態で動作します。
電源装置出力

25 A @+12 VDC

出力保持時間

最小 20 ミリ秒

kVA 定格

1

電源装置のファン

0.375 kVA
• 1 つの温度制御された可変速ファン
• エアーフローの方向：背面から前面
• 電源装置のファンには、4 つの速度設定があります。速度の設
定は、シャーシに取り付けられた吸気温度センサーによって検
出された気温に左右されます。吸気温度の範囲と対応するファ
ンの速度については、表 A-2 を参照してください。
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300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-R）

表 A-1

300 W AC 入力電源装置の仕様 （続き）

項目

仕様

電源装置の LED

INPUT OK

• 緑：電源 AC 電圧が範囲内であることを電源装置が検出する
と、INPUT OK LED が緑に点灯します。入力電圧は、
82 VAC ± 3 VAC 以上です。
• 赤：次の 2 つの状況のいずれかが発生すると、INPUT OK
LED が赤に点灯します。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、両方の電源がオン
の場合、電源 AC 電圧が 73 VAC（± 3 VAC）を下回ると、
どちらか一方の INPUT OK LED が赤に点灯します。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の INPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源 AC 電圧
が 73 VAC（± 3 VAC）を下回る場合、電源のオン / オフ ス
イッチがオンにされていることが提示されてない場合、または
電源装置がオフにされた場合に、INPUT OK LED は消灯しま
す。

OUTPUT OK

• 緑：12 VDC 出力が範囲内です（11.30 VDC < 出力電
圧 < 12.85 VDC）。
• 赤：次の 3 つの状況のいずれかが発生すると、OUTPUT OK
LED が赤に点灯します。
– 1 台の電源装置を装備したシャーシでは、12 VDC 出力は
許容範囲外（< 11.30 VDC または > 12.85 VDC）です。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の OUTPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

– 電源装置のファンで障害が検出された場合にも、
OUTPUT OK LED が赤に点灯します。ファンの回転が
4150 RPM ± 150 RPM を下回ると、ファンに障害が発生
します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源装置がオ
フになると、OUTPUT OK LED が消灯します。
重量

2 ポンド（0.9 kg）

1. 電源装置に対して記載されている kVA 定格は、UPS 出力の選定基準、およびスイッチの電源を投入する標準の回
路と変圧器の選定基準として使用してください。
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）

表 A-2

PWR-C49E-300AC-R 電源装置の吸気温度とファンの速度の比較

ファンの速度
（RPM）
（± 100RPM）

ファンの速 吸気温度（T）
（± 2 °C）
度レベル

L1

–5 °C < T 35 °C

8900

L2

35 °C < T 42 °C

9800

L3

42 °C < T 50 °C

11100

L4

T > 50 °C

12700

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）
PWR-C49E-300AC-F 300 W AC 入力電源装置は、Catalyst 4948E-F スイッチ シャーシにのみ設置で
きます。この電源装置は、Catalyst 4948E スイッチではサポートされません。図 A-2 は、300 W AC
入力電源装置とその主な機能を示したものです。
図 A-2

AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）機能
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）

表 A-1 に、300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）の仕様を示します。
表 A-3

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）の仕様

項目

仕様

AC 入力タイプ

• オートレンジ入力（力率補正付き）
• 力率補正は、標準機能です。力率補正は、AC 電源の電流内の
無効分を減らし、力率を高め、高調波電流成分を減らします。

AC 入力電圧

• 低圧ライン（公称 120 VAC）：85 VAC（最小）～ 132 VAC
（最大）

• 高圧ライン（公称 230 VAC）：170 VAC（最小）～ 264 VAC
（最大）

AC 入力電流

• 4 A @ 100 VAC（最大）
• 2 A @ 240 VAC（最大）

AC 入力周波数

47 ～ 63 Hz

分岐回路の要件

シャーシの各電源装置には、それぞれに専用のヒューズ分岐回路
が必要です。

• 北米：15 A
• その他の国：各国および地域の規定に適合したサイズの回路
• すべての AC 電源装置の入力は完全に分離されます。
– 同一シャーシ内の複数の電源装置間では AC 電源の位相が
一致する必要はないため、PS1 は位相 A で動作し、PS2
は位相 B で動作することができます。
– 高圧ライン動作時に正味入力電圧が 170 ～ 264 VAC の範
囲である場合、電源装置は、線路導線が AC 電源の位相に
接続され、ニュートラル コンダクタがニュートラルまた
は別の AC 電源の位相に接続された状態で動作します。
電源装置出力

25 A @+12 VDC

出力保持時間

最小 20 ミリ秒

kVA 定格

1

電源装置のファン

0.4 kVA
• 1 つの温度制御された可変速ファン
• エアーフローの方向：前面から背面
• 電源装置のファンには、4 つの速度設定があります。速度の設
定は、シャーシに取り付けられた吸気温度センサーによって検
出された気温に左右されます。吸気温度の範囲と対応するファ
ンの速度については、表 A-4 を参照してください。
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300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）

表 A-3

300 W AC 入力電源装置（PWR-C49E-300AC-F）の仕様 （続き）

項目

仕様

電源装置の LED

INPUT OK

• 緑：電源 AC 電圧が範囲内であることを電源装置が検出する
と、INPUT OK LED が緑に点灯します。入力電圧は、
82 VAC ± 3 VAC 以上です。
• 赤：次の 2 つの状況のいずれかが発生すると、INPUT OK
LED が赤に点灯します。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、両方の電源が投入
されている場合、電源 AC 電圧が 73 VAC（± 3 VAC）を
下回ると、どちらか一方の INPUT OK LED が赤に点灯し
ます。

– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の INPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源 AC 電圧
が 73 VAC（± 3 VAC）を下回る場合、電源のオン / オフ ス
イッチがオンにされていることが提示されてない場合、または
電源装置がオフにされた場合に、INPUT OK LED は消灯しま
す。

OUTPUT OK

• 緑：12 VDC 出力が範囲内です（11.30 VDC < 出力電
圧 < 12.85 VDC）。
• 赤：次の 3 つの状況のいずれかが発生すると、OUTPUT OK
LED が赤に点灯します。
– 1 台の電源装置を装備したシャーシでは、12 VDC 出力は
許容範囲外（< 11.30 VDC または > 12.85 VDC）です。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の OUTPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

– 電源装置のファンで障害が検出された場合にも、
OUTPUT OK LED が赤に点灯します。ファンの回転が
7047 RPM ± 150 RPM を下回ると、ファンに障害が発生
します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源装置がオ
フになると、OUTPUT OK LED が消灯します。
重量

2 ポンド（0.9 kg）

1. 電源装置に対して記載されている kVA 定格は、UPS 出力の選定基準、およびスイッチの電源を投入する標準の回
路と変圧器の選定基準として使用してください。
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置の電源コード

表 A-4

PWR-C49E-300AC-F 電源装置の吸気温度とファンの速度の比較

ファンの速度
（RPM）
（± 100RPM）

ファンの速 吸気温度（T）
（± 2 °C）
度レベル

L1

–3 °C < T 37 °C

8700

L2

37 °C < T 44 °C

10700

L3

44 °C < T 52 °C

12700

L4

T > 52 °C

14700

300 W AC 入力電源装置の電源コード
表 A-5 に、300 W AC 入力電源装置の両方で使用できる AC 電源コードの仕様を示します。表には、
AC 電源コードの図の参照先が含まれます。

（注）

表 A-5

すべての 300 W 入力電源装置の電源コードには、一端に IEC60320/C15 電源プラグがあります。この
プラグを電源モジュールの前面プレートの AC レセプタクルに接続します。

300 W AC 入力電源装置の電源コード

ロケール

電源コード部品番号

アルゼンチン

CAB-IR2073-C15-AR=

AC 電源プラグ タ
イプ

コードセット定格

IRAM 2073

10 A、250 VAC

図 A-3

SAA AS 3112

10 A、250 VAC

図 A-4

CEE 7/7

10 A、250 VAC

図 A-5

CEI 23-16/7

10 A、250 VAC

図 A-6

NEMA 5-151

13 A、125 VAC

図 A-7

NEMA 6-15P

10 A、250 VAC

図 A-8

BS 546

10 A、250 VAC

図 A-9

SEV 1011

10 A、250 VAC

図 A-10

BS 13632

13 A、250 VAC

図 A-11

電源コードの参照図

（以前は CAB-7KACR=）
オーストラリア、
ニュージーランド
ヨーロッパ大陸

CAB-AS3112-C15-AU=
（以前は CAB-7KACA=）

CAB-CEE77-C15-EU=
（以前は CAB-7KACE=）

CAB-C2316-C15-IT=

イタリア

（以前は CAB-7KACI=）

CAB-US515-C15-US=

北米、日本

（以前は CAB-7KAC=）
北米

CAB-N5K6A-NA=

南アフリカ、インド

CAB-SABS-C15-IND=

（SABS 164-1）
スイス

CAB-9K10A-SW=
（以前は CAB-7KACSW=）

英国

CAB-BS1363-C15-UK=
（以前は CAB-7KACU=）

1. 日本では、地域の電力会社と相談してから NEMA 5-20 電源プラグを準備してください。
2. プラグには 13 A ヒューズが含まれます。
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置の電源コード

図 A-3

CAB-IR2073-C15-AR=、CAB-7KACR=（アルゼンチン）

ࠦࡀࠢ࠲㧦IEC 60320 C15

113346

ࡊࠣ㧦IRAM 2073

ࠦ࠼࠶࠻ߩቯᩰ㧦10 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ࡈࠖ࠻ 2 ࠗࡦ࠴ 㧔2.5 m㧕

図 A-4

CAB-AS3112-C15-AU=、CAB-7KACA=（オーストラリアおよびニュージーランド）

ࠦ࠼࠶࠻ߩቯᩰ㧦15 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ࡈࠖ࠻ 2 ࠗࡦ࠴ 㧔2.5 m㧕

ࠦࡀࠢ࠲㧦IEC 60320 C15
113347

ࡊࠣ㧦SAA AS 3112

CAB-CEE77-C15-EU=、CAB-7KACE=（欧州大陸）

ࡊࠣ㧦
M2511

ࠦ࠼࠶࠻ቯᩰ㧦10A/16 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ft 2 in. (2.5 m)
ࠦࡀࠢ࠲㧦
VSCC15

186576

図 A-5
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置の電源コード

図 A-6

CAB-C2316-C15-IT=、CAB-7KACI=（イタリア）

ࡊࠣ㧦CEI 23-16/7

ࠦ࠼࠶࠻ߩቯᩰ㧦10 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ࡈࠖ࠻ 2 ࠗࡦ࠴ 㧔2.5 m㧕

113349

ࠦࡀࠢ࠲㧦IEC 60320 C15

図 A-7

CAB-US515-C15-US=、CAB-7KAC=（北米）

ࠦ࠼࠶࠻ቯᩰ㧦13 Aޔ125 V
㧔8.2 ࡈࠖ࠻㧕㧔2.5 m㧕

CAB-N5K6A-NA（北米）

ࡊࠣ㧦NEMA 6-15P

ࠦ࠼࠶࠻ቯᩰ㧦10 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8.2 ࡈࠖ࠻

ࠦࡀࠢ࠲㧦
IEC60320/C13

186570

図 A-8

192260

ࠦࡀࠢ࠲㧦
IEC60320/C15

ࡊࠣ㧦
NEMA 5-15P
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電源装置の仕様

300 W AC 入力電源装置の電源コード

図 A-9

CAB-SABS-C15-IND（南アフリカ、インド）

ࢥ࣮ࢻࢭࢵࢺᐃ᱁㸸10 Aࠊ250 V
6 ࣇ࣮ࢺ 0 ࣥࢳ㸦1.83 m㸧
ࣉࣛࢢ㸸BS 546
㸦SABS 164-1㸧

196271

ࢥࢿࢡࢱ㸸IEC 60320 C15

図 A-10

CAB-9K10A-SW=、CAB-7KACSW=（スイス）

ࠦ࠼࠶࠻ቯᩰ㧦10 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ࡈࠖ࠻ 2 ࠗࡦ࠴㧔2.5 m㧕

ࡊࠣ㧦
MP232-R

186578

ࠦࡀࠢ࠲㧦
IEC 60320 C15

図 A-11

CAB-BS1363-C15-UK=、CAB-7KACU=（英国）

13A
ࡅࡘ࠭

ࠦ࠼࠶࠻ߩቯᩰ㧦10 Aޔ250 V
㐳ߐ㧦8 ࡈࠖ࠻ 2 ࠗࡦ࠴ 㧔2.5 m㧕
ࠦࡀࠢ࠲㧦IEC 60320 C15
113351

ࡊࠣ㧦BS 1363
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電源装置の仕様

300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）

300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）
図 A-12 は、300 W DC 入力電源装置とその主な機能を示したものです。PWR-C49-300DC の DC 入力
電源装置は、Catalyst 4948E スイッチ シャーシだけでサポートされています。
300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）

196261

図 A-12

1

2
PW

R-C

49-3

00D

C

4

PWR-C49-300DC

3
1
2

DC 電源端子ブロック

3

電源装置の LED

非脱落型ネジ

4

電源装置ハンドル

表 A-6 に、300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）の仕様を示します。
表 A-6

300 W DC 入力電源装置の仕様

項目

DC 入力電圧

仕様

• –48 VDC @ 8.33 A（公称 -48 V バッテリ バックアップ シス
テム）（動作範囲：-40.5 ～ -56 VDC）
• –60 VDC @ 6.66 A（公称 -60 V バッテリ バックアップ シス
テム）（動作範囲：-55 ～ -72 VDC）

