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局内システムのための光インタフェース

Optical interfaces for intra-office systems

Ⅰ. ＜概要＞

Ⅰ.＜Overview＞

この 標準 の目的は、公称 10 Gbit/s および 40 Gbit/s の総合したビットレートを、

This Recommendation provides parameters and values for optical interfaces of single

2 Km までの距離をリンクするための局内システムの横断的な ( マルチベンダ ) 互

channel intra-office systems of nominal 10 Gbit/s and 40 Gbit/s aggregate bit rate.

換性を可能にするために、光インタフェース仕様を提供することである。この標準は、

Applications are specified with target distances of 0.6 and 2 km and various loss

ITU-T 勧告 G.652、G.653 および G.655 に従った、光ファイバを使用してリンクを定義

budgets for G.652, G.653 and G.655 fibres.

する。

from ITU-T G.693 (05/2006) © ITU-T

パラレルインタフェース仕様は将来の改訂で含まれる可能性がある。

Parallel interface may be included in the future revision.

Ⅱ. ＜参考＞

Ⅱ. ＜References＞

１. 国際勧告等との関係

１. Relation with international standards

本標準は、ITU-T 勧告 G.693 (05/2006)に準拠したものである。

This standard is based on the ITU-T G.693 (05/2006) .

２．上記国際勧告等との相違

２. Departures with international standards

2.1 オプション選択項目

2.1 Selection of optional items

なし

None

2.2 ナショナルマター項目

2.2 Definition of national matter items

なし
2.3

None

先行項目

2.3 Advanced items

なし
2.4

None

追加項目

2.4 Added items

なし
2.5

None

削除項目

2.5 Deleted items

本標準は上記 ITU-T 勧告に対し下記の項目を削除しているが、参考記述として標

In this standard, the following items are informative. The informative items in the

準本文中に記述している。 本参考記述部分は標準規定との区別のため(#)印を記述

body, table or figure are marked (#) in order to show informative.

中、表中および図中に付加している。本 ITU-T 勧告規定を参考として記述した理由
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は、次の２点による。

The reason are as follows.

・該項目が国内の網間接続においては当面利用されないが、将来の網間接続に

・The items will not be used for a while, but in the future, some needs for inter-carrer

おいて利用される可能性があり標準を改訂する場合の利便をはかるため。

network may occur for network interconnection and revice this standard.

・ITU-T 勧告における種々の規定追加／変更について TTC 標準としてフォローし

・As TTC standard, it is important to clear the added or deleted points to ITU-T

ておくため。

recommendation

(a) ITU-T 勧告 G.655(非零分散シフトファイバ)に関する項目

(a) ITU-T recommendation G.655 (Characteristics of a non-zero dispersion-shifted

単一チャネルの局内インタフェースにおいて、非零分散ファィバの使用はなく参

single-mode optical fibre) items

考とする。

As for single channel intra-office interface, G.655(Characteristics of a non-zero
dispersion-shifted single-mode optical fibre are few needs, so the items are
informal.
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