
 

データ  シート
Cisco CWDM GBIC/SFP ソリューシ ョ ン
概要

Cisco® Coarse Wavelength-Division Multiplexing （CWDM） GBIC （ギガビッ ト  インターフェイス  コンバータ） /Small Form-Factor
Pluggable （SFP） ソ リ ューシ ョ ンは、 スケーラブルで設置が容易なギガビッ ト  イーサネッ ト  サービスおよびファイバ チャネル

サービスを自社のネッ ト ワークで提供できるよ うにします。 この製品を使用するこ とで、 可用性の高いマルチサービス  ネッ ト

ワークを柔軟に設計できます。

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューショ ンは、キャンパス、データ  センター、メ ト ロポリ タンエリ アのアク セス  ネッ ト ワーク へ

のギガビッ ト  イーサネッ ト やファ イバ チャネル導入に対して、 便利でコスト パフォーマンスの高いソ リ ューショ ンを提供し

ます。

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンには、 2 種類の主なコンポーネン トがあ り ます （図 1）。 8 種類のプラグ式の ト ランシー

バ （Cisco CWDM GBIC および Cisco CWDM SFP） と、 Cisco CWDM パッシブ マルチプレクサ/デマルチプレクサまたは オプ

ティカル Add/Drop マルチプレクサ （OADM） です。 Cisco CWDM シャーシには、 最大 2 つの Cisco CWDM パッシブをラ ッ ク

マウン トできます。

図 1 Cisco CWDM GBIC/SFP ソリューシ ョ ン

主な機能と利点

スケーラビリテ ィ

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンを使用する と、 シングルモード光ファイバ上で、 最大 8 チャネル （ギガビッ ト  イーサ

ネッ ト とファ イバ チャネル） の伝送が可能です。

設置の容易さと実装の柔軟性

Cisco CWDM GBIC （および Cisco CWDM SFP） は、対応するシスコのプラ ッ ト フォームで IEEE 802.3z 標準をサポートする、標

準の GBIC （および SFP） ポー トに装着されます。 Cisco CWDM OADM はパッシブで、 電源を必要と しません。 Cisco CWDM
GBIC （および Cisco CWDM SFP） と  Cisco CWDM パッシブは、 設定の必要があ り ません。

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンを使用する と、 マルチチャネル ポイン ト ツーポイン トからハブやメ ッシュ リ ングまで、

さまざまなネッ ト ワーク構成が可能です。

ハイ アベイラビリテ ィ

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンは、マルチチャネル アーキテクチャ、およびリ ング アーキテクチャ固有のプロテクシ ョ

ンを利用しています。 このソ リ ューシ ョ ンでは、 次のこ とが可能です。
All contents are Copyright © 1992–2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
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• チャネル エンドポイン ト （CWDM GBIC/SFP） でレイヤ 2 とレイヤ 3 の冗長性およびフェールオーバー メカニズムを利用

するこ とによ り、 アベイラビ リ ティの高いリ ンクを構築

• リ ング アーキテクチャで 2 パス  リ ンク構成を利用するこ とによ り、 ファ イバ カッ トからの保護

投資保護

Cisco CWDM GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンを使用する と、 企業やサービス  プロバイダーは、 新しい光ファ イバを追加せずに、 既

存のギガビッ ト  イーサネッ ト光インフラス ト ラ クチャの帯域幅を増加させるこ とができます。 このソ リ ューシ ョ ンは、 同じプ

ラ ッ ト フォーム上で他の Cisco GBIC および Cisco SFP デバイス と同時に使用できます。

展開のシナリオ

ポイン ト ツーポイン ト構成

ポイン ト ツーポイン ト構成 （図 2） では、 2 つのエンドポイン トがファ イバ リ ンクによって直接接続されます。 Cisco CWDM
GBIC/SFP ソ リ ューシ ョ ンを使用する と、 2 芯のシングルモード光ファ イバに、 最大 8 チャネル （ギガビッ ト  イーサネッ ト と

ファ イバ チャネル） までを追加または削除できます。そのため、 ファ イバを追加する必要性を最小限に抑えるこ とができます。

冗長性のあるポイン ト ツーポイン ト  リ ンクは、 冗長チャネルを  2 本めの 2 芯シングルモード光ファイバに追加または削除する

こ とで実現します。

シングル光ファイバのポイン ト ツーポイン ト構成も可能です （図 3）。 信号の送受信に複数の波長を使用し、 シングル光ファイ

バ上で最大 4 チャネルを送信できます。

ポイン ト ツーポイン ト  アーキテクチャの主な用途と しては、企業の構内接続、サービス  プロバイダーの Point of Presence（POP）、
メ ト ロ  エリ ア間のハブ相互接続などがあ り ます。

図 2 ポイン ト ツーポイン ト  アーキテクチャ （デュアル光ファイバ リンク）
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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図 3 ポイン ト ツーポイン ト  アーキテクチャ （シングル光ファイバ リンク）