DC 入力電流

公称範囲は 6.66 A ～ 8.33 A です

電源装置出力容量

300 W

電源装置出力

25 A @ 12 VDC

出力保持時間

最小 8 ミリ秒

熱放散

341 BTU/ 時（電源のみ）
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電源装置の仕様

300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）

表 A-6

300 W DC 入力電源装置の仕様 （続き）

項目

仕様

電源装置の LED

INPUT OK

• 緑：電源 DC 電圧が範囲内であることを電源装置が検出する
と、INPUT OK LED が緑に点灯します。入力電圧は、
–38.25 VDC ± 2.25 VDC 以上です。
• 赤：次の 2 つの状況のいずれかが発生すると、INPUT OK
LED が赤に点灯します。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、両方の電源がオン
の場合、電源 DC 電圧が 33 VDC（± 3 VDC）を下回る
と、INPUT OK LED が赤に点灯します。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の INPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源 DC 電圧
が 33 VDC（± 3 VDC）を下回る場合、電源のオン / オフ ス
イッチがオンにされていることが提示されてない場合、または
電源装置がオフにされた場合に、INPUT OK LED は消灯しま
す。

OUTPUT OK

• 緑：12 VDC 出力が範囲内です（11.30 VDC < 出力電圧 <
12.85 VDC）。
• 赤：次の 3 つの状況のいずれかが発生すると、OUTPUT OK
LED が赤に点灯します。
– 1 台の電源装置を装備したシャーシでは、12 VDC 出力は
許容範囲外（< 11.30 VDC または > 12.85 VDC）です。
– デュアル電源が装備されたシャーシで、1 台の電源装置の
電源がオンで、もう一方の電源がオフの場合、電源がオフ
の電源装置の OUTPUT OK LED は点灯されないのではな
く、赤に点灯します。

– 電源装置のファンで障害が検出された場合にも、
OUTPUT OK LED が赤に点灯します。ファンの回転が
4150 RPM ± 150 RPM を下回ると、ファンに障害が発生
します。

• 消灯：1 台の電源装置を装備したシャーシでは、電源装置がオ
フになると、OUTPUT OK LED が消灯します。
電源装置のファン

• 1 つの温度制御された可変速ファン
• エアーフローの方向：背面から前面
• 電源装置のファンには、4 つの速度設定があります。速度の設
定は吸気温度に左右されます。吸気温度の範囲と対応するファ
ンの速度については、表 A-7 を参照してください。

重量

2 ポンド（0.9 kg）
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300 W DC 入力電源装置（PWR-C49-300DC）

表 A-7

DC 入力電源装置の吸気温度とファンの速度の比較

ファンの速 吸気温度（T）
（± 2 °C）
度レベル

ファンの速度
（RPM）
（± 100RPM）

L1

–10 °C < T 30 °C

5100

L2

30 °C < T 37 °C

6400

L3

37 °C < T 45 °C

7700

L4

T > 45 °C

9500
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A P P E N D I X

B

トランシーバ、シャーシ コネクタ、ケーブル
およびアダプタの仕様
この付録では、Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチでサポートされているトランシーバ、
シャーシの前面パネルにあるコネクタ、およびアクセサリ キットに同梱されているケーブルとアダプ
タについて説明します。内容は次のとおりです。

• 「アップリンク ポート用トランシーバのサポート」（P.B-1）
• 「コンソール ポート」（P.B-10）
• 「イーサネット管理ポート」（P.B-11）
• 「ケーブルおよびアダプタ」（P.B-11）

ヒント Cisco Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング
情報を含む）については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html

アップリンク ポート用トランシーバのサポート
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F シャーシの両方に、1-GB SFP および 10-GB SFP+ トランシー
バをサポートする 4 つの個のアップリンク ポートがあります。

1 GB SFP トランシーバ
表 B-1 に、シャーシのアップリンク ポートでサポートされる 1-GB SFP トランシーバを示します。
表 B-1

SFP トラン
シーバ

1 GB SFP トランシーバのサポート

説明

GLC-T

（1000BASE-T）
GLC-SX-MM （1000BASE-SX）
GLC-LH-SM （1000BASE-LH/LX）

GLC-ZX-SM

（1000BASE-ZX）
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アップリンク ポート用トランシーバのサポート

表 B-1

1 GB SFP トランシーバのサポート （続き）

SFP トラン
シーバ

説明

GLC-BX-D

（1000BASE-BX10）

GLC-BX-U

（1000BASE-BX10）

4 つのアップリンク ポートは別の項で説明されている 1-GB CWDM および 1-GB DWDM SFP トラン
シーバもサポートしています。
図 B-1 に、1000BASE-X（光）SFP トランシーバとその主な機能を示します。図 B-2 に、
1000BASE-T（胴）SFP トランシーバとその主な機能を示します。
1-GB 光 SFP トランシーバ機能

G

1 L
C
L 21 -S
N
S # CF X
/N 50 R -M
: 7 10 M
O / 4 C
H 01 0 l
1 .1 as
2
3 0 s
3
4
5
6 0
3
-1
3

図 B-1

࠳ࠬ࠻ ࡊࠣ

130927

శࡈࠔࠗࡃ ࠤࡉ࡞↪ߩⓣ㧔ฃା↪㧕
శࡈࠔࠗࡃ ࠤࡉ࡞↪ߩⓣ㧔ㅍା↪㧕
ࡌ࡞ࠢࠬࡊ

図 B-2

1-GB 銅 SFP トランシーバ機能

273166

1

2
3

1

RJ-45 コネクタ

2

閉（ロック）位置で示されているベールクラ
スプ

3

開（ロック解除）位置で示されているベール
クラスプ
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トランシーバ、シャーシ コネクタ、ケーブルおよびアダプタの仕様
アップリンク ポート用トランシーバのサポート

表 B-2 に、1000BASE-T および 1000BASE-X SFP トランシーバの仕様を示します。
表 B-2

1000BASE-T および 1000BASE-X SFP トランシーバの仕様

SFP トランシーバ モ

インターフェ
ジュールおよび製品番 イス コネクタ 公称波長
（nm）
号

1000BASE-T

RJ-45

—

カテゴリ 5、
5e、または 6
の UTP/FTP

—

—

328 フィート（100 m）

LC デュプ
レックス

850

MMF

62.5
62.5
50.0
50.0

160
200
400
500

722 フィート（220 m）
902 フィート（275 m）
1640 フィート
（500 m）
1804 フィート
（550 m）

LC デュプ

1300

MMF2

62.5
50.0
50.0
G.6523

500
400
500
—

1804 フィート
（550 m）
1804 フィート
（550 m）
1804 フィート
（550 m）
6.21 マイル（10 km）

（GLC-T=）

1000BASE-SX
（GLC-SX-MM=）

1000BASE-LX/LH
（GLC-LH-SM=）

1000BASE-ZX
（GLC-ZX-SM=）
1000BASE-BX10
（GLC-BX-D=）
1000BASE-BX10
（GLC-BX-U=）

ネットワーク ファイバ
ケーブル タイ コア サイ モード帯域 ケーブル長1
プ
ズ（ミク
幅
ロン）
（MHz/km）

レックス

SMF

LC デュプ

1550

SMF

G.6523

—

43.4 ～ 62 マイル（70
～ 100 km）4

1490

SMF

G.6523

—

6.21 マイル（10 km）

SMF

G.6523

—

6.21 マイル（10 km）

レックス

LC シングル

（ダウンスト
リーム）

LC シングル

1310
（アップスト
リーム）

1. ケーブル長は光ファイバの光損失に基づいた値です。ケーブル長は、スプライスの数および光ファイバの品質など、さまざまな要因に
よって変化します。

2. モードコンディショニング パッチ コードが必要です。MMF、1000BASE-LX/LH SFP トランシーバとともに通常のパッチコードを使用
し、なおかつリンク距離が短い場合、トランシーバの飽和状態をもたらす可能性があり、結果的にビット エラー レート（BER）が上昇
します。LX/LH SFP トランシーバに直径 62.5 ミクロンの MMF ケーブルを使用する場合は、リンクの送信側と受信側の両方で、SFP ト
ランシーバと MMF ケーブルとの間にモードコンディショニング パッチコードも取り付ける必要があります。このモードコンディショ
ニング パッチコードは、リンク距離が 984 フィート（300 m）を超える場合に必要になります。
3. IEEE 802.3z 標準で指定された ITU-T G.652 SMF。
4. 1000BASE-ZX SFP モジュールは、分散シフト型または低減衰の SMF を使用することにより最大 62 マイル（100 km）まで到達できま
す。距離は、ファイバの質、スプライス数、およびコネクタによって決まります。
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アップリンク ポート用トランシーバのサポート

表 B-3 に、1000BASE-T および 1000BASE-X SFP トランシーバのファイバ損失バジェットを示しま
す。
表 B-3

1 GB SFP トランシーバのファイバ損失バジェット

1 GB SFP トランシーバの
製品番号

GLC-SX-MM
（1000BASE-SX）

GLC-LH-SM
（1000BASE-LX/LH）

GLC-ZX-SM
（1000BASE-ZX）

GLC-BX-D
（1000BASE-BX-D）

GLC-BX-U
（1000BASE-BX-U）

（注）

送信電力
（dBm）

伝送および受信波長
受信パワー（dBm）（nm）

–4（最大）

0（最大）

770 ～ 860

–9.5（最小）

–17（最小）

–3（最大）

–3（最大）

–9.5（最小）

–20（最小）

5（最大）

–3（最大）

0（最小）

–23（最小）

–3（最大）

–3（最大）

1480 ～ 1500（送信）

–9（最小）

–19.5（最小）

1260 ～ 1360（受信）

–3（最大）

–3（最大）

1260 ～ 1360（送信）

–9（最小）

–19.5（最小）

1480 ～ 1500（受信）

1260 ～ 1355
1500 ～ 1580

GLC-ZX-SM では、送信ボア（TX）と受信ボア（RX）間の最小減衰量は 8 dB です。シングルモード
ファイバ ケーブルを短距離で使用すると、レシーバの過負荷を防ぐために、リンク内にインライン光
減衰器を設置することが必要な場合もあります。
表 B-4 に、1 GB SFP トランシーバの物理仕様および環境仕様を示します。
表 B-4

（注）

1-GB SFP トランシーバの物理仕様および環境仕様

項目

仕様

サイズ（高さ x 幅 x 奥行）

0.04 x 0.53 x 2.22 インチ（8.5 x 13.4 x 56.5 mm）

動作温度

32 ～ 122 °F（0 ～ 50 °C）

保管温度

-40 ～ 185 °F（-40 ～ 85 °C）

ご使用のシスコ デバイスがサポートする SFP モジュールを任意に組み合わせて使用することができま
す。唯一の制限事項は、各 SFP ポートがケーブルのもう一方の端の波長仕様に適合し、信頼できる通
信を実現するためにケーブルが規定されたケーブル長を超えないことです。

CWDM SFP トランシーバ
スイッチの 4 つのアップリンク ポートは、CWDM SFP トランシーバもサポートしています。CWDM
SFP トランシーバでは、LC 光コネクタを使用して、SMF 光ケーブルに接続します。SMF 光ケーブル
を使用して、CWDM SFP を CWDM Passive Optical System Optical Add/Drop Multiplexer（OADM）
モジュールまたはマルチプレクサ / デマルチプレクサ プラグイン モジュールに接続できます。表 B-5
に、サポートされる CWDM SFP トランシーバ、関連する波長、およびコネクタのカラー コードを示
します。
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表 B-5

CWDM SFP トランシーバ

コネクタのカラー コー
ド

CWDM SFP トランシーバの 説明
製品番号

CWDM-SFP-1470=

1000BASE-CWDM、1470 nm

グレー

CWDM-SFP-1490=

1000BASE-CWDM、1490 nm

バイオレット

CWDM-SFP-1510=

1000BASE-CWDM、1510 nm

青色

CWDM-SFP-1530=

1000BASE-CWDM、1530 nm

緑

CWDM-SFP-1550=

1000BASE-CWDM、1550 nm

黄色

CWDM-SFP-1570=

1000BASE-CWDM、1570 nm

オレンジ

CWDM-SFP-1590=

1000BASE-CWDM、1590 nm

赤

CWDM-SFP-1610=

1000BASE-CWDM、1610 nm

ブラウン

表 B-6 に、CWDM SFP トランシーバの光の仕様を示します。
表 B-6

CWDM SFP の光の仕様

最小ハー
ドウェア

パラメータ
トランスミッタ中心波長

（x–4）

標準

最大

単位

注記と条件

—

(x + 7)

nm

使用可能な中心波長は、1470、1490、
1510、1530、1550、1570、1590、およ
び 1610 nm

サイドモード抑制比

30

—

dB

トランスミッタ光出力電力

0

—

5.0

dBm

レシーバ光入力電力（BER <10
～ 12、PRBS 2-7-1）

-28.0

—

–7.0

dBm

レシーバ光入力電力（BER <10
～ 12、PRBS 2-7-1）

–29.0

レシーバ光入力波長

1450

—

トランスミッタ消光比

9

—

100 km 地点での分散ペナル

—

—

3

dB

2.12 Gbps で測定

—

—

2

dB

1.25 Gbps で測定

シングルモード ファイバ組み込みの平
均電力

2.12 Gbps、ケース温度 140 °F（60 °C）
で測定

—

–7.0

dBm

1.25 Gbps、ケース温度 140 °F（60 °C）
で測定

1620

nm
dB

ティ

100 km 地点での分散ペナル
ティ

表 B-7 に、CWDM SFP トランシーバの物理仕様および環境仕様を示します。
表 B-7

1-GB CWDMSFP1-GB トランシーバの物理仕様および環境仕様

項目

仕様

サイズ（高さ x 幅 x 奥行）

0.04 x 0.53 x 2.22 インチ（8.5 x 13.4 x 56.5 mm）

動作温度

32 ～ 122 °F（0 ～ 50 °C）

保管温度

-40 ～ 185 °F（-40 ～ 85 °C）
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DWDM SFP トランシーバ
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの両方の 4 つのアップリンク ポートは、DWDM SFP
トランシーバもサポートしています。DWDM SFP トランシーバでは、LC 光コネクタを使用して、
SMF 光ケーブルに接続します。SMF 光ケーブルを使用して、DWDM SFP を DWDM Passive Optical
System Optical Add/Drop Multiplexer（OADM）モジュールまたはマルチプレクサ / デマルチプレクサ
プラグイン モジュールに接続できます。表 B-8 に、サポートされる CWDM SFP トランシーバ、関連
する波長、およびコネクタのカラー コードを示します。
表 B-8

