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VIAVI

T-BERD/MTS-8000
40/100 G トランスポート･モジュール
VIAVI MTS-8000 40/100G トランスポート･モジュールは市場で
最も汎用的なテスト・ソリューションで、
フィールド・テストに最適
です。その耐久性、バッテリー電源および接続制御により、完全な
移動性をサポートし、最も多様なテスト条件に対応します。キャリ
ア・イーサネット/パケット･トランスポート、長距離およびメトロコ
ア・ネットワーク、及び政府機関電気通信センター向けの機能設
計された業界最先端のソリューションです。StrataSync™のアセッ
ト、構成、およびテストデータ管理ツールを使用する本モジュール
は、サービスアクティベーションおよびトラブルシューティングにお
ける、最短時間でのネットワークと光テストを達成する最適なテス
ト・ツールです。
本モジュールは、C フォームファクタのプラガブル (CFP)（40 および 100G ラインレートに適用）
と、
ク

ワッド・スモール・フォームファクタのプラガブル (QSFP+)（40G ラインレートに適用）の両方に対応

するネイティブの着脱可能光モジュールを統合したものです。40GE/OTU3 と 100GE/OTU4 間およ
び 40GE/OTU3 と 40G SONET/SDH 間のテストの切り替えのために光モジュールを変更する必要

がないため、操作が簡単になります。また、同期イーサネット、SONET/SDH、光トランスポート･ネット

ワーク
（OTN）
テストにおいて、サービス・アクティベーション、
トラフィック・テスト、
トラブルシューティ

ング、および監視機能も提供されます。J-QuickCheck、Y.1564 SAMComplete、J-Proof レイヤ 2 透過
性、および RFC 2544 の組み合わせにより、業界で最も完全なサービス・アクティベーションテスト・

スイートが実現されます。T1/E1 から 100G まで（イーサネット、
ファイバー･チャネル、CPRI、OTN、お

よび SONET/SDH）の 5 つの異なるラインレートに対応するこのソリューションを使用することで、
オペレータは多様なネットワーク･トポロジにおいても投資を最小限にとどめることができます。

主要機能

y CFP および QSFP+ 光モジュールの実行エラーフリ
ーを保証する光セルフテストにより時間を節約

y 一台でマルチポート 10G および 100G テストを同時
に実行することで時間を節約し効率の最大化( T1/E1
～ 100G 測定)

y 業界最速の RFC 2544 および Y.1564 SAMComplete
テスト・スイートならびに J-QuickCheck による時
間を節約
y 高確度レイテンシ測定により金融関連顧客の厳しい
SLA 準拠要件準拠を保証

y 広範囲な ODU 多重化オプションおよび独自の GCC
透過性テストにより100G コアからあらゆるネットワ
ーク集合点におけるテストに柔軟性に対応

y 40/100G の認定バーストサイズ (CBS) テストにより
正しいトラフィック管理を検証し、
コア・ネットワーク
要素の構成を監視する
（10/100GE レートでの接続で
は重要）
ことでネットワークの信頼性を強化
y 光テストおよびスキューの挿入およびスキュー・アラ
ームのしきい値を用いたネットワーク機器パフォー
マンスの動作マージンを保証

主な特徴

y フィールド最適化された光セルフテストを含
む、40/100Gラインレート(40/100GE、OTU3/4、およ
び OC-768/STM-256) テストに対応
y 10 個の同時イーサネット・データ・ストリームを持
つ40/100GE に対応することでサービステストの
Y.1564 SAMComplete および J-QuickCheck への
統合を実現

y 高確度ラウンドトリップ・レイテンシ（確度 100ns, 分
解能10ns）の測定

y レイヤ 2 プロトコル透過性の検証およびの J-Proof
によるネットワーク構成誤りの予防
y レイヤ 3 テストにping/ARP および IPv4/IPv6 用ト
レースルートを含む
y クライアント対応の OTU3/4 および独自の GCC 透
過性を持つ ODU 多重化の提供

アプリケーション

y イーサネット、SONET/SDH、および OTN のサービ
ス・アクティベーションとコミッショニング

y ネットワーク・サービス中断テストおよびトラブルシ
ューティング

y アプリケーション駆動のサービス監視

オプティクス(光モジュール)テストとサポート
40/100G トランスポート･モジュールを使用すると、
ネットワーク･エンジニアおよび技術者は、ネ

ットワーク稼働以前でも、
またトラブルシューティング･ツールとしても、CFP および QSFP+ が適

切に動作していることを証明できます。フィールド使用に最適化された光セルフテストでは、低レ
ベルパターン、
自動クロック･オフセット変化、
アラーム/スキュー検証により、短いテスト時間で光

