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このドキュメントについて

• Junos OS ドキュメントとリリース ノート (xviiページ)

• 文書の表記規則 (xviiページ)

• ドキュメントのフィードバック (xixページ)

• テクニカル サポートの要求 (xixページ)

Junos OS ドキュメントとリリース ノート

関連する Junos OS のドキュメントの一覧については、

http://www.juniper.net/techpubs/software/junos/ を参照してください。

最新のリリース ノートの情報がドキュメントの情報と異なる場合は、Junos OS リリース

ノート に従ってください。

すべてのジュニパーネットワークス 技術ドキュメントの最新バージョンを入手するには、ジュ

ニパーネットワークスの Web サイト http://www.juniper.net/techpubs/ の製品ドキュメント

ページを参照してください。

文書の表記規則

xviiページの表1 は、本ガイドで使用される注意アイコンの定義を示しています。

表1: 注意アイコン

説明意味アイコン

重要な機能や手順を示します。情報ノート

データ損失またはハードウェア損傷をもたらす可能性のある状態を示します。注意

人体への危害または致死に対する警戒を喚起します。警告

レーザーによる人体への危害に対する警戒を喚起します。レーザー警告

xviiCopyright © 2014, Juniper Networks, Inc.
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xviiiページの表2 では、本ガイドで使用されるテキストと構文の表記規則の定義を示しています。

表2: テキストと構文の表記規則

例説明表記

構成モードに入るには、configure コマン

ドを入力します。

user@host> configure

ユーザーが入力する文字列を表します。太字のテキスト

user@host> show chassis alarms

No alarms currently active

端末の画面に表示される出力を表します。固定幅のテキスト

• ポリシー条件は、一致条件と動作を定義

する名前付きの構造です。

• Junos OS CLI ユーザー ガイド

• RFC 1997, BGP Communities Attribute

• 重要な用語を初めて使用するときや、強

調するときに使用されます。

• ガイド名を表します。

• RFC とインターネット ドラフト タイト

ルを表します。

斜体のテキスト

マシンのドメイン名を設定します。

[edit]

root@# set system domain-name

domain-name

コマンドまたは構成ステートメント中の変

数（値で置換されるオプション）を表しま

す。

斜体のテキスト

• スタブ エリアを構成するには、[edit

protocols ospf area area-id] 階層レベ

ルに stub ステートメントを含めます。

• コンソール ポートには CONSOLE という

ラベルが付いています。

構成ステートメント、コマンド、ファイル、

およびディレクトリの名前、構成階層レベ

ル、またはルーティング プラットフォーム

コンポーネント上のラベルを表します。

このフォントのテキスト

stub <default-metric metric>;オプションのキーワードまたは変数を囲み

ます。

< >（山カッコ）

broadcast | multicast

(string1 | string2 | string3)

相互に排他的なキーワードや変数の選択肢

を、この記号で区切って表します。 複数の

選択肢は、多くの場合、混乱を避けるため

にカッコで囲みます。

|（パイプ記号）

rsvp { # Required for dynamic MPLS only構成ステートメントを記述した同じ行上で、

同ステートメントに適用される注釈を表し

ます。

#（ポンド記号）

community name members [ community-ids ]1 つ以上の値で置換される変数を囲みます。[ ]（角カッコ）

[edit]

routing-options {

static {

route default {

nexthop address;

retain;

}

}

}

構成階層のレベルを表します。字下げと中カッコ（ { } ）

構成階層レベルのリーフ ステートメントを

表します。

;（セミコロン）
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表2: テキストと構文の表記規則 （続き）

例説明表記

GUI 規則

• Logical Interfaces ボックスで [All

Interfaces] を選択します。

• 構成を取り消すには [Cancel] をクリッ

クします。

クリックまたは選択するグラフィック ユー

ザー インターフェイス（GUI）を表します。

太字のテキスト

構成エディタ階層で Protocols>ospf を選

択します。

メニュー選択の階層のレベルを区切ります。>（太字の右山カッコ）

ドキュメントのフィードバック

ドキュメントの一層の充実に向けて、皆様からのフィードバック、コメント、およびご提案を

お待ちしております。 お寄せいただく場合、techpubs-comments@juniper.net まで E メールで

お送りいただくか、https://www.juniper.net/cgi-bin/docbugreport/ のドキュメント フィード

バック フォームにご記入ください。 E メールでお送りいただく場合は、必ず以下の情報を記

載してください。

• ドキュメント名またはトピック名

• URL またはページ番号

• ソフトウェアのリリース バージョン（該当する場合）

テクニカル サポートの要求

製品のテクニカル サポートは、Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）を通じてご利用

いただけます。 お客様が、現在 J-Care または JNASC とサポート契約を結んでおられるか保

証の対象であり、販売後のテクニカル サポートが必要である場合、弊社のツールやリソースに

オンラインでアクセスするか、または JTAC に相談できます。

• JTAC ポリシー — 弊社の JTAC の手順およびポリシーを十分ご理解いただくため、

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdf の JTAC ユーザー

ガイドを参照してください。

• 製品保証 — 製品保証に関する情報は、http://www.juniper.net/support/warranty/ を参照し

てください。

• JTAC 業務時間 — JTAC センターのリソースは、1 年 365 日、週 7 日、1 日 24 時間利用で

きます。

セルフヘルプ オンライン ツールおよびリソース

問題を簡単に素早く解決するために、ジュニパーネットワークスでは、Customer Support Center

（CSC）という名前のオンライン セルフサービス ポータルを開設し、次のサービスを提供して

います。
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• CSC サービスの検索：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/

• 知識ベースを使用した解決策の検索や質問への回答：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とリリース ノートの参照：

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

• 関連するハードウェアおよびソフトウェアの通知に関する技術告示の検索：

http://www.juniper.net/alerts/

• ジュニパーネットワークス コミュニティ フォーラムへの入会および参加：

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

• CSC Case Management ツールによるオンラインでの問い合わせ：http://www.juniper.net/cm/

製品シリアル ナンバーでサービス資格を確認するには、Serial Number Entitlement（SNE）

ツール（https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/）を使用してください。

JTAC へのお問い合わせ

JTAC には Web サイトまたは電話でお問い合わせいただけます。

• http://www.juniper.net/cm/ にある、CSC の Case Management ツールを使用します。

• 電話の場合は、1-888-314-JTAC（米国、カナダ、メキシコからは無料通話サービス

1-888-314-5822 を利用可）までご連絡ください。

通話料無料番号のない国での国際電話またはダイヤル直通電話については、

http://www.juniper.net/support/requesting-support.html を参照してください。
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第1部

スイッチおよびコンポーネントの概要と
仕様

• EX4550 スイッチの概要 (3ページ)

• コンポーネントの説明 (19ページ)

• コンポーネントの仕様 (45ページ)
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第1章

EX4550 スイッチの概要

• EX4550 スイッチ ハードウェアの概要 (3ページ)

• EX4550 スイッチ モデル (9ページ)

• EX4550 スイッチ モデルの確認 (12ページ)

• EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様 (14ページ)

• EX4550 スイッチ ハードウェアと CLI 用語の対応付け (14ページ)

EX4550 スイッチ ハードウェアの概要

ジュニパーネットワークス EX4550 イーサネット スイッチは、アグリゲーション レイヤーや

データ センターのトップ オブ ラックの実装に対応した高密度な 10 ギガビット ポートを備

え、データ センターに最適な気流を選べるオプション（ホット アイル/コールド アイル）を

提供します。 EX4550 スイッチの基本ポート密度は、10 ギガビット SFP+ または 10 ギガビッ

ト イーサネット BASE-T（10GBASE-T）の固定ポート 32 個で、オプションの拡張モジュールを

取り付ければ最大 48 ポートまで拡張できます。 EX4550 スイッチは、 Virtual Chassis1 種

類のバーチャル シャーシで構成することも、ジュニパーネットワークス EX4200 イーサネット

スイッチまたはジュニパーネットワークス EX4500 イーサネット スイッチのいずれか、あるい

はその両方を組み合わせたバーチャル シャーシによって、最大合計 10 台のメンバーで構成す

ることもできます。

最大 2 つのオプションの拡張モジュールをシャーシの両側にあるモジュール スロットに取り

付ければ、EX4550 スイッチの数を拡張できます。

EX4550 スイッチには、次のようなオプションのモジュールがあります。

• 8 ポートの 10 ギガビット SFP+ 拡張モジュール —1 ギガビットのスモール フォームファク

タ プラガブル（SFP）トランシーバ 8 台、または 10 ギガビットのスモール フォームファ

クタ プラガブル（SFP+）トランシーバ 8 台に対応する 8 つのポートを提供します。 8 つ

のポートを任意に組み合わせて、合計 8 つの SFP と SFP+ トランシーバを取り付けること

ができます。

• 8 ポートの 10GBASE-T 拡張モジュール — 100 メガビットのイーサネット BASE-T、1 ギガ

ビットのイーサネット BASE-T、10 ギガビットのイーサネット BASE-T の RJ-45 コネクタに

対応する 8 つのポートを提供します。
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• 2 ポートの 40 ギガビット QSFP+ 拡張モジュール — 40 ギガビットのクアッド スモール

フォームファクタ プラガブル（QSFP+）トランシーバに対応する 2 つのポートを提供しま

す。

• 128 ギガビットのバーチャル シャーシ モジュール — バーチャル シャーシのスイッチ接続

専用のバーチャル シャーシ ポート（VCP）を 2 つ提供します。 また、バーチャル シャー

シ メンバーは、VCP として構成された SFP+ ネットワーク ポート、SFP+ 拡張モジュール

ポート、10GBASE-T ネットワーク ポート、10GBASE-T 拡張モジュール ポート、QSFP+ 拡張

モジュール ポートを使用して接続することもできます。

EX4550 スイッチは、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（Junos

OS）を実行する他のデバイスを管理するのと同じインターフェイス（コマンドライン インター

フェイス（CLI）、J-Web グラフィカル インターフェイス、Junos Space を使って管理できま

す。

本トピックでは、以下について説明しています。

• ソフトウェア (4ページ)

• EX4550 スイッチの概観 (4ページ)

• オプションのモジュール (6ページ)

• バーチャル シャーシ (7ページ)

• 電源 (7ページ)

• ファン モジュール (8ページ)

• EX4550 スイッチのコンポーネント (8ページ)

ソフトウェア

ジュニパーネットワークス EX シリーズ イーサネット スイッチは、レイヤー 2 およびレイ

ヤー 3 のスイッチング機能、ルーティング機能、セキュリティ サービスを提供する、Junos

OS 上で動作します。 EX シリーズ スイッチ上で動作する Junos OS コードベースは、ジュニ

パーネットワークス J シリーズ、M シリーズ、MX シリーズ、T シリーズのすべてのルーター

と、SRX シリーズ サービス ゲートウェイでも動作します。 スイッチのソフトウェア インス

トールに関する情報は、ソフトウェア インストール（英語）を参照してください。

EX4550 スイッチの概観

EX4550 スイッチは、高密度の 10 ギガビット イーサネット データ センターのトップ オブ

ラックや、企業、キャンパス アグリゲーション/コア デプロイメントに接続性を提供します。

通常 EX4550 スイッチは、大規模な支店環境やキャンパス ワイヤリング クローゼット、また、

スイッチをラック内のすべてのデバイスに接続性を提供するラック内の一番上のデバイスとし

て配置できるデータ センターで使用できます。

EX4550 は 2 つの基本スイッチで提供されています。1 つは、32 個の SFP+ ポートをベースと

したスイッチ（EX4550-32F）で、1 ギガビットの SFP または 10 ギガビットの SFP+ トラン

シーバを取り付け可能な、10 ギガビット SFP+ の固定ポート 32 個を提供します。もう 1 つ

は、32 個の 10GBASE-T をベースとしたスイッチ（EX4550-32T）で、100 メガビット、1 ギガ

ビット、10 ギガビットの BASE-T コネクタを取り付け可能な 10 ギガビット イーサネット

BASE-T 固定ポートを 32 個提供します。9ページの 「EX4550 スイッチモデル」を参照してく

ださい。
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EX4550 スイッチには、シャーシ内の気流方向が異なるタイプがあります。 EX4550 スイッチに

は、2 つのモジュール スロットがあり、どちらのスロットにも以下のオプション モジュール

のいずれかを収容できます。

• 8 ポートの 10ギガビット SFP+ 拡張モジュール

• 8 ポートの 10GBASE-T 拡張モジュール

• 2 ポートの 40 ギガビット QSFP+ 拡張モジュール

• 128 ギガビット バーチャル シャーシ モジュール

5ページの図1 は EX4550-32F スイッチのフロント パネルを示しています。

図 1: EX4550-32F スイッチのフロント パネル
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5ページの図2 は EX4550-32T スイッチのフロント パネルを示しています。

図 2: EX4550-32T スイッチのフロント パネル
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5ページの図3 は EX4550 スイッチのリア パネルを示しています。

図 3: EX4550 スイッチのリア パネル
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EX4550 スイッチは、以下によってキャリアクラスの信頼性を実現しています。

• ホットインサートやホットリムーブに対応したフィールド交換可能ユニット方式の、負荷分

散型冗長デュアル電源。

• フィールド交換可能ユニット（FRU）方式の 3 つのファン モジュール。
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• バーチャル シャーシ構成内の冗長化されたルーティング エンジン。 この冗長構成により、

graceful Routing Engine switchover （GRES）が可能になります。

• システム プロセスの障害発生時にグレースフル リスタート可能なモジュラー設計の Junos

OS。

オプションのモジュール

EX4550 スイッチは、8 ポートの 10 ギガビット イーサネット SFP+ 拡張モジュール、8 ポー

トの 10GBASE-T 拡張モジュール、2 ポートの 40 ギガビット イーサネット QSFP+ 拡張モジュー

ル、そして 128 ギガビットのバーチャル シャーシ モジュールの 4 つのタイプのオプション

モジュールをサポートしています。 モジュールの組み合わせを問わず、各モジュール スロッ

トに 1 つずつ、合計 2 つのモジュールを取り付けることができます。 モジュール スロット

は、スイッチのフロント パネルに 1 つ、リア パネルに 1 つあります。

6ページの表3 は、モジュール製品番号、オプション モジュールの名称と略称、モジュール

リリース時の Junos OS リリースを示しています。

表3: EX4550 スイッチのオプション モジュール

最初の Junos OS リ

リース説明モジュール名製品番号

12.2R1SFP+ 拡張モジュールには、10 ギガビットの SFP+ トランシーバ

または 1 ギガビットの SFP トランシーバを最大 8 台、あるいは

SFP+ と SFP トランシーバを組み合わせた最大 8 台を装着できま

す。 この拡張モジュールのポートを使用して、他のデバイスにス

イッチを接続できます。 また、これらのポートを VCP として構

成し、それを使用して EX4550 スイッチを EX4200、EX4500、EX4550

スイッチと接続して、バーチャル シャーシを構築できます。

8 ポートの 10ギガビッ

ト SFP+ 拡張モジュー

ル

EX4550-EM-8XSFP

12.2R410GBASE-T 拡張モジュールには、100 メガビット、1 ギガビット、

10 ギガビット イーサネット BASE-T のコネクタを最大 8 個装着

できます。 この拡張モジュールのポートを使用して、他のデバイ

スにスイッチを接続できます。 また、これらのポートを VCP と

して構成し、それを使用して EX4550 スイッチを相互接続して、

バーチャル シャーシを構築できます。

8 ポートの 10GBASE-T

拡張モジュール

EX4550-EM-8XT

13.2X50-D10

注: QSFP+ ポートを

使用したバーチャル

シャーシ構成は、リ

リース 13.2X50-D15

以降でサポートされ

ています。

QSFP+ 拡張モジュールには 2 つのポートがあり、それぞれに 40

ギガビットの QSFP+ コネクタを装着できます。 また、これらの

ポートを VCP として構成し、それを使用して EX4550 スイッチを

相互接続して、バーチャル シャーシを構築できます。

2 ポートの 40 ギガ

ビット QSFP+ 拡張モ

ジュール

EX4550-EM-2QSFP

12.2R1EX4550 スイッチに 128 ギガビットのバーチャル シャーシ モ

ジュールを装着して、バーチャル シャーシ内の他のスイッチと接

続できます。 バーチャル シャーシ モジュールには 2 つの専用

VCP があり、それを使用して EX4550 スイッチを EX4200、EX4500、

EX4550 スイッチと接続して、バーチャル シャーシを構築できま

す。

128 ギガビット バー

チャル シャーシ モ

ジュール

EX4550-VC-128G
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バーチャル シャーシ

EX4550 スイッチと EX4200、EX4500、EX4550 スイッチを相互接続して、バーチャル シャーシ

を構築できます。 このように相互接続されたスイッチは、1 つの IP アドレスを持った 1 つ

の論理デバイスとして動作させることができます。

最大 10 台の EX4550 スイッチを相互接続して、EX4550 スイッチだけで構成されたバーチャル

シャーシを構築できます。 EX4200 スイッチまたは EX4500 スイッチ、あるいはその両方と、

EX4550 スイッチを相互接続して、最大 10 台のスイッチを組み合わせたバーチャル シャーシ

を構築できます。 101ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシのハー

ドウェア構成を理解する」を参照してください。

バーチャル シャーシでの EX4550 スイッチの接続に使用可能なポートは次のとおりです。

• スイッチに装着されたバーチャル シャーシ モジュールの専用 VCP

• VCP として構成された SFP+ ネットワーク ポートと SFP+ 拡張モジュール ポート

• VCP として構成された 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートまたは 10GBASE-T 拡

張モジュール ポート

• VCP として構成された QSFP+ 拡張モジュール ポート

注: VCP として構成された 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポート、10GBASE-T

拡張モジュール ポート、QSFP+ 拡張モジュール ポートを使用して、EX4550 スイッ

チだけを相互接続したバーチャル シャーシを構築できます。 これらのポートを使っ

て、EX4550 スイッチを EX4200 スイッチまたは EX4500 スイッチと接続してバー

チャル シャーシを構築することはできません。

注: EX4550 スイッチを使用したバーチャル シャーシ構成の場合、バーチャル シャー

シ モジュールの取り付けは必須ではありません。

バーチャル シャーシの理解と構成の詳細については、EX2200, EX3300, EX4200, EX4500 and

EX4550 Virtual Chassis（英語）を参照してください。

電源

EX4550 スイッチは、方向の異なる気流に対応した AC または DC 電源をサポートしています。

EX4550 スイッチの電源はホットリムーブやホットインサートに対応した FRU です。

電源の表面には、気流方向を示すラベル（AFI または AFO）が貼られています。 AFI ラベルは

バックツーフロント エアーフローを表し、AFO ラベルはフロントツーバック エアーフローを

表しています。 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」を参照してください。

EX4550 スイッチは、AC または DC のいずれかの電源が 1 台装着されて出荷されます。 EX4550

スイッチには、AC または DC の 2 台目の電源を装着できます。 29ページの 「EX4550 スイッ

チの AC 電源」および32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」を参照してください。
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注意: 以下の混在は行わないでください。

同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源•

• 同じシャーシの気流ラベル（AFI と AFO）が異なる電源

ファン モジュール

EX4550 スイッチは、スイッチのリア パネルに 3 つのファン モジュールを取り付けて出荷さ

れます。 ファン モジュールは、ホットインサートやホットリムーブに対応したフィールド交

換可能ユニット（FRU）です。

ファン モジュールには、気流方向が異なる 2 つの種類（AIR IN（AFI）のラベルが貼られたバッ

クツーフロント、AIR OUT（AFO）のラベルが貼られたフロントツーバック）があります。 35ペー

ジの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」を参照してください。

注意: 気流のラベル（AIR IN（AFI）と AIR OUT（AFO））が異なるファン モジュール

を同じシャーシで混在させないでください。

EX4550 スイッチのコンポーネント

8ページの図4 は、EX4550-32F スイッチのフロント パネルのコンポーネントを示しています

（モジュール スロット カバー パネルを取り付け）。

図 4: EX4550-32F スイッチのフロント パネルのコンポーネント
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7—1— Mini-USB コンソール ポートモジュール スロット カバー パネル

8—2— USB ポート通気口

9—3— RJ-45 コンソール ポートLCD パネル

10—4— 管理ポートLCD パネルの [Menu] ボタン

11—5— SFP+ ネットワーク ポートシャーシ ステータス LED

6— LCD パネルの [Enter] ボタン

9ページの図5 は、EX4550-32T スイッチのフロント パネルのコンポーネントを示しています

（モジュール スロット カバー パネルを取り付け）。
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図 5: EX4550-32T スイッチのフロント パネルのコンポーネント
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6—1— Mini-USB コンソール ポートモジュール スロット カバー パネル

7—2— USB ポートLCD パネル

8—3— RJ-45 コンソール ポートLCD パネルの [Menu] ボタン

9—4— 管理ポートシャーシ ステータス LED

10—5— イーサネット ネットワーク ポートLCD パネルの [Enter] ボタン

9ページの図6 は、EX4550 スイッチのリア パネルのコンポーネントを示しています（モジュー

ル スロット カバー パネルと AC 電源を取り付け）。

図 6: EX4550 スイッチのリア パネルのコンポーネント
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5—1— ファン モジュール スロット ラベルAC 電源（電源スロット 0）

6—2— ファン モジュール電源カバー パネル（電源スロット 1）

7—3— ファン ステータス LEDESD ポイント

4—モジュール スロット カバー パネル

注: 保護接地端子はシャーシの左側にあります。 135ページの 「EX シリーズ スイッ

チにアースを接続する」 を参照してください。

関連項目 9ページの 「EX4550 スイッチ モデル」•

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• EX シリーズのバーチャル シャーシの概要

EX4550 スイッチ モデル

10ページの表4 は、提供される EX4550 スイッチの各種モデル一覧です。
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表4: EX4550 スイッチ製品番号、提供コンポーネント、および対応する Junos OS リリース

最初の Junos

OS リリース電源

ファン モ

ジュール気流方向

ポート数およびタイ

プ製品番号

12.2R1AC 電源 1 台（電源

コード付き。ハンドル

に AFI ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR IN（AFI）

ラベル）

バックツーフ

ロント —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ リア

パネルの吸気

口から取り込

まれ、温まっ

た空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

排気口から排

出されます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト SFP+

EX4550-32F-AFI

12.2R1AC 電源 1 台（電源

コード付き。ハンドル

に AFO ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR OUT（AFO）

ラベル）

フロントツー

バック —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

吸気口から取

り込まれ、温

まった空気が

シャーシ リア

パネルの排気

口から排出さ

れます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト SFP+

EX4550-32F-AFO

12.2R1DC 電源 1 台（ハンド

ルに AFI ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR IN（AFI）

ラベル）

バックツーフ

ロント —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ リア

パネルの吸気

口から取り込

まれ、温まっ

た空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

排気口から排

出されます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト SFP+

EX4550-32F-DC-AFI
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表4: EX4550 スイッチ製品番号、提供コンポーネント、および対応する Junos OS リリース （続き）

最初の Junos

OS リリース電源

ファン モ

ジュール気流方向

ポート数およびタイ

プ製品番号

12.2R1DC 電源 1 台（ハンド

ルに AFO ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR OUT（AFO）

ラベル）

フロントツー

バック —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

吸気口から取

り込まれ、温

まった空気が

シャーシ リア

パネルの排気

口から排出さ

れます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト SFP+

EX4550-32F-DC-AFO

12.2R4AC 電源 1 台（電源

コード付き。ハンドル

に AFI ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR IN（AFI）

ラベル）

バックツーフ

ロント —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ リア

パネルの吸気

口から取り込

まれ、温まっ

た空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

排気口から排

出されます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト BASE-T

EX4550-32T-AFI

12.2R4AC 電源 1 台（電源

コード付き。ハンドル

に AFO ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR OUT（AFO）

ラベル）

フロントツー

バック —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

吸気口から取

り込まれ、温

まった空気が

シャーシ リア

パネルの排気

口から排出さ

れます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト BASE-T

EX4550-32T-AFO
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表4: EX4550 スイッチ製品番号、提供コンポーネント、および対応する Junos OS リリース （続き）

最初の Junos

OS リリース電源

ファン モ

ジュール気流方向

ポート数およびタイ

プ製品番号

12.2R4DC 電源 1 台（ハンド

ルに AFI ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR IN（AFI）

ラベル）

バックツーフ

ロント —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ リア

パネルの吸気

口から取り込

まれ、温まっ

た空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

排気口から排

出されます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト BASE-T

EX4550-32T-DC-AFI

12.2R4DC 電源 1 台（ハンド

ルに AFO ラベル）

ファン モ

ジュール 3 個

（それぞれに

AIR OUT（AFO）

ラベル）

フロントツー

バック —

シャーシを冷

却する空気が

シャーシ フロ

ント パネルの

吸気口から取

り込まれ、温

まった空気が

シャーシ リア

パネルの排気

口から排出さ

れます。

32 ポート 10 ギガビッ

ト BASE-T

EX4550-32T-DC-AFO

注: スイッチには出荷時に 1 つの電源（AC または DC）と 3 つのファン モジュー

ルが取り付け済みです。 オプション モジュール、バーチャル シャーシ ケーブル、

バーチャル シャーシ ケーブル コネクタ固定金具、およびトランシーバは、EX4550

スイッチの出荷時の構成には含まれません。 これらのいずれかの部品、またはス

イッチの追加の電源を購入する場合は、別途注文する必要があります。

関連項目 14ページの 「EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様」•

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチ モデルの確認

目的 EX4550 スイッチの製品番号を確認します。

アクション show chassis hardware extensive CLI コマンドの出力で Routing Engine セクションにある FRU

Model Number フィールドの値を確認します。

user@switch> show chassis hardware extensive
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....

Routing Engine 0 REV 03 750-039067 LX0212079218 EX4550-32F

Jedec Code: 0x7fb0 EEPROM Version: 0x02

P/N: 750-039067 S/N: LX0212079218

Assembly ID: 0x0b39 Assembly Version: 03.03

Date: 03-03-2012 Assembly Flags: 0x00

Version: REV 03

ID: EX4550-32F FRU Model Number: EX4550-32F-AFO

...

スイッチの製品番号は、次のいずれかになります。

• EX4550-32F-AFI

• EX4550-32F-AFO

• EX4550-32F-DC-AFI

• EX4550-32F-DC-AFO

• EX4550-32T-AFI

• EX4550-32T-AFO

• EX4550-32T-DC-AFI

• EX4550-32T-DC-AFO

意味 この例では、スイッチは EX4550-32F-AFO です。

EX4550 スイッチの製品番号の意味は以下のとおりです。

• 製品番号の 32F または 32T は次を示します。

• 32F — スイッチに 32 個の 1G/10G SFP+ イーサネット ネットワーク ポートが装着されて

います。

• 32T — スイッチに 32 個の 100M/1G/10G BASE-T イーサネット ネットワーク ポートが装

着されています。

• 製品番号の AFI または AFO は次を示します。

• AFI は、スイッチに 3 つのファン モジュール（それぞれ AIR IN（AFI）のラベル）と 1

つの電源（AFI のラベル）が付属しています。

• AFO は、スイッチに 3 つのファン モジュール（それぞれ AIR OUT（AFO）のラベル）と 1

つの電源（AFO のラベル）が付属しています。

ファン モジュールと電源のラベルは、スイッチの気流方向を示します。 AFI と AIR IN（AFI）

のラベルはバックツーフロント エアーフローで、AFO と AIR OUT（AFO）のラベルはフロント

ツーバック エアーフローです。

• 製品番号の DC は、スイッチが DC 電源で稼働することを示します。 製品番号に DC を含ま

ないスイッチは、AC 電源で稼働します。

関連項目 9ページの 「EX4550 スイッチ モデル」•
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EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様

EX4550 スイッチのシャーシは剛性金属板の構造で、他のすべてのスイッチ コンポーネントを

収容しています。 14ページの表5 は、EX4550 スイッチ シャーシの物理仕様の概要です。

表5: EX4550 スイッチ シャーシの物理仕様

値説明

1.72 インチ （4.37 cm）シャーシ高さ

• 17.35 インチ （44.07 cm）

• 前部取り付けブラケットの外側端の幅は 19 インチ （48.3 cm）。

シャーシ幅

• 18.50 インチ （46.99 cm）シャーシ奥行き

• EX4550 スイッチ（AC 電源 1 台含む）：19.4 ポンド（8.8 kg）

• EX4550 スイッチ（DC 電源 1 台含む）：19.4 ポンド（8.8 kg）

• AC 電源：2.4 ポンド（1.1 kg）

• DC 電源：2.4 ポンド（1.1 kg）

• SFP+ 拡張モジュール：0.74 ポンド（0.34 kg）

• 10GBASE-T 拡張モジュール：0.9 ポンド（0.41 kg）

• QSFP+ 拡張モジュール ポート：0.61 ポンド（0.28 kg）

• バーチャル シャーシ モジュール：0.66 ポンド（0.3 kg）

重量

EX4550 スイッチは、標準 19インチ 2 ポスト ラックに取り付けることができます。 このほか

にスイッチは、標準 19インチ 4 ポスト ラックまたは標準 19 インチ 密閉式キャビネットに

取り付けが可能です。

関連項目 89ページの 「EX4550 スイッチのラック要件」•

• 90ページの 「EX4550 スイッチのキャビネット要件」

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

• 109ページの 「EX4550 スイッチの取り付けと接続」

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

EX4550 スイッチ ハードウェアと CLI 用語の対応付け

このトピックでは、EX4550 スイッチのドキュメントで使用されているハードウェア用語と、

Junos OS コマンドライン インターフェイス（CLI）で使用されている対応する用語について説

明します。 15ページの表6 を参照してください。
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表6: EX4550 スイッチのドキュメントで使用されている用語に相当する CLI の用語

追加情報ドキュメントの用語値（CLI）説明（CLI）

ハードウェア

用語（CLI）

14ページの 「EX4550 スイッ

チのシャーシ物理仕様」

スイッチ シャーシ–次のいずれかに

なります。

• EX4550-32F

• EX4550-32T

シャーシ

–ルーティング エンジンn は 0～9 の値。

• スタンドアロン スイッチの

デフォルト値は 0 とされ

る。

• バーチャル シャーシ構成で

は、値はバーチャル シャー

シのマスター ロールとバッ

クアップ ロールに構成され

たスイッチに割り当てたメ

ンバー ID に対応。

次のいずれかに

なります。

• EX4550-32F

• EX4550-32T

ルーティング

エンジン（n）

EX シリーズ スイッチのイン

ターフェイス命名規則を理解す

る

n は 0～9 の値。フレキシブル

PIC コンセント

レータ（FPC）の

略語。

次のいずれかに

なります。

• EX4550-32F

• EX4550-32T

FPC（n）

スイッチは実際の FPC を持た

ない。 この場合、FPC はス

イッチ自体を指す。

スタンドアロン スイッチのデ

フォルト値は 0 とされる。

この場合、FPC 番号はスイッチ

に割り当てられたメンバー ID

を指す。

バーチャル シャーシ構成で

は、値はバーチャル シャーシ

のスイッチに割り当てたメン

バー ID に対応。
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表6: EX4550 スイッチのドキュメントで使用されている用語に相当する CLI の用語 （続き）

追加情報ドキュメントの用語値（CLI）説明（CLI）

ハードウェア

用語（CLI）

EX シリーズ スイッチのイン

ターフェイス命名規則を理解す

る

スイッチは実際の PIC デバイ

スを持たない。スイッチ上の相

当する項目については、PIC 0

～PIC 2 のエントリを参照。

n は 0～2 の値。物理インター

フェイス カード

（PIC）の略語

PIC（n）

3ページの 「EX4550 スイッ

チ ハードウェアの概要」

スイッチの内蔵ネットワーク

ポート。

PIC 0次のいずれかに

なります。

• 32x 1G/10G

SFP/SFP+

• 32x

100M/1G/10G

BASE-T

• 39ページの 「EX4550 ス

イッチの拡張モジュール」

• 43ページの 「EX4550 ス

イッチのバーチャル シャー

シ モジュール」

スイッチのフロント パネルの

モジュール スロットに取り付

けられた拡張モジュールまたは

バーチャル シャーシ モジュー

ル。

PIC 1次のいずれかに

なります。

• 8x 1G/10G

SFP/SFP+

• 8x

100M/1G/10G

BASE-T

• 2x40GE QSFP+

• 2x 32GE バー

チャル

シャーシ

• 39ページの 「EX4550 ス

イッチの拡張モジュール」

• 43ページの 「EX4550 ス

イッチのバーチャル シャー

シ モジュール」

スイッチのリア パネルのモ

ジュール スロットに取り付け

られた拡張モジュールまたは

バーチャル シャーシ モジュー

ル。

PIC 2次のいずれかに

なります。

• 8x 1G/10G

SFP/SFP+

• 8x

100M/1G/10G

BASE-T

• 2x40GE QSFP+

• 2x 32GE バー

チャル

シャーシ

56ページの 「EX4550 スイッ

チでサポートされるプラガブル

トランシーバ」

光トランシーバn は、トランシーバが取り付け

られたポートの番号に相当する

値。

トランシーバの

略語

Xcvr（n）

AC 電源または DC 電源。n は、電源スロット番号に応じ

て、値 0 または 1 をとる。

次のいずれかに

なります。

電源（n） • 29ページの 「EX4550 ス

イッチの AC 電源」

• 32ページの 「EX4550 ス

イッチの DC 電源」
注意: 以下の混在は行わないで

ください。

• JPSU-650W

-AC-AFO

• JPSU-650W

-AC-AFI
• 同じシャーシ内の AC 電源

と DC 電源
• JPSU-650W
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表6: EX4550 スイッチのドキュメントで使用されている用語に相当する CLI の用語 （続き）

追加情報ドキュメントの用語値（CLI）説明（CLI）

ハードウェア

用語（CLI）

-DC-AFO • 同じシャーシ内の気流ラベ

ルが異なる電源（AFI と

AFO）
• JPSU-650W

-DC-AFI

35ページの 「EX4550 スイッ

チの冷却システムと換気」

ファン モジュール

注: EX4550 スイッチには 3

つのファン モジュールがあ

り、CLI ではこれらを総称して

ファントレイと呼びます。

–

注意: 気流のラベル（AIR IN

（AFI）と AIR OUT（AFO））が

異なるファン モジュールを同

じシャーシで混在させないでく

ださい。

次のいずれかに

なります。

• ファン モ

ジュール、吸

気（AFI）

• ファン モ

ジュール、排

気（AFO）

ファン トレイ

関連項目 • 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」
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第2章

コンポーネントの説明

• EX4550 スイッチの LCD パネル (19ページ)

• EX4550 スイッチのシャーシ ステータス LED (24ページ)

• EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット (25ページ)

• EX4550 スイッチのネットワーク ポートおよび拡張モジュール ポート LED (25ページ)

• EX4550 スイッチの管理ポート LED (28ページ)

• EX4550 スイッチの AC 電源 (29ページ)

• EX4550 スイッチの AC 電源 LED (31ページ)

• EX4550 スイッチの DC 電源 (32ページ)

• EX4550 スイッチの DC 電源 LED (34ページ)

• EX4550 スイッチの冷却システムと換気 (35ページ)

• EX4550 スイッチの拡張モジュール (39ページ)

• EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュール (43ページ)

EX4550 スイッチの LCD パネル

EX4550 スイッチの LCD パネルには、最大 16 文字のテキストが 2 行表示されます。 LCD パ

ネルには、スイッチに関するさまざまな情報と、初期設定や再起動等の基本操作に関するメ

ニューが表示されます。

LCD パネルの右には [Menu] と [Enter] の 2 つのナビゲーション ボタンがあります。

19ページの図7 を参照してください。

図 7: EX4550 スイッチの LCD パネル

LCD パネルの 1 行目のテキストにはスイッチの基本情報が、2 行目のテキストには LCD パネ

ルで選択されたモードに関する情報が表示されます。 LCD パネルの 2 行目のテキストにカス
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タム メッセージを表示するように、設定できます。 LCD パネルを設定して、カスタム メッ

セージを表示する場合、[Menu] ボタンと [Enter] ボタンは無効化されます。 EX シリーズ ス

イッチで LCD パネルを構成する（CLI 手順） を参照してください。

LCD パネルにはバックライトがついています。 LCD パネルが 60 秒間アイドル状態の場合、

バックライトが消えます。 [Menu] ボタンまたは [Enter] ボタンを 1 回押すと、バックライ

トがオンになります。 バックライトがオンの状態で、[Menu] ボタンを押して LCD パネルのメ

ニューを切り替えたり、[Enter] ボタンでメニューのオプションを移動できます。

注: J-Web インターフェイスのシャーシ ビューアでも LCD パネルが表示されます。

J-Web インターフェイスから、LCD パネルのリアルタイムなステータス情報を見る

ことができます。 EX シリーズ スイッチのダッシュボード を参照してください。

本トピックでは、以下について説明しています。

• LCD パネルのモード (20ページ)

• LCD パネルのメニュー (21ページ)

LCD パネルのモード

LCD パネルは、起動、アイドル、ステータス、保守の 4 つのモードで動作します。

LCD パネルの 1 行目には、すべてのモードのスロット番号、スイッチの役割、ホスト名が表示

されます。

スタンドアロンの EX4550 スイッチでは、スロット番号は常に 00、役割は常に RE です。

バーチャル シャーシのメンバーである EX4550 スイッチの場合、LCD パネルの 1 行目には常

に以下が表示されます。

• スロット番号（バーチャル シャーシ メンバーのメンバー ID）

• バーチャル シャーシにおけるスイッチの役割（マスターは RE、バックアップは BK、ライン

カード メンバーは LC）

• ホスト名

スイッチの再起動中は、LCD パネルは起動モードで動作します。 起動モードでは、LCD パネル

の 2 行目に、スイッチの起動プロセスの主な行程が表示されます。 起動モードにはメニュー

オプションがありません。 起動プロセスが完了すると、LCD パネルは自動的にアイドル（IDLE）

メニューに戻ります。

アイドル モードでは、LCD パネルのテキストの 2 行目に、ネットワーク ポートのステータス

LED のモードと、シャーシ アラームの数が表示されます。 アラームの数は毎秒単位で更新さ

れます。

ステータス モードでは 2 行目に以下が表示されます。

• バーチャル シャーシ ポート（VCP）の状態

• 電源のステータス
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• ファン モジュールの状態とシャーシの温度

• スイッチにロードされている EX シリーズ向け Junos OS のバージョン

保守モードでは 2 行目に以下のいずれかのオプションが表示されます。これらはスイッチの設

定やトラブルシューティングに使用します。

• System halt

• System reboot

• Load rescue

• Request VC port

• Factory default

• EZSetup

LCD パネルのメニュー

LCD パネルには、[Idle]、[Status]、および [Maintenance] のメニューがあります。 [Menu]

ボタンを押して LCD パネルのメニューを切り替え、[Enter] ボタンでメニューのオプションを

移動することができます。

21ページの表7は LCD パネルのメニューについて説明しています。

表7: EX4550 スイッチの LCD パネルのメニュー オプション

説明メニュー ラベル

[Idle] メニューでは、以下を行います。

• [Enter] を押して、ポート ステータスのインジケータであるステータス LED モードを繰り返し表示します。

• ADM（管理ステータス）

• DPX（二重）

• SPD（速度）

ステータス LED モードについては25ページの 「EX4550 スイッチのネットワーク ポートおよび拡張モジュール

ポート LED」 を参照してください。

• [Idle] メニューを終了して [Status] メニューに進むには [Menu] ボタンを押します。

IDLE（アイドル）
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表7: EX4550 スイッチの LCD パネルのメニュー オプション （続き）

説明メニュー ラベル

[Status] メニューで [Menu] を押すたびに、次の情報が順番に表示されます。

• VCP の状態：アップまたはダウン

スイッチのフロント パネルに装着されているバーチャル シャーシ モジュールの VCP の状態が表示された後に、

リア パネルに装着されているバーチャル シャーシ モジュールの VCP の状態が表示されます。

• 電源の状態：OK、Failed（エラー）、Absent（なし）

• ファンの状態と温度の状態

• ファンの状態：OK、Failed（エラー）、Absent（なし）

• 温度の状態：OK、High（高）、Shutdown（シャットダウン）

• スイッチにロードされている EX シリーズ向け Junos OS のバージョン

• EXIT STAT MENU?

