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About the Documentation

• マニュアルおよびリリース ノート (xiiiページ)

• Documentation Conventions (xiiiページ)

• マニュアルへのフィードバック (xvページ)

• 技術サポートのリクエスト (xviページ)

マニュアルおよびリリース ノート

ジュニパーネットワークスの
®
技術資料の最新版は、ジュニパーネットワークス Web サイトの製

品マニュアル ページから取得してください（ http://www.juniper.net/techpubs/）。

最新のリリース ノートとマニュアルに記載されている情報に相違がある場合、製品のリリース

ノートに従ってください。

Juniper Networks Books は、ジュニパーネットワークスのエンジニアや専門家の書籍を発行し

ています。これらの書籍では、技術資料より一歩進んで、ネットワーク アーキテクチャ、導

入、管理について詳しく説明しています。最新の書籍リストは、以下でご確認ください：

http://www.juniper.net/books。

Documentation Conventions

xivページの表1 は、本書で使用する注意アイコンを定義します。
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表1: 注意アイコン

説明意味アイコン

重要な機能または手順を示します。情報の通知

データの損失やハードウェアの破損につながる可能性のある状況を示します。注意

けがまたは死亡のリスクについて警告します。警告

レーザーによるけがのリスクを警告します。レーザー警告

役に立つ情報を示します。ヒント

推奨される使用法または実装について通知します。ベスト プラクティス

xivページの表2 は、本書で使用するテキストおよび構文の表記規則について定義します。

表2: Text and Syntax Conventions

ExamplesDescriptionConvention

To enter configuration mode, type the

configure command:

user@host> configure

Represents text that you type.Bold text like this

user@host> show chassis alarms

No alarms currently active

Represents output that appears on the

terminal screen.

Fixed-width text like this

• A policy term is a named structure

that defines match conditions and

actions.

• Junos OS CLI User Guide

• RFC 1997, BGP Communities Attribute

• Introduces or emphasizes important new

terms.

• Identifies guide names.

• Identifies RFC and Internet draft

titles.

Italic text like this

Configure the machine’s domain name:

[edit]

root@# set system domain-name

domain-name

Represents variables (options for which

you substitute a value) in commands or

configuration statements.

Italic text like this
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表2: Text and Syntax Conventions （続き）

ExamplesDescriptionConvention

• To configure a stub area, include the

stub statement at the [edit protocols

ospf area area-id] hierarchy level.

• The console port is labeled CONSOLE.

Represents names of configuration

statements, commands, files, and

directories; configuration hierarchy

levels; or labels on routing platform

components.

Text like this

stub <default-metric metric>;Encloses optional keywords or variables.< > (angle brackets)

broadcast | multicast

(string1 | string2 | string3)

Indicates a choice between the mutually

exclusive keywords or variables on

either side of the symbol. The set of

choices is often enclosed in parentheses

for clarity.

| (pipe symbol)

rsvp { # Required for dynamic MPLS onlyIndicates a comment specified on the

same line as the configuration statement

to which it applies.

# (pound sign)

community name members [ community-ids ]Encloses a variable for which you can

substitute one or more values.

[ ] (square brackets)

[edit]

routing-options {

static {

route default {

nexthop address;

retain;

}

}

}

Identifies a level in the configuration

hierarchy.

Indention and braces ( { } )

Identifies a leaf statement at a

configuration hierarchy level.

; (semicolon)

GUI Conventions

• In the Logical Interfaces box, select

All Interfaces.

• To cancel the configuration, click

Cancel.

Represents graphical user interface

(GUI) items you click or select.

Bold text like this

In the configuration editor hierarchy,

select Protocols>Ospf.

Separates levels in a hierarchy of menu

selections.

> (bold right angle bracket)

マニュアルへのフィードバック

マニュアルの品質向上のために、ご意見、コメント、ご提案をお待ちしております。フィード

バックをお寄せいただくには、以下のいずれかの方法をご利用ください。

• Online feedback rating system—On any page of the Juniper Networks TechLibrary site

at http://www.juniper.net/techpubs/index.html, simply click the stars to rate the

content, and use the pop-up form to provide us with information about your experience.

Alternately, you can use the online feedback form at

http://www.juniper.net/techpubs/feedback/.

xvCopyright © 2017, Juniper Networks, Inc.

About the Documentation

http://www.juniper.net/techpubs/index.html
http://www.juniper.net/techpubs/feedback/


• E-mail—Send your comments to techpubs-comments@juniper.net. Include the document or

topic name, URL or page number, and software version (if applicable).

技術サポートのリクエスト

製品の技術サポートは、Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）で提供しています。アク

ティブな J-Care またはパートナー サポート サービス サポート契約をお持ちのお客様または

保証が適用されるお客様が販売後の技術サポートをご希望の場合、ジュニパーネットワークス

のツールおよびリソースにオンラインでアクセスすることも、JTAC でケースをオープンするこ

ともできます。

• JTAC ポリシー - JTAC での手続きおよびポリシーについて完全に理解するには、『 JTAC

User Guide 』をご確認ください。

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdfにて公開されていま

す。

• 製品保証 - 製品保証に関する情報は、 http://www.juniper.net/support/warranty/をご覧く

ださい。

• JTAC 営業時間 - JTAC センターでは、1 年 365 日、週 7 日、1 日 24 時間の体制でリソー

スをご用意しています。

セルフヘルプ オンライン ツールおよびリソース

迅速な問題解決のために、ジュニパーネットワークスではカスタマー サポート センター（CSC）

というオンラインのセルフサポート ポータルを設定し、以下のサービスを提供しています。

• CSC の提供するサービスの確認： http://www.juniper.net/customers/support/

• 既知のバグの検索： http://www2.juniper.net/kb/

• 製品マニュアルの検索： http://www.juniper.net/techpubs/

• ソリューションの検索およびナレッジ ベースを使用した質問への回答の検索：

http://kb.juniper.net/

• ソフトウェアの最新バージョンのダウンロードおよびリリース ノートの確認：

http://www.juniper.net/customers/csc/software/

• 技術記事での関連するハードウェアおよびソフトウェアについての通知の検索：

http://kb.juniper.net/InfoCenter/

• ジュニパーネットワークス コミュニティー フォーラムへの登録および参加：

http://www.juniper.net/company/communities/

• CSC ケース管理ツールでケースをオンラインでオープン： http://www.juniper.net/cm/

製品のシリアル番号でサービスの権利を確認するため、シリアル番号によるサービス資格（SNE）

ツールを使用： https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/

JTAC でのケースのオープン

Web または電話を使用して、JTAC でケースをオープンできます。

• CSC のケース管理ツール http://www.juniper.net/cm/を使用します。
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• 1-888-314-JTAC（1-888-314-5822：米国、カナダ、メキシコでのフリーダイヤル）に電話し

ます。

フリーダイヤルの用意されていない国からの国際電話または直通オプションは、

http://www.juniper.net/support/requesting-support.htmlで確認してください。
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第1部

概要

• システム概要 (3ページ)

• ポート パネルのコンポーネントと説明 (9ページ)

• 管理パネルのコンポーネントと説明 (17ページ)

• 冷却システムのコンポーネントと説明 (23ページ)

• 電源システムのコンポーネントと説明 (27ページ)

1Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.



Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.2

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



第1章

システム概要

• PTX1000 パケット トランスポート ルーターに関する説明 (3ページ)

• PTX1000 ハードウェア コンポーネントの概要 (6ページ)

• PTX1000 コンポーネントの冗長化 (6ページ)

PTX1000 パケット トランスポート ルーターに関する説明

ジュニパーネットワークス PTX1000 パケット トランスポート ルーターは、10 Gbps、40 Gbps、

100 Gbps のポート速度をコンパクトな 2U 筐体でサポートする固定構成タイプのルーターで

す。サービス プロバイダは、このルーターを使用して、ピアリング ポイントをネットワーク

全体に組織的に分散できます。

システム アーキテクチャでは、制御操作とパケット転送操作を明確に分離しています。このよ

うな設計により、PTX1000 では処理およびトラフィックのボトルネックが解消し、高パフォー

マンスが実現します。

• 制御操作を実行するのはルーティング エンジンです。このルーティング エンジンは、Junos

OS（ジュニパーネットワークス Junos オペレーティング システム）を実行します。ルーティ

ング エンジンは、ルーティング プロトコル、トラフィック エンジニアリング、ポリシー、

ポリシー実行、監視、設定管理を処理します。Junos OS は、PTX1000 ルーターに内蔵された

32 GB（ギガバイト） M.2 SATA SSD（ソリッド ステート ドライブ）2 基にインストールさ

れます。ルーティング エンジンは、2.5 GHz クワッド コア Intel CPU および 32 GB の

SDRAM によって拡張されています。

• 転送操作を実行するのはパケット転送エンジンです。パケット転送エンジンには、ジュニパー

ネットワークスが設計した ASIC が組み込まれています。カスタムの ExpressPlus ASIC に

より PTX1000 は最大 2.88 Tbps（テラビット/秒）の転送容量を実現します。ExpressPlus

ASIC は HMC（ハイブリッド メモリ キューブ）に接続されます。高い効率性を発揮するこの

メモリ モジュールが、パケット バッファリング、VOQ（仮想出力キュー）メモリ、論理シス

テムの拡張性向上を実現します。

ヒント: PTX シリーズ ルーターでサポートされる機能の詳細については、「 Feature

Explorer（機能について）」を参照してください。

• ポート パネルと管理パネル (4ページ)

• FRU パネル (5ページ)

3Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.
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ポート パネルと管理パネル

PTX1000 のポート パネルには、72 個のネットワーク ポートとポート LED があります。PTX1000

の管理パネルには、コンソール ポートと管理ポート、リセット ボタン、システム ステータス

LED、クロッキング ポート、USB ポートがあります。 4ページの図1 は、PTX1000 のポート

パネルと管理パネルを示しています。

図 1: PTX1000 のポート パネルと管理パネル

2—1— 管理パネルポート パネル

ポート パネル上にある 72 個の各ネットワーク ポートは QSFP+（クワッド スモール フォー

ムファクター プラガブル プラス）トランシーバをサポートし、デフォルトでは、4 個のチャ

ネライズド 10 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定されています（最大 288

個の 10 ギガビット イーサネット ポートに対応）。72 個の各ポートは、40 ギガビット イー

サネット インターフェイスとして設定できます。さらに、72 個のネットワーク ポートのうち

24 個は、100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定できます。 4ページの表3

に、PTX1000 でサポートされる各インターフェイス タイプの最大ポート数を示します。

表3: インターフェイスの各速度でサポートされる最大ポート数

サポートされる最大ポート数インターフェイス タイプ

28810 ギガビット イーサネット

7240 ギガビット イーサネット

24100 ギガビット イーサネット

注: PTX1000 のライセンス モデルを 1 つ購入すると、72 個のネットワーク ポー

トのうち 18 個をご利用いただけます。18 個のポートは、任意の組み合わせで、最

大 72 個の 10 ギガビット イーサネット インターフェイス、18 個の 40 ギガビッ

ト イーサネット インターフェイス、6 個の 100 ギガビット イーサネット イン

ターフェイスのいずれにも使用できます。追加のライセンスをご購入いただくと、

残りのネットワーク ポートも利用できます。ライセンス 1 つにつき、合計 72 個

のネットワーク ポートのうち 18 個を追加でご利用いただけます。
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PTX1000 の管理には Junos OS CLI を使用します。Junos OS CLI には、管理パネルのコンソー

ル ポートおよびアウトオブバンド管理ポートからアクセスできます。さらに、管理パネルに

は、マイナー アラームやメジャー アラームなどルーターの問題を警告するシステム ステータ

ス LED、外部クロック同期ポート、ソフトウェアのインストールとリカバリーをサポートする

USB ポートもあります。

ポートおよび管理パネルの詳細については、「 9ページの 「PTX1000 ポート パネル」 」お

よび「 17ページの 「PTX1000 管理パネル」」を参照してください。

FRU パネル

PTX1000 の FRU（フィールド交換可能ユニット）パネルには、PTX1000 のファン モジュールと

電源装置があります。 5ページの図2 は、PTX1000 FRU パネルを示しています。

図 2: PTX1000 FRU パネル

3—1— ESD ポイント電源（4）

2—ファン モジュール（3）

PTX1000 の冷却システムは、80 W のファン モジュール 3 個と電源装置に内蔵されたファンで

構成されます。ファン モジュールは、フル スピードでは 150 CFM（立方フィート/分）で動作

します。各ファン モジュールはデュアル反転ファンを装備しています。ファン モジュールは

ホットスワップ対応です。つまり、ファン モジュールを交換する場合にルーターの電源を切っ

たり、ルーティング機能を停止したりする必要はありません。

PTX1000 冷却システム内では、冷気がポート パネルの通気口から入り、熱気は FRU パネルか

ら排出されます。この種の気流を、 排気 または ポートから FRU 方向への気流と呼びます。

PTX1000 には 1600 W 電源が 4 個あり、設定に応じて AC 電源または DC 電源として使用でき

ます。各電源の出力は 12-VDC で、待機電圧は 12 VDC です。電源装置はホットスワップ対応

です。つまり、電源装置を交換する場合にルーターの電源を切ったり、ルーティング機能を停

止したりする必要はありません。

FRU パネルのコンポーネントの詳細については、「 23ページの 「PTX1000 冷却システムに関

する説明」」、 27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」、「 28ページの 「PTX1000

DC 電源に関する説明」」を参照してください。

関連項目 23ページの 「PTX1000 冷却システムに関する説明」•

• 27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」

• 28ページの 「PTX1000 DC 電源に関する説明」

5Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.
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PTX1000 ハードウェア コンポーネントの概要

PTX1000 でサポートされるコンポーネントは、 6ページの表4 にアルファベット順で記載され

ています。PTX1000 の寸法と重量については、「 36ページの 「PTX1000 の物理仕様」 」を参

照してください。

表4: PTX1000 のハードウェア コンポーネント

説明CLI 出力

ジュニパーのスペア パーツ型

番コンポーネント

3ページの 「PTX1000 パケット トランスポー

ト ルーターに関する説明」

PTX1000PTX1000-72Q-CHAS-Sシャーシ

23ページの 「PTX1000 冷却システムに関する説

明」

PTX1000 ファン トレイPTX1000-FAN-Sファン モジュール

27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」AC AFO 1600W PSUJPSU-1600W-AC-AFO電源

28ページの 「PTX1000 DC 電源に関する説明」DC AFO 1600W PSUJPSU-1600W-DC-AFO

関連項目 3ページの 「PTX1000 パケット トランスポート ルーターに関する説明」•

• 6ページの 「PTX1000 コンポーネントの冗長化」

PTX1000 コンポーネントの冗長化

PTX1000 モデルでは、次のハードウェア コンポーネントが冗長化されています。

• 冷却システム：PTX1000 は 3 個のファン モジュールを装備しています。各ファン モジュー

ルは冗長構成のユニットで、2 個のファンが含まれています。あるファン モジュール故障が

発生し、他のファン モジュールが PTX1000 を望ましい温度しきい値内に維持できない場合、

シャーシのアラームが起動し、PTX1000 がシャット ダウンする可能性があります。

• 電源：PTX1000 には 4 個の電源装置が付属しています。PTX1000 には、ルーターの全コン

ポーネントの電力供給に必要な数の 2 倍の電源が用意されています。これを 2N 冗長化と呼

びます。1 つの電源装置で故障が発生するか、取り外された場合、残りの電源装置が中断す

ることなく電気負荷のバランスをとり、故障した電源装置の交換中にも引き続き N + 1 冗長

化を維持します。

電源フィードを冗長化するには、電源フィード A を電源装置 0 および 1 と接続し、電源

フィード B を電源装置 2 および 3と接続します。単一のフィードで PTX1000 のすべてのコ

ンポーネントに電力を供給できます。

注意: フィード A とフィード B を、同じ電源装置の入力端子に接続してはいけ

ません。
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関連項目 • 23ページの 「PTX1000 冷却システムに関する説明」

• 27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」

• 28ページの 「PTX1000 DC 電源に関する説明」
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第2章

ポート パネルのコンポーネントと説明

• PTX1000 ポート パネル (9ページ)

• PTX1000 ネットワーク ポート LED (16ページ)

PTX1000 ポート パネル

PTX1000 は、10 Gbps、40 Gbps、100 Gbps のポート速度をサポートします。 9ページの図3

は、PTX1000 のポート パネルと管理パネルを示しています。

図 3: PTX1000 のポート パネルと管理パネル

2—1— 管理パネルポート パネル

ポート パネルにある 72 個のネットワーク ポートは、それぞれ QSFP+（クワッド スモール

フォームファクター プラガブル プラス）トランシーバをサポートします。デフォルトでは、

ネットワーク ポートは 4 つのチャネライズド 10 ギガビット イーサネット インターフェイ

スとして動作します。QSFP+ を SFP+ 光ファイバー ブレイクアウト ケーブルに使用すると、

最大 288 個の 10 ギガビット イーサネット ポートを利用できます。72 個の各ポートは、3

個のポートをグループにして、40 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定でき

ます。ポート グループの第 1 のポートを 40 Gbps で動作するように設定すると、そのポート

およびそれ以外の 2 個のポートが 40 Gbps で動作します。さらに、72 個のネットワーク ポー

トのうち 24 個は、100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定できます。100

ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定可能な 24 個のネットワーク ポート

は、QSFP28 トランシーバをサポートします。

9Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.



注: 100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定可能なネットワー

ク ポートは、トランシーバ ソケットの下に黒い線でマークが付けられています。

ポートを 100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定すると、隣接

する 2 個のポートは無効化されます。たとえば、ポート 1 は 100 Gbps のポート

速度をサポートします。このポートを 100 ギガビット イーサネット インターフェ

イスとして設定すると、ポート 0 およびポート 2 は無効化されます。

注: ポート速度を設定するには、 set chassis fpc 0 pic 0 port port-number speed

speed コマンドを使用します。ポートが 40 Gbps で動作するよう設定するには、

40g speed オプションを使用します。ポートが 100 Gbps で動作するよう設定する

には、 100g speed オプションを使用します。40 Gbps または 100 Gbps で動作す

るようにポートを設定し、ポートをデフォルト構成に戻すには、 speed ステートメ

ントを [chassis fpc 0 pic 0 port port-number] 階層レベルの設定から削除し、設

定をコミットします。ネットワーク ポートはリセットされ、デフォルトの 10 ギガ

ビット イーサネット インターフェイス 4 個に戻ります。 12ページの表5 は、

PTX1000 で使用可能なネットワーク ポートの組み合わせを示しています。

• 例：ネットワーク ポートを 40 ギガビット イーサネット インターフェイスとして使用する

方法 (10ページ)

• 例：ネットワーク ポートを 100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして使用す

る方法 (11ページ)

• PTX1000 ポート マッピング (12ページ)

例：ネットワーク ポートを 40 ギガビット イーサネット インターフェイスとして使用する方法

PTX1000 の全ネットワーク ポートは、40 ギガビット イーサネット インターフェイスとして

設定できます。40 ギガビット イーサネット インターフェイスは、ネットワーク ポート 3 個

をグループにして設定する必要があります。ポート グループの第 1 のポートに対してポート

速度を 40 Gbps に設定すると、ポート グループの 3 個のポートすべてが 40 Gbps で動作し

ます。たとえば、ポート 0 を 40 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定する

と、ポート 1 および 2 も 40 ギガビット イーサネット インターフェイスになります（「

11ページの図4」を参照）。 12ページの表5 は、40 ギガビット イーサネット インターフェ

イスとして設定可能なポート グループの完全なリストです。
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図 4: 40 ギガビット イーサネット インターフェイスの設定には 3 個のネット
ワーク ポートを使用

2—1— ポート 3 を 40 Gbps で動作するように設定す

ると、ポート 4 および 5 も 40 Gbps で動作

します（緑色）。

ポート 0 を 40 Gbps で動作するように設定す

ると、ポート 1 および 2 も 40 Gbps で動作

します（青色）。

注: 40 ギガビット イーサネット インターフェイスを設定するには、 set chassis

fpc 0 pic 0 port port-number speed speed コマンドを使用します。たとえば、3 個

のネットワーク ポートの第 1 のセットを 40 ギガビット イーサネット インター

フェイスに設定するには、 set chassis fpc 0 pic 0 port 0 speed 40g コマンドを

使用します。この設定をコミットすると、3 個のポートはそれぞれ（0、 1、 2）

40 Gbps で動作します。

例：ネットワーク ポートを 100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして使用する方法

ポート 1から始めます。各グループで 6 個のネットワーク ポートのうち第 2 と第 6 のポー

トはすべて、100 ギガビット イーサネット インターフェイスとして設定できます。

11ページの図5 は、グループの 6 個のネットワーク ポートのうち、ポートに黒色の下線が付

いた 100 ギガビット イーサネット対応ポートを示しています。

図 5: ポートの黒い下線で示された 100 ギガビット イーサネット ポート

CLI でポート速度を 100 Gbps に設定すると、そのポートに関連する 2 個のネットワーク ポー

トが Junos OS によって無効化されます。たとえば、ポート 1 を 100 ギガビット イーサネッ

ト インターフェイスとして設定すると、ポート 0 および 2 は無効化されます（「

12ページの図6」を参照）。 12ページの表5 は、100 ギガビット イーサネット インターフェ

イスとして動作するよう設定可能なポート、および無効化されるポートの完全なリストを示し

ています。
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図 6: 100 ギガビット イーサネット インターフェイスの設定によって関連ポー
ト 2 個を無効化

2—1— ポート 5 を 100 ギガビット イーサネット イ

ンターフェイスとして設定すると、ポート 3

および 4 が無効化されます（緑色）。

ポート 1 を 100 ギガビット イーサネット イ

ンターフェイスとして設定すると、ポート 0

および 2 が無効化されます（青色）。

注: 100 ギガビット イーサネット インターフェイスを設定するには、 set chassis

fpc 0 pic 0 port port-number speed speed コマンドを使用します。たとえば、ポー

ト 1（第 1 の 100 ギガビット イーサネット対応ポート）を設定するには、 set

chassis fpc 0 pic 0 port 1 speed 100g コマンドを使用します。この設定をコミッ

トすると、ポート 1 は 100 Gbps で動作し、ポート 0 および 2 は無効化されま

す。

PTX1000 ポート マッピング

12ページの表5 は、PTX1000 で使用可能なネットワーク ポートの組み合わせを示しています。

表5: PTX1000 ポート マッピング

100 ギガビット イーサネット

インターフェイス設定時に無効

化されるポート100 GbE ポート

40 GbE

ポート グ

ループ

4 x 10 ギガビット イーサ

ネット チェネライズド ポー

ト（デフォルト）ポート番号

––✓✓0

0、2✓✓1

––✓2

––✓✓3

––✓4

3、4✓✓5

––✓✓6

6、8✓✓7

––✓8
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表5: PTX1000 ポート マッピング （続き）

100 ギガビット イーサネット

インターフェイス設定時に無効

化されるポート100 GbE ポート

40 GbE

ポート グ

ループ

4 x 10 ギガビット イーサ

ネット チェネライズド ポー

ト（デフォルト）ポート番号

––✓✓9

––✓10

9、10✓✓11

––✓✓12

12、14✓✓13

––✓14

––✓✓15

––✓16

15、16✓✓17

––✓✓18

18、20✓✓19

––✓20

––✓✓21

––✓22

21、22✓✓23

––✓✓24

24、26✓✓25

––✓26

––✓✓27

––✓28

27、28✓✓29
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表5: PTX1000 ポート マッピング （続き）

