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データ シート 

Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システム 

Cisco® Network Convergence System 6000 シリーズのシステムは、優れたネット

ワーク俊敏性、パケット光コンバージェンス、ペタビット/秒のシステム性能を実現します。

また、NCS-6000 は、最小総所有コストで柔軟なキャパシティをサポートし、高帯域モ

バイル、ビデオ、クラウド サービスを提供するために、次世代コアからの構築も可能で

す。 

業界最先端の Virtualized Cisco IOS® XR オペレーティングシステムが動作する、シスコの革新的な最新仮想オペ

レーティング環境 Cisco NCS-6000 シリーズは、分散ルーティングと仮想化の概念を推し進めるものです。Cisco 

Virtualized IOS XR を活用する Cisco NCS-6000 シリーズによってプログラマビリティと仮想化が新しいレベルに

飛躍し、アプリケーション サービスの拡大、プロビジョニング速度の加速、ネットワーク経済の最適化が実現されま

す。 

Cisco NCS-6000 シリーズは、Cisco nPower ネットワーク プロセッサ ユニット（NPU）と、革新的なプログラム可能

転送特定用途向け集積回路（ASIC）を備えています。Cisco nPower X1 は、業界初のゼロ パケット ロス（ZPL）と
ゼロ トポロジ ロス（ZTL）In Service Software Upgrade（ISSU）機能を備えた設計になっています。 

Cisco NCS-6000 シリーズは、ASIC と相補形金属酸化膜半導体（CMOS）フォトニクス技術の両方に基づく適応型

電力消費モデルを採用して、環境効率に優れた設計になっています。これらの技術によって、Cisco NCS-6000 シ
リーズはサービス プロバイダーのルーティングにおいて最小の CO2 排出量を実現しています。 

Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システム（図 1）は、8 つのライン カードから 8 Tbps の全二重ネットワーク帯

域を提供します。各カードは、10 Gbps、40 Gbps、100 Gbps のインターフェイスを組み合わせて最大 1 Tbps のス

ループットを提供します。また、Cisco NCS-6008 は幅広い距離要件を満たすためモジュール光オプションを提供し

ています。マルチ シャーシ構成では、Cisco NCS-6008 シリーズは最大 128 Tbps の全二重転送スループットまで

対応できるように拡張できます。 

図 1   Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システム 

 

高機能データ ネットワークに対する市場の需要が高まっています。現在の大部分のグローバル通信はオンライン上

で行われ、インターネットとモバイル機器の使用は増加の一途を辿っています。またビデオやインタラクティブなマル

チメディアの使用量も急激に増加しています。 
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Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システムは、近い将来の使用量需要を満たせるような多くの特長を備えてい

ます。 

● システムは新しい Cisco nPower NPU を備え、次世代コアの需要を妥協することなく満たします。 

● Cisco NCS-6000 シリーズは完全に分散化されたシステムです。すべてのパケット転送決定とアクションは

個々のライン カード上で実行され、高速かつ柔軟な転送を実現します。コントロール プレーンは、ルート プ
ロセッサが独立して管理し、ほかのネットワーク要素と通信して機能と転送命令をライン カードに送信します。 

● Cisco NCS-6008 システム（図 2 を参照）なら、業務の効率化に役立つインフラストラクチャを構築できます。

共通コンポーネント、ルート プロセッサ、スイッチング ファブリック、ファン、電源はすべて完全に冗長化され

ています。さらに、プラットフォームは必要に応じた電源オンを採用していますが、これはシステム要件に依

存します。電源はモジュール化されているため設備投資（CapEx）が少なくてすみ、かつ業務の効率化に役

立つ実装が可能です。環境効率の面では、各ライン カードの電力消費は使用されるポートの数に応じて変

化します。 

● Cisco NCS-6000 シリーズは、大きな成功をおさめた Cisco Carrier Routing System（CRS）と 
Aggregation Services Router（ASR）9000 プラットフォームで使用されていることで知られている、Cisco 
IOS XR オペレーティング システムを採用しています。Cisco IOS XR ソフトウェアは、唯一完全にモジュー

ル化された分散インターネットワーキング オペレーティング システムで、シングル シャーシ システムから大

規模なマルチ シャーシ システムまでに対応するコントロール プレーン分散を利用しています。Cisco IOS 
XR オペレーティング システムは、分散システム専用に構築されています。Cisco NCS-6000 シリーズの仮

想 IOS-XR 環境で実行することで、さらに拡張することができます。このモジュール方式によって、ソフトウェ

ア イメージのアップグレード中またはモジュール変更中でもノンストップの運用が可能です。 

● IP/マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）ルーティング、高密度波長分割多重 IP（DWDM）、セキュ