次の中から 1 つを選択します。

• [Status] メニューを終了し、[Maintenance] メニューに進むには、[Enter] を押します。

• もう一度 VCP ステータスを表示するには、[Menu] を押します。

LCD パネルの [Status] メニューあるいは [Status] メニューのオプションを無効化できます。 EX シリーズ ス

イッチで LCD パネルを構成する（CLI 手順） を参照してください。

STATUS（ステータ

ス）
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表7: EX4550 スイッチの LCD パネルのメニュー オプション （続き）

説明メニュー ラベル

[Maintenance] メニューには、スイッチの設定やトラブルシューティング用のオプションが用意されています。

• SYSTEM HALT?—次の中から 1 つを選択します。

• スイッチを停止するには [Enter] を押します。 [Enter] をもう一度押して停止を続行します。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] を押します。

• SYSTEM REBOOT?—次の中から 1 つを選択します。

• スイッチを再起動するには [Enter] を押します。 [Enter] をもう一度押して再起動を続行します。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] を押します。

• LOAD RESCUE?—次の中から 1 つを選択します。

• スイッチを前の有効な構成にロールバックするには [Enter] を押します。 [Enter] をもう一度押してロール

バックを続行します。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] を押します。

• REQUEST VC PORT?—次の中から 1 つを選択します。

• 拡張モジュール ポートまたはネットワーク ポートを VCP に設定する、あるいは VCP をスイッチの構成から

削除する場合は、[Enter] ボタンを押します（VCP を削除すると、ポートは拡張モジュール ポートまたはネッ

トワーク ポートにリセットされます）。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] ボタンを押します。

• FACTORY DEFAULT?—次の中から 1 つを選択します。

• スイッチを工場出荷時のデフォルト構成に復元するには [Enter] を押します。 [Enter] をもう一度押して復

元を続行します。 LCD パネルで成功またはエラーのメッセージが点滅した後、[Idle] メニューが表示されま

す。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] を押します。

• ENTER EZSETUP?—次の中から 1 つを選択します。

• EZSetup を起動するには [Enter] を押します。 [Enter] をもう一度押して起動を続行します。

EZSetup では DHCP を設定し、スイッチ上で J-Web ユーザー インターフェイスを有効化します。 LCD パネ

ルで成功またはエラーのメッセージが約 10 秒間点滅した後、[Idle] メニューが表示されます。

注: EZSetup オプションは、工場出荷時のデフォルト構成のスタンドアロン スイッチでのみ使用できます。

EZSetup については、166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」 を参照してくださ

い。

• [Maintenance] メニューの次のオプションに進むには [Menu] を押します。

• EXIT MAINT MENU?—次の中から 1 つを選択します。

• [Maintenance] メニューを終了するには、[Enter] を押します。

• SYSTEM HALT? オプションに戻るには [Menu] を押します。

LCD パネルの [Maintenance] メニューあるいは [Maintenance] メニューのオプションを無効化できます。 EX シ

リーズ スイッチで LCD パネルを構成する（CLI 手順） を参照してください。

MAINT

（[Maintenance]

メニュー）

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」

• EX シリーズ スイッチで LCD パネルを構成する（CLI 手順）
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EX4550 スイッチのシャーシ ステータス LED

EX4550 スイッチのフロント パネルには、パネル右端の Menu（メニュー）および Enter（入

力）ボタンの横に 3 つのシャーシ ステータス LED（ALM、SYS、MST のラベル）があります

（24ページの図8 を参照）。

図 8: EX4550 スイッチのシャーシ ステータス LED

24ページの表8 では、EX4550 スイッチのシャーシ ステータス LED の色と状態、および LED

が示すステータスについて説明しています。 操作モード コマンド show chassis led を発行す

ることによって、CLI からリモートで 3つの LED の色を見ることができます。

表8: EX4550 スイッチのシャーシ ステータス LED

状態と説明色LED ラベル

アラームがない状態、またはスイッチが停止した状態です。消灯ALM（アラーム）

重大なアラームが発生しています。赤

軽度のアラームが発生しています。黄

• 点灯 — EX スイッチの Junos OS がスイッチにロードされています。

• 点滅 — スイッチが起動中です。

• 消灯 — スイッチが電源オフか停止しています。

緑SYS（システム）

スタンドアロンの EX4550 スイッチの場合：

• 点灯 — スイッチはマスターとして正常に機能しています。

• 消灯 — スイッチが電源オフか停止しています。

バーチャル シャーシ構成の場合：

• 点灯 — スイッチはバーチャル シャーシ構成のマスターです。

• 点滅 — スイッチはバーチャル シャーシ構成のバックアップです。

• 消灯 — スイッチはバーチャル シャーシ構成のラインカード メンバーであるか、停止

しています。

緑MST（マスター）

重大なアラーム（赤）は危機的なエラー状態を示し、直ちに処置が必要です。

軽度のアラーム（黄）は危機的でないエラー状態を示し、監視あるいは保守が必要です。 軽度

のアラームをチェックしなかった場合、サービスの中断あるいはパフォーマンスの低下が生じ

る可能性があります。

これら 3つの LED は同時に点灯することもあります。
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関連項目 J-Web インターフェイスでアクティブなアラームを確認する•

• EX シリーズ スイッチのアラーム タイプと重大度レベルを理解する

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット

フィールド交換可能ユニット（FRU）とは、取り付け場所で交換できるコンポーネントをいいま

す。 EX4550 スイッチの FRU はホットリムーブとホットインサートが可能です。スイッチの電

源をオフにすることなく、取り外しや交換ができます。 EX4550 スイッチがサポートする FRU

は次のとおりです。

• 電源

• ファン モジュール

• 拡張モジュール

• バーチャル シャーシ モジュール

• SFP トランシーバ

• SFP+ トランシーバ

• QSFP+ トランシーバ

注: スイッチには出荷時に 1 つの電源（AC または DC）と 3 つのファン モジュー

ルが取り付け済みです。 オプション モジュール、バーチャル シャーシ ケーブル、

バーチャル シャーシ ケーブル コネクタ固定金具、およびトランシーバは、EX4550

スイッチの出荷時の構成には含まれません。 これらのいずれか、またはスイッチの

追加の電源を購入する場合は、別途注文する必要があります。

注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」•

EX4550 スイッチのネットワーク ポートおよび拡張モジュール ポート LED

このトピックの図は、10 ギガビット SFP+ ネットワークと拡張モジュール ポート、10GBASE-T

イーサネット ネットワークと拡張モジュール ポート、および QSFP+ 拡張モジュール ポート

の LED を示しています。
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26ページの図9 は、EX4550 スイッチの SFP+ ネットワーク ポートと SFP+ 拡張モジュール

ポートの LED を示しています。

図 9: SFP+ ネットワーク ポートおよび SFP+ 拡張モジュール ポート LED

それぞれの SFP+ ネットワーク ポートと SFP+ 拡張モジュール ポートには、ネットワーク

ポートと拡張モジュール ポートのリンク アクティビティとステータスを示す 2 つの LED が

あります。 LED はそれぞれ、リンク アクティビティとステータスを示すポートの方に向いて

います。

26ページの図10 は、EX4550 スイッチの 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートと

10GBASE-T 拡張モジュール ポートの LED を示しています。

図 10: 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートおよび 10GBASE-T 拡張
モジュール ポート LED

それぞれの 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートと 10GBASE-T 拡張モジュール ポー

トには、ポートのリンク アクティビティを示す LED があります。 LED はそれぞれ、リンク

アクティビティを示すポートの方に向いています。

26ページの図11 は、EX4550 スイッチの QSFP+ 拡張モジュール ポートの LED を示していま

す。

図 11: QSFP+ 拡張モジュール ポート LED

それぞれの QSFP+ 拡張モジュール ポートには、拡張モジュール ポートのリンク アクティビ

ティとステータスを示す 2 つの LED があります。
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このトピックの次の表では、EX4550 スイッチのネットワーク ポートと拡張モジュール ポート

の LED の動作について説明しています。

• 27ページの表9 では、リンク/アクティビティ LED について説明しています。

• 28ページの表10 では、SFP+ ネットワーク ポートと SFP+ 拡張モジュール ポートのステー

タス LED について説明しています。

• 28ページの表11 では、QSFP+ 拡張モジュール ポートのステータス LED について説明してい

ます。

表9: ネットワーク ポートおよび拡張モジュール ポートのリンク/アクティビティ LED

状態と説明色LED

• 点滅 — ポートおよびリンクがアクティブで、リンクのアクティビティが発生しています。

• 点灯 — ポートおよびリンクはアクティブですが、リンクのアクティビティは発生していませ

ん。

• 消灯 — ポートはアクティブではありません。

緑リンク/アク

ティビティ

注: 10GBASE-T ネットワーク ポートと 10GBASE-T 拡張モジュール ポートの 10 ギ

ガビット イーサネット インターフェイスに MDI（Medium-Dependent Interface）

プロパティを設定して、リンクの両サイドに互換性を持たせる必要があります。 MDI

プロパティについては、mdi-mode を参照してください。

注: 10GBASE-T ポートのインターフェイスに 100-Mbps の速度を設定するには、

auto-negotiation モードを無効にして、インターフェイスの speed を 100m に設定

します。 この 10GBASE-T ポートは、ポートの auto-negotiation と speed を手動

で auto に再設定するまでは、10 ギガビット インターフェイスを読み取ることが

できません。

26ページの図9 のラベルがステータスの LED は、3 つのポート パラメータのいずれかのステー

タスを示します。 ポート パラメータとは、管理ステータス、二重モード、および速度です。

28ページの表10 では、EX4550 スイッチの SFP+ ネットワーク ポートと SFP+ 拡張モジュール

ポートのステータス LED について説明しています。 インジケータを ADM、DPX、SPD 間で切り

替えるには、LCD の [Idle] メニューから LCD パネルの [Enter] ボタンを使います。
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表10: SFP+ ネットワーク ポートと拡張モジュール ポートのステータス LED

状態と説明

LCD インジケー

タLED

管理ステータスを示します（有効あるいは無効）。

ステータス インジケータは以下のとおりです。

• 緑 — ポートが管理上有効化されています。

• 消灯 — ポートが管理上無効化されています。

LED：ADMステータス

二重モードを示します。

フロントパネル上のネットワーク ポートのステータス インジケータは以下のとおりです。

• 緑 — ポートは全二重モードに設定されています。

• 消灯 — ポートは半二重モードに設定されています。

拡張モジュール ポートは常に全二重モードに設定されるため、拡張モジュールのこの LED は常

に緑に点灯します。

LED：DPX

速度を示します。

速度インジケータは以下のとおりです。

• 緑で点滅 — 1 Gbps

• 緑で点灯 — 10 Gbps

LED：SPD

26ページの図11 のラベルがステータスの LED は、QSFP+ ポートのステータスを示します。

28ページの表11 では、EX4550 スイッチの QSFP+ 拡張モジュール ポート LED について説明し

ています。

表11: QSFP+ 拡張モジュール ポートのステータス LED

状態と説明LED の色LED

ポートのステータス（有効または無効）を示す。

• 緑 — ポートは稼働中

• 消灯 — ポートは停止

緑ステータス

関連項目 39ページの 「EX4550 スイッチの拡張モジュール」•

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチの管理ポート LED

EX4550 スイッチのフロント パネルにある管理ポートには、リンク アクティビティとポートの

ステータスを示す 2 つの LED があります（29ページの図12 を参照）。
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図 12: EX4550 スイッチ管理ポートの LED
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29ページの表12 では、リンク/アクティビティ LED について説明しています。

表12: EX4550 スイッチ管理ポートのリンク/アクティビティ LED

状態と説明色LED

• 点滅 — ポートおよびリンクがアクティブで、リンクのアクティビティが発生しています。

• 点灯 — ポートおよびリンクはアクティブですが、リンクのアクティビティは発生していま

せん。

• 消灯 — ポートはアクティブではありません。

緑リンク/アクティビ

ティ

29ページの表13 では、ステータス LED について説明しています。

表13: EX4550 スイッチ管理ポートのステータス LED

状態と説明色LED

速度を示します。 速度インジケータは次のとおりです。

• 1 秒に 1 回点滅 — 10 Mbps

• 1 秒に 2 回点滅 — 100 Mbps

• 1 秒に 3 回点滅 —1000 Mbps

緑ステータス

関連項目 146ページの 「EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する」•

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチの AC 電源

EX4550 スイッチは AC または DC どちらの電源でも使用できます。 本トピックでは、EX4550

スイッチの AC 電源について説明しています。

EX4550 スイッチの AC 電源は出力が 650 W で、低ライン電圧（100–120 VAC）と高ライン電圧

（200–240 VAC）の両方に対応しています。 30ページの図13 は、EX4550 スイッチの AC 電源

を示しています。
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図 13: EX4550 スイッチの AC 電源

EX4550 スイッチの AC 電源は、ホットインサートやホットリムーブが可能なフィールド交換可

能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすること

なく取り付けが可能です。

それぞれ気流の異なる 2 つのタイプの AC 電源が用意されています。

• バックツーフロント エアーフロー、AFI ラベルで表示

• フロントツーバック エアーフロー、AFO ラベルで表示

それぞれの電源には AFI または AFO のラベルが貼られ、気流方向を示す矢印がハンドルに記さ

れています（30ページの図14 を参照）。

30ページの表14 は、AC 電源の製品番号と気流方向を示しています。

表14: EX4550 スイッチの AC 電源の気流方向

気流方向電源のラベル製品番号

バックツーフロント — シャーシを冷却する空気がシャーシ リア パネルの吸気口か

ら取り込まれ、温まった空気がシャーシ フロント パネルの排気口から排出されま

す。

AFIJPSU-650W-AC-AFI

フロントツーバック — シャーシを冷却する空気がシャーシ フロント パネルの吸気

口から取り込まれ、温まった空気がシャーシ リア パネルの排気口から排出されま

す。

AFOJPSU-650W-AC-AFO

図 14: AC 電源の気流方向を示すラベル
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注意: 以下の混在は行わないでください。

同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源•

• 同じシャーシ内の気流ラベル（AFI と AFO）が異なる電源

AC 電源の取り付けや取り外しの際の電気事故を防止するため、122ページの 「EX4550 スイッチ

に AC 電源を取り付ける」 および 174ページの 「EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す」

の指示に注意して従ってください。

関連項目 31ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源 LED」•

• 97ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源仕様」

• 122ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける」

EX4550 スイッチの AC 電源 LED

31ページの図15 は、EX4550 スイッチの AC 電源の LED の場所を示しています。

図 15: EX4550 スイッチの AC 電源 LED

31ページの表15 では、AC 電源 LED について説明しています。

表15: EX4550 スイッチの AC 電源 LED

説明状態色LED

次のいずれかを示します。

• 電源が AC 電源フィードに接続されていない。

• AC 電力の入力電圧が正常な動作範囲でない。

• AC 電源入力がない。

オフ消灯AC（AC OK）

電源は正常に機能している。常にオン緑

次のいずれかを示します。

• 電源が電源フィードに接続されていない。

• 電源が正しく電力を供給していない。

オフ消灯DC（DC OK）

電源は正しく機能している。常にオン緑

電源の故障。交換が必要です。常にオン黄! （故障）
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注: AC LED および DC LED が点灯していない場合、AC 電源コードが正しく接続さ

れていないか、電源ヒューズに障害が発生しています。

AC LED が点灯して DC LED が点灯していない場合、AC 電源は適切に取り付けられ

ていますが、電源内部に障害が発生しています。

関連項目 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」•

• 97ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源仕様」

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

EX4550 スイッチの DC 電源

EX4550 スイッチは AC または DC どちらの電源でも使用できます。 本トピックでは、EX4550

スイッチの DC 電源について説明しています。

DC 電源の出力は 650 W です。 32ページの図16 は、EX4550 スイッチの DC 電源を示していま

す。

注: DC 電源には、V+、V+、V–、V– のラベルが付いた 4 つの端子があります。これ

を、DC 電源ケーブル（プラス（+）とマイナス（–）のラベル）に接続します。 DC

電源には出荷時、V+ 入力と V+ 入力を接続するジャンパーと V– 入力と V– 入力を

接続するジャンパーが付属しています。

図 16: EX4550 スイッチの DC 電源
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AFI

3—1— イジェクタ レバーハンドル

2—ターミナル ブロック

EX4550 スイッチの DC 電源は、ホットインサートやホットリムーブが可能なフィールド交換可

能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすること

なく取り付けが可能です。

それぞれ気流の異なる 2 つのタイプの DC 電源が用意されています。

• バックツーフロント エアーフロー、AFI ラベルで表示
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• フロントツーバック エアーフロー、AFO ラベルで表示

それぞれの電源には AFI または AFO のラベルが貼られ、気流方向を示す矢印がハンドルに記さ

れています（33ページの図17 を参照）。

33ページの表16 は、DC 電源の製品番号と気流方向を示しています。

表16: EX4550 スイッチで使用される DC 電源の気流方向

気流方向電源のラベル製品番号

バックツーフロント — シャーシを冷却する空気がシャーシ リ

ア パネルの吸気口から取り込まれ、温まった空気がシャーシ

フロント パネルの排気口から排出されます。

AFIJPSU-650W-DC-AFI

フロントツーバック — シャーシを冷却する空気がシャーシ フ

ロント パネルの吸気口から取り込まれ、温まった空気がシャー

シ リア パネルの排気口から排出されます。

AFOJPSU-650W-DC-AFO

図 17: DC 電源の気流方向を示すラベル
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注意: 以下の混在は行わないでください。

同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源•

• 同じシャーシ内の気流ラベル（AFI と AFO）が異なる電源

電気事故を防止するため、124ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」 および

175ページの 「EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す」 の指示に注意して従ってください。

関連項目 97ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源仕様」•

• 34ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源 LED」

• 124ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」
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EX4550 スイッチの DC 電源 LED

34ページの図18 は、EX4550 スイッチの DC 電源の LED の場所を示しています。

図 18: EX4550 スイッチの DC 電源フェースプレート
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5—1— ESD 接地ポイントV+ 入力端子

6—2— ! （故障）LEDV– 入力端子

7—3— OUT（出力）LEDターミナル ブロック

8—4— IN（入力）LEDイジェクタ レバー

34ページの表17 では、DC 電源の LED について説明しています。

表17: EX4550 スイッチの DC 電源 LED

説明状態色名前

次のいずれかを示します。

• 電源が DC 電源フィードに接続されていない。

• DC 電力の入力電圧が正常な動作範囲でない。

• DC 電源入力がない。

オフ消灯IN

電源に電力が供給されています。常にオン緑

次のいずれかを示します。

• 電源が電源フィードに接続されていない。

• 電源が正しく電力を供給していない。

オフ消灯OUT

電源は正しく機能している。常にオン緑

電源の故障。交換が必要です。常にオン黄! （故障）
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関連項目 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」•

• 97ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源仕様」

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

EX4550 スイッチの冷却システムと換気

EX4550 スイッチの冷却システムは、3 つのファン モジュールと、電源ごとに 1 台のファンで

構成されます。 EX4550 スイッチの気流はスイッチに搭載されているファン モジュールと電源

によって異なり、スイッチ背面から吸気されるバックツーフロントと、スイッチ背面から排気

されるフロントツーバックのいずれかになります。

本トピックでは、以下について説明しています。

• ファン モジュール (35ページ)

• EX4550 スイッチの気流方向 (36ページ)

• バックツーフロント エアーフローについて (37ページ)

• フロントツーバック エアーフローについて (37ページ)

• 気流が異なるコンポーネントのスイッチ内での混在は不可 (38ページ)

• スイッチの配置 (38ページ)

• ファン モジュールの状態 (39ページ)

ファン モジュール

EX4550 スイッチのファン モジュールは、ホットインサートとホットリムーブに対応したフィー

ルド交換可能ユニット（FRU）です。 各スイッチには 3 つのファン モジュールが搭載されて

います。 ファン モジュールは、スイッチ リア パネルのファン モジュール スロットに装着

されます。 ファン モジュール スロットには、左から右に 1～3 の番号が付けられています。

各スロットの横にはファンのアイコンがあります。

35ページの図19 に、EX4550 スイッチで使用されているファン モジュールを示します。

図 19: EX4550 スイッチで使用されているファン モジュール
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ファン モジュールの取り外しや交換は、シャーシのリア パネルから行います。 ファン モ

ジュールを交換する間、スイッチは一定の時間（30秒）、過熱によるシャットダウンを生じさ

せることなく動作し続けます。
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注: スイッチを適切に機能させるには、3 つのファン モジュールのすべてを装着す

る必要があります。

ファン モジュールには、気流方向が異なる 2 つの種類（AIR IN（AFI）のラベルが貼られたバッ

クツーフロント、AIR OUT（AFO）のラベルが貼られたフロントツーバック）があります。

36ページの表18 に、提供されているファン モジュールの製品番号と、その気流方向を一覧表

示します。

表18: EX4550 スイッチのファン モジュール

ファン モジュールの気流方向ファン モジュールのラベル製品番号

バックツーフロント — スイッチの背面から吸気します。AIR IN（AFI）EX4550-FAN-AFI

フロントツーバック — スイッチの背面から排気します。AIR OUT（AFO）EX4550-FAN-AFO

EX4550 スイッチの気流方向

36ページの表19 は、EX4550 スイッチの出荷時の気流方向を示しています。

表19: EX4550 スイッチの気流方向

気流方向ファン モジュールと電源製品番号

バックツーフロント — シャーシを冷却する空気

がシャーシ リア パネルの吸気口から取り込ま

れ、温まった空気がシャーシ フロント パネルの

排気口から排出されます。

3 つのファン モジュール（AIR IN（AFI）のラベ

ル付き）と、1 台の AC 電源（AFI のラベル付

き）が付属します。

• EX4550-32F-AFI

• EX4550–32T-AFI

フロントツーバック — シャーシを冷却する空気

がシャーシ フロント パネルの吸気口から取り込

まれ、温まった空気がシャーシ リア パネルの排

気口から排出されます。

3 つのファン モジュール（AIR OUT（AFO）のラベ

ル付き）と、1 台の AC 電源（AFO のラベル付

き）が付属します。

• EX4550-32F-AFO

• EX4550–32T-AFO

バックツーフロント — シャーシを冷却する空気

がシャーシ リア パネルの吸気口から取り込ま

れ、温まった空気がシャーシ フロント パネルの

排気口から排出されます。

3 つのファン モジュール（AIR IN（AFI）のラベ

ル付き）と、1 台の DC 電源（AFI のラベル付

き）が付属します。

• EX4550-32F-DC-AFI

• EX4550–32T-DC-AFI

フロントツーバック — シャーシを冷却する空気

がシャーシ フロント パネルの吸気口から取り込

まれ、温まった空気がシャーシ リア パネルの排

気口から排出されます。

3 つのファン モジュール（AIR OUT（AFO）のラベ

ル付き）と、1 台の DC 電源（AFO のラベル付

き）が付属します。

• EX4550-32F-DC-AFO

• EX4550–32T-DC-AFO

注意:

以下の混在は行わないでください。

• 同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源
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• 同じシャーシ内の気流ラベル（AFI/AIR IN（AFI）と AFO/AIR OUT（AFO））が異な

る電源やファン モジュール

バックツーフロント エアーフローについて

バックツーフロント エアーフローの EX4550 スイッチでは、リア パネルの吸気口から冷却用

の空気がシャーシ内に取り入れられ、温まった空気はスイッチのフロント パネルの排気口から

吐き出されます。 37ページの図20 を参照してください。

図 20: EX4550 スイッチ シャーシ内のバックツーフロント エアーフロー

ファン モジュールのラベルが AIR IN（AFI）の場合は、必ず AFI ラベルが付いた電源を装着し

てください。

フロントツーバック エアーフローについて

フロントツーバック エアーフローの EX4550 スイッチでは、スイッチのフロント パネルの吸

気口から冷却用の空気がシャーシ内に取り入れられ、温まった空気はリア パネルの排気口から

吐き出されます。 38ページの図21 を参照してください。
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図 21: EX4550 スイッチ シャーシ内のフロントツーバック エアーフロー

ファン モジュールのラベルが AIR OUT（AFO）の場合は、必ず AFO ラベルが付いた電源を装着

してください。

気流が異なるコンポーネントのスイッチ内での混在は不可

気流のラベルが異なる電源（AFI と AFO）と、気流のラベルが異なるファン モジュール（AIR

IN（AFI）と AIR OUT（AFO））を同じシャーシで混在させないでください。 ファン モジュール

のラベルが AIR IN（AFI）の場合は、電源にも AFI ラベルが付いたものを使用します。同様に、

ファン モジュールのラベルが AIR OUT（AFO）の場合は、AFO ラベルの電源を使用します。

気流が異なるコンポーネントを同じシャーシ内で混在させると、スイッチの冷却システムの性

能が低下して、シャーシ内が過熱状態になる場合があります。

注意: ファン モジュールに障害が生じるかシャーシ内の周囲温度が許容範囲を超え

た場合、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温度より高

くなった場合、システムは自動的にシャットダウンします。

スイッチの配置

AIR OUT（AFO）のラベルが付いたファン モジュールと AFO のラベルが付いた電源を使用するフ

ロントツーバック エアーフローの場合、暖められた空気はスイッチ リア パネルの排気口から

吐き出されます。 AIR IN（AFI）のラベルが付いたファン モジュールと AFI のラベルが付いた

電源を使用するバックツーフロント エアーフローの場合、暖められた空気はスイッチ フロン

ト パネルの排気口から吐き出されます。

データ センターでは、スイッチ コンポーネントの AFI と AIR IN（AFI）ラベルがコールドア

イル側に、AFO と AIR OUT（AFO）ラベルがホットアイル側になるようにスイッチを配置します。
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ファン モジュールの状態

スイッチのファン モジュール スロットの左側には、対応する各ファン モジュールのステータ

ス LED（ST のラベル付き）があります。 この LED はファン モジュールの状態を示します。

39ページの表20 は EX4550 スイッチのファン モジュールにあるステータス LED を示していま

す。

表20: ファン モジュールの LED

説明状態LED

ファン モジュールは正常に機能しています。緑ST

次のいずれかを示します。

• ファン モジュールが装着されていません。

• ファン モジュールが正常に機能していません。

消灯

通常の動作条件では、ファン モジュールは適度な速度で動作します。 シャーシ内の温度セン

サーはシャーシ内の温度を監視しています。

ファン モジュールに障害が生じるかシャーシ内の周囲温度が許容範囲を超えた場合、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温度より高くなった場合、システムは自

動的にシャットダウンします。

LCD パネルの Status（ステータス）メニューにある Environment Status（環境ステータス）

で、ファンのステータスとシャーシの温度を見ることができます。 19ページの 「EX4550 ス

イッチの LCD パネル」 を参照してください。

関連項目 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」•

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

• 234ページの 「静電放電損傷の予防」

• 125ページの 「EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける」

• 177ページの 「EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す」

EX4550 スイッチの拡張モジュール

EX4550 スイッチは、8 ポート 10 ギガビット SFP+ 拡張モジュール、8 ポート 10GBASE-T 拡

張モジュール、2 ポート 40 ギガビット QSFP+ 拡張モジュールの 3 つのオプション拡張モ

ジュールをサポートします。 拡張モジュールは、ホットインサートやホットリムーブに対応し

たフィールド交換可能ユニット（FRU）です。

40ページの表21 は、製品番号、拡張モジュール名と簡単な説明、モジュールがリリースされた

Junos OS リリースを示しています。
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表21: EX4550 スイッチの拡張モジュール

最初の Junos OS リ

リース説明モジュール名製品番号

12.2R1SFP+ 拡張モジュールは、最大 8 個の 10 ギガビット SFP+ トラ

ンシーバか 8 個の 1 ギガビット SFP トランシーバ、または SFP

と SFP+ トランシーバの組み合わせを収容できます。 拡張モジュー

ルのポートを使用して、スイッチを他のデバイスに接続できます。

これらのポートはバーチャル シャーシ ポート（VCP）としても構

成でき、バーチャル シャーシ構成のスイッチの接続に使用できま

す。

8 ポートの SFP+ 拡

張モジュール

EX4550-EM-8XSFP

12.2R410GBASE-T 拡張モジュールは、最大 8 個の 100 メガビット、1

ギガビット、または 10 ギガビット BASE-T イーサネット コネク

タを収容できます。 拡張モジュールのポートを使用して、スイッ

チを他のデバイスに接続できます。 これらのポートは VCP とし

ても構成でき、バーチャル シャーシ構成の EX4550 スイッチの相

互接続に使用できます。

8 ポートの

10GBASE-T 拡張モ

ジュール

EX4550-EM-8XT

13.2X50-D10

注: QSFP+ ポートを使

用したバーチャル

シャーシ構成は、リ

リース 13.2X50-D15 以

降のサポートです。

QSFP+ 拡張モジュールは、最大 2 つの 40 のギガビット QSFP+

トランシーバを収納できます。 拡張モジュールのポートを使用し

て、スイッチを他のデバイスに接続できます。 これらのポートは

バーチャル シャーシ ポート（VCP）としても構成でき、バーチャ

ル シャーシ構成の EX4550 スイッチの相互接続に使用できます。

2 ポートの 40 ギガ

ビット QSFP+ 拡張モ

ジュール

EX4550-EM-2QSFP

注: 拡張モジュールおよびトランシーバは、EX4550 スイッチの出荷時の構成には含

まれません。 別途注文する必要があります。

EX4550 スイッチには、スイッチのフロント パネルとリア パネルのそれぞれのモジュール ス

ロットに 1 つずつ、最大 2 つの拡張モジュールを装着できます。 拡張モジュールを取り付け

ることで、スイッチにさらにポートを追加して、ポート密度を増すことができます。 拡張モ

ジュールのポートは、コア デバイスへのスイッチの接続や、ディストリビューション スイッ

チへのアクセス スイッチの接続にも使用できます。 また、これらのポートはバーチャル シャー

シ ポート（VCP）としても構成でき、バーチャル シャーシ構成のスイッチの接続に使用できま

す。

40ページの図22 は SFP+ 拡張モジュールを示しています。

図 22: 8 ポートの SFP+ 拡張モジュール

g0
21

42
2

SFP+ 拡張モジュールは、10 ギガビットまたは 1 ギガビット モードで動作します。 SFP+ 拡

張モジュールの動作モードは、 show chassis pic fpc-slot slot number pic-slot slot number

コマンドの出力に表示されます。
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41ページの図23 は 10GBASE-T 拡張モジュールを示しています。

図 23: 8 ポートの 10GBASE-T 拡張モジュール
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41ページの図24 は QSFP+ 拡張モジュールを示しています。

図 24: 2 ポート QSFP+ 拡張モジュール

g0
2

14
80

注: スイッチに拡張モジュールを取り付けるか、拡張モジュールを別のものに交換

すると、スイッチにより拡張モジュールのポートが検出されます。 これらのポート

にトランシーバが取り付けられている場合、スイッチにより必要なインターフェイ

スが作成されます。

それぞれの拡張モジュールは、フェースプレートに LED があります（ST のラベル）。 これに

拡張モジュールのステータスが示されます。

41ページの図25 は、SFP+ 拡張モジュールの LED の場所を示しています。

図 25: SFP+ 拡張モジュールの LED

0
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2 4 6
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EX4550-EM-8XSFP

g0
21

42
4

1 2 3 4 5

4—1— ステータス下部ポート拡張モジュールのステータス LED

5—2— ステータス上部ポートリンク/アクティビティ下部ポート

3—リンク/アクティビティ上部ポート

42ページの図26 は、10GBASE-T 拡張モジュールの LED の場所を示しています。
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図 26: 10GBASE-T 拡張モジュールの LED
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1 2 3

3—1— リンク/アクティビティ下部ポート拡張モジュールのステータス LED

2—リンク/アクティビティ上部ポート

42ページの図27 は、QSFP+ 拡張モジュールの LED の場所を示しています。

図 27: QSFP+ 拡張モジュールの LED

3—1— ポートのステータス LED拡張モジュールのステータス LED

2—ポートのリンク/アクティビティ LED

42ページの表22 は、拡張モジュールのステータス LED の説明です。

表22: 拡張モジュール ステータス LED

説明状態LED

• 拡張モジュールはオフライン状態です。

• シャーシの電源がオフの状態です。

消灯ST

• 拡張モジュールはオンライン状態で正常に機能しています。緑

それぞれの SFP+ 拡張モジュール ポートと QSFP+ 拡張モジュール ポートには、ポートのリン

ク アクティビティとステータスを示す 2 つの LED があります。それぞれの 10GBASE-T 拡張

モジュール ポートには、ポートのリンク アクティビティを示す LED があります。 ステータ

ス/リンク アクティビティ LED の詳細については、25ページの 「EX4550 スイッチのネット

ワーク ポートおよび拡張モジュール ポート LED」 を参照してください。

SFP+ 拡張モジュールと QSFP+ 拡張モジュールのポートにはあらかじめダスト カバーが付いて

います。

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.42

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド



関連項目 67ページの 「EX シリーズ スイッチの SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル」•

• 128ページの 「EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける」

• EX シリーズ スイッチ インターフェイスの概要

EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュール

EX4550 スイッチは、オプションの 128 ギガビット バーチャル シャーシ モジュールをサポー

トします。 バーチャル シャーシ モジュールはホットインサートやホットリムーブに対応した

フィールド交換可能ユニット（FRU）です。 バーチャル シャーシ モジュールは、EX4550 ス

イッチ シャーシのフロント パネルとリア パネルのモジュール スロットに取り付けます。

バーチャル シャーシ モジュールには 2 つの専用のバーチャル シャーシ ポート（VCP）があ

り、これを使用して EX4550 スイッチと EX4200、EX4500、または EX4550 スイッチをバーチャ

ル シャーシ構成で相互接続することができます。

43ページの図28は、バーチャル シャーシ モジュールを示しています。

図 28: バーチャル シャーシ モジュール
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3—1— バーチャル シャーシ ポート 1（VCP-1）拘束ねじ

4—2— バーチャル シャーシ ポート 0（VCP-0）バーチャル シャーシ モジュールのステータス

LED

シャーシのフロント パネルのモジュール スロットに取り付けたバーチャル シャーシ モジュー

ルの VCP は、CLI に VCP-1/0 および VCP-1/1 として表示されます。 シャーシのリア パネル

のモジュール スロットに取り付けたバーチャル シャーシ モジュールの VCP は、CLI に VCP-2/0

および VCP-2/1 として表示されます。 ポート番号の最初の番号の 255 は、専用の VCP がリン

ク アグリゲーション グループ（LAG）バンドルの一部であることを示します。たとえば、

VCP-255/1/0 と表示される場合、これは VCP-1/0 が LAG バンドルに含まれることを示します。

注: EX4550 スイッチを使用したバーチャル シャーシ構成の場合、バーチャル シャー

シ モジュールの取り付けは必須ではありません。 EX4550 スイッチを相互接続する

か、または EX4550 スイッチを EX4200 スイッチと EX4500 スイッチに接続するこ

とで（VCP として構成された SFP+ 拡張モジュール ポートまたは SFP+ ネットワー

ク ポートを使用）、バーチャル シャーシを構成することも可能です。 10GBASE-T

ネットワーク ポート、10GBASE-T 拡張モジュール ポート、または QSFP+ 拡張モ

ジュール ポートを VCP として構成して、バーチャル シャーシの EX4550 スイッチ

を相互接続することもできます。
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注: バーチャル シャーシ モジュール、バーチャル シャーシ ケーブル、およびバー

