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概要
Cisco Nexus 92304QCスイッチ（N9K-C92304QC）は、次のポートを搭載した 2ラックユニッ
ト（RU）スイッチです。

• 1ギガビット、10ギガビット、および 40ギガビットの速度をサポートする 56個の固定 40
ギガビット QSFP+（光）インターフェイスポート

これら 16個のポートは、他のデバイスの 64個の 1ギガビットと 10ギガビットのポート
への接続用のブレークアウトケーブルをサポートします。

• 40ギガビットおよび 100ギガビットの速度をサポートする 8個の QSFP28ポート

• 1個のコンソールポート

• 1個の管理ポート

• 2つのソフトウェア定義ポート（S1-65および S1-66とラベル付けされている）

• 1個の USBポート

このスイッチのシャーシは、ユーザによる交換が可能な次のコンポーネントを含みます。

•次のエアーフローを選択できるファンモジュール（2個）

•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（N9K-C9300-FAN3）

•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（N9K-C9300-FAN3-B）

•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））

•赤紫色のカラーリングが付いた NEBS準拠 650 Wポート側吸気 AC電源モジュール
（NXA-PAC-650W-PI）

•青色のカラーリングが付いた NEBS準拠 650 Wポート側排気 AC電源モジュール
（NXA-PAC-650W-PE）
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•白色のカラーリングが付いた 1200W双方向エアーフローHVAC/HVDC電源モジュー
ル（N9K-PAC-1200W）

•緑色のカラーリングが付いた 930 Wポート側吸気 DC電源モジュール
（UCSC-PSU-930WDC）

•灰色のカラーリングが付いた 930 Wポート側排気 DC電源モジュール
（UCS-PSU-6332-DC）

両方の電源モジュールは同じ種類でなければなりません。AC、DC、HVAC/HVDC電源モジュー
ル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。1200-W HVAC/HVDC電源モジュールを使用する場合、これらの電源モジュール
では、スイッチ内の他のモジュールで使用されるのと同じエアーフロー方向が自動的に使用さ

れます。

（注）

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。

ソフトウェア定義型

ポート

8シャーシのLED（ビー
コン（BCN）、ステー
タス（STS）、および
環境（ENV））
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他のデバイスへの 1ギ
ガビット、10ギガビッ
ト、および 40ギガ
ビットイーサネット接

続をサポートする 56
個の 40ギガビット
QSFP+（光）ポート
（ポート 1～ 56）。

ポート 1～
32は標準方
向であり、

通常の方向

で（ラベル

が下に来る

ように）ト

ランシーバ

を取り付け

ます。ポー

ト 33～ 56
は逆方向で

あり、逆方

向で（ラベ

ルが上に来

るように）

トランシー

バを取り付

ける必要が

あります。

（注）

9ポートのレーンスイッ

チボタン（ポート1～
16で使用）
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1ギガビット、10ギガ
ビット、および 40ギ
ガビットイーサネット

をサポートし、一方の

端に QSFP+トラン
シーバ、他方の端に 1
ギガビットと 10ギガ
ビットイーサネットを

サポートする 4個の
SFP+トランシーバが
あるブレークアウト

ケーブルをサポートす

る、16個の 40ギガ
ビット QSFP+（光）
ポート（ポート 1～
16）。

10ポートレーンの LED3

他のデバイスへの 40
ギガビットと 100ギガ
ビットイーサネット接

続をサポートする 8個
の 100ギガビット
QSFP28（光）ポート
（ポート 57～ 64）。

これらの

ポートは逆

方向であ

り、ラベル

が上に来る

ようにトラ

ンシーバを

取り付ける

必要があり

ます。

（注）

11設定の保存に使用する

USBポート
4

4支柱ラック用のフロ
ントマウントブラケッ

トを取り付けるための

ネジ穴（2個）（両側
それぞれにブラケット

1個）

12コンソールポート5
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2支柱ラック用のセン
ターマウントラック

ブラケットを取り付け

るためのネジ穴（4
個）（両側それぞれに

ブラケット 1個）

13管理ポート6

シャーシの電源モ

ジュールの端を下部支

持レールにロックする

ためのシャーシの両側

にあるノッチ

14ソフトウェア定義型

ポート

7

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。

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。

シャーシ LEDには、
次のものがあります。

•ビーコン（BCN）

•ステータス
（STS）

5アースラグをシャーシ

の両側に接続するため

のネジ穴（2つ）。
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2支柱ラック用のセン
ターマウントラック

ブラケットを取り付け

るためのネジ穴（4
個）（両側それぞれに

ブラケット 1個）

6左側に電源モジュール

スロット 1、右側にス
ロット 2がある電源モ
ジュール 2個（1個は
動作用で、1個は冗長
用）（図はAC電源モ
ジュール）。電源モ

ジュールは、他のス

イッチの電源モジュー

ル（リリースラッチが

右側）と比較して上下

逆（リリースラッチが

左側）になります。

2

4支柱ラック用のフロ
ントマウントブラケッ

トを取り付けるための

ネジ穴（2個）（両側
それぞれにブラケット

1個）

7左側にファンスロット

1、右側にファンス
ロット 2があるファン
モジュール 2個。

この製品で

は、電源の

向きは上下

逆であり、

リリース

ラッチは左

側にありま

す。

（注）

3

シャーシのファン側を

下部支持レールにロッ

クするためのシャーシ

の両側にあるノッチ

（この図に示されてい

るのは右側のノッ

チ）。

4

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

アーフローまたはポート側排気エアーフローのファンと電源モジュールを発注できます。ス

イッチに取り付けられているモジュールのエアーフローの方向を確認するには、次の表を参照

してください。

ポート側排気エアーフローの

カラーリング

ポート側吸気エアーフローの

カラーリング

交換可能なモジュール

青色赤紫色Fans

青色赤紫色AC電源装置
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ポート側排気エアーフローの

カラーリング

ポート側吸気エアーフローの

カラーリング

交換可能なモジュール

白色HVAC/HVDC電源モジュール

グレーグリーンDC電源モジュール

ファンと電源モジュールは現場交換可能であり、他のモジュールが取り付けられて稼働してい

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。取り付けられ
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。

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。双方向電源モジュールを取

り付ける場合、そのモジュールではスイッチ内のその他のモジュールと同じエアーフローの方

向が自動的に使用されます。

（注）

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。

注意
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