
 

データ  シート
EtherSwitch ネッ トワーク  モジュール
Cisco 2600/3600/3700、 および Cisco ISR 2800/3800 シリーズ ルータ向け 16 ポート /36 ポート  10/100 イーサネッ ト  モジュール

図 1 16 ポート /36 ポート  EtherSwitch ネッ トワーク  モジュール

Cisco 2600/3600/3700、および Cisco ISR 2800/3800 シ リーズ ルータ用 Cisco 16 ポート /36 ポート  10/100 EtherSwitch モジュールは、

ブランチオフ ィ スにおけるスイ ッチングとルーティングの統合を可能にします。 EtherSwitch モジュールは、 堅牢かつ柔軟なレ

イヤ 3 WAN ルーティングと ラインレートのレイヤ 2 スイ ッチングを 1 つのプラ ッ ト フォームに統合するこ とによ り、容易な設

定、 簡素化された導入、 および統合化された管理を実現します。

この EtherSwitch オプシ ョ ンには、 16 ポー ト のネッ ト ワーク  モジュール （NM） と  36 ポー ト の高密度サービス  モジュール

（HDSM） があ り ます。 36 ポート  HDSM は、 Cisco 3660、 3700、 および Cisco ISR 2851、 3800 シ リーズ ルータのみで利用できま

す。 幅広いインターフェイス  フォーム ファ クタによって豊富なキャパシティを利用できるので、 ポート密度を最大限に高めるこ

とができます。16 ポート  EtherSwitch NM は、Cisco 2600、3600、3700、および Cisco ISR 2800、3800 シ リーズ ルータで使用できます。

EtherSwitch モジュールを搭載した Cisco 2600/3600/3700、および Cisco ISR 2800/3800 シ リーズ ルータは、Cisco IOS® ソフ ト ウェ

アと  Catalyst スイ ッチングの両方の機能を提供します。 EtherSwitch モジュールのハードウェアは 802.1p レイヤ 2 優先順位付け

機能をサポート し、Cisco IOS ソフ ト ウェアはク リ ティカルなビジネス  データに対応したレイヤ 3 の DiffServ マーキングおよび

Class of Service （CoS; サービス  ク ラス） マーキングをサポート します。 ルーティングとスイ ッチングを統合するこ とで、 レイ

ヤ 2 およびレイヤ 3 の優先順位付け方式と  WAN における  QoS の併用が可能になり、 ク リ ティカルなビジネス  アプリ ケーシ ョ

ンの遅延が確実に軽減されます。 Cisco EtherSwitch モジュールに搭載された10/100 スイ ッチド  イーサネッ ト  ポートでは、 シス

コ先行標準の Power over Ethernet （PoE） およびギガビッ ト  イーサネッ ト がオプシ ョ ンで利用できます。 また EtherSwitch モ
ジュールでは、 ポート自動検知、 802.1p および 802.1Q 標準に基づく  QoS と  VLAN のサポート、 および 802.1D スパニングツ

リー プロ ト コルなどの機能を標準でサポート しています。

16 ポート /36 ポート  EtherSwitch モジュールでは、シスコ先行標準の PoE および ギガビッ ト  イーサネッ ト をオプシ ョ ンでサポー

トできます。 これらのオプシ ョ ンがあらかじめインス トールされた EtherSwitch モジュール製品もパッケージと して用意してい

ます。 PoE 機能を内蔵するこ とで、 シスコの IP フォンおよび Aironet 無線アクセス  ポイン トへの電源供給が可能になり ます。

Cisco 2600/3600 プラ ッ ト フォームで PoE を使用する場合は、 外部電源装置が必要です。 Cisco 3700、 および Cisco ISR 2800*、
3800* シ リーズには内部電源装置がオプシ ョ ンで用意されています。 802.3af 準拠の PoE をサポートする場合は、 よ り新しい

EtherSwitch サービス  モジュール （NME-16ES-1G-P、 NME-23ES-1G-P、 または NME-XD-48ES-2S-P） または EtherSwitch HWIC
（HWIC-4ESW-POE または HWIC-D-9ESW-POE） のいずれかの使用を推奨します。