チャル シャーシ ケーブル コネクタ固定金具は、EX4550 スイッチの出荷時の構成

には含まれません。 これらを購入する場合は、別途注文が必要です。

バーチャル シャーシ モジュールには、フェースプレート左側に LED（ST のラベル）がありま

す。 これにバーチャル シャーシ モジュールのステータスが示されます。 44ページの図29 を

参照してください。

図 29: バーチャル シャーシ モジュールの LED
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3—1— バーチャル シャーシ ポート 0（VCP-0）バーチャル シャーシ モジュールのステータス

LED

2—バーチャル シャーシ ポート 1（VCP-1）

44ページの表23は、EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュールのステータス LED の

説明です。

表23: バーチャル シャーシ モジュールの LED

説明状態LED

バーチャル シャーシ モジュールは正常に動作している。緑ST

次のいずれかになります。

• バーチャル シャーシ モジュールは正常に動作していない。

• スイッチの電源がオフの状態である。

消灯

バーチャル シャーシ モジュールのフェースプレートには、モジュールをスイッチ シャーシに

固定するための 2 つの拘束ねじがあります。 バーチャル シャーシ モジュールの取り付けと

取り外しは、180ページの 「EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す」

を参照してください。

関連項目 • 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 126ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」
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第3章

コンポーネントの仕様

• EX シリーズ スイッチの USB ポート仕様 (45ページ)

• EX4550 スイッチの Mini-USB ポート仕様 (46ページ)

• EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報 (47ページ)

• EX4550 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報 (49ページ)

• EX4550 スイッチのネットワーク ポートおよび拡張モジュール ポートのコネクタ ピン配列

情報 (49ページ)

• EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ ポート コネクタ ピン配列情報 (53ページ)

• EX4550 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ (56ページ)

• EX シリーズ スイッチの SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル (67ページ)

• EX シリーズ スイッチの QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル (72ページ)

• EX シリーズ スイッチの RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタ ピン配列情報 (77ページ)

EX シリーズ スイッチの USB ポート仕様

以下のジュニパーネットワークス USB フラッシュ ドライブはテスト済みで、すべての EX シ

リーズ スイッチ USB ポートを正式にサポートしています。

• RE-USB-1G-S

• RE-USB-2G-S

• RE-USB-4G-S

注意: EX シリーズ スイッチのサポートを明記していない USB メモリ製品は、ジュ

ニパーネットワークスによってテストされていません。 サポートされていない USB

メモリ製品を使用した場合、EX シリーズ スイッチに予期しない動作が発生する可

能性があります。 サポートされていないハードウェアに関連する問題については、

Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）が提供できるサポートは限られていま

す。 USB フラッシュ ドライブはサポートされているものを使用するよう、強く推

奨します。

EX シリーズ スイッチで使用する USB フラッシュ ドライブは、以下の要件を満たす必要があ

ります。
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• USB 2.0 以降であること。

• FAT または MS-DOS ファイル システムでフォーマット済みであること。

• Junos OS 9.5 またはそれ以前のリリースをスイッチで実行している場合、フォーマットの方

法としてマスター ブート レコードを使用する必要があります。 Microsoft Windows のフォー

マットの場合、マスター ブート レコードはデフォルトで使用されません。 USB フラッシュ

ドライブのフォーマット形式については、お使いの USB フラッシュ ドライブのドキュメン

トをご覧ください。

関連項目 EX2200 スイッチ ハードウェアの概要•

• EX3200 スイッチのリア パネル

• EX3300 スイッチのリア パネル

• EX4200 スイッチのリア パネル

• EX4300 スイッチハードウェアの概要

• EX4500 スイッチのフロント パネル

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

• EX6200 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュール

• EX8208 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュール

• EX8216 スイッチのルーティング エンジン（RE）モジュール

• EX9200 スイッチのルーティング エンジン モジュール

• USB フラッシュ ドライブに格納されたソフトウェア パッケージを使って EX シリーズ ス

イッチを起動する

EX4550 スイッチの Mini-USB ポート仕様

EX4550 スイッチには、RJ-45 ポートと Mini-USB Type-B ポートの 2 つの管理コンソール ポー

トがあります。 RJ-45 コンソール ポートと Mini-USB Type-B ポートは、スイッチのフロント

パネルにあります （47ページの図30 を参照）。
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図 30: EX4550-32F スイッチのフロント パネル
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7—1— Mini-USB コンソール ポートモジュール スロット カバー パネル

8—2— USB ポート通気口

9—3— RJ-45 コンソール ポートLCD パネル

10—4— 管理ポートLCD パネルの [Menu] ボタン

11—5— SFP+ ネットワーク ポートシャーシ ステータス LED

6— LCD パネルの [Enter] ボタン

管理ホスト（パソコンまたはノート型パソコン）に DB-9 オス コネクタ ピンまたは RJ-45 コ

ネクタ ピンがない場合は、片方に標準の Type-A USB コネクタ、もう片方に Mini-USB Type-B

（5 ピン）コネクタのケーブルを使用して、管理ホストから EX4550 スイッチの Mini-USB

Type-B ポートへの接続することができます。

Mini-USB Type-B コンソール ポートは、コンソール管理デバイスの接続に Mini-USB Type-B

コネクタを使用します。 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。

47ページの表24 は、Mini-USB Type-B コンソール ポートのピン配列情報です。

表24: EX4550 スイッチの Mini-USB Type-B コンソール ポート ピン配列情報

説明信号ピン

+5 VDCVCC1

Data -D-2

Data +D+3

接続不可（N/C）、アース接続（GND）、または接続デバイスの存在を示すインジケータとして使用N/CX

GroundGND4

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報

EX シリーズ スイッチのコンソール ポートは、RJ-45 コネクタを使ってコンソール管理デバイ

スに接続する RS-232 シリアル インターフェイスです。 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。
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48ページの表25 は、RJ-45 コンソール コネクタのピン配列情報を示しています。 RJ-45 ケー

ブルと RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタは、スイッチに付属しています。

注: お使いのパソコンあるいはノート型パソコンに DB-9 オス コネクタ ピンがな

い場合、これらを EX シリーズ スイッチに直接接続するには、スイッチに付属の

RJ-45toDB-9 メス アダプタと USB to DB-9 オス アダプタを併せて使用してくださ

い。 USB to DB-9 オス アダプタはユーザーが用意する必要があります。

表25: EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報

説明信号ピン

送信リクエストRTS 出力1

データ ターミナル レディDTR 出力2

データ送信TxD 出力3

信号グランド信号グランド4

信号グランド信号グランド5

データ受信RxD 入力6

データ搬送波検出CD 入力7

送信クリアCTS 入力8

関連項目 EX2200 スイッチ ハードウェアの概要•

• EX3200 スイッチのリア パネル

• EX3300 スイッチのリア パネル

• EX4200 スイッチのリア パネル

• EX4300 スイッチハードウェアの概要

• EX4500 スイッチのフロント パネル

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

• EX6200 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュール

• EX8208 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュール

• EX8216 スイッチのルーティング エンジン（RE）モジュール

• 148ページの 「EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する」

• コンソール ポート タイプの構成（CLI 手順）
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EX4550 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

EX4550 スイッチの管理ポートは、RJ-45 コネクタを使って、アウトオブバンド管理用管理デバ

イスに接続します。

ポートは自動感知 RJ－45 コネクタによって、10/100/1000BASE-T 接続をサポートします。

ポートの 2 つの LED は、ポートのリンク アクティビティとポートの管理ステータスを示しま

す。 28ページの 「EX4550 スイッチの管理ポート LED」 を参照してください。

49ページの表26 は、管理ポート用 RJ-45 コネクタのピン配列情報を示しています。 コネクタ

付き RJ-45 ケーブルはスイッチに付属しています。

表26: EX4550 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

説明信号ピン

送受信データ ペア 1TRP1+1

送受信データ ペア 1TRP1-2

送受信データ ペア 2TRP2+3

送受信データ ペア 3TRP3+4

送受信データ ペア 3TRP3-5

送受信データ ペア 2TRP2-6

送受信データ ペア 4TRP4+7

送受信データ ペア 4TRP4-8

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

• 146ページの 「EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する」

EX4550 スイッチのネットワーク ポートおよび拡張モジュール ポートのコネクタ ピン配列情報

EX4550 スイッチは、10 ギガビット イーサネット SFP+ ネットワークと拡張モジュール ポー

ト、10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートと拡張モジュール ポート、および 40 ギガ

ビット イーサネット QSFP+ 拡張モジュール ポートをサポートします。 このトピックの表は、

EX4550 スイッチの SFP+ ポート、10GBASE-T ポート、および QSFP+ ポートのコネクタ ピン配

列情報を説明しています。

• 50ページの表27— SFP+ イーサネット ネットワーク ポートおよび SFP+ 拡張モジュール ポー

ト コネクタ ピン配列情報

• 51ページの表28— 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポートおよび 10GBASE-T 拡張モ

ジュール ポート コネクタ ピン配列情報
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• 51ページの表29— QSFP+ 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情報

表27: SFP+ ネットワーク ポートおよび SFP+ 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情報

説明信号ピン

モジュール トランスミッタ接地VeeT1

モジュール トランスミッタ障害TX_Fault2

トランスミッタ無効TX_Disable3

2線シリアル インターフェイス データ ラインSDA4

2線シリアル インターフェイス クロックSCL-5

モジュールなしMOD_ABS6

レート選択 0、オプションで SFP+ モジュール レシーバーを制御RS07

レシーバー信号インジケーションの消失RX_LOS8

レート選択 1、オプションで SFP+ トランスミッタを制御RS19

モジュール レシーバー接地VeeR10

モジュール レシーバー接地VeeR11

レシーバー データ出力を反転RD-12

レシーバー非反転データ出力RD+13

モジュール レシーバー接地VeeR14

モジュール レシーバー 3.3 V 供給VccR15

モジュール トランスミッタ 3.3 V 供給VccT16

モジュール トランスミッタ接地VeeT17

トランスミッタ非反転データ入力TD+18

トランスミッタ反転データ入力TD-19

モジュール トランスミッタ接地VeeT20
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表28: 10GBASE-T ネットワーク ポートおよび 10GBASE-T 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情
報

説明信号ピン

送受信データ ペア 1TRP1+1

送受信データ ペア 1TRP1-2

送受信データ ペア 2TRP2+3

送受信データ ペア 3TRP3+4

送受信データ ペア 3TRP3-5

送受信データ ペア 2TRP2-6

送受信データ ペア 4TRP4+7

送受信データ ペア 4TRP4-8

表29: QSFP+ 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情報

信号ピン

GND1

TX2n2

TX2p3

GND4

TX4n5

TX4p6

GND7

ModSelL8

LPMode_Reset9

VccRx10

SCL11

SDA12

GND13
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表29: QSFP+ 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情報 （続き）

信号ピン

RX3p14

RX3n15

GND16

RX1p17

RX1n18

GND19

GND20

RX2n21

RX2p22

GND23

RX4n24

RX4p25

GND26

ModPrsL27

IntL28

VccTx29

Vcc130

Reserved31

GND32

TX3p33

TX3n34

GND35

TX1p36

TX1n37
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表29: QSFP+ 拡張モジュール ポート コネクタ ピン配列情報 （続き）

信号ピン

GND38

関連項目 39ページの 「EX4550 スイッチの拡張モジュール」•

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ ポート コネクタ ピン配列情報

EX4550 スイッチは 68ピン コネクタ ケーブルを使ってスイッチを相互接続し、バーチャル

シャーシを形成します。 53ページの表30 は、バーチャル シャーシ ポート（VCP）コネクタの

ピン配列情報です。

表30: バーチャル シャーシ ポート（VCP）コネクタ ピン配列情報

ピン名ピン番号

GNDA1

P1TXP0A2

P1TXN0A3

GNDA4

P1TXP1A5

P1TXN1A6

GNDA7

P1TXP2A8

P1TXN2A9

GNDA10

P1TXP3A11

P1TXN3A12

GNDA13

N/CA14

N/CA15
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表30: バーチャル シャーシ ポート（VCP）コネクタ ピン配列情報 （続き）

ピン名ピン番号

GNDA16

N/CA17

N/CA18

N/CA19

N/CA20

N/CA21

GNDA22

P2TXP0A23

P2TXN0A24

GNDA25

P2TXP1A26

P2TXN1A27

GNDA28

P2TXP2A29

P2TXN2A30

GNDA31

P2TXP3A32

P2TXN3A33

GNDA34

GNDB1

P1RXP0B2

P1RXN0B3

GNDB4

P1RXP1B5
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表30: バーチャル シャーシ ポート（VCP）コネクタ ピン配列情報 （続き）

ピン名ピン番号

P1RXN1B6

GNDB7

P1RXP2B8

P1RXN2B9

GNDB10

P1RXP3B11

P1RXN3B12

GNDB13

N/CB14

N/CB15

N/CB16

N/CB17

N/CB18

N/CB19

N/CB20

N/CB21

GNDB22

P2RXP0B23

P2RXN0B24

GNDB25

P2RXP1B26

P2RXN1B27

GNDB28

P2RXP2B29
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表30: バーチャル シャーシ ポート（VCP）コネクタ ピン配列情報 （続き）

ピン名ピン番号

P2RXN2B30

GNDB31

P2RXP3B32

P2RXN3B33

GNDB34

関連項目 104ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画」•

• EX シリーズのバーチャル シャーシ コンポーネントを理解する

• EX シリーズのバーチャル シャーシ構成を理解する

• 130ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ ケーブルを接続する」

EX4550 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ

EX4550 では SFP、SFP+ および QSFP+ トランシーバがサポートされます。 本トピックでは、

これらのトランシーバ用にサポートされている光インターフェイスについて説明します。 さら

に SFP トランシーバ用にサポートされているカッパー インターフェイスについても記載して

います。

注: EX シリーズ スイッチには、ジュニパーネットワークスから購入した光トラン

シーバおよび光コネクタのみを使用してください。

EX4550 スイッチに搭載されている SFP、SFP+ および XFP トランシーバは、デジタル オプティ

カル モニタリング（DOM）に対応しています。これらトランシーバの診断の詳細は、操作モー

ド CLI コマンド show interfaces diagnostics optics を発行することで表示できます。

注: トランシーバは、バーチャル シャーシ ポート（VCP）構成の拡張モジュール

ポートまたは SFP+ ネットワーク ポートに装着されている場合でも、DOM をサポー

トします。

本トピックの表は、SFP と SFP+ トランシーバ用シングルモード光ファイバー（SMF）およびマ

ルチモード光ファイバー（MMF）ケーブル光インターフェイスのサポートと、SFP トランシーバ

用カッパー インターフェイスのサポートについて説明しています。

• 57ページの表31—1– ギガビット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートおよびカッ

パー インターフェイス サポート。

• 60ページの表32—10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート。
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• 66ページの表33—40 ギガビット QSFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート。

表31: EX4550 スイッチにおける、1 ギガビット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートおよ
びカッパー インターフェイス サポート

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-1GE-T製品番号1000BASE-T

10/100/1000 Mbpsレート

RJ-45コネクタのタイプ

カッパーファイバー数

–トランスミッタ波長

–最小起動電力

–最大起動電力

–最小レシーバー感度

–最大入力電力

カッパーファイバー タイプ

–コア/被覆サイズ

–モーダル帯域幅

328 フィート（100 m）距離

なしDOM サポート

なしバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表31: EX4550 スイッチにおける、1 ギガビット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートおよ
びカッパー インターフェイス サポート （続き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-1GE-SX製品番号1000BASE-SX

1000 Mbpsレート

LCコネクタのタイプ

850 nmトランスミッタ波長

–9.5 dBm最小起動電力

–3 dBm最大起動電力

–21 dBm最小レシーバー感度

0 dBm最大入力電力

MMFファイバー タイプ

50 µm50 µm62.5 µm62.5 µmコア サイズ

500 MHz/km400 MHz/km200 MHz/km160 MHz/kmモーダル帯域幅

1804 フィート

（550 m）

1640 フィート

（500 m）

902 フィート

（275 m）

721 フィート

（220 m）

距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表31: EX4550 スイッチにおける、1 ギガビット SFP トランシーバの光インターフェイス サポートおよ
びカッパー インターフェイス サポート （続き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-1GE-LX製品番号1000BASE-LX

1000 Mbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

1310 nmトランスミッタ波長

–9.5 dBm最小起動電力

–3 dBm最大起動電力

–25 dBm最小レシーバー感度

–3 dBm最大入力電力

SMFファイバー タイプ

9/125 µmコア/被覆サイズ

–モーダル帯域幅

6.2 マイル（10 km）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-USR製品番号10GBASE-USR

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

850 nmトランスミッタ波長

–7.3 dBm最小起動電力

–1.3 dBm最大起動電力

–11.1 dBm最小レシーバー感度

–1.0 dBm最大入力電力

MMFファイバー タイプ

50/125 µm50/125 µm62.5/125

µm

コア/被覆サイズ

OM3OM3OM1ファイバー グレード

1500

MHz/km

500 MHz/km200 MHz/kmモーダル帯域幅

328 フィー

ト

（100 m）

98.4 フィー

ト（30 m）

32.8 フィー

ト（10 m）

距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-SR製品番号10GBASE-SR

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

850 nmトランスミッタ波長

–7.3 dBm最小起動電力

–1 dBm最大起動電力

–9.9 dBm最小レシーバー感度

–1 dBm最大入力電力

MMFファイバー タイプ

50/125 µm50/125 µm50/125 µm62.5/125

µm

62.5/125

µm

コア/被覆サイズ

OM3OM2–OM1FDDIファイバー グレード

1500

MHz/km

500 MHz/km400 MHz/km200 MHz/km160 MHz/kmモーダル帯域幅

984 フィー

ト

（300 m）

269 フィー

ト（82 m）

216 フィー

ト（66 m）

108 フィー

ト（33 m）

85 フィー

ト（26 m）

距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-LRM製品番号10GBASE-LRM

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

1310 nmトランスミッタ波長

–6.5 dBm最小起動電力

0.5 dBm最大起動電力

–21 dBm最小レシーバー感度

0.5 dBm最大入力電力

MMFファイバー タイプ

50/125 µm50/125 µm62.5/125 µmコア/被覆サイズ

OM3OM2FDDI/OM1ファイバー グレード

500 MHz/km500 MHz/km500 MHz/kmモーダル帯域幅

722 フィー

ト

（220 m）

722 フィー

ト

（220 m）

722 フィー

ト

（220 m）

距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-LR製品番号10GBASE-LR

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

1310 nmトランスミッタ波長

–8.2 dBm最小起動電力

0.5 dBm最大起動電力

–18 dBm最小レシーバー感度

0.5 dBm最大入力電力

SMFファイバー タイプ

9/125 µmコア/被覆サイズ

–モーダル帯域幅

6.2 マイル（10 km）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-ER製品番号10GBASE-ER

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

1550 nmトランスミッタ波長

–4.7 dBm最小起動電力

4 dBm最大起動電力

–11.3 dBm最小レシーバー感度

–1 dBm最大入力電力

SMFファイバー タイプ

9/125 µmコア/被覆サイズ

–モーダル帯域幅

24.8 マイル（40 km）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表32: EX4550 スイッチにおける、10 ギガビット SFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-SFP-10GE-ZR製品番号10GBASE-ZR

10 Gbpsレート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

1550 nmトランスミッタ波長

0 dBm最小起動電力

5 dBm最大起動電力

–20 dBm最小レシーバー感度

–8 dBm最大入力電力

SMFファイバー タイプ

9/125 µmコア/被覆サイズ

–モーダル帯域幅

49.7 マイル（80 km）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ用 Junos OS、リリース 12.2 以上必要なソフトウェア
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表33: EX4550 スイッチにおける、40 ギガビット QSFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート

値仕様イーサネット標準

EX-QSFP-40GE-SR4製品番号40GBASE-SR4

40 Gbpsレート

12 リボン マルチモード ファイバー クロスオーバー ケーブル（MTP

メス コネクタ付き）

コネクタのタイプ

12 芯ファイバー数

850 nmトランスミッタ波長

–7.6 dBm（レーンあたり）最小起動電力

2.4 dBm（レーンあたり）最大起動電力

–5.4 dBm最大レシーバー感度

4 dBm最大入力電力

MMFファイバー タイプ

50/125 µm50/125 µmコア/被覆サイズ

OM4OM3ファイバー グレード

4700 MHz/km2000 MHz/kmモーダル帯域幅

492 フィート（150 m）328 フィート（100 m）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ スイッチ用 Junos OS、リリース 13.2X50-D10 以上必要なソフトウェア
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表33: EX4550 スイッチにおける、40 ギガビット QSFP+ トランシーバの光インターフェイス サポート （続
き）

値仕様イーサネット標準

EX-QSFP-40GE-LR4製品番号40GBASE-LR4

40 Gbps（レーンあたり 10Gbps）レート

LCコネクタのタイプ

2 芯ファイバー数

レーン 0—1264.5 nm～1277.5 nm

レーン 1—1284.5 nm～1297.5 nm

レーン 2—1304.5 nm～1317.5 nm

レーン 3—1324.5 nm～1337.5 nm

レーン波長

–7.0 dBm（レーンあたり）最小起動電力

2.3 dBm（レーンあたり）最大起動電力

–11.5 dBm（レーンあたり）最大レシーバー感度

3.3 dBm（レーンあたり）最大入力電力（レーンあたり）

SMFファイバー タイプ

9/125 µmコア/被覆サイズ

6.2 マイル（10 km）距離

ありDOM サポート

はいバーチャル シャーシ ポート

（VCP）構成可能

EX シリーズ スイッチ用 Junos OS、リリース 13.2X50-D10 以上必要なソフトウェア

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

EX シリーズ スイッチの SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル

スモール フォームファクタ プラガブル（SFP+）プラス トランシーバ ダイレクト アタッチ銅

線ケーブルは Twinax ケーブルとも呼ばれ、サーバーとスイッチのラック内接続に適していま
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す。 また、7 m（23 フィート）までの短い距離に適しているため、ラック内および隣接する

ラック間のネットワーク接続で高い費用効率を実現できます。

本トピックでは、以下について説明しています。

• ケーブル仕様 (68ページ)

• これらのケーブルが対応している基準 (72ページ)

ケーブル仕様

EX シリーズ スイッチは SFP+ パッシブ ダイレクト アタッチ ケーブルをサポートしていま

す。 パッシブ Twinax ケーブルは、アクティブな電子部品が付いていないストレート ケーブ

ルです。 EX シリーズ スイッチは 1 m、3 m、5 m、7 m の長さの SFP+ パッシブ ダイレクト

アタッチ ケーブルをサポートしています。

68ページの表34 は、EX シリーズ スイッチの Junos OS リリースでサポートされる SFP+ パッ

シブ ダイレクト アタッチ ケーブルの長さを示しています。

表34: EX シリーズ スイッチの SFP+ パッシブ ダイレクト アタッチ ケーブルのソフトウェア サポート

ケーブルの長さ追加ソフトウェア サポートスイッチ

1 m、3 m、5 m、7 mJunos OS リリース 10.3EX3200 スイッチ

1 m、3 m、5 m、7 mJunos OS リリース 11.3EX3300 スイッチ

1 m、3 m、5 m、7 mJunos OS リリース 13.2X50-D10EX4300 スイッチ

1 m、3 m、7 mJunos OS リリース 10.2EX4500 スイッチ

5 mJunos OS リリース 11.2

1 m、3 m、5 mJunos OS リリース 12.2EX4550 スイッチ

1 m、3 m、7 mJunos OS リリース 10.0EX8200 8 ポート SFP+ ラインカード

（EX8200-8XS）

5 mJunos OS リリース 10.3

1 m、3 m、7 mJunos OS リリース 10.3EX8200 40 ポート SFP+ ラインカード

（EX8200-40XS）

5 mJunos OS リリース 11.1

注: EX シリーズ スイッチには、ジュニパーネットワークスの SFP+ ダイレクト ア

タッチ ケーブルのみを使用することを推奨します。

このケーブルはホットリムーブとホットインサートが可能なので、電源をオフにしたり、スイッ

チ機能を中断することなく、取り外しや交換を行うことができます。 このケーブルは、2 つの

SFP+ ポートにケーブルのそれぞれの端をダイレクトに接続する、低電圧ケーブル アセンブリ
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で構成されています。 双方向通信にハイパフォーマンスな統合型二重シリアル データ リンク

を使用し、最高 10 Gbps のデータレート用に設計されています。

69ページの表35 はケーブル仕様について説明しています。

表35: SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様

値仕様製品番号

10 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-SFP-10GE-DAC-1M

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.57 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 2 %ペア間のクロストーク

1.31 ナノ秒/フィート遅延時間

1 m（3.3 フィート）長さ
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表35: SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

10 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-SFP-10GE-DAC-3M

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.57 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 2 %ペア間のクロストーク

1.31 ナノ秒/フィート遅延時間

3 m（9.9 フィート）長さ
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表35: SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

10 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-SFP-10GE-DAC-5M

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.57 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

24 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 2 %ペア間のクロストーク

1.31 ナノ秒/フィート遅延時間

5 m（16.4 フィート）長さ
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表35: SFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

10 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-SFP-10GE-DAC-7M

SFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.57 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

24 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 2 %ペア間のクロストーク

1.31 ナノ秒/フィート遅延時間

7 m（23 フィート）長さ

これらのケーブルが対応している基準

ケーブルは以下の基準に準拠しています。

• SFP 機械基準 SFF-843 — ftp://ftp.seagate.com/sff/SFF-8431.PDF を参照してください。

• 電気インターフェイス基準 SFF-8432 — ftp://ftp.seagate.com/sff/SFF-8432.PDF を参照して

ください。

• SFP+ Multi-Source Alliance（MSA）基準

関連項目 EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ•

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

EX シリーズ スイッチの QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル

クアッド スモール フォームファクタ プラガブル プラス（QSFP+）ダイレクト アタッチ銅線

ケーブルは、EX シリーズ スイッチの QSFP+ ポート間をラック内で接続するのに最適です。
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また、5 m（16.4 フィート）までの短い距離に適しているため、ラック内および隣接するラッ

ク間のネットワーク接続で高い費用効率を実現できます。

本トピックでは、以下について説明しています。

• ケーブル仕様 (73ページ)

ケーブル仕様

QSFP+ パッシブ ダイレクト アタッチ ケーブルは、ホットリムーブとホットインサートが可能

です。 このケーブルは、2 つの QSFP+ モジュールにケーブルのそれぞれの端をダイレクトに

接続する、ケーブル アセンブリで構成されています。 双方向通信に統合型二重シリアル デー

タ リンクを使用し、最高 40 Gbps のデータレート用に設計されています。 パッシブ ダイレ

クト アタッチ ケーブルのケーブル アセンブリには、信号増幅機能は組み込まれていません。

73ページの表36 は、EX シリーズ スイッチの Junos OS リリースでサポートされる QSFP+ パッ

シブ ダイレクト アタッチ ケーブルの長さを示しています。

表36: EX シリーズ スイッチの QSFP+ パッシブ ダイレクト アタッチ ケーブルのソフトウェア サポー
ト

DAC 製品番号追加ソフトウェア サポートスイッチ

• EX-QSFP-40GE-DAC-50CM

• QFX-QSFP-DAC-1M

• QFX-QSFP-DAC-3M

Junos OS リリース 13.2X50-D10EX4300 スイッチ

• EX-QSFP-40GE-DAC-50CM

• EX-QSFP-40GE-DAC-1M

• EX-QSFP-40GE-DAC-3M

• EX-QSFP-40GE-DAC-5M

Junos OS リリース 13.2X50-D10EX4550 スイッチ

注: EX シリーズ スイッチには、ジュニパーネットワークスの QSFP+ ダイレクト

アタッチ ケーブルのみを使用することを推奨します。

74ページの表37 はケーブル仕様について説明しています。
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表37: QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様

値仕様製品番号

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-QSFP-40GE-DAC-50CM

QSFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ （2.54 cm）最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

1.6 フィート（0.5 m）長さ
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表37: QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートQFX-QSFP-DAC-1M

銅線ピグテールコネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ （2.54 cm）最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

3.28 フィート（1 m）長さ

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートQFX-QSFP-DAC-3M

銅線ピグテールコネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ （2.54 cm）最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

9.84 フィート（3 m）長さ
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表37: QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-QSFP-40GE-DAC-1M

銅線ピグテールコネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ （2.54 cm）最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

3.28 フィート（1 m）長さ

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-QSFP-40GE-DAC-3M

銅線ピグテールコネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

30 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ （2.54 cm）最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

9.84 フィート（3 m）長さ

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.76

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド



表37: QSFP+ ダイレクト アタッチ ケーブル仕様 （続き）

値仕様製品番号

40 Gbps 全二重シリアル伝送レートEX-QSFP-40GE-DAC-5M

QSFP+ パッシブ Twinax ケーブル アセンブ

リ

コネクタのタイプ

3.3 V供給電圧

0.015 W消費電力（エンドにつき）

–40
°
C～85

°
C保管温度

Twinaxケーブルのタイプ

26 AWGワイヤ ゲージ

1 インチ最小曲げ半径

100 オームケーブル特性インピーダンス

最大 1 %ペア間のクロストーク

4.3 ナノ秒/フィート遅延時間

16.4 フィート（5 m）長さ

関連項目 EX4300 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ•

• 56ページの 「EX4550 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ」

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

EX シリーズ スイッチの RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタ ピン配列情報

EX シリーズ スイッチのコンソール ポートは、RJ-45 コネクタを使って PC やラップトップな

どのコンソール管理デバイスに接続する RS-232 シリアル インターフェイスです。 お使いの

パソコンあるいはノート型パソコンに DB-9 オス コネクタ ピンがない場合、これらを EX シ

リーズ スイッチに接続するには、スイッチに付属の RJ-45 to DB-9 メス アダプタと USB to

DB-9 オス アダプタを併せて使用してください。

78ページの表38 は、RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタのピン配列情報です。
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表38: EX シリーズ スイッチの RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタ ピン
配列情報

信号DB-9 ピン信号RJ-45 ピン

CTS8RTS1

DSR6DTR2

RXD2TXD3

GND5GND4

TXD3RXD6

DTR4DSR7

RTS7CTS8

関連項目 • 148ページの 「EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する」

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• EX9200 スイッチを管理コンソールまたは補助機器に接続する

• EX9200 シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）
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第2部

スイッチの取り付け計画

• 取り付け場所の準備 (81ページ)

• マウントとクリアランスの要件 (89ページ)

• ケーブル仕様 (95ページ)

• 電力要件の計画 (97ページ)

• バーチャル シャーシの計画 (101ページ)
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第4章

取り付け場所の準備

• EX4550 スイッチの取り付け場所準備に関するチェックリスト (81ページ)

• 取り付け場所に関する一般的なガイドライン (82ページ)

• 取り付け場所における電気配線のガイドライン (83ページ)

• EX シリーズ スイッチの環境要件および仕様 (85ページ)

EX4550 スイッチの取り付け場所準備に関するチェックリスト

81ページの表39 のチェックリストは、EX4550 スイッチの取り付け場所の準備に必要なタスク

をまとめたものです。

表39: 取り付け場所の準備チェックリスト

日付作業者詳細の参照先項目またはタスク

環境

85ページの 「EX シリーズ スイッチの

環境要件および仕様」

温度や湿度などの環境要因がスイッチの許容値を超

えていないことを確認。

電源

外部電源とスイッチの取り付け場所との距離を測

定。

システム接地を接続する場所を探す。

• 97ページの 「EX4550 スイッチの

AC 電源仕様」

• 97ページの 「EX4550 スイッチの

DC 電源仕様」

電力の消費量と要件を計算。

ハードウェア構成

3ページの 「EX4550 スイッチ ハード

ウェアの概要」

取り付けるスイッチの数とタイプを選択。

ラックまたはキャビネット
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表39: 取り付け場所の準備チェックリスト （続き）

日付作業者詳細の参照先項目またはタスク

• 89ページの 「EX4550 スイッチの

ラック要件」

• 90ページの 「EX4550 スイッチの

キャビネット要件」

ラックまたはキャビネットが、スイッチ取り付けの

最低要件を満たしていることを確認。

91ページの 「EX4550 スイッチの換気

とハードウェア保守用のクリアランス

の要件」

ラックまたはキャビネットの取り付け場所につい

て、必要なすきまも含めて計画。

ラックまたはキャビネットを床と建物に固定。

ケーブル

ケーブルとコネクタを用意する。

• 計画した構成に基づき、必要なケーブルの数を

決定。

• 各ケーブルの最大許容距離を確認。 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。

ケーブルのルーティングと管理について計画。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 82ページの 「取り付け場所に関する一般的なガイドライン」

• 109ページの 「EX4550 スイッチの取り付けと接続」

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

取り付け場所に関する一般的なガイドライン

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

スイッチが効率的に動作するには、取り付け場所の計画や保守が適切であること、さらに装置、

ラックまたはキャビネット（使用している場合）、ワイヤリング クローゼットが適切にレイア

ウトされている必要があります。

お使いの機器に適切な動作環境を計画して実現し、環境による装置の障害が起きないようにす

るには、以下の操作を行います。

• シャーシの周辺には、ほこりや金属片等の導電体がない状態にします。

• 換気に関する規定のガイドラインに従って、冷却システムが適切に機能し、他の装置からの

排気がスイッチの吸気口に吹き込まないようにします。
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• 既定の静電放電（ESD）保護手順に従って装置が損傷するのを避けます。 静電放電によりコ

ンポーネントが完全に機能しなくなったり、長期にわたって断続的に機能しなくなる可能性

があります。

• 許可を得た人物だけがスイッチにアクセスできるよう、スイッチを安全な場所に取り付けま

す。

関連項目 234ページの 「静電放電損傷の予防」•

• 85ページの 「EX シリーズ スイッチの環境要件および仕様」

• QFX3100 Director デバイスの環境要件および仕様

• QFX3008-I 相互接続デバイスの環境要件および仕様

• QFX3500 デバイスの環境要件および仕様

• QFX3600 および QFX3600-I デバイスの環境要件および仕様

• QFX5100 デバイスの環境要件および仕様

取り付け場所における電気配線のガイドライン

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

83ページの表40 は、取り付け場所の電気配線を計画するうえで考慮する要因について説明して

います。

警告: 適切に接地およびシールドされた環境を用意し、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。

表40: 取り付け場所における電気配線のガイドライン

ガイドライン

取り付け場所の配線

に関する要因

以下の問題に直面した場合、電気サージの抑制とシールド専門家に相談してくだ

さい。

• 電線が正しくシールドされていない場合、無線周波妨害（RFI）が生じる可能

性があります。

• 電線が推奨距離を超えていたり、建物と建物の間を渡っている場合、落雷によ

り損傷が生じます。

• 雷光による電磁パルス（EMP）はシールドされていない導線や電子機器を損傷

します。

シグナル伝達の制限
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表40: 取り付け場所における電気配線のガイドライン （続き）

ガイドライン

取り付け場所の配線

に関する要因

取り付け場所の配線において無線周波妨害（RFI）を軽減または排除するには、

以下の指示に従います。

• ツイスト ペア ケーブルを接地線を適切に布設して使用します。

• 推奨距離を超える必要がある場合、可能な場合は各データ信号ごとに接地線

1 本を備えた高品質なツイスト ペア ケーブルを使用してください。

無線周波妨害

取り付け場所が電磁適合性（EMC）の問題、特に雷光や無線送信機から影響を受

けやすい場合、専門家の助言を求めてください。

強力な EMI（電磁波妨害）が原因の問題には、次のようなものがあります。

• スイッチ内の信号ドライバおよびレシーバーの破壊

• 電力サージが電線から装置に伝導されたことによる電気性の危険

電磁適合性

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 234ページの 「静電放電損傷の予防」

• EX2200 スイッチの電源

• EX3200 スイッチの電源

• EX3300 スイッチの電源

• EX4200 スイッチの電源

• EX4300 スイッチの AC 電源

• EX4300 スイッチの DC 電源

• EX4500 スイッチの AC 電源

• EX4500 スイッチの DC 電源

• 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」

• EX6200 スイッチの AC 電源

• EX6200 スイッチの DC 電源

• EX8200 スイッチの AC 電源

• EX8200 スイッチの DC 電源

• EX9204 スイッチの AC 電源

• EX9204 スイッチの DC 電源

• EX9208 スイッチの AC 電源

• EX9208 スイッチの DC 電源

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.84

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド



• EX9214 スイッチの AC 電源

• EX9214 スイッチの DC 電源

• EX シリーズ冗長電源システムの電源

• QFX3100 Director デバイスの AC 電源

• QFX3008-I 相互接続デバイスの AC 電源

• QFX3008-I 相互接続デバイスの配線トレイ

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスの AC 電源

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスの DC 電源

• QFX5100 デバイスの AC 電源

• QFX5100 デバイスの DC 電源

EX シリーズ スイッチの環境要件および仕様

スイッチは、乾燥し、清潔で、よく換気され、温度が管理されている環境にあるラックまたは

キャビネットに取り付ける必要があります。

以下の環境に関するガイドラインに従っているか確認してください。

• 取り付け場所はできるだけ埃のない所でなければなりません。ほこりは吸気口やフィルタを

詰まらせ、スイッチの冷却システムの効率を下げる可能性があります。

• スイッチの通常の動作で周囲に気流が確保できるようにします。 気流が妨げられたり制限さ

れた場合、あるいは吸い込まれる空気が熱すぎる場合は、スイッチが過熱する恐れがありま

す。その場合ハードウェア コンポーネントを保護するために温度モニターがスイッチをシャッ

トダウンする可能性があります。

85ページの表41はスイッチの通常の動作で必要とされる環境条件です。

表41: EX シリーズ スイッチの環境許容値

環境許容値スイッチ

またはデ

バイス 耐震温度相対湿度高度

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）、高度

5,000 フィート（1,524 m）

温度範囲の広い SFP については、

EX2200 スイッチでサポートされるプ

ラガブル トランシーバ を参照してく

ださい。

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

5,000 フィート

（1524 m）まで性能低下

なし

EX2200-C

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX2200

（EX2200-C

スイッチを

除く）
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表41: EX シリーズ スイッチの環境許容値 （続き）

