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このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、

および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記

載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理
店にご連絡ください。

FCC クラス A 適合装置に関する記述：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適合してい
ることが確認済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネ

ルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテ

レビの受信障害が起こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉

防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 適合装置に関する記述：このマニュアルに記載された装置は、無線周波エネルギーを生成および放射する可能性があります。シスコシステ
ムズの指示する設置手順に従わずに装置を設置した場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。この装置はテスト済みであり、FCC
ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に適合していることが確認済みです。これらの仕様は、住宅地で使用したときに、このよ
うな干渉を防止する適切な保護を規定したものです。ただし、特定の設置条件において干渉が起きないことを保証するものではありません。

シスコシステムズの書面による許可なしに装置を改造すると、装置がクラス A またはクラス B のデジタル装置に対する FCC 要件に適合しなくなること
があります。その場合、装置を使用するユーザの権利が FCC 規制により制限されることがあり、ラジオまたはテレビの通信に対するいかなる干渉もユー
ザ側の負担で矯正するように求められることがあります。

装置の電源を切ることによって、この装置が干渉の原因であるかどうかを判断できます。干渉がなくなれば、シスコシステムズの装置またはその周辺機

器が干渉の原因になっていると考えられます。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。

・干渉がなくなるまで、テレビまたはラジオのアンテナの向きを変えます。

・テレビまたはラジオの左右どちらかの側に装置を移動させます。

・テレビまたはラジオから離れたところに装置を移動させます。

・テレビまたはラジオとは別の回路にあるコンセントに装置を接続します（装置とテレビまたはラジオがそれぞれ別個のブレーカーまたはヒューズで制

御されるようにします）。

米国シスコシステムズ社では、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 認定が無効になり、さらに製品を操作
する権限を失うことになります。

シスコシステムズが採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB（University of California, Berkeley）パブリック ド
メイン バージョンの一部として、UCB が開発したプログラムを最適化したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of
California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されま

す。シスコシステムズおよびこれら各社は、商品性や特定の目的への適合性、権利を侵害しないことに関する、または取り扱い、使用、または取引によっ

て発生する、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその代理店は、このマニュアルの使用またはこのマニュアルを使用できないことによって起こる制約、

利益の損失、データの損傷など間接的で偶発的に起こる特殊な損害のあらゆる可能性がシスコシステムズまたは代理店に知らされていても、それらに対

する責任を一切負いかねます。
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はじめに

対象読者

このマニュアルは、Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチのインストレーションを担当する
ネットワーキングまたはコンピュータの技術者が対象です。このマニュアルを使用するには、イー

サネットと LAN の概念および用語についての知識が必要です。

目的

このマニュアルでは、Cisco ME 4924-10GE イーサネットスイッチのハードウェア機能について記述
します。スイッチの物理特性やパフォーマンスを紹介するとともに、スイッチの設置手順およびト

ラブルシューティングについて説明します。

表示されるシステム メッセージやスイッチの設定方法などの説明は行いません。これらの詳細につ
いては、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、スイッチのコマンド リファレ
ンス、Cisco.com の Product Documentation ホーム ページにあるシステム メッセージ ガイドを参照し
てください。Cisco IOS Release 12.2 の標準コマンドについては、Cisco.com のホーム ページで Service
and Support > Technical Documents の順に選択し、Cisco IOS のマニュアル セットを参照してくだ
さい。Cisco Product Documentation のホーム ページで、Cisco IOS Software ドロップダウン リストか
ら Release 12.2 を選択します。
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はじめに

マニュアルの構成

マニュアルの構成

このマニュアルの構成は、次のとおりです。

第 1 章「製品概要」。スイッチの物理特性および機能の概要です。この章では、スイッチ ポート、
サポートする規格、およびスイッチの LED について説明します。

第 2 章「スイッチのインストレーション」。スイッチの起動手順、壁面、台、または棚にスイッチ
を設置する手順、スイッチを積み重ねる場合の手順、ラック、壁面、台、または棚にスイッチを取

り付ける手順、さらにポート接続手順について説明します。

第 3 章「電源装置の接続」。AC 電源装置および DC 電源装置の接続手順および取り外し手順につい
て説明します。

第 4 章「トラブルシューティング」。スイッチのインストレーション時に問題が発生した場合に、問
題を特定して解消する方法について説明します。

付録 A「製品仕様」。スイッチの物理仕様、環境仕様、および適合規格の一覧です。

付録 B「コネクタおよびケーブルの仕様」。スイッチとの接続に使用できるコネクタ、ケーブル、お
よびアダプタについて説明します。

付録 C「スイッチの初期設定」。スイッチを設置して設定する手順を示したクイック ガイドです。

表記法

このマニュアルでは、注釈、注意、および警告に次の表記法および記号を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

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

す。

警告の定義

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り扱い作

業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。

これらの注意事項を保存しておいてください。
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関連資料

関連資料

（注） スイッチを設置、設定、またはアップグレードする前に、次の資料を参照してください。

• 初期設定については、このマニュアルの付録 C「スイッチの初期設定」を参照してください。

• アップグレードについては、リリース ノートの「Downloading Software」を参照してください。

Cisco.com のサイトから、または「マニュアルの発注方法」（p.x）に記載されている電話番号から、
DOC-xxxxxx= を指定することによって、印刷資料も発注できます。Cisco ME 4924-10GE スイッチ
のソフトウェアは Catalyst 4500 シリーズ スイッチと共通であり、ソフトウェアについては、主に
Catalyst 4500 ユーザを対象とした資料で扱っています。

• 『Release Notes for the Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch』（発注はできませんが、Cisco.com か
ら入手できます）

• 『Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch Getting Started Guide』（Customer Order Number: 
DOC-7817609=）

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch』
（Customer Order Number: DOC-7817610=）

• 『Catalyst 4500 Series Switch Software Configuration Guide』（発注はできませんが、Cisco.com から
入手できます）

• 『Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』（発注はできませんが、Cisco.com から入手でき
ます）

• 『Catalyst 4500 Series Switch Software Message Guide』（発注はできませんが、Cisco.com から入手
できます）

• 『Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch Hardware Installation Guide』（発注はできませんが、
Cisco.com から入手できます )

• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Installation Notes』（Customer Order Number: 
DOC-7815160=）

• 『Cisco Small Form-Factor Pluggable Modules Compatibility Matrix』（発注はできませんが、Cisco.com
から入手できます）
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はじめに

マニュアルの入手方法

マニュアルの入手方法

Ciscoの製品マニュアルおよびその他の資料は、Cisco.com で入手できます。ここでは、シスコが提
供している各種製品マニュアル リソースについて説明します。

Cisco.com
シスコの最新のマニュアルは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport

シスコの Web サイトには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com

http://www.cisco.com/jp

シスコの Web サイトの各国語版へは、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Product Documentation DVD
Product Documentation DVD は、ポータブル メディアに収容された、技術的な製品マニュアルのラ
イブラリです。DVD を使用すると、シスコのハードウェア製品およびソフトウェア製品のインス
トレーション ガイド、コンフィギュレーション ガイド、コマンド リファレンスにアクセスできま
す。この DVD では、次の URL からシスコの Web サイトにアクセして入手するのと同じ HTML 形
式のマニュアルおよび一部の PDF ファイルを利用できます。

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

Product Documentation DVD は定期的に作成されて公開されます。この DVD は単独で、または年間
契約でご利用いただけます。Cisco.com に登録されている場合、Cisco Marketplace の Product
Documentation Store から Product Documentation DVD（Customer Order Number DOC-DOCDVD= また
は DOC-DOCDVD=SUB）を発注できます。URL は次のとおりです。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore

マニュアルの発注方法

Cisco Marketplace を利用するには、Cisco.com への登録が必要です。登録ユーザは、次の URL にア
クセスして、Product Documentation Store からシスコの製品マニュアルを発注できます。

http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore

ユーザ ID またはパスワードがない場合は、次の URL から登録してください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore
http://www.cisco.com/go/marketplace/docstore
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/jp
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シスコ製品のセキュリティ

シスコ製品のセキュリティ

シスコでは、無償の Security Vulnerability Policy ポータルを次の URL で提供しています。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このサイトでは、次の手順についての情報を検索できます。

• シスコ製品における脆弱性を報告する。

• シスコ製品のセキュリティ問題に対する支援を受ける。

• シスコからのセキュリティ情報を入手するために登録を行う。

シスコ製品に関するセキュリティ勧告、注意のリスト、および対応については、以下の URL で確
認できます。

http://www.cisco.com/go/psirt

Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication（PSIRT RSS）Feed をサブスクライ
ブすれば、セキュリティ勧告、注意のリスト、および対応が更新されるたびにリアル タイムで通知
されます。PSIRT RSS Feed のサブスクライブについては、次の URL で確認できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html

シスコ製品のセキュリティ問題の報告

シスコでは、安全な製品を提供することを目指しています。製品のリリース前に社内でテストを実

施し、すべての脆弱性を迅速に修正するように努めております。お客様がシスコ製品の脆弱性を発

見したと思われる場合は、次の PSIRT にご連絡ください。

• 緊急度の高い問題 ― security-alert@cisco.com

緊急度の高い問題とは、システムが激しい攻撃を受けている状態、または急を要する深刻なセ

キュリティの脆弱性を報告する必要がある状態を指します。それ以外の状態はすべて、緊急度

の低い問題とみなされます。

• 緊急度の低い問題 ― psirt@cisco.com

緊急度の高い問題の場合、次の電話番号で PSIRT に問い合わせることができます。

• 1 877 228-7302

• 1 408 525-6532

ヒント お客様が第三者に知られたくない情報をシスコに送信する場合、Pretty Good Privacy（PGP）または
PGP と互換性のある製品（GnuPG など）を使用して情報を暗号化することを推奨します。PSIRT
は、PGP バージョン 2.x ～ 9.xで暗号化された情報を取り扱うことができます。

無効な暗号鍵または失効した暗号鍵は使用しないでください。PSIRT と通信する際は、次の URL に
ある Security Vulnerability Policy ページの Contact Summary にリンクされている有効な公開鍵を使用
してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

このページのリンクに、現在使用されている PGP 鍵の ID があります。

PGP を所有していないまたは使用しない場合は、機密情報を送信する前に PSIRT に連絡し、別の
データ暗号化方法をご利用ください。

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
http://www.cisco.com/go/psirt
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
mailto:security-alert@cisco.com
mailto:psirt@cisco.com
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
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Product Alerts および Field Notices
シスコ製品の変更または更新は、Cisco Product Alerts および Cisco Field Notices で告知されます。Cisco
Product Alerts および Cisco Field Notices を受け取るには、Cisco.com の Product Alert Tool を使用しま
す。このツールを使用すると、プロファイルを作成し、情報が必要な製品を選択できます。

Product Alert Tool を利用するには、Cisco.com に登録しておく必要があります（Cisco.com への登録
用 URL：http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do）。登録ユーザは次の URL からツールを利用で
きます。http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://tools.cisco.com/Support/PAT/do/ViewMyProfiles.do?local=en
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テクニカル サポート
Cisco Technical Support では、評価の高い 24 時間体制のテクニカル サポートを提供しています。
Cisco.com の Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、広範囲にわたるオンライン
でのサポート リソースを提供しています。さらに、シスコシステムズとサービス契約を結んでいる
場合は、Technical Assistance Center（TAC）のエンジニアによる電話サポートも提供されます。シ
スコシステムズとサービス契約を結んでいない場合は、リセラーにお問い合わせください。

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
Cisco Technical Support & Documentation Web サイトでは、オンラインで資料やツールを利用して、
トラブルシューティングやシスコ製品およびテクノロジーに関する技術上の問題の解決に役立て

ることができます。この Web サイトは 24 時間ご利用いただけます。次の URL にアクセスしてく
ださい。

http://www.cisco.com/techsupport

Cisco Technical Support & Documentation Web サイト上のツールにアクセスする際は、いずれも
Cisco.com のログイン ID およびパスワードが必要です。サービス契約が有効で、ログイン ID また
はパスワードを取得していない場合は、次の URL で登録手続きを行ってください。

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

（注） テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、Cisco Product Identification Tool を使用して、
製品のシリアル番号をご確認ください。このツールにアクセスするには、Cisco Technical Support &
Documentation Web サイトで、Tools & Resources リンク、All Tools（A-Z）タブの順にクリックし、
アルファベット順のリストから Cisco Product Identification Tool を選択します。このツールは、製
品 ID またはモデル名、ツリー表示、または特定の製品に対する show コマンド出力のコピー & ペー
ストによる 3 つの検索オプションを提供します。検索結果には、シリアル番号のラベルの場所がハ
イライトされた製品の説明図が表示されます。テクニカル サポートにお問い合わせいただく前に、
製品のシリアル番号のラベルを確認し、メモなどに控えておいてください。

ヒント Cisco.com の表示および検索

ブラウザで Web ページが更新されていないと思われる場合は、Ctrl キーを押さえたまま F5 を押し、
強制的に Web ページを更新させます。

技術情報を検索するには、Cisco.com Web サイト全体ではなく、技術マニュアルに検索を絞り込み
ます。Cisco.com のホーム ページで、Search ボックスの下の Advanced Search リンクをクリックし、
さらに Technical Support & Documentation オプション ボタンをクリックします。

http://www.cisco.com/techsupport
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Japan TAC Web サイト
Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ
メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ
さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ
トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ
グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく
ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

