製品概要
Cisco® Industrial Ethernet（IE）1000 シリーズ スイッチは、IT ネットワークの知識が限られている業務テクノロジー
（OT）
ユーザー向けに設計されたコンパクトで堅牢なスイッチです。IE 1000 シリーズ スイッチにより、従来の工場ソリューショ
ンからデジタル ソリューションへの移行が容易になります。機械メーカーと Machine-to-Machine（M2M）ソリューション
にとって、GUI ベースのライト マネージド スイッチである IE 1000 は、魅力的なエントリ レベルの製品です。IE 1000 は、過
酷な温度環境下にある狭い場所への設置に適しています。Power over Ethernet（PoE）に対応しており、IT 管理も必要ありま
せん。
IE 1000 は、工場オートメーション、インテリジェントな交通システム、市街監視プログラム、ビル オートメーションなど、小
型で容易に管理できる堅牢な製品を必要とする産業用イーサネット アプリケーションに最適です。
Cisco IE 1000 シリーズ スイッチは、
Cisco IE 2000、IE 3000、IE 4000、IE 5000 シリーズ スイッチなど、シスコの関連する産
業用スイッチから成る現行の産業用イーサネット ポートフォリオを補完するものです。
IE 1000 は、企業ネットワークに容易に設置できます。使いやすい Web デバイス マネージャによって、簡単ですぐに使える設
定とシンプルな運用管理が提供されるので、複数の高度で安全なサービスを産業ネットワークで実現できます。
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サポートされているスイッチ モデル

FE アップ
リンク

Gig アップ
リンク
FE ダウンリンク

モデル

銅線

SFP

IE-1000-4T1T-LM

1

4

IE1K
（合計 5 つの FE ポート
10/100）

IE-1000-6T2T-LM

2

6

IE1K
（合計 8 つの FE ポート
10/100）

銅線

PoE

説明

IE-1000-4P2S-LM

2

4

IE1K
（2 GE SFP、4 PoE 10/100、
合計ポート数 6）

IE-1000-8P2S-LM

2

8

IE1K
（2 GE SFP、8 PoE 10/100、
合計ポート数 10）
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製品概要
前面パネルの概要

前面パネルの概要
この項の図は、この製品ファミリのさまざまなスイッチ モデルで使用できるさまざまなコンポーネントの概要を示していま
す。すべてのモデルが示されているわけではありません。
図 1

Cisco IE-1000-4P2S-LM の前面パネル

1

10/100 BASE-T ポート

2

LED

3

SFP モジュール スロット

ポートとスロット
注：さまざまな構成を使用できます。すべての構成にすべてのポートまたはスロットがあるわけではありません。

10/100 BASE-T ダウンリンク ポート
全二重モードまたは半二重モードのいずれかで 10 Mb/s または 100 Mb/s で動作するように、10/100BASE-T ダウンリンク
ポートを設定できます。また、これらのポートには IEEE 802.3AB に準拠した速度とデュプレックスの自動ネゴシエーション
を設定することもできます（自動ネゴシエーションはデフォルトの設定です）。自動ネゴシエーションを設定した場合、ポート
は接続先装置の速度とデュプレックスを検知し、処理能力をアドバタイズします。接続先装置も自動ネゴシエーション機能を
サポートしている場合、スイッチ ポートは最良の接続（両側の装置がサポートしている最高回線速度、
および接続先装置が全
二重通信をサポートしている場合は全二重）になるようにネゴシエーションを実行し、その結果が自動的に設定されます。い
ずれの場合も、接続先装置との距離が 328 フィート（100 m）以内でなければなりません。
100BASE-TX トラフィックではカ
テゴリ 5 のケーブルが必要です。10BASE-T トラフィックには、カテゴリ 3 またはカテゴリ 4 のケーブルを使用できます。
スイッチをワークステーション、サーバ、ルータ、Cisco IP Phone に接続する場合は、ケーブルがストレート スルー ケーブル
であることを確認します。
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コネクタ

100/1000 Mb/s SFP モジュール アップリンク スロット
IEEE 802.3u 100 Mb/s SFP モジュール アップリンク スロットは、マルチ モード（MM）光ファイバ ケーブルまたはシングル
モード（SM）光ファイバ ケーブルによる全二重 100/1000 Mb/s 接続を提供します。これらのポートは、デュアル LC コネクタ
を受け入れる SFP 光ファイバ トランシーバ モジュールを使用します。SFP の仕様でケーブルのタイプと長さを確認してく
ださい。