100 ギガビット イーサネット

インターフェイス設定時に無効

化されるポート100 GbE ポート

40 GbE

ポート グ

ループ

4 x 10 ギガビット イーサ

ネット チェネライズド ポー

ト（デフォルト）ポート番号

––✓✓30

30、32✓✓31

––✓32

––✓✓33

––✓34

33、34✓✓35

––✓✓36

36、38✓✓37

––✓38

––✓✓39

––✓40

39、40✓✓41

––✓✓42

42、44✓✓43

––✓44

––✓✓45

––✓46

45、46✓✓47

––✓✓48

48、50✓✓49

––✓50
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表5: PTX1000 ポート マッピング （続き）

100 ギガビット イーサネット

インターフェイス設定時に無効

化されるポート100 GbE ポート

40 GbE

ポート グ

ループ

4 x 10 ギガビット イーサ

ネット チェネライズド ポー

ト（デフォルト）ポート番号

––✓✓51

––✓52

51、52✓✓53

––✓✓54

54、56✓✓55

––✓56

––✓✓57

––✓58

57、58✓✓59

––✓✓60

60、62✓✓61

––✓62

––✓✓63

––✓64

63、64✓✓65

––✓✓66

66、68✓✓67

––✓68

––✓✓69

––✓70

69、70✓✓71

関連項目 16ページの 「PTX1000 ネットワーク ポート LED」•
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PTX1000 ネットワーク ポート LED

PTX1000 のネットワーク ポートには、それぞれリンクの状態とアクティビティを示す 2 色の

LED が 1 個使用されています。三角形の LED が、ポートの最上列と最下列の間にあります。

それぞれの LED の形は、関連するポートを示しています。 16ページの図7 は LED の場所を示

しています。

図 7: PTX1000 のネットワーク ポート LED

1—網掛けされたネットワーク ポート（上部左）

の LED

注: この同じ 2 色の LED は、ポートが 4 つの 10 ギガビット イーサネット イン

ターフェイスとして動作するよう設定されている場合、状態も示します。

16ページの表6 では、ネットワーク ポート LED について説明します。

表6: PTX1000 ネットワーク ポート LED

説明都道府県色

ポートの運用管理が無効化されている、通電していない、リンクがダウンしている、トラン

シーバが存在しないのいずれか。

オフ消灯

リンクは確立されている。点灯緑色

ビーコン機能がポートで有効化されている。点滅

ポートが 4 つの 10 ギガビット イーサネット インターフェイスとして動作するよう設定さ

れている場合、1 つ以上起動していることを示す（必ずしも 4 つすべてではない）。

点灯オレンジ

接続に関する 1 つ以上のエラーが発生している。点滅

関連項目 • 9ページの 「PTX1000 ポート パネル」
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第3章

管理パネルのコンポーネントと説明

• PTX1000 管理パネル (17ページ)

• PTX1000 管理ポート LED (18ページ)

• PTX1000 シャーシの状態 LED (20ページ)

PTX1000 管理パネル

PTX1000 管理パネルは、ポート パネルの横にあります（「 17ページの図8」を参照）。

図 8: PTX1000 のポート パネルと管理パネル

2—1— 管理パネルポート パネル

PTX1000 の管理には Junos OS CLI を使用します。Junos OS CLI には、管理パネルのコンソー

ル ポートおよびアウトオブバンド管理ポートからアクセスできます。さらに、管理パネルに

は、マイナー アラームやメジャー アラームなどルーターの問題を警告するシステム ステータ

ス LED、外部クロック同期ポート、ソフトウェアのインストールとリカバリーをサポートする

USB ポートもあります。 18ページの図9 は、管理パネルの詳細を示しています。
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図 9: PTX1000 管理パネルのコンポーネント

6—1— SFP PTP イーサネット（1000BASE-T）ポート（

ETH というラベルが貼られています）。将来

の使用のために予約されているポート。

RJ-45（1000BASE-T）管理イーサネット ポート

（ MGMT というラベルが貼られています）。

Junos OS CLI では、このポートは em0として

識別されます。

7—2— 10 Hz パルス毎秒（PPS）SMB（SubMiniature B

）コネクター。グランドマスター クロックと

の間のドリフト タイミング測定の入力/出力用

です。将来の使用のために予約されているポー

ト。

RJ-45 コンソール ポート（CON）。RS-232 シ

リアル ポートをサポートします。

8—3— 10 MHz SMB タイミング コネクター（10MHz）。

将来の使用のために予約されているポート。

リセット ボタン。ハードウェアをリセットす

るには、5 秒間押したままにします。クロック

機能と FPGA 状態の登録はリセットされませ

ん。

9—4— USB ポート。状態 LED：電源（PWR）、状態（STS）、メ

ジャー アラーム（MAJ）、マイナー アラーム

（MIN）。

5— SFP 管理イーサネット ポート（ MGMT という

ラベルが貼られています）。Junos OS CLI で

は、このポートは em1として識別されます。

関連項目 18ページの 「PTX1000 管理ポート LED」•

• 20ページの 「PTX1000 シャーシの状態 LED」

PTX1000 管理ポート LED

PTX1000 の 2 個の管理ポートは、管理パネルの上、ネットワーク ポートの横にあります。ど

ちらの管理ポートにも MGMT というラベルが付けられています。RJ-45 管理ポートは

10/100/1000BASE-T 接続に対応します。SFP（スモール フォームファクター プラガブル）管理

ポートは 10/100/1000BASE-T 接続と 1000BASE-X 接続に対応します。
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RJ-45 ポートの LED は、状態用とアクティビティ用で別れています。SFP ポートの LED は、

リンクとアクティビティの両方を示します。 19ページの図10 は LED の場所を示しています。

図 10: PTX1000 の管理ポート LED

3—1— リンク アクティビティ LED（SFP）状態 LED（RJ-45）

2—リンク アクティビティ LED（RJ-45）

19ページの表7 には、RJ-45 管理ポート LED の説明が記載されています。

表7: PTX1000 RJ-45 管理ポート LED

説明都道府県色LED

リンクが確立されていない、障害が発生している、リンクがダウンし

ているかのいずれか。

オフ消灯リンク アク

ティビティ

リンクが確立されており、リンク アクティビティが存在する。点滅オレンジ

ポート速度が 10 Mbps、またはリンクがダウンしているかのいずれか。オフ消灯状態

ポート速度が 1000 Mbps。点灯緑色

19ページの表8 には、SFP 管理ポート LED の説明が記載されています。

表8: PTX1000 SFP 管理ポート LED

説明都道府県色LED

リンクが確立されていない、障害が発生している、リンクがダウンしている

かのいずれか。

オフ消灯リンク アク

ティビティ

リンクが確立されているが、リンク アクティビティが存在しない。点灯緑色

リンクが確立されており、リンク アクティビティが存在する。点滅

関連項目 17ページの 「PTX1000 管理パネル」•
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PTX1000 シャーシの状態 LED

PTX1000 では、ネットワーク ポートの横にあるシャーシの管理パネルに状態 LED が 4 個あり

ます（「 20ページの図11」を参照）。

図 11: PTX1000 シャーシの状態 LED

3—1— マイナー アラーム（MIN）LED電源（PWR）LED

4—2— 状態（STS）LEDメジャー アラーム（MAJ）LED

20ページの表9 では、PTX1000 のシャーシの状態 LED について説明しています。

表9: PTX1000 シャーシの状態 LED

説明都道府県色名称

PTX1000 の電源が切れている。PTX1000 に電力が供給されていません。オフ消灯電源（PWR）

電源システムは適切に動作している。点灯緑色

電源システムに問題が発生している。PTX1000 の電源を切るには、AC 電源

のスイッチをオフ（O）にするか、AC 電源コードのプラグを抜きます。電圧

の問題があれば修正します。PTX1000 の電源を入れ、電源装置とファンの

LED でエラーの発生個所を確認します。CPU の電力障害が発生している場

合、PTX1000 は起動しません。

点滅オレンジ

PTX1000 の電源がオフになっているか、Junos OS が停止している。オフ消灯状態（STS）LED

Junos OS が起動している。点灯緑色

PTX1000 に障害が検知された。点滅オレンジ

メジャー アラームはない。オフ消灯メジャー ア

ラーム（MAJ）

LED
温度のアラームや電力の障害など、ハードウェアの重大な故障が発生し、

PTX1000 が停止している。

点灯赤色
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表9: PTX1000 シャーシの状態 LED （続き）

説明都道府県色名称

マイナー アラームはない。オフ消灯マイナー ア

ラーム（MIN）

LED
ソフトウェア エラーのようなマイナー アラームが発生している。点灯オレンジ

関連項目 • 17ページの 「PTX1000 管理パネル」
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第4章

冷却システムのコンポーネントと説明

• PTX1000 冷却システムに関する説明 (23ページ)

• PTX1000 ファン モジュール LED (24ページ)

PTX1000 冷却システムに関する説明

PTX1000 の冷却システムは、80 W のファン モジュール 3 個と電源装置に内蔵されたファンで

構成されます。ファン モジュールは、フル スピードでは 150 CFM（立方フィート/分）で動作

します。各ファン モジュールはデュアル反転ファンを装備しています。

PTX1000 冷却システム内では、冷気がポート パネルの通気口から入り、熱気は FRU パネルか

ら排出されます。この種の気流を、 排気 または ポートから FRU への 気流と呼びます。シャー

シは、設置時に FRU が ホット アイルの横にくるように配置する必要があります。

23ページの図12 は、シャーシを通る気流を示しています。

図 12: PTX1000 シャーシ内の気流（ポートから FRU へ）

注: 通常の動作条件下では、ファン モジュールは中程度の速度で動作します。シャー

シの温度センサーがシャーシ内の温度を監視します。ファン モジュールに故障が発

生するか、シャーシ内部の周囲温度が許容範囲を超えると、システムがアラームを

発します。シャーシ内の温度がしきい値を上回ると、システムが自動的にシャット

ダウンします。

23Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.



ファン モジュール

24ページの図13 は PTX1000 のファン モジュールを示しています。

図 13: PTX1000 ファン モジュール

PTX1000 のファン モジュールは、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU です。

ファン モジュールのスロットには、FRU 側から見て左から右に 0 から 2 までの番号が付けら

れています（「 24ページの図14」を参照）。ファン モジュールの各スロットにはファンのア

イコンがあり、アイコンの横に LED があります。

図 14: PTX1000 FRU パネル

2—1— ファン モジュール（3）電源（4）

注: PTX1000 を最適に動作させるには、3 個のファン モジュールすべてを取り付け

る必要があります。PTX1000 は、ファン モジュールの交換時に、サーマル シャッ

ト ダウンすることなく、限られた時間（30 秒）動作を継続します。

関連項目 24ページの 「PTX1000 ファン モジュール LED」•

PTX1000 ファン モジュール LED

PTX1000 には、各ファン モジュールに対応するファン モジュール スロットの左側に状態 LED

があります。 25ページの図15 は、PTX1000 FRU パネル上のファン モジュール横にある LED

の位置を示しています。
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ヒント: ファン モジュールの状態を確認するには、 show system alarms コマンド

を使用します。

図 15: PTX1000 のファン モジュール LED

1—状態 LED

ファン モジュール LED の示す状態の説明が 25ページの表10 に記載されています。

表10: PTX1000 ファン モジュール LED

説明都道府県色名称

ファン モジュールは正常に動作している。モジュールが取り付けられ、ファンが適切に

動作していることがシステムによって検証済みとなっています。

点灯緑色状態

ファン モジュールでエラーが検知された。ファン モジュールをできる限り速やかに交換

してください。ファンが故障しているか、または適切に取り付けられていません。シャー

シ内の適切な気流を維持するには、ファン モジュールを交換する準備が整うまで、ファ

ン モジュールをシャーシに取り付けたままにします。

点灯オレンジ

関連項目 • 23ページの 「PTX1000 冷却システムに関する説明」
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第5章

電源システムのコンポーネントと説明

• PTX1000 AC 電源に関する説明 (27ページ)

• PTX1000 DC 電源に関する説明 (28ページ)

• PTX1000 電源 LED (30ページ)

PTX1000 AC 電源に関する説明

PTX1000 の AC 電源（ 27ページの図16 および 28ページの図17を参照）は、ホットリムーブ

可能、ホットインサート可能な FRU（フィールド交換可能ユニット）です。ルーターの電源を

オフにしたり、ルーティング機能を停止したりすることなく取り付けが可能です。PTX1000 に

は電源が 4 個あります。

注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

図 16: PTX1000 FRU パネル

2—1— ファン モジュール（3）電源（4）
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図 17: PTX1000 の AC 電源

3—1— イジェクタ レバーオス電源コネクター

4—2— ハンドル状態 LED

各 1600 W 電源に AC 入力端子が 1 つあります。電源の出力は 12-VDC で、待機電圧は 12 VDC

です。PTX1000 には、デバイスの全コンポーネントの電力供給に必要な数の 2 倍の電源が用意

されています。これを 2N 冗長化と呼びます。PTX1000 に 4 個すべての電源装置を取り付け

て、電源に接続すると、ルーターは完全な電源冗長化となります。電源装置のいずれかで故障

が発生するか、電源装置を取り外した場合、別の電源装置が中断することなく電気負荷のバラ

ンスをとります。

電源装置内のファンはポートから FRU への方向に気流を作ります。これを AFO（排気）と呼び

ます。電源に AFO のラベルが付いている場合、またはハンドルが金色の場合、ポートから FRU

方向への気流であることを示します。

注意: 電気による人身事故を防止するために、「 73ページの 「AC 電源と PTX1000

の接続」」、「 93ページの 「PTX1000 に電源装置を取り付ける」」、「 91ペー

ジの 「PTX1000 から電源装置を取り外す」」のインストラクションに注意しながら

従ってください。

注: 電源システム冗長化の詳細については、「 6ページの 「PTX1000 コンポーネ

ントの冗長化」」を参照してください。

関連項目 30ページの 「PTX1000 電源 LED」•

PTX1000 DC 電源に関する説明

PTX1000 の DC 電源（ 29ページの図18 および 29ページの図19を参照）は、ホットリムーブ

可能、ホットインサート可能な FRU（フィールド交換可能ユニット）です。ルーターの電源を

オフにしたり、ルーティング機能を停止したりすることなく取り付けが可能です。PTX1000 に

は電源が 4 個あります。
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注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

図 18: PTX1000 FRU パネル

2—1— ファン モジュール（3）電源（4）

図 19: PTX1000 の DC 電源

3—1— ハンドル状態 LED

2—イジェクタ レバー

各 1600 W 電源に DC 入力端子が 1 つあります。電源の出力は 12-VDC で、待機電圧は 12 VDC

です。PTX1000 には、ルーターの全コンポーネントの電力供給に必要な数の 2 倍の電源が用意

されています。これを 2N 冗長化と呼びます。PTX1000 に 4 個すべての電源装置を取り付け

て、電源に接続すると、ルーターは完全な電源冗長化となります。電源装置のいずれかで故障

が発生するか、電源装置を取り外した場合、別の電源装置が中断することなく電気負荷のバラ

ンスをとります。

電源装置内のファンはポートから FRU への方向に気流を作ります。これを AFO（排気）と呼び

ます。電源に AFO のラベルが付いている場合、またはハンドルが金色の場合、ポートから FRU

方向への気流であることを示します。

注意: 電気によるけがを防止するために、「 75ページの 「DC 電源と PTX1000 の

接続」」、「 93ページの 「PTX1000 に電源装置を取り付ける」」、「 91ページ

の 「PTX1000 から電源装置を取り外す」」のインストラクションに注意しながら

従ってください。
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注: 施設の 48-VDC DC 電源には、定格 40 A（–48 VDC）以上、または地域の法規に

準拠したサーキット ブレーカーを装備することを推奨します。

注: 電源システム冗長化の詳細については、「 6ページの 「PTX1000 コンポーネ

ントの冗長化」」を参照してください。

関連項目 30ページの 「PTX1000 電源 LED」•

PTX1000 電源 LED

PTX1000 の各電源装置には、電源のフェースプレートに状態 LED があります。 30ページの図20

は、PTX1000 AC 電源の LED の場所を示し、 30ページの図21 は、PTX1000 DC 電源の LED の

場所を示しています。

図 20: PTX1000 の AC 電源 LED

1—状態 LED

図 21: PTX1000 の DC 電源 LED

1—状態 LED

電源 LED の示す状態の説明が、 31ページの表11 に記載されています。
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表11: PTX1000 電源 LED

説明都道府県色

名

称

どの電源にも電力が供給されていない。オフ消灯状

態

電源装置がオンになっており、正常に動作している。点灯緑色

電源装置はコールド スタンバイ モード。12 VDC の入力のみが存在。ゆっくりと点滅

（1 Hz）

電源装置がファームウェアをアップロードしている。点滅（2 Hz）

電源コードが取り外されているか、電源装置でメジャー エラーが検知されている。メジャー

エラーの例として、電源装置の障害、過電圧保護エラー、過電流保護エラー、ファンの障害が

あります。

• 電源コードが取り外されているか紛失している場合、お住まいの国に適した電源コードを

再度適切に接続します。

• メジャー エラーが発生した場合、できる限り速やかに電源装置を交換します。シャーシ内

の適切な気流を維持するには、電源装置を交換する準備が整うまで、電源装置をシャーシ

に取り付けたままにします。

点灯オレン

ジ

警告イベントが検知されているが、電源装置は動作を継続している。多くの場合、このような

イベントは温度の上昇により発生します。ファン モジュールと電源装置内のファンを確認し、

シャーシ内の気流が適切に維持されていることを確認します。

点滅

関連項目 • 27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」

• 28ページの 「PTX1000 DC 電源に関する説明」
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第2部

取り付け場所のプランニング、準備、仕様

• 準備の概要 (35ページ)

• AC 電源の仕様と要件 (41ページ)

• DC 電源の仕様と要件 (43ページ)

• ネットワーク ケーブルとトランシーバのプランニング (45ページ)

• 管理ケーブルの仕様とピン配列 (51ページ)
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第6章

準備の概要

• PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト (35ページ)

• PTX1000 の物理仕様 (36ページ)

• PTX1000 ラック要件 (36ページ)

• 気流の確保とハードウェアの保守のための PTX1000 すきま要件 (37ページ)

• PTX1000 環境要件および仕様 (38ページ)

• PTX1000 シャーシ接地ケーブルとラグの仕様 (39ページ)

PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト

PTX1000 を設置するために取り付け場所を準備する場合、 35ページの表12 チェックリストに

まとめられた作業を実行する必要があります。

表12: 取り付け場所準備用チェックリスト

日付実行者詳細の参照先項目または作業

環境

38ページの 「PTX1000 環境要件および仕様」温度、湿度などの環境要因がルーターの許容値を超えていな

いことを確認します。

電力

外部電源とルーターの設置場所との間の距離を測定します。

• 41ページの 「PTX1000 AC 電源仕様」

• 43ページの 「PTX1000 DC 電源仕様」

消費電力と要件を計算します。

ラック

36ページの 「PTX1000 ラック要件」ラックがルーターの設置に関する最小要件を満たしているこ

とを確認します。

37ページの 「気流の確保とハードウェアの保守

のための PTX1000 すきま要件」

ラックの場所をプランニングします（必要なすきまなど）。

ラックを床および建造物に固定します。

ケーブル
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表12: 取り付け場所準備用チェックリスト （続き）

日付実行者詳細の参照先項目または作業

• 45ページの 「PTX1000 でトランシーバがサ

ポートされるかどうかの確認」

• PTX1000 でサポートされる QSFP+ および

QSFP28 トランシーバ向けケーブルとコネクター

の仕様

ケーブルとコネクターを入手します。

• 計画した構成に基づいて必要なケーブルの数を決定しま

す。

• 各ケーブルについて、可能な最長距離を確認する。接続す

るハードウェア コンポーネント間の距離に基づいて、ケー

ブルの長さを選択します。

ケーブルの配線と管理をプランニングします。

関連項目 131ページの 「PTX1000 の設置に関する安全性ガイドライン」•

• 132ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告」

PTX1000 の物理仕様

36ページの表13 は、PTX1000 シャーシの物理仕様を示しています。

表13: PTX1000 の物理仕様

奥行き幅高さ重量説明

78.7 cm（31 イン

チ）、ファンまたは電

源用のハンドルなし。

44.07 cm

（17.35 イン

チ）

8.8 cm（3.46

インチ）

FRU（フィールド交換可能ユニット）取り付

け済み：31.1 kg（68.6 ポンド）

AC 電源を取り付けたシャーシ

FRU 取り付け済み：30.8 kg（67.8 ポンド）DC 電源を取り付けたシャーシ

関連項目 36ページの 「PTX1000 ラック要件」•

PTX1000 ラック要件

PTX1000 のシャーシは 4 ポスト ラックに設置するように設計されています。

ラックの要件には、次のものがあります

• ラック タイプ

• 取り付けブラケット穴の間隔

• ラックのサイズと強度

37ページの表14 は、PTX1000 のラック要件と仕様を示しています。

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.36

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



表14: PTX1000 のラック要件

ガイドラインラック要件

ブラケット穴または穴のパターンの間隔が 1-U（4.45 cm、すなわち 1.75 インチ）刻みで増え、重量を支える

ためのサイズと強度の要件を満たす 4 ポスト ラックを使用します。

U とは、『 Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment 』（文書番号 EIA-310–D）（Electronics

Components Industry Association 発行http://www.ecianow.org/）で定義されている標準ラックを指します。

ラック タイプ：4 ポ

スト

取り付けブラケットの穴の間隔は 1 U（4.45 cm、すなわち 1.75 インチ）です。PTX1000 は、その間隔で穴が

空いているならどんなラックにも取り付けることができます。

取り付けブラケット穴

の間隔

• ラックが、『 Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment 』（文書番号 EIA-310–D）（Electronics

Components Industry Association 発行）（http://www.ecianow.org/）で定義されている、48.26 cm（19

インチ）または 58.42 cm（23 インチ）の規格に準拠していることを確認します。

• 『 Equipment Engineering (EE); European telecommunications standard for equipment practice 』第 4

部（文書番号 ETS 300 119-1～119-4）（European Telecommunications Standards Institute 発行）

（http://www.etsi.org）で定義されている 600 mm ラックを使用してください。

ラック内のレールの水平方向間隔がこの規格に準拠している場合、通常、レールの間隔はルーターの取り付

けブラケットよりも広くなります。取り付けブラケットは外端から外端までが 48.26 cm（19 インチ）です。

レールの間隔を狭くする必要がある場合、承認されたウィング デバイスを使用します。

• ラックのレールの間隔が PTX1000 のシャーシの外部寸法を収容する上で十分な広さがあることを確認しま

す。前面の取り付けレールの外端を幅 48.26 cm（19 インチ）まで伸ばします。

• 前面と背面のラック レールの間隔がフロントツーバックで 71.1 cm（28 インチ）～91.4 cm（36 インチ）

であることを確認します。

• ラックに PTX1000 の重量を支える上で十分な強度があることを確認します。

• レールと隣のレールとの間にスペースを設け、PTX1000 およびラックの周囲に適切なすきまを確保します。

ラックのサイズと強度

• ラックを建造物に固定します。

• 地震が発生する可能性のある地域の場合、ラックをフロアーに固定します。

• ラックを天井ブラケットおよびフロアー ブラケットに固定し、できる限り安定させます。

ラックを建造物に固定

関連項目 37ページの 「気流の確保とハードウェアの保守のための PTX1000 すきま要件」•

気流の確保とハードウェアの保守のための PTX1000 すきま要件

PTX1000 を設置するために取り付け場所のプランニングを行う場合、設置したシャーシの周囲

に十分なすきまを設ける必要があります（参照： 38ページの図22）。
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図 22: 気流を確保し、ハードウェアの保守を可能にするための PTX1000 のすき
ま要件

