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RES-3242GC/RES-3242GC-E 
広域動作温度（-10～60℃） 

工業用光リング 26 ポート イーサネットスイッチ 管理機能付 

RoHS
10/
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SFP
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MDI
MDI-X

 

概要 
RES-3242GC は管理機能付ノンストップ“リング”イーサネットスイッチで、10/100TX 24 ポートと 1000BaseX の SFP 2 ポートを保有してい

ます。イーサネットリダンダンシープロトコルのサポートにより、O-Ring（回復時間：10ms/250 台）、MSTP/RSTP/STP（IEEE 802.1w/D）

は、高速トポロジー回復機能でミッションクリティカルなアプリケーションをネットワーク断または一時的な故障から保護することが可能で

す。RES-3242GC はバンドルの Open-Vision（ウィンドウズユーティリティソフト）で容易に管理されます。SNMP、RMON、ポートトランキン

グ、ポート/タグベース VLAN セキュリティに対応しています。 

更に広域動作(-40℃～70℃)をサポートする RES-3242GC-E モデルもあります。 

特長 
 超高速ノンストップリング/トポロジチェンジ（O-Ring 回復時間：10ms/250 台） 

 Open-Ring：オープン構造で他ベンダーのリングテクノロジーでもサポート 

 O-RSTP：複雑なトポロジーのアプリケーションでもサポート 

 ACL 対応 

 MSTP/STP/RSTP 国際標準準拠(IEEE 802.1w/D) 

 マルチキャスト通信用 IGMP スヌーピング機能 

 容易な波長管理用ポートトランキング 

 SNMP v1/v2/v3 サポート 

 通信監視用 RMON 

 システムログ、E メール、SNMP トラップ、リレー出力によるイベント通知 

 ポートロック機能で否認証 MAC アドレス映像拒否 

 WEB 型ネットワーク管理、Telnet、コンソール、CLI による設定/コンフィグ 

 ＳＦＰスロット 100Base-T(X)、1000Base-T、1000Base-X 対応 

 19 インチラックへ取付可能 

 ファンレス設計 

 LLDP プロトコル対応 

用途 
 変電所電力供給監視制御 

 運行指令所遠隔監視制御 

 道路管理事務所監視制御 

 河川管理事務所監視制御 

 空港管理事務所監視制御 

 港湾管理事務所監視制御 

 地方自治体エリア・情報サービスネット 

 製油所/石油プラントエリア監視制御 

 

寸法図 

 単位:mm 
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機器仕様 

10/100 Base T(X) ポート  

RJ45/自動 MDI/MDIX 

24 ポート 

1000Base-X SFP 2 スロット 

RS-232 シリアルコンソールポート RS-232：DB9 ピン タイプ、 9600bps、8、N、1  

準拠規格 IEEE802.3 10 Base T 

IEEE802.3u 100BaseT(X)、100BaseFX 

IEEE802..3ab 1000Basde-T 

IEEE802.3ｘ フロー制御 

IEEE802.3ad LACP 

IEEE802．1D STP スパニングツリープロトコル 

IEEE802．1p COS 

IEEE802．1Q VLAN タグ 

IEEE802.1w RSTP 

IEEE802.1X ユーザー認証 

IEEE802.1AB LLDP 

EMI：FCC Part 15、CISPR（EN55022） ClassA 

EMS：EN61000-4-2(ESD)、EN61000-4-3(RS) 

EN61000-4-4(EFT)、EN61000-4-5（Surge）、 

EN61000-4-6（CS）、EN61000-4-8、 

EN61000-4-1１ 

 

MAC テーブル 8192 MAC アドレス 

プライオリティ優光制御 4 

スイッチング方式 ストア アンド フォワード 

スイッチ詳細 

スイッチ帯域：8.8Gbps 

最大 VLAN 数：4096 

IGMP マルチキャストグループ：1024 

ポートレート限度：ユーザー定義 

 

セキュリティ機能 

Enable/Disable ポート、MAC ベースポート セキュリティ 

ACL 対応 

ポートベースネットワークアクセス制御（802.1ｘ） 

VLAN（802.1Q）によるネットワーク通信監視と隔離 

集結されたパスワード管理 

SNMPv3 暗号化認証とアクセス保護 

ソフトウェア機能 

STP/MSTP/RSTP(IEEE 802.1D/w) 

リダンダントリング（O-Ring 回復時間：10ms/250 台） 

TOS 

クラスオブサービス（802.1Q） リアルタイム通信 

VLAN（802.1Q） VLAN タグ、GVRP サポート 

マルチキャストフィルタ用 IGMP スヌーピング 

ポート構築、状態、統計、監視、セキュリティ 

PTP(Precision Time Protocol)クライアントサポート 

DHCP サーバ/クライアントサポート 

ポートトランク 

MVR((Multicast VLAN Registration)サポート 

ネットワーク冗長 O-Ring、Open-Ring、O-RSTP、STP、RSTP、MSTP 

 RES-3242GC RES-3242GC-E 

LED 表示 

電源:  緑 電源投入時点灯 緑 電源投入時点灯 電源 LED×4  

状態 緑 システム準備完了時点灯 緑 システム準備完了時点灯 

RM 表示 - - 緑 O-Ring マスターモード時点灯 

O-Ring 表示 - - 緑 O-Ring モード時点灯 

障害表示 - - 橙 イベント/障害発生時点灯 

RJ-45 ポート 緑 

橙 

Link/Act 確立時点灯 

100Mbps リンク時点灯 

緑

橙

Link/Act 確立時点灯 

100Mbps リンク時点灯 

SFP ポート 緑 Link/Act 確立時点灯 緑 Link/Act 確立時点灯 

リダンダント入力電源 100～240VAC パワーコード付 
100～240VAC パワーコード付及びデュアル 

±12~48VDC 入力(6 ピン端子ブロック) 

消費電力（Typ） 18W（AC 電源） 

オーバーロード保護 有 

シャーシ保護等級規格 IP-30 

動作温度 -10℃～60℃ -40℃～70℃ 

湿度 5～95％（但し、結露なきこと） 

寸法 443.7(W)×200(D)×44(H)mm 

重量 2480g 2590g 

注文情報 
型名 製品名 

RES-3242GC 工業用光リング 26 ポート イーサネットスイッチ 

RES-3242GC-E 【広域動作温度タイプ -40℃～70℃】工業用光リング 26 ポート イーサネットスイッチ 

 SFP 光伝送モジュールについては別紙を御参照ください。

 


