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Cisco Catalyst 9400 シリーズ ラインカードの取り付け
に関する注意事項
このドキュメントでは、使用可能なすべてのラインカードの機能について説明し、シャーシ内のラインカードを正しく
取り外して交換する方法について説明します。
表 1 : 製品番号：

C9400-LC-24S、C9400-LC-24S=（スペア）

C9400-LC-48S、C9400-LC-48S=（スペア）

C9400-LC-24XS、 C9400-LC-24XS=（スペア）

C9400-LC-48T、C9400-LC-48T=（スペア）

C9400-LC-48H、 C9400-LC-48H=（スペア）

C9400-LC-48U、C9400-LC-48U=（スペア）

C9400-LC-48HN、C9400-LC-48HN=（スペア）

C9400-LC-48UX、 C9400-LC-48UX=（スペア）

C9400-LC-48HX、 C9400-LC-48HX=（スペア）

C9400-LC-48XS、C9400-LC-48XS=（スペア）

C9400-LC-48P、C9400-LC-48P=（スペア）

-

次の表に、使用可能な各ラインカードと互換性のある、および互換性のないスーパーバイザモジュールの概要を示しま
す。
表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要

-

C9400-SUP-1

C9400-SUP-1XL

C9400-SUP-1XL-Y C9400X-SUP-2

C9400X-SUP-2XL

C9400-LC-24S

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-24XS

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48H

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48HN

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48HX

非対応

不可

非対応

対応

対応

C9400-LC-48P

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48S

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48T

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48U

対応

対応

対応

対応

対応

C9400-LC-48UX

対応

対応

対応

対応

対応
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C9400-SUP-1

C9400-SUP-1XL

C9400-SUP-1XL-Y C9400X-SUP-2

C9400X-SUP-2XL

C9400-LC-48XS

非対応

不可

非対応

対応

対応

ステートメント 1071：警告の定義
安全上の重要な注意事項
この警告マークは「危険」の意味です。You are in a situation that could cause bodily injury. Before
you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar
with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of
each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.
ステートメント 1071
これらの注意事項を保管しておいてください。
Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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 de standaard praktijken
om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als
u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien
yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen
käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden
avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner
des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des
dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour
éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les
consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction
situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS
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Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Avvertenza

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone.
Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai
circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero
di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze
riportate in questo documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske
kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver
advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA .
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões
corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos
envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção
de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução
nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia!

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos
estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará
a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal 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 vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna
anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ ラインカードの機能
以下の表に、各ラインカードモジュールの簡単な説明、最大帯域幅、ポート密度の最小値と最大値、シャーシのサポー
ト情報、および制限（ある場合）を示します。

ギガビットおよびマルチギガビット イーサネット ライン カード
Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート 10/100/1000 モジュール（C9400-LC-48T）
説明

48 ポート 10/100/1000 BASE-T ギガビット イーサネット モジュール
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。

最大帯域幅

48 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
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ポート密度の最小値と最大値1

• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

1

任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。その他の
制限はありません。

単一スイッチで使用可能なポートの数

図 1 : C9400-LC-48T ラインカードの前面図

1

STATUS LED

5

ラインカードの無線周波数識別子（RFID）

2

LOCATE（青色ビーコン）LED

6

非脱落型ネジ

3

上の列にあるポートの PORT LINK LED

7

イジェクト レバー

6

4

下の列にあるポートの PORT LINK LED

8

モデルまたは製品番号

Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE 10/100/1000 モジュール（C9400-LC-48U）
説明

48 ポート、48 個の RJ45 ポートそれぞれで最大 60W の Cisco UPOE をサポートする
10/100/1000 BASE-T ギガビット イーサネット モジュール。
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Cisco Phone Discovery、IEEE802.3af、および IEEE802.3at をサポート。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• バックプレーンからの直接電力供給による節電
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
• 次のラインカード機能は、ソフトウェアで設定します。詳細については、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
• ポートあたりの電力消費測定を提供
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• PoE 電源構成をサポート

