
Cisco LAN スイッチ
Catalyst 6500 シリーズ
超高速パケット転送と IOS の高機能をASICベース
で両立した次世代マルチサービス統合スイッチ
Catalyst® 6500 シリーズは、バックボーン／分散環境、サーバ集約環境、およびサービス

プロバイダ環境における高密度ギガビット収容、データと音声の統合、LAN/WAN/MAN の

コンバージェンス、拡張性、可用性、およびインテリジェントなマルチレイヤ スイッチングといっ

た急増する要件に対処するマルチサービス統合型スイッチです。多彩なインテリジェント スイッ

チング ソリューションを提供し、イントラネットとインターネットの両方で、マルチメディアやミッ

ションクリティカルなデータ、音声アプリケーションが使用できます。

Catalyst 6500 シリーズは、エンタープライズおよ

びサービスプロバイダの両方のネットワークに対し

て、高性能マルチレイヤ スイッチング ソリューショ

ンを提供、非常に優れたスケーラビリティと高い価

格性能比を実現し、インタフェース密度、パフォー

マンス、および可用性についてのさまざまなオプ

ションをサポートします。Catalyst 6500 シリーズ

は、シスコ コンテンツ ネットワーキング アーキテク

チャの主要コンポーネントとして、新しいインター

ネット ビジネス アプリケーションの迅速な展開を

可能にし、売り上げの増加と運用コストの削減、ビ

ジネスの迅速性を実現します。また、アプリケー

ション インテリジェンスや QoS（Quality of

Service）メカニズム、セキュリティとの組み合わせ

によって、ネットワーク パフォーマンスを損なうこと

なく、ネットワークをより効率よく利用することができ

ます。

主な利点

スケーラブルなスイッチング パフォーマンス

Catalyst 6500 シリーズは、クロスバースイッチン

グ ファブリック アーキテクチャにより最高 256

Gbps で 210 Mpps のスケーラブルなスイッチン

グ帯域幅をサポートします。

Catalystファミリは、実績ある CEF（Cisco Ex-

press Forwarding）アーキテクチャによるハード

ウェア ベースの転送機能をサポートし、優れた制

御プレーンの拡張性を提供、e-コマースやシスコ

のコンテンツ配信ネットワークに向けた高度なス

イッチング アーキテクチャを実現します。また、分

散型フォワーディングを利用すれば、転送情報を

インテリジェントなラインカードに分散できます。こ

れによって、さらに高度なプラットフォームの拡張

と、比類ないレベルのシステム パフォーマンスとス

ケーラビリティがもたらされます。

スケーラブルなポート密度

Catalyst 6500 シリーズは 6 スロット、 9 スロット、

垂直9スロット（WS-C6509-NEB）と13スロットの

シャーシ（WS-C6513）をサポートしています。9 ス

ロット版では、最高 384 の 10/100 イーサネット

ポート、192 の 100BaseFX ファーストイーサネッ

トポート、または最高 130 のギガビットイーサネッ

トポートに対応しています。また、Catalyst 6513

シリーズでは、最高 576 の 10/100 イーサネット

ポート、288 の 100BaseFX ファーストイーサネッ

トポート、または最高 194 のギガビットイーサネッ

トポートに対応します。Fast EtherChannel®また

は Gigabit EtherChannel のいずれかの物理

インタフェースを最大 8 つまで集約すれば、最高

16 Gbps の論理接続が可能になります。また、

10G イーサネットモジュールも最高8 ポートまで

チャネルを組むことができ、最大160Gbps を提供

します。

LAN/WAN/MAN コンバージェンス

Catalyst 6500 シリーズに FlexWAN モジュー

ルを装着することで、1 つのマルチレイヤスイッチ

ングプラットフォームにシームレスな LAN/WAN/

MAN コンバージェンスを実現できます。
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インテリジェント IP サービス

