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概要
Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ（N9K-C9336C-FX2）は、データセンター内のスパインリーフ
APIC 導入向けに設計された 1 RU の固定ポート スイッチです。このスイッチには、36 個の
40/100 ギガビット QSFP28 ポートがあります。ポート 31 〜 36 はデフォルトのファブリック リ
ンクです（最後の 2 つのポート 35 〜 36 はファブリック リンク用に予約されています）。ダウ
ンリンク ポート（デフォルトでは 1 〜 30）は、4x10/4x25 ギガビット ブレークアウトをサポー
トします。ACI リリース 4.2(4) および 5.0(1) 以降、最大 34 個のブレークアウト ポートがサポー
トされます。これ以前は、最大 20 個のブレークアウト ポートがサポートされています。ACI
リリース 3.2 (3i) 以降では、ポート 31 ～ 34 はダウンリンクポートに変換可能です。すべての
ポートでは、QSA アダプタ (CVR QSF SFP10G) で 10 ギガビットをサポートします。ポート 7
〜 32 は、QSA アダプタで 1 ギガビットをサポートします。
このスイッチでサポートされるトランシーバ、アダプタ、およびケーブルを確認するには、
『Cisco Transceiver Modules Compatibility Information』を参照してください。

（注）

40 ギガビット インターフェイスに APIC を接続する場合は、インターフェイスが 10 ギガビッ
トで動作するように自動的に変換される適切なアダプタが使用されていることを確認します。
この方法では、40 ギガビットから 10 ギガビットへのブレークアウト ケーブルは、手動設定が
必要なため、サポートされていません。これは、ファブリック検出後に行うことができます。

このスイッチには、次のユーザによる交換が可能なコンポーネントが含まれています。
• 次のエアーフローを選択できるファン モジュール（3 個）:
• 青色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（NXA-FAN-65CFM-PE）
• 青色のカラーリングが付いたポート側排気エアーフロー（NXA-SFAN-65CFM-PE）
• 赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（NXA-FAN-35CFM-PI）
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• 赤紫色のカラーリングが付いたポート側吸気エアーフロー（NXA-SFAN-65CFM-PI）

（注）

NXA-SFAN-65CFM ファンは Cisco NX-OS リリース 9.3(7) 以降で
サポートされます。ファンのシリアル番号の表示を有効または無
効にするには、 [no] hardware fan-sprom コマンドを入力します。

（注）

表 1 : このスイッチのファン速度

（注）

ポート側吸気

ポート側排気口

ファン速度 %

ファン速度 %

通常/最小

50 %

70%

最大

100%

100 %

Each fan module has two rotors. The switch can function normally if one
rotor inside the any one fan module fails. In case of more than one rotor
failure, the switch will issue a warning and power down in 2 minute.

• 次の選択肢がある電源モジュール（2 個：動作用に 1 個、冗長性のため 1 個（1+1））
• 青色のカラーリングが付いた 750-W AC ポート側排気エアーフロー AC 電源モジュー
ル（NXA-PAC-750W-PE）
• 赤紫色のカラーリングが付いた 750-W AC ポート側吸気エアーフロー AC 電源
（NXA-PAC-750W-PI）
• 青色のカラーリングが付いた 1100 W ポート側排気エアーフロー AC 電源モジュール
（NXA-PAC-1100W-PI2）
• 赤紫色のカラーリングが付いた 1100 W ポート側吸気エアーフロー AC 電源モジュー
ル（NXA-PAC-1100W-PI2）
• 青色のカラーリングが付いた 1100 W ポート側排気エアーフロー HVAC/HVDC 電源モ
ジュール（NXA-PHV-1100W-PE）
• 赤紫色のカラーリングが付いた 1100-W ポート側吸気エアーフロー HVAC/HVDC 電源
モジュール（NXA-PHV-1100W-PI）
• 青色のカラーリングが付いた 1100 W ポート側排気エアーフロー DC 電源モジュール
（NXA-PDC-1100W-PE）
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• 赤紫色のカラーリングが付いた 1100W ポート側吸気エアーフロー DC 電源モジュー
ル（NXA-PDC-1100W-PI）

