Data Sheet

主な特長
Summit X670 シリーズのスイッチは、エン
タープライズ向けデータセンターやクラウド
データセンターの新しい 10 ギガビット イー
サネット対応サーバをサポートするよう設
計されたトップオブラック型スイッチです。
Summit X670 は光モジュールと将来を保証
する 40 GbE アップリンク サポートで新し
いサーバ導入の最適化を支援し、既存のギガ
バイト イーサネット ベースのサーバから 10

GbE ベースの高パフォーマンスのサーバに
シームレスなサポートを提供しながら、新し
い仮想化環境への移行を開始します。

ExtremeSwitching™ X670 シリーズ
製品の概要

Summit X670 シリーズでは、Summit X670V と Summit X670 の 2 モデ
ルをご用意しています。Summit X670V は、小さな 1RU のフォーム ファク
タで、高密度の 10 ギガビット イーサネット スイッチングを実現します。1 つ
のシステムで最大 64 ポート、高速 SummitStack-V160 を使用したスタッ
ク システムで 448 ポートの 160GbE のスループットと分散転送をサポートし
ます。The Summit X670 モデルは、1 つのシステムで最大 48 ポート、高速
SummitStack-V テクノロジ を使用したスタック システムで最大 352 ポートを
サポートします。
用途の広い設計となっている Summit X670 シリーズは、低レイテンシのカッ
トスルー方式を採用した高密度のレイヤー 2/3 スイッチング、IPv4 および IPv6
対応のユニキャストおよびマルチキャスト ルーティングを提供し、AC と DC の
両方の電源環境でのエンタープライズ アグリゲーションとコア バックボーンの
導入を可能にします。
Summit X670 シリーズは、ExtremeXOS モジュール型オペレーティング シ
ステム (OS) の採用により、ネットワーク運用を簡素化します。この OS は
Extreme Networks の Summit および BlackDiamond イーサネット スイッチ
の全製品に使用されています。高可用性の ExtremeXOS オペレーティング シス
テムは、ネットワーク全体で 1 つの OS を使用するため、運用がシンプルで簡単
です。

10 ギガビット イーサネット スイッチング
Summit X670 モデルは、
10GBASE-X SFP+ インターフェイスを備えた 48 ポー
トの 10 ギガビット イーサネットでのノンブロッキング スイッチングを提供し
ます。Summit X670 は、レイヤー 2 とレイヤー 3 転送に対応しており、小さ
な 1RU のフォームファクタで最大毎秒 7 億 1400 万パケットの転送レートを実
現し、データセンターにおける次世代の高パフォーマンスのサーバの導入を可能
にします。両モデルとも、SummitStack-V 高速長距離スタッキングをサポート
しています。
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SummitStack-V: 10 ギ ガ ビ ッ ト
イーサネットで柔軟なスタッキング

仮想データセンターに対応

オプションの機能パックを使用して、Summit X670 スイッ
チは、仮想スイッチ レイヤーを不要にするダイレクト アタッ
標 準 の ケ ー ブ ル 配 線 と 光 学 テ ク ノ ロ ジ を XFP、SFP+、 チ (VEPA) をサポートするため、ネットワークを簡素化してパ
10GBASE-T、XENPAK などの 10 GbE に使用することを可能 フォーマンスを向上させます。ダイレクト アタッチでは、デー
にするとともに、SummitStack-V の機能により 10 GbE ポー タセンターの規模に応じてネットワーク階層を 4 ～ 5 階層から
トをスタッキングポートとして使用します。SummitStack-V わずか 2 ～ 3 階層に削減できるため、データセンターが簡素化
では、最大 40 Km の長距離スタッキング接続を行えるため、 されます。
スタッキングで発生する複雑なケーブル配線が不要になります。
データセンターの運用をさらに強化するため、Summit X670 ス
SummitStack-V 対応の 10 GbE ポートは物理的に直接接続す イッチは ExtremeXOS ネットワーク仮想化 (XNV) に対応して
る必要があります。
います。これは、ExtremeXOS オペレーティングシステム内で

