
 

データ  シート
Cisco ISR サービス統合型ルータ対応
シスコ IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービス
Cisco ISR サービス統合型ルータは、 大企業のブランチ オフ ィス、 営業所、 および中小 ・ 中堅企業のオフ ィスで IP コ ミ ュニ

ケーシ ョ ンを実現するための理想的なプラッ ト フォームです。 Cisco ISR には、セキュリテ ィ、音声ゲートウェイ、呼処理、ボ

イス メール、自動応答、会議、 ト ランスコーディングの各サービスが統合されており、完成度の高いオフ ィス IP コ ミ ュニケー

シ ョ ン ソリューシ ョ ンを実現します。

製品概要

あらゆる規模のお客様にとって必要なのは、 ク ラス最高のデータ、 音声、 セキュ リ ティの各サービスを １つのシステムに集約

し、 サービス導入の迅速化を図る と と もに、 ビジネスの保護、 拡大、 および最適化を可能にするこ とです。 Cisco ISR サービス

統合型ルータは、大企業のブランチ オフ ィ ス、営業所、および中小・中堅企業のオフ ィ スに対して、包括的な音声およびセキュ

リティ  サービスを提供します。 これらのサービスを業界最高クラスのルーティング プラ ッ ト フォームに直接組み込むこ とで、

シスコ  サービス統合型ルータは最大のパフォーマンス と耐障害性を発揮します。 Cisco ISR サービス統合型ルータ （Cisco®

ISR[Integrated Services Router] 2801、 2811、 2821、 2851、 3825、 および 3845） は、 小規模から大規模まで、 あらゆる規模のお客

様に適したソ リ ューシ ョ ンを用意しています。 きわめて高い要件を必要とするエンタープライズ環境に対応する と と もに、 現

在および将来の各サービスに必要となるパフォーマンス とアーキテクチャを備えています。

シスコシステムズは、音声 / セキュ リティ / データの統合ソ リ ューシ ョ ンを業界に先駆けて発表し、高速な複数サービスの提供

を可能と しました。シスコシステムズはあらゆる規模のお客様に対して IP コ ミ ュニケーシ ョ ンおよびセキュ リティ  サービスを

提供し、 データ要件に適したポート密度をサポート します。

Cisco ISR サービス統合型ルータでは、 音声およびセキュ リ テ ィ機能がルータに直接組み込まれています。 このため、 Digital
Signal Processor （DSP; デジタル信号プロセッサ） と Advanced Integration Module （AIM） を搭載するだけで、 IP テレフォニー会

議、音声ゲート ウェイ、 Cisco Unity™ Express のボイス  メール、および自動応答を実現でき、業界標準のセキュ リティ も確保さ

れます。呼処理に関しては、 Cisco IOS® ソフ ト ウェアに組み込まれた、定評ある Cisco CallManager Express ソ リ ューシ ョ ンを使

用できます。 また、 このソフ ト ウェアは必要に応じて、 Cisco Survivable Remote Site Telephony （SRST） と Cisco CallManager を
組み合わせた中央集中型の呼処理への容易な移行を可能と し、 業界を リードするエンタープライズ ク ラスの IP テレフォニー

ソ リ ューシ ョ ンにも対応できます。
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Cisco ISR サービス統合型ルータは、実証済みの音声テク ノ ロジーをプラ ッ ト フォームに組み込むこ とによ り、モジュラ  スロ ッ

トの空きを確保しました。 お客様はこれらのスロ ッ ト を活用して High-speed WAN Interface Card （HWIC） のよ う な高速スロッ

ト を追加するこ と も、 また Network Module Enhanced （NME） を利用して、 サービス、 インターフェイス、 および密度を強化す

るこ と も可能です。

Cisco ISR 2821 と 2851 ルータは、 革新的な Extension Voice Module （EVM） スロ ッ ト * を採用しています。 これによ り、 単一プ

ラ ッ ト フォームで、 アナログおよび BRI （基本インターフェイス） の音声密度を大幅に高め、 最大で 24 の Foreign Exchange
Station （FXS） インターフェイス と 12 の Foreign Exchange Office （FXO） インターフェイスを実現します （これらの EVM モ

