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Cisco ONS 15454 マルチサービス トランスポート プラット

フォーム用 8 ポート拡張データ マックスポンダ カード 

Cisco® ONS 15454 マルチサービス トランスポート プラットフォーム（MSTP）用 8 ポート拡張デー

タ マックスポンダ カード（図 1）は、プラットフォームのストレージ エリア ネットワーク（SAN）および

データ インターフェイス密度を拡張します。このカードは、企業ネットワークや大都市（メトロ）および

地方のサービス プロバイダー ネットワーク向けのギガビット イーサネット、1 Gbps ～ 4 Gbps ファ

イバ チャネル、IBM Fiber Connection（FICON）、IBM ISC サービスの提供を促進します。 

図 1 Cisco ONS 15454 8 ポート拡張データ マックスポンダ カード 

 

 

背景説明 
大企業と中規模企業およびサービス プロバイダーでは、ネットワーク接続されたデータ センターの

拡張において重要な段階に直面しているという認識が広がっています。運用の簡素化とコスト削減

のため、通常ストレージおよびデータ アプリケーションをサポートする多様なネットワーク サービス

とプロトコルを統合する必要があります。これらのサービスはギガビット イーサネットから 10 Gbps 
ファイバ チャネルまで幅広く、かつ 1 Gbps ファイバ チャネル、2 Gbps ファイバ チャネル、新たな 
4 Gbps ファイバ チャネル データ レート、IBM FICON、ISC Compat、ISC-3（1 Gbps/2 Gbps）を
含みます。 

近までは、SONET（光同期伝送ネットワーク）Add-Drop Multiplexers（ADM; アド/ドロップ多重

化装置）が OC-48/STM-16 までの集約サービスと伝送サービスを提供してきました。一方、メトロ 
Dense Wavelength-Division Multiplexing（DWDM; 高密度波長分割多重）のプラットフォームは、

ギガビット イーサネットや 10 ギガビット イーサネットを含む OC-3/STM-1 から OC-192/STM-64 
までの光信号用に設定されています。残念ながら、複数のプラットフォーム（メトロ DWDM や 
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SONET ADM など）を展開して複数のサービスをサポートする方法は、多くのサービス プロバイ

ダーや企業のネットワークにとってコスト効率のよい方法とは言えません。多様なマックスポンダ 
カードを搭載した Cisco ONS 15454 MSTP は、あらゆるデータ、ストレージ エリア ネットワーク

（SAN）、TDM サービスの提供を促進する、より費用対効果の高いネットワーキング ソリューション

を実現します。 

製品概要 
Cisco ONS 15454 8 ポート 10 Gbps データ マックスポンダ カードは、G.709 OTU-2 ベースの 
50 GHz 間隔、50 GHz 固定、ITU 準拠の波長上で、選択可能な転送エラー訂正（FEC）、

Enhanced Forward Error Correction（E-FEC）機能を使用して集約された 大 8 x 1 Gbps サー

ビス、4 x 2 Gbps サービス、2 x 4 Gbps サービスまたはこれらサービスの組み合わせを転送する

ことができます。このマックスポンダ カードは、Cisco ONS 15454 MSTP 向けのプラグイン モ
ジュールであり、復元力が高い光プラットフォーム上でのギガビット イーサネット、ファイバ チャネ

ル、FICON、ISC 転送向けの高密度でコスト効率のよいソリューションを実現します。マックスポン

ダ カードのアーキテクチャでは、8 個のクライアント インターフェイスが 1 個の回線インターフェイス

にマッピングされているので、Cisco ONS 15454 のシェルフの相互接続ファブリックにアクセスす

る必要がありません。 

各クライアント インターフェイスは、ギガビット イーサネット、1 Gbps または 2 Gbps ファイバ チャ

ネル/FICON/ISC、または 4 Gbps ファイバ チャネルを LC コネクタ付き Small-Form-Factor-
Pluggable（SFP）光カード モジュールでサポートします。これにより、複数のプロトコル、データ 
レート、またはファイバ タイプと共に、適格な SFP モジュールをサポートする柔軟性が実現されて