ア ドメイン ルータ（SDR）によるネットワーク仮想化、ファブリック マルチキャスト レプリケーション、ファブリッ

ク サービス品質（QoS）、Cisco NetFlow アカウンティング、およびサービス実行インフラストラクチャなどの

統合テクノロジーにより、可能な限り最小の総所有コスト（TCO）で優れた経験品質（QoE）を提供します。 

● パケット データ統合を向上させるため、電源の強化、設置空間の拡大と将来に備えた増設を行うことで、光

拡張に対応しています。 

● Cisco NCS-6000 シリーズは、構成、監視、事前保護のためのルータと光拡張間のコントロール プレーン統

合に優れた対応力を持っています。 

Cisco NCS-6008 ライン カード 
サービス プロバイダー ネットワーク帯域幅の急激な増大に対応するには、ソリューションは柔軟性と優れたコスト効

率の両方を備えていなくてはなりません。Cisco NCS-6008 は、業界最高のスループットを提供します。また、既存

のネットワーク アーキテクチャの自然な進化と、ルーティングと光転送ネットワーク間の緊密な統合を可能にします。

これらの性能目標を達成するため、Cisco NCS-6008 ライン カードは要求性能に応じて次のような実装をすること

ができます。 

● マルチサービス（MS）：大規模な IPv4/IPv6/MPLS 転送とキューイング性能を要求するコアおよびピアリン

グ アプリケーションに対応 

● ラベル スイッチ ルーティング（LSR）：限定的な IPv4/IPv6 性能を有する MPLS スイッチング アプリケーショ

ンに対応 

詳しい情報は、Cisco NCS-6008 ライン カード データ シートを参照してください。 
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図 2   Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システム 

 

製品仕様 
表 1 は、Cisco NCS-6008 のシングル シャーシ構成の仕様を示しています。Cisco NCS-6008 の詳細については 
http://www.cisco.com/jp/go/ncs6000/ をご覧ください。 

表 1 Cisco NCS-6008 製品の仕様 

機能 説明 

ソフトウェアの互換性 Cisco nVisor 環境で動作する Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 5.0 以降 

プロトコル ● Cisco Discovery Protocol 
● IPv4 および IPv6 のアドレス指定 
● インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP） 
● レイヤ 3 ルーティング プロトコル（Border Gateway Protocol Version 4（BGPv4）、Open Shortest Path 

First Version 2（OSPFv2）、OSPFv3、Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）プロトコルな
ど） 

● マルチキャスト転送（発信元ベース分散ツリーと共有分散ツリー、および次のプロトコルをサポート）： 
◦ Protocol Independent Multicast Sparse Mode（PIM-SM） 
◦ 双方向 PIM (Bidir-PIM) 
◦ PIM Source Specific Multicast（PIM SSM） 
◦ Automatic Route Processing（AutoRP） 
◦ Internet Group Management Protocol（IGMP）バージョン 2 および 3 
◦ マルチ プロトコル BGP（MBGP） 
◦ Multicast Source Discovery Protocol（MSDP） 

● MPLS 
◦ MPLS Label Distribution Protocol（LDP; ラベル配布プロトコル） 
◦ Resource Reservation Protocol（RSVP） 
◦ DiffServ 対応トラフィック エンジニアリング（TE） 

● MPLS トラフィック エンジニアリング コントロール プレーン（RFC 2702 および 2430） 
● Route Policy Language（RPL） 
● 管理 
◦ 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） 
◦ プログラマチック インターフェイス（XML） 

● MPLS トラフィック エンジニアリング コントロール プレーン 
● セキュリティ 
◦ Message Digest アルゴリズム（MD5） 
◦ IP セキュリティ（IPsec）プロトコル 
◦ セキュア Shell プロトコル バージョン 2（SSHv2） 
◦ セキュア FTP（SFTP） 
◦ セキュア Sockets Layer（SSL） 

● イーサネット 
◦ 100 ギガビット イーサネット IEEE 802.3ae 
◦ 40 ギガビット イーサネット IEEE 802.3ae 
◦ 10 ギガビット イーサネット IEEE 802.3ae 
◦ 短距離および長距離 IEEE 規格に対応 

http://www.cisco.com/jp/go/ncs6000/
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機能 説明 

コンポーネント Cisco NCS-6008 の各ライン カードは次のコンポーネントを備えています。 
● スタンドアロン シャーシ（ラック不要） 
● ルート プロセッサ x 2 
● ファブリック カード x 6 
● ラインカード スロット x 8 
● ファン トレイ x 2 
● 空気取り入れ口フィルタ 
● 電源シェルフ（DC または AC）x 6 