環境許容値スイッチ

またはデ

バイス 耐震温度相対湿度高度

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX3200

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX3300

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX4200

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000フィート

（3028m）まで性能低下

なし

EX4300

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～113° F（0° C～45° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX4500

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

• EX4550-32F スイッチ—正常動作を

保証する温度範囲 32°F～113°F

（0°C～45°C）

• EX4550-32T スイッチ—正常動作を

保証する温度範囲 32°F～104°F

（0°C～40°C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX4550

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX6210

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX8208

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX8216

GR-63 による Zone 4 の

地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

輸送コンテナ内の非動作時の保管温

度：–40° F（–40° C）～158° C

（70° C）

相対湿度範囲（不凝縮）5%

～90% で正常動作を保証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX9204
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表41: EX シリーズ スイッチの環境許容値 （続き）

環境許容値スイッチ

またはデ

バイス 耐震温度相対湿度高度

GR-63 による Zone 4 の

地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

輸送コンテナ内の非動作時の保管温

度：–40° F（–40° C）～158° C

（70° C）

相対湿度範囲（不凝縮）5%

～90% で正常動作を保証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX9208

GR-63 による Zone 4 の

地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 32° F

～104° F（0° C～40° C）

輸送コンテナ内の非動作時の保管温

度：–40° F（–40° C）～158° C

（70° C）

相対湿度範囲（不凝縮）5%

～90% で正常動作を保証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

EX9214

GR-63 Issue 3 による

Zone 4 の地震要件に適合

正常動作を保証する温度範囲 41° F

～104° F（5° C～40° C）

相対湿度範囲（不凝縮）

10%～85% で正常動作を保

証

10,000 フィート

（3028 m）まで性能低下

なし

XRE200

注: National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 の第 110–16条、110–17条、110–18

条に従って、専用の設備室や機器用クローゼット等の制限されたエリアにのみ EX シ

リーズ スイッチを取り付けてください。

関連項目 • EX2200 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX3200 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX3300 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX4200 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX4500 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• 91ページの 「EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件」

• EX6210 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX8208 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX8216 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX9204 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX9208 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX9214 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件
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第5章

マウントとクリアランスの要件

• EX4550 スイッチのラック要件 (89ページ)

• EX4550 スイッチのキャビネット要件 (90ページ)

• EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件 (91ページ)

EX4550 スイッチのラック要件

スイッチは 2 ポスト ラックまたは 4 ポスト ラックに取り付けることができます。

ラック要件は次のとおりです。

• 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

• ラックの建物への固定

89ページの表42 はスイッチ用ラックの要件と仕様を示しています。

表42: スイッチ用ラックの要件および仕様

ガイドラインラック要件

2 ポスト ラックまたは 4 ポスト ラックを使用します。 スイッチを取り付ける 2 ポストま

たは 4 ポスト ラックは、ブラケット穴または穴パターンが 1 U（1.75 インチ または

4.45 cm）間隔で、サイズと強度が重量の要件を満たしている必要があります。

U」とはラックの標準単位で、Electronics Industry Association（http://www.eia.org）が

公開している Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment（ドキュメント番号

EIA-310–D）で定義されています。

ラック タイプ

取り付けブラケットの穴の間隔は 1 U（1.75 インチ または 4.45 cm）です。このため、ス

イッチは、その間隔で穴が配置されたラックに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
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表42: スイッチ用ラックの要件および仕様 （続き）

ガイドラインラック要件

• ラックが 19 インチ ラックのサイズと強度の要件を満たしていることを確認してください。

これは、Electronics Industry Association（http://www.eia.org）が公開している

Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment（ドキュメント番号 EIA-310–-D）で

定義されています。

• ラック レールの間隔は、スイッチ シャーシの外部寸法が収まる幅が必要です。 フロント

取り付けブラケットの外端の幅は 19 インチです （48.2 cm）。

• ラックには、スイッチの重量に耐えうる十分な強度が必要です。

• レール間や隣接するラック間のスペースは、スイッチやラックの周囲に十分なクリアランス

を確保できるよう考慮する必要があります。

ラックのサイズと強度

• ラックを建物に固定します。

• 取り付け場所の地域で地震が発生する可能性がある場合、ラックを床に固定してください。

• 最大限の安定性を得るため、壁あるいは床のブラケットに加え、天井ブラケットにもラック

を固定します。

ラックの建物への固定

各スイッチには、スイッチを 2 ポスト ラックに取り付けるための取り付けブラケットが、1

ペア付属しています。 4 ポストのラックまたはキャビネットにスイッチを取り付ける場合は、

4 ポスト ラック マウント キットを別途注文してください。

関連項目 14ページの 「EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様」•

• 91ページの 「EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件」

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」

EX4550 スイッチのキャビネット要件

スイッチは 19 インチのラックが搭載されたキャビネットに取り付けることができます。

キャビネット要件は次のとおりです。

• キャビネットのサイズ

• クリアランスに関する要件

• キャビネットの換気に関する要件

90ページの表43 はスイッチ用キャビネットの要件と仕様を示しています。

表43: スイッチ用キャビネットの要件および仕様

ガイドラインキャビネットの要件

• スイッチは 19 インチのラックが搭載されたキャビネットに取り付けることができます。 これは、Electronics

Industry Association（http://www.eia.org）が公開している Cabinets, Racks, Panels, and Associated

Equipment（ドキュメント番号 EIA-310–-D）で定義されています。

• キャビネットの最小サイズは、スイッチの最大外寸に対応している必要があります。

キャビネットのサイズ
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表43: スイッチ用キャビネットの要件および仕様 （続き）

ガイドラインキャビネットの要件

• 取り付けブラケットの外端の幅は 19 インチ （48.2 cm）。

• キャビネット内部の最小クリアランスの合計は 30 インチ （76.2 cm、前扉内側から後扉内側まで）。

キャビネットのクリアラ

ンス

スイッチをキャビネットに取り付ける場合、過熱を防ぐためキャビネットを確実に換気する必要があります。

• スイッチが発する熱を消散できるよう、冷却風が適切に行き渡るようにしてください。

• シャーシからの熱い排気が必ずキャビネットから排気され、スイッチ内を再循環しないようにしてくださ

い。 シャーシ周囲の換気に最も優れているのは、排気熱風を上部から放出するオープン キャビネット（上

部パネルやドアがない）です。 キャビネットに上部パネルやドアがある場合は、これらにパーフォレイショ

ン穴があると熱風の排気が促進されます。

• キャビネットにスイッチを取り付ける際は、熱風が排気されるシャーシ側のスペースをできるだけ確保して

ください。

• ケーブルはシャーシの換気をできだけ遮断しないように通し、ドレスアップを施します。

• レール間や隣接するキャビネットとの間隔は、スイッチやキャビネットの周囲に十分なクリアランスを確保

できるよう考慮する必要があります。

• 最低要件よりもサイズの大きなキャビネットを使用すると、換気がより促進され、過熱の危険性が低くなり

ます。

キャビネットの換気に関

する要件

関連項目 14ページの 「EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様」•

• 91ページの 「EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件」

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」

EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

EX4550 スイッチの取り付け場所を計画する際は、スイッチの周囲に十分なクリアランスを確保

してください。

以下のクリアランスの要件に従ってください。

91Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第5章: マウントとクリアランスの要件



• 冷却システムが適切に機能するように、シャーシ周囲の空気の流れを遮断しないでください。

92ページの図31 および 92ページの図32 を参照してください。

図 31: バックツーフロント エアーフロー

図 32: フロントツーバック エアーフロー

• スイッチを別の装置と一緒にラックあるいはキャビネットに取り付けている場合、別の装置

からの排気がシャーシの吸気口に吹き込まないようにしてください。

• 最低 6 インチ(15.2 cm）の換気用のクリアランスをシャーシの前後にとってください。
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• 最低 6 インチ （15.2 cm）の接地ラグ用のクリアランスをシャーシ左側にとってください。

• 最低 24 インチ(61 cm）のクリアランスをスイッチの前後にとり、サービス担当者がハード

ウェア コンポーネントの取り外しと取り付けをできるようにしてください。 93ページの図33

を参照してください。

図 33: EX4550 スイッチ シャーシの換気とハードウェア保守用のクリアランス
の要件

関連項目 • 14ページの 「EX4550 スイッチのシャーシ物理仕様」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」

• 82ページの 「取り付け場所に関する一般的なガイドライン」

• 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」
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第6章

ケーブル仕様

• EX4550 スイッチのネットワーク ケーブル仕様 (95ページ)

EX4550 スイッチのネットワーク ケーブル仕様

EX4550 スイッチには、さまざまなタイプのネットワーク ケーブルを使用するインターフェイ

スがあります。

• 最適なパフォーマンスを得るため、IEEE 802.3-2012 仕様による 10GBASE-T ネットワーク

ポートと 10GBASE-T 拡張モジュール ポート（10G モードで動作）の接続条件に適合したケー

ブルを使用してください。 96ページの表44 は、IEEE 802.3-2012 のケーブル仕様の一覧で

す。

• 96ページの表45 は、スイッチから管理デバイスへの接続に使用するケーブルの仕様一覧で

す。
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表44: 10GBASE-T ネットワーク ポートと 10GBASE-T 拡張モジュール ポートのケーブル仕様

追加情報

周波数

（MHz）最大範囲ケーブル規格の仕様IEEE ケーブル規格

スイッチ

のポート

CAT 6 ケーブルは、最大

250 MHz の周波数までの

動作が定められ、エイリ

アン クロストークの影

響を受けます。 これら

のケーブルを 10GBASE-T

ポートへの接続に使用す

るには、ケーブルの取り

付けをテストして、TIA

TSB-155 標準に従い

500 MHz の動作を確認す

る必要があります。

1–250180 フィート

（55 m）

ISO/IEC TR 24750 / TIA

TSB-155-A

Class E/ CAT 6 シールド

なしツイスト ペア

（UTP）

10GBASE-T

ネット

ワーク

ポートと

10GBASE-T

拡張モ

ジュール

ポート

1–250328 フィート

（100 m）

ISO/IEC TR 24750 / TIA

TSB-155-A

Class E/ CAT 6 シールド

ツイスト ペア（STP）

1–500328 フィート

（100 m）

ISO/IEC 11801:2002

Amendment 1 / ANSI

TIA-568-C.2

Class EA/ CAT 6A

1–600328 フィート

（100 m）

ISO/IEC TR24750Class F/ CAT 7

1–1000328 フィート

（100 m）

ISO/IEC 11801:2002

Amendment 1

Class FA/ CAT 7A

表45: スイッチ － 管理デバイス接続用のケーブルの仕様

追加情報最大文字数付属のケーブル/電線

IEEE ケーブル

規格スイッチのポート

146ページの 「EX シリーズ スイッチをア

ウトオブバンド管理用ネットワークに接続

する」

7 フィート

（2.13 m）

7 フィート（2.13 m）

長 1 本、RJ-45/DB-9

コネクタ付き

CAT5e UTPRJ-45 コンソール（CON）ポー

ト

148ページの 「EX シリーズ スイッチを管

理コンソールに接続する」

–なしCAT5e UTP管理（MGMT）イーサネット

ポート（10/100/1000）

150ページの 「Mini-USB Type-B コンソー

ル ポートを使用して EX4550 スイッチを管

理コンソールに接続する」

–なし–Mini-USB Type-B コンソール

ポート

関連項目 • 49ページの 「EX4550 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報」

• 46ページの 「EX4550 スイッチの Mini-USB ポート仕様」

• 47ページの 「EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」
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第7章

電力要件の計画

• EX4550 スイッチの AC 電源仕様 (97ページ)

• EX4550 スイッチの DC 電源仕様 (97ページ)

• EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様 (98ページ)

EX4550 スイッチの AC 電源仕様

97ページの表46 は、EX4550 スイッチで使用される AC 電源の仕様一覧です。

表46: EX4550 スイッチの AC 電源仕様

仕様項目

動作範囲：

• 低電圧ライン — 100–120 VAC

• 高電圧ライン — 200–240 VAC

AC 入力電圧

50–60 HzAC 入力ライン周波数

• 低電圧ライン — 7.8 A

• 高電圧ライン — 3.8 A

AC 入力定格電流

• 低電圧ライン — 650 W

• 高電圧ライン — 650 W

AC 出力電力

関連項目 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」•

• 31ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源 LED」

EX4550 スイッチの DC 電源仕様

98ページの表47 は、EX4550 スイッチで使用される DC 電源の仕様一覧です。
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表47: EX4550 スイッチの DC 電源仕様

仕様項目

• 最小動作電圧：–36 VDC

• 公称動作電圧：–48 VDC

• 動作電圧の範囲：–36 VDC～–72 VDC

DC 入力電圧

公称動作電圧時に最大 7 A（–48 VDC）DC 入力定格電流

650 W出力電力

関連項目 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」•

• 34ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源 LED」

EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様

AC 電源には、着脱可能な AC 電源コードが付属しています。 カプラーのタイプは、

International Electrotechnical Commission (IEC) 60320 規格の C13 です。 電源コードの

オス側プラグは、お住まいの地域の標準の電源アウトレットに適合します。

注: 北米では、National Electrical Code (NEC) Sections 400-8 (NFPA 75, 5-2.2)

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

るため、AC 電源コードの長さは 14.75 フィート（4.5 m）を超えてはいけません。

スイッチには適合するコードが付属しています。

98ページの表48 は各国または地域の AC 電源コードの仕様です。

表48: EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様

図

ジュニパーネットワーク

ス製品番号プラグ標準電気仕様国/地域

図なしCBL-EX-PWR-C13-ARIRAM 2073 Type RA/3250 VAC、10 A、50 Hzアルゼンチン

CBL-EX-PWR-C13-AUAS/NZS 3112 Type SAA/3250 VAC、10 A、50 Hzオーストラリ

ア

図なしCBL-EX-PWR-C13-BRNBR 14136 Type BR/3250 VAC、10 A、50 Hzブラジル
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表48: EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様 （続き）

図

ジュニパーネットワーク

ス製品番号プラグ標準電気仕様国/地域

CBL-EX-PWR-C13-CHGB 1002-1996 Type PRC/3250 VAC、10 A、50 Hz中国

CBL-EX-PWR-C13-EUCEE (7) VII Type VIIG250 VAC、10 A、50 Hzヨーロッパ

（イタリア、

スイス、英国

を除く）

図なしCBL-EX-PWR-C13-INIS 1293 Type IND/3250 VAC、10 A、50 Hzインド

CBL-EX-PWR-C13-ILSI 32/1971 Type IL/3G250 VAC、10 A、50 Hzイスラエル

CBL-EX-PWR-C13-ITCEI 23-16 Type I/3G250 VAC、10 A、50 Hzイタリア

g0
21

27
5

CBL-EX-PWR-C13-JPSS-00259 Type VCTF125 VAC、12 A、

50 Hz/60 Hz

日本

CBL-EX-PWR-C13-KRCEE (7) VII Type VIIGK250 VAC、10 A、

50 Hz/60 Hz

韓国

g0
21

27
4CBL-EX-PWR-C13-USNEMA 5-15 Type N5-15125 VAC、13 A、60 Hz北米

g0
21

28
9

CBL-EX-PWR-C13-SASABS 164/1:1992 Type

ZA/13

250 VAC、10 A、50 Hz南アフリカ

図なしCBL-EX-PWR-C13-SZSEV 6534-2 Type 12G250 VAC、10 A、50 Hzスイス
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表48: EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様 （続き）

図

ジュニパーネットワーク

ス製品番号プラグ標準電気仕様国/地域

g0
21

28
8

CBL-EX-PWR-C13-TWNEMA 5-15P Type N5-15P125 VAC、10 A、50 Hz台湾

CBL-EX-PWR-C13-UKBS 1363/A Type BS89/13250 VAC、10 A、50 Hz英国

注意: EX4550 スイッチ用の AC 電源コードは本スイッチ専用です。 他の製品には

使用しないでください。

注意: 電源コードはスイッチのコンポーネントへのアクセスを妨げないように接続

してください。

関連項目 • 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 234ページの 「静電放電損傷の予防」

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」
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第8章

バーチャル シャーシの計画

• EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシのハードウェア構成を理解す

る (101ページ)

• EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画 (104ページ)

EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシのハードウェア構成を理解する

EX4200 スイッチを相互接続すると、EX4200 スイッチだけで構成された Virtual Chassis を構

築できます。 EX4500 スイッチを相互接続すると、EX4500 スイッチだけで構成されたバーチャ

ル シャーシを構築できます。 EX4550 スイッチを相互接続すると、EX4550 スイッチだけで構

成されたバーチャル シャーシを構築できます。 さらに、EX4200 スイッチを EX4500 スイッチ

または EX4550 スイッチのいずれかまたは両方と相互接続すれば、混在型のバーチャル シャー

シを構築できます。

本トピックでは、以下について説明します。

• バーチャル シャーシのメンバーの相互接続に使用されるポート (101ページ)

• バーチャル シャーシ構成のスイッチの数、必要なソフトウェア リリース、メンバーの役

割 (102ページ)

• バーチャル シャーシ モジュール — EX4500 スイッチを含むバーチャル シャーシに必要なコ

ンポーネント (103ページ)

• スイッチの LCD パネルでの役割とメンバー ID の表示 (103ページ)

バーチャル シャーシのメンバーの相互接続に使用されるポート

バーチャル シャーシのメンバーは次のポートを使って接続できます。

• EX4200 スイッチの場合：

• 各スイッチの専用バーチャル シャーシ ポート（VCP）

• VCP として構成された SFP、SFP+、XFP アップリンク モジュール ポート

• VCP として構成された EX4200-24F スイッチの SFP ネットワーク ポート

• EX4500 スイッチの場合：

• バーチャル シャーシ モジュールの専用 VCP

• VCP として構成された SFP+ ネットワーク ポート
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• VCP として構成された SFP+ アップリンク モジュール ポート

• EX4550 スイッチの場合：

• バーチャル シャーシ モジュールの専用 VCP

• VCP として構成された SFP+ ネットワーク ポート

• VCP として構成された SFP+ 拡張モジュール ポート

• VCP として構成された 10GBASE-T ネットワーク ポート

• VCP として構成された 10GBASE-T 拡張モジュール ポート

• VCP として構成された 40G QSFP+ 拡張モジュール ポート

注: VCP として構成された 10GBASE-T イーサネット ネットワーク ポート、

10GBASE-T 拡張モジュール ポート、QSFP+ 拡張モジュール ポートを使用して、

EX4550 スイッチだけを相互接続したバーチャル シャーシを構築できます。 これ

らのポートを使って、EX4550 スイッチを EX4200 スイッチまたは EX4500 スイッ

チと接続してバーチャル シャーシを構築することはできません。

バーチャル シャーシ構成のスイッチの数、必要なソフトウェア リリース、メンバーの役割

バーチャル シャーシでは、マスター スイッチとバックアップ スイッチとして、それぞれ 1

つのスイッチを指定する必要があります。 構成内のその他すべてのスイッチには、ラインカー

ドの役割が割り当てられます。 バーチャル シャーシの操作はマスター スイッチで管理されま

す。

本トピックで紹介する 4 つのタイプのバーチャル シャーシのそれぞれで構成可能なスイッチ

の数と、バーチャル シャーシの各スイッチに割り当てることができる役割は、スイッチで実行

されている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（Junos OS）リリー

スによって異なります。

次の表を参照してください。

• 102ページの表49— EX4200 バーチャル シャーシ

• 103ページの表50— EX4500 バーチャル シャーシ

• 103ページの表51— EX4550 バーチャル シャーシ

• 103ページの表52— EX4200、EX4500、EX4550 が混在するバーチャル シャーシ

表49: EX4200 バーチャル シャーシの Junos OS リリース別のスイッチの数と役割

役割スイッチの数Junos OS リリース

マスター スイッチとバックアップ スイッチを必ず指定。その他のスイッ

チにはラインカードの役割を割り当てる。

最大 10 台の EX4200 スイッチ9.4 以降
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表50: EX4500 バーチャル シャーシの Junos OS リリース別のスイッチの数と役割

役割スイッチの数Junos OS リリース

マスター スイッチとバックアップ スイッチを必ず指定。最大 2 台の EX4500 スイッチ11.1—11.3

マスター スイッチとバックアップ スイッチを必ず指定。その他のスイッ

チにはラインカードの役割を割り当てる。

最大 10 台の EX4500 スイッチ11.4 以降

表51: EX4550 バーチャル シャーシの Junos OS リリース別のスイッチの数と役割

役割スイッチの数Junos OS リリース

マスター スイッチとバックアップ スイッチを必ず指定。その他のスイッ

チにはラインカードの役割を割り当てる。

最大 10 台の EX4550 スイッチ12.2 以降

表52: EX4200、EX4500、EX4550 バーチャル シャーシの Junos OS リリース別のスイッチの数と役割

役割スイッチの数Junos OS リリース

EX4500 スイッチにはマスター スイッチとバックアップ スイッチの役割

を、EX4200 スイッチにはラインカードの役割を割り当てる。

最大 2 台の EX4500 スイッチ、

最大 8 台の EX4200 スイッチ

11.1

マスター スイッチとバックアップ スイッチは同じタイプのスイッチにす

ること。つまり、両方とも EX4200 スイッチを指定するか、両方とも

EX4500 スイッチを指定する。 その他のスイッチにはラインカードの役割

を割り当てる。

最大 2 台の EX4500 スイッチ、

最大 8 台の EX4200 スイッチ

11.2, 11.3

どのタイプにどの役割を指定してもよい。 マスター スイッチとバック

アップ スイッチを必ず指定。その他のスイッチにはラインカードの役割

を割り当てる。

最大合計 10 台の EX4200 と

EX4500 スイッチ

11.4 以降

どのタイプにどの役割を指定してもよい。 マスター スイッチとバック

アップ スイッチを必ず指定。その他のスイッチにはラインカードの役割

を割り当てる。

最大合計 10 台の EX4200、

EX4500、EX4550 スイッチ

12.2 以降

バーチャル シャーシ モジュール — EX4500 スイッチを含むバーチャル シャーシに必要なコンポーネン
ト

EX4500 スイッチをバーチャル シャーシのメンバーにするには、バーチャル シャーシ モジュー

ルをスイッチにインストールする必要があります。

注: EX4550 スイッチにもバーチャル シャーシ モジュールが提供されますが、この

スイッチの場合は、取り付けなくてもバーチャル シャーシ構成で使用できます。

スイッチの LCD パネルでの役割とメンバー ID の表示

バーチャル シャーシの各スイッチの LCD パネルには、以下の情報が表示されます。

• スイッチの役割 — マスターは RE、バックアップは BK、ラインカード メンバーは LC
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• バーチャル シャーシ メンバーのメンバー ID — 0～9 の値

関連項目 EX シリーズのバーチャル シャーシ コンポーネントを理解する•

• 104ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画」

• EX シリーズのバーチャル シャーシの概要

EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画

バーチャル シャーシ構成の EX4200、EX4500、および EX4550 スイッチを相互接続する前に、

以下のことを行います。

• スイッチを取り付けるラックが、EX4200 スイッチのラック要件、EX4500 スイッチのラック

要件、および 89ページの 「EX4550 スイッチのラック要件」 に記された条件を満たしてい

ることを確認します。 バーチャル シャーシのスイッチは、シングルラックまたはマルチラッ

クに取り付けできます。

• 取り付け場所がバーチャル シャーシのスイッチ電源の要件を満たしていることを確認しま

す。

• EX4500 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールが取り付けられていることを確認しま

す。 バーチャル シャーシ モジュールは、EX4500 スイッチに取り付けてバーチャル シャー

シを形成する必要があります。

104ページの表53 では、EX4200、EX4500、および EX4550 のバーチャル シャーシ構成を計画す

るうえで考慮する必要のあるバーチャル シャーシ コンポーネントとスイッチで実行される

Junos OS リリースについて記載しています。

表53: EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画で考慮するバーチャル シャーシ コ
ンポーネント

バーチャル シャーシの説明

メンバー スイッチで実行され

る Junos OS リリース

バーチャル シャーシ コンポー

ネント

2～10 台の EX4200 スイッチを相互接続して、EX4200 スイッチ

のみによるバーチャル シャーシを形成可能。

Junos OS リリース 9.0 以降EX4200 スイッチのみ

2 台の EX4500 スイッチを相互接続して、EX4500 スイッチのみ

によるバーチャル シャーシを構成。

Junos OS リリース 11.1、11.2、

および 11.3

EX4500 スイッチのみ

最大 10 台の EX4500 スイッチを相互接続して、EX4500 スイッ

チのみによるバーチャル シャーシを構成。

Junos OS リリース 11.4 以降

最大 10 台の EX4550 スイッチを相互接続して、EX4550 スイッ

チのみによるバーチャル シャーシを構成。

Junos OS リリース 12.2 以上EX4550 スイッチのみ
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表53: EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画で考慮するバーチャル シャーシ コ
ンポーネント （続き）

バーチャル シャーシの説明

メンバー スイッチで実行され

る Junos OS リリース

バーチャル シャーシ コンポー

ネント

最大 2 台の EX4500 スイッチと 8 台の EX4200 スイッチを相互

接続して、混合バーチャル シャーシを構成。

EX4500 スイッチは常に、マスター ロールとバックアップ ロー

ルの構成が必要です。

Junos OS リリース 11.1EX4200、EX4500、および EX4550

スイッチ

最大 2 台の EX4500 スイッチと 8 台の EX4200 スイッチを相互

接続して、混合バーチャル シャーシを構成。

同じタイプのスイッチがマスター ロールとバックアップ ロール

で機能する必要があります。

Junos OS リリース 11.2 および

11.3

最大で合計 10 台の EX4200 と EX4500 スイッチを相互接続し

て、混合バーチャル シャーシを構成可能。

どの構成のいずれのスイッチも任意のロールの構成が可能です。

Junos OS リリース 11.4 以降

最大で合計 10 台の EX4200、EX4500、および EX4550 スイッチ

を相互接続して、混合バーチャル シャーシを構成可能。

どの構成のいずれのスイッチも任意のロールの構成が可能です。

Junos OS リリース 12.2 以上

105ページの表54 では、バーチャル シャーシの配線の要件について記載しています。

表54: バーチャル シャーシ配線の要件

詳細

サポートされるバーチャル

シャーシのケーブル長

バーチャル シャーシ メンバー

間の距離

0.5 m バーチャル シャーシ ケーブルを使用して、バーチャル

シャーシ ポート（VCP）から EX4200、EX4500、および EX4550

スイッチをバーチャル シャーシに構成可能。

• このバーチャル シャーシ ケーブルは EX4200 スイッチに付

属。

• このケーブルは、 EX4500 と EX4550 のスイッチで別個にオー

ダーが必要です（出荷時にバーチャル シャーシ モジュールが

取り付け済みの EX4500 スイッチを含む）。

0.5 m0.5 m まで

これらのケーブルは、EX4200、EX4500、および EX4550 のスイッ

チで別個にオーダーが必要です（出荷時にバーチャル シャーシ

モジュールが取り付け済みの EX4500 スイッチを含む）。

1 m、3 m、5 m0.5 m ～ 5 m

105Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第8章: バーチャル シャーシの計画



表54: バーチャル シャーシ配線の要件 （続き）

詳細

サポートされるバーチャル

シャーシのケーブル長

バーチャル シャーシ メンバー

間の距離

• EX4200 スイッチを 5 m を超える距離に取り付けて相互接続す

る場合は、EX4200-24F スイッチで SFP、SPF+ または XFP アッ

プリンク モジュール ポートか、SFP ネットワーク ポートを

VCP として構成し、これを使用してスイッチを相互接続する必

要があります。

• EX4500 スイッチを 5 m を超える距離に取り付けて相互接続す

る場合は、アップリンク モジュール ポートまたは SFP+ ネッ

トワーク ポートを VCP として構成し、これを使用してスイッ

チを相互接続する必要があります。

• EX4550 スイッチを 5 m を超える距離に取り付けて相互接続す

る場合は、拡張モジュール ポートまたはネットワーク ポート

を VCP として構成し、これを使用してスイッチを相互接続す

る必要があります。

–5 m 超

注: 別個にオーダーしたバーチャル シャーシ ケーブルでは、オリジナルのケーブ

ルに付属するケーブル コネクタ固定金具を使用できます。バーチャル シャーシ

ケーブル コネクタ固定金具も別にオーダーして使用できます。

関連項目 • EX シリーズのバーチャル シャーシ コンポーネントを理解する

• 101ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシのハードウェア構成を

理解する」

• EX4200 スイッチのバーチャル シャーシ配線構成例

• EX4200 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件

• EX4500 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件
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第3部

スイッチおよびスイッチ コンポーネントの
取り付けと接続

• スイッチの取り付け (109ページ)

• スイッチ コンポーネントの取り付け (121ページ)

• スイッチの接続 (135ページ)

• 初期設定 (153ページ)
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第9章

スイッチの取り付け

• EX4550 スイッチの取り付けと接続 (109ページ)

• EX4550 スイッチの開梱 (110ページ)

• EX4550 スイッチの部品表（梱包内容一覧） (110ページ)

• EX4550 スイッチの取り付け (111ページ)

• EX4550 スイッチを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける (112ページ)

• EX4550 スイッチを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける (115ページ)

• EX4550 スイッチを埋め込み式のラックまたはキャビネットに取り付ける (118ページ)

EX4550 スイッチの取り付けと接続

EX4550 スイッチの取り付けと接続を行うには、以下のことを行います。

1. 110ページの 「EX4550 スイッチの開梱」 の説明に従います。

2. 取り付け場所に適した手順に従ってスイッチを取り付けます。

• 112ページの 「EX4550 スイッチを 2ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」（付

属の取り付けブラケットを使用）

• 115ページの 「EX4550 スイッチを 4ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」（別

途注文可能な 4 ポスト ラック取り付けキットを使用）

3. 135ページの 「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」 の説明に従います。

4. 取り付け場所に適した電源接続手順に従います。

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

5. 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」 または 166ページの 「EX

シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」 の説明に従って、スイッチの初期設定を

行います。

6. 次の手順に従って、スイッチの管理オプションを設定します。

• 146ページの 「EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する」

• 148ページの 「EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する」
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• 150ページの 「Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して EX4550 スイッチを管理コ

ンソールに接続する」

関連項目 89ページの 「EX4550 スイッチのラック要件」•

• 90ページの 「EX4550 スイッチのキャビネット要件」

• 91ページの 「EX4550 スイッチの換気とハードウェア保守用のクリアランスの要件」

EX4550 スイッチの開梱

EX4550 スイッチは、発泡プラスチック製の梱包資材で保護され、段ボール製カートンに入れて

出荷されます。 カートンには付属品コンパートメントがあり、クイック スタート ガイドが

入っています。

注意: EX4550 スイッチは、輸送用カートンで最大限保護されています。 取り付け

準備が整うまで、スイッチを開梱しないでください。

スイッチを開梱するには、次の手順に従います。

1. カートンを開けます。

2. スイッチを固定している梱包資材を取り出します。

3. カートンに貼付されたラベル（梱包内容一覧）にある部品表と受け取った部品を照合しま

す。110ページの 「EX4550 スイッチの部品表（梱包内容一覧）」を参照してください。

4. 後でスイッチの移動や輸送が必要になった場合のために、輸送用カートンと梱包資材はとっ

ておきます。

関連項目 109ページの 「EX4550 スイッチの取り付けと接続」•

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」

EX4550 スイッチの部品表（梱包内容一覧）

スイッチには梱包内容一覧が付属しています。 スイッチと一緒に梱包されている部品が、梱包

内容一覧の項目と一致しているか確認してください。 梱包内容一覧には、注文した各部品の

パーツ番号と説明が明記されています。 梱包されている部品は、ご注文のスイッチ製品番号に

より異なります。 詳細については、9ページの 「EX4550 スイッチ モデル」を参照してくだ

さい。

梱包内容一覧に記載されている部品がない場合、顧客サービス担当者、あるいはジュニパーの

カスタマ ケアにご連絡ください。米国またはカナダでは 1–800–638–8296 までお電話くださ

い。通話料無料番号を使用できない国からの国際電話またはダイヤル直通電話は、

http://www.juniper.net/support/requesting-support.html を参照してください。

111ページの表55 は、EX4550 スイッチの標準梱包内容の部品と数量の一覧です。

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.110

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド

http://www.juniper.net/support/requesting-support.html


表55: EX4550 スイッチに付属するコンポーネントの部品表

数量コンポーネント

1スイッチ

3ファン モジュール（取り付け済み）

1（AC または DC）電源（取り付け済み）

1AC 電源コードと使用地域用のリテーナ クリップ（AC 電源使用のスイッチのみ）

• 電源カバー パネル：1

• モジュール スロット カバー パネ

ル：2

コンポーネントが取り付けられていないスロットのカバー パネル（取り付け済み）

32ポート用ダスト カバー（EX4550-32F スイッチ専用）

2取り付けブラケット

8取り付けねじ

4ラバー フィート

1RJ-45 ケーブルおよび RJ-45 to DB-9 のシリアル ポート アダプタ

1クイック スタート取り付け手順

1ジュニパーネットワークス製品保証書

1エンド ユーザー ライセンス契約

注: ラックに適切な取り付けねじを使用して、ラック（またはキャビネット）に

シャーシを取り付けてください。

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

• 110ページの 「EX4550 スイッチの開梱」

EX4550 スイッチの取り付け

EX4550 スイッチは以下のように取り付けることができます。

• ラック正面と同一平面で 19 インチ 2 ポストまたは 4 ポスト ラックまたはキャビネットに

取り付ける（スイッチに付属の取り付けブラケットを使用）。

• ラック正面と同一平面で 19 インチ 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける（別

途注文可能な 4 ポスト取り付けキットを使用）。
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• 2 インチ（5 cm）の埋め込み式 19 インチ 2 ポストまたは 4 ポスト ラックまたはキャビ

ネットに取り付ける（別途注文可能な 4ポスト ラック取り付けキットを使用）。

取り付けブラケットの穴の間隔は 1U（1.75 インチ または 4.45 cm）です。このため、スイッ

チは、その間隔で穴が配置されたラックまたはキャビネットに取り付けることができます。

関連項目 112ページの 「EX4550 スイッチを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」•

• 118ページの 「EX4550 スイッチを埋め込み式のラックまたはキャビネットに取り付ける」

• 115ページの 「EX4550 スイッチを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」

• 135ページの 「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」

EX4550 スイッチを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

EX4550 スイッチは、19 インチ ラックまたはキャビネットの 2 つのポスト（2 ポストまたは

4 ポストのラックまたはキャビネット）に取り付けが可能です（スイッチに付属の取り付けブ

ラケットを使用）。 （このトピックでは以降、ラック」をラックとキャビネット」の意味で使

用します。）

別途注文可能な 4 ポスト ラック取り付けキット付属の取り付けブラケットを使用して、スイッ

チを 4 ポスト ラックの 4 つのポストに取り付けることができます。 115ページの 「EX4550

スイッチを 4 ポスト ラックあるいはキャビネットに取り付ける」 を参照してください。

注: スイッチを 2 ポスト ラックまたは 4 ポスト ラックの 2 つのポストへ埋め込

み式で取り付ける場合は、別途注文可能な 4 ポスト ラック取り付けキット付属の

2 インチ埋め込み前面取り付けブラケットを使用します。

スイッチをラックの 2 つのポストへ取り付ける前に、以下のことを行います。

• 81ページの 「EX4550 スイッチの取り付け場所の準備チェックリスト」 で説明されている要

件を、取り付け場所が満たしていることを確認します。

• 換気と保守に十分なクリアランスを空けてラックを常設位置に置き、建物の構造に合わせて

固定します。

• 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」 を読み、特に 219ページの

「EX4550 スイッチのシャーシ持ち上げガイドライン」 に注意します。

• 輸送用カートンからスイッチを取り出します（110ページの 「EX4550 スイッチの開梱」 を参

照）。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

• 取り付けブラケット 2 本および取り付けねじ 8 本（スイッチの付属品箱に含まれる）

• シャーシをラックに固定するねじ（ユーザーが用意）

• スイッチを埋め込み式で取り付ける場合は、2 インチ埋め込み前面取り付けブラケット（ブ

ラケットは別途注文可能な 4 ポスト ラック取り付けキットに同梱）
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• モジュール スロットのカバー パネル（スイッチ付属の付属品ボックスに同梱）