以下のガイドラインに従ってください。

• 冷却システムを適切に機能させるために、シャーシの周囲の気流を妨げてはなりません。

シャーシを通る気流の詳細については、「 23ページの 「PTX1000 冷却システムに関する説

明」 」を参照してください。

• PTX1000 を他の機器と一緒にラックに取り付ける場合、他の機器の排気がシャーシの吸気口

に流れ込まないことを確認します。

• サービス担当者がハードウェア コンポーネントを取り外したり、取り付けたりできるよう

に、PTX1000 の前面と背面両方で 61 cm（24 インチ）以上を空け、PTX1000 の前面と背面に

十分なスペースを残す必要があります。NEBS GR-63 では、ラックまたはキャビネットの前面

には 76.2 cm（30 インチ）以上、ラックの背面には 61 cm（24 インチ）以上を推奨してい

ます。

関連項目 36ページの 「PTX1000 ラック要件」•

PTX1000 環境要件および仕様

PTX1000 は、ラックに取り付ける必要があります。乾燥した、清潔な、通気性のよい、温度管

理された環境に設置する必要があります。

次の環境ガイドラインに従ってください。

• できる限りほこりの無い場所に設置する必要があります。ほこりは吸気口やフィルターをつ

まらせ、PTX1000 冷却システムの効率性を低下させる可能性があるためです。

• PTX1000 が正常に動作するように周囲の気流を維持します。気流が妨げられるか制限され場

合、あるいは吸入した空気の温度が高すぎた場合、シャーシが過熱し、その結果、PTX1000

の温度監視機能が、ハードウェア コンポーネントを保護するためにルーターをシャット ダ

ウンする可能性があります。

39ページの表15 は、PTX1000 が正常に動作するために必要な環境条件を示しています。
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表15: PTX1000 環境許容値

許容値説明

1828.8 m（6000 フィート）まで性能低下なし。高度

相対湿度範囲 5～90% で正常動作を保証（結露しないこと）。

• 相対湿度範囲 5～93% で短時間の動作を保証（結露しないこと）。

注: NEBS GR-63-Core、Issue 3 に従い、短時間のイベントは最長 96 時間持続可能、ただし年間 15 日以

下。

相対湿度

• 温度範囲 0° C（32° F）～40° C（104° F）で正常動作を保証。

• 輸送コンテナ内の非動作時保管温度：–40° C（–40° F）～70° C（158° F）。

温度

GR-63-Core、Issue 3 に従い、Zone 4 耐震要件に準拠するように設計されています。耐震性

注: National Electrical Code、ANSI/NFPA 70 の Article 110-16、110-17、110-18

に従い、専用の機器室や機器クローゼットなど、制限エリア内にのみ PTX1000 を設

置してください。

関連項目 35ページの 「PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト」•

PTX1000 シャーシ接地ケーブルとラグの仕様

設置時にシャーシへの独立した接地線が必要な場合に、PTX1000 を適切に動作させ、安全性と

EMI（電磁妨害）の要件を満たすには、電源を接続する前に十分な接地をしておく必要がありま

す。PTX1000 を接地するには、接地ケーブルをアースにつないでから、シャーシの接地ポイン

トにつなぎます。

警告: PTX1000 はプラグ着脱可能なタイプ A 機器であり、アクセス制限エリアに設

置されます。シャーシには、電源コードの接地ピンに加えて、個別の保護接地端子

もあります。設置時にシャーシへの個別の接地線が必要な場合、この独立した保護

接地端子をアースに永続的に接続する必要があります。

警告: GR-1089 の要件に準拠するには、SFP+、QSFP+、QSFP28 の各ポートに使用す

るすべてのビル内銅線ケーブルの両端をシールドし、接地する必要があります。

注意: 設置を開始する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグをユーザー提供の

接地ケーブルとつなぐ必要があります。「 66ページの 「PTX1000 接地ケーブルの

接続」」を参照してください。ケーブルがラグと正しく接続されていないと、PTX1000

が損傷する可能性があります。
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PTX1000 をアースにつなぐ前に、次の情報を確認します。

• PTX1000 をアースに接続するには、保護接地端子ブラケットが必要です。この 2 つ穴のブラ

ケットは、取り付けレールによって PTX1000 シャーシ側面に取り付け、PTX1000 の保護接地

端子とします。接地ポイントには、#10-32 UNF ねじとワッシャーが 2 個必要です。接地ポ

イントの間隔は 16 mm（0.63 インチ）空けます。

• 接地ラグとして、Panduit LCD6-14BH-L または同等のもの（別途用意）が必要です。この接

地ラグは 14–6 AWG（2～13.3 mm²）のより線に対応します。

• ユーザーが PTX1000 用に用意する接地ケーブルは、各電源装置の入力線と同じサイズまたは

それよりも重いものでなければなりません。最低限でも 8 AWG（8.4 mm²）より線、60° C

電線、あるいは地域の法規に定められたものを使用することを推奨します。

関連項目 • 73ページの 「AC 電源と PTX1000 の接続」

• 75ページの 「DC 電源と PTX1000 の接続」
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第7章

AC 電源の仕様と要件

• PTX1000 AC 電源仕様 (41ページ)

• PTX1000 AC 電源コードの仕様 (41ページ)

PTX1000 AC 電源仕様

41ページの表16 は、PTX1000 向け AC 電源の仕様を示しています。

表16: PTX1000 AC 電源仕様

仕様項目

動作範囲：100～240 VACAC 入力電圧

50～60 HzAC 入力ライン周波数

100～120 VAC で 14 AAC 入力定格電流

1050 W標準電力消費量

1425 W最大消費電力量

関連項目 41ページの 「PTX1000 AC 電源コードの仕様」•

PTX1000 AC 電源コードの仕様

着脱可能な AC 電源コードは、お客様が注文に含めた場合に、シャーシと共に出荷されます。

カプラーは、IEC（International Electrotechnical Commission）規格 60320 に規定されたタ

イプ C13 です。電源コード オス側の端のプラグは、お客様の地域の電源コンセントの規格に

準拠しています。

注: 北米の AC 電源コードの長さは 14.75 フィート（約 4.5 m）を超えてはなりま

せん。これは、NEC（National Electrical Code）Sections 400-8（NFPA 75, 5-2.2）

および 210-52 と、CEC（Canadian Electrical Code） Section 4-010（3）に準拠

しています。PTX1000 用として注文可能な電源コードは規格に準拠したものとなっ

ています。
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42ページの表17 は、各国または地域で規定されている AC 電源コードの仕様を示しています。

表17: PTX1000 AC 電源コードの仕様

図ジュニパーの型番プラグ規格電気仕様国/地域

CBL-GP-PWR-C13-AUAS/NZ 3109-1996250 VAC、10 A、50 Hzオーストラリア

CBL-GP-PWR-C13-CHGB 1002-1996250 VAC、10 A、50 Hz中国

CBL-GP-PWR-C13-EUCEE（7）VII250 VAC、10 A、50 Hzヨーロッパ（イタリ

ア、スイス、英国を除

く）

CBL-GP-PWR-C13-ITCEI 23-16/VII250 VAC、10 A、50 Hzイタリア

CBL-GP-PWR-C13-JPJIS C8303125 VAC、12 A、50 Hz または 60

Hz

日本

g0
21

27
4

CBL-GP-PWR-C13-USCAN/CSA No. 49-92125 VAC、13 A、60 Hz北米

CBL-GP-PWR-C13-KRKSC 8305、K60884-1250 VAC、10 A、60 Hz大韓民国

CBL-GP-PWR-C13-SZSEV 1011 SEV 1991、EN

60320 C13

250 VAC、10 A、50 Hzスイス

CBL-GP-PWR-C13-UKBS 1363/A250 VAC、10 A、50 Hz英国

関連項目 • 41ページの 「PTX1000 AC 電源仕様」
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第8章

DC 電源の仕様と要件

• PTX1000 DC 電源仕様 (43ページ)

• PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様 (43ページ)

PTX1000 DC 電源仕様

43ページの表18 は、PTX1000 向け DC 電源の仕様を示しています。

注: 施設の 48-VDC DC 電源には、定格 40 A（–48 VDC）以上、または地域の法規に

準拠したサーキット ブレーカーを装備することを推奨します。

表18: PTX1000 DC 電源仕様

仕様項目

• 定格動作電圧：–48～–60 VDC

• 動作電圧範囲：-40～-72 VDC

DC 入力電圧

最大 40 ADC 入力定格電流

1050 W標準電力消費量

1425 W最大消費電力量

関連項目 43ページの 「PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様」•

PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様

PTX1000 DC 電源装置には、D-Sub 3W3- タイプのコネクターが必要です。コネクターの 3 本の

ピンは、–48 VDC 入力用（–）、リターン用（+）、および電源装置の接地用です。

DC 電源ケーブルは、それぞれ長さ約 4 m（13.1 フィート）で、PTX1000 に同梱されています。

付属のケーブルの片方の端には 3 ピン コネクターがあり、反対側の端には 3 本の絶縁ワイ

ヤーがあります。これは、取り付け場所の DC 電力配電系統との接続用です。

44ページの表19 は、PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様を示しています。
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表19: PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様

ワイヤー サイズ絶縁材の色ワイヤーの機能ジュニパーの型番

8 AWG（8.4 mm²）、90° C青–48 VDC 入力（–）CBL-JNP-PWR-DSUB

8 AWG（8.4 mm²）、90° C黒リターン（+）

8 AWG（8.4 mm²）、90° C緑色と黄色接地

警告: 現場での配線には、銅導体のみを使用します。

警告: PTX1000 コンポーネントへのアクセスを妨げたり、人がつまずきそうな場所

に電源ケーブルを配置したりしてはなりません。

注意: 電源接続が適切な極性を維持していることを確認する必要があります。電源

ケーブルには、極性を示す「 （+） および （–） 」のラベルが付いている場合があ

ります。DC 電源ケーブルの色分けが、規格で規定されているわけではありません。

取り付け場所で使用する外部 DC 電源の色分けが、シャーシに付属した DC 電源ケー

ブルのリードの色分けとは異なる場合があります。

関連項目 • 43ページの 「PTX1000 DC 電源仕様」

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.44

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



第9章

ネットワーク ケーブルとトランシーバのプ
ランニング

• PTX1000 でトランシーバがサポートされるかどうかの確認 (45ページ)

• 光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散について (46ページ)

• 光ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンの計算 (47ページ)

PTX1000 でトランシーバがサポートされるかどうかの確認

PTX1000 はネットワーク ポートを 72 個装備しています。ポート パネル上にある 72 個の各

ネットワーク ポートは QSFP+（クワッド スモール フォームファクター プラガブル プラス）

トランシーバをサポートし、デフォルトでは、4 個のチャネライズド 10 ギガビット イーサ

ネット インターフェイスとして設定されています（最大 288 個の 10 ギガビット イーサネッ

ト ポートに対応）。72 個の各ポートは、40 ギガビット イーサネット インターフェイスとし

て設定できます。72 個のネットワーク ポートのうち 24 個は、100 ギガビット イーサネット

インターフェイスとして設定することもでき、速度 100 Gbps 向けの QSFP28 トランシーバを

サポートします。ネットワーク ポートの詳細については、「 9ページの 「PTX1000 ポート

パネル」 」を参照してください。

注: デフォルトでは、PTX1000 で実行する Junos OS ソフトウェアは、取り付けら

れたトランシーブのタイプに応じて 100 ギガビット イーサネット トランシーバ向

け RS-FEC の無効と有効を自動的に切り替えます。RS-FEC を明示的に有効化または

無効化するには、 edit interfaces interface-name gigether-options fec ステート

メントを使用します。詳細については、「 fec 」を参照してください。

PTX1000 のネットワーク ポートは、QSFP+ トランシーバと QSFP28 トランシーバ、DAC（ダイ

レクトアタッチ銅線）ケーブル、AOC（アクティブ光ケーブル）をサポートします。PTX1000 で

は、SFP 管理（MGMT）ポートとの接続に SFP（スモール フォームファクター プラガブル）ト

ランシーバも使用できます。SFP トランシーバは、ネットワーク ポートでは使用できません。

ジュニパーネットワークスのデバイスでサポートされるプラグ着脱可能なトランシーバに関す

る情報は、ハードウェア互換性ツールを使用して確認できます。トランシーバとコネクター タ

イプに加えて、各トランシーバ向けの光ファイバーとケーブルの特性（該当する場合）もドキュ

メントに記載されています。ハードウェア互換性ツールでは、デバイスでサポートされるすべ

てのトランシーバを製品別に検索し、カテゴリー別、インターフェイスの速度やタイプ別に表
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示できます。PTX1000 でサポートされるトランシーバのリストは、

https://pathfinder.juniper.net/hct/product/#prd=PTX1000にあります。

注意: ジュニパーネットワークス デバイスでサードパーティー製光ファイバーや

ケーブルの使用時に問題が発生した場合、JTAC（Juniper Networks 技術支援セン

ター）が原因の診断をお手伝いします。お客様を担当する JTAC エンジニアは、サー

ドパーティー製光ファイバーやケーブルを確認したり、デバイスに適したジュニパー

ネットワークスの同等の光ファイバーやケーブルと交換することを推奨したりする

場合があります。

関連項目 PTX1000 でサポートされる QSFP+ および QSFP28 トランシーバ向けケーブルとコネクターの

仕様

•

• 46ページの 「光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散について」

• 47ページの 「光ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンの計算」

光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散について

このトピックでは、光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散について説明します。光

ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンの計算の詳細については、「

47ページの 「光ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンの計算」」

を参照してください。

• マルチモードおよびシングルモード光ファイバー ケーブルの信号損失 (46ページ)

• 光ファイバー ケーブル内の減衰と分散 (47ページ)

マルチモードおよびシングルモード光ファイバー ケーブルの信号損失

マルチモード光ファイバーは、直径が十分に大きいため、光線が内部で反射します（ファイバー

の壁に当たって跳ね返る）。一般的に、マルチモード光ファイバーのインターフェイスには、

光源として LED が使用されています。ただし、LED はコヒーレントな光源ではありません。さ

まざまな波長の光をマルチモード光ファイバーに送り込むため、光はさまざまな角度で反射し

ます。光はマルチモード光ファイバー内をジグザグに進み、それが信号分散の原因となります。

ファイバー コア内を進む光がファイバーのクラッドに入ると、高次モード損失が発生します。

以上の要因が相まって、マルチモード光ファイバーの伝送距離はシングルモード光ファイバー

よりも短くなります。

シングルモード光ファイバーは直径が小さく、光線は 1 つのレイヤーを通してのみ内部反射し

ます。シングルモード光ファイバーのインターフェイスには、光源としてレーザーが使用され

ています。レーザーが生成する光の波長は単一であり、光はシングルモード光ファイバー内を

直線状に進みます。シングルモード光ファイバーは、マルチモード光ファイバーよりも帯域幅

が広く、信号の伝搬距離が長くなります。

最大伝送距離を超えると、著しい信号損失が発生する場合があり、伝送の信頼性が低下します。
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光ファイバー ケーブル内の減衰と分散

光データ リンクが正しく機能するかどうかは、受信機に到達する光が、適切に復調できるほど

十分な強度を持っているかどうかにかかっています。 減衰 とは、伝送中に光信号のパワーが

減少することです。減衰は、ケーブル、ケーブル スプライス、コネクターなど、パッシブ メ

ディア コンポーネントが原因で発生します。光ファイバーは他のメディアよりも減衰が著しく

低下しますが、それでもマルチモードおよびシングルモード両方の伝送で減衰が発生します。

効率的な光データ リンクを実現するには、減衰を克服するのに十分な光が必要です。

分散 とは、時間の経過に伴い信号が拡散することです。次の 2 種類の分散が光データ リンク

に影響する可能性があります。

• 色分散：光線の速度が異なることで、時間の経過に伴い信号が分散します。

• モード分散：ファーバーの伝搬モードが異なることで、時間の経過に伴い信号が分散します。

マルチモード伝送の場合、通常、色分散や減衰ではなく、モード分散が最大ビット レートとリ

ンクの長さを制限します。シングルモード伝送の場合、モード分散は要因となりません。ただ

し、ビット レートが高くなり、距離が長くなると、モード分散ではなく、色分散が最大リンク

長を制限します。

効率的な光データ リンクを実現するには、受信機が仕様通りに動作する上で最低限必要とする

強度を超えた光が必要です。さらに、総分散が、Telcordia Technologies ドキュメント

GR-253-CORE（Section 4.3）および ITU（International Telecommunications Union）ドキュ

メント G.957 がそのタイプのリンクに関して指定している制限内でなければなりません。

色分散が許容限度に達した場合、その影響はパワー バジェット内のパワー ペナルティーと見

なすことができます。光パワー バジェットでは、コンポーネント減衰、パワー ペナルティー

（分散によるペナルティーを含む）、予期しない損失に対する安全のマージンの合計を考慮す

る必要があります。

関連項目 ジュニパーネットワークス デバイスに対するトランシーバのサポートおよび仕様の確認•

光ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンの計算

光ファイバー ケーブルのパワー バジェットおよびパワー マージンを計算する場合、このト

ピックの内容と、光インターフェイスの仕様を参照してください。

注: You can find information about the pluggable transceivers supported on

your Juniper Networks device by using the Hardware Compatibility Tool. In

addition to transceiver and connector type, the optical and cable

characteristics—where applicable—are documented for each transceiver. The

Hardware Compatibility Tool allows you to search by product, displaying all

the transceivers supported on that device, or category, and by interface

speed or type. The Hardware Compatibility Tool is located at

https://pathfinder.juniper.net/hct/.
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パワー バジェットとパワー マージンを計算するには、次の作業を行います。

1. 光ファイバー ケーブルに関するパワー バジェットの計算 (48ページ)

2. 光ファイバー ケーブルに関するパワー マージンの計算 (48ページ)

光ファイバー ケーブルに関するパワー バジェットの計算

光ファイバーの接続が適切に動作をするだけのパワーがあることを確認するには、リンクのパ

ワー バジェットを計算する必要があります。パワー バジェットとは、伝送可能なパワーの最

大量です。パワー バジェットの計算では、最悪のケースを分析してエラーのマージンを求めま

す。ただし、実際のシステムではすべてのパーツが最悪ケースのレベルで動作する訳ではあり

ません。パワー バジェット（P
B
)の最悪ケースの推定値を計算するには、最小送信機パワー（P

T
)

および最小受信機感度（P
R
）を次のように仮定します。

P
B
= P

T
– P

R

次に示す仮定のパワー バジェット式には、dB（デシベル）単位および dBm（ミリワットを基準

にしたデシベル）単位で測定した値を使用します。

P
B
= P

T
– P

R

P
B
= –15 dBm – (–28 dBm)

P
B
= 13 dB

光ファイバー ケーブルに関するパワー マージンの計算

リンクのパワー バジェットを計算した後で、パワー マージン（P
M
）を計算できます。パワー

マージンとは、パワー バジェット（P
B
）から減衰または LL（リンク損失）を取り去った後に残

るパワーの量です。P
M
の最悪ケースの推定値は、次のように最大 LL と仮定します。

P
M
= P

B
– LL

P
M
ゼロより大きい場合、パワー バジェットは受信機の動作に十分であることを示します。

リンク損失を引き起こす要因には、高次モード損失、モーダルおよび色分散、コネクター、ス

プライス、ファイバー減衰などがあります。 48ページの表20 は、要因による推定損失量のリ

ストです。以降のサンプル計算で使用します。機器およびその他の要因によって発生する実際

の信号損失量の詳細については、ベンダーのマニュアルを参照してください。

表20: リンク損失を引き起こす要因の推定値

リンク損失の推定値リンク損失の要因

シングルモード：なし

マルチモード：0.5 dB

高次モード損失

シングルモード：なし

マルチモード：なし（帯域幅と距離の積が 500 MHz-km 未満の場合）

モーダルおよび色分散

0.5 dBコネクター
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表20: リンク損失を引き起こす要因の推定値 （続き）

リンク損失の推定値リンク損失の要因

0.5 dBスプライス

シングルモード：0.5 dB/km

マルチモード：1 dB/km

ファイバー減衰

以下は、長さ 2 km のマルチモード リンクのサンプル計算です。パワー バジェット（P
B
）は

13 dB で、 48ページの表20 の推定値を使用して、リンク損失（LL）を計算しています。LL

は、ファイバー減衰の損失（1 dB/km で 2 km、すなわち 2 dB）、5 個のコネクターの損失（コ

ネクターあたり 0.5 dB、すなわち 2.5 dB）、2 個のスプライスの損失（スプライスあたり 0.5

dB、すなわち 1 dB）、高次モード損失（0.5 dB）の合計です。パワー マージン（P
M
）は次のよ

うに計算されます。

P
M
= P

B
– LL

P
M
= 13 dB – 2 km (1 dB/km) – 5 (0.5 dB) – 2 (0.5 dB) – 0.5 dB

P
M
= 13 dB – 2 dB – 2.5 dB – 1 dB – 0.5 dB

P
M
= 7 dB

以下は、長さ 8 km のシングルモード リンクのサンプル計算です。パワー バジェット（P
B
）は

13 dB で、 48ページの表20 の推定値を使用して、リンク損失（LL）を計算しています。LL

は、ファイバー減衰の損失（0.5 dB/km で 8 km、すなわち 4 dB）、7 個のコネクターの損失

（コネクターあたり 0.5 dB、すなわち 3.5 dB）の合計です。パワー マージン（P
M
）は次のよ

うに計算されます。

P
M
= P

B
– LL

P
M
= 13 dB – 8 km (0.5 dB/km) – 7(0.5 dB)

P
M
= 13 dB – 4 dB – 3.5 dB

P
M
= 5.5 dB

どちらの例でも計算されたパワー マージンはゼロより大きく、リンクのパワーが伝送に十分な

ことを示し、受信機の最大入力パワーも超過していません。

関連項目 • 46ページの 「光ファイバー ケーブルの信号損失、減衰、分散について」
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第10章

管理ケーブルの仕様とピン配列

• PTX1000 のコンソールおよび管理接続向けケーブルの仕様 (51ページ)

• PTX1000 の管理ポート コネクター ピン配列 (51ページ)

• PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列 (52ページ)

• PTX1000 向け USB ポートの仕様 (53ページ)

PTX1000 のコンソールおよび管理接続向けケーブルの仕様

51ページの表21 は、PTX1000 と管理デバイスを接続するケーブルの仕様を示しています。

注: PTX1000 には、光ファイバー ケーブルを使用するトランシーバをサポートする

SFP 管理ポートもあります。サポートされるトランシーバの詳細については、「 45

ページの 「PTX1000 でトランシーバがサポートされるかどうかの確認」 」を参照

してください。

表21: PTX1000 のコンソールおよび管理接続向けケーブルの仕様

デバイス レセ

プタクル最大長ケーブル（付属）ケーブル仕様PTX1000 のポート

RJ-452.13 m（7 フィー

ト）

長さ 2.13 m（7 フィート）の RJ-45

パッチ ケーブル 1 本と RJ-45 to

DB-9 アダプター

RS-232（EIA-232）シリアル

ケーブル

コンソール（CON）

ポート

RJ-45100 m（328 フィー

ト）

長さ 2.13 m（7 フィート）RJ-45

パッチ ケーブル 1 本

1000BASE-T の操作に適したカ

テゴリー 5 または同等のケー

ブル

管理（MGMT）ポート

関連項目 51ページの 「PTX1000 の管理ポート コネクター ピン配列」•

• 52ページの 「PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列」

PTX1000 の管理ポート コネクター ピン配列

10/100/1000BASE-T RJ-45 管理ポート（ MGMT のラベルが貼られています）には、アウトオブバ

ンド管理用の管理デバイスとの接続に RJ-45 コネクターを使用します。
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52ページの表22 は、RJ-45 管理ポート コネクターのピン配列を示しています。PTX1000 には

