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光バックボーンインフラを支えるメトロ
SONETシステム：FLASHWAVE 4500 

Metro SONET System Supporting Optical Backbone Infrastructure:  
FLASHWAVE 4500 

あらまし  
57, 4, 07,2006 

加入者の急激なブロードバンド化とサービスの多様化により，ネットワークが大きく変

わろうとしている。加入者を収容する様々なアクセスネットワークからの信号を効率良く転

送するメトロネットワークは，従来のSONET/SDHベースのネットワークからIPベースの

ネットワークへの変革が進展している。富士通は，このネットワークの変革にいち早く対応

するためFLASHWAVE 4500を開発した。 
本稿では，FLASHWAVE 4500の開発のねらい，およびネットワークの進展に柔軟に対

応できるシステムの特長について述べる。さらに，メトロネットワークとレイヤ2機能の融

合のための今後の機能拡充を示し，次世代の光バックボーンインフラの将来系について

も触れる。 

Abstract 

Driven by rapid increase of broadband subscribers and strong demands for multiple 
services from broadband subscribers, carrier networks are dramatically migrating to the 
next-generation network.  The metro network, which effectively transports user traffic from 
a variety of access networks, is evolving from a SONET/SDH-based network to an IP-based 
network.  To keep up with the fast-paced network evolution, Fujitsu has developed the 
FLASHWAVE 4500 Multiservice Provisioning Platform (MSPP).  This paper describes the 
goal of the FLASHWAVE 4500 development and the features of this platform that enable 
flexible adaptation to network changes.  It also describes the future enhancements that will 
be made to converge metro-network and layer2 functionality in this platform to make it 
suitable for the future next-generation optical backbone infrastructure. 
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Fig.1-Network layer architecture. 

