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Catalyst®6500 シリーズ スイッチのスイッチファ

ブリック モジュールは、スーパバイザエンジン2との併

用により、Catalyst 6500 シリーズ スイッチの利用

可能なシステム帯域幅を既存の 32 Gbps から 256

Gbps へと増加させることができます。これにより

Catalyst 6500 シリーズはクラス最高の帯域幅、最

先端のネットワークで必要とされるパフォーマンス、先

進的なサービスを提供することが可能になります。

主な特長

シスコでは、スイッチファブリック モジュール（WS-C6500-

SFM）と新製品のスイッチファブリック モジュール2（WS-

X6500-SFM2）を提供。これらの製品で採用される新しい

アーキテクチャでは、CEF（Forwarding Cisco Express）

を使った 30 Mpps の集中型フォワーディング（スーパバイ

ザエンジン2の場合）が可能になります。スイッチファブリック

モジュールによって、Catalyst 6500 シリーズは、ブロードバ

ンド対応とハイ パフォーマンス、QoS（Quality of Service）

やアクセス コントロール リスト（ACL）によるセキュリティな

ど、先進的なサービスが可能となり、サービス プロバイダと企

業にとって最高のプラットフォームとなります。

製品の機能と利点

高スループット

Catalyst 6500 シリーズは先進的なネットワーク サービスの

サポートに加えて、LAN （Local Area Network） 、MAN

（Metropolitan Area Network） 、WAN （Wide Area

Network） インタフェースを多様な構成でサポートし、幅広

いニーズに応えます。ますますブロードバンド化するネット

ワーク アプリケーションに対応して、Catalyst 6500 シリー

ズはパフォーマンスを低下させずに拡張サービスを可能に

し、最大限のスケーラビリティを提供します。スイッチファブ

リック モジュールはクロスバー アーキテクチャをベースとし

ており、各ラインカードへの高速point-to-point接続で合計

256 Gbps の容量を提供します。これによって、スロット間の

すべての point-to-point 接続でパケットを同時に転送す

るメカニズムが提供されます。多くのポートでデータの送受

信を同時に行うことが可能になるため、はるかに高い総ス

ループットが実現します。

新製品のスイッチファブリック モジュール 2（WS-X6500-

SFM2）は、Catalyst 6500 シリーズ製品のすべてでサポー

トされますが、スイッチファブリック モジュール（WS-C6500-

SFM）は、Catalyst 6506 および Catalyst 6509 のみでサ

ポートされます。スイッチファブリック モジュール2はCatalyst

6513 では 7 あるいは 8 スロットで利用できます。Catalyst

6506 およびCatalyst 6509 の場合、スイッチファブリック モ

ジュール 2 とスイッチファブリック モジュールは、5 あるいは

6 スロットのいずれかで利用できます。

Cisco LAN スイッチ
Catalyst 6500 スイッチファブリック モジュール
クラス最高の広帯域スイッチ バックボーン

冗長構成におけるクロスバー ファブリックとラインカード間の接続
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発注情報

製品番号 説明

WS-X6500-SFM2 Catalyst 6500 スイッチファブリック モジュール 2

WS-X6500-SFM2= Catalyst 6500 スイッチファブリック モジュール 2 、スペア

WS-C6500-SFM Catalyst 6500 スイッチファブリック モジュール

WS-C6500-SFM= Catalyst 6500 スイッチファブリック モジュール、スペア

高可用性

スイッチファブリック モジュールを 2 枚装着することにより、さらに高

い可用性を実現できます。冗長構成では、ファブリック間のフェイル

オーバ時間はわずか数秒となり、アクティブなスイッチファブリック モ

ジュールに障害が発生している時にも 256 Gbps のフルシステム帯

域幅が利用可能です。これによって障害時における影響が少なくな

り、さまざまなネットワークにおけるミッションクリティカルなアプリケーショ

ンで高可用性が確保されます。バスとファブリック インタフェースの両

方をサポートするモジュールを使ったスイッチファブリック モジュール

の構成では、スイッチファブリック モジュールの障害時に 32Gbps の

バックプレーン バスにフェイル オーバすることで、ミッションクリティカ

ルなホスト アプリケーションをサポートします。

ケーラブルなパフォーマンス

MSFC （Multilayer Switch Feature Card） 2 付きのスーパバイ

ザエンジン 2、スイッチファブリック モジュール、ファブリック対応ライ

ンカードを装備した場合、Catalyst 6500 は、中央のレイヤ 2 および

レイヤ 3 スイッチングを 30Mpps で実行できます。また、DFC

（Distributed Forwarding Card）を装備した場合、各ファブリック

対応カードはローカルでスイッチングを実行することが可能になり、合

計システム パフォーマンスが 200Mpps 以上に拡大されます。これ

により Catalyst 6500 シリーズは、先進的なネットワーク サービスを

提供し続けながら、パフォーマンスを大きく促進することができます。

インテリジェントサービス

ストリーミングビデオ、オーディオ、データ、CAD といったブロードバン

ド アプリケーションが企業にとって重要なものとなり、その依存度が

高まるに伴い、マルチキャスト トラフィックが増大しています。家庭へ

のブロードバンド アクセスが普及してきた現在、サービスプロバイダ

がホストするビデオストリーミング アプリケーションへの需要も高まる

と予想されます。この理由から、サービスプロバイダとエンタープライ

ズ用のネットワーキング機器には、マルチキャスト トラフィックをワイヤ

レートでフォワーディングする機能が必須となります。スイッチファブリッ

ク モジュールには、マルチキャストを最適な方法で処理するための

メカニズムが組み込まれており、ユニキャスト、ブロードキャスト、マルチ

キャスト トラフィックに対して、非常に効率的なパケット フォワーディン

グを提供します。スイッチファブリック モジュールは、複数の宛先に向

けたトラフィックを 3 倍以上のスピードで処理するアーキテクチャになっ

ています。このアーキテクチャとスーパバイザエンジンで実行されるマ

ルチキャストの複製により、サービスプロバイダとエンタープライズは、ブ

ロードバンドのインタラクティブ/ブロードキャスト ビデオアプリケーショ

ンをパフォーマンスの低下なしで展開することが可能になります。

物理仕様
●寸法（H×W×D）：4.5×39.1×42.7cm（1.75×15.4×16.8 インチ）

●重量：4.54Kg （10 ポンド）

環境条件
●動作温度：0～40℃（32～104°F）

●保管時温度：－20～65℃（－4～149°F）

●相対湿度：10～85％（結露しないこと）

適合基準

〈安全性保証〉

● UL 1950

● EN 60950

● CSA C22.2 No.950

● IEC60950

●AS/NZS 3260

〈電磁波放射保証〉

● FCC（CFR 47）Part 15 Class A

●VCCI

● EN 55022

● EN 55024

● EN 300 386-2

● CISPR22

●AS/NZS 3548


