
 

データ  シート
Cisco ONS 15600 シリーズ Any Service Any Port オプティ
カル 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、 Any
Service Any Port （ASAP） インターフェイス  カードを使用して最大 40 Gbps の伝送帯域幅を提供します。 これによ り 1 ～ 16 の

ポート をサポート して、 ミ ッシ ョ ンク リ ティカルな地域およびメ ト ロポ リ タン  エリ ア （メ ト ロ） ト ラフ ィ ッ クの集約と伝送が

可能とな り ます。 ASAP は、 モジュラ設計を使用して優れたパフォーマンスを提供します。 また、 ギガビッ ト  イーサネッ ト

Small Form-Factor Pluggable （SFP） 光モジュールを含む、 OC-3 から OC-48 までの単一レートおよび複数レートの光モジュール

が使用できます。

図 1
Cisco ONS 15600 シリーズ MSSP と 4-PIO カードを搭載した ASAP キャリア カード

バックグラウンド

Cisco ONS 15600 シ リーズ 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 り、 サービス  プロバイダーは、

メ ト ロ  コアおよびメ 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、 地域およびメ 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 トは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、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。
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製品概要

Cisco ONS 15600 シ リーズの ASAP サービス  カードは、最大 4 つの Pluggable Input/Output （ASAP 4-PIO） モジュールを設置でき

る、1 つの ASAP キャ リ ア カードで構成されています。各 ASAP 4-PIO モジュールには、最大 4 つの Small Form-Factor Pluggable
（SFP） 光モジュールを取り付けるこ とができ、 それぞれ最大データ  レート 2.5 Gbps を提供します。 ASAP 4-PIO モジュールは、

リ リース 5.0 で固定レート とマルチレート両方の光モジュールをサポート しています。 提供されている 3 つの固定レート SFP
光モジュールは、 155 Mbps Long-Reach （長距離） （LR-2）、 622 Mbps LR-2、 および 2.5 Gbps LR-2 です。 マルチレート SFP 光モ

ジュールは、 ソフ ト ウェアを使用して、 155 Mbps Short-Reach （短距離） （SR-1） 、 622 Mbps SR-1、 2.5 Gbps Intermediate-Reach
（中距離） （IR-1）、 またはギガビッ ト  イーサネッ トに設定できます。表 1 に、サポート されている ASAP および SFP 光モジュー

ルで可能な設定を示します。

表 1 ASAP カード とプラグ可能な光モジュール、 およびアプリケーシ ョ ン

Cisco ONS 155 Mbps 固定レート OC-3/STM-1 SFP 光モジュールは、 4 つの ASAP 4-PIO スロ ッ トのいずれにも設置ができ、 単一

の SFP 構成で送信と受信両方のオプティカル 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） 155.52 Mbps ビッ ト  レートで動作します。Cisco ONS 155 Mbps 固定レート OC-
3/STM-1 SFP は、SFP 前面プレートにあるデュプレッ クス LC コネクタを使用し、ファ イバ ト レイを経由してケーブル ルーティ

ング モジュールに送られ終端します。 Cisco ONS 155 Mbps 固定レート SFP は、 STS-3c/VC-4 の連結ペイロード と STS-1 ベース

の非連結ペイロードの両方を伝送します。 SONET モードでは、各オプティカル ポート を STM-1 と して提供し、 SONET ネッ ト

ワークに、 STS-Nc 連結ペイロード形式で 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 5 を参照）、 各ポート  インターフェイスは 155 Mbps 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。

コンポーネン ト アプリケーシ ョ ン

ASAP キャリア カード （製品番号 15600-ASAP-CC） ASAP キャリア カードは I/O スロッ ト （1 ～ 4 または 11 ～ 14） に取り付けら

れ、 最大 4 つの ASAP-PIO モジュールを設置できる。 各モジュールは、 最大 4
つの SFP 光モジュールをサポートする。 ASAP キャリア カードの最大容量は

