
 

データ  シート
Cisco ONS 15454 60G/5G High-Order/Low-Order 
XC-VXC クロスコネク ト  カード
Cisco® ONS 15454 60G/5G High-Order/Low-Order XC-VXC クロスコネク ト  カード（XC-VXC）は、Cisco ONS 15454 SONET
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）および Cisco ONS 15454
SDH MSPP において、 きめ細かな帯域幅管理機能を拡張したカードです。

製品概要

XC-VXC は、 Cisco ONS 15454 の Virtual Tributary （VT; 仮想ト リ ビュタ リ ） 1.5 および VC-12 スイ ッチング マ ト リ クスを 4 倍に

増加させます。 これによ り、 Virtual Concatenation （VCAT; 仮想連結） グループにおける  DS-1 および E1 サービス と  他の低速

サービス との多重化を容易に実行できるよ うになり ます。 XC-VXC カード （図 1） は 1:1 保護構成で動作し、 キャ リ アク ラスの

ハイ  アベイラビ リ ティを実現しながらエラーのないスイ ッチングをサポート します。 このカードは、 Cisco ONS 15454 SONET
システムまたは Cisco ONS 15454 SDH システムで動作します。 SONET システムでカードがサポートするのは、 VT-1.5、 VT-2、
STS-1、 および STS-Xc （X = 3、 6、 9、 12、 24、 48、 および 192） の相互接続です。 また、 SDH システム （AU-4） では、 VC-12、
VC-11、 VC-3、 VC-4、 および VC-4-Xc （X = 2、 3、 4、 8、 16、 および 64） の相互接続がサポート されます。

図 1 Cisco ONS 15454 XC-VXC-10G カード
All contents are Copyright © 1992–2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
Page 1 of 8



XC-VXC カードは、 60 Gbps のノンブロッキング高速スイ ッチング キャパシティ （1152×1152 STS-1 または 384×384 VC-4 単
方向ポート ） と、 5 Gbps の低速スイ ッチング キャパシティ （2688×2688 VT1.5/VC-11 または 2016×2016 VT-2/VC-12 単方向

ポート ） を提供します。 XC-VXC カードはスロ ッ ト  8 および 10 に取り付けられ、 前面パネルの一番下およびシェルフ  スロ ッ

トの下部に、 グ リーンの十字 （+） アイコンと して表示されます。 プラ ッ ト フォームの 8 つのマルチサービス  カード  スロ ッ ト

（1 ～ 4 と  14 ～ 17） は、 2.5 Gbps での受信が可能で、 高速カードスロ ッ ト （5、 6、 12、 13） は 10 Gbps での受信に対応していま

す。 Timing, Communications, and Control （TCC） カードを XC-VXC カード と併用するこ とで、 回線のプロビジ ョ ニングと設定

を行い、 システム内の接続のメンテナンスを実行できます。 XC-VXC カードは、 他のクロスコネク ト  カードからのインサービ

ス  アップグレードに対応しています。 サポート対象のシェルフ  アセンブリでは、 XC、 XC-VT、 XC-10G、 XC-VXL-2.5G、 およ

び XC-VXL-10G などからのアップグレードが可能です。

XC-VXC カード は、 複数のネッ ト ワーク およ び回線保護方式をサポート する よ う に設定でき ます。 Telcordia Technologies
GR-1400-CORE/ITU G.841 に準拠した Unidirectional Path Switched Ring/Subnetwork Connection Protection （UPSR/SNCP）、GR-1230/
ITU G.841 に準拠した 2 フ ァ イバおよび 4 フ ァ イバの Bidirectional Line Switched Ring/Multiplex Section-Shared Protection Ring
（BLSR/MS-SPR）、 GR-253-CORE/ITU G.841 に準拠した 1+1 Automatic Protection Switching/Line Multiplex Section Protection （APS;
自動保護スイ ッチング/LMSP）、 GR-1400-CORE に準拠した Path-Protected Mesh Network （PPMN）、 非保護アーキテクチャなど

をサポートするため、 サービス要件、 ト ラフ ィ ッ ク  パターン、 およびユーザのニーズに応じたネッ ト ワークを柔軟に構築でき

ます。 さ らに、 こ う したプロビジ ョ ニングの柔軟性によって追加購入のためのコス ト を削減し、 エンジニア リ ングおよび展開

を簡素化できます。

XC-VXC カードの前面プレートには LED があ り、 カードの動作ステータスが一目で確認できます。 このカードは、 Cisco ONS
15454 MSPP の統合型ク ラフ ト  マネージャである  Cisco Transport Controller でサポート されます。 Cisco Transport Controller を使