います。このデータ マックスポンダ カードは、SFP タイプの組み合わせをサポートしており、他のア

クティブなポートに影響を与えることなく、運用中に挿抜が可能なので、ネットワーキングの柔軟性

を 大限に生かして事前の計画作業を削減することができます。 

DWDM 回線インターフェイスには、10.70923 Gbps G.709 OTU-2 デジタル ラッパーの光イン

ターフェイスを 1 個搭載しています。長距離/ロングホール、ITU 準拠、50 GHz 間隔のこの光イン

ターフェイスには、G.709 OTU-2 デジタル ラッパー インターフェイスをサポートする LC コネクタを

使用しています。DWDM 出力回線インターフェイスは、光信号全 C バンドまたは L バンドにわ

たってチューニング可能なため、スペア部品の在庫を削減できます。仕様に従って運用する場合、

各カードは 10E-15 の 大ビット誤り率（BER）で集約された信号を転送することができます。 

このマックスポンダ カードには、8 個のクライアント インターフェイスと 1 個の DWDM 回線イン

ターフェイスが 1 枚のカードに搭載されています。システム上のクロスコネクト カードの有無にかか

わらず、Cisco ONS 15454 MSTP の 12 個のマルチサービス インターフェイス カード スロットに

搭載可能です。クロスコネクト カードを追加すると、Cisco ONS 15454 MSTP でサポートされる他

のサービスを集約できるだけでなく、透過的な 2.5 Gbps サービスを含むハイブリッド アプリケー

ションをサポートできるようになります。動作時に必要なその他の一般的なカードは、Timing, 
Communication and Control（TCC; タイミング、通信、および制御）カードのみです。 

このデータ マックスポンダ カードは、選択可能なサービスの組み合わせ、波長のチューニング機

能、柔軟な保護メカニズム、柔軟なタイミング オプション、管理機能など、SAN およびデータ サー

ビスを提供するために必要なキャリアクラスの機能を豊富に提供しています。 

拡張 FEC 機能 
このデータ マックスポンダ カードには、Forward Error Correction（FEC; 前方エラー訂正）を 3 つ
のモード（NO FEC、FEC、E-FEC）で設定できる機能があります。出力ビット レートは G.709 の定

義に従って常に 10.7092 Gbps ですが、エラーコーディング パフォーマンスは次のように設定でき

ます。 
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● NO FEC：前方エラー訂正なし 

● FEC：標準の G.975 Reed-Salomon アルゴリズム 

● E-FEC：標準の G.975.1 による 2 つの直交連結された BCH super FEC コード。この FEC 方
式には、2 つの直交インターリーブされたブロック コード（BCH）の同じ方式の 3 つのパラメータ

化が含まれます。作成されたコードを反復的にデコードし、必要なパフォーマンスを達成します。 

注： E-FEC は標準の FEC に比べて 2 dB のゲインが可能です。 

波長のチューニング機能 
このデータ マックスポンダ カードは、50 GHz ITU グリッドで動作し、C バンド モジュールは隣接す

る 82 個の 50 GHz チャネルの範囲で、L バンド モジュールは隣接する 80 個の 50 GHz チャネ

ルの範囲でチューニング可能です。チューニング機能が組み込まれているため、すべてのシステム

波長に対応する際に必要になるスペア部品の在庫を減らすことができます。 

柔軟な保護メカニズムのサポート 
ネットワークの必要に応じてデータ マックスポンダ カードを展開すれば、保護メカニズムを選択して

サポートすることができます。表 1 は、保護メカニズムの概要を示しています。これらのメカニズム

を利用すれば、アプリケーションが要求する Service Level Agreement（SLA;サービスレベル契

約）を満たすサービスを提供することができます。 

表 1 保護の形式 

保護のタイプ 機能 図 

非保護のクライアント
および回線  

クライアント端末インターフェイス、データ マックスポンダ カード、または DWDM 
回線に対する保護はありません。クライアント信号は、単一の非保護のデータ 
マックスポンダ カードで転送されます。 

図 2 

1+1 保護  マックスポンダ カード上を透過的に転送される、クライアントの Automatic 
Protection Switching（APS; 自動保護スイッチング）/Linear Multiplex Section 
Protection（LMSP; リニア多重化セクション保護）シグナリングを使用して、クラ
イアント端末インターフェイス、マックスポンダ カード、および DWDM 回線を保
護します。 

図 3 

Y 字型ケーブルによ
る保護 

クライアント端末機器インターフェイスは保護せずに、マックスポンダ カードおよ
び DWDM 回線を保護します。Y 字型プロテクション デバイスを使用して、単一
のクライアント インターフェイスを 2 個のマックスポンダ カードに光のレベルで
分岐させます。Cisco ONS 15454 システムは、クライアント装置に対して単一
の信号を供給できるように、マックスポンダ カードのアクティブ/スタンバイ状態を
制御します。 