• ポートのダスト カバー（EX4550-32F スイッチ付属の付属品ボックスに同梱）

注: 1 人がスイッチを持ち上げている間に、もう 1 人がスイッチをラックに固定し

ます。

注意: ラックに複数のスイッチを取り付ける場合は、まず最初にラックの一番下に

スイッチを取り付け、続いて下から上へと残りのスイッチを取り付けていきます。

2 ポスト ラックにスイッチを取り付けるには、次の手順に従います。

1. スイッチを平らで安定した面に置きます。

2. 取り付けブラケットをスイッチ シャーシのサイド パネルに合わせます。スイッチの取り付

け方法に応じて、リア パネル、フロント パネル、またはサイド パネル中央に位置を合わ

せます。 113ページの図34 を参照してください。

図 34: スイッチのサイド パネルに取り付けブラケットを装着する
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注: 埋め込み式でスイッチを取り付ける場合は、別途注文可能な 4 ポスト ラッ

ク取り付けキットに含まれる 2 インチ埋め込み前面取り付けブラケットを使用

します。

3. スイッチ シャーシのサイド パネルにある穴を取り付けブラケットの下にある穴と合わせま

す。

4. 合わせた穴に取り付けねじを挿入します。 プラスねじ回しでねじを締めます。

5. 取り付けブラケットの他の穴と、サイド パネルの穴が揃っていることを確認します。 それ

ぞれの穴にねじを挿入し、ねじを締めます。

6. 1 人が両側を持ってスイッチを持ち上げ、ラックにスイッチを配置します。また、ラックま

たはキャビネット レールのねじ穴と取り付けブラケットの穴の位置を合わせます。 両方の

取り付けブラケットの一番下の穴を各ラック レールの穴と合わせます。シャーシが水平で

あることを確認してください。 114ページの図35 を参照してください。
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図 35: 2 ポスト ラックにスイッチを取り付ける

7. もう 1 人が適切なねじを使用して、ラックにスイッチを固定します。 適切なねじ回しでね

じを締めます。

8. ラックの片側のねじがすべて、もう片側のねじと位置が合っていることを確認して、スイッ

チ シャーシが水平であることを確認します。

注: 未使用のモジュール スロットにカバー パネルを付け、未使用の SFP/SFP+ ポー

トにダスト カバーを付けることをお勧めします。

関連項目 135ページの 「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」•

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」

• 118ページの 「EX4550 スイッチを埋め込み式のラックまたはキャビネットに取り付ける」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」
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EX4550 スイッチを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

EX4550 スイッチは、4 ポストの 19 インチ ラックまたはキャビネットに取り付けが可能です

（別途注文可能な 4 ポスト取り付けキットを使用）。 （このトピックでは以降、「ラック」

を「ラック」とキャビネット」の意味で使用します。）

スイッチに付属の取り付けブラケットを使用して、2 ポスト ラックまたは 4 ポスト ラックの

いずれかの 2 つのポストにスイッチを取り付けることができます。112ページの 「EX4550 ス

イッチを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」 を参照してください。

注: 2 ポストまたは 4 ポスト ラックにスイッチを埋め込み式で取り付ける場合は、

別途注文可能な 4 ポスト ラック取り付けキット付属の 2 インチ埋め込み前面取り

付けブラケットを使用します。

注:

背面ブラケットのクリアランスから保護接地端子にアクセスできるようにするには、

次の手順に従います。

• ラックに 27.5 インチ （70 cm）～30.5 インチ （77.5 cm）の奥行きを確保する

（4 ポスト ラックの正面と同一平面にスイッチを取り付ける場合）。

• ラックに 29.5 インチ （75 cm）～32.5 インチ （82.5 cm）の奥行きを確保する

（スイッチを 2 インチ 埋め込んで取り付けた場合）。

4 ポスト ラックにスイッチを取り付ける前に、以下のことを行います。

• 81ページの 「EX4550 スイッチの取り付け場所の準備チェックリスト」 で説明されている要

件を、取り付け場所が満たしていることを確認します。

• 換気と保守に十分なクリアランスを空けてラックを常設位置に置き、建物の構造に合わせて

固定します。

• 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」 を読み、特に 219ページの

「EX4550 スイッチのシャーシ持ち上げガイドライン」 に注意します。

• 輸送用カートンからスイッチを取り出します（110ページの 「EX4550 スイッチの開梱」 を参

照）。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

• 4-40 マウント用プラス平ねじ 6本（4 ポスト ラック取り付けキットに付属）

• 4x6 mm マウント用プラス平ねじ 12 本（4 ポスト ラック取り付けキットに付属）

• 同一平面取り付けまたは 2 インチ埋め込み前面取り付けブラケット 1 組（4 ポスト ラック

取り付けキットに付属）

• サイドレール ブラケット 1 組（4 ポスト ラック取り付けキットに付属）
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• 背面ブラケット 1 組（付属）

• シャーシおよび背面ブラケットをラックに固定するねじ（ユーザーが用意）

• モジュール スロットのカバー パネル

• ポートのダスト カバー（EX4550-32F スイッチ付属の付属品ボックスに同梱）

注: 1 人がスイッチを持ち上げている間に、もう 1 人がスイッチをラックに固定し

ます。

注意: ラックに複数のユニットを取り付ける場合は、一番重いユニットをラックの

一番下に取り付け、ラックの下から上へとユニットの重量の大きいものから順番に

取り付けます。

4 ポスト ラックにスイッチを取り付けるには、次の手順に従います。

1. 前面取り付けブラケット（同一平面または 2 インチ埋め込みブラケット）をサイドレール

ブラケットに装着します。6 本の 4-40 マウント用プラス平ねじを使用します。

116ページの図36 を参照してください。 プラスねじ回しでねじを締めます。

図 36: サイドレール ブラケットに前面取り付けブラケットを装着する

2. スイッチを平らで安定した面に置きます。

3. スイッチ シャーシのサイド パネルに沿ってサイドレール ブラケットを一列に並べます。

サイドレール ブラケットの後方にある 2 つの穴と、サイド パネルの後方にある 2 つの穴

を揃えます。

4. 4x6 mm のマウント用プラス平ねじを 2 つの重なった穴に挿入し、ねじを締めます。 サイ

ドレール ブラケットに残っている 4 つの穴と、サイド パネルにある 4 つの穴が揃ってい

ることを確認します。 117ページの図37 を参照してください。
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図 37: スイッチ シャーシにサイドレール ブラケットを装着する
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5. 4x6 mm のマウント用プラス平ねじをサイドレール ブラケットに残っている 4 つの穴に挿

入し、プラスねじ回しで締めます。

6. 1 人が両側を持ってスイッチを持ち上げ、ラックにスイッチを配置します。また、サイド

レール ブラケットの穴とラックの前部ポストにあるねじ穴の位置を合わせます。 両方の取

り付けブラケットの一番下の穴を各ラック レールの穴と合わせます。シャーシが水平であ

ることを確認してください。 117ページの図38 を参照してください。

図 38: ラックの前部ポストにスイッチを取り付ける

7. もう 1 人が、ラックに合ったねじを使用して、前面取り付けブラケットをラックに固定し

ます。

8. 背面ブラケットをサイドレール ブラケットへ差し込みます。 118ページの図39 を参照して

ください。
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図 39: 4 ポスト ラックの背面に背面ブラケットを差し込む

9. ラックに適切なねじを使用して、背面ブラケットを後部ポストに装着します。 ねじを締め

ます。

10.ラック前部のねじがすべて、ラックの後部のねじと位置が合っていることを確認して、ス

イッチ シャーシが水平であることを確認します。

注: 未使用のモジュール スロットにカバー パネルを付け、未使用の SFP/SFP+ ポー

トにダスト カバーを付けることをお勧めします。

関連項目 135ページの 「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」•

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」

• 118ページの 「EX4550 スイッチを埋め込み式のラックまたはキャビネットに取り付ける」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」

EX4550 スイッチを埋め込み式のラックまたはキャビネットに取り付ける

EX4550 スイッチは、2 ポスト ラックまたは 4 ポスト ラックの 2 つのポストに埋め込み式で

取り付けることができます。この場合、ラックの正面から 2 インチ埋め込むようにして取り付

けます。 スイッチを埋め込み式で取り付ける場合は、別途注文可能な 4 ポスト ラック取り付

けキットに同梱されている前面取り付けブラケットを使用します。

スイッチを埋め込み式で取り付ける理由には、次のようなものがあります。

• スイッチをキャビネットに取り付けた場合に、スイッチの位置を下げないとキャビネットの

ドアが完全に閉まらない。
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• 拡張モジュールにトランシーバが取り付けられているスイッチを取り付けることで、拡張モ

ジュール ポートのトランシーバがスイッチの正面から飛び出している。

埋め込み式の 4 ポスト ラックにスイッチを取り付けるには、112ページの 「EX4550 スイッチ

を 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」 または 115ページの 「EX4550 スイッ

チを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける」 の説明に従います。

関連項目 • 135ページの 「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」

• 220ページの 「ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告」
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第10章

スイッチ コンポーネントの取り付け

• EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し (121ページ)

• EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける (122ページ)

• EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける (124ページ)

• EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける (125ページ)

• EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける (126ページ)

• EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける (128ページ)

• EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ ケーブルを接続する (130ページ)

• EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける (131ページ)

EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し

EX4550 スイッチのシャーシは剛性金属板の構造で、ハードウェア コンポーネントを収容して

います。 EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット（FRU）は以下のとおりです。

• 電源

• ファン モジュール

• 拡張モジュール

• バーチャル シャーシ モジュール

• SFP トランシーバ

• SFP+ トランシーバ

• QSFP+ トランシーバ

電源（AC または DC）、ファン モジュール、拡張モジュール、バーチャル シャーシ モジュー

ルおよびトランシーバは、ホットリムーブやホットインサートが可能です。スイッチの電源を

オフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく取り外しや交換が可能です。

注: ファン モジュールの取り外しは交換時にのみ行ってください。

コンポーネントの取り付けと取り外しの手順については、次のトピックを参照してください。
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• 122ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける」

• 174ページの 「EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す」

• 124ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」

• 175ページの 「EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す」

• 125ページの 「EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける」

• 177ページの 「EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す」

• 128ページの 「EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける」

• 178ページの 「EX4550 スイッチから拡張モジュールを取り外す」

• 126ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける」

• 180ページの 「EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す」

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

関連項目 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」•

• 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」

• 39ページの 「EX4550 スイッチの拡張モジュール」

• 43ページの 「EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュール」

• 56ページの 「EX4550 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ」

EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける

EX4550 スイッチの AC 電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可

能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすること

なく取り外しや交換が可能です。

スイッチに AC 電源を取り付ける前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐ方法について理解していることを確認します。 234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照してください。

電源を取り付ける場合、次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

注意:

以下の混在は行わないでください。

• 同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源
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• 同じシャーシ内の気流ラベル（AFI/AIR IN（AFI）と AFO/AIR OUT（AFO））が異な

る電源やファン モジュール

注: 各電源は、専用の電源コンセントに接続しなければなりません。

スイッチに AC 電源を取り付けるには、次の手順に従います（123ページの図40 を参照）。

1. 正しい電源があることを確認します。 電源の AFI または AFO のラベルが、取り付けたファ

ン モジュールの AIR IN（AFI）または AIR OUT（AFO）のラベルと同じである必要がありま

す。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

3. 電源スロットにカバー パネルがある場合は、片方の手でイジェクタ レバーを左に止まるま

でスライドさせ、もう片方の手でカバー パネルのハンドルを外側へ引いて取り外します。

今後の使用のために、カバー パネルは保管します。

4. 電源ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意して、電源を袋から取り出し

ます。

5. 両手を使い、スイッチのリア パネルの電源スロットに電源を合わせて挿入し、完全に所定

の位置に収まりイジェクタ レバーがはまるようにします。 シャーシに電源が完全に収まる

と、カチッという音がします。

図 40: EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 174ページの 「EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す」•

• 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• 98ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様」
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• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける

EX4550 スイッチの DC 電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可

能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすること

なく取り外しや交換が可能です。

スイッチに DC 電源を取り付ける前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐ方法について理解していることを確認します。 234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照してください。

スイッチ シャーシに電源を取り付ける場合、次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ

注意:

以下の混在は行わないでください。

• 同じシャーシ内の AC 電源と DC 電源

• 同じシャーシ内の気流ラベル（AFI/AIR IN（AFI）と AFO/AIR OUT（AFO））が異な

る電源やファン モジュール

注: 各電源は、専用の電源コンセントに接続しなければなりません。

スイッチに DC 電源を取り付けるには、次の手順に従います（125ページの図41 を参照）。

1. 正しい電源があることを確認します。 電源の AFI または AFO のラベルが、取り付けたファ

ン モジュールの AIR IN（AFI）または AIR OUT（AFO）のラベルと同じである必要がありま

す。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

3. 電源スロットにカバー パネルがある場合は、片方の手でイジェクタ レバーを左に止まるま

でスライドさせ、もう片方の手でカバー パネルのハンドルを外側へ引いて取り外します。

今後の使用のために、カバー パネルは保管します。

4. 電源ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意して、電源を袋から取り出し

ます。

5. 両手を使い、スイッチのリア パネルの電源スロットに電源を合わせて挿入し、完全に所定

の位置に収まりイジェクタ レバーがはまるようにします。 シャーシに電源が完全に収まる

と、カチッという音がします。
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図 41: EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」•

• 175ページの 「EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す」

• 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける

EX4550 スイッチの各ファン モジュールは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィー

ルド交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断した

りすることなく取り外しや交換が可能です。 EX4550 スイッチには 3 つのファン モジュール

があり、すべてシャーシのリア パネルに配置されています。

スイッチにファン モジュールを取り付ける前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐ方法について理解していることを確認します。 234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照してください。

• 適切なファン モジュールがあることを確認します。 ファン モジュールの AIR IN（AFI）ま

たは AIR OUT（AFO）のラベルが、取り付けた電源の AFI または AFO のラベルと同じである

必要があります。

スイッチ シャーシにファン モジュールを取り付ける場合、次の部品と工具が揃っていること

を確認します。

• ESD 接地ストラップ

• プラスねじ回し、2 号
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スイッチにファン モジュールを取り付けるには、次の手順に従います（126ページの図42 を参

照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

2. ファン モジュールを袋から取り出します。

3. 片方の手でファン モジュールのハンドルを持ち、もう一方の手でファン モジュールの重量

を支えます。 スイッチのリア パネルのファン モジュール スロットにファン モジュール

を配置し、全体が収まるまで挿入します。

4. ねじ回しを使用して、ファン モジュールのねじを締めます。

図 42: EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 177ページの 「EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す」•

• 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 98ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける

バーチャル シャーシ モジュールは、2 つのモジュール スロットのどちらにも取り付けが可能

です（スイッチのフロント パネルとリア パネルにぞれぞれ 1 つ）。 このトピックの手順に

従い、バーチャル シャーシ モジュールを取り付けます。

スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける前に、以下のことを行います。
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• 静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置を必ず取ってください（234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照）。

次の部品と工具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、2 号

スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付けるには、次の手順に従います

（127ページの図43 を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

2. 電源コンポーネント、ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意して、バー

チャル シャーシ モジュールを袋から取り出してください。

3. モジュール スロットにカバー パネルが付いている場合は、ねじ回しを使ってカバー パネ

ルを外し、後で使えるように保管しておきます。

4. 指を使い、バーチャル シャーシ モジュールの正面フェースプレートの拘束ねじを緩めま

す。 拘束ねじを指で緩めることができない場合は、ねじ回しを使ってください。

5. 両手を使って、空のスロットにバーチャル シャーシ モジュールを入れ、完全に収まるまで

挿入します。

注意: スイッチ シャーシのスロットにバーチャル シャーシ モジュールをスラ

イドして挿入する前に、モジュールの位置が合っていることを確認します。 不

均等に並んでいると、ピンが曲がり、モジュールが使用できなくなります。

6. 指またはねじ回しで拘束ねじを締めます。

7. スイッチに電源を接続する 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」 または

143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」 を参照してください。

バーチャル シャーシ モジュールのステータス（ST）LED が緑に変わると、モジュールは使用

可能です。

図 43: EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 180ページの 「EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける

EX4550 スイッチの 8 ポート SFP+ 拡張モジュール、8 ポート 10GBASE-T 拡張モジュール、お

よび 2 ポート QSFP+ 拡張モジュールは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィー

ルド交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断した

りすることなく取り外しや交換が可能です。

EX4550 スイッチ シャーシのフロント パネルとリア パネルのそれぞれのモジュール スロット

に 1 つずつ、最大 2 つの拡張モジュールを取り付けることができます。

注: スイッチに拡張モジュールを取り付けたり、既存の拡張モジュールを交換した

りすると、スイッチで拡張モジュールのポートが検出されます。 これらのポートに

トランシーバが取り付けられている場合、スイッチにより必要なインターフェイス

が作成されます。

スイッチに拡張モジュールを取り付ける前に、静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措

置を必ず取ってください（234ページの 「静電放電損傷の予防」 を参照）。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• ESD 接地ストラップ。 接地ストラップが使用できない場合は、次の手順 1 に記載されてい

る代わりの接地方法に従います。

• プラスねじ回し、2 号
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EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付けるには、次の手順に従います（129ページの図44、

129ページの図45、および130ページの図46 を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

接地ストラップが使用できない場合は、帯電防止袋に入れた拡張モジュールを片手に持ち、

もう一方の手でスイッチの露出した金属の部分を触って、自分自身とコンポーネントを接地

します。

2. モジュール スロットにカバー パネルが付いている場合は、ねじ回しを使ってカバー パネ

ルを外し、後で使えるように保管しておきます。

3. モジュール コンポーネント、ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意し

て、拡張モジュールを袋から取り出してください。

4. 指を使い、拡張モジュールの正面フェースプレートの拘束ねじを緩めます。 拘束ねじを指

で緩めることができない場合は、ねじ回しを使ってください。

5. 両手を使って、空のスロットに拡張モジュールを入れ、完全に収まるまでゆっくりと挿入し

ます。

注: 拡張モジュールを取り外した後で拡張モジュールを取り付けるには、少なく

とも 5 秒待ってから取り付けてください。 5 秒待たないと、拡張モジュールの

インターフェイスが起動しないことがあります。

6. 指またはねじ回しで拘束ねじを締めます。 ST LED が緑になると、拡張モジュールは使用可

能です。

129ページの図44 は、EX4550-32F スイッチのフロント パネルへの SFP+ 拡張モジュールの取り

付け方法を示しています。

図 44: EX4550-32F スイッチに SFP+ 拡張モジュールを取り付ける
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129ページの図45 は、EX4550-32T スイッチのフロント パネルへの 10GBASE-T 拡張モジュール

の取り付け方法を示しています。

図 45: EX4550-32T スイッチに 10GBASE-T 拡張モジュールを取り付ける
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130ページの図46 は、EX4550-32T スイッチのフロント パネルへの QSFP+ 拡張モジュールの取

り付け方法を示しています。

図 46: EX4550-32T スイッチに QSFP+ 拡張モジュールを取り付ける
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 178ページの 「EX4550 スイッチから拡張モジュールを取り外す」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ ケーブルを接続する

バーチャル シャーシ モジュールには 2 つの専用のバーチャル シャーシ ポート（VCP）があ

り、これを使用して EX4550 スイッチと EX4200、EX4500、または EX4550 スイッチを相互接続

してバーチャル シャーシを構成できます。 バーチャル シャーシ モジュールは、2 つのモ

ジュール スロットのどちらにも取り付けが可能です（スイッチのフロント パネルとリア パネ

ルにぞれぞれ 1 つ）。 このトピックの手順に従い、バーチャル シャーシ ケーブルをバーチャ

ル シャーシ モジュールの専用の VCP に接続します。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

注: バーチャル シャーシ ケーブルおよびバーチャル シャーシ ケーブル コネクタ

固定金具は、EX4550 スイッチの出荷時の構成には含まれていません。 これらを購

入する場合は、別途注文が必要です。
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バーチャル シャーシ ケーブルを EX4550 スイッチの専用の VCP に接続するには、次の手順に

従います（131ページの図47 を参照）。

1. 電源コンポーネント、ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意して、バー

チャル シャーシ ケーブルを袋から取り出します。

2. 両手を使って、空の VCP にバーチャル シャーシ ケーブル コネクタを合わせ、完全に収ま

るまでゆっくりと挿入します。

3. ケーブル コネクタ固定金具をスライドさせて、バーチャル シャーシ ケーブル コネクタに

はめます。

4. ねじ回しを使用して、ケーブル コネクタ固定金具のねじを締めます。

図 47: バーチャル シャーシ モジュールの専用 VCP にバーチャル シャーシ
ケーブルを接続する
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関連項目 181ページの 「EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ ケーブルを取り外す」•

• 101ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシのハードウェア構成を

理解する」

• 104ページの 「EX4200、EX4500、および EX4550 バーチャル シャーシの計画」

• 53ページの 「EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ ポート コネクタ ピン配列情報」

EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける

EX シリーズ スイッチのトランシーバは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィー

ルド交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断した

りすることなく取り外しや交換が可能です。

注: トランシーバを挿入したり、メディア タイプの構成を変更したりした後は、イ

ンターフェイスに操作コマンドが表示されるまで 6 秒間待ってください。

EX シリーズ スイッチには、ジュニパーネットワークスから購入した光トランシーバおよび光

コネクタのみを使用してください。
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注: EX3200 スイッチで、1 ギガビットのアップリンク モジュール ポートにトラン

シーバを取り付ける場合は、最後の 4 つの内蔵ポートに対応する 1 つのネットワー

ク ポートが無効になります。 たとえば、トランシーバを 1 ギガビットのアップリ

ンク モジュールのポート 2（ge-0/1/2）に取り付ける場合は、内蔵のポート 23

（ge-0/0/22）が無効になります。 無効にされたポートは show interface コマンド

の出力にリストされません。

EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける前に、レーザーの安全な取り扱いに関して

必要な予防措置を必ず取ってください（211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび

LED の安全に関するガイドラインと警告」 を参照）。

トランシーバをカバーするゴム製安全キャップが利用可能なことを確認します。

133ページの図48 は、SFP トランシーバの取り付け方法を示します。 この手順は、すべてのト

ランシーバ タイプにおいて同じです。

EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付けるには、次の手順に従います。

注意: トランシーバへの静電放電損傷（ESD）を防ぐために、トランシーバの端にあ

るコネクタ ピンは触らないでください。

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かどうかを確認します。 そうでない場

合は、ゴム製安全キャップでトランシーバを覆います。

警告: ケーブルを挿入したり取り外したりする以外は、光ファイバー トランシー

バのカバーを取ったままにしないでください。 ゴム製安全キャップは、ポート

が汚れるのを防ぎ、レーザー光線への偶発的な被爆を防ぎます。

3. トランシーバを取り付けたいポートがダスト カバーで覆われている場合は、ダスト カバー

を取り外し、後ほどカバーが必要なときのために保管します。 トランシーバをホットスワッ

プする場合は、トランシーバを取り外した後に少なくとも 10 秒待ってから新しいトラン

シーバを取り付けます。

4. 両手を使用して、空のポートにトランシーバを注意深く取り付けます。 コネクタはスイッ

チ シャーシと向かい合わせにします。

注意: トランシーバをポートにスライドさせて入れる前に、トランシーバの位置

が合っていることを確認します。 不均等に並んでいると、ピンが曲がり、トラ

ンシーバが使用できなくなります。

5. トランシーバが完全に収まるまで、ゆっくりと挿入します。 CFP トランシーバを取り付け

る場合は、トランシーバの拘束ねじを指で締めます。

6. ケーブルをコネクタに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。
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警告: 光ファイバー トランシーバの内部または光ファイバー ケーブルの端を直

接のぞかないでください。 光ファイバー トランシーバおよびトランシーバに接

続された光ファイバー ケーブルは、目を傷つける可能性があるレーザー光線を

放射します。

図 48: EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける

関連項目 • 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

• 151ページの 「EX シリーズ スイッチに光ファイバー ケーブルを接続する」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ
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第11章

スイッチの接続

• EX シリーズ スイッチにアースを接続する (135ページ)

• EX4550 スイッチに AC 電源を接続する (141ページ)

• EX4550 スイッチに DC 電源を接続する (143ページ)

• EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する (146ページ)

• EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する (148ページ)

• Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して EX4550 スイッチを管理コンソールに接続す

る (150ページ)

• EX シリーズ スイッチに光ファイバー ケーブルを接続する (151ページ)

EX シリーズ スイッチにアースを接続する

EX シリーズ スイッチが正常に動作し、安全および電磁波妨害（EMI）の要件を満たすために

は、電源を接続する前にアースに接続する必要があります。 スイッチをアースに接続するに

は、スイッチ シャーシに保護接地端子を使用してください（140ページの図50 を参照）。

警告: スイッチの取り付け場所は、アクセスが制限されます。 シャーシに別途装備

される保護接地端子は、アースにしっかり接続してシャーシを適切に接地し、作業

員を電気事故から守る必要があります。

注意: スイッチを取り付ける前に、資格を有する電気技師によって、用意された接

地ケーブルに適切な接地ラグが装着されていることを確認してください。 ラグが不

適切に装着された接地ケーブルを使用すると、スイッチを破損する可能性がありま

す。

本トピックでは、以下について説明しています。

• EX シリーズ スイッチをアースに接続するのに必要な部品と工具 (136ページ)

• スイッチにアースを接続する前に特に注意する指示 (138ページ)

• EX シリーズ スイッチにアースを接続する (140ページ)
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EX シリーズ スイッチをアースに接続するのに必要な部品と工具

136ページの表56 は、スイッチをアースに接続するのに必要な接地端子の位置、接地ケーブルの

要件、接地ラグの仕様、必要なねじとワッシャ、およびねじ回しの一覧です。 スイッチをアー

スに接続する前に、ご使用のスイッチに必要な部品と工具があることを確認してください。

表56: EX シリーズ スイッチをアースに接続するのに必要な部品と工具

追加情報

ねじ回

しねじとワッシャ接地ラグの仕様接地ケーブルの要件接地端子の位置

スイッ

チ

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシのリア

パネル

EX2200

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシのリア

パネル

EX3200

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシのリア

パネル

EX3300

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシ左側EX4200

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシ左側EX4300
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表56: EX シリーズ スイッチをアースに接続するのに必要な部品と工具 （続き）

追加情報

ねじ回

しねじとワッシャ接地ラグの仕様接地ケーブルの要件接地端子の位置

スイッ

チ

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシ左側EX4500

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の 10-32 x

.25 インチ ねじと

#10 割りワッシャ

— ユーザーが用意

• 2 個の #10 平ワッ

シャ — ユーザーが

用意

Panduit

LCC10-14BWL また

は同等品 — ユー

ザーが用意

14 AWG（2 mm²）、最低

90°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシ左側EX4550

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Panduit

LCD2-14A-Q または

同等品

— 付属

接地ケーブルは電源

フィード ケーブルと同じ

ゲージのもので、現地の

規則で定められたものを

使用

シャーシのリア

パネル（左下側）

EX6210

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Panduit

LCD2-14A-Q または

同等品

— 付属

6 AWG（13.3 mm²）、最低

60°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

シャーシ左側EX8208

138ページの 「ス

イッチにアースを

接続する前に特に

注意する指示」 を

参照してくださ

い。

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Panduit

LCD2-14A-Q または

同等品

— 付属

2 AWG（33.6 mm²）、最低

60°C 電線、または現地

の規則で定められたもの

2 個の接地端子：

• シャーシ左側

• シャーシのリ

ア パネル

EX8216

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Thomas&Betts

LCN6-14 または同

等品 — 付属

1 本の 6 AWG

（13.3 mm²）、最低

60°C 電線、または現地

規則に適合するもの

シャーシのリア

パネル

EX9204

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Thomas&Betts

LCN6-14 または同

等品 — 付属

1 本の 6 AWG

（13.3 mm²）、最低

60°C 電線、または現地

規則に適合するもの

シャーシのリア

パネル

EX9208
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表56: EX シリーズ スイッチをアースに接続するのに必要な部品と工具 （続き）

追加情報

ねじ回

しねじとワッシャ接地ラグの仕様接地ケーブルの要件接地端子の位置

スイッ

チ

プラス

ねじ回

し 2 号

• 2 個の ¼-20 x

0.5 インチ ねじと

#¼” 割りワッシャ

— 付属

• 2 個の #¼” 平

ワッシャ — 付属

Thomas&Betts

LCN6-14 または同

等品 — 付属

1 本の 6 AWG

（13.3 mm²）、最低

60°C 電線、または現地

規則に適合するもの

シャーシのリア

パネル

EX9214

スイッチにアースを接続する前に特に注意する指示

138ページの表57 は、スイッチにアースを接続する前に特に注意が必要な指示の一覧です。

表57: スイッチにアースを接続する前に特に注意する指示

特別な指示スイッチ

注: 一部の初期バージョンの EX3200 スイッチ（保護接地端子の横のラベルのジュニパーネットワークス製品番号

が 750-021xxxxxx～750-030xxxxxx）では、10-24x.25 インチ ねじが必要。

EX3200
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表57: スイッチにアースを接続する前に特に注意する指示 （続き）

特別な指示スイッチ

注: 一部の初期バージョンの EX4200 スイッチ（保護接地端子の横のラベルのジュニパーネットワークス製品番号

が 750-021xxxxxx～750-030xxxxxx）では、10-24x.25 インチ ねじが必要。

注: 4 ポスト ラックに取り付けた EX4200 スイッチの保護接地端子に背面左のブラケットからのアクセスに必要な

ラック奥行きは 27.5 インチ ～30.5 インチ （ラック正面と同一平面で取り付けた場合）、および 29.5 インチ

～32.5 インチ （2 インチ 埋め込んで取り付けた場合）。 139ページの図49 を参照してください。

図 49: 4 ポスト ラックに取り付けたスイッチに接地ラグを接続する

EX4200

注: 4 ポスト ラックに取り付けた EX4300 スイッチの保護接地端子に背面左のブラケットからのアクセスに必要な

ラック奥行きは 27.5 インチ ～30.5 インチ （ラック正面と同一平面で取り付けた場合）、および 29.5 インチ

～32.5 インチ （2 インチ 埋め込んで取り付けた場合）。

EX4300

注: ラックもしくはキャビネットの 4 つのポストにスイッチを取り付ける場合は、スイッチに接地ラグを装着す

る前にラックもしくはキャビネットにスイッチを取り付けてください。 EX4500 スイッチを 4ポスト ラックあるい

はキャビネットに取り付ける を参照してください。

注: 4 ポスト ラックに取り付けた EX4500 スイッチの保護接地端子に背面左のブラケットからのアクセスに必要な

ラック奥行きは 27.5 インチ ～30.5 インチ （ラック正面と同一平面で取り付けた場合）、および 29.5 インチ

～32.5 インチ （2 インチ 埋め込んで取り付けた場合）。

EX4500

注: 4 ポスト ラックに取り付けた EX4550 スイッチの保護接地端子に背面左のブラケットからのアクセスに必要な

ラック奥行きは 27.5 インチ ～30.5 インチ （ラック正面と同一平面で取り付けた場合）、および 29.5 インチ

～32.5 インチ （2 インチ 埋め込んで取り付けた場合）。

EX4550
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表57: スイッチにアースを接続する前に特に注意する指示 （続き）

特別な指示スイッチ

注: 2 つの保護接地端子のうちの 1 つのみを永続的にアース接続する必要があります。EX8216

EX シリーズ スイッチにアースを接続する

スイッチにアースを接続するには、次の手順に従います。

1. 接地ケーブルの一方を、スイッチが取り付けられているラックなど、適切なアースへ接続し

ます。

2. 接地ケーブルについている接地ラグを、保護接地端子上に置きます。 140ページの図50 を参

照してください。

図 50: EX シリーズ スイッチに接地ケーブルを接続する

3. 接地ラグを保護接地端子にワッシャとねじで固定します。

4. 接地ケーブルを整え、他のスイッチ コンポーネントに触れたり、アクセスの妨げにならな

いようにします。

警告: ケーブルがもつれて人がつまずくことのないようにしてください。

関連項目 EX2200 スイッチに AC 電源を接続する•

• EX2200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX3300 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3300 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4300 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4300 スイッチに DC 電源を接続する
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• EX4500 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに DC 電源を接続する

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

• EX6200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX6200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9204 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9204 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに DC 電源を接続する

• 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

EX4550 スイッチに AC 電源を接続する

EX4550 スイッチの電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可能ユ

ニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく

取り外しや交換が可能です。

EX4550 スイッチに AC 電源を接続するには、ユーザーの地域に適合した電源コードがあること

を確認してください。

EX4550 スイッチへの AC 電源の接続を開始する前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置を必ず取ってください（234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照）。

• デバイスのシャーシがアースに接続されていることを確認します。

注意: スイッチに電源を接続する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグを

ユーザーが用意した接地ケーブルに接続する必要があります。 ケーブルにラグを

適切に取り付けていないと、スイッチを損傷する場合があります（漏電の原因に

なる、など）。

安全および電磁妨害（EMI）の要件を満たし、正常な運転を保証するには、電源を

接続する前に、EX4550 スイッチをアースに接続する必要があります。 取り付け

の際に、シャーシに別の接地線が必要な場合は、スイッチ シャーシの保護接地端
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子を使用して、アースに接続します。 アースの接続方法については、135ページの

「EX シリーズ スイッチにアースを接続する」 を参照してください。 ユーザー

の地域に適合した AC 電源コードを使用して、スイッチの電源をアース接続され

た AC 電源コンセントに差し込むことで、EX4550 スイッチのアースを強化できま

す（98ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様」 を参照）。

• シャーシに電源を取り付ける EX4550 スイッチへの電源の取り付けの手順は、122ページの

「EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける」 を参照してください。

注: 各電源は、専用の電源コンセントに接続しなければなりません。

AC 電源を EX4550 スイッチへ接続するには、次の手順に従います。

1. 接地ストラップを手首に直接装着し、取り付け場所の ESD ポイントに接続します。

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。 電源を 1

つだけ取り付ける場合は、2 番目の電源スロットに空のカバー パネルが取り付けられてい

ることを確認します。

3. スイッチに付属の電源コードまたはコードを用意します。コードには、ユーザーの地域に適

合するプラグがあります。 98ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様」 を参照

してください。

警告: 電源コードが、スイッチ コンポーネントへのアクセスを遮らないところ

にある、または人がつまずくところにないことを確認します。

4. 電源コードのカプラー端を AC 電源のフェースプレートの電源コード ソケットに挿入しま

す。

5. 電源コード リテーナを押して、電源コードにかかるようにします（142ページの図51 を参

照）。

図 51: AC 電源コードを EX4550 スイッチの AC 電源に接続します。
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1—電源コード固定クリップ

6. 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 OFF（0）位置にセットしま

す。
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7. AC 電源コンセントに電源コード プラグを挿入します。

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 ON（|）位置にセットします。

9. 2 番目の AC 電源を取り付ける場合は、以上の手順を繰り返します。

10.それぞれの電源の AC と DC の LED が緑に点灯することを確認します。

故障ステータス（!）の LED が黄色に点灯する場合は、電源の電力を遮断して、電源を交換

してください（174ページの 「EX4550 スイッチからAC 電源を取り外す」 を参照）。 電源

の取り外しは、交換する電源が用意できてから行うようにしてください。適切な気流のた

め、電源と空のカバー パネルがスイッチに取り付けられている必要があります。

注意: シャーシの過熱や埃がたまるのを防ぐため、交換用の電源またはカバー

パネルを空の電源スロットに取り付けておくことをお勧めします。

関連項目 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」•

• 31ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源 LED」

EX4550 スイッチに DC 電源を接続する

EX4550 スイッチの電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可能ユ

ニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく

取り外しや交換が可能です。

EX4550 スイッチに DC 電源を接続する前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置を必ず取ってください（234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照）。

• スイッチ シャーシがアースに接続されていることを確認します。

注意: デバイスに電源を接続する前に、資格を持つ電気技師がケーブル ラグを

ユーザーが用意した接地ケーブルと電源ケーブルに接続する必要があります。

ケーブルにラグを適切に装着していないと、機器を損傷する場合があります（短

絡の原因になる、など）。

安全および電磁妨害（EMI）の要件を満たし、正常な運転を保証するには、電源を

接続する前に、シャーシをアースに接続する必要があります。 取り付けの際に、

シャーシに別の接地線が必要な場合は、スイッチ シャーシの保護接地端子を使用

して、アースに接続します。 アースの接続方法については、135ページの 「EX シ

リーズ スイッチにアースを接続する」 を参照してください。

• シャーシに電源を取り付ける EX4550 スイッチへの DC 電源の取り付け手順については、124

ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」 を参照してください。
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次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• リング型端子（Molex 190700069 または同等物）付き DC 電源ケーブル（14–16 AWG）（ユー

