
ネットワークプロダクト
■ 広域ネットワーク製品
あらゆるものがネットワークにつながる5G時代には、
大容量・低遅延・多量同時接続という5Gの特長を活か
した、様々なサービスの展開が期待されています。富士通
は、モバイル／ワイヤレス／光ネットワーク、ネットワー
ク仮想化システムなどのインフラをトータルにサポート
し、利用者に快適な通信環境を提供します。

カテゴリ フォトニクスネットワーク 大容量無線

製品名 FUJITSU Network 
1FINITYシリーズ

FUJITSU Network 
FLASHWAVE 9500

FUJITSU Network
FLASHWAVE 7040

FUJITSU Network 
FLASHWAVE 5630 
FLASHWAVE 2355

FUJITSU Network  
BroadOne  

GX4000シリーズ

製品写真

1FINITY S100

FLASHWAVE 5630

FLASHWAVE 2355

開発 富士通
富士通ネットワークコミュニケーションズ

富士通
富士通ネットワークコミュニケーションズ 富士通 富士通 富士通

製造拠点
富士通テレコムネットワークス

（小山工場）
富士通ネットワークコミュニケーションズ
（リチャードソン工場）

富士通テレコムネットワークス
（小山工場）

富士通ネットワークコミュニケーションズ
（リチャードソン工場）

富士通テレコムネットワークス
（小山工場）

富士通テレコムネットワークス
（小山工場）

富士通テレコムネットワークス
（小山工場）

特長

従来の伝送装置の機能を、
WDM、トランスポート、スイッ
チ、アクセスの4つに分割し、各
機能を1RUのブレードで提供。
キャリアのコア、メトロ伝送、
データセンター間接続などに
適用。用途やシステム規模に応
じ、自由にシステムを構成する
ことが可能。初期投資の抑制に
貢献。各ブレードはVirtuora NC
により、一元管理が可能。

波長多重により双方向最大
88波（8.8Tbps）の信号を光
ファイバーで伝送するDWDM
装置。キャリアのコア・メトロ
領域の中継用伝送装置。

波長多重により双方向最大8波
（40Gbps）の信号を一芯の光ファ
イバーで伝送する小型WDM装
置。最大80km伝送が可能で、都
市部（メトロ・アクセス領域）
の中継用伝送装置。簡単に使え
るWDMとして、プラグイン化や
オートプロビジョニング、設定簡
略化機能などを具備。

FLASHWAVE 5630は 高 精 度
QoS機能を実装した10Gアッ
プリンク対応L2スイッチ。
FLASHWAVE 2355は 各 種 リ
モート保守機能を搭載したギガ
ビットメディアコンバーター。
これらの装置の連携により、企
業向けVPNやモバイルネット
ワークなど様々なサービスにお
いて、高信頼を実現。

70GHz帯、80GHz帯を使用す
る複信方式の無線通信シス
テム。インパルス無線方式に
より小型化/軽量化/低消費電
力化を実現し、ユーザーレー
トで3Gbpsの大容量を伝送。

■ ネットワーク仮想化製品 

製品名 特長

FUJITSU Network Virtuora OM/RV ユーザの要求に応じてアプリケーションをつなぎ、ネットワークサービスを仮想的に構築・運用するソフトウェア、お
よび物理インフラを仮想化リソースとして利用可能にする仮想化基盤

FUJITSU Network Virtuora NC ネットワークの物理・論理構成を一元管理し、複雑な仮想ネットワークの設計・運用を管理するソフトウェア

FUJITSU Network ProactnesⅡ NM コア網からアクセス網までの数十万台のネットワーク装置の監視が可能。複数のネットワークサービスの経路を一元管
理することにより、エンドユーザ間の通信経路の管理も可能なソフトウェア

製品名 特長

FUJITSU Network
Virtuora SA powered by Ubiqube

マルチベンダーに対応したセキュリティ運用管理、ワークフロー制御により業務を自動化するソフトウェア

FUJITSU Network Virtuora SP サーバ・ストレージ・ネットワークの運用・保守業務に関するノウハウ（知見）をシナリオ化し、作業の自動化を実現するソフトウェア

製品名 特長

FUJITSU Network Virtuora TC ネットワークに流れる大量の通信データを、汎用PCサーバでフルワイヤーキャプチャーし、蓄積、高速検索するソフト
ウェア

FUJITSU Network ProactnesⅡ QM ネットワークのトラフィックを収集・分析し、品質の変化を検知することで、ネットワークサービスの品質を可視化し、最適化を支
援するソフトウェア

①物理 /仮想のネットワークを最適に制御するソフトウェア

②ネットワークを設計・配備してお客様に価値を提供するソフトウェア

③大量の通信データを蓄積・分析し、ネットワークの品質を可視化するソフトウェア
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■ 企業内ネットワーク製品