40 Gbps

ASAP 4-PIO （製品番号 15600-ASAP-4PIO） モジュール ASAP 4-PIOモジュールはASAPキャリア カードに取り付けられ、1～4つのSFP
光モジュールを設置できる。 各光モジュールの最大データ  レートは 2.5 Gbps。
ASAP 4-PIO モジュールの最大容量は 10 Gbps

マルチレート SFP 光モジュール （製品番号 ONS-SE-Z1） 稼働中のソフ トウェアのマルチレート 1310-nm IR-1 SFP は、 2.5 Gbps、
622 Mbps、 155 Mbps、 およびギガビッ ト  イーサネッ トに設定可能

• 2.5 Gbps は 15 km に対応 （IR-1）

• 622 Mbps は 2 km に対応 （SR-1+）

• 155 Mbps は 2 km に対応 （SR-1+）

• ギガビッ ト  イーサネッ トは 10 km に対応 （LR）

2.5 Gbps 固定レート （OC-48/STM-16） SFP 光モジュール

（製品番号 ONS-SE-2G-L2）
2.5 Gbps SFP は 80 km に対応 （LR-2）

622 Mbps 固定レート （OC-12/STM-4） SFP 光モジュール

（製品番号 ONS-SI-622-L2）
622 Mbps SFP は 80 km に対応 （LR-2）

155 Mbps 固定レート （OC-3/STM-1） SFP 光モジュール

（製品番号 ONS-SI-155-L2）
155 Mbps SFP は 80 km に対応 （LR-2）
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Cisco ONS 622 Mbps 固定レート OC-12/STM-4 SFP 光モジュールは、 4 つの ASAP 4-PIO スロ ッ トのいずれにも設置ができ、 単

一の SFP 構成で送信と受信両方のオプティカル 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） 622.08 Mbps ビッ ト  レートで動作します。Cisco ONS 622 Mbps 固定レート OC-
12/STM-4 SFP は、 SFP 前面プレートにあるデュプレッ クス LC コネクタを使用し、 ファ イバ ト レイを経由してケーブル ルー

ティング モジュールに送られ終端します。 Cisco ONS 622 Mbps 固定レート SFP は、 STS-3c/VC-4、 STS-6c/VC-4-2c、 STS-9c/VC-
4-3c、 および STS-12c/VC-4-4c の連結ペイロード と、 STS-1 ベースの非連結ペイロードの両方を伝送します。 SONET モードで

は、 各オプティカル ポート を STM-4 と して提供し、 SONET ネッ ト ワークに、 STS-Nc 連結ペイロード形式で 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 5 を参照）、各ポート  インターフェ

イスは 622 Mbps の信号を送信し、 最小 BER は 10E-12 になり ます。

Cisco ONS 2.5 Gbps 固定レート OC-48/STM-16 光モジュールは、 4 つの ASAP 4-PIO スロ ッ トのいずれにも設置ができ、 単一の

SFP 構成で送信と受信両方のオプティカル 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） 2488.32 Mbps ビッ ト  レートで動作します。 Cisco ONS 2.5 Gbps 固定レート OC-48/
STM-16 SFP は、SFP 前面プレートにあるデュプレッ クス LC コネクタを使用し、ファ イバ ト レイを経由してケーブル ルーティ

ング モジュールに送られ終端します。 Cisco ONS 2.5 Gbps 固定レート SFP は、 STS-3c/VC-4、 STS-6c/VC-4-2c、 STS-9c/VC-4-3c、
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の両方を

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 5
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 は 10E-12 になり ます。

Cisco ONS マルチレート SFP 光モジュールは、 SR OC-3/OC-12、 IR OC-48、 または LX ギガビッ ト  イーサネッ ト を提供します。

Cisco ONS マルチレート光モジュールは、 4 つの ASAP 4-PIO スロ ッ トのいずれにも設置ができ、単一の SFP 構成で送信と受信

両方のオプティカル 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、 選択した OC-3、 OC-12、 または OC-48、
155.52 Mbps、 622.08 Mbps、 または 2488.32 Mbps ビッ ト  レートに従って、 標準の SONET/SDH （Telcordia GR-253-CORE および

ITU G.703） で動作します。 Cisco ONS マルチレート OC-3/STM-1、 OC-12/STM-4、 OC-48/STM-16、 またはギガビッ ト  イーサ

