
 

データ  シート
Cisco ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 
インターフェイス カード
Cisco® ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 インターフェイス カードは、 コス ト効率に優れた高密度の DS-1/EC-1 イン

ターフェイス ソリューシ ョ ンを提供し、ネッ トワーク間で多数の DS-3 および EC-1 回線のハンドオフと集約を実現します。こ

の高密度なカードを使用することで、シェルフ  アセンブリの空きスロッ ト数を増やし、異なるタイプのサービス インターフェ

イスを追加できるようになります。

製品概要

Cisco ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 インターフェイス  カード （図 1） では、 Telcordia 規格に準拠した 48 のインター

フェイスが提供されます。 44.736 Mbps の速度で送受信を行う  GR-499-CORE DS-3 C-Bit または M2/3 フレーム/非フレーム イン

ターフェイス、あるいは 75 Ω の同軸ケーブルを使用して 51.840 Mbps の速度で送受信を行う  GR-253-CORE EC-1 インターフェ

イスの利用が可能です。 Cisco Transport Controller ク ラフ ト  マネージャでは、 手動モードまたは自動モードによる  DS-3 フレー

ム形式のプロビジ ョニングがサポート され、 各サービスのアクティブ化を簡単に実行できます。 DS-3/EC-1 信号は、 Cisco ONS
15454 シェルフ  アセンブリの高密度 Electrical Interface Adapter （EIA; 電気インターフェイス  アダプタ） パネルで終端されます。

DS-3 インターフェイスは、 セン ト ラル オフ ィ スまたは顧客宅内機器で、 44.736 Mbps のプレシオシンク ロナス伝送信号を終端

するために使用されます。 各 DS-3 信号は非同期 DS-3 マッピング モードで、 GR-253-CORE カプセル化要件に従って、 1 つの

SONET STS-1 信号と してマッピングおよび伝送されます。 STS-1 形式の出力信号は、Cisco ONS 15454 システムのクロスコネク

ト  マ ト リ クスを利用して他のサービス と多重化し、 高速オプティカル サービス （OC-n） 信号と して伝送できます。 EC-1 イン

ターフェイスは、 51.840 Mbps の SONET 信号 （セン ト ラル オフ ィ スの音声スイ ッチから送信されるのが一般的） を終端するた

めに使用されます。 各 EC-1 信号は GR-253-CORE に準拠してマッピングされ、 1 つの SONET STS-1 と して伝送されます。 STS-1
形式の出力信号は、 Cisco ONS 15454 システムのクロスコネク ト  マ ト リ クスを利用して他の VT1.5 または STS-1 ベースの信号

と多重化し、 上位のオプティカル （OC-n） 信号と して伝送できます。

図 1 Cisco ONS 15454 48 ポート  DS-3/EC-1 電気インターフェイス カード
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48 ポート  DS-3/EC-1 カードは、 1:0 （非保護） と  1:N、 N≤2 を含む、 複数のカード保護オプシ ョ ンをサポート しています。 カー

ドは現用カードまたは保護カード と して動作するよ うにプロビジ ョ ニングできるため、 調達すべきカード数および付随するコ

ス ト を削減できます。 48 ポート  DS-3/EC-1 カードは、 既存の Cisco ONS 15454 SONET 12 ポート  DS-3 および 12 ポート  EC-1
カード との間で、 回線レベルでの相互運用性をサポート しています。 構成上の互換性がある場合、 システムでは 12 ポート  DS-3
または EC-1 カードから  48 ポート  カードへのインサービス  アップグレードがサポート されるため、 ユーザはシェルフ  アセン

ブ リでサポー ト されるインターフェイスの数を増やした り、 設定数の DS-3/EC-1 インターフェイスを終端するために必要な

シェルフ  スロ ッ トの数を減らした りできます。

システムの ト ラブルシューティングと障害分離を支援するために、 48 ポート  DS-3/EC-1 カードでは、 SONET、 DS-3、 および

EC-1 レベルでの近端および遠端のパフォーマンス  モニタ リ ング機能をサポー ト しています。 また、 Far-End Activation Code
（FEAC） に基づく近端および遠端でのファシ リ ティ （回線） 設定と端末設定など、 ループバッ クのサポートによって障害分離

の行程はさらに簡素化されます。カードの前面プレートには、 3 つのステータス  インジケータがあ り ます。 FAIL LED （レ ッ ド）

は、 ハード ウェアレベルの問題を表します。 ACTIVE/STANDBY LED （グ リーン/イエローの 2 色表示） は、 カードをアクティ

ブ カードまたは保護カード と して使用中であるこ とを表します。 SIGNAL FAIL LED （イエロー） は、 着信ポートで問題が発生

したこ とを表します。 カードの個別のインターフェイス  ポートの状態は、 シェルフの液晶ディ スプレイ （LCD） パネル、 およ

びブラウザベースの Cisco Transport Controller ク ラフ ト  インターフェイスを使用して確認できます。

アプリケーシ ョ ン

Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform （MSPP; マルチサービス  プロビジ ョ ニング プラ ッ ト フォーム） にさまざまな