図 4 

図 2 非保護のクライアントおよび回線 
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図 3 1+1 保護の構成 

 

 

図 4 Y 字型ケーブルによる保護の構成 

 

メトロを越えた SAN 拡張 
ファイバ チャネル リンクが長距離に延長されると、固有のフロー制御メカニズムがパフォーマンス

の全体的スループットを低下させることがあります。このデータ マックスポンダ カードは、1 Gbps 
ファイバ チャネルの対応距離を 長 1200 km、2 Gbps を 600 km、4 Gbps を 500 km にそれぞ

れ効果的に延長する、バッファツーバッファの距離延長スキームを実行します。バッファツーバッ

ファ クレジットおよび R_RDY スプーフィングにより、ユーザはメトロ ネットワークの境界を越えてビ

ジネス継続性および障害回復アプリケーションを拡張できます。 

管理 
Cisco ONS 15454 MSPT は、シスコ  トランスポート マネージャの Element Management 
System（EMS; エレメント マネジメント システム）を利用したシスコ トランスポートコントローラ統合

クラフト インターフェイスを使用してアクセスする、Operations, Administration, Monitoring, And 
Provisioning（OAM&P; 運用、管理、モニタリング、およびプロビジョニング）機能をサポートする包

括的な管理機能を提供しています。データ マックスポンダ カードには、プロビジョニング可能なデジ

タル ラッパー（G.709）機能が含まれており、特にネットワーク上を透過的に転送されるサービス用

に、DWDM 波長のパフォーマンス マネジメント機能が提供されています。デジタル ラッパー機能

がなければ、サービスを透過的に転送する通信事業者が、転送シグナルの劣化や SLA の要件違

反を引き起こす可能性のあるネットワーク機能障害を特定するのは不可能です。デジタル ラッパー

の General Communication Channel（GCC）を使用すれば、SONET/SDH 信号の Section 
DCC/Regenerator section DCC（SDCC/RSDCC）とは対照的に、別個の通信チャネルを持つこと

が可能になります。これらの通信チャネルは、プラットフォームでの透過的な信号転送の際に使用

されます。Cisco ONS 15454 では、この GCC を利用することにより、高度なネットワーク自動検

出機能を DWDM ベースのサービスにまで拡張しています。シスコ トランスポート コントローラに統
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合されたクラフト マネージャとシスコ トランスポート マネージャの EMS により、システムの 
OAM&P にアクセス可能になっています。 

パフォーマンス モニタリング 
このデータ マックスポンダは、波長またはサービス レベルによって高度なパフォーマンスモニタリ

ング機能を提供します。波長レベルでは、カードが継続的に送受信光出力、LOS（入力断）または

フレーム損失、アラーム表示信号、リモート不具合表示を監視します。さらに、ギガビット イーサ

ネット、1 Gbps および 2 Gbps ファイバ チャネル、4 Gbps ファイバ チャネル、FICON、ISC を含

むクライアント インターフェイスのプロトコルに基づいて、カードが 8b/10b 符号化違反、送受信フ

レームまたはパケット数、送受信 R_RDY 数（ファイバ チャネルのみ）を含む、詳細なパフォーマン

ス統計とアラームを提供します。強化されたパフォーマンス モニタリングによって、ネットワーク健

全性の評価をしやすくし、保護切り替えの決定をサポートするための追加基準を定義することがで

きます。カードのパフォーマンスモニタリング機能は G.709（OTN）に対応しています。パフォーマン

ス モニタリング データの計算と累積は、G.7710 に基づいて 15 分間隔と 24 時間間隔で行われま

す。データ マックスポンダ カードの前面プレートには、カードの運用状況をすばやく目視チェックで

きる LED もあります。前面プレートに印刷されているオレンジ色の丸印はカードを取り付けること

ができるシェルフのスロットを示しています。 

設定可能な遠端レーザー オフ動作 
データ マックスポンダ カードには、遠端レーザー オフ動作をプロビジョニングする機能があります。

リモートのクライアント インターフェイスが障害条件の発生後に実行する動作を、シスコ トランス

ポート コントローラを通じて設定できます。リモート クライアントがスケルチするように設定すること

も、アラーム表示信号（AIS）を送信するように設定することもできます。 

アプリケーションの説明 
このデータ マックスポンダ カードは、高密度なデータおよびストレージ サービスの集約に対する要

求に効果的に対応します。専用の企業インフラストラクチャまたはメトロあるいは地方のサービス 
プロバイダーのネットワークのいずれを使用していても、顧客は効率的かつコスト効率よく自らのビ