最大帯域幅
ポート密度の最小値と最大値2

48 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• シャーシの電源構成が PoE バジェットを適切にサポートすることを確認します。
電力バジェットの見積もり、および特定の PoE 構成の電源要件の決定には、Cisco
Power Calculator を使用します。
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2

単一スイッチで使用可能なポートの数

図 2 : C9400-LC-48U ラインカードの前面図
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モデルまたは製品番号
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE マルチギガビット モジュール（C9400-LC-48UX）
説明

48 ポート、UPOE マルチギガビット イーサネット モジュール：
• 24 ポート（ポート 1 ～ 24）1G POE/POE+/UPOE
• 24 ポート（ポート 25 ～ 48）マルチギガビット（mGig）POE/POE+/UPOE
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Cisco Phone Discovery、IEEE802.3af、および IEEE802.3at をサポート。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• バックプレーンからの直接電力供給による節電
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、『Radio Frequency Identification (RFID on Cisco Catalyst
9000 Family Switches)』を参照してください。
• 次のラインカード機能は、ソフトウェアで設定します。詳細については、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
• ポートあたりの電力消費測定を提供
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• 48 ポートのそれぞれで、ポートあたり最大 60 W の電力による PoE 電源設定
をサポートします。

最大帯域幅

240 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
この値は、このラインカードでサポートされる最大帯域幅です。使用するシャーシと
スーパーバイザモジュールの組み合わせによって、最終的に使用可能な帯域幅が決ま
ります。詳細については、『Cisco Catalyst 9400 Series Switch Line Cards Data Sheet 』を
参照してください。

ポート密度の最小値と最大値3

• Catalyst 9407R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
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サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• シャーシの電源構成が PoE バジェットを適切にサポートすることを確認します。
電力バジェットの見積もり、および特定の PoE 構成の電源要件の決定には、Cisco
Power Calculator を使用します。

3

単一スイッチで使用可能なポートの数

図 3 : C9400-LC-48UX ラインカードの前面図
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モデルまたは製品番号
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート 1G SFP モジュール（C9400-LC-48S）
48 ポート 1 ギガビット イーサネット SFP モジュール。

説明

• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• 全二重トラフィックをサポート。
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
最大帯域幅
ポート密度の最小値と最大値4

48 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

4

任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。その他の
制限はありません。

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 4 : C9400-LC-48S ラインカードの前面図
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モデルまたは製品番号
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 24 ポート 1G SFP モジュール（C9400-LC-24S）
24 ポート 1 ギガビット イーサネット SFP モジュール。

説明

• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Cu-SFP モジュールを備えた 10/100/1000 BASE-T をサポート。
• 全二重トラフィックをサポート。
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
最大帯域幅
ポート密度の最小値と最大値5

24 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック
• Catalyst 9404R スイッチ：24/48
• Catalyst 9407R スイッチ：24/120
• Catalyst 9410R スイッチ：24/192

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

5

任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。その他の
制限はありません。

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 5 : C9400-LC-24S ラインカードの前面図
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モデルまたは製品番号
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート ギガビット イーサネット POE/POE+ モジュール（C9400-LC-48P）
48 個のポートそれぞれで最大 30 W をサポートする 48 ポート 10/100/1000 BASE-T ギガ
ビット イーサネット モジュール。

説明

• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• EnergyWise 3.0 をサポート
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
最大帯域幅
ポート密度の最小値と最大値6

48 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック
• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

6

任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。その他の
制限はありません。

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 6 : C9400-LC-48P ラインカードの前面図
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE+ 10/100/1000 モジュール（C9400-LC-48H）
説明

48 個の RJ45 ポートそれぞれで最大 90 W の Cisco UPOE+ をサポートする 48 ポート
10/100/1000 BASE-T ギガビットイーサネット IEEE 802.3bt 準拠モジュール。
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Cisco Phone Discovery、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at および IEEE 802.3bt をサポート
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• バックプレーンからの直接電力供給による節電
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
• 次のラインカード機能は、ソフトウェアで設定します。詳細については、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
• ポートあたりの電力消費測定を提供
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• PoE 電源構成をサポート
• 10 スロット（Catalyst 9410R スイッチ）シャーシには最大 384 個の 1Gbps ポー
トがありますが、最大 260 個の 90 W PoE ポートを同時にサポートできます。