Catalyst 6500 シリーズは、Cisco IOS®ソフトウェ

アに基づく業界トップのサービスを提供します。

Cisco IOS ソフトウェアは、ネットワーク セキュリティ

の管理、QoS の割り当てと実施、高いネットワーク

回復力を可能にする付加価値サービスを提供す

るソフトウェアです。Cisco IOS はまた、統合型

Web ベース管理ツールである CiscoWorks と

Cisco Resource Manager のための管理フレー

ムワークも提供します。これらの管理ツールは、

Catalyst 全製品でサポートされています。PIM

（Protocol Independent Multicast）、IGMP

（Internet Group Management Protocol）、

CGMP（Cisco  Group Management

Protocol）、および GMRP（GARP Multicast

Registration Protocol）を利用することにより、効

率的なイントラネット マルチメディアやマルチキャ

ストをサポートし、マルチメディア/マルチキャスト

アプリケーション用のスケーラブルな帯域幅をエ

ンドツーエンドで提供できます。これらのサービス

では、他のユーザに影響を与えずに、特定のマル

チキャスト グループに加入するユーザにのみトラ

フィックを転送します。QoS ポリシーは、レイヤ 2、

3、および 4 の情報を使って実施されます。たと

えば、IP の優先ビット、Cisco ISL 802.1p フレー

ムやレイヤ 4 ポート番号などの情報が利用でき

ます。Catalyst 6500シリーズでは、しきい値を設

定できる複数のキューを作成し、W R E D

（Weighted Random Early Detection）、WRR

（Weighted Round-Robin）、および ToS/CoS

（Typeof Service/Class of Service）マッピン

グ メカニズムを使って、レイヤ 2 からレイヤ 3 の

境界におけるパケットについてQoS を確実に保

持します。先進的なポリシー機能によってバース

ト性のトラフィックをサポート、顧客ごとあるいはア

プリケーションごとに差別化されたサービスを提

供することができます。

イントラネット内のセキュリティは、セキュアポート

フィルタリングを使って個々のポートが特定のワー

クステーションにのみアクセスできるようにして実

現しています。安全な管理環境にあるスイッチへ

の不正アクセスを防止するには、TACACS+ や

IP 許可リストを利用します。またアクセス制御リ

スト（ACL）を使って、ネットワークを不正なユーザ

から保護します。MD5（Message Digest 5）

ルート認証も、不正なルーティング更新の防止に

使用されます。セキュリティは、IDS（Intrusion

Detection System）モジュールの侵入検出機

能によって、さらに拡張されます。この機能は、ネッ

トワークを介した不正な侵入を検出して、警告を送

信したり動的にポリシーを変更してコネクションを

切断するなど、リアルタイムでの対応を行います。

移動、追加、および変更といったモビリティについ

ては、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）および

DNS を使用してサポートされるほか、ユーザがど

こにいるかに関係なく最適でスケーラブルなパ

フォーマンスを提供するためのダイナミック

VLAN サービスもサポートしています。

音声も、従来のイーサネット上でサポートできま

す。データと音声用に別 の々ネットワークを持つの

ではなく、1 つのネットワークに音声とデータの両

方を統合する方法が普及してきたため、Catalyst

6500 シリーズでは、同じポリシー メカニズムを使っ

て、ネットワーク上の音声データのトラフィックを保

証しています。これは、ネットワーク管理者が既存

のリソースをより効果的に利用すると同時に、ネッ



Gigabit EtherChannel テクノロジを使った高速

なリンク コンバージェンスのための負荷分散機能

もサポートしています。シスコのマルチモジュール

チャネリングを使用すれば、さらに高いアベイラビリ

ティで負荷分散することが可能になります。この場

合、異なるラインカードのポートを集約して、より高

い帯域幅のリンクを生成します。Catalyst 6500

シリーズ スイッチでは、レイヤ３パスをまたがった負

荷分散も可能です。最大のアベイラビリティを保