40 ギガバイト イーサネット アップリンクと
高速 160 Gbps スタッキング
Summit X670V モ デ ル は オ プ シ ョ ン の VIM4-40G4X モ
ジュールを使用して、さらに 40 GbE の 4 個の QSFP+ ポート
に対応します。このオプションを使用すれば、アップリンクの
接続専用に 4 ポートの 40 GbE モジュールを使用する一方で、
サーバのインターフェイス数を 48 ポートまで最大化できます。
オプションの VIM4-40G4X により、バックボーンに 160 Gbps
集約帯域幅を実現します。40 ギガビット イーサネット ポート
はそれぞれ個別に構成できるため、1 つの 40 ギガビット イー
サネットととしても、4 つの 10 ギガビット イーサネット と
しても構成できます。つまり、VIM4-40G4X モジュールを使
用すれば、Summit X670V により 1 RU フォームファクタで
10 ギガビット イーサネットのポートを最大で 64 個サポートで
き、毎秒最大で 9 憶 5200 万パケットの転送レートでレイヤー
2 とレイヤー 3 の転送を可能にします。この構成により、前面
ポート ( 合計 480 Gbps 帯域幅 ) からアップリンクポート ( 合
計 160 Gbps 帯域幅 ) で 3 対 1 のオーバーサブスクリプション
を実現して、サーバ ポートの密度を最大化します。
Summit X670V と VIM4-40G4X を併用することで、
SummitStack-V 160 テクノロジにより 160 Gbps の高速ス
タッキングを可能にします。SummitStack-V160 では、
VIM4-40G4X で 4 個のポートのうち 2 個をスタッキング イン
ターフェイスとして使用し、残りの 2 個は 40 ギガビット イー
サネット QSFP+ ポートで使用できます。SummitStack-V160
は、Summit X460 および Summit X480 シリーズのスイッチ
で利用可能な SummitStack-V80 と互換性があります。

高頻度取引とクラスタ コンピューティングに対応する
低レイテンシのスイッチング
Summit X670 はナノ秒レベルのレイテンシを実現し、カット
スルー スイッチングをサポートしており、レイテンシに敏感な
クラスタ コンピューティングだけでなく、高頻度の取引アプリ
ケーションの最適化にも役立ちます。

環境に配慮した設計
Summit X670 シリーズは環境に優しい設計です。電力効率に
優れたハードウェア設計で、高負荷時とアイドル時の両方でシ
ステム消費電力が非常に小さくなっています。電源も非常に効
率的で、電力損失や電源装置からの無駄な発熱を最小限に抑え
ます。Summit X670 シリーズは、AC と DC の両方の電源環
境で使用できます。
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ネイティブにサポートされる、別売りの Ridgeline ( ネットワー
クとサービス管理のアプリケーション ) であり、ライセンス発
行が可能な機能パックです。XNV により、
仮想化データセンター
のインサイトを得るだけでなく、管理や自動化を実現します。

Summit X670 スイッチでは、優先度フロー制御 (PFC、つま
り IEEE 802.1Qbb) もサポートしており、サービス クラスに
基づいて独立してネットワーク トラフィックを制御できます。
PFC によって、ロスレスのスループットが必要なネットワーク
トラフィックを優先することができます。一方で、ロスレスの
スループットを必要としない、または PFC を使用しない方がパ
フォーマンスがよい他のタイプのトラフィックについては、通
常どおりの処理を続けられます。

Software Defined Networking (SDN)
ExtremeXOS に 実 装 さ れ て い る OpenFlow API に よ っ
て、 外 部 の OpenFlow ベ ー ス の SDN コ ン ト ロ ー ラ ー は
ExtremeXOS ネットワーク デバイスの転送プレーンに対する
アクセスと制御が可能になります。ExtremeXOS ベースのス
イッチは、OpenFlow を通じてプログラミング インターフェ
イスを提供します。これにより、OpenFlow ベースの SDN コ
ントローラーを実行して、上位レイヤーの多数のビジネス クリ
ティカルなアプリケーション向けにネットワーク サービスをプ
ロビジョニングする際に、高度な自動化が可能になります。
ExtremeXOS ベ ー ス の ス イ ッ チ は、Extreme Networks
Quantum プラグインを使用して、パブリックおよびプライベー
ト クラウド向けの OpenStack オープン ソース クラウド コン
ピューティング プラットフォームと統合することもできます。こ
のプラグインは、拡張性があり自動化された高度な API 駆動型シ
ステムを提供します。これにより、データセンターの相互接続ソ
リューションと大規模なマルチテナント ネットワークを管理す
る、サービスとしてのネットワーキング モデルを実現します。