ジュールは、 Cisco ISR 3825 と 3845 の各ルータでもサポート されています）。 Cisco ISR サービス統合型ルータはいずれも、 す

べての HWIC スロ ッ ト で Voice Interface Card （VIC） をサポート しています。 また、 オプシ ョ ンの Packet Voice DSP Module
（PVDM） は、 ルータ自体のマザーボードに搭載するこ とができます。 図 1 および図 2 は、 Cisco ISR 2851 と Cisco ISR 3845 で

それぞれ利用できる IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービスを示しています。

* EVM 対応モジュールは、 日本では未発売です。

Cisco ISR サービス統合型ルータ と、 音声、 セキュ リ ティ、 データの各サービスに対するシスコの体系的アプローチによ り、 大

企業では階層型サービスを容易に実装できます。 また、 パフォーマンスを犠牲にするこ とな く、 将来の拡張に備えながら、 音

声サービスを段階的に構築するこ と も可能です。 中小 ・中堅企業では、 データ、 セキュ リ ティ、 および IP コ ミ ュニケーシ ョ ン

の要件を単一のシステムで満たすこ とができます。 このため、 導入や設定が容易に行え、 コス ト と煩雑さが低減されます。 ま

た、 サービス  プロバイダーは、 音声およびデータ対応のマネージド  サービスを強化できます。 どのよ うな規模のお客様であっ

ても単一のルーティング システムで対処でき、 ニーズの変化にも柔軟に対応できます。

シスコは、 20 年以上にわたって IP 技術の革新に取り組み、 そのリーダーシップを維持してきました。 定評あるデータ、 音声、 お

よびセキュ リティ  ソ リ ューシ ョ ンに基づき、 他社の追随を許さない完成度の高い統合型ソ リ ューシ ョ ンをお客様に提供します。

図 1 Cisco ISR 2851 で利用できる IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービス

図 2 Cisco ISR 3845 で利用できる IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービス
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機能

Cisco ISR サービス統合型ルータ （Cisco ISR 2801、 2811、 2821、 2851、 3825、 および 3845） は、 ネッ ト ワーク接続、 疎結合、 お

よび半自律型のビジネス  ソ リ ューシ ョ ン向けの高度な機能とサービスをはじめとする、シスコ IP コ ミ ュニケーシ ョ ン機能をサ

ポート します。 このよ うな機能と して、 呼処理、 呼制御プロ ト コル、 Quality of Service （QoS; サービス品質）、 アナログ / デジ

タル インターフェイス、 キューイング、 スク リプティング、 ボイス  メール、 自動応答などを挙げるこ とができます。 表 1 に、

Cisco ISR サービス統合型ルータがサポートする主な IP コ ミ ュニケーシ ョ ン機能を示します。

アプリケーシ ョ ン

Cisco ISR サービス統合型ルータは、 トール バイパス  ゲート ウェイ  ルータ と して動作します。 これによ り、 従来の PBX （構内

交換機） ト ラフ ィ ッ クを企業の IP ネッ ト ワークへルーティングし、課金を回避するこ とができます。また、このプラ ッ ト フォー

ムの実装は、 従来の PBX 環境から完全な統合型 IP コ ミ ュニケーシ ョ ン ネッ ト ワークへ移行するための基盤と もな り ます。 図

3 に、 音声トール バイパス  ネッ ト ワークで使用される Cisco ISR サービス統合型ルータを示します。

表 1 Cisco ISR サービス統合型ルータの主な IP コ ミ ュニケーシ ョ ン機能

テレフォニー 高度なサービス QoS、 キューイング、 呼制御 シスコ IP コ ミ ュニケーシ ョ ン

アナログ FXS、 FXO、 E&M、

Centralized Automated Message
Accounting（CAMA）、およびDirect
Inward Dialing（DID）テレフォニー