* 外部電源装置オプシ ョ ンは、 Cisco ISR 2800 および 3800 シ リーズでは使用できません。 これらのルータで PoE を利用する場合は、 内部電源

装置のアップグレードが必要です。
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図 2 EtherSwitch モジュールを搭載した Cisco 3725 および 3745 シリーズ プラッ ト フォーム

Cisco EtherSwitch モジュールのまとめ

• NM-16ESW ― 16 ポート  10/100 EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュール× 1
• NM-16ESW-PWR** ― 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （シスコ先行標準 PoE をサポート ） × 1
• NM-16ESW-1GIG ― 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （GE [1000BaseT] ポート× 1 をサポート ） × 1
• NM-16ESW-PWR-1GIG** ― 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （シスコ先行標準 PoE および GE をサポート ） × 1

** この 16 ポート製品は、 シスコ先行標準 PoE を使用する必要がある場合にのみ発注して ください。 Cisco 2600 および 3600 で PoE の機能を使

用する場合は、 PoE をサポートする外部電源ユニッ トが必要です。 また、 Cisco 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シ リーズで EtherSwitch
ネッ ト ワーク  モジュールを使用する場合は、 内部電源装置のアップグレードが必要です。

• NMD-36-ESW ― 36 ポート  10/100 EtherSwitch 高密度サービス  モジュール× 1
• NMD-36-ESW-PWR*** ― 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （シスコ先行標準 PoE をサポート ） × 1
• NMD-36-ESW-2GIG ― 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （GE [1000BaseT] × 2 をサポート ） × 1
• NMD-36-ESW-PWR-2G*** ― 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （シスコ先行標準 PoE および GE× 2 をサポート ） × 1

*** この 36 ポート製品は、 シスコ先行標準 PoE を使用する必要がある場合にのみ発注してください。 Cisco 3660 で PoE の機能を利用する場合

は、 PoE をサポートする外部電源ユニッ トが必要です。 また、 Cisco 3700、 および Cisco ISR 2851、 3800 シ リーズで EtherSwitch ネッ ト ワー

ク  モジュールを使用する場合は、 内部電源装置のアップグレードが必要です。

オプシ ョ ン

• PPWR-PS-CHASSIS ― Cisco 48 V （360 W） 電源装置用の電源シャーシ× 1
• PWR-CHASSIS-360W ― 電源シャーシおよび EtherSwitch 用 48 V 電源装置× 1
• PPWR-PS-360W ― EtherSwitch モジュール用 48 V （360 W） 電源装置× 1
• PPWR-DCARD-16ESW ― 16 ポート  EtherSwitch NM 用シスコ先行標準 PoE ドータカード× 1
• PPWR-DCARD-36ESW ― 36 ポート  EtherSwitch HDSM 用シスコ先行標準 PoE ドータカード× 1
• GE-DCARD-ESW ― EtherSwitch モジュール用 GE （1000BaseT） ドータカード× 1
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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機能と利点

表 1 Cisco EtherSwitch モジュールの機能と利点

機能 利点

16/36 ポート  10BaseT/100BaseTX レイヤ 2 で最大 200 Mbps の帯域幅 （全二重） を実現。 フル ワイヤ スピードのバックフロー

転送およびフ ィルタ リングを各ポートで提供

各ポートでの自動検知 接続されたデバイスの速度を検知し、 ポートの動作速度を 10 Mbps または 100 Mbps に自動

的に設定

スイッチングの統合 リモート  オフ ィスや小規模なブランチ オフ ィスでの管理ポイン ト を削減

802.1p QoS のサポート Institute of Electrical and Electronics Engineers （IEEE） の Class of Service （CoS; サービス

