
SRX 5800 Services Gateway

ハードウェア ガイド

Juniper Networks, Inc.

1194 North Mathilda Avenue

Sunnyvale, California 94089

USA

408-745-2000

www.juniper.net

パーツ番号: 000000, 改訂 01



This product includes the Envoy SNMP Engine, developed by Epilogue Technology, an Integrated Systems Company. Copyright © 1986-1997,

Epilogue Technology Corporation. All rights reserved. This program and its documentation were developed at private expense, and no part

of them is in the public domain.

This product includes memory allocation software developed by Mark Moraes, copyright © 1988, 1989, 1993, University of Toronto.

This product includes FreeBSD software developed by the University of California, Berkeley, and its contributors. All of the documentation

and software included in the 4.4BSD and 4.4BSD-Lite Releases is copyrighted by the Regents of the University of California. Copyright

© 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994. The Regents of the University of California. All rights reserved.

GateD software copyright © 1995, the Regents of the University. All rights reserved. Gate Daemon was originated and developed through

release 3.0 by Cornell University and its collaborators. Gated is based on Kirton’s EGP, UC Berkeley’s routing daemon (routed), and

DCN’s HELLO routing protocol. Development of Gated has been supported in part by the National Science Foundation. Portions of the GateD

software copyright © 1988, Regents of the University of California. All rights reserved. Portions of the GateD software copyright ©

1991, D. L. S. Associates.

This product includes software developed by Maker Communications, Inc., copyright © 1996, 1997, Maker Communications, Inc.

Juniper Networks, the Juniper Networks logo, JUNOS, NetScreen, ScreenOS, and Steel-Belted Radius are registered trademarks of Juniper

Networks, Inc. in the United States and other countries. JUNOSe is a trademark of Juniper Networks, Inc. All other trademarks, service

marks, registered trademarks, or registered service marks are the property of their respective owners.

Juniper Networks assumes no responsibility for any inaccuracies in this document. Juniper Networks reserves the right to change, modify,

transfer, or otherwise revise this publication without notice.

Products made or sold by Juniper Networks or components thereof might be covered by one or more of the following patents that are owned

by or licensed to Juniper Networks: U.S. Patent Nos. 5,473,599, 5,905,725, 5,909,440, 6,192,051, 6,333,650, 6,359,479, 6,406,312,

6,429,706, 6,459,579, 6,493,347, 6,538,518, 6,538,899, 6,552,918, 6,567,902, 6,578,186, and 6,590,785.

SRX 5800 Services Gateway Hardware Guide

Copyright © 2008, Juniper Networks, Inc.

All rights reserved. Printed in USA.

改訂履歴

March 2009—Revision 01 Initial release

The information in this document is current as of the date listed in the revision history.

2000 年問題に関する通知

Juniper Networks hardware and software products are Year 2000 compliant. The JUNOS software has no known time-related limitations through

the year 2038. However, the NTP application is known to have some difficulty in the year 2036.

ii ■



END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY DOWNLOADING, INSTALLING,

OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE

CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER) CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT

AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS

REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the

Americas) or Juniper Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable

entity being referred to herein as “Juniper”), and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an

authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software (“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software,

for which Customer has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded

by Juniper in equipment which Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates,

upgrades and new releases of such software. “Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper

equipment and any updates, upgrades, additions or replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to

Customer a non-exclusive and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject

to the following use restrictions:

a. Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer

from Juniper or an authorized Juniper reseller.

b. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units

for which Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access

Client software only, Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and

containing any number of processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g.,

Solaris zones) requires multiple licenses, regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single

chassis.

c. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify

limits to Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent

users, sessions, calls, connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase

of separate licenses to use particular features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide

throughput, performance, configuration, bandwidth, interface, processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits

may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require the Software to be used only in conjunction with

other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and purchase of all applicable licenses.

d. For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of

the Software. Customer may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer

may not extend or create an additional trial period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

e. The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s

enterprise network. Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the

Steel-Belted Radius software to support any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally

purchase the applicable license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees

not to and shall not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized

copies of the Software (except as necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of

the Software, in any form, to any third party; (d) remove any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software

or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of the Software to any third party, including as may be

embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted feature, function, service,

application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper, even

if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the

Software provided by Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased

by Customer from Juniper or an authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software

(or make it available for use) on Juniper equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper

reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking of the Software to any third party without the prior written consent of

Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided herein.
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5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper,

Customer shall furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of

Juniper. As such, Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in

confidence, which at a minimum includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use

the Software for Customer’s internal business purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright)

in and to the Software, associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or

conveyance of any right, title, or interest in the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated

documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the

warranty statement that accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation

to support the Software. Support services may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support

services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS

OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT,

THE SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM UNAUTHORIZED

OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT

PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE (WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE),

INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT

THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF

VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in

contract, tort (including negligence), breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave

rise to the claim, or if the Software is embedded in another Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer

acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty

and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the Parties (including the risk

that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of

the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination

of the license granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related

documentation in Customer’s possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising

from the purchase of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing

jurisdiction shall be provided to Juniper prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked

or modified. All payments made by Customer shall be net of any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance

to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing Juniper with valid tax receipts and other required documentation

showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications that would reduce the amount of withholding

tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions hereunder. Customer shall

comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and damages

related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein.

Customer’s obligations under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any

applicable foreign agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any

such restrictions, laws or regulations, or without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version

of the Software supplied to Customer may contain encryption or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software

without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use,

duplication, or disclosure by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in

DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR 12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.

13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer

with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on

payment of applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and

shall use such information in compliance with any applicable terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products

or technology are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this

Agreement, and such licensor or vendor shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition,

certain third party software may be provided with the Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective

owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and subject to open source licenses obligating Juniper to make

the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License (“GPL”) or the GNU Library General Public

iv ■



License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate) available upon request

for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194

N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, and a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws

principles. The provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes

arising under this Agreement, the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and

federal courts within Santa Clara County, California. This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the

Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral

or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except that the terms of a separate written agreement

executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are inconsistent or conflict with

terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless expressly

assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such

invalidity shall not affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written

in the English language, and the Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment

leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise.

(Translation: The parties confirm that this Agreement and all related documentation is and will be in the English language)).
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このガイドについて

この序文は、SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドを使用する
ための次のガイドラインを示します。

■ 目的 xxiページ

■ 本マニュアルの対象読者 xxiページ

■ 文書の表記規則 xxiiページ

■ J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリーズ サービス ゲートウェイ
用 JUNOS ソフトウェア ドキュメント xxiiiページ

■ ドキュメントの入手 xxvページ

■ ドキュメントのフィードバック xxvページ

■ テクニカル サポートの要求 xxviページ

目的

このマニュアルでは、Juniper Networks SRX 5800 サービス ゲートウェイのハー
ドウェア コンポーネント、インストール、基本構成、基本的なトラブルシュー
ティングの方法について説明します。デバイスの設置場所の準備、ハードウェア
の開梱とインストール、デバイスへの電源投入、初期ソフトウェア設定の実行、
および定期保守する方法について詳しく説明します。このマニュアルに従ってイ
ンストールと基本構成を完了した後に、JUNOS ソフトウェアの設定についての詳
細を JUNOS ソフトウェア設定ガイドで参照できます。

注: Juniper Networks サービス ゲートウェイ、およびサポート ハードウェアの
I/O カード（IOC）とサービス処理カード（SPC）に関する訂正やこのマニュアル
に掲載しない情報などの詳細な情報は、http://www.juniper.net/ を参照してくださ
い。

本マニュアルの対象読者

このガイドの対象読者には、Juniper Networks サービス ゲートウェイのインス
トールと保守、または設置場所を準備するネットワーク管理者を想定していま
す。このガイドを使用するには、ネットワーク全般、特にインターネットについ
て、およびネットワーキングの原則、ネットワーク構成について幅広い知識が必
要です。これらの概念に関する詳細な議論はこのガイドの範疇外です。

目的 ■ xxi
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文書の表記規則

xxiiページの表1は、このガイドで使用される注意アイコンを定義します。

表1: 注意アイコン

説明意味アイコン

重要な機能や指示を示します。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。Warning(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

xxiiページの表2に、本ガイドで使用されるテキストと構文の表記規則を定義しま
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

読者が入力する文字列。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

■ ポリシー用語 は名前の付いてい
る構造で、一致条件と動作を定義
します。

■ JUNOS システム基本構成ガイド

■ RFC 1997,BGP コミュニティー属
性

■ 重要な用語をこの場で初めて使用
することを表します。

■ 書名を表します。

■ 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
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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

■ スタブ領域を構成するには、[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、IP
アドレス、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。

普通のテキスト

stub <default-metricmetric>;オプションのキーワードまたは変数は、
山カッコで囲んで表記します。

< >（山カッコ）

broadcast | multicast

(string1 | string2 | string3)

相互に排他的なキーワードまたは変数
の選択肢は、この記号で区切って表記
します。複数の選択肢は、混乱を避け
るためにカッコで囲む場合があります。

|（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 つまたは複数の値で置換される変数
は、角カッコで囲んで表記します。

[ ]（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）

J-Web GUI 表記規則

■ Logical Interfaces ボックス
で、All Interfaces を選択しま
す。.

■ 構成を取消すには、Cancel をク
リックします。.

クリックか選択される J-Web グラ
フィック ユーザー インターフェース
（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。.

J-Web 選択の階層のレベルを区切りま
す。

> （太字の右山カッコ）

J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 JUNOS
ソフトウェア ドキュメント

xxivページの表3 は、拡張サービスを備えた JUNOS ソフトウェアを実行する J シ
リーズ サービス ルーター、および JUNOS ソフトウェアを実行する SRX シリー
ズ サービス ゲートウェイ用のソフトウェア マニュアルおよびリリース ノート
を示しています。

J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 JUNOS ソフトウェア ドキュメント ■ xxiii

このガイドについて



ドキュメントはすべて http://www.juniper.net/techpubs/ で利用可能です。

表3: J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 JUNOS ソフト
ウェア ドキュメント

説明ブック

すべてのプラットフォーム

標準ルーティング プロトコル、ISDN サービス、ファイ
アウォール フィルタ (アクセス制御リスト) およびサー
ビス クラス (CoS) トラフィック分類による基本 IP ルー
ティングのために J シリーズおよび SRX シリーズ イン
ターフェースを構成する方法について説明します。

JUNOS Software Interfaces and Routing
Configuration Guide

ステートフル ファイアウォール ポリシー、IPsec VPN、
ファイアウォール スクリーン、ネットワークアドレス変
換 (NAT)、公開鍵暗号化、シャーシ クラスタ、アプリ
ケーション層ゲートウェイ (ALG)、および侵入検出・予
防 (IDP)など、J シリーズおよび SRX シリーズのセキュ
リティ サービスを構成し管理する方法について説明しま
す。

JUNOS Software Security Configuration
Guide

J シリーズおよび SRX シリーズのデバイスおよびルー
ティングの操作、ファイアウォールおよびセキュリティ
サービス、システム アラームおよびイベント、および
ネットワーク パフォーマンスを監視する方法を示しま
す。さらに、ユーザー認証とアクセスの処理、ソフトウェ
アのアップグレード、よくある問題の診断を行う方法を
説明します。

JUNOS Software Administration Guide

J シリーズおよび SRX シリーズのデバイスで利用可能な
完全な構成階層を示します。さらに、これらのデバイス
に特有の構成ステートメントおよび動作モード コマンド
についても説明します。

JUNOS Software CLI Reference

JUNOS ソフトウェアのエンタープライズ特定の MIB につ
いて説明します。このガイドの情報は、M シリーズ、T
シリーズ、EX シリーズ、J シリーズ、および SRX シリー
ズのデバイスに適用できます。

JUNOS Network Management Configuration
Guide

JUNOS ソフトウェア モジュールが生成したシステム ロ
グ メッセージにアクセスし解釈する方法を説明し、各
メッセージの参照ページを示します。このガイドの情報
は、M シリーズ、T シリーズ、EX シリーズ、J シリー
ズ、および SRX シリーズのデバイスに適用できます。

JUNOS System Log Messages Reference

J シリーズ サービス ルーターのみ

拡張サービスを備えた JUNOS ソフトウェアを実行する J
シリーズ サービス ルーター上での IPsec VPN、ファイ
アウォール、およびルーティングを設計し実装するため
のガイドラインと例を提供します。

JUNOS Software with Enhanced Services
Design and Implementation Guide

J シリーズ サービス ルーターを素早くセットアップす
る方法について説明します。このドキュメントには、ルー
ターの適合宣言があります。

JUNOS Software with Enhanced Services
Quick Start
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表3: J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 JUNOS ソフト
ウェア ドキュメント （続き）

説明ブック

J シリーズのサービス ルーターの概要、基本的な指示お
よび仕様を提供します。このガイドでは、場所の準備、
ルーターの開梱と設置、ルーター ハードウェアの交換、
基本的なルーター接続の確立の方法について説明します。
このガイドには、ハードウェアの説明と仕様があります。

JUNOS Software with Enhanced Services
Hardware Guide

ScreenOS ソフトウェアを実行する SSG デバイスまたは
JUNOS ソフトウェアを実行する J シリーズ サービス
ルーターを、拡張サービスを備えた JUNOS ソフトウェア
に移行する手順を提供します。

JUNOS Software with Enhanced Services
Migration Guide

アプリケーションの高速化のため、J シリーズ サービス
ルーターに WXC 統合サービス モジュールを設置して初
期構成する方法について説明します。

WXC Integrated Services Module
Installation and Configuration Guide

J シリーズ サービス ルーターの拡張サービスを備えた
JUNOS ソフトウェアの特定のリリースについて、J-Web
インターフェースの機能および問題を含む、新しい機能
および既知の問題を要約します。さらに、拡張サービス
を備えた JUNOS ソフトウェア用マニュアルの訂正および
更新情報、およびソフトウェアのアップグレードとダウ
ングレードの方法を説明します。

JUNOS Software with Enhanced Services
Release Notes

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのみ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの JUNOS ソフト
ウェアの特定のリリースについて、J-Web インターフェー
スの機能および問題を含む、新しい機能および既知の問
題を要約します。さらに、マニュアルの訂正と更新情報、
およびソフトウェアのアップグレードおよびダウングレー
ドの方法を説明します。

JUNOS Software for SRX-series Services
Gateway Release Notes

ドキュメントの入手

すべての Juniper Networks の技術ドキュメントの最新バージョンを入手するに
は、Juniper Networks の Web サイト（http://www.juniper.net/）にある製品ドキュ
メント ページを参照してください。

本ガイドや Juniper Networks の技術ドキュメントの印刷版、または本ガイドが
収録されているドキュメント CD を注文するには、ご利用されている販売代理店
にお問い合わせください。

ソフトウェア リリースで利用可能な管理情報ベース（MIB）のコピーは、ドキュ
メント CD に含まれています。また、http://www.juniper.net/で入手できます。

ドキュメントのフィードバック

ドキュメント サービスのいっそうの充実に向けて、フィードバック、ご意見・
感想、ご提案などをお寄せくださるようお願いします。送付先は、
techpubs-comments@juniper.net、または

ドキュメントの入手 ■ xxv
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http://www.juniper.net/techpubs/docbug/docbugreport.html のフィードバック フォー
ムをご利用ください。E メールで送付される場合は、必ず以下の情報を添付して
ください。

■ ドキュメントの名前

■ ドキュメント番号

■ ページ番号

■ ソフトウェア リリース バージョン（ネットワーク操作ガイド [NOG]には不
要)

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
通じて利用可能です。お客様が、アクティブな J-Care または JNASC サポート
契約を結んだ顧客である場合、または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 手順およびポリシーを完全に理解するには、
http://www.juniper.net/customers/support/downloads/710059.pdf にある 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、Juniper Networks 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ます。

■ CSC が提供するサービスを探す:http://www.juniper.net/customers/support/

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

■ 製品ドキュメントを探す:http://www.juniper.net/techpubs/

■ 弊社の知識ベースを使用してソリューションおよび質問への回答を探
す:http://kb.juniper.net/

■ ソフトウェアの最新バージョンをダウンロード、リリースノートを参
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を技術告示で検
索:https://www.juniper.net/alerts/

■ Juniper Networks コミュニティフォーラムに加入、参
加:http://www.juniper.net/company/communities/

■ CSC Case Management ツールでケースを開設:http://www.juniper.net/cm/
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製品シリアルナンバーによるサービス資格を確認するには、
https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/ にある弊社の Serial Number
Entitlement (SNE) ツールを使用します。

JTAC とケースの開設

JTAC とのケースの開設は ウェブサイトまたは電話でできます。

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

■ 電話の利用：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)。

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

テクニカル サポートの要求 ■ xxvii
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第1部

SRX 5800 サービス ゲートウェイの概要

■ サービス ゲートウェイの概要 3ページ

■ ハードウェア コンポーネント 5ページ
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第1章

サービス ゲートウェイの概要

この章では、SRX 5800 サービス ゲートウェイの概要を次のトピックで説明しま
す。

■ サービス ゲートウェイの説明 3ページ

■ コンポーネントの冗長性 4ページ

サービス ゲートウェイの説明

SRX 5800 サービス ゲートウェイは高性能のセキュリティ デバイスであるうえ、
スイッチングとキャリアクラスの イーサネット ルーティング機能も提供しま
す。

SRX 5800 サービス ゲートウェイの高さは、16 ラック ユニット (RU) です。こ
れらの 3 台のデバイスを 1 個のラックに床から天井に向かって積載すると、床
面積当たりのポート密度が高まります。本デバイスにはスロットが 12 つあり、
非冗長のファブリック構成で最大 11 個のサービス処理カード (SPC) と I/O
カード (IOC)、さらには 2 つのスイッチ制御ボード (SCB) を設置できます。

最大構成では、SRX 5800 は 440 ギガビット イーサネットまたは最大 44 個の
10 ギガビット イーサネット ポートを提供します。2 種類の IOC を使用可能
で、どちらの種類も 4 つのパケット転送エンジンで構成され 10 Gbps のスルー
プットを実現します。

■ SFP コネクタ付き、 40 ポート ギガビット イーサネット IOC（1000 メガ
ビット カッパーおよびファイバのみ）

■ XFP コネクタ付き、4 ポート 10 ギガビット イーサネット IOC

SRX 5800 のシャーシは冗長性と弾力性を提供します。ハードウェア システム
は、電源装置、ファン トレイ、スイッチ制御ボードなどを含めて、完全な冗長
性を備えています。

IOC のパケット転送エンジンとイーサネットポートの組み合わせは、シャーシに
差し込まれます。IOC は（冗長）スイッチ制御ボード（SCB）に接続されます。
IOC と SCB の間の接続は 次の 3 つのグループに分けて編成されます。

■ ファブリックは IOC に接続し、IOC とSPC 間のパケット転送機能を提供しま
す。冗長性のないファブリック構成にするには、2 個の SCB が必要です。

■ ギガビットイーサネットシャーシの制御プレーンは、スイッチ制御ボード/
ルーティング エンジンと各 IOC および SPC との間のギガビットイーサネッ
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ト リンクで構成されます。低レベルの状態とコマンドに関する情報を除き、
ボードからボードへの全情報は、イーサネットを介して転送されます。

■ 管理。この信号グループは、低レベル状態の診断サポートを提供します。

コンポーネントの冗長性

最大構成のサービス ゲートウェイは、一点の障害が全体システムの障害を引き
起すことはありません。最大構成のデバイスだけが完全な冗長性を提供します。
それ以外の構成では、部分的な冗長性が提供されます。以下に、主要なハード
ウェアコンポーネントの冗長構成を示します。

■ ホストサブシステム。 ホストサブシステムは、ルーティング エンジンから
構成され、SCB と連動して機能します。本デバイスには、1 つのホスト サブ
システムと1 つのバックアップ用 SCB をインストールできます。バックアッ
プ SCB をインストールすると、1 つはマスターとして、もう 1 つはバック
アップとして機能します。マスター ホストサブシステム（またはそのコン
ポーネントのどれか）に障害が発生すると、代わってバックアップがマスター
になります。各ホストサブシステムが機能するためには、ルーティング エン
ジンを SCB に直にインストールする必要があります。

■ AC 構成では、完全に構成されたサービス ゲートウェイに電力を供給するた
めには、最低 3 基の電源装置が必要です。AC 電源装置がすべて、負荷を対
等に分担します。電源装置をもう 1 基追加すると、完全な冗長性が提供され
ます。冗長構成で 1 基の電源装置が故障しても、残りの 3 つの電源装置が
全電力を提供します。

DC 構成の場合、最大構成のサービス ゲートウェイに電力を供給するには 2
基の電源装置が必要です。1 基の電源装置がサービス ゲートウェイ内の約半
分のコンポーネントに電力を供給し、もう 1 基が残り半分のコンポーネント
に供給します。電源装置をもう 2 基追加すると、完全な冗長性が提供されま
す。1 基または 2 基の電源装置が故障しても、残りの電源装置がサービス
ゲートウェイに全電力を提供できます。

■ 冷却システム。 冷却システムには、ホストサブシステムによって制御される
冗長コンポーネントがあります。1 つのファンが障害になると、ホスト サブ
システムは残りのファンの回転速度を加速させることで、サービス ゲート
ウェイが永続的に稼動できる十分な冷却力を供給します。
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第2章

ハードウェア コンポーネント

本章では、サービス ゲートウェイのハードウェア コンポーネントの概要を説明
します。

■ サービス ゲートウェイのシャーシ 5ページ

■ ミッドプレーン 8ページ

■ I/O カード（IOC） 9ページ

■ サービス処理カード 12ページ
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サービス ゲートウェイのシャーシ

サービス ゲートウェイのシャーシは、他のすべてのサービス ゲートウェイ コ
ンポーネントを収容する頑丈な板金構造です（6ページの図1、7ページの図2、
および8ページの図3を参照）。シャーシの寸法は、高さ 70.49 cm (27.75 in)、
幅 44.11 cm (17.37 in)、奥行き 58.42 cm (23.0 in) （前面取り付けフランジ
からシャーシの背面までの長さ)です。シャーシは、標準 800 mm（またはそれ以
上）の密閉型キャビネット、19 インチの装置ラック、または Telco オープン
フレーム ラックに設置できます。サービス ゲートウェイは、3 台までを 1 台
の標準（48-U）ラックにインストールできます。ただし、ラックは 5 台の総重
量 476.3 kg（1,050 lb）以上の重さに耐えられるものでなければなりません。
189ページの表25を参照してください。

注意: サービス ゲートウェイのコンポーネントの取り外しまたは取り付けの前
に、ESD ポイントに ESD ストラップを付け、手首に直にストラップのもう一方
の端を巻いてください。ESD ストラップを使用しないと、サービス ゲートウェ
イが損傷する場合があります。
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警告: サービス ゲートウェイは、通常操作の間にアースに接続されている必要が
あります。

安全情報に関する詳細は、153ページの「安全および規格コンプライアンスの情
報」を参照してください。

図 1: 最大構成のサービス ゲートウェイのシャーシの前面図
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図 2: 最大構成のサービス ゲートウェイのシャーシの背面図
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図 3: DC 電源を使用する最大構成のサービス ゲートウェイ シャーシの背面図

ミッドプレーン

ミッドプレーンはシャーシの後方にあり、カードケージの背面を形成します（9
ページの図4を参照）。IOC、SPC、および SCB はシャーシの前面からミッドプ
レーンにインストールされ、電源装置はシャーシの背面からミッドプレーンにイ
ンストールされます。 冷却システムのコンポーネントもミッドプレーンに接続
されます。

ミッドプレーンの主な機能には以下のものがあります。

■ データ パス。 データ パケットは、ミッドプレーンから SCB のファブリッ
ク ASIC を経て IOC と SPC との間で転送されます。

■ 配電。 ミッドプレーンは電源装置の電力をゲートウェイのすべてのコンポー
ネントに配電します。

■ 信号パス。 システムの監視と制御のための信号パスを、IOC、SCB、SPC、ルー
ティング エンジン、およびその他のシステム コンポーネントへ提供します。

8 ■ ミッドプレーン
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図 4: ミッドプレーン

I/O カード（IOC）

イーサネット密度を最適化した I/O カード（IOC）は、最大で 40 ギガビット
イーサネット ポート、または 4 つの 10 ギガビット イーサネット ポートを提
供します（10ページの図5を参照）。IOC アセンブリは、1 つのボードに搭載さ
れたパケット転送とイーサネット インターフェースと、4 つの 10 Gbps パケッ
ト転送エンジンの組み合わせた集合体です。各パケット転送エンジンは、1 つの
レイヤー 3 処理用 I チップと 1 つのレイヤー 2 ネットワーク プロセッサで
構成されます。IOC は、電源装置とスイッチ制御ボード（SCB）とインターフェー
スします。

サービス ゲートウェイには 合計 12 個のスロットがあります。IOC は、左から
右へ 0 ～ 5 または 7 ～ 11 の番号が付いた、どのスロットにも取り付けること
ができます。

0 および 1 の番号が付いた、カード ケージの一番下のスロットは、SCB に予約
されています。IOC は、本デバイスの前面に垂直にインストールされます（11
ページの図6を参照）。本デバイスには、種類の異なる IOC を任意に組み合わせ
てインストールできます。
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カードが挿入されていない空スロットには、密閉するために、また、冷却した空
気をサービス ゲートウェイ内部で正しく循環させるためにも、ブランク パネル
をインストールする必要があります。

10ページの図5に、SRX 5800 サービス ゲートウェイがサポートする IOC を示し
ます。

図 5: SRX 5800 がサポートする IOC
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図 6: SRX 5800 に垂直に設置される IOC

IOC コンポーネント

各 IOC は、以下のコンポーネントで構成されます。

■ IOC カバー。 接地プレーンおよび補剛材として機能する、IOC カバー。

■ ファブリック インターフェース。

■ 2つのギガビット イーサネット インターフェース。 ルーティング エンジン
と IOC の CPU との間で、制御情報、ルート情報、および統計の転送を可能
にします。

■ SCB の電源投入と制御を可能にする、SCB の 2 つのインターフェース。

■ 物理 IOC コネクタ

■ パケット転送エンジン

■ ミッドプレーン コネクタと電源回路機能

■ 1 個の 1.2-GHz CPU、システム コントローラ、および 1 GB のSDRAM を内蔵
する、プロセッサ サブシステム。
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■ 4 ポートの 10 ギガビット イーサネット フェースプレート表面の LED。ポー
トの状態を示します。LED は上から下へ 0/0 ～ 0/3 とラベルが付いていま
す（12ページの表4を参照）。

■ 40 ポートのギガビット イーサネット フェースプレート上の LED。ポートの
状態を示します。LED は上から下へ 0/0 ～ 0/5、1/0 ～ 1/5、2/0 ～ 2/5、
および 3/0 ～ 3/5 とラベルが付いています（12ページの表5を参照）。

表4: 4 ポート、10 ギガビット イーサネット IOC LED

説明状況色ラベル

IOC は正常に機能する

IOC で障害が発生

点灯

点灯

緑

赤色

OK/FAIL

正常動作モード

ポートはトンネル モード

滅灯

点灯

緑TUNNEL

リンクはアクティブ

リンクなし

点灯

滅灯

緑LINK

表5: 40 ポート 10 ギガビット イーサネット IOC LED

説明状況色ラベル

IOC は正常に機能する

IOC で障害が発生

点灯

点灯

緑

赤色

OK/FAIL

リンクはアクティブ

リンクなし

点灯緑

滅灯

LINK

IOC 上部のクラフト インターフェース表面の 2 つの LED は、IOC の状態を示
し、OK および FAIL のラベルが付いています。クラフト インターフェースに付
いている IOC LED についての詳細は、25ページの「IOC と SPC LED」を参照し
てください。

サービス処理カード

サービス処理カード（SPC）は、ファイアウォール、IPsec、IDP などの統合サー
ビスの実行に必要な処理能力を提供します（13ページの図7を参照）。サービス
ゲートウェイを通行するすべてのトラフィックは一旦 SPC に送られて、SPC の
分担量が処理されます。SPC にてサービス処理が必要なトラフィックは、IOC の
インテリジェント機能によって SPC に分配されます。各 SPC は、2 つ以上の
サービス処理ユニット（SPU）で構成されます。
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サービス ゲートウェイには、少なくとも 1 つの SPC がインストールされてい
なければなりません。追加の SPC をインストールして、サービス処理の処理能
力を増強することができます。

サービス ゲートウェイには 合計 12 つのスロットがあります。SPC は、上から
下へ 0 ～ 5 または 7 ～ 11 の番号が付いた、どのスロットにも取り付けること
ができます。0 および 1 の番号が付いた、カード ケージの一番下のスロットは、
SCB に予約されています。

SPC は、本デバイスの前面に垂直にインストールされます（14ページの図8を参
照）。

カードが挿入されていない空スロットには、密閉するために、また、冷却した空
気をサービス ゲートウェイ内部で正しく循環させるためにも、ブランク パネル
をインストールする必要があります。

13ページの図7に、SRX 5800 サービス ゲートウェイでサポートされる SPC を示
します。

図 7: 典型的な SPC
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図 8: SPC は、SRX 5800 サービス ゲートウェイに垂直に設置される

SPC のコンポーネント

各 SPC は、次のコンポーネントで構成されます。

■ 接地プレーンと補剛材として機能する、SPC カバー。

■ 2 つのシャーシ クラスタ制御ポート。 複数のデバイスを冗長シャーシ クラ
スタに接続します。 冗長シャーシ クラスタの接続および構成に関する詳細
は、JUNOS ソフトウェア セキュリティ構成ガイドを参照してください。

■ ファブリック インターフェース。

■ 2つのギガビット イーサネット インターフェース。 ルーティング エンジン
と SPC の CPU との間で、制御情報、ルート情報、および統計の転送を可能
にします。

■ SCB の電源投入と制御を可能にする、SCB の 2 つのインターフェース。

■ 物理 SPC コネクタ

■ ミッドプレーン コネクタと電源回路機能

■ 1 個の 1.2-GHz CPU、システム コントローラ、および 1 GB のSDRAM を内蔵
する、プロセッサ サブシステム。

■ SPC の状態を示す、フェースプレート表面の LED（15ページの表6を参照）。
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表6: SPC LED

説明状況色ラベル

SPC は正常に機能する点灯緑OK/FAIL

SPC で障害が発生点灯赤色

SPU はオフライン両方の SPU がオフライン時は、SPC
をシャーシから取り外しても安全です。

滅灯滅灯STATUS

SPU は正常に機能する点灯緑

SPU は初期化中点灯こはく色

SPU でエラーまたは障害が発生点灯赤色

SPU で動作中のサービスなし滅灯滅灯SERVICE

SPU 上で、サービスは許容できる負荷で動作中点灯緑

SPU 上で、サービスは過負荷状態点灯こはく色

すべてのクラスタ メンバーと監視対象リンクは使用
可能

点灯緑HA

クラスタ メンバーに到達できないか見つからない。
または制御リンクかファブリックリンクの障害に対す
る反応として、重複メンバーシップおよび検出リカバ
リプロセスが使用不能にしたため、もう 1 つのノー
ドがもはやクラスタの一部ではない、。

点灯赤色

すべてのクラスタ メンバーが存在するが、1つまたは
複数の監視対象リンクがダウンしている

点灯こはく色

ノードはクラスタ用に設定されていないか、制御リン
クかファブリックリンクの障害の反応として、重複メ
ンバーおよび検出リカバリ プロセスが使用不能にし
た。

滅灯なし

シャーシ クラスタ制御ポートリンクはアクティブ点灯緑LINK/ACT

リンクなし滅灯

シャーシ クラスタ制御ポートは使用可能点灯緑ENABLE

シャーシ クラスタ制御ポートは使用不可滅灯

SPC 上部のクラフト インターフェース表面の 2 つの LED は、SPC の状態を示
し、OK および FAIL のラベルが付いています。クラフトインターフェース表面上
の SPC LED についての詳細は、25ページの「IOC と SPC LED」を参照してくだ
さい。
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ホスト サブシステム

ホスト サブシステムは、スイッチ制御ボード（SCB）にインストールされた 1
つのルーティングエンジンから成ります。ホスト サブシステムは、サービス
ゲートウェイのルーティングおよびシステム管理機能を提供します。このデバイ
スに最低 1 つのホスト サブシステムをインストールする必要があります。各ホ
スト サブシステムは 1 つの単位として機能します。ルーティング エンジンを
スイッチ制御ボードに直にインストールする必要があります。 ホスト サブシス
テムのコンポーネントについての詳細は、16ページの「スイッチ制御ボード」お
よび19ページの「ルーティング エンジン」を参照してください。

ホスト サブシステムには、その状態を表示する 3 つのLED があります。ホスト
サブシステム LED は、クラフト インターフェースの中央にあります。ホスト
サブシステムの LED についての詳細は、24ページの「ホスト サブシステム LED」
を参照してください。

スイッチ制御ボード

スイッチ制御ボード（SCB）は次の機能を提供します。

■ IOC および SPC の電源の投入と切断

■ クロック、システムリセット、およびブート機能の制御

■ ファン回転速度、ボードの電源状態、PDM 状態とコントロール、システム前
面パネルなどのシステム機能の監視と制御

■ SCB に統合されているスイッチ ファブリックを介して、シャーシ内部のすべ
ての IOC に相互接続性を提供

SCB がホストサブシステムの一部の場合、ルーティング エンジンは SCB のス
ロットに直にインストールされます（17ページの図9を参照）。
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図 9: SCB

SCB スロット

少なくとも 1 つの SCB をホストサブシステムの一部として、サービス ゲート
ウェイにインストールする必要があります。スループットの向上のために 2 つ
目の SCB を、冗長性のために 3 つ目の SCB を設置できます。

SCB は、シャーシの前方の 0、1、および 2/6 のラベルが付いたスロットに垂直
に設置します。空スロットには、ブランク パネルをインストールする必要があ
ります。

SCB の冗長性

スロット 0 および 1 に設置された SCB は、非冗長のファブリック接続を提供し
ます。スロット 2/6 に設置した SCB は、スロット 0 および 1 に設置した SCB
と組み合わせると、冗長ファブリックを提供します。SCB がスロット 2/6 に設置
されていない場合、そのスロットにはブランク パネルを設置する必要がありま
す（17ページの表7を参照）。

表7: SCB スロットのマッピングおよび機能

スロット 2/6スロット 1スロット 0機能

–SCBSCB

ルーティング エンジン

フル ファブリック
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表7: SCB スロットのマッピングおよび機能 （続き）

スロット 2/6スロット 1スロット 0機能

SCBSCBSCB

ルーティング エンジン

冗長ファブリック

SCB コンポーネント

各 SCB は、次のコンポーネントで構成されます。

■ シャーシ管理イーサネット スイッチ

■ 各コンポーネントとの低レベル通信に使用される、12Ｃ バス ロジック

■ コンポーネント冗長回路機能

■ 制御ボード／ルーティング エンジン支配メカニズム

■ すべてのコンポーネントの内蔵 CPU コンプレックスに接続される、ギガビッ
ト イーサネット スイッチ

■ I/O カード（IOC）のスイッチ処理機能を提供する、スイッチ ファブリック

■ 周辺コンポーネント インターコネクト（PCI）インターフェースをルーティ
ング エンジンに提供する、制御 FPGA

■ ルーティング エンジン間の 1-Gbps イーサネット リンクを提供する、
1000Base-T イーサネット コントローラ

■ ルーティング エンジンと IOC との間で 1-Gbps リンク速度を提供する、イー
サネット スイッチ

■ シャーシの管理と制御用回路

■ ルーティング エンジンと SCB 用電源回路

■ 状態を示す、LED（18ページの「SCB LED」を参照）

SCB LED

SCB の状態を示す、SCB の 3 つのLEDFABRIC ACTIVE、FABRIC ONLY、および OK/FAIL
のラベルの付いた LED が、SCB 上にあります。18ページの表8に、SCB LED の機
能を説明します。

表8: スイッチ制御ボード LED

説明状況色ラベル

ファブリックはアクティブ点灯緑FABRIC

ACTIVE

SCB はファブリックのみモードで動作点灯緑FABRIC ONLY

SCB はファブリック／制御ボード モードで動作滅灯
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表8: スイッチ制御ボード LED （続き）

説明状況色ラベル

SCB はオンライン点灯緑OK/FAIL

SCB はオフライン滅灯

SCB で障害が発生点灯赤色

ルーティング エンジン

ルーティング エンジンは、JUNOS ソフトウェアを実行するインテル ベースの
PC プラットフォームです。ルーティング エンジン上で動作するソフトウェア
プロセスは、ルーティング テーブルの維持、このデバイス上で使用されるルー
ティング プロトコルの管理、デバイス インターフェースの制御、および一部の
シャーシ コンポーネントの制御を行い、さらには、システム管理用およびデバ
イスへのユーザーアクセス用インターフェースを提供します。

本デバイスには 1 つのルーティング エンジンのみをインストールできます。
ルーティング エンジンは、シャーシ前面の SCB の垂直スロット 0 または 1 に
インストールします。

ルーティング エンジンの USB ポートには、JUNOS ソフトウェアをロードできる
USB メモリカードを挿入できます。

図 10: ルーティング エンジン
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ルーティング エンジンのコンポーネント

ルーティング エンジン（19ページの図10に示す）は、次のコンポーネントから
構成されます。

■ CPU。 JUNOS ソフトウェアを実行してサービス ゲートウェイのルーティング
テーブルとルーティング プロトコルを維持。Pentium クラスのプロセッサを
内蔵。