インターフェイス

マザーボード  ベースのDSP会議

（最大 50 セッシ ョ ン）

Low Latency Queuing （LLQ） 、

Weighted Fair Queuing（WFQ; 均
等化キューイング）、Class-Based
WFQ （CB-WFQ; ク ラス ベース

WFQ） 、 Class-Based Weighted
Random Early Detection （CB-
WRED; クラス ベース重み付き

ランダム早期検出）

Cisco CallManager Express（24、
36、 48、 96、 168、および 240 台

の電話をサポート）

デジタル T1、 E1、 および BRI
テレフォニー インターフェイス

マザーボード  ベースのDSP ト ラ

ンスコーディング（最大 128 セッ

シ ョ ン）

Media Gateway Control Protocol
（MGCP）、H.323、および Session
Initiated Protocol （SIP） による呼

制御

Cisco Unity Express （8 時間 [4
ポート AIM] または 100 時間 [8
ポートのネッ トワーク  モジュー

ル ]）

統合アナログ / デジタル変換

チャネル バンク

統合アクセス （データ WAN と音

声の終端）

Advanced Voice Busy Out（AVBO）

と Local Voice Busy Out （LVBO）

Cisco CallManagerゲートウェイ

モジュ ラ型の PoE 対応イーサ

ネッ ト  スイッチ

音声Extensible Markup Language
（XML） および Tool Command
Language （TCL） スク リ プテ ィ

ングのサポート

Resource Reservation Protocol
（RSVP）、Call Admission Control
（CAC; コール アド ミ ッシ ョ ン コ
ン ト ロール）

Cisco Unity ExpressによるCisco
Automated Attendant （自動応答）

AVBO と LVBO 将来のビデオ機能をビルト イン

サポート

Class of Service （CoS; サービス

ク ラ ス） から Type of Service
（ToS; サービス タイプ）へのマッ

ピング

Cisco SRST（24、36、48、72、96、
144、 336、 480、 および 720 台

の電話をサポート）
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図 3 音声トール バイパス ネッ トワークで使用される Cisco ISR サービス統合型ルータ

Cisco ISR サービス統合型ルータは、 大企業のブランチ オフ ィ スや営業所に SRST を備えた IP テレフォニーを導入し、 呼処理

のフェールオーバーを実現するための基盤とな り ます。 このと き、 ボイス  メールおよび自動応答の各サービスは、 Cisco Unity
Express を使用して直接シスコ  サービス統合型ルータ上でサポートするこ と もできますし、Cisco Unity ソフ ト ウェアを使用して

中央集中的に実現するこ と もできます。

疎結合されたオフ ィ スや半自律型のオフ ィ スは、 シスコ  サービス統合型ルータ上で IP テレフォニー サービスを実現するのに

「最適な規模の環境」であ り、セキュ リ ティおよびルーティングの要件も同時に満たすこ とができます。Cisco CallManager Express
と Cisco Unity Express をシスコ  サービス統合型ルータの管理機能と組み合わせるこ とによって、 サービス と メンテナンスが簡

略化されます。 図 4 に、 ブランチ オフ ィ ス、 営業所、 または小規模オフ ィ スに Cisco ISR サービス統合型ルータを導入し、 IP
テレフォニーを実現する場合を示します。
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図 4 ブランチ オフ ィス、 営業所、 または小規模オフ ィスで Cisco ISR サービス統合型ルータを導入し IP テレフォニーを実現

主な機能と利点

オンボード PVDM スロッ ト

Cisco ISR サービス統合型ルータのマザーボードには、 Cisco PVDM2 製品 （PVDM2-8、 PVDM2-16、 PVDM2-24、 PVDM2-32、 ま

たは PVDM2-64） がモジュラ形式で組み込むこ とができます。 このため、 ネッ ト ワーク  モジュールや AIM を使用せずに、 会

議、 ト ランスコーディング、および音声の終端を実現できます。Cisco ISR サービス統合型ルータ内部に Cisco PVDM2 製品を搭

載するこ とによ り、 これらのサービスを Voice over IP （VoIP） ト ラフ ィ ッ ク と Time Division Multiplexing （TDM; 時分割多重）

