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はじめに

WAN コントローラは、さまざまなメディアを用いてワイド エリア ネットワークを接続するため
に使用されます。 このドキュメントでは、Cisco 7000、7010、720x、75xx、および 3600 で使用
できる WAN コントローラについて説明します。 このドキュメントでリストする各コントローラ
には関連情報へのリンクがあります。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

使用可能なコントローラ

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Cisco 7000 シリーズ：

これらの WAN コントローラは、Cisco 7000 シリーズ ルータで使用可能です。

ファスト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）

FSIP の概要については、「ファスト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）の取り付け
と設定」を参照してください。 また、以下を含む FSIP の詳細については、「Cisco 7000 ハード
ウェア インストールとメンテナンス」を参照してください。

FSIP および FSIP DCE の設定●

FSIP シリアル接続装置と接続●

FSIP LED●

シリアル アダプタ ケーブルのピン配置●

E1-G.703/G.704 ポート アダプタ

E1-G.703/G.704 ポート アダプタの概要については、「FSIP および SSIP、E1-G.703/G.704 ポー
ト アダプタ インターフェイスのインストールと設定」を参照してください。 製品概要と、E1-
G.703/G.704 ケーブルに関する情報を確認するには、「Cisco 7000 ハードウェア インストールと
メンテナンス」を参照してください。

HSSI インターフェイス プロセッサ（HIP）

HIP の概要については、「High-Speed Serial Interface（HSSI）インターフェイス プロセッサ
（HIP）の取り付けと設定」を参照してください。 また、以下を含む HIP の詳細を確認するには
、「Cisco 7000 ハードウェア インストールとメンテナンス」を参照してください。

HSSI の接続と接続装置●

HSSI コネクタ信号●

HSSI ケーブルの取り付け●

HIP LED●

マルチチャネル インターフェイス プロセッサ（MIP）

MIP の概要については、「マルチチャネル インターフェイス プロセッサ（MIP）の取り付けと設
定」を参照してください。 また、以下を含む MIP の詳細を確認するには、「Cisco 7000 ハード
ウェア インストールとメンテナンス」を参照してください。

MIP の取り付けと設定●

マルチチャネル接続●

MIP インターフェイス ケーブルのピン配置●

MIP LED●

チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP）

CT3IP の概要については、「チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP）の取り
付けと設定」を参照してください。
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チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP-50）

CT3IP-50 の概要については、「チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP-
50）の取り付けと設定」を参照してください。

PA-2CE1 チャネライズド E1 ポート アダプタ

以下を含む、PA-2CE1 チャネライズド E1 ポート アダプタの詳細については、「PA-2CE1 チャ
ネライズド E1 ポート アダプタ」を参照してください。

設置に関するガイドライン●

PA-2CE1 の設定に関するアドバイス●

PA-MC-2T3+ マルチチャネル ポート アダプタ

以下を含む、PA-MC-2T3+ マルチチャネル ポート アダプタの詳細については、「PA-MC-2T3+
マルチチャネル T3 ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

PA-MC-2T3+ ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-MC-2T3+ のチャネライズド モードと非チャネライズド モードの設定●

Cisco 7010 シリーズ：

これらの WAN コントローラは、Cisco 7010 シリーズ ルータで使用可能です。

ファスト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）

FSIP の概要については、「ファスト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）の取り付け
と設定」を参照してください。 以下を含む、FSIP の詳細を確認するには、「Cisco 7010 ハード
ウェア インストールとメンテナンス」を参照してください。

FSIP とシリアルの設定●

FSIP LED●

シリアル アダプタ ケーブルのピン配置●

FSIP および SSIP、E1-G.703/G.704 ポート アダプタ

FSIP および SSIP の概要については、「FSIP および SSIP、E1-G.703/G.704 ポート アダプタ イ
ンターフェイスのインストールと設定」を参照してください。

HSSI インターフェイス プロセッサ（HIP）

HIP の詳細については、次のリンクを参照してください。

Cisco 7010 ハードウェア インストールとメンテナンス（SSI 接続、SSI コネクタ信号、およ
び HIP LED）

●

HSSI HIP の取り付けと設定●

High-Speed Serial Interface（HSSI）ケーブルの取り付け●
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マルチチャネル インターフェイス プロセッサ（MIP）