ジネス継続性アプリケーションを拡張し、バックボーン ネットワーク インフラストラクチャを統合する

ことができます。 

ビジネス アプリケーションの大きな成長によって、データストレージ要件とネットワークへの要求が

急速に高まっています。図 5 に会社のシステム及びデータへの中断のないアクセスに対する顧客

の要求を示します。企業は堅牢で高度にセキュアな、相互接続された SAN および地理的に分散し

たデータ復旧ソリューションを提供することでこの急速に高まる要求に対応する必要があります。こ

のデータ マックスポンダ カードはメトロ光トランスポート ネットワーク全体でミッションクリティカルな

ギガビット イーサネット、ファイバ チャネル、FICON、ISC サービスを効果的に集約し、プライマリ 
データ センターおよびバックアップ データ センター間の情報のリアルタイムの同期レプリケーショ

ンを可能にします。あまり要件が厳しくない企業のお客様には、このデータ マックスポンダ カードが

非同期ディスク ミラーリングまたはテープ バックアップ アプリケーション向けにコスト効率の高い

データおよびストレージ トランスポート ソリューションを提供します。また、ONS 15454 MSTP は 
2.5 Gb データ マックスポンディングおよび 10 Gbps GE サービスと FC サービスの転送もサポー

トします。 
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図 5 SAN 集約  

 

シスコをご採用いただく理由 
データ マックスポンダ カードは、Cisco ONS 15454 MSTP のサービス機能を補完し、さらに拡張

します。このカードを使用すれば、既存のファイバ プラントと設置済みの Cisco ONS 15454 システ

ムのベースをそのまま活用できるだけでなく、DS-1/E-1、DS-3/E-3、OC-n/STM-n、イーサネット、

ATM、ビデオ、10 Gbps サービスをサポートする同一の Cisco ONS 15454 プラットフォームでギ

ガビット イーサネット、1 Gbps ～ 4-Gbps ファイバ チャネル、FICON、ISC などの新しいサービス

を提供することができます。 

Cisco ONS 15454 光トランスポート ソリューションは、従来のネットワーク要素に比べて、次のよう

な大幅な機能改善が図られています。これらの改善点には、以下のものが含まれます。 

従来にないサービス密度 
Cisco ONS 15454 プラットフォームはシェルフ当たり 大 96 個の ギガビット イーサネットまたは 
1 Gbps ファイバ チャネル/FICON/ISC インターフェイス、48 個の 2 Gbps ファイバ チャネル

/FICON/ISC インターフェイス、または 24 個の 4 Gbps ファイバ チャネル インターフェイスをサ

ポートしています。一般的なセントラル オフィスのベイ フレームにプラットフォームを取り付けた場

合、シェルフ当たり 1 個のベイで 大 384 個のギガビット イーサネットまたは 1 Gbps ファイバ 
チャネル/FICON/ISC インターフェイス、192 個の 2 Gbps ファイバ チャネル/ISC インターフェイ

ス、または 96 個の 4 Gbps ファイバ チャネル インターフェイスをサポートすることができます。こ

のような業界トップクラスの実装密度を実現できるのは、データ マックスポンダ インターフェイス 
カードが 1 スロットしか占有しないためです。 

ラインカードの共通化 
光ラインカードが復元タイプに関係なく使用できるので、スペア部品のコストを削減でき、技術者が

混同することもありません。さらに、ネットワーク インターフェイスとカスタマー インターフェイスの需

要の進化に合わせて、ユーザが必要に応じて光回線パックを簡単に再展開することができます。 

シングル ソフトウェア ロード 
ソフトウェアを 1 回ロードするだけで、上記のすべての復元タイプをサポートできるので、注文時に

迷うことがありません。保護タイプごとにソフトウェア使用ライセンスを購入する必要はありません。

ユーザはソフトウェアを一度購入すれば、すべての機能を完全に使用することができます。 

シャーシの共通化 
すべての光インターフェイス速度が共通のシャーシでサポートされているので、技術者は複数のプ

ラットフォームの知識を習得する時間を、実際に帯域幅とサービスを展開する作業に費やすことが

できます。Cisco ONS 15454 プラットフォームは、回線速度や復元機能に柔軟に対応しているの
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で、注文時にも展開時にも、簡単、迅速、容易に作業を進めることができます。また、DWDM 機能

を内蔵しているので、別のメトロ DWDM プラットフォームを展開する必要が少なくなります。 

マルチサービス インターフェイスの豊富な選択肢 
ギガビット イーサネット、1 Gbps ファイバ チャネル/FICON/ISC、2 Gbps ファイバ チャネル/ISC、