密度の DS-3 および EC-1 カードを搭載するこ とで、 多数の DS-3 または EC-1 サービスの集約を必要とするサービス  プロバイ

ダーのハブ アプリ ケーシ ョ ンをサポート し、大規模なセン ト ラル オフ ィ スへと転送できます。 これによ り、 コアネッ ト ワーク

スイ ッチ、 音声スイ ッチ、 Add/Drop Multiplexer （ADM; アド /ド ロ ップ マルチプレクサ）、 ルータ、 Digital Cross-connect System
（DCS; デジタル ク ロスコネク ト  システム）、 またはその他のネッ ト ワーキング装置へのハンドオフが可能になり ます （図 2）。

図 2 サービス プロバイダーの DS-3/EC-1 ハブ アプリケーシ ョ ン
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48 ポート  DS-3/EC-1 カードを使用する と、 必要なシステムを削減できるため、 関連機材の設置面積、 電源、 および DS-3/EC-1
サービスを終端するためのケーブル数を抑えるこ とができます。

また、 サービス  カードの数を減らして、 シェルフ  スロ ッ ト を他のサービスで利用するこ とができます。 図 3 には、 12 ポート

DS-3 カードを使用して 96 の DS-3 サービスを提供する、 OC-192 ベースの Cisco ONS 15454 ネッ ト ワーク  要素を示します。 図

4 には、 同じ  ONS 15454 で、 48 ポート  DS-3/EC-1 カードを使用した場合に提供可能な追加サービスを示します。

図 3 12 ポート  DS-3/EC-1 カードを使用した Cisco ONS 15454 構成

図 4 48 ポート  DS-3/EC-1 カードを使用した Cisco ONS 15454 構成

高密度の DS-3/EC-1 カードを使用する と、 システム全体の柔軟性が大幅に向上し、 メ ト ロ  ネッ ト ワークで使用されるさまざま

な種類のサービスをサポートできるよ うになり ます。
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主な機能と利点

Cisco ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 電気インターフェイス  カードの機能は、 次のとおりです。

• 高密度のアーキテクチャ ： 1 つのシェルフから  OC-192 に相当する  DS-3/EC-1 サービスをド ロ ップ可能

• サービスの柔軟性 ： DS-3 および EC-1 をポート ごとにプロビジ ョ ニング可能

• 汎用性 ： 12 ポート  DS-3 または EC-1 カードから  48 ポート  カードへのインサービス  アップグレード （スロ ッ トによって異

なる）

• 混合保護グループ ： 1:N 保護グループの 48 ポート  DS-3/EC-1 カードによ り、 12 ポート  DS-3、 12 ポート  EC-1、 および 48
ポート  DS-3 カードを保護するこ とで柔軟性を拡大 （スロ ッ トによって異なる）

• Capital Expenditure （CapEx; 資本コス ト ） の削減 ：高需要の DS-3/EC-1 サービス提供にかかるポート あたりのコス ト を削減

• サービス  プロビジ ョニングの簡素化： Far-End Activation Code （FEAC） 要求に対する応答方法をプロビジ ョニング可能なた

め、 ユーザはネッ ト ワーク動作の柔軟な管理が可能

• 安定した ト ラブルシューティングと障害分離：DS-3、EC-1、および SONET ファシ リティの完全なパフォーマンス  モニタ リ

ング、近端および遠端でのファシ リティ と回線のループバッ ク、J0 バイ ト  セクシ ョ ン ト レースおよび J1 バイ ト  パス  ト レー

スのサポート

製品仕様

表 1 および表 2 に、 Cisco ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 電気インターフェイス  カードの仕様を示します。

表 1 適合規格

国

SONET プラッ ト フォーム カナダ

欧州連合

香港

日本

韓国

メキシコ

米国

Electromagnetic Compliance
（EMC; 電磁適合性） ― クラス A

ETSI 300-386-TC

Telcordia Technologies Network Equipment Building Standards （NEBS） GR-1089-CORE, Issue 3

（Level 3、 Type 2、 および Type 4）

CISPR 22、 CISPR 24

IC ICES-003 Issue 3, 1997

FCC 47CFR15

EN55022、 EN55024

製品安全性 Telcordia Technologies NEBS GR-1089-CORE, Issue 3 （Level 3、 Type 2、 および Type 4）