MIP の概要については、「マルチチャネル インターフェイス プロセッサ（MIP）の取り付けと設
定」を参照してください。 また、以下を含む MIP の詳細を確認するには、「Cisco 7010 ハード
ウェア インストールとメンテナンス」を参照してください。

MIP の設定●

マルチチャネル接続●

MIP インターフェイス ケーブルのピン配置●

MIP LED●

チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP）

CT3IP の概要については、「チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP）の取り
付けと設定」を参照してください。

チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP-50）

CT3IP-50 の概要については、「チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ（CT3IP-
50）の取り付けと設定」を参照してください。

PA-MC-2T3+ マルチチャネル ポート アダプタ

以下を含む、PA-MC-2T3+ マルチチャネル ポート アダプタの詳細については、「PA-MC-2T3+
マルチチャネル T3 ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-MC-2T3+ の非チャネライズド モードとチャネライズド モードの設定●

Cisco 7202 シリーズ：

これらの WAN コントローラは、Cisco 7202 シリーズ ルータで使用可能です。

PA-H HSSI ポート アダプタ

以下を含む。PA-H HSSI ポート アダプタの詳細については、「PA-H HSSI ポート アダプタの取
り付けと設定」をクリックしてください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、PA-H インターフェイス ケーブルの接続●

PA-H の設定●

PA-2H デュアルポート HSSI ポート アダプタ

以下を含む、PA-2H デュアルポート HSSI ポート アダプタの詳細については、「PA-2H デュア
ルポート HSSI ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、PA-2H インターフェイス ケーブルの接続●

PA-2H の設定●
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PA-T3 シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-T3 シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-T3 シリアル ポート アダ
プタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-T3 の設定●

PA-T3+ シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-T3+ シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-T3+ シリアル ポート ア
ダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

シリアル ケーブルの接続●

PA-T3+ の設定●

PA-MC-T3 マルチチャネル T3 ポート アダプタ

以下を含む、PA-MC-T3 マルチチャネル T3 ポート アダプタの詳細については、「チャネライズ
ド T3 デュアルワイド ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-MC-T3 ケーブルの接続●

PA-MC-T3 の設定●

Cisco 7204 および 7206 シリーズ：

これらの WAN コントローラは、Cisco 7204 および 7206 シリーズ ルータで使用可能です。

PA-4T 同期シリアル ポート アダプタ

注: これは、7206 シリーズ ルータでは使用できません。

以下を含む、PA-4T 同期シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-4T 同期シリアル ポ
ート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、PA-4T インターフェイス ケーブルの接続●

PA-4T の設定●

PA-4T+ 同期シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-4T+ 同期シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-4T+ 同期シリアル
ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-4T+ インターフェイス ケーブルの接続●

PA-4T+ インターフェイスの設定●
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PA-8T-V35 同期シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-8T-V35 同期シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-8T-V35 同期シ
リアル ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-8T-V.35 インターフェイス ケーブルの接続●

PA-8T-V.35 インターフェイスの設定●

PA-8T-X21 同期シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-8T-X21 同期シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-8T-X21 同期シ
リアル ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-8T-X21 インターフェイス ケーブルの接続●

PA-8T-X21 インターフェイスの設定●

PA-8T-232 同期シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-8T-232 同期シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-8T-232 同期シ
リアル ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

コンパクト シリアル ケーブルの接続●

PA-8T-232 インターフェイスの設定●

PA-4E1G シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-4E1G シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-4E1G シリアル ポー
ト アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタおよびインターフェイス ケーブルの取り外しと取り付け●