4 Gbps ファイバ チャネル インターフェイスすべてに対応しています。多くのベンダーの SAN およ

びデータ製品で発生する「インターフェイスが見つからない」という事態はなくなります。 

Cisco ONS 15454 は、業界トップクラスのメトロ光トランスポート  プラットフォームとして、

SONET/SDH によるトランスポートの高速化、光ネットワーキングの統合、従来にないマルチサー

ビス インターフェイス、優れた経済性を実現します。 

Cisco ONS 15454 8 ポート拡張データ マックスポンダ カードの機能と仕様 

コンパクト設計 
● 大 8 個の 1 Gbps、4 個の 2 Gbps、または 2 個の 4 Gbps の高密度ソリューションをカード 

スロット 1 個の幅で実現 

● シェルフ アセンブリ当たり 大 12 個のデータ マックスポンダ カードを搭載できるので、ベイ フ
レーム当たり 大 384 個の 1 Gbps インターフェイスを搭載可能 

柔軟な復元オプション 
● 透過的な保護 

● 非保護（1+0） 

● 1+1 透過的な保護 

● Y 字型クライアント保護オプション  
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適合規格 
表 2 および表 3 にマックスポンダ カードの適合規格とシステム要件を示します。表 4 から表 7 に
技術仕様、表 8 に発注情報を示します。 

表 2 適合規格
1 

ANSI システム ETSI システム 

国別サポート 

● カナダ 
● 米国 
● メキシコ 
● 韓国 
● 日本 
● 欧州連合 

● 欧州連合 
● オーストラリア 
● ニュージーランド 
● シンガポール 
● 中国 
● メキシコ 
● 香港 
● 韓国 

EMC（Class A） 

● ICES-003 Issue 3、1997 
● GR-1089-CORE、Level 3 
● 47CFR15 

● EN 300 386-TC 
● CISPR22、CISPR24 
● EN55022、EN55024 

安全性 

● CAN/CSA-C22.2 No.950-95、3rd Edition  
● GR-1089-CORE 

● UL 60950 
● IEC 60950/EN60950、Third Edition 

レーザー 

● UL 60950 
● IEC60950/EN60950 
● IEC 60825-2（2000） 

● CDRH（Accession letter and report） 
● IEC 60825-1 Am.2（2001） 

環境仕様 

● GR-63-CORE、Level 3 – Partial  
● 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） 

光 

● GR-253-CORE  
● G.691 

● G.709 
● G.975 

品質 

● TR-NWT-000332、Issue 4、Method 1 calculation for 20-year mean time between failure（MTBF） 

その他 

● AT&T Network Equipment Development Standards
（NEDS）Generic Requirements、AT&T 802-900-
260、Issue 3、December 1999 

● SBC TP76200MP、May 2003 

● Verizon SIT.NEBS.NPI.2002.010、October 2002 
● Worldcom ESD requirement 

 

表 3 システム要件 

コンポーネント Cisco ONS 15454 MSTP 

プロセッサ TCC2P/TCC2 

クロスコネクト すべて（不要） 

シェルフ アセンブリ 15454-SA-HD または 15454-SA-HD-DDR シェルフ アセンブリ（FTA3 バージョンのファ
ントレイ アセンブリ付き） 

システム ソフトウェア リリース 7.0.0 ANSI 以降 

スロットの互換性 1～6、12～17 
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表 4 クライアント側仕様* 

仕様 

ONS-SE-G2F-SX = 
1G-FC/2G-FC 
850-nm LC MM 

ONS-SE-G2F-LX=
1G-FC/2G-FC 
1310-nm LC SM 

ONS-SE-4G-MM= 
4G-FC 
1310-nm LC SM 

ONS-SE-4G-SM=
4G-FC 
1310-nm LC SM 

クライアント インターフェイス（SFP） 

タイプ SFP SFP SFP SFP 

公称波長（ƒΙTnom） 850 nm 1310 nm 850 nm 1310 nm 

スペクトルの範囲 
（ƒΙTmin ～ ƒΙTmax） 

830 ～ 860 nm 1270 ～ 1355 nm 830 ～ 860 nm 1270 ～ 1355 nm 

光トランスミッタ 

出力（PTmin ～ PTmax） –10 ～ –3.5 dBm –10 ～ –3.5 dBm –9 ～ –2.5 290uw OMA1 

光レシーバ 

感度（BER）  –22 dBm –22 dBm –15 dBm 29uw OMA2 

コネクタ タイプ（Tx/Rx） LC LC LC LC 

1- 記載された OMA は 4.25 Gbps で 9 dB の ER での 平均出力 –7.3 dBm に等価。 
2- 記載された OMA は 4.25 Gbps で 9 dB の ER での 平均出力 –17.3 dBm に等価。 