クラス） に基づいた QoS サポートおよびポートベースの優先順位付けのサポートにより、 ス

イッチはタグ付きパケッ トの CoS 設定をポートごとに変更可能

802.1Q ト ランキング タグ付きフレーム用と タグなしフレーム用の VLAN を個別に設定可能。 ト ランキングを使用

することにより、 VLAN を実装する 2 つのデバイス間でリンクを構築する際にポート数の節

約が可能

802.1D スパニング ツリー（ネッ トワーク内

の望まし く ないループを防止すると同時に

パスの冗長性を提供するレイヤ 2 リンク管

理プロ ト コル）

ネッ トワーク設定を簡素化し、 耐障害性を向上

IP フォン用の音声 VLAN （仮想 LAN） 機能 エンドユーザの操作なしで、 IP フォンを音声 VLAN に自動配置。ユーザが IP フォンをスイッ

チに接続すると、 IP フォンは必要な VLAN 情報をスイッチから取得

各 10/100 ポートでのポートベースのキュー

の再分類 （Weighted Round Robin [WRR;
加重ラウン ド  ロビン] スケジューラで設定

可能）

ユーザは、 ミ ッシ ョ ンク リテ ィ カルな ト ラフ ィ ッ ク （VoIP や IP ベースのビデオ アプリケー

シ ョ ンなど） を、 通常のト ラフ ィ ックよりも優先させることが可能

Media Access Control （MAC; メディアア

クセス制御） ベースのポート レベル セキュ

リテ ィ

不正ステーションによるスイッチへのアクセス防止。シスコは Requests for Comments（RFC）

に完全対応

各ポートの状態を示す多機能 LED 総合的で便利な視覚的管理システムを提供

Cisco IOS CLI （コマン ド ライン インター

フェイス）

Cisco IOS CLI による設定が可能で、すべてのルータ機能に共通のユーザ インターフェイスを

提供

マルチキャスト管理のサポート 管理をサポートするために、 Internet Group Management Protocol （IGMP） スヌーピングを

ハードウェアで提供

メモリ すべてのポートで共有される 4/8 MB の共有メモリ  アーキテクチャを実装

SNMP 管理 MIB （管理情報ベース） ブラウザで管理可能な SNMP （簡易ネッ トワーク管理プロ ト コル）

MIB をサポート

シスコ先行標準 PoE （オプシ ョ ン） 外部電源シャーシまたは内部電源装置をアップグレード した EtherSwitch は、Cisco IP Phone
や無線アクセス ポイン トに電力を供給可能

ギガビッ ト  イーサネッ ト （EtherSwitch ご
とに 1 つまたは 2 つの 1000BaseT ポート）

のサポート

他のスイッチやギガビッ ト  イーサネッ ト  ファイル サーバへの外部接続が可能。同一シャーシ

内でモジュールをスタ ッキングする場合は必須
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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オプシ ョ ン

• GE-DCARD-ESW ― NM-16ESW および NMD-36-ESW で使用するオプシ ョ ンの 1000BaseT ギガビッ ト  イーサネッ ト  ポー

ト。 このオプシ ョ ンは、 ファ イル サーバとのギガビッ ト接続、 または同一シャーシ内での Cisco EtherSwitch モジュールの

スタ ッキングに使用できます。 スタ ッキングは Cisco IOS リ リース  12.2(11)T 以降でサポート されています。

• PPWR-PS-CHASSIS ― この電源シャーシは、 最大 4 台の 360 W 電源装置 （Cisco IP Phone または無線アクセス  ポイン トに

PoE 電源を供給可能） のサポートが可能な外部シャーシです。 このシャーシは、 ポート あた り  10 W で最大 144 台の IP フォ

ン（またはポート あた り  10 W 未満で 144 台よ り少ないデバイス）をサポートできます。外部電源シャーシ PPWR-PS-CHASSIS
は、 Cisco 2600 および 3600 シ リーズ用です。 Cisco 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シ リーズでは、 内部電源装置をアッ

プグレードするこ とで PoE を利用できます。 ただし、 外部電源シャーシは使用できません。 Cisco EtherSwitch モジュールと

電源装置を接続するカスタム ケーブルも用意されています。 電源装置の冗長化に使用するケーブルもオプシ ョ ンで用意さ

れています。PoE は最長 100 メートルの標準的なカテゴ リ  5 Unshielded Twisted-Pair （UTP; シールドなしツイス トペア） ケー