■ DRAM。 ルーティング テーブルと転送テーブル、および他のルーティング エ
ンジンのプロセスにストレージを提供。

■ USB ポート。 JUNOS ソフトウェアを手動インストールするときに利用するリ
ムーバブルメディアのインターフェースを提供(21ページの図11を参照。)JUNOS
は USB version 1.0 をサポートします。

■ 内部フラッシュ ディスク。 ソフトウェア画像、構成ファイル、マイクロコー
ドに主ストレージを提供。 ディスクは固定コンパクトフラッシュであるた
め、サービス ゲートウェイの外部からアクセス不能です。

■ ハードディスク。 内部フラッシュ ディスクの障害時に、ログ ファイル、メ
モリ ダンプ、システムの再起動に 2 次ストレージを提供

■ HDD LED。 ハードディスク ドライブのディスク活動状態を示す

■ 管理ポート。 各ルーティング エンジンには、管理ネットワークへ接続用の
1 つの 10/100 Mbps イーサネット ポート、およびコンソールへ接続用とモ
デムまたは他の補助機器へ接続用の合計 2 つの非同期シリアル ポートがあ
ります。インターフェース ポートには、AUX、CONSOLE、および ETHERNET の
ラベルが付いています。

■ EEPROM。 ルーティング エンジンのシリアル番号を格納

■ リセットボタン。 押下された時にルーティング エンジンを再起動

■ Online/Offline ボタン。 現在のリリースでサポートされない

■ 排出クリップ。 ルーティング エンジンの挿入と排出に使用

■ 拘束ねじ。 ルーティング エンジンを定位置に固定
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図 11: ルーティング エンジンに挿入される USB メモリ デバイス

ルーティング エンジンには、状態を示す 4 つの LED があります。MASTER、HDD、
ONLINE、および FAIL のラベルが付いた LED は、ルーティング エンジンのフェー
スプレートにあります。21ページの表9に、ルーティング エンジン LED の機能
を説明します。

表9: ルーティング エンジン LED

説明状況色ラベル

ルーティング エンジンはマスター点灯青MASTER

ハードディスクは正常に機能する緑で点滅緑HDD

ルーティング エンジンはオンラインへ切替え中

ルーティング エンジンは正常に機能する

点滅

点灯

緑ONLINE

ルーティング エンジンに障害が発生点灯赤色FAIL
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ルーティング エンジン インターフェース ポートと状態インジケータ

ルーティング エンジンの中央部には 3 つのポートがあります。このポートから
ルーティング エンジンを 1 つまたは複数の外部機器に接続すると、システム管
理者はこれらの機器で JUNOS コマンド行インターフェース（CLI）コマンドを発
行して、本デバイスを管理できます（19ページの図10を参照）。

これらのポートと表示ラベルの機能は以下のとおりです。

■ AUX RJ－45 コネクタ付きケーブルでルーティング エンジンをラップトップ、
モデム、またはその他の外部機器に接続します。

■ CONSOLE RJ－45 コネクタ付きケーブルでルーティング エンジンをシステム
コンソールに接続します。

■ ETHERNET イーサネット接続でルーティング エンジンを管理 LAN（またはイー
サネット接続に差込みできる機器）に接続して、アウトオブバンド管理を可
能にします。ポートは、自動感知 RJ－45 コネクタを使用して 10 Ｍbps ま
たは 100 Ｍbps 接続をサポートします。ポートの下にある小さな LED は、
次のような接続状態を示します。10 Mbps 接続では LED は黄色または緑色に
点灯し、トラフィックがポートを通過中のときは、LED は緑色に点灯します。

コネクタのピン配列情報に関しては、239ページの「ケーブル コネクタのピン配
列」を参照してください。

ルーティング エンジンの起動シーケンス

ルーティング エンジンは、次の順序でストレージ媒体から起動します。USB デ
バイス(ある場合)、内部フラッシュ ディスク、ハードディスク、LAN。

ルーティング エンジンがグレースフル スイッチオーバー構成である場合、バッ
クアップ用ルーティング エンジンは自動的にその構成および状態をマスター
ルーティング エンジンと同期します。マスター ルーティング エンジンの状態
が更新されると、バックアップ ルーティング エンジンも同時に同じ内容で更新
されます。バックアップ ルーティング エンジンがマスターの役割りを継承する
と、パケット転送は中断することなくサービス ゲートウェイを通じて継続され
ます。グレースフル スイッチオーバーの詳細については、JUNOS システム基本
構成ガイドを参照してください。

注: ルーティング エンジンのコンポーネント（たとえば DRAM の容量）特有の情
報については、show chassis routing-engine コマンドを発行してください。

ケーブル管理システム

ケーブル管理システム（23ページの図12を参照)は、各カードのケーブルを固定
するための 14 個の仕切りの列があり、カード ケージの下に位置するトレイで
す。ケーブル管理トレイの機能を使用して、ケーブル ストリップなどの結束具
でケーブルをやさしく固定できます。適所にケーブルを固定するには、結束具を
ケーブル アンカーに通してループ状にし、結束具を固定します。
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ケーブル管理システムを外側へ引き上げて、保守位置にロックできます。これに
より、下のファン トレイおよびエア フィルタにアクセスできます。

図 12: ケーブル管理システム

クラフト インターフェース

クラフトインターフェースを使うと、状態およびトラブルシューティング情報を
素早くチェックして、多彩なシステム制御機能を実行できます。このインター
フェースはホット挿入とホット取出しできます。クラフトインターフェースは、
ゲートウェイの前面、上部ファン トレイの上部にあり、以下のコンポーネント
があります。

■ アラーム LED とアラーム切断／ランプ テストボタン 24ページ

■ ホスト サブシステム LED 24ページ

■ 電源装置 LED 25ページ

■ IOC と SPC LED 25ページ

■ SCB LED 26ページ

■ ファン LED 26ページ

■ オンライン ボタン 26ページ

■ アラーム リレイ コンタクト 27ページ

図 13: クラフト インターフェースの前面パネル

クラフト インターフェース ■ 23

第2章: ハードウェア コンポーネント



注: クラフト インターフェースに電源を供給するには、少なくとも 1 つの SCB
をサービスゲートウェイにインストールする必要があります。

アラーム LED とアラーム切断／ランプ テストボタン

クラフトインターフェースの右上に、2 つの大きなアラーム LED があります（23
ページの図13を参照）。赤色の円形 LED が点灯していると、システム シャット
ダウンを起こしかねないクリティカルな状態を示します。黄色の三角形 LED が
点灯していると、クリティカルよりも若干軽い、監視かメンテナンスが必要な状
態を示します。これらの LED は両方が同時に点灯することもあります。

LED を点灯させる状態は、クラフトインターフェース上の対応するアラーム リ
レイ コンタクトもアクティブにします。この詳細については27ページの「アラー
ム リレイ コンタクト」で説明します。

赤と黄色のアラームを切断するには、アラーム LED の右にある ACO/LT（「アラー
ム切断／ランプ テスト」）のラベルが付いたボタンを押します。この操作で両
方のアラーム LED は消灯して、クラフトインターフェース上の対応するアラー
ム リレイ コンタクトに接続されている機器も非アクティブに変わります。

24ページの表10に、アラーム LED とアラーム切断ボタンについて詳細に説明し
ます。

表10: アラーム LED とアラーム切断／ランプ テストボタン

説明状況色形状

クリティカル アラーム LED。 デバイスが機能を
停止する原因になりうるクリティカルな状態を示
します。可能性のある原因として、コンポーネン
トが取り外された、障害が起きた、過熱したなど
があります。

点灯赤色

警告アラーム LED。 たとえば保守が必要である
ことを警告、コンポーネントの大幅な温度上昇な
ど、深刻ですが致命的エラーではない状態を示し
ます。

点灯黄色

アラーム切断／ランプ テストボタン。 赤および
黄色アラームを非アクティブに変えます。押し続
けると、クラフト インターフェース上のすべて
の LED が（テストで）点灯します。

––

ホスト サブシステム LED

ホスト サブシステムの状態を示す 3 つの LED は、クラフトインターフェース
の中央にあります。RE0 のラベルが付いた LED は、ルーティング エンジンとス
ロット 0 のSCB の状態を示します。RE1 のラベルが付いた LED は、ルーティン
グ エンジンとスロット 1 のSCB の状態を示します。25ページの表11に、ホスト
サブシステム LED の機能を説明します。
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表11: ホスト サブシステム LED

説明状況色ラベル

ホストはマスターとして機能している点灯緑MASTER

ホストはオンライン中であり、正常に機能する点灯緑ONLINE

ホストはインストールされているが、ルーティン
グ エンジンはオフライン

点灯赤色OFFLINE

ホストはインストールされていない滅灯

電源装置 LED

各電源装置にはその状態を示す 2 つの LED が、クラフトインターフェースにあ
ります。0 ～ 3 のラベルが付いた LED は、クラフト インターフェースの左上
の、PEM レベルの隣にあります。25ページの表12 にクラフトインターフェース
上の電源装置 LED の機能を説明します。

表12: クラフトインターフェース上の電源装置 LED

説明状況色ラベル

電源装置は正常に機能する点灯緑PEM

電源装置の障害、または電源入力が障害点灯赤色

IOC と SPC LED

各IOC と SPC には、その状態を示す LED が、クラフトインターフェースにあり
ます。IOC および SPC LED は、0 ～ 5、2/6、および 7 ～ 11 のラベルが付いて
おり、クラフト インターフェースの下部に沿ってあります。25ページの表13に、
IOC と SPC の LED の機能を説明します。

表13: IOC と SPC LED

説明状況色ラベル

カードは正常に機能する点灯緑OK

カードはオンラインかオフラインに変更中点滅

カードはオンラインでない滅灯

カードで障害が発生点灯赤色FAIL
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SCB LED

各 SCB には、その状態を示す 2 つの LED が、クラフト インターフェース上に
あります。SCB LED には、0、1、および 2/6 のラベルが付いており、クラフト
インターフェースの下部に沿ってあります。26ページの表14に、SCB LED の機能
を説明します。

表14: SCB LED

説明状況色ラベル

SCBファブリックと制御ボードは正常に機能する点灯緑OK

SCB はオンラインかオフラインに変更中点滅

スロットはオンラインでない滅灯

SCB で障害が発生点灯赤色FAIL

ファン LED

各ファン LED は、クラフトインターフェースの左上にあります。26ページの表
15に、ファン LED の機能を説明します。

表15: ファン LED

説明状況色ラベル

ファンは正常に機能する点灯緑FAN

ファンで障害が発生点灯赤色

オンライン ボタン

クラフトインターフェースの下段に、一列に並んだオンラインボタンがありま
す。各ボタンは、カードケージの 1 つのスロットに対応します。

現在のリリースは、オンライン ボタンは I/O カード（IOC）の挿入されている
スロットのみをサポートします。
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アラーム リレイ コンタクト

クラフト インターフェースには、本デバイスを外部アラーム機器に接続する 2
つのアラーム リレイ コンタクトがあります（27ページの図14を参照）。システ
ム状態が赤か黄色のアラームを引き起こすと、そのたびにアラーム リレイ コン
タクトもアクティブになります。アラーム リレイ コンタクトは、クラフト イ
ンターフェースの右上にあります。

図 14: アラーム リレイ コンタクト

電源装置

SRX 5800 サービス ゲートウェイは、AC か DC 電源装置を使います。SRX 5800
サービス ゲートウェイは、3 または 4 台の AC 電源装置あるいは 2 または 4
台の DC 電源装置で構成可能です。電源装置はミッドプレーンに接続されます。
ミッドプレーンは、電源装置が生成した異なる電圧出力を、サービス ゲートウェ
イのコンポーネントに、それぞれの電圧条件に応じて配電します。

電源装置はすべて、ホットリムーブおよびホットインサートが可能です。各電源
装置は、内蔵する冷却システムで冷却されます。

注: DC 電源装置で構成されるデバイスには、出荷時に電源配電モジュールを覆う
ブランク パネルがインストールされています。AC 電源装置で構成されるデバイ
スにはブランク パネルは付属していません。

注意: サービス ゲートウェイに AC と DC の 両方の電源装置から同時に電源を
供給できません。サービス ゲートウェイに最初に電源を投入した時に最初に検
出された電源装置の種類が、サービス ゲートウェイで使用できる種類として決
定されます。別のタイプの設置された電源装置はすべて、サービス ゲートウェ
イが無効にします。サービス ゲートウェイの稼動中に他の種類の電源装置をイ
ンストールした場合も、サービス ゲートウェイはその装置を使用不可にしてか
ら、アラームを発行します。

AC 電源装置

AC 電源構成では、サービス ゲートウェイには 3 または 4 基の AC 電源装置が
備えられています（28ページの図15を参照）。それらは、シャーシの背面のス
ロット PEM0 ～ PEM3（左から右へ）に位置します。どの AC 電源装置も、サービ
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スゲートウェイ内のすべてのコンポーネントに電力を供給します。電源装置が 3
基ある場合、この 3 基は最大構成のシステム内部にほぼ同等の電力を供給しま
す。

4 基の AC 電源装置の構成では、完全な冗長性が提供されます。そのうちの 1
基が障害になるか取り外されると、残りの電源装置が瞬時に電力負荷を受け継ぎ
ます。サービス ゲートウェイが動作可能な限り、この 3 基で最大構成に最大電
力を供給します。

各 AC 電源装置には、対応する AC アプライアンス差し込みが、シャーシの電源
装置のすぐ上にあります。各差込みには、専用の AC 電源フィードと、専用の
15 A （250 VAC）回路ブレーカが必要です。現場の電力の準備に関する詳細は、
193ページの「電源に関するガイドライン、必要条件、および仕様」を参照してく
ださい。サービス ゲートウェイの電源への接続および接地に関する情報は、64
ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接続」および193ページの
「シャーシの接地仕様」を参照してください。

警告: サービスゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される場
所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護用
接地端子（左のペアのサイズは M6 ボルト用、右のペアのサイズは UNC 1/4-20
接地ラグ用）がシャーシ上にあります。この保護接地端子は、地面に永久に接地
する必要があります。

図 15: AC 電源装置

AC 電源装置の LED

各 AC 電源装置のフェースプレートにはその装置の状態を示す 3 つの LED があ
ります（29ページの表16を参照）。電源装置の状態は、クラフト インターフェー
ス上の 2 つの LED にも表示されます（25ページの表12を参照）。さらに、電源
装置が障害になると、クラフト インターフェース上の赤のアラーム LED が点灯
します。
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表16: AC 電源装置の LED

説明状況色ラベル

電源装置へ供給された AC 電源は平常動作の範囲外滅灯緑AC OK

電源装置へ供給された AC 電源は平常動作の範囲内オン

この電源装置が生成した DC 出力は平常動作の範囲外滅灯緑DC OK

電源装置が生成した DC 出力は平常動作の範囲内オン

電源装置は正常に機能する滅灯赤色PS FAIL

電源装置は正常に機能しない（詳しい情報は AC OK および DC OK をチェック
してください。）

オン

DC 電源装置

DC 電源構成では、サービス ゲートウェイには 2 または 4 基の DC 電源装置が
備えられています（30ページの図16を参照）。それらは、シャーシの背面のス
ロット PEM0 ～ PEM3（左から右へ）に位置します。DC 電源システムを 2 基から
4 基の電源装置にアップグレードできます。スロット PEM0 および PEM2 の DC
電源装置は、下段ファン トレイ、カード スロット 6 ～ 11、および SCB スロッ
ト 1 と 2 に電力を供給します。スロット PEM1 および PEM3 の DC 電源装置は、
上段ファン トレイ、カード スロット 0 ～ 5、および SCB スロット 0 に電力
を供給します。

4 基の電源装置構成は、完全な冗長性を提供します。DC 電源装置が故障した場
合、その冗長電源装置が瞬時に負荷を引受けます。

各 DC 電源装置には、最大ハードウェア構成については専用の 80 A (–48 VDC)
回路ブレーカーが必要な 1 つの DC 入力（–48 VDC とリターン）があります。
現場の電力の準備に関する詳細は、193ページの「電源に関するガイドライン、必
要条件、および仕様」を参照してください。サービス ゲートウェイを電源と接
地に接続する方法については、67ページの「DC 電源を使用するサービス ゲート
ウェイに電源を接続」を参照してください。

DC 電源装置および電源系統の電気仕様など、現場の電力の準備については、198
ページの「DC 電源仕様」を参照してください。

電源装置 ■ 29

第2章: ハードウェア コンポーネント



図 16: DC 電源装置

DC 電源装置の LED

各 DC 電源装置のフェースプレートには、その装置の状態を示す 3 つの LED が
あります（30ページの表17を参照）。電源装置の状態は、クラフト インター
フェース上の 2 つの LED にも表示されます（25ページの表12を参照）。さら
に、電源装置が障害になると、クラフト インターフェース上の赤のアラーム LED
が点灯します。

表17: DC 電源装置の LED

説明状況色ラベル

電源装置は正常に機能しない詳細は INPUT OK LED をチェックしてください。滅灯緑PWR OK

電源装置は正常に機能するオン

DC 電源装置の回路ブレーカがオフ滅灯緑BREAKER ON

DC 電源装置の回路ブレーカがオンオン

PEM への直流入力がない滅灯緑INPUT OK

直流入力があり、正しい電極に接続されているオン

直流入力があるが、逆の電極に接続されているオンこはく色

冷却システム

冷却システムは、以下のコンポーネントで構成されます。

■ 上段前面ファン トレイ

30 ■ 冷却システム
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■ 下段前面ファン トレイ

■ 前面エア フィルタ

冷却システムのコンポーネントは協働して、すべてのゲートウェイ コンポーネ
ントを許容温度範囲に保ちます（31ページの図17、31ページの図18、31ページ
の図19、および32ページの図20を参照）。サービス ゲートウェイにはファン ト
レイが 2 つあり、デバイスの前面、カード ケージの上と下に水平に設置されて
います。各ファン トレイには、6 つのファンがあります。ファン トレイは、交
換でき、ホットインサートおよびホットリムーブが可能です。

図 17: シャーシの通風

ホスト サブシステムは、デバイスのコンポーネントの温度を監視します。本デ
バイスが正常に稼動している間、ファンは最高速度よりも低い速度で回転しま
す。ファンの 1 つが障害になるか、周囲温度がしきい値を超えると、残りのファ
ンの速度を調節して温度を許容範囲に保ちます。仕様で定める最高周囲温度を超
えたコンポーネントをシステムが十分に冷却できないと、ルーティング エンジ
ンは各 PEM の電力出力を停止してシステムをシャットダウンします。

サービス ゲートウェイの前面に空気取入れ口が 1 つあります。空気は、カード
ケージと上段ファン トレイを通り、そこで共通の排気プレナムに合流して、シ
ステムの背面上部から排気されます。

図 18: 上段ファン トレイ

図 19: エア フィルタ
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図 20: エア フィルタ トレイ
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第2部

サービス ゲートウェイの設定

■ サービス ゲートウェイの設置場所の準備 35ページ

■ インストールの概要 41ページ

■ サービス ゲートウェイの開梱 43ページ

■ 取付け用ハードウェアの設置 47ページ

■ サービス ゲートウェイの設置 53ページ

■ サービス ゲートウェイの接続 57ページ

■ サービス ゲートウェイの接地、および電源の供給 63ページ

■ JUNOS ソフトウェアの設定 73ページ
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第3章

サービス ゲートウェイの設置場所の準備

この章では、SRX 5800 サービス ゲートウェイの設置場所を準備する方法につい
て説明します。本章では、以下のトピックについて説明します。

■ 設置場所の準備のチェックリスト 35ページ

■ キャビネットの要件 36ページ

■ ラックの要件 37ページ

■ 換気とハードウェア保守のためのすき間の要件 39ページ

設置場所の準備のチェックリスト

35ページの表18のチェックリストに、サービス ゲートウェイの設置場所を準備
するのに必要な作業を要約します。

表18: 設置場所の準備のチェックリスト

日付作業者詳細については...項目または作業

191ページの「サービス ゲートウェ
イ環境仕様」

温度と湿度などの環境要因がサービス ゲー
トウェイの許容値を超えないことを確認しま
す。

36ページの「キャビネットの要
件」,
37ページの「ラックの要件」

ラックまたはキャビネットの種類を選択しま
す。

36ページの「キャビネットの寸法
とすき間の要件」
37ページの「ラックの寸法と強度」
39ページの「換気とハードウェア
保守のためのすき間の要件」

必要なすき間の大きさなどを含めて、ラック
またはキャビネットの設置場所について計画
します。

39ページの「建物の構造への接続」ラックを使う場合、ラックを床と建物に固定
します。

ケーブルとコネクタを用意します。

181ページの「DC 電源接地の要件と
注意」

システム接地を接続する場所を探します。

外部電源とサービス ゲートウェイの設置場
所との間の距離を測定します。
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表18: 設置場所の準備のチェックリスト （続き）

日付作業者詳細については...項目または作業

206ページの「光ファイバ ケーブル
のパワー バジェットの計算」,207
ページの「光ファイバ ケーブルの
パワー マージンの計算」

光出力の予算、および光出力のマージンを計
算します。

キャビネットの要件

サービス ゲートウェイは、幅が標準の 482 mm （またそれ以上）あるキャビネッ
トに設置できます。以下の各節で、キャビネットの要件について説明します。

■ キャビネットの寸法とすき間の要件 36ページ

■ キャビネットの通風要件 36ページ

キャビネットの寸法とすき間の要件

本デバイスを収容できるキャビネットの最小寸法は、幅 600 mm、奥行き 800 mm
です。この要件よりも大きいキャビネットを使うと通風がよくなり、過熱する機
会も減少します。本デバイスを 1 台だけ設置するには、キャビネットの高さは
少なくとも 16 Uあることが必要です。キャビネットに使用可能な垂直空間が最
低 48 U (89.3 in. または 2.24 m) あり、十分な冷気が内部に供給され、換気
できる十分なすき間があれば、本デバイスを 3 個まで積載できます。

前面と背面に最低限必要なすき間は、選択される取付け構成によって異なりま
す。キャビネット内部の最小すき間の合計は、内部の前扉から後扉までの距離
30.7 インチです。

キャビネットの通風要件

本デバイスをキャビネットに取り付けるには、過熱を防ぐためにキャビネットを
確実に換気する必要があります。以下に、シャーシの冷却方法を計画するときに
考慮すべき要件を一覧します。

■ 冷い空気がキャビネットに十分に行き渡り、本デバイスからの放射熱を十分
放散できるようにします。

■ シャーシから排出される熱風が、デバイスへ再循環することなく、キャビネッ
トから排気されるようにします。排気熱風を上から放出する方式のオープン
キャビネット（上部パネルやドアがない）は、シャーシの通風力に最も優れ
ています。キャビネットに上部パネルやドアがある場合、これらに穿孔があ
ると排気熱風の除去が促進されます。31ページの図17に、シャーシの通風を
示す説明図を示します。

■ ケーブル管理システムが前扉内部のすき間を空けるように、本デバイスをで
きるだけキャビネットの前面近くに設置します。これによって、キャビネッ
ト背面に最大のすき間が確保され、クリティカルな通風が遮断されません。

■ シャーシの通風をできるだけ遮断しないようにして、すべてのケーブルを通
し、ドレスアップします。
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ラックの要件

本デバイスは、ラックに設置できます。4 本柱の（telco）ラックやオープンフ
レーム ラックなど、多様な種類のラックを使用できます。オープンフレーム
ラックのラックの例が38ページの図21にあります。

以下の各節で、ラックの要件について説明します。

■ ラックの寸法と強度 37ページ

■ 取り付けブラケットおよびフランジの穴の間隔 38ページ

■ 建物の構造への接続 39ページ

ラックの寸法と強度

デバイスは、Electronics Industry Association（http://www.eia.org）が公表す
る Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment（ドキュメント番号
EIA-310-D）で定義された、19 インチ ラックに設置するよう設計されています。

アダプタを使用して、デバイスは、600 mm 幅のラックにフィットするよう設計
されています。このラックは、European Telecommunications Standards Institute
（http://www.etsi.org）が公開している、4 部からなる Equipment Engineering
(EE); European telecommunications standard for equipment practice（ドキュ
メント番号 ETS 300 119-1 through 119-4）で定義されています。レール間の幅
を狭めるには、承認されているウィングデバイスを使ってください。

ラック レールの幅は、以下に示すデバイス シャーシの外部寸法を収容するだけ
広くなければなりません。高さ27.75 in. (70.49 cm)、奥行き
23.0 in. (58.42 cm)、および幅 17.37 in. (44.11 cm)。取り付け金具の外側の
端は、幅 19 インチ (48.3 cm) に達します。39ページの「換気とハードウェア
保守のためのすき間の要件」に指定するように、レール間および隣接するラック
間の間隔は、本デバイスとラックの間に十分なすき間ができるように空ける必要
があります。

一般に、ラックは前面取付け式ではなく中央取付け式のものをお勧めします。こ
ちらの方が重量が均等に分散され、安定性にも優れているためです。フロントマ
ウント ラックを使用する場合は、付属の大型取り付けシェルフまたは他の構造
物でデバイスの背面を支える必要があります。

デバイスには 2 つの取付けブラケットが、シャーシの中央（のシャーシの背面
に最も近い取付け穴）に設置してあります。中央マウント ラックの位置を含め、
（調整可能マウント ラック用の）シャーシの側面の 11 か所の位置の1つに各取
付け金具を移動させることができます。取り付けブラケットをシャーシに接続す
るための取り付け穴は、0.984 インチ (25 mm) 離れています。

前面取り付けラックについては、取り付けブラケットの代わりに、シャーシの前
部に前面取り付けフランジを使用します。フランジには、ラック取り付けねじ用
の穴が、8.89 cm (3.5 インチ) の間隔で空いています。取り付け用ハードウェ
アの設置の手順は、47ページの「取付け用ハードウェアの設置」を参照してくだ
さい。
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シャーシの高さ 70.49 cm (27.75 in.) は、約 16 U です。 AU とは、Electronics
Industry Association が公開する Cabinets, Racks, Panels, and Associated
Equipment（ドキュメント番号 EIA-310-D）で定義された標準ラック単位です。
SRX 5800 サービス ゲートウェイは、少なくとも 48 U (89.3 in. または 2.24 m)
の垂直空間がある 1 つのラックに 3 個まで積載可能です。

ラックは、完全構成のデバイスの総重量、つまり最大で 350 ポンド (158.76 kg)
を支えられる十分な強度を持つものでなければなりません完全構成のデバイス 3
台を 1 つのラックに搭載すると、最大 1,050 ポンド (476.3 kg) を支持できる
必要があります。

図 21: 典型的なオープン フレーム ラック

取り付けブラケットおよびフランジの穴の間隔

各セット内の穴の間隔は 1 U (1.75 in. 、4.5 cm) です。サービス ゲートウェ
イは、それらの間隔で配置された穴を持つラックに取り付けることができます。

デバイスは、1 U（1.75 インチ）の間隔で配置された穴または穴パターンを持つ
ラックに取り付けることができます。ラックにシャーシを設置するために使用さ
れる取り付けブラケットおよび前面取り付けフランジは、それらの間隔で配置さ
れた穴に固定するよう設計されています。

38 ■ ラックの要件
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建物の構造への接続

ラックは、必ず建物の構造に固定してください。設置場所が地震発生地帯にある
場合は、ボルトでラックを床に固定します。安定性を最大にするには、ラックを
天井ブラケットにも固定します。詳細は、161ページの「ラックマウントに関する
要件および注意」を参照してください。

換気とハードウェア保守のためのすき間の要件

設置場所について計画するときは、ラックの周囲に十分なすき間が必要なことを
考慮してください（39ページの図22を参照）。

■ 冷却システムが適切に機能するために、シャーシ周囲の通風を遮断してはな
りません。シャーシの側面と、発熱しない壁などの面との間には 7 cm (2.8
in.) のすきまを設けます。

■ サービス担当者がハードウェア コンポーネントの取外しまたは設置作業がで
きるように、サービス ゲートウェイの前面および背面に十分な空間を設けま
す。本デバイスの前面および背面には、少なくとも 61 cm (24 in.) の空間
が必要です。NEBS GR-63 は、サービス ゲートウェイの前面および背面の両
方に少なくとも 76.2 cm (30 in.) の空間を設けることを推奨しています。

図 22: シャーシの寸法とすき間の要件
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第4章

インストールの概要

35ページの「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」のように設置場所の準
備をしたら、サービス ゲートウェイを開梱し設置する準備ができました。イン
ストールは以下の順序で進めることが重要です。

1. 153ページの「安全および規格コンプライアンスの情報」で説明された安全ガ
イドラインを確認します。

2. この章の指示に従ってサービス ゲートウェイを開梱し、すべての付属品が
揃っていることを確認する

3. 47ページの「取付け用ハードウェアの設置」に従って、取り付け用ハード
ウェアを設置します。

4. 53ページの「サービス ゲートウェイの設置」または211ページの「リフトを
使用しないサービス ゲートウェイの設置」の説明に従って、サービス ゲー
トウェイを設置します。

5. 57ページの「サービス ゲートウェイの接続」に示すように、ケーブルを外
部デバイスに接続します。

6. 64ページの「サービス ゲートウェイの接地」に示すように、接地ケーブル
を接続します。

7. 64ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接続」または67ペー
ジの「DC 電源を使用するサービス ゲートウェイに電源を接続」に示すよう
に、電源ケーブルを接続します。

8. 66ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」または70ペー
ジの「DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」に示すように、サー
ビス ゲートウェイの電源をオンにします。

9. 73ページの「JUNOS ソフトウェアの設定」に示すように、初期システム起動
を行います。
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第5章

サービス ゲートウェイの開梱

35ページの「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」のように設置場所の準
備をしたら、サービス ゲートウェイを開梱し設置する準備ができました。イン
ストールは以下の順序で進めることが重要です。

1. 153ページの「安全および規格コンプライアンスの情報」で説明された安全ガ
イドラインを確認します。

2. この章の指示に従ってサービス ゲートウェイを開梱し、部品がすべて揃って
いるかを確認

3. 47ページの「取付け用ハードウェアの設置」に従って、取り付け用ハード
ウェアを設置します。

4. 53ページの「サービス ゲートウェイの設置」または211ページの「リフトを
使用しないサービス ゲートウェイの設置」の説明に従って、サービス ゲー
トウェイを設置します。

5. 57ページの「サービス ゲートウェイの接続」に示すように、初期システム
起動を行います。

この章では、サービス ゲートウェイを設置するための準備について説明します。
本章では、以下のトピックについて説明します。

■ 必要な工具と部品 43ページ

■ サービス ゲートウェイの開梱 43ページ

■ 受領した部品の確認 45ページ

必要な工具と部品

サービス ゲートウェイを開梱し、設置準備をするには、以下の工具が必要です。

■ Phillips プラスねじ回し、2 号

■ 1/2 インチ または 13 mm のオープンエンドまたはソケット レンチ、輸送パ
レットからブラケット ボルトを取り外すために必要

■ コンポーネントが挿入されていないスロットを密閉するブランク パネル

サービス ゲートウェイの開梱

サービス ゲートウェイは木枠に入れて出荷されます。木枠の底は、木製パレッ
トです。サービス ゲートウェイのシャーシは、このパレットにボルトで固定さ
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れています。段ボール製の付属品ボックスおよび『Getting Started Guide (は
じめに)』も輸送用木箱に含まれています。

輸送用コンテナの寸法は、高さ83.8 cm (33 in.)、幅 76.8 cm (30.25 in.)、奥
行き 109.9 cm (43.25 in.) です。サービス ゲートウェイと付属品を合わせた
コンテナの総重量の範囲は、122.5 kg (270 lb)～215.5 kg (475 lb) です。

注: サービス ゲートウェイは、輸送用木枠で最大限保護されています。設置準備
が整うまで、開梱しないでください。

サービス ゲートウェイを開梱するには、次の手順に従います（45ページの図23
を参照）。

1. 設置場所にできるだけ近く、シャーシからコンポーネントを取り外しできる
十分な広さがある場所を作業場所に選んで、輸送用木枠を運び込みます。
シャーシがパレットにボルトで固定されている間は、フォークリフトまたは
パレット ジャックを使って運搬できます。

2. 輸送用木枠を矢印が上向きになるようにして置きます。

3. 輸送用木枠のすべてのラッチを開きます。

4. 輸送用木枠カバーの表ドアを取り外して脇に置きます。

5. 輸送用木枠カバーの残り部分をスライドさせて剥がしてパレットから取り除
きます。

6. サービス ゲートウェイの上部を覆っているフォームを取り除きます。

7. 付属品箱と『Getting Started Guide』を取り出します。

8. 45ページの表19および46ページの表20のリストを参照して、部品の受領を確
認します。

9. パレットに貼付された気化性防腐剤（VCI）パックを、袋が破れないように注
意しながら取り除きます。

10. 1/2 インチ ソケット レンチを使って、シャーシをパレットに固定している
ブラケットを外し、プラスねじ回し 2 号を使って、ブラケットのボルトとね
じを外します。

11. ブラケットとボルトを付属品箱に保管します。

12. 後日にサービス ゲートウェイを移動または輸送する場合に備えて、輸送用木
枠のカバー、パレット、包装材を保存します。

13. 設置を進めるには、54ページの「リフトを使うサービス ゲートウェイの設
置」または211ページの「リフトを使用しないサービス ゲートウェイの設置」
を参照してください。
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図 23: 輸送用木枠の内容物

受領した部品の確認

発送品ごとに、内容明細書が添付されています。発送商品に含まれている部品を
この内容明細書の項目と照合します。内容明細書には、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。

不足する部品がある場合は、顧客サービス担当者に問い合わせてください。

完全に構成されたサービス ゲートウェイには、45ページの表19に記載されたコ
ンポーネントを設置したサービス ゲートウェイのシャーシおよび46ページの表
20に記載された部品を含む付属品ボックスが含まれています。サービス ゲート
ウェイに付属の部品は、ご注文の構成により異なる場合があります。

表19: 完全構成されるサービス ゲートウェイの部品リスト

数量コンポーネント

1ミッドプレーン、クラフト インターフェース、および
ラック取付けブラケットがインストール済みのシャー
シ

最高で 11IOC

最高で 11SPC

1 または 2ルーティング エンジン

最高で 3SCB

最高で 4電源装置

2ファン トレイ

1エア フィルタ
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表19: 完全構成されるサービス ゲートウェイの部品リスト （続き）

数量コンポーネント

1エア フィルタ トレイ

1Getting Started Guide

1大型取り付けシェルフ

1小さな取付けシェルフ

コンポーネントで占有されていない
各スロットに 1 つのブランク パネ
ル

コンポーネントがインストールされていないスロット
用ブランク パネル

表20: 付属品箱の部品リスト

数量部

14シャーシ取り付けねじ

8DC電源端子ラグ、6-AWG

1RJ-45 ケーブル、メス DB-9 用 RJ-45 ジャック、シリ
アル ポートへのデバイスの接続用

2端子ブロック プラグ、3 極、5.8 mm 間隔、12A、デバ
イス アラームに接続用

1ラベル、付属品の明細、SRX 5800

1USB フラッシュ ドライブと JUNOS

1『Read me first』ドキュメント

1T1 接続のための宣誓供述書

1Juniper Networks 製品保証書

1エンド ユーザー ライセンス契約

1ドキュメントスリーブ

23" x 5" ピンク バッグ

29" x 12" ピンク バッグ、ESD

1付属品ボックス、19 x 12 x 3"

1イーサネット ケーブル、RJ-45/RJ-45、4 ペアより線
UTP、カテゴリ5E、15'

1ESD リスト ストラップとケーブル
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第6章

取付け用ハードウェアの設置

サービス ゲートウェイは、4 本柱のラックまたはキャビネット、あるいはオー
プンフレーム ラックに設置できます。サービス ゲートウェイを設置する前に、
ラックに取り付け用ハードウェアを設置します。取り付け用ハードウェアの設置
手順は、ラックのタイプにより異なります。

取り付け用ハードウェアを設置したら、設置のタイプにより、53ページの「サー
ビス ゲートウェイの設置」または211ページの「リフトを使用しないサービス
ゲートウェイの設置」へ進みます。

この章では、取付けハードウェアを取り付ける方法について説明します。

■ ラック取り付け用ハードウェア 47ページ

■ 前面取り付け 4 本柱ラックまたはキャビネットへの取り付け用ハードウェア
の設置 47ページ

■ 前面取り付けオープンフレーム ラックへの取り付け用ハードウェアの設
置 49ページ

■ センターマウント オープンフレーム ラックへの取り付け用ハードウェアの
設置 51ページ

ラック取り付け用ハードウェア

すべての取り付けオプションは、付属の大型取り付け用シェルフの設置を必要と
します。付属の小型取り付け用シェルフは、前面取り付け 4 本柱ラックまたは
キャビネットに必要です。

前面取り付け 4 本柱ラックまたはキャビネットへの取り付け用ハードウェアの設置

前面取り付け 4 本柱ラックまたはキャビネットにサービス ゲートウェイを設置
する場合は、最初に大型取り付け用シェルフを設置し、続いて小型取り付け用
シェルフを設置します。

48ページの表21は、4 本柱ラックまたはキャビネット ラックで必要な取り付け
用ハードウェアを設置するための、ケージ ナットを挿入する穴を示します（ X
は、取り付け穴の場所を示します）。穴の距離は、ラック上の標準「U 字」部分
の 1 つに相対的になります。すべての取り付け用シェルフの底部は、「U 字」
部分の上 0.04 インチ (0.02 U) にあります。
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表21: 4 本柱ラックまたはキャビネットの取付け穴の位置