Service Request ツールの使用
オンラインの TAC Service Request ツールを使えば、S3 および S4 の問題について最も迅速にテクニ
カル サポートを受けられます（ネットワークの障害が軽微である場合、あるいは製品情報が必要な
場合）。状況をご説明いただくと、TAC Service Request ツールが推奨される解決方法を提供します。
これらの推奨リソースを使用しても問題が解決しない場合は、シスコの技術者が対応します。TAC
Service Request ツールは次の URL からアクセスできます。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

問題が S1 または S2 であるか、インターネットにアクセスできない場合は、電話で TAC にご連絡
ください（運用中のネットワークがダウンした場合、あるいは重大な障害が発生した場合）。S1 お
よび S2 の問題には シスコの技術者がただちに対応し、業務を円滑に運営できるよう支援します。

電話でテクニカル サポートを受ける際は、次の番号のいずれかをご使用ください。

アジア太平洋： +61 2 8446 7411
オーストラリア： 1 800 805 227
EMEA： +32 2 704 55 55
USA: 1 800 553 2447

TAC の連絡先一覧については、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

問題の重大度の定義

すべての問題を標準形式で報告するために、問題の重大度を定義しました。

重大度 1（S1） ― 既存のネットワークがダウンし、業務に致命的な損害が発生する場合。24 時間体
制であらゆる手段を使用して問題の解決にあたります。

重大度 2（S2） ― ネットワークのパフォーマンスが著しく低下、またはシスコ製品のパフォーマン
ス低下により業務に重大な影響がある場合。通常の業務時間内にフルタイムで問題の解決にあたり

ます。

重大度 3（S3） ― ネットワークのパフォーマンスが低下しているが、ほとんどの業務運用が機能し
ている場合。通常の業務時間内にサービスの復旧を行います。

重大度 4（S4） ― シスコ製品の機能、インストレーション、基本的なコンフィギュレーションにつ
いて、情報または支援が必要で、業務への影響がほとんどまたはまったくない場合。

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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その他の資料および情報の入手方法

シスコの製品、テクノロジー、およびネットワーク ソリューションに関する情報について、さまざ
まな資料をオンラインおよび印刷物で入手することができます。

• Cisco Online Subscription Center という Web サイトで登録すると、シスコのさまざまなニューズ
レターその他を電子メールで受け取れます。プロファイルを作成し、購読する資料を選択しま

す。Cisco Online Subscription Center には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/offer/subscribe

• 『Cisco Product Quick Reference Guide』はコンパクトで使いやすい製品ガイドです。チャネル パー
トナー経由で販売される多数のシスコ製品に関する簡単な製品概要、主要機能、サンプル部品

番号、および技術仕様の要約が掲載されています。年 2 回更新され、最新の製品情報が収録さ
れます。『Cisco Product Quick Reference Guide』の発注方法および詳細については、次の URL か
らアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/guide

• Cisco Marketplace では、さまざまなシスコの書籍、参考資料、マニュアル、およびロゴ入り商
品を提供しています。Cisco Marketplace には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/go/marketplace/

• Cisco Press では、ネットワーク、トレーニング、認定関連の出版物を幅広く発行しています。
初心者から上級者まで、さまざまな読者向けの出版物があります。Cisco Press の最新の出版情
報などについては、次の URL からアクセスしてください。

http://www.ciscopress.com

• 『Internet Protocol Journal』は、インターネットおよびイントラネットの設計、開発、運用を担
当するエンジニア向けに、シスコシステムズが発行する季刊誌です。『Internet Protocol Journal』
には、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/ipj

• シスコシステムズが提供するネットワーク製品およびカスタマー サポート サービスについて
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection は、ネットワーキング専門家がネットワーキング製品やネッ
トワーキング技術に関する質問、提案、情報をシスコの専門家および他のネットワーキング専

門家と共有するためのインタラクティブな Web サイトです。ディスカッションに参加するに
は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/discuss/networking

• 『What's New in Cisco Documentation』は、シスコ製品マニュアルの最新リリース情報が得られる
オンライン資料です。毎月更新され、製品カテゴリ別にオンライン マニュアルがまとめられて
いるので、製品に対応するマニュアルがただちにわかります。『What's New in Cisco
Documentation』の最新リリースには、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/abtunicd/136957.htm

• シスコシステムズは最高水準のネットワーク関連のトレーニングを実施しています。トレーニ

ングの最新情報については、次の URL からアクセスしてください。

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

http://www.cisco.com/offer/subscribe
http://www.cisco.com/go/guide
http://www.cisco.com/go/marketplace/
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/ipj
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html
http://www.cisco.com/discuss/networking
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/abtunicd/136957.htm
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html


xvi
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

はじめに

その他の資料および情報の入手方法



C H A P T E R

1-1
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

1

製品概要

Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ（以後、スイッチと記述する場合もある）は、サービ
ス プロバイダーのカスタマー ルータ、スイッチ、またはその他の装置に接続する、ユーザ側のプ
ロバイダー エッジ アグリゲーション装置として使用可能なメトロ イーサネット スイッチです。こ
の章では、スイッチの機能について簡単に説明します。

• 機能（p.1-2）

• 前面パネル（p.1-4）

• 背面パネル（p.1-7）

• 管理オプション（p.1-9）
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機能

このスイッチをブロードバンド アグリゲーション スイッチとして配置すると、他のネットワーク
装置からの 100BASE-X SFP イーサネット トラフィックを 10 ギガビット アップリンクに集約でき
ます。Cisco ME 4924-10GE スイッチは 48 Gbps、ノンブロッキング全二重スイッチング ファブリッ
クを備えており、高速アプリケーションに適した 1 億 200 万パケット /秒のスイッチング容量が得
られます。

室温での低騒音運転が可能な着脱式自動可変速ファン トレーおよび着脱式で冗長構成の 300 W AC
または 300 W DC の電源装置によって、スイッチのフォールトトレランスが実現します。スイッチ
を稼働させたまま、故障したファン トレイを取り外し、新しいファン トレイに交換できます。冗
長電源装置がスイッチに無停電電力を供給している間に、故障した電源装置を交換することもでき

ます。

以下、スイッチの機能について説明します。

ハードウェア機能

Cisco ME 4924-10GE のハードウェアの装備

• ダウンリンクとして使用できる Small Form-Factor Pluggable（SFP）モジュール ポート× 24

• アップリンクまたはダウンリンクとして使用できる SFP ポート× 4

ポート番号については、「前面パネル」（p.1-4）を参照してください。

• AC または DC の入力および電源冗長性をサポートする電源装置ベイ× 2

電源装置の取り付け手順については、第 3 章「電源装置の接続」を参照してください。

• レイヤ 2、レイヤ 3、レイヤ 4 のスイッチング サービス

• X2 インターフェイスを使用する 10 ギガビット イーサネット アップリンク× 2

• RJ-45 インターフェイスを使用するシリアル コンソール管理ポート

• 室温での低騒音運転を実現する着脱式自動可変速ファン トレイ

• 256 MB SDRAM（固定）

• 64 MB 組み込みフラッシュ メモリ

• ポートで 48 Gbps のスイッチング容量、1 億 200 万パケット /秒の実転送速度

• 1 Gbps および 10 Gbps の EtherChannel

• ハードウェアベースのアクセス リスト

• ハードウェアでのストーム制御

ソフトウェア機能

このスイッチでは、Catalyst 4500 シリーズ スイッチ用のソフトウェアを使用します。Cisco ME
4924-10GE のソフトウェアの機能

• レイヤ 2 スイッチングで 55,000 の MAC アドレスをサポート

• 4,096 の VLAN および 4,096 の VLAN ID をサポート

－ すべてのポートで IEEE 802.1Q VLAN タギング

－ すべてのポートで ISL（スイッチ間リンク）

• マルチキャスト転送エントリ× 64,000 およびユニキャスト転送エントリ× 16,000

• 入力ポリサー× 1022 および出力ポリサー× 1022

• 入力 Security Access Control Entry（ACE; アクセス制御エントリ）× 32,000 および出力 Security
ACE × 32,000
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• ギガビット EtherChanel に関して PAgP（ポート集約プロトコル）によるポート アグリゲーショ
ンをサポート

• 次の機能を含めた Catalyst 4500 シリーズ管理ソフトウェア機能

－ Catalyst 4500 シリーズ スイッチと整合性のある CLI（コマンドライン インターフェイス）
および SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）インターフェイス

－ Catalyst 4500 シリーズ スイッチと互換性のある新機能開発

－ コンソール インターフェイスに接続した端末からのシリアル回線を介した帯域外管理を
サポート

－ 任意のスイッチ ポートからの SNMP、Telnet クライアント、および TFTP（簡易ファイル
転送プロトコル）を使用した帯域内管理をサポート

－ Remote Monitoring（RMON）

－ 標準のレイヤ 2 機能サポート：802.1D スパニングツリー、Cisco Discovery Protocol（CDP）、
VTP バージョン 2（プルーニング拡張機能を含む）、および Cisco Group Management Protocol
（CGMP）クライアント

• 次の機能を含めた組み込み管理機能

－ エンティティ MIB（管理情報ベース）、関連するすべての標準 MIB、および関連するすべ
ての Cisco MIB を含めた SNMP の全面的な調整

－ オプションの RMON プロセッシング モジュールを必要としない、ポート単位での最初の
4 つの RMON グループ（Ethernet Statistics、Alarms、Events、および History）のサポート

－ パフォーマンス管理情報

－ 組み込み CiscoView サポート

光サポート

このスイッチは、ギガビット イーサネット SFP モジュールをサポートします。次の URL を参照し
てください。

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a00804
46625.html

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a00803
85874.html

このスイッチは、X2 モジュールをサポートします。次の URL を参照してください。

• http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a00803
857e7.html

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a0080446625.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a0080385874.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a00803857e7.html
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前面パネル

1000Base-X イーサネット ポートは 1 ～ 24 の番号があり、ペアになっています。ペアの最初のメン
バー（ポート 1）は、左端の 2 番めのメンバー（ポート 2）の上にあります（図 1-1 を参照）。ポー
ト 3 はポート 4 の上、というようになります。

図 1-1 Cisco ME 4924-10GE スイッチの前面パネル

標準 SFP ポートの番号は 1 ～ 24 です（左から右）。アップリンク SFP ポートの番号は 25 ～ 28 です
（左から右）。X2 モジュール ポートの番号は 29 および 30 です（左から右）。

コンソール ポート
スイッチを PC に接続するには、スイッチのコンソール ポートに、付属の RJ-45/DB-9 メス ケーブ
ルを取り付けます。スイッチのコンソール ポートを端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25 メス DTE
アダプタが必要です。このアダプタが入ったキット（部品番号 ACS-DSBUASYN=）をご注文くだ
さい。コンソール ポートおよびアダプタのピン割り当てについては、「コネクタおよびケーブルの
仕様」（p.B-1）を参照してください。

このポートを使用すると、初期設定を行えます。付録 C「スイッチの初期設定」を参照してください。

管理ポート

管理ポートは、ネットワーク障害が原因で破損したスイッチ ソフトウェア イメージを回復する場
合に使用します（ROMMON モードのみ）。スイッチが正常に動作している間、このポートはアク
ティブではありません。

トラフィックの設定とモニタ用に、スイッチ上の正常なポートの 1 つを管理ポートとして指定する
必要があります。このネットワークに管理ポートを接続しないでください。管理ポートは、直接コ

ンソール接続の場合に限って使用します。

SFP モジュール ポート
このスイッチでは、ギガビット イーサネット SFP モジュールを使用して光ファイバ接続を確立し
ます。これらのトランシーバ モジュールは、現場で交換可能であり、SFP モジュール ポートに搭
載した場合にアップリンク インターフェイスを提供します。他のスイッチとのギガビット アップ
リンク接続に SFP モジュールを使用できます。光ファイバ SFP モジュールの接続には、LC コネク
タ付きの光ファイバ ケーブルを使用します。銅線 SFP モジュールの接続には、RJ-45 コネクタ付き
のカテゴリ 5 ケーブルを使用します。

これらの SFP モジュールの詳細については、使用する SFP モジュールのマニュアルを参照してくだ
さい。

1 標準 SFP ポート× 24 3 拡張サービス SFP ポート× 4

2 コンソール ポートおよび管理ポート 4 X2 モジュール ポート× 2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

15
48

69

1 2 3 4

Cisco ME 4924-10GE

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_table09186a00803857e7.html
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LED
スイッチの LED を使用すると、スイッチの動作とパフォーマンスをモニタできます。図 1-2 および
図 1-3 にスイッチの LED を示します。

図 1-2 Cisco ME 4924-10GE スイッチの LED

図 1-3 Cisco ME 4924-10GE スイッチのアップリンクおよび管理ポート

1 電源装置 1 の LED 4 ステータス LED

2 電源装置 2 の LED 5 ポート LED

3 ファン LED

1         2             3        4              5        6              7        8

1         2             3        4              5        6              7        8

9       10            11      12           13       14           15       16 17      18            19      20           21       22           23       24STATUS

