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単一チャネル光インタフェースを有する光増幅 DWDM アプリケーション

Amplified multichannel dense wavelength division multiplexing applications with single
channel optical interfaces

Ⅰ. ＜概要＞

Ⅰ.＜Overview＞

本標準 JT-G698.2 は、主として光アンプを含むメトロアプリケーション向けの

TTC standard JT-G698.2 provides optical parameter values for physical layer interfaces

高密度波長分割多重(DWDM)システムの物理層インタフェースのための光パラ

of dense wavelength division multiplexing (DWDM) systems primarily intended for

メータ値を提供する。アプリケーションは、DWDM システムにおける光送信機

metro applications which include optical amplifiers. Applications are defined using

と光マルチプレクサとの間、ならびに光受信機と光デマルチプレクサとの間の

optical interface parameters at the single-channel connection points between optical

単一チャネル接続箇所において光インタフェースパラメータを使用して定義さ

transmitters and the optical multiplexer, as well as between optical receivers and the

れる。この標準は、光リンクの詳細、例えば、最大ファイバ長を明示的に指定

optical demultiplexer in the DWDM system. This Recommendation uses a methodology

しない手法を使用する。この標準のこのバージョンは、100GHz および 50GHz

which does not specify the details of the optical link, e.g., the maximum fibre length,

のチャネル周波数間隔を有する 100 Gbit/s の単一方向 DWDM アプリケーション

explicitly. This version of this Recommendation includes unidirectional DWDM

を含む。

applications at 100 Gbit/s with 100 GHz and 50 GHz channel frequency spacing.
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2. Departures with international standards
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2.2 Deleted items
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None
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None
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