小型
シェル
フ

大型
シェル
フ「U 字」部分から上の距離穴

X0.86 U3.8 cm (3.84 cm.)3

XX0.50 U2.2 cm (22.35 mm.)2

X0.14 U0.6 cm (0.25 in.)1

取り付け用シェルフを取り付けるには、次の手順に従います（49ページの図24を
参照）。

1. 前面ラック レールで、大型シェルフおよびスペース バーについて48ページ
の表21で指定された穴にケージ ナットを取り付けます。

2. 各前面ラック レールの前で、一番下のケージ ナットを取り付けた穴に取り
付けねじを部分的に挿入します。

3. 前面ラック レールに大きなシェルフを取り付けます。取り付けねじの上に各
耳の下スロットを置きます。

4. 大きなシェルフの各耳の一番上の穴に取り付けねじを部分的に挿入します。

5. すべてのねじを完全に締めます。

6. 背面ラック レールで、48ページの表21 で小型シェルフに指定された穴に
ケージ ナットを取り付けます。

7. 各後部ラック レールの後ろで、一番下のケージ ナットを取り付けた穴に取
り付けねじを部分的に挿入します。

8. 背面ラック レールに小さなシェルフを取り付けます。取り付けねじの上に各
耳の下スロットを置きます。小さなシェルフは、背面レールの後ろに取り付
けられ、ラックの中心へと伸びます。小さなシェルフの下部は、大きなシェ
ルフの下部と整列します。

9. 小さなシェルフの耳にある穴にねじを部分的に挿入します。

10. すべてのねじを完全に締めます。

48 ■ 前面取り付け 4 本柱ラックまたはキャビネットへの取り付け用ハードウェアの設置
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図 24: 4 本柱ラックまたはキャビネットの取り付け用ハードウェアの設置

前面取り付けオープンフレーム ラックへの取り付け用ハードウェアの設置

前面取り付けオープンフレーム ラックにサービス ゲートウェイを設置する場
合、最初にラックに大型取り付け用シェルフを設置してから、シャーシから取り
付けブラケットを取り外します。小型取り付け用シェルフは必要ありません。

49ページの表22は、オープンフレーム ラックに取り付け用ハードウェアを設置
するためにねじを挿入する穴を示します（ X は、取り付け穴の場所を示します）。
穴の距離は、ラック上の標準「U 字」部分の 1 つに相対的になります。参考の
ため、すべての取り付け用シェルフの底部は、「U 字」部分の上 0.04 イン
チ (0.02 U) にあります。

表22: オープンフレーム ラックの取り付け穴の位置

大型シェルフ「U 字」部分から上の距離穴

X9.86 U17.26 インチ (43.8 cm)30

X8.86 U39.4 cm (39.40 cm.)27

X7.86 U34.9 cm (34.95 cm.)24
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表22: オープンフレーム ラックの取り付け穴の位置 （続き）

大型シェルフ「U 字」部分から上の距離穴

X6.86 U30.5 cm (30.51 cm.)21

X5.86 U26.0 cm (26.06 cm.)18

X4.86 U21.6 cm (21.62 cm.)15

X3.86 U17.1 cm (17.17 cm.)12

X2.86 U12.7 cm (12.73 cm.)9

X1.86 U8.3 cm (8.28 cm.)6

X0.86 U3.8 cm (3.84 cm.)3

X0.50 U2.2 cm (22.35 mm.)2

0.14 U0.6 cm (0.25 in.)1

大型取り付け用シェルフを取り付けるには、次の手順に従います（51ページの図
25を参照）。

1. 各ラック レールの後ろに、大型シェルフに対して49ページの表22で指定さ
れた一番上の穴に取り付けねじを部分的に挿入します。

2. ラックに大きなシェルフを取り付けます。大きなシェルフ フランジの最上部
の近くにある鍵穴スロットを使用して、取り付けねじの上にシェルフをぶら
下げます。

3. 大きなシェルフの耳にある穴にねじを部分的に挿入します。

4. すべてのねじを完全に締めます。
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図 25: オープンフレーム ラックに取付け用ハードウェアを設置

センターマウント オープンフレーム ラックへの取り付け用ハードウェアの設置

センターマウント オープンフレーム ラックにサービス ゲートウェイを設置す
る場合、ラックに大型取り付け用シェルフを設置しなければなりません。

49ページの表22は、オープンフレーム ラックに取り付け用ハードウェアを設置
するためにねじを挿入する穴を示します（X は、取り付け穴の場所を示します）。
穴の距離は、ラック上の標準「U 字」部分の 1 つに相対的になります。参考の
ため、すべての取り付け用シェルフの底部は、「U 字」部分の上 0.04 イン
チ (0.02 U) にあります。

大型取り付け用シェルフを取り付けるには、次の手順に従います（51ページの図
25を参照）。

1. 各ラック レールの後ろに、大型シェルフに対して49ページの表22で指定さ
れた一番上の穴に取り付けねじを部分的に挿入します。

2. ラックに大きなシェルフを取り付けます。大きなシェルフ フランジの最上部
の近くにある鍵穴スロットを使用して、取り付けねじの上にシェルフをぶら
下げます。
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3. 大きなシェルフの耳にある穴にねじを部分的に挿入します。

4. すべてのねじを完全に締めます。
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第7章

サービス ゲートウェイの設置

この章では、サービス ゲートウェイを設置する、以下のトピックについて説明
します。

■ 安全に関する要件、警告、およびガイドライン 53ページ

■ メカニカル リフトを使ってサービス ゲートウェイの設置 53ページ

安全に関する要件、警告、およびガイドライン

サービス ゲートウェイの設置と保守を行う際に、身体またはサービス ゲート
ウェイを危険から保護するために、電気機器の傍で操作するか電気機器を直接操
作する際のガイドライン、およびネットワーキング デバイスを操作する際の安
全対策に従ってください。設置場所を安全な環境にする方法の説明は、35ページ
の「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」を参照してください。安全警告
のリストは、153ページの「安全および規格コンプライアンスの情報」を、特に173
ページの「電気の安全に関するガイドラインと注意」を参照してください。ただ
し、電気機器を操作する際の安全ガイドラインを多数提供することは、このマ
ニュアルの範疇外であるため割愛します。

メカニカル リフトを使ってサービス ゲートウェイの設置

サービス ゲートウェイの寸法と重量のため（構成によっては最大で 158.76 kg
(350 lb)）、54ページの「リフトを使うサービス ゲートウェイの設置」の説明
に従ってメカニカル リフトを使用してサービス ゲートウェイを設置することを
強く推奨します。リフトを使用しないでサービス ゲートウェイを設置する場合、
サービス ゲートウェイを安全に設置するための完全な手順は、211ページの「リ
フトを使用しないサービス ゲートウェイの設置」を参照してください。

サービス ゲートウェイを設置する前に、場所の準備を行い、35ページの「サー
ビス ゲートウェイの設置場所の準備」のガイドラインを確認しておく必要があ
ります。35ページの「設置場所の準備のチェックリスト」に、サービス ゲート
ウェイの設置場所を準備するのに必要な作業を要約します。また、43ページの
「サービス ゲートウェイの開梱」に示すように、輸送コンテナからサービス
ゲートウェイを開梱する必要もあります。

この節では、以下のトピックに分けて説明します。

■ 必要な工具 54ページ

■ リフトを使うサービス ゲートウェイの設置 54ページ
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必要な工具

サービス ゲートウェイを設置するには、以下の工具が必要です。

■ リフト機

■ プラスねじ回し、2 号

リフトを使うサービス ゲートウェイの設置

サービス ゲートウェイをラックに設置する前に、160ページの「シャーシの持ち
上げガイドライン」の安全性に関する情報をお読みください。43ページの「サー
ビス ゲートウェイの開梱」で示されたように、運送用コンテナからサービス
ゲートウェイを取り出します。47ページの「取付け用ハードウェアの設置」に
従って、取り付け用ハードウェアを設置します。

注意: サービス ゲートウェイをラック前面に取り付ける前に、ラックがサービス
ゲートウェイの重量を支えるのに十分に丈夫であり、取り付け場所で十分に支え
られていることを資格のある技術者に確認してもらいます。

サービス ゲートウェイをリフトを使って設置する手順は次のとおりです（55ペー
ジの図26を参照）。

1. ラックがその永続的な場所にあり、建物に固定されていることを確認します。
設置場所に通風と保守の両方のための十分なすき間があることを確認します。
詳細については、35ページの「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」
を参照してください。

2. サービス ゲートウェイをリフトに搭載し、リフトのプラットフォームに確実
に載っていることを確認します。

3. リフトを使用して、サービス ゲートウェイをラックまたはキャビネットの前
で、取付け用シェルフの中央に来る位置に配置します。

4. 取付け用シェルフの表面から約 0.75 インチ (2 cm) 上までシャーシを上
げ、シェルフのできるだけ近くに配置します。

5. 取付け用シェルフ上にサービス ゲートウェイを注意深くスライドさせ、シャー
シの底部と取付け用シェルフが約 2 インチ (5 cm) 重なるようにします。

6. 取り付けブラケットまたは前部取り付けフランジがラック レールと接触する
まで、取り付け用シェルフの上へサービス ゲートウェイを滑らせます。取り
付けブラケットの穴とシャーシの前面取り付けフランジの穴が、ラック レー
ルの穴と一致します。

7. リフトを移動してラックから遠ざけます。

8. オープンフレーム ラックにサービス ゲートウェイを設置するには、ラック
と揃った取り付け穴のそれぞれに下の穴から取り付けねじを取り付けます。

9. サービス ゲートウェイの位置を目で検査します。サービス ゲートウェイが
ラックに適切に設置されている場合、ラックの片側の取付けねじはすべて、
向かい側の取付けねじと一列に並び、サービス ゲートウェイは水平であるは
ずです。
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図 26: サービス ゲートウェイをラックに設置

注: この図は、オープン フレーム ラックに設置されるサービス ゲートウェイを
示しています。4 本柱ラックまたはキャビネットに必要な取り付けハードウェア
の図は、49ページの図24を参照してください。
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56 ■ メカニカル リフトを使ってサービス ゲートウェイの設置
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第8章

サービス ゲートウェイの接続

この章では、以下の手続きについて説明します。

■ 必要な工具と部品 57ページ

■ サービス ゲートウェイを管理機器およびアラーム機器に接続 57ページ

■ IOC ケーブルの接続 60ページ

必要な工具と部品

本デバイスを管理機器に接続して電源を入れるには、以下の工具と部品が必要で
す。

■ Phillips プラスねじ回し、1 および 2 号

■ 2.5 mm マイナスねじ回し

■ 2.5 mm プラスねじ回し

■ 3/8 インチ六角頭の外部ドライブ ソケットレンチ、またはナット ドライ
バー、トルク範囲：23 lb-in. (2.6 Nm)～25 lb-in. (2.8 Nm)、ナットを各
電源装置の端子スタッドに取り付けるのに使用（DC 電源駆動の機器）

注意: メトリック ナット ドライバまたはレンチを代用できません。ナットにか
み合わない工具を使うと、ナットが傷つく恐れがあります。3/8 インチの工具が
ない場合は、プライヤーか調節可能レンチを使用してください。

■ 電線カッター

■ プライヤー

■ 静電気放電（ESD）接地リスト ストラップ

サービス ゲートウェイを管理機器およびアラーム機器に接続

サービス ゲートウェイをラックに設置後、管理用およびサービス オペレーショ
ン用の 1 つまたは複数の外部機器を、ルーティングエンジンに接続されている
クラフト インターフェス表面のポートに接続します(58ページの図27を参照)。
ルーティン エンジン管理ポートが受け付けるケーブル仕様については、208ペー
ジの「ルーティング エンジンのインターフェース ケーブルおよび電線の仕様」
を参照してください。
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図 27: ルーティング エンジン管理ポート

外部機器をルーティング エンジン管理ポートに接続するには、以下の各節で説
明する手順に従います。

■ 帯域外管理用のネットワークに接続 58ページ

■ 管理コンソールまたは補助機器に接続 58ページ

■ 外部アラーム レポート機器に接続 59ページ

帯域外管理用のネットワークに接続

帯域外管理用ネットワークにルーティング エンジンを接続するには、RJ-45 コ
ネクタ付きのイーサネット ケーブルをルーティング エンジンの ETHERNET ポー
トに接続します。本デバイスには、このケーブルが 1 本付属しています。ケー
ブルの仕様は、208ページの「ルーティング エンジンのインターフェース ケーブ
ルおよび電線の仕様」を参照してください。次の手順に従います。

1. 管理機器への電源を切断します。

2. イーサネット ケーブルの一方の端（58ページの図28はコネクタを示す）を、
ルーティング エンジンの適切な ETHERNET ポートに差し込みます。58ページ
の図27は、ルーティング エンジンの外部デバイス ポートを示します。 0 の
ラベルが付いたポートは、ルーティング エンジンの左のルーティング エン
ジンスロット（RE0）へ、1 のラベルが付いたポートは、ルーティング エン
ジンの右のルーティング エンジンスロット（RE1）へ接続します。

3. ネットワーク デバイスにケーブルのもう一方の端を差し込みます。

図 28: ルーティング エンジン イーサネット ケーブル コネクタ

管理コンソールまたは補助機器に接続

システム コンソールを使用して、ルーティング エンジンを構成、管理するに
は、ルーティング エンジンの適切な CONSOLE ポートに接続します。ラップトッ
プ、モデム、または他の補助デバイスを使用するには、ルーティング エンジン
の適切な AUX ポートに接続します。このどちらのポートも RJ-45 コネクタ付き
ケーブルを受け付けます。本デバイスには、RJ-45/DB-9 ケーブルが 1 本付属し
ています。両方のポートに機器を接続するには、ユーザー側でケーブルをもう 1
本用意する必要があります。ケーブルの仕様は、208ページの「ルーティング エ
ンジンのインターフェース ケーブルおよび電線の仕様」を参照してください。
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管理コンソールまたは補助機器を接続する手順は次のとおりです。

1. コンソールまたは補助機器への電源を切断します。

2. イーサネット ケーブルの一方の端（59ページの図29はコネクタを示す）を、
ルーティング エンジンの適切な AUX ポートに差し込みます。58ページの図
27は、ルーティング エンジンの外部デバイス ポートを示します。 0 のラベ
ルが付いたポートは、ルーティング エンジンの左のルーティング エンジン
スロット（RE0）へ、1 のラベルが付いたポートは、ルーティング エンジン
の右のルーティング エンジンスロット（RE1）へ接続します。

3. メスの DB-9 側をデバイスのシリアル ポートに差し込みます。

図 29: コンソールおよび補助ケーブル コネクタ

外部アラーム レポート機器に接続

デバイスを外部アラーム レポート デバイスに接続するには、クラフト インター
フェースの RED および YELLOW リレー接点に線を接続します。60ページの図30を
参照してください。クラフト インターフェースの赤または黄色のアラーム LED
を点灯させるシステム状態は、対応するアラーム リレイ コンタクトもアクティ
ブにします。

アラーム リレイ コンタクトに差し込む端子ブロックは、本デバイスに付属して
います。端子ブロックには、28-AWG および 14-AWG（0.08 および 2.08 mm2）の
ゲージのワイヤを使用できます。このワイヤは付属していません。接続する外部
機器に適したゲージを持つ電線を使用してください。

外部機器をアラーム リレイ コンタクトに接続する手順は次のとおりです（60
ページの図30を参照）。

1. 28-AWG ～ 14-AWG（0.08 ～ 2.08 mm2）のゲージの、必要な長さのワイヤを
準備します。

2. 端子ブロックをリレイ コンタクトに差し込んでいない状態で、2.5 mm マイ
ナスねじ回しを使って小さなねじを緩めます。小ねじの側面が左側になるよ
うにブロックを持ち、外部機器の配線方法に基づき、電線をブロック正面の
スロットに挿入します。ねじを締めて電線を固定します。

3. 端子ブロックをリレイ コンタクトに差し込み、2.5 mm マイナスねじ回しを
使ってブロック正面のねじを締めます。

4. 電線のもう一方の端を外部機器に接続します。

他の種類のアラームレポート機器を接続するには、この手順を繰り返してくださ
い。
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図 30: アラーム リレイ コンタクト

IOC ケーブルの接続

ネットワーク ケーブルに差し込み、IOC をネットワークに接続次の手順に従っ
てください（光ファイバ IOC を示す 61ページの図31 を参照）。

1. IOC に使用する所定の長さのケーブルを用意します。

2. ケーブル コネクタ ポートにゴム製の安全プラグが被せてある場合は、その
プラグを取り外します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

注意: ケーブルを挿入するか取り外す場合以外は、光ファイバ トランシーバの覆
いを取ったままにしないでください。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. IOC フェースプレートのケーブル コネクタ ポートにケーブル コネクタを挿
入します。

4. ケーブルが外れたり、ストレス ポイントができないように、ケーブルをケー
ブル管理システムに配置します。ケーブルが床に垂れて自重がかからないよ
うにケーブルを固定します。余分な長さのケーブルはコイル状に巻いてケー
ブル管理システムで整理します。ケーブルのループの形が崩れないよう、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 ケーブルを曲げないようにします。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。

注意: 光ファイバ ケーブルをコネクタから垂れ下がった状態にしておかないでく
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。
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図 31: ケーブルを IOC に接続
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第9章

サービス ゲートウェイの接地、および電源
の供給

■ 必要な工具と部品 63ページ

■ サービス ゲートウェイの接地 64ページ

■ AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接続 64ページ

■ AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入 66ページ

■ DC 電源を使用するサービス ゲートウェイに電源を接続 67ページ

■ DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入 70ページ

■ サービス ゲートウェイの電源の切断 71ページ

必要な工具と部品

デバイスを接地して電力を供給するには、以下の工具と部品が必要です。

■ Phillips プラスねじ回し、1 および 2 号

■ 2.5 mm マイナスねじ回し

■ 3/8 インチ六角頭の外部ドライブ ソケットレンチ、またはナット ドライ
バー、トルク範囲：23 lb-in. (2.6 Nm)～25 lb-in. (2.8 Nm)、ナットを各
電源装置の端子スタッドに取り付けるのに使用（DC 電源駆動の機器）

注意: メトリック ナット ドライバまたはレンチを代用できません。ナットにか
み合わない工具を使うと、ナットが傷つく恐れがあります。3/8 インチの工具が
ない場合は、プライヤーか調節可能レンチを使用してください。

■ 電線カッター

■ 静電気放電（ESD）接地リスト ストラップ
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サービス ゲートウェイの接地

本デバイスを接地するには、まず接地ケーブルをアース グラウンドに接続し、
次に 2 本の UNC 1/4-20 ねじを使ってシャーシの接地ポイントに接続します。
接地用ケーブルはユーザーが用意する必要があります（ケーブル ラグは本デバ
イスに付属しています）。接地ケーブルの仕様については、193ページの「シャー
シの接地仕様」を参照してください。

1. 資格を持つ電気技術者が、サービス ゲートウェイに付属しているケーブル
ラグを接地ケーブルに取り付けたことを確認します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、承認されたサイト
ESD 接地ポイントにストラップをつなぎます。この場所用の説明を参照して
ください。

3. アースを接続する前に、すべての接地面に汚れがなく、ブライト仕上げが行
われていることを確認します。

4. 適切な接地点に接地ケーブルを接続します。

5. ESD 接地ストラップをサイト ESD 接地ポイントから外します。

6. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

7. 接地ケーブル ラグをシャーシの背面上部の接地ポイントに置く。左のペアの
サイズは M6 ボルト用で、右のペアのサイズは UNC 1/4-20 ボルト用です。

8. 最初にワッシャ、次にねじで、接地ポイントへ接地ケーブル ラグを固定しま
す。

9. 接地ケーブルをドレスアップし、接地の配線が正しいこと、接地ケーブルが、
デバイスのコンポーネントに触れたり、そこへのアクセスを妨げていないこ
と、また接地ケーブルが、人がつまずきそうな場所に垂れ下がってないこと
を確認します。

AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接続

AC 電源をサービス ゲートウェイに接続するには、AC 電源の電源コードを電源
装置の AC アプライアンス差し込みに接続します。電源コードと接地ケーブルの
仕様については、197ページの「AC 電源コード仕様」および193ページの「シャー
シの接地仕様」を参照してください。

AC 電源コードをデバイスに接続するには、各電源装置について次の手順に従い
ます（66ページの図32を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 適切な接地点に接地ケーブルを接続します。

3. 資格を持つ電気技術者が、サービス ゲートウェイに付属のケーブル ラグを
接地ケーブルに取り付けたことを確認します。

64 ■ サービス ゲートウェイの接地

SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドのガイドラインを示します。



4. アースを接続する前に、接地面に汚れがなく、ブライト仕上げが行われてい
ることを確認します。

5. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

6. 接地ポイントの上に接地ケーブル ラグを置きます。左のペアのサイズは M6
ボルト用で、右のペアのサイズは UNC 1/4-20 ボルト用です。

7. 最初にワッシャ、次にねじで、接地ポイントへ接地ケーブル ラグを固定しま
す。

8. 接地の配線が正しいこと、接地ケーブルが、サービス ゲートウェイ コンポー
ネントに触れたり、そこへのアクセスを妨げていないこと、接地ケーブルは、
人がつまずきそうな場所にないことを確認します。

9. サービス ゲートウェイに付属の電源コードを用意します。設置場所の地域に
適用できるプラグが備わっているはずです（197ページの「AC 電源コード仕
様」を参照）。

10. 電源装置の機器用ソケットの隣の AC スイッチをオフ位置（O）に動かしま
す。

11. 電源コード プラグを外部 AC 電源コンセントに挿入します。

注: 各電源装置は、専用の AC 電源フィードおよび専用の外部回路ブレーカに接
続しなければなりません。最低 15 A (250 VAC)、または、当該管轄地域の法規
に従い電源を使用することを推奨します。

12. 電源コードを適切にドレスアップします。電源コードが排気ダクトおよびデ
バイス コンポーネントへのアクセスを遮らないこと、人がつまずくような場
所にないことを確認します。

13. 残りの電源装置について、手順9 ～ 12 を繰り返します。
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図 32: AC 電源をサービス ゲートウェイに接続

AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入

AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入する手順は次のとおりです。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 電源装置がシャーシに完全に挿入されていることを確認します。

3. AC 電源コードがアプライアンス差し込みに完全に挿入されていることを確認
します。

4. 外部管理機器がルーティング エンジン ポートの 1 つ（AUX、CONSOLE、また
は ETHERNET）に接続されていることを確認します。管理機器の接続について
の詳細は、57ページの「サービス ゲートウェイを管理機器およびアラーム
機器に接続」を参照してください。

5. 外部管理機器への電源をオンにします。
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6. 各電源の AC スイッチを ON 位置 (|) に動かし、各電源のフェースプレート
の状態 LED を観察します。AC 電源が正しく取り付けられており正常に機能
している場合、AC OK および DC OK LED が点灯し、PS FAIL LED は消灯して
います。

電源装置が正常に機能していないことを状態 LED のどれかが示している場合
は、138ページの「電源系統コンポーネントの交換」に従い、設置と配線の手
順を繰り返してください。

注: 電源装置の電源を切断した後、少なくとも 60 秒待ってからオンにしてくだ
さい。同様に、電源装置の電源を投入した後、少なくとも 60 秒待ってからオフ
にします。

電源装置の電源をオンにしてもシステムに電力がまったく供給されない場合、電
源装置のスタートアップ シーケンスが完了した時点で、ルーティング エンジン
が起動します。ルーティング エンジンの起動が終了し、もう一度システムの電
源を切断する必要がある場合、まず CLI request system halt コマンドを発行し
ます。

電源をオンにすると、電源装置にある LED や show chassis コマンド表示などの
状況インジケータが電源が正常に機能していることを示すのに、最高 60 秒かか
ります。最初の 60 秒間に表示されるエラーインジケータは無視してください。

7. ルーティング エンジンに接続されている外部管理機器で、スタートアップ処
理を監視し、システムが正常に起動したことを確認します。

DC 電源を使用するサービス ゲートウェイに電源を接続

DC 電源をサービス ゲートウェイに接続するには、外部 DC 電源の電源コードを
電源装置フェースプレートの端子スタッドに接続します。電源をサービス ゲー
トウェイに接続するには、接地ケーブルと電源ケーブルを用意してください（ケー
ブル ラグはサービス ゲートウェイに付属しています）。電源コードと接地ケー
ブルの仕様については、193ページの「シャーシの接地仕様」および202ページの
「DC 電源ケーブルの仕様」を参照してください。

DC 電源ケーブルをサービス ゲートウェイに接続するには、各電源装置について
次の手順に従います。
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1. DC 電源ケーブル リード全体の電圧が 0 V で、作業中にケーブル リードが
アクティブになる可能性がないことを確認します。

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。当該地域の外部 DC 電源によ
り使用されている色分けが、各電源の端子スタッドに付いている電源ケーブルの
リードの色分けを決定します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、承認されたサイト
ESD 接地ポイントにストラップをつなぎます。この場所用の説明を参照して
ください。

3. 適切な接地点に接地ケーブルを接続します。

4. 資格を持つ電気技術者が、サービス ゲートウェイに付属のケーブル ラグを
接地ケーブルに取り付けたことを確認します。

5. アースを接続する前に、接地面に汚れがなく、ブライト仕上げが行われてい
ることを確認します。

6. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

7. 接地ポイントの上に接地ケーブル ラグを置きます。左のペアのサイズは M6
ボルト用で、右のペアのサイズは UNC 1/4-20 ボルト用です。

8. 最初にワッシャ、次にねじで、接地ポイントへ接地ケーブル ラグを固定しま
す。

9. 接地の配線が正しいこと、接地ケーブルが、サービス ゲートウェイ コンポー
ネントに触れたり、そこへのアクセスを妨げていないこと、接地ケーブルは、
人がつまずきそうな場所にないことを確認します。

10. 接地ケーブルをドレスアップし、接地の配線が正しいこと、接地ケーブルが、
サービス ゲートウェイのコンポーネントに触れたり、そこへのアクセスを妨
げていないこと、また接地ケーブルが、人がつまずきそうな場所に垂れ下がっ
てないことを確認します。

11. 電源フェースプレート上のサーキット ブレーカを OFF 位置に動かします。

12. フェースプレート上の端子スタッドを保護している透明なプラスチック製カ
バーを取り外します。

13. 通常、入力シャーシ RTN 線およびバッテリー/パワー プラント RTN は、建
物の GND と同じ電位に接続します。48V および RTN ケーブルのシャーシ接
地へのオーム出力を確認し、電源装置へ接続する前にラベルが正しいことを
チェックします。バッテリー プラントで –48V RTN がシャーシ接地に接続さ
れている通常の配電スキームでは、リターン ケーブルにリーディングがあ
り、–48V ケーブルに開路があります。

14. 端子スタッドからナットとワッシャを取り外します。

15. DC 電源装置ケーブルのラグを端子スタッドに接続し、ケーブルがサービス
ゲートウェイ コンポーネントに触れたり邪魔になっていないか確認します
（70ページの図33を参照）。
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■ プラス（+）の DC 電源ケーブル ラグを RTN（return）端子に接続しま
す。

■ マイナス（-）の DC 電源ケーブル ラグを –48V（入力）端子に接続しま
す。

注: スロットPEM0 および PEM1 のDC 電源装置は、フィード A からの専用電源
フィードが電力を供給する必要があります。また、PEM2 および PEM3 のDC 電源
装置は、フィード B からの専用電源フィードが電力を供給する必要があります。
この構成は、一般的に配備される A/B フィード冗長性をシステムに提供します。
DC 電源への接続に関する詳細は、202ページの「DC 電源ケーブルの仕様」を参照
してください。

16. 最初にワッシャ、次にナットで、各ケーブル ラグを端子スタッドに固定しま
す。各ナットに 23 ポンド-インチ (2.6 Nm) ～ 25 ポンド-インチ (2.8 Nm)
のトルクをかけます。

17. 電源装置フェースプレートの下端にあるケーブル留めの拘束ねじを緩めます。

18. 正負の DC 電源ケーブルをケーブル留めの左側と右側に通します。

19. ケーブル留め拘束ネジを締めて、適所に電源ケーブルを保持します。

20. 透明なプラスチック製カバーをフェースプレート上の端子スタッドに取り付
けます。

21. 接地ケーブルおよび電源ケーブルは、正しく接続されていること、サービス
ゲートウェイのコンポーネントへのアクセスを遮断したりそれらに接触して
いないこと、および人がつまずきそうな場所に垂れ下がってないことを確認
します。

22. 残りの電源装置について、手順11 ～ 21 を繰り返します。
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図 33: DC 電源をサービス ゲートウェイに接続

DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入

警告: 次の手順を実行する前に、DC 回路に電気がないことを確認してください。
すべての電源が切断されていることを確認するには、直流回路に電力を供給する
パネル ボード上の回路ブレーカの位置を確認して、それを OFF 位置に切り替
え、回路ブレーカのスイッチ ハンドルを OFF 位置にテープで固定します。

注意: AC と DC 電源装置を同じサービス ゲートウェイに混在させないでくださ
い。サービス ゲートウェイが破損する恐れがあります。

DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入する手順は次のとおりです。

1. 外部管理機器がルーティング エンジン ポートの 1 つ（AUX、CONSOLE、また
は ETHERNET）に接続されていることを確認します。管理機器の接続について
の詳細は、57ページの「サービス ゲートウェイを管理機器およびアラーム
機器に接続」を参照してください。

2. 外部管理機器への電源をオンにします。

3. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

4. 電源装置がシャーシに完全に挿入されていることを確認します。
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5. 電源ケーブルが、次のように、適切な端子に接続されていることを確認しま
す。プラス（+）電源ケーブルはリターン端子（ラベルは RETURN）、マイナ
ス（–）電源ケーブルは入力端子（ラベルは –48V）に接続します。

6. 施設回路ブレーカーをオンに切り替えて、DC 電源ケーブルに電力を供給しま
す。

7. INPUT OK LED が緑色で点灯しているかを調べて、電力が供給されることを確
認します。

8. 電力が供給されない場合は、

■ フューズが正しくインストールされていることを確認し、バッテリー配
電フューズ盤またはフューズベイのブレーカーをオンにします。

■ メータを使って、電源装置の端子位置で電圧を測定し、電圧レベルと電
極が正しいかどうかを調べます。

9. 電源装置の回路ブレーカーを ON 位置 (—) に動かし、各電源のフェースプ
レートの状態 LED を観察します。DC 電源が正しく取り付けられており正常
に機能している場合、PWR OK、BREAKER ON、および INPUT OK LED が点灯しま
す。

電源装置が正常に機能していないことを状態 LED のどれかが示している場合
は、138ページの「電源系統コンポーネントの交換」に従い、設置と配線の手
順を繰り返してください。

注: 電源装置の電源を切断した後、少なくとも 60 秒待ってからオンにしてくだ
さい。同様に、電源装置の電源を投入した後、少なくとも 60 秒待ってからオフ
にします。

電源装置の電源をオンにしてもシステムに電力がまったく供給されない場合、電
源装置のスタートアップ シーケンスが完了した時点で、ルーティング エンジン
が起動します。ルーティング エンジンの起動が終了し、もう一度システムの電
源を切断する必要がある場合、まず CLI request system halt コマンドを発行し
ます。

電源をオンにすると、電源装置にある LED や show chassis コマンド表示などの
状況インジケータが電源が正常に機能していることを示すのに、最高 60 秒かか
ります。最初の 60 秒間に表示されるエラーインジケータは無視してください。

10. ルーティング エンジンに接続されている外部管理機器で、スタートアップ処
理を監視し、システムが正常に起動したことを確認します。

サービス ゲートウェイの電源の切断

SPC の取り付けまたは取り外しの前に、サービス ゲートウェイの電源をオフに
する必要があります。

1. ルーティング エンジンに接続されている外部管理機器で、request system
halt 操作モード コマンドを発行します。このコマンドは、ルーティング エ
ンジンの状態情報を保存してシャットダウンする、クリーン シャットダウン
します。
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user@host> 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。コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. AC 電源サービス ゲートウェイでは、各電源装置の上のシャーシにある回路
ブレーカをオフ位置 (O)にします。DC 電源のサービス ゲートウェイについ
て、各電源装置フェースプレートの回路ブレーカをオフ (OFF) 位置にしま
す。
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第10章

JUNOS ソフトウェアの設定

サービス ゲートウェイには出荷時に JUNOS ソフトウェアが事前インストールさ
れているため、電源を投入後にただちに設定を開始できます。このソフトウェア
は、以下の 3 つの媒体にコピーがあります。ルーティング エンジンの
CompactFlash カード（インストールされている場合）、ルーティング エンジン
のハードディスク、ルーティング エンジン フェースプレートのスロットに装着
できる USB フラッシュドライブ。

本デバイスの起動時に、USB フラッシュドライブからイメージの開始が試みられ
ます。USB フラッシュ ドライブがルーティング エンジンに挿入されていない
か、またはその他の理由でこの試行が失敗すると、次に CompactFlash カード
（インストールされている場合）が試し、最後にハードディスクが試されます。

サービス ゲートウェイを設定するには、JUNOS コマンドライン インタフェース
(CLI) コマンドを発行します。コマンドの発行は、ルーティング エンジンの
CONSOLE ポートに接続されたコンソール デバイスで、またはルーティング エン
ジンの ETHERNET ポートに接続されたネットワークへの Telnet 接続上で行いま
す。

本デバイスを設定する前に、以下の情報を用意してください。

■ デバイスがネットワーク上で使う名前

■ デバイスが使うドメイン名

■ イーサネット インターフェースの IP アドレスおよびプレフィックス長さに
関する情報

■ デフォルトルーターの IP アドレス

■ DNS サーバーの IP アドレス

■ ルート ユーザ用のパスワード

この手順は、デバイスをネットワークに接続しますが、トラフィックを転送する
ことはできません。例を含めて、デバイスのトラフィック転送に関する詳細な情
報は、適切な JUNOS ソフトウェア設定ガイドを参照してください。

ソフトウェアを設定する手順は次のとおりです。

1. 66ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」または70ペー
ジの「DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」の説明に従って、デ
バイスに電源が入っていることを確認します。

2. ルート ユーザーとしてログインします。パスワードはありません。
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3. CLI を起動します。

root#cli
root@>

4. 設定モードに入ります。

configure
[edit]
root@#

5. クリアテキストのパスワード、暗号化されたパスワード、または SSH 公開鍵
文字列 (DSA または RSA) を入力して、ルート認証パスワードを設定します。

[edit]
root@#set system root-authentication plain-text-password
New password:パスワード
Retype new password:パスワード

6. デバイスの管理者アカウントを設定します。

[edit]
root@#set system login user admin class super-user authentication
plain-text-password

7. 管理者アカウント用のパスワードを設定します。

[edit]
root@#set system root-authentication plain-text-password

8. 設定をコミットして、デバイス上で有効にします。

[edit]
root@#commit

9. 手順 6 で設定した管理ユーザーとしてログインします。

10. デバイスの名前を設定します。名前にスペースがある場合は、名前を引用符
(“ ”) で囲んでください。

configure
[edit]
admin@#set system host-name ホスト名

11. デバイスのイーサネット インターフェースの IP アドレスおよびプレフィッ
クス長を設定します。

[edit]
admin@#set interfaces fxp0 unit 0 family inet address アドレス/プレ
フィックス長

12. トラフィック インターフェースを設定します。

[edit]
admin@#set interfaces ge-6/2/0 unit 0 family inet addressアドレス/プレ
フィックス長

74 ■

SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドのガイドラインを示します。



admin@#set interfaces ge-6/3/5 unit 0 family inet addressアドレス/プレ
フィックス長

13. デフォルト ルートを設定します。

[edit]
admin@#set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hopゲートウェイ

14. 基本セキュリティ ゾーンを設定し、トラフィック インターフェースにバイ
ンドします。

[edit]
admin@#set security zones security-zone trust interfaces ge-6/3/5
admin@#set security zones security-zone untrust interfaces ge-6/2/0

15. 基本セキュリティ ポリシーを設定します。

[edit]
admin@#set security policies from-zone trust to-zone untrust policyポ
リシー名 match source-address any destination-address any application
any

root@#set security policies from-zone trust to-zone untrust policyポリ
シー名 then permit

16. 設定の妥当性をチェックします。

[edit]
admin@#commit check
configuration check succeeds

17. 設定をコミットして、デバイス上で有効にします。

[edit]
admin@#commit
commit complete

18. オプションで、正しいことを確認するために設定を表示します。

admin@#show

## Last changed: 2008-05-07 22:43:25 UTC

version "9.2I0 [builder]";

system {

autoinstallation;

host-name henbert;

root-authentication {

encrypted-password "$1$oTVn2KY3$uQe4xzQCxpR2j7sKuV.Pa0"; ## SECRET-DATA

}

login {

user admin {

uid 928;

class super-user;

authentication {

encrypted-password "$1$cdOPmACd$QvreBsJkNR1EF0uurTBkE."; ## SECRET-DATA

}

}

}

services {
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ssh;

web-management {

http {

interface ge-0/0/0.0;

}

}

}

syslog {

user * {

any emergency;

}

file messages {

any any;

authorization info;

}

file interactive-commands {

interactive-commands any;

}

}

license {

autoupdate {

url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval;

}

}

}

interfaces {

ge-0/0/0 {

unit 0;

}

ge-6/2/0 {

unit 0 {

family inet {

address 5.1.1.1/24;

}

}

}

ge-6/3/5 {

unit 0 {

family inet {

address 192.1.1.1/24;

}

}

}

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.10.2/24;

}

}

}

}

routing-options {

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 5.1.1.2;