最大帯域幅
ポート密度の最小値と最大値7

48 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック
• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
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サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• シャーシの電源構成が PoE バジェットを適切にサポートすることを確認します。
電力バジェットの見積もり、および特定の PoE 構成の電源要件の決定には、Cisco
Power Calculator を使用します。
• 従来のシスコ給電デバイス（7910、7940、7960 IP Phone、AP350 ワイヤレスアク
セスポイントなど）によっては、IEEE 802.3bt 規格で定義されているとおりのタイ
プ 4 の電源装置（PSE）との互換性がない場合があります。接続されている場合、
PSE は、受電デバイスに電力を供給する試みが定期的に試行されるたびに「Tstart」
または「Imax」の障害を報告します。これらの従来のシスコ給電デバイスを引き
続き使用するには、それらを Cisco PoE+/UPOE PSE に接続します。
• C9400-LC-48H ラインカードは、Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 以降でサポートされ
ます。
ラインカードを挿入する前に、デバイスソフトウェアが Cisco IOS XE Gibraltar
16.12.1 またはそれ以降のリリースであることを確認してください。
Cisco IOS XE Gibraltar 16.12.1 からそれ以前のリリースにデバイスソフトウェアを
ダウングレードする前に、必ず C9400-LC-48H ラインカードを取り外してくださ
い。

7
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単一スイッチで使用可能なポートの数

図 7 : C9400-LC-48H ラインカードの前面図
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CiscoCatalyst9400シリーズ48ポートUPOE+100Mbps/1G/2.5G/5Gマルチギガビットモジュール（C9400-LC-48HN）
説明

48 個の RJ45 ポートそれぞれで最大 90 W の Cisco UPOE+ をサポートする 48 ポート 100
Mbps/1G/2.5G/5 G BASE-T マルチギガビット イーサネット モジュール。
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• Cisco UPoE+、PoE+、および PoE 機能：
• 48 ポートすべてで同時に 1 ポートあたり最大 90 W を供給します。
4 スロット（Catalyst 9404R スイッチ）シャーシには最大 96 個のポートがあり
ますが、最大 96 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
7 スロット（Catalyst 9407R スイッチ）シャーシには最大 240 個のポートがあ
りますが、最大 237 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
10 スロット（Catalyst 9410R スイッチ）シャーシには最大 384 個のポートがあ
りますが、最大 233 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
• 48 個のポートすべてで IEEE802.3af、IEEE802.3at、および IEEE802.3bt をサ
ポートします（DC は切断）。
• 0（最高の優先順位）から 7（最低の優先順位）までの優先順位レベルに基づ
いて PoE 緊急時シャットダウンをサポートします。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• 次のラインカード機能は、ソフトウェアで設定します。詳細については、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
• ポートあたりの電力消費測定を提供
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• PoE 電源構成をサポート
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
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最大帯域幅

240 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
この値は、このラインカードでサポートされる最大帯域幅です。使用するシャーシと
スーパーバイザモジュールの組み合わせによって、最終的に使用可能な帯域幅が決ま
ります。詳細については、『Cisco Catalyst 9400 Series Switch Line Cards Data Sheet 』を
参照してください。

ポート密度の最小値と最大値8

• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• シャーシの電源構成が PoE バジェットを適切にサポートすることを確認します。
電力バジェットの見積もり、および特定の PoE 構成の電源要件の決定には、Cisco
Power Calculator を使用します。
• 従来のシスコ給電デバイス（7910、7940、7960 IP Phone、AP350 ワイヤレスアク
セスポイントなど）によっては、IEEE 802.3bt 規格で定義されているとおりのタイ
プ 4 の電源装置（PSE）との互換性がない場合があります。接続されている場合、
PSE は、受電デバイスに電力を供給する試みが定期的に試行されるたびに「Tstart」
または「Imax」の障害を報告します。これらの従来のシスコ給電デバイスを引き
続き使用するには、それらを Cisco PoE+/UPOE PSE に接続します。
• C9400-LC-48HN ラインカードは、Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 以降でサポートさ
れます。
ラインカードを挿入する前に、デバイスソフトウェアが Cisco IOS XE Bengaluru
17.5.1 またはそれ以降のリリースであることを確認してください。
Cisco IOS XE Bengaluru 17.5.1 からそれ以前のリリースにデバイスソフトウェアを
ダウングレードする前に、必ず C9400-LC-48HN ラインカードを取り外してくださ
い。