（注）

750-W AC PSU は、ソフトウェアバージョン ACI-N9KDK9-14.2 ま
たは NXOS-9.3.3 以降とのみ互換性があります。

（注）

電源はどちらも同じタイプの電源を使用します。AC 電源と DC
電源を混在させないでください。

（注）

すべてのファン モジュールと電源モジュールは、動作中のエアー
フロー方向が同じでなければなりません。

（注）

1 台目の電源のみがアクティブ システムで動作しており、2 台目
の電源が挿入されると、システム ファンは 12 秒間最大速度の
50% スロー ダウンします。2 台目の電源がアクティブになるまで
最大 10 秒かかる可能性があります。システムのシャットダウン
を防ぐため、この時間では最初に電源を取り外さないようにして
ください。

次の図は、シャーシのポート側から見たハードウェア機能を示しています。
図 1 : Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチのポート側面図

1

シャーシの LED（ビーコン（BCN）、ステータス
（STS）、および環境（ENV））

4

36 ポートの異なる方法で
設定できる APIC とスパイ
ン スイッチ接続
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2

レーン セレクタの LED

5

ラック取り付けブラケッ
トを取り付けるためのネ
ジ穴（6 個）

3

レーン選択ボタン

6

アース ラグを接続するた
めのネジ穴（2 個）

次の図は、シャーシの電源モジュール側から見たハードウェア機能を示しています。
図 2 : Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチの電源側面図

1 アウトオブバンド管理ポート（RJ-45 ポー 6
ト）

左側にファン スロット 1、右側にファン ス
ロット 3 があるファン モジュール 3 個

2 コンソール ポート（RS232 ポート）

7

シャーシ LED（ビーコン（BCN）およびス
テータス（STS））

3 アウトオブバンド管理ポート（SFP ポー
ト）

8

ラック取り付けブラケットを取り付けるた
めのネジ穴（6 個）

4 保存またはコピー機能用の USB ポート 1
個

9

アース ラグを接続するためのネジ穴（2
個）

5 2 台の電源 (1 台は動作用、1 台は冗長性用)
(AC 電源を示しています)。左側に電源モ
ジュール スロット 1、右側にスロット 2 が
あります。

（注）

USB のサポートは、2.5 W 未満（サージ電流を含め 0.5 A 未満）しか使用しない USB 2.0 デバ
イスに限定されます。瞬間的に 0.5 A を超える電流が流れるデバイス（外部ハード ドライブな
ど）は、デバイスでサポートされません。

ポートをホットアイルに配置するか、コールドアイルに配置するかに応じて、ポート側吸気エ
アーフロー（赤紫色）またはポート側排気エアーフロー（青色）のファンと電源モジュールを
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発注できます。すべての電源とファン モジュールが同じ色のカラーリングを付けられている必
要があります。
ファンと電源モジュールは現場交換可能です。他のモジュールが稼働している限り、動作中に
ファン モジュールまたは電源モジュールを 1 個交換できます。動作している電源モジュールが
1 個だけの場合、元の電源モジュールを取り外す前に空きスロットに交換用の電源モジュール
を取り付けることができます。

（注）

ファンと電源モジュールはすべて、エアーフローの方向が同じである必要があります。そうで
ない場合、スイッチが過熱しシャットダウンする場合があります。

注意

スイッチにポート側吸気エアーフロー（ファン モジュールの場合は赤紫色のカラーリング）が
ある場合、ポートはコールドアイルに配置する必要があります。スイッチにポート側排気エ
アーフロー（ファン モジュールの場合は青色のカラーリング）がある場合、ポートはホットア
イルに配置する必要があります。空気取り入れ口をホット アイルに配置すると、スイッチが過
熱しシャットダウンする場合があります。
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