
LX3800シリーズをご購入の際には、有償保守サービスのご契約が必要となります。

本データシートでは、製品名の「CentreCOM」を一部省略しています。
納期等詳細につきましてはお問い合わせください。

　2006 年 12 月

8CH マルチプロトコル WDM

 LX3800シリーズ

CentreCOM LX3800シリーズは、2心8波多重のCWDM製品です。ギガ
ビットイーサネット、SONET/SDH（OC-3～OC-48）、ファイバーチャネル
などのマルチプロトコルに対応することでさまざまなネットワークの混在を
提供することができます。また、伝送速度100Mbps～ 2.5Gbpsのマルチ
レートに対応し、片方向20Gbps・双方向40Gbpsの大容量伝送が可能です。
1Uでこれらのネットワークを実現可能なため、コロケーションの活用及び
運用コスト削減に有効です。
全モジュールがホットスワップに対応し、障害時には対象モジュールの交換に
よる素早い復旧を実現します。さらに各種モジュールを後から増設することが
可能ですので、システム計画に応じた自在な構築・拡張に対応します。

AT-LX3811-1
AT-LXPWR-10

 LX3800シリーズ

CentreCOM LX3800-10
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LX3800シリーズ

特長

●マルチプロトコル、マルチレート対応
ギガビットイーサネット、SONET/SDH、ファイバーチャネルなどの
マルチプロトコル、伝送速度100Mbps ～ 2.5Gbps のマルチレート
に対応しているため、対応するラインカード（AT-LX3811-1～ 8）の
装着により複数のネットワークを混在させることが可能です。

●SFP採用による柔軟なネットワーク構成
ラインカードに装着させるSFPを交換することで、ネットワーク
構成の変更に最小コストで対応することができます。ギガビット
イーサネットの場合は距離を選択することが可能です。

●高さ1U、2心8波多重CWDM装置
1Uシャーシにラインカードを8枚装着可能なため、拡張性が高く、
コロケーションの有効活用、コスト削減も可能なCWDM伝送装置
です。

●リダンダント電源ユニットに対応
オプション（別売）のリダンダント電源ユニットを装着することで
電源の冗長化が可能なため、電源障害による影響を抑えます。

●ループバック機能
独自のループバック信号により、対向機器間の伝送路状態を確認
することが可能です。

●ミッシングリンク機能
ローカルポートの障害をリモート側に通知し、該当チャンネルの
リンクを遮断します。
またLX3800間の光ファイバー障害時、それぞれのローカルポートに
対しても通知します。
スイッチの冗長プロトコルと組み合わせた場合のトリガー機能と
しても活用することができます。

●SNMP管理機能
マネージメントモジュールを本体に内蔵しています。本製品のみで
SNMPによるイーサネットを介したLX3800の状態監視が可能
です。

製品ラインナップ

●CentreCOM LX3800
SNMP機能・WDM機能を内蔵した、高さ1Uの業界最高水準
コンパクトシャーシです。電源の冗長搭載も可能で、さまざまな
環境でご利用いただけます。波長別のラインカードを8枚まで装着
することが可能で、最大20Gbps（片方向）の大容量伝送を行う
ことが出来ます。

●AT-LXPWR-10
LX3800用のAC100V電源ユニットです。シャーシへの冗長搭載が
可能で、運用中に電源障害が発生した場合でもシステムの運用を
バックアップすることが可能です。

●AT-LX3811-x
100Mbps～ 2.5Gbpsの自動クロック検出機能を実装した、長距離
伝送モジュールです。各波長専用となる8種類のラインカードを、
多重するチャンネル数に応じてご使用いただけます。
ラインカードは使用されているトラフィックの伝送レートを自動的に
認識するため、特別な設定をすることなく100Mbps～ 2.5Gbpsの
トラフィックに対応することが可能です（対応SFP使用時）。