モジュールがエラーフリーで実行されていることを確認できます。このプロセスは、
レポート生成
機能の統合により効率化されています。

40/100G トランスポート･モジュールはCFP と QSFP+ 両方の光測定にネイティブ(アダプタ不要)

で対応しています。たとえば、100GE と 40GE テスト間で切り替える必要のあるユーザーは、CFP

光テスト･ウィンドウ

と QSFP+ スロットを使用して光モジュールをスワップする必要はありません。このソリューシ

ョンは、市販されているすべての CFP および QSFP+ ソリューションのテストをサポートできま

す。VIAVI は、モジュール内で複数ベンダからのオプティクスを使用し、
またテストします。CFP/

QSFP+ 情報メニューには使用するオプティクスのタイプが表示され、エキスパート･モードでは

ユーザーは必要に応じて管理データ入出力(MDIO)を使用し、CFP のレジスタにアクセスできま
す。

イーサネット･テスト
40/100G トランスポート･モジュールは、40 および 100GE の包括的なイーサネット･テストおよ
び OTN のレイヤ 1、2、3 にスパンするイーサネット・テストを提供します。
40GE IPv6 セットアップ

基本的なレイヤ 1 サポート
40/100GE では、
スキューの挿入および監視、PCS アラームおよびエラー、ポーズ・フレーム・サポ

ートなどのテスト機能および IEEE 802.3ba スクランブル･アイドル･バターンなどの基本レイヤ 1
パターンが 使用できます。レイヤ 1 ではさらにレーン・ベースでの複数エラー/アラームの挿入
および監視を伴うフィールド･トラブルシューティングのサポートが提供されます。
イーサネット VLAN、Q-in-Q、
および MPLS テクノロジ
イーサネット･タグ付けとカプセル化は、一般的に、
カストマ･トラフィックを分離することによっ

て、
イーサネット･ネットワークのスケーラビリティを改善するために使われます。使用されるカプ
セル化およびタグ付けとは関係なく、本モジュールはCoSをテストして、CIR (認定情報速度)、FD (

フレーム遅延)、FDV (フレーム遅延変動)、およびFLR (フレーム損失比) などの KPI を検証しま
40GE ストリーミング

す。仮想ローカル･エリア･ネットワーク
（VLAN）タグ、Q-in-Q VLAN タグ、およびマルチプロトコ

ル･ラベル･スイッチング（MPLS）対応である本モジュールは、
メトロおよび長距離ネットワークの

あらゆる部分をテストできます。

ITU-T Y.1564 SAMComplete サービス・アクティベーション・テスト
SAMComplete を使った迅速で簡単な SLA 検証により差別化サービスを提供できます。テスト
には、認定情報速度（CIR）
、拡張情報速度（EIR）
、最大情報速度（MIR）
、および CBS など異なる

帯域幅プロファイルの検証が含まれます。CIR の KPI 合否結果、高確度レイテンシ
（100ns）
フレ

ーム遅延（FD）
、
フレーム遅延変動（FDV）およびフレーム損失比（FLR）が、同時最大 10 件まで

のサービスに対し個々に提供されます。SAMcomplete には、SLA コンプライアンス用のみで

なく、ネットワークにおける現実のトラフィック･ポリサー強化と検証用の CBS テストも含まれま
100GE バースト･セットアップ

す。Y.1564 マルチサービス･テストの一環として SAMComplete では、現実のネットワーク･サー

ビス、たとえばデータ、VoIP、およびビデオサービスのテスト統合をエミュレートできます。この

テスト･スイートはまた、独自の VIAVI J-QuickCheck (テスト前手順)を統合し、GE/10GE（MTS
MSAM 上）
、40GE、100GE など、異なるテスト･インターフェイスで動作します。

2 MTS-8000

RFC 2544 テスト
RFC 2544 は、
イーサネット･リンク・アクティベーションの業界標準です。RFC で指定されている
CIR検証用イーサネット･スループット、FD/レイテンシ、
フレーム損失、バック･ツー・バック・バー

スト･テストに加え、本モジュールは IPTV や VoIP などの伝送時間重視のサービスに対する回線

品質を検証するための FDV/パケット･ジッタ・テストも行います。高確度（100ns）
で FD/レイテン

シを測定できます。このテスト･スイートでは、SLA コンプライアンス用ばかりでなく、ネットワー

クにおける現実のトラフィック･ポリサー強化と検証用のCBS テストも含まれます。RFC 2544 に

は、VIAVI QuickCheck (テスト前手順)、およびアクティベーションサイクルを完成するための詳細
な顧客対応レポートが含まれます。また、
ラッチング論理ループバック機能を提供する際にロー