IEC 60950-1/EN 60950-1, 1st Edition

UL and cUL/CSA 60950-1 1st Edition

環境仕様 Telcordia Technologies NEBS GR-63-CORE, Level 3

ETS 300 019-2-1 （Storage, Class 1.1）

ETS 300 019-2-2 （Class 2.3）

ETS 300 019-2-3 （Class 3.1E）
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表 2 製品仕様

お客様の要件 AT&T Network Equipment Design Specification （NEDS）

SBC （TP76200MP）

Verizon TCG Checklist

MCI/WorldCom ESD

パラメータ 値

信号インターフェイス DS-3、 44.736 Mbps ± 20 ppm、 Telcordia GR-499-CORE および ITU-T G.703

EC-1、 51.840 Mbps、 Telcordia GR-253-Core

ペイロードのフレーミング DS-3 ： C-Bit、 M23、 フレームなし。 自動または手動プロビジ ョニング

EC-1 ： SONET フレーム

カード保護機能 1:0 （非保護）

1:N、 N≤2

現用スロッ ト ： 1、 2、 または16、 17

保護スロッ ト ： 3 （A 側スロッ ト） および 15 （B 側スロッ ト）

カードのアップグレード

（スロッ ト よって異なる）

12 ポート  DS-3 カードから  48 ポート  DS-3/EC-1 カード、 1:N、 N≤2 保護グループ

12 ポート  EC-1 カードから  48 ポート  DS-3/EC-1 カード、 1:1 保護グループから  1:N、 N≤2

回線ビルドアウト 0 ～ 225 フ ィート

226 ～ 450 フ ィート

パフォーマンス モニタ リング DS-3、 EC-1、 および SONET

ループバック  モード 近端および遠端ファシリテ ィ /回線とターミナル

FEAC ：

• プロビジ ョニング可能な応答モード

• 伝送サポート

パス ト レース J1 バイ ト

セクシ ョ ン ト レース J0 バイ ト

カードレベル インジケータ Fail LED （レッ ド） ― ハードウェアの問題

ACT/STBY LED （グリーン/オレンジ） ― カードのアクテ ィブまたはスタンバイ状態

SF LED （イエロー） ― 回線の信号障害

物理寸法 1 スロッ トの幅

高さ  321.3 ×幅 18.2 ×奥行 228.6 mm （高さ  12.65 ×幅 0.716 ×奥行 9 インチ）

電力

公称

最大

42 W

45 W

温度および湿度

動作

保管

–40 ～ 65°C （–40 ～ 149°F）、 5 ～ 95%、 結露しないこと

–40 ～ 85°C （–40 ～ 185°F）、 5 ～ 95%、 結露しないこと

国
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システム要件

表 3 に、 48 ポート  DS-1/EC-1 カード搭載時の Cisco ONS 15454 システム要件を示します。

表 3 システム要件

発注情報

シスコ製品の購入方法の詳細は、 「発注方法」 を参照して ください。 表 4 に、 Cisco ONS 15454 48 ポート  DS-3/EC-1 インター

フェイス  カードの発注コードを示します。

表 4 発注情報

サービスおよびサポート

シスコシステムズは、 お客様の成功を確かなものにするため、 さまざまな新しいサービス  プログラムを用意しています。 これ

らのサービスは、 スタ ッフ、 プロセス、 ツール、 パートナーをそれぞれに組み合わせて提供され、 お客様から高い評価を受け

ています。 ネッ ト ワークへの投資を無駄にするこ とな く、 ネッ ト ワーク運用を最適化しネッ ト ワーク  インテ リジェンスの強化

や事業拡張を進めていただくためにシスコのサービスをぜひお役立てください。サービスについての詳細は、以下の URL を参

照してください。

テクニカル サポート  サービス

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

サービス  プログラム

http://www.cisco.com/jp/service/contact/

関連情報

Cisco ONS 15454 の詳細については、 http://www.cisco.com/jp/product/hs/optical/ons15454/ をご覧ください。

システム パラメータ 値

シェルフ  アセンブリ 15454-SA-HD

Electrical Interface Assembly
（EIA; 電気インターフェイス 
アセンブリ） パネル

Universal Backplane Interface Connector （UBIC） または 96 ポート  mini-BNC

プロセッサ TCC2 および TCC2P

クロスコネク ト XC-10G

システム ソフ トウェア DS-3 では リ リース 5.0 （SONET）

DS-3 および EC-1 では リ リース 6.0 以上 （SONET）

スロッ ト互換性 スロッ ト  1 ～ 3、 15 ～ 17

製品の説明 製品番号

Cisco ONS 15454 SONET 48 ポート  DS-3/EC-1 インターフェイス カード、DS-3、 48 回線、工業用温度、

SONET システム

15454-DS3EC1-48
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