つために、Catalyst 6500 シリーズ スイッチは、

HSRP（Hot Standby Routing Protocol）をサ

ポートし、重大な障害が発生したときにはバック

アップ システムへの高速カットオーバを実行しま

す。ネットワークのダウンタイムを最小限にするため

に、ヒットレス ソフトウェア アップグレードと呼ばれ

る方法を使って、動作を中断することなくソフトウェ

アのアップグレードができます。この方法では、1 つ

のスーパーバイザの動作中に、新しいソフトウェア

イメージを予備のスーパーバイザにロードします。

強力な管理機能

Catalyst 6500 シリーズでは、包括的な管理ツー

ルである CiscoWorks2000 を使用することによっ

て、Catalyst ファミリ スイッチに対し、エンドツー

エンド装置、VLAN、トラフィック、およびポリシー管

理のための構成および管理ができるようになりま

す。Webベースの管理ツールである Cisco Re-

source Manager と CiscoWorks2000 とを組

み合わせると、自動インベントリ収集、ソフトウェア

展開、ネットワーク変更の簡単なトラッキング、装置

のアベイラビリティについての表示、およびエラー

状態の即時分離が可能です。

拡張スイッチポート アナライザ（ESPAN）機能を

使用すると、任意のポートや VLAN 上のトラ

フィックを別のイーサネットあるいはファーストイー

サネット ポートにミラーリングして、それを NAM

や RMON SwitchProbe 製品での分析に利用

できます。SPAN ポートは、集中管理および監視

用に、トランクリンク経由でリモート ホストからも設

定できます。Cisco IOS ソフトウェアの一部であ

る NetFlow テクノロジも、戦術的なネットワーク

エンジニアリングおよび戦略的なネットワーク計画

のための詳細なトラフィック統計の収集に使用で

きます。

ローカルのアウトオブバンド管理は、コンソールまた

は補助インタフェースに接続されている端末また

はモデムを使って行います。リモートのインバンド

管理は、SNMP（Simple Network Manage-

ment Protocol）、Telnet クライアント、BOOTP、

およびTFTP（Triv ia l  F i l e  Trans fer

Protocol）によって実行できます。

技術仕様

標準ネットワーク プロトコル

● IEEE 802.1Q 、802.1p、802.3x

●イーサネット：IEEE 802.3、10BaseT、および

10BaseFL

●ファーストイーサネット：IEEE  8 0 2 . 3 u 、

100BaseTX、100BaseFX

●ギガビットイーサネット：IEEE 802.3z、802.3ab

● 10 ギガビットイーサネット：IEEE802.3ae（WS‐

G6483、WS‐G6488）

ネットワーク管理

CWSIのGUI （グラフィカルユーザインタフェー

ス）による管理。これには、以下の機能が含まれ

ており、さらに拡張可能です。

●CiscoView

●VlanDirector ソフトウェア

●TrafficDirector ソフトウェア

●Cisco Discovery Protocol

● VTP

● SNMP エージェント V.1（RFCs 1155-1157）

● SNMPv2c

● Cisco ワークグループ管理情報ベース（MIB）

●イーサネット MIB （RFC 1643）

●イーサネットリピータMIB （RFC 1516）

● SNMP MIB II （RFC 1213）

●RMON （RFC 1757）

●インタフェーステーブル （RFC 1573）

●ブリッジMIB （RFC 1493）

● SMT 7.3 （RFC 1285）

●拡張SPAN

●ポート スヌーピングおよびコネクション ステアリ

ング

●使い慣れたルータ インタフェースであるテキス

トベースの CLI

●標準 Cisco IOS セキュリティ機能：パスワード

と TACACS+

●管理アクセス用の Telnet、TFTP、および

BOOTP

トワーク アーキテクチャを単純化することによって

運用費用を削減できる、もう１つの方法です。

新しいレベルのネットワーク回復力

Catalyst 6500 シリーズは、ミッションクリティカル

なアプリケーションを処理するために設計されて

おり、複数レベルのネットワーク回復力と保守容易

性をサポートします。高いシステム信頼性を確保

するために、Catalyst 6500 シリーズは、装置レ