オーディオ ビデオ ブリッジング (AVB)
ExtremeXOS は、IEEE オーディオ ビデオ ブリッジング (AVB)
標準に対応しており、割り当てられた Quality of Service (QoS)
により高解像度と時間依存のマルチメディアストリームに向け、
イーサネットでの音声と動画の伝送をリアルタイムで信頼性の
高いものにします。ExtremeXOS は AVB を利用して A/V トラ
フィックストリームのネットワーク リソースを特定して保有し、
同期ストリーミング機能をサポートしてイーサネットでの信頼性
と品質の高い A/V 伝送を確保します。また、AVB により、時間
依存のマルチメディア ストリームがイーサネット ネットワーク
において低レイテンシで送信され、高解像度情報とエンターテイ
メント アプリケーションのサービス品質が向上します。
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エンタープライズ コア クラスの拡張性による
DCB サポート
Summit X670 シリーズは、優先度フロー制御 (PFC)、拡張伝
送選択 (ETS)、データセンター ブリッジング交換 (DCBX) な
どのデータセンター ブリッジング機能をサポートし、データ
センターのコンバージェンスを実現します。同時に、Summit
X670 シリーズは、小規模なコア バックボーンと従来の 3 階
層のネットワーク アーキテクチャの両方に対して、コスト効
果が一段と高い 10 ギガビット イーサネット スイッチを提供
しています。Summit X670 シリーズは、コア クラスのルー
ティングおよびスイッチングの拡張性によって、10 ギガビット
イーサネットでのキャンパス アグリゲーションをサポートしま
す。Summit X670 シリーズは、最大で 16,000 個の IPv6 ロ
ンゲスト プレフィックス マッチング ルーティング テーブル、
6,000 個の IP ARP エントリ、3,000 個の IP マルチキャスト
グループエントリをサポートします。

オペレーティング システムは 1 つ
Extreme Networks は、ネットワークの運用を簡素化するため
に、BlackDiamond および Summit スイッチング ポートフォ
リオ全体で共通の 1 つの OS として ExtremeXOS を提供して
います。Summit X150 や Summit X250e などの 10/100 Mbps
スイッチング製品から、マルチ 10 ギガビット コア バックボー
ンの BlackDiamond モジュール型シャーシ スイッチに至るま
で、すべてのスイッチで同じバージョンの OS を実行できるた
め、ネットワーク全体の導入、運用、維持管理が容易となり、
運用コストを削減できます。

10 ギガビット イーサネット SFP+
Summit X670 シリーズは SFP+ 光モジュールをサポートし
ます。これにより、Summit X670V なら最大 10 メートル、
Summit X670 なら最大 3 メートルのパッシブ カッパー ケー
ブルをサポートできます。本スイッチではまた、SFP+ トラン
シーバーを使用することで、ファイバー光ケーブルの設置も可
能です。Summit X670 SFP+ ポートは、
ギガビット イーサネッ
トと 10 GbE のデュアルインターフェース速度をサポートしま
す。SFP+ ポートはギガビット SFP と 10 ギガビット SFP の双
方を受け入れることができるため、ご利用のプラグ式光モジュー
ルによっては、SFP+ ポートが両モデルで機能します。

40 ギガビット イーサネット QSFP+
Summit X670V モデルには、オプションの VIM4-40G4X モ
ジュール向けに VIM4 スロットが装備されています。VIM440G4X モジュールは、4 個の QSFP+ 光ポートと最大 4 個の
40 GbE ポートをサポートします。40 GbE QSFP+ ポートで
は、QSFP+ パッシブ ケーブルとアクティブ ケーブル、ならび
に QSFP+ トランシーバーを使用できます。40 GbE ポートは、
1 個の 40 GbE ポートまたは 4 個の 10 GbE ポートとして構成
可能です。
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図 1: エンタープライズ データセンターのサーバ向けトップ オブ ラック スイッチ