DWDM SFP トランシーバの製品番号、波長、および ITU チャネル番号

DWDM SFP

説明

ITU チャネル

DWDM-SFP-6061

1000BASE-DWDM 1560.61 nm SFP

21

DWDM-SFP-5979

1000BASE-DWDM 1559.79 nm SFP

22

DWDM-SFP-5898

1000BASE-DWDM 1558.98 nm SFP

23

DWDM-SFP-5817

1000BASE-DWDM 1558.17 nm SFP

24

DWDM-SFP-5655

1000BASE-DWDM 1556.55 nm SFP

26

DWDM-SFP-5575

1000BASE-DWDM 1555.75 nm SFP

27

DWDM-SFP-5494

1000BASE-DWDM 1554.94 nm SFP

28

DWDM-SFP-5413

1000BASE-DWDM 1554.13 nm SFP

29

DWDM-SFP-5252

1000BASE-DWDM 1552.52 nm SFP

31

DWDM-SFP-5172

1000BASE-DWDM 1551.72 nm SFP

32

DWDM-SFP-5092

1000BASE-DWDM 1550.92 nm SFP

33

DWDM-SFP-5012

1000BASE-DWDM 1550.12 nm SFP

34

DWDM-SFP-4851

1000BASE-DWDM 1548.51 nm SFP

36

DWDM-SFP-4772

1000BASE-DWDM 1547.72 nm SFP

37

DWDM-SFP-4692

1000BASE-DWDM 1546.92 nm SFP

38

DWDM-SFP-4612

1000BASE-DWDM 1546.12 nm SFP

39

DWDM-SFP-4453

1000BASE-DWDM 1544.53 nm SFP

41

DWDM-SFP-4373

1000BASE-DWDM 1543.73 nm SFP

42

DWDM-SFP-4294

1000BASE-DWDM 1542.94 nm SFP

43

DWDM-SFP-4214

1000BASE-DWDM 1542.14 nm SFP

44

DWDM-SFP-4056

1000BASE-DWDM 1540.56 nm SFP

46

DWDM-SFP-3977

1000BASE-DWDM 1539.77 nm SFP

47

DWDM-SFP-3998

1000BASE-DWDM 1539.98 nm SFP

48

DWDM-SFP-3819

1000BASE-DWDM 1538.19 nm SFP

49

DWDM-SFP-3661

1000BASE-DWDM 1536.61 nm SFP

51

製品番号

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド
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表 B-8

DWDM SFP トランシーバの製品番号、波長、および ITU チャネル番号 （続き）

DWDM SFP

説明

ITU チャネル

DWDM-SFP-3582

1000BASE-DWDM 1535.82 nm SFP

52

DWDM-SFP-3504

1000BASE-DWDM 1535.04 nm SFP

53

DWDM-SFP-3425

1000BASE-DWDM 1534.25 nm SFP

54

DWDM-SFP-3268

1000BASE-DWDM 1532.68 nm SFP

56

DWDM-SFP-3190

1000BASE-DWDM 1531.90 nm SFP

57

DWDM-SFP-3112

1000BASE-DWDM 1531.12 nm SFP

58

DWDM-SFP-3033

1000BASE-DWDM 1530.33 nm SFP

59

製品番号

表 B-9 に、DWDM SFP トランシーバの光の仕様を示します。
表 B-9

DWDM SFP トランシーバの光の仕様

仕様

値

トランスミッタのスペクトラム
幅

0.2 nm
• 0 dBm（最小）

トランスミッタ光出力

• 4.0 dBm（最大）
• 1530 nm（最小）

レシーバ光入力波長

• 1565 nm（最大）
• –28.0 dBm（最小）1

レシーバ光入力

• –22.0 dBm（最小）2
• – 9.0 dBm（最大）
1. 電力制限パフォーマンス。
2. ノイズ制限パフォーマンス。

表 B-10 に、DWDM SFP トランシーバの物理仕様および環境仕様を示します。
表 B-10

DWDM SFP トランシーバの物理仕様および環境仕様

項目

仕様

サイズ（高さ x 幅 x 奥行）

0.04 x 0.53 x 2.22 インチ（8.5 x 13.4 x 56.5 mm）

動作温度

32 ～ 122 °F（0 ～ 50 °C）

保管温度

-40 ～ 185 °F（-40 ～ 85 °C）

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド
OL-21561-02-J

B-7

付録 B

トランシーバ、シャーシ コネクタ、ケーブルおよびアダプタの仕様

アップリンク ポート用トランシーバのサポート

10 Gb SFP+ トランシーバ
Small Form-Factor Pluggable 拡張（SFP+）10 ギガビット イーサネット トランシーバ モジュールは、
双方向トランシーバです。電気インターフェイスには 20 ピンのコネクタがあり、光インターフェイス
にはデュプレックス通信用 LC コネクタがあります。次の SFP+ トランシーバがアップリンク ポート上
でサポートされます。

• SFP-10G-SR
• SFP-10G-LR
• SFP-10G-LRM
• SFP-H10GB-CU1M
• SFP-H10GB-CU3M
• SFP-H10GB-CU5M
図 B-3 は、SFP+ 光トランシーバとその主な機能を示したものです。図 B-4 は、銅（twinax ）トラン
シーバを示します。
SFP+ 光トランシーバ

G

1 L
C
L 21 -S
N
S # CF X
/N 50 R -M
: 7 10 M
O / 4 C
H 01 0 l
1 .1 as
2
3 0 s
3
4
5
6 0
3
-1
3

図 B-3

శࡈࠔࠗࡃ ࠤࡉ࡞↪ߩⓣ㧔ฃା↪㧕
శࡈࠔࠗࡃ ࠤࡉ࡞↪ߩⓣ㧔ㅍା↪㧕
ࡌ࡞ࠢࠬࡊ
130927

࠳ࠬ࠻ ࡊࠣ

図 B-4 は、SFP+ 銅（twinax ）トランシーバを示します。
SFP+ 10 ギガビット イーサネット銅（Twinax）トランシーバ

187492

図 B-4
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（注）

1-GB SFP から 10-GB SFP+ トランシーバまたは SFP+ から SFP に切り替えると、シャーシは速度の
変更を認識し、それに応じてポートを設定します。
表 B-11 に、10 Gb SFP+ トランシーバのケーブル仕様を示します。
表 B-11

10 Gb SFP+ トランシーバのケーブル仕様

SFP+ トランシーバ
SFP-10G-SR

波長（nm）

コア サイ モード帯域
ケーブル タ ズ（ミク
幅
イプ
ロン）
（MHz/km） ケーブル長

850

MMF

62.5
62.5
50.0
50.0
50.0

160
200
400
500
2000

1310

SMF

G.652

—

1310

MMF

62.5
50.0
50.0

500
400
500

SMF

G.652

—

（ベージュのベールク
ラスプ）

SFP-10G-LR

85 フィート（26 m）
108 フィート
（33 m）
216 フィート
（66 m）
269 フィート
（82 m）
984 フィート（300
m）
6.2 マイル（10 km）

（青色のベールクラス
プ）

SFP-10G-LRM

722 フィート
（220 m）
328 フィート
（100 m）
722 フィート
（220 m）
984 フィート（300
m）

SFP-H10GB-CU1M

—

Twinax

—

—

3.28 フィート（1 m）

—

—

9.84 フィート（3 m）

—

—

16.4 フィート（5 m）

ケーブル、

30AWG
ケーブル ア
センブリ

SFP-H10GB-CU3M

—

Twinax
ケーブル、

30AWG
ケーブル ア
センブリ

SFP-H10GB-CU5M

—

Twinax
ケーブル、

30AWG
ケーブル ア
センブリ
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コンソール ポート

表 B-12 に SFP+ トランシーバの光伝送および光受信の仕様の一覧を示します。
表 B-12

SFP+ トランシーバ モジュール光送受信仕様

SFP+ トランシーバ

送信電力
（dBm）

受信パワー（dBm）

伝送および受信波長
（nm）

モジュール モデル

トランシーバ タイプ

SFP-10G-SR

10GBASE-SR、850
nm MMF

-1.3（最大）
-7.3（最小）

-1.0（最大）
-9.9（最小）

840 ～ 860

SFP-10G-LR

10GBASE-LR、1310
nm SMF

0.5（最大）
-8.2（最小）

0.5（最大）
-14.4（最小）

1260 ～ 1355

SFP-10G-LRM

10GBASE-LRM 、
0.5（最大）
1310-nm MMF および -6.5（最小）
SMF

0.5（最大）
–8.4（最小平均値）
–6.4（最小 OMA 値）

1260 ～ 1355

表 B-13 に、10-GB SFP+ トランシーバの物理仕様および環境仕様を示します。
表 B-13

10-GB SFP+ トランシーバの物理仕様および環境仕様

項目

仕様

サイズ（高さ x 幅 x 奥行）

0.04 x 0.53 x 2.22 インチ（8.5 x 13.4 x 56.5 mm）

動作温度

32 ～ 122 °F（0 ～ 50 °C）

保管温度

-40 ～ 185 °F（-40 ～ 85 °C）

コンソール ポート
Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの両方は、シャーシの前面パネルにあるシリアル コ
ンソール ポートを介してアクセスできます。コンソール ポートは、RJ-45 コネクタを使用する
10/100/1000BASE-T ポートです。コンソール ポートを使用すると、スイッチにローカル（コンソール
端末または PC を使用）またはリモート（モデムを使用）でアクセスできます。
表 B-14 に、コンソール ポートのピン割り当てを示します。
表 B-14

コンソール ポートのピン割り当て

ピン

信号

方向

説明

1

RTS

output

送信要求

2

DTR

output

Data Terminal Ready; データ端末動作
可能

3

TXD

output

伝送データ

4

GND

—

—

5

GND

—

—

6

RXD

input

受信データ

7

DSR

input

データ セット レディ

8

CTS

input

送信可
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コンソール ポートに関連付けられた 2 カラーの LINK LED はポートのステータスを視覚的に表示しま
す。

• 緑：リンクが確立されます。
• オレンジ：管理がディセーブルです。
• 消灯：リンクが検出されません。

イーサネット管理ポート
イーサネット管理ポートは、10/100/1000BASE-T イーサネットをサポートします。回線速度（10、
100、1000 Mbps）で動作するための自動ネゴシエーションが可能です。10 および 100 Mbps 回線速度
の場合は半二重または全二重モードで、100 Mbps の場合は、全二重のみになります。イーサネット管
理ポートには、関連付けられているリンク ステータス LED の RJ-45 コネクタがあります。表 B-15 に、
10/100 ポートのピン割り当てを示します。
表 B-15

10/100/1000BASE-T イーサネット管理ポートのピン割り当て

ピン

信号

方向

説明

1

RXDP

input

受信データ

2

RXDN

input

受信データ

3

TXDP

output

伝送データ

4

unused

—

—

5

unused

—

—

6

TXDN

output

伝送データ

7

unused

—

—

8

unused

—

—

イーサネット管理ポートに関連付けられた 2 カラーの LINK LED はポートのステータスを視覚的に表
示します。

• 緑：リンクが確立されます。
• オレンジ：管理がディセーブルです。
• 消灯：リンクが検出されません。

ケーブルおよびアダプタ
1 本のケーブルのアダプタ プラグが両方のスイッチのアクセサリ キットに付属しています。
（注）

コンソール ケーブルは、アクセサリ キットに同梱されていません。オプションとして発注できます。
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ケーブルおよびアダプタ

ロールオーバー ケーブル
オプションの RJ-45 ロールオーバー ケーブルおよび付属する RJ-45/DSUB F/F アダプタを使用して、
シャーシのコンソール ポートを、端末エミュレーション ソフトウェアを実行するコンピュータに接続
します。表 C-2 は、コンソール ポート、RJ-45 ロールオーバー ケーブル、および RJ-45/DSUB F/F ア
ダプタのピン割り当てを示します。
ロールオーバー ケーブルは、ケーブルの両端を比較すると識別できます。ケーブルの両端を、タブを
裏側にして両手で並べて持った場合に、左のプラグの外側にあるピンに接続されたワイヤと、右のプラ
グの外側にあるピンに接続されたワイヤとが、同じ色になります （図 B-5 を参照）。シスコ製のケーブ
ルの場合、一方のコネクタではピン 1 が白、もう一方のコネクタではピン 8 が白です （ロールオー
バー ケーブルは、ピン 1 とピン 8、ピン 2 とピン 7、ピン 3 とピン 6、ピン 4 とピン 5 が反転していま
す）。
図 B-5

ロールオーバー ケーブルの識別
ࡇࡦ 1 ߣࡇࡦ 8 ߪ
หߓ⦡ߢߔ
ࡇࡦ 1

H3824

ࡇࡦ 8

ロール オーバー ケーブル RJ-45 to DB-9 アダプタ（PC との接続用）
端末エミュレーション ソフトウェアが稼働している PC をコンソール ポートに接続するには、
RJ-45-to-RJ-45 ロールオーバー ケーブルと RJ-45 to DB-9 メス型 DTE アダプタ（[Terminal] のラベ
ル）を使用します。表 B-16 に、非同期シリアル コンソール ポート、RJ-45/RJ-45 ロールオーバー
ケーブル、および RJ-45/DB-9 メス型 DTE アダプタのピン割り当てを示します。
表 B-16

ポート モード 1 の信号およびピン割り当て（DB-9 アダプタ）

コンソー
コンソール
ポート

RJ-45 to RJ45 ロールオーバー RJ-45 to DB-9 端 ル

信号

RTS

RJ-45 ピン
11

DTR
TxD

ケーブル

末アダプタ

デバイス

RJ-45 ピン
8

DB-9 ピン
8

信号

2

7

6

DSR

3

6

2

RxD

CTS
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表 B-16

ポート モード 1 の信号およびピン割り当て（DB-9 アダプタ）（続き）

コンソー
コンソール
ポート

RJ-45 to RJ45 ロールオーバー RJ-45 to DB-9 端 ル

GND

4

GND

ケーブル

末アダプタ

デバイス

5

5

GND

5

4

5

GND

RxD

6

3

3

TxD

DSR

7

2

4

DTR

1

7

RTS

CTS

8

1

1. ピン 1 は内部でピン 8 に接続されています。
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取り付けに関するトラブルシューティング
この章では、スイッチ ハードウェア インストレーションのトラブルシューティングについて説明しま
す。内容は次のとおりです。