ト ラフ ィ ッ クの両方で利用できます。 また、 Cisco ISR サービス統合型ルータでは VIC、 VWIC、 または EVM* が搭載できるの

で （EVM をサポート しているのは Cisco ISR 2821、 2851、 3825、 および 3845 のみ）、 これらを使用して TDM インターフェイ

スを終端できます。

*EVM 対応モジュールは、 日本では未発売です。

Cisco ISR 2821 および Cisco ISR 2851 の専用 EVM スロッ ト *
Cisco ISR サービス統合型ルータでは、 EVM を採用するこ とによ り、 アナログおよび BRI のテレフォニー密度が大幅に向上し

ています。 また、 拡張用のネッ ト ワーク  モジュール スロ ッ トの空きが確保されるため、 サービスの追加、 または音声、 LAN、

WAN の各インターフェイスの密度の向上も可能です。

オンボードの PVDM スロ ッ ト と EVM カードを組み合わせる と、 本来ならばセキュ リティおよびルーティング機能を実現する

目的で導入したプラ ッ ト フォーム上で、音声サービスも提供するこ とが可能となり ます。2 台めのルータを追加する必要はあ り

ません。

*EVM 対応モジュールは、 日本では未発売です。

表 2 に、 Cisco ISR サービス統合型ルータでの IP コ ミ ュニケーシ ョ ン機能のサポート状況を示します。
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機能のサポート状況

表 2 Cisco ISR サービス統合型ルータでの IP コ ミ ュニケーシ ョ ン機能のサポート状況

機能 プラッ ト フォーム サポート状況 Cisco IOS ソフ トウェア

オンボードの PVDM2 スロッ ト Cisco ISR 2801（オンボードに 2 スロッ ト）

Cisco ISR 2811（オンボードに 2 スロッ ト）

Cisco ISR 2821（オンボードに 3 スロッ ト）

Cisco ISR 2851（オンボードに 3 スロッ ト）

Cisco ISR 3825（オンボードに 4 スロッ ト）

Cisco ISR 3845（オンボードに 4 スロッ ト）

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

音声 / ファ ッ クス対応高密度アナ

ログ /デジタル拡張モジュールの

専用スロッ ト

Cisco ISR 2821 および Cisco ISR 2851
注 ： Cisco ISR 3825 は NME スロッ トのい

ずれかで 1つのEVM-HD をサポート：Cisco
ISR 3845 は任意の 2 つの NME スロッ トで

最大 2 つの EVM-HD をサポート

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

音声、 ビデオ、 VPN （V3PN） Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

Cisco CallManager 音声ゲー ト

ウェイ

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

Cisco CallManager Express、
Cisco Unity Express、
Cisco SRST

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

Cisco CallManagerのアドホック

会議と ト ランスコーディング

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

デジタルの T1、 E1、 BRI、 およ

びアナログの FXS、FXO、E&M、

CAMA、DID の各テレフォニー イ
ンターフェイス

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

呼制御プロ ト コル

（MGCP、 H.323、 SIP）
Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

EVM-HD-8FXS/DID、 EM-HDA-
8FXS、 EM-4BRI-NT/TE、 EM-
HDA-3FXS/4FXO1、 EM-HDA-
6FXO1

（EVM 対応モジュールは、日本で

は未発売です。）

Cisco ISR 2821 と 2851は専用EVM スロッ

ト をサポート （PVDM2 のオンボード実装

が必要）

Cisco ISR 3825 は NME スロッ トのいずれ

かで 1つのEVM-HD をサポート：Cisco ISR
3845 は任意の 2 つの NME スロッ トで最大

2 つの EVM-HD をサポート （PVDM2 のオ

ンボード実装が必要）

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）
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1. EM-HDA-3FXS/4FXO と EM-HDA-6FXO は、 今後のリ リースでサポート予定