カル･ユニットが遠端ユニットを制御できるようにするための統合ループアップ/ダウン機能もサ
ポートします。

J-Proof イーサネット透過性テスト
J-Proof は、既存サービスを妨害しない低速プロトコル･データ･ユニット
（PDU）の生成によりネ

ットワーク上にある任意の 2 つのエンドポイント間でのイーサネットのエンド･ツー･エンド透過

性を検証するためのキャリア･イーサネット･テストです。サービスプロバイダは J-Proof を使用

し、STP、GARP、および CDP のような Cisco® 独自のプロトコルなど、
コントロールプレーン･メッ

セージの透過的なトランスポートを検証できます。強力でカスタマイズ可能なイーサネット･フレ

ーム･ジェネレータにより、事前定義フレームが使用できない場合にもほとんどすべてのイーサネ

ット･コントロールプレーン･メッセージの透過性をテストできます。J-Proof を使用したテストに
レーンごとの結果

より、お客様は中間ネットワークがそのコントロールプレーン･トラフィックをフィルタリングして
いないことを保証できます。
IPv4 および IPv6 テスト

レイヤ 3 テスト機能には、IPv4 と IPv6 両用のトラフィック生成および解析が組み込まれていま

す。ルータの接続は、ARP プロトコルのサポートにより宛先 MAC アドレスを動的に決定するこ

とにより行われます。MTSは、
さらに ping とトレースアウト・テストをサポートします。IPv6 に固
有の近隣発見プロトコルは、IPv6 アドレス解決のサポートを提供します。
複数ストリームによる CoS 検証
マルチストリーム･テストでは、
イーサネットと IP レイヤでのトラフィックの生成および解析がで

きるため、技術者はさまざまなタイプのトラフィックを CoS マッピングによりエミュレートし、
トラ

100GE ping

フィック優先度がネットワークアーキテクチャ全体に与える影響を評価して、適切なキューイング、
ポリシング、
シェイピングを確認できます。VLAN IDと優先度、サービス・タイプ/差別化サービス

コード･ポイント (TOS/DSCP) マーキング、パケットサイズ、
ストリーム帯域幅、発信元/宛先 MAC

と IP アドレスなど、
ストリームごとの主要パラメータを使用して、ユーザーは最大 10 個の個別に
構成されたストリームを生成・解析できます。サービスの実稼働前に、一定、バーストまたはラン

プ・トラフィックを構成することで現実のトラフィックに近いシミュレーションを行うことができま

す。このテスト･レベルでネットワーク設計が検証でき、高確度往復遅延（確度 100ns）
を測定する

ことにより、実装後のトラブルシューティングを大幅に削減できます。
サービス中断テスト

MTS では、
イーサネット･フレーム･フロー中断の時間間隔に基づいて、サービス中断が測定され

ます。この機能はまた、OTN にマップされたイーサネット･クライアントにも拡張できます。
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OTN テスト
OTN テストは OTU3 および OTU4 インターフェイス
（MSAM 上の OTU1/2/2e 向け条件付き）

用に提供されますが、
シリアルか多波長かを問わず、ネイティブ OTN インターフェイスでサービ

ス・アクティベーション・テストおよびトラブルシューティングを行う機能が含まれます。OTN は

クライアント信号をラップして、
そのオーバーヘッドの中でアラームとエラーをサポートし、
また

フォワード･エラー訂正（FEC）
を使って堅牢な信号を提供します。さらにより最近の OTN 実装で
は、ODU レベルでのレイヤ 1 スイッチングを可能にする ODU 多重送信がサポートされていま

す。OTU3/4 では、光チャネルト･ランスポート･レーン
（OTL）
レイヤのサポートによりエラー/アラ

OTU4 OTL

ームの挿入と監視が提供されます。 本モジュールでは、GCC 透過性テストと ODU 多重送信機
能を含む複数クライアントマッピングの 2 種類の往復遅延（RTD）が備わります。

アラーム、
エラー、FEC テスト
高速 OTN インターフェイスには、標準 G.709 FEC が必要です。本モジュールによって、着信信

号の FEC 監視および訂正ができます。逆に、送信方向の訂正可能なまたは訂正不可能なエラー

を挿入することもできます。さらにフレーム損失（LOF）
、
アラーム指示信号（AIS）
、後方故障指示

（BDI）などの挿入機能を使って、OTN アラームおよびエラーを検証できます。非標準 FEC への

接続も、
オールゼロ･アルゴリズムの使用で可能です。本モジュールでは、回線にインライン接続

している場合も OTN 信号を監視できます。オーバーヘッド･エディタはOTN オーバーヘッド･バ
イトを完全に操作できる上、
トレース･メッセージ（TTI）
、ペイロード･タイプ（PT）およびフォルト･