ま え が き 

 近年，加入者のブロードバンド化が急激に進み，

ネットワークを流れるトラフィックは電話サービス

だけでなく，データや画像信号のトラフィックが増

大している。これに対応するため，効率的に伝送す

るためのネットワークの見直しが急速に進んでいる。

とくに，メトロネットワークはアクセスネット

ワーク，および高密度波長分割多重（DWDM：

Dense Wavelength Division Multiplexing）による

ロングホールネットワークと効率的に融合した，大

容量かつ経済的なネットワークへの大きな変革期を

迎えている。富士通はこのネットワークの変革にい

ち早く対応するため，メトロSONETシステムとし

てFLASHWAVE 4500を開発した。 
 本稿では，従来の電話サービスなどの時分割多重

（TDM：Time Division Multiplexing）を主体とし

た既存メトロネットワーク（SONETリングネット

ワークが主流）に整合し，かつイーサネットやビ

デオサービスなどのパケット信号を効率的に取り

込み，今後の光バックボーンインフラを支える

FLASHWAVE 4500について紹介する。 

FLASHWAVE 4500の開発のねらい 

 現在のネットワークは，図-1に示すように，アク

セス，メトロ，ロングホールの三つのネットワーク

から構成されている。アクセスネットワークは，加

入者向けの多様なサービス，およびブロードバンド

化が進展し，急激にIPトラフィックが増大してい

る。メトロネットワークではこのIPトラフィック

の経済的な伝送が要求されているとともに，トラ

フィックの増大に柔軟に対応できる拡張性，および

専用線サービスに対応するための信頼性も要求され

ている。また，ロングホールネットワークでは光の

まま多重して伝送するDWDM装置が多く用いられ

ているため，メトロネットワークではDWDM装置

とのシームレスな接続性によるネットワークコスト

低減も要求されている。 
 このような背景のもと，FLASHWAVE 4500を以

下のコンセプトで開発した。 
（1） SONET規格に準拠した，OC-192，OC-48，

OC-12，OC-3（OC：Optical Container）を収

容するとともに，既存のPDH（Plesiochronous 
Digital Hierarchy）信号を収容しネットワーク

の進展に柔軟に対応する。 
（2） IP信号は，SONETフォーマットで伝送する

EoS（Ethernet over SONET）方式で収容する

ことにより，信頼性の確保と装置実現性におけ

る共通化を図る。 
（3） OC-192，OC-48インタフェースでは，DWDM

用の波長光源を搭載し，DWDM装置と直接接続

を実現する。 
（4） 柔軟な拡張性を提供するため，1シェルフで運

用ができるスタンドアロン構成から，最大3シェ

ルフを一つのシステムとしてマネジメントやク

ロスコネクト処理ができるマルチシェルフ構成

を実現する。 
 このように，FLASHWAVE 4500は，SONET規
格をベースとして，既存ネットワークとの親和性を

持たせながら，イーサネットやDWDM機能などの

新規機能を提供している。また，その運用・拡張性

に柔軟性を持たせることにより，キャリアにとって，

初期投資コストを抑えながら，ネットワークのトラ

フィックの増大に対応してタイムリに増設できる

アーキテクチャを有している。 

FLASHWAVE 4500の特長 

 FLASHWAVE 4500の仕様概要を表-1に，外観を

図-2に示す。また，FLASHWAVE 4500のコンセプ

トを実現するための特長を以下に述べる。 
（1） ユニバーサルスロット運用 
 FLASHWAVE 4500では，SONET，PDH，EoS，
DWDMに対応するため多種多様のインタフェース
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表-1 FLASHWAVE 4500仕様概要 

ネットワーク 
運用形態 

・ポイント－ポイント：Terminal，Linear 
 ADM(1＋1) 

・リング：UPSR，2F-BLSR，4F-BLSR， 
RPR 

インタフェース 
ユニット種類 

・DS1，DS3，EC1 
・OC-3/STM-1，OC-12/STM-4（1.3 nm， 

1.5 nm） 
・OC-48/STM16，OC-192/STM64 
（1.3 nm，1.5 nm，colored） 
・Ether/RPR（10/100Base-T，GbE） 
・DVB-ASI 

クロスコネクト 
容量 

・STS: 1344×1344～5760×5760 
・VT: 5376×5376～10 752×10 752 

クロック同期 
・Internal Stratum 3 timing source 
・Sync. Status Messaging (SSM) 
・BITS Primary and Secondary In/Out 

監視・制御 

・TL1 protocol over X.25，OSI//LCN 
・TCP/IP and X.25 gateway function 
・Software download 
・Remote memory backup/restore 
・Full suite of in-service upgrades 

外形寸法・重量 ・幅×奥行×高さ：546×305×580（mm） 
・重量：60 kg 

 

 
図-2 FLASHWAVE 4500の外観 

Fig.2-FLASHWAVE 4500 appearance. 
 

を提供している。これらのインタフェースは基本的

に同形状のユニットで実現しており，また，そのユ

ニットの装置への収容に制限を持たせないこと（ユ

ニバーサルスロット運用）で，ネットワーク設計者

に自由な回線設計を提供している。キャリアのネッ

トワークでは，トラフィックの増大に伴い，リング

ネットワークを追加するオーバレイリングの構築や，

OC-3リングをOC-12リングへ再構築して帯域その

ものをアップグレードする増設がよく行われている。

FLASHWAVE 4500では，増設するネットワーク構

成に応じて必要になる追加ユニットの収容が，既稼

働のネットワークへ影響なく収容させることが可能

となっている。また，運用しているユニットを新た

な大容量ユニットへ入れ替える場合，サービス中断

を伴うことなく実現できる機能を提供しており，回

線運営管理者は容易にネットワーク構成を変更する

ことができる。 
（2） Data over SONET方式 
 パケット通信を含むデータ通信のアプリケーショ

ンに柔軟に対応し，かつSONETをベースとした信

頼性，運用性の利点をキャリアが享受できるように

Data over SONET技術を具備したデータ通信接続

を提供している。Ethernet over SONET，RPR
（Resilient Packet Ring） over SONET，DVB-ASI
（Digital Video Broadcasting Asynchronous Serial 