拠点・支店

本社・センター
センターネットワーク

モバイルネットワーク

オフィスネットワーク

広域ネットワーク

インターネット

SDN ／仮想化  IPCOM VX ／VAシリーズ

小規模オフィス向けオールインワン装置  MobiSart

ルータ  Si-R／Si-R G／Si-R brinシリーズ

LANスイッチ  SR-S シリーズ、SHシリーズ、
　　　　　　  MNOシリーズ、Catalyst シリーズ

IP Phone  SIP電話機、IP多機能電話機

認証・検疫  iNetSec シリーズ

無線LAN  SR-Mシリーズ、Arubaシリーズ
　　　　   Aironetシリーズ

モバイルPC＋通信カード
スマートフォン／携帯電話

FENICS Ⅱ  ユニバーサルコネクト

リモートアクセス  モバらくだ

SIPサーバ、IP PBX  Cisco Unified Communications Manager、
　　　　　　　　　  LEGEND-V/LEGEND-V S100

LANスイッチ  SR-Xシリーズ、Catalystシリーズ
インターネットサービス  
FENICS

SDN/仮想化　VELCOUN-X

ネットワークサーバ（サーバ負荷分散）  
IPCOM EX2シリーズ（IN/LBソフト）
認証・検疫 
IPCOM EX2シリーズ（SCソフト）

バックボーンスイッチ  Catalystシリーズ、SR-Sシリーズ

オフィスネットワーク

LANスイッチ  SR-Sシリーズ、SHシリーズ、MNOシリーズ、Catalystシリーズ

認証・検疫  iNetSec シリーズ

IP Phone  SIP電話機、IP多機能電話機

ルータ、ファイアーウォール、帯域制御
Si-R／Si-R Gシリーズ、
IPCOM EX2シリーズ（SC/NWソフト）

イントラネットサービス  
FENICS（ビジネスIP、ビジネスVPN など）

イントラネット

広域ネットワーク

カテゴリ ルータ スイッチ 統合ネットワーク
アプライアンス

統合コミュニケー
ション IP-PBX

小規模オフィス向け
オールインワン装置

製品名
FUJITSU Network  

Si-Rシリーズ
（エスアイアール シリーズ）

FUJITSU Network  
SR-Xシリーズ

（エスアールエックス シリーズ）

FUJITSU Network  
IPCOM EX2シリーズ
（アイピーコム イーエックスツー シリーズ）

統合コミュニケーション

FUJITSU Network 
LEGEND-V/

LEGEND-V S100
（レジェンド ブイ /レジェンド ブイ エス 100）

FUJITSU Network  
MobiSart
（モビサート）

製品写真

   SR-X526R1 IPCOM EX2-3500    

開発 富士通 富士通 富士通
富士通とシスコが製品
ブランドに従って各々
の開発拠点で開発

富士通 富士通

製造拠点 富士通アイ・ネットワーク 
システムズ（山梨県）

富士通アイ・ネットワーク 
システムズ（山梨県）

富士通アイ・ネットワーク 
システムズ（山梨県）

富士通とシスコが製品
ブランドに従って各々
の製造拠点で製造

富士通アイ・ネットワーク 
システムズ（山梨県）

富士通アイ・ネットワーク 
システムズ（山梨県）

特長

企業でのデータ通信
時に必要となる高性
能・高機能ルータ。

データセンターや
サーバファームでの
サーバ収容に最適な
スイッチ。

巧妙化する脅威から
のセキュリティ保護
や、サーバ／ネット
ワークの効率的な利
用など、高信頼シス
テムに必須となる機
能を提供。

音声・テキスト・ビデ
オを統合した効率的
なコミュニケーショ
ン環境を提供。
スマートフォンやPHS
を内線電話機として
利用する機能等をシ
スコとの戦略提携を
元に富士通が開発・
提供。

いつでも、どこでも、誰とで
も、自由なコミュニケーショ
ンを実現するコミュニケー
ションシステム。「Microsoft 
Office 365」との連携やス
マートフォンを内線として利
用が可能。また、BCP対策とし
て、ネットワーク障害時の迂
回機能やバッテリーによる停
電対応機能などを搭載。万一
の障害時や停電時でも通信環
境を確保し、事業継続を実現。

小規模オフィス開設
に必要なインフラ機
能（SIPサーバ／ルー
タ／無線LANアクセ
スポイント／スイッ
チ／ PSTN-GW）をA4
サイズでコンパクト
に集約。

MobiSart

Cisco Unified
IP Phone

LEGEND-V
本体装置架

LEGEND-V S100
本体装置架

Tele Presence 
Video

■ 企業向け SDN製品
富士通では、物理と仮想が混在したネットワーク
の全体可視化および一括制御を実現することで、ハ
イブリッド ITにおける効率的なネットワーク運用
を提供します。

製品名 特長

FUJITSU Network
VELCOUN-X

物理と仮想が混在するシステムのネットワーク全体を
一画面で可視化および一括制御を可能とするソフト
ウェア

Si-R G110B
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