サポートされている SFP モジュール
SFP モジュールはスイッチのイーサネット SFP モジュールであり、他の装置との接続を可能にします。スイッチ モデルに応
じて、これらの現場交換可能なトランシーバ モジュールは、アップリンクおよびダウンリンク インターフェイスを提供しま
す。このモジュールには、光ファイバ接続用の LC コネクタがあります。サポートされる SFP モジュールの一覧については、
データ シートを参照してください。

コネクタ
図 2

Cisco IE-1000-4P2S-LM の上部パネル

1

アラーム コネクタ（PoE モデルのみ）

3

電源コネクタ DC-A

2

保護アース接続端子

4

電源コネクタ DC-B（PoE モデルのみ）
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アラーム コネクタ（PoE モデルのみ）

DC 電源コネクタ
DC 電源は、上部パネルのコネクタを介してスイッチに接続します。
本スイッチは DC 電源のデュアルフィードが可能です。
2 つのコネクタにプライマリとセカンダリの DC 電源（DC-A と DC-B）を接続できます。図 1（3 ページ）を参照してくださ
い。各電源コネクタには LED ステータス インジケータがあります。
スイッチの電源コネクタは、スイッチのシャーシに取り付けられています。各電源コネクタには DC 電源を終端するためのネ
ジ端子があります。すべてのコネクタは付属の非脱落型ネジでスイッチの上部パネルに固定されます。
パネルには電源コネクタのラベルがあります。プラスの DC 電源接続端子は「+」とラベル付けされ、マイナスの端子は「–」とラ
ベル付けされます。
スイッチは単一の電源またはデュアル電源で動作します。2 つの電源装置が正常に動作している場合、より高い電圧の DC 電
源からスイッチに電力が供給されます。
電源の一方が故障した場合は、もう一つの電源がスイッチに電力を供給し続けます。

アラーム コネクタ（PoE モデルのみ）
アラーム コネクタを介してスイッチにアラーム信号を接続します。スイッチは 1 つのアラーム出力リレーをサポートしま
す。アラーム コネクタは上部パネルにあります。
アラーム コネクタには、3 つのアラーム線接続端子があります。コネクタは付属の非脱落型ネジでスイッチの上部パネルに固
定されます。
アラーム出力回路は、ノーマル オープン接点とノーマル クローズ接点のリレーです。
スイッチは、リレー コイルへの通電に使
用する障害を検出するように設定されており、リレー接点の両方のステートを切り替えます（ノーマル オープン接点をク
ローズ、またはノーマル クローズ接点をオープン）。アラーム出力リレーは、
ベルまたはライトなどの外部アラーム装置の制
御に使用できます。
アラーム コネクタの詳細については、ケーブルおよびコネクタ（35 ページ）
を参照してください。

LED
LED を使用して、スイッチのステータス、
動作、およびパフォーマンスをモニタできます。
図 3（5 ページ）および（7 ページ）
に、前面パネルの LED を示します。
図 3

Cisco IE 1000 スイッチの LED（PoE モデルのみ）

DC A

電源コネクタ DC-A LED

ALM-OUT
（PoE のみ） アラーム出力 LED

DC B（PoE のみ）

電源コネクタ DC-B LED

POE（PoE のみ）

POE ポートステータス LED

SYS

システム LED

5（PoE のみ）

SFP モジュール スロット LED

EXP

Express Setup LED

6（PoE のみ）

SFP モジュール スロット LED
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LED

Express Setup LED
Express Setup LED は、初期設定の Express Setup モードを示します。
カラー

セットアップ ステータス

消灯

スイッチは管理対象スイッチとして設定されます。

緑色に点灯

スイッチは正常に動作しています。

緑色に点滅

スイッチが初期設定またはリカバリを実行中か、スイッチの初期設定が不完全です。

赤色（点灯）

管理ステーショとの接続に使用可能なポートがないため、スイッチが初期設定またはリカバリ
の開始に失敗しました。スイッチ ポートから装置の接続を外し、Express Setup ボタンを押して
ください。Express Setup モードを開始しようとすると EXP LED が赤色になりますが、スイッ
チにはすでにスタートアップ コンフィギュレーションがあります。Express Setup モードは、ス
イッチにスタートアップ コンフィギュレーションが存在しない場合にのみ動作します。