RJ-45 ケーブルが同梱されています。

表22: PTX1000 の RJ-45 管理ポート コネクター ピン配列

説明信号ピン

データ ペア 1 の送信/受信TRP1+1

データ ペア 1 の送信/受信TRP1–2

データ ペア 2 の送信/受信TRP2+3

データ ペア 3 の送信/受信TRP3+4

データ ペア 3 の送信/受信TRP3–5

データ ペア 2 の送信/受信TRP2–6

データ ペア 4 の送信/受信TRP4+7

データ ペア 4 の送信/受信TRP4–8

関連項目 51ページの 「PTX1000 のコンソールおよび管理接続向けケーブルの仕様」•

PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列

コンソール ポート（ CON というラベルが貼られています）は RS-232 シリアル インターフェイ

スであり、コンソール管理デバイスとの接続に RJ-45 コネクターを使用します。コンソール

ポートのデフォルト ボー レートは 9600 ボーです。

52ページの表23 は、RJ-45 コンソール コネクターのピン配列を示しています。PTX1000 には、

RJ-45 ケーブルと RJ-45 to DB-9 アダプターが同梱されています。

注: 使用しているラップトップまたは PC に DB-9 オス コネクター ピンがなく、

ラップトップまたは PC を PTX1000 と直接接続する場合、ルーターに同梱された

RJ-45 ケーブルと RJ-45 to DB-9 アダプターを、USB to DB-9 オス アダプターと

組み合わせて使用します。USB to DB-9 オス アダプターは、ユーザーが用意する必

要があります。

表23: PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列

説明信号ピン

送信要求RTS 出力1

データ端末の準備完了DTR 出力2

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.52

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



表23: PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列 （続き）

説明信号ピン

データ送信TxD 出力3

接地信号接地信号4

接地信号接地信号5

データ受信RxD 入力6

データ キャリア検知DCD 入力7

送信クリアCTS 入力8

関連項目 51ページの 「PTX1000 のコンソールおよび管理接続向けケーブルの仕様」•

PTX1000 向け USB ポートの仕様

PTX1000 に使用する USB フラッシュ ドライブは、USB 2.0 以降をサポートしている必要があ

ります。

注意: Junos OS のアップグレードまたは PTX1000 の起動の前に、USB フラッシュ

ドライブを取り外します。そうしないと、ルーターが予期しない動作をする可能性

があります。

関連項目 • 17ページの 「PTX1000 管理パネル」
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第3部

設置と初期設定

• 設置の概要 (57ページ)

• PTX1000 の開梱と取り付け (59ページ)

• PTX1000 の接地 (65ページ)

• PTX1000 と外部デバイスの接続 (69ページ)

• PTX1000 への電力供給 (73ページ)

• Junos OS ソフトウェアの設定 (79ページ)
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第11章

設置の概要

• PTX1000 設置の概要 (57ページ)

PTX1000 設置の概要

PTX1000 フラッシュは、48.3 cm（19 インチ）4 ポスト ラックに取り付けることができます。

この構成では、PTX1000 に同梱されている標準の取り付けブラケットを使用します。

PTX1000 を接地し、接続するには、次の手順に従います。

1. PTX1000 を開梱し、受け取ったコンポーネントを確認します。「 59ページの 「PTX1000 の

開梱」」を参照してください。

2. ラックに PTX1000 を取り付けます。「 60ページの 「PTX1000 をラックに取り付ける」」

を参照してください。

3. 設置のために、シャーシへの独立した接地線が必要な場合、「 66ページの 「PTX1000 接地

ケーブルの接続」」のインストラクションに従います。

4. 初期設定のために PTX1000 を管理コンソールと接続します。「 70ページの 「PTX1000 と

管理コンソールとの接続」」を参照してください。

5. PTX1000 を電源に接続します。構成に応じて、次のインストラクションに従います。 73ペー

ジの 「AC 電源と PTX1000 の接続」 または 75ページの 「DC 電源と PTX1000 の接続」

6. Junos OS の初期設定を「 79ページの 「PTX1000 向けソフトウェア初期設定の実行」」の

インストラクションに従って実行します。

関連項目 • 35ページの 「PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト」
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第12章

PTX1000 の開梱と取り付け

• PTX1000 の開梱 (59ページ)

• PTX1000 をラックに取り付ける (60ページ)

PTX1000 の開梱

PTX1000 のシャーシは硬い金属板製で、ハードウェア コンポーネントを収容します。PTX1000

は、段ボール箱に入れられ、発砲スチロールの梱包材で保護されて出荷されます。ダンボール

箱には、アクセサリ キットとクイック スタート ガイドも同梱されています。

注意: PTX1000 ルーターは、輸送用段ボール箱の中で最大限保護されています。設

置の準備ができるまでは PTX1000 を開梱しないでください。

PTX1000 を開梱するには、次の手順に従います。

1. できる限り設置場所に近い作業場に輸送用段ボール箱を運びます。ただし、作業場にはシス

テム コンポーネントを取り出すのに十分な広さが必要です。

2. 矢印が上向きになるようにダンボール箱を置きます。

3. 輸送用ダンボール箱の上部を開きます。

4. アクセサリ キットを取り出し、中身を 60ページの表24に記載されたコンポーネントのリス

トと照合します。

5. PTX1000 を持ちながら梱包材を取り出し、PTX1000 シャーシを取り出します。

6. 次のシャーシ コンポーネントがあるか確認します。

• 3 個のファン モジュール

• 4 個の電源

7. 後でシャーシの移動や輸送が必要になる場合に備えて、輸送用ダンボール箱と梱包材は保管

しておいてください。
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表24: PTX1000 に付属しているコンポーネントのリスト

数量コンポーネント

1シャーシ（ファン モジュール 3 個と電源 4 個が付属）

2背面用取り付けブレード

2前面用取り付けレール

1RJ-45 ケーブルおよび RJ-45～DB-9 アダプター

関連項目 60ページの 「PTX1000 をラックに取り付ける」•

PTX1000 をラックに取り付ける

PTX1000 を 4 ポストの 19 インチ ラックに取り付けるには、同梱されている取り付けブラケッ

トを使用します。

輸送用ダンボール箱の中には、4 ポスト ラックに取り付けられるように、前面取り付け用レー

ル 2 個と対応する背面取り付け用ブレード 2 個が入っています。この構成では、PTX1000 の

どちらの端もラックに水平に取り付けることができ、しかもさまざまな奥行きのラックに合わ

せて調整できます。前面ラック レールと背面ラック レールの最小距離は、前面から背面まで

71.1 cm（28 インチ）です。前面ラック レールと背面ラック レールの最大距離は、前面から

背面まで 91.4 cm（36 インチ）です。

• PTX1000 の取り付け開始前 (60ページ)

• PTX1000 の取り付け (61ページ)

PTX1000 の取り付け開始前

PTX1000 をラックに取り付ける前に、以下を実行します。

1. ESD（静電放電）による損傷を防止する方法を理解していることを確認してください。「 静

電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照してください。

2. 「 35ページの 「PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト」」に記載された要件を取り

付け場所が満たしていることを確認します。

3. ラックを設置場所に配置します。気流が確保され、保守が可能なように十分なすきまを空

け、ラックを構造物に固定します。

4. 「 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドラ

イン」、 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警

告」」、「 131ページの 「PTX1000 の設置に関する安全性ガイドライン」」を読みます。
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5. PTX1000 を輸送用ダンボール箱から取り出します（「 59ページの 「PTX1000 の開梱」」を

参照）。

6. PTX1000 をラックに取り付けるために次のパーツとツールが用意されていることを確認しま

す。

• PTX1000 を持ち上げて設置するためのリフト装置または 2 名の人員。ルーターをラック

に固定するためにさらに 1 人必要です。

• ESD 設置ストラップ（別途用意）。

• 1 組の前面用取り付けレール（同梱）。

• 1 組の背面用取り付けブレード（同梱）。これらの取り付けブレードを取り付けてシャー

シの背面を支える必要があります。

• 取り付けレールをシャーシに固定するためのフラットヘッド M4x6-mm プラス取り付けね

じ（24 個のねじが同梱。前面と背面用がそれぞれ 11 個。予備が 2 個）。

• シャーシと取り付けブレードをラックに固定するためのねじ 16 個（別途用意）。

• ラック取り付けねじに適したねじ回し（別途用意）。

警告: PTX1000 ルーターは、4 隅すべてで支えられている必要があります。前面ブ

ラケットのみでシャーシを取り付けると、シャーシが損傷したり、重大な人身事故

が発生したりするおそれがあります。

注意: PTX1000 ルーターの設置には 3 人以上が必要です。PTX1000 を持ち上げて設

置するために 2 人、デバイスをラックに取り付けるために 1 人です。PTX1000 を

設置する前に、電源とファン モジュールを取り外して重量を最小限にします。PTX1000

を床から 152.4 cm（60 インチ）以上の高さに取り付けるなど、高い場所に設置す

る場合、リフト装置の使用を推奨します。

注意: 1 つのラックに複数のデバイスを取り付ける場合、最下部のデバイスを最初

に取り付けます。残りのデバイスはラックの下部から上部にマウントしていき、ラッ

クが転倒するリスクを最小限に抑えます。

PTX1000 の取り付け

同梱の取り付けキットを使用して PTX1000 をラックの 4 ポストに取り付けるには、次の手順

に従います。

1. ESD 接地ストラップを手首に直に着け、サイトの ESD ポイントとつなぎます。

2. PTX1000 の FRU（フィールド交換可能ユニット）の端またはポート先端のうちどちらをラッ

ク前面に配置するべきか決定します。コンポーネントの AIR OUT ラベルがホット アイルの

横にくるように PTX1000 を配置します。
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3. プラスねじ回しを使用して、カバーをシャーシに固定している 6 個のねじをシャーシの各

側面から取り外します（「 62ページの図23」を参照）。これらのねじは、同梱されている

取り付けねじと交換します。

図 23: カバーを PTX1000 に固定しているねじの取り外し

4. 片方の前面用取り付けレールの位置をシャーシ側面のねじ穴と合わせます（「

62ページの図24」を参照）。

図 24: 前面用取り付けレールを PTX1000 に取り付ける

31

5. 11 個のフラットヘッド M4x6-mm プラス取り付けねじを使用して、取り付けレールを PTX1000

に取り付けます。ねじを締めます。

6. PTX1000 の反対側でステップ 4 ～ステップ 5 を繰り返します。

7. 次のステップのいずれかを実行します。

• 前面用取り付けレールのイヤーの位置をラックの穴に合わせながら、リフト装置を使用し

て PTX1000 ラックに配置します。

• 2 人が PTX1000 の両側をつかんで持ち上げ、前面用取り付けレールのイヤーの位置をラッ

クの穴に合わせながら、ラックに配置します。

8. もう 1 人は、8 個の取り付けねじを使用し（ラックに必要な場合はケージ ナットとワッ

シャーも使用）、PTX1000 の前面をラックに固定します。ねじを締めます。

9. PTX1000 を支えたまま、背面用取り付けブレードを側面の取り付けレールの溝にすべり込ま

せ、ブレードをラックに固定します（「 63ページの図25」を参照）。8 個の取り付けねじ

を使用し（ラックに必要な場合はケージ ナットとワッシャーも使用）、ブレードをラック

に固定します。ねじを締めます。

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.62

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



図 25: 背面用取り付けブレードをラックに取り付ける

10.ラック前面のねじすべてとラック背面のねじの位置が合っていることを確認し、PTX1000 の

シャーシが水平になるようにします。

関連項目 • 35ページの 「PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト」
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第13章

PTX1000 の接地

• PTX1000 接地ケーブルの接続 (66ページ)
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PTX1000 接地ケーブルの接続

安全性と EMI（電磁妨害）の要件を満たし、機器を適切に動作させるには、機器と電源を接続

する前にシャーシをアースにつないでおく必要があります。シャーシに独立した接地線が必要

な場合、PTX1000 シャーシの保護接地端子を使用してアースと接続します。

注: AC 電源を使用する PTX1000 で、地域に適した AC 電源コードを使用してデバ

イスの電源装置のプラグを接地済み AC 電源コンセントに接続すると、接地を強化

できます。「 41ページの 「PTX1000 AC 電源コードの仕様」」を参照してくださ

い。

注意: 電源と PTX1000 を接続する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグをユー

ザー提供の接地ケーブルおよび電源ケーブルとつなぐ必要があります。ケーブルと

ラグを不適切に接続すると、PTX1000 を損傷するおそれがあります（短路などの原

因となる）。

注: PTX1000 をラックに取り付けしてから、接地ラグを PTX1000 に接続します。「

60ページの 「PTX1000 をラックに取り付ける」」を参照してください。

次のパーツおよびツールが用意されていることを確認します（別途用意）。

• 接地ケーブル：接地ケーブルは 8 AWG（8.4 mm²）、90° C 以上の電線、または地域の法規

で許可されたものでなければいけません。

• 接地ケーブル用の接地ラグ：Panduit LCD6-14BH-L または同等の接地ラグが必要です。

• #10-32 UNF ねじおよびワッシャー 2 個。

• #10-32 UNF ねじに適したねじ回し。

接地ケーブルを PTX1000 に接続するには、次の手順に従います。

1. 接地ケーブルの片端を、PTX1000 をマウントするラックなど、適切な取り付け場所のアース

と接続します。

2. 接地ケーブルに取り付けた接地ラグをシャーシの保護接地端子の上に置きます（「

67ページの図26」を参照）。
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図 26: 接地ケーブルと PTX1000 の接続

3. ワッシャーとねじを使用して、接地ラグを保護接地端子に固定します。

4. 接地ケーブルを整えて、他のデバイス コンポーネントに触れたり、アクセスを妨げたりし

ていないこと、および人がつまずきそうな場所でたるんでいないことを確認します。

関連項目 • 39ページの 「PTX1000 シャーシ接地ケーブルとラグの仕様」

• 73ページの 「AC 電源と PTX1000 の接続」

• 75ページの 「DC 電源と PTX1000 の接続」
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第14章

PTX1000 と外部デバイスの接続

• PTX1000 と管理イーサネット デバイスとの接続 (69ページ)

• PTX1000 と管理コンソールとの接続 (70ページ)

PTX1000 と管理イーサネット デバイスとの接続

PTX1000 の監視と管理には、専用の管理チャネルを使用できます。PTX1000 には、銅線接続用

の 10/100/1000BASE-T RJ-45 ポート、および光ファイバー接続用のギガビット イーサネット

SFP ポートという 2 個の管理ポートがあります。アウトオブバンド管理のために、管理ポート

を使用して PTX1000 をネットワークに接続します。

注: 管理ポートは、PTX1000 の初期設定には使用できません。管理ポートを使用し

て PTX1000 に接続するには、コンソールと接続して管理ポートを設定しておく必要

があります。「 79ページの 「PTX1000 向けソフトウェア初期設定の実行」」を参

照してください。

適切なケーブルが用意されていることを確認します。「 51ページの 「PTX1000 のコンソール

および管理接続向けケーブルの仕様」 」および「 45ページの 「PTX1000 でトランシーバがサ

ポートされるかどうかの確認」」を参照してください。

アウトオブバンド管理用に PTX1000 をネットワークに接続するには、次の手順に従います（「

70ページの図27」を参照）。

1. ケーブルの片方の端を PTX1000 の、 MGMT のラベルが付いた 2 個の管理ポートのいずれか

と接続します。

2. ケーブルのもう片方の端を管理ネットワーク デバイスと接続します。
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図 27: アウトオブバンド管理用に PTX1000 をネットワークに接続

関連項目 17ページの 「PTX1000 管理パネル」•

PTX1000 と管理コンソールとの接続

PTX1000 には、RJ-45 コネクターが付いたコンソール ポートがあります。コンソール ポート

は、ラップトップなどの管理コンソールや、コンソール サーバーにルーターを直接接続する場

合に使用します。

RJ-45 DB-9 ロールオーバー ケーブルが用意されていることを確認します。PTX1000 には、RJ-45

ケーブルと RJ-45 to DB-9 アダプターが同梱されています。

注: 使用しているラップトップまたは PC に DB-9 オス コネクター ピンがなく、

ラップトップまたは PC を PTX1000 と直接接続する場合、ルーターに同梱された

RJ-45 ケーブルと RJ-45 to DB-9 アダプターを、USB to DB-9 オス アダプターと

組み合わせて使用します。USB to DB-9 オス アダプターは、ユーザーが用意する必

要があります。

PTX1000 と管理コンソールを接続するには、次の手順に従います（「 71ページの図28 」また

は「 71ページの図29」を参照）。

1. イーサネット ケーブルの片方の端をコンソール ポート（ CON というラベルが貼られていま

す）。

2. イーサネット ケーブルのもう片方の端を管理コンソールまたはコンソール サーバーと直接

接続します。
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図 28: PTX1000 と管理コンソールとの直接接続

図 29: コンソール サーバーを経由した PTX1000 と管理コンソールの接続

関連項目 • 17ページの 「PTX1000 管理パネル」
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第15章

PTX1000 への電力供給

• AC 電源と PTX1000 の接続 (73ページ)

• DC 電源と PTX1000 の接続 (75ページ)

AC 電源と PTX1000 の接続

AC 電源を PTX1000 に接続する前に、次の手順に従います。

• 「 PTX1000 の一般的な電気安全ガイドライン 」および「 149ページの 「ジュニパーネット

ワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」」を読みます。

• ESD（静電放電）による損傷の防御に必要な対策を講じていることを確認してください（「

静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照）。

• PTX1000 シャーシをアースに接続していることを確認します。

注意: 電源と PTX1000 を接続する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグを

ユーザー提供の接地ケーブルおよび電源ケーブルとつなぐ必要があります。ケー

ブルとラグの接続が不適切な場合、ルーターを損傷するおそれがあります（短路

などによる）。

注: 安全性と EMI（電磁妨害）の要件を満たし、機器を適切に動作させるには、

機器と電源を接続する前にシャーシをアースにつないでおく必要があります。設

置時にシャーシへの独立した接地線が必要な場合、PTX1000 シャーシの保護接地

端子を使用してアースと接続します（「 66ページの 「PTX1000 接地ケーブルの

接続」」を参照）。

注: AC 電源を使用する PTX1000 で、地域に適した AC 電源コードを使用してルー

ターの電源装置のプラグを接地済み AC 電源コンセントに接続すると、接地を強

化できます。「 41ページの 「PTX1000 AC 電源コードの仕様」」を参照してくだ

さい。
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• 電源装置をシャーシに取り付けるには、「 93ページの 「PTX1000 に電源装置を取り付け

る」」のインストラクションに従ってください。

• 次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

• AC 電源を PTX1000 に接続する場合に使用可能な、電源コードまたは地域に適したコード

（「 41ページの 「PTX1000 AC 電源コードの仕様」」を参照）。

注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

注: それぞれの電源装置は、専用の電源コンセントと接続する必要があります。

AC 電源と PTX1000 を接続するには、次の手順に従います。

1. &esd-site;

2. 電源がシャーシに完全に挿入され、ラッチが固定されていることを確認します。

3. 電源コードまたは PTX1000 に同梱されたコードを探します。コードには地域に適したプラ

グが付いています。「 41ページの 「PTX1000 AC 電源コードの仕様」」を参照してくださ

い。

警告: ルーター コンポーネントへのアクセスを妨げたり、人がつまずきそうな

場所に電源ケーブルを配置したりしてはなりません。

4. 電源コードのカプラー先端を AC 電源フェースプレートの AC 電源コード インレットに挿

入します（「 74ページの図30」を参照）。

図 30: AC 電源コードを PTX1000 の AC 電源に接続
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5. AC 電源コンセントに電源スイッチがある場合は、スイッチをオフ（O）の位置にセットしま

す。

注: PTX1000 の電源をオンにすると、すぐに電源装置に電力が供給されます。こ

のルーターには電源スイッチがありません。

6. 電源コードのプラグを AC 電源コンセントに挿入します。

7. 電源と接続する電源装置ごとにステップ 4 ～ステップ 6 を繰り返します。

8. AC 電源コンセントに電源スイッチがある場合は、スイッチをオン（|）の位置にセットしま

す。

9. 各電源の状態 LED が緑色に点灯します。

状態 LED がオレンジに点灯した場合、電源を切り、電源装置を交換します（「 91ページの

「PTX1000 から電源装置を取り外す」」を参照）。電源装置を交換する準備ができるまで

は、電源装置を取り外しません。気流を確保するために電源装置を PTX1000 に取り付けて

おく必要があります。

注意: 故障した電源を新しい電源と交換する場合、シャーシの過熱を防止するた

めに、取り外してから 30 秒以内に行ってください。

関連項目 27ページの 「PTX1000 AC 電源に関する説明」•

DC 電源と PTX1000 の接続

警告: DC 電源を使用する PTX1000 モデルは、アクセス制限エリア内にのみ設置す

ることを想定しています。

DC 電源を PTX1000 に接続する前に、次の手順に従います。

• 「 PTX1000 の一般的な電気安全ガイドライン」、「 149ページの 「ジュニパーネットワーク

ス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」」、「 153ページの 「PTX1000 DC 電源に関

する電気安全ガイドライン」」、「 153ページの 「ジュニパーネットワークス デバイス向け

DC 電源の電気安全に関する警告」」を読みます。

• ESD（静電放電）による損傷の防御に必要な対策を講じていることを確認してください（「

静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照）。

• PTX1000 シャーシをアースに接続していることを確認します。
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注意: 電源と PTX1000 を接続する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグを

ユーザー提供の接地ケーブルおよび電源ケーブルとつなぐ必要があります。ケー

ブルとラグの接続が不適切な場合、ルーターを損傷するおそれがあります（短路

などによる）。

注: 安全性と EMI（電磁妨害）の要件を満たし、機器を適切に動作させるには、

機器と電源を接続する前にシャーシをアースにつないでおく必要があります。設

置時にシャーシへの独立した接地線が必要な場合、PTX1000 シャーシの保護接地

端子を使用してアースと接続します（「 66ページの 「PTX1000 接地ケーブルの

接続」」を参照）。

• 電源装置をシャーシに取り付けるには、「 93ページの 「PTX1000 に電源装置を取り付け

る」」のインストラクションに従います。

• 次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

• DC 電源を PTX1000 に接続する場合に使用可能な、電源コードまたは地域に適したコード

（参照：「 43ページの 「PTX1000 DC 電源ケーブルの仕様」」）。

注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

注: それぞれの電源装置は、専用の電源コンセントと接続する必要があります。

DC 電源と PTX1000 を接続するには、次の手順に従います。

1. &esd-site;

2. 電源がシャーシに完全に挿入され、ラッチが固定されていることを確認します。

3. 各 DC 電源ケーブルの緑色の接地線をアースと接続します。

4. DC コネクターを電源装置に挿入し、各電源装置を電源に接続します。参照：

77ページの図31。
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図 31: DC 電源ケーブルを PTX1000 の AC 電源に接続

警告: デバイス コンポーネントへのアクセスを妨げたり、人がつまずきそうな

場所に電源ケーブルを配置したりしてはなりません。

5. 電源コネクターのつまみねじを締めます。

6. 電源と接続する電源装置ごとにステップ 4 ～ステップ 5 を繰り返します。

7. 入力サーキット ブレーカーを閉じます。

注: 施設の 48-VDC DC 電源には、定格 40 A（–48 VDC）以上、または地域の法

規に準拠したサーキット ブレーカーを装備することを推奨します。

注: PTX1000 の電源をオンにすると、すぐに電源装置に電力が供給されます。こ

のルーターには電源スイッチがありません。

8. 各電源の状態 LED が緑色に点灯します。

状態 LED がオレンジに点灯した場合、電源を切り、電源装置を交換します（「 91ページの

「PTX1000 から電源装置を取り外す」」を参照）。電源装置を交換する準備ができるまで

は、電源装置を取り外しません。気流を確保するために電源装置を PTX1000 に取り付けて

おく必要があります。

注意: 故障した電源を新しい電源と交換する場合、シャーシの過熱を防止するた

めに、取り外してから 30 秒以内に行ってください。
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関連項目 • 28ページの 「PTX1000 DC 電源に関する説明」
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第16章