ネッ ト SFP は、 SFP 前面プレートにあるデュプレッ クス LC コネクタを使用し、 ファ イバ ト レイを経由してケーブル ルーティ

ング モジュールに送られ終端します。 Cisco ONS マルチレート SFP は、 STS-3c/VC-4 （OC-3/STM-1 対応、 STS-3c/VC-4、 STS-
6c/VC-4-2c、 STS-9c/VC-4-3c）、 および STS-12c/VC-4-4c （OC-12/STM-4 対応、 STS-3c/VC-4、 STS-6c/VC-4-2c、 STS-9c/VC-4-3c、
STS-12c/VC-4-4c、 STS-24c/VC-4-8c）、 および STS-48c/VC-4-16c （OC-48/STM-16 対応） の連結ペイロード と、 STS-1 ベースの非

連結ペイ ロードの両方を伝送します。 データ  モードでは、 ラ インレー ト  ギガビ ッ ト  イーサネッ ト を完全サポー ト します。

SONET モードでは、 設定済みの OC-3、 OC-12、 または OC-48 のオプティカル ポート を、 それぞれ STM-1、 STM-4、 または

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 5 を参照）、 OC-3、 OC-12、 または OC-48 のポート  インターフェ

イスは、 それぞれ 155 Mbps、 622 Mbps、 または 2.5 Gbps の信号を送信し、 最小 BER は 10E-12 になり ます。

ASAP キャ リ ア 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） いずれにも設置ができます。 各 ASAP キャ リ ア カードには、 最大 4 つの ASAP 4-PIO モジュールを設置できま

す。 各 ASAP 4-PIO モジュールは、 すべての SFP 光モジュールをサポート し、 ASAP 4-PIO モジュールで提供される 4 つのス

ロ ッ トのいずれにも設置できます。 SONET SFP ポート を、 Unidirectional-Path Switched Ring （UPSR）、 2 ファ イバ Bidirectional
Line Switched Ring （BLSR）、 1 + 1 Automatic Protection Switching （APS）、 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 ニングは、 インベ

ン ト リのコス ト を削減し、 設計と導入を簡素化します。
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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ASAP キャ リ ア カード と ASAP 4-PIO モジュールは、 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 15600 シリーズ ASAP キャリア カード光モジュールの機能と仕様

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

• ASAP キャ リ ア カードごとに 4 つのプラグ可能モジュール （ASAP 4-PIO）

• ASAP 4-PIO モジュールごとに 4 つの SFP 光モジュール

• シェルフ  アセンブリ ごとに最大 8 つの ASAP キャ リ ア カード

柔軟性のある復旧オプシ ョ ン

• UPSR

• 2 ファ イバ BLSR
• 1 + 1 APS、 1 + 1 単方向または双方向

• PPMN

• 非保護 （0 + 1）

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）

データ  ネッ トワーキング機能

表 2 に、 データ  ネッ ト ワーキング機能を示します。

表 2 データ  ネッ トワーキング機能

仕様 シスコ  マルチレート  ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイス

ギガビッ ト  イーサネッ ト  インターフェイス 4× 4 = 16 ポート I/O スロッ ト、ASAP 4 PIO モジュールごとに SFP光モジュー

ル× 4、ASAP キャリア カードごとに ASAP 4 PIO モジュール× 4、（SFP：LX）

最小ソフ トウェア リ リース リ リース 5.0

標準の 802.1Q VLAN サポート VLAN はトンネリングされる （終端しない）

標準の 802.1Q VLAN フ ィルタ リング VLAN はトンネリングされる （フ ィルタ リングなし）

標準の 802.1Q-in-802.1Q （QinQ） 階層型 VLAN あり ： VLAN はトンネリングされる

最大フレーム サイズ 9600 バイ ト （Maximum Transmission Unit [MTU; 最大伝送ユニッ ト ]）

ブロードキャストおよびマルチキャスト あり ： ポイン ト ツーポイン ト回線をサポート

レート  リ ミ ッ ト STS-1、3c、6c、9c、12c、24c、および 48c 単位の STS-1 レベル レート  リ ミ ッ ト

専用仮想回線サイズ ： ポイン ト ツーポイン ト 最大 STS-48c （ポート間プロビジ ョニング）
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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Cisco ONS 15600 シリーズのシステム仕様

