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多芯ファイバー MPO ベースのスイッチモジュール
ネイティブ MPO ケーブルおよびファイバー数の多いケーブルの OTDR 
テストを自動化するオールインワン統合ソリューション

高密度ファイバー環境での使用に適した多芯 MPO ケーブルは、	
サービスターンアップごとに個別のパーチコードを実行する費
用をなくします。オンボード MPO スイッチと OTDR の併用は、	
MPO ケーブル内の個々のファイバーを迅速かつ正確にテストす
る最良の方法です。

利点
	y ファイバー数の多いケーブルの特性評価、認証、	
およびトラブルシューティングのすべての時間を節約

	y 手動プロセスと複雑さを軽減して確実に測定

特徴
	y オールインワン/統合ソリューション

	y ネイティブ MPO リンクがインストールされている	
多芯ファイバーファンアウトパッチコードを置き	
換え

 y Cable-SLM ソフトウェアによる 12 ポートの自動	
切り替えによる効率的なワークフロー

	y すべての 4100 シリーズ OTDR A、B、および 
FiberComplete B モジュールと互換性あり

アプリケーション
	y データセンター（構造化配線、キャンパス、相互	
接続）

 y FTTH（ファイバーインデックス）/アクセスネット	
ワーク

	y モバイルフロントホール（FTTA/C-RAN）

ファイバー数の多いケーブル内の個々のファイバーを特性評価
します。正確な位置を容易に特定し、完全なファイバーのリンク
全体で各イベントを特性評価します。

新しい設置機器が業界規格に適合していることを認証します。
個々のファイバーをテストする時間のかかる作業と、ファンアウ
ト/ブレイクアウトケーブルを使用する複雑さを排除します。

ボタンを押すだけで問題をトラブルシューティングします。ひど
い曲がり、高損失のスプライス、接続の汚れや不良などの問題
の場所を正確に特定して、ファイバーの障害箇所を迅速に特定
します。

有線および無線ネットワークの導入と保守用に設計された
OneAdvisor 800 モジュール式テストプラットフォーム

MTS-4000 V2 光ファイバーネット	
ワークテスト用の 2 スロットハンド	
ヘルド型モジュール式プラットフォーム
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2  多芯ファイバー MPO ベースのスイッチモジュール

	y ネイティブ MPO リンクを認証するためのオンボード MPO ベースのスイッチ

	y 複数のファイバーのバッチ認証用のファンアウト/ブレークアウトケーブルを備えたオンボード MPO ベースのスイッチ	
モジュール

* 受信ケーブルを遠端に取り付けて、最後のコネクタを特性評価できます。

	y 直感的なインターフェイスを備えた Cable-SLM アプリケー	
ションは、テストされた各 12 芯 MPO コネクタの合否ステータ	
スを含む完全なプロジェクトの概要を提供

	y 完全に自動化されたテストシーケンスを開始し、12 芯 MPO 
コネクタの個別のファイバーの視覚的な判定を提供する	
「すべてのファイバーのテスト」機能

	y 特定のファイバーをトラブルシューティングし、障害を正確に
診断する可能性

 y Cable-SLM「シンプルファイバー」プロジェクト管理により、	
多心ファイバーケーブル内の単芯ファイバーを一括認証し、	
必要なファイバー番号から開始するスイッチシーケンスで  
12 ファイバーのグループを管理
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仕様（25°C 時の代表値） 
 

光

波長レンジ 1270～1650nm

挿入損失1、2 1.2dB（代表値）

入力ポート SC/APC

出力ポート MPO 12 APC（ピン付き）

一般仕様

寸法（幅 x 高さ x 奥行き） 128 x 134 x 40mm 
（5 x 5.28 x 1.58 インチ）

重量 450g（1 ポンド）

動作温度 –10～+50°C（14～122°F）

保管温度 –20～+60°C（–4～140°F）
¹1310、1550、1625nm にて測定
²最大 2.5dB

オーダー情報 
 

パーツ番号 説明

MPO スイッチモジュールおよびバンドルキット

E41MPO12SM MTS-4000 V2 プラットフォーム用
MPO 12 スイッチモジュール
内容：
 y 1 x 30cm SC/APC から SC/APC へのベンド	
インセンシティブジャンパー

 y 1 x 30cm SC/APC から SC/PC へのベンド	
インセンシティブジャンパー 

MPO12MODKIT-SM MTS-4000 V2 プラットフォーム用 MPO 12  
スイッチモジュールキット
内容：
 y 1 x E41MPO12SM
 y 2 x 20m SM ラウンチおよび受信 MPO -  
MPO ケーブル（ピンあり-ピンなし）
	y 対向キー付き 2 x MTP/MPO バルクヘッド	
アダプター

ソフトウェアオプション

ECABLESLM 新しいモジュール用の OTDR ケーブル管理ソフ
トウェアオプション 自動スイッチシーケンスを設
定可能

ECABLESLM-UPG インストール済みモジュール用の OTDR ケーブ
ル管理ソフトウェアオプション 自動スイッチシー
ケンスを設定可能

アクセサリ

ELCSM25A-MPOF-
MPOM

1 x 20m SM MPO ピンなし - MPO ピン付き	
ラウンチケーブル

ELCSM25A-MPOF-
MPOF

1 x 20m SM MPO ピンなし - MPO ピンなし	
ケーブル

EMPOTERM-F SM MPO ピンなし反射端子（FiberComplete 双
方向モジュールを参照する ORL 用）

EMPOTERM-M SM MPO ピン付き反射端子（FiberComplete 双
方向モジュールを参照する ORL 用）

ELCSM25-MPO-SC 1 x 25m SM ファンアウトラウンチケーブル
（MPO SC/PC へのピンなし）

ELCSM25-MPO-SCA 1 x 25m SM ファンアウトラウンチケーブル	
（SC/APC へのピンなし）

ECLIKCLEANERMPO MTP/MPO コネクタ用 IBC クリーニングツール
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