JP.EXTREMENETWORKS.COM

3

最適化された冷却オプションによる低電力消費

ロード可能なソフトウェア モジュール

Summit X670 シリーズは、消費電力が非常に小さいだけでな
く、最適化された冷却オプションを備えています。標準の 19 イ
ンチ ラックシステムに設置された多数のサーバが、前面から背
面へと通気し、冷却パフォーマンスを最大化します。左右方向
の通気に比べ、前後の通気はデータセンターのラックシステム
全体をより効果的に冷却します。Summit X670 シリーズには
2+1 のホットスワップ可能なファントレイがあり、前面から背
面または背面から前面へ、効果的に通気します。後方から前方
への通気が可能なため、10 ギガビットイーサネット SFP+ ポー
トをラックの後方に配置することができ、10GBASE-CR SFP+
パッシブ カッパー ケーブルの設置に必要なスイッチとサーバの
距離が短縮されます。

ExtremeXOS OS のモジュール型設計によって、必要な個々の
ソフトウェア モジュールを追加またはアップグレードできるた
め、ネットワークの可用性が高まります。

無停止運用のためのモジュール型
オペレーティング システム
プリエンプティブ マルチタスキングとメモリの保護

Summit X670 シリーズ スイッチでは、他の OS プロセスから
保護された個々の OS プロセスとして、Open Shortest Path
First (OSPF) やスパニング ツリー プロトコル (STP) などの各
種アプリケーションを個別に実行できます。これによりシステ
ムの整合性を高め、本質的に DoS 攻撃から保護することにな
ります。

プロセスの監視と再起動
ExtremeXOS では、プロセスの監視と再起動によりネットワー
クの可用性を向上させます。独立した OS プロセスが、それぞ
れリアルタイムで監視されます。プロセスが応答しなくなった
場合や実行を停止した場合は、自動的に再起動されます。

高可用性ネットワーク プロトコル
イーサネット自動保護スイッチング (EAPS)

EAPS によって、従来の音声ネットワークに求められるレベル
の耐障害性とアップタイムを IP ネットワークで実現できます。
EAPS は、スパニング ツリー プロトコルまたはラピッド スパ
ニング ツリー プロトコルよりも適応性が高く、1 秒未満 (50 ミ
リ秒未満 ) でリカバリできるため、VLAN の数、ネットワーク
ノード、ネットワーク トポロジに関係なく、一貫したフェイル
オーバーを提供します。EAPS によりネットワークがほぼ透過
的にリカバリされ、ボイスオーバー IP (VoIP) コールが途切れ
ることがないため、デジタル動画配信がフリーズしたりピクセ
ル化されることがほとんどありません。

スパニング ツリー / ラピッド スパニング ツリー
プロトコル
Summit X670 では、スパニング ツリー (802.1D)、Per VLAN
Spanning Tree (PVST+)、
ラピッド スパニング ツリー (802.1w)、
スパニング ツリーのマルチ インスタンス (802.1s) の各プロト
コルをサポートし、レイヤー 2 の耐障害性を実現しています。

ソフトウェアによって強化される可用性
ソフトウェアによって強化される可用性により、ネットワーク
インフラストラクチャの一部がダウンしている場合でも、ユー
ザーはネットワークに接続し続けることができます。Summit
X670
は、OSPF、VRRP、Extreme Standby Router
Protocol (ESRP、レイヤー 2 または レイヤー 3 でサポート )
などの高度なレイヤー 3 プロトコルを使用して、アップリンク
接続に問題がないか継続的にチェックし、問題を回避するよう
トラフィックを動的にルーティングします。
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図 2: Summit X670 高速アップリンクオプション
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等コスト マルチパス

IP セキュリティ

等コスト マルチパス (ECMP) ルーティングによって、パフォー
マンス向上とコスト削減のためにアップリンクの負荷を分散す
るだけでなく、冗長フェイルオーバーにも対応します。アップ
リンクに障害が発生すると、トラフィックは自動的に残りのアッ
プリンクにルーティングされ、接続が維持されます。