ハブアンドスポーク （リング） 構成

ハブアンドスポーク構成 （図 4） では、複数のノード （スポーク） が、 シングルモード光ファイバのリ ングを介してハブと接続

されます。ハブと各ノードの接続は、単一のチャネルまたは複数のチャネルで構成されます。リ ング構成におけるファイバ カッ

トに対しては、ハブと ノードを光リ ングの両方向で接続するこ とで対処します。このアーキテクチャの主な用途と しては、サー

ビス  プロバイダーのメ ト ロ  アクセス  リ ングがあ り ます。

図 4 ハブアンドスポーク （リング） アーキテクチャ

メ ッシュ （リング） 構成

メ ッシュ構成は、 ハブアンドスポーク とポイン ト ツーポイン トの組み合わせ、 または同じ光リ ンク上で同時に複数のポイン ト

ツーポイン ト を使用した構成です。 最大で 8 種類の波長を使用し、 さまざまなシナリオを組み合わせるこ とができます。
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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技術仕様

Cisco CWDM GBIC
Cisco CWDM GBIC （図 5） は、 シスコのスイ ッチまたはルータの 802.3z 標準に準拠した GBIC ポートやスロ ッ トに接続する、

ホッ ト スワ ップ可能な入出力デバイスで、 ポート を光ファイバ ネッ ト ワークに接続します。

図 5 Cisco CWDM GBIC

パフォーマンス

• 1.25 Gbps の全二重リ ンク

• 30 dB の光リ ンク  バジェッ ト

プラッ ト フォーム サポート

Cisco CWDM GBIC は、 さまざまなシスコのスイ ッチ、 ルータ、および光伝送デバイスでサポート されています。詳細について

は、 『Cisco CWDM GBIC Compatibility Matrix』 を参照して ください。

コネクタとケーブル接続

• 機器 ：標準 GBIC インターフェイス

• ネッ ト ワーク ：デュアル SC/PC コネクタ

注：接続には、PC コネクタまたは UPC コネクタ付きのパッチ コードのみを使用してください。 APC コネクタ付きのパッチ コー

ドはサポート されていません。

環境条件と電力要件

動作温度範囲は、 0 ～ 50°C （32 ～ 122°F）、 保管温度範囲は –40 ～ 85°C （–40 ～ 185°F） です。 表 1 に電力インターフェイスの

詳細、 表 2 に光パラ メータを示します。

表 1 電力インターフェイス データ

パラメータ  記号 最小 通常 最大 単位

供給電流 Is 280 350 mA

最大電圧 Vmax 6 V

サージ電流 ISurge 400 mA

入力電圧 Vcc 4.75 5 5.25 V
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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光仕様

表 2 光パラメータ

注 ： パラ メータは、 特に明記されないかぎり、 温度と経年変化に依存します。

注 ： シングルモード光ファ イバの距離が短い場合、 レシーバーへの過負荷を避けるため、 必要に応じて リ ンクにインライン光

減衰器を挿入するこ とがあ り ます。

保証

• 90 日間

発注情報

Cisco CWDM GBIC の発注の詳細については、 表 3 を参照してください。

表 3 Cisco CWDM GBIC の製品情報

パラメータ 記号 最小 通常 最大 単位 注/条件

ト ランスミ ッ タ中心波長 波長c (x–4)   (x+7) nm 使用可能な中心波長は、 1470、
1490、1510、1530、1550、1570、
1590、 および 1610 nm

サイドモード抑圧比 SMSR 30     dB

ト ランスミ ッ タ光出力パワー Pout +1.0 +3.0 +5.0 dBm シングルモード光フ ァ イバに統

合された平均パワー

レシーバー光入力パワー（BER <
10 ～ 12、 PRBS 2–7–1 に準拠）

Pin –29.0 –33.0 –7.0 dBm 1.25 Gbps のとき、 60°C
（140°F） ケース温度

光入力波長 波長in 1450   1620 nm

ト ランスミ ッ タ消光比 OMI 9     dB

100 km での分散ペナルティ        3 dB 1.25 Gbps のとき

製品番号 説明 カラー

CWDM-GBIC-1470= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1470 nm グレー

CWDM-GBIC-1490= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1490 nm バイオレッ ト

CWDM-GBIC-1510= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1510 nm ブルー

CWDM-GBIC-1530= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1530 nm グリーン

CWDM-GBIC-1550= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1550 nm イエロー

CWDM-GBIC-1570= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1570 nm オレンジ

CWDM-GBIC-1590= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1590 nm レッ ド

CWDM-GBIC-1610= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1610 nm ブラウン

CWDM-8GBIC-SET1= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC の 4 組のセッ ト グレー、 ブルー、 イエロー、 レッ ド×各 2

CWDM-8GBIC-SET2= Cisco 1000BASE-CWDM GBIC の 4 組のセッ ト バイオレッ ト、 グリーン、 オレンジ、 ブラウン×各 2
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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規制および適合規格