}

}

security {

zones {

security-zone trust {

interfaces {

ge-6/3/5.0;
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}

}

security-zone untrust {

interfaces {

ge-6/2/0.0;

}

}

}

policies {

from-zone trust to-zone untrust {

policy bob {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

19. 設定をコミットして、デバイス上で有効にします。

[edit]
admin@#commit

20. オプションで、必要な設定ステートメントを追加して、追加のプロパティを
設定します。次に、変更をコミットし、デバイス上でそれらを有効にします。

[edit]
admin@host#commit

21. デバイスの設定を終了したら、設定モードを終了します。

[edit]
admin@host#exit
admin@host>
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第3部

ハードウェアの保守、交換、およびトラブ
ルシューティング手続き

■ ハードウェア コンポーネントの保守 81ページ

■ ハードウェア コンポーネントのトラブルシューティング 95ページ

■ ハードウェア コンポーネントの交換 105ページ
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第11章

ハードウェア コンポーネントの保守

この章では、サービス ゲートウェイにインストールされているハードウェア コ
ンポーネントを保守する方法について説明します。クラフト インターフェース
など、保守のいらないコンポーネントがあります。

部品を修理または交換するために Juniper Networks に返品する情報について
は、229ページの「カスタマー サポートへの問合せとハードウェアの返品」を参
照してください。

■ 必要な工具と部品 81ページ

■ 定期保守の手続き 81ページ

■ 冷却システム コンポーネントの保守 82ページ

■ ホスト サブシステムの保守 84ページ

■ IOC と SPC の保守 86ページ

■ IOC ケーブルの保守 88ページ

■ カードの取り扱いおよび保管 89ページ

■ 電源装置の保守 93ページ

必要な工具と部品

ハードウェア コンポーネントを保守するには、以下の工具と部品が必要です。

■ ESD 接地リスト ストラップ

■ マイナスねじ回し

■ Phillips プラスねじ回し、1 号

■ Phillips プラスねじ回し、2 号

定期保守の手続き

サービスゲートウェイで最適な性能を維持するには、次のような保守作業を定期
的に実施することが大切です。

■ 設置場所の湿度、電線とケーブルのたわみ、および塵と埃の過剰な堆積につ
いて点検します。本デバイスの周囲および吸気口への通風が遮断されていな
いことを確認します。
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■ クラフト インターフェースの状態表示器、つまりシステム アラームと LED
をチェックします。

■ サービス ゲートウェイの前面下のエア フィルタを点検します。冷却システ
ムの最適な性能を維持するために、エア フィルタを 6 ヵ月ごとに交換しま
す。本デバイスを、エア フィルタのない状態で数分以上稼動しないでくださ
い。 82ページの「エア フィルタの保守」についての詳細は、を参照してく
ださい。

冷却システム コンポーネントの保守

この節では、以下のトピックについて説明します。

■ エア フィルタの保守 82ページ

■ ファン トレイの保守 82ページ

エア フィルタの保守

エア フィルタの埃や屑の詰まり状態を定期的に点検します。エア フィルタは時
間が経つにつれて劣化するので、使用中のフィルタ、および予備のフィルタは定
期的に交換する必要があります。エア フィルタを 6 ヵ月ごとに交換してくださ
い。予備のエア フィルタは、製造日から 1 年以内に使用します。フィルタに印
刷されている製造年月日をチェックしてください。エア フィルタの交換につい
ての詳細は、114ページの「エア フィルタの交換」を参照してください。

注意: サービス ゲートウェイを稼動中は常にエア フィルタを設置しておいてく
ださい。ファンは強力であるため、フィルタが設置されていない吸気口から電線
やその他の素材の破片がサービス ゲートウェイの内部に吸い込まれる可能性が
あります。これにより、サービス ゲートウェイのコンポーネントが損傷するか
もしれません。

予備のエア フィルタは、低温で乾燥した暗所に保管します。高温の室内、また
は UV 放射線、炭化水素排出物、または水溶液の霧散を被爆する可能性のある場
所にフィルタ要素を保管すると、有効寿命が大幅に減少します。

ファン トレイの保守

各ファン トレイには、一体として動作しサービス ゲートウェイのコンポーネン
トを冷却する複数のファンがあります。1 つのファンが傷害になると、ホスト
サブシステムは残りのファンの速度を適切に調節して冷却力を一定に保ちます。
ファンが傷害になると赤色アラームが点灯し、ファン トレイが取り外されると
黄色アラームが点灯します。

冷却システムの状態を表示するには、show chassis environment コマンドを発行
します。このコマンドの出力例を以下に示します。

user@host> showchassis

Class Item Status Measurement

Temp PEM 0 OK 40 degrees C / 104 degrees F
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PEM 1 Absent

PEM 2 Absent

PEM 3 OK 40 degrees C / 104 degrees F

Routing Engine 0 OK 39 degrees C / 102 degrees F

Routing Engine 1 OK 42 degrees C / 107 degrees F

CB 0 Intake OK 26 degrees C / 78 degrees F

CB 0 Exhaust A OK 27 degrees C / 80 degrees F

CB 0 Exhaust B OK 27 degrees C / 80 degrees F

CB 0 ACBC OK 26 degrees C / 78 degrees F

CB 0 SF A OK 37 degrees C / 98 degrees F

CB 0 SF B OK 35 degrees C / 95 degrees F

CB 1 Intake OK 27 degrees C / 80 degrees F

CB 1 Exhaust A OK 30 degrees C / 86 degrees F

CB 1 Exhaust B OK 28 degrees C / 82 degrees F

CB 1 ACBC OK 27 degrees C / 80 degrees F

CB 1 SF A OK 36 degrees C / 96 degrees F

CB 1 SF B OK 36 degrees C / 96 degrees F

CB 2 Intake Absent

CB 2 Exhaust A Absent

CB 2 Exhaust B Absent

CB 2 ACBC Absent

CB 2 SF A Absent

CB 2 SF B Absent

FPC 2 Intake OK 22 degrees C / 71 degrees F

FPC 2 Exhaust A OK 27 degrees C / 80 degrees F

FPC 2 Exhaust B OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 I3 0 TSensor OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 I3 0 Chip OK 35 degrees C / 95 degrees F

FPC 2 I3 1 TSensor OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 I3 1 Chip OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 I3 2 TSensor OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 I3 2 Chip OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 2 I3 3 TSensor OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 2 I3 3 Chip OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 2 IA 0 TSensor OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 2 IA 0 Chip OK 36 degrees C / 96 degrees F

FPC 2 IA 1 TSensor OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 2 IA 1 Chip OK 35 degrees C / 95 degrees F

FPC 4 Intake OK 22 degrees C / 71 degrees F

FPC 4 Exhaust A OK 28 degrees C / 82 degrees F

FPC 4 Exhaust B OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 4 I3 0 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 4 I3 0 Chip OK 34 degrees C / 93 degrees F

FPC 4 I3 1 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 4 I3 1 Chip OK 33 degrees C / 91 degrees F

FPC 4 I3 2 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 4 I3 2 Chip OK 29 degrees C / 84 degrees F

FPC 4 I3 3 TSensor OK 29 degrees C / 84 degrees F

FPC 4 I3 3 Chip OK 29 degrees C / 84 degrees F

FPC 4 IA 0 TSensor OK 35 degrees C / 95 degrees F

FPC 4 IA 0 Chip OK 37 degrees C / 98 degrees F

FPC 4 IA 1 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 4 IA 1 Chip OK 35 degrees C / 95 degrees F

FPC 7 Intake OK 20 degrees C / 68 degrees F

FPC 7 Exhaust A OK 21 degrees C / 69 degrees F

FPC 7 Exhaust B OK 21 degrees C / 69 degrees F

FPC 7 I3 0 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 7 I3 0 Chip OK 36 degrees C / 96 degrees F

FPC 7 I3 1 TSensor OK 32 degrees C / 89 degrees F

FPC 7 I3 1 Chip OK 35 degrees C / 95 degrees F

FPC 7 I3 2 TSensor OK 32 degrees C / 89 degrees F
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FPC 7 I3 2 Chip OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 7 I3 3 TSensor OK 30 degrees C / 86 degrees F

FPC 7 I3 3 Chip OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 7 IA 0 TSensor OK 34 degrees C / 93 degrees F

FPC 7 IA 0 Chip OK 37 degrees C / 98 degrees F

FPC 7 IA 1 TSensor OK 31 degrees C / 87 degrees F

FPC 7 IA 1 Chip OK 35 degrees C / 95 degrees F

Fans Top Fan Tray Temp OK 27 degrees C / 80 degrees F

Top Tray Fan 1 OK Spinning at high speed

Top Tray Fan 2 OK Spinning at high speed

Top Tray Fan 3 OK Spinning at high speed

Top Tray Fan 4 OK Spinning at high speed

Top Tray Fan 5 OK Spinning at high speed

Top Tray Fan 6 OK Spinning at high speed

Bottom Fan Tray Temp OK 28 degrees C / 82 degrees F

Bottom Tray Fan 1 OK Spinning at high speed

Bottom Tray Fan 2 OK Spinning at high speed

Bottom Tray Fan 3 OK Spinning at high speed

Bottom Tray Fan 4 OK Spinning at high speed

Bottom Tray Fan 5 OK Spinning at high speed

Bottom Tray Fan 6 OK Spinning at high speed

注: ファンの番号は、各ファンの隣にあるファン トレイ シートメタルに押印さ
れています。

ホスト サブシステムの保守

ホスト サブシステムは、SCB に直にインストールされるルーティング エンジン
から成ります。ホスト サブシステムのコンポーネントを保守するには、以下の
ガイドラインに従います。

■ クラフト インターフェースの LED をチェックして、ルーティング エンジン
の状態を調べます。LED についての詳細は、23ページの「クラフト インター
フェース」を参照してください。

■ SCB フェースプレートの LED をチェックします（18ページの表8を参照）。

■ ルーティング エンジン フェースプレートの LED をチェックします（21ペー
ジの表9を参照）。

■ ルーティング エンジンの状態をチェックするには、show chassis
routing-engine コマンドを発行します。このコマンドの出力例を以下に示し
ます。

user@host> show chassis routing-engine

Routing Engine status:

Slot 0:

Current state Master

Election priority Master (default)

Temperature 36 degrees C / 96 degrees F

CPU temperature 33 degrees C / 91 degrees F

DRAM 2048 MB

Memory utilization 12 percent

CPU utilization:
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User 1 percent

Background 0 percent

Kernel 4 percent

Interrupt 0 percent

Idle 94 percent

Model RE-S-1300

Serial ID 1000697084

Start time 2008-07-11 08:31:44 PDT

Uptime 3 hours, 27 minutes, 27 seconds

Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute

0.44 0.16 0.06

■ SCB の状態をチェックするには、show chassis environment cb コマンドを発
行します。このコマンドの出力例を以下に示します。

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:

State Online Master

Temperature 40 degrees C / 104 degrees F

Power 1

1.2 V 1208 mV

1.5 V 1521 mV

1.8 V 1807 mV

2.5 V 2507 mV

3.3 V 3319 mV

5.0 V 5033 mV

12.0 V 12142 mV

1.25 V 1243 mV

3.3 V SM3 3312 mV

5 V RE 5059 mV

12 V RE 11968 mV

Power 2

11.3 V bias PEM 11253 mV

4.6 V bias MidPlane 4814 mV

11.3 V bias FPD 11234 mV

11.3 V bias POE 0 11176 mV

11.3 V bias POE 1 11292 mV

Bus Revision 42

FPGA Revision 1

CB 1 status:

State Online Standby

Temperature 40 degrees C / 104 degrees F

Power 1

1.2 V 1202 mV

1.5 V 1514 mV

1.8 V 1807 mV

2.5 V 2500 mV

3.3 V 3293 mV

5.0 V 5053 mV

12.0 V 12200 mV

1.25 V 1260 mV

3.3 V SM3 3319 mV

5 V RE 5059 mV

12 V RE 12007 mV

Power 2

11.3 V bias PEM 11311 mV

4.6 V bias MidPlane 4827 mV
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11.3 V bias FPD 11330 mV

11.3 V bias POE 0 11292 mV

11.3 V bias POE 1 11311 mV

Bus Revision 42

FPGA Revision 1

SCB の状態をチェックするには、show chassis environment cb コマンドに SCB
のスロット番号を入れて発行します。このコマンドの出力例を以下に示します。

user@host> show chassis environment cb 0

CB 0 status:

State Online

Temperature Intake 66 degrees C / 150 degrees F

Temperature Exhaust A 67 degrees C / 152 degrees F

Temperature Exhaust B 73 degrees C / 163 degrees F

Power

1.2 V 1153 mV

1.5 V 1417 mV

1.8 V 1704 mV

2.5 V 2375 mV

3.3 V 3138 mV

5.0 V 4763 mV

1.2 V Rocket IO 1160 mV

1.5 V Rocket IO 1408 mV

1.8 V RLDRAM 1717 mV

I2C Slave Revision 15

CLIの使用方法の詳細については、JUNOS ソフトウェア マニュアルを参照してく
ださい。

IOC と SPC の保守

本デバイスには、6ページの図1に示すように、最大 11 つの I/O カード（IOC）
とサービス処理カード（SPC）をシャーシ前面のカードケージに垂直にインストー
ルできます。IOC には、以下の保守を定期的に実施してください。

■ 各IOC および SPC スロットに対応するクラフト インターフェースの LED を
チェックします。IOC または SPC が正常に機能しているときは、OK という
ラベルの緑色の LED が点灯します。詳細は、25ページの「IOC と SPC LED」
を参照してください。

■ 各 IOC および SPC のフェースプレートにある OK/FAIL LED をチェックしま
す。詳細は、12ページの表4および12ページの表5を参照してください。IOC
または SPC は傷害を検出すると、アラーム メッセージをルーティング エン
ジンに送信します。

■ CLI show chassis fpc コマンドを発行して、取り付けられた IOC および SPC
の状態をチェックします。サンプル出力で示されているように、State とい
うラベルが付いた列の値 Online は、IOC または SPC が正常に機能している
ことを示しています。

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)

Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
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0 Online 41 9 0 1024 15 57

1 Online 43 5 0 1024 16 57

2 Online 43 11 0 1024 16 57

3 Empty

4 Empty

5 Online 42 6 0 1024 16 57

詳細な出力は、detail オプションを追加します。次の例では、スロット番号
を指定していません。指定はオプションです。

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:

State Online

Temperature 41 degrees C / 105 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:

State Online

Temperature 42 degrees C / 107 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

■ CLI show chassis fpc pic-status コマンドを発行します。スロットには、左
から右へ、0 ～ 5 の番号が付けられています。

user@host> show chassis fpc pic-status

Slot 0 Online SRX5k DPC 40x 1GE

PIC 0 Online 10x 1GE RichQ

PIC 1 Online 10x 1GE RichQ

PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
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PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 1 Online SRX5k DPC 40x 1GE

PIC 0 Online 10x 1GE RichQ

PIC 1 Online 10x 1GE RichQ

PIC 2 Online 10x 1GE RichQ

PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 2 Online SRX5k DPC 40x 1GE

PIC 0 Online 10x 1GE RichQ

PIC 1 Online 10x 1GE RichQ

PIC 2 Online 10x 1GE RichQ

PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 3 Online SRX5k SPC

PIC 0 Offline

PIC 1 Offline

Slot 4 Online SRX5k SPC

PIC 0 Offline

PIC 1 Offline

コマンドからの出力の詳細な説明は、JUNOS 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。

IOC ケーブルの保守

IOC ケーブルを保守するには、次のガイドラインに従います。

■ （23ページの図12に示す）ケーブル管理システムを使用して、ケーブルをサ
ポートし、ケーブルが移動したり応力点を作るのを防ぎます。

■ 余分な長さのケーブルはケーブル管理システムに入れて整理します。固定し
ている点でケーブルに力がかかるので、ケーブルの固定されたループが、コ
ネクタまたはケーブル管理システムからぶら下がらないようにします。ケー
ブルのループの形が崩れないよう、ファスナで固定します。

■ 受信電力レベルの低下の原因となる場合があるので、ケーブル接続部に汚れ
がなく、ほこりや他の粒子がない状態にしておきます。インターフェースを
接続する前に、必ずケーブルを検査し、必要な場合はケーブルを清掃します。

■ ケーブルを識別するために、IOC ケーブルの両端にラベルを付けます。

次のガイドラインは、特に光ファイバ ケーブルに当てはまります。

■ IOC から光ファイバ ケーブルのプラグを抜くときは、IOC のフェースプレー
トおよびケーブルの端のトランシーバの上に、必ずゴム安全プラグを付けま
す。

■ コネクタに力がかかるのを避けるため、光ファイバ ケーブルを固定します。
IOC にファイバを取り付けるときは、床へ垂れ下がったときに自身の重量を
支えることがないように、必ずファイバを固定します。光ファイバ ケーブル
をコネクタからぶら下がった状態にしないでください。

■ 屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。弧を数イン
チより小さく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。
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■ 光ファイバ ケーブルのプラグの光学機器への頻繁な抜き差しは、修理が高価
な損傷を機器にもたらす場合があります。代わりに、光学機器に短い延長ファ
イバを取り付けます。そうすれば、頻繁なプラグの抜き差しによる消耗は、
交換が簡単で安価な、短かい延長ファイバに発生します。

■ 光ファイバ ケーブルの接続部はきれいにしておきます。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、光を損失させ、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 クリーニング装置を使用します。
使用するクリーニング キットの指示に従います。

光ファイバ IOC インターフェースまたはポート上のトランシーバを清掃した
後、光ファイ バ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なしの光ファ
イバ 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 キットの指示に従います。

カードの取り扱いおよび保管

このセクションでは、サービス ゲートウェイに設置するカード（IOC、SPC、お
よびホスト サブシステム）を傷つけないようにする方法について説明します。
カード上の多くのコンポーネントは壊れやすくなっています。

注意: このドキュメントで指示されたようにカードを扱わないと、回復不可能な
損傷の原因となる場合があります。

このセクションでは、垂直位置と水平位置の両方でカードを保持する方法につい
て説明します。このセクションでは、方向に関係なく、カードの 4 つの端すべ
てに同一の用語を使用します（90ページの図34を参照）。

■ フェースプレート－SFP トランシーバまたは XFP トランシーバのケーブルま
たはソケットを接続するコネクタがあるカードの端

■ コネクタ端－フェースプレートの反対側の端。この端には、ミッドプレーン
に接続するコネクタがあります。

■ 上端－垂直のときのカードの上部の端

■ 下端－垂直のときのカードの下部の端

注: このセクションの指示は、すべてのカード タイプに適用されます。
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図 34: カードの端

カードの保持

カードを運ぶときは、カードを垂直または水平に保持できます。

注: カードの重さは最高 13.1 ポンド (5.9 kg) あります。カードを持ち上げる
ときは、カードの全重量を引き受ける準備をしておきます。

カードを垂直に保持するには、次の手順を行います。

1. フェースプレートが手前に来るように、カードの方向を変えます。方向を確
認するには、カードのテキストが正しい方向を向き、電磁妨害（EMI）スト
リップが右側にあることを確認します。

2. カードのフェースプレートの上端から約4分の1下がった所を一方の手で持ち
ます。変形しないように、EMI 保護ストリップを強く押さないでください。

3. もう片方の手をカードの下端に置きます。

握る前にカードが水平になっている場合、フェースプレートのまわりを左手で持
ち、下端に右手を置きます。

カードを水平に保持するには、次の手順を行います。

1. フェースプレートが手前に来るように、カードの方向を変えます。

2. 上端を左手で、下端を右手で保持します。

運ぶときに、カードのフェースプレートを体にもたせ掛けることができます。
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カードを運ぶときは、カードを何かにぶつけないでください。カードのコンポー
ネントは壊れやすくなっています。

このドキュメントが示す以外の場所で、カードを保持したりつかまないでくださ
い。特にコネクタ端をつかまないでください。とりわけコネクタと下端が出会う
隅にある電源コネクタは避けてください（91ページの図35を参照）。

図 35: コネクタ端をつかまない
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片手のみでフェースプレートをつかみカードを運ばないでください。

固い面にカードの端を直接置かないでください（92ページの図36を参照）。

カードを積み重ねないでください。

図 36: カードの端を下にして置かない

垂直方向と水平方向を切り替える間に、端を下にしてカードを一時的に置かなけ
ればならない場合、端と面の間のクッションとして手を入れてください。

カードの保管

以下のようにカードを保管してください。

■ デバイスのシャーシの中で

■ 予備のカードが輸送される梱包箱の中で

■ 水平に、金属板の側を下にして

水平な面上または輸送用梱包箱にカードを保管するときは、必ず帯電防止バッグ
にカードを入れます。カードは重く、帯電防止バッグは破れやすいので、カード
をバッグに入れるには2人で作業した方が簡単です。それには、1人がフェースプ
レートを手前に向けながら、水平位置でカードを保持し、もう1人が、カードの
コネクタ端にバッグの開口部をかぶせます。

カードをバッグにひとりで入れなければならない場合、最初に、平らで安定した
面に、カードを金属板側を下にして水平に置きます。フェースプレートが手前に
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来るように、カードの方向を変えます。注意深くバッグの開口部にカードのコネ
クタ端を入れ、バッグを手間に引いて、カードを覆います。

他のコンポーネントの下または上にカードを積み重ねないでください。

電源装置の保守

電源装置を保守するには、次のガイドラインに従います。

■ 電源装置の状態をチェックするには、show chassis environment pem コマン
ドを発行します。このコマンドの出力例を以下に示します。

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:

State Online

Temperature OK

DC output OK

PEM 1 status:

State Online

Temperature OK

DC output OK

■ 他のサービス ゲートウェイ コンポーネントへのアクセスを妨害しないよう
に、電源ケーブルおよび接地ケーブルが配置されていることを確認します。

■ 電源装置フェースプレートおよびクラフト インターフェース上の状態 LED
を日常的にチェックして、電源装置が正常に機能しているかどうか判断しま
す。電源装置 LED に関する詳細は、25ページの「電源装置 LED」および28
ページの「AC 電源装置の LED」または30ページの「DC 電源装置の LED」を
参照してください。

■ クラフト インターフェース上の赤色および黄色のアラーム LED をチェック
します。電源装置の故障または取り外しにより、1 つまたは両方の LED が点
灯するアラームがトリガーされます。次のコマンドの発行により、関連する
エラーメッセージを表示できます。

user@host> show chassis alarms

アラーム・メッセージのリストは、97ページの「シャーシおよびインター
フェースのアラーム メッセージ」を参照してください。

■ 定期的に設置場所を点検して、デバイスに接続された接地ケーブルおよび電
源ケーブルが適所にあり、デバイスの近くに湿気がたまっていないことを確
認します。デバイスの接地および配線要件を確認するには、35ページの「サー
ビス ゲートウェイの設置場所の準備」を参照してください。
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第12章

ハードウェア コンポーネントのトラブル
シューティング

本章では、サービス ゲートウェイに設置されたハードウェア コンポーネントに
関する問題をトラブルシュートする方法を説明します。ソフトウェアの問題、ま
たはここで説明されていないハードウェア コンポーネントに関する問題に遭遇
した場合、xxviページの「テクニカル サポートの要求」に示す Juniper Networks
技術支援センター（JTAC）にご連絡ください。

■ トラブルシューティング用リソースの概要 95ページ

■ 冷却システムのトラブルシューティング 98ページ

■ IOC のトラブルシューティング 99ページ

■ SPC のトラブルシューティング 100ページ

■ 電源系統のトラブルシューティング 102ページ

トラブルシューティング用リソースの概要

このセクションでは、サービス ゲートウェイに関する問題をトラブルシュート
する間に使用できるリソースの概要を示します。

■ コマンドライン インターフェース 95ページ

■ LED 96ページ

■ シャーシおよびインターフェースのアラーム メッセージ 97ページ

■ Juniper Networks 技術支援センター 98ページ

コマンドライン インターフェース

JUNOS ソフトウェア コマンドライン インタフェース（CLI）は、サービス ゲー
トウェイのハードウェア、JUNOS ソフトウェア、ルーティング プロトコル、お
よびネットワーク接続を制御しトラブルシュートするための主要なツールです。
CLI コマンドは、ping および traceroute ユーティリティから得られた、ルー
ティング テーブルからの情報、ルーティング プロトコルに特有の情報、および
ネットワーク接続に関する情報を表示します。

ルーティング エンジンに接続された 1 つ以上の外部管理デバイス上で CLI コ
マンドを入力します。AUX というラベルの付いたポートは、ルーティング エンジ
ンをラップトップ、モデム、または他の補助デバイスに接続しています。また、
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CONSOLE というラベルの付いたポートは、システム コンソールに接続しており、
ETHERNET というラベルの付いたポートは管理 LAN に接続しています。詳細は、
22ページの「ルーティング エンジン インターフェース ポートと状態インジケー
タ」を参照してください。

CLI を使用して、インターフェースおよびハードウェア コンポーネントが生成
したアラームに関する詳細を表示する操作の詳細は、97ページの「シャーシおよ
びインターフェースのアラーム メッセージ」を参照してください。

CLI を使用して、JUNOS ソフトウェアをトラブルシュートする操作の詳細は、適
切な JUNOS ソフトウェア構成ガイドを参照してください。

LED

サービス ゲートウェイ上の LED は、様々なコンポーネントの状態を表示しま
す。このセクションでは、次のタイプの LED について説明します。

■ クラフト インターフェースの LED 96ページ

■ コンポーネントの LED 97ページ

クラフト インターフェースの LED

クラフト インターフェースは、カード ケージの上にあるサービス ゲートウェ
イの正面のパネルです。そこには、LED およびボタンが備えられ、デバイスをト
ラブルシュートできます。

LED 表示でシステム アラーム メッセージを表示するには、97ページの「シャー
シおよびインターフェースのアラーム メッセージ」を参照してください。クラ
フト インターフェースの使用に関する詳細は、23ページの「クラフト インター
フェース」を参照してください。

クラフト インターフェースの LED には次が含まれます。

■ ホスト サブシステム LED－3 つの LED、MASTER、ONLINE、および OFFLINE
が、ホスト サブシステムの状態を示します。緑色の MASTER LED は、ホスト
がマスタとして機能していることを示します。ONLINE LED は、ホストがオン
ラインであることを示します。OFFLINE LED は、ホストがオフラインである
ことを示します。ホスト サブシステム LED は、クラフト インターフェース
の左にあり、RE0 および RE1 のラベルが付いています。詳細は、24ページの
「ホスト サブシステム LED」を参照してください。

■ 電源 LED－2 つの LED（PEM）は、各電源装置の状態を示します。緑色は、電
源装置が正常に機能していることを示します。赤色は、電源装置が正常に機
能していないことを示します。電源 LED は、中央クラフト インターフェー
スにあり、0 ～ 3 のラベルが付いています。詳細は、25ページの「電源装置
LED」を参照してください。

■ IOC および SPC LED－2 つの LED、OK および FAIL は、各 IOC の状態を示
します。緑色は OK を示し、赤色は故障を示します。IOC LED は、クラフト
インターフェースの下にあり、0 ～ 5 のラベルが付いています。詳細は、25
ページの「IOC と SPC LED」を参照してください。

■ SCB LED－2 つの LED、OK および FAIL は、各 SCB の状態を示します。緑色
は OK を示し、赤色は故障を示します。SCB LED は、クラフト インターフェー
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スの中央の下にあり、0 および 1 のラベルが付いています。詳細は、26ペー
ジの「SCB LED」を参照してください。

■ ファン LED－2 つの LED は、ファンの状態を示します。緑色は OK を示し、
赤色は FAIL を示します。ファン LED はクラフト インターフェースの左上
にあります。詳細は、24ページの「ホスト サブシステム LED」を参照して
ください。

■ アラーム LED－クラフト インターフェースの左上にある、大きな赤色の円形
の LED および大きな黄色の三角形の LED は、2 レベルのアラーム状態を示
します。詳細は、24ページの「アラーム LED とアラーム切断／ランプ テス
トボタン」を参照してください。

コンポーネントの LED

次の LED は、様々なサービス ゲートウェイ コンポーネントにあり、それらの
コンポーネントの状態を表示します。

■ IOC LED—OK/FAIL のラベルの付いた 1 つの LED が、各 IOC フェースプレー
トにあり、IOC の状態を示します。詳細は、12ページの表4および12ページ
の表5を参照してください。

■ SPC LED—OK/FAIL のラベルの付いた 1 つの LED が、各 SPC フェースプレー
トにあり、SPC の状態を示します。詳細は、15ページの表6を参照してくだ
さい。

■ SCB LED－FABRIC ACTIVE、FABRIC ONLY、および OK/FAIL のラベルの付いた
3 つの LED が、各 SCB フェースプレートにあり、SCB の状態を示します。
LED が点灯していない場合、マスタ RE はまだ起動中かもしれません。また
は、SCB は給電されていません。詳細は、18ページの「SCB コンポーネン
ト」を参照してください。

■ RE LED－MASTER、HDD、ONLINE、および FAIL のラベルの付いた 4 つの LED
が、各ルーティング エンジンのフェースプレートにあり、ルーティング エ
ンジンおよびハードディスク ドライブの状態を示します。詳細は、21ペー
ジの表9を参照してください。

■ 電源 LED－各電源装置フェースプレート上にある 1 つの LED は、その電源
装置の状態を示します。詳細は、29ページの表16および30ページの表17を参
照してください。

シャーシおよびインターフェースのアラーム メッセージ

ルーティング エンジンがアラーム状態を検出すると、必要に応じて、クラフト
インターフェース上の赤色または黄色のアラーム LED を点灯します。アラーム
の原因の詳細な説明を表示するには、show chassis alarms CLI コマンドを発行
します。

user@host> show chassis alarms

アラーム メッセージには 2 つのクラスがあります。

■ シャーシ アラーム－冷却システムまたは電源装置のような、シャーシ コン
ポーネントに関する問題を示します。
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■ インターフェース アラーム－特定のネットワーク インターフェースに関す
る問題を示します。

Juniper Networks 技術支援センター

トラブルシューティングの間に援助が必要な場合は、Web または電話で Juniper
Networks 技術支援センター（JTAC）までご連絡ください。xxviページの「テクニ
カル サポートの要求」を参照してください。

冷却システムのトラブルシューティング

サービス ゲートウェイの冷却システムにはファン トレイが 2 つあり、IOC カー
ド ケージの上と下に設置されています（6ページの図1を参照）。各ファン ト
レイには、6 つのファンがあります。2 つのファン トレイは交換可能です。ファ
ン トレイは、一緒に動作し、デバイスに設置されたコンポーネントを冷却しま
す。98ページの図37は、デバイスを通る気流を示します。

下部ファン トレイの下に設置された、シャーシ前部のエア フィルタは、ほこり
などの粒子が冷却システムに入るのを防ぎます。適切に機能するには、35ページ
の「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」で示されるように、冷却システ
ム全体で、気流が妨げられないこと、および設置場所のまわりに適切なすきまが
あることを必要とします。

図 37: シャーシの通風

通常動作中には、ファン トレイ中のファンは、全速力未満で動作します。SCB
は、センサーおよびデバイス コンポーネントが検出する温度を絶えず監視し、
必要に応じてファンの速度を調節します。デバイスの温度が許容最大値を超える
と、SCB は電源装置をオフにします。次の状況が発生すると自動的に、ファンは
全速力で動作し、示されたアラームがトリガーされます。

■ ファンの故障（赤色アラーム）。

■ ファン トレイの取り外し（黄色アラームおよび赤色アラーム）。

■ デバイスの温度が「temperature warm」しきい値を超過（黄色アラーム）。

■ デバイスの温度が最大(「temperature hot」)しきい値を超過（赤色アラーム
および電源装置の自動シャットダウン）。
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ファンをトラブルシュートするには、次のガイドラインに従います。

■ クラフト インターフェース上の赤色 LED が点灯したら、CLI を使用して、
アラーム状態の原因に関する情報を入手します。user@host> show chassis
alarms。アラームの詳細は、24ページの「アラーム LED とアラーム切断／ラ
ンプ テストボタン」を参照してください。

CLI の出力にファンの故障が 1 か所のみ記載され、他のファンが正常に機能
している場合、そのファンは故障しているので、109ページの「ファン トレ
イの交換」で説明しているように、ファン トレイを交換する必要がありま
す。

■ シャーシの横の排気口の近くに手を置いて、ファンがシャーシから排気して
いるか判断します。

■ 電源装置がすべて故障している場合、システム温度はしきい値を越え、その
結果システムがシャットダウンする可能性があります。

IOC のトラブルシューティング

本章では、デバイスの IOC をトラブルシュートする方法を説明します。

運用中のデバイスに IOC を設置するとすぐに、ルーティング エンジンは、2 つ
の条件の下で IOC のソフトウェアをダウンロードします。ルーティング エンジ
ンが JUNOS を起動するときに IOC が存在すること、および IOC が設置され、
CLI またはフロント パネル上の押しボタンを通して、オンラインで要求されて
いることが、その条件です。次に、IOC は診断を実行します。この間、クラフト
インターフェースの IOC の上にある、OK というラベルの付いた緑色の LED が点
滅します。IOC がオンラインであり、正常に機能していると、OK LED は、緑色に
点灯します。

IOC をトラブルシュートするには、次のガイドラインに従います。

■ IOC がミッドプレーンに適切に設置されていることを確認します。各イジェ
クタ ハンドルが、右回りに回されて、しっかり固定されていることをチェッ
クします。

■ CLI show chassis fpc コマンドを発行して、取り付けられた IOC の状態を
チェックします。サンプル出力で示されているように、State というラベル
が付いた列の値 Online は、IOC が正常に機能していることを示しています。

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)

Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer

0 Online 41 9 0 1024 15 57

1 Online 43 5 0 1024 16 57

2 Online 43 11 0 1024 16 57

3 Empty

4 Empty

5 Online 42 6 0 1024 16 57
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詳細な出力は、detail オプションを追加します。次の例では、スロット番号
を指定していません。指定はオプションです。

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:

State Online

Temperature 41 degrees C / 105 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:

State Online

Temperature 42 degrees C / 107 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

コマンドからの出力の詳細な説明は、JUNOS 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。

SPC のトラブルシューティング

本章では、デバイスの SPC をトラブルシュートする方法を説明します。

SPC をトラブルシュートするには、次のガイドラインに従います。

■ SPC がミッドプレーンに適切に設置されていることを確認します。各イジェ
クタ ハンドルが、右回りに回されて、しっかり固定されていることをチェッ
クします。

■ CLI show chassis fpc コマンドを発行して、取り付けられた SPC の状態を
チェックします。サンプル出力で示されているように、State というラベル
が付いた列の値 Online は、SPC が正常に機能していることを示しています。
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user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)

Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer

0 Online 41 9 0 1024 15 57

1 Online 43 5 0 1024 16 57

2 Online 43 11 0 1024 16 57

3 Empty

4 Empty

5 Online 42 6 0 1024 16 57

詳細な出力は、detail オプションを追加します。次の例では、スロット番号
を指定していません。指定はオプションです。

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:

State Online

Temperature 41 degrees C / 105 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:

State Online

Temperature 43 degrees C / 109 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:

State Online

Temperature 42 degrees C / 107 degrees F

Total CPU DRAM 1024 MB

Total RLDRAM 256 MB

Total DDR DRAM 4096 MB

Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT

Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

コマンドからの出力の詳細な説明は、JUNOS 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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電源系統のトラブルシューティング

電源装置が正常に機能していることを確認するには、次のステップを実行しま
す。

■ 各電源フェースプレートの LED をチェックします。AC 電源が正しく取り付
けられており正常に機能している場合、AC OK および DC OK LED が点灯し、
PS FAIL LED は消灯しています。DC 電源が正しく取り付けられており正常に
機能している場合、PWR OK、BREAKER ON、および INPUT OK LED が点灯しま
す。

LED に関する詳細は、28ページの「AC 電源装置の LED」または30ページの
「DC 電源装置の LED」を参照してください。

■ CLI show chassis environment pem コマンドを発行して、取り付けられた電
源装置の状態をチェックします。サンプル出力で示されているように、State
というラベルの付いた列の値 Online は、スロット 0 および 1 の電源装置
が正常に機能していることを示しています。

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:

State Online

Temperature OK

DC output OK

PEM 1 status:

State Online

Temperature OK

DC output OK

電源装置が正常に機能していない場合は、次のステップを実行して、その問題を
診断および修正します。

■ 赤色のアラーム状態が発生した場合、show chassis alarms コマンドを発行し
て、問題の原因を特定します。

注: システム温度がしきい値を超えた場合、JUNOS ソフトウェアは電源装置をす
べてシャットダウンするので、状態は表示されません。

JUNOS ソフトウェアは、他の理由で電源装置の 1 つをシャットダウンすること
もあります。この場合、残りの電源装置が、サービス ゲートウェイに電力を提
供するので、CLI またはディスプレイを通して、システムの状態を確認できま
す。

■ DC サーキット ブレーカ -- または AC スイッチ | が、オン位置にあ
り、電力を受領していることをチェックします。

■ ソース サーキット ブレーカの定格電流が適切であることを確認します。各
電源装置は、別のソース サーキット ブレーカに接続しなければなりません。
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■ 電源からデバイスまでの AC 電源コードまたは DC 電源ケーブルが、損傷し
ていないことを確認します。絶縁体がひび割れているまたは壊れている場合
は、直ちにコードまたはケーブルを交換します。

■ 新しい電源コードまたは電源ケーブルで、異なる電源に電源装置を接続しま
す。電源装置が正常に機能していないことを電源装置状態 LED が示す場合、
電源装置がその問題の原因です。138ページの「電源系統コンポーネントの交
換」に示すように、電源装置をスペアと交換します。

