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はじめに

マニュアルの変更履歴
次の表に、このマニュアルに対する技術的な変更の内容を記載します。

序文
このマニュアルでは、Cisco 7200 シリーズ ルータに搭載されるポート アダプタのハードウェア構成

について説明します。Cisco 7200 シリーズは、次のルータで構成されています。

• 2 スロットの Cisco 7202

• 4 スロットの Cisco 7204

• 4 スロットの Cisco 7204VXR

• 6 スロットの Cisco 7206

• 6 スロットの Cisco 7206VXR

このマニュアルでは、Cisco 7200 シリーズのアーキテクチャ、ポート アダプタの帯域割り当て、ポー

ト アダプタ スロット番号、およびメモリ要件について概説します。

（注） Cisco 7206 および Cisco 7206VXR は、Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバのルータ シェル

フとして使用できます。このマニュアルで Cisco 7200 シリーズ ルータという用語を使用する場合、

特に明記しないかぎり、Cisco 7206 および Cisco 7206VXR ルータ シェルフが含まれます。

ここで説明する内容は、次のとおりです。

• 関連資料（p.vi）

• マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ ガイドライン（p.vii）

リビジョン 日付 変更点

OL-3875-11 2007 年 7 月 PA-TE/E3-EC 情報が追加されました。

OL-3875-10 2006 年 12 月 PA-MC-TE-EC 情報が追加されました。

OL-3875-09 2006 年 10 月 VPN サービス アダプタ（VSA）の情報が追加されました。

OL-3875-08 2006 年 5 月 NPE-G2 の情報が追加されました。

OL-3875-07 2006 年 3 月 ポート アダプタ ジャケット カードの情報が追加されました。

OL-3875-06 2006 年 2 月 PA-GE 用 NPE のサポート情報が追加されました。

OL-3875-05 2005 年 2 月 PA-POS-1OC3 および SA-VAM2+ の情報が追加されました。
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関連資料
ご使用のルータ、およびそれらで稼働する Cisco IOS ソフトウェアは、広範囲な機能をサポートし

ています。これらの機能の詳細については、以下の資料を参照してください。

• 設定情報およびサポートについては、一連の Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション

マニュアルのうち、ご使用のシスコ製ハードウェア製品にインストールされているソフトウェ

ア リリースに対応したコンフィギュレーション ガイドおよびコマンド リファレンスを参照し

てください。

（注） Cisco.com から、Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーションのマニュアルおよび

Cisco 7200 シリーズ ルータのハードウェア インストレーション メンテナンス マニュア

ルにアクセスできます。ドロップ ダウン メニューで該当するルータを選択してくださ

い。ハードウェアのページにも、トラブルシューティング情報へのリンクがあります。

• Cisco 7200 シリーズ ルータ マニュアルの一覧については、次を参照してください。すべての

Cisco 7200 シリーズ ルータに関するマニュアル、トラブルシューティング ツール、および情報

の一覧については、
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a0080

1c0915.html の『Cisco 7200 Series Routers Documentation Roadmap』を参照してください。

• Cisco 7200 シリーズ ルータ のポート アダプタの一覧については、次を参照してください。す

べての Cisco 7200 シリーズ ルータでサポートされるポート アダプタの一覧については、
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a0080

1c0a32.html の『Cisco 7200 Series Routers Port Adapter Documentation Roadmap』を参照してくだ

さい。

• すべての Cisco 7200 シリーズ ルータのトラブルシューティング マニュアル（リンク、ツール、

ユーティリティ、および TAC のテクニカル ノートを含む）の一覧については、次を参照して

ください。Cisco 7200 シリーズ ルータ用のトラブルシューティング ツール、ユーティリティ、

およびテクニカル ノートの一覧については、
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_troubleshooting_guide09186a00801c0f65

.html の『Cisco 7200 Series Routers Troubleshooting Documentation Roadmap』を参照してください。

• Cisco 7200 シリーズ ルータでサポートされるハードウェアおよび対応するブート イメージの

情報の一覧については、
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_installation_guide09186a00805e7d4d.ht

ml の『Cisco 7200 Series Routers Boot Images Information』を参照してください。

• Cisco AS5800 ユニバーサル アクセス サーバのハードウェア インストレーションおよびメンテ

ナンス情報、およびソフトウェア コンフィギュレーション情報については、次の資料を参照し

てください。

－ 『Cisco AS5800 Universal Access Server Hardware Installation Guide』

－ Cisco AS5800 のコンフィギュレーション マニュアル 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/tsd_products_support_category_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/tsd_products_support_troubleshoot_and_alerts.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0915.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0a32.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/products_documentation_roadmap09186a00801c0a32.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_troubleshooting_guide09186a00801c0f65.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_troubleshooting_guide09186a00801c0f65.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_installation_guide09186a00805e7d4d.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps341/prod_installation_guide09186a00805e7d4d.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/hw_inst/5800_hig/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/sw_conf/index.htm
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マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、およびセキュリティ
ガイドライン

マニュアルの入手方法、マニュアルに関するフィードバックの提供、テクニカル サポート、シスコ

製品のセキュリティ ガイドライン、推奨エイリアス、および一般的なシスコ マニュアルに関する

情報については、次の URL で、毎月更新される『What’s New in Cisco Product Documentation』を参

照してください。『What’s New in Cisco Product Documentation』には、シスコの新規および改訂版の

技術マニュアルの一覧が示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Japan TAC Web サイト

Japan TAC Web サイトでは、利用頻度の高い TAC Web サイト（http://www.cisco.com/tac）のドキュ

メントを日本語で提供しています。Japan TAC Web サイトには、次の URL からアクセスしてくだ

さい。

http://www.cisco.com/jp/go/tac

サポート契約を結んでいない方は、「ゲスト」としてご登録いただくだけで、Japan TAC Web サイ

トのドキュメントにアクセスできます。

Japan TAC Web サイトにアクセスするには、Cisco.com のログイン ID とパスワードが必要です。ロ

グイン ID とパスワードを取得していない場合は、次の URL にアクセスして登録手続きを行ってく

ださい。

http://www.cisco.com/jp/register/

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
http://www.cisco.com/tac
http://www.cisco.com/jp/go/tac
http://www.cisco.com/jp/register/
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