Junos OS ソフトウェアの設定

• PTX1000 向けソフトウェア初期設定の実行 (79ページ)

PTX1000 向けソフトウェア初期設定の実行

PTX1000 の初期設定は、コンソール ポートから Junos OS CLI（command-line interface）を

使用して実行する必要があります。

PTX1000 の接続と設定を行う前に、管理コンソールまたはコンソール サーバーで次のパラメー

ター値を設定します。

• Baud Rate：9600

• Flow Control：None

• Data：8

• Parity：None

• Stop Bits：1

• DCD State：Disregard

コンソールから PTX1000 に接続し、設定するには、次の手順に従います。

1. 同梱された RJ-45 ケーブルおよび RJ-45 to DB-9 アダプターを使用して、コンソール ポー

トをラップトップまたは PC に接続します。コンソール ポート（ラベル CON）は、PTX1000

の管理パネルにあります（詳細については、「 70ページの 「PTX1000 と管理コンソールと

の接続」 」を参照）。

2. ログインを rootとして実行します。パスワードはありません。コンソール ポートと接続す

る前にソフトウェアが起動した場合、 Enter キーを押してプロンプトを表示する必要があり

ます。

login: root

3. CLI を起動します。

root@% cli

4. 構成モードにします。
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root> configure

5. パスワードを root administration ユーザー アカウントに追加します。

[edit]

root@# set system root-authentication plain-text-password

New password: パスワード

Retype new password: パスワード

6. （オプション）PTX1000 の名前を設定します。名前にスペースを含める場合は、名前を引用

符（“ ”）で囲みます。

[edit]

root@# set system host-name host-name

7. デフォルト ゲートウェイを設定します。

[edit]

root@# set routing-options static route default next-hop address

8. 管理インターフェイスの IP アドレスおよびプレフィックス長を設定します。

[edit]

root@# set interfaces em0 unit 0 family inet address address/prefix-length

注意: CLI では、同じサブネット内に管理イーサネット インターフェイスを 2

つ設定できますが、1 度に使用可能でサポートされるインターフェイスは、1 つ

だけです。

注: RJ-45 管理ポート em0 と SFP 管理ポート em1 には、両方ともラベル MGMT

が付けられています。

9. （オプション）管理ポートへのアクセス権を持つリモート プレフィックスへのスタティッ

ク ルートを設定します。

[edit]

root@# set routing-options static route remote-prefix next-hop destination-ip retain

no-readvertise

10. Telnet サービスを有効化します。

[edit]

root@# set system services telnet
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注: Telnet が有効化されている場合、root 認証情報を使用して Telnet 経由で

PTX1000 にログインすることはできません。root によるログインは SSH アクセ

スの場合のみ可能です。

11.設定をコミットして PTX1000 に対してアクティブ化します。

[edit]

root@# commit

関連項目 • 52ページの 「PTX1000 のコンソール ポート コネクター ピン配列」
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第4部

コンポーネントの設置、保守、交換

• PTX1000 FRU (85ページ)

• 冷却システム コンポーネントの交換 (87ページ)

• 電源の交換 (91ページ)

• トランシーバおよび光ファイバー ケーブルの交換 (95ページ)

• PTX1000 の取り外し (103ページ)
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第17章

PTX1000 FRU

• PTX1000 フィールド交換可能ユニット (85ページ)

PTX1000 フィールド交換可能ユニット

FRU（フィールド交換可能ユニット）とは、ユーザーが取り付け場所で交換できるコンポーネン

トのことです。PTX1000 FRU はホットリムーブ可能かつホットインサート可能です。つまり、

PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を停止したりすることなく、取り外しと交

換が可能です。

注意: 故障したファン モジュールを新しいファン モジュールと交換する場合、

シャーシの過熱を防止するために、取り外してから 30 秒以内に行ってください。

85ページの表25 は、PTX1000 の FRU および取り外しの前に実行するアクションを示していま

す。

表25: FRU を PTX1000 から取り外す前に必要なアクション

取り外しの前に必要なアクションFRU

電源装置用の電源コードまたはケーブルを取り外します。

注: PTX1000 を適切に動作させるには、電源装置が 2 個以上必要です。

電源（4）

なし。ファン モジュール（3）

なし。トランシーバを取り外す前に、 set interfaces interface-name disable コマンドを使用し

てインターフェイスを無効化しておくことをお勧めします。「 98ページの 「PTX1000 から光ファ

イバー ケーブルを取り外す」」を参照してください。

光トランシーバ

PTX1000 の FRU パネルにおける電源装置およびファン モジュールの場所については、

86ページの図32 を参照してください。
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図 32: PTX1000 の FRU および FRU パネル

2—1— ファン モジュール（3）電源（4）

注: Juniper Care サービス契約を締結している場合、

https://www.juniper.net/customers/support/tools/updateinstallbase/ でハードウェ

ア コンポーネントの追加、変更、アップグレードのいずれかを登録してください。

登録をしていないと、パーツの交換が必要な場合に大幅に遅れる可能性があります。

この注は、既存のコンポーネントを同タイプのコンポーネントと交換する場合には

当てはまりません。

関連項目 • 6ページの 「PTX1000 コンポーネントの冗長化」
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第18章

冷却システム コンポーネントの交換

• PTX1000 からファン モジュールを取り外す (87ページ)

• PTX1000 にファン モジュールを取り付ける (88ページ)

PTX1000 からファン モジュールを取り外す

PTX1000 のファン モジュールは、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィー

ルド交換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を

停止したりすることなく、取り外しと交換が可能です。

注意: ファン モジュールを交換する場合、シャーシの過熱を防止するために、取り

外してから 30 秒以内に行ってください。ファン モジュールを取り外す前に、交換

用のファン モジュールが用意されていることを確認します。

ファン モジュールを PTX1000 から取り外す前に、ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な

対策を講じていることを確認してください（「 静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参

照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

• 帯電防止袋または静電防止マット

• プラス（+）ねじ回し、No. 1

ファン モジュールを PTX1000 から取り外すには、次の手順に従います（「 88ページの図33」

を参照）。

1. 帯電防止袋または静電防止マットを安定した平らな面に置きます。

2. &esd-chassis;

3. プラスのねじ回しを使用し、固定用のねじをゆるめます（3～4 回）。

4. ファン モジュールのハンドルをつかみ、ハンドルの外側を押してモジュールを外します。
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警告: けがを防止するために、ファン モジュールをシャーシから引き出すとき

に、素手やツールでファンに触れないでください。ファンがまだ動作している可

能性があります。

5. ファン モジュールをしっかり引いて半分ほどシャーシから出します。

6. ファンが回転を停止したら、ファン モジュールを完全にシャーシから引き出します。

7. 安定した平らな面の上で、ファン モジュールを帯電防止袋の中または静電防止マットの上

に置きます。

図 33: PTX1000 からファン モジュールを取り外す

注: ファン モジュールを取り出すと、CLI メッセージ Fan/Blower is Absent がシ

ステム ログに記録され、システムがマイナー アラームを発します。

関連項目 88ページの 「PTX1000 にファン モジュールを取り付ける」•

PTX1000 にファン モジュールを取り付ける

PTX1000 のファン モジュールは、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィー

ルド交換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を

停止したりすることなく、取り外しと交換が可能です。

注意: ファン モジュールを交換する場合、シャーシの過熱を防止するために、取り

外してから 30 秒以内に行ってください。ファン モジュールを取り外す前に、交換

用のファン モジュールが用意されていることを確認します。
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注: ファン モジュールは排気を行います。排気は、 ポートから FRU への 気流と

も呼びます。

ファン モジュールを PTX1000 に取り付ける前に、ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な

対策を講じていることを確認してください（「 静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参

照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

• プラス（+）ねじ回し、No. 1

ファン モジュールを PTX1000 に取り付けるには、次の手順に従います（「 89ページの図34」

を参照）。

1. &esd-chassis;

2. コネクターに触らないよう注意しながらファン モジュールを袋から取り出します。

3. モジュールの位置を PTX1000 の FRU の端にある空きスロットに合わせ、完全に収まるまで

モジュールを挿入します。

4. プラスのねじ回しを使用し、固定用のねじを締めます（3～4 回）。

図 34: PTX1000 にファン モジュールを取り付ける

関連項目 • 87ページの 「PTX1000 からファン モジュールを取り外す」
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第19章

電源の交換

• PTX1000 から電源装置を取り外す (91ページ)

• PTX1000 に電源装置を取り付ける (93ページ)

PTX1000 から電源装置を取り外す

PTX1000 の電源装置は、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィールド交

換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を停止し

たりすることなく、取り外しと交換が可能です。

注意: 電源装置を交換する場合、シャーシの過熱を防止するために、取り外してか

ら 30 秒以内に行ってください。電源装置を取り外す前に、交換用の電源装置が用

意されていることを確認します。

電源装置を PTX1000 から取り外す前に、ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な対策を講

じていることを確認してください（「 EX シリーズ スイッチの静電破壊の防止」を参照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

• 帯電防止袋または静電防止マット

注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

電源装置を PTX1000 から取り外すには、次の手順に従います（「 92ページの図35」を参照）。

1. 帯電防止袋または静電防止マットを安定した平らな面に置きます。

2. &esd-chassis;
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3. PTX1000 への電力を遮断するには、次の手順に従います。

• AC 電源：AC 電源コンセントに電源スイッチがある場合は、スイッチをオフ（O）の位置

にセットします。AC 電源コンセントに電源スイッチがない場合、電源コンセントに接続

した電源コードのオス側の端を静かに引き抜きます。

• DC 電源：DC 回路用のパネル ボードでサーキット ブレーカーを探し、スイッチをオフの

位置にします。

注: PTX1000 に取り付けられた電源装置すべてを取り外す必要がある場合、PTX1000

の電源を切断してから電源装置を取り外してください。「 103ページの 「PTX1000

の電源切断」」を参照してください。

4. 次のように電源ケーブルを電源フェースプレートから取り外します。

• AC 電源：電源フェースプレートに接続されている電源プラグのメス側の端を静かに引き

抜きます。

• DC 電源：電源ケーブルのつまみねじを緩めます。電源フェースプレートに接続されてい

る電源プラグのメス側の端を静かに引き抜きます。

5. ロック レバーをハンドルの方向に限界まで押します。

6. 電源装置のハンドルをつかみ、電源装置をしっかり引いて半分ほどシャーシから出します。

7. 片手を電源装置の下に置いて支えながらシャーシから完全に引き出します。電源装置のコン

ポーネント、ピン、リード、ハンダ接続部に触れないよう注意してください。

図 35: PTX1000 から電源装置を取り外す

8. 安定した平らな面の上で、電源装置を帯電防止袋の中または静電防止マットの上に置きま

す。

関連項目 93ページの 「PTX1000 に電源装置を取り付ける」•
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PTX1000 に電源装置を取り付ける

PTX1000 の電源装置は、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィールド交

換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を停止し

たりすることなく、取り外しと交換が可能です。

注意: 電源装置を交換する場合、シャーシの過熱を防止するために、取り外してか

ら 30 秒以内に行ってください。電源装置を取り外す前に、交換用の電源装置が用

意されていることを確認します。

• 電源装置を PTX1000 に取り付ける前に、ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な対策を

講じていることを確認してください（「 静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照）。

• ESD 接地ストラップを装着していることを確認します。

• 電源装置に保護用のプラスチック製の覆いがかかっている場合、電源装置の 4 隅からプラス

チック製の覆いを取り外します。

注意: 同じシャーシ内で AC 電源と DC 電源を同時に使用しないでください。

電源装置を PTX1000 に取り付けるには、次の手順に従います（「 93ページの図36」を参照）。

1. &esd-chassis;

2. 電源のコンポーネント、ピン、リード、ハンダ接続部に触れないよう注意しながら、電源装

置を袋から取り出します。

3. 両手を使い、PTX1000 の FRU パネルにある電源スロットに電源装置を挿入し、電源装置が

完全に収まるまで押し込み、ロック レバーを所定の位置にスライドさせます。

図 36: PTX1000 に電源装置を取り付ける

注: それぞれの電源装置は、専用の電源コンセントと接続する必要があります。
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注: Juniper Care サービス契約を締結している場合、

https://www.juniper.net/customers/support/tools/updateinstallbase/ でハードウェ

ア コンポーネントの追加、変更、アップグレードのいずれかを登録してください。

登録をしていないと、パーツの交換が必要な場合に大幅に遅れる可能性があります。

この注は、既存のコンポーネントを同タイプのコンポーネントと交換する場合には

当てはまりません。

関連項目 • 91ページの 「PTX1000 から電源装置を取り外す」
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第20章

トランシーバおよび光ファイバー ケーブル
の交換

• PTX1000 からトランシーバを取り外す (95ページ)

• PTX1000 にトランシーバを取り付ける (97ページ)

• PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す (98ページ)

• PTX1000 と光ファイバー ケーブルを接続する (99ページ)

• PTX1000 の光ファイバー ケーブルの保守 (100ページ)

PTX1000 からトランシーバを取り外す

PTX1000 のトランシーバは、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィール

ド交換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を停

止したりすることなく、取り外しと交換が可能です。

トランシーバを PTX1000 から取り外す前に、レーザーを安全に取り扱うために必要な対策を講

じていることを確認してください（「 PTX1000 の一般的なレーザーに関する安全性のガイドラ

イン 」および「 139ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安全性に関

する警告」」を参照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• 帯電防止袋または静電防止マット

• ニードルノーズ プライヤー

• トランシーバと光ファイバー ケーブル コネクターを覆うためのゴム製安全キャップ

• ポートを覆うためのダスト カバー

トランシーバを PTX1000 から取り外すには、次の手順に従います。

1. 帯電防止袋または静電防止マットを安定した平らな面に置きます。

2. 正しく再接続できるように、トランシーバと接続しているケーブルにラベルを付けます。
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警告: 光ファイバー トランシーバや、光ファイバー ケーブルの端を直接のぞき

込まないでください。光ファイバー トランシーバ、およびトランシーバと接続

された光ファイバー ケーブルは、目を傷つけるおそれのある光を放射します。

警告: ケーブルの挿入や取り外しの場合を除き、キャップをせずに光ファイバー

トランシーバを放置しないでください。ゴム製安全キャップはポートが汚れるの

を防ぎ、レーザー光線に誤ってさらされることを防止します。

注意: 光ファイバー ケーブルは、最小曲げ半径を超えて曲げてはいけません。

最小曲げ半径を超えてケーブルを曲げると、ケーブルが損傷し、診断が難しい問

題が発生する可能性があります。

3. トランシーバと接続しているケーブルを取り外します（「 98ページの 「PTX1000 から光

ファイバー ケーブルを取り外す」」を参照）。光ファイバー ケーブルを取り外したら直ち

に、トランシーバと、光ファイバー ケーブル コネクターの両端をそれぞれゴム製安全キャッ

プで覆います。

4. 指を使ってイジェクター レバーをトランシーバ側から手前に引いてトランシーバのロック

を解除します。

注意: かちっという音がしてイジェクター レバーが完全に開いてからトランシー

バを取り出します。こうすることによってトランシーバの損傷を防止できます。

5. トランシーバのイジェクター レバーをつかみ、トランシーバをポートから真っ直ぐに約

1.3 cm（0.5 インチ）ほど静かに引き出します。

注意: ESD（静電放電）による損傷をトランシーバに与えないように、トランシー

バの端にあるコネクター ピンに触れないでください。

6. 指を使ってトランシーバの本体をつかみ、ポートから真っ直ぐ引き出します（「

97ページの図37」を参照）。

7. 安定した平らな面の上で、トランシーバを帯電防止袋の中または静電防止マットの上に置き

ます。

8. 空のポートにダスト カバーを付けます。

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.96

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



図 37: PTX1000 からトランシーバを取り外す

関連項目 97ページの 「PTX1000 にトランシーバを取り付ける」•

PTX1000 にトランシーバを取り付ける

PTX1000 のトランシーバは、ホットリムーブ可能かつホットインサート可能な FRU（フィール

ド交換可能ユニット）です。つまり、PTX1000 の電源をオフにしたり、ルーティング機能を停

止したりすることなく、取り外しと交換が可能です。

トランシーバを PTX1000 に取り付ける前に、レーザーを安全に取り扱うために必要な対策を講

じていることを確認してください（「 PTX1000 の一般的なレーザーに関する安全性のガイドラ

イン 」および「 139ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安全性に関

する警告」」を参照）。

トランシーバを覆うためのゴム製安全キャップが用意されていることを確認します。

トランシーバを PTX1000 に取り付けるには、次の手順に従います。

注意: ESD（静電放電）による損傷をトランシーバに与えないように、トランシーバ

の端にあるコネクター ピンに触れないでください。

1. トランシーバを袋から取り出します。

2. トランシーバがゴム製安全キャップで覆われていることを確認します。覆われていない場

合、トランシーバをゴム製安全キャップで覆います。

警告: ケーブルの挿入や取り外しの場合を除き、キャップをせずに光ファイバー

トランシーバを放置しないでください。ゴム製安全キャップはポートが汚れるの

を防ぎ、レーザー光線に誤ってさらされることを防止します。

3. トランシーバを取り付けるポートがダスト カバーで覆われている場合、ダスト カバーを外

し、後でポートを覆う必要が出た場合に備えてダスト カバーを保管します。
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4. 両手を使って、注意しながらトランシーバを空のポートに挿入します。コネクターが PTX1000

シャーシの方を向いているようにする必要があります。

注意: トランシーバをポートに押し込む前に、トランシーバの位置が合っている

ことを確認します。位置が合っていないとピンが曲がり、トランシーバが使用不

能になる可能性があります。

5. 完全に収まるまでトランシーバを静かに押し込みます（「 98ページの図38」を参照）。

6. ケーブルをトランシーバと接続する準備ができたら、ゴム製安全キャップを取り外します。

警告: 光ファイバー トランシーバや、光ファイバー ケーブルの端を直接のぞき

込まないでください。光ファイバー トランシーバ、およびトランシーバと接続

された光ファイバー ケーブルは、目を傷つけるおそれのある光を放射します。

図 38: PTX1000 にトランシーバを取り付ける

関連項目 95ページの 「PTX1000 からトランシーバを取り外す」•

PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す

PTX1000 の光トランシーバは、光ファイバー ケーブルと接続できます。

光ファイバー ケーブルを PTX1000 から取り外す前に、レーザーを安全に取り扱うために必要

な対策を講じていることを確認します（「 PTX1000 の一般的なレーザーに関する安全性のガイ

ドライン 」および「 139ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安全性

に関する警告」」を参照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• トランシーバを覆うためのゴム製安全キャップ

• 光ファイバー ケーブル コネクターを覆うためのゴム製安全キャップ
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光ファイバー ケーブルを PTX1000 に取り付けられた光トランシーバから取り外すには、次の

手順に従います。

1. （推奨）トランシーバが取り付けられているポートを無効化するには、 disable ステートメ

ントをインターフェイスの [edit interfaces] 階層レベルでインクルードします。

[edit interfaces]

set interface-name disable

警告: 光ファイバー トランシーバや、光ファイバー ケーブルの端を直接のぞき

込まないでください。光ファイバー トランシーバ、およびトランシーバと接続

された光ファイバー ケーブルは、目を傷つけるおそれのある光を放射します。

警告: インターフェイスが無効化されていても、レーザー ビームを見つめたり、

光学機器を直接見たりしないでください。

2. 注意しながら光ファイバー ケーブルのコネクターをトランシーバから取り外します。

3. トランシーバをゴム製安全キャップで覆います。

警告: ケーブルの挿入や取り外しの場合を除き、キャップをせずに光ファイバー

トランシーバを放置しないでください。ゴム製安全キャップはポートが汚れるの

を防ぎ、レーザー光線に誤ってさらされることを防止します。

4. 光ファイバー ケーブルのコネクターをゴム製安全キャップで覆います。

関連項目 99ページの 「PTX1000 と光ファイバー ケーブルを接続する」•

PTX1000 と光ファイバー ケーブルを接続する

PTX1000 の光トランシーバは、光ファイバー ケーブルと接続できます。

光ファイバー ケーブルを PTX1000 に接続する前に、レーザーを安全に取り扱うために必要な

対策を講じていることを確認してください（「 PTX1000 の一般的なレーザーに関する安全性の

ガイドライン 」および「 139ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安

全性に関する警告」」を参照）。
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光ファイバー ケーブルを PTX1000 に取り付けられた光トランシーバと接続するには、次の手

順に従います。

警告: 光ファイバー トランシーバや、光ファイバー ケーブルの端を直接のぞき込

まないでください。光ファイバー トランシーバ、およびトランシーバと接続された

光ファイバー ケーブルは、目を傷つけるおそれのある光を放射します。

警告: インターフェイスが無効化されていても、レーザー ビームを見つめたり、光

学機器を直接見たりしないでください。

1. 光ファイバー ケーブルがコム製の安全キャップで覆われている場合、キャップを取り外し

ます。キャップを保管します。

2. 光トランシーバがコム製の安全キャップで覆われている場合、キャップを取り外します。

キャップを保管します。

3. ケーブルのコネクターを光トランシーバに挿入します。

4. ケーブルの重量がかからないようにケーブルを固定します。余ったケーブルは邪魔にならな

いようにきちんとループ状に巻いてまとめます。ループにファスナーを付けると、ケーブル

がばらばらになりません。

注意: 光ファイバー ケーブルは、最小曲げ半径を超えて曲げてはいけません。

最小曲げ半径を超えてケーブルを曲げると、ケーブルが損傷し、診断が難しい問

題が発生する可能性があります。

注意: 光ファイバー ケーブルをコネクターからつり下げないでください。ルー

プ状にまとめたケーブルをぶら下げないでください。ケーブルのまとめた箇所に

重みがかかります。

関連項目 98ページの 「PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す」•

PTX1000 の光ファイバー ケーブルの保守

PTX1000 の光ファイバー ケーブルを保守するには、次の手順に従います。

• 光ファイバー ケーブルをトランシーバから取り外す場合、トランシーバとケーブルの端をゴ

ム製の安全キャップで覆います。

• コネクターに重みがかからないように、光ファイバー ケーブルを固定します。光ファイバー

ケーブルをトランシーバに接続する場合、重みで床にたれ下がらないように必ず光ファイバー
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ケーブルを固定します。決して光ファイバー ケーブルをコネクターからつり下げないでくだ

さい。

• 光ファイバー ケーブルは、最小曲げ半径を超えて曲げてはいけません。最小曲げ半径を超え

てケーブルを曲げると、ケーブルが損傷し、診断が難しい問題が発生する可能性があります。

• 光学機器で光ファイバー ケーブルの着脱を頻繁に行うと、機器が損傷する可能性がありま

す。機器の修理コストは高価です。短い光ファイバー延長ケーブルを光学機器に接続します。

頻繁な着脱により擦り切れたり、裂けたりするのは短い延長ケーブルのほうです。延長ケー

ブルは、光学機器よりも交換が容易で、コストも高くありません。

• 光ファイバー ケーブルの接続部分が汚れないようにします。トランシーバの管またはケーブ

ル コネクターに油やほこりの微小な付着物があると、光の損失、信号電力の減少、および光

学接続の断続の原因となる可能性があります。

トランシーバの管の汚れを防ぐには、RIFOCS Fiber Optic Adaptor Cleaning Wands（パーツ

番号 946）のような適切な光ファイバー クリーニング デバイスを使用します。使用するク

リーニング キットに関する指示に従ってください。

トランシーバのクリーニング後は、光ファイバー ケーブルの接続部分の先端が汚れていない

ことを確認します。アルコール未使用の承認された光ファイバー ケーブル クリーニング

キット（Cletop-S
®
Fiber Cleaner など）を使用します。使用するクリーニング キットに関

する指示に従ってください。

関連項目 • 98ページの 「PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す」

• 99ページの 「PTX1000 と光ファイバー ケーブルを接続する」
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第21章