• 「はじめに」（P.C-2）
• 「システム コンポーネント レベルの問題解決」（P.C-2）
• 「起動時の問題の特定」（P.C-2）
• 「電源装置のトラブルシューティング」（P.C-4）
• 「代理店への連絡」（P.C-4）
システムの起動に問題が生じた場合は、この章の内容を参考にして原因を特定してください。初回起動
時の問題の多くは、通常、不良または不適切な接続が原因となっていいます。初回起動時にスイッチの
温度が最大許容レベルを超えることはほとんどありませんが、DC ライン電圧も監視するので環境監視
機能についても取り上げます。

（注）

設定に関する質問や問題については、ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドまたはコマンド リ
ファレンス マニュアルを参照してください。

ヒント Cisco Catalyst 4948E スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング情報を含む）について
は、次のページに示されるマニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html
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はじめに

はじめに
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。
• システムのファン アセンブリが作動している。
• システム ソフトウェアが正常に起動している。
これらの条件がすべて満たされ、ハードウェアのインストレーションが完了していることを確認した
ら、『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』および『Catalyst 4500
Series Switch Cisco IOS Command Reference』を参照して、ソフトウェアのトラブルシューティングを
行ってください。ただし、これらの条件のいずれかに問題がある場合は、この章に記載されている手順
に従って原因を特定し、可能な場合は解決してください。

システム コンポーネント レベルの問題解決
システムのトラブルシューティングで重要なのは、問題を特定のシステム コンポーネントに絞り込む
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。
スイッチは次のサブシステムで構成されています。

• 電源装置：電源装置および電源装置の冷却部があります。（「電源装置のトラブルシューティング」
（P.C-4）を参照）。
• ファン アセンブリ システム：シャーシのファン アセンブリは、システムの電源が入っているとき
は必ず実行する必要があります。通常、過熱または過電圧の状態により、環境モニタがシステムを
シャットダウンした場合でも、ファンは継続的に作動します。（電源装置がシャットダウンした場
合は、停止します）。ファン アセンブリが作動しているかどうかを判別するには、ファンの動作音
を聞きます。FAN LED が赤に点灯し、ファン アセンブリが作動していない（1 つまたは複数）と
思われる場合は、ただちに購入した代理店に連絡してください。初回起動時にファン アセンブリ
が正しく作動しない場合、ユーザ側で調整することはできません。ファン トレイを交換する必要
があります。

起動時の問題の特定
スイッチに電源コードを接続するときは、次の手順に従ってください。
ステップ 1

電源スイッチを ON の位置にします（AC 電源システムのみ）。

ステップ 2

設置場所の AC または DC 電源から電源が入ることを確認します。必要に応じてブレーカーおよび
ヒューズを ON の位置にします。

ステップ 3

システム ファン アセンブリの動作音を聞きます。システム ファン アセンブリの動作音がすぐに聞こえ
ない場合は、「電源装置のトラブルシューティング」（P.C-4）を参照してください。

ステップ 4

電源装置が正常に動作していて、ファン トレイが故障していると判断される場合は、購入された代理
店に連絡してください。初回の起動時にファン アセンブリが正常に作動しない場合には、ユーザ側で
可能なインストレーション調整はありません。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

C-2

OL-21561-02-J

付録 C

取り付けに関するトラブルシューティング
起動時の問題の特定

LED の読み取り
起動シーケンスにおけるシステムの状態は、すべて LED に表示されます。LED を確認すれば、起動
シーケンスのどの時点で、どこに障害が発生したかを判断できます。LED を調べるには、次の手順に
従ってください。
ステップ 1

LED の状態を表 C-1 と比較します。
表 C-1

LED および色

電源 LED の意味

意味

INPUT OK（AC） この LED は、電源装置を接続して電源スイッチを ON に
すると、すぐに緑に点灯します。

• 緑：AC 入力電圧は 82 ± 3 V 超。
• 赤：二重化電源構成（代替装置電源）では、AC 入力
が 73 ± 3 V 未満、または電源がオフになっています。
• 消灯：AC 入力電圧が 73 ± 3 V 未満、または電源が
オフになっています。

INPUT OK（DC） この LED は、電源が入り次第すぐに緑に点灯します。
• 緑：DC 入力電圧は -38.25 ± 2.25 V 超。
• 赤：二重化電源構成（代替装置電源）では、DC 入力
が 33 ± 3 V 未満、または電源がオフになっています。
• 消灯：単一電源構成では、DC 入力が 33 ± 3 V 未満
または電源がオフであることを示すために、LED は
消灯したままです。

OUTPUT OK

• 緑：DC 出力電圧は正常な動作範囲内です。
• 赤：最大と最小の間の出力電圧では、出力エラー ア
ラームは作成されません。出力電源が最大または最小
を超えると、出力エラー アラームが作成され、LED
が赤に点灯します。
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電源装置のトラブルシューティング

ステップ 2

前面パネルの LED が点灯していることを確認してください。

• 起動時の診断テスト実行中は、STATUS LED がオレンジに点滅します。スイッチが動作状態（オ
ンライン）になると、LED は緑に変わります。システム ソフトウェアが起動しなかった場合、オ
レンジに点灯したままになります。

• ポートが動作状態（オンライン）になると、ポート LED（ポート 1 ～ 48 および 4 つの SFP/SFP+
ポート）は緑に点灯します。信号が検出されない場合、LINK LED は消灯します。ポートがディ
セーブルの場合、ポートの LED はオレンジのままです。起動時にポート テストが失敗した場合、
そのポートのオレンジが黄色で点滅します。
ステップ 3

STATUS LED が赤に点灯した場合は、サービス担当者に連絡して指示を受けてください。

ステップ 4

起動情報およびシステム バナーが表示されない場合は、端末が正しく設定され、コンソール ポートに
正しく接続されているかどうかを確認してください。

電源装置のトラブルシューティング
電源サブシステムの問題を切り分ける手順は、次のとおりです。
ステップ 1

電源装置が接続されていて、オン / オフ スイッチが ON の位置になっていることを確認します（AC 電
源の場合）。

ステップ 2

電源装置 LED（PS1 または PS2）を確認します。LED が消灯しているか、赤に点灯している場合は、
電源コードを取り外し、取り付けし直します。電源装置から電源コードを取り外す前に、必ず、オン /
オフ スイッチを OFF であることを確認してください。
それでも LED が点灯しない場合は、AC または DC 電源、または電源コードに問題がある可能性があ
ります。

ステップ 3

電源コードを別の電源に接続してみてください（可能な場合）。

ステップ 4

LED が点灯すれば、前者の電源に問題があります。

ステップ 5

別の電源に接続しても LED が点灯しない場合には、電源コードを交換します。
新しい電源コードを使用してスイッチを別の電源に接続しても、LED が点灯しない場合は、電源装置
に障害があると考えられます。

ステップ 6

問題が解決していない場合、サービス担当者に連絡して指示を受けてください。

代理店への連絡
この章で説明されているトラブルシューティングの手順を行っても起動に関する問題を解決できない場
合は、代理店に連絡して、サポートや詳細な手順の説明を依頼してください。担当者ができる限りすば
やいサポートを行えるように、連絡する前に次の情報を用意してください。

• スイッチの受領日
• シャーシのシリアル番号（シャーシ上のラベルに記載されています）
• ソフトウェアの種類とリリース番号
• メンテナンス契約書または保証情報
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• 問題点の要約
• 問題を特定し、解決するためにすでに実施した手順の簡単な説明
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適合宣言および安全に関する情報

（注）

警告

この装置の設置、交換、または保守は必ず、（IEC 60950-1 および AS/NZS 60950 で定められている）
訓練を受けた相応の資格のある保守担当者のみが行ってください。米国にいる場合、米国電気規定に
従ってシステムを設置します。

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。
この付録は、次の項で構成されています。

• 「翻訳版の安全上の警告」（P.D-2）
• 「適合規格」（P.D-40）
• 「GR-1089-CORE Issue 3 ドキュメンテーション ステートメント」（P.D-41）
• 「GR-1089-CORE Issue 4 ドキュメンテーション ステートメント」（P.D-42）
• 「European Directives」（P.D-43）
• 「Statement 6005—California Perchlorate Contamination Prevention Act (Title 22, California Code
of Regulations, Chapter 33)」（P.D-43）
• 「EMC クラス A の通知および警告」（P.D-43）

ヒント Cisco Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの詳細（設定例およびトラブルシューティング
情報を含む）については、次のページに示されるドキュメントを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6021/tsd_products_support_series_home.html
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翻訳版の安全上の警告
ここでは、このマニュアルに記載された各種の警告事項をいくつかの言語版で再掲しています。

ステートメント 17：過熱警告

警告

スイッチの過熱を防止するために、周辺温度が推奨されている最高温度の 104 °F（40 °C）を超
える環境では使用しないでください。また、通気を妨げないように、通気口の周囲に 3 インチ
（7.6 cm）以上のスペースを確保してください。

Waarschuwing

Om oververhitting van de schakelaar te voorkomen, mag u die niet bedienen in een ruimte die de
maximale aanbevolen omgevingstemperatuur van 104°F (40°C) overschrijdt. Om beperking van de
luchtstroom te voorkomen, dient u ten minste 3 inch (7,6 cm) speling te laten rondom de
ventilatie-openingen.

Varoitus

Estääksesi kytkimen ylikuumenemisen älä käytä sitä sellaisissa paikoissa, joiden lämpötila ylittää
ympäristön enimmäislämpötilaksi suositellun 40°C. Jätä vähintään 7,6 cm:n vapaa tila
tuuletusaukkojen ympärille, jotta ilma pääsee vapaasti virtaamaan.

Attention

Pour éviter une surchauffe du commutateur, ne pas le faire fonctionner dans un local dont la
température ambiante dépasse le maximum recommandé de 40°C (104°F). Pour faciliter la
circulation d'air, aménager un dégagement d'au moins 7,6 cm (3 pouces) autour des bouches
d'aération.

Warnung

Um eine Überhitzung des Schalters zu vermeiden, ist das System nicht in einem Bereich zu
betreiben, in dem die empfohlene Höchsttemperatur von 40°C überschritten wird. Damit der Luftfluß
nicht behindert wird, ist ein Freiraum von mindestens 7,6 cm um die Belüftungsöffnungen herum
einzuhalten.

Avvertenza

Per evitare il surriscaldamento dell’interruttore, non usare l'apparecchiatura in un’area che supera
la temperatura ambientale minima consigliata di 40°C. Per evitare una limitazione del flusso
dell’aria, lasciare come minimo uno spazio libero di 7,6 cm intorno alle aperture di ventilazione.

Advarsel

Aviso

For å unngå at bryteren overopphetes skal utstyret ikke brukes på steder hvor anbefalt maks
omgivelsestemperatur overstiger 104 grader Farenheit (40°C). La det være minst 3 tommer (7,6 cm)
klaring rundt ventilasjonsåpningene for at luftsirkulasjonen skal være uhindret.
Para evitar sobreaquecimento do interruptor, não utilize o equipamento numa àrea que exceda uma
temperatura máxima de 40°C. Para evitar o bloqueamento da circulação de ar, deixe pelo menos um
espaço de 7.6 cm em volta das aberturas de ventilação.
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¡Advertencia!

Varning!

Para evitar que el interruptor se recaliente, no se debe usar en áreas cuya temperatura ambiente
exceda la máxima recomendada, esto es, 40°C (104°F). Para no entorpecer la corriente de aire, dejar
por lo menos 7,6 cm (3 pulgadas) de espacio muerto alrededor de la rejilla de ventilación.
I syfte att undvika överhettning av switchen skall den inte användas i utrymmen vars temperatur
överskrider den maximalt rekommenderade omgivningstemperaturen som är 40°C. Kontrollera att
det finns minst 7,6 cm fritt utrymme runt ventilationsöppningarna så att luftflödet inte begränsas.

ステートメント 37：制限された場所の警告

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。立ち入り制限区域とは、
特定の責任者によって管理され、鍵などの特殊な保安手段を使用して保守担当者だけが出入りで
きる場所です。

Waarschuwing

Dit toestel is bedoeld voor installatie op plaatsen met beperkte toegang. Een plaats met beperkte
toegang is een plaats waar toegang slechts door servicepersoneel verkregen kan worden door
middel van een speciaal instrument, een slot en sleutel, of een ander veiligheidsmiddel, en welke
beheerd wordt door de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de locatie.

Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi paikkaan, johon pääsy on rajoitettua. Paikka, johon pääsy
on rajoitettua, tarkoittaa paikkaa, johon vain huoltohenkilöstö pääsee jonkin erikoistyökalun,
lukkoon sopivan avaimen tai jonkin muun turvalaitteen avulla ja joka on paikasta vastuussa olevien
toimivaltaisten henkilöiden valvoma.

Attention

Cet appareil est à installer dans des zones d’accès réservé. Ces dernières sont des zones auxquelles
seul le personnel de service peut accéder en utilisant un outil spécial, un mécanisme de
verrouillage et une clé, ou tout autre moyen de sécurité. L’accès aux zones de sécurité est sous le
contrôle de l’autorité responsable de l’emplacement.

Warnung

Diese Einheit ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem Zutritt vorgesehen. Ein Bereich mit
beschränktem Zutritt ist ein Bereich, zu dem nur Wartungspersonal mit einem Spezialwerkzeugs,
Schloß und Schlüssel oder anderer Sicherheitsvorkehrungen Zugang hat, und der von dem für die
Anlage zuständigen Gremium kontrolliert wird.

Avvertenza

Questa unità deve essere installata in un'area ad accesso limitato. Un'area ad accesso limitato è
un'area accessibile solo a personale di assistenza tramite un'attrezzo speciale, lucchetto, o altri
dispositivi di sicurezza, ed è controllata dall'autorità responsabile della zona.