ブルに電力を供給でき、壁面コンセン トや変圧器を使用せずに直接電力を供給するこ とが可能です。 したがって、お客様は

既存のカテゴ リ  5 UTP 設備を使用するこ とができます。Cisco EtherSwitch モジュールの PoE 実装は、米国および国際的な安

全規格や基準を満たしています。

• NM-16ESW-PWR および NMD-36ESW-PWR ― 電源用ドータカードを搭載した 16 ポート /36 ポート  イーサネッ ト  スイ ッチ

モジュール。 このモジュールを外部電源シャーシと併せて購入するか、または内部電源装置と併用する と、 IP フォンに 48 V
インライン電源を供給できます。 このよ うに、 コンポーネン ト を組み合わせて使用する と、 IP フォンをどの EtherSwitch モ
ジュール ポートにも接続できます。 また、 10/100BaseTX 自動検知ポートに統合されたシスコの PoE 機能を利用する と、 従

来の UTP ケーブルで受電できるデバイス （Cisco 7900 ファ ミ リ  IP Phone など） に DC 電力を供給するこ とができます。 この

ため、 壁面コンセン トの AC 電源にプラグを接続するこ とな く、 標準的な RJ-45 ジャ ッ クを使用して EtherSwitch モジュー

ルから電力を供給できます。 16 ポートのイーサネッ ト  スイ ッチには、 –48 V の電力を供給する必要があ り ます。 PoE を使用

する場合は、 専用のドータカードが必要です。 また、 内部電源装置または外部電源装置も必要となり ます。

• PPWR-PS-360W ― Cisco EtherSwitch モジュール インライン電源用の 360 W の単一電源装置です。この電源装置を電源シャー

シに追加するか、 または Cisco 3700 シ リーズ ルータ内部に追加する と、 よ り多くの IP フォンや無線アクセス  ポイン トに電

力を供給できるよ うになり ます。各電源装置は 360 W まで供給可能で、最大 36 台の IP フォンに電力を供給できます。Cisco
ISR 2800 および 3800 シ リーズの場合、ルータの内部電源装置のアップグレードが必要です。PPWR-PS-360W は使用しません。

サンプル ソリューシ ョ ン

図 3 一般的な導入例 ： 小規模なブランチ オフ ィス （データのみを利用）
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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小規模なブランチ オフ ィス （データのみを利用）

ブランチ オフ ィ スのデータ用ネッ ト ワークでは、 Cisco EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールを導入するこ とで、 ルーティング

およびスイ ッチング機能をフレキシブルに単一プラ ッ ト フォームに統合できます。 Cisco EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュール

の導入によ り、 個々のデスク ト ップ、 サーバ、 およびその他のネッ ト ワーク  リ ソースは、 レイヤ 2 の単一ユニッ トで高速に接

続するこ とができ、 レイヤ 3 ではルータによる  WAN 接続が可能になり ます。 Cisco EtherSwitch NM および Cisco ISR 2800 ルー

タは、 既存の Cisco 2500 ルータおよびハブの機能よ り も高度な性能が必要な Cisco 2505、 2507、 および 2516 ユーザにとって最

適なソ リ ューシ ョ ンです。

図 4 一般的な導入例： Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シリーズ ルータを使用した小規模ブランチ
オフ ィスにおけるデータおよび IP フォン

小規模ブランチ オフ ィスにおけるデータおよび IP フォン

Cisco EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールを Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 ルータ用のアナログまたは

デジタルの音声モジュールと組み合わせる と、 小規模ブランチ オフ ィ ス  インフラス ト ラ クチャで IP テレフォニーを導入する

こ とができます。 このソ リ ューシ ョ ンは、 Cisco CallManager や Cisco IOS の Survivable Remote Site Telephony （SRST） ソ リ ュー

