
 

データ  シート
Cisco ONS 15600 シリーズ 16 ポート 2.5 Gbps
オプティ カル インターフェイス カード
Cisco® ONS 15600 シリーズ Multiservice Switching Platform （MSSP; マルチサービス スイッチング プラッ ト フォーム）は、

最高密度の Short-Reach/Short-Haul （SR/SH; 短距離） および Long-Reach/Long-Haul （LR/LH; 長距離） OC-48/STM-16 オ

プテ ィ カル インターフェイス カードを提供します。 ユーザは、 必要なネッ トワーク  アプリケーシ ョ ンに合わせて適切なイン

ターフェイスを用いることで、 コス ト効率の高いネッ トワークを構築できます （図 1）。

図 1 Cisco ONS 15600 シリーズ MSSP と 16 ポート OC-48/STM-16 LR/LH および SR/SH カード

バックグラウンド

Cisco ONS 15600 MSSP は、 シスコが全面的に開発および設計した製品です。 これによって、 サービス  プロバイダーは、 メ ト ロ

コアと メ ト ロ  エッジ ネッ ト ワークのスムーズな統合が可能とな り、 メ ト ロポ リ タンエ リ ア （メ ト ロ） コアの帯域幅管理を簡素

化できます。 また、 初期導入コス ト も大幅に削減されます。 Cisco ONS 15600 シ リーズ MSSP は、 SONET/SDH （同期デジタル

ハイアラーキ） マルチプレクサ、 デジタル ク ロスコネク ト  ネッ ト ワーク  エレ メン ト などの複数のメ ト ロ  システム機能を、 ス

ケーラブルで使いやすい 1 つのプラ ッ ト フォームに統合し、 キャ リ ア ク ラスの信頼性、 アベイラビ リ ティ、サービス性、運用、

および管理を実現します。

製品概要

Cisco ONS 15600 シ リーズの OC-48/STM-16 機能は、2 つのオプティカル ライン カードで構成され、 このカードが提供するイン

ターフェイスの仕様は、 アプ リ ケーシ ョ ンに対するサービス  プロバイダーのさまざまなニーズに応えるものとなっています。

表 1 に、Cisco ONS 15600 シ リーズ 16 ポート OC-48/STM-16 SR/SH インターフェイス  カード と、Cisco ONS 15600 シ リーズ 16 ポー

ト OC-48/STM-16 LR/LH インターフェイス  カード （いずれも Cisco ONS 15600 シ リーズで新たに導入）、およびサポートするア

プ リ ケーシ ョ ンを示します。
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表 1 OC-48/STM-16 インターフェイス カード とアプリケーシ ョ ン

どちらのインターフェイス  カード も、 Cisco ONS 15600 シ リーズ シェルフ  アセンブリの 1 スロ ッ トに装備するだけで、 送信お

よび受信用にそれぞれ 16 のオプティカル インターフェイスを提供します。各ポート  インターフェイスは、標準の SONET/SDH
（Telcordia GR-253-CORE および ITU G.703） 2.4883 Gbps ビッ ト  レートで動作します。 SR/SH および LR/LH OC-48/STM-16 カー

ドは、カードの前面プレートにある 4 つの CGI コネクタを使用し、Cable-Routing Module（CRM; ケーブル ルーティング モジュー

ル） を経由して SC、 ST、 または FC 終端にルーティングされます。 カードは、 STS-3c/VC-4、 STS-6c/VC-4-2c、 STS-12c/VC-4-4c、
STS-24c/VC-4-8c、および STS-48c/VC-4-16c の連結ペイロード と、 STS-1 ベースの非連結ペイロードを両方伝送します。 SONET
モードでは、 各オプティカル ポート を STM-16 と して提供し、 SONET ネッ ト ワークに、 STS-Nc 連結ペイロードの形式で SDH
ペイロードの ト ンネ リ ングを実現します。 これによ り、 SONET を使用しているサービス  プロバイダーは、海外のケーブル設置

ポイン トから顧客サイ トに SDH ト ラフ ィ ッ クを送信できます。 後述の仕様の範囲内で動作する場合 （表 4 を参照）、 各ポート

インターフェイスは 2.5 Gbps の信号を送信し、 最小 BER （ビッ ト  エラー レート ） は 10E-12 になり ます。

OC-48/STM-16 SR/SH および LR/LH カードは、 Cisco ONS 15600 シ リーズ プラ ッ ト フォームの 8 つのマルチサービス  スロ ッ ト

（スロ ッ ト 1 ～ 4 または 11 ～ 14） のいずれにも設置ができます。 1 つの Cisco ONS 15600 シェルフで、 最大 128 の OC-48/STM-16
SR/SH および LR/LH ポートがサポート されます。 カードを、 Unidirectional-Path Switched Ring/Sub Network Connection Protection
（UPSR/SNCP）、2 ファ イバ Bidirectional Line Switched Ring/Multiplex Section-Shared Protection Ring（BLSR/MS-SPR）、1 + 1 Automatic
Protection Switching/Multiplex Section Protection （APS/MSP）、 または Path-Protected Mesh Network （PPMN） アーキテクチャで使

用できるよ うにするこ とで、 サービス  プロバイダーは、 サービスの需要、 ト ラフ ィ ッ ク  パターン、 およびユーザのニーズを満

たすために必要なタイプのネッ ト ワークを柔軟に構築できます。 このカードの柔軟なプロビジ ョ ニングによ り、 インベン ト リ

のコス ト削減や、 設計と導入の簡素化が図れます。

OC-48/STM-16 SR/SH および LR/LH カードは、前面プレートに LED が組み込まれているため、 カードの動作状態がすばやく確

認できます。 前面プレートには、 オレンジ色の丸いアイコンがあ り、 カードを物理的に設置できるシェルフ  スロ ッ トがわかる

よ うになっています。 カードは、 統合された Cisco ONS 15600 シ リーズ Cisco Transport Controller Craft Manager でサポート され