表 3 に適合規格情報、 表 4 にシステム要件、 表 5 にカード仕様、 表 6 に SFP 仕様を示します。

表 3 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各国については、 シ
スコシステムズの代理店までお問い合せください。

表 4 システム要件

表 5 カード仕様

国

カナダ

米国

欧州連合

コンポーネン ト Cisco ONS 15600 シリーズ

プロセッサ TSC

クロスコネク ト SSXC

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 リ リース 5.0 以上

スロッ ト互換性 1 ～ 4 および 11 ～ 14

仕様 ASAP キャリア カード ASAP 4-PIO モジュール

スペク トル範囲 – （選択した SFP による）

ビッ ト  レート 最大 40 Gbps 最大 10 Gbps

コネクタ  タイプ （Tx/Rx） – LC

オプテ ィ カル ト ランスミ ッ タ

タイプ – SFP

光レシーバー

タイプ – SFP

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

LASER ON

レッ ド

OFF

グリーン

オレンジ

グリーン

–

–

–

–

–
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表 6 SFP 仕様

ポートごとの SONET 状態 （信号劣下）

ポートごとの SONET 状態 （信号障害）

ポートごとの SONET 状態 （信号正常）

ポートごとの GE （ギガビッ ト  イーサネッ ト）

状態 （リンク / アクテ ィビテ ィなし）

ポートごとの GE 状態 （アクテ ィ ビテ ィ）

ポートごとの GE 状態 （リンク障害）

ポートごとの GE 状態 （ポート  プロビジ ョニ

ングなし）

–––––––– オレンジ

レッ ド

グリーン

グリーン

グリーンの点滅

オレンジ

OFF

電力

カード電力 最大 200 W （キャリア カード、 4-PIO × 4、
SFP × 16 を含む）

最大 15 W （SFP × 4 を含む）

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）

外形寸法

 高さ ： 419.1 mm （16.5 インチ）

幅 ： 38.1 mm （1.5 インチ）

奥行 ： 465.1 mm （18.31 インチ）

カード重量 ： 2.5 kg （5.5 ポンド）

高さ ： 62.33 mm （2.45 インチ）

幅 ： 30.48 mm （1.2 インチ）

奥行 ： 196.9 mm （7.75 インチ）

カード重量 ： 0.34 kg （0.75 ポンド）

仕様

Cisco ONS 155 Mbps 固定レート

OC-3/STM-1
LR-2 SFP 光モジュール Cisco ONS マルチレート SFP光モジュール

波長、 公称値 1550 nm 1310 nm

スペク トル範囲 1480 ～ 1580 nm 1260 ～ 1360 nm

ビッ ト  レート 155 Mbps 155 Mbps ～ 2.49 Gbps

コネクタ  タイプ （Tx/Rx） LC LC

オプテ ィ カル ト ランスミ ッ タ

タイプ SFP SFP

出力パワー –5 ～ 0 dBm –5 ～ 0 dBm

レーザー安全性クラス 1 1

光レシーバー

タイプ PIN PIN

入力パワー –34 ～ –10 dBm –18 ～ 0 dBm

仕様 ASAP キャリア カード ASAP 4-PIO モジュール
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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リンクロス バジェ ッ ト 28 dB （最小値） 12 dB （最小値）