シ ョ ンと組み合わせるこ とが可能です。 SRST はローカル ブランチ オフ ィ ス  ルータで稼働し、 ネッ ト ワーク内の障害を自動的

に検出して、 ルータの自動設定をインテ リジェン トに実行するプロセスを起動し、 IP フォンの呼処理バッ クアップ冗長性をそ

のオフ ィ スに提供します。

外部電源シャーシを使用した Cisco EtherSwitch NM は、 IP フォンに電源を供給し、Cisco IP Phone を検出するフォン ディ スカバ

リ機能を提供します。 また、 Cisco EtherSwitch NM では IP フォンの自動 VLAN 設定をサポート しています。 ネッ ト ワーク管理

者は補助 VLAN 機能によ り、 データ と音声のインフラス ト ラ クチャが物理的に同じであっても、 IP フォンを個別の論理ネッ ト

ワークに分けるこ とができます。EtherSwitch NM-16ESW-PWR は、フォン  ディ スカバリ機能によって IP フォンを自動的に検出

し、 シスコ先行標準の PoE* を提供します。

* 802.3af 準拠の  PoE をサポート する場合は、 よ り 新し い  EtherSwitch サービス  モジュール （NME-16ES-1G-P、 NME-23ES-1G-P、 または 
NME-XD-48ES-2S-P） または EtherSwitch HWIC （HWIC-4ESW-POE または HWIC-D-9ESW-POE） のいずれかの使用を推奨します。
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Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シ リーズ ルータの音声機能の詳細については、 次の URL を参照してく

ださい。

• Cisco 2600 シ リーズ http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c2600/
• Cisco 3600 シ リーズ http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c3600/
• Cisco 3700 シ リーズ http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c3700/
• Cisco ISR 2800 シ リーズ http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr2800/
• Cisco ISR 3800 シ リーズ http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr3800/

図 5 一般的な導入例 ： 小規模ブランチ オフ ィスにおけるデータおよび IP フォン

Cisco 3700 および ISR 3800 シリーズを使用した小規模ブランチ オフ ィスにおけるデータおよび IP フォン

この例では、図 4 と同じ機能が実装されていますが、 Cisco 3700、および Cisco ISR 2851、 3800 シ リーズの内部 IP フォン電源が

使用され、 36 ポートの EtherSwitch HDSM が追加されています。 Cisco EtherSwitch HDSM を Cisco ISR 2851、 3700、 および ISR
3800 ルータ用のアナログまたはデジタル音声モジュールと組み合わせる と、小規模ブランチ オフ ィ ス  インフラス ト ラ クチャで

ポート密度の高い IP テレフォニーを導入できます。また、このソ リ ューシ ョ ンは、Cisco CallManager および Cisco IOS Survivable
Remote Site Telephony （SRST） ソ リ ューシ ョ ンと組み合わせるこ と も可能です。

Data Communications Network （DCN）

Cisco EtherSwitch NM を搭載した Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シ リーズ ルータのも う  1 つの独自の用

途と して、 Cisco Data Communications Network （DCN; データ通信ネッ ト ワーク） の運用および設備管理ソ リ ューシ ョ ンが挙げ

られます。 Cisco DCN ソ リ ューシ ョ ンは、 シスコ  ルータ と  Catalyst スイ ッチを使用して導入するこ とができ、 サービス  プロバ

イダーや大企業が自社の主要ネッ ト ワークを管理するために使用するアウ トオブバンド  ネッ ト ワークを提供します。 サービス

プロバイダーおよび企業は、ルーティング機能とスイ ッチング機能を  1 つのフォーム ファ ク タに統合するこ とで、設備の管理、

モニタ、 および課金アプリ ケーシ ョ ン用の費用対効果の高いソ リ ューシ ョ ンを実現できます。 このソ リ ューシ ョ ンを利用する

と、 貴重なフロアスペースが節約できるだけでなく、 管理、 メンテナンス、 および研修にかかるコス ト も削減できます。
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Cisco EtherSwitch ネッ トワーク  モジュール用のソフ トウェア

Cisco 16 ポート  EtherSwitch NM および 36 ポート  EtherSwitch HDSM は、 Cisco IOS ソフ ト ウェア リ リース  12.2(8)T 以降のバー