OTU4 オーバーヘッド設定

シグナリング（FTFL）の編集・監視機能も提供します。

オーバーヘッド機能および 6つの TCM セットのサポート
MTS は、関連アラームおよびトレール･トレース識別（TTI）のテスト
（すべての TCM および SM/

PM 予想トレース･メッセージの同時チェックを含む）
を含む、6つのタンデム接続監視（TCM）セッ

トすべてをサポートします。さらに本モジュールは、ネットワーク機器と連携して他のテストと同

時実行可能な G.709 DMp/DMti による RTD 測定もサポートします。もう一つの付加価値機能

として、汎用通信チャネル（GCC）
で PRBS を使用してネットワーク管理チャネルの透過性をテス

トする機能があります。
マッピング
OTN SD (サービス中断)

本モジュールは、一括 OTN 負荷として、PRBS 9、23、31、およびそれらの反転を含む複数の PRBS
パターンをサポートします。全機能搭載の STS-768/STM-256,、OTU3 にトランスコードされた

40GE、および汎用マッピング手続き
（GMP）
で OTU4 にマップされた 100GE クライアントがデュ

アルレイヤ・サービスのアクティベーションとトラブルシューティングに使用できます。
ODU 多重化

ODU0、ODU1、ODU2/2e のシングルレベルおよびマルチレベル ODU 多重化を含む、詳細マッ

ピングが使用できます。このため、本モジュールは、
あらゆる OTN 実装およびトラブルシューティ

ング作業を含む広範な用途で使用できます。
サービス中断測定

本モジュールは、
コア･バックボーン･リンクおよびリングの保護スイッチ時間と、
それらのクライア

ントへの影響を測定します。多様なエラーおよびアラーム条件に対する同時監視によってプロバ

イダは、
トランスポート・ネットワークが OTN レベル SLA を保証するために十分な冗長性を提供

しているかを検証できます。
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SONET/SDH
本モジュールは、エンド･ツー･エンドまたはループバック･アプリケーションで 40G SONET/SDH
BER をテストし、NE の基準準拠と接続性を検証するためのエラーの挿入およびアラームの監視

をサポートします。MSAM モジュールと統合することで、T1/E1 までのより低速なインターフェイ

スを追加することができます。また本モジュールは OC-768/STM-256、OTU3、および 40GE テス

ト用のシリアル CFP の使用をサポートする一方、同時に 40GE と OTU3 多波長テスト用の LR4

CFP をサポートします。これらの機能によりユニットではオプティクスのスワップの必要性を大幅
に削減するため、本モジュールは市場で最も多用途なソリューションになっています。

アラームとエラー・テスト
本モジュールは、40G と 100G インターフェイス
（OC-768/STM-256 を含む）
を完全に統合しま

す。SONET/SDH エラーとアラーム･テストには、回線からパスまでのテストのみでなく、
プラガブ
ルCFP オプティクスの操作に使用される STL レイヤも含まれます。このソリューションは、
プラガ

ブルCFP および固定型 300 ピン MSA ベース実装を含む、
あらゆる 40G SONET/SDH デバイス
のテストおよび接続に対応します。

SONET/SDH オーバーヘッドバイト操作と解析
オーバーヘッドバイト操作と解析機能を使うと、ユーザーは K1 および K2 バイトを修正して自動
SONET パターン

保護スイッチング（APS）
テストをすることで、ユーザー設定可能なパストレースメッセージおよび

負荷を指定・特定することができます。パス･オーバーヘッド
（POH）キャプチャ機能によって、エ

ンド･ツー･エンド問題のトラブルシューティングが容易になります。さらに、
このソリューション

は、
トレース･メッセージの挿入および検出に必要なすべてのツールを揃えています。本モジュー
ルは業界で最小、最軽量のテスト･ソリューションです。

マッピング
SONET/SDH マッピングには、複数の PRBS 選択を伴う BERT 負荷に加えて、STS-1 および

VC-4/VC-3 までのあらゆる中間マッピングが含まれます。また、往復遅延（RTD）
テストも提供さ
れています。

スルー･モードのサポート
SDH 選択

テスト･ユニットのインライン接続では、監視機能が得られるばかりでなく、エラーの挿入も可能

です。このため、サービス中断テストの効果的なツールとなっています。
パフォーマンス監視

パフォーマンスの結果は、G.828 および G.829 の測定結果から得られます。
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サービス中断
40/100G トランスポート･モジュールは、SONET/SDH リングの保護スイッチ時間、およびそれら