ExtremeXOS の IP セキュリティ フレームワークは、ネット
ワーク インフラストラクチャ、ネットワーク サービス (DHCP
や DNS など )、ホスト コンピューターをスプーフィング攻撃
や中間者攻撃から保護するのに役立ちます。また、静的構成
の IP アドレスやスプーフィングされた IP アドレスからネット
ワークを保護し、外部の信頼される MAC/IP/ ポート バインディ
ングのデータベースも構築します。これにより、特定のアドレ
スからトラフィックの発信元を提示し、直接防御できます。

リンク アグリゲーション (802.3ad)
リンク アグリゲーションによって、1 つのスイッチにつき最大
32 個、1 つの SummitStack で最大 64 個までリンクをトラン
キングすることができます。

ID 管理

Identity Manager は、ネットワークにアクセスするユーザを
ID マネージャで追跡できます。ユーザー ID は、NetLogin 認
M-LAG は、帯域幅の制限を解決し、ネットワークの耐障害性 証、LLDP 検出、および Kerberos スヌーピングに基づいて取
を高めます。その方法として、
ネットワーク トラフィックのルー 得されます。ExtremeXOS では、この情報を使用してユーザー
ティングによるボトルネックの回避、単一障害点のリスクの低 の MAC、VLAN、コンピューターのホスト名、およびポートの
Identity Manager では、
場所についてレポートします。さらに、
減、複数スイッチでの負荷分散などがあります。
ロールとポリシーを作成し、これらを組み合わせて組織構造ま
ハードウェア冗長性
たは他の論理グループに基づいたロール ベースのプロファイル
を作成します。このプロファイルを複数のユーザーに適用して、
Summit X670 シリーズ スイッチでは、高可用性を実現する
デュアル冗長 AC/DC 電源がサポートされています。電源はホッ ネットワーク リソースへの適切なアクセスを許可することがで
トスワップ可能で、
障害時に交換できます。Summit X670 では、 きます。さらに、ワイド キー ACL のサポートにより、通常の
N+1 冗長構成のホットスワップ可能なファン トレイにも対応し 送信元 / 送信先と MAC アドレスを識別の基準にするアクセス
メカニズムよりも優れた方法でフィルタリングを行い、セキュ
ています。
リティを一段と強化します。

マルチスイッチ LAG (M-LAG)

堅牢な IP および MAC セキュリティ
脅威の検出と対処
フレームワーク

CLEAR-Flow セキュリティ ルール エンジン

メディア アクセス制御 (MAC) ロックダウン

MAC のセキュリティによって、特定の MAC アドレスにポート
をロックダウンし、ポートの MAC アドレスの数を制限できま
す。この機能を使用すると、VoIP 電話やプリンターなどの特定
のホストまたはデバイスに専用のポートを割り当てて、ポート
の誤用を避けることができます。この機能は、ホテルなどの環
境で非常に役立ちます。さらに、MAC ロックダウン用にエージ
ング タイマーを構成し、( 多くの場合、頻繁に ) MAC アドレス
を変更して行われる攻撃による影響からネットワークを保護で
きます。

CLEAR-Flow セキュリティ ルール エンジンでは、第 1 段階の
脅威の検出と軽減を行い、トラフィックをセキュリティ アプ
ライアンスにミラーリングして、ネットワーク内の不審なトラ
フィックを詳細に分析します。

sFlow
Summit X670 シリーズでは、すべてのインターフェイスでア
プリケーション レベルのトラフィック フローを同時にサンプ
リングできるハードウェアベースの sFlow® サンプリングがサ
ポートされています。

2+1 冗長ファン トレイ

VIM4 スロット
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Summit X670V

冗長 AC/DC PSU
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ポート ミラーリング

脅威を検出し、防止するために、Summit X670 では多対一お
よび一対多のポート ミラーリングがサポートされています。こ
れにより、侵入検出デバイスなどの外部のネットワーク アプラ
イアンスにトラフィックをミラーリングできるため、ネットワー
ク管理者が傾向を分析したり、診断を目的として利用したりす
ることができます。ポート ミラーリングは、スタック内のすべ
てのスイッチで有効にすることもできます。