ジ ョ ンでサポート されています。 Cisco IOS 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 シ リーズ ソフ ト ウェアのソフ ト

ウェア要件については、 表 4 を参照してください。 また、 製品番号と製品の説明については表 2 を参照してください。

表 2 製品番号と説明

Cisco EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールは、 次のプラ ッ ト フォームでサポート されています。

表 3 サポート されるプラッ ト フォーム

製品番号 説明

NM-16ESW 16 ポート  10/100 EtherSwitch ネッ トワーク  モジュール× 1

NM-16ESW-PWR 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （シスコ先行標準 PoE をサポート） × 1

NM-16ESW-1GIG 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （GE [1000BaseT] ポート× 1 を搭載） × 1

NM-16ESW-PWR-1GIG 16 ポート  10/100 EtherSwitch NM （シスコ先行標準 PoE および GE をサポート） × 1

PPWR-DCARD-16ESW 16 ポート  EtherSwitch NM 用シスコ先行標準 PoE 電源ドータカード× 1

NMD-36-ESW 36 ポート  10/100 EtherSwitch 高密度サービス モジュール× 1

NMD-36-ESW-PWR 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （シスコ先行標準 PoE 電源をサポート） × 1

NMD-36-ESW-2GIG 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （GE [1000BaseT] ポート× 2 を搭載） × 1

NMD-36-ESW-PWR-2G 36 ポート  10/100 EtherSwitch HDSM （シスコ先行標準 PoE および GE× 2 をサポート） × 1

PPWR-DCARD-36ESW 36 ポート  EtherSwitch HDSM 用シスコ先行標準 PoE ドータカード× 1

GE-DCARD-ESW EtherSwitch モジュール用 GE （1000BaseT） ドータカード× 1

PPWR-PS-360W EtherSwitch モジュール用 48 V （360 W） 電源装置× 1*

* Cisco 2600 または 3600 シリーズ ルータの場合は、外部電源シェルフでの使用が可能で、Cisco 3700 シリーズ ルータの場合は内部に搭載することができます。

Cisco ISR 2800 および 3800 の場合は、 ルータの内部電源装置を  PoE 機能対応の新しい電源装置に交換する必要があります （PoE 対応の電源装置には、

PWR-2811-AC-IP=、 PWR-2821-51-AC-IP=、 PWR-3825-AC-IP=、 および PWR-3845-AC-IP= などがあります）。

PPWR-PS-CHASSIS Cisco 48 V （360 W） 電源装置用の電源シャーシ× 1**

** Cisco 2600 または 3600 シリーズ ルータの場合は、外部電源シェルフのみを使用できます。その他のサポート対象ルータは、内部電源装置のアップグレードが

必要です。

PWR-CHASSIS-360W 電源シャーシおよび EtherSwitch 用 48 V 電源装置× 1**

CAB-PPWR-PS1-1 1 台の EtherSwitch 電源装置を 1 つの EtherSwitch モジュールに接続

CAB-PPWR-PS1-2 1 台の EtherSwitch 電源装置を 2 つの EtherSwitch モジュールに接続

CAB-PPWR-PS2-1 2 台の EtherSwitch 電源装置を 1 つの EtherSwitch モジュールに接続

NM-16ESW、 NM-16ESW-PWR、

NM-16ESW-1GIG、 NM-16ESW-PWR-1GIG
NMD-36-ESW、 NMD-36-ESW-PWR、

NMD-36-ESW-2GIG、 NMD-36-ESW-PWR-2GIG

Cisco 2600 シリーズ ○ ×

Cisco ISR 2801 シリーズ × ×

Cisco ISR 2811/2821 シリーズ ○ ×

Cisco ISR 2851 シリーズ ○ ○
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EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールは、 1 台のシスコ  ルータで最大 2 つまでサポート されます。

また、 EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールは、 HWIC-4ESW、 WIC-4ESW、 または HWIC-D-9ESW と組み合わせて使用するこ

