
オプティカル製品紹介

・CWDM/DWDM
・ポイント･ツー･ポイント､リニア･アド/ドロップ､ 
リングネットワークトポロジ 

・最大64チャネルの拡張性
・8Mbpsから10Gbpsまでのアプリケーションを
サポート 

・主要なSAN装置ベンダーとの接続認定

FSP2000 

ADVA Optical Networking FXC LightEdge シリーズ

・1 芯の光ファイバで双方向通信を行う方式
  （1 芯異波長双方向）を採用
・LE351 は 20dB、LE361 は 28dB の光許容
損失を確保
・インライン監視機能、パフォーマンス監視機能、
リモートノードダウン機能を標準搭載
・標準で電源 2 重化及び FAN を搭載
  （Hot-swap 対応）

LightEdge351/361

FSP150cc LightEdge5000 シリーズ
・イーサネットのデマケーション(切り分け)､拡張､ 
アグリゲーション機能
・伝送距離延長と網接続のためのメディア変換
・ネットワークモニタと障害切り分けのための監視･試験
・高効率ネットワーキングのためのトラフィック制御

・1U、1.5U、2U サイズの 3 タイプのシャーシ
をラインナップ
・需要に応じて 1ch 毎に最大 8ch まで多重可
能な LightEdge 独自のプラガブルコンセプト
・最大で 31dB の光許容損失を確保
・多様なローカルインタフェースを用意
・インライン監視機能、パフォーマンス監視機能を搭載
・標準で電源 2 重化及び FAN を搭載（Hot-swap 対応） 
※FAN は電源モジュール内に搭載

保守受付サービス

オンサイト保守サービス

先出しセンドバックサービス

リモート監視サービス

365日24時間／365日9:00～17:00／平日9:00～17:00（受付）

365日24時間／平日9:00～17:00(弊社の保守作業員が現場に駆けつけ復旧を行います)

代替機を先に手配し､別途障害機を弊社窓口へご返送いただきます

弊社カスタマーセンターより常時監視を行い迅速な対応に備えます

保守・運用サービス

ご契約初期費用
･光ファイバ､コロケーション設備の調達に関わる業務委託費用
･お客様施設ならびに通信事業者設備における現地調査､設計､工事､調整費用
･保守用予備品費用

サービス運用費用

･光ファイバ回線月額費用
･保守費用
･伝送装置レンタル費用（弊社がご提供する伝送装置をレンタル利用される場合）*

* 伝送装置をレンタルでご利用頂く場合､本サービスの最低ご利用年数は 3 年とさせていただきます

サービス費用

お問い合わせは、下記のNECネッツエスアイへ

安全に関するご注意!

ネットワーク事業本部　事業企画室　商品企画部
電話 （03）5463-7412（ダイヤルイン）　 FAX （03）5463-7746
e-mail: nw-solution@nesic.com
http://www.nesic.co.jp

ご使用の際は、各構成品の取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※記載されている会社名、サービス名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載内容は、2007年4月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。

〒140-8620 東京都品川区東品川 1-39-9   電話 東京（03）-5463-1111（大代表）

光ファイバＳＩサービス
ダークファイバの活用によるビジネスの高速化
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光ファイバSIサービスは、キャンパス・事業所・データセンター・病院間等において低遅延・セキュア・高コストパフォーマンスの光ネットワークを
ご提供いたします。お客様が独自でダークファイバを調達される場合の煩わしさを、弊社が電気通信事業者として諸々の手続き全てを担い、お客様の
負荷を最小限に留めることができます。

光ファイバＳＩサービス
低遅延・セキュア・高コストパフォーマンスのネットワークをご提供します。
ダークファイバの調達から運用まで一括でサポートし、お客様のビジネスの高速化に貢献いたします。

サービス概要

通常のお客様フロー

光ファイバSIサービスをご利用になると･･･

ネットワーク検討
(回線設計･機器選定 )