PTX1000 の取り外し

• PTX1000 の電源切断 (103ページ)

• PTX1000 をラックから取り外す (104ページ)

PTX1000 の電源切断

PTX1000 の電源を切断する前に、以下を実行します。

• ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な対策を講じていることを確認してください。「

静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照してください。

• PTX1000 を使用してトラフィックをルーティングする必要がないことを確認します。

• PTX1000 の電源を切断するために次のパーツおよびツールが用意されていることを確認しま

す。

• ESD 接地ストラップ

• 外部管理デバイス（PC など）

• RJ-45～DB-9 ロールオーバー ケーブル（外部管理デバイスとコンソール ポートの接続用）

PTX1000 の電源を切断するには、次の手順に従います。

1. 次の方法のいずれかを使用してルーターと接続します。

• 管理デバイスを PTX1000 のコンソール（CON）ポートに接続します。「 70ページの

「PTX1000 と管理コンソールとの接続」」のインストラクションに従います。

• 管理デバイスを 2 つの管理（MGMT）ポートのいずれかと接続します。（「 69ページの

「PTX1000 と管理イーサネット デバイスとの接続」」のインストラクションに従います）

2. 外部管理デバイスから Junos OS をシャット ダウンするために、 request vmhost halt 動

作モード CLI コマンドを発行します。このコマンドは Junos OS を円滑にシャット ダウン

し、システムの状態情報を保存します。OS が停止したことを確認するメッセージがコンソー

ルに表示されます。

コマンドを入力すると、次のようなメッセージが表示されます。

Initiating vmhost halt... ok Initiating Junos shutdown... shutdown: [pid 14318] Shutdown NOW!

ok Junos shutdown is in progress...*** FINAL System shutdown message *** System going down

IMMEDIATELY ......Operating system halted.Please press any key to reboot.
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注意: トラフィックと OS が停止しても PTX1000 の PSM LED は引き続き点灯

し、ファン モジュールは動作を継続します。このメッセージが最初に表示され

てから 60 秒以上待って、ステップ 4 ～ステップ 5 のインストラクションに

従って PTX1000 の電源を切断します。

3. &esd-chassis;

4. PTX1000 への電力を遮断するには、次の手順に従います。

• AC 電源：AC 電源コンセントに電源スイッチがある場合は、スイッチをオフ（O）の位置

にセットします。AC 電源コンセントに電源スイッチがない場合、電源コンセントに接続

した電源コードのオス側の端を静かに引き抜きます。

• DC 電源：DC 回路用のパネル ボードでサーキット ブレーカーを探し、スイッチをオフの

位置にします。

5. 次のように電源ケーブルを電源フェースプレートから取り外します。

• AC 電源：電源フェースプレートに接続されている電源プラグのメス側の端を静かに引き

抜きます。

• DC 電源：電源ケーブルのつまみねじを緩めます。電源フェースプレートに接続されてい

る電源プラグのメス側の端を静かに引き抜きます。

関連項目 104ページの 「PTX1000 をラックから取り外す」•

PTX1000 をラックから取り外す

設置した PTX1000 の移動が必要になった場合、次の手順に従います。

注: 複数のデバイスをラックから取り外す場合、ラックが転倒しないように、ラッ

クの最上部のデバイスを最初に取り外し、他のデバイスを上から下に取り外してい

きます。

PTX1000 をラックから取り外す前に、以下を実行します。

• ラックが安定していて、建物に固定されていることを確認します。

• 取り外した PTX1000 を設置する十分な広さが移動先にあり、そこへの通路が確保されている

ことを確認します。

• 「 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライ

ン」、 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警

告」」、「 131ページの 「PTX1000 の設置に関する安全性ガイドライン」」を読みます。
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• デバイスの電源を切断します（「 103ページの 「PTX1000 の電源切断」」を参照）。

• PTX1000 に接続されたケーブルやワイヤを取り外したことを確認します（「 98ページの

「PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す」」を参照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• PTX1000 の重量を支えるためのリフト装置または 2 名の人員。ルーターをラックに固定して

いるねじを取り外すためにさらに 1 人必要です。

• ラック取り付けねじに適したねじ回し。

PTX1000 をラックから取り外すには、次の手順に従います。

1. 次のステップのいずれかを実行します。

• PTX1000 の下にリフト装置をセットします。ねじ回しを使用し、ルーターをラックに取り

付けている前面のねじを外します。

• 2 人で PTX1000 の重量を支えながら、もう 1 人がねじ回しを使用して、ルーターをラッ

クに取り付けている前面のねじを外します。

2. PTX1000 をラックから取り外します。

3. ねじ回しを使用し、背面用取り付けブレードをラックの背面に取り付けている取り付けねじ

を外します。

4. 外したねじと背面用取り付けブレードを、ラベルを付けた袋に入れます。これらは、シャー

シを再度設置する場合に必要です。

5. PTX1000 を新しい場所に運びます。

関連項目 • 60ページの 「PTX1000 をラックに取り付ける」
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第5部

ハードウェアのトラブルシューティング

• コンポーネントのトラブルシューティング (109ページ)
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第22章

コンポーネントのトラブルシューティング

• PTX1000 トラブルシューティング リソースの概要 (109ページ)

• PTX1000 アラーム メッセージの概要 (110ページ)

PTX1000 トラブルシューティング リソースの概要

PTX1000 のトラブルシューティングには、Junos OS CLI、アラーム、ネットワーク ポートの

LED、管理パネル、コンポーネントを利用します。

• LED：ルーティング エンジンでアラーム状態が検出されると、必要に応じて管理パネル上の

赤または黄色のアラーム LED が点灯します。PTX1000 のトラブルシューティングには、コン

ポーネントの LED とネットワーク ポートの LED も利用できます。詳細については、次のト

ピックを参照してください。

• 20ページの 「PTX1000 シャーシの状態 LED」

• 18ページの 「PTX1000 管理ポート LED」

• 16ページの 「PTX1000 ネットワーク ポート LED」

• 24ページの 「PTX1000 ファン モジュール LED」

• 30ページの 「PTX1000 電源 LED」

• CLI：CLI は、ハードウェア、Junos OS、ルーティング プロトコル、ネットワーク接続の制

御およびトラブルシューティングに使用する主要ツールです。CLI コマンドは、ルーティン

グ テーブルからの情報、ルーティング プロトコル固有の情報、ping および traceroute

ユーティリティから取得したネットワーク接続に関する情報を表示します。CLI を使用した

Junos OS のトラブルシューティングの詳細については、該当する Junos OS 構成ガイドを参

照してください。

• JTAC：トラブルシューティングで手助けが必要になった場合、Web または電話で JTAC（Juniper

Networks 技術支援センター）に問い合わせることができます。ソフトウェアの問題や、ここ

に記載されていないハードウェア コンポーネントの問題が発生した場合、JTAC にお問い合

わせください。

関連項目 17ページの 「PTX1000 管理パネル」•

• 110ページの 「PTX1000 アラーム メッセージの概要」

• 113ページの 「カスタマー サポートへの問い合わせ」
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PTX1000 アラーム メッセージの概要

ルーティング エンジンでアラームの状態が検出されると、必要に応じて管理パネル上の赤また

は黄色のアラーム LED が点灯します。アラームの原因に関する詳細な説明を確認するには、

show chassis alarms CLI コマンドを次のように発行します。

user@host> show chassis alarms

2 alarms currently active Alarm time Class Description 2017-01-23 02:39:29 PST Major PEM 3 Not

Present 2017-01-23 02:39:29 PST Major PEM 1 Not Present

関連項目 • 109ページの 「PTX1000 トラブルシューティング リソースの概要」

• 123ページの 「安全警告レベルの定義」
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第6部

カスタマー サポートへの問い合わせと
シャーシやコンポーネントの返送

• カスタマー サポートへの問い合わせ (113ページ)

• コンポーネント シリアル番号の確認 (115ページ)

• コンポーネントの梱包と返送 (117ページ)
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第23章

カスタマー サポートへの問い合わせ

• カスタマー サポートへの問い合わせ (113ページ)

カスタマー サポートへの問い合わせ

JTAC（Juniper Networks 技術支援センター）には、次のいずれかの方法で 24 時間 365 日お

問い合わせいただけます。

• Web サイト：Case Manager リンクを使用します。

http://www.juniper.net/support/

• 電話：

米国およびカナダから：1-888-314-JTAC

その他のすべての場所から：1-408-745-9500

JTAC に電話で問い合わせる場合、既存のケースならば 11 桁のケース番号の後に「#」を入

力します。あるいは、「*」を押すと、応対可能な次のサポート エンジニアに電話が転送さ

れます。

JTAC に電話でサポートを依頼する場合、次の情報をご用意ください。

• 既存のケースである場合はケース番号

• 故障または問題の詳細

• 問題が発生したときにプラットフォームで実行していたアクティビティのタイプ

• 1 つ以上の Show コマンドを 使用した設定データ

関連項目 • 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポーネントの返送」
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第24章

コンポーネント シリアル番号の確認

• PTX1000 シャーシまたはコンポーネントのシリアル番号の確認 (115ページ)

PTX1000 シャーシまたはコンポーネントのシリアル番号の確認

修理や交換のために PTX1000 または PTX1000 の FRU（フィールド交換可能ユニット）をジュ

ニパーネットワークスに返送する場合、ルーターや FRU のシリアル番号を確認する必要があり

ます。JTAC（Juniper Networks 技術支援センター）に連絡して RMA（返品許可）を得るとき

に、シリアル番号を申し出る必要があります。「 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘ

のハードウェア コンポーネントの返送」」を参照してください。

PTX1000 が動作しており、CLI（コマンド ライン インターフェイス）にアクセス可能な場合、

CLI コマンドを使用してルーターと一部のコンポーネントのシリアル番号の一覧を表示できま

す。CLI にアクセスできない場合、あるいは FRU のシリアル番号がコマンドの出力に表示され

ない場合、ルーターまたは FRU の表面に付けられたシリアル番号の ID ラベルを確認します。

注: コンポーネントのシリアル番号 ID ラベルを探すためには、シャーシからコン

ポーネントを取り外す必要があります。そのために必要なパーツやツールを用意し

ておいてください。

注: シリアル番号 ID ラベルでシリアル番号を確認するには、ファン モジュールを

取り外す必要があります。CLI を使用してファン モジュールのシリアル番号を確認

することはできません。

• CLI を使用したシャーシとコンポーネントに関する詳細の一覧表示 (115ページ)

• PTX1000 のシャーシ シリアル番号 ID ラベルの確認 (116ページ)

• FRU コンポーネントのシリアル番号 ID ラベルの確認 (116ページ)

CLI を使用したシャーシとコンポーネントに関する詳細の一覧表示

PTX1000 とコンポーネントおよびそのシリアル番号を一覧表示するには、 show chassis hardware

CLI 動作モード コマンドを使用します。

user@host> show chassis hardware

Hardware inventory: Item Version Part number Serial number Description Chassis DB665 PTX1000

Pseudo CB 0 Routing Engine 0 BUILTIN BUILTIN RE-PTX1000 FPC 0 REV 06 750-065110 ACMX7555
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PTX1000-FPC-P2-BUILTIN CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU PIC 0 BUILTIN BUILTIN 288X10GE/72X40GE/24X100GE

Xcvr 1 REV 01 740-032986 QB300994 QSFP+-40G-SR4 Xcvr 2 REV 01 740-032986 QB491187 QSFP+-40G-SR4

Xcvr 3 REV 01 740-046565 QE440568 QSFP+-40G-SR4 Xcvr 4 REV 01 740-046565 QF2805JS QSFP+-40G-SR4

Xcvr 5 REV 01 740-046565 QE413802 QSFP+-40G-SR4 Xcvr 6 REV 01 740-032986 QA470512 QSFP+-40G-SR4

Xcvr 71 REV 01 740-061405 1ACQ104400S 100GBASE-SR4 Mezz REV 04 711-064764 ACMX2345 PTX1000 Mezz

Power Supply 0 REV 03 740-054405 1EDN5190265 AC AFO 1600W PSU Power Supply 1 REV 03 740-054405

1EDN5190075 AC AFO 1600W PSU Power Supply 2 REV 03 740-054405 1EDN5200472 AC AFO 1600W PSU Power

Supply 3 REV 03 740-054405 1EDN5200539 AC AFO 1600W PSU Fan Tray 0 PTX1000 Fan Tray 0, Front to

Back Airflow - AFO Fan Tray 1 PTX1000 Fan Tray 1, Front to Back Airflow - AFO Fan Tray 2 PTX1000

Fan Tray 2, Front to Back Airflow - AFO

PTX1000 のシャーシ シリアル番号 ID ラベルの確認

シリアル番号 ID ラベルは、上部のカバーの上に付けられています。

FRU コンポーネントのシリアル番号 ID ラベルの確認

FRU のシリアル番号 ID ラベルを確認するには、各 FRU をシャーシから取り外す必要がありま

す。

• AC 電源：シリアル番号 ID ラベルは AC 電源の最上部に付けられています。

• DC 電源：シリアル番号 ID ラベルは DC 電源の最上部に付けられています。

• ファン モジュール：シリアル番号 ID ラベルはファン モジュールの最上部に付けられてい

ます。

関連項目 • 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポーネントの返送」
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第25章

コンポーネントの梱包と返送

• ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポーネントの返送 (117ページ)

• ハードウェア コンポーネント輸送の梱包ガイドライン (118ページ)

• PTX1000 シャーシまたはコンポーネントを輸送用に梱包 (118ページ)

ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポーネントの返送

JTAC の技術者が問題を解決できない場合、RMA（返品許可）が発行されます。RMA 番号は、工

場における返品を追跡するためや、修理されたコンポーネントや新しいコンポーネントをお客

様に返送するため、必要に応じて使用されます。

注: RMA 番号を事前に取得していない場合、コンポーネントをジュニパーネットワー

クスに返送しないでください。ジュニパーネットワークスは、RMA のない輸送品を

拒否する権利を留保します。拒否された輸送品は、運賃着払いでお客様に返送され

ます。

修復と返品に関するポリシーの詳細については、カスタマー サポートの Web ページ（

http://www.juniper.net/support/guidelines.html）を参照してください。

製品の問題または技術サポートについては、Case Manager リンク（

http://www.juniper.net/support/ ）、1-888-314-JTAC（米国内から）、1-408-745-9500（米国

以外から）のいずれかで JTAC（Juniper Networks 技術支援センター）にお問い合わせくださ

い。

ハードウェア コンポーネントを返品するには、次の手順に従います。

1. コンポーネントのパーツ番号とシリアル番号を確認します。

2. JTAC（Juniper Networks 技術支援センター）から RMA 番号を取得します。前述の説明に

従って電子メールを送信するか、電話をかけます。

3. 次の情報を電子メールまたは電話で提供します。

• コンポーネントのパーツ番号とシリアル番号

• お客様の名前、組織名、電話番号、FAX 番号

117Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.

http://www.juniper.net/support/guidelines.html
http://www.juniper.net/support/


• 障害の説明

4. サポート担当者は、お客様の依頼を確認し、コンポーネント返品用の RMA 番号を発行しま

す。

5. コンポーネントを輸送のために梱包します。

関連項目 113ページの 「カスタマー サポートへの問い合わせ」•

• 118ページの 「ハードウェア コンポーネント輸送の梱包ガイドライン」

ハードウェア コンポーネント輸送の梱包ガイドライン

個々のコンポーネントを梱包して輸送するには、次の手順に従います。

• コンポーネントを返送する場合、箱の中で動かないように各コンポーネントを梱包材で十分

に保護します。

• 使用可能な場合、元の梱包材を利用します。

• 各コンポーネントを帯電防止袋に入れます。

• 識別できるように箱の外側に RMA 番号を書きます。

注意: ハードウェア コンポーネントは積み重ねないでください。

関連項目 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポーネントの返送」•

• 113ページの 「カスタマー サポートへの問い合わせ」

PTX1000 シャーシまたはコンポーネントを輸送用に梱包

修理または交換用に PTX1000 やコンポーネントをジュニパーネットワークスに返送する場合、

このトピックに記載された方法でアイテムを梱包します。

PTX1000 やコンポーネントを梱包する前に、以下を実行します。

• ESD（静電放電）による損傷の防止に必要な対策を講じていることを確認してください。「

静電放電による PTX1000 の損傷の防止」を参照してください。

• 元の輸送用ダンボール箱と梱包材を用意します。これらの資材がない場合、使用を承認され

た梱包材について JTAC の担当者に問い合わせます（「 113ページの 「カスタマー サポート

への問い合わせ」」を参照）。

次のパーツおよびツールが揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ。

• 帯電防止袋（コンポーネントごとに 1 個）。
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• シャーシを返送する場合、ラックに使用されている取り付けねじに適したねじ回し。

• 輸送用に PTX1000 を梱包 (119ページ)

• 輸送用に PTX1000 コンポーネントを梱包 (119ページ)

輸送用に PTX1000 を梱包

輸送用に PTX1000 を梱包するには、次の手順に従います。

1. PTX1000 の電源を切り、AC 電源コードまたは DC 電源ケーブルを取り外します。「 103ペー

ジの 「PTX1000 の電源切断」」を参照してください。

2. PTX1000 とすべての外部デバイスを接続しているケーブルを取り外します。「 98ページの

「PTX1000 から光ファイバー ケーブルを取り外す」」を参照してください。

3. すべての FRU（フィールド交換可能ユニット）をルーターから取り外します。以下を参照し

てください。

• 87ページの 「PTX1000 からファン モジュールを取り外す」

• 91ページの 「PTX1000 から電源装置を取り外す」

4. PTX1000 をラックから取り外します。「 104ページの 「PTX1000 をラックから取り外す」」

を参照してください。

5. PTX1000 を帯電防止袋に入れます。

6. PTX1000 を輸送用ダンボール箱に入れます。

7. PTX1000 の上部と周囲に発泡スチロール製の梱包材を置きます。

8. アクセサリまたは FRU を PTX1000 と一緒に返送する場合、「 119ページの 「輸送用に

PTX1000 コンポーネントを梱包」」のインストラクションに従って梱包します。

9. 輸送用の段ボール箱の上部を閉じ、梱包用のテープで密封します。

10.識別できるように箱の外側に RMA（返品許可）番号を書きます。RMA 番号の取得に関するイ

ンストラクションについては「 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘのハードウェア

コンポーネントの返送」 」を参照してください。

輸送用に PTX1000 コンポーネントを梱包

注意: PTX1000 のコンポーネントは、積み重ねないでください。コンポーネントが

輸送用の箱の中で横一列に収まらない場合、別の箱に入れて返送します。
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PTX1000 のコンポーネントを梱包して輸送するには、次の手順に従います。

1. 各 FRU を帯電防止袋に挿入します。

2. コンポーネントを返送する場合、各コンポーネントが箱の中で動かないように梱包材で十分

に保護して梱包します。

3. 輸送用の段ボール箱の上部を閉じ、梱包用のテープで密封します。

4. 識別できるように箱の外側に RMA 番号を書きます。RMA 番号の取得に関するインストラク

ションについては「 117ページの 「ジュニパーネットワークスヘのハードウェア コンポー

ネントの返送」 」を参照してください。

関連項目 • 118ページの 「ハードウェア コンポーネント輸送の梱包ガイドライン」

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.120

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



第7部

安全性/コンプライアンスに関する情報

• 一般的な安全性のガイドラインと警告 (123ページ)

• 火災に関する安全要件 (129ページ)

• 設置に関する安全性のガイドラインと警告 (131ページ)

• レーザーと LED の安全性に関するガイドラインと警告 (139ページ)

• 保守/運用の安全性に関するガイドライン (143ページ)

• 電気安全に関するガイドラインと警告 (149ページ)

• 機関の承認およびコンプライアンス ステートメント (159ページ)
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第26章

一般的な安全性のガイドラインと警告

• 安全警告レベルの定義 (123ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン (125ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告 (126ページ)

安全警告レベルの定義

このマニュアルでは、次の安全警告レベルを使用しています。

注: この情報は特定の状況で役に立つ場合があります。その他の場合は無視してか

まいません。

注意: 軽度のけが、不快感、あるいはハードウェア デバイスの重大な損傷を防止す

るには、定められたガイドラインに従う必要があります。

警告: この記号は、レーザーによるけがのリスクを警告しています。

警告: この記号は、危険を意味します。人身事故の原因となる可能性がある状況に

なっています。電気回路に関連した危険性を認識し、事故を防止するための一般的

な対策を熟知したうえで、機器に対して作業を行ってください。

Waarschuwing 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 standaard

maatregelen om ongelukken te voorkomen.

Varoitus Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi

johtaa ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa,

ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista

onnettomuuksien ehkäisykeinoista.
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注意Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une

situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant de

travailler sur un &eacute;quipement, soyez conscient des dangers pos&eacute;s

par les circuits &eacute;lectriques et familiarisez-vous avec les

proc&eacute;dures couramment utilis&eacute;es pour &eacute;viter les

accidents.

Warnung Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer

Situation, die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der

Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen

Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung

von Unfällen bewußt.

Avvertenza Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione

potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di lavorare su qualsiasi

apparecchiatura, occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici

ed essere al corrente delle pratiche standard per la prevenzione di incidenti.

Advarsel Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som

kan føre til personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare

oppmerksom på de faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre

deg kjent med vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker.

Aviso Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe

poderá causar danos físicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer

equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos

eléctricos, e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis

acidentes.

¡Atención! Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su

integridad física. Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos

que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos

estándar de prevención de accidentes.

Varning! Denna varningssymbol 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 vanligt

förfarande för att förebygga skador.

関連項目 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」•

• 132ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告」

• 143ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの保守/運用の安全性に関する警告」

• 149ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」

• 153ページの 「ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告」

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.124

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン

次のガイドラインは、ユーザーの安全性を確保し、ハードウェア機器の損傷を防止するための

ものです。このガイドラインのリストは、ユーザーの作業環境の危険な状態をすべて網羅して

いない可能性があります。したがって、常に注意を怠らず、適切に判断してください。

• このマニュアルに明記された手順のみを実行してください。その他のシステム サービスは、

必ず承認されたサービス担当者のみが実行するようにします。

• 設置の前後や設置時には、シャーシの周囲を整頓し、ほこりのないようにします。

• 歩行者がつまずくような場所にはツールを置かないでください。

• シャーシにはさまる可能性がある、ゆったりとした衣服や、指輪、ブレスレット、チェーン

などの宝飾品を身に着けないでください。

• 目に危険が及ぶ可能性がある条件下で作業を行う場合、安全メガネを着用します。

• 他の人を危険にし、機器の安全性を損なうおそれのある行動をしないでください。

• 1 人で扱うには重すぎるものを持ち上げようとしないでください。

• 雷雨のときには、配線の取り付けや操作を決して行わないでください。

• 湿気のある環境向けに設計されていない限り、電気ジャックは濡れた場所に取り付けないで

ください。

• ハードウェア機器はシャーシが適切に接地されている場合のみ操作します。

• このマニュアルに記載がない限り、シャーシのカバーやシートの金属部分を開いたり、取り

外したりしないでください。そのような行為は激しい電気ショックの原因となるおそれがあ

ります。

• シャーシ フレームの開口部からものを押し込まないでください。そのような行為によって電

気ショックまたは火災が発生するおそれがあります。

• シャーシやハードウェア コンポーネントの上に液体をこぼさないでください。そのような行

為は、電気ショックやハードウェア機器の損傷を引き起こすおそれがあります。

• 電源から切断されていない、絶縁されていない電線や端子には触れないでください。そのよ

うな行為は激しい電気ショックの原因となるおそれがあります。

• ルーターのパーツには熱くなるものもあります。次のラベルは、ルーターの表面が熱くなる

ことを警告しています。

関連項目 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」•
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ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告

• 資格者に関する警告 (126ページ)

• アクセス制限エリアに関する警告 (126ページ)

資格者に関する警告

警告: トレーニングを受け、資格を持つ担当者のみが、ハードウェア機器の設置や

交換を行う必要があります。

Waarschuwing Installatie en reparaties mogen uitsluitend door getraind en

bevoegd personeel uitgevoerd worden.