■ 問題の原因を特定できないか、援助を必要とする場合は、98ページの「Juniper
Networks 技術支援センター」を参照してください。
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第13章

ハードウェア コンポーネントの交換

本章では、サービス ゲートウェイ上のハードウェア コンポーネントを交換する
方法について説明します。本章では、以下のトピックについて説明します。

■ フィールド交換ユニット（FRU） 105ページ

■ 必要な工具と部品 106ページ

■ クラフト インターフェースの交換 107ページ

■ 冷却システム コンポーネントの交換 109ページ

■ ホスト サブシステムの交換 116ページ

■ IOC の交換 126ページ

■ SPC の交換 131ページ

■ SFP または XFP トランシーバの取り外し 136ページ

■ SFP または XFP トランシーバの取り付け 138ページ

■ 電源系統コンポーネントの交換 138ページ

フィールド交換ユニット（FRU）

フィールド交換ユニット（FRU）は、顧客サイトで交換可能なサービス ゲート
ウェイ コンポーネントです。デバイスは次のタイプの FRU を使用します。

■ ホットインサートおよびホットリムーブが可能な FRU －デバイスの電源を
切ったり、ルーティング機能を中断せずに、これらのコンポーネントを取り
外し交換できます。

■ ホットプラグ可能な FRU －デバイスの電源をオフにすることなく、これらの
コンポーネントの取り外し、交換ができますが、コンポーネントを取り外す
際にシステムのルーティング機能が中断されます。

■ コールドスワップのみの FRU －これらのコンポーネントを取り外し、交換、
または追加するには、デバイスの電源を切る必要があります。

106ページの表23は、SRX 5800 サービス ゲートウェイ用の FRU を記載していま
す。
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表23: フィールド交換ユニット

コールドスワップのみの FRUホットプラグ可能な FRU
ホットリムーブおよびホットイン
サートが可能な FRU

ルーティング エンジン

スイッチ制御ボード（SCB）

サービス処理カード（SPC）

I/O カード（IOC）エア フィルタ

ファン トレイ

クラフト インターフェース

AC および DC 電源（冗長な場合）

SFP および XFP トランシーバ

コールドスワップのみの FRU を交換するためにデバイスの電源を切る操作につ
いては、71ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」を参照してくださ
い。

必要な工具と部品

ハードウェア コンポーネントを交換するには、106ページの表24に記載されたツー
ルと部品が必要です。

表24: 必要な工具と部品

コンポーネントツールまたはパーツ

ケーブルおよびコネクタ

DC 電源装置

3/8 インチのナット ドライバまた
はペンチ

SCB

IOC

SPC

電源装置

ルーティング エンジン

ブランク パネル（コンポーネント
が再設置されない場合）

クラフト インターフェース

SCB

IOC

SPC

ルーティング エンジン

SFP および XFP トランシーバ

帯電防止バッグまたは静電防止マッ
ト
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表24: 必要な工具と部品 （続き）

コンポーネントツールまたはパーツ

すべて静電気放電（ESD）接地リスト スト
ラップ

ケーブルおよびコネクタ

IOC

マイナスねじ回し

エア フィルタ

ルーティング エンジン

クラフト インターフェース

SCB

ケーブルおよびコネクタ

ファン トレイ

プラスねじ回し、No. 1 および 2

IOC

SPC

SFP および XFP トランシーバ

ゴム製安全キャップ

ケーブルおよびコネクタ

DC 電源装置

電線カッター

クラフト インターフェースの交換

クラフト インターフェースは、6ページの図1に示すように、カード ケージの
上にあります。それにはアラーム リレー インターフェース ポートが備えられ、
サービス ゲートウェイ コンポーネントの状態を示します。

クラフト インターフェースは、ホットインサートおよびホットリムーブが可能
です。重量は約 2 ポンド (0.9 kg) あります。クラフト インターフェースを取
り付けたときには、ディスプレイがデバイスの現在の状態を反映するまで数分か
かります。

クラフト インターフェースを交換するには、次の手順を使用します。

■ クラフト インターフェースの取り外し 108ページ

■ クラフト インターフェースの取り付け 108ページ
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クラフト インターフェースの取り外し

クラフト インターフェースを取り外すには、次の手順を使用します（108ページ
の図38を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. クラフト インターフェースに接続された外部デバイスを取り外します。

3. クラフト インターフェースのフェースプレートの左上および右上にある拘束
ねじを緩めます。

4. クラフト インターフェースのフェースプレートを握り、水平になるまで、手
前へ注意深く傾けます。

5. 親指と人指し指でラッチの両側をそっと押して、フェースプレートの後部か
らリボン ケーブルを外します。シャーシからクラフト インターフェースを
取り外します。

図 38: クラフト インターフェースの取り外し

クラフト インターフェースの取り付け

クラフト インターフェースを取り付けるには、次の手順を使用します（109ペー
ジの図39を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 片方の手でクラフト インターフェースをつかみ、もう片方の手でクラフト
インターフェースの下端を保持して、その重量を支えます。

3. コネクタ ソケットに接続できるように、リボン ケーブルの向きを調整しま
す。コネクタは、1 方向にしか挿入できないようになっています。
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4. クラフト インターフェースの下をカード ケージの上の金属板と合わせて、
押し込みます。

5. クラフト インターフェースのフェースプレートの左、右角のねじを締めま
す。

6. クラフト インターフェースに接続されていた外部デバイスを再び取り付けま
す。

図 39: クラフト インターフェースの取り付け

冷却システム コンポーネントの交換

■ ファン トレイの交換 109ページ

■ エア フィルタの交換 114ページ

ファン トレイの交換

サービス ゲートウェイにはファン トレイが 2 つあります。両方とも、カード
ケージの上と下に水平に設置されています。各前面ファン トレイには、6 つの
ファンがあります。上段および下段ファン トレイは交換でき、ホットインサー
トおよびホットリムーブが可能です。

注意: コンポーネントの取り外しまたは交換の前に、イジェクタ ハンドルを適切
に操作しており、それらがすべてのサービス ゲートウェイ コンポーネント上に
正しく格納されていることを確認します。

ファン トレイを交換するには、次の手順を使用します。

■ ファン トレイの取り外し 110ページ

■ ファン トレイの取り付け 112ページ
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ファン トレイの取り外し

上段のファン トレイはシャーシの前面のカードケージの上部にあり、下段のファ
ン トレイはカードケージの下部にあります。各ファン トレイの重量は約 13 ポ
ンド (5.9 kg) です。

上段または下段のファン トレイを取り外す手順は次のとおりです(上段および下
段ファン トレイを示す111ページの図40および112ページの図41を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. ケーブル管理システムのケーブルは外し、トレイのケーブルも取り外します。
ケーブルは、ケーブル管理システムとトレイの前を遮らないように移動して、
コネクタから垂れて自重がかからないように紐などで一時的に固定します。

3. 下段のファン トレイを取り外すには、ケーブル管理システムの PULL という
ラベルが付いている 2 つのリリースを同時に引きます。それを外側に向かっ
て持ち上げて所定位置でロックします。

4. ファン トレイ フェースプレートの両側にある拘束ねじを緩めます。

5. ファン トレイの両側をつかんで、1～3 インチ程引き出します。

警告: けがを避けるため、シャーシからファン トレイを引き出すときには、ツー
ルや指をファンから離しておきます。ファンはまだ回っているかもしれません。

6. ファンの回転が停止するまで、約 15 秒待ちます。

7. ファンの回転が停止したら、ファン トレイの内側にある 2 つのラッチを押
します。

8. 片方の手をファン トレイの下に置いて支えながら、ファン トレイをシャー
シから完全に引き出します。
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図 40: 上段ファン トレイの取外し
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図 41: 下段ファン トレイの取外し

ファン トレイの取り付け

ファン トレイをインストールする手順は次のとおりです（113ページの図42およ
び114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に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. ファン トレイの両側をつかみ、シャーシに真っ直ぐ挿入します。ファン ト
レイの表面の "this side up" （この面を上にすること）というラベルに従
い、正しい向きを確認してください。

3. ファン トレイ フェースプレートの両側の拘束ねじを締めて、シャーシに固
定します。

4. 必要であれば、管理ケーブルシステムを下げて元の位置に戻します。
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図 42: 上段ファン トレイのインストール
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図 43: 下段ファン トレイのインストール

エア フィルタの交換

サービス ゲートウェイの前面にある下段ファン トレイの上部に、水平にインス
トールされているエア フィルタがあります。このエア フィルタは、ホット挿入
とホット取出しができます。

エア フィルタを交換する手順は次のとおりです。

■ エア フィルタの除去 114ページ

■ エア フィルタのインストール 115ページ

エア フィルタの除去

エア フィルタは、シャーシの前面、カードケージの下にあります。エア フィル
タは重量が約 1 ポンド (0.5 kg) あります。
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エア フィルタを取り外すには、次の手順を使用します（115ページの図44を参
照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. ケーブル管理システムのケーブルは外し、トレイのケーブルも取り外します。
ケーブルは、ケーブル管理システムとトレイの前を遮らないように移動して、
コネクタから垂れて自重がかからないように紐などで一時的に固定します。

注意: 光ファイバ ケーブルをコネクタから垂れ下がった状態にしておかないでく
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。

3. ケーブル管理システムの PULL というラベルが付いている 2 つのリリースを
同時に引きます。それを外側に向って持ち上げて所定の位置でロックし、エ
ア フィルタにアクセスできるようにします。

4. エア フィルタ トレイをシャーシから引き出します。

5. トレイからエア フィルタを持ち上げて取り除きます。

図 44: エア フィルタの除去

エア フィルタのインストール

エア フィルタを取り付けるには、次の手順を使用します（116ページの図45を参
照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. エア フィルタの向きが正しいことを確認します。

3. エア フィルタをトレイに入れます。

4. エア フィルタ トレイを、奥で止まるまで水平にすべらせてシャーシに挿入
します。

5. 管理ケーブルシステムを元の位置に戻します。

6. 管理ケーブルシステムのケーブルを再配置します。
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図 45: エア フィルタのインストール

ホスト サブシステムの交換

ホスト サブシステムを交換するには、次の手順に従います。

■ ホスト サブシステムのオフライン化 116ページ

■ SCB の交換 117ページ

■ ルーティング エンジンの交換 121ページ

■ ルーティング エンジンのインターフェース ポートへの接続の交換 125ページ

ホスト サブシステムのオフライン化

ホスト サブシステムは、一体でオフラインまたはオンラインにします。SCB ま
たはルーティング エンジンを交換する前に、ホスト サブシステムをオフライン
にする必要があります。ホスト サブシステムはホットプラグ可能ですが、ホス
ト サブシステムをオフラインにすると、デバイスはシャットダウンします。

ホスト サブシステムをオフラインにするには、次の手順を使用します。

1. 取り外す SCB とペアになっているルーティング エンジンに接続されたコン
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
発行します。コマンドは、ルーティング エンジンをクリーンにシャットダウ
ンします。したがって、その状態情報は保存されます。

user@host> 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。

コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

注: request system halt コマンドを発行してから約 5 分間、SCB はトラフィッ
クを転送し続ける場合があります。

2. 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。
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コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

注: request system halt コマンドを発行してから約 5 分間、SCB はトラフィッ
クを転送し続ける場合があります。

SCB の交換

サービス ゲートウェイには、3 つまでの SCB を備えることができます。それら
は、シャーシ正面の 0、1、および 2/6 のマークが付いたスロットにあります。
ルーティング エンジンを装備した SCB は、重量が約 9.6 ポンド (4.4 kg) あ
ります。

SCB またはルーティング エンジンを交換する前に、サービス ゲートウェイの電
源をオフにする必要があります（71ページの「サービス ゲートウェイの電源の
切断」を参照）。SCB を交換するには、次の手順を使用します。

■ SCB イジェクタの操作と位置決め 117ページ

■ SCB の取外し 118ページ

■ SCB のインストール 119ページ

SCB イジェクタの操作と位置決め

■ SCB の取り外しまたは挿入の際は、イジェクタ ハンドルに当たらないよう
に、隣接するスロットの SCB またはブランク パネルが十分に挿入されてい
ることを確認します。イジェクタ ハンドルは、隣接するコンポーネントがす
べて完全に挿入されていることを必要とします。そうでないと、イジェクタ
ハンドルがそれらに当たり、損傷する場合があります。

■ イジェクタ ハンドルには回転の中心があり、ボードの中央に向けて保管する
必要があります。ボードの上部および下部の両方にあるイジェクタの長端が
垂直であり、ボードの中央の方へ可能な限り押されていることを確認します。

■ SCB を挿入するか取り外すには、イジェクタを SCB で垂直にスライドさせ、
回転させて、再び 4 分の 1 回転、スライドさせます。再びイジェクタを回
し、必要なだけ繰り返します。インデックス機能を利用して、てこの力を最
大化し、隣接するコンポーネントに当たらないようにします。

■ 両方のイジェクタ ハンドルを同時に操作します。SCB を挿入する力は、1 つ
のイジェクタには大きすぎます。
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SCB の取外し

SCB を取り外すには、次の手順を使用します（119ページの図46を参照）。

注: SCB およびルーティング エンジンは一体で取り外します。ルーティング エ
ンジンを単独で取り外すこともできます。

1. デバイスの電源を切ります。71ページの「サービス ゲートウェイの電源の
切断」を参照してください。

2. 静電気バッグ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。

3. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

4. SCB を解放するため、イジェクタ ハンドルを同時に左回りに回します。

5. イジェクターハンドルをつかんで、SCB を約半分ほどシャーシの外側に引き
出します。

6. 片方の手を SCB の下において支えながら、SCB をシャーシから完全に引き出
します。

7. 静電防止マットに SCB を置きます。

8. 今 SCB を交換しない場合は、空のスロットにブランク パネルを取り付けま
す。
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図 46: SCB の取外し

SCB のインストール

SCB を取り付けるには、次の手順を使用します（121ページの図47を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 71ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」に従って、デバイスの
電源を切ります。

3. SCB の両側をシャーシの内部のガイドに慎重に合わせます。

4. 正しく揃っているか注意深く確認しながら、抵抗を感じるまで、シャーシに
SCB を滑り込ませます。

5. 両方のイジェクターハンドルをつかみ、SCB が完全にはまるまで同時に時計
回りに回転します。

6. 適切な位置に、垂直でボードの中央に向かって、イジェクタ ハンドルを向け
ます。

7. 66ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」または70ペー
ジの「DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」に示すように、サー
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ビス ゲートウェイの電源をオンにします。電源フェースプレートの OK LED
が、最初は点滅し、それから点灯するはずです。

8. SCB が正常に機能していることを確認するには、そのフェースプレート上の
LED をチェックします。緑色の OK/FAIL LED が、SCB を取り付けてから数分
後に、点灯するはずです。OK/FAIL LED が赤色の場合、SCB を取り外しても
う 1 度取り付けます（118ページの「SCB の取外し」および119ページの「SCB
のインストール」を参照）。OK/FAIL LED がまだ点灯している場合、SCB は
正常に機能していません。カスタマ サポートにご連絡ください。

SCB の状態をチェックするには、次のようにします。

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:

State Online Master

Temperature 30 degrees C / 86 degrees F

Power 1

1.2 V 1202 mV

1.5 V 1511 mV

1.8 V 1798 mV

2.5 V 2481 mV

3.3 V 3306 mV

5.0 V 4956 mV

12.0 V 12084 mV

1.25 V 1250 mV

3.3 V SM3 3287 mV

5.0 V RE 5046 mV

12.0 V RE 11910 mV

Power 2

11.3 V bias PEM 11292 mV

4.6 V bias MidPlane 4833 mV

11.3 V bias FPD 11156 mV

11.3 V bias POE 0 11253 mV

11.3 V bias POE 1 11272 mV

Bus Revision 42

FPGA Revision 1

CB 1 status:

State Online

Temperature 31 degrees C / 87 degrees F

Power 1

1.2 V 1205 mV

1.5 V 1508 mV

1.8 V 1817 mV

2.5 V 2507 mV

3.3 V 3306 mV

5.0 V 5053 mV

12.0 V 12200 mV

1.25 V 1256 mV

3.3 V SM3 3306 mV

5.0 V RE 5091 mV

12.0 V RE 0 mV

Power 2

11.3 V bias PEM 11214 mV

4.6 V bias MidPlane 4821 mV

11.3 V bias FPD 11350 mV

11.3 V bias POE 0 11350 mV

11.3 V bias POE 1 11330 mV

Bus Revision 42

FPGA Revision 0
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図 47: SCB のインストール

ルーティング エンジンの交換

ルーティング エンジンは、シャーシの中央の 0 または 1 のマークが付いたス
ロットの SCB 内にあります。 .

ルーティング エンジンを交換するには、次の手順を使用します。

■ ルーティング エンジンの取り外し 122ページ

■ ルーティング エンジンの取り付け 123ページ
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ルーティング エンジンの取り外し

注意: ルーティング エンジンを交換する前に、デバイスの電源を切らなければな
りません。71ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」を参照してくだ
さい。

ルーティング エンジンを取り外すには、次の手順を使用します（123ページの図
48を参照）。

1. デバイスの電源を切ります。71ページの「サービス ゲートウェイの電源の
切断」を参照してください。

2. 静電気バッグ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。

3. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

4. ルーティング エンジンのフェースプレートの両端の拘束ねじを緩めます。

5. ルーティング エンジンを解放するため、イジェクタ ハンドルを外側へ向け
ます。

6. ルーティング エンジンのイジェクタ ハンドルをつかみ、シャーシからほぼ
半分引き出します。

7. 片方の手をルーティング エンジンの下に置いて支え、シャーシから完全に引
き出します。

8. 静電防止マットにルーティング エンジンを置きます。

注: シャーシを通る適切な気流を維持するため、長期間、ルーティング エンジン
のない状態で、シャーシに SCB を取り付けておかないでください。ルーティン
グ エンジンを取り外したら、代わりのルーティング エンジンをできるだけ早く
取り付けてください。
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図 48: ルーティング エンジンの取り外し

ルーティング エンジンの取り付け

ルーティング エンジンを SCB に取り付けるには、次の手順を使用します（124
ページの図49を参照）。

1. まだデバイスの電源を切っていない場合は、デバイスの電源を切ります。71
ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」を参照してください。

2. イジェクタ ハンドルがロック位置にないことを確認します。必要な場合、イ
ジェクタ ハンドルを外へ向けます。

3. ルーティング エンジンの下に片方の手を置いて、支えます。

4. ルーティング エンジンの側面を SCB の上の開口部の内部のガイドと注意深
く合わせます。

5. 抵抗を感じるまで、SCB の中へルーティング エンジンを滑り込ませ、コネク
タにかみ合うまで、ルーティング エンジンのフェースプレートを押します。

6. ルーティング エンジンを固定するために、イジェクタ ハンドルを両方とも
内部へ押します。

7. ルーティング エンジンの上下の拘束ねじを締めます。

8. 66ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」または70ペー
ジの「DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」に示すように、サー
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ビス ゲートウェイの電源をオンにします。電源フェースプレートの OK LED
が、最初は点滅し、それから点灯するはずです。

ルーティング エンジンは、起動するのに数分かかる場合もあります。

ルーティング エンジンが起動したら、クラフト インターフェースにある RE0 お
よび RE1 LED をチェックして、正しく取り付けられているか確認します。サービ
ス ゲートウェイが動作中で、ルーティング エンジンが正常に機能している場
合、緑色の ONLINE LED が点灯します。そうではなく、赤色の FAIL LED が点灯
している場合、ルーティング エンジンを取り外してもう 1 度取り付けます（122
ページの「ルーティング エンジンの取り外し」および123ページの「ルーティン
グ エンジンの取り付け」を参照）。赤色の FAIL LED がまだ点灯している場合、
ルーティング エンジンは正常に機能していません。カスタマ サポートにご連絡
ください。

ルーティング エンジンの状態をチェックするには、CLI コマンドを使用します。

user@host> show chassis routing-engine

Routing Engine status: Slot 0: Current state Master ...

CLIの使用方法の詳細については、JUNOS ソフトウェア マニュアルを参照してく
ださい。

図 49: ルーティング エンジンの取り付け
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ルーティング エンジンのインターフェース ポートへの接続の交換

ルーティング エンジン上のポートは、ルーティング エンジンを外部管理デバイ
スに接続します（125ページの図50を参照）。

図 50: ルーティング エンジンのインターフェース
ポート

ポートへ接続しているケーブルを交換するには、次のセクションで説明された手
順を実行します。

■ 管理イーサネット ケーブルの交換 125ページ

■ コンソール ケーブルまたは補助ケーブルの交換 126ページ

管理イーサネット ケーブルの交換

帯域外管理用ネットワークにルーティング エンジンを接続するには、RJ-45 コ
ネクタ付きのイーサネット ケーブルをルーティング エンジンの ETHERNET ポー
トに接続します。本デバイスには、このケーブルが 1 本付属しています。ケー
ブルの仕様は、208ページの「ルーティング エンジンのインターフェース ケーブ
ルおよび電線の仕様」を参照してください。次の手順に従います。

1. コネクタのタブを押し、ポートからまっすぐコネクタを引き出します。125
ページの図51は、コネクタを示しています。

2. ネットワーク デバイスからケーブルを取り外します。

3. 交換用ケーブルの一方の端を ETHERNET ポートに差し込みます。125ページの
図50は、ルーティング エンジンの外部デバイス ポートを示します。

4. ネットワーク デバイスにケーブルのもう一方の端を差し込みます。

図 51: ケーブル コネクタ
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コンソール ケーブルまたは補助ケーブルの交換

システム コンソールを使用して、ルーティング エンジンを構成、管理するに
は、ルーティング エンジンの CONSOLE ポートに接続します。ラップトップ、モ
デム、または他の補助デバイスを使用するには、ルーティング エンジンの AUX
ポートに接続します。このどちらのポートも RJ-45 コネクタ付きケーブルを受
け付けます。本デバイスには、RJ-45/DB-9 ケーブルが 1 本付属しています。両
方のポートに機器を接続するには、ユーザー側でケーブルをもう 1 本用意する
必要があります。ケーブルの仕様は、208ページの「ルーティング エンジンのイ
ンターフェース ケーブルおよび電線の仕様」を参照してください。

管理コンソールまたは補助機器を接続する手順は次のとおりです。

1. コンソールまたは補助機器への電源を切断します。

2. コネクタのタブを押し、ポートからまっすぐコネクタを引き出します。

3. コンソールまたは補助デバイスからケーブルを取り外します。

4. 交換用イーサネット ケーブルの一方の端を CONSOLE または AUX ポートに差
し込みます。125ページの図50は、ルーティング エンジンの外部デバイス
ポートを示します。

5. メスの DB-9 側をコンソールまたは補助デバイスのシリアル ポートに差し込
みます。

IOC の交換

IOC は、サービス ゲートウェイの前部に垂直に取り付けられています。IOC は、
ホットインサートおよびホットリムーブが可能です。IOC を取り外すとき、取り
外し中の IOC はもはや機能しませんが、サービス ゲートウェイは機能し続けま
す。IOC を交換する前に、90ページの「カードの保持」の情報を確認してくださ
い。IOC を交換するには、次の手順を使用します。

■ IOC の取り外し 126ページ

■ IOC の取り付け 129ページ

IOC の取り外し

IOC の重さは最高 13.1 ポンド (5.9 kg) あります。その全重量を引き受ける用
意をしておきます。

IOC を取り外すには、次の手順を使用します（128ページの図52を参照）。

1. 交換用 IOC またはブランク パネル、および IOC 用の静電防止マットを準備
します。また、取り外す IOC で光学インターフェースを使用しているものに
は、ゴム製安全キャップを準備します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. 後で正しいポートにケーブルを再接続できるように、IOC の各ポートに接続
されたケーブルにラベルを付けます。
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4. 次の方法の 1 つを使用して、IOC をオフラインにします。

■ クラフト インターフェースの対応するオンライン ボタンを押したまま
にします。ボタンの隣の緑色の OK LED が、点滅し始めます。LED が消
灯するまで、ボタンを押したままにしておきます。

■ 次の CLI コマンドを発行します。

user@host> request chassis fpc slot slot-number offline

コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

5. IOC からケーブルを取り外します。IOC が光ファイバ ケーブルを使用してい
る場合は、各トランシーバおよび各ケーブルの端を直ちにゴム製安全キャッ
プで覆います。ケーブルに応力点ができるのを防ぐために、取り外したケー
ブルをケーブル管理システムに配置します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

注意: ケーブルを挿入するか取り外す場合以外は、光ファイバ トランシーバの覆
いを取ったままにしないでください。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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

6. IOC を解放するため、左回りに両方のイジェクタ ハンドルを同時に回しま
す。

7. ハンドルをつかみ、カード ケージから半分ほど IOC をまっすぐに引き出し
ます。

8. 一方の手を IOC の前部のまわりに、もう一方の手を IOC の下に置き、支え
ます。シャーシから IOC を完全に引き出して、静電防止マットの上に置く
か、または静電気バッグに入れます。

注意: IOC の重量は、後部端に集中しています。IOC をシャーシから引き出すと
きに、最高 13.1 ポンド (5.9 kg) の全重量を引き受ける用意をしておきます。
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IOC をシャーシから出したら、イジェクタ ハンドル、バスバー、またはエッジ
コネクタを持って IOC を保持しないでください。それらはカードの重量を支え
ることができません。

取り外した後、IOC どうしを積み重ねないでください。それぞれを個別に静電気
バッグに入れるか、平らで安定した面に敷いた静電防止マットの上に置きます。

9. 空になったスロットへ IOC を短時間の内に再取り付けしない場合、カード
ケージ内で適切な気流を維持するために、スロットの上にブランク パネルを
取り付けます。

注意: シャーシから IOC を取り外した後、少なくとも 30 秒待ってから、その
IOC の再挿入、異なるスロットからの IOC の取り外し、または異なるスロット
への IOC の挿入を行います。

図 52: IOC の取り外し
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IOC の取り付け

IOC を取り付けるには、次の手順を使用します（130ページの図53を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 静電防止マット上に IOC を置くか、または静電気バッグから IOC を取り出
します。

3. サービス ゲートウェイ上でそれを取り付けるスロットを確認します。

4. 各光ファイバ トランシーバが、ゴム製安全キャップで覆われていることを確
認します。なければ、トランシーバを安全キャップで覆ってください。

5. フェースプレートが正面を向き、カードのテキストの向きが正しく、EMI ス
トリップが右側にあるように、IOC の方向を調整します。

6. IOC を持ち上げて所定の位置に付けて、最初に底部、次に上部の順でカード
をカードケージの内部のガイドと合わせます。

7. 抵抗を感じるまで、IOC をカード ケージ内へずっとスライドさせます。

8. 両方のイジェクタ ハンドルをつかみ、IOC が十分に固定するまで、それらを
同時に右回りに回します。

9. IOC が光ファイバ ケーブルを使用している場合は、各トランシーバおよび
ケーブルからゴム製安全キャップを取り外します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

10. 各 IOC のケーブル コネクタ ポートに適切なケーブルを挿入します（131ペー
ジの図54を参照）。ケーブル自身の重量を支えないように、ケーブルを固定
します。余分な長さのケーブルはコイル状に巻いてケーブル管理システムで
整理します。ケーブルのループの形が崩れないよう、ファスナで固定します。

注意: 光ファイバ ケーブルをコネクタから垂れ下がった状態にしておかないでく
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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

11. 次の方法の 1 つを使用して、IOC をオンラインにします。
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■ クラフト インターフェース上の対応するオンライン ボタンを押したま
まにします。約 5 秒後に、ボタンの隣にある緑色の OK LED が点灯した
ら、ボタンを離します。

■ 次の CLI コマンドを発行します。

user@host> request chassis fpc slot slot-number online

コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

注意: OK LED が緑色になったら、少なくとも 30 秒待ってから、その IOC の再
取り外し、異なるスロットからの IOC の取り外し、または異なるスロットへの
IOC の挿入を行います。

さらに、IOC が正しく機能していることを確認するため、86ページの「IOC と
SPC の保守」および88ページの「IOC ケーブルの保守」で示すように、
show chassis fpc および show chassis fpc pic-status コマンドを発行します。

図 53: IOC の取り付け
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図 54: ケーブルを IOC に接続

SPC の交換

SPC は、サービス ゲートウェイの前部に垂直に取り付けられています。SPC の
取り外しまたは取り付けの前に、サービス ゲートウェイの電源をオフにする必
要があります（71ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」を参照）。
SPC を交換するには、次の手順を使用します。

■ SPC の取り外し 131ページ

■ SPC の取り付け 134ページ

SPC の取り外し

SPC の重さは最高 13.1 ポンド (5.9 kg) あります。その全重量を引き受ける用
意をしておきます。
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SPC を取り外すには、次の手順を使用します（133ページの図55を参照）。

1. 交換用 SPC またはブランク パネル、および SPC 用の静電防止マットを準備
します。また、取り外す SPC で光学インターフェースを使用しているものに
は、ゴム製安全キャップを準備します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. 71ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」に従って、デバイスの
電源を切ります。

4. 後で正しいポートにケーブルを再接続できるように、SPC の各ポートに接続
されたケーブルにラベルを付けます。

5. SPC からケーブルを取り外します。SPC が光ファイバ ケーブルを使用してい
る場合は、各トランシーバおよび各ケーブルの端を直ちにゴム製安全キャッ
プで覆います。ケーブルに応力点ができるのを防ぐために、取り外したケー
ブルをケーブル管理システムに配置します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

注意: ケーブルを挿入するか取り外す場合以外は、光ファイバ トランシーバの覆
いを取ったままにしないでください。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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

6. SPC を解放するため、左回りに両方のイジェクタ ハンドルを同時に回しま
す。

7. ハンドルをつかみ、カード ケージから半分ほど SPC をまっすぐに引き出し
ます。

8. 一方の手を SPC の前部のまわりに、もう一方の手を SPC の下に置き、支え
ます。シャーシから SPC を完全に引き出して、静電防止マットの上に置く
か、または静電気バッグに入れます。

注意: SPC の重量は、後部端に集中しています。SPC をシャーシから引き出すと
きに、最高 13.1 ポンド (5.9 kg) の全重量を引き受ける用意をしておきます。
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SPC をシャーシから出したら、イジェクタ ハンドル、バスバー、またはエッジ
コネクタを持って SPC を保持しないでください。それらはカードの重量を支え
ることができません。

取り外した後、SPC どうしを積み重ねないでください。それぞれを個別に静電気
バッグに入れるか、平らで安定した面に敷いた静電防止マットの上に置きます。

9. 空になったスロットへ SPC を短時間の内に再取り付けしない場合、カード
ケージ内で適切な気流を維持するために、スロットの上にブランク パネルを
取り付けます。

図 55: SPC の取り外し
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SPC の取り付け

SPC を取り付けるには、次の手順を使用します（135ページの図56を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. まだデバイスの電源を切っていない場合は、デバイスの電源を切ります。71
ページの「サービス ゲートウェイの電源の切断」を参照してください。

3. 静電防止マット上に SPC を置くか、または静電気バッグから SPC を取り出
します。

4. サービス ゲートウェイ上でそれを取り付けるスロットを確認します。

5. 各光ファイバ トランシーバが、ゴム製安全キャップで覆われていることを確
認します。なければ、トランシーバを安全キャップで覆ってください。

6. フェースプレートが正面を向き、カードのテキストの向きが正しく、EMI ス
トリップが右側にあるように、SPC の方向を調整します。

7. SPC を持ち上げて所定の位置に付けて、最初に底部、次に上部の順でカード
をカードケージの内部のガイドと合わせます。

8. 抵抗を感じるまで、SPC をカード ケージ内へずっとスライドさせます。

9. 両方のイジェクタ ハンドルをつかみ、SPC が十分に固定するまで、それらを
同時に右回りに回します。

10. SPC が光ファイバ ケーブルを使用している場合は、各トランシーバおよび
ケーブルからゴム製安全キャップを取り外します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

11. 各 SPC のケーブル コネクタ ポートに適切なケーブルを挿入します（136ペー
ジの図57を参照）。ケーブル自身の重量を支えないように、ケーブルを固定
します。余分な長さのケーブルはコイル状に巻いてケーブル管理システムで
整理します。ケーブルのループの形が崩れないよう、ファスナで固定します。

注意: 光ファイバ ケーブルをコネクタから垂れ下がった状態にしておかないでく
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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。
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12. 66ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」または70ペー
ジの「DC 電源のサービス ゲートウェイに電源を投入」に示すように、サー
ビス ゲートウェイの電源をオンにします。電源フェースプレートの OK LED
が、最初は点滅し、それから点灯するはずです。

13. SPC が正しく機能していることを確認するため、86ページの「IOC と SPC
の保守」および88ページの「IOC ケーブルの保守」で示すように、
show chassis fpc および show chassis fpc pic-status コマンドを発行しま
す。

図 56: SPC の取り付け
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図 57: SPC へのケーブルの取り付け

SFP または XFP トランシーバの取り外し

SFP（small form-factor pluggable）および XFP は、IOC および SPC に設置さ
れている光学トランシーバです。

SFP および XFP は、ホットインサートおよびホットリムーブが可能です。SFP
または XFP を取り外しても、IOC または SPC の機能は中断されませんが、取り
外した SFP または XFP は、もはやデータの送受信を行いません。

SFP または XFP トランシーバを取り外すには、次の手順を使用します（137ペー
ジの図58を参照）。

1. 交換用トランシーバまたはトランシーバ スロット プラグ、静電防止マット、
およびトランシーバ用のゴム製安全キャップを準備します。

2. ESD リスト ストラップを手首に直に装着し、シャーシの ESD ポイントの 1
つにストラップをつなぎます。

3. 後で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。

136 ■ SFP または XFP トランシーバの取り外し

SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドのガイドラインを示します。



警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ トランシーバは、目を損傷する場合があるレー
ザー光線源を含んでいます。

4. トランシーバに差し込まれたケーブル コネクタを取り外します。

5. ケーブルに応力点ができるのを防ぐために、取り外したケーブルをケーブル
管理システムのボビンに注意深く巻きます。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

6. トランシーバからイジェクタ ハンドルを引き出して、トランシーバのロック
を解除します。

注意: カチッと音が鳴るまで、完全にイジェクタ ハンドルを開きます。これは、
トランシーバへの損傷を防ぎます。

ラジオ ペンチを使用して、SFP からイジェクタ ハンドルを引き出します。

7. トランシーバのイジェクタ ハンドルをつかみ、IOC から約 0.5 インチ (1.3
cm) トランシーバを引き出します。

8. 指を使用して、トランシーバの本体をつかみ、IOC から最後まで引き出しま
す。

図 58: SFP または XFP の取り外し

9. トランシーバにゴム製安全キャップを付けます。

10. 取り外したトランシーバは、静電防止マットの上に置くか、または静電気バッ
グに入れます。
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SFP または XFP トランシーバの取り付け

SFP または XFP を取り付けるには、次の手順を使用します。

1. ESD リスト ストラップを手首に直に装着し、シャーシの ESD ポイントの 1
つにストラップをつなぎます。

2. 取り付ける各トランシーバを静電気バッグから取り出し、取り付け先の IOC
または SPC のスロットを確認します。

3. 各トランシーバが、ゴム製安全キャップで覆われていることを確認します。
そうでない場合は、安全キャップでトランシーバを覆います。

4. トランシーバを IOC または SPC のスロットと注意深く合わせます。コネク
タは、IOC または SPC に面しているはずです。

5. コネクタが IOC のスロットに収まるまで、トランシーバをスライドさせま
す。トランシーバを十分に挿入できない場合は、コネクタが正しい方向に向
いていることを確認します。

6. トランシーバのイジェクタ ハンドルを閉じます。

7. トランシーバおよびケーブルの端からゴム製安全キャップを外します。トラ
ンシーバにケーブルを挿入します。

8. IOC または SPC のフェースプレートの状態 LED が、SFP または XFP が正し
く機能していることを示していることを確認します。さらに、IOC または
SPC が機能していることを確認するため、88ページの「IOC ケーブルの保
守」に示すように show chassis fpc pic-status コマンドを発行できます。

電源系統コンポーネントの交換

AC 電源構成では、サービス ゲートウェイには 3 または 4 基の AC 電源装置が
備えられています（28ページの図15を参照）。それらは、シャーシの背面のス
ロット PEM0 ～ PEM3（左から右へ）に位置します。どの AC 電源装置も、サービ
スゲートウェイ内のすべてのコンポーネントに電力を供給します。電源装置が 3
基ある場合、この 3 基は最大構成のシステム内部にほぼ同等の電力を供給しま
す。

4 基の AC 電源装置の構成では、完全な冗長性が提供されます。そのうちの 1
基が障害になるか取り外されると、残りの電源装置が瞬時に電力負荷を受け継ぎ
ます。サービス ゲートウェイが動作可能な限り、この 3 基で最大構成に最大電
力を供給します。

DC 電源構成では、サービス ゲートウェイには 2 または 4 基の DC 電源装置が
備えられています（30ページの図16を参照）。それらは、シャーシの背面のス
ロット PEM0 ～ PEM3（左から右へ）に位置します。DC 電源システムを 2 基から
4 基の電源装置にアップグレードできます。スロット PEM0 および PEM2 の DC
電源装置は、下段ファン トレイ、IOC スロット 6 ～ 11、および SCB スロッ
ト 1 と 2 に電力を供給します。スロット PEM1 および PEM3 の DC 電源装置は、
上段ファン トレイ、IOC スロット 0 ～ 5、および SCB スロット 0 に電力を供
給します。