ザーが用意）

• プラスねじ回し、2 番（ユーザーが用意）

• マルチメータ（ユーザーが用意）

EX4550 スイッチへ DC 電源を接続するには、次の手順に従います。

1. 接地ストラップを手首に直接装着し、取り付け場所の ESD ポイントに接続します。

2. 電源に接続する前に、DC 電源ケーブルのラベルが正しいことを確認します。 典型的な電源

配分スキームでは、リターンはバッテリー プラントでシャーシの接地に接続されますが、

マルチメータを使用すると、シャーシ接地に対する –48V および RTN DC ケーブルの抵抗を

確認することができます。

• シャーシ接地に対して非常に小さい抵抗のケーブル（クローズ回路であることを示す）は

プラス（+）で、V+（return）DC 電源入力端子に取り付けます。

• シャーシ接地に対して非常に大きな抵抗があるケーブル（オープン回路であることを示

す）はマイナス（–）で、V–（入力）DC 電源入力端子に取り付けます。

注意: 電源接続が適切な極性を維持していることを確認してください。 極性を

示すため、電源ケーブルに（+）および（–）のラベルが付いている場合がありま

す。 DC 電源ケーブルには標準の色分けはありません。 取り付け場所の外部 DC

電源で使用されている色分けによって、各電源の DC 電源入力端子に付いている

電源ケーブルのリードの色分けを判断します。

3. DC 電源ケーブルのリード間電圧が 0 V であり、DC 電源を接続している間にケーブル リー

ドがアクティブにならないように、入力回路ブレーカーを開いておきます。

注: 243ページの 「DC 電源配線順序に関する警告」 と 239ページの 「DC 電源

の電気安全ガイドライン」 では、V+ 端子は +RTN、V– 端子は –48 V と呼ばれ

ます。

4. 電源がシャーシに完全に挿入されていることを確認します。

5. 端子ブロック カバーを外します。 端子ブロック カバーは、端子ブロック上にはまる透明

なプラスチックのカバーです。

6. ねじ回しを使用して、端子のねじを外します。 ねじを保管しておきます。

警告: 電源ケーブルが邪魔になってスイッチ コンポーネントに届かなかったり、

人がケーブルにつまずいたりしないようにしてください。

7. 電源をそれぞれ電源に接続します。 電源に電源ケーブルを固定します。それには、端子の

ねじを使用して、ケーブルに付けられたリング型端子を適切な端子にねじで留めます

（145ページの図52 および146ページの図53 を参照）。
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注: DC 電源には、V+、V+、V–、V– のラベルが付いた 4 つの入力端子がありま

す。これを、DC 電源ケーブル（プラス（+）とマイナス（–）のラベル）に接続

します。 V+ 端子は内部で分岐し、V- も同じく分岐して、並列電流経路を構成

しています。 同じ極性の入力端子を同じ電源と接続することで、高電力シャー

シの電流経路を強化することができます。 各電源は、1 つの電源にのみ接続し

なければなりません。

a. プラス（+）の DC 電源ケーブルのリング型端子を DC 電源の V+ 端子に固定します。

b. マイナス（–）の DC 電源ケーブルのリング型端子を DC 電源の V– 端子に固定します。

c. ねじ回しを使用して、電源端子のねじが止まるまで締めます。 締めすぎないように注意

してください。ねじのトルクは、5 インチ-ポンド（0.56 Nm）～6 インチ-ポンド

（0.68 Nm）にしてください。

図 52: EX4550 スイッチの DC 電源フェースプレート
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5—1— ESD 接地ポイントV+ 入力端子

6—2— 故障 LEDV– 入力端子

7—3— 出力 LEDターミナル ブロック

8—4— 入力 LEDイジェクタ レバー
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図 53: DC 電源の端子にリング型端子を固定する
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8. 端子ブロック カバーを元に戻します。

9. 入力回路ブレーカーを閉じます。

注: 電源に電力が供給されると、デバイスの電源がオンになります。 デバイス

に電源スイッチはありません。

10.電源の IN と OUT の LED が緑に点灯し続けることを確認します。

関連項目 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」•

• 34ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源 LED」

EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズのさまざまな機器に適用されます（スイッチおよ

び XRE200 外部ルーティング エンジンを含む）。

これらの機器は、専用の管理コンソールを使用して監視および管理を行うことができます。 そ

れぞれの機器には、アウトオブバンド管理用の RJ-45 コネクタ付きの管理ポートがあります。

管理ポートを使用して、EX シリーズ スイッチまたは外部ルーティング エンジンを管理デバイ

スに接続します。

RJ-45 コネクタ付きイーサネット ケーブルが利用可能であることを確認します。 本デバイス

には、このケーブルが 1 本付属しています。 146ページの図54 は、機器に付属するイーサネッ

ト ケーブルの RJ-45 コネクタを示しています。

図 54: イーサネット ケーブル コネクタ

機器をアウトオブバンド管理用ネットワークに接続するには、次の手順に従います

（147ページの図55 を参照）。

1. イーサネット ケーブルの一方の端を機器の管理ポート（MGMT または ETHERNET のラベル）

に接続します。
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各種機器の MGMT または ETHERNET ポートの位置については、以下を確認します。

• EX2200 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してください。

• EX3200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX3300 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX4200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX4300 スイッチハードウェアの概要 を参照してください。

• EX4500 スイッチのフロント パネル を参照してください。

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」 を参照してください。

• EX6200 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8208 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8216 スイッチのルーティング エンジン（RE）モジュール を参照してください。

• XRE200 外部ルーティング エンジンのフロント パネル を参照してください。

2. イーサネット ケーブルのもう一方の端を、管理デバイスに差し込みます。

図 55: EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続す
る

関連項目 148ページの 「EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する」•

• EX2200 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX3200 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX3300 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX4200 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX4300 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX4500 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報
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• 49ページの 「EX4550 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報」

• EX6200 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX8200 スイッチの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• XRE200 外部ルーティング エンジンの管理ポート コネクタ ピン配列情報

• EX6200 スイッチを管理デバイスに接続するケーブル

• EX8200 スイッチを管理デバイスに接続するケーブル

EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズのさまざまな機器に適用されます（スイッチおよ

び XRE200 外部ルーティング エンジンを含む）。

これらの機器は、専用コンソールを使用して構成と管理を行うことができます。 すべての機器

には、RJ-45 コネクタ付きのコンソール ポートがあります。 コンソール ポートを使用して、

機器を管理コンソールまたはコンソール サーバーに接続します。 コンソール ポートには RJ-45

コネクタ付きケーブルを使用できます。

RJ-45 コネクタ付きイーサネット ケーブルが利用可能であることを確認します。 RJ-45 ケー

ブルと RJ-45 to DB-9 シリアル ポート アダプタは、機器に付属しています。

148ページの図56 は、機器に付属するイーサネット ケーブルの RJ-45 コネクタを示していま

す。

図 56: イーサネット ケーブル コネクタ

注: お使いのラップトップまたは PC に DB-9 オス コネクタ ピンがない場合、ラッ

プトップまたは PC を機器に直接接続するには、機器に付属の RJ-45 to DB-9 メス

アダプタと USB to DB-9 オス アダプタを併せて使用してください。 USB to DB-9

オス アダプタはユーザーが用意する必要があります。

機器を管理コンソールに接続するには、次の手順に従います（149ページの図57 および

149ページの図58 を参照）。

1. イーサネット ケーブルの一方の端をデバイスのコンソール ポート（CON、CONSOLE、または

CON1 のラベル付き）に接続します。

各種機器の CON/CONSOLE ポートの位置は以下のとおりです。

• EX2200 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してください。

• EX3200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX3300 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX4200 スイッチのリア パネル を参照してください。
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• EX4500 スイッチのフロント パネル を参照してください。

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」 を参照してください。

• EX6200 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8208 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8216 スイッチのルーティング エンジン（RE）モジュール を参照してください。

• XRE200 外部ルーティング エンジンのフロント パネル を参照してください。

2. イーサネット ケーブルのもう一方の端をコンソール サーバー（149ページの図57 を参照）

または管理コンソール（149ページの図58 を参照）に接続します。

管理コンソールから機器を構成するには、163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成

（CLI 手順）」 または166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」 を

参照してください。

注: EX2200-24T-4G-DC スイッチは、J-Web インターフェイスによるスイッチの接続

と構成をサポートしていません。

図 57: EX シリーズ スイッチをコンソール サーバーから管理コンソールに接続
する

図 58: EX シリーズ スイッチを管理コンソールに直接接続する

関連項目 コンソール ポート タイプの構成（CLI 手順）•

• 146ページの 「EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する」

• 47ページの 「EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報」

• EX6200 スイッチを管理デバイスに接続するケーブル

• EX8200 スイッチを管理デバイスに接続するケーブル
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Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して EX4550 スイッチを管理コンソールに接続する

EX4550 スイッチは、RJ-45 コンソール ポートまたは Mini-USB Type-B コンソール ポートを

使用して、構成と管理を行うことができます。 ただし、コンソールの入力がアクティブになる

のは、一度に 1 つのポートだけです（つまり、一度に 1 つのポートだけアクティブに設定さ

れます）。

デフォルトでは、RJ-45 ポートがアクティブ コンソール ポートに設定され、Mini-USB Type-B

ポートはパッシブ コンソール ポートとなります。 コンソール ポート タイプの構成方法につ

いては、コンソール ポート タイプの構成（CLI 手順） を参照してください。

ラップトップまたは PC に DB-9 オス コネクタ ピンまたは RJ-45 コネクタ ピンがない場合

は、片方に標準の Standard-A USB コネクタ、もう片方に Mini-USB Type-B（5 ピン）コネク

タのケーブルを使用して、ラップトップまたは PC から EX4550 スイッチに直接接続できます。

このセクションでは、Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して、EX4550 スイッチを管

理コンソールに使用する手順を説明します。

RJ-45 コンソール ポートを使用した EX4550 スイッチの構成と管理については、148ページの

「EX シリーズ スイッチを管理コンソールに接続する」 を参照してください。

Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して EX4550 スイッチを接続する前に、以下のこと

を行います。

• USB to Serial ドライバがホスト マシンにインストールされていることを確認します。 ド

ライバは、https://webdownload.juniper.net/swdl/dl/secure/site/1/record/5029.html からダ

ウンロードできます。

• コンソール サーバーまたはラップトップのハイパー ターミナル プロパティが、次のとおり

に設定されていることを確認します。

• ボー レート — 9600

• フロー制御 — なし

• データ — 8

• パリティ — なし

• ストップ ビット — 1

• DCD 状態 — 無視

次の部品と工具が揃っていることを確認します。
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• Mini-USB ケーブル（Standard-A および Mini-USB Type- B（5 ピン）コネクタ付き。ユー

ザーが用意）

Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用してスイッチをコンソールに接続するには、次の手

順に従います。

1. Mini-USB ケーブルの Standard-A コネクタをホスト マシン（PC またはラップトップ）に

接続します。

2. Mini-USB ケーブルの Mini-USB Type-B（5 ピン）コネクタをスイッチの Mini-USB Type-B

コンソール ポート（CON のラベル）に接続します。

3. コマンド port-type を使用して、Mini-USB Type-B コンソール ポートをアクティブ コン

ソール ポートに設定します。

コンソール ポート タイプの構成方法については、コンソール ポート タイプの構成（CLI

手順） を参照してください。

4. スイッチを再起動します。

接続が確立されると、Mini-USB Type-B がアクティブ コンソール ポートになります。 Mini-USB

Type-B コンソール ポートに接続されたホスト マシンにログ メッセージが表示され、ここか

らスイッチの機能を制御できます。

関連項目 コンソール ポート タイプの構成（CLI 手順）•

• 146ページの 「EX シリーズ スイッチをアウトオブバンド管理用ネットワークに接続する」

• 47ページの 「EX シリーズ スイッチのコンソール ポート コネクタ ピン配列情報」

EX シリーズ スイッチに光ファイバー ケーブルを接続する

EX シリーズ スイッチには、フィールド交換可能ユニット（FRU）光学トランシーバがあり、光

ファイバー ケーブルに接続することができます。

EX シリーズ スイッチに取り付けた光学トランシーバへの光ファイバー ケーブルの接続を開始

する前に、レーザーの安全な取り扱いに関しての必要な予防措置を必ず取ってください（211ペー

ジの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED 安全ガイドラインと注意」 を参照）。

EX シリーズ スイッチに取り付けた光学トランシーバへファイバー光学ケーブルを接続するに

は、次の手順に従います。

警告: 光ファイバー トランシーバの内部または光ファイバー ケーブルの端を直接

のぞかないでください。 光ファイバー トランシーバおよびトランシーバに接続さ

れた光ファイバー ケーブルは、目を傷つける可能性があるレーザー光線を放射しま

す。

1. 光ファイバー ケーブル コネクタが、ゴム製安全キャップで覆われている場合は、キャップ

を取り外します。 キャップは保管してください。

2. 光学トランシーバからゴム製安全キャップを取り外します。 キャップは保管してください。

3. ケーブル コネクタを光学トランシーバに挿入します（152ページの図59 を参照）。
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図 59: EX シリーズ スイッチにインストールされた光学トランシーバに光ファ
イバー ケーブルを接続する

4. ケーブルがそれ自体の重量を支えないように、ケーブルを固定します。 ケーブルの余分な

部分は、しっかりループ状にまとめます。 ケーブルのループの形が崩れないように、ファ

スナで固定します。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバー ケーブルを曲げないでください。 直

径で数インチより小さな弧にするとケーブルを傷つけ、診断が難しい問題の原因

となる場合があります。

光ファイバー ケーブルをコネクタから垂れ下がったままの状態にしないでくだ

さい。 ケーブルの固定されたループを垂れ下がったままの状態にしないでくだ

さい。固定ポイントでケーブルに圧力がかかります。

関連項目 • 182ページの 「EX シリーズ スイッチから光ファイバー ケーブルを取り外す」

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 189ページの 「EX シリーズ スイッチの光ファイバー ケーブルを保守する」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ
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第12章

初期設定

• EX4550 デフォルト構成 (153ページ)

• EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順） (163ページ)

• EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順） (166ページ)

EX4550 デフォルト構成

各 EX シリーズ スイッチは、各構成パラメータの値を含む工場出荷時デフォルト構成がプログ

ラムされた状態で出荷されます。 デフォルト構成ファイルは syslog や commit などのシステ

ム パラメータの値を設定し、すべてのインターフェイス上でイーサネット スイッチングを構

成して、IGMP スヌーピングを有効化し、LLDP および RSTP プロトコルを有効化します。

EX4550-32F スイッチのデフォルト構成ファイルは次のとおりです。 EX4550-32T スイッチのデ

フォルト構成ファイルには、ge-0/0/0 から ge-0/0/31 までのインターフェイスは含まれませ

ん。

注: ge-0/0/0 から ge-0/0/31、および xe-0/0/0 から xe-0/0/31 までのインター

フェイスは、ネットワーク ポート インターフェイスです。 ge-0/1/0 から

ge-0/1/7、xe-0/1/0 から xe-0/1/7、ge-0/2/0 から ge-0/2/7、xe-0/2/0 から

xe-0/2/7 までのインターフェイスは、拡張モジュール ポート インターフェイスで

す。 et-0/1/0、et-0/1/1、et-0/2/0、et-0/2/1 の各インターフェイスは、QSFP+

拡張モジュール ポート インターフェイスです。

構成の変更を行うと、アクティブ構成となる新しい構成ファイルが作成されます。 工場出荷時

のデフォルト構成への復元は、いつでも行うことができます。EX シリーズ スイッチで工場出

荷時のデフォルト構成を復元する を参照してください。

system {

syslog {

user * {

any emergency;

}

file messages {

any notice;

authorization info;

}

file interactive-commands {

interactive-commands any;
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}

}

commit {

factory-settings {

reset-chassis-lcd-menu;

reset-virtual-chassis-configuration;

}

}

}

interfaces {

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/4 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/4 {
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unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/5 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/5 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/8 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/8 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/9 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/9 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/10 {

unit 0 {
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family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/10 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/11 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/11 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/12 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/12 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/13 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/13 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/14 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/14 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/15 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/15 {

unit 0 {

family ethernet-switching;
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}

}

ge-0/0/16 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/16 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/17 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/17 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/18 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/18 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/19 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/19 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/20 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/20 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/21 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}
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}

xe-0/0/21 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/22 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/22 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/23 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/23 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/24 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/24 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/25 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/25 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/26 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/26 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}
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ge-0/0/27 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/27 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/28 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/28 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/29 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/29 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/30 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/30 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/0/31 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/0/31 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

et-0/1/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/0 {
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unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

et-0/1/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/4 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/4 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/5 {

unit 0 {
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family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/5 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/1/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/1/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

et-0/2/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

et-0/2/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/1 {

unit 0 {

family ethernet-switching;
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}

}

ge-0/2/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/2 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/3 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/4 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/4 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/5 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/5 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

xe-0/2/6 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-0/2/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}
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}

xe-0/2/7 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

}

protocols {

igmp-snooping {

vlan all;

}

rstp;

lldp {

interface all;

}

lldp-med {

interface all;

}

}

ethernet-switching-options {

storm-control {

interface all;

}

}

関連項目 EX シリーズ スイッチで工場出荷時のデフォルト構成を復元する•

• 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」

• EX シリーズ スイッチの構成ファイルについて理解する

• EX シリーズ スイッチ インターフェイスの概要

EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）

EX シリーズ スイッチを接続して構成するには、コンソールからコマンドライン インターフェ

イス（CLI）を使用する方法と、J-Web インターフェイスを使用する 2 つの方法があります。

注: EX2200-24T-4G-DC スイッチは、J-Web インターフェイスによるスイッチの接続

と構成をサポートしていません。

このトピックでは、CLI 手順について説明します。

注: ezsetup スクリプトを実行すると、スイッチはアクティブ構成として出荷時のデ

フォルト設定になっていなければなりません。 スイッチを構成しており、ezsetup

を実行する場合は、この出荷時のデフォルト設定に戻してください。 EX シリーズ

スイッチで工場出荷時のデフォルト構成を復元する を参照してください。

CLI を使用して、コンソール サーバーまたは PC の次のパラメータ値を設定します。
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• ボー レート — 9600

• フロー制御 — なし

• データ — 8

• パリティ — なし

• ストップ ビット — 1

• DCD 状態 — 無視

コンソールから CLI を使用してスイッチを接続および構成するには、次のようにします。

1. RJ-45 to DB-9 のシリアル ポート アダプタを使用して、コンソール ポートを PC または

ノート PCに接続します。 RJ-45 ケーブルおよび RJ-45 to DB-9 のシリアル ポート アダ

プタはスイッチに付属しています。

そのほかの EX シリーズ スイッチのコンソール ポートの位置は以下のとおりです。

• EX2200 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してください。

• EX3200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX3300 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX4200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• EX4300 スイッチハードウェアの概要 を参照してください。

• EX4500 スイッチのフロント パネル を参照してください。

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」 を参照してください。

• EX6200 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8208 スイッチのスイッチ ファブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュー

ル を参照してください。

• EX8216 スイッチのルーティング エンジン（RE）モジュール を参照してください。

注: EX2200-C、EX4300、および EX4550 スイッチでは、Mini-USB Type-B コン

ソール ポートを使用して PC またはノート PC に接続することも可能です。

• EX2200-C スイッチについては、Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用し

て EX2200 スイッチと管理コンソールを接続する を参照してください。

• EX4300 スイッチについては、Mini-USB Type-B コンソール ポートを使用して

EX4300 スイッチと管理コンソールを接続する を参照してください。

• EX4550 スイッチについては、150ページの 「Mini-USB Type-B コンソール ポー

トを使用して EX4550 スイッチと管理コンソールを接続する」 を参照してく

ださい。

2. Junos OS シェル プロンプトの root% で ezsetupezsetup と入力します。

3. ホスト名を入力します。 これはオプションです。

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.164

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド



4. このデバイスに使用するルート パスワードを入力します。 ルート パスワードの再入力を

求めるプロンプトが表示されます。

5. 「yesと入力して、Telnet や SSH などのサービスを有効にします。 デフォルトでは、Telnet

ではなく、SSH が有効です。

注: Telnet が有効になっていると、ルート証明書を使用して Telnet から EX

シリーズ スイッチにログインできなくなります。 ルート ログインは SSH アク

セスのみで実行できます。

6. [Management Options] ページを使用して、管理シナリオを選択します。

注: EX4500、EX6200 および EX8200 スイッチでは、アウトオブバンド管理オプ

ションのみが利用可能です。

• インバンド管理の構成。 インバンド管理を行う場合は、ネットワーク インターフェイス

またはアップリンク（拡張モジュール）インターフェイスを管理インターフェイスとして

構成し、これを管理デバイスに接続します。

この場合、次の 2 とおりの方法があります。

• デフォルト VLAN を使用します。

• 新規 VLAN の作成 — この場合は、VLAN 名、VLAN ID、管理 IP アドレスおよびデフォ

ルト ゲートウェイを指定するようにプロンプトが表示されます。 選択するポートは、

この VLAN の一部でなければなりません。

• アウトオブバンド管理の構成。 アウトオブバンド管理の場合は、専用の管理チャネル

（MGMT ポート）を使用して、管理デバイスに接続します。 管理インターフェイスの IP

アドレスとゲートウェイを指定します。 この IP アドレスを使用してスイッチに接続し

ます。

7. SNMP 読み取りコミュニティ、場所、および連絡先を指定し、SNMP パラメータを構成できま

す。 これらのパラメータはオプションです。

8. システムの日付および時間を指定します。 リストからタイムゾーンを選択します。 これら

のオプションは任意です。

9. 構成されたパラメータが表示されます。 「yesと入力して、構成を確定します。 構成はス

イッチのアクティブな構成として確定されます。

10.（EX4500 スイッチの場合のみ）request chassis pic-mode intraconnect 操作モード コ

マンドを入力して、PIC モードをイントラコネクトに設定します。

これで CLI または J-Web インターフェイスを使ってログインし、スイッチの構成を続けるこ

とができます。 J-Web インターフェイスを使用してスイッチの構成を続けると、Web セッショ

ンは新しい管理 IP アドレスにリダイレクトされます。 接続できなかった場合、J-Web イン

ターフェイスで J-Web セッションを開始する手順が表示されます。

関連項目 166ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）」•

• EX2200 スイッチの取り付けと接続

165Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第12章: 初期設定



• EX3200 スイッチの取り付けと接続

• EX3300 スイッチの取り付けと接続

• EX4200 スイッチの取り付けと接続

• EX4300 スイッチの取り付けと接続

• 109ページの 「EX4550 スイッチの取り付けと接続」

• EX4500 スイッチの取り付けと接続

• EX6210 スイッチの取り付けと接続

• EX8208 スイッチの取り付けと接続

• EX8216 スイッチの取り付けと接続

EX シリーズ スイッチの接続と構成（J-Web 手順）

EX シリーズ スイッチを接続して構成するには、コンソールからコマンドライン インターフェ

イス（CLI）を使用する方法と、J-Web インターフェイスを使用する 2 つの方法があります。

注: EX2200-24T-4G-DC スイッチは、J-Web の手順によるスイッチの接続と構成をサ

ポートしていません。

このトピックでは、J-Web の手順について説明します。

注: 構成を始める前に、PC が IP アドレスを動的に取得できるように、スイッチに

接続する管理 PC の DHCP クライアントを有効にします。

注: 以下の手順を読んでから、構成を始めてください。 EZSetup を使用して、10

分以内に初期設定を完了する必要があります。 10 分後にスイッチは EZSetup を終

了し、出荷時デフォルトの構成に戻ります。また、PC はスイッチへの接続を失いま

す。

• EX2200 および EX2200-C スイッチ — スイッチが初期設定モードのとき、フロン

ト パネルにあるネットワーク ポートの LED が点滅します。

• EX3200、EX3300、EX4200、EX4300、EX4500、EX4550、EX6200、または EX8200 ス

イッチ — スイッチが初期設定モードのとき、LCD パネルにカウントダウン タイ

マーが表示されます。
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J-Web インターフェイスを使用してスイッチを接続および構成するには、次の手順に従います。

1. スイッチを初期設定モードに変更します。

• EX2200 および EX2200-C スイッチ — フロント パネルの右下隅にあるモード ボタンを

10 秒間押します。

• EX3200、EX3300、EX4200、EX4300、EX4500、EX4550、EX6200、または EX8200 スイッチ —

LCD パネルの右にある [Menu] ボタンと [Enter] ボタンを使用します（167ページの図60

を参照）。

図 60: EX3200、EX4200、EX4300、EX4500、EX4550、または EX8200 スイッチの
LCD パネル

1. 「MAINTENANCE MENU」と表示されるまで [Menu] を押します。 [Enter] ボタンを押しま

す。

2. 「ENTER EZSetup」と表示されるまで [Menu] を押します。 [Enter] を押します。

EZSetup がメニューにオプションとして表示されない場合、「Factory Default」を選

択して、工場出荷時のデフォルト構成にスイッチを戻してください。 EZSetup がスタ

ンドアロン スイッチのメニューに表示されるのは、スイッチが工場出荷時のデフォル

ト構成に設定されているときだけです。

3. [Enter] を押して、セットアップを確認し、EZSetup へ進みます。

2. PCのイーサネット ポートからイーサネット ケーブルをスイッチへ接続します。

• EX2200、EX3200 または EX4200 スイッチ — ケーブルをスイッチのフロント パネルのポー

ト 0（ge-0/0/0）に接続します。

• EX3300、EX4500、または EX4550 スイッチ — ケーブルをスイッチのフロント パネルにあ

る MGMT のラベルのポートに接続します。

• EX4300 スイッチ — ケーブルをスイッチのリア パネルにある MGMT のラベルのポートに

接続します。

• EX6200 スイッチ — ケーブルを EX6210 スイッチのスロット 4 または 5 のスイッチ ファ

ブリックおよびルーティング エンジン（SRE）モジュールの MGMT のラベルのいずれか

のポートに接続します。

• EX8200 スイッチ — ケーブルを EX8208 スイッチの SRE0 スロット内にあるスイッチ ファ

ブリック ルーティング エンジン（SRE）モジュール、または EX8216 スイッチの RE0 ス

ロット内にあるルーティング エンジン（RE）モジュールにある MGMT のラベルのポート

に接続します。

これらのポートは、デフォルト IP アドレス 192.168.1.1で DHCP サーバーとして構成され

ています。 スイッチは、管理 PC に IP アドレスを割り当てることができます。IP アドレ

スの範囲は 192.168.1.2～192.168.1.253 です。
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3. PC から Web ブラウザを開き、アドレス フィールドに

http://192.168.1.1http://192.168.1.1 と入力して Enter キーを押します。

4. J-Web ログイン ページで、ユーザー名に「root」と入力し、パスワード欄は空欄のままに

して [Login] をクリックします。

5. [Introduction] ページで [Next] をクリックします。

6. 基本設定ページで、ホスト名、ルート パスワード、日付と時間設定を更新します。

• ホスト名を入力します。 これはオプションです。

• パスワードを入力し、再度パスワードを入力します。

• タイム ゾーンを指定します。

• 管理 PC とスイッチの日付と時間設定を同期させるか、または適切なオプション ボタン

を選択し手動で設定します。 これはオプションです。

[Next] をクリックします。

7. [Management Options] ページを使用して、管理シナリオを選択します。

注: EX4500、EX6210、および EX8200 スイッチでは、アウトオブバンド管理オプ

ションのみが利用可能です。

• In-band Management—Use VLAN 'default' for management（インバンド管理 － 管理用のデフォ

ルト VLAN を使用）

デフォルトの VLAN のメンバーとして全データ インターフェイスを構成する場合は、こ

のオプションを選択します。 [Next] をクリックします。 デフォルト VLAN の管理 IP

アドレスとデフォルト ゲートウェイを指定します。

• In-band Management—Create new VLAN for management（インバンド管理 － 管理用の新規 VLAN

を作成）

管理 VLAN を作成する場合は、このオプションを選択します。 [Next] をクリックしま

す。 新規 VLAN の VLAN 名、VLAN ID、メンバー インターフェイス、管理 IP アドレス

およびデフォルト ゲートウェイを指定します。

• Out-of-band Management—Configure management port（アウトオブバンド管理 － 管理ポート

を構成）

管理インターフェイスのみを構成する場合は、このオプションを選択します。 [Next] を

クリックします。 管理インターフェイスの IP アドレスとデフォルト ゲートウェイを指

定します。

8. [Next] をクリックします。

9. [Manage Access] ページで、Telnet、SSH、および SNMP サービスを有効にするオプション

を選択できます。 SNMP については、読み取りコミュニティ、場所、および連絡先を構成で

きます。

10. [Next] をクリックします。 サマリ画面で構成された設定が表示されます。

11. [Finish] をクリックします。 構成が、アクティブなスイッチ構成としてコミットされます。
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注: 構成がコミットされた後、PC とスイッチとの間の接続が失われる場合があ

ります。 接続を更新するには、IP アドレスをリリースして更新します。それに

は、管理 PC で適切なコマンドを実行するか、イーサネット ケーブルを取り外

してから再び差し込みます。

12.（EX4500 スイッチの場合のみ）CLI で request chassis pic-mode intraconnect 操作モー

ド コマンドを入力して、PIC モードをイントラコネクトに設定します。

これで CLI または J-Web インターフェイスを使ってログインし、スイッチの構成を続けるこ

とができます。

J-Web インターフェイスを使用してスイッチの構成を続けると、Web セッションは新しい管理

IP アドレスにリダイレクトされます。 接続できなかった場合、J-Web インターフェイスで

J-Web セッションを開始する手順が表示されます。

関連項目 • 163ページの 「EX シリーズ スイッチの接続と構成（CLI 手順）」

• EX2200 スイッチの取り付けと接続

• EX3200 スイッチの取り付けと接続

• EX3300 スイッチの取り付けと接続

• EX4200 スイッチの取り付けと接続

• EX4500 スイッチの取り付けと接続

• 109ページの 「EX4550 スイッチの取り付けと接続」

• EX6210 スイッチの取り付けと接続

• EX8208 スイッチの取り付けと接続

• EX8216 スイッチの取り付けと接続
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第4部

スイッチ コンポーネントの取り外し

• スイッチ コンポーネントの取り外し (173ページ)
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第13章

スイッチ コンポーネントの取り外し

• EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し (173ページ)

• EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す (174ページ)

• EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す (175ページ)

• EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す (177ページ)

• EX4550 スイッチから拡張モジュールを取り外す (178ページ)

• EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す (180ページ)

• EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ ケーブルを取り外す (181ページ)

• EX シリーズ スイッチから光ファイバー ケーブルを取り外す (182ページ)

• EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す (183ページ)

EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し

EX4550 スイッチのシャーシは剛性金属板の構造で、ハードウェア コンポーネントを収容して

います。 EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット（FRU）は以下のとおりです。

• 電源

• ファン モジュール

• 拡張モジュール

• バーチャル シャーシ モジュール

• SFP トランシーバ

• SFP+ トランシーバ

• QSFP+ トランシーバ

電源（AC または DC）、ファン モジュール、拡張モジュール、バーチャル シャーシ モジュー

ルおよびトランシーバは、ホットリムーブやホットインサートが可能です。スイッチの電源を

オフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく取り外しや交換が可能です。

注: ファン モジュールの取り外しは交換時にのみ行ってください。

コンポーネントの取り付けと取り外しの手順については、次のトピックを参照してください。
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• 122ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける」

• 174ページの 「EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す」

• 124ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」

• 175ページの 「EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す」

• 125ページの 「EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける」

• 177ページの 「EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す」

• 128ページの 「EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける」

• 178ページの 「EX4550 スイッチから拡張モジュールを取り外す」

• 126ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける」

• 180ページの 「EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す」

• 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

関連項目 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」•

• 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」

• 39ページの 「EX4550 スイッチの拡張モジュール」

• 43ページの 「EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュール」

• 56ページの 「EX4550 スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ」

EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す

EX4550 スイッチの電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可能ユ

ニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく

取り外しや交換が可能です。

EX4550 スイッチから電源を取り外す前に、静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置

を必ず取ってください（234ページの 「静電放電損傷の予防」を参照）。

EX4550 スイッチから電源を取り外すには、次の部品と工具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

• 電源スロットへの交換電源またはカバー パネル

注意: シャーシの過熱や埃がたまるのを防ぐため、交換用の電源またはカバー パネ

ルを空の電源スロットに取り付けておくことをお勧めします。
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EX4550 スイッチから電源を取り外すには、次の手順に従います（175ページの図61 を参照）。

1. 帯電防止袋または静電気防止マットを安定した平坦な表面に置きます。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

3. 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 OFF（0）位置にセットしま

す。

4. 電源コンセントに接続された電源コードのオス側をゆっくりと抜きます。

5. 電源コード リテーナを外し、電源フェースプレートに接続された電源コードのメス側をゆっ

くりと抜いて、電源フェースプレートから電源コードを外します。

6. イジェクタ レバーを左にスライドさせて、電源の固定を解除します。

7. 電源のハンドルを握り、シャーシから約半分出るまで電源をしっかりと引きます。

8. 一方の手を電源の下に置いて支え、シャーシから完全に引き出します。 電源コンポーネン

ト、ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないように注意してください。

9. 電源を帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた静電防止マットの上に置きま

す。

10.電源を交換しない場合は、スロットにカバー パネルを入れてください。

図 61: EX4550 スイッチから AC 電源を取り外す
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関連項目 122ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を取り付ける」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

• 29ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源」

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 98ページの 「EX4550 スイッチの AC 電源コード仕様」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す

EX4550 スイッチの電源は、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可能ユ

ニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく

取り外しや交換が可能です。

スイッチから電源を取り外す前に、以下のことを行います。
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• 静電放電損傷（ESD）を防ぐ方法について理解していることを確認します。 234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照してください。

スイッチ シャーシから電源を取り外す場合、次の部品と工具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、2 号

• 帯電防止袋または静電防止マット

• 電源スロットへの交換電源またはカバー パネル

注意: シャーシの過熱や埃がたまるのを防ぐため、交換用の電源またはカバー パネ

ルを空の電源スロットに取り付けておくことをお勧めします。

スイッチから電源を取り外すには、次の手順に従います（176ページの図62 を参照）。

1. 帯電防止袋または静電気防止マットを安定した平坦な表面に置きます。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

3. DC 電源ケーブル リード全体の電圧が 0 V で、取り外し作業中にケーブルがアクティブに

なる可能性がないことを確認します。

4. 入力端子のプラスチック カバーを左右どちらかにスライドさせて取り外します。

5. ねじ回しを使い、固定ねじを左に回して緩めます。

6. 入力 DC 端子からケーブル ラグを外します。

7. イジェクタ レバーを左にスライドさせて、電源の固定を解除します。

8. 電源のハンドルを握り、シャーシから約半分出るまで電源をしっかりと引きます。

9. 電源の下に片手を置いてサポートし、電源ピン、リード、またはハンダ接続部に触れないよ

うに注意してください。 もう一方の手で電源のハンドルを握り、シャーシから電源を完全

に引き出してください。

10.電源を帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた静電防止マットの上に置きま

す。

11.電源を交換しない場合は、スロットにカバー パネルを入れてください。

図 62: EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す
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関連項目 124ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を取り付ける」•

• 32ページの 「EX4550 スイッチの DC 電源」
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• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す

EX4550 スイッチには、リア パネルに 3 つのファン モジュールがあります。 ファン モジュー

ルは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド交換可能ユニット（FRU）です。

スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりすることなく取り外しや交換が可

能です。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

• 帯電防止袋または静電防止マット

• 交換用のファン モジュール

スイッチ シャーシからファン モジュールを取り外すには、次の手順に従います（177ページの図63

を参照）。

1. 帯電防止袋または静電気防止マットを安定した平坦な表面に置きます。

2. ねじ回しを使用して、ファン モジュールのねじを緩めます。

警告: けがを避けるために、手や工具でファンを触らないでください。シャーシ

からファン モジュールを取り出すときに、ファンがまだ動作している場合があ

ります。

3. ファン モジュールのハンドルを握り、リリース クリップをハンドル両側にしっかり押し

て、ファンの固定を解除します。

4. ハンドルをしっかり引いて、シャーシからファン モジュールを抜き出します。

5. ファン モジュールを帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた静電防止マッ

トの上に置きます。

6. 交換用のファンを取り付けます。

図 63: EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す
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注: スイッチが最適に機能するように、3 つのファン モジュールがすべて取り付け

られ、動作可能である必要があります。
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関連項目 125ページの 「EX4550 スイッチにファン モジュールを取り付ける」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

• 35ページの 「EX4550 スイッチの冷却システムと換気」

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチから拡張モジュールを取り外す

EX4550 スイッチの拡張モジュールは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィールド

交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断したりす

ることなく取り外しや交換が可能です。

スイッチから拡張モジュールを取り外す前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置を必ず取ってください（234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照）。

• トランシーバが拡張モジュールに取り付けられている場合は、拡張モジュールを取り外す前

にトランシーバを取り外します。 トランシーバの取り外し方法については、183ページの 「EX

シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」 を参照してください。

次の部品と工具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、2 号

• 交換用オプション モジュールまたはカバー パネル

• 帯電防止袋または静電防止マット

注意: シャーシの過熱や埃がたまるのを防ぐため、交換用オプション モジュールま

たはカバー パネルを空のモジュール スロットに取り付けておくことをお勧めしま

す。

スイッチから拡張モジュールを取り外すには、次の手順を行います（179ページの図64、

179ページの図65、および179ページの図66 を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

2. 指を使い、拡張モジュールのフェースプレートの拘束ねじを緩めます。 拘束ねじを指で緩

めることができない場合は、ねじ回しを使ってください。

3. 両方の拘束ねじを持ち、拡張モジュールをゆっくりとモジュール スロットから引き出しま

す。
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4. 拡張モジュールを帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた静電防止マットの

