
 

データ  シート
Cisco 7600 シリーズ /Catalyst 6500 シリーズ 
サービス SPA キャリア -400
Cisco® I-Flex は、 Shared Port Adapter （SPA; 共有ポート  アダプタ） と SPA Interface Processor （SIP; SPA インターフェ

イス プロセッサ） を組み合わせた革新的なプログラマブル インターフェイス プロセッサです。 ラインレート というパフォー

マンスだけでな く、 次世代ネッ トワーク要件に不可欠な音声、 データ、 およびビデオのサービスに必要な高度で高品質な機能

を提供します。 このモジュラ  ポート  アダプタは、シスコのルーティング プラッ ト フォーム間で交換可能となっているため、企

業およびサービス プロバイダーのお客様は、 スロッ トを効率よ く運用できます。 I-Flex は、 接続オプションを最大限に活用でき

る設計になっているほか、 ラインレートのパフォーマンスを提供するプログラマブル インターフェイス プロセッサによる高度な

サービス インテリジェンスを備えています。 I-Flex は、 サービス提供の迅速化により収益を向上させ、 総所有コスト全体を効率

的に削減しながら、 プレ ミアム サービスを提供するための豊富な QoS （サービス品質） 機能を提供します。 このデータ  シー

トでは、 Cisco 7600 シリーズ /Catalyst® 6500 シリーズ サービス SPA キャリア -400 （Cisco サービス SPA キャリア -400）
について説明します。

製品概要

Cisco サービス SPA キャ リ ア -400 は、 ミ ッシ ョ ンク リ ティカルなデータをネッ ト ワーク内で安全に転送するための、 ハイパ

フォーマンスな IP Security （IPSec） VPN （仮想私設網） サービスの実現に役立ちます。 Cisco サービス SPA キャ リ ア -400 を使

用する と、企業やサービス  プロバイダーでは、既存のネッ ト ワーク  インフラス ト ラ クチャを拡張し、セキュアな リモート  サー

ビスの対象範囲をブランチ オフ ィ スおよびオフサイ トのユーザへと広げていく際に、 優れた柔軟性と高いポート密度が実現さ

れます。

図 1 Cisco サービス SPA キャリア -400 と 2 つの Cisco IPSec VPN SPA

Cisco 7600 シ リーズ ルータおよび Cisco Catalyst 6500 シ リーズ スイ ッチは、 企業とサービス  プロバイダーを対象に、 革新的な

次世代統合サービスを提供します。 Cisco サービス SPA キャ リ ア -400 および Cisco 7600 シ リーズ /Catalyst 6500 シ リーズ IPSec
VPN 共有ポート  アダプタ （Cisco IPSec VPN SPA） は、 IPSec VPN テク ノ ロジーの基軸とな り、 大幅なコス ト削減や新たな収入

源の展開に貢献します。
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機能と利点

表 1 に、 Cisco サービス SPA キャ リ ア -400 の主な機能を示します。

表 1 Cisco サービス SPA キャリア -400 の機能と利点

製品仕様

表 2 に、 Cisco サービス SPA キャ リ ア -400 の仕様を示します。

表 2 製品仕様

機能 Cisco サービス SPA キャリア -400 利点

モジュール性 Cisco サービス SPA キャリア -400 あたり最大 2 つの

Cisco IPSec VPN SPA
投資保護を可能にし、 Cisco 7600 シリーズ ルータ

および Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチのす

べてに柔軟に対応

スケーラビリテ ィ Cisco 7600 または Cisco Catalyst 6500 のシャーシあ

たり最大 5 基の Cisco サービス SPA キャリア -400 モ

ジュールと、10個のCisco IPSec VPN SPAを搭載可能

省スペースと優れたスケーラビリテ ィ を維持しな

がら、 高密度でハイパフォーマンスな IPSec VPN
サービスを実現

スイッチ ファブリ ッ ク接続 サポート対象 720 Gbps スイッチ ファブリ ッ ク  モジュールを使

用したデータ転送が可能

活性挿抜 （Online Insertion 
and Removal; OIR） 

Ciscoサービス SPAキャリア -400 およびCisco IPSec
VPN SPA の両方の OIR をサポート

アベイラビリテ ィ を向上させ、 業務上の利便性を

提供

機能 説明

互換性 Cisco 7600 シリーズ /Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720、 720-3B、 または 720-3BXL

ソフ トウェアの最小互換性 Cisco IOS® ソフ トウェア リ リース 12.2(18)SXE1、 またはそれ以上のネイテ ィブ Cisco IOS ソフ トウェ