用する と、 ユーザはシステムの Operations, Administration, Maintenance, and Provisioning （OAM&P） にアクセスできます。

アプリケーシ ョ ン

Cisco ONS 15454 MSPP に XC-VXC ク ロスコネク ト  カードを搭載し、 低速サービスのグルーミ ングを強化するこ とで、 以下の

アプリ ケーシ ョ ンをサポートするコア機能が提供されます。

アプリケーシ ョ ン ソリューシ ョ ン No. 1 ： 端末装置への DS-1 または E1 サービス集約

データ、 音声、 およびビデオ機能統合へのニーズが高まるにつれ、 T1 および E1 サービスに対する需要も増加しています。 さ

らに、 Ethernet over SONET/SDH ソ リ ューシ ョ ンへの移行にと もなって、低速サービスの VCAT （VT-1.5/VT-2/VC-11/VC-12） が

多用され、 サービス  プロバイダーおよび企業の伝送ネッ ト ワークの両方で、 低速サービスのグルーミ ングに対するニーズが高

まっています。 XC-VXC クロスコネク ト  カードを装備した Cisco ONS 15454 MSPP 装置は、 低速サービスからのト ラフ ィ ッ クの

グルーミ ングおよび伝送を担う ソ リ ューシ ョ ンを提供します （図 2） 。 これによって、 既存のネッ ト ワークを、 OC-3/STM-1 ～
OC-192/STM-64 および多波長 DWDM と同等のネッ ト ワーク  スケーラビ リティを持つ高速接続（イーサネッ ト、E3、DS-3、ファ

ス ト  イーサネッ ト、 ファ イバ チャネルなど） に移行させるこ とができます。
© 2005 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com

Page 2 of 8



図 2 端末装置への DS-1/E1 サービス集約

アプリケーシ ョ ン ソリューシ ョ ン No. 2 ： 無線ネッ トワークの集約とグルーミング

携帯電話の使用が増加し続けるのに伴い、 Mobile Telephone Switching Office （MTSO） で大量の ト ラフ ィ ッ ク と インターフェイ

スの集約およびグルーミ ングを行う必要性が高まっています。XC-VXC を装備した Cisco ONS 15454 MSPP によって実現される

グルーミ ング機能によって、セル サイ トおよび既存のサービス  プロバイダーから提供される  T1/DS-1 帯域幅の管理が可能にな

り ます （図 3）。
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図 3 一般的なネッ トワーク設計

また、 データ通信に関しては、 Cisco ONS 15454 MSPP はネイティブの 10/100/1000 Mbps イーサネッ ト  インターフェイスを備

え、復元パケッ ト  リ ングおよびレイヤ 3 サービスに対応する と同時に、効率的なパケッ トのグルーミ ングと伝送をサポート し、

次世代のデータ通信用無線インフラス ト ラ クチャへのスムーズな移行を可能にします。

主な機能と利点

表 1 に、 Cisco ONS 15454 XC-VXC カードの主な機能と利点を示します。

表 1 機能と利点

機能 利点

大容量のノンブロッキング 
STS-1/VC-4 スイッチ マト リクス

ユーザは、 サービスに応じた帯域幅の拡張に合わせてネッ トワークのスケーリングが可能。 ハブ ノード

によって、 複数のトポロジーを持つネッ トワーキングに十分な帯域幅を提供。 複数のリングと リニア

チェーンを持ち、 1 つのネッ トワーク要素で終端されるネッ トワークをサポート可能

大規模な低速サービスのスイッチ

マト リクス

1.5 Mbps または 2.0 Mbps までの低速サービスの帯域幅管理によって DS-1 および E1 サービスをサ

ポート し、 Ethernet over SONET/SDH 実装環境での VCAT に対する需要増加に対応

ドロップ & コンテ ィニューの

サポート

ブロードキャス ト  ビデオ アプリケーシ ョ ンでは単方向ドロップ & コンテ ィニューをサポート し、 デュ

アルリング相互接続保護アーキテクチャでは双方向ドロップ & コンテ ィニュー相互接続をサポート

クロスコネク ト  ループバック ユーザは、 オプテ ィ カル信号内のサブレート回線をループバック可能。 オプテ ィ カル信号内の他の回線

に影響を与えずに、 回線ルートのテスト を実行可能

テスト  アクセスのサポート サードパーティ製テス ト  ヘッ ド製品との相互作用が可能
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まとめ

Cisco ONS 15454 60G/5G High-Order/Low-Order XC-VXC ク ロスコネク ト  カードを導入する と、Cisco ONS 15454 SONET MSPP お
よび Cisco ONS 15454 SDH MSPP の豊富な機能と柔軟性がさ らに向上します。