各電源装置（AC または DC）は、ホット挿入とホット取出しができます。
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注: 動作中の電源装置を適切に冷却して過熱によるシャットダウンを防止するた
めに、各電源装置のスロットには電源装置かブランク パネルを設置する必要が
あります。電源装置を取り外す際には、その後すぐに代わりの装置またはブラン
ク パネルを設置してください。

電源システム コンポーネントを交換するには、次の手順に従います。

■ AC 電源装置の取り外し 139ページ

■ AC 電源装置の取り付け 141ページ

■ DC 電源装置の取り外し 142ページ

■ DC 電源装置の取り付け 145ページ

■ AC 電源装置コードの交換 148ページ

■ DC 電源装置ケーブルの交換 149ページ

AC 電源装置の取り外し

電源装置はシャーシの後ろにあります。各 AC 電源装置の重さは約 5.0 ポンド
(2.3 kg) です。

注意: サービス ゲートウェイが動作中に、30 分以上電源装置スロットを空のま
まにしないでください。適切な気流を得るには、電源装置をシャーシに設置して
おくか、ブランク パネルを空のスロットで使用しなければなりません。

注: 電源装置の電源を切断した後、少なくとも 60 秒待ってからオンにしてくだ
さい。

AC 電源装置を取り外すには、次の手順を使用します（140ページの図59を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 各電源装置の上のシャーシにある回路ブレーカをオフ位置 (O) にします。

3. 片方の手で電源装置フェースプレートのハンドルをつかみながら、もう片方
の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引き
出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。

4. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。

5. 電源装置をシャーシから真っ直ぐに引き出します。

警告: 電源装置の上部の電源コネクタには触れないでください（141ページの図60
を参照）。コネクタに危険な電圧がある可能性があります。
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図 59: AC 電源装置の取り外し
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図 60: 電源装置の上部、ミッドプレーン コネクタが見えている

AC 電源装置の取り付け

AC 電源装置を取り付けるには、次の手順を使用します（142ページの図61を参
照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 空の電源装置スロットの上のシャーシにある電源スイッチをオフ位置 (O) に
します。

3. 空の電源装置スロットの下のリリース レバーが左回り位置に固定されている
ことを確認します（142ページの図61を参照）。

必要な場合は、リリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引
き出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。リリース レバー
のロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する穴の中にあること
を確認します。

4. 両手を使用して、電源装置がシャーシのスロットに十分に据え付けられるま
で、シャーシへまっすぐに電源装置をスライドさせます。電源装置フェース
プレートは、隣接する電源装置フェースプレートと同じ高さにあるはずです。

リリース レバーがコントロールする金属ハウジング上の小さなつまみは、電
源装置の下部の対応するスロット内部になければなりません（142ページの図
61を参照）。電源装置を取り外す前に、このつまみを使用して、シャーシ ス
ロットへ電源装置を引き下ろします。

電源系統コンポーネントの交換 ■ 141

第13章: ハードウェア コンポーネントの交換



5. 片方の手でで電源装置フェースプレートのハンドルをしっかり押しながら、
もう片方の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシ
から引き出し、リリース レバーを右回りに止まるまで回します。

6. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。

7. 各電源の AC スイッチを ON 位置（—）に動かし、電源のフェースプレートの
状態 LED を観察します。電源が正しく取り付けられており正常に機能してい
る場合、AC OK および DC OK LED が点灯し、PS FAIL LED は消灯しています。

図 61: AC 電源装置の取り付け

DC 電源装置の取り外し

電源装置はシャーシの後ろにあります。各 DC 電源装置は、重さが約 3.8 ポン
ド (1.7 kg) あります。
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注意: サービス ゲートウェイが動作中に、30 分以上電源装置スロットを空のま
まにしないでください。適切な気流を得るには、電源装置をシャーシに設置して
おくか、ブランク パネルを空のスロットで使用しなければなりません。

注: 電源装置の電源を切断した後、少なくとも 60 秒待ってからオンにしてくだ
さい。

DC 電源装置を取り外すには、次の手順を使用します。

1. DC 電源ケーブル リードを通した電圧が 0 V であり、ケーブルが取り外しの
間にアクティブになる可能性がないことを確認します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. 電源フェースプレート上のサーキット ブレーカを OFF 位置 (O) に動かしま
す。

4. フェースプレート上の端子スタッドを保護している透明なプラスチック製カ
バーを取り外します。

5. 端子スタッドからナットとワッシャを取り外します(143ページの図62を参
照）。（3/8 インチのナット ドライバまたはペンチを使用します。）

図 62: 電源ケーブルを DC 電源装置から取り外す

6. ターミナル スタッドからケーブル ラグを取り外します。
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7. 電源装置フェースプレートの下端にあるケーブル留めの拘束ねじを緩めます。

8. 電源ケーブルを邪魔にならない場所へ注意深く移動させます。

9. 片方の手でで電源装置フェースプレートのハンドルをつかみながら、もう片
方の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引
き出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。

10. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。

11. 電源装置をシャーシから真っ直ぐに引き出します。

警告: 電源装置の上部の電源コネクタには触れないでください（141ページの図60
を参照）。コネクタに危険な電圧がある可能性があります。

図 63: DC 電源装置の取り外し
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DC 電源装置の取り付け

DC 電源装置を取り付けるには、次の手順を使用します（147ページの図64を参
照）。

1. DC 電源ケーブル リード全体の電圧が 0 V で、作業中にケーブル リードが
アクティブになる可能性がないことを確認します。

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。当該地域の外部 DC 電源によ
り使用されている色分けが、各電源の端子スタッドに付いている電源ケーブルの
リードの色分けを決定します。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. 電源フェースプレート上のサーキット ブレーカを OFF 位置 (O) に動かしま
す。

4. 空の電源装置スロットの下のリリース レバーが左回り位置に固定されている
ことを確認します（147ページの図64を参照）。

必要な場合は、リリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引
き出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。リリース レバー
のロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する穴の中にあること
を確認します。

5. 両手を使用して、電源装置がシャーシのスロットに十分に据え付けられるま
で、シャーシへまっすぐに電源装置をスライドさせます。電源装置フェース
プレートは、隣接する電源装置フェースプレートと同じ高さにあるはずです。

リリース レバーがコントロールする金属ハウジング上の小さなつまみは、電
源装置の下部の対応するスロット内部になければなりません（147ページの図
64を参照）。電源装置を取り外す前に、このつまみを使用して、シャーシ ス
ロットへ電源装置を引き下ろします。

6. 片方の手でで電源装置フェースプレートのハンドルをしっかり押しながら、
もう片方の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシ
から引き出し、リリース レバーを右回りに止まるまで回します。

7. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。

8. フェースプレート上の端子スタッドを保護している透明なプラスチック製カ
バーを取り外します。

9. 端子スタッドからナットとワッシャを取り外します。

10. DC 電源装置ケーブルのラグを端子スタッドに接続し、ケーブルがサービス
ゲートウェイ コンポーネントに触れたり邪魔になっていないか確認します
（148ページの図65を参照）。
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■ プラス（+）の DC 電源ケーブル ラグを RTN（return）端子に接続しま
す。

■ マイナス（-）の DC 電源ケーブル ラグを –48V（入力）端子に接続しま
す。

注: スロットPEM0 および PEM1 のDC 電源装置は、フィード A からの専用電源
フィードが電力を供給する必要があります。また、PEM2 および PEM3 のDC 電源
装置は、フィード B からの専用電源フィードが電力を供給する必要があります。
この構成は、一般的に配備される A/B フィード冗長性をシステムに提供します。
DC 電源への接続に関する詳細は、193ページの「シャーシの接地仕様」および202
ページの「DC 電源ケーブルの仕様」を参照してください。

11. 最初にワッシャ、次にナットで、各ケーブル ラグを端子スタッドに固定しま
す。各ナットに 23 ポンド-インチ (2.6 Nm) ～ 25 ポンド-インチ (2.8 Nm)
のトルクをかけます。

12. 電源装置フェースプレートの下端にあるケーブル留めの拘束ねじを緩めます。

13. 正負の DC 電源ケーブルをケーブル留めの左側と右側に通します。

14. ケーブル留め拘束ネジを締めて、適所に電源ケーブルを保持します。

15. 透明なプラスチック製カバーをフェースプレート上の端子スタッドに取り付
けます。

16. 接地ケーブルおよび電源ケーブルは、正しく接続されていること、サービス
ゲートウェイのコンポーネントへのアクセスを遮断したりそれらに接触して
いないこと、また、人がつまずきそうな場所に垂れ下がってないことを確認
します。

17. 電源装置のサーキット ブレーカを ON 位置に動かし、電源装置のフェースプ
レートの状態 LED を観察します。電源装置が正しく取り付けられており正常
に機能している場合、PWR OK、BREAKER ON、および INPUT OK LED が点灯しま
す。
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図 64: DC 電源装置の取り付け
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図 65: DC 電源をサービス ゲートウェイに接続

AC 電源装置コードの交換

AC 電源装置コードを交換する手順は次のとおりです。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. ユーザーの地域に適切なタイプのプラグを備えた交換用電源コードを用意し
ます（197ページの「AC 電源コード仕様」を参照）。

3. 電源装置の機器用ソケットの隣の AC スイッチをオフ位置（O）に動かしま
す。

4. 電源コードを差込口から抜きます。

5. シャーシの電源装置の上にあるアプライアンス差込みから電源コードを抜き
ます。

6. 電源コード プラグを外部 AC 電源コンセントに挿入します。

注: 各電源装置は、専用の AC 電源フィードおよび専用の外部回路ブレーカに接
続しなければなりません。最低 15 A (250 VAC)、または、当該管轄地域の法規
に従い電源を使用することを推奨します。
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7. 電源コードを適切にドレスアップします。電源コードが排気およびサービス
ゲートウェイ コンポーネントへのアクセスを遮らないこと、人がつまずくよ
うな場所にないことを確認します。

8. 各電源の AC スイッチを ON 位置（—）に動かし、電源のフェースプレートの
状態 LED を観察します。電源が正しく取り付けられており正常に機能してい
る場合、AC OK および DC OK LED が点灯し、PS FAIL LED は消灯しています。

DC 電源装置ケーブルの交換

DC 電源装置の電源ケーブルを交換する手順は次のとおりです（148ページの図65
を参照）。

1. 203ページの表36で規定された仕様を満たす交換用電源ケーブルを用意しま
す。

2. 電源装置への外部回路ブレーカをオフにします。DC 電源ケーブル リード全
体の電圧が 0V であり、作業中にケーブル リードがアクティブになる可能性
がないことを確認します。

3. 電源ケーブルを外部 DC 電源から取り外します。

4. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

5. 電源フェースプレート上のサーキット ブレーカを OFF 位置 (O) に動かしま
す。

6. フェースプレート上の端子スタッドを保護している透明なプラスチック製カ
バーを取り外します。

7. 端子スタッドからナットとワッシャを取り外します(143ページの図62を参
照）。（3/8 インチのナット ドライバーかソケット レンチを使用してくだ
さい。）

8. ケーブル ラグを端子スタッドから外します。

9. 電源装置フェースプレートの下端にあるケーブル留めの拘束ねじを緩めます。

10. 電源ケーブルを作業のじゃまにならない場所まで慎重に移します。

11. 交換用電源ケーブルにケーブルラグが、公認の電気技術者によって取り付け
られていることを確認します。

12. 最初にワッシャ、次にナットで、ケーブル ラグを端子スタッドに固定しま
す。各ナットに 23 ポンド-インチ (2.6 Nm) ～ 25 ポンド-インチ (2.8 Nm)
のトルクをかけます（150ページの図66を参照）。

13. 電源ケーブルをケーブル拘束具に通して送ります。ケーブルはサービス ゲー
トウェイ コンポーネントに接触せず、妨害もしないようにしておいてくださ
い。

14. ケーブル留め拘束ネジを締めて、適所に電源ケーブルを保持します。

15. 透明なプラスチック製カバーをフェースプレート上の端子スタッドに取り付
けます。

16. 電源ケーブルを DC 電源につなぎます。
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17. 接地ケーブルと電源ケーブルは正しく接続されていること、サービス ゲート
ウェイ コンポーネントへのアクセスを遮らず接触もしていないこと、および
人がつまずきそうな場所に垂れ下がってないことを確認します。

18. 電源装置のサーキット ブレーカを ON 位置に動かし、電源装置のフェースプ
レートの状態 LED を観察します。電源装置が正しく取り付けられており正常
に機能している場合、PWR OK、BREAKER ON、および INPUT OK LED が点灯しま
す。

図 66: 電源ケーブルを DC 電源装置に接続
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付録A

安全および規格コンプライアンスの情報

サービス ゲートウェイを安全に取り付けて使用するには、適切な安全手順に従
います。

■ 安全警戒基準の定義 153ページ

■ 安全に関するガイドラインと注意 154ページ

■ 機関の承認およびコンプライアンス ステートメント 184ページ

安全警戒基準の定義

このマニュアルでは、次の 3 レベルの安全警告を使用します。

注: ある特定の状況でこの情報が有用な場合があります。他の場合には、それを
無視できます。

注意: 軽傷や不快感またはサービス ゲートウェイ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。

警告: この記号は危険を意味します。肉体的損傷の原因となる可能性がある状況
にあります。すべての設備機器は、電気回路に関する危険をよく認識し、事故を
防止する一般的なやり方を熟知した上で操作してください。

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.

安全警戒基準の定義 ■ 153



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 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.

安全に関するガイドラインと注意

このセクションでは、サービス ゲートウェイの取り付け、操作、および保守の
ための安全ガイドラインおよび注意を記載しています。

■ 一般的な安全に関するガイドラインと注意 155ページ

■ 火災の安全に関する要件 158ページ

■ 取り付けの安全に関するガイドラインと注意 159ページ

■ レーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと注意 165ページ

■ 保守および運用の安全に関するガイドラインと注意 168ページ

■ 電気の安全に関するガイドラインと注意 173ページ
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一般的な安全に関するガイドラインと注意

次のガイドラインは、ユーザーの安全を保証し、サービス ゲートウェイを損傷
から保護するのに役立ちます。ガイドラインのリストは、ユーザーの作業環境に
おける、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、いつで
も注意を怠らず、適切な判断を行ってください。

■ このマニュアルに明示的に記載された手順のみを実行します。他のシステム
サービスは、許可を得たサービスマンのみが行うこととします。

■ 設置の前後および最中は、シャーシのまわりの領域を障害物やほこりがない
状態にしておきます。

■ 人が歩いている間に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。シャーシにはさまる可能性があります。

■ 目に危険な状況の下で作業している場合は、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。

■ 激しい雷雨の間に配線を設置したり操作しないでください。

■ ジャックがぬれた環境のために特に設計されている場合を除いて、ぬれた場
所に電気ジャックを設置しないでください。

■ 適切にアースされているときにのみ、サービス ゲートウェイを運用します。

■ このマニュアルで指示されている場合を除いて、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する可能性がありま
す。

■ サービス ゲートウェイのシャーシまたはサービス ゲートウェイのコンポー
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、サービス ゲートウェイが損傷する可能性があ
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。

さらに、次の警告およびガイドラインを順守します。

■ 有資格者に関する注意 156ページ

■ アクセス制限領域に関する注意 156ページ

■ 静電破壊の予防 158ページ
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有資格者に関する注意

警告: 訓練を受け資格のあるスタッフのみが、サービス ゲートウェイの取り付け
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.

Aviso Este equipamento deverá ser instalado ou substituído apenas por
pessoal devidamente treinado e qualificado.

¡Atención! Estos equipos deben ser instalados y reemplazados exclusivamente
por personal técnico adecuadamente preparado y capacitado.

Varning! Denna utrustning ska endast installeras och bytas ut av utbildad
och kvalificerad personal.

アクセス制限領域に関する注意

警告: サービス ゲートウェイは、アクセス制限領域に設置するためのものです。
アクセス制限領域とは、特別のツール、錠および鍵の使用、または他のセキュリ
ティ手段によって、サービスマンのみがアクセスでき、その場所に責任を負う管
理者が管理する領域のことです。

Waarschuwing Dit toestel is bedoeld voor installatie op plaatsen met
beperkte toegang. Een plaats met beperkte toegang is een plaats waar
toegang slechts door servicepersoneel verkregen kan worden door middel
van een speciaal instrument, een slot en sleutel, of een ander
veiligheidsmiddel, en welke beheerd wordt door de overheidsinstantie die
verantwoordelijk is voor de locatie.

Varoitus Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi paikkaan, johon pääsy
on rajoitettua. Paikka, johon pääsy on rajoitettua, tarkoittaa paikkaa,
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johon vain huoltohenkilöstö pääsee jonkin erikoistyökalun, lukkoon sopivan
avaimen tai jonkin muun turvalaitteen avulla ja joka on paikasta vastuussa
olevien toimivaltaisten henkilöiden valvoma.

Attention Cet appareil est à installer dans des zones d'accès réservé.
Ces dernières sont des zones auxquelles seul le personnel de service peut
accéder en utilisant un outil spécial, un mécanisme de verrouillage et
une clé, ou tout autre moyen de sécurité. L'accès aux zones de sécurité
est sous le contrôle de l'autorité responsable de l'emplacement.

Warnung Diese Einheit ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem
Zutritt vorgesehen. Ein Bereich mit beschränktem Zutritt ist ein Bereich,
zu dem nur Wartungspersonal mit einem Spezialwerkzeugs, Schloß und
Schlüssel oder anderer Sicherheitsvorkehrungen Zugang hat, und der von
dem für die Anlage zuständigen Gremium kontrolliert wird.

Avvertenza Questa unità deve essere installata in un'area ad accesso
limitato. Un'area ad accesso limitato è un'area accessibile solo a
personale di assistenza tramite un'attrezzo speciale, lucchetto, o altri
dispositivi di sicurezza, ed è controllata dall'autorità responsabile
della zona.

Advarsel Denne enheten er laget for installasjon i områder med begrenset
adgang. Et område med begrenset adgang gir kun adgang til servicepersonale
som bruker et spesielt verktøy, lås og nøkkel, eller en annen
sikkerhetsanordning, og det kontrolleres av den autoriteten som er
ansvarlig for området.

Aviso Esta unidade foi concebida para instalação em áreas de acesso
restrito. Uma área de acesso restrito é uma área à qual apenas tem acesso
o pessoal de serviço autorizado, que possua uma ferramenta, chave e
fechadura especial, ou qualquer outra forma de segurança. Esta área é
controlada pela autoridade responsável pelo local.

¡Atención! Esta unidad ha sido diseñada para instalarse en áreas de acceso
restringido. Área de acceso restringido significa un área a la que
solamente tiene acceso el personal de servicio mediante la utilización
de una herramienta especial, cerradura con llave, o algún otro medio de
seguridad, y que está bajo el control de la autoridad responsable del
local.

Varning! Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat
tillträde. Ett område med begränsat tillträde får endast tillträdas av
servicepersonal med ett speciellt verktyg, lås och nyckel, eller annan
säkerhetsanordning, och kontrolleras av den auktoritet som ansvarar för
området.
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静電破壊の予防

サービス ゲートウェイのハードウェア コンポーネントの多くは、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う場合
やプラスチックまたはカーペットの上でコンポーネントを移動させる場合、損害
を与える静電圧は簡単に発生してしまいます。次のガイドラインに従って、断続
的または完全なコンポーネントの故障の原因となる、静電放電（ESD）による損
害の可能性を最小化してください。

■ 必ず静電気放電（ESD）防止用の手首または足首のストラップを使用し、それ
が皮膚に直接触れていることを確認してください。

注意: 安全のために、定期的に ESD ストラップの抵抗値を確認してください。測
定値は 1 から 10M オームの間にあるはずです。

■ シャーシから取り外した任意のコンポーネントを取り扱う際には、お持ちの
ESD ストラップの機材側が、シャーシの ESD ポイントの 1 つに取り付けら
れていることを確認してください。6ページの図1および7ページの図2を参
照してください。

■ 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 電圧で
も、コンポーネントを損傷することがあります。

■ コンポーネントを取り外したり取り付けたりするときは、必ず帯電防止面に
コンポーネント側を上にして置くか、帯電防止カード ラックまたは帯電防止
バッグに入れておきます（158ページの図67を参照）。コンポーネントを返却
する際は、帯電防止バッグに入れてから、梱包します。

図 67: 帯電防止バッグにコンポーネントを入れる

火災の安全に関する要件

ルーターおよび他のネットワーク設備に関する、火災による緊急事態の場合に
は、人間の安全が最優先されます。火災による緊急時に人間を保護するための手
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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ま
す。

さらに、火災緊急時に装置を保護する手順を確立します。Juniper Networks の
製品は、電子機器に適切な環境に設置する必要があります。火災の場合には、火
災抑止装置が装置の近くで利用可能であり、装置を設置および操作するときに、
その地域のすべての火災、安全性、および電気に関する規則および法令が遵守さ
れていることを推奨します。

火災の抑止

電気による危険または火災の場合には、最初に供給元で装置への電源を切りま
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。消火器の詳細は、159ページの「火災抑止装置」を参照し
てください。

火災抑止装置

タイプ C 消火器は、二酸化炭素 (CO
2
) や Halotron™ などの非腐食性難燃剤を使

用しており、電気火災を抑止するのに非常に有効です。タイプ C 消火器は、燃
焼地点から酸素を除去し、消火します。冷却のため周囲から空気を吸う装置の上
または周囲の火災を消火するためには、装置上に残留物を残す消火器の代わり
に、この種の不活性酸素置換消火器を使用します。

Juniper Networks の装置の近くでは、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。これらの消火器の主成分はリン酸一アンモ
ニウムであり、非常に粘着性が高く、清掃するのが困難です。さらに、微量の水
で、リン酸一アンモニウムは、腐食性が高くなり、ほとんどの金属を腐食しま
す。

化学消火器が放出された部屋の装置は、初期故障および信頼性の低い操作が発生
しやすくなります。装置は、修理不可能なまでに損傷していると考えられます。

注: Juniper Networks のサービス ゲートウェイまたはその近くで、火災を抑制
するために粉末薬品消火器を使用しないでください。粉末薬品消火器が使用され
た場合、その装置は、サービス契約の下で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ている装置は、環境に責任を持って処分するようお勧
めします。

取り付けの安全に関するガイドラインと注意

サービス ゲートウェイの設置の前および設置の間に、次のガイドラインおよび
警告に従ってください。

■ シャーシの持ち上げガイドライン 160ページ

■ 設置手順に関する注意 160ページ

■ ラックマウントに関する要件および注意 161ページ

■ 傾斜に関する注意 164ページ
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シャーシの持ち上げガイドライン

完全に構成されたシャーシの重量は、約 350 ポンド (158.76 kg) です。サービ
ス ゲートウェイの持ち上げおよび移動には、次のガイドラインを順守してくだ
さい。

■ サービス ゲートウェイを移動する前に、35ページの「サービス ゲートウェ
イの設置場所の準備」のガイドラインを読み、移動先の場所が、指定された
電力、環境、およびすきまの要件を満たすことを確認します。

■ 完全に構成されたサービス ゲートウェイを 1 人で持ち上げようとしないで
ください。ラックへサービス ゲートウェイを載せるときは、メカニカル リ
フトの使用を推奨します。リフトを使用できない場合、最低 3 人でサービス
ゲートウェイを持ち上げなければなりません。また、持ち上げる前にシャー
シからコンポーネントを取り外す必要があります。持ち上げおよびコンポー
ネント取り外しの指示は、33ページの「サービス ゲートウェイの設定」を
参照してください。

■ サービス ゲートウェイの持ち上げまたは移動の前に、外部ケーブルをすべて
取り外します。

■ 重い物体を持ち上げるときのように、ほとんどの重量を背中ではなく両脚で
持ち上げます。膝は曲げ、背中は比較的まっすぐにし、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、足場はしっかり
している必要があります。

設置手順に関する注意

警告: サービス ゲートウェイを電源に接続する前に、設置ガイドを読みます。

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.

ラックマウントに関する要件および注意

サービス ゲートウェイを設置する装置ラックが、水平で確実に支えられている
ことを確認し、平らでない場所に機械を設置したことに起因する危険な状況を回
避します。

警告: サービス ゲートウェイ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、安全性を維持するのに役立ちます。

■ サービス ゲートウェイは、建物に固定されたラックに設置しなければなりま
せん。

■ サービス ゲートウェイ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。

■ 一部がすでに使用されているラックにサービス ゲートウェイを取り付ける場
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
クにサービス ゲートウェイを取り付けたり、保守を行います。

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 services gateway 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
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säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia
turvallisuusohjeita:

■ Juniper Networks services gateway 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 services gateway doit
être fixé à la structure du bâtiment.

■ Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit
être placée dans le bas.

■ Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger
le casier de bas en haut en plaçant l'élément le plus lourd dans le
bas.

■ Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les
stabilisateurs avant de monter ou de réparer l'unité en casier.

Warnung Zur Vermeidung von Körperverletzung beim Anbringen oder Warten
dieser Einheit in einem Gestell müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen,
um sicherzustellen, daß das System stabil bleibt. Die folgenden Richtlinien
sollen zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit dienen:

■ Der Juniper Networks services gateway 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
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precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti
direttive vengono fornite per garantire la sicurezza personale:

■ Il Juniper Networks services gateway 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 services gateway må installeres i et stativ som er
forankret til bygningsstrukturen.

■ Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den
eneste enheten i kabinettet.

■ Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal
kabinettet lastes fra bunnen og opp med den tyngste komponenten nederst
i kabinettet.

■ Hvis kabinettet er utstyrt med stabiliseringsutstyr, skal
stabilisatorene installeres før montering eller utføring av
reparasjonsarbeid på enheten i kabinettet.

Aviso Para se prevenir contra danos corporais ao montar ou reparar esta
unidade numa estante, deverá tomar precauções especiais para se certificar
de que o sistema possui um suporte estável. As seguintes directrizes
ajudá-lo-ão a efectuar o seu trabalho com segurança:

■ O Juniper Networks services gateway 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
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mucho cuidado en que el sistema quede bien estable. Para garantizar su
seguridad, proceda según las siguientes instrucciones:

■ El Juniper Networks services gateway 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:

■ Juniper Networks services gateway 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.

傾斜に関する注意

警告: サービス ゲートウェイを取り付けるとき、10 度以上傾いた傾斜面を使用
しないでください。

Waarschuwing Gebruik een oprijplaat niet onder een hoek van meer dan 10
graden.

Varoitus Älä käytä sellaista kaltevaa pintaa, jonka kaltevuus ylittää 10
astetta.

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.
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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.

レーザーおよび LED の安全に関するガイドラインと注意

サービス ゲートウェイのカードにはレーザー送信機を装備しているものがあり、
それらは米国食品医薬品局によってクラス 1 レーザー製品と見なされ、EN 60825-1
+A11 +A2 要件によりクラス 1 レーザー製品として評価されています。

次のガイドラインおよび注意を順守してください。

■ 一般的なレーザー安全ガイドライン 165ページ

■ クラス 1 レーザー製品に関する警告 165ページ

■ クラス 1 LED 製品に関する注意 166ページ

■ レーザー光線に関する注意 166ページ

■ ポートの開口部からの放射線に関する注意 167ページ

一般的なレーザー安全ガイドライン

PIC の周辺で作業するときは、目のけがを予防するために、次の安全ガイドライ
ンに従います。

■ 終端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
イバを見つめないでください。

■ 光学器械を使って、終端していない光学ポートを検査しないでください。

■ ビームへの直接の暴露を避けてください。

警告: 終端し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。人間の目の中のレンズは、レーザー光線をすべて網膜に集中させ
ます。したがって、レーザー光源に直接目の焦点を合わせると、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。

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.
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Varoitus Luokan 1 lasertuote.

Attention Produit laser de classe I.

Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel Laserprodukt av klasse 1.

Aviso Produto laser de classe 1.

¡Atención! Producto láser Clase I.

Varning! Laserprodukt av klass 1.

クラス 1 LED 製品に関する注意

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.

Avvertenza Avvertenza prodotto LED di Classe 1.

Advarsel LED-produkt i klasse 1.

Aviso Produto de classe 1 com LED.

¡Atención! Aviso sobre producto LED de Clase 1.

Varning! Lysdiodprodukt av klass 1.

レーザー光線に関する注意

警告: レーザー ビームを見つめたり、光学機器で直視しないでください。

Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met
optische instrumenten.
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Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen
avulla.

Attention Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à
l'aide d'instruments optiques.

Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit
optischen Geräten prüfen.

Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici
per osservarlo direttamente.

Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com
instrumentos ópticos.

¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con
instrumentos ópticos.

Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den
genom optiska instrument.

ポートの開口部からの放射線に関する注意

警告: ファイバ ケーブルが接続されないときにも、不可視線がポートの開口部か
ら放射される場合があるので、放射線への暴露を避け、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.
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Advarsel Unngå utsettelse for stråling, og stirr ikke inn i åpninger som
er åpne, fordi usynlig stråling kan emiteres fra portens åpning når det
ikke er tilkoblet en fiberkabel.

Aviso Dada a possibilidade de emissão de radiação invisível através do
orifício da via de acesso, quando esta não tiver nenhum cabo de fibra
conectado, deverá evitar a exposição à radiação e não deverá olhar
fixamente para orifícios que se encontrarem a descoberto.

¡Atención! Debido a que la apertura del puerto puede emitir radiación
invisible cuando no existe un cable de fibra conectado, evite mirar
directamente a las aperturas para no exponerse a la radiación.

Varning! Osynlig strålning kan avges från en portöppning utan ansluten
fiberkabel och du bör därför undvika att bli utsatt för strålning genom
att inte stirra in i oskyddade öppningar.

保守および運用の安全に関するガイドラインと注意

サービス ゲートウェイを保守するときは、次のガイドラインおよび注意を順守
します。

■ バッテリーの取り扱いに関する注意 168ページ

■ 宝飾品類の取り外しに関する警告 169ページ

■ 雷鳴時の注意 170ページ

■ 動作温度に関する注意 171ページ

■ 製品の処分に関する注意 172ページ

バッテリーの取り扱いに関する注意

警告: バッテリーは正しく交換しないと、爆発する可能性があります。バッテリー
は、メーカーが推奨するものと同一または同等なタイプのものとのみ交換してく
ださい。メーカーの指示に従って、使用済みのバッテリーを処分してください。

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,
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recommandée par le fabricant. Jeter les piles usagées conformément aux
instructions du fabricant.

Warnung Bei Einsetzen einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr.
Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder vom Hersteller
empfohlenen Batterietyp. Entsorgen Sie die benutzten Batterien nach den
Anweisungen des Herstellers.

Avvertenza Pericolo di esplosione se la batteria non è installata
correttamente. Sostituire solo con una di tipo uguale o equivalente,
consigliata dal produttore. Eliminare le batterie usate secondo le
istruzioni del produttore.

Advarsel Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil
måte. Skift kun med samme eller tilsvarende type som er anbefalt av
produsenten. Kasser brukte batterier i henhold til produsentens
instruksjoner.

Aviso Existe perigo de explosão se a bateria for substituída
incorrectamente. Substitua a bateria por uma bateria igual ou de um tipo
equivalente recomendado pelo fabricante. Destrua as baterias usadas
conforme as instruções do fabricante.

¡Atención! Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de
manera incorrecta. Reemplazar la batería exclusivamente con el mismo tipo
o el equivalente recomendado por el fabricante. Desechar las baterías
gastadas según las instrucciones del fabricante.

Varning! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast batteriet
med samma batterityp som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande.
Följ tillverkarens anvisningar vid kassering av använda batterier.

宝飾品類の取り外しに関する警告

警告: 電力線に接続されている装置で作業する前に、指輪、ネックレス、時計な
どの宝飾品類を取り外します。金属部が電源またはアースに接すると、発熱して
重いやけどの原因になります。また金属部が端子に溶着することがあります。

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.
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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.

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.

雷鳴時の注意

警告: 雷が鳴り始めたら、システムの作業またはケーブルの接続や切断を行わな
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.
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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.

動作温度に関する注意

警告: サービス ゲートウェイが過熱しないように、104οF (40οC) の推奨周囲
温度を超える領域でデバイスを運転しないでください。気流が妨げられるのを防
ぐため、換気開口部のまわりに少なくとも 6 インチ (15.2 cm) のすきまを設け
てください。

Waarschuwing Om te voorkomen dat welke services gateway van de Juniper
Networks services gateway dan ook oververhit raakt, dient u deze niet te
bedienen op een plaats waar de maximale aanbevolen omgevingstemperatuur
van 40οC 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 services gateway-sarjan reititin
ylikuumentuisi, sitä ei saa käyttää tilassa, jonka lämpötila ylittää
korkeimman suositellun ympäristölämpötilan 40οC. Ettei ilmanvaihto
estyisi, tuuletusaukkojen ympärille on jätettävä ainakin 15,2 cm tilaa.

Attention Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme Juniper
Networks services gateway, ne l'utilisez pas dans une zone où la
température ambiante est supérieure à 40οC. Pour permettre un flot d'air
constant, dégagez un espace d'au moins 15,2 cm autour des ouvertures de
ventilations.
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Warnung Um einen services gateway der services gateway vor Überhitzung
zu schützen, darf dieser nicht in einer Gegend betrieben werden, in der
die Umgebungstemperatur das empfohlene Maximum von 40οC 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 services gateway, non
adoperateli in un locale che ecceda la temperatura ambientale massima di
40οC. 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
services gateway Disse skal ikke brukes på steder der den anbefalte
maksimale omgivelsestemperaturen overstiger 40οC (104οF). 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
services gateway, não utilize este equipamento numa área que exceda a
temperatura máxima recomendada de 40οC. 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
services gateway se recaliente, no lo haga funcionar en un área en la que
se supere la temperatura ambiente máxima recomendada de 40οC. 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 services gateway överhettas
genom att inte använda den i ett område där den maximalt rekommenderade
omgivningstemperaturen på 40οC 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注意

警告: 本製品を処分する場合は、国内の法令、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.
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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.

電気の安全に関するガイドラインと注意

電気によって作動するデバイスで作業するときは、次のセクションに示されたガ
イドラインに従います。

■ 電気災害の場合 173ページ

■ 一般的な電気安全ガイドラインおよび注意 173ページ

■ AC 電源の電気安全ガイドライン 178ページ

■ DC 電源の電気安全ガイドラインおよび注意 178ページ

電気災害の場合

電気災害によりけがが発生した場合は、この順に次の処置を行います。

1. 注意してください。さらにけがの原因となる可能性がある危険な状況に注意
します。

2. サービス ゲートウェイから電源を遮断します。

3. できれば、医療支援を得るため別の人を派遣します。他の場合には、けが人
の状況を確認し、助けを呼びます。

一般的な電気安全ガイドラインおよび注意

■ 次の地域、国または国際的な電気規則に従ってサービス ゲートウェイを設置
します。

■ 米国—National Fire Protection Association (NFPA 70), United States
National Electrical Code

■ カナダ—Canadian Electrical Code, Part 1, CSA C22.1
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■ 他の国—International Electromechanical Commission (IEC) 60364,
Part 1～Part 7

■ TN 電源系統の評価

■ 電気災害が起これば素早く電源を切ることができるように、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、電源延長コードの非接地、安全用接地の欠落など、作業領域に
おける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サービス ゲートウェイを操作し、製品使用の指
示に従います。

■ サービス ゲートウェイや周辺装置が安全かつ正しく機能するように、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、それらがよい状
態であることを確認します。

105ページの「フィールド交換ユニット（FRU）」で説明したように、サービス
ゲートウェイ コンポーネントの多くは、サービス ゲートウェイの電源をオフに
したり、電源を遮断しなくても、取り外しや交換ができます。損傷しているよう
に見える場合は、装置を取り付けないでください。

接地機器に関する警告

警告: サービス ゲートウェイは、接地して使用することになっています。通常の
使用時は、サービス ゲートウェイを接地させてください。

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.
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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.

ミッドプレーンのエネルギーの危険に関する注意

警告: 高レベルの電気エネルギーが、サービス ゲートウェイのミッドプレーン全
体に分布しています。サービス ゲートウェイに設置されたコンポーネントを修
理している間に、ミッドプレーンのコネクタまたはミッドプレーンに接続されて
いるコンポーネントに金属で触れないように注意してください。

複数の電源切断に関する注意

警告: サービス ゲートウェイには、電源接続が複数あります。ユニットの電源を
完全に切るには、この複数の電源接続をすべて切り離す必要があります。

Waarschuwing Deze eenheid heeft meer dan één stroomtoevoerverbinding;
alle verbindingen moeten volledig worden verwijderd om de stroom van deze
eenheid volledig te verwijderen.

Varoitus Tässä laitteessa on useampia virtalähdekytkentöjä. Kaikki
kytkennät on irrotettava kokonaan, jotta virta poistettaisiin täysin
laitteesta.

Attention Cette unité est équipée de plusieurs raccordements
d'alimentation. Pour supprimer tout courant électrique de l'unité, tous
les cordons d'alimentation doivent être débranchés.

Warnung Diese Einheit verfügt über mehr als einen Stromanschluß; um Strom
gänzlich von der Einheit fernzuhalten, müssen alle Stromzufuhren abgetrennt
sein.

Avvertenza Questa unità ha più di una connessione per alimentatore
elettrico; tutte le connessioni devono essere completamente rimosse per
togliere l'elettricità dall'unità.

Advarsel Denne enheten har mer enn én strømtilkobling. Alle tilkoblinger
må kobles helt fra for å eliminere strøm fra enheten.

Aviso Este dispositivo possui mais do que uma conexão de fonte de
alimentação de energia; para poder remover a fonte de alimentação de
energia, deverão ser desconectadas todas as conexões existentes.
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¡Atención! Esta unidad tiene más de una conexión de suministros de
alimentación; para eliminar la alimentación por completo, deben
desconectarse completamente todas las conexiones.