Advarsel

Denne enheten er laget for installasjon i områder med begrenset adgang. Et område med begrenset
adgang gir kun adgang til servicepersonale som bruker et spesielt verktøy, lås og nøkkel, eller en
annen sikkerhetsanordning, og det kontrolleres av den autoriteten som er ansvarlig for området.

Aviso

Esta unidade foi concebida para instalação em áreas de acesso restrito. Uma área de acesso restrito
é uma área à qual apenas tem acesso o pessoal de serviço autorizado, que possua uma ferramenta,
chave e fechadura especial, ou qualquer outra forma de segurança. Esta área é controlada pela
autoridade responsável pelo local.
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¡Advertencia!

Esta unidad ha sido diseñada para instalarse en áreas de acceso restringido. Área de acceso
restringido significa un área a la que solamente tiene acceso el personal de servicio mediante la
utilización de una herramienta especial, cerradura con llave, o algún otro medio de seguridad, y que
está bajo el control de la autoridad responsable del local.

Varning!

Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat tillträde. Ett område med begränsat
tillträde får endast tillträdas av servicepersonal med ett speciellt verktyg, lås och nyckel, eller
annan säkerhetsanordning, och kontrolleras av den auktoritet som ansvarar för området.

ステートメント 39：アース線機器に関する警告

Warning

Waarschuwing

This equipment is intended to be grounded. Ensure that the host is connected to earth ground during
normal use.
Deze apparatuur hoort geaard te worden Zorg dat de host-computer tijdens normaal gebruik met
aarde is verbonden.

Varoitus

Tämä laitteisto on tarkoitettu maadoitettavaksi. Varmista, että isäntälaite on yhdistetty maahan
normaalikäytön aikana.

Attention

Cet équipement doit être relié à la terre. S’assurer que l’appareil hôte est relié à la terre lors de
l’utilisation normale.

Warnung

Dieses Gerät muß geerdet werden. Stellen Sie sicher, daß das Host-Gerät während des normalen
Betriebs an Erde gelegt ist.

Avvertenza

Advarsel
Aviso

¡Advertencia!

Varning!

Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi che il dispositivo host sia
collegato alla massa di terra durante il normale utilizzo.
Dette utstyret skal jordes. Forviss deg om vertsterminalen er jordet ved normalt bruk.
Este equipamento deverá estar ligado à terra. Certifique-se que o host se encontra ligado à terra
durante a sua utilização normal.
Este equipo debe conectarse a tierra. Asegurarse de que el equipo principal esté conectado a tierra
durante el uso normal.
Denna utrustning är avsedd att jordas. Se till att värdenheten är jordad vid normal användning.
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ステートメント 43：装身具の取り外しに関する警告

Warning

Before working on equipment that is connected to power lines, remove jewelry (including rings,
necklaces, and watches). Metal objects will heat up when connected to power and ground and can
cause serious burns or weld the metal object to the terminals.

Waarschuwing

Alvorens aan apparatuur te werken die met elektrische leidingen is verbonden, sieraden (inclusief
ringen, kettingen en horloges) verwijderen. Metalen voorwerpen worden warm wanneer ze met
stroom en aarde zijn verbonden, en kunnen ernstige brandwonden veroorzaken of het metalen
voorwerp aan de aansluitklemmen lassen.

Varoitus

Ennen kuin työskentelet voimavirtajohtoihin kytkettyjen laitteiden parissa, ota pois kaikki korut
(sormukset, kaulakorut ja kellot mukaan lukien). Metalliesineet kuumenevat, kun ne ovat
yhteydessä sähkövirran ja maan kanssa, ja ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata
metalliesineet kiinni liitäntänapoihin.
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Attention

Avant d’accéder à cet équipement connecté aux lignes électriques, ôter tout bijou (anneaux,
colliers et montres compris). Lorsqu’ils sont branchés à l’alimentation et reliés à la terre, les objets
métalliques chauffent, ce qui peut provoquer des blessures graves ou souder l’objet métallique aux
bornes.

Warnung

Vor der Arbeit an Geräten, die an das Netz angeschlossen sind, jeglichen Schmuck (einschließlich
Ringe, Ketten und Uhren) abnehmen. Metallgegenstände erhitzen sich, wenn sie an das Netz und die
Erde angeschlossen werden, und können schwere Verbrennungen verursachen oder an die
Anschlußklemmen angeschweißt werden.

Avvertenza

Prima di intervenire su apparecchiature collegate alle linee di alimentazione, togliersi qualsiasi
monile (inclusi anelli, collane, braccialetti ed orologi). Gli oggetti metallici si riscaldano quando
sono collegati tra punti di alimentazione e massa: possono causare ustioni gravi oppure il metallo
può saldarsi ai terminali.

Advarsel

Fjern alle smykker (inkludert ringer, halskjeder og klokker) før du skal arbeide på utstyr som er
koblet til kraftledninger. Metallgjenstander som er koblet til kraftledninger og jord blir svært varme
og kan forårsake alvorlige brannskader eller smelte fast til polene.

Aviso

Antes de trabalhar em equipamento que esteja ligado a linhas de corrente, retire todas as jóias que
estiver a usar (incluindo anéis, fios e relógios). Os objectos metálicos aquecerão em contacto com
a corrente e em contacto com a ligação à terra, podendo causar queimaduras graves ou ficarem
soldados aos terminais.

¡Advertencia!

Antes de operar sobre equipos conectados a líneas de alimentación, quitarse las joyas (incluidos
anillos, collares y relojes). Los objetos de metal se calientan cuando se conectan a la alimentación
y a tierra, lo que puede ocasionar quemaduras graves o que los objetos metálicos queden soldados
a los bornes.

Varning!

Tag av alla smycken (inklusive ringar, halsband och armbandsur) innan du arbetar på utrustning som
är kopplad till kraftledningar. Metallobjekt hettas upp när de kopplas ihop med ström och jord och
kan förorsaka allvarliga brännskador; metallobjekt kan också sammansvetsas med kontakterna.
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ステートメント 48：シャーシの積み重ねに関する警告

Warning

Waarschuwing

Varoitus

Do not stack the chassis on any other equipment. If the chassis falls, it can cause severe bodily
injury and equipment damage.
Het chassis mag niet op andere apparatuur gestapeld te worden. Als het chassis mocht vallen, kan
dit ernstig lichamelijk letsel en beschadiging van de apparatuur veroorzaken.
Älä aseta asennuspohjaa minkään muun laitteen päälle. Asennuspohja voi pudotessaan aiheuttaa
vaikean ruumiinvamman tai laitevaurion.

Attention

Ne placez pas ce châssis sur un autre appareil. En cas de chute, il pourrait provoquer de graves
blessures corporelles et d'importants dommages.

Warnung

Das Gehäuse nicht auf andere Geräte stellen. Wenn das Gehäuse herunterfällt, besteht Gefahr
schwerer Personenverletzungen und Geräteschäden.

Avvertenza

Non collocare lo chassis su nessun altro apparecchio. Se lo chassis cade, può causare lesioni gravi
e danni alle apparecchiature.

Advarsel

Stable ikke kabinettet oppå annet utstyr. Hvis kabinettet faller, kan det forårsake alvorlig skade på
mennesker og utstyr.

Aviso

¡Atención!

Varning

Não coloque o chassis em cima de qualquer outro equipamento. Se o chassis cair, poderá causar
ferimentos graves e danos no equipamento.
No apilar los chasis sobre ningún otro equipo. Si el chasis se cae al suelo puede causar graves
lesiones físicas y daños al equipo.
Placera inte chassit ovanpå annan utrustning. Om chassit faller kan allvarlig kroppsskada såväl som
skada på utrustningen uppstå.
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ステートメント 171：オフィスのイーサネット ケーブルのシールド

Warning
Waarschuwing

Varoitus

Ethernet cables must be shielded when used in a central office environment.
Ethernetkabels dienen beveiligd te worden als ze in een centrale kantooromgeving worden
gebruikt.
Ethernet-kaapelit täytyy suojata, kun niitä käytetään yleisessä toimistoympäristössä.

Attention

Pour une utilisation en site central, les câbles Ethernet doivent être impérativement blindés.

Warnung

Ethernet-Kabel müssen abgeschirmt werden, wenn sie in einer Zentrale eingesetzt werden.

Avvertenza
Advarsel
Aviso
¡Advertencia!
Varning!

I cavi Ethernet devono essere schermati se utilizzati in un ambiente di ufficio centrale.
Ethernet-kabler skal være skjermet når de brukes i et sentralt kontormiljø.
Os cabos “Ethernet” deverão estar armados quando usados em ambiente de escritório central.
Los cables Ethernet deben estar protegidos cuando se usen dentro de una oficina central.
Ethernetkablar måste vara avskärmade vid användning i central kontorsmiljö.
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ステートメント 258：ファン トレイの取り外しに関する警告

Warning

When removing the fan tray, keep your hands and fingers away from the spinning fan blades. Let the
fan blades completely stop before you remove the fan tray.

Waarschuwing

Houd tijdens het verwijderen van de ventilator de handen en vingers uit de buurt van de draaiende
ventilatorschoepen. Laat de ventilatorschoepen volledig tot stilstand komen alvorens de ventilator
te verwijderen.

Varoitus

Pidä kädet ja sormet pois tuulettimen pyörivistä siivistä tuuletinalustaa poistaessasi. Anna
tuulettimen siipien pysähtyä kokonaan ennen kuin irrotat tuuletinalustan.

Attention

Lors du retrait du plateau du ventilateur, veillez à ce que vos mains et doigts restent à l’écart des
pales en rotation du ventilateur. Attendez que les pales du ventilateur soient parvenues à une
immobilité complète avant de retirer le plateau du ventilateur.

Warnung

Beim Herausnehmen des Lüfterkastens Hände und Finger von den sich drehenden Gebläseflügeln
fern halten. Vor Herausnehmen des Gebläsekastens warten, bis die Gebläseflügel völlig zum
Stillstand gekommen sind.

Avvertenza

Advarsel

Quando si toglie il vano della ventola, fare attenzione che le mani e le dita non vengano in contatto
con la ventola in movimento. Attendere che la ventola si fermi completamente prima di togliere il
vano.
Når du fjerner viftedekselet, hold hender og fingre borte fra de roterende viftebladene. La
viftebladene stanse helt før du fjerner viftedekselet.

Aviso

Mantenha as suas mãos e dedos afastados das lâminas em movimento da ventoinha, ao retirar a
respectiva bandeja. Deixe as lâminas da ventoinha parar completamente antes de retirar a bandeja.

¡Advertencia!

Cuando quite la bandeja del abanico, mantenga las manos y los dedos alejados de las aspas en
movimiento. Deje que las aspas se detengan completamente antes de quitar la bandeja del abanico.

Varning!

Håll händer och fingrar borta från de roterande fläktbladen när du tar av fläktskyddet. Låt fläkten
stanna helt innan du tar av fläktskyddet.
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ステートメント 322：DC 電源のオフに関する警告

警告

次の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。すべての電源を確実に切
断するには、DC 回路に給電する DC 電力線の回路ブレーカーまたはヒューズの位置を確認してく
ださい。DC 電力線の回路ブレーカーをオフにして、DC 電力線のヒューズを切り離します。

Waarschuwing

Zorg dat de stroom van de gelijkstroomcircuits is verwijderd voordat u een van de volgende
procedures verricht. Zoek naar de stroomonderbrekers of zekeringen op de wisselstroomleidingen
die stroom leveren naar de gelijkstroomcircuits om te zorgen dat alle stroom verwijderd is. Zet de
stroomonderbrekers van de gelijkstroomleiding UIT en verwijder de zekeringen van de
gelijkstroomleiding.

Varoitus

Ennen kuin suoritat mitään seuraavista toimenpiteistä, varmista, ettei tasasähköpiireissä ole virtaa.
Varmista virrattomuus etsimällä tasasähköpiireihin tulevissa tasasähkölinjoissa olevat
virrankatkaisimet tai sulakkeet. Käännä tasasähkölinjan virrankatkaisimet POIS PÄÄLTÄ ja irrota
tasasähkölinjan sulakkeet.

Attention

Avant d'effectuer l'une des procédures suivantes, veillez à interrompre l'alimentation électrique des
circuits de cc. Pour vérifier que tout le courant est bien désactivé, identifiez les coupe-circuits ou
fusibles des lignes d'alimentation en cc qui desservent les circuits cc. Désactivez (position OFF) les
coupe-circuits de la ligne d'alimentation en cc, puis retirez les fusibles de la ligne d'alimentation
en cc.

Warnung

Stellen Sie sicher, dass an den Gleichstromkreisen kein Strom anliegt, bevor Sie einen der
folgenden Vorgänge durchführen. Ermitteln Sie die Schutzschalter oder Sicherungen an den
Gleichstromleitungen, die die Gleichstromkreise beliefern, um sicherzugehen, dass kein Strom
mehr anliegt. Schalten Sie die Schutzschalter der Gleichstromleitungen AUS, und entfernen Sie die
Sicherungen aus der Gleichstromleitung.

Avvertenza

Prima di eseguire una delle procedure seguenti, assicurarsi di aver disattivato l'alimentazione dei
circuiti CC. A questo scopo, individuare gli interruttori automatici o i fusibili sulle linee di
alimentazione CC che alimentano i circuiti CC. Disattivare gli interruttori automatici e rimuovere i
fusibili delle linee di alimentazione CC.
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Advarsel

Før du foretar noen av følgende prosedyrer må du påse at strømmen er fjernet fra likestrømkretsene.
For å være sikkert på at all strøm er fjernet, finn vernebryterne eller sikringene på likestrømlinjene
som går til likestrømkretsene. Slå AV vernebryteren for likestrømlinjen og fjern linjesikringene for
likestrøm.

Aviso

Antes de executar qualquer dos procedimentos a seguir, assegure que a energia esteja removida
dos circuitos CC. Para assegurar que toda a energia está removida, localize os disjuntores ou
fusíveis nas linhas de energia CC que servem os circuitos CC. DESLIGUE os disjuntores da linha de
energia CC e remova os fusíveis dessa linha.