上に置きます。

5. 拡張モジュールをオプション モジュールに交換しない場合は、スロットにカバー パネルを

取り付けてください。

注: 拡張モジュールを取り外した後で拡張モジュールを取り付けるには、少なく

とも 5 秒待ってから取り付けてください。 5 秒待たないと、拡張モジュールの

インターフェイスが起動しないことがあります。

179ページの図64 は、EX4550–32F スイッチのフロント パネルから SFP+ 拡張モジュールを取り

外す方法を示しています。

図 64: EX4550-32F スイッチから SFP+ モジュールを取り外す
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179ページの図65 は、EX4550-32T スイッチのフロント パネルから 10GBASE-T 拡張モジュール

を取り外す方法を示しています。

図 65: EX4550-32T スイッチから 10GBASE-T 拡張モジュールを取り外す

g0
21

47
5

179ページの図66 は、EX4550-32T スイッチのフロント パネルから QSFP+ 拡張モジュールを取

り外す方法を示しています。

図 66: EX4550-32T スイッチから QSFP+ 拡張モジュールを取り外す
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関連項目 128ページの 「EX4550 スイッチに拡張モジュールを取り付ける」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

• 25ページの 「EX4550 スイッチのフィールド交換可能ユニット」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

179Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第13章: スイッチ コンポーネントの取り外し



EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す

EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ モジュールは、ホットリムーブやホットインサートが

可能なフィールド交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機

能を中断したりすることなく取り外しや交換が可能です。 バーチャル シャーシ モジュール

は、EX4550 スイッチ シャーシのフロント パネルとリア パネルのモジュール スロットに取り

付けられています。

このトピックの手順に従い、スイッチ シャーシからモジュールを取り外します。

スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す前に、以下のことを行います。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐために必要な予防措置を必ず取ってください（234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照）。

次の部品と工具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、2 号

• 交換用オプション モジュールまたはカバー パネル

• 帯電防止袋または静電防止マット

スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外すには、次の手順に従います

（180ページの図67 を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直接装着し、シャーシの ESD ポイントにスト

ラップをつなぎます。

2. 指を使い、バーチャル シャーシ モジュールのフェースプレートの拘束ねじを緩めます。

拘束ねじを指で緩めることができない場合は、ねじ回しを使ってください。

3. 両方の拘束ねじを持ち、バーチャル シャーシ モジュールをゆっくりとモジュール スロッ

トから引き出します。

4. バーチャル シャーシ モジュールを帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた

静電防止マットの上に置きます。

5. バーチャル シャーシ モジュールをオプション モジュールに交換しない場合は、スロット

にカバー パネルを取り付けてください。

図 67: EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ モジュールを取り外す
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注: Juniper J-Care サービス契約をしている場合は、ハードウェア コンポーネン

トの追加、変更または更新を

https://www.juniper.net/customers/csc/management/updateinstallbase.jsp で登録し

てください。 この登録をしていただかないと、部品の交換が必要な場合に、著しい

遅れが発生することになります。 このことは、電源タイプの変更や新しいタイプの

拡張モジュールの追加にも適用されます。 同じタイプのコンポーネントの交換につ

きましては、対象外となります。

関連項目 126ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ モジュールを取り付ける」•

• 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの取り付けと取り外し」

• 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」

EX4550 スイッチからバーチャル シャーシ ケーブルを取り外す

このトピックの手順に従い、バーチャル シャーシ モジュールの専用のバーチャル シャーシ

ポート（VCP）からバーチャル シャーシ ケーブルを取り外します。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

バーチャル シャーシ ケーブルを EX4550 スイッチの専用の VCP から取り外すには、次の手順

に従います（181ページの図68 を参照）。

1. ねじ回しを使用して、ケーブル コネクタ固定金具のねじを緩めます。

2. ケーブル コネクタ固定金具を後方へスライドさせます。

3. バーチャル シャーシ ケーブル コネクタのリリース プル タブをゆっくりと引いて、バー

チャル シャーシ ポートにあるバーチャル シャーシ ケーブル コネクタを支えているロッ

クを緩めます。

4. バーチャル シャーシ ポートからバーチャル シャーシ ケーブル コネクタをゆっくりと引

き出します。

図 68: バーチャル シャーシ モジュールの専用 VCP からバーチャル シャーシ
ケーブルを取り外す
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注: 別個にオーダーしたバーチャル シャーシ ケーブルでは、オリジナルのケーブ

ルに付属するケーブル コネクタ固定金具を使用できます。別にオーダーしてバー

チャル シャーシ ケーブル コネクタ固定金具も使用できます。

関連項目 130ページの 「EX4550 スイッチにバーチャル シャーシ ケーブルを接続する」•

• 53ページの 「EX4550 スイッチのバーチャル シャーシ ポート コネクタ ピン配列情報」

EX シリーズ スイッチから光ファイバー ケーブルを取り外す

EX シリーズ スイッチには、フィールド交換可能ユニット（FRU）光学トランシーバがあり、光

ファイバー ケーブルに接続することができます。

EX シリーズ スイッチに取り付けられた光学トランシーバから光ファイバー ケーブルを切断す

る前に、レーザーを安全に取り扱うために必要な予防措置を必ず取ってください。 211ページの

「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告」 を参照

してください。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• トランシーバをカバーするゴム製安全キャップ

• 光ファイバー ケーブル コネクタをカバーするゴム製安全キャップ

スイッチに取り付けた光学トランシーバから光ファイバー ケーブルを切断するには、次の手順

に従います。

1. トランシーバにインストールされたポートを無効にするには、以下のコマンドを発行しま

す。

[edit interfaces]

user@switch# set interface-name disable

警告: 光ファイバー トランシーバの内部または光ファイバー ケーブルの端を直

接のぞかないでください。 光ファイバー トランシーバおよびトランシーバに接

続された光ファイバー ケーブルは、目を傷つける可能性があるレーザー光線を

放射します。

2. トランシーバから光ファイバー ケーブル コネクタのプラグを慎重に抜きます。

3. ゴム製安全キャップでトランシーバをカバーします。

警告: ケーブルを挿入したり取り外したりする以外は、光ファイバー トランシー

バのカバーを取ったままにしないでください。 ゴム製安全キャップは、ポート

が汚れるのを防ぎ、レーザー光線への偶発的な被爆を防ぎます。

4. ゴム製安全キャップで光ファイバー ケーブル コネクタをカバーします。
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関連項目 151ページの 「EX シリーズ スイッチに光ファイバー ケーブルを接続する」•

• 183ページの 「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」

• 189ページの 「EX シリーズ スイッチの光ファイバー ケーブルを保守する」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ

EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す

EX シリーズ スイッチのトランシーバは、ホットリムーブやホットインサートが可能なフィー

ルド交換可能ユニット（FRU）です。スイッチの電源をオフにしたり、スイッチ機能を中断した

りすることなく取り外しや交換が可能です。

注: トランシーバを取り外した後やメディア タイプの構成を変更した場合は、イン

ターフェイスに操作コマンドが表示されるまで 6 秒間待ってください。

EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す前に、レーザーの安全な取り扱いに関して、

必要な予防措置を必ず取ってください（211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび

LED の安全に関するガイドラインと警告」 を参照）。

次の部品と工具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

• トランシーバおよび光ファイバー ケーブル コネクタをカバーするゴム製安全キャップ

• ポートをカバーするダスト カバー

185ページの図69 は、SFP トランシーバを取り外す方法を示します。 この手順は、すべてのト

ランシーバ タイプにおいて同じです。

EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外すには、次の手順に従います。

1. 帯電防止袋または静電気防止マットを安定した平坦な表面に置きます。

2. 正しく再接続できるように、トランシーバに接続されたケーブルにラベルを付けます。

警告: 光ファイバー トランシーバの内部または光ファイバー ケーブルの端を直

接のぞかないでください。 光ファイバー トランシーバおよびトランシーバに接

続された光ファイバー ケーブルは、目を傷つける可能性があるレーザー光線を

放射します。

警告: ケーブルを挿入したり取り外したりする以外は、光ファイバー トランシー

バのカバーを取ったままにしないでください。 ゴム製安全キャップは、ポート

が汚れるのを防ぎ、レーザー光線への偶発的な被爆を防ぎます。
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注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバー ケーブルを曲げないでください。 直

径で数インチより小さな弧にするとケーブルを傷つけ、診断が難しい問題の原因

となる場合があります。

3. トランシーバに接続したケーブルを取り外します（182ページの 「EX シリーズ スイッチか

ら光ファイバー ケーブルを切断する」 を参照）。 光ファイバー ケーブルを切断した後に

即座にトランシーバおよび各光ファイバー ケーブル コネクタの端をゴム製安全キャップで

カバーします。

4. SFP、SFP+ または XFP トランシーバを取り外す場合は、次のようにします。

a. 指を使い、トランシーバのイジェクタ レバーを引き、トランシーバのロックを解除しま

す。

注意: トランシーバを取り外す前に、カチッと音がするまでイジェクタ レ

バーを完全に開きます。 これは、トランシーバへの損傷を防ぎます。

b. トランシーバのイジェクタ レバーをしっかり握り、トランシーバをゆっくりと約 1.3 cm

（0.5 インチ）ポートからまっすぐに引き出します。

注意: トランシーバへの静電放電損傷（ESD）を防ぐために、トランシーバの

端にあるコネクタ ピンは触らないでください。

CFP トランシーバを取り外す場合は、次のようにします。

a. トランシーバのねじを指で緩めます。

b. トランシーバのねじを持ち、トランシーバをゆっくりと約 1.3 cm （0.5 インチ）ポー

トからまっすぐに引き出します。

注意: トランシーバへの静電放電損傷（ESD）を防ぐために、トランシーバの

端にあるコネクタ ピンは触らないでください。

5. 指を使い、トランシーバ本体をしっかりと握り、ポートからまっすぐと引き出します。

6. トランシーバを帯電防止袋に入れるか、平らで安定した面の上に敷いた静電防止マットの上

に置きます。

7. 空のポートにダスト カバーを入れます。
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図 69: EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す

関連項目 • 131ページの 「EX シリーズ スイッチにトランシーバを取り付ける」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ
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第5部

スイッチおよびコンポーネントの保守

• 定期保守 (189ページ)
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第14章

定期保守

• EX シリーズ スイッチの光ファイバー ケーブルを保守する (189ページ)

EX シリーズ スイッチの光ファイバー ケーブルを保守する

光ファイバー ケーブルを EX シリーズ スイッチに取り付けられた光トランシーバに接続しま

す。

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。

• トランシーバから光ファイバー ケーブルのプラグを抜くときは、ケーブルの端とトランシー

バに、ゴム製安全キャップを付けます。

• コネクタに力がかかるのを避けるため、光ファイバー ケーブルを固定します。 トランシー

バに光ファイバー ケーブルを取り付けるときは、床へ垂れ下がったときにトランシーバ自体

の重量を支えることがないように、必ず光ファイバー ケーブルを固定します。 光ファイバー

ケーブルがコネクタからぶら下がったままの状態にしないでください。

• 最小屈曲半径を超えて光ファイバー ケーブルを曲げないようにします。 光ファイバー ケー

ブルを直径で数インチより小さな弧に曲げると、ケーブルを傷つけ、診断が難しい問題の原

因となる場合があります。

• 光学機器に対して光ファイバー ケーブルのプラグを頻繁に抜いたり差したりすると、機器が

損傷し、修理にかなりお金がかかる場合があります。 光学機器には短い延長ファイバーを装

着してください。 そうすれば、プラグを頻繁に抜いたり差したりすることで短い延長ファイ

バーが消耗し、機器を交換するよりも簡単でお金もかかりません。

• 光ファイバー ケーブルの接続部は清潔にしておいてください。 トランシーバまたはケーブ

ル コネクタの管の油やほこりの小さな付着物は、光の損失、信号出力の低下や光学接続の断

続的な問題の原因となります。

• トランシーバの管を清掃するには、RIFOCS Fiber Optic Adaptor Cleaning Wands（部品番

号 946）などの、適切なファイバー クリーニング装置を使用します。 使用するクリーニ

ング キットの指示に従ってください。

• トランシーバを清掃した後、光ファイバー ケーブルのコネクタ先端に汚れがないことを確

認します。 Opptex Cletop-S Fiber Cleaner など、承認されたアルコール フリーの光ファ

イバー ケーブル クリーニング キットのみを使用します。 使用するクリーニング キット

の指示に従ってください。

関連項目 • 151ページの 「EX シリーズ スイッチに光ファイバー ケーブルを接続する」
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• 211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと

警告」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ
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第6部

ハードウェアの返品

• スイッチまたはスイッチ コンポーネントの返品 (193ページ)
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第15章

スイッチまたはスイッチ コンポーネントの
返品

• EX4550 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する (193ページ)

• EX4550 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する (193ページ)

• カスタマ サポートに連絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する (198ページ)

• EX4550 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する (200ページ)

EX4550 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

修理または交換のために、EX4550 スイッチまたはハードウェア コンポーネントをジュニパー

ネットワークスに返品する必要がある場合は、次の手順に従います。

1. コンポーネントのシリアル番号を確認します。 その方法については、193ページの 「EX4550

スイッチまたはコンポーネントでシリアル番号を確認する」 を参照してください。

2. 198ページの 「カスタマ サポートに連絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する」

の説明のとおりに、JTAC から RMA 番号を取得します。

注: RMA 番号を取得する前に、コンポーネントをジュニパーネットワークスに返

品することはできません。 ジュニパーネットワークスは、RMA のない荷物の受

け取りを拒否する権利を保有します。 拒否した荷物は、運賃着払いでお客様に

返送されます。

3. 200ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する」 での説明どお

りに、スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包します。

返品と修理の方針の詳細については、http://www.juniper.net/support/guidelines.html の顧客

サポート Web ページをご覧ください。

関連項目 3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」•

EX4550 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する

修理または交換のために、スイッチまたはハードウェア コンポーネントをジュニパーネット

ワークスに返品する場合、スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認します。 Juniper
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Networks 技術支援センター（JTAC）に連絡して返品許可（RMA）を取得するには、シリアル番

号を提示する必要があります。

スイッチが起動していて、CLI にアクセスできる場合は、CLI コマンドを使用して、スイッチ

といくつかのコンポーネントのシリアル番号を一覧表示することができます。 CLI へアクセス

できない、またはコンポーネントのシリアル番号がコマンド出力に表示されない場合は、物理

スイッチまたはコンポーネントでシリアル番号 ID ラベルを確認します。

注: 物理スイッチ コンポーネントのシリアル番号を確認する場合は、スイッチ

シャーシからコンポーネントを取り外さなければならず、そのための部品と工具が

必要になります。 121ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェア コンポーネントの

取り付けと取り外し」 を参照してください。

• CLI を使用してスイッチとコンポーネントの詳細を一覧表示する (194ページ)

• EX4550 スイッチのシャーシ シリアル番号 ID ラベルの検索 (195ページ)

• EX4550 の FRU でシリアル番号 ID ラベルを確認する (195ページ)

CLI を使用してスイッチとコンポーネントの詳細を一覧表示する

スイッチおよびスイッチ コンポーネントとそれらのシリアル番号を一覧表示するには、次の

CLI コマンドを入力します。

show chassis hardware

次の出力は、EX4550-32F-AFO スイッチのスイッチ コンポーネントおよびシリアル番号を一覧

にします。

user@switch> show chassis hardware

Hardware inventory:

Item Version Part number Serial number Description

Chassis LX0212079218 EX4550-32F

Routing Engine 0 REV 03 750-039067 LX0212079218 EX4550-32F

FPC 0 REV 03 750-039067 LX0212079218 EX4550-32F

CPU BUILTIN BUILTIN FPC CPU

PIC 0 BUILTIN BUILTIN 32x 1G/10G SFP/SFP+

Xcvr 0 REV 01 740-030658 AD0946A01K0 SFP+-10G-USR

Xcvr 1 REV 01 740-030658 AD1146A05M3 SFP+-10G-USR

Xcvr 2 REV 01 740-030658 AD0946A01UD SFP+-10G-USR

Xcvr 22 REV 01 740-011613 E08E03397 SFP-SX

PIC 1 REV 02 711-039080 LV0212130022 8x 1G/10G SFP/SFP+

Xcvr 2 REV 01 740-011613 E08J02549 SFP-SX

Xcvr 3 REV 01 740-011613 E08E03374 SFP-SX

Xcvr 4 REV 02 740-011613 AM0943SEKHV SFP-SX

Xcvr 5 REV 01 740-011613 E08C02015 SFP-SX

PIC 2 REV 02 711-039072 LM0212069201 2x 32GE Virtual Chassis module

Power Supply 0 Rev 01 740-041741 VJ00228 JPSU-650W-AC-AFO

Fan Tray Fan Module, Airflow Out (AFO)

show chassis hardware コマンドの情報については、

http://www.juniper.net/techpubs/software/junos/index.html にある Junos OS ソフトウェア シ

ステムの基本およびサービス コマンド解説書 を参照してください。
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EX4550 スイッチのシャーシ シリアル番号 ID ラベルの検索

EX4550 スイッチのシリアル番号 ID ラベルはリア パネルにあります。 195ページの図70 を参

照してください。

図 70: EX4550 スイッチのシリアル番号 ID ラベルの位置
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40
4

SN: LX02YYWWSSSS

EX4550 の FRU でシリアル番号 ID ラベルを確認する

EX4550 スイッチに取り付けられている電源、ファン モジュール、拡張モジュール、およびバー

チャル シャーシ モジュールは、フィールド交換可能ユニット（FRU）です。

これらの各 FRU では、スイッチ シャーシから FRU を取り外して、FRU のシリアル番号 ID ラ

ベルを確認する必要があります。
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• Power supply—シリアル番号 ID ラベルは電源の上部にあります。 196ページの図71 は、AC

電源のシリアル番号 ID ラベルの場所を示しています。196ページの図72 は、DC 電源のシリ

アル番号 ID ラベルの場所を示しています。 174ページの 「EX4550 スイッチから AC 電源を

取り外す」 または 175ページの 「EX4550 スイッチから DC 電源を取り外す」 を参照してく

ださい。

図 71: EX4550 スイッチで使用されている AC 電源にあるシリアル番号 ID ラベ
ルの位置
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図 72: EX4550 スイッチで使用されている DC 電源にあるシリアル番号 ID ラベ
ルの位置
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• ファン モジュール— シリアル番号 ID ラベルは、ファン モジュールの正面の下端にありま

す。 197ページの図73 は、シリアル番号 ID ラベルの場所を示しています。 177ページの

「EX4550 スイッチからファン モジュールを取り外す」 を参照してください。
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図 73: EX4550 スイッチで使用されているファン モジュールにあるシリアル番
号 ID ラベルの位置
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• 拡張モジュール—シリアル番号 ID ラベルは基板にあります。 197ページの図74 と

197ページの図75 は、シリアル番号 ID ラベルの場所を示しています。

図 74: EX4550 スイッチで使用されている SFP+ 拡張モジュールにあるシリアル
番号 ID ラベルの位置
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図 75: EX4550 スイッチで使用されている 10GBASE-T 拡張モジュールにあるシ
リアル番号 ID ラベルの位置
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• バーチャル シャーシ モジュール—シリアル番号 ID ラベルは基板にあります。 198ページの図76

は、シリアル番号 ID ラベルの場所を示しています。 180ページの 「EX4550 スイッチから

バーチャル シャーシ モジュールを取り外す」を参照してください。
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図 76: EX4550 スイッチで使用されているバーチャル シャーシ モジュールにあ
るシリアル番号 ID ラベルの位置
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関連項目 198ページの 「カスタマ サポートに連絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する」•

• 193ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する」

カスタマ サポートに連絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する

修理または交換のために、スイッチまたはハードウェア コンポーネントをジュニパーネット

ワークスに返品する場合は、Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）から返品許可を取得

します。

返品するスイッチまたはハードウェア コンポーネントのシリアル番号を確認してから、Web ま

たは電話で Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）へ手続きの申請を行います。

返品するスイッチまたはハードウェア コンポーネントのシリアル番号の確認方法は、以下のと

おりです。

• EX2200 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX3200 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX3300 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX4200 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認するを参照してください。

• EX4300 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX4500 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• 193ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する」を参照し

てください。

• EX6200 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX8200 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX9204 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX9208 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。

• EX9214 スイッチまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照してください。
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• XRE200 外部ルーティング エンジンまたはコンポーネントのシリアル番号を確認する を参照

してください。

• EX シリーズ冗長電源システムまたは冗長電源システム コンポーネントのシリアル番号を確

認する を参照してください。

JTAC に返品許可（RMA）を依頼する場合は、事前に以下の情報を用意してください。

• 既存のケース番号（ある場合）

• コンポーネントのシリアル番号

• お客様の名前、所属組織名、電話番号、Fax 番号、お届け先住所

• 障害または問題の詳細

• 問題の発生時にスイッチで実行していた作業の種類

• 1 つ以上のshow コマンドによって表示されている構成データ

JTAC では問い合わせを Web サイトまたは電話で年中無休で受け付けています。

• CSC Case Manager：http://www.juniper.net/cm/

• 電話：+1-888-314-JTAC（米国、カナダ、メキシコでは通話料無料の 1-888-314-5822）まで

お電話ください。

注: 通話料無料番号のない国からの国際電話またはダイヤル直通電話は、

http://www.juniper.net/support/requesting-support.html を参照してください。

電話でのお問い合わせは、既存のケースの場合は 11 桁のケース番号とそれに続いて # キーを

入力してください。あるいは * キーを入力すると、次に応対をするサポート エンジニアにつ

ながります。

弊社のサポート担当者は、依頼内容の正当性を審査してから、返品用の RMA を発行します。

関連項目 EX2200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する•

• EX3200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX3300 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX4200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX4200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX4500 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• 200ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する」

• EX6200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX8200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX9200 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

• EX シリーズ冗長電源システムまたは冗長電源システム コンポーネントを輸送用に梱包する
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• EX2200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX3200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX3300 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX4200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX4500 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• 193ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する」

• EX6200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX8200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX9200 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する

• EX シリーズ RPS または RPS コンポーネントを修理または交換のために返品する

EX4550 スイッチまたはコンポーネントを輸送用に梱包する

修理または交換のために、EX4550 スイッチまたはコンポーネントをジュニパーネットワークス

に返品する場合は、このトピックで説明されているとおりに梱包します。

スイッチまたはコンポーネントを梱包する前に、以下のことを確認します。

• 198ページの 「カスタマ サポートに連絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する」

の一覧にあるすべての手順に従います。

• 元の輸送用カートンと梱包資材を用意します。 これらの資材がない場合、使用を許可される

梱包資材について、JTACに お問い合わせください。 198ページの 「カスタマ サポートに連

絡して EX シリーズ スイッチの返品許可を取得する」 を参照してください。

• 静電放電損傷（ESD）を防ぐ方法について理解していることを確認します。 234ページの 「静

電放電損傷の予防」 を参照してください。

本トピックでは、以下について説明しています。

1. 輸送用の EX4550 スイッチの梱包 (200ページ)

2. EX4550 スイッチ コンポーネントを輸送用に梱包する (202ページ)

輸送用の EX4550 スイッチの梱包

スイッチを別の場所に移動したり、ジュニパーネットワークスに返品する場合は、輸送中の破

損を防ぐために元の梱包方法でしっかりとスイッチを梱包する必要があります。

スイッチを梱包する前に、以下のことを行います。
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1. スイッチに接続されたコンソールまたは他の管理デバイスで、CLI 動作モードに入り、次の

コマンドを発行して、スイッチのソフトウェアをシャットダウンします。

user@switch> request system halt

オペレーティング システム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

るまで待機します。

2. 次のうち 1 つを実行して、スイッチから電源を遮断します。

• 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 OFF（0）位置にセットします。

• 電源コンセントに電源スイッチがない場合は、電源コンセントに接続している電源コード

のオスの端をゆっくりとコンセントから引きます。

3. すべての外部デバイスに接続しているスイッチのケーブルを取り外します。 182ページの

「EX シリーズ スイッチから光ファイバー ケーブルを切断する」 を参照してください。

4. スイッチに取り付けられているすべての光学トランシーバを取り外します。 183ページの

「EX シリーズ スイッチからトランシーバを取り外す」 を参照してください。

スイッチを梱包するには、次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• プラスねじ回し、2 号

• 元のスイッチ梱包資材（段ボール製箱、付属品箱とその内容物、発泡スチロール製緩衝材）

• ESD 接地ストラップ

• 帯電防止袋

注意: 元のコンテナ以外にスイッチを入れないでください。それは輸送中の破損の

原因となる場合があります。

スイッチを梱包するには、次の手順に従います。

1. スイッチがラックまたはキャビネットに取り付けられている場合は、1 人が取り付けねじを

取り外している間に、別の 1 人がスイッチの重量を支えます。

2. ラックまたはキャビネットからスイッチを取り外し、スイッチを平らで安定した面に置きま

す。

3. 2 番のプラスねじ回しを使用して、スイッチ シャーシからラック取り付けブラケットを取

り外します。

4. スイッチを帯電防止袋に入れます。

5. 輸送用カートンに梱包用発泡スチロールの下の部分を敷きます。

6. スイッチを梱包用発泡スチロールの下の空洞部分に入れます。

7. スイッチの上に梱包用発泡スチロールの上の部分を置きます。

8. 付属品やスイッチの付いたフィールド交換可能ユニット（FRU）を返品する場合は、202ペー

ジの 「EX4550 スイッチ コンポーネントを輸送用に梱包する」 の指示どおりに梱包しま

す。

9. 輸送用カートンに入ったシャーシの背面のところに付属品箱を垂直に入れます。
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10.段ボール製輸送用箱の上部を閉じ、梱包用テープでしっかりと閉じます。

11.正確に追跡できるように、RMA 番号を箱の外側に書いてください。

EX4550 スイッチ コンポーネントを輸送用に梱包する

スイッチ コンポーネントを梱包するには、次の方法に従います。

次の部品と工具が揃っていることを確認します。

• 帯電防止袋、コンポーネントごとに各 1 つ

• ESD 接地ストラップ

注意: スイッチ コンポーネントを積み重ねないでください。 輸送用の箱に 1 列で

同時に梱包できない場合は、コンポーネントを個別に別の箱に入れます。

スイッチ コンポーネントを梱包するには、次の手順に従います。

• コンポーネントを個別に帯電防止袋に入れます。

• 使用できる場合は、元の梱包資材を使用してください。 元の梱包資材がない場合は、コン

ポーネントを適切に梱包し、輸送中の破損を防ぐようにします。 コンポーネントの重量を支

えられる梱包資材を使用してください。

• コンポーネントが十分に梱包資材で包装され、適切に保護されていることを確認します。 コ

ンポーネントを特大の箱（元の箱がない場合）に入れ、必要以上の梱包資材をユニットの周

りに入れて梱包します。そうすることで、コンポーネントが箱の中で移動することを防ぎま

す。

• テープで箱をしっかりと閉じます。

• 正確に追跡できるように、RMA 番号を箱の外側に書いてください。

関連項目 • 193ページの 「EX4550 スイッチまたはコンポーネントを修理または交換のために返品する」

• 110ページの 「EX4550 スイッチの開梱」
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第7部

安全上の注意

• 安全性に関する一般的な情報 (205ページ)

• 放射線およびレーザーに関する警告 (211ページ)

• 取り付けおよび保守の安全に関する情報 (217ページ)

• 電力および電気の安全に関する情報 (233ページ)
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第16章

安全性に関する一般的な情報

• 一般的な安全に関するガイドラインと警告 (205ページ)

• 安全警告基準の定義 (206ページ)

• 火災の安全に関する要件 (208ページ)

• 有資格者に関する警告 (209ページ)

• ノルウェーおよびスウェーデンに対する警告書 (210ページ)

一般的な安全に関するガイドラインと警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

次のガイドラインは、ユーザーの安全を保証し、デバイスを損傷から保護するのに役立ちます。

ガイドラインは作業環境におけるユーザーの危険な状況すべてに対応しているとは限りません。

したがって、常に注意を怠らず、適切な判断を行ってください。

• 本デバイスのハードウェア ドキュメントにはっきりと記載された手順のみを実行してくださ

い。 他のシステム サービスは、許可を得たサービス担当者のみが行うものとします。

• 取り付けの前後および取り付け中は、デバイスの周りの領域を障害物やほこりがない状態に

しておきます。

• 人が歩いてつまずきそうな場所にツールを置かないようにします。

• ゆったりとした衣服や、指輪、腕輪、鎖のような宝飾品類を着用しないでください。機器に

はさまる可能性があります。

• 目に危険がおよぶ状況で作業を行う場合は、安全メガネを着用します。

• 人体および設備機器に危険を及ぼすような操作を行わないでください。

• 1 人で扱うには重すぎる物体を持ち上げようとしないでください。

• 激しい雷雨のときに配線を行ったり、配線に手を加えたりしないでください。

• ジャックが特に湿潤な環境向けに設計されている場合を除き、濡れた場所に電気ジャックを

取り付けないでください。

• 適切にアースされている場合のみデバイスを操作してください。
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• 本デバイスに付属する別の保護接地端子が完全に接地に接続されているかどうか確認してく

ださい。

• ヒューズを交換する場合、同じタイプと定格のヒューズに交換してください。

• 本デバイスのハードウェア ドキュメントで指示されている場合を除き、シャーシのカバーや

金属板部品を開いたり取り外したりしないでください。 そのような行為により、激しい電気

ショックを受ける可能性があります。

• シャーシ フレームの穴を通して、物を押し込まないでください。 そのような行為により、

激しい電気ショックを受けたり、火災が発生したりする可能性があります。

• シャーシまたはデバイス コンポーネントに液体をこぼさないようにしてください。 そのよ

うな行為により、激しい電気ショックを受けたり、デバイスが損傷したりする可能性があり

ます。

• 電源から遮断されていない、裸の電線または端子に触れないようにしてください。 そのよう

な行為により、電気ショックを受ける可能性があります。

• すべてのモジュール、電源、およびカバー パネルが十分に挿入され、取り付けねじが十分に

締められていることを必ず確認してください。

関連項目 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」•

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 225ページの 「保守および運用の安全に関するガイドラインと警告」

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

安全警告基準の定義

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

本ドキュメントでは、以下の安全警告レベルを使用しています（「警告形式は 2 種類）。

注: ある特定の状況においてこの情報が役に立つ場合があります。あるいは、「注

記」で強調されていない場合、この重要な情報を読み過ごす場合もあります。

注意: 軽傷や不快感またはデバイスへの重い損傷を避けるためには、指定されたガ

イドラインに従う必要があります。
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警告: この記号は、レーザーにより身体傷害に至る危険性について警告します。

警告: この記号は危険を意味します。 けがを負う可能性がある状況にいます。 す

べての設備機器の操作は、電気回路に関する危険についてよく認識し、事故防止の

ための一般的な対策を熟知した上で行ってください。

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.

Attention 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 équipement, soyez conscient des dangers posés par

les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment

utilisées pour éviter 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

207Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第16章: 安全性に関する一般的な情報



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 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「保守および運用の安全に関するガイドラインと警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• 211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと

警告」

• QFX シリーズのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告

• 210ページの 「ノルウェーおよびスウェーデンに対する警告書」

火災の安全に関する要件

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

スイッチなどのネットワーク設備を巻き込んだ火災による緊急事態では、人の安全が最優先さ

れます。 火災緊急時において人間を保護する手順を確立し、安全教育を実施して、火災制御設

備および消火器を適切に配置してください。

さらに火災緊急時に装置を保護する手順を確立します。 ジュニパーネットワークスの製品は、

電子機器に適切な環境に取り付ける必要があります。 火災発生時に装置付近で火災抑止装置が

利用でき、装置の取り付けおよび操作において、火災、安全性、および電気に関する地域の規

則および法令すべてに遵守することを推奨します。

Fire Suppression

電気による危険または火災の場合には、まず供給元において装置への電源を遮断します。 次

に、非腐食性難燃剤を使用するタイプ C（電気火災用）消火器を使用して、消火にあたります。

Fire Suppression Equipment

タイプ C 消火器は二酸化炭素（CO2）や Halotron™ などの非腐食性難燃剤を使用しており、電

気火災の抑止に非常に有効です。 タイプ C 消火器は燃焼地点から酸素を除去することによっ

て消火します。 冷却用に周囲から空気を吸入する装置の上または周囲で発生している火災の消

火には、装置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てくだ

さい。
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多目的のタイプ ABC 化学消火器（粉末薬品消火器）を使用しないでください。 これら消火器

の主成分は非常に粘着性が高いリン酸一アンモニウムで、清掃が困難です。 さらにリン酸一ア

ンモニウムは微量の水でも腐食性が高く、ほとんどの金属を腐食します。

化学消火器を放出した部屋に取り付けられている装置は、早期に故障したり、動作の信頼性が

低下しやすくなります。 装置は修理不可能な損傷を受けたと考えられます。

注: 火災を抑制する目的で、ジュニパーネットワークスのスイッチやその他ジュニ

パーネットワークスが提供するネットワーク デバイスに対し、またはその近辺にお

いて、粉末薬品消火器を使用しないでください。使用した場合は保証が無効となり

ます。 粉末薬品消火器を使用した場合、その装置はサービス契約下の補償の対象で

なくなります。

修理不可能なまでに損傷した装置は、環境に配慮した処分をするよう推奨します。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 248ページの 「電気災害発生時の対応」

有資格者に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 訓練を受け資格のあるスタッフのみが、デバイスの取り付けや交換を行って

ください。

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.

Attention 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.
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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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

ノルウェーおよびスウェーデンに対する警告書

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 装置はアース付電源ソケット コンセントに接続しなければなりません。

Advarsel Apparatet skal kobles til en jordet stikkontakt.

Varning! Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.

関連項目 • 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」
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第17章

放射線およびレーザーに関する警告

• EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告 (211ページ)

• ポートの開口部からの放射線に関する警告 (214ページ)

EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告

EX シリーズ スイッチと XRE200 外部ルーティング エンジンに装備されるレーザー トランス

ミッタは、米国食品医薬品局のクラス 1 レーザー製品とされ、 EN 60825-1 要件に従いクラ

ス 1 レーザー製品として評価されます。

以下のガイドラインと警告を順守してください。

• レーザーに関する一般的な安全ガイドライン (211ページ)

• クラス 1 レーザー製品に関する警告 (212ページ)

• クラス 1 LED 製品に関する警告 (212ページ)

• レーザー光線に関する警告 (213ページ)

レーザーに関する一般的な安全ガイドライン

光学送受信機に対応するポートの周辺で作業する際は、目のけがを予防するため以下の安全ガ

イドラインに従ってください。

• 終端処理を施していないポートをのぞいたり、または不明なソースに接続しているファイバー

を見つめないでください。

• 光学機器を使って、終端処理を施していない光学ポートを検査しないでください。

• ビームに直接さらされないようにしてください。

警告: 終端処理が施されていない光学コネクタは、目に見えないレーザー光線を

放射する場合があります。 人間の目のレンズはレーザー光線をすべて網膜に集中

させます。そのため目の焦点を直接レーザー光源に合わせると、低出力のレーザー

でさえ目に永久的な損傷を与える可能性があります。
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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 レーザー製品。

Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

Varoitus Luokan 1 lasertuote.

Attention Produit laser de classe I.

Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

警告: 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.

クラス 1 LED 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.

Attention Alarme de produit LED Class I.

Warnung Class 1 LED-Produktwarnung.

警告: 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.
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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、光学機器で直視しないでください。

警告: Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met

optische instrumenten.

警告: Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen

laitteen avulla.

警告: Attention Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement

à l'aide d'instruments optiques.

警告: Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit

optischen Geräten prüfen.

警告: Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti

ottici per osservarlo direttamente.

警告: Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

警告: Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente

com instrumentos ópticos.

警告: ¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con

instrumentos ópticos.

警告: Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på

den genom optiska instrument.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 214ページの 「ポートの開口部からの放射線に関する警告」

213Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.

第17章: 放射線およびレーザーに関する警告



• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• EX シリーズ スイッチでサポートされるプラガブル トランシーバ

ポートの開口部からの放射線に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: ファイバー ケーブルが接続されないときにもポート開口部から目に見えない

放射能が放射される可能性があるため、放射線への照射を避け、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.

Attention 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.
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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 • 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」

• 211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと

警告」

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• QFX シリーズのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告
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第18章

取り付けおよび保守の安全に関する情報

• 取り付け手順に関する警告 (217ページ)

• EX4550 スイッチのシャーシの持ち上げに関するガイドライン (219ページ)

• 傾斜に関する警告 (219ページ)

• ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告 (220ページ)

• 接地機器に関する警告 (225ページ)

• 保守および運用の安全に関するガイドラインと警告 (225ページ)

取り付け手順に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: デバイスを電源に接続する前に、取り付けガイドを読みます。

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-aanwijzingen voordat u het systeem met

de voeding verbindt.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention 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.

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.
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¡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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと

警告」

• QFX シリーズのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• EX2200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3300 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに AC 電源を接続する

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• EX6200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9204 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに AC 電源を接続する

• EX2200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに DC 電源を接続する

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

• EX6200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9204 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに DC 電源を接続する

• XRE200 外部ルーティング エンジンに AC 電源を接続する
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• XRE200 外部ルーティング エンジンに DC 電源を接続する

• QFX3100 Director デバイスに AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに単相配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに三相デルタ配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに三相ワイ配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスに AC 電源を接続する

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスに DC 電源を接続する

• QFX5100 デバイスに AC 電源を接続する

• QFX5100 デバイスに DC 電源を接続する

EX4550 スイッチのシャーシの持ち上げに関するガイドライン

EX4550 スイッチの重量は約 19.4 ポンド（8.8 kg）です。 スイッチの持ち上げと移動につい

ては、以下のガイドラインに従ってください。

• スイッチを取り付け場所に移動する前に、取り付け場所が 81ページの 「EX4550 スイッチの

取り付け場所準備に関するチェックリスト」 に記載されている、電力、環境、およびクリア

ランスに関する要件を満たしていることを確認します。

• スイッチを持ち上げたり移動する際は、事前に外部ケーブルおよび電線をすべて取り外しま

す。

• 持ち上げの際は、重い物体を持ち上げるときのように、背中でなく両脚に重量をかけるよう

に持ち上げます。 膝を曲げ、背中はややまっすぐにします。 持ち上げるときに体をねじら

ないようにします。 負荷のバランスを均等に保ち、足元がしっかりしている必要がありま

す。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

傾斜に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 機器を取り付けるとき、勾配が 10 度以上ある傾斜面を使用しないでくださ

い。
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Waarschuwing Gebruik een oprijplaat niet onder een hoek van meer dan 10

graden.