Varning! Denna enhet har mer än en strömförsörjningsanslutning; alla
anslutningar måste vara helt avlägsnade innan strömtillförseln till enheten
är fullständigt bruten.

電源切断に関する注意

警告: サービス ゲートウェイで、または電源装置の近くで作業する前に、AC サー
ビス ゲートウェイから電源コードのプラグを抜きます。DC サービス ゲートウェ
イでは、サーキット ブレーカーで電気のスイッチを切ります。

Waarschuwing Voordat u aan een frame of in de nabijheid van voedingen
werkt, dient u bij wisselstroom toestellen de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact te halen; voor gelijkstroom toestellen dient u de
stroom uit te schakelen bij de stroomverbreker.

Varoitus Kytke irti vaihtovirtalaitteiden virtajohto ja katkaise
tasavirtalaitteiden virta suojakytkimellä, ennen kuin teet mitään
asennuspohjalle tai työskentelet virtalähteiden läheisyydessä.

Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'une
alimentation électrique, débrancher le cordon d'alimentation des unités
en courant alternatif; couper l'alimentation des unités en courant continu
au niveau du disjoncteur.

Warnung Bevor Sie an einem Chassis oder in der Nähe von Netzgeräten
arbeiten, ziehen Sie bei Wechselstromeinheiten das Netzkabel ab bzw.
schalten Sie bei Gleichstromeinheiten den Strom am Unterbrecher ab.

Avvertenza Prima di lavorare su un telaio o intorno ad alimentatori,
scollegare il cavo di alimentazione sulle unità CA; scollegare
l'alimentazione all'interruttore automatico sulle unità CC.

Advarsel Før det utføres arbeid på kabinettet eller det arbeides i nærheten
av strømforsyningsenheter, skal strømledningen trekkes ut p
vekselstrømsenheter og strømmen kobles fra ved strømbryteren på
likestrømsenheter.

Aviso Antes de trabalhar num chassis, ou antes de trabalhar perto de
unidades de fornecimento de energia, desligue o cabo de alimentação nas
unidades de corrente alternada; desligue a corrente no disjuntor nas
unidades de corrente contínua.

¡Atención! Antes de manipular el chasis de un equipo o trabajar cerca de
una fuente de alimentación, desenchufar el cable de alimentación en los
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equipos de corriente alterna (CA); cortar la alimentación desde el
interruptor automático en los equipos de corriente continua (CC).

Varning! Innan du arbetar med ett chassi eller nära
strömförsörjningsenheter skall du för växelströmsenheter dra ur nätsladden
och för likströmsenheter bryta strömmen vid överspänningsskyddet.

TN 電源に関する注意

警告: サービス ゲートウェイは、TN 電源系統で使用します。

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.

Varning! Enheten är konstruerad för användning tillsammans med
elkraftssystem av TN-typ.

銅線に関する注意

警告: 銅線のみを使用します。

Waarschuwing Gebruik alleen koperen geleiders.

Varoitus Käytä vain kuparijohtimia.

Attention Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Warnung Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.
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Avvertenza Usate unicamente dei conduttori di rame.

Advarsel Bruk bare kobberledninger.

Aviso Utilize apenas fios condutores de cobre.

¡Atención! Emplee sólo conductores de cobre.

Varning! Använd endast ledare av koppar.

AC 電源の電気安全ガイドライン

次の電気安全ガイドラインは、AC 電源のサービス ゲートウェイに当てはまりま
す。

■ AC 電源のサービス ゲートウェイには、接地タイプの電源コンセントのみに
適合する、接地タイプのプラグを備えた 3 線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
電気規則に準拠する必要があります。

■ 各 AC 電源装置には、対応する AC アプライアンス差し込みが、シャーシの
電源装置のすぐ上にあります。各差込みには、専用の AC 電源フィードと、
専用の 15 A （250 VAC）回路ブレーカが必要です。現場の電力の準備に関す
る詳細は、193ページの「電源に関するガイドライン、必要条件、および仕
様」を参照してください。サービス ゲートウェイの電源への接続および接地
に関する情報は、64ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接
続」および193ページの「シャーシの接地仕様」を参照してください。

警告: サービスゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される場
所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護用
接地端子（左のペアのサイズは M6 ボルト用、右のペアのサイズは UNC 1/4-20
接地ラグ用）がシャーシ上にあります。この保護接地端子は、地面に永久に接地
する必要があります。

■ 本線リードの心線は、次の規則に従って着色されています。

■ 緑色および黄色－接地

■ 青色－ニュートラル

■ 茶色-活線

DC 電源の電気安全ガイドラインおよび注意

DC 電源の装置で作業するときは、次のガイドラインおよび注意を順守します。

■ DC 電源の電気安全ガイドライン 179ページ

■ DC 電源切断に関する注意 180ページ

■ DC 電源接地の要件と注意 181ページ
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■ DC 電源配線順序に関する注意 182ページ

■ DC 電源配線終端に関する注意 183ページ

DC 電源の電気安全ガイドライン

次の電気安全ガイドラインは、DC 電源のサービス ゲートウェイに当てはまりま
す。

■ DC 電源のサービス ゲートウェイは、最大構成のサービス ゲートウェイの電
力要件に合わせた DC 端子ブロックを装備しています。十分な電力を供給す
るには、システムに少なくとも 116 A (フィードあたり 58 A ) @ –48 VDC
（定格）を供給できる設備 DC 源で DC 入力線を終端します。最低
80 A (–48 VDC) またはその地域の規則で必要な定格のサーキット ブレーカ
を備えた、48 VDC 設備 DC 源を装備することを推奨します。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。米国およびカナダでは、
–48 VDC 設備は、米国の National Electrical Code およびカナダの Canadian
Electrical Code に従って、入力に供給される電力の最低 125% の定格のサー
キット ブレーカを装備している必要があります。必ずしっかりしたオフィス
のアースにアース線またはコンジットを接続します。アース スタッドでアー
ス線を終端するため、閉ループ リングを推奨します。

■ サーキット ブレーカー ボックスから 48 VDC のソースまで 2 本の電線を引
きます。80 A まで対応できる適切なゲージ ワイヤを使用します。

■ DC 端子ブロックを備えた DC 電源のサービス ゲートウェイは、アクセスが
制限された場所にのみ設置します。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: 1 次過負荷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
レーカは、NEC ANSI/NFPA70 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。ある条件の下では、逆極性で
の接続は、1 次サーキット ブレーカを落とすか、装置を損傷する場合があり
ます。

■ 安全のため、サービス ゲートウェイおよびDC 配線の供給側の両方で、安全
アースに緑色と黄色の線を接続します。

■ 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。

■ サービス ゲートウェイは、プラスの接地システムなので、RETURN とラベル
の付いた端子にプラスのリードを、–48V と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、接地をシャーシのアース点に
接続します。
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DC 電源切断に関する注意

警告: 次の手順のいずれかを実行する前には、電力が DC 回路から除去されてい
ることを確認します。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 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
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o disjuntor no painel que serve o circuito de corrente contínua e coloque-o
na posição OFF (Desligado), segurando nessa posição a manivela do
interruptor do disjuntor com fita isoladora.

¡Atención! Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la
alimentación del circuito de corriente continua (CC) esté cortada (OFF).
Para asegurarse de que toda la alimentación esté cortada (OFF), localizar
el interruptor automático en el panel que alimenta al circuito de corriente
continua, cambiar el interruptor automático a la posición de Apagado
(OFF), y sujetar con cinta la palanca del interruptor automático en
posición de Apagado (OFF).

Varning! Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera
att strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten. Kontrollera att
all strömförsörjning är BRUTEN genom att slå AV det överspänningsskydd
som skyddar likströmskretsen och tejpa fast överspänningsskyddets
omkopplare i FRÅN-läget.

DC 電源接地の要件と注意

接地および非接地の分岐回路供給線とサイズは同じだが、緑色と黄色の縞で区別
できる、絶縁された接地線が、装置を供給する分岐回路の一部として取り付けら
れています。接地線は、電源変圧器またはモーター発電機装置での別系統のシス
テムです。

詳細は、193ページの「シャーシの接地仕様」および202ページの「DC 電源ケーブ
ルの仕様」を参照してください。

警告: サービス ゲートウェイを取り付けるとき、アース接続は必ず最初に行い、
最後に取り外す必要があります。

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.
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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.

DC 電源配線順序に関する注意

警告: 適切なラグを使用して、DC 電源装置を配線します。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、そしてアースからアースです。接地線を必ず最初に接続し、最後に
取り外す必要があることに注意します。

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 V 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.
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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 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.

DC 電源配線終端に関する注意

警告: より線による配線が必要なときは、上向きラグが付いた閉ループまたは U
字形端子などの、許可された配線の終端を使用します。これらの終端は、電線に
適したサイズでなければなりません。また、絶縁体と導体の両方をクランプする
必要があります。

Waarschuwing Wanneer geslagen bedrading vereist is, dient u bedrading te
gebruiken die voorzien is van goedgekeurde aansluitingspunten, zoals het
gesloten-lus type of het grijperschop type waarbij de aansluitpunten
omhoog wijzen. Deze aansluitpunten dienen de juiste maat voor de draden
te hebben en dienen zowel de isolatie als de geleider vast te klemmen.

Varoitus Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyväksyttyä
johdinliitäntää, esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntää,
jossa on ylöspäin käännetyt kiinnityskorvat. Tällaisten liitäntöjen tulee
olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden tulee puristaa yhteen sekä
eristeen että johdinosan.

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, sind zugelassene Verdrahtungsabschlüsse, sind
zugelassene Verdrahtungsanschlüsse, z.B. Ringoesen oder gabelförmige
Kabelschuhe mit nach oben gerichteten Enden zu verwenden. Diese Abschlüsse
sollten die angemessene Größe für die Drähte haben und sowohl die
Isolierung als auch den Leiter festklemmen.

Avvertenza Quando occorre usare trecce, usare connettori omologati, come
quelli a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto. I
connettori devono avere la misura adatta per il cablaggio e devono serrare
sia l'isolante che il conduttore.

Advarsel Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente
ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med
oppoverbøyde kabelsko. Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i
forhold til ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen.

Aviso Quando forem requeridas montagens de instalação eléctrica de cabo
torcido, use terminações de cabo aprovadas, tais como, terminações de
cabo em circuito fechado e planas com terminais de orelha voltados para
cima. Estas terminações de cabo deverão ser do tamanho apropriado para
os respectivos cabos, e deverão prender simultaneamente o isolamento e o
fio condutor.

¡Atención! Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales para
cables homologados, tales como las de tipo "bucle cerrado" o "espada",
con las lengüetas de conexión vueltas hacia arriba. Estos terminales
deberán ser del tamaño apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán
que sujetar tanto el aislante como el conductor.

Varning! När flertrådiga ledningar krävs måste godkända ledningskontakter
användas, t.ex. kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtvänd tapp.
Storleken på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och
måste kunna hålla både isoleringen och ledaren fastklämda.

機関の承認およびコンプライアンス ステートメント

この付録は、次の規格コンプライアンス情報を説明します。

■ 機関の承認 184ページ

■ EMC 要件のコンプライアンス ステートメント 186ページ

■ 環境要件のコンプライアンス ステートメント 186ページ

■ 音響雑音に対するコンプライアンス ステートメント 187ページ

機関の承認

サービス ゲートウェイは、以下の標準に従います。

■ 安全性
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■ CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03/UL 60950-1, Safety of Information
Technology Equipment

■ EN 60825-1 Safety of Laser Products - Part 1: Equipment
Classification, Requirements and User's Guide

■ EN 60950-1 Safety of Information Technology Equipment

■ EMC

■ AS/NZS 3548 Class A（オーストラリア/ニュージーランド）

■ EN55022 Class A（ヨーロッパ）

■ FCC Part 15 Class A（米国）

■ VCCI Class A（日本）

■ イミュニティ

■ 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

■ ETSI

■ ETSI EN-300386-2 Telecommunication Network Equipment.
Electromagnetic Compatibility Requirements

サービス ゲートウェイは、以下の標準に準拠するよう設計されています。

■ NEBS

■ GR-1089-Core: EMC and Electrical Safety for Network
Telecommunications Equipment

■ SR-3580 NEBS Criteria Levels (Level 3 Compliance)

■ GR-63-Core: NEBS, Physical Protection

■ この装置は、CBN (Common Bonding Network) の一部として設置する
のに適切です。

■ この装置は、NEC (National Electrical Code) が該当する場所での
設置に適切です。
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■ 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、
Common DC リターン (DC-C) として扱うことができます。

EMC 要件のコンプライアンス ステートメント

カナダ

このクラス A 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.

ヨーロッパ共同体

この装置は、クラス C 製品です。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、適切な対策を講ずるよう使用者に求めら
れることがあります。

適合宣言

適合宣言申請中

日本

米国

サービス ゲートウェイは、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。

環境要件のコンプライアンス ステートメント

リチウム電池

この製品中のバッテリーは、水銀、鉛またはカドミウム物質をベースにしていま
せん。この製品で使用されているバッテリーは、EU Directives 91/157/EEC、
93/86/EEC、および 98/101/EEC に準拠しています。製品ドキュメントは、再生
およびリサイクルの適切な方式に関する情報を含んでいます。
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音響雑音に対するコンプライアンス ステートメント

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste
Schalldruckpegel beträgt 73 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779

翻訳:

EN ISO 7779による放出音圧は73 dB(A) です。
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付録B

物理的仕様

■ 物理的仕様 189ページ

物理的仕様

189ページの表25 は、サービス ゲートウェイ シャーシの物理的仕様を要約して
います。

表25: 物理的仕様

値説明

27.75 インチ (70.49 cm) 高さ

17.37 インチ (44.11 cm) 幅

23.0 インチ (58.42 cm) 奥行き（前面取り付け金具からシャー
シ後部まで）

奥行き合計（ケーブル管理システムを含む） 27.75 イン
チ (70.49 cm)

シャーシ寸法

シャーシ、およびその内部のミッドプレーン、ファン トレイ、
ケーブル管理システム150 lb (60.4 kg)

最大構成350 lb (158.76 kg)

サービス ゲートウェイ重
量

2.4 lb (1.1 kg)ルーティング エンジンの
重量

9.6 lb (4.4 kg)SCB の重量

13.1 lb (5.9 kg)IOC重量

1.1 lb (0.5 kg)クラフト インターフェー
スの重量

4.2 lb (1.9 kg)ファン トレイの重量

1.0 lb (0.5 kg)エア フィルタの重量

0.3 lb (0.14 kg)ケーブル管理の重量

3.8 lb (1.7 kg)DC 電源装置の重量
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表25: 物理的仕様 （続き）

値説明

5.0 lb (2.3 kg)AC 電源装置の重量
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付録C

サービス ゲートウェイ環境仕様

■ サービス ゲートウェイ環境仕様 191ページ

サービス ゲートウェイ環境仕様

191ページの表26は、通常のサービス ゲートウェイ運用に必要な環境仕様を規定
しています。さらに、設置場所はできるだけ埃のない所でなければなりません。
詳細は、81ページの「ハードウェア コンポーネントの保守」を参照してくださ
い。

表26: サービス ゲートウェイ環境仕様

値説明

10,000 ft (3048 m) まで性能劣化なし高度

相対湿度範囲（不凝縮）5%～90% で正常動作を保証相対湿度

温度範囲 32°F (0 C)～104°F (40°C) で正常動作を保証

輸送用木枠内での停止状態の保管温度範囲：–40°F (-40 C)～
158°F (70°C)

温度

Telcordia Technologies Zone 4 地震要件を満たすようテスト
済み

振動

AC 電力:20,160, BTU/hour (5912 W)

DC 電力:17,057 BTU/hour (5002 W)

注: これらの仕様は推定値であり、予告なしに変更されること
があります。

最大熱出力

注: National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 の、第 110-16 条、110-17 およ
び 110-18 に従って、専用の機器室など、制限区域にのみサービス ゲートウェ
イを設置してください。

その他の安全ガイドラインおよび要件は、153ページの「安全および規格コンプラ
イアンスの情報」を参照してください。
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付録D

電源に関するガイドライン、必要条件、お
よび仕様

■ シャーシの接地仕様 193ページ

■ AC 電源仕様 194ページ

■ DC 電源仕様 198ページ

■ 現場の電気配線のガイドライン 204ページ

シャーシの接地仕様

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、サービス ゲートウェイを十分に接地する必要があります。サー
ビス ゲートウェイをアース グラウンドに接地するために 2 対のスレッド イン
サート（PEM ナット）が、シャーシの背面の底部にあります（66ページの図32ま
たは70ページの図33を参照）。

注意: サービス ゲートウェイの取り付けが始まる前に、有資格電気技術者は、
ユーザーが準備した接地ケーブルおよび電源ケーブルにケーブル ラグを付ける
必要があります。ラグを間違って取り付けたケーブルは、サービス ゲートウェ
イを損傷する場合があります。

サービス ゲートウェイを接地するには、接地ケーブルをアース グラウンドに接
続し、次に、2 本のねじでそれをシャーシの接地ポイントに接続します。左側の
接地ポイントの対は M6 ねじ（欧州）に対応し、右側の対は UNC 1/4–20 ねじ
（米国）に対応します。各接地ポイント間の距離は、センターから 15.86 mm
（0.625 in.）です。サービス ゲートウェイと同梱の付属品ボックスには、接地
ケーブルに付けるケーブル ラグ（194ページの図68を参照）および正しい接地点
に接地ケーブルを固定するために使用する 2 つの UNC 1/4.20 ねじが入ってい
ます。82 A

警告: サービスゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される場
所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護用
接地端子[Metric -M6 および English - ¼-20 ねじ) 接地ラグ] がシャーシ上に
用意されています。この保護接地端子は、地面に永久に接地する必要がありま
す。
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図 68: 接地ケーブル ラグ

40 A (–48 VDC)、または 60 A (–48 VDC) 格付けの回路ブレーカーで 48 VDC 施
設が供給されます。接地ケーブルは、最小で 10 AWG、またはと該当管轄区域の
法規で定められた値でなければなりません。

警告: サービス ゲートウェイは、アクセスが制限される場所に設置されます。電
源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護用接地端子（Metric [M6] および
English [¼-20] ねじ接地ラグ）がシャーシ上に用意されています。この保護接
地端子は、地面に永久に接地する必要があります。

AC 電源仕様

■ AC 電源系統の仕様 194ページ

■ AC 電源装置仕様 195ページ

■ AC 電力サーキット ブレーカの仕様 195ページ

■ AC 電源サービス ゲートウェイの要件 195ページ

■ AC 電源コード仕様 197ページ

AC 電源系統の仕様

194ページの表27は、AC 電源装置の電気仕様を記載しています。

表27: AC 電源系統の電気仕様

仕様項目

動作範囲:200 ～ 240 VACAC 入力電圧

50 ～ 60 HzAC 入力周波数

33 A @ 240 VAC（インレット当たり 11 A）AC 系統定格電流

6018 WAC システム入力電力
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AC 電源装置仕様

195ページの表28は、AC 電源装置の電気仕様を記載しています。

表28: AC 電源装置の電気仕様

仕様項目

1700 W最大出力電力

動作範囲:200 ～ 240 VACAC 入力電圧

50 ～ 60 HzAC 入力周波数

11 A @ 240 VAC 最大AC 入力定格電流

AC 電力サーキット ブレーカの仕様

各 AC 電源装置には、専用 AC 電源フィードおよび専用 15 A (250 VAC) サー
キット ブレーカを必要とする 1 つの AC 機器インレットがあります。各 AC 電
源装置に最低 15 A (250 VAC) または、その地域の規則で許可される、専用サー
キット ブレーカの使用を推奨します。これにより、電源インフラストラクチャ
をアップグレードせずに、いずれの構成のサービス ゲートウェイも運用できま
す。

AC 電源サービス ゲートウェイの要件

最大構成の AC 電源サービス ゲートウェイを運用する計画の場合、システムに
33 A @ 240 VAC (インレット当たり 11 A) または各電源装置当たり 11 A
@ 240 VAC を提供することを推奨します。これにより、電源インフラストラク
チャをアップグレードせずに、いずれの構成のサービス ゲートウェイも運用で
きます。

最低でシステムに対して 33 A @ 240 VAC (インレット当たり 11 A)、または各
電源装置に対して 11 A @ 240 VAC の提供を計画していない場合、195ページの
表29 および 196ページの表30 の情報を使用して、ハードウェア構成の電力消費
および熱出力を計算できます。

195ページの表29は、典型的な電圧条件の下で動作し、非冗長および冗長電源装置
構成を含む、ベース AC 電源サービス ゲートウェイの電力要件を記載していま
す。

表29: ベース デバイスの AC 電源要件

所要電力（ワッ
ト）AC 電源装置の構成

471 W（概算）非冗長 AC 構成、3 台の AC 電源装置、ミッドプレーン、クラフト インターフェース、およびファン
トレイを含む（通常速度で動作）
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表29: ベース デバイスの AC 電源要件 （続き）

所要電力（ワッ
ト）AC 電源装置の構成

500 W（概算）冗長 AC 構成、4 台の AC 電源装置、ミッドプレーン、クラフト インターフェース、およびファン
トレイを含む（通常速度で動作）

196ページの表30は、典型的な電圧条件の下でのハードウェア コンポーネントの
電力要件を記載しています。

表30: AC 電源デバイスのコンポーネント電源要件

効率 85% での所要電力（ワット）所要電力（ワット）コンポーネント

235 W600 W – 400 W =200 W冷却システム（全速－通常速度）

176 W150 WSCB

106 W90 Wルーティング エンジン

367 W312 WIOC－一般的な標準値

429 W365 WIOC－一般的な最大値

251 W213 WSPC－一般的な標準値

413 W351 WSPC－一般的な最大値

AC 電源デバイスの典型的な電力消費は次の通りです:

■ 最小構成の消費電力

ベース デバイスと 3 基の電源装置 + 2 SCB + 1 ルーティング エンジン +
1 IOC + 1 SPC—一般的な標準値 =

471 W + (2)176 W + 106 W + 367 W + 251 = 1547 W

■ 最大構成の AC 消費電力

ベース デバイスと 4 基の電源装置 + ファン トレイ（全速力） + 2 SCB + 1
ルーティング エンジン + 10 IOC + 1 SPC—一般的な最大値 =

500 W + 235 W + 2(176 W) + 106 W + 10(429 W)+ 413 W = 500 W + 235 W +
352 W + 106 W + 4290 W+ 413 W = 5896 W

■ 全速で動作するファンの電流要件調節（高温環境または冷却コンポーネント
の障害）:

計算されたシステム電流 (X) – 冷却 (通常) + 冷却 (全速) =
X A – 8.3 A + 12.5 A =
X A + 4.2 A

■ 最大構成の AC 電源サービス ゲートウェイのシステム熱出力:
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ワット DC * 3.41 = BTU/hr
5896 W * 3.41 = 20,105 BTU/hr

AC 電源コード仕様

各 AC 電源装置には、専用 AC 電源フィードおよび専用 15 A (250 VAC) サー
キット ブレーカを必要とする 1 つの AC 機器インレットがあります。ほとんど
の現場では、フレームに取り付けた電力分配盤に至る主管路を通って電力を分配
します。また、サービス ゲートウェイを収容するラックの一番上に電力分配盤
の 1 つを設置できます。AC 電源コードは、その電力分配盤に各電源装置を接続
します。

それぞれ長さが 2.5 m（約 8 フィート）の着脱式の AC 電源コード が、サービ
ス ゲートウェイに付属しています。International Electrotechnical Commission
(IEC) 標準 60320 に示されているように、コードのメス端にある C19 機器カプ
ラーを、AC 機器インセットのカプラー、タイプ C20（直角）に挿入します。電
源コードのオス端のプラグは、その地域に標準的な電源コンセントに適合しま
す。

警告: サービス ゲートウェイ用の AC 電源コードは、サービス ゲートウェイ専
用です。他の用途に使用しないでください。

注: 北米では、National Electrical Code (NEC) Sections 400-8 (NFPA 75,
5-2.2) および 210-52, and 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 4.5 m（約 14.75 フィート）を超えて
はいけません。サービス ゲートウェイに付属のコードは、これに準拠していま
す。

197ページの表31は、仕様を示し、198ページの図69は、各国または地域に提供され
る AC 電源コードのプラグを示しています。

表31: AC 電源コード仕様

プラグ タイプ電気仕様国

SAA/3240 VAC、50 Hz ACオーストラリア

PSB-10240 VAC、50 Hz AC中国

CEE 7/7220 または 230 VAC、50
Hz AC

ヨーロッパ（デンマーク、イタリア、スイ
ス、英国を除く）

CEI 23-16/VII230 VAC、50 Hz ACイタリア

NEMA L6-20P220 VAC、50 または 60
Hz AC

日本

NEMA L6-20P250 VAC、60 Hz AC北米

BS89/13240 VAC、50 Hz AC英国
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図 69: AC プラグ タイプ

注意: 電源コードおよびケーブルは、サービス ゲートウェイのコンポーネントへ
のアクセスを遮ったり、人がつまずきそうな場所にあってはいけません。

コンポーネントの説明を含む、AC 電源装置の詳細については、27ページの「AC
電源装置」を参照してください。初期設置での電源コードの接続についての手順
は、64ページの「AC 電源のサービス ゲートウェイに電源を接続」を参照してく
ださい。AC 電源コードの交換の手順は、148ページの「AC 電源装置コードの交
換」を参照してください。

警告: サービス ゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される
場所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護
用接地端子[Metric -M6 および English - ¼-20 ねじ) 接地ラグ] がシャーシ上
に用意されています。この保護接地端子は、地面に永久に接地する必要がありま
す。

DC 電源仕様

■ DC 電源系統仕様 198ページ

■ DC 電源装置仕様 199ページ

■ DC 電力サーキット ブレーカの仕様 199ページ

■ DC 電源サービス ゲートウェイの要件 199ページ

■ DC 電源ケーブルの仕様 202ページ

DC 電源系統仕様

199ページの表32は、DC 電源系統の電気仕様を記載しています。
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表32: DC 電源電気仕様

仕様項目

動作範囲:-40.5 ～ –72 VDCDC 入力電圧

116 A （フィールド当たり 58 A ） @ –48 VDC（定格）DC 系統定格電流

4987 WDC システム入力電力

DC 電源装置仕様

199ページの表33は、DC 電源装置および電源系統の電気仕様を記載しています。

表33: DC 電源電気仕様

仕様項目

1600 W最大出力電力

公称：–48 VDC

動作範囲:-40.5 ～ –72 VDC

DC 入力電圧

33.3 A @ –48 VDCDC 入力定格電流

40 A内部二次保護装置

DC 電力サーキット ブレーカの仕様

最大構成の DC 電源サービス ゲートウェイを運用する計画の場合、システムに
最低でも 116 A (フィールド当たり 58 A) @ -48 VDC（定格）を用意することを
推奨します。各 DC 電源装置には、最低 80 A (–48 VDC) の定格の専用サーキッ
ト ブレーカを使用します。これにより、電源インフラストラクチャをアップグ
レードせずに、いずれの構成のサービス ゲートウェイも運用できます。

最大構成未満で DC 電源のサービス ゲートウェイを運転し、80 A （.48 VDC）
サーキット ブレーカを準備しない場合、各 DC 電源に少なくとも システムが
-48 VDC で消費する連続電流の 125% 用のサーキット ブレーカの提供を推奨し
ます。

DC 電源サービス ゲートウェイの要件

最大構成の DC 電源サービス ゲートウェイを運用する計画の場合、システムに
最低でも 116 A (フィールド当たり 58 A) @ -48 VDC（定格）を用意することを
推奨します。これにより、電源インフラストラクチャをアップグレードせずに、
いずれの構成のサービス ゲートウェイも運用できます。

システムに最低 116 A (フィード当たり 58 A ) @ –48 VDC（定格）を用意しな
い場合、200ページの表34および200ページの表35の情報を使用して、-48 VDC での
電力消費およびハードウェア構成の熱出力を計算できます。
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200ページの表34は、典型的な電圧条件の下で動作し、非冗長および冗長電源装置
構成を含む、ベース DC デバイスの電力要件を記載しています。

注: ベース DC 電源デバイス。ミッドプレーン、クラフト インターフェース、お
よびファン トレイ（通常速度で動作）を含む。

表34: ベース デバイスの DC 電源要件

所要電流（アン
ペア @
–48 VDC）

所要電力（ワッ
ト）DC 電源系統の構成

8.3 A（概算）400 W（概算）非冗長 DC構成。2 台の DC電源装置、ミッドプレーン、
クラフト インターフェース、およびファン トレイ（通
常速度で動作）を含む

8.3 A（概算）400 W（概算）冗長 DC構成。4 台の DC電源装置、ミッドプレーン、
クラフト インターフェース、およびファン トレイ（通
常速度で動作）を含む

表35: コンポーネントの所要 DC 電力

所要電流（アン
ペア @
–48 VDC）

所要電力（ワッ
ト）コンポーネント

3.1 A150 WSCB

1.9 A90 Wルーティング エンジン

4.2 A600 W – 400 W
=200 W

冷却システム（全速－通常速度）

6.5 A312 WIOC－一般的な標準値

7.6 A365 WIOC－一般的な最大値

4.4 A213 WSPC－一般的な標準値

7.3 A351 WSPC－一般的な最大値

DC 電源デバイスの典型的な電力消費は次の通りです:

■ 最小構成の消費電力

ベース デバイスと 2 基の電源装置 + 2 SCB + 1 ルーティング エンジン +
1 IOC + 1 SPC—一般的な標準値 =

8.3 A +2( 3.1) A + 1.9 A + 6.5 A + 4.4 A = 27.3 A @ –48 VDC = 1310 W
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■ 最大構成の消費電力

ベース デバイスと 4 基の電源装置 + ファン トレイ（全速力） + 2 SCB + 1
ルーティング エンジン + 10 IOC + 1 SPC—一般的な最大値 =

8.3 A + 4.2 A + 2(3.1 A) + 1.9 A + 10(7.6 A) + 7.3 A = 8.3 A + 4.2 A +
6.2 A + 1.9 A + 76 A + 7.3 A = 103.9 A @ –48 VDC = 4987 W

■ 全速で動作するファンの電流要件調節（高温環境または冷却コンポーネント
の障害）:

計算されたシステム電流 (X) – 冷却 (通常) + 冷却 (全速) =
X A – 8.3 A + 12.5 A =
X A + 4.2 A

■ –48 VDC 以外の DC 電源からの入力電流（DC 電源にのみに該当）:

(–54 VDC 入力) * (入力電流 X) = (–48 VDC 入力) * (入力電流 Y)
54 * X = 48 * 103.9 A
X = 48 * 103.9 A/54 = 92.4 A

■ 最大構成の DC 電源サービス ゲートウェイのシステム熱出力:

ワット DC * 3.41 = BTU/hr
4987 * 3.41= 17,006 BTU/hr
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DC 電源ケーブルの仕様

サービス ゲートウェイと同梱の付属品ボックスには、各電源装置の端子スタッ
ドに取り付けるケーブル ラグが含まれます（202ページの図70を参照）。

図 70: DC 電源ケーブル ラグ

注意: サービス ゲートウェイの取り付けが始まる前に、有資格電気技術者は、
ユーザーが準備した接地ケーブルおよび電源ケーブルにケーブル ラグを付ける
必要があります。ラグを間違って取り付けたケーブルは、サービス ゲートウェ
イを損傷する場合があります。

警告: サービス ゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される
場所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護
用接地端子[Metric -M6 および English - ¼-20 ねじ) 接地ラグ] がシャーシ上
に用意されています。この保護接地端子は、地面に永久に接地する必要がありま
す。
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203ページの表36は、ユーザーが用意する電源ケーブルの仕様を要約しています。

表36: DC 電源ケーブルの仕様

数量および仕様
ケーブルのタイ
プ

4 芯 6-AWG（13.3 mm2）、最低 60°C 電線、または、その地域の規則が
許可するもの

電源

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。当該地域の外部 DC 電源によ
り使用されている色分けが、各電源の端子スタッドに付いている電源ケーブルの
リードの色分けを決定します。

203ページの図71は、典型的な DC 電源配線を示します。

図 71: デバイスへの典型的な DC 電源配線

警告: フィールド配線接続には、銅線のみを使用してください。

他の電気安全情報は、173ページの「電気の安全に関するガイドラインと注意」を
参照してください。
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注意: 電源コードおよびケーブルは、サービス ゲートウェイのコンポーネントへ
のアクセスを遮ったり、人がつまずきそうな場所にあってはいけません。

DC 電源装置の説明は、29ページの「DC 電源装置」を参照してください初期設置
中の DC 電源ケーブルおよび接地ケーブルの接続の手順は、67ページの「DC 電
源を使用するサービス ゲートウェイに電源を接続」を参照してください。DC 電
源ケーブルの交換の手順は、149ページの「DC 電源装置ケーブルの交換」を参照
してください。

警告: サービス ゲートウェイはプラグ可能 A 型装置で、アクセスが規制される
場所にインストールされます。電源装置コードの接地ピンに加えて、個別の保護
用接地端子[Metric -M6 および English - ¼-20 ねじ) 接地ラグ] がシャーシ上
に用意されています。この保護接地端子は、地面に永久に接地する必要がありま
す。

現場の電気配線のガイドライン

信号の距離制限

誤って設置された電線は、電波障害の原因となります。また、電線が推奨された
距離を超える場合、または電線が建物と建物の間を渡っている場合、落雷による
損傷の可能性が高くなります。雷光による電磁パルス（EMP）は、シールドなし
導線を損傷し、電子機器を破壊する場合があります。ユーザーの現場で、以前に
そのような問題が発生している場合、電気サージの抑止およびシールドの専門家
に相談してください。

無線周波妨害

接地導体を十分に配分したより対線の使用によって、現場の配線から無線周波妨
害（RFI）の放射を低減または除去できます。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につき 1 つの接地導体を備えた高品質より対線を使
用してください。

電磁整合性

ユーザーの現場が、特に雷光または無線送信機からの電磁整合性（EMC）に関す
る問題に弱い場合、専門家の助言を求めてください。電磁妨害（EMI）の強力な
発生源は、サービス ゲートウェイの信号のドライバおよびレシーバを破壊した
り、機器の中へ至る線で電圧サージを発生させ、電気的障害の原因となる場合が
あります。適切に接地されシールドされた環境を提供し、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。

注意: 建物間の雷光/サージ要件に準拠するため、建物間配線はシールドし、配線
のシールドは両端で接地する必要があります。
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付録E

ケーブルおよび電線のガイドラインおよび
仕様

デバイスまたはコンポーネントの取り付け準備をするため、必要なケーブルおよ
び電線が揃っていることを確認します。

■ ネットワーク ケーブルの仕様およびガイドライン 205ページ

■ ルーティング エンジンのインターフェース ケーブルおよび電線の仕
様 208ページ

ネットワーク ケーブルの仕様およびガイドライン

サービス ゲートウェイでサポートされる様々な IOC では、マルチモードおよび
シングルモードの光ファイバ ケーブルなど、様々な種類のネットワーク ケーブ
ルを使用できます。詳細については、次のセクションを参照してください。

■ マルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルの信号損失 205ページ

■ 光ファイバ ケーブルでの減衰および分散 206ページ

■ 光ファイバ ケーブルのパワー バジェットの計算 206ページ

■ 光ファイバ ケーブルのパワー マージンの計算 207ページ

マルチモードおよびシングルモード光ファイバ ケーブルの信号損失

マルチモード ファイバは、直径が十分に大きいので、光線は内部で反射する
（ファイバの壁からはね返る）ことができます。通常、マルチモード ファイバ
のインターフェースは、光源として LED を使用します。しかしながら、LED は
コヒーレント光源ではありません。マルチモード ファイバへ異なる波長の光を
送り込み、ファイバは、異なる角度で光を反射します。光線は、マルチモード
ファイバの中をジグザグに進み、信号が分散します。ファイバ心線を移動する光
が、ファイバのクラッドに入ると、高位モード損失（HOL）が発生します。これ
らの要因が重なって、マルチモード ファイバの伝送距離は、シングルモード
ファイバと比較すると制限されます。

シングルモード ファイバは直径が非常に小さいので、光線は 1 つの層のみを
通って内部で反射されます。シングルモード ファイバのインターフェイスは、
光源としてレーザーを使用します。レーザーは、単一波長の光を生成し、その光
はシングルモード ファイバを通ってまっすぐに進みます。マルチモード ファイ
バと比較して、シングルモード ファイバは帯域幅がより高く、信号をより長く
運ぶことができます。したがって、より高価になります。
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光ファイバ ケーブルでの減衰および分散

光データ リンクの適切な動作は、正しく復調するのに十分なパワーを持つ変調
光がレシーバに届くかどうかによります。減衰 とは、送信された光信号のパワー
が小さくなることです。減衰は、ケーブル、ケーブル スプライスおよびコネク
タのような、パッシブなメディア コンポーネントが原因になります。減衰は、
他のメディアより光ファイバは著しく小さくなっていますが、それでも、マルチ
モードおよびシングルモードの送信の両方で発生します。効率的な光データ リ
ンクには、減衰を克服できる十分な光が必要です。

分散とは、時間が経過すると信号が広がることです。次の 2 つのタイプの分散
が、光データ リンクに影響する場合があります。

■ 色分散－光線の速度が異なることにより、時間が経過すると信号が分散する
こと。

■ モーダル分散－ファイバの伝播モードが異なることにより、時間が経過する
と信号が分散すること。

マルチモード送信では、通常、色分散または減衰ではなくモーダル分散が、最大
ビット レートおよびリンク長を制限します。シングルモード送信では、モーダ
ル分散は要因ではありません。しかしながら、ビット レートが高く距離が長い
場合は、モーダル分散ではなく色分散が、最大リンク長を制限します。