ているので、 システムの Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning （OAM&P） が簡単に行えます。

Cisco ONS OC-48/STM-16 オプテ ィ カル インターフェイスの機能と仕様

高密度でコンパク トな設計

• シングル幅のカードスロ ッ ト設計でシステムの設置面積を縮小

• カードあたり 16 の OC-48/STM-16 ポート

• シェルフ  アセンブリ あた り最大 8 枚の OC-48/STM-16 カードまたは 128 の OC-48/STM-16 ポート

柔軟性のある復旧オプシ ョ ン

• UPSR/SNCP

• 2 ファ イバ BLSR/MS-SPRing
• 1 + 1 APS/MSP、 1 + 1 単方向または双方向

• PPMN

• 非保護 （0 + 1）

インターフェイス カード アプリケーシ ョ ン

SR/SH インターフェイス カード 距離が 2 km 未満のセン ト ラル オフ ィス間でメ ト ロ地域またはオフ ィス間接続に対応

LR/LH インターフェイス カード 距離が 40 ～ 80 km のセン ト ラル オフ ィス間でメ ト ロ地域またはオフ ィス間接続に対応
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ネッ トワーキングの柔軟性

• リ ング

• 複数リ ング

• ターミナル

• リ ニア Add/Drop Multiplexer （ADM; 分岐挿入装置）

Cisco ONS 15600 シリーズのシステム仕様

表 2 に適合規格情報、表 3 にシステム要件、表 4 に Cisco ONS 15600 シ リーズ 16 ポート OC-48/STM-16 SR/SH および LR/LH イ

ンターフェイス  カードのカード仕様を示します。

表 3 システム要件

表 4 カード仕様

表 2 適合規格1

1. 製品のリ リース時点で、 適合テストおよび適合資料の製作がすべて完了していない場合があります。 カナダ、 米国、 および欧州連合以外の国については、
シスコシステムズの代理店までお問い合せく ださい。

国

カナダ

米国

欧州連合

コンポーネン ト Cisco ONS 15600 SONET Cisco ONS 15600 SDH

プロセッサ TSC TSC

クロスコネク ト CXC または SSXC CXC

シェルフ  アセンブリ 15600-IO-SHELF シェルフ  アセンブリ 15600-IO-SHELF シェルフ  アセンブリ

システム ソフ トウェア R1.1.x 以上1

1. CXC クロスコネク ト  カードは、 R1.1 システム ソフ トウェアでのみサポート されます。 R1.1.x 以上のすべてのソフ トウェア リ リースには、 SSXC クロスコネ
ク ト  カードが必要です。

R1.4

スロッ ト互換性 1 ～ 4 および 11 ～ 14 1 ～ 4 および 11 ～ 14

仕様 OC-48/STM-16 LR、 LR-2 OC-48/STM-16 SR、 SR-1

波長、 公称値 1550 nm 1310 nm

スペク トル範囲 1530 ～ 1565 nm 1266 ～ 1360 nm

ビッ ト  レート 2.49 Gbps 2.49 Gbps

コネクタ  タイプ （Tx/Rx） OGI OGI

オプテ ィ カル ト ランスミ ッ タ

タイプ Distributed Feedback （DFB） レーザー Fabry Perot （FP） レーザー

出力パワー –2 ～ +3 dBm –10 ～ –3 dBm

レーザー安全性クラス 1 1
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発注情報

表5に、Cisco ONS 15600シ リーズ 16ポート OC-48/STM-16 SR/SHおよびLR/LH インターフェイス  カードの発注情報を示します。

表 5 発注情報

光レシーバー 

タイプ InGaAs （Indium Gallium Arsenide）APD フォ

ト検波器

ピン ダイオード

入力パワー –28 ～ –9 dBm –18 ～ –3 dBm

リンクロス バジェ ッ ト 26 dB （最小値）、 1 dB 分散ペナルティあり 8 dB （最小値）、 1 dB 分散ペナルティあり

BER、 最小値 10E-12 10E-12

管理性

カード LED

STAT

カード障害

通常の動作

SRV

稼働中

停止中

SD （信号劣化）

SF （信号障害）

LASER ON

レッ ド

OFF

グリーン

オレンジ

ブルー

レッ ド

グリーン

レッ ド

OFF

グリーン

オレンジ

ブルー

レッ ド

グリーン

電力

カード電力 250 W 180 W

保管環境

動作温度 –5 ～ +50°C （23 ～ 122°F） –5 ～ +50°C （23 ～ 122°F）

湿度 5 ～ 95% （結露しないこと） 5 ～ 95% （結露しないこと）

寸法 （高さ×幅×奥行） 419 × 27 × 465 mm
（16.50 × 1.07 × 18.31 インチ）

419 × 27 × 465 mm
（16.50 × 1.07 × 18.31 インチ）

カード重量 5.44 kg （12.0 ポンド） 5.44 kg （12.0 ポンド）

製品番号 説明

15600-48S16SR1310 Cisco ONS 15600 シリーズ 16 ポート OC-48/STM-16 SR/SH カード、 OGI コネクタ

15600-48L16LR1550 Cisco ONS 15600 シリーズ 16 ポート OC-48/STM-16 LR/LH カード、 OGI コネクタ

仕様 OC-48/STM-16 LR、 LR-2 OC-48/STM-16 SR、 SR-1
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