PS1

PS2

FAN

STATUS

PS1

PS2

FAN

15
48

70

1

2

3

4 5

1 管理ポート 5 拡張サービス ポートの ENABLED LED

2 アップリンク SFP 6 X2-1 ポートのステータス LED

3 X2 ポート 7 X2 ポートの ENABLED LED

4 管理ポート LED 8 X2-2 ポートのステータス LED

15
48

72

Cisco ME 4924-10GE

25      26           ENABLED         27      28 29 30ENABLED
CON MGMT

54 6 7 8

1 2 3



第 1章      製品概要
前面パネル

1-6
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

Cisco ME 4924-10GE スイッチ前面パネルの LED（図 1-2 および図 1-3 を参照）が提供するステータ
ス情報は、次のとおりです。

• STATUS LED は、Cisco ME 4924-10GE スイッチの動作状態を示します。

• PS1 LED は、内蔵電源装置の状態を示します。

• PS2 LED は、内蔵電源装置の状態を示します。

• FAN LED は、ファン トレイの状態を示します。

• リンク ステータス LEDは、10/100/1000 BASE-T 管理ポートの下にあります。

表 1-1 に、LED の機能を示します。

表 1-1 LED の機能

LED 色または状態 説明

ステータス

グリーン

レッド

オレンジに点滅

オレンジ

消灯

Cisco ME 4924-10GE は、起動時に一連の診断テストを実行しま
す。

すべてのテストに合格

個別ポート テスト以外のテストが失敗
システムの起動中または診断テストの実行中

システムが ROMMON モードまたは電源装置が故障
スイッチが使用不可

MGT グリーン

消灯

10/100/1000 BASE-T 管理ポートがリンクアップ状態

10/100/1000 BASE-T 管理ポートがリンクダウン状態または未接
続

このポートに点滅、レッド、またはオレンジの状態はありません。

ポート 1 ～ 28 グリーン
オレンジ

オレンジに点滅

消灯

ポートは動作可能

ポートはユーザによって使用不可

Power-on Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）で障害ポー
ト検出

信号が検出されない、またはリンク設定エラー

FAN 消灯

グリーン

レッド

スイッチまたはファンに給電されていない（特に、1 つ以上の電
源装置でステータス LED がグリーンの場合、トレイを挿入でき
ない場合がある）

ファン トレイが動作可能
障害検出

PS1 および 
PS2

消灯

グリーン

レッド

PS に給電されていない
動作可能1

障害検出または電源装置の接続時にオン/オフ スイッチがオフに
設定されていた

1. 一方の LED がグリーンに点灯し、他方が消灯している場合、電源装置が接続されていない可能性があります。
レッドに点灯している場合は、接続されているがスイッチがオンになっていないか、故障です。CLI を使用して
システムの状態を詳しく調べる必要があります。

ENABLED 消灯

グリーン

スイッチが起動

Cisco IOS の稼働中
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背面パネル

スイッチの背面パネルには、2 つの電源ベイおよび現場交換可能なファン トレイがあります（図 1-4
を参照）。

図 1-4 Cisco ME 4924-10GE スイッチの背面パネル

ホットスワップ可能なシステム ファン トレイは、シャーシの内蔵コンポーネントに冷気を供給し
ます。ファンの排気は背面から送出され、シャーシの両側面から新鮮な空気が取り込まれます。

（注） 環境仕様については、付録 A「製品仕様」を参照してください。

注意 ファン トレイを取り外すと、内部の回路が露出しますが、工具や指で触れないように注意してく
ださい。故障したファン トレイを新しいファン トレイに交換するための所要時間を超えて、ファ
ン トレイのない状態でシステムを稼働させないでください。

電源装置

（注） Cisco ME 4924-10GE スイッチの詳細な電源仕様については、付録 A「製品仕様」を参照してくださ
い。

Cisco 4924-10GE スイッチでは、冗長構成で 2 つの 300 W AC または 300 W DC 内蔵電源装置を使用
します。

1 電源装置 PS1 のオン /オフ スイッチ 5 電源装置 PS2 の AC ケーブル コネクタ

2 電源装置 PS2 のオン /オフ スイッチ 6 電源装置 PS2

3 電源装置 PS1 の AC ケーブル コネクタ 7 ファン トレイ

4 電源装置 PS1

15
48

71

1
2

3
5

74
6
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内蔵電源装置ごとに、電源コードおよびステータス LED（前面パネルの PS1 および PS2）が個別に
あります。電源装置には、入力（Input OK）および出力（Output OK）電流の状態を示す LED もあ
ります。電源コードを使用して、建物の AC 電源に電源装置を接続します。AC の Cisco ME 4924-10GE
スイッチ電源装置には、電源スイッチがあり、電源装置に電源コードが接続されていて、なおかつ

スイッチがオンの位置のときに、AC 電力が流れます。DC 電源装置は電源装置コードを使用しない
ので、オン /オフ スイッチもありません。

スイッチは電源装置を 1 つ接続しただけでも起動しますが、この構成の場合、冗長フェールオー
バーおよびロード シェアリングは利用できません。最大限の電源信頼性を確保するために、両方の
電源装置を常に、それぞれ異なる AC 回路または DC 回路に接続することを推奨します。

シャーシから AC 電源装置を取り外す、またはシャーシに搭載するときには、安全のため、先に AC
電源装置のスイッチをオフにしてプラグを外す必要があります。DC 電源装置は、取り外す前に電
源を遮断する必要があります。

電源装置を 1 つだけ使用する場合は、付属のブランク前面プレートを使用して、空の電源ベイを被
う必要があります。

電源装置の環境モニタ

環境モニタおよびレポート機能を使用すると、動作が停止しないうちに好ましくない環境条件を解

消し、正常なシステム動作を維持できます。

電源装置は、それぞれの温度および出力電圧をモニタします。条件がクリティカル スレッシュホー
ルドに達すると、過熱や過電流による損傷を避けるために、電源装置がシャットダウンする場合が

あります。Cisco ME 4924-10GE スイッチは、電源装置の動作条件を感知し、ソフトウェアを通じて
状態を報告します。

Cisco ME 4924-10GE スイッチの電源管理
このスイッチでは、AC 電源装置または DC 電源装置を選択できます。Cisco ME 4924-10GE スイッ
チで使用できる電源装置は、次のとおりです。

• 300 W AC

• 300 W DC

入力状態に関係なく、システムを稼働させることによって、冗長電源装置を識別して診断できます。

AC 電源装置および DC 電源装置は相互に交換可能です。

電源管理モード

Cisco ME 4924-10GE スイッチは、冗長電源管理モードをサポートします。このモードで両方の電源
装置が正常に動作している場合、それぞれが常時、必要な総システム電力の 20/80 ～ 45/55% を供
給します。一方の電源装置が故障すると、他方が必要な総電力の 100% まで出力を増やします。
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管理オプション

このスイッチには、次の管理オプションがあります。

• Cisco IOS CLI

CLI を使用してスイッチを全面的に設定およびモニタできます。CLI には、スイッチのコンソー
ル ポートに直接管理ステーションを接続するか、リモート管理ステーションから Telnet を使用
してアクセスできます。CLI を使用してリモート セットアップできるように、部分的なコン
フィギュレーションを作成する場合は、付録 C「スイッチの初期設定」を参照してください。
CLI を使用して完全なコンフィギュレーションを作成する手順の詳細については、Cisco.com に
アクセスし、『Catalyst 4500 Command Reference』を参照してください。

• CiscoView アプリケーション

CiscoView 装置管理アプリケーションでは、コンフィギュレーション パラメータの設定やス
イッチのステータスおよびパフォーマンスの情報の表示に使用するスイッチ イメージを表示
できます。CiscoView アプリケーションは、独立したアプリケーションとして、または SNMP
（簡易ネットワーク管理プロトコル）プラットフォームの一部として、スイッチとは別にご購

入ください。詳細については、CiscoView のマニュアルを参照してください。

• SNMP ネットワーク管理

HP OpenView や SunNet Manager などのプラットフォームが稼働している SNMP 対応管理ス
テーションからスイッチを管理できます。スイッチは、MIB 拡張機能の包括的なセットと 4 つ
の Remote Monitoring（RMON）グループをサポートしています。詳細については、Cisco.com
にあるスイッチ ソフトウェア コンフィギュレーション ガイドおよび SNMP アプリケーション
に付属のマニュアルを参照してください。

• Cisco Intelligence Engine 2100（IE2100）

Cisco IE200 Series Configuration Registrar は、スイッチ ソフトウェアの組み込み CNS エージェン
トと連動するネットワーク管理装置です。スイッチ固有の設定変更を行い、変更したコンフィ

ギュレーションをスイッチに送信して実行し、結果を記録することによって、初期設定や設定

の更新を自動的に行えます。

ネットワーク構成

ネットワーク構成の概念およびスイッチを使用して専用ネットワーク セグメントを作成し、ギガ
ビット イーサネット接続によってそれらのセグメントを相互接続する例については、Cisco.com に
あるスイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
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2

スイッチのインストレーション

この章では、スイッチの起動方法と、正常な動作を保証する Power-on Self-Test（POST; 電源投入時
セルフテスト）の意味について説明します。また、スイッチの設置方法、接続方法についても説明

します。この章の内容は次のとおりです。次の順番で手順を進めてください。

• インストレーションの準備（p.2-2）

• スイッチ動作の確認（p.2-5）

• スイッチのラックマウント（p.2-7）

• SFP モジュールの取り付けおよび取り外し（p.2-9）

• SFP モジュールへの接続（p.2-12）

• 次の作業（p.2-22）
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インストレーションの準備

ここでは、次の内容について説明します。

• 警告（p.2-2）

• インストレーションに関する注意事項（p.2-4）

• パッケージ内容の確認（p.2-4）

• スイッチ動作の確認（p.2-5）

警告

以下の警告は複数の言語に翻訳され、スイッチに付属の『Regulatory Compliance and Safety Information
Guide for the Cisco ME 4924-10GE Switch』に記載されています。

警告 電源に接続されている装置を扱う場合は、事前に指輪、ネックレス、腕時計などの装身具を外して

おいてください。これらの金属が電源やアースに接触すると、金属が過熱して大やけどをしたり、

金属類が端子に焼き付くことがあります。

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。

警告 セントラル オフィス環境で使用する場合、イーサネット ケーブルをシールドする必要があります。

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わないでく

ださい。

警告 インストレーション手順を読んでから、システムを電源に接続してください。

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。

• ラックに複数の装置を設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、下から順番に取り

付けます。

• 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、ラックにスイッ

チを設置したり、ラック内のスイッチを保守してください。
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警告 クラス 1 レーザー製品です。

警告 レーザー光を直接浴びないでください。

警告 この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。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。

警告 固定配線に、ただちに利用できるニ極切断装置を組み込む必要があります。

警告 この装置は必ずアースを接続する必要があります。絶対にアース導体を破損させたり、アース線が

正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかがはっ

きりしない場合には、電気検査機関または電気技師に確認してください。

警告 この装置は複数の電源装置が接続されている可能性があります。装置の電源を切るには、すべての

接続を取り外す必要があります。

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。

警告 この製品を廃棄処分する際には、各国の法律または規制に従って取り扱ってください。

警告 装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

警告 内部にユーザが保守できる部品はありません。開けないでください。
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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。

注意 電磁適合性および安全性に関する Telcordia GR-1089 Network Equipment Building Sisytems（NEBS）
規格を満たすために、建物内部または露出していない配線には、イーサネット ケーブルだけを接
続してください。

（注） EMC 規制に関する記述の一覧については、『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco
ME 4924-10GE  Ethernet Switch』を参照してください。

インストレーションに関する注意事項

インストレーション手順および配線距離は、モジュールごとに異なります。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html にアクセスし
て、当てはまる情報を参照してください。

パッケージ内容の確認

（注） 梱包箱から慎重に中身を取り出して、損傷しているものがないかどうか 1 つずつ調べます。足りな
いものや損傷しているものがある場合は、製品を購入された代理店に連絡してください。梱包材は

すべて、捨てずに梱包箱に戻してください。

スイッチには、次の付属品が付いています。

• 『Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch Getting Started Guide』

• 『Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ME 4924-10GE Ethernet Switch』 

• AC 電源装置（搭載済み）または DC 電源装置（アース端子を取り付けて搭載済み）

• AC 電源コード（AC 電源スイッチ）

• ファン トレイ× 1

• アース端子× 1

• 静電気防止用ストラップ× 1

• RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブル× 1

• RJ-45/RJ-45 クロス ケーブル× 1

• 次のもので構成されるマウント キット

－ 19 インチ ラックマウント ブラケット× 2

－ フラットヘッド ネジ× 4（ブラケットをスイッチに取り付けるときに使用）

－ 小ネジ× 4（ブラケットをラックに取り付けるときに使用）

－ ケーブル ガイド× 1、ブラックの小ネジ× 1（マウント ブラケットのいずれかにケーブル
ガイドを取り付けるときに使用）

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html
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スイッチ動作の確認

ラック、壁面、卓上、または棚にスイッチを設置する前に、スイッチに電源を投入し、スイッチが

POST を正常に実行することを確認します。以下、スイッチのコンソール ポートに PC を接続し、
スイッチを起動する手順について説明します。

• PC または端末のコンソール ポート接続（p.2-5）

• スイッチの電源投入および POST の実行（p.2-6）

PC または端末のコンソール ポート接続

コンソール ポートに PC を接続するには、付属の RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用します。ス
イッチのコンソール ポートを端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタが必要です。
このアダプタが入ったキット（部品番号 ACS-DSBUASYN=）をご注文ください。コンソール ポー
トおよびアダプタのピン割り当てについては、「ケーブルおよびアダプタの仕様」（p.B-3）を参照し
てください。