StrataSync

™

E N A B L E D

のトリビュタリへの影響を測定します。複数トリガ条件に基づく、多様なエラー条件に対するトリ

ビュタリの同時監視によってプロバイダは、
トランスポート･ネットワークの適切な冗長性を検証

できます。

StrataSync — アセットの強化
StrataSync は、VIAVI 機器のアセット、

構成およびテスト･データ管理を提供す

るホストされたクラウド対応ソリューショ
ンで、すべての機器に最新のソフトウェ
アとオプションがインストールされてい

ることを検証します。StrataSyncは、在

庫、検査結果、パフォーマンスデータをブ

ラウザベースでどこでも簡単に管理し、
技術者や機器の効率を向上させます。
StrataSyncは、

テスト装置の管理・追跡、全ネットワーク
からの結果の収集・解析、作業者への通
知・トレーニングを行います。

サービス中断

追加機能およびアプリケーション
全機能搭載 40/100G トランスポート･モジュールは以下の機能を提供します。
y 包括的な QoS テスト：FD、FDV、
フレーム損失、およびストリームごとの順序誤り
（CIR テストおよび
SAMComplete CBS 機能を含む）

y 統合 J-QuickCheck、RFC 2544、J-Proof レイヤ 2 .透過性、および Y.1564/SAMComplete テスト･ス
イートおよびレポート

y IPv4、IPv6、ARP、ping、およびルータ･アプリケーション用トレースアウト･テスト
y CFP オプティクスのセルフテストを含むネイティブ QSFP+ プラガブルオプティクスのサポート
y 高確度遅延測定のサポート、
アドレス･スワッピング経由の遠端イーサネット論理ループバック、およ
び接続の検証を含むアプリケーション。

y OTN/SONET/SDH インターフェイス用レイヤ 1 OTL/STL BERT 機能（スキューの挿入と監視、およ
びイーサネット・スクランブル･アイドル･パターンを含む）

y 高度なスケーラビリティを DMC/MSAM と統合して、10G 以下の1つまたは複数のポートを追加可
能。また、光スペクトラム･アナライザなどの光モジュールとも統合可能

y 製造および類似環境向け SCPI コマンドおよびスクリプト機能を介したオートメーション
y クライアント、多重送信、標準ベース遅延テスト、および GCC 透過性をカバーする完全な OTN 機能
セット

y リモート接続経由のテストとアセット管理（VIAVI StrataSync および AccessAnywhere ツール）
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オーダー情報
部品番号

説明

CH040103

40/100G トランスポート･モジュール — 1 レベル・アプリケーション

CH043112

40/100G トランスポート･モジュール — 1 および 2 レベルアプリケーション

CH40GE

40GE テスト・オプション

CH100GE

100GE テスト・オプション

CH40GSONSDH

40G SONET/SDH テスト・オプション

CHOTU3

OTN - OTU3 一括 43 G テスト・オプション

CHOTU4

OTN - OTU4 一括 112 G テスト・オプション

CHCOS

複数ストリーム/COS テスト・オプション

CHJPROOF

J-Proof レイヤ 2 透過性テスト・オプション

CHIPV6 IPv6

テスト・オプション

CHMPLS

MPLS テスト・オプション

CHREMCTRL

コマンドラインのリモート制御

OTU4

テスト･アプリケーションの CH100GEINOTU4 100GE

OTU3

テスト･アプリケーションにトランスコードされた CH40GEINOTU3 40GE

OTU3

テスト･アプリケーションにマップされた CH40GSONSDHINOTU3 40G SONET/SDH

CHODU0

ODU0 多重送信テスト･アプリケーション

CHODU1

ODU1 多重送信テスト･アプリケーション

CHODU2 ODU2

および ODU2e 多重送信テスト･アプリケーション

CCFP-112G-3-4

CFP 100GE および OTU4、1310nm、4λ、LC

CCFP-112G-5-10

CFP 100GE および OTU4、1550nm、10λ、LC

CCFP-112G-8-10 CFP 100GE

および OTU4 および 40GE および OTU3、850nm、24 ファイバー、MPO コネクタ

CCFP-43G-5-1

シリアル CFP OC-768/STM-256、OTU3、40GE 1550nm、LC

CQSFP-43G-3-4

QSFP+ 40GE (LR4)、OTU3 および OC-768/STM-256、1310nm、4λ、LC

CQSFP-40G-8-4

QSFP+ 40GE (SR4)、850nm、12 ファイバ MPO コネクタ
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