8

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 8 : C9400-LC-48HN ラインカードの前面図
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート UPOE+ 100 Mbps/1G/2.5G/5G/10G マルチギガビットモジュール
（C9400-LC-48HX）
説明

48 個の RJ45 ポートそれぞれで最大 90 W の Cisco UPOE+ をサポートする 48 ポート 100
Mbps/1G/2.5G/5G/10G BASE-T マルチギガビット イーサネット モジュール。
• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• IEEE 802.1AE（MACsec-256）をハードウェアで実現
• Cisco UPoE+、PoE+、および PoE 機能：
• 48 ポートすべてで同時に 1 ポートあたり最大 90 W を供給します。
4 スロット（Catalyst 9404R スイッチ）シャーシには最大 96 個のポートがあり
ますが、最大 96 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
7 スロット（Catalyst 9407R スイッチ）シャーシには最大 240 個のポートがあ
りますが、最大 226 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
10 スロット（Catalyst 9410R スイッチ）シャーシには最大 384 個のポートがあ
りますが、最大 224 個の 90 W ポートを同時にサポートできます。
• 48 個のポートすべてで IEEE802.3af、IEEE802.3at、および IEEE802.3bt をサ
ポートします（DC は切断）。
• 0（最高の優先順位）から 7（最低の優先順位）までの優先順位レベルに基づ
いて PoE 緊急時シャットダウンをサポートします。
• Energy Efficient Ethernet（EEE）をサポート
• PoE ケーブル損失管理をサポート
• 次のラインカード機能は、ソフトウェアで設定します。詳細については、ソフト
ウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。
• ポートあたりの電力消費測定を提供
• 各ポートの最大電力消費を指定可能
• PoE 電源構成をサポート
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
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最大帯域幅

480 Gbps
この値は、このラインカードでサポートされる最大帯域幅です。使用するシャーシと
スーパーバイザモジュールの組み合わせによって、最終的に使用可能な帯域幅が決ま
ります。詳細については、『Cisco Catalyst 9400 Series Switch Line Cards Data Sheet 』を
参照してください。

ポート密度の最小値と最大値9

• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400X-SUP-2 および C9400X-SUP-2XL のみ。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラ
インカードの互換性の概要 」も参照してください。
互換性
サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• シャーシの電源構成が PoE バジェットを適切にサポートすることを確認します。
電力バジェットの見積もり、および特定の PoE 構成の電源要件の決定には、Cisco
Power Calculator を使用します。
• 従来のシスコ給電デバイス（7910、7940、7960 IP Phone、AP350 ワイヤレスアク
セスポイントなど）によっては、IEEE 802.3bt 規格で定義されているとおりのタイ
プ 4 の電源装置（PSE）との互換性がない場合があります。接続されている場合、
PSE は、受電デバイスに電力を供給する試みが定期的に試行されるたびに「Tstart」
または「Imax」の障害を報告します。これらの従来のシスコ給電デバイスを引き
続き使用するには、それらを Cisco PoE+/UPOE PSE に接続します。
• C9400-LC-48HX ラインカードは、Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 以降でサポートさ
れます。
ラインカードを挿入する前に、デバイスソフトウェアが Cisco IOS XE Cupertino
17.8.1 またはそれ以降のリリースであることを確認してください。
Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 からそれ以前のリリースにデバイスソフトウェアを
ダウングレードする前に、必ず C9400-LC-48HX ラインカードを取り外してくださ
い。

9

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 9 : C9400-LC-48HX ラインカードの前面図
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10 ギガビット イーサネット ライン カード
Cisco Catalyst 9400 シリーズ 24 ポート SFP/SFP+ モジュール（C9400-LC-24XS）
24 ポート SFP/SFP+ 10 ギガビット イーサネット モジュール。これらのポートは、1G
および 10G のポートとして同じように使用できます。