効率的な光データ リンクには、その仕様内で動作するのにレシーバが要求する
最小パワーを超えるのに十分な光が必要です。さらに、分散の合計は、Telcordia
Technologies ドキュメントGR-253-CORE (Section 4.3) および International
Telecommunications Union (ITU) ドキュメント G.957 において、リンクのタイ
プについて規定された範囲未満でなければなりません。

色分散が許される最大にあるとき、その影響は、パワー バジェットでのパワー
ペナルティと見なすことができます。光パワー バジェットは、コンポーネント
減衰、パワー ペナルティ（分散によるものを含む）および予期しない損失の安
全マージンの合計を考慮に入れなければなりません。パワー バジェットについ
て詳しくは、206ページの「光ファイバ ケーブルのパワー バジェットの計算」を
参照してください。

光ファイバ ケーブルのパワー バジェットの計算

光ファイバ接続が、適切な運用に十分なパワーを持っていることを確認するに
は、リンクのパワー バジェットを計算する必要があります。パワー バジェット
とは、リンクが送信できる最大パワーです。パワー バジェットを計算するとき
は、実際のシステムのすべての部品が、ワーストケース レベルで動作しなくな
るとは限らなくても、ワーストケース解析を使用して、エラーのマージンを提供
します。パワー バジェット（P

B
）のワーストケース推計を計算するには、最小送

信機パワー（P
T
）および最小レシーバ感度（P

R
）を前提にします。

P
B
= P

T
– P

R

次の仮のパワー バジェット式では、デシベル（dB）および1 ミリワットを基準
にしたデシベル（dBm）で測定した値を使用します。
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P
B
= P

T
– P

R

P
B
= –15 dBm – (–28 dBm)

P
B
= 13 dB

光ファイバ ケーブルのパワー マージンの計算

（206ページの「光ファイバ ケーブルのパワー バジェットの計算」で示した式を
使用して）リンクのパワー バジェットを計算した後、パワー マージン（P

M
）を

計算できます。パワー マージンとは、パワー バジェット（P
B
）から減衰または

リンク損失（LL）を引いた後に利用可能なパワーの量を表します。P
M
のワースト

ケース推定は、最大LLを前提としています。

P
M
= P

B
– LL

ゼロより大きいP
M
は、パワー バジェットが、レシーバを運用するのに十分である

ことを示します。

リンク損失の要因には、高位モード損失、モーダルおよび色分散、コネクタ、ス
プライス、およびファイバ減衰などがあります。207ページの表37は、次のサンプ
ル計算で使用される要因に対する推定損失量を記載しています。装置および他の
要因による実際の信号損失量に関する情報は、ベンダーのドキュメントを参照し
てください。

表37: リンク損失の要因の推定値

推定リンク損失値リンク損失の要因

シングルモード－なし

マルチモード－0.5 dB

高位モード損失

シングルモード－なし

マルチモード－なし、帯域幅と距離の積が 500 MHz-km
未満の場合

モーダルおよび色分散

0.5 dBコネクタ

0.5 dBスプライス

シングルモード－0.5 dB/km

マルチモード－1 dB/km

ファイバ減衰

次の例では、207ページの表37の推定値を使用して、パワー バジェット（P
B
）が

13 dB の 2 km 長のマルチモード－ リンクに対するリンク損失（LL）を計算して
います。

■ 2 km のファイバ減衰 @ 1.0 dB/km= 2 dB

■ 5 つのコネクタの損失（コネクタ当たり 0.5 dB） = 5(0.5 dB) = 2.5 dB
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■ 2 つのスプライスの損失（スプライス当たり 0.5 dB） = 2(0.5 dB) = 1 dB

■ 高位損失 = 0.5 dB

■ クロック修復モジュール = 1 dB

パワー マージン（P
M
）は次のように計算されます。

P
M
= P

B
– LL

P
M
= 13 dB – 2 km (1.0 dB/km) – 5 (0.5 dB) – 2 (0.5 dB) – 0.5 dB [HOL] – 1

dB [CRM]

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

P
M
= 6 dB

パワー バジェット（P
B
）が 13 dBで、長さ 8 km のシングルモード リンクの次

の計算例は、207ページの表37からの推定値を使用して、リンク損失（LL）をファ
イバ減衰（8 km @ 0.5 dB/km、すなわち4 dB）および 7 個のコネクタの損失（コ
ネクタ当たり 0.5 dB、すなわち 3.5 dB）の合計として計算しています。パワー
マージン（P

M
）は次のように計算されます。

P
M
= P

B
– LL

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

P
M
= 13 dB – 4 dB – 3.5 dB

P
M
= 5.5 dB

両方の例で、計算されたパワー マージンは 0 より大きく、リンクが送信に十分
なパワーを持ち、最大レシーバ入力パワーを超えないことを示しています。

ルーティング エンジンのインターフェース ケーブルおよび電線の仕様

208ページの表38は、管理ポートへ接続するケーブルおよびアラーム リレー接点
へ接続する電線の仕様を示しています。

表38: ルーティング エンジン管理およびアラーム インターフェースのケーブルおよび電
線の仕様

レセプタクル最大長付属のケーブル/
電線

ケーブル仕様ポート

RJ-45/DB-9オス6 フィート
（1.83 m）

6 フィート
（1.83 m）長 1
本、RJ-45/DB-9
コネクタ付き

RS-232
（EIA-232）シ
リアル ケーブ
ル

ルーティング エ
ンジン コンソー
ルまたは補助イ
ンターフェース
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表38: ルーティング エンジン管理およびアラーム インターフェースのケーブルおよび電
線の仕様 （続き）

レセプタクル最大長付属のケーブル/
電線

ケーブル仕様ポート

RJ-45 オートセ
ンシング

328 フィート
（100 m）

15 フィート
（4.57 m）長 1
本、RJ-45/RJ-45
コネクタ付き

100Base-T に適
切なカテゴリ 5
ケーブルまたは
同等物

ルーティング エ
ンジンのイーサ
ネット インター
フェース
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付録F

リフトを使用しないサービス ゲートウェイ
の設置

サービス ゲートウェイを設置するのにメカニカル リフトを使用する（好ましい
方法）ことができない場合、手動で設置できます。サービス ゲートウェイを手
動で設置する前に、最初にシャーシからコンポーネントを取り外し、サービス
ゲートウェイをラックに設置してから、コンポーネントを再設置しなければなり
ません。シャーシを持ち上げてラックまたはキャビネットに載せるには、少なく
とも 3 人が必要です。コンポーネントを取り外した状態で、シャーシは重量が
約 150 ポンド (60.4 kg) あります。

サービス ゲートウェイをラックに設置する前に、160ページの「シャーシの持ち
上げガイドライン」の安全性に関する情報をお読みください。43ページの「サー
ビス ゲートウェイの開梱」で示されたように、運送用コンテナからサービス
ゲートウェイを取り出します。47ページの「取付け用ハードウェアの設置」に
従って、取り付け用ハードウェアを設置します。

この付録では、サービス ゲートウェイを設置する、以下のトピックについて説
明します。

■ 必要な工具と部品 211ページ

■ シャーシ コンポーネントの取外し 211ページ

■ シャーシをラックに手動で設置 219ページ

■ シャーシ コンポーネントの再インストール 221ページ

必要な工具と部品

サービス ゲートウェイを設置するには、以下の工具および部品が必要です。

■ Phillips プラスねじ回し、1 および 2 号

■ 3/8 インチのナット ドライバ

■ ESD 接地リスト ストラップ

シャーシ コンポーネントの取外し

サービス ゲートウェイを手動で設置するのに十分なほど軽くするため、最初に
シャーシからほとんどのコンポーネントを取り外します。シャーシからコンポー
ネントを取り外すためのこのセクションの手順は、初期接地の場合のみに該当
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し、サービス ゲートウェイに電源ケーブルを接続していないと仮定しています。
以下に、シャーシの背面から、次に前面からコンポーネントを取り外す手順を示
します。

■ 電源装置の取外し 212ページ

■ SCB の取外し 213ページ

■ ファン トレイの取外し 214ページ

■ ケーブル管理システムの取外し 216ページ

■ IOC および SPC の取り外し 217ページ

電源装置の取外し

電源装置は、シャーシの背面に垂直に設置されています。各 AC 電源装置は重量
が約 5.0 ポンド（2.3 kg）であり、各 DC 電源装置は重量が約 3.8 ポンド
（1.7 kg）です。

一番左にあるものから開始し、順次右に向かって電源装置を取り外していきま
す。AC または DC 電源装置を取り外すには、各電源装置についてこの手順に従
います（213ページの図72を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. AC 電源サービス ゲートウェイでは、電源装置スロットの AC スイッチをオ
フ位置（O）に切り替えます。DC 電源のサービス ゲートウェイでは、電源装
置上のサーキット ブレーカを OFF 位置に切り替えます。

電源装置が電源に接続されていない場合でも、この手順を推奨します。

3. 片方の手でで電源装置フェースプレートのハンドルをつかみながら、もう片
方の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引
き出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。

4. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。

5. 電源装置をシャーシから真っ直ぐに引き出します。

警告: 電源装置の上部の電源コネクタには触れないでください（141ページの図60
を参照）。コネクタに危険な電圧がある可能性があります。
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図 72: サービス ゲートウェイの取り付け前に電源装置を取り外す

SCB の取外し

サービス ゲートウェイには、3 つまでの SCB を備えることができます。それら
は、シャーシ右背面の 0、1、および 2/6 のマークが付いたスロットにあります。
各 SCB の重量は約 9.6 ポンド (4.4 kg) です。

注意: コンポーネントの取り外しまたは交換の前に、イジェクタ ハンドルを適切
に操作しており、それらがすべてのサービス ゲートウェイ コンポーネント上に
正しく格納されていることを確認します。

SCB を取り外す手順は次のとおりです（214ページの図73を参照）。

1. 静電気バッグ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に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. SCB フェースプレートの両側に付いているイジェクター ハンドルの拘束ねじ
をゆるめます。
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4. 両方のイジェクター ハンドルを同時に反時計回りに回転して SCB を外しま
す。

5. イジェクターハンドルをつかんで、SCB を約半分ほどシャーシの外側に引き
出します。

6. 片方の手を SCB の下において支えながら、SCB をシャーシから完全に引き出
します。SCB を静電気防止マットの上に置きます。

注意: 取り外したハードウェアコンポーネントを積み重ねないでください。どの
コンポーネントも、安定した平坦な表面に敷いた静電気防止マット上に置いてく
ださい。

7. 2 および 3 個目の SCB について、この手順を繰り返します。

図 73: SCB の取外し

ファン トレイの取外し

上段のファン トレイはシャーシの前面のカードケージの上部にあり、下段のファ
ン トレイはカードケージの下部にあります。各ファン トレイの重量は約 13 ポ
ンド (5.9 kg) です。

214 ■ シャーシ コンポーネントの取外し

SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドのガイドラインを示します。



上段または下段のファン トレイを取り外す手順は次のとおりです(上段および下
段ファン トレイを示す215ページの図74および216ページの図75を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 下段のファン トレイを取り外すには、ケーブル管理システムの PULL という
ラベルが付いている 2 つのリリースを同時に引きます。それを外側に向かっ
て持ち上げて所定位置でロックします。

3. ファン トレイ フェースプレートの両側にある拘束ねじを緩めます。

4. ファン トレイの両側をつかんで、1～3 インチ程引き出します。

5. 片方の手をファン トレイの下に置いて支えながら、ファン トレイをシャー
シから完全に引き出します。

図 74: 上段ファン トレイの取外し
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図 75: 下段ファン トレイの取外し

ケーブル管理システムの取外し

ケーブル管理システムは、カードケージの下にあります。ケーブル管理システム
は重量が約 4.1 ポンド (1.9 kg) あります。

注意: コンポーネントの取り外しまたは交換の前に、イジェクタ ハンドルを適切
に操作しており、それらがすべてのサービス ゲートウェイ コンポーネント上に
正しく格納されていることを確認します。

ケーブル管理システムを取り外すには、次の手順を使用します（217ページの図76
を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. 3/8-in. ナット ドライバーを使って、ケーブル管理システムの隅にあるナッ
トを外します。

3. ケーブル管理システムの底部をつかみ、シャーシ前面のスタッドから真っ直
ぐに引き抜きます。
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図 76: ケーブル管理システムの取外し

IOC および SPC の取り外し

サービス ゲートウェイには、最高 12 枚の IOC および SPC を装備できます。
それらは、デバイスの前部に水平に設置されています。各 IOC または SPC は、
重量が最大で 13.1 ポンド (5.9 kg) あります。その全重量を引き受ける用意を
しておきます。

IOC または SPC を取り外すには、次の手順を使用します（219ページの図77を参
照）。

1. カード用の静電防止マットを用意します。また、取り外すカードで光学イン
ターフェースを使用している各ポートには、ゴム製安全キャップを準備しま
す。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. 後で正しいポートにケーブルを再接続できるように、IOC の各ポートに接続
されたケーブルにラベルを付けます。

4. カードが光ファイバ ケーブルを使用している場合は、各トランシーバおよび
各ケーブルの端を直ちにゴム製安全キャップで覆います。ケーブルに応力点

シャーシ コンポーネントの取外し ■ 217

付録F: リフトを使用しないサービス ゲートウェイの設置



ができるのを防ぐために、取り外したケーブルをケーブル管理システムに配
置します。

警告: 光ファイバ トランシーバの内部または光ファイバ ケーブルの端を直接の
ぞかないでください。光ファイバ 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 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。

注意: ケーブルを挿入するか取り外す場合以外は、光ファイバ トランシーバの覆
いを取ったままにしないでください。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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

5. IOC を解放するため、左回りに両方のイジェクタ ハンドルを同時に回しま
す。

6. ハンドルをつかみ、カード ケージから半分ほどカードをまっすぐに引き出し
ます。

7. 一方の手をカードの前部のまわりに、もう一方の手をカードの下に置き、支
えます。シャーシから IOC を完全に引き出して、静電防止マットの上に置く
か、または静電気バッグに入れます。

注意: カードの重量は、後部端に集中しています。カードをシャーシから引き出
すときに、最高 13.1 ポンド (5.9 kg) の全重量を引き受ける用意をしておきま
す。

カードをシャーシから出したら、イジェクタ ハンドル、バスバー、またはエッ
ジ コネクタを持ってカードを保持しないでください。それらはカードの重量を
支えることができません。

取り外した後、カードどうしを積み重ねないでください。それぞれを個別に静電
気バッグに入れるか、平らで安定した面に敷いた静電防止マットの上に置きま
す。
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図 77: IOC または SPC の取り外し

シャーシをラックに手動で設置

ラックにサービス ゲートウェイを設置するには、次の手順に従います（221ペー
ジの図78を参照）。

注意: 1 つのラックに 2 または 3 基のサービス ゲートウェイを設置するには、
最初に一番下の段から設置してください。ラックまたはキャビネットの上の位置
にサービス ゲートウェイを設置するには、リフトが必要です。

注意: サービス ゲートウェイをラック前面に取り付ける前に、ラックがサービス
ゲートウェイの重量を支えるのに十分に丈夫であり、取り付け場所で十分に支え
られていることを資格のある技術者に確認してもらいます。

注意: シャーシを持ち上げてラックに取り付けるには、3 人が必要です。空の
シャーシは重量が約 150 ポンド (60.4 kg) あります。
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1. ラックがその永続的な場所にあり、建物に固定されていることを確認します。
設置場所に通風と保守の両方のための十分なすき間があることを確認します。
詳細については、35ページの「サービス ゲートウェイの設置場所の準備」
を参照してください。

2. サービス ゲートウェイをラックまたはキャビネットの前に配置し、取付け用
シェルフの前で中央に来るようにします。利用可能な場合は、パレット ジャッ
クを使用します。

3. 両側に 1 人ずつと前面に 1 人で、シャーシの下を保持し、注意深く持ち上
げて (設置されている場合) 大小の取り付け用シェルフの上に載せます。

警告: けがを防ぐため、背筋を伸ばして、腰を曲げずに脚を使って持ち上げます。
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、
足場はしっかりしている必要があります。

4. 取り付けブラケットまたは前部取り付けフランジがラック レールと接触する
まで、取り付け用シェルフの上へサービス ゲートウェイを滑らせます。取り
付けブラケットの穴とシャーシの前面取り付けフランジの穴が、ラック レー
ルの穴と一致します。

5. オープンフレーム ラックにサービス ゲートウェイを設置するには、ラック
と揃った取り付け穴のそれぞれに下の穴から取り付けねじを取り付けます。

6. サービス ゲートウェイの位置を目で検査します。サービス ゲートウェイが
ラックに適切に設置されている場合、ラックの片側の取付けねじはすべて、
向かい側の取付けねじと一列に並び、サービス ゲートウェイは水平であるは
ずです。
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図 78: サービス ゲートウェイをラックに設置

注: この図は、オープン フレーム ラックに設置されるサービス ゲートウェイを
示しています。4 本柱ラックまたはキャビネットに必要な取り付けハードウェア
の図は、49ページの図24を参照してください。

シャーシ コンポーネントの再インストール

サービス ゲートウェイ をラックに設置したら、サービス ゲートウェイの起動
および構成の前に、取り外したコンポーネントを再取り付けします。以下に、最
初にシャーシの背面から、次に前面からコンポーネントを再インストールする手
順を示します。

■ SCB の再インストール 222ページ

■ 電源装置の再インストール 223ページ

■ IOC および SPC の再取り付け 224ページ

■ ファン トレイの再インストール 226ページ

■ ケーブル管理システムの再インストール 228ページ
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SCB の再インストール

SCB を取り付けるには、次の手順を使用します（222ページの図79を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. SCB の両側をシャーシの内部のガイドに慎重に合わせます。

3. 正しく整列するよう調整しながら、SCB をシャーシにスライドして挿入しま
す。

4. 両方のイジェクターハンドルをつかみ、SCB が完全にはまるまで同時に時計
回りに回転します。

5. イジェクターハンドルをボードで垂直位置および中央向きに置きます。

図 79: SCB のインストール
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電源装置の再インストール

一番左にあるものから開始し、順次右に向かって電源装置を再インストールして
いきます。AC または DC 電源装置を再取り付けするには、各電源装置について
この手順に従います（224ページの図80を参照。DC 電源装置の取り付けについて
説明しています）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. AC 電源サービス ゲートウェイでは、電源装置スロットの AC スイッチをオ
フ位置（O）に切り替えます。DC 電源のサービス ゲートウェイでは、電源装
置上のサーキット ブレーカを OFF 位置に切り替えます。

電源装置が電源に接続されていない場合でも、この手順を推奨します。

3. 空の電源装置スロットの下のリリース レバーが左回り位置に固定されている
ことを確認します（224ページの図80を参照）。

必要な場合は、リリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシから引
き出し、リリース レバーを左回りに止まるまで回します。リリース レバー
のロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する穴の中にあること
を確認します。

4. 両手を使用して、電源装置がシャーシのスロットに十分に据え付けられるま
で、シャーシへまっすぐに電源装置をスライドさせます。電源装置フェース
プレートは、隣接する電源装置フェースプレートと同じ高さにあるはずです。

リリース レバーがコントロールする金属ハウジング上の小さなつまみは、電
源装置の下部の対応するスロット内部になければなりません。電源装置を取
り外す前に、このつまみを使用して、シャーシ スロットへ電源装置を引き下
ろします。

5. 片方の手でで電源装置フェースプレートのハンドルをしっかり押しながら、
もう片方の手を使ってリリース レバーにあるばね式ロック ピンをシャーシ
から引き出し、リリース レバーを右回りに止まるまで回します。

6. リリース レバーのロック ピンを解除します。ピンが、シャーシの対応する
穴の中にあることを確認します。
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図 80: 電源装置の再インストール

IOC および SPC の再取り付け

IOC および SPC を再取り付けするには、次の手順に従います（225ページの図81
を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. インストールする各カードを静電気バックから取り出して、それらを接続す
るカード ケージのスロットを識別します。

3. トランシーバを覆うゴム製安全キャップが、各光ファイバー ポートにあるか
どうかを調べます。なければ、トランシーバを安全キャップで覆ってくださ
い。

4. カードをインストールする、カード ケージのスロットを確認します。

5. カードの向きが正しくなるように、つまり、カードのフェースプレート上の
テキストが上向きになるようにします。

6. カードを持ち上げて所定の位置に付けて、最初に底部、次に上部の順でカー
ドをカード ケージの内部のガイドと合わせます。
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7. 抵抗を感じるまで、カードをカード ケージ内へずっとスライドさせます。

8. 両方のイジェクタ ハンドルをつかみ、カードが十分に固定するまで、それら
を同時に右回りに回します。

9. 適切なケーブルを、各カードのケーブル コネクタ ポートに挿入します。各
ケーブルは自重をサポートしないように配置します。余分な長さのケーブル
はコイル状に巻いてケーブル管理システムで整理します。ケーブルのループ
の形が崩れないよう、ファスナで固定します。

注意: 光ファイバ ケーブルをコネクタから垂れ下がった状態にしておかないでく
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。

注意: 最小屈曲半径を超えて光ファイバ ケーブルを曲げないようにします。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。

図 81: IOC の取り付け

シャーシ コンポーネントの再インストール ■ 225

付録F: リフトを使用しないサービス ゲートウェイの設置



ファン トレイの再インストール

注意: 上段ファン トレイの取り外しまたは交換の前に、全 SCB のイジェクタ ハ
ンドルが垂直に格納され、SCB の中央に向かって押されていることを確認しま
す。

ファン トレイをインストールする手順は次のとおりです（227ページの図82およ
び228ページの図83を参照）。

1. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

2. ファン トレイの両側をつかみ、シャーシに真っ直ぐ挿入します。ファン ト
レイの表面の "this side up" （この面を上にすること）というラベルに従
い、正しい向きを確認してください。

3. ファン トレイ フェースプレートの両側の拘束ねじを締めて、シャーシに固
定します。

4. 必要であれば、管理ケーブルシステムを下げて元の位置に戻します。

226 ■ シャーシ コンポーネントの再インストール

SRX 5800 サービス ゲートウェイ ハードウェア ガイドのガイドラインを示します。



図 82: 上段ファン トレイのインストール
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図 83: 下段ファン トレイのインストール

ケーブル管理システムの再インストール

注意: 上段ファン トレイの取り外しまたは交換の前に、全 SCB のイジェクタ ハ
ンドルが垂直に格納され、SCB の中央に向かって押されていることを確認しま
す。

ケーブル管理システムを再インストールするには、次の手順に従います。

1. ケーブル管理システムを、シャーシー前面下部にあるスタッドの上に配置し
ます。

2. ナットを、ケーブル管理システムの隅からシャーシのスタッドに挿入します。

3. 3/8 インチ ナット ドライバーを使って、ナットを完全に締めます。
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付録G

カスタマー サポートへの問合せとハード
ウェアの返品

この付録では、修理または交換のために Juniper Networks へサービス ゲート
ウェイまたは個々のコンポーネントを返却する方法を説明します。

■ コンポーネントのシリアル番号の確認 229ページ

■ カスタマサポートへの問い合わせ 234ページ

■ 返品手続き 235ページ

■ 必要な工具と部品 235ページ

■ 輸送のためのサービス ゲートウェイの梱包 236ページ

■ 輸送するコンポーネントの包装 237ページ

コンポーネントのシリアル番号の確認

返却許可（RMA）を請求するために Juniper Networks 社に連絡する前に、サー
ビス ゲートウェイまたはコンポーネントでシリアル番号を確認する必要があり
ます。サービス ゲートウェイ コンポーネントおよびそれらのシリアル番号をす
べて一覧するには、次のコマンドライン インターフェース（CLI）コマンドを入
力します。

user@host> show chassis hardware

Hardware inventory:

Item Version Part number Serial number Description

Chassis JN10B7ACDAGA SRX 5800

Midplane REV 03 710-013698 TR0813 SRX 5800 Backplane

FPM Board REV 03 710-014974 KC3418 Front Panel Display

PDM Rev 03 740-013110 QCS1122501L Power Distribution Modu

le

PEM 1 Rev 03 740-013682 QCS1130409T PS 1.7kW; 200-240VAC in

PEM 2 Rev 03 740-013682 QCS1130409M PS 1.7kW; 200-240VAC in

Routing Engine 0 REV 06 740-015113 1000697051 RE-S-1300

CB 0 REV 07 710-013385 KC0433 SRX5k SCB

CB 1 REV 07 710-013385 KC0259 SRX5k SCB

FPC 6 REV 03 750-020235 JS4722 SRX5k DPC 40x 1GE

CPU REV 06 710-013713 JZ4019 DPC PMB

PIC 0 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ

Xcvr 0 REV 01 740-011782 PAQ2K01 SFP-SX

Xcvr 1 REV 01 740-014132 61531018 SFP-T

Xcvr 2 REV 01 740-013111 7303709 SFP-T
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Xcvr 4 REV 01 740-011782 PAQ2JZP SFP-SX

Xcvr 5 REV 01 740-013111 8043356 SFP-T

Xcvr 6 REV 01 740-013111 8043257 SFP-T

Xcvr 7 REV 01 740-013111 8043300 SFP-T

Xcvr 8 REV 01 740-013111 8043215 SFP-T

Xcvr 9 REV 01 740-013111 8043184 SFP-T

PIC 1 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ

Xcvr 0 0 NON-JNPR AM0619193B SFP-SX

Xcvr 9 0 NON-JNPR AJ054100PH SFP-SX

PIC 2 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ

Xcvr 1 REV 01 740-014132 61522010 SFP-T

Xcvr 2 REV 01 740-013111 7303481 SFP-T

Xcvr 4 REV 01 740-011782 PAQ2K0H SFP-SX

Xcvr 5 REV 01 740-013111 8043179 SFP-T

Xcvr 6 REV 01 740-013111 7522572 SFP-T

Xcvr 7 REV 01 740-013111 8043157 SFP-T

Xcvr 8 REV 01 740-013111 7522678 SFP-T

Xcvr 9 REV 01 740-013111 7522683 SFP-T

PIC 3 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ

Xcvr 0 0 NON-JNPR AJ06080TKC SFP-SX

Xcvr 9 0 NON-JNPR AJ06020HSJ SFP-SX

FPC 7 BB_P2_28 710-013699 JS4812 SRX5k SPC

CPU REV 06 710-013713 KA7426 DPC PMB

PIC 0 BUILTIN BUILTIN SPU Cp

PIC 1 BUILTIN BUILTIN SPU Flow

Fan Tray 0 REV 04 740-014971 TP1433 Fan Tray

Fan Tray 1 REV 04 740-014971 TP1636 Fan Tray

また、ほとんどのコンポーネントには、小さな長方形のシリアル ナンバー ID
ラベルが本体に貼付されています（230ページの図84を参照）。

図 84: シリアル番号 ID ラベル

以下の各節では、コンポーネントの種類ごとにラベルがある場所を示します。

■ SRX 5800 シャーシのシリアル ナンバー ラベル 230ページ

■ SCB シリアル番号ラベル 231ページ

■ クラフト インターフェース シリアル番号ラベル 232ページ

■ IOC および SPC のシリアル ナンバー ラベル 232ページ

■ 電源装置シリアル番号ラベル 232ページ

■ ルーティング エンジン シリアル番号ラベル 233ページ

SRX 5800 シャーシのシリアル ナンバー ラベル

シャーシのシリアルナンバーは、シャーシの側面にあります（231ページの図85を
参照）。
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図 85: SRX 5800 シャーシのシリアル ナンバー ラベル

SCB シリアル番号ラベル

シリアル ナンバーは、SCB 上部の右側にあります（231ページの図86を参照）。

図 86: SCB シリアル番号ラベル
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クラフト インターフェース シリアル番号ラベル

シリアル番号は、クラフト インターフェース パネルの裏にあります（232ページ
の図87を参照）。

図 87: クラフト インターフェース シリアル番号ラベル

IOC および SPC のシリアル ナンバー ラベル

シリアル ナンバー ラベルは、カードのフェースプレートの右側の中央にありま
す（232ページの図88を参照）。

図 88: IOC および SPC のシリアル ナンバー ラベル

電源装置シリアル番号ラベル

シリアル番号ラベルは、AC 電源装置フェースプレートのオン／オフ スイッチの
下にあります（233ページの図89を参照）。
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シリアル番号ラベルは、DC 電源装置フェースプレートの回路ブレーカーの下に
あります（233ページの図90を参照）。

図 89: AC 電源装置シリアル番号ラベル

図 90: DC 電源装置シリアル番号ラベル

ルーティング エンジン シリアル番号ラベル

シリアル ナンバー ラベルは、ルーティング エンジン 上部の右側にあります
（234ページの図91を参照）。
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図 91: ルーティング エンジン シリアル番号ラベル

カスタマサポートへの問い合わせ

返品するコンポーネントのシリアル番号が分かると、以下のどれかの方法で
Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）へ問い合わせます。JTAC では問い
合わせを年中無休で受け付けています。

■ 次のウェブサイトのケース マネージャ リンクの使用

http://www.juniper.net/support/

■ 電話の使用

米国およびカナダ国内：1-888-314-JTAC

他の国： 1-408-745-9500

電話で問い合わる場合、既存のケースなら 11 桁のケース番号とそれに続く #
キーを入力するか、* キーを入力して次に応対できるサポート エンジニアへか
けます。

JTAC に提出する情報

電話で JTAC にサポートを依頼する場合は、事前に以下の情報を用意してくださ
い。

■ ある場合は、既存のケース番号

■ 障害または問題の詳細

■ その問題が発生したときにサービス ゲートウェイで実行されている活動のタ
イプ

■ show コマンドの 1 つを使い出力した構成データ
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返品手続き

JTAC 技術者が問題を解決できない場合、RMA が発行されます。 この番号は、返
品された物品を工場にて追跡し、必要であれば修理済みまたは新しいコンポーネ
ントを顧客に返送するために使用されるものです。

注: RMA 番号を取得する前に、コンポーネントを Juniper Networks, Inc. に返
品することはできません。Juniper Networks, Inc. は、RMA のない荷物の受取
りを拒否する権利を保有します。拒否した荷物は、運賃着払いで顧客に返送され
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。

製品の問題または技術サポートの問題については、http://www.juniper.net/support/

のケース マネージャー リンクを使用して Juniper Networks 技術支援センター
（JTAC）にご連絡ください。あるいは、1-888-314-JTAC（米国内）または
1-408-745-9500（米国外）まで、電話でお問い合わせください。

コンポーネントを返品する手順は次のとおりです。

1. コンポーネントのパーツ番号とシリアル番号を判断します。手順は229ページ
の「コンポーネントのシリアル番号の確認」を参照してください。

2. uniper Networks 技術支援センター（JTAC）から「マテリアル返品許可」
（RMA）番号を取得します。前述に従って、E メールか電話で問い合わせるこ
とができます。

3. E メール メッセージか電話の会話で、以下の情報を提出します。

■ コンポーネントのパーツ番号とシリアル番号

■ お客様の名前、所属組織名、電話番号、Fax 番号

■ 障害の説明

4. 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。

5. 236ページの「輸送のためのサービス ゲートウェイの梱包」または237ページ
の「輸送するコンポーネントの包装」で説明するように、輸送のためサービ
ス ゲートウェイまたはコンポーネントを梱包します。

必要な工具と部品

コンポーネントをサービス ゲートウェイから取り外す、またはサービス ゲート
ウェイをラックから取り外す際には、以下の工具と部品が必要です。

■ 2.5 mm マイナス (–) ねじ回し。アラーム リレイ端子ブロックの取外しに使
用

■ 3/8 インチのナット ドライバー
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■ 空のスロットを覆うブランク パネル

■ 各コンポーネント用の静電気バックまたは静電気防止マット

■ 静電気放電（ESD）接地リスト ストラップ

■ マイナスねじ回し

■ 使用可能な場合、リフト機

■ Phillips プラスねじ回し、1 および 2 号

■ 光ファイバ IOC 用のゴム製安全キャップ

■ 電線カッター

輸送のためのサービス ゲートウェイの梱包

輸送のためにサービス ゲートウェイを梱包するには、次の手順に従います。

1. サービス ゲートウェイの輸送に元々使用されていた木箱および梱包材を用意
します。これらの材料がない場合、使用を許可される包装材について、購入
された販売担当者に問い合わせます。

2. 静電気放電（ESD）接地ストラップを手首に直に着けて、シャーシの ESD ポ
イントの 1 つにストラップをつなぎます。ESD について詳しくは、158ペー
ジの「静電破壊の予防」を参照してください。

3. マスター ルーティング エンジン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、サービス ゲー
トウェイのソフトウェアをシャットダウンします。（ルーティング エンジン
が 2 つインストールされている場合、バックアップ ルーティング エンジン
についてもこのコマンドを発行してください。）

user@host> 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。

コマンドに関する詳細は、JUNOS 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。

4. すべての電源装置の電源スイッチを押してオフ（O）位置にし、サービス ゲー
トウェイへの電源をシャットダウンします。AC および DC 電源装置のスイッ
チは、電源装置のフェースプレートに付いています。

5. サービス ゲートウェイから電源を遮断します。手順は148ページの「AC 電源
装置コードの交換」または149ページの「DC 電源装置ケーブルの交換」を参
照してください。

6. すべての外部機器に接続しているケーブルを取り外します。手順は125ページ
の「ルーティング エンジンのインターフェース ポートへの接続の交換」を
参照してください。

7. すべてのフィールド交換ユニット（FRU）をサービス ゲートウェイから取り
外します。

8. ラックからサービス ゲートウェイを取り外します。
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■ メカニカル リフトを使用している場合は、リフトのプラットフォームを
サービス ゲートウェイの下に置いて、ラックから取り付けねじを緩めて
取り外し、輸送用木箱までサービス ゲートウェイを移動させます。

■ メカニカル リフトを使用しておらず、サービス ゲートウェイの重量を
シェルフまたは別のサービス ゲートウェイが完全に支えている場合、取
り付けねじを緩めてラックから取り外します。サービス ゲートウェイを
3 人で持ち上げて、輸送用木枠まで運びます。

■ リフト機を使用しない場合で、サービス ゲートウェイの重量がシェルま
た別のサービス ゲートウェイで完全に支えられていない場合は、3 人が
サービス ゲートウェイをつかんでいる間に、もう 1 人がラックの取付
けねじを緩めて抜き取ります。次に、3 人でサービス ゲートウェイを運
送用コンテナまで移動します。

9. サービス ゲートウェイを輸送用木箱に入れるか、パレットの上に置きます。
パレットの上に置いた場合は、サービス ゲートウェイをパレットにボルトで
固定します。

10. サービス ゲートウェイを ESD バックで覆い、パッキング フォームをサービ
ス ゲートウェイの周囲と上部に詰めます。

11. 付属品箱をパッキング フォームの上に置きます。

12. 箱をテープで確実に閉じるか、サービス ゲートウェイの上に木枠の覆いを置
きます。

13. 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。

輸送するコンポーネントの包装

個々のコンポーネントを包装して輸送するには、以下のガイドラインに従いま
す。

■ コンポーネントを返品する際には、パッキング材で適切に保護し、部品が箱
の中で移動しないようにしっかり包装してください。

■ 使用できる場合は、元の輸送材を使用してください。

■ ボードを個別に静電気バックに入れてください。

■ 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。

注意: サービス ゲートウェイのコンポーネントは、積み重ねないでください。
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付録H

ケーブル コネクタのピン配列

■ ルーティング エンジンの ETHERNET ポートの RJ-45 コネクタのピン配
列 239ページ

■ ルーティング エンジンの AUX および CONSOLE ポートの DB-9 コネクタのピ
ン配列 239ページ

ルーティング エンジンの ETHERNET ポートの RJ-45 コネクタのピン配列

ETHERNET とラベルが付いたルーティング エンジンのポートは、オートセンシン
グ 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 ソケットであり、管理LAN（または帯域外管理
をサポートする他のデバイス）へルーティング エンジンを接続するためのイー
サネット ケーブルを接続します。詳細は、22ページの「ルーティング エンジン
インターフェース ポートと状態インジケータ」を参照してください。239ページ
の表39 は、RJ-45 コネクタのピン配列を示します。

表39: RJ-45 コネクタ ピン配列

信号ピン

TX+1

TX–2

RX+3

Termination network4

Termination network5

RX–6

Termination network7

Termination network8

ルーティング エンジンの AUX および CONSOLE ポートの DB-9 コネクタのピン配列

AUX および CONSOLE とラベルが付いたルーティング エンジンのポートは、RS–232
（EIA-232）をケーブルを接続する DB-9 レセプタクルです。AUX ポートは、ルー
ティング エンジンをラップトップ、モデム、または他の補助ユニットに接続し
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ます。。また、CONSOLE ポートは、ルーティング エンジンを管理コンソールに接
続します。ポートは、データ端末装置（DTE）として構成されています。詳細は、
22ページの「ルーティング エンジン インターフェース ポートと状態インジケー
タ」を参照してください。240ページの表40 は、DB-9 コネクタのピン配列です。

表40: DB-9 コネクタ ピン配列

説明Direction信号ピン

搬送波検出<–DCD1

データ受信<–RxD2

データ送信–>TxD3

データ ターミナル レディ–>DTR4

接地信号—接地5

データ セット準備完了<–DSR6

送信要求–>RTS7

送信クリア<–CTS8

リングインジケータ<–RING9
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