Interface） over SONETなどの機能を提供するこ

とによりFTTxアプリケーション，LANアプリケー

ション，およびインターネットでビデオを配信する

IPTVアプリケーションなどの幅広い分野でのサー

ビス提供を可能とする。 
 データ通信パケットをSONETペイロード（情報

転送のための情報領域）で伝送することによる利点

を以下に示す。 
・既存のSONETネットワークが具備するBLSR
（Bi-directional Line Switched Ring），UPSR
（Uni-directional Path Switched Ring）などの高

信頼冗長技術のデータ通信への適用。 
・回線運営管理者が使い慣れたSONETの回線設定

や警報監視システムの継続的使用。 
・必要な帯域に応じて仮想的にタイムスロットを連

結するVirtual Concatenation技術による伝送帯

域の効率的使用。 
・警報転送による上位レイヤの冗長プロトコルとの

親和性。 
・パケットなどの廃棄カウンタ，各種エラーカウン

タによる回線状態の常時監視と15分ごと，およ

び1日ごとの統計カウンタによる集計。 
（3） DWDMシステムとのシームレスな接続 
 ロングホールネットワークではDWDMシステム

の導入によりネットワークコストの低減が進んでい

る。また，メトロネットワークでも回線需要の増大

に伴い，DWDMシステムの導入が行われている。

FLASHWAVE 4500では，DWDMシステムと同じ
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図-3 FLASHWAVE 4500 3シェルフ拡張構成 

Fig.3-FLASHWAVE 4500 3-shelves extension. 

波長光源を搭載することで，トランスポンダなどの

機器を介することなく，DWDMネットワークに直

接接続することが可能となる。この結果，ネット

ワーク構築コストの更なる低減に寄与できる。 
 なお，一つの光源でDWDM帯域全体をカバーし

ている。 
（4） マルチシェルフ運用 
 FLASHWAVE 4500は，最大3シェルフを結合し

て一つのシステムとして運用することが可能であり，

最大インタフェース収容数を60スロット，クロス

コネクト容量を280 Gbpsまでリニアに拡張できる。

従来，この領域は高価なDXC（Digital Cross 
Connect）システムを必要とした。FLASHWAVE 
4500により安価に，かつ既設設備からの拡張が可