説明

• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• 4 つのポート グループ（グループあたり 6 ポート）に帯域幅が割り当てられ、ポー
ト グループごとに 20 Gbps を提供します。
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
最大帯域幅

240 Gbps、全二重ノンブロッキング トラフィック。
この値は、このラインカードでサポートされる最大帯域幅です。使用するシャーシと
スーパーバイザモジュールの組み合わせによって、最終的に使用可能な帯域幅が決ま
ります。詳細については、『Cisco Catalyst 9400 Series Switch Line Cards Data Sheet 』を
参照してください。

ポート密度の最小値と最大
値10

• Catalyst 9404R スイッチ：24/48
• Catalyst 9407R スイッチ：24/120
• Catalyst 9410R スイッチ：24/192

スーパーバイザモジュールの C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、C9400-SUP-1XL-Y、C9400X-SUP-2、および
C9400X-SUP-2XL。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラインカードの互換性の概要
互換性
」も参照してください。
サポートと制限

10

任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。その他の
制限はありません。

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 10 : C9400-LC-24XS ラインカードの前面図
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ 48 ポート SFP/SFP+ モジュール（C9400-LC-48XS）
48 ポート SFP/SFP+ モジュール。これらのポートは、1G および 10G のポートとして同
じように使用できます。

説明

• IEEE 1588/802.1as 対応のハードウェア：ビデオおよびオーディオのアプリケーショ
ンのネットワーク上での同期に Precision Time Protocol（PTP）を使用。
• 全二重トラフィックをサポート。
• 前面に向いたパッシブ RFID タグを内蔵しています。タグは超高周波（UHF）RFID
技術を使用しているため、互換性のあるソフトウェアを搭載した RFID リーダが必
要です。詳細については、Cisco Catalyst 9000 ファミリスイッチの電波による固体
識別（RFID）を参照してください。
最大帯域幅

480 Gbps
この値は、このラインカードでサポートされる最大帯域幅です。使用するシャーシと
スーパーバイザモジュールの組み合わせによって、最終的に使用可能な帯域幅が決ま
ります。詳細については、『Cisco Catalyst 9400 Series Switch Line Cards Data Sheet 』を
参照してください。

ポート密度の最小値と最大
値11

• Catalyst 9404R スイッチ：48/96
• Catalyst 9407R スイッチ：48/240
• Catalyst 9410R スイッチ：48/384

スーパーバイザモジュールの C9400X-SUP-2 および C9400X-SUP-2XL のみ。「表 2 : スーパーバイザモジュールとラ
インカードの互換性の概要 」も参照してください。
互換性
サポートと制限

• 任意の非スーパーバイザ モジュール スロットに取り付けることができます。
• C9400-LC-48XS ラインカードは、Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 以降でサポートさ
れます。
ラインカードを挿入する前に、デバイスソフトウェアが Cisco IOS XE Cupertino
17.8.1 またはそれ以降のリリースであることを確認してください。
Cisco IOS XE Cupertino 17.8.1 からそれ以前のリリースにデバイスソフトウェアを
ダウングレードする前に、必ず C9400-LC-48XS ラインカードを取り外してくださ
い。

11

単一スイッチで使用可能なポートの数
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図 11 : C9400-LC-48XS ラインカードの前面図
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7

イジェクト レバー

4

下の列にあるポートの PORT LINK LED

8

モデルまたは製品番号
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Cisco Catalyst 9400 シリーズ ラインカードの LED
表 3 : Cisco Catalyst 9400 シリーズ ラインカードの LED

LED

ステータス

LED カラー

意味

緑

すべての診断テストに合格し、モジュールは動作しています。

オレンジ

モジュールの起動中または診断の実行中、あるいはモジュールが
無効です。

赤

個別ポート テスト以外のテストに失敗しました。いくつかのモ
ジュールでは、システムの電源を入れた直後、ソフトウェアの起
動プロセスが開始するまで、この LED は赤になります。