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の通信を確立します。

スイッチに PC または端末を接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 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）
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ステップ 2 付属の RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用して、RJ-45 コネクタをコンソール ポートに差し込み
ます（図 2-1 を参照）。

図 2-1 コンソール ポート接続

ステップ 3 RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルの DB-9 メス DTE アダプタを PC に接続するか、または適切なアダプ
タを端末に接続します。

ステップ 4 PC または端末を使用している場合は、端末エミュレーション ソフトウェアを起動します。

スイッチの電源投入および POST の実行

スイッチの電源を投入する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 管理ステーションから端末エミュレーション ソフトウェア プログラム（ProComm、HyperTerminal、
tip、mnicom など）を起動していることを確認します。スイッチのコンソール ポート接続について
は、「PC または端末のコンソール ポート接続」（p.2-5）を参照してください。

ステップ 2 AC 電源装置を使用する場合は、AC 電源コードの片側をスイッチの AC 電源コネクタに接続し、反
対側を AC 電源コンセントに接続します。

ステップ 3 DC 電源装置を使用する場合は、「Cisco ME 4924-10GE スイッチへの DC 電源接続」（p.3-3）に記載
されている DC 電源装置の接続手順を参照してください。

ステップ 4 電源コード固定具で電源コードを固定します。詳細については、「Cisco ME 4924-10GE スイッチへ
の AC 電源接続」（p.3-2）を参照してください。

1 Cisco ME 4924-10GE 3 コンソール ケーブル

2 PC
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スイッチに電源が投入されると、スイッチは POST を開始します。POST は自動的に実行される一
連のテストで、スイッチが正常に機能していることを確認します。POST が開始されると、STATUS
LED がしばらくオレンジに点滅し、正常に完了した時点でグリーンに点灯します。POST が失敗す
ると、STATUS LED の点滅が止まり、オレンジに点灯したままになります。この場合は、代理店に
連絡して対処方法を決定してください。

スイッチの電源切断およびコンソール ポートの切断

スイッチから電源コードを取り外します。スイッチのコンソール ポートからケーブルを取り外しま
す。スイッチをラック、壁面、卓上、または棚に設置します（「スイッチのラックマウント」[p.2-7]
の説明を参照）。

スイッチのラックマウント

19 インチまたは 24 インチ ラック（24 インチ ラックでは、オプションのマウント ハードウェアが
必要）に設置する場合は、次に記載されている手順に従います。

• スイッチへのブラケットの取り付け（p.2-7）

• ラックへのスイッチの取り付け（p.2-8）

• ケーブル ガイドの取り付け（p.2-8）

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。

• ラックに複数の装置を設置する場合は、最も重い装置を一番下に設置して、下から順番に取り

付けます。

• 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、ラックにスイッ

チを設置したり、ラック内のスイッチを保守してください。

スイッチへのブラケットの取り付け

図 2-2 に、ブラケットをスイッチに取り付ける手順を示します。同じ手順で、反対側にもブラケッ
トを取り付けます。

図 2-2 ブラケットの取り付け
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ラックへのスイッチの取り付け

スイッチにブラケットを取り付けてから、付属の No. 12 小ネジを 4 本使用して、ブラケットをラッ
クに固定します（図 2-3 を参照）。

図 2-3 ラックへのスイッチの取り付け

ラックにスイッチを取り付けてから、次の手順でインストレーションを完了し、セットアップ プロ
グラムを実行してスイッチにアクセスします。

• コンソール ポートに接続してエミュレーション ソフトウェアを起動します。「スイッチの接続」
（p.C-2）および「端末エミュレーション ソフトウェアの起動」（p.C-3）を参照してください。

• スイッチの電源を入れます。「電源の接続」（p.C-3）を参照してください。

• セットアップ プログラムを実行します。「初期設定の実行」（p.C-4）を参照してください。

• 前面パネルのポートに接続します。「SFP モジュールへの接続」（p.2-12）を参照し、インスト
レーションを完了します。

CLI（コマンドライン インターフェイス） を使用するには、端末プログラムを使用してコンソール
ポートを通じて、または Telnet を使用してネットワークを通じて、Switch> プロンプトにコマンド
を入力します。詳細な設定手順については、スイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガ
イドまたはスイッチのコマンド リファレンスを参照してください。

ケーブル ガイドの取り付け

ケーブルがスイッチの前面パネルやラック内のその他の装置の操作を妨げないようにするため、

ケーブル ガイドの使用を推奨します。付属のブラックのネジ（図 2-3 を参照）を使用して、左右い
ずれかのブラケットにケーブル ガイドを取り付けます。
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SFP モジュールの取り付けおよび取り外し
ここでは、SFP モジュールの取り付けおよび取り外し手順について説明します。SFP モジュールは、
スイッチの前面にある SFP モジュール ポートに取り付けます。これらのフィールドで交換可能な
モジュールは、アップリンク インターフェイスを提供します。

SFP モジュールは、任意の組み合わせで使用できます。Cisco ME 4924-10GE スイッチに使用できる
SFP モジュールの一覧については、このリリースに対応するリリース ノートを参照してください。
各ポートは、ケーブルの反対側の波長仕様と一致している必要があります。また、通信の信頼性を

確保するために、ケーブルが規定のケーブル長を超えないようにする必要があります。SFP 接続の
ケーブルに関する規定は、「インストレーションに関する注意事項」（p.2-4）を参照してください。

Cisco 4924-10GE スイッチには、必ず、シスコ製の SFP モジュールを使用してください。各 SFP モ
ジュールは、セキュリティ情報が符号化されたシリアル EEPROM（電気的に消去再可能でプログラ
ミング可能な ROM）を内蔵しています。この符号化によって、シスコでは SFP モジュールがスイッ
チの要件を満たしているかどうかを識別して検証できます。

SFP モジュールの取り付け、取り外し、およびケーブル接続についての詳細は、使用する SFP モ
ジュールのマニュアルを参照してください。

SFP モジュール ポートへの SFP モジュールの取り付け
ここでは、ベールクラスプ ラッチを備えた SFP モジュールを取り付ける手順について説明します。

注意 ケーブル、ケーブル コネクタ、または SFP モジュール内の光インターフェイスの損傷を防ぐため、
光ファイバ SFP モジュールの着脱は、ケーブルを接続した状態では行わないことを強く推奨しま
す。ケーブルをすべて取り外してから、SFP モジュールの着脱を行ってください。

SFP モジュールの着脱によって、モジュールの耐用年数が短くなる可能性があります。必要な場合
以外には、SFP モジュールの着脱を行わないようにしてください。

（注） ラッチ タイプが異なる SFP の取り付け手順については、Cisco.com にアクセスして『Installation
Notes for the Cisco Small Form-Factor Pluggable Module』を参照してください。

図 2-4 に、ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュールを示します。

図 2-4 ベールクラスプ ラッチ付きの SFP モジュール
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SFP モジュール ポートに SFP モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側をシャーシの塗装されていない
金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールは、送信側（TX）および受信側（RX）の印があるほうが上面です。

（注） SFP モジュールによっては、TX および RX の代わりに、接続の方向を表す矢印が使用され
ている場合があります。

ステップ 3 SFP モジュールをポートの開口部に合わせます。

ステップ 4 SFP モジュールをポートに差し込み、モジュールのコネクタをポートの奥にはめ込みます。

図 2-5 SFP モジュール ポートへの SFP モジュールの取り付け

ステップ 5 光ファイバ SFP モジュールの場合、光ポートから埃よけプラグを取り外し、あとで使用できるよう
に保管しておきます。

注意 光ファイバ SFP モジュール ポートの埃よけプラグ、または光ファイバ ケーブルのゴム製キャップ
は、ケーブルを接続する準備が整うまで取り外さないでください。これらのプラグおよびキャップ

は、SFP モジュール ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

ステップ 6 ケーブル コネクタを SFP モジュールに取り付けます。

－ 光ファイバ SFP モジュールの場合、LC または MT-RJ ケーブル コネクタを SFP モジュール
に取り付けます。

－ 銅線 SFP モジュールの場合は、RJ-45 ケーブル コネクタを SFP モジュールに取り付けます。

1 ケーブル コネクタ 2 SFP モジュール

PS1

PS2

FAN

1
5
4
8
6
4
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（注） 1000BASE-T SFP モジュールに接続する場合は、必ずカテゴリ 5 の 4 ツイストペア ケーブ
ルを使用してください。

SFP モジュール ポートからの SFP モジュールの取り外し
モジュール レセプタクルから SFP モジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 静電気防止用リスト ストラップを手首に巻き、ストラップの機器側をシャーシの塗装されていない
金属面に取り付けます。

ステップ 2 SFP モジュールからケーブルを取り外します。

ヒント 再接続する場合に備えて、各ケーブル コネクタ プラグについて送信側（TX）および受信側（RX）
の区別を書き留めておきます。

ステップ 3 光ファイバ SFP モジュールの場合、光インターフェイスを清潔に保つために、SFP モジュールの光
ポートに埃よけプラグを取り付けます。

ステップ 4 SFP モジュールのロックを解除して、モジュールを取り外します（図 2-6 を参照）。

ベールクラスプ ラッチを引き出して下げ、モジュールを取り出します。ベールクラスプ ラッチが
手の届きにくい場所にあり、人差し指でラッチを解除できない場合には、小型マイナス ドライバな
どの細長い工具を使用してラッチを解除します。

図 2-6 マイナス ドライバを使用してベールクラスプ ラッチ式の SFP モジュールを取り外す場合

ステップ 5 親指と人差し指で SFP モジュールを持ち、モジュール ポートからゆっくりと引き出します。

1 ベールクラスプ
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FAN
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ステップ 6 取り外した SFP モジュールは、静電気防止用袋などの保護容器に保管します。

SFP モジュールへの接続
ここでは、SFP モジュールへの接続方法について説明します。光ファイバ SFP モジュールへの接続
方法については、「1000BASE-T SFP モジュールへの接続」 を参照してください。1000BASE-T SFP
モジュールへの接続方法については、「1000BASE-T SFP モジュールへの接続」 を参照してください。

SFP モジュールの取り付けおよび取り外し手順については、「SFP モジュールの取り付けおよび取り
外し」（p.2-9）を参照してください。

光ファイバ SFP モジュールへの接続
SFP モジュールに光ファイバ ケーブルを接続する手順は、次のとおりです。

注意 SFP モジュール ポートのゴム製プラグ、または光ファイバ ケーブルのゴム製キャップは、ケーブ
ルを接続する準備が整うまでは取り外さないでください。これらのプラグおよびキャップは、SFP
モジュール ポートおよびケーブルを汚れや周辺光から保護する役割を果たします。

SFP モジュールに接続する前に、必ず、「インストレーションに関する注意事項」（p.2-4）および
「SFP モジュール ポート」（p.1-4）を参照し、ポートおよびケーブル接続手順を確認してください。

SFP モジュールの LC については、付録 B「コネクタおよびケーブルの仕様」を参照してください。

ステップ 1 モジュール ポートおよび光ファイバ ケーブルからゴム製プラグを取り外し、あとで使用できるよ
うに保管しておきます。

ステップ 2 光ファイバ ケーブルの一端を、SFP モジュール ポートに取り付けます（図 2-7 を参照）。

ステップ 3 ケーブルのもう一端を、接続先装置の光ファイバ レセプタクルに取り付けます。

ステップ 4 ポート ステータス LED を確認します。

スイッチと接続先装置がリンクを確立すると、LED は グリーンに点灯します。

LED がオレンジに点灯しているまたは消灯している場合は、接続先装置がオンになっていない、
ケーブルに問題がある、または接続先装置に取り付けられたアダプタに問題がある可能性がありま

す。ケーブル問題の解決方法については、第 4 章「トラブルシューティング」を参照してください。
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図 2-7 光ファイバ SFP モジュール ポートへの接続

ステップ 5 必要に応じて、スイッチまたは接続先装置を再設定してから再起動します。

（注） SFP モジュールの詳細な取り外し手順については、使用している SFP のマニュアルを参照してくだ
さい。

1 LC コネクタ 2 SFP モジュール

PS1

PS2

FAN
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5
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1000BASE-T SFP モジュールへの接続
1000BASE-T SFP モジュールにカテゴリ 5 ケーブルを接続する手順は、次のとおりです。

注意 ESD による損傷を防ぐため、ボードおよびコンポーネントは正しい手順で取り扱うようにしてく
ださい。使用しないコンポーネントは、静電気防止用袋に収納するか、または静電気防止用マット

の上に置きます。コンポーネントを扱うときには、アース ストラップを着用します。さらにその
他静電気防止に関して、環境に当てはまる注意事項を守ってください。

ステップ 1 サーバ、ワークステーション、およびルータに接続する場合は、ストレートの 4 ツイストペア ケー
ブルを RJ-45 コネクタに取り付けます。スイッチまたはリピータに接続する場合は、クロスの 4 ツ
イストペア ケーブルを使用します（図 2-8 を参照）。

（注） 1000BASE-T 装置に接続する場合は、必ずカテゴリ 5 の 4 ツイストペア ケーブルを使用し
てください。

図 2-8 1000BASE-T SFP モジュール ポートへの接続

ステップ 2 ケーブルの反対側の端を、接続先装置の RJ-45 コネクタに取り付けます。

ステップ 3 ポート ステータス LED を確認します。

スイッチと接続先装置がリンクを確立すると、LED は グリーンに点灯します。

LED が消灯している場合は、接続先装置がオンになっていない、ケーブルに問題がある、または接
続先装置に取り付けられたアダプタに問題がある可能性があります。ケーブル問題の解決方法につ