ラインレートでの入力および出力 ACL

ACL は、ネットワーク リソースの使用率の制御とネットワー
クの保護に使用されるコンポーネントの中でも、最も強力なコ
ンポーネントの 1 つです。Summit X670 シリーズでは、MAC
アドレスまたは IP 送信元 / 送信先アドレスなどのレイヤー 2、
3、4 のヘッダー情報に基づいて、システムあたり最大 2,048 個
の入力 ACL と 1,024 個の出力 ACL をサポートします。ACL
は、帯域幅、優先度、ミラーリング、およびポリシーベースのルー
ティング / スイッチングの制御を目的として、トラフィックの
フィルタリングとトラフィック フローの分類に使用されます。

サービス拒否からの保護

Summit X670 シリーズでは、効果的にサービス拒否 (DoS) 攻
撃に対処します。スイッチによって、CPU の入力キューで異常
に大量のパケットが検出された場合は、ACL を組み合わせてこ
れらのパケットが CPU に到達するのを自動的に防ぎます。しば
らくするとこれらの ACL は削除されますが、攻撃が継続する場
合は、再度組み込まれます。ASIC ベースの LPM ルーティング
により、コントロール プレーン ソフトウェアが新しいフローを
学習する必要がないため、DoS 攻撃に対する耐障害性を強化で
きます。

安全で包括的なネットワーク管理
ネットワークがエンタープライズ アプリケーションの基盤にな
ると、ネットワーク管理がソリューションの重要な機能となり
ます。Summit X670 では、コマンド ライン インターフェイス
(CLI)、SNMP v1、v2c、v3、および ExtremeXOS ScreenPlay
を組み込んだ XML ベースの Web ユーザ インターフェイスを介
して包括的なネットワーク管理をサポートしています。Summit
X670 シリーズ スイッチは、さまざまな管理オプションのほか、
Extreme Networks の他のモジュール型およびスタッキング可
能なスイッチ間での一貫性を備えているため、要求の厳しい統
合型アプリケーションを容易に管理することができます。
Extreme Networks はネットワークを容易かつ効率的に管理す
るためのツールを開発してきました。Ridgeline ネットワーク
とサービス管理により、障害、構成、アカウント作成、性能、
セキュリティ機能を提供するとともに、Extreme Networks 製
品、ソリューション、コンバージド ネットワーク内のサードパー
ティのデバイスをより効果的に管理することが可能になります。

サポート対象のプロトコルと標準
サポート対象のプロトコルと標準のリストは Extreme
Networks のウェブサイトから確認できます。
http://www.extremenetworks.com/product/extremexosnetwork-operating-system/

技術仕様

Summit X670 シリーズ
一般的な仕様
サービス品質およびポリシー
1280 Gbps スイッチ帯域幅、952 Mpps 転送レート (VIM4-40G4X 使用の
Summit X670V-48x)
960 Gbps スイッチ帯域幅、714 Mpps 転送レート (Summit X670-48x)
9216 バイトの最大パケット サイズ ( ジャンボ フレーム )
ストアアンドフォワードとカットスルー スイッチングのサポート
1 ミクロ秒未満のレイテンシ (64 バイト パケット )
128 個の負荷分散トランク、トランクあたり最大 32 メンバー
4,094 個の VLAN ( ポート、プロトコル、IEEE 802.1Q)
スイッチあたり 2,048 個の入力 ACL ルールおよび 1,024 個の出力 ACL ルール
転送テーブル
レイヤー 2/MAC アドレス数 : 128,000
IPv4 ホスト アドレス数 : 6,000
IPv4 LPM エントリ数 : 16,000

CPU、メモリ
64 ビット MIPS プロセッサ、1GHz クロック
1GB ECC SDRAM
1GB コンパクト フラッシュ
QoS、レート制限
2,048 個の入力帯域幅メーター
入力側および出力側帯域幅のポリシングとレート制限はフローまたは ACL ごと
ポートあたり 8 個の QoS 出力側キュー
出力側帯域幅のレート シェーピングは出力側キューおよびポートごと
レート制限粒度 : 8 Kbps ～ 1Mbps
LED インジケータ
ポートごとに電源の状態などを表すランプ付き
システム状態ランプ : 管理、ファン、電源
モーション検知ランプ
外部ポート

IPv6 ホスト アドレス数 : 3,000

48 個の 10GBASE-X SFP+ ポート (1G/10G デュアル スピード )