表 5 DWDM の仕様 

仕様 DWDM 回線インターフェイス 

DWDM 回線インターフェイス 

ビット レート 10.7092 ±100 ppm Gbps 

自動のレーザー遮断および再始動 ITU-T G.664（06/99） 

公称波長（ƒΙTnom） 1529.55 ～ 1561.84（C バンド – 50GHz）完全チューニング可能 
1570.83 ～ 1604.03（L バンド – 50GHz）完全チューニング可能 

20 dB 時のスペクトル幅（ƒΙ20） ≤25 GHz  

光トランスミッタ 

タイプ リチウム ニオブ酸塩外部変調器 

出力（PTmin ～ PTmax） +3 dBm、+6 dBm  

必須光リターン損失、 小値（ORLmin） 27 dB 

消光比、 小値（reminx） >10.5 dB 

レーザー安全性クラス 1 

光レシーバ 

タイプ Avalanche Photo Diode（APD; アバランシェ フォト ダイオード） 

表 6 DWDM 受信側パフォーマンス 

OSNR FEC のタイプ Pre-FEC BER Post-FEC BER 入力電力感度 CD 許容値 

23 dB オフ <10E（–12） – –8 ～ –20 dBm C バンド 
–8 ～ –19 dBm L バンド 

±1200 ps/nm 

19 dB オフ <10E（–12） – –8 ～ –20 dBm C バンド 
–8 ～ –19 dBm L バンド 

±1000 ps/nm 

19 dB オフ <10E（–12） – –8 ～ –22 dBm C バンド 
–8 ～ –21 dBm C バンド 

– 

10 dB STD <10E（–5） <10E（–15） –8 ～ –18 dBm ±800 ps/nm 

8.5 dB STD <10E（–5） <10E（–15） –8 ～ –18 dBm – 

19 dB ENH <7x10E（–4） <10E（–15） –8 ～ –26 dBm ±800 ps/nm 

14 dB ENH <7x10E（–4） <10E（–15） –8 ～ –27 dBm – 

7 dB ENH <7x10E（–4） <10E（–15） –8 ～ –18 dBm ±800 ps/nm 

5 dB ENH <7x10E（–4） <10E（–15） –8 ～ –18 dBm – 
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表 7 カード仕様 

仕様  

管理 

カードの LED 
障害（FAIL） 
アクティブ/スタンバイ（ACT/STBY） 
信号障害（SF） 
クライアント ポートの LED（ポートごと）

アクティブ入力信号 
DWDM ポートの LED 
アクティブ入力信号 
出力波長 

    
赤 
緑/黄 
黄 
    
緑 
    
緑 
緑 

電力 

カードの消費電力（SFP を含む） 
通常値 

大値 

   
40 W 
50 W 

動作環境  

温度 –5 ～ 55 °C（23 ～ 131 °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 

 

表 8 発注情報 

部品番号 説明 

15454-10DME-C= 8 ポート EFEC データ マックスポンダ カード、SFP ベース クライアント インターフェイス 8 個、50 
GHz ITU 波長 LC コネクタ付 DWDM ラインで C バンド全帯域チューニング可能 

15454-10DME-L= 8 ポート EFEC データ マックスポンダ カード、SFP ベース クライアント インターフェイス 8 個、50 
GHz ITU 波長 LC コネクタ付 DWDM ラインで L バンド全帯域チューニング可能 

ONS-SE-4G-MM= 4 Gbps FC SFP 光モジュール、（0–70m 50/125 ミクロン、0–150m 62.5/125 ミクロン、850 nm、
マルチモード、拡張温度範囲、LC コネクタ付 

ONS-SE-4G-SM= 4 Gbps FC SFP 光モジュール、到達距離 0–20,000m、1310 nm、シングルモード、拡張温度範
囲、LC コネクタ付 

ONS-SE-G2F-SX= GE/1 Gbps FC/2 Gbps FC、850 nm、マルチモード、拡張温度範囲、LC コネクタ付  

ONS-SE-G2F-LX= GE/1 Gbps FC/2 Gbps FC/HDTV、1310 nm、シングルモード、拡張温度範囲、LC コネクタ付 
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