いては、第 4 章「トラブルシューティング」を参照してください。

ステップ 4 必要に応じて、スイッチまたは接続先装置を再設定してから再起動します。

1 RJ-45 コネクタ 2 SFP モジュール

PS1

PS2

FAN

1
5
4
9
2
1
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X2 モジュール取り扱い時の注意事項および取り付け
X2 モジュール（図 2-9 を参照）は、ホットスワップ可能な入出力装置です。Cisco ME 4924-10GE
スイッチの 10 ギガビット イーサネット ポートに取り付けることによって、スイッチを光ファイバ
ネットワークに接続します。

図 2-9 10 ギガビット イーサネット X2 モジュール

表 2-1 に、10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの仕様を示します。

警告 クラス 1 レーザー製品です。

1 送信側の光ファイバ ケーブル用の穴 4 EMI ガスケット

2 受信側の光ファイバ ケーブル用の穴 5 モジュールのヒート シンク

3 スリーブ ラッチ機構 6 モジュール コネクタ

13
06

03

4

5

6

1

2

3

表 2-1 モジュールの仕様

仕様 説明

波長 1310 nm（1260 ～ 1355 nm）

速度 10 ギガビット イーサネット

ケーブル接続距離 最大 10 km（6.2 マイル）

コネクタ SC デュプレックス

平均出射パワー（最大） +0.5 dBm

最小感度 –14.4 dBm

寸法 89.05 × 40.05 × 19.25 mm（3.5 × 1.58 × 0.76 インチ）
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警告 レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

警告 規定外の制御、調整、または手順を実行した場合、危険な放射を浴びる可能性があります。

SMF ケーブルで動作するように設計されたモジュールを MMF ケーブルに直接結合すると、
Differential Mode Delay（DMD; ディファレンシャル モード遅延）という作用が生じる可能性があり
ます。詳細については、『Catalyst 4500 Series Module Installation Guide』を参照してください。
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10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り付け

注意 10 ギガビット イーサネット X2 モジュールは、静電気の影響を受けやすい装置です。モジュール
を取り扱う場合、またはモジュールに接触する場合には、必ず静電気防止用リスト ストラップま
たは同様の単独アース器具を使用してください。

10 ギガビット イーサネット X2 モジュールを取り付ける手順は、次のとおりです。

ステップ 1 小型のマイナス ドライバで、モジュール前面プレートのポート カバーを慎重に外します。

ポート カバーにある 2 つの矢印を目印にして、ドライバを差し込みます。ポート カバーは将来使
用する場合に備えて、保管しておきます。

ステップ 2 保護パッケージからモジュールを取り出します。

ステップ 3 モジュールのラベルで、使用ネットワークに適したモデルであることを確認します。

ステップ 4 冷却フィンを上にしてモジュールを取り付けます（図 2-10 を参照）。

図 2-10 10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り付け

a. 親指と人差し指でモジュール スリーブの側面を持ち、モジュール前面プレートのソケットにモ
ジュールを差し込みます。モジュールが 90% ほど取り付けられたところで、カチリと音が聞こ
えます。

b. もう一度、カチリと聞こえるまで、そのままモジュールをスライドさせてソケットに押し込み
ます。モジュールのコネクタがソケットのコネクタにかみ合います。

c. モジュールの EMI ガスケットが前面プレートと接触しているかどうかを確認します。

15
49

17
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ヒント モジュールによっては、モジュールをソケットに押し込むときに、ラッチ スリーブを引き出さなけ
ればならない場合があります。EMI ガスケットがモジュールの前面プレートと接触した時点で、
ラッチ スリーブをスライドさせて、モジュールをソケットに固定します。

注意 冷却フィンを上にして下部 X2 モジュールを差し込もうとすると、コネクタが破損します。

（注） 埃よけのプラグを取り外して光接続を行う前に、次の注意事項を確認してください。

－ 接続準備が整うまでは、未接続の光ファイバ ケーブル コネクタおよびモジュールの光
ファイバ接続用の穴に、埃よけの保護プラグを取り付けておいてください。

－ 必ず、接続の直前に SC コネクタの終端面を点検し、清潔にしてください。光ファイバ
点検時の注意および清掃用ホワイト ペーパーについては、このページの「ヒント」を
参照してください。

－ 光ファイバ ケーブルの着脱は、必ず、SC コネクタのケースを持って行ってください。

ステップ 5 ネットワーク インターフェイス ケーブルの SC コネクタから埃よけプラグを取り外します。

埃よけプラグは将来使用する場合に備えて、保管しておきます。

ステップ 6 SC コネクタの光ファイバ終端面を点検し、清潔にします。光ファイバ点検時の注意および清掃用
ホワイト ペーパーについては、後ろの「ヒント」を参照してください。

ヒント 光ファイバ コネクタの点検および清掃の詳細については、次の URL のマニュアルを参照してくだ
さい。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml

ステップ 7 モジュールの光ファイバ ケーブル接続用の穴から埃よけプラグを取り外します。

ステップ 8 ただちに、ネットワーク インターフェイス ケーブル SC コネクタをモジュールに取り付けます。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk482/tk607/technologies_white_paper09186a0080254eba.shtml


第 2章      スイッチのインストレーション
10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り外し

2-19
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り外し

注意 10 ギガビット イーサネット X2 モジュールは、静電気の影響を受けやすい装置です。モジュール
を取り扱う場合、またはモジュールに接触する場合には、必ず静電気防止用リスト ストラップま
たは同様の単独アース器具を使用してください。

10 ギガビット イーサネット X2 モジュールを取り外す手順は、次のとおりです。

ステップ 1 モジュールのコネクタからネットワーク光ファイバ ケーブルを取り外します。ただちに、モジュー
ルの光ファイバ ケーブル接続用の穴と光ファイバ ケーブル SC コネクタに、埃よけプラグを取り付
けます。

ステップ 2 親指と人差し指でモジュール スリーブの側面を持ち、スリーブを引き抜いて、ソケット コネクタ
からモジュールを外します（図 2-11 を参照）。

図 2-11 10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り外し

ステップ 3 ソケットから 10 ギガビット イーサネット X2 モジュールをスライドさせながら外し、ただちに静
電気防止用袋に収納します。

ステップ 4 空のソケットに X2 モジュールを取り付けない場合は、ソケット カバーを取り付けます。

a. ソケット開口部の前にソケット カバーを重ねます。

b. ソケット カバーをはめ込みます。

Cisco ME 4924-10GE

15
49
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モジュール メンテナンス時の注意事項
X2 モジュールを正しくメンテナンスするために、次の注意事項に従ってください。

• ESD による損傷を防ぐために、標準の取り扱い手順に従ってください。

• モジュールを保管する場合または光ファイバ ケーブルを接続しない状態では、必ず、光ファイ
バ ケーブルの穴にプラグを取り付けてください。

• 光コネクタのフェルールにたまった埃が原因で、光ファイバの穴が汚れることがあります。ア

ルコールを含ませた綿棒または吸水性の柔らかいクロスなどで、光コネクタの埃をふきとって

ください。

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。
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光ファイバ コネクタの清掃
光ファイバ システムでは、直径 62.5 ミクロン以下という、非常に小さいファイバの穴を通じて光
が伝送されます。埃の粒子は直径 0.1 ミクロンから数ミクロンなので、光ファイバ ケーブルの穴の
端に埃やその他の汚れが付着すると、2 つのコアが結合するコネクタ インターフェイスのパフォー
マンスが低下する可能性があります。したがって、コネクタを正確に合わせて、コネクタ インター
フェイスに決して異物が侵入しないようにする必要があります。

コネクタ損失すなわち挿入損失は、光ファイバ コネクタのクリティカルなパフォーマンス特性で
す。リターン ロスも重要な要因です。リターン ロスは、反射光の分量を規定し、反射が少ないほ
ど接続が向上します。最良の物理接触コネクタにおけるリターン ロスは –40 dB を上回りますが、
通常は –20 ～ –30 dB 程度です。

接続状態はコネクタのタイプとともに、適切な清掃と接続技法に左右されます。光ファイバ コネク
タの汚れが光損失の原因になることがよくあります。コネクタは常に清潔に保ち、使用していない

コネクタには、埃よけのカバーを取り付けておいてください。

タイプを問わず、ケーブルまたはコネクタを取り付けるときには、事前にアルコールを含ませた綿

棒、吸水性の柔らかい布なのでフェルール、光ファイバの周囲を保護しているホワイト チューブ、
光ファイバの終端面を清掃してください。

原則として、説明のつかない光損失が相当ある場合は、コネクタを清掃してください。

注意 コネクタのケースが破損したり、光ファイバの終端面が傷ついたりしないように、コネクタの着脱

には最新の注意を払ってください。汚れを防ぐために、使用しないコンポーネントまたは取り外し

たコンポーネントに、必ず保護カバーを取り付けてください。光ファイバ コネクタは、取り付け
る前に必ず清掃してください。

光コネクタを清掃する場合は、CLETOP カセット クリーナ（SC コネクタにはタイプ A、MT-RJ コ
ネクタにはタイプ B）を使用し、製品の指示に従ってください。CLETOP カセット クリーナが入手
できない場合は、次の手順に従ってください。

ステップ 1 99% の純粋なイソプロピル アルコールに浸した柔らかい布で、前面プレートを静かにぬぐいます。
表面が乾くまで 5 秒待って、同じ作業を繰り返します。

ステップ 2 油分を含まない圧縮ドライ エアで前面プレートにたまった埃を吹き飛ばします。

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。

ステップ 3 ルーペや検査用顕微鏡を使用して、斜めからフェルールを点検します。開口部を直接のぞきこまな

いでください。汚れが見つかった場合は、作業を繰り返します。

システム内部で使用されているコネクタは、製造元で清掃したうえで、適切な方法でアダプタに接

続されています。ユーザがアプリケーション側で清潔なコネクタを用意し、上記の手順に従い、さ

らに次の注意事項を守るかぎり、エラー フリーのシステム動作が実現するはずです。
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• コネクタは、CLETOP カセット クリーナ（SC コネクタにはタイプ A、MT-RJ コネクタにはタ
イプ B）またはレンズ クロスで清掃してからアダプタに接続します。純粋なアルコールを使用
して、汚れを落としてください。

• コネクタ アダプタの内部は清掃しないでください。

• アダプタに光ファイバ コネクタを取り付けるときには、力を入れたり、作業を急いだりしない
でください。

• コネクタを使用しないとき、またはシャーシの清掃中は、コネクタとアダプタにカバーを取り

付け、アダプタ内部やコネクタ表面に汚れがつかないようにしてください。

次の作業

デフォルト設定で十分な場合は、これ以上のスイッチの設定作業は必要ありません。デフォルト設

定は、次のいずれかの管理オプションを使用して変更できます。

• CLI を使用して、コンソールからスイッチを設定します。Cisco ME 4924-10GE スイッチで CLI
を使用する方法については、付録 C「スイッチの初期設定」および Cisco.com のスイッチ コマ
ンド リファレンスを参照してください。

• CiscoView アプリケーションなどの SNMP アプリケーションを起動します。
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3

電源装置の接続

この章では、AC 電源装置および DC 電源装置の接続手順および取り外し手順について説明します。
構成は次のとおりです。

• アース要件（p.3-1）

• Cisco ME 4924-10GE スイッチへの AC 電源接続（p.3-2）

• Cisco ME 4924-10GE スイッチへの DC 電源接続（p.3-3）

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。

注意 スイッチの搭載電源装置が 1 台だけの場合は、必ず、ベイ カバーでもう 1 つの電源ベイを被って
ください。

アース要件

AC システムであるか DC システムであるかを問わず、必ず認定された銅線コネクタを使用して、
アースすることを推奨します。M4x 8 mm のボルトで付属の 2 穴アース端子をシャーシに取り付け、
さらに AWG #6 ワイヤでセントラル オフィス（CO）またはその他の建物内部のアース システムに
接続します。アース コネクタは、シャーシの右側にあり、どちらか 1 つを使用します。

図 3-1 アース パッドの位置

1 アース パッド
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Cisco ME 4924-10GE スイッチへの AC 電源接続
Cisco ME 4924-10GE スイッチに電源を接続するときには、次の手順および警告に従ってください。

ステップ 1 電源に電源装置を接続する前に、「アース要件」（p.3-1）を参照して、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 電源装置に電源コードを接続します。

図 3-2 AC 電源装置

ステップ 3 電源コードの反対側を AC 入力電源に接続します。両方の電源装置を使用する場合は、必ず、別々
の回路に接続してください。

ステップ 4 電源スイッチを ON の位置にします。

ステップ 5 前面パネルの電源装置 LED で、電源装置の動作を確認します。

• 電源装置およびファンが正常に動作しているときは、PS1 または PS2 の LED がグリーンに点灯
します。

• 電源装置が正常に動作していないときは、PS1 または PS2 の LED がレッドに点灯します。電源
装置の接続時に、オン /オフ スイッチがオフ位置になっていた可能性があります。または電源
装置が故障していて、DC 電力をスイッチに供給していない可能性があります。ファンの故障
も考えられます。