ア リ リース

スロッ ト構成 Cisco サービス SPA キャリア -400 あたり 2 つのダブルハイ ト Cisco IPSec VPN SPA ベイ

機能と利点 • ハイパフォーマンス ― 高密度なアグリゲーシ ョ ン環境で、 合計 5 Gbps のパケッ ト転送容量 （フルハ

イ ト、 シングル幅 スロッ トごとに 2.5 Gbps） を提供

• スイッチ ファブリ ック接続 ― スイッチ ファブリ ッ ク接続によってシステムのスケーラビリテ ィ を最

大 720 Gbps まで向上

• Cisco サービス SPA キャリア -400 および Cisco IPSec VPN SPA の OIR をサポート

• QoS およびキューイング

– ハイ  プライオリテ ィおよびロー プライオリテ ィの 2 つのキュー

– Weighted Fair Queuing （WFQ; 均等化キューイング）

• 輻輳回避

– Weighted Random Early Detection （WRED; 重み付きランダム早期検出）

• ハイ  アベイラビリテ ィ

– ステート フル フェールオーバー

– OIR

サポート される SPA Cisco IPSec VPN SPA

環境条件 • 動作温度 ： 0 ～ 40°C （32 ～ 104°F） 

• 保管温度 ： –20 ～ 70°C （–40 ～ 167°F） 

• 相対湿度 ： 10 ～ 90% （結露しないこと） 

• 動作高度 ： –60 ～ 2,000 m
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信頼性とアベイラビリテ ィ Cisco サービス SPA キャリア -400 および Cisco IPSec VPN SPA の OIR をサポート

ネッ トワーク管理 • CiscoWorks によるサポート  ― CiscoView および CiscoWorks Resource Manager Essentials （RME）

• Cisco IP Solution Center （ISC）

物理仕様 • Cisco Catalyst 6500 または Cisco 7600 のスロッ ト 1 つを占有

• Supervisor Engine 720、 720-3B、 720-3BXL、 または Supervisor Engine 2 が必要

• 寸法 （高さ×幅×奥行） ： 4.45 × 39.05 × 40.64 cm

• 寸法 （高さ×幅×奥行） ： 1.75 × 15.375 × 16 インチ

電力 • 電力消費量 ： Cisco サービス SPA キャリア -400 あたり 150 W

• 最大電力消費量：235 W （Cisco サービス SPA キャリア -400 に 2 つの Cisco IPSec VPN SPA 搭載時）

インジケータ Cisco サービス SPA キャリア -400 のステータス ： グリーン （正常）、 オレンジ （エラー）

準拠規格 EMC （電磁適合性）

• FCC Part 15 （CFR 47） クラス A

• ICES-003 クラス A

• EN55022 クラス A

• CISPR22 クラス A

• AS/NZSCISPR クラス A

• VCCI クラス A

• EN55024

• EN300 386

• EN50082-1

• EN61000-3-2

• EN61000-3-3

安全性

• UL 60950

• IEC 60825-1、 -2

• IEC 60950

• EN 60950

• EN 60825-1、 -2

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00

• AS/NZS 3260-1993

• 21CFR1040

Network Equipment Building 
System （NEBS） および環境

規格への準拠

• GR-63-Core NEBS レベル 3

• GR-1089-Core NEBS レベル 3

• ETSI 300 019 Storage クラス 1.1

• ETSI 300 019 Transportation クラス 2.3

• ETSI 300 019 Stationary Use クラス 3.1

機能 説明
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発注情報

シスコ製品の購入方法の詳細は、 「発注方法」 または表 3 を参照してください。

表 3 発注情報

サービスおよびサポート

シスコは、 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是非お役立てください。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 サービス SPA キャ リア -400 および Cisco SPA/SIP ポート フォ リオの詳細については、http://www.cisco.com/jp/product/hs/ifmodule/iflex/
を参照してください。

製品名 製品番号

Cisco 7600 シリーズ /Catalyst 6500 シリーズ サービス SPA キャリア -400 7600-SSC-400

Cisco 7600 シリーズ /Catalyst 6500 シリーズ初期導入用バンドル ： Cisco IPSec VPN SPA × 1 および

Cisco サービス SPA キャリア -400 × 1 を含む

SPA-IPSEC-SSC400-1

Cisco 7600 シリーズ /Catalyst 6500 シリーズ デュアル バンドル ： Cisco IPSec VPN SPA × 2 および

Cisco サービス SPA キャリア -400 × 1 を含む

SPA-IPSEC-SSC400-2
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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。
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