¡Advertencia!

Antes de llevar a cabo cualquiera de los siguientes procedimientos, asegúrese de que los circuitos
de CC no reciban alimentación eléctrica. Para estar seguro de que se ha retirado toda la
alimentación eléctrica, localice los disyuntores o fusibles de las líneas de CC que alimentan los
circuitos de CC. Coloque los disyuntores de la línea de alimentación de CC en posición de apagado
(OFF) y retire los fusibles de la línea de alimentación de CC.

Varning!

Innan någon av följande åtgärder utförs ska man se till att strömmen är bortkopplad från
likströmskretsarna. För att se till att all ström är bortkopplad, leta reda på brytarna eller säkringarna
på likströmskablarna som leder till likströmskretsarna. Slå AV likströmsledningens brytare och ta
bort likströmsledningens säkringar.

ステートメント 1001：雷が発生しているときの作業

Warning
Waarschuwing

Varoitus

Do not work on the system or connect or disconnect cables during periods of lightning activity.
Tijdens onweer dat gepaard gaat met bliksem, dient u niet aan het systeem te werken of kabels aan
te sluiten of te ontkoppelen.
Älä työskentele järjestelmän parissa äläkä yhdistä tai irrota kaapeleita ukkosilmalla.

Attention

Ne pas travailler sur le système ni brancher ou débrancher les câbles pendant un orage.

Warnung

Arbeiten Sie nicht am System und schließen Sie keine Kabel an bzw. trennen Sie keine ab, wenn
es gewittert.

Avvertenza

Non lavorare sul sistema o collegare oppure scollegare i cavi durante un temporale con fulmini.

Advarsel

Utfør aldri arbeid på systemet, eller koble kabler til eller fra systemet når det tordner eller lyner.

Aviso
¡Advertencia!

Varning!

Não trabalhe no sistema ou ligue e desligue cabos durante períodos de mau tempo (trovoada).
No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el transcurso de descargas
eléctricas en la atmósfera.
Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta eller koppla loss kablar.

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチ インストレーション ガイド

D-12

OL-21561-02-J

付録 D

適合宣言および安全に関する情報
翻訳版の安全上の警告

ステートメント 1003：DC 電源の切断

Warning

Waarschuwing

Varoitus

Before performing any of the following procedures, ensure that power is removed from the
DC circuit.
Voordat u een van de onderstaande procedures uitvoert, dient u te controleren of de stroom naar het
gelijkstroom circuit uitgeschakeld is.
Varmista, että tasavirtapiirissä ei ole virtaa ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista.

Attention

Avant de pratiquer l'une quelconque des procédures ci-dessous, vérifier que le circuit en courant
continu n'est plus sous tension.

Warnung

Vor Ausführung der folgenden Vorgänge ist sicherzustellen, daß die Gleichstromschaltung
keinen Strom erhält.

Avvertenza

Prima di svolgere una qualsiasi delle procedure seguenti, verificare che il circuito CC non
sia alimentato.

Advarsel
Aviso

Før noen av disse prosedyrene utføres, kontroller at strømmen er frakoblet likestrømkretsen.
Antes de executar um dos seguintes procedimentos, certifique-se que desligou a fonte de
alimentação de energia do circuito de corrente contínua.

¡Advertencia!

Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la alimentación del circuito de
corriente continua (CC) esté cortada (OFF).

Varning!

Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera att strömförsörjningen till
likströmskretsen är bruten.
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Aviso

Advarsel

Antes de executar qualquer um dos procedimentos a seguir, verifique se a energia foi removida do
circuito DC.
Før du udfører nogen af følgende procedurer, skal du sikre dig, at der ikke er strøm til
jævnstrømskredsløbet.
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ステートメント 1004：設置方法

Warning

Read the installation instructions before connecting the system to the power
source.

Waarschuwing

Raadpleeg de installatie-instructies voordat u het systeem op de voedingsbron
aansluit.

Varoitus

Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention

Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les
directives d'installation.

Warnung

Vor dem Anschließen des Systems an die Stromquelle die
Installationsanweisungen lesen.

Avvertenza

Advarsel

Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema
all'alimentatore.
Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso

Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à fonte de energia.

¡Advertencia!

Lea las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la red de
alimentación.

Varning!

Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till
strömförsörjningsenheten.
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ステートメント 1006：ラックへの設置と保守に関するシャーシ警告

Warning

To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you must take special
precautions to ensure that the system remains stable. The following guidelines are provided to
ensure your safety:

• This unit should be mounted at the bottom of the rack if it is the only unit in the rack.
• When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the top with the heaviest
component at the bottom of the rack.

• If the rack is provided with stabilizing devices, install the stabilizers before mounting or servicing the unit in
the rack.
Waarschuwing

Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een rek monteert of het daar een
servicebeurt geeft, moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel
stabiel blijft. De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren:

• Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel het enige in het rek is.
• Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het rek van onderen naar boven te laden
met het zwaarste onderdeel onderaan in het rek.

• Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de stabilisatoren te monteren voordat u het
toestel in het rek monteert of het daar een servicebeurt geeft.
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Varoitus

Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on noudatettava erityisiä
varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata
seuraavia turvallisuusohjeita:

• Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan.
• Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen alaosasta kaikkein raskaimmalla
esineellä ja siirry sitten sen yläosaan.

• Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista telineeseen tai sen huoltamista siinä.
Attention

Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de montage ou de réparation de cette
unité en casier, il convient de prendre des précautions spéciales afin de maintenir la stabilité du
système. Les directives ci-dessous sont destinées à assurer la protection du personnelþ:

• Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit être placée dans le bas.
• Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger le casier de bas en haut en plaçant
l'élément le plus lourd dans le bas.

• Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les stabilisateurs avant de monter ou de réparer
l'unité en casier.
Warnung

Zur Vermeidung von Körperverletzung beim Anbringen oder Warten dieser Einheit in einem Gestell
müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, daß das System stabil bleibt. Die
folgenden Richtlinien sollen zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit dienen:

• Wenn diese Einheit die einzige im Gestell ist, sollte sie unten im Gestell angebracht werden.
• Bei Anbringung dieser Einheit in einem zum Teil gefüllten Gestell ist das Gestell von unten nach oben zu laden,
wobei das schwerste Bauteil unten im Gestell anzubringen ist.

• Wird das Gestell mit Stabilisierungszubehör geliefert, sind zuerst die Stabilisatoren zu installieren, bevor Sie
die Einheit im Gestell anbringen oder sie warten.
Avvertenza

Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un supporto,
occorre osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti
direttive vengono fornite per garantire la sicurezza personale:

• Questa unità deve venire montata sul fondo del supporto, se si tratta dell’unica unità da montare nel supporto.
• Quando questa unità viene montata in un supporto parzialmente pieno, caricare il supporto dal basso all’alto,
con il componente più pesante sistemato sul fondo del supporto.

• Se il supporto è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di montare o di procedere alla
manutenzione dell’unità nel supporto.
Advarsel

Unngå fysiske skader under montering eller reparasjonsarbeid på denne enheten når den befinner
seg i et kabinett. Vær nøye med at systemet er stabilt. Følgende retningslinjer er gitt for å verne
om sikkerheten:

• Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste enheten i kabinettet.
• Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal kabinettet lastes fra bunnen og opp med
den tyngste komponenten nederst i kabinettet.

• Hvis kabinettet er utstyrt med stabiliseringsutstyr, skal stabilisatorene installeres før montering eller utføring
av reparasjonsarbeid på enheten i kabinettet.
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Aviso

Para se prevenir contra danos corporais ao montar ou reparar esta unidade numa estante, deverá
tomar precauções especiais para se certificar de que o sistema possui um suporte estável. As
seguintes directrizes ajudá-lo-ão a efectuar o seu trabalho com segurança:

• Esta unidade deverá ser montada na parte inferior da estante, caso seja esta a única unidade a ser montada.
• Ao montar esta unidade numa estante parcialmente ocupada, coloque os itens mais pesados na parte inferior
da estante, arrumando-os de baixo para cima.

• Se a estante possuir um dispositivo de estabilização, instale-o antes de montar ou reparar a unidade.
¡Advertencia!

Para evitar lesiones durante el montaje de este equipo sobre un bastidor, o posteriormente durante
su mantenimiento, se debe poner mucho cuidado en que el sistema quede bien estable. Para
garantizar su seguridad, proceda según las siguientes instrucciones:

• Colocar el equipo en la parte inferior del bastidor, cuando sea la única unidad en el mismo.
• Cuando este equipo se vaya a instalar en un bastidor parcialmente ocupado, comenzar la instalación desde la
parte inferior hacia la superior colocando el equipo más pesado en la parte inferior.

• Si el bastidor dispone de dispositivos estabilizadores, instalar éstos antes de montar o proceder al
mantenimiento del equipo instalado en el bastidor.
Varning!

För att undvika kroppsskada när du installerar eller utför underhållsarbete på denna enhet på en
ställning måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att systemet står
stadigt. Följande riktlinjer ges för att trygga din säkerhet:

• Om denna enhet är den enda enheten på ställningen skall den installeras längst ned på ställningen.
• Om denna enhet installeras på en delvis fylld ställning skall ställningen fyllas nedifrån och upp, med de tyngsta
enheterna längst ned på ställningen.

• Om ställningen är försedd med stabiliseringsdon skall dessa monteras fast innan enheten installeras eller
underhålls på ställningen.

•
•
•
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•
•
•

•
•
•

Aviso

Para evitar lesões corporais ao montar ou dar manutenção a esta unidade em um rack, é necessário
tomar todas as precauções para garantir a estabilidade do sistema. As seguintes orientações são
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Se esta for a única unidade, ela deverá ser montada na parte inferior do rack.
• Ao montar esta unidade em um rack parcialmente preenchido, carregue-o de baixo para cima com o
componente mais pesado em sua parte inferior.

• Se o rack contiver dispositivos estabilizadores, instale-os antes de montar ou dar manutenção à unidade
existente.
Advarsel

For at forhindre legemesbeskadigelse ved montering eller service af denne enhed i et rack, skal du
sikre at systemet står stabilt. Følgende retningslinjer er også for din sikkerheds skyld:

• Enheden skal monteres i bunden af dit rack, hvis det er den eneste enhed i racket.
• Ved montering af denne enhed i et delvist fyldt rack, skal enhederne installeres fra bunden og opad med den
tungeste enhed nederst.

• Hvis racket leveres med stabiliseringsenheder, skal disse installeres for enheden monteres eller serviceres i
racket.
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ステートメント 1008：クラス 1 レーザー製品

Warning
Waarschuwing
Varoitus

Class 1 laser product.
Klasse-1 laser produkt.
Luokan 1 lasertuote.

Attention

Produit laser de classe 1.

Warnung

Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza

Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel

Laserprodukt av klasse 1.

Aviso

Produto laser de classe 1.

¡Advertencia!
Varning!
Aviso
Advarsel

Producto láser Clase I.
Laserprodukt av klass 1.
Produto a laser de classe 1.
Klasse 1 laserprodukt.
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ステートメント 1017：立ち入り制限区域

Warning

Waarschuwing

This unit is intended for installation in restricted access areas. A restricted access area can be
accessed only through the use of a special tool, lock and key, or other means of security.
Deze eenheid is bestemd voor installatie in plaatsen met beperkte toegang. Toegang tot een
dergelijke plaats kan alleen verkregen worden door middel van een speciaal instrument, een slot
en sleutel of een ander veiligheidsmiddel.

Varoitus

Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi paikkaan, johon pääsy on rajoitettua. Tällaiseen paikkaan
pääsee vain erikoistyökalua, lukkoon sopivaa avainta tai jotakin muuta turvalaitetta käyttämällä.

Attention

Cet appareil est à installer dans des zones d'accès réservé. L'accès à une zone d'accès réservé n'est
possible qu'en utilisant un outil spécial, un mécanisme de verrouillage et une clé, ou tout autre
moyen de sécurité.

Warnung

Diese Einheit ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem Zutritt vorgesehen. Der Zutritt zu
derartigen Bereichen ist nur mit einem Spezialwerkzeug, Schloss und Schlüssel oder einer
sonstigen Sicherheitsvorkehrung möglich.

Avvertenza

Advarsel

Aviso

Questa unità è prevista per essere installata in un'area ad accesso limitato, vale a dire un'area
accessibile solo mediante l'uso di un attrezzo speciale, come lucchetto e chiave, o altri dispositivi
di sicurezza.
Denne enheten er beregnet på installasjon i områder med begrenset tilgang. Et begrenset
tilgangsområde kan bare nås ved hjelp av et spesielt verktøy, lås og nøkkel, eller andre
sikkerhetsanordninger.
Esta unidade foi concebida para instalação em áreas de acesso restrito. Uma área de acesso restrito
é uma área à qual apenas tem acesso o pessoal de serviço autorizado, que possua uma ferramenta,
chave e fechadura especial, ou qualquer outra forma de segurança.
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¡Advertencia!

Esta unidad ha sido diseñada para instalación en áreas de acceso restringido. Sólo puede obtenerse
acceso a una de estas áreas mediante la utilización de una herramienta especial, cerradura con
llave u otro medio de seguridad.

Varning!

Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat tillträde. Ett område med begränsat
tillträde kan endast tillträdas med hjälp av specialverktyg, lås och nyckel eller annan
säkerhetsanordning.

Aviso

Esta unidade deve ser instalada em áreas de acesso restrito. Uma área de acesso restrito só pode
ser acessada com o uso de uma ferramenta especial, cadeado e chave ou outros meios de
segurança.

Advarsel

Denne enhed er beregnet til installation i områder med begrænset adgang. Der kan kun opnås
adgang til et begrænset område ved at bruge et særligt stykke værktøj, lås og nøgle, eller en anden
form for sikkerhed.
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ステートメント 1019：主要な切断装置

Warning

The plug-socket combination must be accessible at all times, because it
serves as the main disconnecting device.