消灯

モジュールは無効になっているか、電源が入っていません。

青色

モジュールがビーコン信号を受信していることを示します。

緑

ポートリンクは動作していますが、パケットのアクティビティは
ありません。

グリーンに点滅

ポートリンクは動作しており、パケットのアクティビティがある
ことを示しています。

橙

ポート リンクは、ユーザによって無効化されて（管理上ダウンし
て）います。

橙の点滅

ハードウェア（PHY）が障害のあるポートリンクを検出しました。

LOCATE

PORT LINK

グリーンとオレンジに交 ポート リンクでエラー パケットが検出されています。エラーパ
互に点滅
ケットは無効な巡回冗長検査（CRC）パケット、ジャンボパケッ
トなどである可能性があります。
消灯

信号が検出されず、リンクがダウンしているか、またはポートが
接続されていません。

ラインカードの取り外しと交換
Cisco Catalyst 9400 シリーズ ラインカードはいずれもホットスワップをサポートしています。これにより、システムの
電源を切ることなく、ラインカードの取り付け、取り外し、交換、および再配置を行うことができます。ラインカード
の取り付けまたは取り外しが検知されると、システムは診断および検出のルーチンを自動的に実行し、モジュールの有
無を認識して、システム動作を再開します（オペレータは介在しません）。

31

警告

この機器の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。
ステートメント 1030

警告

本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。
ステートメント 1040

ラインカードスロットの識別
ファントレイの前面パネルのスロット番号は、ラインカードスロットまたは非スーパーバイザスロットを簡単に識別す
るために役立ちます。ラインカードは、これらのスロットにのみ取り付けてください。
図 12 : ファントレイの前面パネルのラインカードスロット番号

次の図は、Catalyst9407R スイッチのラインカードスロットを示しています（ファントレイのモデル番号は C9407-FAN）。
ファントレイアセンブリはシャーシ固有であり、他のシャーシのファントレイ前面パネルでも同様に、対応するシャー
シで使用可能なラインカードスロットを示す番号付けが行われています。

1

ラインカードスロット番号 1、2、5、6、および 7。
（注）

-

スーパーバイザ モジュール スロット
は、スロット番号に加えて縦棒でも示
されます。

必要な工具
スーパーバイザモジュールとラインカードの取り付けや取り外しには、次の工具が必要です。
• 静電気防止用器具または使い捨ての静電気防止用リスト ストラップ、すべてのアップグレード キット、現場交換
可能ユニット（FRU）、スペア。
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• 静電気防止用マットまたは静電気防止用袋
• No. 1 および No. 2 の Phillips ドライバ（大部分のモジュールの非脱落型ネジに使用）
• 3/16 インチのマイナス ドライバ（一部のモジュールの非脱落型ネジに使用）

ラインカードの取り外し
警告

システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーが生じています。作業を行うときは
注意してください。ステートメント 1034

警告

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可能性
があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。ステートメン
ト 1051

始める前に
モジュールスロットを埋めない場合は、ブランク ラインカード モジュール フィラー プレート（C9400-S-BLANK）を
挿入する必要があります。
手順

ステップ 1 ラインカードのポートに接続されているすべてのネットワーク インターフェイス ケーブルを取り外しま
す。
ステップ 2 モジュールに取り外し可能な光トランシーバが装備されている場合は、ただちにトランシーバの光ボアに
ダスト プラグを取り付けてください。これにより、埃が混入してポートのパフォーマンスが低下すること
を防止できます。
ステップ 3 プラス ドライバで、モジュール前面プレートの左右の端にある 2 つの非脱落型ネジを完全に緩めます。
ステップ 4 左右のイジェクト レバーを持ち、同時に外側に回して、バックプレーン コネクタからモジュールを取り出
します。