まとめ

Cisco ISR サービス統合型ルータは、 大企業のブランチ オフ ィ スおよび中小 ・ 中堅企業で IP コ ミ ュニケーシ ョ ンを実装するた

めの理想的なプラ ッ ト フォームです。 高性能プロセッサ、 音声用途に特化した IC、 アナログと BRI 用の革新的なインターフェ

イス機能、組み込みのモジュラ型 DSP、および Cisco CallManager Express、 Cisco Unity Express、会議、 ト ランスコーディングな

どの高度なテレフォニー サービスによって、 高速な IP コ ミ ュニケーシ ョ ンを実現します。 さ らに、 Cisco ISR サービス統合型

ルータは、統合されたモジュラ構造によってサービスの拡大と拡張オプシ ョ ンへの柔軟な対応を可能と し、IP コ ミ ュニケーシ ョ

ン サービスのためのプラ ッ ト フォームと して将来の投資保護を約束します。

製品仕様

表 3 に、 Cisco ISR サービス統合型ルータ対応 IP コ ミ ュニケーシ ョ ン製品の仕様を示します。

N M - H D A - 4 F X S、 E M - H D A -
8FXS、 NM-HDV （すべての組み

合わせ）、NM-HDV2 （すべての組

み合わせ）、NM-HD-1V、NM-HD-
2V、 NM-HD-2VE

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845 の任意の NME スロッ ト

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

VIC-2DID、VIC-4FXS/DID、VIC2-
4FXO（ビルト イン CAMA サポー

ト） 、 VIC2-2FXO （ビル ト イ ン

CAMA サポート） 、 VIC2-2BRI-
NT/TE、 VIC2-E/M

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845 の任意の HWIC スロッ ト、 お

よびNM-HDまたはNM-HDV2の任意のVIC
スロッ ト

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

VWIC-1MFT-T1、 VWIC-2MFT-
T1、 VWIC-1MFT-E1、 VWIC-
2MFT-E1、 VWIC-2MFT-T1-DI、
VWIC-2MFT-E1-DI

Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845 の任意の HWIC スロッ ト、 お

よび NM-HD-2VE、 NM-HDV、 または NM-
HDV2 の任意の VIC スロッ ト

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

VIC-1J1 Cisco ISR 2801、2811、2821、2851、3825、
および 3845 に実装されている NM-HDV ま

たは NM-HDV2 の VIC スロッ ト （VIC-1J1
は、 いずれのプラッ ト フォームでもサポー

ト されていない）

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

PVDM2-8、PVDM2-16、PVDM2-
32、 PVDM2-48、 PVDM2-64 （製

品番号の数字は、サポート されて

いる G.711 の最大チャネル数を

表現）

いずれの PVDM2 も、 Cisco ISR 2801、
2811、 2821、 2851、 3825、および 3845 に

実装されている PVDM スロッ ト、 および

NM-HDV2 でサポート されている （第 1 世

代の PVDM ではな く、 PVDM2 だけがサ

ポート されている）

現時点でサポート 12.3(8)T4（Cisco ISR 2800 シリーズ）

12.3(11)T（Cisco ISR 3800 シリーズ）

サポー ト されていないカード ：

NM-1V、NM-2V、AIM-VOICE-30、
AIM-ATM-VOICE-30、VIC-2E/M、

VIC-2FXS、 VIC-2BRI-NT/TE、

VIC-2BRI-S/T-TE、 VIC-2FXO、

VIC-2FXO-M1、 VIC-2FXO-M3、
VIC-2FXO-EU、 VIC-2CAMA

Cisco ISR 2800 と 3800の各シリーズでは、

これらのカードはいずれもサポート されて

いない （オンボード でのサポー ト および

ネッ トワーク  モジュール カード内でのサ

ポートのいずれもなし）

予定なし 該当なし

機能 プラッ ト フォーム サポート状況 Cisco IOS ソフ トウェア
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システム キャパシテ ィ

表 4 に、 Cisco ISR サービス統合型ルータ対応 IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービスのキャパシティを示します。