システム LED
システム LED は、システムに電力が供給され、正常に機能しているかどうかを示します。
色

システムステータス

消灯

システムの電源が入っていません。

緑色

システムは正常に動作しています。

赤

スイッチの ACT 2 検証に失敗しました。スイッチで実行されている設定が実行中のソフトウェ
アと互換性がありません。スイッチが正常に機能していません。

アラーム OUT
（PoE モデルのみ）
色

システムステータス

消灯

アラーム OUT が設定されていないか、スイッチがオフになっています。

緑色

アラーム OUT が設定されています、アラームは検出されていません。

赤色に点滅

スイッチがメジャー アラームを検出しました。

赤

スイッチがマイナー アラームを検出しました。

電源ステータス LED
スイッチは、1 つまたは 2 つの DC 電源で動作します。各 DC 入力端子には、対応する DC 入力のステータスを表示するための
LED があります。回路に電力が供給されている場合、
LED は緑色に点灯します。電力が供給されていない場合、LED の色はア
ラーム設定によって異なります。アラームが設定されていれば、電力が供給されていない場合に LED は赤色に点灯しますが、
それ以外の場合、LED は消灯します。
スイッチがデュアル電源を使用している場合、より電圧の高い電源からスイッチに電力が供給されます。DC 電源の一方に障
害が発生すると、もう一方の DC 電源からスイッチに電力が供給され、対応する電源ステータス LED が緑色に点灯します。

色

システムステータス

緑色

関連する回路に電力が供給され、システムが正常に動作しています。

消灯

回路に電力が供給されていません。またはシステムが起動していません。

赤

関連する回路に電力が供給されておらず、電源装置のアラームが設定されています。
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背面パネル

電源入力が最小有効レベルを下回ると、電源 A と電源 B の LED はスイッチに電力が供給されていないことを示します。入力
電圧が有効レベルを超えた場合にのみ、電源ステータス LED はスイッチに電力が供給されていることを示します。

ポート ステータス LED
各ポートおよび SFP アップリンク スロットには、図 3（5 ページ）に示されている次のようなステータス LED があります。
色

システムステータス

消灯

リンクが確立されていません。

緑色に点灯

リンクが確立されています。

グリーンに点滅

アクティブな状態です。ポートがデータを送信または受信しています。

緑色と橙色に交互に
点滅

リンク障害が発生しています。
エラー フレームが接続に影響を与える可能性があります。大量の
コリジョン、CRC エラー、アライメント/ジャバー エラーなどがモニターされ、リンク障害が表
示されています。

橙色に点灯

ポートは転送していません。管理者、アドレス違反、または STP によって、ポートはディセーブル
にされました。
ポートを再設定すると、STP によりスイッチの可能性のあるループがチェックされ、その間、
ポート LED は橙色に点灯します（最大 30 秒）。

PoE ステータス LED
PoE ステータス LED は、PoE 対応モデルの前面パネルにあります。
LED は隣接 PoE ポートの機能とステータスを示します。

背面パネル
スイッチの背面パネルには、DIN レールに取り付けるためのラッチがあります。
図 4
（8 ページ）を参照してください。ラッチに
はバネが付いており、スイッチを DIN レールに装着するときに下がり、スイッチを DIN レールに固定すると元の位置に戻る
仕組みになっています。
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管理オプション

図 4

Cisco IE 1000 スイッチの背面パネル

管理オプション
スイッチは、次の管理オプションをサポートしています。


Device Manager
スイッチのメモリ内にある Device Manager を使用すると、個々のスタンドアロン スイッチを管理できます。この Web
インターフェイスによって、設定とモニターリングをすばやく実行できます。Device Manager には、Web ブラウザを介
してネットワーク上のどこからでもアクセスできます。

ネットワーク構成
ネットワーク構成の概念、およびスイッチを使用して専用ネットワーク セグメントを作成しギガビット イーサネットで相互
接続する例については、Cisco.com にあるスイッチのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドを参照してください。

8