• 電源装置が搭載されていない場合、PS1 または PS2 の LED は点灯しません。
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システム コンソールから show power コマンドを入力すると、電源装置およびシステムの状態が表
示されます。このコマンドの詳細については、使用しているソフトウェア リリースに対応したコマ
ンド リファレンスを参照してください。

LED または show power コマンドから電源またはその他のシステム問題が判明した場合は、トラブ
ルシューティングについて、第 4 章「トラブルシューティング」を参照してください。

Cisco ME 4924-10GE スイッチへの DC 電源接続
Cisco ME 4924-10GE スイッチに DC 電源を接続するときには、次の手順および警告に従ってくださ
い。

警告 以下の作業を行う前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認します。

警告 この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。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。

警告 この製品は、設置する建物にショート（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適合するように設置する必要があります。

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。使用しない端
子には、必ずカバーを取り付けてください。カバーがある場合は、絶縁されていない導体に触れな

いように注意してください。

ステップ 1 電源に電源装置を接続する前に、「アース要件」（p.3-1）を参照して、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 電源端子から保護カバーを取り外します。

ステップ 3 電源装置のアース端子をアースに接続します。
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図 3-3 DC 電源装置

ステップ 4 No. 2 プラス ドライバを使用して、電源装置にプラスおよびマイナスの電源コードを接続します。

（注） DC 電源コードには AWG #10 ～ AWG #12 のワイヤを使用できます。

ステップ 5 電源端子に保護カバーを取り付けます。

ステップ 6 電源コードの反対側を DC 入力電源に接続します。両方の電源装置を使用する場合は、必ず、別々
の回路に接続してください。

ステップ 7 電源から電気を流します。DC 電源装置には、オン /オフ スイッチはありません。

ステップ 8 前面パネルの電源装置 LED で、電源装置の動作を確認します。

• 電源装置が正常に動作しているときは、PS1 または PS2 の LED がグリーンに点灯します。

• 電源装置が正常に動作していないときは、PS1 または PS2 の LED がレッドに点灯します。

• 電源装置が電源に接続されていない場合、PS1 または PS2 の LEDは点灯しません。

システム コンソールから show power コマンドを入力すると、電源装置およびシステムの状態が表
示されます。このコマンドの詳細については、使用しているソフトウェア リリースに対応したコマ
ンド リファレンスを参照してください。

LED または show power コマンドから電源またはその他のシステム問題が判明した場合は、トラブ
ルシューティングについて、第 4 章「トラブルシューティング」を参照してください。
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4

トラブルシューティング

前面パネルの LED には、スイッチのトラブルシューティングに役立つ情報が表示されます。LED
の状態を確認することによって、Power-on Self-Test（POST; 電源投入時セルフテスト）のエラー、
ポートの接続問題、およびスイッチ全体のパフォーマンスを把握できます。スイッチの LED の詳
細については、「LED」（p.1-5）を参照してください。

CLI（コマンドライン インターフェイス）または SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）ワー
クステーションから統計情報を入手することもできます。詳細については、Cisco.com にあるスイッ
チのソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、スイッチのコマンド リファレンス、または
SNMP アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

この章では、トラブルシューティングに関する問題として、次の内容について説明します。

• POST 結果の概要（p.4-2）

• 問題の診断（p.4-3）

• ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング（p.4-5）

• 購入した代理店への連絡（p.4-8）
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POST 結果の概要
スイッチの電源が入ると、PS1、PS2、および FAN の LED がすべてグリーンになります。電源装置
の一方がオフの場合、または電力不足で作動できない場合は、その電源装置の LED がレッドに点
灯します。ファン トレイに問題がある場合は、FAN LED がレッドに点灯します。ただちに POST
が開始されます。POST は、スイッチが正しく動作することを確認するために、自動的に実行され
る一連のテストです。POST が開始されると、STATUS LED がオレンジに点滅し、1 分間ほど点滅
が続きます。

POST が完了し、スイッチがテストに合格すると、STATUS LED がグリーンに点灯します。個々の
ポートで問題が検出された場合は、そのポートのリンク LED がオレンジに点滅します。エラーの
タイプによって、スイッチはトラフィックをそのまま流すこともあります。

スイッチが POST で不合格になると、STATUS LED は点滅をやめ、オレンジに点灯します。ポート
のリンク LED は点灯しません。

（注） LED の動作状態については、「LED」（p.1-5）を参照してください。

（注） POST エラーには重大なものとそうでないものがあります。コンソールの出力でエラーの性質を調
べ、スイッチが POST に合格しない場合は代理店に連絡してください。
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問題の診断

スイッチに発生する一般的な問題は、次のように分類することができます。

• パフォーマンスの低下

• 接続できない

• ソフトウェアの障害

表 4-1 に、これらの問題の検出方法と解決方法を示します。

表 4-1 一般的な問題と解決方法

現象 考えられる原因 解決方法

パフォーマンスの低下ま
たは過剰なエラー

自動ネゴシエーションのデュプ

レックス設定の不一致

スイッチのソフトウェア コンフィ
ギュレーション ガイドを参照し
て、自動ネゴシエーションの設定

を確認してください。

ケーブル距離が長すぎる

• ポートの統計情報に、過剰な

Frame Check Sequence（FCS）、
レイト コリジョン、アライメ
ント エラーが示されていま
す。

• SFP ポート接続の場合：

－ SFP ポートと接続先装置
の間の距離が、SFP ケー
ブル接続の推奨範囲を超

えています。

• スイッチのソフトウェア コン
フィギュレーション ガイドを
参照して、ポート統計情報の表

示方法を確認してください。

• SFP のマニュアルを参照して、
ケーブル接続の推奨範囲を確

認してください。

接続先装置のアダプタが不適切

• ポートの統計情報に過剰なエ

ラーがあります。

• アダプタ カード診断ユーティ
リティを実行してください。

接続できない ケーブルが不適切または不良

接続の両側でリンクが確立されて

いない：

• ストレート ケーブルを使用
すべきところにクロス ケー
ブルを使用している、または

クロス ケーブルを使用すべ
きところにストレート ケー
ブルを使用しています。

• ケーブルの接続不良 

• クロス ケーブルまたはスト
レート ケーブルの配線が
誤っています。

• 「クロス ケーブルの識別方法」
（p.B-2）を参照して、正しいピ
ン割り当て、およびクロス

ケーブルとストレート ケーブ
ルの適切な使用方法を調べて

ください。

• テストに合格したケーブルと

交換します。

• 1000BASE-T 接続の場合は、必
ずカテゴリ 5 の 4 ツイスト ペ
ア ケーブルを使用してくださ
い。

管理コンソールの表示文
字が読めない

ボーレートが不適切 エミュレーション ソフトウェアの
設定を 9600 ボーにします。

STATUS LED がオレンジ POST エラーが検出されました。
重大なエラーの場合もあれば、重

大ではない場合もあります。

購入された代理店にお問い合わせ

ください。
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SFP を取り付けたあと、
スイッチ ポートが 
error-disabled ステートに
なった

SFP が不良、またはシスコが認定
する SFP ではありません。

スイッチから SFP モジュールを取
り外し、シスコが認定するモ

ジュールに交換してください。

errdisable recovery cause 
gbic-invalid グローバル コンフィ
ギュレーション コマンドを使用し
てポート ステータスを確認し、
error-disable ステートから回復する
までのタイム インターバルを入力
します。

errdisable recovery コマンドの詳細
については、スイッチのコマンド

リファレンス ガイドを参照してく
ださい。

スイッチが SFP モジュー
ルを認識しない

SFP モジュールが上下逆に取り付
けられています。

SFP モジュールがポートにきちん
と取り付けられていません。

SFP モジュールが上下逆に取り付
けられていないかどうかを確認し

ます。

SFP モジュールを取り外します。コ
ネクタ、モジュール、およびポー

トが破損していないかどうかを確

認します。

SFP モジュールを良品に交換しま
す。

表 4-1 一般的な問題と解決方法（続き）

現象 考えられる原因 解決方法



第 4章      トラブルシューティング
ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング

4-5
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング
この章では、Cisco ME 4924-10GE スイッチ ハードウェアのトラブルシューティング手順について
説明します。

• はじめに（p.4-5）

• システム コンポーネント レベルでの問題解決（p.4-5）

• 起動時の問題の識別（p.4-6）

• 電源装置のトラブルシューティング（p.4-7）

• 購入した代理店への連絡（p.4-8）

システムの起動時に問題が発生した場合は、この章を参考にして原因を特定してください。最初の

起動時に問題が発生した場合は、接続不良または不適切な接続が原因になっていることがよくあり

ます。最初の起動時に、温度条件が最大許容レベルを上回ることはほとんどありませんが、DC 線
間電圧もモニタするので、環境モニタ機能についても扱います。

（注） 設定関連の疑問または問題については、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 リファレンスを参照し、インターフェイスを設定するか、またはイネーブルにしてください。 

はじめに

最初のシステム ブートが完了した時点で、次の確認を行います。

• 電源装置がシステムに電力を供給している。

• システム ファン アセンブリが動作している。

• システム ソフトウェアが正常に起動する。

すべての条件が満たされていて、ハードウェア インストレーションが完了している場合は、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファンレンスを参照して、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、条件が 1 つでも満たされていない場合は、
この章で説明する手順に従って問題を特定し、可能であれば解決してください。

システム コンポーネント レベルでの問題解決
システムのトラブルシューティングでは、問題を特定のシステム コンポーネントまで特定すること
が重要です。最初の手順として、実際のシステム動作とあるべきシステム動作を比較します。起動

時の問題は通常、1 つのコンポーネントに原因があるので、システムの各コンポーネントを個別に
トラブルシューティングするより、サブシステム単位で問題を特定する方が効率的です。

システムは次のサブシステムで構成されます。

• 電源装置 ― 電源装置および電源装置冷却システムで構成されます（「電源装置のトラブル
シューティング」[p.4-7]  を参照）。

• ファン アセンブリ システム ― システムの電源がオンのときには、シャーシのファン アセンブ
リが常に動作していなければなりません。過熱または過電圧条件が原因で、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 アセンブリの動作は通常継続されます（電源装置
のシャットダウン時には停止します）。ファン アセンブリの動作音を聞くことによって、動作
しているかどうかを判断できるはずです。FAN LED がオレンジに点灯し、ファン アセンブリ
が動作していないと判断した場合は、ただちに購入した代理店に連絡してください。最初の起

動時にファン アセンブリが正常に作動しなかった場合、導入先では調整できません。
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起動時の問題の識別

Cisco ME 4924-10GE に電源コードを接続し、次の作業を行います。

ステップ 1 電源スイッチをオンの位置にします（AC 電源システムの場合のみ）。

ステップ 2 建物の AC または DC 電源から電力が供給されていることを確認します。必要に応じて、ブレーカ
およびヒューズを切り替えます。

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 アセンブリが動作を開始した音
がただちに聞こえなかった場合は、「電源装置のトラブルシューティング」（p.4-7）を参照してくだ
さい。

ステップ 4 電源装置は正常に動作しているが、ファン アセンブリが故障していると判断した場合は、購入した
代理店に連絡してください。最初の起動時にシステム ファン アセンブリが正常に作動しなかった
場合、導入先では調整できません。

LED の表示
LED は、起動シーケンスにおけるあらゆるシステム状態を示します。LED を確認することによっ
て、起動シーケンスのいつどこでシステム障害が発生したかがわかります。LED を確認する手順
は、次のとおりです。

ステップ 1 LED の状態と表 4-2 を比較します。

表 4-2 電源装置 LED の意味

LED および色 意味

INPUT OK（AC）

グリーン

レッド

消灯

この LED は、電源装置に電気が流れたとき、または電源スイッチが ON に
なったとき、ただちにグリーンに点灯します。

AC 入力電圧が 82 +/–3 V を超えています。

二重電源装置構成（代替装置で電力を供給）において、AC 入力が 73 +/–3 V
に満たないか、または電源装置がオフになっています。

AC 入力電圧が 73 +/–3 V に満たないか、または電源装置がオフになっていま
す。

INPUT OK（DC）

グリーン

レッド

消灯

この LED は、電源装置に電力が供給されると、ただちにグリーンに点灯しま
す。

DC 入力電圧が –38.25 +/–2.25 V を超えています。

二重電源装置構成（代替装置で電力を供給）において、DC 入力が 33 +/–3 V
に満たないか、または電源装置がオフになっています。

単一電源装置構成で LED が消灯している場合は、DC 入力が 33 +/–3 V に満た
ないか、または電源装置がオフになっています。
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ステップ 2 前面パネルの LED が点灯しているかどうかを確認します。

• STATUS LED は起動時診断テストの間、オレンジに点滅します。スイッチが動作可能（オンラ
イン）になると、グリーンに点灯します。システム ソフトウェアが起動できなかった場合、こ
の LED はオレンジに点灯したままです。

• ポート LED（1 ～ 48）は、モジュールが動作可能（オンライン）な場合にグリーンに点灯しま
す。信号が検出されなかった場合、LINK LED は消灯します。ポートが使用できない場合、ポー
ト LED はオレンジに点灯します。起動時のポート テストで不合格になった場合、ポート LED
はオレンジに点滅します。

ステップ 3 STATUS LED がレッドに点灯した場合は、購入した代理店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ていて、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