コードNo. 製品名 製品概要
10029 CentreCOM LX3800-10※ 8CHマルチプロトコルWDMシャーシ（AC100V電源）
10031 AT-LXPWR-10 AC100V電源ユニット
10033 AT-LX3811-1 マルチプロトコルWDMラインカード（1470nm）
10034 AT-LX3811-2 マルチプロトコルWDMラインカード（1490nm）
10035 AT-LX3811-3 マルチプロトコルWDMラインカード（1510nm）
10036 AT-LX3811-4 マルチプロトコルWDMラインカード（1530nm）
10037 AT-LX3811-5 マルチプロトコルWDMラインカード（1550nm）
10038 AT-LX3811-6 マルチプロトコルWDMラインカード（1570nm）
10039 AT-LX3811-7 マルチプロトコルWDMラインカード（1590nm）
10040 AT-LX3811-8 マルチプロトコルWDMラインカード（1610nm）

　※ CentreCOM LX3800 と AT-LXPWR-10 で構成されています。
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※ CentreCOM LX3800-10には標準でAT-LXPWR-10が１つ搭載されています。

構成図

外観図

 ●2地点間の接続例
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 ● 40Gbps（Full Duplex）ループ型バックボーンの構成例
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〈本　　　社〉 TEL 03-5437-6100（代表）
〈北海道事業所〉 TEL 011-716-3121（代表）
〈東北事業所〉 TEL 022-225-1510（代表）
〈北関東事業所〉 TEL 048-650-6081（代表）
〈西関東事業所〉 TEL 045-228-6861（代表）

〈名古屋事業所〉 TEL 052-972-0175（代表）
〈北陸事業所〉 TEL 076-265-3800（代表）
〈大阪事業所〉 TEL 06-6373-6430（代表）
〈京都営業所〉 TEL 075-706-6061（代表）
〈中国事業所〉 TEL 082-542-2780（代表）

〈四国事業所〉  TEL 087-811-3520（代表）
〈岡山営業所〉 TEL 086-801-3130（代表）
〈九州事業所〉 TEL 092-481-2200（代表）
〈沖縄営業所〉 TEL 098-863-7288（代表）

販売店

ご使用の際は製品に添付されたマニュアル
をお読みになり正しくご使用ください。

安 全 の た め に �����������（月～金／9:00～17:30）ネットワーク構築などのご質問やご相談は

製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等 ��������������������������������

LX3800シリーズ

AC12G-L01.3/0612-00**-KKB100%再生紙使用 植物性大豆油インキ使用 水なし印刷

● CentreCOMはアライドテレシスホールディングス㈱の登録商標です。● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
● 弊社製品を日本国外へ持ち出されるお客様は下記窓口へご相談ください。

仕様
CentreCOM LX3800-10
8CHマルチプロトコルWDMシャーシ（AC100V電源）
準拠規格 IEEE 802.3

IEEE 802.3u
10BASE-T
100BASE-TX

適合規格 EMI 規格
安全規格

VCCI クラス A
UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1

ポート LINE
　使用ケーブル
　中心波長

　送信光レベル

　受信光レベル

　許容損失※1

　分散耐力
　最大伝送距離※2

SCコネクター                                      × 2
シングルモードファイバー（ITU-T G.652準拠）
1550nm帯の 8波長
（1470nm、1490nm、1510nm、1530nm、
（1550nm、1570nm、1590nm、1610nm）
（最大）3dBm
（最小）0dBm
（最大）-7dBm
（最小）OC-3：-33dBm、OC-12：-31dBm、
　　　  GbE/FC：-29dBm、OC-48：-26dBm
OC-3：33dB、OC-12：31dB、
GbE/FC：29dB、OC-48：26dB
1600ps/nm
80km

MANAGEMENT 10/100BASE-TX（RJ-45 コネクター） × 1
　オートネゴシエーション、MDI-X

CONSOLE RS232（ミニDIN 8ピン メス）            × 1
マネージメント SNMP：MIB-II（RFC1213）, Private MIB, Trap

Telnet 又はシリアルによるコンソール接続、TFTPまたはXmodemに
よるファームウェアダウンロード

LED ポート LED
100M L/A

10M L/A

（緑）

（橙）

100Mbps でリンク確立時に点灯、データ転送
時に点滅
10Mbps でリンク確立時に点灯、データ転送
時に点滅

ステータス LED
FT
CO

PA

PB

（赤）
（緑）

（緑）

（緑）

システム異常発生時に点灯
ログイン時に点灯、ファームウェアのダウン
ロード時に点滅
電源ユニットAからの電源供給時に点灯、
電源ユニットAの異常発生時に点滅
電源ユニットBからの電源供給時に点灯、
電源ユニットBの異常発生時に点滅