Waarschuwing

De combinatie van de stekker en het elektrisch contactpunt moet te allen tijde
toegankelijk zijn omdat deze het hoofdmechanisme vormt voor verbreking van
de aansluiting.

Varoitus

Pistoke/liitinkohta toimii pääkatkaisumekanismina. Pääsy siihen on pidettävä
aina esteettömänä.

Attention

La combinaison de prise de courant doit être accessible à tout moment parce
qu'elle fait office de système principal de déconnexion.

Warnung

Der Netzkabelanschluß am Gerät muß jederzeit zugänglich sein, weil er als
primäre Ausschaltvorrichtung dient.

Avvertenza

Il gruppo spina-presa deve essere sempre accessibile, poiché viene utilizzato
come dispositivo di scollegamento principale.
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Advarsel

Aviso

¡Advertencia!

Varning!

Kombinasjonen støpsel/uttak må alltid være tilgjengelig ettersom den
fungerer som hovedfrakoplingsenhet.
A combinação ficha-tomada deverá ser sempre acessível, porque funciona
como interruptor principal.
El conjunto de clavija y toma ha de encontrarse siempre accesible ya que
hace las veces de dispositivo de desconexión principal.
Man måste alltid kunna komma åt stickproppen i uttaget, eftersom denna
koppling utgör den huvudsakliga frånkopplingsanordningen.

ステートメント 1030：機器の設置

Warning

Waarschuwing

Varoitus

Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service
this equipment.
Deze apparatuur mag alleen worden geïnstalleerd, vervangen of hersteld door bevoegd
geschoold personeel.
Tämän laitteen saa asentaa, vaihtaa tai huoltaa ainoastaan koulutettu ja laitteen
tunteva henkilökunta.

Attention

Il est vivement recommandé de confier l'installation, le remplacement et la maintenance de ces
équipements à des personnels qualifiés et expérimentés.

Warnung

Das Installieren, Ersetzen oder Bedienen dieser Ausrüstung sollte nur geschultem, qualifiziertem
Personal gestattet werden.

Avvertenza

Questo apparato può essere installato, sostituito o mantenuto unicamente da un personale
competente.
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Advarsel

Aviso

¡Advertencia!
Varning!

Aviso

Advarsel

Bare opplært og kvalifisert personell skal foreta installasjoner, utskiftninger eller service på
dette utstyret.
Apenas pessoal treinado e qualificado deve ser autorizado a instalar, substituir ou fazer a revisão
deste equipamento.
Solamente el personal calificado debe instalar, reemplazar o utilizar este equipo.
Endast utbildad och kvalificerad personal bör få tillåtelse att installera, byta ut eller reparera
denna utrustning.

Somente uma equipe treinada e qualificada tem permissão para instalar, substituir ou dar
manutenção a este equipamento.
Kun uddannede personer må installere, udskifte komponenter i eller servicere dette udstyr.
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ステートメント 1040：製品の廃棄

Warning
Waarschuwing

Varoitus

Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.
Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle
nationale wetten en reglementen.
Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Attention

La mise au rebut ou le recyclage de ce produit sont généralement soumis à des lois et/ou directives
de respect de l'environnement. Renseignez-vous auprès de l'organisme compétent.

Warnung

Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes
erfolgen.

Avvertenza

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere eseguito secondo le leggi e regolazioni locali.

Advarsel

Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og
bestemmelser.

Aviso
¡Advertencia!
Varning!

Deitar fora este produto em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.
Al deshacerse por completo de este producto debe seguir todas las leyes y reglamentos nacionales.
Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser.
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Aviso

Advarsel

O descarte definitivo deste produto deve estar de acordo com todas as leis e regulamentações
nacionais.
Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.
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ステートメント 1045：短絡保護

Warning

Waarschuwing

Varoitus

This product requires short-circuit (overcurrent) protection, to be provided as part of the building
installation. Install only in accordance with national and local wiring regulations.
Voor dit product moet kortsluitbeveiliging (overstroombeveiliging) deel uitmaken van de installatie
in het gebouw. De installatie moet voldoen aan de nationale en lokale bedradingvoorschriften.
Tämä tuote vaatii suojauksen oikosulkuja (ylivirtaa) vastaan osana asennusta rakennukseen.
Asenna ainoastaan kansallisten ja paikallisten johdotussäännösten mukaisesti.

Attention

La protection de ce produit contre les courts-circuits (surtensions) doit être assurée par la
configuration électrique du bâtiment. Vérifiez que l'installation a lieu uniquement en conformité
avec les normes de câblage en vigueur au niveau national et local.

Warnung

Für dieses Produkt ist eine Kurzschlußsicherung (Überstromsicherung) erforderlich, die als Teil der
Gebäudeinstallation zur Verfügung gestellt wird. Die Installation sollte nur in Übereinstimmung mit
den nationalen und regionalen Vorschriften zur Verkabelung erfolgen.

Avvertenza

Questo prodotto richiede una protezione contro i cortocircuiti, da fornirsi come parte integrante
delle dotazioni presenti nell’edificio. Effettuare l’installazione rispettando le Norme CEI pertinenti.

Advarsel

Dette produktet krever beskyttelse mot kortslutninger (overspenninger) som en del av
installasjonen. Bare installer utstyret i henhold til nasjonale og lokale krav til ledningsnett.

Aviso

Este produto requer proteção contra curto-circuitos (sobreintensidade de corrente), que deve estar
instalada nos edifícios. Instale apenas de acordo com as normas de instalação elétrica nacionais
e locais.

Advertencia

Este producto necesita estar conectado a la protección frente a cortacircuitos (sobretensiones) que
exista en el edificio. Instálelo únicamente en conformidad con las regulaciones sobre cableado,
tanto locales como nacionales, a las que se tenga que atener.

Varning!

Denna produkt kräver att kortslutningsskydd (överström) tillhandahålles som en del av
byggnadsinstallationen. Installera bara i enlighet med nationella och lokala
kabeldragningsbestämmelser.
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Aviso

Este produto requer uma proteção contra curto-circuito (sobrecorrente) que deve fazer parte da
instalação do edifício. Faça a instalação somente de acordo com as regulamentações de
cabeamento nacionais e locais.

Advarsel

Dette produkt kræver beskyttelse mod kortslutning (overstrøm). Dette skal være en del
elinstallationen i bygningen. Installation skal ske i overensstemmelse med nationale og lokale
ledningsregler.
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ステートメント 1046：装置の設置または交換

Warning

Waarschuwing

Varoitus

When installing or replacing the unit, the ground connection must always be made first and
disconnected last.
Bij installatie of vervanging van het toestel moet de aardverbinding altijd het eerste worden
gemaakt en het laatste worden losgemaakt.
Laitetta asennettaessa tai korvattaessa on maahan yhdistäminen aina tehtävä ensiksi ja
maadoituksen irti kytkeminen viimeiseksi.

Attention

Lors de l’installation ou du remplacement de l’appareil, la mise à la terre doit toujours être
connectée en premier et déconnectée en dernier.

Warnung

Der Erdanschluß muß bei der Installation oder beim Austauschen der Einheit immer zuerst
hergestellt und zuletzt abgetrennt werden.

Avvertenza

Advarsel
Aviso

¡Advertencia!

Varning!

Aviso

In fase di installazione o sostituzione dell'unità, eseguire sempre per primo il collegamento a massa
e disconnetterlo per ultimo.
Når enheten installeres eller byttes, må jordledningen alltid tilkobles først og frakobles sist.
Ao instalar ou substituir a unidade, a ligação à terra deverá ser sempre a primeira a ser ligada, e a
última a ser desligada.
Al instalar o sustituir el equipo, conecte siempre la toma de tierra al principio y desconéctela
al final.
Vid installation eller utbyte av enheten måste jordledningen alltid anslutas först och kopplas
bort sist.

Ao instalar ou substituir a unidade, a conexão terra sempre deve ser executada primeiro e
desconectada em seguida.
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Advarsel

Ved installation og genmontering af enheden, skal jordforbindelsen altid installeres først og
afinstalleres sidst.

ステートメント 1051：レーザー放射

Warning

Invisible laser radiation may be emitted from disconnected fibers or connectors. Do not stare into
beams or view directly with optical instruments.

Waarschuwing

Losgekoppelde of losgeraakte glasvezels of aansluitingen kunnen onzichtbare laserstraling
produceren. Kijk niet rechtstreeks in de straling en gebruik geen optische instrumenten rond deze
glasvezels of aansluitingen.

Varoitus

Irrotetuista kuiduista tai liittimistä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota säteitä tai katso
niitä suoraan optisilla välineillä.
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Attention

Les fibres ou connecteurs débranchés risquent d'émettre des rayonnements laser invisibles à l'œil.
Ne regardez jamais directement les faisceaux laser à l'œil nu, ni d'ailleurs avec des instruments
optiques.

Warnung

Unterbrochene Fasern oder Steckerverbindungenkönnen unsichtbare Laserstrahlung abgeben.
Blicken Sie weder mit bloßem Auge noch mit optischen Instrumenten direkt in Laserstrahlen.

Avvertenza

Le fibre ottiche ed i relativi connettori possono emettere radiazioni laser. I fasci di luce non devono
mai essere osservati direttamente o attraverso strumenti ottici.

Advarsel

Det kan forekomme usynlig laserstråling fra fiber eller kontakter som er frakoblet. Stirr ikke direkte
inn i strålene eller se på dem direkte gjennom et optisk instrument.

Aviso

¡Advertencia!

Varning!

Aviso

Advarsel

Radiação laser invisível pode ser emitida de conectores ou fibras desconectadas. Não olhe
diretamente para os feixes ou com instrumentos ópticos.
Es posible que las fibras desconectadas emitan radiación láser invisible. No fije la vista en los
rayos ni examine éstos con instrumentos ópticos.
Osynlig laserstrålning kan avges från frånkopplade fibrer eller kontaktdon. Rikta inte blicken in i
strålar och titta aldrig direkt på dem med hjälp av optiska instrument.

Radiação laser invisível pode ser emitida a partir de fibras ou conectores desconectados. Não fixe
o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos.
Usynlig laserstråling kan forekomme fra brugte fibre eller stik. Stir ikke ind i stråler eller direkte
med optiske instrumenter.
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ステートメント 1072：相互接続による感電

Warning

Waarschuwing

Voltages that present a shock hazard may exist on Power over Ethernet (PoE) circuits if
interconnections are made using uninsulated exposed metal contacts, conductors, or terminals.
Avoid using such interconnection methods, unless the exposed metal parts are located within a
restricted access location and users and service people who are authorized within the restricted
access location are made aware of the hazard. A restricted access area can be accessed only
through the use of a special tool, lock and key or other means of security.
Voltages kunnen elektrische schokken veroorzaken in PoE (Power over Ethernet)-circuits als er
verbindingen worden gemaakt met blootliggende metalen contactpunten, geleiders of
aansluitingspunten die niet zijn geïsoleerd. Gebruik dit type verbinding niet tenzij de blootliggende
metalen onderdelen zich bevinden op een locatie met beperkte toegang en de gebruikers en
onderhoudstechnici die toegang tot deze locatie hebben, op het gevaar worden gewezen. De locatie
met beperkte toegang kan alleen worden geopend met speciaal gereedschap, slot en sleutel of een
andere beveiligingsmethode.
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Varoitus

Sisäisissä Ethernet (PoE) -virtapiireissä voi olla sähköiskun vaaran aiheuttavia jännitteitä, jos
kytkentöihin käytetään eristämättömiä paljaita metalliliittimiä tai -johtimia. Vältä tällaisia
kytkentöjä, elleivät paljaat metalliosat ole rajatussa paikassa. Ilmoita valtuutetuille käyttäjille ja
huoltohenkilöille vaarasta. Rajattuun alueeseen pääsee käsiksi ainoastaan erityistyökalua, lukkoa
ja avainta tai muuta turvallista menetelmää käyttämällä.

Attention

Les tensions existant sur les alimentations utilisant la technologie PoE (Power over Ethernet)
peuvent constituer un risque d'électrocution si les interconnexions sont effectuées en utilisant des
terminaux, conducteurs ou contacts métalliques exposés non isolés. Évitez d'utiliser de telles
méthodes d'interconnexion à moins que les pièces métalliques exposées ne se trouvent dans un
emplacement d'accès restreint et que les utilisateurs et les responsables du service autorisés dans
cet emplacement d'accès restreint ne soient conscients du danger. Une zone d'accès restreint peut
être accédée uniquement à l'aide d'une clé, d'un outil et d'un verrou spécial, ou d'autres moyens de
sécurité.

Warnung

Bei Power-over-Ethernet-(PoE-)Schaltkreisen besteht u.U. Stromschlaggefahr, wenn Verbindungen
unter Verwendung nicht isolierter, freiliegender Metallkontakte, Leiter oder Anschlussklemmen
hergestellt werden. Vermeiden Sie das Herstellen solcher Verbindungen, es sei denn, die
freiliegenden Metallteile befinden sich an Orten mit beschränktem Zugang, und Personen, die
Zugang dazu haben, sind ausdrücklich über diese Gefahr informiert worden. Ein Ort mit
beschränktem Zugang ist nur mit Hilfe eines speziellen Werkzeugs, Schloss und Schlüssels oder
anderen Sicherheitseinrichtungen zugänglich.

Avvertenza

Nei circuiti con alimentazione via Ethernet (PoE) possono verificarsi pericoli di scosse elettriche se
si creano connessioni con contatti metallici, conduttori o terminali scoperti. Evitare di utilizzare i
metodi di connessione sopraelencati a meno che le parti metalliche esposte non si trovino in una
zona riservata e gli utenti e il personale di assistenza, che sono autorizzati ad accedere nella
suddetta zona, siano stati messi al corrente del pericolo. È possibile accedere alla zona riservata
solamente utilizzando gli appositi elementi di sicurezza.

Advarsel

I strømkretser med PoE (Power over Ethernet) kan det være spenninger som kan utgjøre støtfare hvis
det blir foretatt sammenkoblinger med uisolerte, eksponerte kontakter, ledere eller terminaler av
metall. Unngå å bruke slike sammenkoblingsmetoder med mindre de eksponerte metalldelene er i
et område med begrenset tilgang, og brukere og servicepersonell som har tilgang til det begrensede
området, blir gjort oppmerksom på faren. Et område med begrenset tilgang kan bare åpnes ved hjelp
av spesialverktøy, nøkkel eller andre sikkerhetstiltak.