次の手順で、電源サブシステムの問題を特定します。

ステップ 1 電源装置が接続されていて、（AC 電源装置の場合）オン /オフ スイッチが ON になっていることを
確認します。

ステップ 2 電源装置の LED（PS1 または PS2）を確認します。LED が消灯している場合、またはレッドに点灯
している場合は、電源コードをいったん外し、もう一度接続します。必ず、オン /オフ スイッチを
OFF にしてから、電源装置から電源コードを外してください。

ステップ 3 LED がやはり消灯している場合は、AC または DC 電源または電源コードに問題があると考えられ
ます。

ステップ 4 可能であれば、電源コードを別の電源に接続します。

ステップ 5 LED が点灯した場合、最初の電源に問題があります。

ステップ 6 新しい電源に電源装置を接続しても、LED が点灯しない場合は、電源コードを交換してください。

OUTPUT OK

グリーン

レッド

 

DC 出力電圧は正常な動作範囲内です。

出力電圧が最小限度から最大限度までの範囲内にあるかぎり、出力エラー ア
ラームは生成されません。出力電圧が最小限度を下回った場合、または最大

限度を上回った場合は、出力エラー アラームが生成され、LED がレッドに点
灯します。

表 4-2 電源装置 LED の意味（続き）

LED および色 意味
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ステップ 7 新しい電源コードを使用して別の電源にスイッチを接続しても、LED が点灯しない場合は、電源装
置の故障と考えられます。

問題を解決できない場合は、購入した代理店に連絡して指示を受けてください。

購入した代理店への連絡

この章で説明したトラブルシューティング手順を実行しても、起動時の問題を解決できなかった場

合は、購入した代理店にサポートを依頼し、指示を受けてください。連絡する前に、サポート担当

者が迅速に対処できるように、次の情報を用意しておいてください。

• スイッチの納入日

• シャーシのシリアル番号（シャーシ背面右側のラベルに記載、図 4-1 を参照）

• ソフトウェアのタイプおよびリリース番号

• メンテナンス契約または保証に関する情報

• 問題の簡単な説明

• 問題を特定して解決するために実行した手順に関する簡単な説明

図 4-1 シリアル番号の位置
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A P P E N D I X A

製品仕様

この付録では、表 A-1 にスイッチの製品仕様、表 A-2 に適合規格を示します。

表 A-1 Cisco ME 4924-10GE スイッチの仕様

環境

温度

動作時

32 ～ 104°F（0 ～ 40°C）

温度

非動作時および保管時

–40 ～ 167°F（–40 ～ 75°C）

湿度（RH）、動作時（結露しないこと） 10 ～ 90%

湿度（RH）、非動作時および保管時
（結露しないこと）

5 ～ 95%

高度

動作時および非動作時

–60 ～ 2000 m

スイッチ発熱量 1023 BTU/時

物理特性

寸法（高さ×幅×奥行） 1.75 × 17.5 × 16 インチ（4.5 × 44.5 × 40.6 cm）

重量 17 ポンド（7.8 kg） ― 電源装置× 2 搭載システムの場合

エアフロー 側面から吸気、背面から排気

AC 電源

電源装置出力 300 W 

システム消費電力 150 W 

AC 入力 4 A（最大）@ 100 VAC
2 A（最大）@ 240 VAC

AC 周波数 50 ～ 60 Hz

出力電流 25 A（最大）

出力電圧 12 V

入力 KVA 定格 0.375 KVA
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付録 A      製品仕様

DC 電源

電源装置出力 300 W 

システム消費電力 150 W 

DC 入力 8A @ –48 ～ –60 VDC

出力電流 25 A（最大）

出力電圧 12 V

表 A-2 Cisco ME 4924-10GE スイッチの適合規格

安全性 EMC

UL ～ UL 60950、Third Edition FCC Part 15 クラス A

c-UL ～ CAN/CSA -C22.2 No. 60950-00、Third Edition EN 55022 1998 クラス A（CISPR 22）

EN 55024 1998 クラス A（CISPR 24）

TUV/GS ～ EN 60950：2000 VCCI クラス A

CB ～ IEC 60950、国ごとの変更をすべて含む AS/NZS 3548 クラス A

NOM ～ NOM-019-SCFI CNS13438 クラス A

CE マーキング CE

MIC

表 A-1 Cisco ME 4924-10GE スイッチの仕様（続き）
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A P P E N D I X B

コネクタおよびケーブルの仕様

この付録では、Cisco ME 4924-GE スイッチ ポートと他の装置との接続に使用するコネクタ、ケー
ブル、およびアダプタについて説明します。

コネクタの仕様

ここでは、スイッチで使用するコネクタについて説明します。

1000BASE-T 装置の接続

ポートを、サーバ、ワークステーション、ルータなどの 1000BASE-T 装置に接続する場合は、
10BASE-T、100BASE-TX、および 1000BASE-T 用に配線されたカテゴリ 5 の 4 ツイストペア スト
レート ケーブルを使用しなければなりません。

ポートに、スイッチやリピータなどの装置を接続する場合は、カテゴリ 5 の 4 ツイストペア クロス
ケーブルを使用する必要があります。1000BASE-T 対応装置に接続する場合は、必ずカテゴリ 5 の
4 ツイストペア ケーブルを使用してください。

（注） 一方のポートに X が指定されている場合にだけ、ストレート ケーブルで 2 つのポートを接続でき
ます。クロス ケーブルを使用するのは、両方のポートに X が指定されている場合、またはどちら
のポートにも X が指定されていない場合です。

SFP モジュール ポート
Cisco ME 4924-10GE スイッチでは、光ファイバおよび銅線アップリンク ポート用に SFP モジュー
ルを使用します。サポートする SFP モジュールの一覧は、Cisco ME 4924-10GE スイッチのリリース
ノートを参照してください。

図 B-1 光ファイバ LC コネクタ
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付録 B      コネクタおよびケーブルの仕様
コネクタの仕様

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。

図 B-2 銅線 SFP モジュールの RJ-45 コネクタ

コンソール ポート
コンソール ポートでは 8 ピン RJ-45 コネクタを使用します（表 B-1 および 表 B-2 を参照）。付属の
RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルは、スイッチのコンソール ポートとコンソール PC の接続に使用しま
す。スイッチのコンソール ポートを端末に接続する場合は、RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタが必要
です。このアダプタが入ったキット（部品番号 ACS-DSBUASYN=）をご注文ください。コンソー
ル ポートおよびアダプタのピン割り当てについては、表 B-1 および 表 B-2 を参照してください。

クロス ケーブルの識別方法

ロールオーバー ケーブルは、モジュラ ケーブルの両端を比較することによって識別できます。タ
ブを裏側にして、ケーブルの両端を並べます。左プラグの最も外側のピンの接続線が、右プラグの

最も外側のピンの接続線と同じ色になります（図 B-3 を参照）。

図 B-3 クロス ケーブルの識別方法
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付録 B      コネクタおよびケーブルの仕様
ケーブルおよびアダプタの仕様

ケーブルおよびアダプタの仕様

ここでは、Cisco ME 4924-10GE スイッチで使用するケーブルとアダプタについて説明します。

アダプタのピン割り当て

表 B-1 に、コンソール ポート、RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブル、およびコンソール装置のピン割り
当てを示します。

表 B-2 に、コンソール ポート、RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタ、およびコンソール装置のピン割り
当てを示します。

（注） RJ-45/DB-25 メス DTE アダプタが別途必要です。このアダプタが入ったキット（部品番号 
ACS-DSBUASYN=）をご注文ください。

表 B-1 DB-9 アダプタを使用したコンソール ポート信号

スイッチ コンソール ポート（DTE） RJ-45/DB-9 端末アダプタ コンソール装置

信号 DB-9 ピン 信号

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TxD 2 RxD

GND 5 GND

GND 5 GND

RxD 3 TxD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS

表 B-2 DB-25 アダプタを使用したコンソール ポート信号

スイッチ コンソール ポート（DTE） RJ-45/DB-25 端末アダプタ コンソール装置

信号 DB-25 ピン 信号

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TxD 3 RxD

GND 7 GND

GND 7 GND

RxD 2 TxD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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付録 B      コネクタおよびケーブルの仕様
コンソール ポート

コンソール ポート
コンソール ポートは RJ-45 レセプタクルです。Request to Send（RTS; 送信要求）信号は、Clear to
Send（CTS; 送信可）入力のステートをたどります。表 B-3 に、コンソール ポートのピン割り当て
を示します。

表 B-3 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 出力 送信要求

2 DTR 出力 データ端末動作可能

3 TXD 出力 データ送信

4 GND  ―  ― 

5 GND  ―  ― 

6 RXD 入力 データ受信

7 DSR 入力 データ セット レディ

8 CTS 入力 送信可
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スイッチの初期設定

ここでは、スイッチの初期設定について、順を追って簡単に説明します。 

（注） スイッチをラックマウントする、または Small Form-factor Pluggable（SFP）モジュールに接続する
詳細なインストレーション手順については、第 2 章「スイッチのインストレーション」を参照して
ください。製品概要については、第 1 章「製品概要」を参照してください。

インストレーションの手順は次のとおりです。

1. スイッチの接続（p.C-2）

2. 端末エミュレーション ソフトウェアの起動（p.C-3）

3. 電源の接続（p.C-3）

4. 初期設定情報の入力（p.C-4）

（注） DC 電源装置を使用する場合は、DC 電源装置搭載スイッチを準備する詳細について、「Cisco ME
4924-10GE スイッチへの DC 電源接続」（p.3-3）を参照してください。

（注） スイッチ ポートを他のイーサネット装置に接続するには、カテゴリ 5 ストレート ケーブルが必要
です。



C-2
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

付録 C      スイッチの初期設定
スイッチの接続

スイッチの接続

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 にコンソール ポート
を接続するには、付属の RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用します。

スイッチに PC または端末を接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 付属の RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブルを使用して、RJ-45 コネクタをスイッチ前面のコンソール ポー
トに差し込みます（図 C-1 を参照）。

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。

図 C-1 スイッチの PC への接続

1 スイッチ 3 RJ-45/DB-9 アダプタ ケーブル
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付録 C      スイッチの初期設定
端末エミュレーション ソフトウェアの起動

端末エミュレーション ソフトウェアの起動
スイッチの電源を入れる前に、端末エミュレーション ソフトウェアを起動して、Power-on Self-Test
（POST; 電源投入時セルフテスト）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 ProcommPlus 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の通信を確立します。

ステップ 1 PC または端末を使用している場合は、端末エミュレーション ソフトウェアを起動します。

ステップ 2 端末エミュレーション 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）

電源の接続

電源を接続する手順は、次のとおりです。

ステップ 1 AC 電源装置を使用する場合は、付属している AC 電源コードの片側をスイッチ背面パネルの電源
コネクタに接続し、反対側をアースされた AC 電源コンセントに接続します（図 C-1 を参照）。

ステップ 2 DC 電源装置を使用する場合は、「Cisco ME 4924-10GE スイッチへの DC 電源接続」（p.3-3）に記載
されている DC 電源装置の取り付け手順を参照してください。

スイッチに電源が投入されると、スイッチは POST を開始します。POST は自動的に実行される一
連のテストで、スイッチが正常に機能していることを確認します。

POST は約 1 分で終了します。POST が完了すると、システムおよびステータス LED はグリーンに
点灯したままになります（詳細については、「LED」[p.1-5] を参照）。

スイッチが POST に失敗すると、システム LED がオレンジに点灯します。

（注） POST のエラーはほとんどの場合、回復不可能な障害です。POST でエラーが発生した場合は、た
だちに製品を購入した代理店に連絡してください。

スイッチの電源を入れる前に端末エミュレーション プログラムを起動すると、PC または端末には
ブートローダ シーケンスが表示されます。Enter キーを押してセットアップ プログラムのプロンプ
トを表示する必要があります。
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付録 C      スイッチの初期設定
初期設定情報の入力

初期設定情報の入力

スイッチを設定するには、スイッチがローカル ルータおよびインターネットと通信するために必要
な IP アドレスおよびその他の設定情報を指定する必要があります。ここで紹介する最小限の設定
には、機能の多くは含まれていません。管理ネットワークから Telnet 接続によってその他の設定作
業ができるようになるだけです。その他の機能およびインターフェイスを設定する場合は、『Catalyst
4500 Series Switch Software Configuration Guide』を参照してください。

IP 設定
ネットワーク管理者にこの情報を問い合わせる必要があります。

• スイッチの IP アドレス

• サブネット マスク（IP ネットマスク）

• デフォルト ゲートウェイ（ルータ）

• イネーブル シークレット パスワード

• イネーブル パスワード

• Telnet パスワード

初期設定の実行

次の手順で、スイッチの初期設定を完了します。

ステップ 1 端末のプロンプトに enable コマンドを入力してイネーブル EXEC モードを開始します。

Switch> enable
Password: password
Switch#

ステップ 2 イネーブル EXEC モードで clock set コマンドを使用し、システム時刻を設定します。

Switch# clock set 20:09:01 3 Apr 2006

ステップ 3 show clock コマンドを入力して変更を確認します。

Switch# show clock 
20:09:06.079 UTC Thu Apr 3 2006

ステップ 4 configure terminal コマンドを入力して、グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Switch# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config)#

ステップ 5 スイッチのホスト名を設定し、Return キーを押します。

Switch (config)# hostname Switch1
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付録 C      スイッチの初期設定
初期設定情報の入力