ベルの耐障害性をサポートし、次のオプションを

利用できます。

●冗長スーパバイザ

●冗長負荷分散電源（ACおよびDC）

●冗長システムクロック

●冗長アップリンク

●冗長スイッチファブリック

Catalyst 6500 シリーズでは、電源装置、ファン、

スーパバイザ、ラインカードモジュール、およびス

イッチファブリックなど、ほとんどのシステム要素が

ホットスワップ可能です。スーパバイザが二重構

成になっていれば、Cisco Switchover が数秒以

内にバックアップ用の冗長スーパバイザにトラ

フィック スイッチの制御を移行するので、最大の

ネットワーク アベイラビリティを実現できます。稼働

中のスーパーバイザとバックアップ用のスーパー

バイザとの間でレイヤ２およびレイヤ３のプロトコル

を同期することによって、ステートフルなフェール

オーバを実現するほか、すべてのシステム要素が

FRU（現場交換可能ユニット）なので、保守容易

性が高まり、ネットワークのダウンタイムが最小限に

抑えられます。

スイッチファブリック モジュールを装備した Cata-

lyst6500 シリーズでは、複数レベルの冗長性が提

供されます。二重スイッチファブリック構成では、プ

ライマリ スイッチファブリック モジュールが故障し

た際、バックアップ用のスイッチファブリック モ

ジュールが動作を引き継ぎます。またバスとファブ

リックの両方をサポートするモジュールを持つシン

グルスイッチファブリック モジュール構成の場合に

は、スイッチファブリック モジュールが故障したとき

にはバスモードに戻って、接続性の損失を最小限

に抑えます。

ネットワーク レベルの回復力を保つために、Cata-

lyst 6500 シリーズ スイッチは、VLANごとのス

パニングツリーを使用して障害から自動回復する

機能をサポートし、Cisco Fast EtherChannel や
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物理仕様

〈寸法（高さ×幅×奥行き）〉

● Catalyst 6506 スイッチ

51.1×43.9×46.0cm（20.1×17.3×18.1 インチ）

●Catalyst 6509 スイッチ

64.8×43.9×46.0cm（25.5×17.3×18.1 インチ）

●Catalyst 6509 垂直スロットスイッチ

85.1×43.9×46.0cm（33.5×17.3×18.1 インチ）

●Catalyst 6513

84.2×43.9×46.0cm（33.2×17.3×18.1 インチ）

〈最小重量〉

● 29.4kg（65 lb.）

〈最大重量〉

108.9kg（240 lb.）

〈取り付け〉

●すべてのシャーシが 19 インチラックに取り付け

可能（ラックおよびケーブルのガイド同梱）

●垂直スロットシャーシは 23 インチラックに取り付

け可能

（ラックマウント ハードウェアはオプション）

所要電力

〈AC入力電流〉

● 1000 WAC：最大13.2A @100VAC

● 1000 WAC：最大6.6A @200VAC

● 1300 WAC：最大17.6A @100VAC

● 1300 WAC：最大8.8A @200VAC

● 2500 WAC：最大17.6A @200VAC （出力

2500W）

● 2500 WAC：最大17.6A @100VAC （出力

1300W）

● 4000 WAC：最大26.4A @200VAC

● 4000 WAC：最大24.0A @220VAC

● 4000 WAC：最大21.8A @240VAC

〈DC入力電流〉

● 1300 WDC：38A @48VDC

● 1300 WDC：30A @60VDC

● 2500 WDC：70A ＠48VDC

● 2500 WDC：55A ＠60VDC

〈定格KVA〉

● 1300W用 1.8KVA

● 2500W用 3.6KVA

● 4000W用 5.4KVA

〈AC出力電力〉

●最大 1300W （最小の運用：入力 100-120

VAC）

●最大 2500W （最大の運用：入力 200-240

VAC）

●最大 4000W

〈DC出力電力〉

● 1360W

● 2500W

発熱量

●最大 4300 BTU/時（1000WAC）

●最大 6140 BTU/時（1300WAC）

●最大 1 2 0 0 0  BTU/ 時（250 0WAC/

2500WDC）

●最大 6500 BTU/時（1300WDC）

●最大 18000 BTU/時（4000WAC）