Aviso

Pode haver voltagens que representam perigo de choque em circuitos PoE (Power over Ethernet) se
as interconexões forem feitas utilizando-se terminais, condutores ou contatos de metal exposto e
sem isolamento. Evite utilizar tais métodos de interconexão a não ser que as partes de metal
expostas estejam em um local de acesso restrito e os usuários e o pessoal de serviço com acesso
autorizado a este local restrito estejam cientes do perigo. Uma área de acesso restrito só pode ser
acessada com o uso de uma ferramenta, fechadura e chave especial ou de outros meios de
segurança.

¡Advertencia!

Puede haber voltajes con riesgo de shock en circuitos de alimentación sobre el cableado Ethernet
(PoE), si para las interconexiones se utilizan contactos, conductores o terminales metálicos
descubiertos. Evite tales métodos de interconexión, a menos que las partes metálicas descubiertas
se encuentren en un lugar de acceso restringido y tanto los usuarios como el personal de servicios
en dicho lugar sean conscientes de la existencia de tal riesgo. Sólo se puede tener acceso a una
zona de acceso restringido mediante el uso de una herramienta especial, un candado y una llave u
otros medios de seguridad.
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Varning!

Det kan finnas spänningar på PoE-kretsarna (Power over Ethernet) som utgör risk för stötar om
sammankopplingarna görs med ej isolerade, exponerade kontakter, ledare och/eller terminaler av
metall. Undvik att använda sådana sammankopplingsmetoder, såvida inte de exponerade
metalldelarna finns i en plats med begränsad åtkomst. Användare och servicepersonal som tillåts
inom platsen med begränsad åtkomst måste vara medvetna om risken. Ett begränsat område kan
bara nås med ett speciellt verktyg eller lås, en speciell nyckel eller någon annan säkerhetsmetod.

ステートメント 1074：地域および国の電気規則への適合

Warning
Waarschuwing

Installation of the equipment must comply with local and national electrical codes. Statement 1074
Bij installatie van de apparatuur moet worden voldaan aan de lokale en nationale
elektriciteitsvoorschriften.
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Varoitus

Laitteisto tulee asentaa paikallisten ja kansallisten sähkömääräysten mukaisesti.

Attention

L'équipement doit être installé conformément aux normes électriques nationales et locales.

Warnung

Die Installation der Geräte muss den Sicherheitsstandards entsprechen.

Avvertenza
Advarsel
Aviso

¡Advertencia!
Varning!

L'installazione dell'impianto deve essere conforme ai codici elettrici locali e nazionali.
Installasjon av utstyret må samsvare med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter.
A instalação do equipamento tem de estar em conformidade com os códigos eléctricos locais e
nacionais.
La instalación del equipo debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales.
Installation av utrustningen måste ske i enlighet med gällande elinstallationsföreskrifter.
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ステートメント 1075：DC 電源端子の危険な電圧またはエネルギー

Warning

Hazardous voltage or energy may be present on DC power terminals. Always replace cover when
terminals are not in service. Be sure uninsulated conductors are not accessible when cover is in
place.

Waarschuwing

Op DC-aansluitingspunten kunnen zich gevaarlijke voltages of energieën voordoen. Plaats altijd de
afsluiting wanneer de aansluitingspunten niet worden gebruikt Zorg ervoor dat blootliggende
contactpunten niet toegankelijk zijn wanneer de afsluiting is geplaatst.

Varoitus

Tasavirtaliittimissä saattaa olla huomattava jännite tai teho. Sulje suojus aina, kun liittimet eivät ole
käytössä. Suojuksen ollessa suljettuna varmista, että kohde on suojattu eristämättömiltä johtimilta.

Attention

Le voltage ou l'énergie électrique des terminaux à courant continu peuvent être dangereux. Veillez
à toujours replacer le couvercle lors les terminaux ne sont pas en service. Assurez-vous que les
conducteurs non isolés ne sont pas accessibles lorsque le couvercle est en place.

Warnung

In mit Gleichstrom betriebenen Terminals kann es zu gefählicher Spannung kommen. Die Terminals
müssen abgedeckt werden, wenn sie nicht in Betrieb sind. Stellen Sie bei Benutzung der Abdeckung
sicher, dass alle nicht isolierten, stromführenden Kabel abgedeckt sind.

Avvertenza

I terminali di alimentazione DC potrebbero contenere voltaggio o energia pericolosi. Accertarsi di
sostituire il coperchio ogni qualvolta i terminali non sono operativi. Accertarsi che i conduttori
scoperti non siano accessibili quando il coperchio è inserito.

Advarsel

Det kan forekomme farlig spenning eller energi i likestrømsterminaler. Sett alltid dekselet på plass
når terminalene ikke er i bruk. Kontroller at uisolerte ledere ikke er tilgjengelige når dekselet er på
plass.

Aviso

Os terminais de corrente contínua podem fornecer tensão ou energia perigosa. Volte a colocar a
tampa, sempre que os terminais não estiverem a ser utilizados. Certifique-se de que os condutores
sem isolamento não estão acessíveis, quando a tampa estiver colocada.

¡Advertencia!

Puede haber energía o voltaje peligrosos en los terminales eléctricos de CC. Reemplace siempre la
cubierta cuando no estén utilizándose los terminales. Asegúrese de que no haya acceso a
conductores descubiertos cuando la cubierta esté colocada.

Varning!

Farlig spänning eller skadlig energi kan finnas i likströmsterminalerna. Sätt alltid tillbaka höljet när
terminalerna inte används. Försäkra att inga oisolerade ledare kan nås när höljet sitter på plats.
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適合規格
ここでは、すべての適合規格、安全性、EMC（クラス A またはクラス B）、電気通信、および NEBS
に関する規格を示します。Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチは、表 D-1 に示すように、
国内および国際規格に準拠しています。
表 D-1

標準準拠

仕様

標準

法令準拠

CE マーキングがある製品は 2006/95/EC およ
び 2004/108/EC 指令に準拠していることを示
します。これらの指令には、次に表示されて
いる安全性および EMC の規格が含まれてい
ます。

安全性

UL 60950-1 第 2 版
CAN/CSA-C22.2 No.60950-1 第 2 版
EN 60950-1 第 2 版
IEC 60950-1 第 2 版
AS/NZS 60950-1
GB4943 2001

EMC エミッション

47CFR Part 15 (CFR 47) Class A
AS/NZS CISPR22 クラス A
CISPR22 クラス A
EN55022 クラス A
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GR-1089-CORE Issue 3 ドキュメンテーション ステートメント

表 D-1

標準準拠 （続き）

仕様

標準

EMC エミッション
（続き）

ICES003 クラス A
VCCI クラス A
EN61000-3-2
EN61000-3-3
KN22 クラス A
CNS13438 クラス A
EN55024

EMC イミュニティ

CISPR24
EN300386
KN24
年度、リビジョン、および関連する変更の詳細については、http://www.cisco.com で入手可能な該当す
る適合宣言を参照してください。

Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F 対応スイッチは、表 D-2 に記載されている業界の EMC、安全
性、および環境規格に適合するように設計されています。
表 D-2

業界の EMC、安全性、および環境規格

仕様

標準

NEBS 基準レベル

SR-3580 NEBS レベル 3（GR-63-CORE issue 3、
GR-1089 CORE issue 5）

Verizon NEBS コンプラ

通信キャリア グループ（TCG）チェックリスト

イアンス

Qwest NEBS 要件
ATT NEBS

通信キャリア グループ（TCG）チェックリスト

ATT TP76200 レベル 3 および TCG チェックリスト

要件

ETSI

ETS 300 019-2-1、クラス 1.2 Storage
ETS 300 019-2-2、クラス 2.3 Transportation
ETS 300 019-2-3、クラス 3.2 Stationary Use

GR-1089-CORE Issue 3 ドキュメンテーション ステートメ
ント
ステートメント 7016：GR-1089-Core 建物内雷サージの要件
注意

GR-1089-Core 建物内雷サージの要件に適合するためには、両端がアースに接続されたシールド付
き（スクリーニングされた）ケーブルを使用します。
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GR-1089-CORE Issue 4 ドキュメンテーション ステートメ
ント
ステートメント 7001：静電気の軽減
この装置は、静電気に弱い可能性があります。装置を取り扱う前に、常に静電気防止用アンクルまたは
リスト ストラップを使用してください。静電気防止用ストラップの装置側を塗装されていない装置の
シャーシの面、または提供されている場合は装置の ESD ジャックに接続します。

ステートメント 7005：建物内落雷サージおよび AC 電源障害
警告

機器またはサブアセンブリの屋内ポートは、建物内配線や非露出配線、またはケーブル配線だけの接
続に適しています。装置またはサブアセンブリの建物内部のポートを、OSP またはその配線に接続
しているインターフェイスに金属的に接続しないでください。これらのインターフェイスは、屋内イ
ンターフェイス専用（GR-1089-CORE Issue 4 に記載されたタイプ 2 ポートまたはタイプ 4 ポー
ト）に設計されており、屋外用の OSP ケーブルと区別する必要があります。一次保護装置を追加し
ても、これらのインターフェイスを OSP 配線に金属的に接続するには不十分です。

ステートメント 7012：AC 電源ポートとインターフェイスをとる機器
この装置は、NFPA 70 National Electrical Code（NEC）に従ってサービス機器でサージ保護デバイス
（SPD）に付属の AC 主電源に接続します。

ステートメント 7013：装置のボンディング網
この装置は、共通ボンディング網（CBN）を使用する取り付けに適しています。

ステートメント 7014：設置の場所
この機器は、ネットワーク テレコミュニケーション施設や NEC が適用される場所での設置に適してい
ます。

ステートメント 7015：装置のボンディングおよびアース
装置のシャーシおよび取り付け金具の間の表面を合わせる前に、塗料または非導電コートはすべて除去
してください。表面を合わせる前に、表面を清掃し、酸化防止剤を塗ります。

ステートメント 7016：バッテリ リターン導体
この装置のバッテリ リターン導体は、隔離された DC（DC-I）として扱われます。
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European Directives

ステートメント 7017：最小の安定状態 DC 入力電圧
この装置は、–40.5 VDC の最小の安定状態電圧に低下せずに動作します。公称の DC 入力電圧定格値
は –48 VDC です。

European Directives
Statement 2002—Declaration of Conformity with Regard to the
Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC
This equipment complies with the essential requirements and other provisions of Directives 2006/95/EC
and 2004/108/EC.For more information, please refer to the Declaration of Conformity.

Statement 6005—California Perchlorate
Contamination Prevention Act (Title 22, California
Code of Regulations, Chapter 33)
The battery inside this product might contain perchlorate, a known hazardous substance, so special
handling and disposal of this product might be necessary.For more information about perchlorate
and best management practices for perchlorate-containing substances, see
http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm.

EMC クラス A の通知および警告
ここでは、Catalyst 4948E および Catalyst 4948E-F スイッチの EMC クラス A 警告について説明しま
す。

Statement 2017—Class A Notice for FCC
Modifying the equipment without Cisco’s authorization may result in the equipment no longer complying
with FCC requirements for Class A digital devices.In that event, your right to use the equipment may be
limited by FCC regulations, and you may be required to correct any interference to radio or television
communications at your own expense.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment.This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case users will be required
to correct the interference at their own expense.
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Statement 2021—Class A Notice for Canada
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ステートメント 191：VCCI 準拠クラス A 警告（日本）

Warning

This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a
domestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take
corrective actions.

Statement 256—Class A Warning for Hungary

Warning

This equipment is a class A product and should be used and installed properly according to the
Hungarian EMC Class A requirements (MSZEN55022). Class A equipment is designed for typical
commercial establishments for which special conditions of installation and protection distance are
used.
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Statement 257—Class A Notice for Taiwan and Other Traditional
Chinese Markets

Warning

This is a Class A Information Product, when used in residential environment, it may cause radio
frequency interference, under such circumstances, the user may be requested to take appropriate
countermeasures. Statement 257

Statement 294—Class A Warning for Korea

Warning

This is a Class A Device and is registered for EMC requirements for industrial use. The seller or
buyer should be aware of this. If this type was sold or purchased by mistake, it should be replaced
with a residential-use type.

ステートメント 340：CISPR22 に関するクラス A の警告

Warning

Waarschuwing

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in
which case the user may be required to take adequate measures. Statement 340
Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In
dat geval moet de gebruiker de juiste maatregelen nemen.

Varoitus

Tämä on A-luokan tuote. Kotona käytettynä tämä tuote voi aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, jolloin
käyttäjän tulisi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin häiriöiden ehkäisemiseksi.

Attention

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement local, ce produit peut entraîner des
perturbations radioélectriques, auquel cas l'utilisateur devra éventuellement prendre des mesures
adéquates.
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Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Bei der Verwendung dieses Produkts im Haus- oder
Wohnungsbereich kann es zu Funkstörungen kommen. In diesem Fall muss der Benutzer u. U.
angemessene Maßnahmen ergreifen.

Avvertenza

Prodotto di classe A. È possibile che il prodotto generi interferenze radio in un ambienti chiusi. In
questo caso l'utente deve intraprendere le misure adeguate per risolvere il problema.

Advarsel

Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og
brukeren kan da være nødt til å ta de nødvendige forholdsregler.

Aviso

Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência
de rádio. Nesse caso, talvez o usuário precise tomar as medidas adequadas.

¡Advertencia!

Varning!

Este es un producto de clase A. En el ámbito doméstico, este producto puede causar
radiointerferencias, lo que puede hacer necesaria la puesta en marcha de medidas adecuadas.
Detta är en klass A-produkt. Denna produkt kan orsaka radiostörningar inomhus. Det kan då vara ett
krav att användaren vidtar lämpliga åtgärder.
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ステートメント 371：電源ケーブルおよび AC アダプタ
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