ステップ 6 スイッチのシステム プロンプトを設定し、Return キーを押します。新しいプロンプトを削除して
デフォルトのプロンプトに戻す場合は、no prompt コマンドを使用します。

Switch (config)# prompt Switch1>

ステップ 7 banner motd グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ログイン バナーの所在地
情報を設定します。このコマンドでシステムの連絡先を設定することもできます。

Switch1(config)# banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA c 

または

Switch1 (config)# banner motd c 170 West Tasman Drive, San Jose, CA; Tech Support 408 
123 4567 c

ステップ 8 イネーブル シークレット パスワードを設定し、Return キーを押します。

パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で、先頭を数字にすることもできます。大文字と小文字の区別
があります。スペースは使用できますが、先行スペースは無視されます。シークレット パスワード
は暗号化され、イネーブル パスワードはプレーン テキストです。

Switch1 (config)# enable secret SecretPassword

ステップ 9 イネーブル パスワードを設定し、Return キーを押します。

Switch1 (config)# enable password EnablePassword

ステップ 10 仮想端末（Telnet）のパスワードを設定し、Return キーを押します。

パスワードは 1 ～ 25 文字の英数字で、大文字と小文字の区別があります。スペースは使用できま
すが、先行スペースは無視されます。

Switch1 (config)# password terminal-password
Switch1 (config)# line vty 0 15

ステップ 11 管理ネットワークに接続するインターフェイスを設定します（示した IP アドレスとサブネット マ
スクはあくまでも例です。使用するネットワークに応じたアドレスを使用してください）。

Switch1 (config)# ip routing
Switch1 (config)# interface gigabitethernet 24
Switch1 (config-if)# no switchport 
Switch1 (config-if)# no shutdown 
Switch1 (config-if)# ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
Switch1 (config-if)# exit

ステップ 12 グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

Switch (config)# exit 
Switch #
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付録 C      スイッチの初期設定
初期設定情報の入力

ステップ 13 作成したコンフィギュレーションを表示し、意図したとおりになっているかどうかを確認します。

Switch1# show run
!
hostname Switch1
!
banner motd ^C
170 West Tasman Drive, San Jose, CA ^C
!

!--- Output suppressed.

ステップ 14 show ip interface brief コマンドおよび show ip route コマンドを使用して、IP 情報を確認します。

Switch1# show ip interface brief

Interface        IP-Address         OK?    Method      Status      Protocol 
Vlan1            172.16.1.2         YES    manual        up           up       
FastEthernet1  unassigned         YES    unset         up           up

!--- Output suppressed.
Switch1# show ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
       i - IS-IS, L1 - ISIS level-1, L2 - ISIS level-2, ia - ISIS inter area 
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
       P - periodic downloaded static route 

Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0 

     172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets 
C       172.16.1.0 is directly connected, Vlan1 
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1 
Switch1#

ステップ 15 実行コンフィギュレーションを保存します。

Switch1# copy system:running-config nvram:startup-config

これでスイッチの初期設定は完了です。

CLI（コマンドライン インターフェイス） を使用してその他の設定作業または管理作業を行うには、
端末プログラムを使用してコンソール ポートを通じて、または Telnet を使用してネットワークを通
じて、Switch> プロンプトにコマンドを入力します。設定手順については、スイッチのソフトウェ
ア コンフィギュレーション ガイドまたはスイッチのコマンド リファレンスを参照してください。



I N D E X

1
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

Numerics

19 インチおよび 24 インチ ラック　　2-7

C

Cisco IOS CLI　　1-9
CiscoView　　1-9
CLI　　1-9

E

EMI（電磁波干渉）　　A-2

H

HP OpenView　　1-9

L

LC コネクタ　　B-1
LED

POST の結果　　C-3
意味　　1-6
前面パネル　　1-5
電源装置　　4-6

M

MT-RJ コネクタ
清掃　　2-21

P

PC、スイッチへの接続　　2-5

POST
LED　　4-2, C-3
結果　　4-1

R

RJ-45 コネクタ、コンソール ポート　　B-2

S

SFP モジュール
コネクタ　　B-1
接続　　2-12, 2-14
取り付け　　2-9‐ 2-10
ベールクラスプ ラッチ
取り外し　　2-11

SFP モジュールの取り付け　　2-9‐ 2-10
SFP モジュールの取り外し　　2-11‐ 2-12
SNMP プラットフォーム　　1-9
SunNet Manager　　1-9

T

Telco ラック　　2-7
Telnet、CLI へのアクセス　　1-9

あ

アース接続装置に関する警告　　2-3
アース接続に関する警告　　2-3
アース要件、DC システム　　3-1
アダプタのピン割り当て、端末

RJ-45/DB-25　　B-3
RJ-45/DB-9　　B-3

アップグレード情報

リリース ノートを参照



Index

2
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

安全性　　2-2

い

イーサネット ケーブルのシールドに関する警告　　2-2
インストレーション

端末エミュレーション ソフトウェアの起動　　C-3
電源の接続　　C-3

インストレーション手順に関する警告　　2-2

お

温度、動作時　　A-1

か

雷発生時に関する警告　　2-2
簡易ネットワーク管理プロトコル

SNMP を参照

き

技術仕様　　A-1
規則遵守に関する警告　　2-4
起動シーケンス　　4-6

く

クロス ケーブル
接続

1000BASE-T GBIC モジュール ポート　　2-14
接続上の問題　　4-3

訓練を受けた人に関する警告　　2-3, 3-1

け

警告

アース接続　　2-3
アース接続装置　　2-3
イーサネット ケーブルのシールド　　2-2
インストレーション手順　　2-2
雷発生時　　2-2
訓練を受けた資格のある人　　2-3, 3-1
事故防止　　2-2
シャーシの積み重ね　　2-2

製品の廃棄　　2-3
装身具の取り外し　　2-2
地域および国の電気規則遵守　　2-4
定義　　viii
出入りが制限された場所　　2-3
電源装置　　2-3
取り付け　　2-2
ニ極切断装置　　2-3
ユーザが保守できない部品　　2-3
レーザー光　　2-3
レーザー製品　　2-3

ケーブル

1000BASE-T モジュール　　2-14
クロス

識別　　B-2
ケーブル ガイド、取り付け　　2-8
ケーブル長　　2-4

こ

購入した代理店　　4-8
コネクタ

光ファイバ　　2-21
コネクタおよびケーブル

LC コネクタ　　B-1
SFP モジュール ポート　　B-1
イーサネット ポート　　B-1
コンソール ポート　　B-2‐ B-3

コマンドライン インターフェイス
CLI を参照

コンソール ポート
コネクタおよびケーブル　　B-2‐ B-3
接続　　2-5, C-2
説明　　1-4
ピン割り当て　　B-4

梱包リスト　　2-4

し

資格のある人に関する警告　　2-3, 3-1
事故防止に関する警告　　2-2
シャーシ

重量　　A-1
寸法　　A-1

シャーシの積み重ねに関する警告　　2-2
重量



Index

3
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

シャーシ　　A-1
仕様　　A-1

AC 電源　　A-1
DC 電源　　A-2
環境　　A-1

冗長性

電源装置　　1-8
初期設定

スタート ガイドおよびハードウェア インストレー
ション ガイドも参照

シリアル番号、シャーシ　　4-8
資料、関連　　ix

す

スイッチのインストレーション

トラブルシューティング　　4-5
スイッチの電源投入　　2-6
ステータス LED　　1-6
寸法、シャーシ　　A-1

せ

清掃時の注意事項　　2-21
製品の廃棄に関する警告　　2-3
接続

SFP モジュール　　2-12, 2-14
コンソール ポート　　2-5, B-2, C-2

接続上の問題、解決　　4-3
切断装置に関する警告　　2-3
設置場所のプランニング

DC アース要件　　3-1
設定、初期

スタート ガイドおよびハードウェア インストレー
ション ガイドも参照

前面パネル

LED　　1-5
説明　　1-4

そ

装身具の取り外しに関する警告　　2-2
ソフトウェアによるスイッチ管理　　1-9

た

端末エミュレーション ソフトウェア　　2-5, C-3
端末、スイッチへの接続　　2-5

ち

注意　　viii

て

出入りが制限された場所に関する警告　　2-3
適合規格　　A-2
手順

取り付け　　2-7‐ 2-8
電気規則に関する警告　　2-4
電源

DC アース要件　　3-1
管理　　1-8
コネクタ　　1-7
仕様　　A-1, A-2
接続　　2-6, 3-2, 3-3
トラブルシューティング　　4-5

電源装置

LED　　1-6, 4-6
概要　　1-7
環境モニタ　　1-8
仕様　　A-1, A-2
冗長性　　1-8
トラブルシューティング　　4-6, 4-7

電源装置に関する警告　　2-3
電源投入　　2-6

と

トラブルシューティング　　4-1‐ 4-3
起動　　4-6
購入した代理店への連絡　　4-8
初期ブート　　4-5
電源装置　　4-6, 4-7
方法　　4-5

取り付け

手順も参照

ラックマウント　　2-7, 2-8



Index

4
Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

OL-10071-01-J

は

ハードウェアの説明

電源装置　　1-7
廃棄に関する警告、製品　　2-3
背面パネル

説明　　1-4, 1-7
パフォーマンスの問題、解決　　4-3

ひ

表記法、マニュアル　　viii
ピン割り当て

10/100 ポート　　B-1
RJ-45/DB-25 端末アダプタ　　B-3
RJ-45/DB-9 端末アダプタ　　B-3
SFP モジュール ポート　　B-1
アダプタ　　B-2‐ B-3
コンソール ポート　　B-3, B-3‐ B-4
ロールオーバー ケーブル　　B-2‐ B-3

ふ

ファン トレイ
ステータス LED　　1-6
冷却　　1-7

部品に関する警告　　2-3
ブラケット

マウント ブラケットを参照
ブランク前面プレート　　1-8

ほ

ポート

10/100 および SFP　　1-4
拡張サービス SFP　　1-4
コネクタおよびケーブル　　B-1
図　　1-4

ポート ステータス LED　　1-6

ま

マウント ブラケット
マウント キット　　2-4
ラックマウント　　2-8

マニュアルの表記法　　viii

も

問題の診断　　4-3

ら

ラックマウント　　2-7
ラベル、シャーシのシリアル番号　　4-8

れ

レーザー光に関する警告　　2-3
レーザー製品に関する警告　　2-3

ろ

ロールオーバー ケーブル　　2-6, B-2‐ B-3


	Cisco ME 4924-10GE イーサネット スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド
	目次
	はじめに
	対象読者
	目的
	マニュアルの構成
	表記法
	警告の定義

	関連資料
	マニュアルの入手方法
	Cisco.com
	Product Documentation DVD
	マニュアルの発注方法

	シスコ製品のセキュリティ
	シスコ製品のセキュリティ問題の報告

	Product Alerts および Field Notices
	テクニカル サポート
	Cisco Technical Support & Documentation Web サイト
	Japan TAC Web サイト
	Service Request ツールの使用
	問題の重大度の定義

	その他の資料および情報の入手方法

	第1章　製品概要
	機能
	ハードウェア機能
	ソフトウェア機能
	光サポート


	前面パネル
	コンソール ポート
	管理ポート
	SFP モジュール ポート
	LED

	背面パネル
	電源装置
	電源装置の環境モニタ
	Cisco ME 4924-10GE スイッチの電源管理
	電源管理モード


	管理オプション
	ネットワーク構成


	第2章　スイッチのインストレーション
	インストレーションの準備
	警告
	インストレーションに関する注意事項
	パッケージ内容の確認
	スイッチ動作の確認
	PC または端末のコンソール ポート接続
	スイッチの電源投入および POST の実行
	スイッチの電源切断およびコンソール ポートの切断


	スイッチのラックマウント
	スイッチへのブラケットの取り付け
	ラックへのスイッチの取り付け
	ケーブル ガイドの取り付け

	SFP モジュールの取り付けおよび取り外し
	SFP モジュール ポートへの SFP モジュールの取り付け
	SFP モジュール ポートからの SFP モジュールの取り外し

	SFP モジュールへの接続
	光ファイバ SFP モジュールへの接続
	1000BASE-T SFP モジュールへの接続
	X2 モジュール取り扱い時の注意事項および取り付け

	10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り付け
	10 ギガビット イーサネット X2 モジュールの取り外し
	モジュール メンテナンス時の注意事項

	光ファイバ コネクタの清掃
	次の作業

	第3章　電源装置の接続
	アース要件
	Cisco ME 4924-10GE スイッチへの AC 電源接続
	Cisco ME 4924-10GE スイッチへの DC 電源接続

	第4章　トラブルシューティング
	POST 結果の概要
	問題の診断
	ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング
	はじめに
	システム コンポーネント レベルでの問題解決
	起動時の問題の識別
	LED の表示
	電源装置のトラブルシューティング

	購入した代理店への連絡

	付録A　製品仕様
	付録B　コネクタおよびケーブルの仕様
	コネクタの仕様
	1000BASE-T 装置の接続
	SFP モジュール ポート
	コンソール ポート
	クロス ケーブルの識別方法


	ケーブルおよびアダプタの仕様
	アダプタのピン割り当て

	コンソール ポート

	付録C　スイッチの初期設定
	スイッチの接続
	端末エミュレーション ソフトウェアの起動
	電源の接続
	初期設定情報の入力
	IP 設定
	初期設定の実行


	索引