Varoitus Ainoastaan koulutettu ja pätevä henkilökunta saa asentaa tai vaihtaa

tämän laitteen.

注意 Tout installation ou remplacement de l'appareil doit être réalisé par

du personnel qualifié et compétent.

Warnung Gerät nur von geschultem, qualifiziertem Personal installieren oder

auswechseln lassen.

Avvertenza Solo personale addestrato e qualificato deve essere autorizzato

ad installare o sostituire questo apparecchio.

Advarsel Kun kvalifisert personell med riktig opplæring bør montere eller

bytte ut dette utstyret.

Aviso Este equipamento deverá ser instalado ou substituído apenas por pessoal

devidamente treinado e qualificado.

¡Atención! Estos equipos deben ser instalados y reemplazados exclusivamente

por personal técnico adecuadamente preparado y capacitado.

Varning! Denna utrustning ska endast installeras och bytas ut av utbildad

och kvalificerad personal.

アクセス制限エリアに関する警告

警告: ハードウェア機器は、アクセス制限エリアに設置することを想定しています。

アクセス制限エリアとは、サービス担当者が特殊なツール、鍵、その他のセキュリ

ティ手段を使用した場合のみアクセス可能で、その場所の責任者によって管理され

るエリアを指します。

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
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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.

注意 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.

¡Atención! 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.
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関連項目 • 132ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告」

• 143ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの保守/運用の安全性に関する警告」

• 149ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」

• 153ページの 「ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告」
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第27章

火災に関する安全要件

• ジュニパーネットワークス デバイスの火災に関する安全要件 (129ページ)

ジュニパーネットワークス デバイスの火災に関する安全要件

• 一般的な火災に関する安全に要件 (129ページ)

• 消火 (129ページ)

• 消火器 (129ページ)

一般的な火災に関する安全に要件

万一ネットワーク デバイスに関連した緊急の火災が発生した場合、第一に優先すべきは人の安

全性です。緊急の火災発生時に人々を保護するための手順を設定し、安全性に関するトレーニ

ングを実施し、適切な防火装置や消火器を用意します。

さらに、緊急の火災発生時に機器を保護するための手順も設定します。ジュニパーネットワー

クス製品は、電気機器に適した環境に設置する必要があります。火災発生時に使用できるよう

に、電気機器の近くに消火器を準備し、機器の設置時と操作時に火災、安全性、電気に関する

現地のすべての法規に従うことを推奨します。

消火

万一電気的障害または電気火災が発生した場合、まず供給元で機器の電源を切ります。次に、

非腐食性雑燃剤を使用したタイプ C 消火器を使用して消火します。

消火器

タイプ C 消火器は、二酸化炭素（CO
2
）、Halotron などの非腐食性雑燃剤を使用しており、電

気火災の消火に対して最も有効です。タイプ C 消火器は、燃焼点から酸素を取り去って消火し

ます。冷却用の空気を周囲から吸い込むタイプの機器の上部または周辺の火災を消火する場合

は、機器に残留物を残す消火器ではなく、この種の不活性酸素置換消火器を使用します。

ジュニパーネットワークス デバイスの近くでは、多目的の ABC 化学消火器（粉末式消火器）

を使用しないでください。これらの消火器の主成分はリン酸アンモニウムであり、粘着性が高

くクリーニングが困難です。さらに、リン酸アンモニウムは微量の水分でも腐食する可能性が

高く、ほとんどの金属が腐食します。

化学消火器を使用した部屋の機器は、早期に故障し、動作の信頼性が低下します。機器は修復

不能な損傷を受けたと見なされます。
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注: 保証の有効性を維持するために、ジュニパーネットワークス デバイスやその近

くで発生した火災を消す場合、粉末式消火器を使用しないでください。粉末式消火

器を使用した場合、その機器はサービス契約の対象ではなくなります。

修復不能な損傷を受けた機器は、環境に配慮した方法で廃棄することを推奨します。

関連項目 • 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン」

• 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」

• 149ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」

• 153ページの 「ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告」
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第28章

設置に関する安全性のガイドラインと警告

• PTX1000 の設置に関する安全性ガイドライン (131ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告 (132ページ)

PTX1000 の設置に関する安全性ガイドライン

PTX1000 を設置する前、または設置するときは、次のガイドラインに従ってください。

• 設置に関する安全性のガイドライン (131ページ)

• PTX1000 のシャーシを持ち上げる歳のガイドライン (131ページ)

設置に関する安全性のガイドライン

PTX1000 の設置または移動の前に、予定している取り付け場所が、指定された電力、環境、お

よびすきまの要件を満たしていることを確認します。次のマニュアル一式を確認します。

• 35ページの 「PTX1000 取り付け場所の準備チェックリスト」

• 37ページの 「気流の確保とハードウェアの保守のための PTX1000 すきま要件」

• 36ページの 「PTX1000 ラック要件」

• 38ページの 「PTX1000 環境要件および仕様」

• 41ページの 「PTX1000 AC 電源仕様」 または 43ページの 「PTX1000 DC 電源仕様」

PTX1000 のシャーシを持ち上げる歳のガイドライン

PTX1000 の総重量は、AC 電源を取り付けた場合は約 31.1 kg（68.6 ポンド）、DC 電源を取り

付けた場合は約 30.8 kg（67.8 ポンド）です。PTX1000 を持ち上げて移動する場合は、次のガ

イドラインに従ってください。

注意: PTX1000 を床から 152.4 cm（60 インチ）より上に設置する場合、電源とファ

ン モジュールを取り外してから設置を試みます。リフト装置を使用しない場合、

ラックの設置には 3 人以上が必要です。

• PTX1000 の持ち上げまたは移動の前に、すべての外部ケーブルを取り外します。

• PTX1000 を人力で持ち上げてラックに入れる場合、2 人が PTX1000 を持ち上げてラックと位

置を合わせながら、もう 1 人が PTX1000 をラックに固定します。重いものを持ち上げると
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きは、背中ではなく両足を使います。膝を曲げたまま背中をやや真っ直ぐにして、持ち上げ

るときに体をひねらないようにします。重量のバランスをとり、しっかりしたところを足場

にします。

関連項目 60ページの 「PTX1000 をラックに取り付ける」•

ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告

ハードウェア機器を設置する前、または設置するときは、次の警告に従ってください。

• ビル内ポートに関する警告 (132ページ)

• 設置のインストラクションに関する警告 (132ページ)

• ラックへの取り付けに関する要件と警告 (133ページ)

• ランプに関する警告 (136ページ)

ビル内ポートに関する警告

警告: 機器またはサブアセンブリのビル内ポートは、建物内部または露出していな

い配線やケーブルのみとの接続に適しています。機器またはサブアセンブリのビル

内ポートは、OSP（屋外施設）またはその配線と接続するインターフェイスに対し

て、金属的な接続をしてはいけません。これらのインターフェイスはビル内インター

フェイス専用として設計されており（GR-1089 にタイプ 2 ポートまたはタイプ 4

ポートとして規定）、露出した OSP 配線から分離する必要があります。プライマリ

プロテクタを追加しても、これらのインターフェイスを OSP 配線と金属的に接続す

るための防御としては不十分です。

設置のインストラクションに関する警告

警告: ハードウェア機器を電源と接続する前に、設置のインストラクションを確認

してください。

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-aanwijzingen voordat u het systeem met

de voeding verbindt.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-aanwijzingen voordat u het systeem met

de voeding verbindt.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

注意 Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter

les directives d'installation.

Warnung Lesen Sie die Installationsanweisungen, bevor Sie das System an die

Stromquelle anschließen.
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Avvertenza Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il

sistema all'alimentatore.

Advarsel Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à sua fonte

de energia.

¡Atención! Ver las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema

a la red de alimentación.

Varning! Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till dess

strömförsörjningsenhet.

ラックへの取り付けに関する要件と警告

機械の重量が不均等なことにより危険な状況が発生するのを防止するために、シャーシを設置

する機器用のラックが水平で、固定されていることを確認します。

警告: シャーシをラックに取り付けるときや、シャーシの保守を行うときにけがを

防止するため、次の注意事項に従ってシステムが安定していることを確認します。

次の指示は、ユーザーの安全性を維持するためのものです。

• シャーシは、建造物に固定されたラックに取り付けます。

• ラック内のユニットがシャーシのみの場合、シャーシを最下部に取り付けます。

• 一部使用されているラックにシャーシを取り付ける場合、最も重いコンポーネン

トをラックの最下部にして、ラックの下から上に取り付けます。

• ラックに安定装置がある場合、シャーシをラックに取り付ける前、またはハード

ウェア機器の保守を行う前に、安定装置を取り付けます。

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:

• De router moet in een stellage worden geïnstalleerd die aan een bouwsel

is verankerd.

• 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:

• Router on asennettava telineeseen, joka on kiinnitetty rakennukseen.

• 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.

注意 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 personnel:

• Le rack sur lequel est monté le router doit être fixé à la structure du

bâtiment.

• 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:

• Der router muß in einem Gestell installiert werden, das in der

Gebäudestruktur verankert ist.

• 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

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.134

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive vengono

fornite per garantire la sicurezza personale:

• Il router deve essere installato in un telaio, il quale deve essere fissato

alla struttura dell'edificio.

• 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:

• Router må installeres i et stativ som er forankret til bygningsstrukturen.

• 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.

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:

• O router deverá ser instalado numa prateleira fixa à estrutura do edificio.

• 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.

¡Atención! Para evitar lesiones durante el montaje de este equipo sobre un

bastidor, o posteriormente durante su mantenimiento, se debe poner mucho
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cuidado en que el sistema quede bien estable. Para garantizar su seguridad,

proceda según las siguientes instrucciones:

• El router debe instalarse en un bastidor fijado a la estructura del

edificio.

• 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:

• Router måste installeras i en ställning som är förankrad i byggnadens

struktur.

• 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.

[Warning: element unresolved in stylesheets: <item> (in <para>). This is

probably a new element that is not yet supported in the stylesheets.]

ランプに関する警告

警告: ハードウェア機器を設置する場合、ランプを 10 度より大きく傾けないでく

ださい。

Waarschuwing Gebruik een oprijplaat niet onder een hoek van meer dan 10

graden.

Varoitus Älä käytä sellaista kaltevaa pintaa, jonka kaltevuus ylittää 10

astetta.

注意 Ne pas utiliser une rampe dont l'inclinaison est supérieure à 10 degrés.

Warnung Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad verwenden.
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Avvertenza Non usare una rampa con pendenza superiore a 10 gradi.

Advarsel Bruk aldri en rampe som heller mer enn 10 grader.

Aviso Não utilize uma rampa com uma inclinação superior a 10 graus.

¡Atención! No usar una rampa inclinada más de 10 grados

Varning! Använd inte ramp med en lutning på mer än 10 grader.

関連項目 • 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン」

• 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」

• 143ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの保守/運用の安全性に関する警告」
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第29章

レーザーと LED の安全性に関するガイドラ
インと警告

• ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安全性に関する警告 (139ページ)

ジュニパーネットワークス デバイスのレーザーの安全性に関する警告

• クラス 1 レーザー製品に関する警告 (139ページ)

• クラス 1 レーザー製品に関する警告 (140ページ)

• レーザー光線に関する警告 (140ページ)

• ポート開口部からの放射に関する警告 (141ページ)

クラス 1 レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1 レーザー製品

Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

Varoitus Luokan 1 lasertuote.

Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

Varoitus Luokan 1 lasertuote.

注意 Produit laser de classe I.

Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel Laserprodukt av klasse 1.

Aviso Produto laser de classe 1.

¡Atención! Producto láser Clase I.

Varning! Laserprodukt av klass 1.
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クラス 1 レーザー製品に関する警告

警告: クラス 1 LED 製品

Waarschuwing Klasse 1 LED-product.

Varoitus Luokan 1 valodiodituote.

注意 Alarme de produit LED Class I.

Warnung Class 1 LED-Produktwarnung.

Avvertenza Avvertenza prodotto LED di Classe 1.

Advarsel LED-produkt i klasse 1.

Aviso Produto de classe 1 com LED.

¡Atención! Aviso sobre producto LED de Clase 1.

Varning! Lysdiodprodukt av klass 1.

レーザー光線に関する警告

警告: レーザー光線を見つめたり、光学機器で直接見たりしないでください。

Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met

optische instrumenten.

Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen

avulla.

注意 Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à l'aide

d'instruments optiques.

Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit optischen

Geräten prüfen.

Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici per

osservarlo direttamente.

Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com

instrumentos ópticos.

¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con

instrumentos ópticos.

Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den genom

optiska instrument.
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ポート開口部からの放射に関する警告

警告: 光ファイバー ケーブルと接続していない場合、ポートの開口部から目に見え

ない光線が放射される可能性があるため、光線にさらされないようにし、開口部を

見つめないでください。

Waarschuwing Aangezien onzichtbare straling vanuit de opening van de poort

kan komen als er geen fiberkabel aangesloten is, dient blootstelling aan

straling en het kijken in open openingen vermeden te worden.

Varoitus Koska portin aukosta voi emittoitua näkymätöntä säteilyä, kun

kuitukaapelia ei ole kytkettynä, vältä säteilylle altistumista äläkä katso

avoimiin aukkoihin.

注意 Des radiations invisibles à l'il nu pouvant traverser l'ouverture du

port lorsqu'aucun câble en fibre optique n'y est connecté, il est recommandé

de ne pas regarder fixement l'intérieur de ces ouvertures.

Warnung Aus der Port-Öffnung können unsichtbare Strahlen emittieren, wenn

kein Glasfaserkabel angeschlossen ist. Vermeiden Sie es, sich den Strahlungen

auszusetzen, und starren Sie nicht in die Öffnungen!

Avvertenza Quando i cavi in fibra non sono inseriti, radiazioni invisibili

possono essere emesse attraverso l'apertura della porta. Evitate di esporvi

alle radiazioni e non guardate direttamente nelle aperture.

Advarsel Unngå utsettelse for stråling, og stirr ikke inn i åpninger som er

åpne, fordi usynlig stråling kan emiteres fra portens åpning når det ikke

er tilkoblet en fiberkabel.

Aviso Dada a possibilidade de emissão de radiação invisível através do

orifício da via de acesso, quando esta não tiver nenhum cabo de fibra

conectado, deverá evitar a exposição à radiação e não deverá olhar fixamente

para orifícios que se encontrarem a descoberto.

¡Atención! Debido a que la apertura del puerto puede emitir radiación

invisible cuando no existe un cable de fibra conectado, evite mirar

directamente a las aperturas para no exponerse a la radiación.

Varning! Osynlig strålning kan avges från en portöppning utan ansluten

fiberkabel och du bör därför undvika att bli utsatt för strålning genom att

inte stirra in i oskyddade öppningar.

関連項目 • 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン」

• 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」

• 132ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの設置に関する安全性の警告」
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第30章

保守/運用の安全性に関するガイドライン

• ジュニパーネットワークス デバイスの保守/運用の安全性に関する警告 (143ページ)

ジュニパーネットワークス デバイスの保守/運用の安全性に関する警告

ハードウェア機器を保守する場合、次の警告に従ってください。

• バッテリーの取り扱いに関する警告 (143ページ)

• 宝飾品の取り外しに関する警告 (144ページ)

• 雷に関する警告 (145ページ)

• 動作時温度に関する警告 (146ページ)

• 製品の廃棄に関する警告 (147ページ)

バッテリーの取り扱いに関する警告

警告: バッテリーを不適切に交換すると、爆発が発生する可能性があります。製造

元が推奨した同じタイプまたは同等のタイプのバッテリーのみと交換します。使用

済みバッテリーは、製造元のインストラクションに従って廃棄します。

Waarschuwing Er is ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd vervangen

wordt. Vervang de batterij slechts met hetzelfde of een equivalent type dat

door de fabrikant aanbevolen is. Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig

fabrieksvoorschriften weggeworpen te worden.

Varoitus Räjähdyksen vaara, jos akku on vaihdettu väärään akkuun. Käytä

vaihtamiseen ainoastaan saman- tai vastaavantyyppistä akkua, joka on

valmistajan suosittelema. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.

Waarschuwing Er is ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd vervangen

wordt. Vervang de batterij slechts met hetzelfde of een equivalent type dat

door de fabrikant aanbevolen is. Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig

fabrieksvoorschriften weggeworpen te worden.

Varoitus Räjähdyksen vaara, jos akku on vaihdettu väärään akkuun. Käytä

vaihtamiseen ainoastaan saman- tai vastaavantyyppistä akkua, joka on

valmistajan suosittelema. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.
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注意 Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la

remplacer que par une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par

le fabricant. Jeter les piles usagées conformément aux instructions du

fabricant.

Warnung Bei Einsetzen einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr.

Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder vom Hersteller

empfohlenen Batterietyp. Entsorgen Sie die benutzten Batterien nach den

Anweisungen des Herstellers.

Avvertenza Pericolo di esplosione se la batteria non è installata

correttamente. Sostituire solo con una di tipo uguale o equivalente,

consigliata dal produttore. Eliminare le batterie usate secondo le istruzioni

del produttore.

Advarsel Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil

måte. Skift kun med samme eller tilsvarende type som er anbefalt av

produsenten. Kasser brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

Aviso Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente.

Substitua a bateria por uma bateria igual ou de um tipo equivalente

recomendado pelo fabricante. Destrua as baterias usadas conforme as instruções

do fabricante.

¡Atención! Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera

incorrecta. Reemplazar la batería exclusivamente con el mismo tipo o el

equivalente recomendado por el fabricante. Desechar las baterías gastadas

según las instrucciones del fabricante.

Varning! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast batteriet

med samma batterityp som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.

Följ tillverkarens anvisningar vid kassering av använda batterier.

宝飾品の取り外しに関する警告

警告: 電力線に接続した機器で作業を行う前は、指輪、ネックレス、腕時計などの

宝飾品を取り外してください。電力とアースに接続したときに金属が発熱し、重度

のやけどをおったり、金属から端子までが溶接されたりするおそれがあります。

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

Copyright © 2017, Juniper Networks, Inc.144

PTX1000 パケット トランスポート ルーター ハードウェア ガイド



maan kanssa, ja ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata

metalliesineet kiinni liitäntänapoihin.

注意 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.

¡Atención! 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.

雷に関する警告

警告: 雷のときにはシステムでの作業、あるいはケーブルの接続や切断を行っては

いけません。
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Waarschuwing Tijdens onweer dat gepaard gaat met bliksem, dient u niet aan

het systeem te werken of kabels aan te sluiten of te ontkoppelen.

Varoitus Älä työskentele järjestelmän parissa äläkä yhdistä tai irrota

kaapeleita ukkosilmalla.

注意 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 Não trabalhe no sistema ou ligue e desligue cabos durante períodos de

mau tempo (trovoada).

¡Atención! No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el

transcurso de descargas eléctricas en la atmósfera.

Varning! Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta

eller koppla loss kablar.

動作時温度に関する警告

警告: ハードウェア機器の過熱を防止するために、推奨された周囲温度の最大値

40° C（104° F）を超える場所では、機器を動作させないでください。気流が妨げ

られるのを防ぐために、通気口の周囲には 15.2 cm（6 インチ）以上のすきまを空

けます。

Waarschuwing Om te voorkomen dat welke router van de router dan ook oververhit

raakt, dient u deze niet te bedienen op een plaats waar de maximale aanbevolen

omgevingstemperatuur van 40° C wordt overschreden. Om te voorkomen dat de

luchtstroom wordt beperkt, dient er minstens 15,2 cm speling rond de

ventilatie-openingen te zijn.

Varoitus Ettei router-sarjan reititin ylikuumentuisi, sitä ei saa käyttää

tilassa, jonka lämpötila ylittää korkeimman suositellun ympäristölämpötilan

40° C. Ettei ilmanvaihto estyisi, tuuletusaukkojen ympärille on jätettävä

ainakin 15,2 cm tilaa.

注意 Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme router, ne

l'utilisez pas dans une zone où la température ambiante est supérieure à

40° C. Pour permettre un flot d'air constant, dégagez un espace d'au moins

15,2 cm autour des ouvertures de ventilations.
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Warnung Um einen router der router vor Überhitzung zu schützen, darf dieser

nicht in einer Gegend betrieben werden, in der die Umgebungstemperatur das

empfohlene Maximum von 40° C überschreitet. Um Lüftungsverschluß zu

verhindern, achten Sie darauf, daß mindestens 15,2 cm lichter Raum um die

Lüftungsöffnungen herum frei bleibt.

Avvertenza Per evitare il surriscaldamento dei router, non adoperateli in

un locale che ecceda la temperatura ambientale massima di 40° C. Per evitare

che la circolazione dell'aria sia impedita, lasciate uno spazio di almeno

15.2 cm di fronte alle aperture delle ventole.

Advarsel Unngå overoppheting av eventuelle rutere i router Disse skal ikke

brukes på steder der den anbefalte maksimale omgivelsestemperaturen overstiger

40° C (104° F). Sørg for at klaringen rundt lufteåpningene er minst 15,2 cm

(6 tommer) for å forhindre nedsatt luftsirkulasjon.

Aviso Para evitar o sobreaquecimento do encaminhador router, não utilize

este equipamento numa área que exceda a temperatura máxima recomendada de

40° C. Para evitar a restrição à circulação de ar, deixe pelo menos um

espaço de 15,2 cm à volta das aberturas de ventilação.

¡Atención! Para impedir que un encaminador de la serie router se recaliente,

no lo haga funcionar en un área en la que se supere la temperatura ambiente

máxima recomendada de 40° C. Para impedir la restricción de la entrada de

aire, deje un espacio mínimo de 15,2 cm alrededor de las aperturas para

ventilación.

Varning! Förhindra att en router överhettas genom att inte använda den i ett

område där den maximalt rekommenderade omgivningstemperaturen på 40° C

överskrids. Förhindra att luftcirkulationen inskränks genom att se till att

det finns fritt utrymme på minst 15,2 cm omkring ventilationsöppningarna.

製品の廃棄に関する警告

警告: 製品の廃棄は、当該国のすべての法規に従って行う必要があります。

Waarschuwing Dit produkt dient volgens alle landelijke wetten en voorschriften

te worden afgedankt.

Varoitus Tämän tuotteen lopullisesta hävittämisestä tulee huolehtia kaikkia

valtakunnallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

注意 La mise au rebut définitive de ce produit doit être effectuée

conformément à toutes les lois et réglementations en vigueur.

Warnung Dieses Produkt muß den geltenden Gesetzen und Vorschriften

entsprechend entsorgt werden.
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Avvertenza L'eliminazione finale di questo prodotto deve essere eseguita

osservando le normative italiane vigenti in materia

Advarsel Endelig disponering av dette produktet må skje i henhold til

nasjonale lover og forskrifter.

Aviso A descartagem final deste produto deverá ser efectuada de acordo com

os regulamentos e a legislação nacional.