PA-4E1G の設定●

チャネライズド E1 ポート アダプタ

チャネライズド E1 ポート アダプタの概要については、「PA-2CE1 チャネライズド E1 ポート ア
ダプタの取り付けと設定」を参照してください。

チャネライズド T1 ポート アダプタ

チャネライズド T1 ポート アダプタの概要については、「チャネライズド T1 ポート アダプタの
取り付けと設定」を参照してください。

チャネライズド T3 デュアルワイド ポート アダプタ

チャネライズド T3 デュアルワイド ポート アダプタの概要については、「チャネライズド T3 デ
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http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-v35_sync_serial_install_config/3792m8tv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-x21_sync_serial_install_config/3794m8tx.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-x21_sync_serial_install_config/3794m8tx.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-232-sync_serial_install_config/3795m8te.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-8t-232-sync_serial_install_config/3795m8te.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-4eig1_serial_install_config/4115e1g7.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-4eig1_serial_install_config/4115e1g7.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-2cei_channelized_e1_install_config/pa_c2ce1.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-2cei_channelized_e1_install_config/pa_c2ce1.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/ser_isdn/pa_2ct1/3940ct1p.htm#xtocid132590
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/ser_isdn/pa_2ct1/3940ct1p.htm#xtocid132590
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/7206cfig/4584ct3d.htm#xtocid277760


ュアルワイド ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

PA-E3 シリアル ポート アダプタ

以下を含む、PA-E3 シリアル ポート アダプタの詳細については、「PA-E3 シリアル ポート アダ
プタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け●

PA-E3 ケーブルの接続●

PA-E3 の設定●

PA-MC-T3 マルチチャネル T3 ポート アダプタ

以下を含む、PA-MC-T3 マルチチャネル T3 ポート アダプタの詳細については、「チャネライズ
ド T3 デュアルワイド ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、PA-MC-T3 ケーブルの接続●

PA-MC-T3 の設定●

マルチチャネル DS1/PRI ポート アダプタ

以下を含む、マルチチャネル DS1/PRI ポート アダプタの詳細については、「マルチチャネル
DS1/PRI ポート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、RJ-48C シールド付きケーブルの接続●

マルチチャネル DS1/PRI インターフェイスの設定●

PA-MC-2E1/8E1 PRI ポート アダプタ

以下を含む、PA-MC-2E1/8E1 PRI ポート アダプタの詳細については、「PA-MC-2E1/8E1 PRI ポ
ート アダプタの取り付けと設定」を参照してください。

ポート アダプタの取り外しと取り付け、ネットワーク インターフェイス ケーブルの接続●

PA-MC-2E1 および PA-MC-8E1 の設定●

Cisco 7505、7507、7513 および 7576 シリーズ：

これらの WAN コントローラは、Cisco 7505、7507、7513 および 7576 シリーズ ルータで使用
可能です。 各詳細については、次のドキュメントを参照してください。

チャネライズド T3 インターフェイス プロセッサ●

ファスト シリアル インターフェイス プロセッサ（FSIP）●

HSSI インターフェイス プロセッサ●

マルチチャネル インターフェイス プロセッサ●

PA-MC-2T3+ マルチチャネル T3 ポート アダプタ●

Cisco 3600 シリーズ：

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7206/7206cfig/4584ct3d.htm#xtocid277760
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-e3_serial_install_config/pa_e3.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/serial/pa-e3_serial_install_config/pa_e3.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/7200vx/portadpt/chan_ser/pact3_4t/index.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/multichannel-dsi.pri_install_config/4815ds1p.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/multichannel-dsi.pri_install_config/4815ds1p.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/5083e1p/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_rout/cfig_nts/5083e1p/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/interpro/install/ipicgct3.htm
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps332/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800e9eca.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/hssi_pa/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7505/portadpt/ser_isdn/pa_2ct1/3940ct1p.htm
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/port_adapters/install_upgrade/multichannel_serial/pa-mc-2t3+_multichannel_t3_install_config/mc_2t3.html


   

Cisco 3600 シリーズ ルータで使用可能な WAN コントローラの詳細については、次のドキュメン
トを参照してください。

統合データ サービス ユニットおよびチャネル サービス ユニット（DSU/CSU）モジュールと
WAN インターフェイス カード

●

Cisco 3600 シリーズ マルチサービス プラットフォーム製品に関するサポート ページ●

HSSI ネットワーク モジュールの接続●

関連情報

WAN に関するテクニカル サポート ページ●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps233/products_tech_note09186a0080093c56.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps233/products_tech_note09186a0080093c56.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/tsd_products_support_eol_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/interfaces/nm/hardware/installation/guide/ConntHs.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk628/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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