
マルチアプリケーションプラットフォーム
光伝送装置・光素子の試験をコンパクトで効率的にテスト、 
開発 & 製造・品質保証に最適化された第3世代光テスト測定システム

Web GUI

メインフレームは、据置型・ラックマウントを用意し、洗練されたGUIを複数ユーザーが遠隔から操作・プログラミングにより自動測定SCPIコマン
ドを提供
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R&D と製造環境の両方での光部品と光モジュールの特性評価：
• 1520nm から 1630nm の範囲にわたり ±2pm (波長確度）
• 分解能：3、1.5、0.75、0.4pm からユーザー選択可能
• 波長掃引速度： 10、20、40、100nm/s  
• 挿入損失： 範囲 70dB (スタンドアローン) 
　　　　　　　    60dB (分散型ステーション) 
• 反射損失：測定範囲 60dB
• PDL : 　測定範囲 50dB

第３世代
光測定プラットフォーム
モジュラー式で高性能を実現

光源 & 光アンプ 光スペアナ・パワメーター・ロス

光スイッチ & ルーティング 信号調整

FP, LED, DFB
広帯域光源

チューナブル 
DBR レーザー

C, L, O-Band 
アンプ

C, L
チューナブルレーザー

光スペアナ
 (回折格子)

光スペアナ
(コヒーレント検波)

パワーメーター

カプラ、スプリッタ
ー、Mux/Demux

光クロス・
コネクトスイッチ

最大 48ポート

光マトリクススイッチ
1x2から1x176
2x2から2x64

アッテネーター 可変反射 偏波コントロ
ーラ

チューナブルフィ
ルター
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mSWSシステム
波長スイープシステム(小型・短時間測定) 

ROADM / WSS評価などに最適
挿入損失(IL)・偏波依存性損失(PDL)・反射損失(RL)

mSWSシステム

MAP300ファミリー



表 1：コヒーレントモジュールのテストに必要な信号コンディショニングエレメント 単一のモジュールを独自に、 または組み
合わせて、OIF および IEEE ZR で指摘されている光信号の物理的障害を生成できます

MAP-300 は、VIAVI ソリューションズの第 3 世代光テストプラットフォームです。
世界をリードするすべての光伝送装置或いは光トランシーバーメーカーの信頼を頂いています。

ホワイトペーパー： 光信号コンディショニングによる コヒーレントモジュールのテストのドキュメントは、下記のQRコードを読み込んでダウンロードできます

障害のタイプ 機能 VIAVI MAP-300 LightDirectTM リファレンス
シンプレックス

（単一モジュール）
減衰 mVOA
増幅 mEDFA
偏波コントロール／スクランブル mPCX
反射 mVBR
スイッチ mOSW、mOSX
形状またはフィルタースペクトラム mTFX
マルチプレックス mUTL

コンプレックス
（マルチモジュール）

分散の追加（CD、DGD） mOSW + ファイバースプール
注入ノイズ（OSNR） mBBS + mVOA + mUTL
コヒーレント干渉の注入 mBBS + mPCX + mTLG +mUTL
マルチパス干渉（MPI） mVBR + mUTL + mVBR + ファイバースプール

ベスト・ソリューション MAP-300
OIF 400ZRドキュメント (OIF-400ZR-01.0) には、ベンダー間の相互運用性を保証し、特定の物理層上でエラーのないトラ
フィックを生成するために必要な光テストの要件を定義しています

これらのテスト要件について 第 13 項で詳しく説明しています。同項では、リンク仕様の範囲と、必要なコンプライアンステスト
の詳細を定義しています。MAP-300では、これらのテストを実施するのに最適なツールです

MAP-300 とその LightDirect モジュールファミリー（表 1） は、それらのテストを、コンパクトで規格に準拠したテストを簡単に
自動化でき、メインフレームに各モジュール取り付け・外しが容易にできるスロット方式を採用しています。そのためテストシス
テムを素早く・簡単に構築・拡張することができます。光コヒーレント試験またはそれ以外の光伝送試験の検証でも最大限に効
果を発揮します

表１は、コヒーレントモジュールのテストに必要な信号コンディショニングエレメントで 単一のモジュールを独自に、 または組
み合わせて、OIF および IEEE ZR で提起されている光信号 物理的ストレスをエミュレーションできます
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アプリケーション使用例
400G ZR 光コヒーレント試験



世界中で実績のある当社ソリューションについてご覧ください。 
VIAVI ウェブサイト：  
viavisolutions.jp

VIAVI Perspectives ブログ： 
blog.viavisolutions.com/ja

VIAVI ソリューションズの 
ロケーターツール： 

viavisolutions.jp/united
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電 話：03-5339-6886
FAX: 03-5339-6889
Email: support.japan@viavisolutions.com

VIAVI Solutions
〒163-1107
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー7F

ONT-800 メインフレーム
ONT-804D
	y アプリケーションモジュール用スロット	x4
	y 15インチ	TFTタッチスクリーン
	y VNCベースの遠隔操作のサポート機能を備えた	LINUX	OS
	y R&Dでのスタンドアローン使用に最適 

800G FLEX XPM モジュール
 y OSFP800G および QSFP-DD800 をはじめ
とする 800G トランスポンダーテストと検証

 y 800G アンフレーム BERT
 y 2 x 400GE、8 x 100GE、4 x 200GE

	y ネイティブ QSFP-DD および SFP-DD
	y ハードウェア検証
 y FEC ストレステスト

800G FLEX V2 モジュール
 y QSFP-DD x 2/QSFP-56 x 6/QSFP-28 x 8 
をサポート
	y アンフレームテスト
	y イーサネット 400GE および 200GE
 y 4 x 100GE、2 x 200GE、8 x 50GE ブレイク
アウト
	y ハードウェア検証
 y FEC ストレステストをはじめとする FEC 検証

 y FOIC、OTUCn - OTUC1/ODUC1～OTUC8/
ODUC8

 y 400GE、200GE 、Bulk の ODUFlex、100GE の 
ODU4

 y ODU4 Bulk の OTL4.2/4.4
	y 最大 400G までの FlexE（100G または 200G 

PHY 経由）

800G FLEX DCO モジュール
 y QSFP-DD、QSFP-56/28、および 400G 

CFP2-DCO のサポート
	y アンフレームテスト
	y イーサネット 400GE および 200GE、ネイ	
ティブおよび OTN クライアント

 y 4 x 100GE、2 x 200GE、8 x 50GE ブレイク
アウト
	y ハードウェア検証

 y FEC ストレステストをはじめとする FEC 検証 
	y 最大 400G までの FlexE（100G または 200G 

PHY 経由）
 y FlexO、FOIC、OTUCn - OTUC1/ODUC1
～OTUC4/ODUC4

 y 400GE、200GE 、Bulk の ODUFlex、100GE の 
ODU4

 y ODU4 Bulk の OTL4.2/4.4

ONT800 光ネットワークテスター

10Gから800G更に1.2T/1.6Tへ また Open ROADM,  ZR/オープンZR+にも対応  
DSP,  光トランシーバー、伝送装置の開発/設計およびシステム検査 のためのさまざまな構成が可能なマルチプロトコル、マ
ルチポートの テストプラットフォームです

最新規格を牽引
業界標準

ONT-800 プラットフォームで使用可能なモジュール

@viavisolutions

facebook.com/viavisolutionsyoutube.com/c/viavisolutions /company/viavi-solutions

NASDAQ：VIAV@viavifiber
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