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デュアル ポート IEEE PTP GM時刻同期ソリューション 

ハーフハイトの NIC フォーム ファクタに搭載された GPS ベースの高性能 PTP GM 

Cisco Nexus® Cisco Nexus GM 時刻同期は、ユニークなグランドマスター ソリューションです。GPS ベースの Precision 

Time Protocol（PTP）グランドマスター全体を、ハーフハイト/ハーフレングスの小型ネットワークカード フォーム フ

ァクタにパッケージングしています。そのため、機能を損なうことなくラック スペースを節約できます。オンボー

ド GPS レシーバを利用して 60ns で UTC と時刻同期を行います。このアダプタは PPS および 10MHz 出力機能も備え、

ホストシステムのクロックを GPS 基準に同期させるためにも使用できます。 

高安定ホールドオーバー 

オンボードの高安定発振器により、24 時間に 15us 未満の遅延でホールドオーバーを実現します。 

GPS を受信できない間、Cisco Nexus GM 時刻同期 NIC は、GPS ロックが復元されるまで、オンボードの高精度 OCXO 発

振器をホールドオーバー用の時刻基準として使用するように自動的に切り替えます。高いホールドオーバー精度を必

要とするアプリケーションに対応するために、小型原子時計にアップグレードすることもできます。 

単純だか強力 

付属のソフトウェアにより、GM をアプライアンスとして使用することが可能です。 

Cisco Nexus GM 時刻同期 NIC にはオープンソースの設定/管理用ソフトウェアがバンドルされています。付属のソフト

ウェアは任意の Linux ホストで実行できます。ユーザはソフトウェアを利用して Cisco Nexus NIC GM の動作条件を設

定できます。このアダプタは、実行中のステータス情報（接続されているスレーブの数、GPS ロック状態、検知して

いる衛星の数など）の確認にも使用できます。 

ホストベースの設定ツールを使用していますが、Cisco Nexus GM 時刻同期 NIC では、すべての PTP 操作は内部的に処

理されます。ホスト ランタイムは必要ありません。万一、ホストのオペレーティング システムが起動しない場合で

も、Cisco Nexus GM 時刻同期 NIC が起動し、最後に保存された設定を使用してすぐにサービスを開始します。これに

より、ホストに障害が発生した場合でも常に利用できます。 

GPS ロック状態でのパケット キャプチャおよびタイムスタンプ 

組み込みのタイムスタンプ機能によって、GPS を基準としたクロックを利用してフレーム到着を 4ns の精度で記録で

きます。 

記録されたタイムスタンプは、ダイレクト アクセス API（libexanic）、トランスペアレント TCP/UDP アクセラレーシ

ョン ライブラリ（exasock）、カーネルを通じて利用できます。tcpdump などの標準ユーティリティでもハードウェ

ア タイムスタンプを使用できます。また、Exact Capture と呼ばれるオープンソースの高レート キャプチャ アプリケ

ーションを入手して、厳しいキャプチャ要件に対応することもできます。 
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IEEE 1588v2 GM 

● SFP+ ポート X 2 

● ハードウェア アクセラレーション PTP グランドマスター（ポート 0 のみ） 

● 各ポートを 10G、1G、100M のいずれかに設定可能 

● IPv4 および PTP Ethertype 運用 

● ユニキャスト/マルチキャスト運用 

● 最大128 個のユニキャスト スレーブ 

● テレコム プロファイル 

● デフォルトのプロファイル 

GNSS レシーバ 

● GPS、GLONASS、QZSS、BeiDou 

● 72 チャネル 

● 内部時刻同期精度：30ns RMS 

● レシーバ感度：167dBm 

● アクティブ アンテナ サポート（3.3V） 

● コールドスタート時刻同期（30 秒未満） 

● 調整可能なアンテナ遅延 

高精度発振器 
OCXO： 

● 24 時間のホールドオーバー、15us 未満 

● 0.2ppb の温度安定性 

● アラン分散：1 x 10-11 

AUX 入出力 

● 1 PPS @ 3.3V 

● 10MHz @ 3.3V 

● PPS 用に 
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一般 
フォーム ファクタ： 

● コンパクトな PCI Express カード 

● 150 x 68 mm（5.91 x 2.67 インチ） 

環境： 

● 動作温度：0 °C ～ 55 °C 

● 保管温度：-40 ～ 70 °C（-40 ～ 158 °F） 

● 動作時相対湿度：5 ～ 90 %（結露しないこと） 

● 保管相対湿度：5 ～ 95 %（結露しないこと） 

コネクタ： 

● 2x SFP+ 

● GPS アンテナ コネクタ用 SMA  

● PPS 入出力用 SMA 

データ レート: 

● 10GbE、1GbE、100M ファスト イーサネット 

サポートされるメディア： 

● 光ファイバ（10GBASE-SR、10GBASE-LR、1000BASE-SX）、SFP+ 直接接続 

ホスト インターフェイス： 

● PCIe x8 Gen 3（レーンあたり 8.0 GT/s） 

オペレーティング システム： 

● Linux x86_64（全ディストリビューション） 

タイムスタンプ機能 
タイムスタンプ精度： 

● 4 ns 

タイムスタンプの対象： 

● 全受信フレーム、最新の送信フレーム 
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シスコの環境維持への取り組み 

シスコの企業の社会的責任（CSR）レポートの「環境の持続性」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡

張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境持続性ポリシーとイニシアチブを掲載しています。  

次の表に、環境の持続可能性に関する主要なトピック（CSR レポートの「環境の持続性」セクションに記載）への参

照リンクを示します。 

持続性に関するトピック 参照先 

製品の材料に関する法律および規制に関する情報 材料 

製品、バッテリ、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報 WEEE 適合性 

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していな

い可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しませ

ん。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。 

Cisco Capital 

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション 

Cisco Capital® により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を

維持できます。総所有コスト（TCO）の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリュ

ーションは 100 ヵ国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補

完的な機器を、利用しやすい計画的な支払い方法で購入できます。 詳細はこちらをご覧ください。 
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