と もできます。 1 台のルータで使用できる  EtherSwitch モジュール （HWIC または NM） は合計 2 つまでです。 1 つのシャーシで

複数の EtherSwitch を使用する場合は、 外部スタ ッキングが必要です。

Cisco EtherSwitch モジュールは、Cisco IOS リ リース  12.2T の IP Plus 以上でサポート されます。Cisco IOS 12.3 メ インラインおよ

び 12.3T 以降、 Cisco EtherSwitch モジュールは IP Base 以上でサポート されます。

表 4 ソフ トウェア要件

仕様

• 標準ネッ ト ワーク  プロ ト コル

• イーサネッ ト ： IEEE 802.3、 10BaseT
• ファス ト  イーサネッ ト ： IEEE 802.3u、 100BaseTX
• ファス ト  イーサネッ ト ： IEEE 802.3、 100BaseFX
• IEEE 802.1D スパニングツ リー プロ ト コル

• IEEE 802.1p CoS
• IEEE 802.1Q VLAN

• ギガビッ ト  イーサネッ ト ： IEEE 802.3z、 IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab
• NM-16ESW および NM-16ESW-PWR の寸法および重量

– 寸法 （高さ×幅×奥行） ： 1.55 × 7.10 × 7.2 インチ

– 重量 ： 2 ポンド （最大）

Cisco 3620/3640 シリーズ ○ ×

Cisco 3660 シリーズ ○ ○

Cisco 3700 シリーズ ○ ○

Cisco ISR 3800 シリーズ ○ ○

サポート される最低限の Cisco IOS リ リース

NM-16ESW、 NM-16ESW-PWR、

NM-16ESW-1GIG
NMD-36-ESW、 NMD-36-ESW-PWR、

NMD-36-ESW-2GIG

Cisco 2600 シリーズ 12.2(8)T 未サポート

Cisco ISR 2811/2821 シリーズ 12.3(8)T 未サポート

Cisco ISR 2851 シリーズ 12.3(8)T 12.3(8)T

Cisco 3620/3640 シリーズ 12.2(8)T 未サポート

Cisco 3660 シリーズ 12.2(8)T 12.2(8)T

Cisco 3700 シリーズ 12.2(8)T 12.2(8)T

Cisco ISR 3800 シリーズ 12.3(11)T 12.3(11)T

NM-16ESW、 NM-16ESW-PWR、

NM-16ESW-1GIG、 NM-16ESW-PWR-1GIG
NMD-36-ESW、 NMD-36-ESW-PWR、

NMD-36-ESW-2GIG、 NMD-36-ESW-PWR-2GIG
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• PPWR-PS-CHASSIS の寸法および重量

– 寸法 （高さ×幅×奥行） ： 17.1 × 3.50 × 12 インチ

– 重量 ： 11 ポンド （最大）

– 環境仕様

– 動作湿度 ： 5 ～ 95% （結露しないこ と）

– 動作温度 ： 0 ～ 40°C （32 ～ 104°F）
– 保管温度 ： –40 ～ 85°C （–40 ～ 185°F）

適合規格、 安全性、 EMC、 電気通信、 ネッ トワーク  ホモロゲーシ ョ ン

Cisco EtherSwitch ネッ ト ワーク  モジュールを Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 ルータにインス トールして

も、 ルータ自体の規格準拠 （適合規格、安全性、 EMC、電気通信、 ネッ ト ワーク  ホモロゲーシ ョ ンなど） に変更はあ り ません。

Cisco 2600、 3600、 3700、 および Cisco ISR 2800、 3800 ルータのデータ  シートについては、 次の URL を参照してください。

• http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c2600/prodlit/2600mar_ds.shtml
• http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c3600/prodlit/36002_ds.shtml
• http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/c3700/prodlit/3700_ds.shtml
• http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr2800/prodlit/isr2800_ds.shtml
• http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr3800/prodlit/isr3800_ds.shtml

その他の情報

Cisco EtherSwitch サービス  モジュール ：

http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr2800/prodlit/cesmc_ds.shtml

Cisco EtherSwitch HWIC ：

http://www.cisco.com/jp/product/hs/routers/isr/isr2800/prodlit/es49wic_ds.shtml
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