BER、 最小値 10E-12 10E-12

電力

SFP 電力 最大 1 W 最大 1 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）

外形寸法

 高さ ： 13.3 mm （0.522 インチ）

幅 ： 8.5 mm （0.33 インチ）

奥行 ： 56.9 mm （2.24 インチ）

重量 ： 0.028 kg （1 オンス）

高さ ： 13.3 mm （0.522 インチ）

幅 ： 8.5 mm （0.33 インチ）

奥行 ： 56.9 mm （2.24 インチ）

重量 ： 0.028 kg （1 オンス）

仕様

Cisco ONS 2.5 Gbps 固定レート

OC-48/STM-16
LR-2 光モジュール

Cisco ONS 622 Mbps 固定レート

OC-12/STM-4
LR-2 光モジュール

波長、 公称値 1550 nm 1550 nm

スペク トル範囲 1500 ～ 1580 nm 1480 ～ 1580 nm

ビッ ト  レート 2.49 Gbps 622 Mbps

コネクタ  タイプ （Tx/Rx） LC LC

オプテ ィ カル ト ランスミ ッ タ

タイプ SFP SFP

出力パワー –2 ～ +3 dBm –3 ～ +2 dBm

レーザー安全性クラス 1 1

光レシーバー

タイプ APD PIN

入力パワー –28 ～ –9 dBm –28 ～ –8 dBm

リンクロス バジェ ッ ト 24 dB （最小値）、 2 dB 分散ペナルティあり 24 dB （最小値）、 1 dB 分散ペナルティあり

BER、 最小値 10E-12 10E-12

電力

SFP 電力 最大 1 W 最大 1 W

保管環境

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

仕様

Cisco ONS 155 Mbps 固定レート

OC-3/STM-1
LR-2 SFP 光モジュール Cisco ONS マルチレート SFP光モジュール
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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発注情報

表 7 に、 Cisco ASAP カードの発注情報を示します。

表 7 発注情報

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

外形寸法

 高さ ： 13.3 mm （0.522 インチ）

幅 ： 8.5 mm （0.33 インチ）

奥行 ： 56.9 mm （2.24 インチ）

重量 ： 0.028 kg （1 オンス）

高さ ： 13.3 mm （0.522 インチ）

幅 ： 8.5 mm （0.33 インチ）

奥行 ： 56.9 mm （2.24 インチ）

重量 ： 0.028 kg （1 オンス）

製品番号 説明

15600-ASAP-CC ASAP キャリア カード、 すべての I/O スロッ トに装着可能

15600-ASAP-4PIO 空のSFPスロッ ト を4つ備えた単一のASAPプラグ可能I/Oモジュール、ASAPキャリア カードに装着可能

ONS-SI-155-L2 155 Mbps 固定レート OC-3 LR-2/STM-1 L.1.2 IND SFP 光モジュール、 LC コネクタ

ONS-SI-622-L2 622 Mbps 固定レート OC-12 LR-2/STM-4 L.4.2 IND SFP 光モジュール、 LC コネクタ

ONS-SE-2G-L2 2.5 Gbps 固定レート OC-48 LR-2/STM-1 L.16.2 EXT SFP 光モジュール、 LC コネクタ

ONS-SE-Z1 マルチレート OC-48 IR-1、 12/3 SR-1、 ギガビッ ト  イーサネッ ト LX STM-16 S-16.1、 I-4、 I-1 EXT SFP
光モジュール、 LC コネクタ

仕様

Cisco ONS 2.5 Gbps 固定レート

OC-48/STM-16
LR-2 光モジュール

Cisco ONS 622 Mbps 固定レート

OC-12/STM-4
LR-2 光モジュール
 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Systems、 および Cisco ロゴは米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標です。

書で説明した商品、 サービスはすべて、 それぞれの所有者の商標、 サービスマーク、 登録商標、 登録サービスマークです。

料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

シスコシステムズ株式会社

URL: http://www.cisco.com/jp/
問合せ URL: http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/
〒 107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL: 03-6670-2992

電話でのお問合せは、 以下の時間帯で受付けております。

平日 10:00 ～ 12:00 および 13:00 ～ 17:00

お問合せ先


	データ シート
	Cisco ONS 15600シリーズAny Service Any Portオプティカル カード
	バックグラウンド
	製品概要
	Cisco ONS 15600シリーズASAPキャリア カード光モジュールの機能と仕様
	高密度でコンパクトな設計
	柔軟性のある復旧オプション
	ネットワーキングの柔軟性
	データ ネットワーキング機能

	Cisco ONS 15600シリーズのシステム仕様
	発注情報