Varoitus Älä käytä sellaista kaltevaa pintaa, jonka kaltevuus ylittää 10

astetta.

Attention 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.

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 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

ラック取り付けとキャビネット取り付けに関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

機器が取り付けられているラックあるいはキャビネットが、均等かつ安全に支持されているこ

とを確認してください。 機械的負荷が均等でない場合、危険な状態になる可能性があります。

警告: デバイスをラックに取り付けたり修理するときのけがを防ぐため、次の予防

措置を講じて、システムを安定した状態にしておきます。 次の指示は、安全を維持

する際に役立ちます。

• デバイスは、建物に固定されたラックに取り付けなければなりません。

• 装置がラック中の唯一のユニットである場合、ラックの一番下に取り付ける必要

があります。
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• 一部がすでに使用されているラックにデバイスを取り付ける場合、下から上へと

ラックを使用し、最も重いコンポーネントがラックの一番下に来るようにします。

• ラックに安定装置が備えられている場合、安定装置を取り付けてから、ラックへ

のデバイスの取り付けや、デバイスの点検を行います。

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 Juniper Networks switch 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.

Varoitus Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa

telineessä, on noudatettava erityisiä varotoimia järjestelmän vakavuuden

säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia

turvallisuusohjeita:

• Juniper Networks switch 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.

Attention Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de

montage ou de réparation de cette unité en casier, il convient de prendre

des précautions spéciales afin de maintenir la stabilité du système. Les

directives ci-dessous sont destinées à assurer la protection du personnel:

• Le rack sur lequel est monté le Juniper Networks switch 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.
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• 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 Juniper Networks switch 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

garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive vengono

fornite per garantire la sicurezza personale:

• Il Juniper Networks switch 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:

• Juniper Networks switch 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.
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• 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 Juniper Networks switch 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

cuidado en que el sistema quede bien estable. Para garantizar su seguridad,

proceda según las siguientes instrucciones:

• El Juniper Networks switch 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:
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• Juniper Networks switch 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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• EX2200 スイッチの取り付け

• EX3200 スイッチの取り付け

• EX3300 スイッチの取り付け

• EX4200 スイッチの取り付け

• EX4500 スイッチの取り付け

• 111ページの 「EX4550 スイッチの取り付け」

• EX6210 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• EX8208 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• EX8216 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• メカニカル リフトを使って EX9200 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• メカニカル リフトを使って EX9204 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• メカニカル リフトを使って EX9208 スイッチをラックまたはキャビネットに取り付ける

• QFX3100 Director デバイスを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

• QFX3100 Director デバイスを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

• メカニカル リフトを使って QFX3008-I 相互接続デバイスをラックまたはキャビネットに取

り付ける

• QFX3600 または QFX3600-I デバイスを 4 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

• QFX3600 または QFX3600-I デバイスを 2 ポスト ラックまたはキャビネットに取り付ける

• QFX3500 デバイスをラックまたはキャビネットに取り付ける

• QFX5100 デバイスをラックまたはキャビネットに取り付ける
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接地機器に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 本機器は、接地して使用するよう設計されています。 通常の使用において、

アースがシャーシに接続していることを確認してください。

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.

Attention Cet équipement doit être relié à la terre. S'assurer que l'appareil

hôte est relié à la terre lors de l'utilisation normale.

Warnung Dieses Gerät muß geerdet werden. Stellen Sie sicher, daß das

Host-Gerät während des normalen Betriebs an Erde gelegt ist.

Avvertenza Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi

che il dispositivo host sia collegato alla massa di terra durante il normale

utilizzo.

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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

保守および運用の安全に関するガイドラインと警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。
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デバイスの保守作業を行うときは、以下のガイドラインと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 (226ページ)

• 宝飾品類を外す警告 (227ページ)

• 雷発生時の作業に関する警告 (228ページ)

• 動作温度に関する警告 (229ページ)

• 製品の処分に関する警告 (230ページ)

バッテリーの取り扱いに関する警告

警告: バッテリーを正しく交換しなかった場合、爆発する可能性があります。 メー

カーが推奨するバッテリー、あるいはそれと同等なタイプのバッテリーと交換して

ください。 使用済みのバッテリーは、メーカーの指示に従って処分してください。

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.

Attention 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.

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.

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.

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
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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.

宝飾品類を外す警告

警告: 電力線に接続している装置で作業を行う前に、指輪、ネックレス、時計など

の宝飾品類を外してください。 電力やアースに接すると金属が発熱し、重度のやけ

どを負ったり、端子に溶接されてしまう場合があります。

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

maan kanssa, ja ne voivat aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata

metalliesineet kiinni liitäntänapoihin.

Attention Avant d'accéder à cet équipement connecté aux lignes électriques,

ôter tout bijou (anneaux, colliers et montres compris). Lorsqu'ils sont

branchés à l'alimentation et reliés à la terre, les objets métalliques

chauffent, ce qui peut provoquer des blessures graves ou souder l'objet

métallique aux bornes.

Warnung Vor der Arbeit an Geräten, die an das Netz angeschlossen sind,

jeglichen Schmuck (einschließlich Ringe, Ketten und Uhren) abnehmen.

Metallgegenstände erhitzen sich, wenn sie an das Netz und die Erde

angeschlossen werden, und können schwere Verbrennungen verursachen oder an

die Anschlußklemmen angeschweißt werden.

Avvertenza Prima di intervenire su apparecchiature collegate alle linee di

alimentazione, togliersi qualsiasi monile (inclusi anelli, collane,

braccialetti ed orologi). Gli oggetti metallici si riscaldano quando sono

collegati tra punti di alimentazione e massa: possono causare ustioni gravi

oppure il metallo può saldarsi ai terminali.

Advarsel Fjern alle smykker (inkludert ringer, halskjeder og klokker) før

du skal arbeide på utstyr som er koblet til kraftledninger. Metallgjenstander

som er koblet til kraftledninger og jord blir svært varme og kan forårsake

alvorlige brannskader eller smelte fast til polene.
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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.

雷発生時の作業に関する警告

警告: 雷が発生している間、システムで作業を行ったり、ケーブルの接続や取り外

しを行わないでください。

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.

Attention Ne pas travailler sur le système ni brancher ou débrancher les

câbles pendant un orage.

Warnung Arbeiten Sie nicht am System und schließen Sie keine Kabel an bzw.

trennen Sie keine ab, wenn es gewittert.

Avvertenza Non lavorare sul sistema o collegare oppure scollegare i cavi

durante un temporale con fulmini.

Advarsel Utfør aldri arbeid på systemet, eller koble kabler til eller fra

systemet når det tordner eller lyner.

Aviso 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.
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動作温度に関する警告

警告: デバイスの過熱を防止するため、EX6200 スイッチ、EX8208 スイッチ、EX8216

スイッチ、QFX シリーズ デバイス、および XRE200 外部ルーティング エンジンの

推奨周囲温度 104° F（40° C）と、EX2200、EX3300、EX3200、EX4200、EX4300、

EX4500、および EX4550 スイッチの 113° F（45° C）を超える場所で機器を稼働

しないでください。 気流が妨げられることのないように、最低 6 インチ （15.2 cm）

のクリアランスを換気用開口部の周囲に設けてください。

Waarschuwing Om te voorkomen dat welke switch van de Juniper Networks 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 Juniper Networks switch-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.

Attention Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme Juniper

Networks switch, 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.

Warnung Um einen Router der switch 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 switch, 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 Juniper Networks switch

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 Juniper Networks switch,

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 Juniper Networks

switch se recaliente, no lo haga funcionar en un área en la que se supere
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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 Juniper Networks switch 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.

製品の処分に関する警告

警告: 本機器の処分は、国内法および規制に従って行ってください。

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.

Attention 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.

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 • 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」
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• 211ページの 「EX シリーズ スイッチのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと

警告」

• QFX シリーズのレーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと警告

• 217ページの 「取り付け手順に関する警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」
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第19章

電力および電気の安全に関する情報

• 一般的な電気安全ガイドラインおよび警告 (233ページ)

• 静電放電損傷の予防 (234ページ)

• AC 電源の電気安全ガイドライン (236ページ)

• AC 電源切断に関する警告 (238ページ)

• DC 電源の電気安全ガイドライン (239ページ)

• DC 電源切断に関する警告 (241ページ)

• DC 電源接地の要件と警告 (242ページ)

• DC 電源配線順序に関する警告 (243ページ)

• DC 電源配線終端に関する警告 (245ページ)

• 複数の電源切断に関する警告 (247ページ)

• TN 電源に関する警告 (247ページ)

• 電気災害発生時の対応 (248ページ)

一般的な電気安全ガイドラインおよび警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: デバイスの特定のポートはイントラビルディング（建物内）インターフェイ

スのみを使用目的として設計されており（GR-1089-CORE Issue 4 に記載された Type

2 あるいは Type 4 ポート）、露出した OSP（局外設備）配線からの隔離が必要で

す。 NEBS 要件に準拠し、雷サージや商用の妨害電力から保護するため、ビル内ポー

トを OSP あるいはその配線に接続するインターフェイスに金属的に接続してはなり

ません。 デバイスのビル内ポートは、ビル内または露出しない配線にのみ適してい

ます。 一次プロテクタの追加は、これらのインターフェイスを OSP 配線に金属的

に接続する場合の保護として十分ではありません。
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注意: デバイスのコンポーネントの取り外しまたは取り付けの前に、静電放電（ESD）

ポイントに ESD 接地ストラップを付け、手首に直接ストラップのもう一方の端を巻

いてください。 ESD 接地ストラップを使用しなかった場合、スイッチが損傷する場

合があります。

• 次の地域、国または国際的な電気規則に従ってデバイスを取り付けます。

• 米国—National Fire Protection Association (NFPA 70), United States National

Electrical Code

• 他の国—International Electromechanical Commission (IEC) 60364, Part 1～Part 7

• TN 電源系統の評価

• カナダ—Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1

• 電気災害が起きた際にすばやく電源を切れるよう、作業している部屋の非常電源切断スイッ

チの位置を確認してください。

• アースを接続する前に、接地面に汚れがなく、ブライト仕上げがなされていることを確認し

ます。

• 作業場所が危険な状態であると予想される場合は、単独で作業しないでください。

• 電源が回路から遮断されていると決めてかからないでください。 作業を始める前に必ず回路

をチェックします。

• 床面の湿気、接地していない電源延長コード、安全接地の欠落など、作業領域における潜在

的な危険を慎重に予測してください。

• 示された電気定格の範囲内でデバイスを操作し、製品使用の指示に従ってください。

• デバイスや周辺装置が安全かつ正しく機能するよう、接続する周辺装置に指定されたケーブ

ルおよびコネクタを使用し、それらが良い状態であることを確認してください。

本デバイスのハードウェア ドキュメントに記載されているように、デバイスの電源をオフにし

たり、デバイスへの電力を遮断したりすることなく、多くのデバイス コンポーネントの取り外

しや交換を行うことができます。 損傷していると思われる装置は取り付けないでください。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

静電放電損傷の予防

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。
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帯電防止袋に入った状態で出荷されるデバイス コンポーネントは、静電気による損傷を受けや

すくなっています。 コンポーネントには、わずか 30 V の電圧で損傷するものもあります。

プラスチックまたは発泡スチロール製の梱包材を扱ったり、プラスチックやカーペットの上で

コンポーネントを移動させた際、損傷の原因となる静電圧が簡単に発生してしまいます。 次の

ガイドラインに従って、コンポーネントの間欠的または完全な故障の原因となる、静電気放電

（ESD）による損傷の可能性を最小化してください。

• ESD 損傷を受けやすいコンポーネントを扱う際は常に ESD 接地ストラップを使用し、スト

ラップが直接皮膚に触れるようにしてください。

接地ストラップがない場合は、帯電防止袋に入ったままのコンポーネントを片手に持ち

（235ページの図77 を参照）、機器にコンポーネントを挿入する直前に、もう一方の手で機器

の剥き出しの金属部分を触ります。

警告: 安全のために、定期的に ESD 接地ストラップの抵抗値を確認してくださ

い。 測定値は 1～10 M オームの範囲でなければなりません。

• ESD による損傷を受けやすいコンポーネントの扱いにおいて、これらのコンポーネントを機

器から取り外した場合、ESD 接地ストラップの装置側がシャーシの ESD ポイントに取り付け

られていることを確認してください。

接地ストラップがない場合は、コンポーネントを扱う前に機器の剥き出しの金属部分を触る

ことによって、人体に溜まった静電気をアースしてください。

• ESD による損傷を受けやすいコンポーネントと衣服が接触しないようにします。 衣服からの

ESD 電圧がコンポーネントを損傷することがあります。

• ESD による損傷を受けやすいコンポーネントの取り外しや取り付けの際は、必ず帯電防止カー

ド ラックまたは帯電防止袋に、コンポーネントが帯電防止面の上になるように置いてくださ

い（235ページの図77 を参照）。 コンポーネントを返品する際は、帯電防止袋に入れてから

梱包してください。

図 77: 帯電防止袋にコンポーネントを入れる

注意: カテゴリ 5e およびカテゴリ 6 等の ANSI/TIA/EIA-568 ケーブルは帯電する

場合があります。 この帯電を放散するために、システムにケーブルを接続する前

に、必ずケーブルを適切かつ安全にアースしてください。
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関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• ESD ポイントの場所については、EX2200 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してくださ

い。

• ESD ポイントの場所については、EX3200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX3300 スイッチのリア パネル を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX4200 スイッチのリア パネル を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX4500 スイッチのフロント パネル を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、3ページの 「EX4550 スイッチ ハードウェアの概要」 を

参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX6210 スイッチのシャーシ物理仕様 を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX8208 スイッチのシャーシ物理仕様 を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX8216 スイッチのシャーシ物理仕様 を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、EX9204 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してくださ

い。

• ESD ポイントの場所については、EX9208 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してくださ

い。

• ESD ポイントの場所については、EX9214 スイッチ ハードウェアの概要 を参照してくださ

い。

• ESD ポイントの場所については、QFX3008-I 相互接続デバイスの概要 を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、QFX3500 デバイスのフロント パネル を参照してください。

• ESD ポイントの場所については、QFX3600 デバイスのフロント パネル を参照してください。

• 冗長電源システムの物理仕様

• QFX5100-48S デバイスのポート パネル

• QFX5100-24Q デバイスのポート パネル

AC 電源の電気安全ガイドライン

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

注意: AC 電源を搭載したデバイスには、AC 電源に外部サージ保護装置（SPD）を使

用する必要があります。
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以下の電気安全ガイドラインは、AC 電源デバイスに適用されます。

• デバイスに記された次の警告に注意してください。

“CAUTION:本装置には電源コードが 1 本以上あります。 電気ショックを避けるため、作業

を行う前にすべての電源コードを抜いてください。”

“ATTENTION: CET APPAREIL COMPORTE PLUS D'UN CORDON D'ALIMENTATION. AFIN DE PRÉVENIR

LES CHOCS ÉLECTRIQUES, DÉBRANCHER TOUT CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE FAIRE LE

DÉPANNAGE.”

• AC 電源のスイッチには、接地型電源アウトレットにのみ適合する接地型プラグが付いた 3

線式電気コードが付属しています。 この安全機能を回避しないでください。 装置の接地は、

その地域および国の電気に関する規則に必ず準拠する必要があります。

• 最低定格が 20 A の外部サーキット ブレーカを建物に取り付ける必要があります。

• 電源コードは、AC 電源デバイスの主な切断装置としての役割を果たします。 ソケット コン

セントは、簡単にアクセスできるように AC 電源デバイスの近くにします。

• 複数の電源接続があるデバイスの場合、すべての電気接続を完全に切断して、デバイスへの

電力を完全に遮断することで電気ショックが起こらないようにします。 電力を切断するには

すべての電源コードを抜いてください（1 つの電源に 1 本のコード）。

電源コードに関する警告（日本）

警告: 付属の電源ケーブルはこの製品専用です。 他の電気機器に使用しないでください。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 247ページの 「複数の電源切断に関する警告」

• EX2200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX3300 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに AC 電源を接続する

• 141ページの 「EX4550 スイッチに AC 電源を接続する」

• EX6200 スイッチに AC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに AC 電源を接続する
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• EX9204 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに AC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに AC 電源を接続する

• XRE200 外部ルーティング エンジンに AC 電源を接続する

• QFX3100 Director デバイスに AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに単相配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに三相デルタ配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3008-I 相互接続デバイスに三相ワイ配線トレイ使用の AC 電源を接続する

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスに AC 電源を接続する

• QFX5100 デバイスに AC 電源を接続する

AC 電源切断に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: スイッチで作業をしたり電源の近くで作業を行う前に、AC スイッチからすべ

ての電源コードのプラグを抜いてください。

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.

Varoitus Kytke irti vaihtovirtalaitteiden virtajohto, ennen kuin teet mitään

asennuspohjalle tai työskentelet virtalähteiden läheisyydessä.

Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'une alimentation

électrique, débrancher le cordon d'alimentation des unités en courant

alternatif.

Warnung Bevor Sie an einem Chassis oder in der Nähe von Netzgeräten arbeiten,

ziehen Sie bei Wechselstromeinheiten das Netzkabel ab bzw.

Avvertenza Prima di lavorare su un telaio o intorno ad alimentatori,

scollegare il cavo di alimentazione sulle unità CA.

Advarsel Før det utføres arbeid på kabinettet eller det arbeides i nærheten

av strømforsyningsenheter, skal strømledningen trekkes ut på

vekselstrømsenheter.
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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.

¡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).

Varning! Innan du arbetar med ett chassi eller nära strömförsörjningsenheter

skall du för växelströmsenheter dra ur nätsladden.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

DC 電源の電気安全ガイドライン

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズに適用されます（スイッチおよび XRE200 外部

ルーティング エンジンを含む）。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

• DC 電源デバイスは、最大構成のデバイスの電力要件に合わせた DC 端子ブロックを装備して

います。

注: 十分な電力を供給するため、供給能力がある施設 DC 電源に DC 入力配線を

終端処理します。

• EX2200 および EX3300 スイッチで最低 7.5 A（–48 VDC）

• EX3200 および EX4200 スイッチで最低 8 A（–48 VDC）

• EX6210 スイッチで最低 50 A（–48 VDC）

• EX8208 スイッチで最低 60 A（–48 VDC）

• EX8216 スイッチで最低 100 A（–48 VDC）

• QFX3500 および QFX5100 デバイスで最低 7 A（–48 VDC）

• QFX3600 デバイスで最低 8 A（–48 VDC）

設備配線には、簡単にアクセス可能な遮断デバイスを組み込みます。 アース線またはコン

ジットは、必ずしっかりとしたオフィス用アースに接続します。 アース スタッドでアース

線を終端するには、閉ループ リングを推奨します。

• サーキット ブレーカ ボックスから 48 VDC のソースまで 2 本の電線を引きます。
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• DC 端子ブロックを備えた DC 電源デバイスは、アクセスが制限された場所にのみ取り付けま

す。 米国では、制限されたアクセス領域とは、National Electrical Code ANSI/NFPA 70 の

第 110-16、110-17、および 110-18 条による領域のことです。

注: 一次過電流保護は建物のサーキット ブレーカによって提供されます。 この

ブレーカーは、NEC ANSI/NFPA 70 に従って、過電流、短絡、および地絡に対する

保護を提供する必要があります。

• DC 入力配線の極性が正しいことを確認します。 ある条件下における逆極性での接続は、一

次サーキット ブレーカーを落とすか、装置を損傷する場合があります。

• 安全のため、DC 配線のスイッチ側と供給側の両方で、緑色と黄色の線を安全アースに接続し

ます。

• DC 電源のサービス ゲートウェイの、マークが付いた入力電圧 –48 VDC は、バッテリー回路

に関連した公称電圧であり、それ以上の高電圧は、充電機能用のフロート電圧にのみ関連し

ます。

• デバイスはプラスの接地システムなので、RTN というラベルの付いた端子にプラスのリード

を、–48 VDC というラベルの付いた端子にマイナスのリードを接続しなければなりません。

そして、アースをシャーシの接地点に接続します。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 241ページの 「DC 電源切断に関する警告」

• 242ページの 「DC 電源接地の要件と警告」

• 243ページの 「DC 電源配線順序に関する警告」

• 245ページの 「DC 電源配線終端に関する警告」

• EX2200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX3200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX4500 スイッチに DC 電源を接続する

• 143ページの 「EX4550 スイッチに DC 電源を接続する」

• EX6200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX8200 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9204 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9208 スイッチに DC 電源を接続する

• EX9214 スイッチに DC 電源を接続する

• XRE200 外部ルーティング エンジンに DC 電源を接続する

• QFX3500、QFX3600、または QFX3600-I デバイスに DC 電源を接続する
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• QFX5100 デバイスに DC 電源を接続する

DC 電源切断に関する警告

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズに適用されます（スイッチおよび XRE200 外部

ルーティング エンジンを含む）。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: DC 電源の手順を実行する前に、DC 回路に電気が流れていないことを確認し

てください。 電源がすべてオフになっていることを確認するには、DC 回路に電力

を供給するパネル ボード上のサーキット ブレーカの位置を確認し、それを OFF 位

置に切り替え、そのスイッチ ハンドルを OFF 位置でテープで留めてください。

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.

Attention 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

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
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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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

• 242ページの 「DC 電源接地の要件と警告」

• 243ページの 「DC 電源配線順序に関する警告」

• 245ページの 「DC 電源配線終端に関する警告」

DC 電源接地の要件と警告

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズに適用されます（スイッチおよび XRE200 外部

ルーティング エンジンを含む）。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

デバイスに給電する分岐回路の一部として絶縁接地線が備わっています。絶縁接地線のサイズ

は接地および非接地分岐回路供給導線と同じですが、絶縁接地線は緑色と黄色の縞で区別する

ことができます。 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: デバイスを取り付ける際は必ず最初にアース接続を行い、取り外しの際は最

後に行います。
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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.

Attention 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.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

• 241ページの 「DC 電源切断に関する警告」

• 243ページの 「DC 電源配線順序に関する警告」

• 245ページの 「DC 電源配線終端に関する警告」

DC 電源配線順序に関する警告

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズに適用されます（スイッチおよび XRE200 外部

ルーティング エンジンを含む）。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 適切なラグを使用して、直流電源を配線します。 電源を接続するとき、適切

な配線順序は、アースからアース、+RTN から +RTN、そして –48 V から –48 V で

す。 電源を切断するとき、適切な配線順序は、–48 V から –48 V、+RTN から +RTN、
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そしてアースからアースです。 接地線は必ず最初に接続し、最後に取り外す必要が

あります。

Waarschuwing De juiste bedradingsvolgorde verbonden is aarde naar aarde,

+RTN naar +RTN, en –48 V naar – 48 V. De juiste bedradingsvolgorde losgemaakt

is en –48 naar –48 V, +RTN naar +RTN, aarde naar aarde.

Varoitus Oikea yhdistettava kytkentajarjestys on maajohto maajohtoon, +RTN

varten +RTN, –48 V varten – 48 V. Oikea irrotettava kytkentajarjestys on

–48 V varten – 48 V, +RTN varten +RTN, maajohto maajohtoon.

Attention Câblez l'approvisionnement d'alimentation CC En utilisant les

crochets appropriés à l'extrémité de câblage. En reliant la puissance, l'ordre

approprié de câblage est rectifié pour rectifier, +RTN à +RTN, puis –48 V à

–48 V. En débranchant la puissance, l'ordre approprié de câblage est –48 V

à –48 V, +RTN à +RTN, a alors rectifié pour rectifier. Notez que le fil de

masse devrait toujours être relié d'abord et débranché pour la dernière fois.

Notez que le fil de masse devrait toujours être relié d'abord et débranché

pour la dernière fois.

Warnung Die Stromzufuhr ist nur mit geeigneten Ringösen an das DC Netzteil

anzuschliessen. Die richtige Anschlusssequenz ist: Erdanschluss zu

Erdanschluss, +RTN zu +RTN und dann -48V zu -48V. Die richtige Sequenz zum

Abtrennen der Stromversorgung ist -48V zu -48V, +RTN zu +RTN und dann

Erdanschluss zu Erdanschluss. Es ist zu beachten dass der Erdanschluss immer

zuerst angeschlossen und als letztes abgetrennt wird.

Avvertenza Mostra la morsettiera dell alimentatore CC. Cablare l'alimentatore

CC usando i connettori adatti all'estremità del cablaggio, come illustrato.

La corretta sequenza di cablaggio è da massa a massa, da positivo a positivo

(da linea ad L) e da negativo a negativo (da neutro a N). Tenere presente

che il filo di massa deve sempre venire collegato per primo e scollegato per

ultimo.

Advarsel Riktig tilkoples tilkoplingssekvens er jord til jord, +RTN til +RTN,

–48 V til – 48 V. Riktig frakoples tilkoplingssekvens er –48 V til – 48 V,

+RTN til +RTN, jord til jord.

Aviso Ate con alambre la fuente de potencia cc Usando los terminales

apropiados en el extremo del cableado. Al conectar potencia, la secuencia

apropiada del cableado se muele para moler, +RTN a +RTN, entonces –48 V a

–48 V. Al desconectar potencia, la secuencia apropiada del cableado es –48 V

a –48 V, +RTN a +RTN, entonces molió para moler. Observe que el alambre de

tierra se debe conectar siempre primero y desconectar por último. Observe

que el alambre de tierra se debe conectar siempre primero y desconectar por

último.

¡Atención! Wire a fonte de alimentação de DC Usando os talões apropriados

na extremidade da fiação. Ao conectar a potência, a seqüência apropriada da

fiação é moída para moer, +RTN a +RTN, então –48 V a –48 V. Ao desconectar
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a potência, a seqüência apropriada da fiação é –48 V a –48 V, +RTN a +RTN,

moeu então para moer. Anote que o fio à terra deve sempre ser conectado

primeiramente e desconectado por último. Anote que o fio à terra deve sempre

ser conectado primeiramente e desconectado por último.

Varning! Korrekt kopplingssekvens ar jord till jord, +RTN till +RTN, –48 V

till –48 V. Korrekt kopplas kopplingssekvens ar –48 V till –48 V, +RTN till

+RTN, jord till jord.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

• 241ページの 「DC 電源切断に関する警告」

• 242ページの 「DC 電源接地の要件と警告」

• 245ページの 「DC 電源配線終端に関する警告」

DC 電源配線終端に関する警告

このトピックは、EX シリーズの製品シリーズに適用されます（スイッチおよび XRE200 外部

ルーティング エンジンを含む）。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: より線が必要な場合、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てください。 終端は配線に合ったサイズで、絶縁体と導体

の両方をクランプできるものでなければなりません。

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.

Attention 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.
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Warnung Wenn Litzenverdrahtung erforderlich ist, sind zugelassene

Verdrahtungsabschlüsse, z.B. für einen geschlossenen Regelkreis oder

gabelförmig, mit nach oben gerichteten Kabelschuhen 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 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

• 241ページの 「DC 電源切断に関する警告」

• 242ページの 「DC 電源接地の要件と警告」

• 243ページの 「DC 電源配線順序に関する警告」

Copyright © 2014, Juniper Networks, Inc.246

EX4550 イーサネット スイッチ ハードウェア

完全ガイド



複数の電源切断に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 複数の電源接続を搭載する機器の場合、スイッチへの電力が完全に遮断され

るよう、すべての電気接続が完全に切断されていることを確認する必要があります。

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」

TN 電源に関する警告

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

警告: 本機器は、TN 電源系統で使用するよう設計されています。

Waarschuwing Het apparaat is ontworpen om te functioneren met TN

energiesystemen.

Varoitus Koje on suunniteltu toimimaan TN-sähkövoimajärjestelmien yhteydessä.

Attention Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes

d'alimentation TN.

Warnung Das Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt.

Avvertenza Il dispositivo è stato progettato per l'uso con sistemi di

alimentazione TN.

Advarsel Utstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer.

Aviso O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN.

¡Atención! El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación

tipo TN.
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Varning! Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem

av TN-typ.

関連項目 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」•

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 225ページの 「接地機器に関する警告」

• 247ページの 「複数の電源切断に関する警告」

電気災害発生時の対応

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

このトピックは、QFX シリーズのハードウェア デバイスにも適用されます。

電気災害により負傷した場合は、以下の処置を記載した順番で行ってください。

1. 油断は禁物です。 さらなる負傷を招く危険性のある状況に注意してください。

2. デバイスから電源を遮断します。

3. 可能であれば、別の人を派遣して医療支援を受けます。 無理な場合は、けが人の状況を確

認してから助けを呼びます。

関連項目 • 205ページの 「一般的な安全に関するガイドラインと警告」

• 233ページの 「一般的な電気安全ガイドラインおよび警告」

• 236ページの 「AC 電源の電気安全ガイドライン」

• 239ページの 「DC 電源の電気安全ガイドライン」
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第8部

コンプライアンスに関する情報

• コンプライアンスに関する情報 (251ページ)
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第20章

コンプライアンスに関する情報

• EX シリーズ スイッチについての機関の承認 (251ページ)

• EX シリーズ スイッチの EMC 要件のコンプライアンス ステートメント (252ページ)

• EX シリーズ スイッチの音響雑音コンプライアンス ステートメント (255ページ)

• EX4550 スイッチの適合宣言 (256ページ)

EX シリーズ スイッチについての機関の承認

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

本ハードウェア デバイスは以下の基準に準拠しています。

• 安全性

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (2007) Information Technology Equipment

• UL 60950-1 (2nd Ed.) Information Technology Equipment

• EN 60950-1 (2006) Information Technology Equipment

• IEC 60950-1 (2005) Information Technology Equipment

• EN 60825-1 (2007) Safety of Laser Products - Part 1: Equipment classification and

requirements

• EMC

• FCC 47CFR Part 15 Class A（米国）

• EN 55022 Class A Emissions（ヨーロッパ）

• ICES-003 Class A

• VCCI Class A（日本）

• AS/NZS CISPR 22 Class A（オーストラリア/ニュージーランド）

• CISPR 22 Class A

• EN 55024

• EN 300386
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• EN 61000-3-2 Power Line Harmonics

• EN 61000-3-3 Voltage Fluctuations and Flicker

• EN 61000-4-2 ESD

• EN 61000-4-3 Radiated Immunity

• EN 61000-4-4 EFT

• EN 61000-4-5 Surge

• EN 61000-4-6 Low Frequency Common Immunity

• EN 61000-4-11 Voltage Dips and Sags

関連項目 252ページの 「EX シリーズ スイッチの EMC 要件のコンプライアンス ステートメント」•

• 255ページの 「EX シリーズ スイッチの音響雑音コンプライアンス ステートメント」

EX シリーズ スイッチの EMC 要件のコンプライアンス ステートメント

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

本トピックでは、本ハードウェア デバイスの ENC 要件について説明します。

• カナダ (252ページ)

• ヨーロッパ共同体 (253ページ)

• 日本 (253ページ)

• 韓国 (253ページ)

• 米国 (253ページ)

• FCC Part 15 ステートメント (254ページ)

• 規制以外の環境基準 (254ページ)

カナダ

この Class A のデジタル装置はカナダの ICES-003 に準拠します。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Industry Canada のラベルは装置が認証済みであることを表しています。 ここで認証とは、電

気通信ネットワークに関する特定の保護、動作、安全要件を装置が満たしていることを意味し

ます。 Industry Canada は、装置についてユーザーの満足のいく動作を保証するものではあり

ません。

装置を取り付ける前にユーザーは、その地域の電話通信会社の施設に装置を接続することが許

可されているか確認する必要があります。 また装置は、基準に合った接続方法で取り付ける必

要があります。 場合によって、単一回線の個々のサービスに使われる内部配線を、認可された

コネクタ アセンブリを使って拡張することが可能です。 上記条件を順守しても、場合によっ

てサービスの低下を防止できないことを、お客様は認識する必要があります。
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認証された装置の修理は、サプライヤ指定の認可されたカナダの保守施設で行われる必要があ

ります。 使用者が本装置に修理または変更を行ったり、装置が故障している場合、使用者は電

話通信会社からその装置を切断するよう求められる場合があります。

注意: 使用者は接地接続を自ら行うべきでなく、適切な検査機関あるいは電気技師

に連絡する必要があります。

ユーザーは、電気ユーティリティ、電話回線、内部の金属送水管システム（存在する場合）の

接地が一緒に繋がれていることを、防護措置として確認する必要があります。 特に農村地域に

おいてこの予防措置は重要です。

ヨーロッパ共同体

本装置は Class A デバイスです。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこ

とがあります。その場合、使用者は適切な対策を講じなくてはなりません。

日本

上の文の内容は次のとおりです。

本装置は Class A デバイスです。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこ

とがあります。その場合、使用者は適切な対策を講じなくてはなりません。

VCCI-A

韓国

Class A g0
40

91
3

上の文の内容は次のとおりです。

この装置は、商業用電磁適合品（Class A）の装置であり、販売者および顧客ともに電磁適合性

機器であるという認識を持つことが必要です。またこの装置は家庭以外の場所での使用を想定

されています。

米国

本装置は、FCC Rules の Part 15 に準拠する Class A デジタル デバイスの制約に関する試験

に合格しています。 これらの制限は商業環境で機能する際、干渉を避けるための適切な保護を
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提供すべく設計されています。 本製品は、無線周波エネルギーを発生、使用し、また放射する

可能性があり、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがありますが、取扱説明書に従って取

り付け、利用する場合はその限りではありません。 居住地区での本製品の操作は干渉を引き起

こす可能性がありますが、その場合はユーザーが独自の費用において干渉を修正する必要があ

ります。

FCC Part 15 ステートメント

この製品は、FCC Rules の Part 15 に準拠する Class A デジタル デバイスの制約に関する試

験に合格しています。 これらの制限は、居住地区で機能する際、有害な干渉を避けるための適

切な保護を提供するように設計されています。 本製品は、無線周波エネルギーを発生、使用

し、また放射する可能性があり、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがありますが、取扱

説明書に従って取り付け、利用する場合はその限りではありません。 しかし、そのような干渉

が特定の配備環境下で起こらないことを保証するものではありません。

もしこの機器の電源を切ったり入れたりすることで、ラジオやテレビの受信に対する有害な干

渉を起こしていることが判明した場合には、ユーザーは以下に示す手段のうちの 1 つあるいは

それ以上を用いて干渉を改善することが望まれます。

• 受信アンテナの再設定または再取り付けを行う。

• 機器とレシーバーとの間隔を広げる。

• レシーバーが接続されているのとは別の回路のコンセントに機器を接続する。

• メーカー、あるいはラジオやテレビの技術者に相談する。

規制以外の環境基準

NEBS compliance- 以下の EX シリーズ スイッチは Network Equipment Building System（NEBS）

に準拠しています。

• EX2200-24T および EX2200-48T

• EX3200-24T、EX3200-48T

• EX3300-24T、EX3300-48T

• EX4200-24F、EX4200-24T、EX4200-48T

• すべての EX4500 スイッチ（AC 電源を搭載）

• すべての EX6200 スイッチ

注: EX6200-48P ラインカードを使用する場合、ビル内ポートには、両端を接地し

た、シールド付きのビル内ケーブルやコードを必ず使用してください。

• すべての EX8200 スイッチ

このスイッチは以下の NEBS 準拠基準に従っています。

• SR-3580 NEBS Criteria Levels (Level 3 Compliance)

• GR-1089-CORE：EMC and Electrical Safety for Network Telecommunications Equipment
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• GR-63-CORE：NEBS、Physical Protection

• この装置は、CBN（Common Bonding Network）の一部として取り付けるのに適切です。

• この装置は、NEC（National Electrical Code）が該当する場所での取り付けに適切です。

• GR-1089-CORE に定義されるように、バッテリーのリターン接続は、分離 DC リターン

（DC-I）として扱うことができます。

関連項目 251ページの 「EX シリーズ スイッチについての機関の承認」•

• 255ページの 「EX シリーズ スイッチの音響雑音コンプライアンス ステートメント」

EX シリーズ スイッチの音響雑音コンプライアンス ステートメント

このトピックは、EX シリーズ製品ファミリーのハードウェア デバイス（スイッチ、EX シリー

ズ冗長電源システム（RPS）、および XRE200 外部ルーティング エンジンなど）に適用されま

す。

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt

70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

翻訳:

EN ISO 7779 による放出音圧は 70 dB(A) 未満です。

関連項目 251ページの 「EX シリーズ スイッチについての機関の承認」•

• 252ページの 「EX シリーズ スイッチの EMC 要件のコンプライアンス ステートメント」
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EX4550 スイッチの適合宣言

関連項目 • 251ページの 「EX シリーズ スイッチについての機関の承認」

• 252ページの 「EX シリーズ スイッチの EMC 要件のコンプライアンス ステートメント」

• 255ページの 「EX シリーズ スイッチの音響雑音コンプライアンス ステートメント」
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