
  

 

 同期回線、音声回線を時分割多重伝送し、LAN回線をセル変換後
に時分割多重伝送することで帯域の共有化ならびに効率化を実現し、
高品質・高信頼性ネットワークを構築します。 
 
 

ODN-533/534/535（HYB-MUX） 

 150M光複合型多重端局装置 

架収容タイプ 

ユニット完結タイプ 



■機能概要 

■システム構成例 

  
 

 同期回線、音声回線を時分割多重伝送し、LAN回線をセル変換後に時分割多重伝
送することで帯域の共有化ならびに効率化を実現し、高品質・高信頼性ネットワークを
構築します。 

 150M光ループを最大3ループまで拡張できるODN-533形（架タイプ）、ODN-534形（ユ
ニットタイプ）と、小型・低価格で1ループ対応のODN-535形（小容量ユニットタイプ）が
あります。ループ単位で最大32ノード、システムで最大64ノードまで接続できます。 
 
・両ルートへの双方向送信、受信側で正常ルートを選択する受信選択方式による高信頼性 
・LAN回線をセル化。独自方式のセルフォーマットに変換することで高効率化を実現 
・ODN-533、534は最大11ユニットまで拡張可能。必要帯域に応じた自在な拡張構成 
・ノード間を接続する150M光IFは、80km対応（標準40km）や１芯双方向の選択が可能 
・LAN収容は、帯域分割機能・流入制限機能・優先ポート伝送機能・MACフィルタリング機能を具備 
・従属同期は、外部従属・光伝送路従属・自走に対応 
・共通部の150M光伝送路部、多重分離部、CLK部、電源部は二重化構成 
・専用NMEによる集中管理 
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■ブロック図 

■トポロジー 

◆タンデム､シングルループ、マルチループ
等の様々な構成が可能です。 

◆３方路まで対応可能です。 

◆ネットワーク規模に合わせて、柔軟に増 

設可能です。 

◆タンデム構成  

 ODN-533 

◆シングルループ構成 

 ODN-534  ODN-535 

 ODN-535  ODN-533 

 ODN-534  ODN-535 
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◆マルチループ構成  
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■主な仕様 

お問い合せ KA0503166G 

本   社   〒222-0011  横浜市港北区菊名7-3-16                         TEL：045-433-3051 FAX：045-401-2194  

北海道支社 〒060-0041  札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F       TEL：011-222-7395 FAX：011-271-1560  

東北支社   〒981-3206  仙台市泉区明通3-12-2 仙台研究開発センター内 TEL：022-377-1721 FAX：022-377-1726  

中部支社   〒466-0064  名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル         TEL：052-882-4651 FAX：052-882-4652  

大阪支社   〒564-0063  吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号       TEL：06-6388-6001  FAX：06-6388-6502  

広島支社   〒730-0036  広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F       TEL：082-241-8680 FAX：082-241-8283  

九州支社   〒810-0001  福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F      TEL：092-731-2201 FAX：092-731-2238        

新製品の最新情報をホームページで提供しています。  http://www.ooi.co.jp            E-mail :  hanki@ooi.co.jp 

項目 ODN-533 形 

（マルチループ架タイプ） 

ODN-534 形 

（マルチループユニットタイプ） 

ODN-535 形 

（シングルループタイプ） 

ネットワークトポロジ ループ、タンデム、対向 

ノード台数 最大 64 台、ループ単位で最大 32 台 

伝送速度 155.52Mbps   

多重方式 TDM 系：時分割多重方式、LAN：セル多重＋時分割多重方式 

伝送フォーマット STM-1 

光送信波長 1.31μ m（40km、80km）、1.55μ m（80km）、1.31μ m/1.55μ m 一芯双方向 

適用光ファイバ SM(シングルモードファイバ) 

光方路数 最大 3 方路（3 ループ） 1 方路（1 ループ） 

ノード構成 架（１架当り 4 ユニット実装、最大

3 架構成） 

ユニット(19 インチラック実装型) 

ノードサイズ 

（突起を含まず） 

標準タイプ専用架 

W520×D300×H2300mm 以下 

ワイドタイプ専用架 

W650×D450×H2300mm 以下 

基本ユニット 

W430×D275×H550mm 以下 

拡張ユニット 

W430×D275×H400mm 以下 

小容量ユニット 

W430×D275×H400mm 以下 

パッケージ収容数 基本ユニット：12 枚（光 IF、拡張 IF、端末 IFの合計） 

拡張ユニット：12 枚（端末 IF） 

※標準タイプ専用架に実装する場合、拡張ユニットのスロット数は 

10 枚となります。 

12 枚（端末 IF） 

端末インターフェース ・10BASE-T/100BASE-TX（2port/pkg）（セル多重） 

・4W+SS/SR（3CH/pkg） 

・4W 又は 2W+SS/SR（2CH/pkg） 

・2W 電話機/対交換機（2CH/pkg） 

・OCU（2CH/pkg） 

・X.21（2CH/pkg） 

・V.24（2CH/pkg） 

・I430/I.430-a（2CH/pkg） 

・6M 電気（1CH/pkg） 

・1.5M 電気（1CH/pkg）、I431-a（1CH/pkg） 

・2M 電気（1CH/pkg） 

・64k デジタル（2ch/pkg） 

・接点（14 入力+14 出力） 

監視・制御形態 専用 NMEによる集中管理方式 

NME との接続 10BASE-T 

警報接点出力 以下の警報を 2a 出力 

システム一括、ノード一括、MJ、MN、MUX#1、MUX#2、0 系 CLK、1 系 CLK、0 系 PWR、1系 PWR 

個別警報接点出力 NME（ソフト設定）により出力したい警報項目を選択 

24 接点/pkg を最大 4 枚 14 接点/pkg を最大 4 枚 

クロック従属同期方式 外部従属、光伝送路従属、または自走 

外部クロック入出力 入力：1.5M×1、64k+8k×1/pkg  (2 枚実装で 2 系統入力) 

出力：1.5M×1、64k+8k×1/pkg  (2 枚実装で 2 系統出力) 

保守形態 前面保守 

冷却方式 自然空冷方式 

使用電源 ・DC-24V 

・DC-48V 

・DC110V（中性点接地）/AC100V/AC200V(切替無し) 

環境条件 性能保証温度：0℃～40℃  動作保証温度：-10℃～50℃ 

性能保証湿度：40%～85%  動作保証湿度：30%～90% 

 

 

製品コード ODN-533：1NTL10003、ODN-534：1NTL10004、ODN-535：1NTL0005 

！ 安全に関するご注意 
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。   

◎仕様及び外観は改良のため 
予告なく変更されることがあります。 
◎本カタログの内容は2015年9月    
現在のものです。 