表 5 に、 Cisco ISR サービス統合型ルータのオンボードでサポート されている PVDM2 製品を示します。

表 3 Cisco ISR サービス統合型ルータ対応 IP コ ミ ュニケーシ ョ ン製品の仕様

製品の互換性 Cisco Unity Express リ リース 1.1 およびそれ以上

ソフ トウェアの互換性 Cisco ISR 2801、 2811、 2821、 および 2851 では Cisco IOS ソフ トウェア 12.3(8)T4
Cisco ISR 3825 と 3845 では Cisco IOS ソフ トウェア 12.3(11)T

プロ ト コル H.323、 MGCP、 SIP

カード、 ポート、 スロッ ト Cisco ISR 2801 ： HWIC スロッ ト× 2、 VWIC スロッ ト× 2、 PVDM スロッ ト× 2、 AIM スロッ ト× 2
Cisco ISR 2811 ：HWIC スロッ ト× 4、拡張ネッ トワーク  モジュール スロッ ト× 1、PVDM スロッ ト× 2、
AIM スロッ ト× 2
Cisco ISR 2821 ： HWIC スロッ ト× 4、 拡張ネッ トワーク  モジュール スロッ ト× 1、 拡張音声 / ファ ック

ス モジュール スロッ ト× 1、 PVDM スロッ ト× 3、 AIM スロッ ト× 2
Cisco ISR 2851 ： HWIC スロッ ト× 4、 拡張ネッ トワーク  モジュール スロッ ト× 1、 拡張音声 / ファ ック

ス モジュール スロッ ト× 1、 PVDM スロッ ト× 3、 AIM スロッ ト× 2
Cisco ISR 3825 ：HWIC スロッ ト× 4、拡張ネッ トワーク  モジュール スロッ ト× 2、PVDM スロッ ト× 4、
AIM スロッ ト× 2
Cisco ISR 3845 ：HWIC スロッ ト× 4、拡張ネッ トワーク  モジュール スロッ ト× 4、PVDM スロッ ト× 4、
AIM スロッ ト× 2

オプシ ョ ン Cisco CallManager Express、 Cisco Unity Express、 Cisco SRST、 PVDM2-8、 PVDM2-16、 PVDM2-32、
PVDM2-48、 PVDM2-64

表 4 Cisco ISR サービス統合型ルータ対応 IP コ ミ ュニケーシ ョ ン サービスのキャパシテ ィ

シスコ  ルータ

Cisco CallManager Express
（最大の電話台数）

SRST
（最大の電話台数） Cisco Unity Express （最大のメールボックス数）

ISR 2801 24 24 Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）

ISR 2811 36 36 Cisco Unity Express ネッ トワーク  モジュールの使用時 ： 100
（100 時間のスト レージ）

Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）

ISR 2821 48 48 Cisco Unity Express ネッ トワーク  モジュールの使用時 ： 100
（100 時間のスト レージ）

Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）

ISR 2851 96 96 Cisco Unity Express ネッ トワーク  モジュールの使用時 ： 100
（100 時間のスト レージ）

Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）

ISR 3825 168 336 Cisco Unity Express ネッ トワーク  モジュールの使用時 ： 100
（100 時間のスト レージ）

Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）

ISR 3845 240 720 Cisco Unity Express ネッ トワーク  モジュールの使用時 ： 100
（100 時間のスト レージ）

Cisco Unity Express AIM の使用時 ： 50 （8 時間のスト レージ）
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表 5 Cisco ISR サービス統合型ルータでサポート されている PVDM2 製品

PVDM モジュール 説明

G.711 の

チャネル数

中複雑度の

チャネル数

高複雑度の

チャネル数

PVDM2-8 8チャネル パケッ ト  ファ ッ クス /音声DSPモジュール 8 4 4

PVDM2-16 16 チャネル ファ ッ クス / 音声 DSP モジュール 16 8 6

PVDM2-32 32 チャネル ファ ッ クス / 音声 DSP モジュール 32 16 12

PVDM2-48 48 チャネル ファ ッ クス / 音声 DSP モジュール 48 24 18

PVDM2-64 64 チャネル ファ ッ クス / 音声 DSP モジュール 64 32 24
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