IPv6 LPM エントリ数 : 8,000

1 個の RJ-45 RS-232c シリアル ポート ( 制御ポート )
1 個の 10/100/1000BASE-T アウト オブ バンド管理ポート
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VIM4-40G4X による外部ポート (Summit X670V-48x のみ )
48 個の 10GBASE-X SFP+ ポート (1G/10G デュアル スピード )

ドイツ承認機関による TUV-R GS マーク
2006/95/EC 低電圧指令
ITE の国際安全認証

4 個の 40GBASE-X QSFP+ ポート (10G/40G デュアル スピード )
1 個の RJ-45 RS-232c シリアル ポート ( 制御ポート )

IEC 60950-1:2006 準拠の CB レポートおよび証明、および各国の逸脱

1 個の 10/100/1000BASE-T アウト オブ バンド管理ポート

AS/NZS 60950-1 ( オーストラリアおよびニュージーランド )

電源サポート

EMI/EMC 標準

Summit 450W AC PSU

北米における ITE 向け EMC

Summit 450W DC PSU

物理仕様
Summit X670
高さ : 1.73 インチ /4.4 cm

FCC CFR 47 パート 15 クラス A ( 米国 )
ICES-003 クラス A ( カナダ )
ヨーロッパにおける EMC 標準
EN 55022:2006 クラス A

幅 : 17.4 インチ /44.1 cm

EN 55024:A2-2003 クラス A (IEC 61000-4-2、3、4、5、6、11 を含む )

奥行 : 19.25 インチ /48.9 cm
重量 : 16.0 ポンド /7.3 kg (Summit X670V-48x、PSU 未搭載、VIM4-40G4X)
15.3 ポンド /7.0 kg (Summit X670-48x、PSU 未搭載時 )

VIM4-40G4X
高さ : 1.6 インチ /4.1 cm

EN 61000-3-2、8-2006 ( 高調波 )
EN 61000-3-3、1995+A2:2005 ( フリッカ )
ETSI EN 300 386 v1.3.3 (2005-04) EMC 電気通信
2004/108/EC EMC 指令

幅 : 4.1 インチ /10.3 cm

国際 EMC 認証

奥行 : 6.5 インチ /16.6 cm

CISPR 22: 2006 Ed 5.2 クラス A ( 国際エミッション )

重量 : 0.99 ポンド /0.45 kg

Summit X670 ファン モジュール
高さ : 1.65 インチ /4.2 cm

EC/EN 61000-4-2:2001 静電気放電、接触放電 8kV、気中放電 15 kV、基準 A
EC/EN 61000-4-3:2006 放射イミュニティ 10V/m、基準 A

幅 : 1.65 インチ /4.2 cm

EC/EN 61000-4-4:2005 一時的なバースト、1 kV、基準 A

奥行 : 3.98 インチ /10.1 cm

IEC/EN 61000-4-5:2005 サージ、2 kV L-L、4 kV L-G、レベル 3、基準 A

重量 : 0.357 ポンド /0.162 kg

運用仕様
運用時温度範囲 : 0°C ～ 45°C (32°F ～ 113°F)
運用時湿度 : 相対湿度 10% ～ 95%、結露なし
動作高度 : 0 ～ 3,000 メートル (9,850 フィート )
運用時衝撃 ( 半正弦 ): 30 m/s2 (3 g)、11ms、60 回の衝撃
運用時ランダム振動 : 3 ～ 500 MHz (1.5g rms 時 )
保管および輸送条件 ( 梱包時 )
輸送時温度 : –40°C ～ 70°C (–40°F ～ 158°F)

保管および輸送時湿度 : 10% ～ 95% RH、結露なし
梱包時衝撃 ( 半正弦 ): 180 m/s2 (18 g)、6ms、600 回の衝撃
梱包時の正弦振動 : 5 ～ 62 Hz ( 速度 5mm/s)、62 ～ 500 Hz (0.2G)
梱包時のランダム振動 : 5 ～ 20 Hz (1.0 ASD)、20 ～ 200 Hz (–3dB/oct)
42 インチの高さから辺と角を下にして最低 14 回落下 (15 kg 未満の箱 )

騒音
Summit X670-48x (FB): 54.3 dB(A) ～ 69.6dB(A)
Summit X670V-48x (FB): 56.6 dB(A) ～ 68.8dB(A)