33

1

緩める必要がある非脱落型ネジ

2

外側に回す必要があるイジェクト レバー

ステップ 5 片手でモジュールの前面パネルを持ち、もう一方の手をモジュールの底面（金属製フレームに触れるよう
に）に当てて、モジュールを引き出します。プリント基板またはコネクタ ピンには触れないようにしてく
ださい。
ステップ 6 片手でモジュールの底面を支えながら、スロットからモジュールをまっすぐ引き出します。
ステップ 7 すぐに、取り外したモジュールを静電気防止用マットに置くか、静電気防止用袋の中に入れるか、または
別のスロットに取り付けます。
ステップ 8 スロットを空のままにする場合は、ブランク モジュール フィラー プレートを取り付けます。そうするこ
とで、シャーシに埃が入らないようにし、シャーシ内部での適正なエアーフローを保ち、電磁干渉（EMI）
整合性を維持し、シャーシ内部の高電流に触れるのを防ぎます。
（注）
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ブランクの前面プレートおよびカバー パネルには、3 つの重要な機能があります。シャーシ内の
危険な電圧および電流による感電を防ぐこと、他の装置への電磁干渉（EMI）の影響を防ぐこと、
およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、
前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。ス
テートメント 1029

ラインカードの取り付け
警告

システムの稼働中は、バックプレーンに危険な電圧またはエネルギーが生じています。作業を行うときは
注意してください。ステートメント 1034

警告

接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可能性
があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。ステートメン
ト 1051

注意

静電破壊を防ぐため、モジュールを扱うときはフレームの端だけを持ってください。

手順

ステップ 1

静電破壊を防ぐため、必要な予防措置を講じてください。モジュールを取り扱う際には、接地された静
電気防止用リストストラップを着用し、シャーシに取り付けられていないモジュールは静電気防止用バッ
グに入れてください。

ステップ 2

モジュールを取り付けるスロットを選択します。
ラインカードポートにインターフェイス機器を直接接続できるだけの十分なスペースがあることを確認
します。

ステップ 3

使用するスロットに既存のモジュールまたはブランク モジュール フィラー プレートを固定している非脱
落型ネジを緩めます。

ステップ 4

既存のモジュールを取り外し、すぐに静電気防止用マットの上に置くか、静電気防止用袋の中に入れま
す。ブランク モジュール フィラー プレートを取り外す場合、後で使用するためにブランク モジュール
フィラー プレートを保管しておきます。

ステップ 5

新しいモジュールを梱包箱から取り出します。モジュールを取り扱う際はモジュールの金属製トレイま
たは前面パネルのみを使用するように注意してください。プリント基板またはコネクタ ピンには触れな
いようにしてください。

ステップ 6

2 つのモジュール イジェクト レバーを回し、モジュール前面プレートから外します。

ステップ 7

モジュールをシャーシ スロットの前面に配置し、プリント基板の端の位置をスイッチ シャーシの両側の
スロット ガイドに合わせます。

ステップ 8

両方のイジェクト レバーがシャーシの両側にカチッと差し込まれるまで、モジュールをスロットに注意
深くスライドさせます（イジェクト レバーが前面プレートの方向に回り始めます）。
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1

ヒント

ステップ 9

36

このモジュールと互換性のあるスロットで あることを示すガイド ピン ターゲット。

-

ラインカードの右上隅にあるガイドピンは、互換性のあるスロットにのみ差し込めるように設
計されています。そのため、ラインカードのガイドピンをスーパーバイザ モジュール スロット
に挿入した場合、中まで完全に差し込むことはできません。

両手の親指と人差し指で、両側のイジェクト レバーを同時に内側に回して押し込み、モジュールをバッ
クプレーン コネクタに完全に装着します。

押し込む必要があるイジェクト レバー

1

2

締める必要がある非脱落型ネジ

注意

モジュールの取り付け/取り外しの際は、必ずイジェクト レバーを使用してください。モジュー
ルがバックプレーンに完全に装着されていないと、システムが停止したり、クラッシュしたり
する原因になります。さらに、正しく装着されていないモジュールがあると、システムが正し
くブートしない可能性もあります。

（注）

ホットスワップを実行すると、コンソールに「Module <n> has been inserted」というメッセー
ジが表示されます。このメッセージは、Telnet セッションを介してスイッチに接続している場
合にも表示されます。