電源部 定格入力電圧
入力電圧範囲
定格周波数
定格入力電流
最大入力電流（実測値）
平均消費電力
平均発熱量             

AC100-240V
AC90-264V
50/60Hz
1.5A
0.66A※ 3

53W（最大 63W）※3

190kJ/h（最大 230kJ/h）※3

環境条件 動作時温度
動作時湿度
保管時温度
保管時湿度

0～ 40℃
80%以下（結露なきこと）
-25 ～ 60℃
95%以下（結露なきこと）

外形寸法 440(W) × 467(D) × 44(H) mm （突起部含まず）
質量 7.3kg（最大 8.5kg）
パッケージ内容 本体、 AC電源ケーブル※4、電源ケーブル抜け防止フック※4、

取扱説明書（LX3800、 AT-LXPWR-10 各１部）、
CD-ROM（コマンドリファレンス）、シリアル番号シール（2枚×2種）、
19インチラックマウントキット（1式）、RS-232ケーブル※5

※ 1 同一製品を対向で使用した場合。
 使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。
※ 2 使用ケーブルの損失が 0.25dB/km 以下かつ、分散が 20ps/nm・km以下の場合
※ 3 下記のモジュールを装着した場合
 ・ラインカード AT-LX3811-x （x:1 ～ 8） ×各 1（計 8）
 ・電源ユニット AT-LXPWR-10  × 2
※ 4 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は設置業者に

ご相談ください。
※ 5 D-Sub 9ピン（オス）⇔ミニDIN 8ピン（オス）

AT-LXPWR-10　AC100V電源ユニット
電源部 定格入力電流

定格入力電圧
入力電圧範囲
定格周波数
定格出力

1.5A
AC100V-240V
AC90-264V
50/60Hz
DC3.3V 25A、DC5.0V 4.0A、DC12.0V 0.5A

環境条件 動作時温度
動作時湿度
保管時温度
保管時湿度

0～ 40℃
80%以下（結露なきこと）
-20 ～ 60℃
95%以下（結露なきこと）

外形寸法 156(W) × 168(D) × 40(H)mm （突起部含まず）
質量 970g
パッケージ内容 本体、電源ケーブル（AC100V 用）※、

電源ケーブル抜け防止フック※、インストレーションガイド、
シリアル番号シール（2枚）

※ 同梱の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は設置業者に
ご相談ください。

AT-LX3811-x（x：1～8）
マルチプロトコルWDMラインカード
ポート SFPスロット                                                                                 × 1
LED ステータス LED

RDY （緑） 動作時に点灯、スロット不適合時および
ファームウェアのダウンロード中に点滅

ローカルポート LED
TX

RX

（緑）

（緑）

装着したSFPからの信号送信時に点灯、
リンク試行時に点滅
装着したSFPの信号受信時に点灯

リモートポート LED

SYNC

TX

RX

（緑）

（緑）

（緑）

対向機器との信号同期時に点灯、RX信号同
期時に速点滅、TX信号同期時に遅点滅
対向機器への信号送信時に点灯、リンク試行
時に点滅
対向機器からの信号受信時に点灯、リンク試行
時に点滅

環境条件 動作時温度
動作時湿度
保管時温度
保管時湿度

0～ 40℃
80%以下（結露なきこと）
-20 ～ 60℃
95%以下（結露なきこと）

外形寸法 47(W) × 206(D) × 30(H) mm （突起部含まず）
質量 85g
パッケージ内容 本体、インストレーションガイド、シリアル番号シール（2枚）

対応SFPモジュール（別売）
　AT-SPSX
　AT-SPLX10
　AT-SPLX40
　AT-SPZX80
　AT-SP2670/SR
　AT-SP2670/IR

1000BASE-SX                                      （2 連 LCコネクター）
1000BASE-LX                                       （2 連 LCコネクター）
1000M SMF （40km）                            （2 連 LCコネクター）
1000M SMF （80km）                            （2 連 LCコネクター）
マルチレートSMF （2km）                    （2 連 LCコネクター）
マルチレートSMF （15km）                  （2 連 LCコネクター）