能となり，ネットワーク容量の変化に柔軟に対応で

きる（図-3）。 
（5） 保守運用者の負担を軽減する制御・監視機能 
 FLASHWAVE 4500は，SONET規格をベースと

した既存ネットワークの機能やイーサネット，

DWDM機能などの新規機能を搭載しているが，容

易な操作性と拡張性によりお客様の運用の負担を軽

減している。また，様々なネットワークでの運用を

想定し，多様な監視インタフェースへ対応できる。 
 保守運用に関する特長を以下に示す。 

・操作の容易性と拡張性 
 多種多様なインタフェースユニットをユニバーサ

ルスロットへ容易に収容できるよう，使用するイン

タフェースユニットを空いているスロットへ実装す

るだけで，基本設定を自動的に行うAutoプロビ

ジョニングによるプラグアンドプレイ機能を有する。

また，インタフェースの拡充リリースやソフトウェ

アの機能エンハンスは，ハードウェアインフラを変

えることなく，簡単な遠隔操作でエンハンス可能な

標準プロトコルによるリモートソフトウェアダウン

ロード機能を有する。 
・多様な監視インタフェースへの対応 
 イーサネット信号の収容とともに，保守や監視形

態もこれまでのOSIやTCP/IPネットワークを経由

した遠隔によるTL1ベースの操作，およびSNMP
（Simple Network Management Protocol）での監

視機能も実装した。また，専用の監視制御装置

（NETSMART 1500）を用いたネットワーク運用に

加え，北米キャリア標準オペレーティングシステム

での運用管理や市販のSNMPマネージャでの運用

管理を実現できるよう，標準インタフェースに準拠

している。 

今後の展開 

 FLASHWAVE 4500は，今後のメトロネットワー

クの進展に伴い，さらなる機能拡充を行っていく予

定である。主な機能拡充としてメトロネットワーク

へ加入者サービス信号を効率的に収容するためのレ

イヤ2機能の拡充，およびオペレーションコストの

更なる低減を目指した GMPLS （ Generalized 
Multi-Protocol Label Switching）制御への対応を

予定しており，それらについて以下に述べる。 
（1） データ系機能の拡充 
 ますます需要が高まり機能の充実が要求されてい

るデータ系機能の拡充も重要である。VLAN技術の

一つであるプロバイダタグの付与によるQinQ対応

（VLANタグを使ったトンネリング技術）型レイヤ2
経路を提供することにより， VPN （ Virtual 
Private Network）などを含む様々な形態のイーサ

ネットサービスを支援する。さらに，コアネット

ワークで標準となっているMPLS（Multi-Protocol 
Label Switching）を取り込むことにより，QoSや
経路の設定など提供機能と運用の両面での拡充を目
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図-4 GMPLSによるネットワークマネジメント例 

Fig.4-Example of network management by GMPLS. 
 

指す。具体的にはこれまでのクラスごとから更に細

分化されたフローごとの制御を可能とする。フロー

ごとのポリシング，スケジューリング，そのほかの

付加価値機能を提供することにより，エンドユーザ

の様々な形態のサービス要求に対応する。これによ

りインターネットアクセス，ファイル転送，音声

（VoIP），放送品質映像配信，ビデオオンデマンド

など帯域や品質の要求が異なるサービスを同一の

ネットワークで提供することが可能となる。また上

位レイヤプロトコルを収容することにより，要求さ

れる帯域を確保しながら必要な経路を自動設定した

り，予備経路を設定したりする。これにより信頼度

の高いネットワークが低い運用コストで実現できる。

さらに，回線運用管理の面ではエンドユーザからの

サービスオーダから提供までの時間を格段に短縮す

ることができ，競争力のあるサービスの提供が可能

となる。MPLS技術とともに，パケット伝送技術を

用いてパケット信号以外のフレームリレー，ATM，

TDMを収容するPW（Pseudo Wire）技術を適用す

ることにより，真のマルチプロトコル収容ネット

ワークを実現する。FLASHWAVE 4500ではこれら

の技術とレイヤ2機能を組み合わせて提供すること

により，メトロネットワークの帯域利用の効率，お

よびプロバイダエッジスイッチルータのポート使用

効率改善とが相まってネットワークの設備コスト，

運用コストを大きく削減することを可能とする。 
（2） GMPLSへの対応 
 既存のネットワークでは，IP網・TDM網・DWDM

網それぞれ独立に回線運用管理者が，専用の制御装

置を介して運用・管理している。そのため，ネット

ワークの増設や変更にはそれぞれの運用設定を変更

する必要があり，その期間を短縮しオンデマンドで

即時の運用変更を可能とすることが強く望まれてお

り，それを実現する技術としてGMPLSが期待され

ている。FLASHWAVE 4500は，ユニバーサルス

ロット運用を実現するために，制御オーバヘッドパ

スについても制限のない自由な経路構築ができる仕

組みを持っているため，部分的な変更でGMPLSへ
対応可能である。今後は，ネットワークの需要変動

に即時対応する自立型ネットワークの経路を決定す

る，標準化されたコントロールプレーンを装置へ組

み込み，GMPLS制御を実現していく予定である

（図-4）。 

む  す  び 

 本稿では，FLASHWAVE 4500の開発のねらい，

システムの特長，および今後の展開について述べた。

加入者のブロードバンド化の進展に伴い，メトロ

ネットワークは従来のSONETベースのシステムか

らIPパケットベースのシステムへ急速に進展して

いる。富士通は，今後もサービスの変革，ネット

ワークの変革に柔軟に対応し，光バックボーンインフ

ラを支えるメトロ伝送システムとしてFLASHWAVE 
4500を拡充していく予定である。 