ダークファイバ
　申請･申込 各種工事 保守・運用

ネットワーク構築

･機器および必要な物品の調達
･導入前の受入検査および動作検証
･現地工事
(機器設置､ケーブル敷設等 )
･拠点間での通信試験

コンサルティング

･お客様要望のヒヤリング
･お客様がご利用希望される区間の
ダークファイバ調査
･お客様要件に沿った最適な
光ファイバルートのご提案
･機器選定､スケジューリング
･ネットワーク設計
･保守運用サービスご提案

ダークファイバ調達

･現地調査
･お客様拠点のダークファイバ借用
に関する手続
(調査申込 / 接続申込等）
･ビルオーナー様､関係各所との調整

保守・運用サービス

･お客様のご要望に即した保守･
運用サービスをご提供 
－保守受付サービス
－オンサイトサービス
－センドバックサービス
－リモート監視サービス

サービスのメリット

メリット1 回線と機器を含めた“サービス”により､資金運用面でも貢献

・機器をレンタルとした場合､経費計上が可能となります。
・固定資産として購入した場合と比べ､節税･事務の省力化にも貢献いたします。
・自前の設備と違い､数年後に最新の機器に借り替えることも可能です。

メリット2 低遅延･高セキュリティなネットワークをご提供

・お客様拠点を光ファイバで直接結ぶため、低遅延なネットワークを実現いたします。
(光ファイバの長さが30kmでの遅延が約150μsec(机上計算)になります。)
・光ファイバを物理的 (レイヤー1)に占有するため､外部からアクセスすることが
技術的に不可能です。 
そのため､お客様専用のセキュアなネットワークを構築することが可能です。

メリット3 広帯域に加え､豊富なインターフェースをご提供

・WDMなどの機器を更新することで、広帯域化が可能となります。
(帯域増に伴う新たなダークファイバ敷設は必要ございません。)
・ファイバチャネルなどキャリアサービスにおいて提供されていないインターフェースも
混在させてご利用頂けます。
・上位プロトコルに依存せず、様々なアプリケーションがご利用可能です。

WDM: Wavelength Division Multiplexing：波長分割多重

サービス利用例

拠点間のLAN接続 ・オフィス間のデータ・音声通信としてご利用頂けます。
・ネットワークのポリシーを変更せずに、セグメント延長が可能です。

事業部Ｂ

事業部Ｃ

事業部Ａ

事業部Ｂ

事業部Ｃ

事業部Ａ

ダークファイバ

メディアコンバータメディアコンバータ

光ファイバSIサービス

LAN-SWLAN-SW

拠点本社

WDM WDM

WDM WDM

ダークファイバ (事業者A)FC-SW FC-SW

ストレージ

LAN-SW

FC: Fiber Channel

サーバ

ストレージ

LAN-SW

PC

ダークファイバ (事業者B)

光ファイバSIサービス

データセンター本社

データのバックアップ回線 ・ディザスタリカバリや、データセンターへのサーバ移設にご利用頂けます。
・異なるルートのダークファイバを使用することで、より信頼性の高いシステムとしてご利用頂けます。

Ethernet 10Mbps ／ 100Mbps ／ 1Gbps ／ 10Gbps

Fiber Channel 1Gbps ／ 2Gbps ／ 4Gbps

SONET/SDH OC-3、12、48、192　／　STM-1、4、16、64

PDH T1　／　E1　／　DS1　／　DS3

放送・映像 SDI　／　HDI　／　D1　／　NTSC

多種多様なインターフェース､通信速度でお客様のビジネスをサポート
します。 （下記に記載されていない回線種別もご相談ください）

25km

10Gbps

1Gbps

100Mbps

10Mbps

50km

距離
SONET:Synchronous Optical NETwork

SDH:Synchronous Digital Hierarchy　

PDH:Plesiochronous Digital Hierarchy

サービス適用範囲

近距離、そして広帯域なネットワークをお求めのお客様には最適です。更に、WDMをご利用頂くことで、より広帯域化が可能となります。

波長貸しサービス

広域イーサネット／
IP-VPN

インターネットVPN
専用線サービス

光ファイバ光ファイバ
SI サービスSI サービス
光ファイバ
SI サービス
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