ステップ 10

ドライバを使用して、モジュール前面プレートの左右の端にある非脱落型ネジを締めます。

ステップ 11

モジュールのポートに必要なトランシーバを取り付けます。
各種トランシーバの取り付け手順および安全上の警告は、次の URL で参照できます。https://www.cisco.com/
en/US/products/hw/modules/ps5455/prod_installation_guides_list.html

ステップ 12

インターフェイス ポートに、必要なネットワーク インターフェイス ケーブルや他のデバイスを接続しま
す。

ステップ 13

次の手順で、モジュールのステータスを確認します。
a)

STATUS LED が緑色に点灯していること（モジュールが動作中）を確認します。

b) スイッチがオンラインになったら、show module コマンドを入力します。システムが新しいモジュー
ルを認識し、モジュールのステータスが良好であることを確認します。
ステップ 14

モジュールが動作していない場合は、スロットに装着し直してみます。それでもモジュールが動作しな
い場合は、カスタマー サービス担当者に問い合わせてください。

次のタスク
適切なエアー フローを確保し、EMI 保護を維持するために、未使用シャーシ スロットにブランク モジュール フィラー
プレート（C9400-S-BLANK）が取り付けられていることを確認します。シャーシのスロットを空けたままにしておく
と、空気の循環が妨げられ、ファンがシャーシ内の他のモジュールを適切に冷却することができない場合があります。

関連資料
設置および構成の関連情報については、次の資料を参照してください。
リリースおよび一般情報
リリースノート：https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/products-release-notes-list.html
各リリースで導入されたハードウェアとソフトウェアの機能の概要、サポートされていない機能、重要な制限事項と制
限、および未解決と解決済みのソフトウェアの警告を示します。
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ハードウェアに関するドキュメント
• ハードウェア設置ガイド：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/install/b_c9400_
hig.html
スイッチの機能の概要を提供し、スイッチの設置とラックへの搭載方法、スイッチへの接続方法について説明しま
す。電源装置の設置方法や、ファン トレイ アセンブリの交換方法を説明します。技術仕様およびトラブルシュー
ティングのガイドも含まれています。
• スーパーバイザモジュールの取り付けに関する注意事項：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/
hardware/sup_install/b-c9400-sup-note.html
利用できるスーパーバイザ モジュール、主な機能、シャーシの互換性情報、スロットの制限の概要を示し、スー
パーバイザ モジュールの正しい取り付け方法と取り外し方法について説明します。
• ラインカードの取り付けに関する注意事項：https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/
sw_mod_install/b-c9400-mod-note.html
サポートされているラインカード、主要な機能の概要、ラインカードの正しい取り付け方法および取り外し方法、
およびトランシーバサポートについて説明します。
• 法規制の遵守および安全に関する情報資料：https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/
regulatory/RCSI-0315-book.pdf
Catalyst 9400 シリーズ スイッチ（全シャーシ モデル）、スーパーバイザ モジュール、ライン カードおよびその他
のハードウェア コンポーネントに関連する安全上の警告の一覧。
ソフトウェア マニュアル
• ソフトウェア構成ガイド：https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
スイッチでサポートされている機能の詳細なソフトウェア設定情報を提供します。これらのガイドは、リリースに
よって異なります。
• コマンドリファレンス：https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/
products-command-reference-list.html
スイッチでサポートされている Cisco IOS コマンドの構文、コマンド履歴および利用のガイドラインを示します。
これらのガイドは、リリースによって異なります。
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注意事項
THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO
CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE
BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.
USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.
THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN
THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS
REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT
YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California,
Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981,
Regents of the University of California.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE
SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM
ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING,
USAGE, OR TRADE PRACTICE.
IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR
INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone
numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown
for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.
All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest
version.
Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.
The documentation set for this product strives to use bias-free language. For purposes of this documentation set, bias-free is defined
as language that does not imply discrimination based on age, disability, gender, racial identity, ethnic identity, sexual orientation,
socioeconomic status, and intersectionality. Exceptions may be present in the documentation due to language that is hardcoded in
the user interfaces of the product software, language used based on standards documentation, or language that is used by a referenced
third-party product.
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To
view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks
mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between
Cisco and any other company. (1721R)
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