¡Atención! El desecho final de este producto debe realizarse según todas las

leyes y regulaciones nacionales

Varning! Slutlig kassering av denna produkt bör skötas i enlighet med landets

alla lagar och föreskrifter.

関連項目 • 125ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関するガイドライン」

• 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」
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第31章

電気安全に関するガイドラインと警告

• ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告 (149ページ)

• PTX1000 DC 電源に関する電気安全ガイドライン (153ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告 (153ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスの取り付け場所の電気配線に関するガイドライ

ン (157ページ)

ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告

• 接地機器に関する警告 (149ページ)

• 接地の要件と警告 (150ページ)

• ミッドプレーンのエネルギーの危険に関する警告 (151ページ)

• 複数の電源装置切断に関する警告 (151ページ)

• 電源切断に関する警告 (152ページ)

接地機器に関する警告

警告: ネットワーク デバイスは、接地して使用することを前提としています。通常

の使用時には、ネットワーク デバイスを必ずアースに接続してください。

Waarschuwing 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.

注意 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 Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi

che il dispositivo host sia collegato alla massa di terra durante il normale

utilizzo.
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Advarsel Dette utstyret skal jordes. Forviss deg om vertsterminalen er jordet

ved normalt bruk.

Aviso Este equipamento deverá estar ligado à terra. Certifique-se que o host

se encontra ligado à terra durante a sua utilização normal.

¡Atención! Este equipo debe conectarse a tierra. Asegurarse de que el equipo

principal esté conectado a tierra durante el uso normal.

Varning! Denna utrustning är avsedd att jordas. Se till att värdenheten är

jordad vid normal användning.

接地の要件と警告

絶縁接地線のサイズは接地および非接地の分枝回路供給線と同じですが、緑色および黄色の縞

で識別できます。絶縁接地線は、ユニットへの分枝回路供給線の一部として取り付けられてい

ます。この接地線は、電源変圧器またはモーター発電装置における別系統のシステムです。

警告: ネットワーク デバイスを設置する場合、必ず接地線の接続を最初に行い、接

地線の切断は最後に行ってください。

Waarschuwing Bij de installatie van het toestel moet de aardverbinding altijd

het eerste worden gemaakt en het laatste worden losgemaakt.

Varoitus Laitetta asennettaessa on maahan yhdistäminen aina tehtävä ensiksi

ja maadoituksen irti kytkeminen viimeiseksi.

注意 Lors de l'installation 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 der Einheit immer zuerst

hergestellt und zuletzt abgetrennt werden.

Avvertenza In fase di installazione dell'unità, eseguire sempre per primo

il collegamento a massa e disconnetterlo per ultimo.

Advarsel Når enheten installeres, må jordledningen alltid tilkobles først

og frakobles sist.

Aviso Ao instalar a unidade, a ligação à terra deverá ser sempre a primeira

a ser ligada, e a última a ser desligada.

¡Atención! Al instalar el equipo, conectar la tierra la primera y

desconectarla la última.

Varning! Vid installation av enheten måste jordledningen alltid anslutas

först och kopplas bort sist.
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ミッドプレーンのエネルギーの危険に関する警告

警告: ミッドプレーンには、高レベルの電気エネルギーが流れています。コンポー

ネントの保守を実施しているときは、ミッドプレーンのコネクターやミッドプレー

ンと接続しているコンポーネントに金属製のもので触れないように注意してくださ

い。

複数の電源装置切断に関する警告

警告: ネットワーク デバイスには、複数の電源装置が接続されています。ユニット

から完全に電気を除去するには、すべての接続を完全に取り外す必要があります。

Waarschuwing Deze eenheid heeft meer dan één stroomtoevoerverbinding; alle

verbindingen moeten volledig worden verwijderd om de stroom van deze eenheid

volledig te verwijderen.

Varoitus Tässä laitteessa on useampia virtalähdekytkentöjä. Kaikki kytkennät

on irrotettava kokonaan, jotta virta poistettaisiin täysin laitteesta.

注意 Cette unité est équipée de plusieurs raccordements d'alimentation. Pour

supprimer tout courant électrique de l'unité, tous les cordons d'alimentation

doivent être débranchés.

Warnung Diese Einheit verfügt über mehr als einen Stromanschluß; um Strom

gänzlich von der Einheit fernzuhalten, müssen alle Stromzufuhren abgetrennt

sein.

Avvertenza Questa unità ha più di una connessione per alimentatore elettrico;

tutte le connessioni devono essere completamente rimosse per togliere

l'elettricità dall'unità.

Advarsel Denne enheten har mer enn én strømtilkobling. Alle tilkoblinger må

kobles helt fra for å eliminere strøm fra enheten.

Aviso Este dispositivo possui mais do que uma conexão de fonte de alimentação

de energia; para poder remover a fonte de alimentação de energia, deverão

ser desconectadas todas as conexões existentes.

¡Atención! Esta unidad tiene más de una conexión de suministros de

alimentación; para eliminar la alimentación por completo, deben desconectarse

completamente todas las conexiones.

Varning! Denna enhet har mer än en strömförsörjningsanslutning; alla

anslutningar måste vara helt avlägsnade innan strömtillförseln till enheten

är fullständigt bruten.
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電源切断に関する警告

警告: シャーシの上または電源の近くで作業を行う前に、DC サーキット ブレーカー

のスイッチをオフにします。

Waarschuwing Voordat u aan een frame of in de nabijheid van voedingen werkt,

dient u bij wisselstroom toestellen de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact te halen; voor gelijkstroom toestellen dient u de stroom uit te

schakelen bij de stroomverbreker.

Varoitus Kytke irti vaihtovirtalaitteiden virtajohto ja katkaise

tasavirtalaitteiden virta suojakytkimellä, ennen kuin teet mitään

asennuspohjalle tai työskentelet virtalähteiden läheisyydessä.

注意 Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'une alimentation

électrique, débrancher le cordon d'alimentation des unités en courant

alternatif; couper l'alimentation des unités en courant continu au niveau

du disjoncteur.

Warnung Bevor Sie an einem Chassis oder in der Nähe von Netzgeräten arbeiten,

ziehen Sie bei Wechselstromeinheiten das Netzkabel ab bzw. schalten Sie bei

Gleichstromeinheiten den Strom am Unterbrecher ab.

Avvertenza Prima di lavorare su un telaio o intorno ad alimentatori,

scollegare il cavo di alimentazione sulle unità CA; scollegare l'alimentazione

all'interruttore automatico sulle unità CC.

Advarsel Før det utføres arbeid på kabinettet eller det arbeides i nærheten

av strømforsyningsenheter, skal strømledningen trekkes ut p

vekselstrømsenheter og strømmen kobles fra ved strømbryteren på

likestrømsenheter.

Aviso Antes de trabalhar num chassis, ou antes de trabalhar perto de unidades

de fornecimento de energia, desligue o cabo de alimentação nas unidades de

corrente alternada; desligue a corrente no disjuntor nas unidades de corrente

contínua.

¡Atención! Antes de manipular el chasis de un equipo o trabajar cerca de una

fuente de alimentación, desenchufar el cable de alimentación en los equipos

de corriente alterna (CA); cortar la alimentación desde el interruptor

automático en los equipos de corriente continua (CC).

Varning! Innan du arbetar med ett chassi eller nära strömförsörjningsenheter

skall du för växelströmsenheter dra ur nätsladden och för likströmsenheter

bryta strömmen vid överspänningsskyddet.

関連項目 153ページの 「ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告」•
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PTX1000 DC 電源に関する電気安全ガイドライン

次の電気安全ガイドラインは、DC 電源を使用した PTX1000 に適用されます。

• DC 電源を使用する PTX1000 は、PTX1000 最大構成の電力要件に対応した DC 端子ブロック

を装備しています。十分な電力を供給するために、各 DC 電源入力につき最低 40 A @ -48

VDC を供給可能な施設の DC 電源で DC 入力線を終端処理します。施設の配線には、簡単に

アクセスできる遮断デバイスを組み込みます。米国およびカナダでは、米国の National

Electrical Code およびカナダの Canadian Electrical Code に従い、–48 VDC の施設は入

力用電力の 125% 以上の定格のサーキット ブレーカーを装備する必要があります。必ずアー

ス線またはコンジットをしっかりとしたオフィスのアースに接続します。接地スタッドで接

地線の終端処理をするには、閉ループ リングの使用を推奨します。

• サーキット ブレーカーの筐体と 48 VDC 電源とを 2 本の線でつなぎます。

• DC 電源を使用する PTX1000 は、アクセス制限エリア内にのみ設置することを想定していま

す。米国においては、アクセス制限エリアは National Electrical Code ANSI/NFPA 70 の第

110-16、110-17、110-18 条に規定されたエリアです。

注: 主たる過電流保護メカニズムは、ビルのサーキット ブレーカーによって提供

されます。このブレーカーは、NEC ANSI/NFPA70 に従って、過電流、短絡、地絡

を防ぐものである必要があります。

関連項目 157ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの取り付け場所の電気配線に関するガイ

ドライン」

•

ジュニパーネットワークス デバイス向け DC 電源の電気安全に関する警告

DC 電源機器を操作する場合、次の警告に従います。

• DC 電源銅導体に関する警告 (153ページ)

• DC 電源切断に関する警告 (154ページ)

• DC 電源の配線終端に関する警告 (155ページ)

DC 電源銅導体に関する警告

警告: 銅導体のみを使用します。

Waarschuwing Gebruik alleen koperen geleiders.

Varoitus Käytä vain kuparijohtimia.

Waarschuwing Gebruik alleen koperen geleiders.

Varoitus Käytä vain kuparijohtimia.
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注意 Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Warnung Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.

Avvertenza Usate unicamente dei conduttori di rame.

Advarsel Bruk bare kobberledninger.

Aviso Utilize apenas fios condutores de cobre.

¡Atención! Emplee sólo conductores de cobre.

Varning! Använd endast ledare av koppar.

DC 電源切断に関する警告

警告: 電源装置に対して何らかの手順を実行する前に、DC 回路に通電していないこ

とを確認します。すべての電力を確実に切るために、DC 回路用のパネル ボードで

サーキット ブレーカーを探し、サーキット ブレーカーのスイッチをオフの位置に

し、サーキット ブレーカーのスイッチ ハンドルをオフの位置にテープで固定しま

す。

Waarschuwing Voordat u een van de onderstaande procedures uitvoert, dient u

te controleren of de stroom naar het gelijkstroom circuit uitgeschakeld is.

Om u ervan te verzekeren dat alle stroom UIT is geschakeld, kiest u op het

schakelbord de stroomverbreker die het gelijkstroom circuit bedient, draait

de stroomverbreker naar de UIT positie en plakt de schakelaarhendel van de

stroomverbreker met plakband in de UIT positie vast.

Varoitus Varmista, että tasavirtapiirissä ei ole virtaa ennen seuraavien

toimenpiteiden suorittamista. Varmistaaksesi, että virta on KATKAISTU täysin,

paikanna tasavirrasta huolehtivassa kojetaulussa sijaitseva suojakytkin,

käännä suojakytkin KATKAISTU-asentoon ja teippaa suojakytkimen varsi niin,

että se pysyy KATKAISTU-asennossa.

注意 Avant de pratiquer l'une quelconque des procédures ci-dessous, vérifier

que le circuit en courant continu n'est plus sous tension. Pour en être sûr,

localiser le disjoncteur situé sur le panneau de service du circuit en courant

continu, placer le disjoncteur en position fermée (OFF) et, à l'aide d'un

ruban adhésif, bloquer la poignée du disjoncteur en position OFF.

Warnung Vor Ausführung der folgenden Vorgänge ist sicherzustellen, daß die

Gleichstromschaltung keinen Strom erhält. Um sicherzustellen, daß sämtlicher

Strom abgestellt ist, machen Sie auf der Schalttafel den Unterbrecher für

die Gleichstromschaltung ausfindig, stellen Sie den Unterbrecher auf AUS,

und kleben Sie den Schaltergriff des Unterbrechers mit Klebeband in der

AUS-Stellung fest.

Avvertenza Prima di svolgere una qualsiasi delle procedure seguenti,

verificare che il circuito CC non sia alimentato. Per verificare che tutta
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l'alimentazione sia scollegata (OFF), individuare l'interruttore automatico

sul quadro strumenti che alimenta il circuito CC, mettere l'interruttore in

posizione OFF e fissarlo con nastro adesivo in tale posizione.

Advarsel Før noen av disse prosedyrene utføres, kontroller at strømmen er

frakoblet likestrømkretsen. Sørg for at all strøm er slått AV. Dette gjøres

ved å lokalisere strømbryteren på brytertavlen som betjener likestrømkretsen,

slå strømbryteren AV og teipe bryterhåndtaket på strømbryteren i AV-stilling.

Aviso Antes de executar um dos seguintes procedimentos, certifique-se que

desligou a fonte de alimentação de energia do circuito de corrente contínua.

Para se assegurar que toda a corrente foi DESLIGADA, localize o disjuntor

no painel que serve o circuito de corrente contínua e coloque-o na posição

OFF (Desligado), segurando nessa posição a manivela do interruptor do

disjuntor com fita isoladora.

¡Atención! Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la

alimentación del circuito de corriente continua (CC) esté cortada (OFF).

Para asegurarse de que toda la alimentación esté cortada (OFF), localizar

el interruptor automático en el panel que alimenta al circuito de corriente

continua, cambiar el interruptor automático a la posición de Apagado (OFF),

y sujetar con cinta la palanca del interruptor automático en posición de

Apagado (OFF).

Varning! Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera

att strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten. Kontrollera att all

strömförsörjning är BRUTEN genom att slå AV det överspänningsskydd som skyddar

likströmskretsen och tejpa fast överspänningsskyddets omkopplare i FRÅN-läget.

DC 電源の配線終端に関する警告

警告: より線による配線が必要な場合、閉ループや上向きラグが付いたスペード型

など、承認された配線終端を使用します。終端は配線に適したサイズで、絶縁体と

導体の両方をクランプする必要があります。

Waarschuwing Wanneer geslagen bedrading vereist is, dient u bedrading te

gebruiken die voorzien is van goedgekeurde aansluitingspunten, zoals het

gesloten-lus type of het grijperschop type waarbij de aansluitpunten omhoog

wijzen. Deze aansluitpunten dienen de juiste maat voor de draden te hebben

en dienen zowel de isolatie als de geleider vast te klemmen.

Varoitus Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyväksyttyä

johdinliitäntää, esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntää,

jossa on ylöspäin käännetyt kiinnityskorvat. Tällaisten liitäntöjen tulee

olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden tulee puristaa yhteen sekä eristeen

että johdinosan.
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注意 Quand des fils torsadés sont nécessaires, utiliser des douilles

terminales homologuées telles que celles à circuit fermé ou du type à plage

ouverte avec cosses rebroussées. Ces douilles terminales doivent être de la

taille qui convient aux fils et doivent être refermées sur la gaine isolante

et sur le conducteur.

Warnung Wenn Litzenverdrahtung erforderlich ist, sind zugelassene

Verdrahtungsabschlüsse, z.B. Ringoesen oder gabelförmige Kabelschuhe mit

nach oben gerichteten Enden zu verwenden. Diese Abschlüsse sollten die

angemessene Größe für die Drähte haben und sowohl die Isolierung als auch

den Leiter festklemmen.

Avvertenza Quando occorre usare trecce, usare connettori omologati, come

quelli a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto. I

connettori devono avere la misura adatta per il cablaggio e devono serrare

sia l'isolante che il conduttore.

Advarsel Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente

ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med

oppoverbøyde kabelsko. Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i forhold

til ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen.

Aviso Quando forem requeridas montagens de instalação eléctrica de cabo

torcido, use terminações de cabo aprovadas, tais como, terminações de cabo

em circuito fechado e planas com terminais de orelha voltados para cima.

Estas terminações de cabo deverão ser do tamanho apropriado para os

respectivos cabos, e deverão prender simultaneamente o isolamento e o fio

condutor.

¡Atención! Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales para cables

homologados, tales como las de tipo "bucle cerrado" o "espada", con las

lengüetas de conexión vueltas hacia arriba. Estos terminales deberán ser del

tamaño apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán que sujetar tanto

el aislante como el conductor.

Varning! När flertrådiga ledningar krävs måste godkända ledningskontakter

användas, t.ex. kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtvänd tapp.

Storleken på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och måste

kunna hålla både isoleringen och ledaren fastklämda.

関連項目 126ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な安全性に関する警告」•

• 149ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する一般的な電気安全の警告」
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ジュニパーネットワークス デバイスの取り付け場所の電気配線に関するガイドライン

• 信号に関する距離の制限事項 (157ページ)

• 無線周波妨害 (157ページ)

• 電磁適合性 (157ページ)

信号に関する距離の制限事項

配線が不適切な場合、無線周波妨害が発生する可能性があります。さらに、配線を建物間で渡

す場合にその長さが推奨距離を超えると、雷による損傷を受ける可能性が高くなります。雷に

よって発生した EMP（電磁パルス）が非シールド コンダクターを損傷し、電子機器を破壊する

おそれがあります。取り付け場所で過去にそのような問題が発生している場合、電気サージの

抑制とシールドを専門家に相談してください。

無線周波妨害

ツイストペア ケーブルを使用し、接地線を適切に敷設すると、取り付け場所の配線における

RFI（無線周波妨害）の発生の抑制あるいは解消が可能です。どうしても推奨距離を超える必要

がある場合、可能ならば、データ信号ごとに、接地線を 1 本備えた高品質なツイストペア ケー

ブルを使用します。

電磁適合性

取り付け場所に EMC（電磁適合性）の問題に影響を受けやすい場合、特に雷や無線送信機の影

響を受けやすい場合、専門家に助言を求めてください。強い EMI（電磁妨害）源が存在すると、

ネットワーク デバイス内の信号ドライバーおよびレシーバーが破壊され、回線を伝って機器に

電圧サージが起き、電気的な危険が発生するおそれがあります。接地と環境のシールドを適切

に行い、電気サージ抑制デバイスを使用することが特に重要です。

注意: 建物内の雷およびサージの要件に準拠するには、建物内の配線をシールドし、

配線のシールドを両端で接地する必要があります。

警告: 機器またはサブアセンブリのビル内ポートは、建物内部または露出していな

い配線やケーブルのみとの接続に適しています。機器またはサブアセンブリのビル

内ポートは、OSP（屋外施設）またはその配線と接続するインターフェイスに対し

て、金属的な接続をしてはいけません。これらのインターフェイスはビル内インター

フェイス専用として設計されており（GR-1089-CORE, Issue 4 にタイプ 2 ポートま

たはタイプ 4 ポートとして規定）、露出した OSP 配線から分離する必要がありま

す。プライマリ プロテクタを追加しても、これらのインターフェイスを OSP 配線

と金属的に接続するための防御としては不十分です。

関連項目 • ジュニパーネットワークス デバイスの一般的な電気安全ガイドラインと電気コード
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第32章

機関の承認およびコンプライアンス ステー
トメント

• PTX1000 に関する機関の承認 (159ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスに関する EMC 要件コンプライアンス ステートメン

ト (160ページ)

• ジュニパーネットワークス デバイスに関する環境要件コンプライアンス ステートメン

ト (161ページ)

• NEBS に関するコンプライアンス ステートメント (161ページ)

• PTX1000 に関する騒音基準のコンプライアンス ステートメント (162ページ)

PTX1000 に関する機関の承認

PTX1000 は、次の規格に準拠しています。

• 安全性

• CAN/CSA-22.2 No. 60950–1–07/UL 60950–1, 2nd Ed., Safety of Information Technology

Equipment

• EN 60825-1 Safety of Laser Products - Part 1: Equipment Classification, Requirements

and User's Guide

• EMC

• AS/NZS 3548 Class A（オーストラリア/ニュージーランド）

• EN55022 Class A（台湾）

• FCC Part 15 Class A（米国）

• VCCI Class A（日本）

• イミュニティー

• EN-61000-3-3 Voltage Fluctuations and Flicker

• EN-61000-4-2 ESD

• EN-61000-4-3 Radiated Immunity

• EN-61000-4-4 EFT
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• EN-61000-4-5 Surge

• EN-61000-4-6 Low Frequency Common Immunity

• ETSI EN-300386-2 Telecommunication Network Equipment.Electromagnetic Compatibility

Requirements

PTX1000 は、次の規格に準拠するように設計されています。

• NEBS

• GR-1089-Core：ネットワーク通信機器の EMC/電気的安全性

• SR-3580 NEBS 指標レベル（レベル 3 コンプライアンス）

• GR-63-Core：NEBS、物理的保護

関連項目 160ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する EMC 要件コンプライアンス ス

テートメント」

•

• 161ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する環境要件コンプライアンス ス

テートメント」

162ページの 「PTX1000 に関する騒音基準のコンプライアンス ステートメント」

ジュニパーネットワークス デバイスに関する EMC 要件コンプライアンス ステートメント

• カナダ (160ページ)

• 欧州共同体 (160ページ)

• イスラエル (161ページ)

• 日本 (161ページ)

• 米国 (161ページ)

カナダ

このクラス A デジタル装置は、Canadian ICES-003 に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

欧州共同体

これはクラス A 製品です。この製品を家庭環境で使用すると、電波干渉が発生する可能性があ

ります。そのような場合、ユーザーが適切な対策を講じるよう求められる可能性があります。
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イスラエル

ヘブライ語からの翻訳：警告：この製品はクラス A です。この製品を家庭環境で使用すると、

電波干渉が発生する可能性があります。そのような場合、ユーザーが適切な対策を講じるよう

求められる可能性があります。

日本

この文章の内容を翻訳すると次のようになります。

これは、VCCI（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）が定めた規格に基づいたクラス A 製

品です。この製品を家庭環境でラジオまたはテレビの近くで使用すると、電波干渉が発生する

可能性があります。この製品の設置および使用は、インストラクション マニュアルに従ってく

ださい。VCCI-A

米国

本ハードウェア機器は、FCC Rules、Part 15 に準拠した、クラス A デジタル デバイスの制限

に関する試験に合格しています。これらの制限は、機器を商業環境で操作した際の有害な電波

干渉の発生を防止するためのものです。インストラクション マニュアルに従って設置や使用を

行わなかった場合、本機器は、無線周波エネルギーを生成し、使用し、放射し、無線通信に有

害な干渉を発生させる可能性があります。住宅地でこの機器を操作すると、有害な干渉の原因

となる可能性があり、ユーザーは自費で干渉を修正するよう要求される場合があります。

ジュニパーネットワークス デバイスに関する環境要件コンプライアンス ステートメント

この製品内のバッテリーは、水銀、鉛、カドミウムいずれかの物質をベースにしています。こ

の製品内で使用されているバッテリーは、EU Directives 91/157/EEC、93/86/EEC、98/101/EEC

に準拠しています。本製品のマニュアルには、再生およびリサイクルの適切な方法に関するイ

ンストラクションも記載されています。

NEBS に関するコンプライアンス ステートメント

• この機器は、CBN（Common Bonding Network）の一部として設置するのに適しています。

• この機器は、NEC（National Electrical Code）が適用される場所に設置するのに適していま

す。
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• バッテリーのリターン接続は、GR-1089-CORE に定義されるように、分離 DC リターン（DC-I）

として扱うことができます。

• AC 電源装置を搭載したジュニパーネットワークス システムに対しては、外部 SPD（サージ

保護装置）を AC 電源で使用する必要があります。

PTX1000 に関する騒音基準のコンプライアンス ステートメント

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt

70dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt

70dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

前述の文章の内容：

本装置から放射される音圧は EN ISO 7779 に規定された 70 dB（A）を下回ります。

関連項目 • 159ページの 「PTX1000 に関する機関の承認」

• 160ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する EMC 要件コンプライアンス ス

テートメント」

• 161ページの 「ジュニパーネットワークス デバイスに関する環境要件コンプライアンス ス

テートメント」
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