ライン カード 100-G ライン カード 
● CXP 光モジュール付き 10 x 100 ギガビット イーサネット - マルチサービス カード 
● CPAK 光モジュール付き 10 x 100 ギガビット イーサネット - マルチサービス カード 
● 10 x 100 ギガビット イーサネット LSR カード - CXP 光モジュール 
● CPAK 光モジュール付き 10 x 100 ギガビット イーサネット LSR カード 

10-G ライン カード 
● 拡張小型フォーム ファクタ プラガブル（SFP+）光モジュール付き 60 x 10 - ギガビット イーサネット マルチ

サービス カード 

接続 ブレイクアウトまたはパッチ パネル ソリューションを使用した 100 Gbps ライン カード上の 100、40、10 ギガビッ
ト イーサネット 

特徴と機能 IP 機能： 
● IPv4 ユニキャスト サービス 
● IPv6 ユニキャスト サービス 
● IPv4/IPv6 等価コスト マルチパス（ECMP） 
● IPv4/IPv6 ロード バランシング 

転送機能： 
● Access Control List（ACL; アクセス コントロール 

リスト） 
● モジュール QoS コマンドライン インターフェイス

（CLI; MQC）を使用した Qos とサービス クラス
（CoS） 

● IP パケットの分類およびマーキング 
● キューイング（入力および出力） 
● ポリシング（入力および出力） 
● 診断およびネットワーク管理のサポート 

IPv4 マルチキャスト機能： 
● マルチキャスト リバース パス転送（RPF） 
● マルチキャスト ノンストップ転送（NSF） 
● マルチキャスト転送情報ベース（MFIB） 

MPLS 機能： 
● MPLS 転送 
● MPLS ロード バランシング 
● ユーザ ネットワーク インターフェイス（UNI） 
● リンク管理プロトコル（LMP） 

セキュリティ機能： 
● 制御パケットのポリシング 
● コントロール プレーンの動的保護 
● GTSM RFC 3682（従来の BTSH） 

システム容量 ライン カードごとに 2 Tbps（1 Tbps/スロット イングレスおよび 1 Tbps/スロット イーグレス）で合計スイッチ容量
は 16 Tbps  

信頼性と可用性 システムの冗長性： 
● 電源冗長性 1:1 または 1:N 
● ファン トレイ冗長性 1:1 
● ルート プロセッサ冗長性 1:1 
● ファブリック カード冗長性 1:6  

ソフトウェアの機能： 
● グレースフル リスタートを使用した NSF：IS-IS、OSPF、BGP、LDP、RSVP 
● ライン カードの活性挿抜（OIR）のサポート 
● ファブリック カード OIR のサポート 
● リソース不足管理 
● 仮想マシン冗長性 
● MPLS 高速再ルーティング（FRR） 
● ホットスタンバイ ルータ プロトコル（HSRP）および仮想ルータ冗長プロトコル（VRRP） 

MIB SNMP フレームワークのサポート： 
● SNMPv1 
● SNMPv2c 
● SNMPv3 
● MIB II（インターフェイス拡張機能を含む）（RFC 

1213） 
● SNMP-FRAMEWORK-MIB 
● SNMP-TARGET-MIB 
● SNMP-NOTIFICATION-MIB 
● SNMP-USM-MIB 
● SNMP-VACM-MIB 

システム管理： 

シャーシ： 
● ENTITY-MIB (RFC 2737) 
● Cisco-entity-asset-MIB 
● Cisco-entity-sensor-MIB 
● CISCO-FRU-MIB（Cisco-Entity-FRU-Control-

MIB） 
ファブリック： 
● CISCO-Fabric-Mcast-MIB 
● CISCO-Fabric-Mcast-Appl-MIB 

ルーティング プロトコル： 
● BGP4-MIB バージョン 1 
● OSPFv1-MIB（RFC 1253） 
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機能 説明 

● CISCO- BULK-FILE-MIB 
● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
● CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
● CISCO-FLASH-MIB 
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
● Cisco FTP Client MIB 
● Cisco Process MIB 
● Cisco Syslog MIB 
● CISCO-SYSTEM-MIB 
● CISCO-CDP-MIB 
● IF-MIB（RFC 2233/RFC 2863） 

QoS： 
● MQC-MIB（シスコ クラスベース QoS MIB） 
● CISCO-PING-MIB 

● CISCO-IETF-IP-FORWARDING-MIB 
● IP-MIB（従来の RFC 2011-MIB） 
● TCP-MIB (RFC 2012) 
● UDP-MIB 
● CISCO-HSRP-EXT-MIB 
● CISCO-HSRP-MIB 

トラップ： 
● RFC 1157 
● 認証 
● リンク アップ 
● リンク ダウン 
● コールド スタート/ウォーム スタート 

ネットワーク管理 拡張 CLI 
XML インターフェイス 
簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）および MIB のサポート 
Cisco Prime™ Network 