• IEEE 802.3z の規定によ り、 1000BASE-X 規格に適合

• 安全性 ： Laser Class I 21CFR1040

Cisco CWDM SFP
Cisco CWDM SFP （図 6） は、 シスコのスイ ッチまたはルータの SFP ポートやスロ ッ トに接続する、 ホッ ト スワ ップ可能な入出

力デバイスで、 ポート を光ファイバ ネッ ト ワークに接続します。

Cisco CWDM SFP はマルチレート  パーツで、ギガビッ ト  イーサネッ ト とファ イバ チャネル（1 ギガビッ トおよび 2 ギガビッ ト ）

の両方をサポート しています。

図 6 Cisco CWDM SFP

パフォーマンス

• 光リ ンク  バジェッ トが 29 dB の、 ギガビッ ト  イーサネッ ト  1.25 Gbps 全二重リ ンク

• 光リ ンク  バジェッ トが 28 dB の、 ファ イバ チャネル 1.06 Gbps および 2.12 Gbps 全二重リ ンク

プラッ ト フォーム サポート

Cisco CWDM SFP は、 さまざまなシスコのスイ ッチ、 ルータ、 および光伝送デバイスでサポート されています。 詳細について

は、 『Cisco CWDM SFP Compatibility Matrix』 を参照して ください。

コネクタとケーブル接続

• 機器 ：標準 SFP インターフェイス

• ネッ ト ワーク ：デュアル LC/PC コネク タ

注：接続には、PC コネクタまたは UPC コネクタ付きのパッチ コードのみを使用してください。 APC コネクタ付きのパッチ コー

ドはサポート されていません。

環境条件と電力要件

• 動作温度範囲 ： 0 ～ 50°C （32 ～ 122°F）
• 保管温度範囲 ： –40 ～ 85°C （–40 ～ 185°F）

表 4 に電力インターフェイスの詳細、 表 5 に光パラ メータを示します。

表 4 電力インターフェイス データ

パラメータ 記号 最小 通常 最大 単位

供給電流 Is   220 300 mA

サージ電流 ISurge     +30 mA

入力電圧 Vmax 3.1 3.3 3.6 V
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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表 5 光パラメータ

注 ： パラ メータは、 特に明記されないかぎり、 温度と経年変化に依存します。

注 ： シングルモード光ファ イバの距離が短い場合、 レシーバーへの過負荷を避けるため、 必要に応じて リ ンクにインライン光

減衰器を挿入するこ とがあ り ます。

保証

• 90 日間

発注情報

Cisco CWDM SFP の発注の詳細については、 表 6 を参照してください。

表 6 Cisco CWDM SFP の製品情報

パラメータ 記号 最小 通常 最大 単位 注/条件

ト ランスミ ッ タ中心波長 波長c (x–4)   (x+7) nm 使用可能な中心波長は、 1470、
1490、1510、1530、1550、1570、
1590、 および 1610 nm

サイドモード抑圧比 SMSR 30     dB

ト ランスミ ッ タ光出力パワー Pout 0.0   5.0 dBm シングルモード光フ ァ イバに統

合された平均パワー

レシーバー光入力パワー（BER <
10 ～ 12、 PRBS 2–7–1 に準拠） 

Pin –28.0   –7.0 dBm 2.12 Gbps のとき、60°C （140°F）
ケース温度

レシーバー光入力パワー（BER <
10 ～ 12、 PRBS 2–7–1 に準拠） 

Pin –29.0   –7.0 dBm 1.25 Gbps のとき、60°C （140°F）
ケース温度

レシーバー光入力波長 波長in 1450   1620 nm

ト ランスミ ッ タ消光比 OMI 9     dB

100 km での分散ペナルティ        3 dB 2.12 Gbps のとき

100 km での分散ペナルティ        2 dB 1.25 Gbps のとき

製品番号 説明 カラー

CWDM-SFP-1470= Cisco CWDM SFP 1470 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

グレー

CWDM-SFP-1490= Cisco CWDM SFP 1490 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

バイオレッ ト

CWDM-SFP-1510= Cisco CWDM SFP 1510 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

ブルー

CWDM-SFP-1530= Cisco CWDM SFP 1530 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

グリーン

CWDM-SFP-1550= Cisco CWDM SFP 1550 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

イエロー

CWDM-SFP-1570= Cisco CWDM SFP 1570 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

オレンジ
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
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規制および適合規格

• IEEE 802.3z の規定によ り、 1000BASE-X 規格に適合

• Fibre Channel Draft Physical Interface Specification （FC-PI 10.0） に適合

• 安全性 ： Laser Class I 21CFR1040

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。

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

サービス  プログラム

CWDM-SFP-1590= Cisco CWDM SFP 1590 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

レッ ド

CWDM-SFP-1610= Cisco CWDM SFP 1610 nm ：ギガビッ ト  イーサネッ トおよび 1 Gb/
2 Gb ファイバ チャネル

ブラウン

製品番号 説明 カラー
 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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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。

平日 10:00 ～ 12:00 および 13:00 ～ 17:00

お問合せ先

http://www.cisco.com/jp/product/how_to_order.shtml
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