適合規格

表 2 に、 XC-VXC シ リーズ カードの適合規格の仕様を示します。

表 2 適合規格

適合規格

ホモロゲーシ ョ ン

SONET/ANSI システム SDH/ETSI システム

カナダ オースト ラリア

EU （欧州連合） 中国

日本 EU

韓国 香港

メキシコ 韓国

米国 メキシコ

香港 ニュージーランド

台湾 シンガポール

Electromagnetic Compliance （EMC; 電磁適合性）

EN300-386-TC

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

IEC CISPR 22 クラス A

IEC CISPR 24

ICES-003, Issue 3, 1997

FCC 47CFR15 クラス A

EN55022 クラス A

EN55024

EN61000-3-2、 EN61000-3-3 （AC 製品）

EN61000-6-1

VCCI V-3/2000.04 （日本）

Resolution 237 （ブラジル）

安全性

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

IEC 60950-1/EN 60950-1, 1st Ed. （すべての国別要求項目を含む CB Report/Certificate）

UL および cUL/CSA 60950-1 1st Ed.

環境仕様

NEBS Telcordia Technologies GR-63-CORE, Level 3

ETS 300 019-2-1 （Storage, Class 1.1）

ETS 300 019-2-2 （Transportation, Class 2.3）

ETS 300 019-2-3 （Operational, Class 3.1E、 –40 ～ 65°C まで拡張）
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製品仕様

表 3 に、 XC-VXC の製品仕様を示します。

表 3 製品仕様

その他

AT&T Network Equipment Development Standards （NEDS） Generic Requirements

SBC TP76200MP

Verizon TCG Checklist

WorldCom ESD

パラメータ 値

クロスコネク ト  マト リクス

SONET STS ： 1152 × 1152 双方向ポート

VT1.5 ： 2688 × 2688 双方向ポート （96 の STS-1 双方向ポート を経由）

VT2 ： 2016 × 2016 双方向ポート （96 の STS-1 双方向ポート を経由）

SDH VC-4 ： 384 × 384 双方向ポート

VC-3 ： 384 × 384 双方向ポート （128 の VC-4 双方向ポート を経由）

VC-12 ： 2016 × 2016 双方向ポート （96 の VC-3 双方向ポート を経由）

VC-11 ： 2688 × 2688 双方向ポート （96 の VC-3 双方向ポート を経由）

サポート されるクロスコネク ト  サイズ

SONET VT1.5、 VT2、 STS-1、 -3c、 -6c、 -9c、 -12c、 -24c、 -48c、 -192c

SDH VC-11、 VC-12、 VC-3、 VC-4、 VC-4-Xc （X = 2、 3、 4、 8、 16、 および 64）

スロッ トあたりの帯域幅

マルチサービス （スロッ ト  1 ～ 4 
および 14 ～ 17）

2.5 Gbps

高速 （スロッ ト  5、 6、 12、 13） 10 Gbps

管理性

カード  LED

障害 （FAIL） レ ッ ド

アクテ ィブ/スタンバイ （ACT/STBY） グリーン/オレンジ

カード消費電力、 最大 67 W

動作環境

温度

工業用温度定格 （I-Temp） –40 ～ 65°C （–40 ～ 149°F）

湿度 5 ～ 95% （結露しないこと）

保管環境

温度 –40 ～ 85°C （–40 ～ 185°F）

湿度 5 ～ 95% （結露しないこと）

物理寸法

サイズ 1 カード  スロッ ト

重量 0.87 kg （1.92 ポンド）

適合規格
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システム要件

表 4 に、 XC-VXC カード搭載時の最少要件を示します。

表 4 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 5 に、 XC-VXC カード発注用の製品番号を示します。

表 5 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 MSPP の詳細については、 http://www.cisco.com/jp/product/hs/optical/ons15454/ をご覧ください。

パラメータ Cisco ONS 15454 SONET/ANSI システム Cisco ONS 15454 SDH/ETSI システム 

シェルフ  アセンブリ SA-HD、 SA-ANSI SA-ETSI

TCC カード TCC2 または TCC2P TCC2 または TCC2P

クロスコネク ト  カード XC-VXC-10G XC-VXC-10G

Cisco ONS 15454 システム ソフ トウェア リ リース 6.0 以上 リ リース 6.0 以上

スロッ ト互換性 8 および 10 8 および 10

製品の説明 製品番号

60G/5G High-Order/Low-Order クロスコネク ト  カード、 XC-VXC シリーズ、 I-Temp、 SONET システム 15454-XC-VXC-10G

60G/5G High-Order/Low-Order クロスコネク ト  カード、 XC-VXC シリーズ、 I-Temp、 SDH システム 15454E-XC-VXC-10G
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