プログラマチック インターフェイ
ス 

XML スキーマのサポート 

寸法 シャーシ高さ： 
● 213.36 cm（84 インチ） 

シャーシ幅： 
● 59.94 cm（23.6 インチ） 

シャーシ奥行き：（外部コスメティック ドアを含む） 
● 106.68 cm（42 インチ） 

電力 ● DC と AC の両方の電源モジュールに対応 1（AC 範囲：200 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、最大 16A、ワールド
ワード範囲 DC（-40 ～-72V、名目 50A、最大 60A） 

環境条件 保管温度：-40 ～ 70 °C（-40 ～ 158 °F） 
動作温度： 
● 通常：5 ～ 40 °C（41 ～ 104 °F） 
● 短期間*：-5 ～ 50 °C（23 ～ 122 °F）（注を参照） 

相対湿度： 
● 通常：5 ～ 85 % 
● 短期間*：5 ～ 90 %、ただし、乾燥した空気 1 kg あたりに含まれる水分が 0.024 kg を超えないこと 

「短期間」とは、連続 96 時間以下で、1 年間で合計 15 日以下の期間を指します（つまり、1 年間で 360 時間以
下です。また 1 年間の発生回数は 15 回以内におさまるようにしてください）。 

承認および適合規格 
表 2 に、Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システムの両モデルのコンプライアンスおよび適合規格を示します。 

表 2 Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システムのコンプライアンスおよび適合規格 

機能 説明 

安全基準 ● UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
● IEC/EN 60825 レーザーの安全性 
● FDA：米国連邦規則のレーザーに関する安全基準 

Electromagnetic 
Interference（EMI） 

● FCC クラス A 
● ICES 003 クラス A 
● CISPR 22（EN55022）クラス A 
● VCCI クラス A 
● IEC/EN 61000-3-2：電源高調波 
● IEC/EN 61000-3-3：電圧変動およびフリッカ 

                                                 
1 AC モジュールと DC モジュールの混在は不可。 
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機能 説明 

イミュニティ（基本規格） ● IEC/EN-61000-4-2：静電気放電イミュニティ（8 kV 接触、15 kV 大気中） 
● IEC/EN-61000-4-3：放射電磁界イミュニティ（10 V/m） 
● IEC/EN-61000-4-4：電気的ファスト トランジェント イミュニティ（2 kV 電力、1 kV 信号） 
● IEC/EN-61000-4-5：サージ AC ポート（4 kV CM、2 kV DM） 
● IEC/EN-61000-4-5：シグナル ポート（1 kV） 
● IEC/EN-61000-4-5：サージ DC ポート 1 kV 
● IEC/EN-61000-4-6：伝導妨害に対するイミュニティ（10 Vrms） 
● IEC/EN-61000-4-8：電源周波数磁界イミュニティ（30 A/m） 
● IEC/EN-61000-4-11：電圧ディップ、瞬断、および電圧変異 

ETSI および EN ● EN300 386 電気通信ネットワーク機器（EMC） 
● EN55022：情報技術機器（放射） 
● EN55024：情報技術機器（イミュニティ） 
● EN50082-1/EN-61000-6-1：一般イミュニティ規格 

Network Equipment 
Building Systems（NEBS） 

この製品は、次の要件を満たします（認可申請中）： 
● SR-3580：NEBS 基準レベル（レベル 3） 
● GR-1089-CORE：NEBS EMC および安全性 
● GR-63-CORE：NEBS 物理保護 

購入情報 
シスコ製品の購入方法については、シスコの「購入案内」ページおよび表 3 を参照してください。 

表 3 購入情報 

部品番号 製品名 

NCS-6008-SYS-S Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システム 

集中型 IP+ 光ソリューション移行向けシスコ サービス 
シスコとそのパートナーが提供するサービスは、お客様のシスコ コンバージド IP + 光ソリューションへの投資から

迅速かつコスト効率良く最大限の価値を引き出します。高速移行とカットオーバーが可能なように、お客様のソ

リューションを設計し、実装し、検証します。インターワーキングへ向けてすべてのステップを調整し、お客様のチー

ムを強化します。そして未来のチャンスを最大限活用します。詳しくは http://www.cisco.com/go/spservices をご覧

ください。 

詳細について 
Cisco NCS-6008 シングル シャーシ システムの詳細については、http://www.cisco.com/jp/go/ncs6000/ を参照

するか、最寄りの代理店にお問い合わせください。 

 

http://www.cisco.com/web/JP/ordering/index.html
http://www.cisco.com/go/spservices
http://www.cisco.com/jp/go/ncs6000/
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