規格および安全認証
北米における ITE の安全認証
UL 60950-1 第 1 版、掲載デバイス ( 米国 )
CSA 22.2#60950-1-03 第 1 版 ( カナダ )
FCC 21CFR 1040.10 ( 米国のレーザー安全規格 ) 準拠
CDRH Letter of Approval ( 米国 FDA 認可 )

ヨーロッパにおける ITE の安全認証
EN60950-1:2006
EN 60825-1+A2:2001 ( レーザー安全規格 )
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CISPR 24:A2:2003 クラス A ( 国際イミュニティ )

IEC/EN 61000-4-6:2005 伝導イミュニティ、0.15 ～ 80 MHz、10V/m 振
幅変調させない RMS、基準 A
EC/EN 61000-4-11:2004 電圧ディップおよび短時間停電、30% 以上、25 サ
イクル、基準 C
各国対応

VCCI Class A ( 日本におけるエミッション )
ACMA (C-Tick) ( オーストラリアにおけるエミッション )
CCC マーク
KCC マーク、EMC 承認 ( 韓国 )
電気通信標準
EN/ETSI 300 386:2001 (EMC 電気通信 )
EN/ETSI 300 019 ( 電気通信環境 )
EPL、EVPL および ELAN の MEF9 および MEF14 認証
SR3580 で定義された GR-1089 4 号および GR-63 3 号の一部に準拠した
NEBS レベル 3 ( フィルターの要件を除く )
IEEE 802.3 メディア アクセス標準
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000BASE-X
IEEE 802.3ae 10GBASE-X
IEEE 802.3ba 40GBASE-X
環境標準
EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 (2000-09) - クラス 1.2 保管
EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 (1999-09) – クラス 2.3 輸送
EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 (2003-04) - クラス 3.1e 運用
EN/ETSI 300 753 (1997-10) – 騒音
ASTM D3580 非梱包時のランダム振動 1.5G
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製品保証
ハードウェアは 1 年間の限定保証
ソフトウェアは 90 日保証
保証の詳細については、www.extremenetworks.com/go/warranty をご覧
ください。

電源

ダイレクト アタッチ パッシブ カッパー ケーブルで消費電力を測定。
PSU タイプ

100% トラフィック

30% トラフィック

Summit X670-48x

AC

107W

99W

DC

101W

93W

Summit X670V-48x

AC

170W

162W

Summit X670V-48x、
VIM4-40G4X 有り

DC
AC

159W
199W

150W
190W

DC

190W

181W

Summit 450W AC PSU

電源 : Summit X670V-48x

物理仕様

[AC PSU]

高さ : 1.57 インチ (4.0 cm)

公称入力定格 : 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、3.75A

幅 : 3.07 インチ (7.8 cm)

入力電流 : 3.0A (100V、低ライン )、1.2A (240V、高ライン )

奥行 : 13.31 インチ (33.8 cm)

消費電力 : 300W (1,024 BTU/h)

重量 : 3.64 ポンド (1.65 kg)

[DC PSU]
電力仕様

公称入力定格 : 48 ～ 60V、7.5A
入力電流 : 5.75A (48V、低ライン )、4.6A (60V、高ライン )

電圧入力範囲 90 ～ 264 V
公称入力定格 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、8 A

熱放散 : 280W (956 BTH/h)

全負荷時の公称入力電流
12 A @ 90 V ( 低ライン )
5 A @ 230 V ( 高ライン )

消費電力 : 280W (956 BTH/h)
電源 : Summit X670V-48x、VIM4-40G4X 有り
[AC PSU]

ライン周波数範囲 47 ～ 63 Hz

公称入力定格 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、3.75A

最大突入電流 15 A
出力 12 V、37 A 最大、450 W 3.3 V、3 A 最大、9.9 W
継続的な最大の DC 出力が 450 W を超えないこと
電源入力ソケット IEC 320 C14
電源コード入力プラグ IEC 320 C13

入力電流 : 3.4A (100V、低ライン )、1.4A (240V、高ライン )
熱放散 : 340W (1161 BTU/h)
消費電力 : 340W (1161 BTU/h)
[DC PSU]
公称入力定格 : 48 ～ 60V、7.5A

電源コード線番は 6 フィート (2 メートル ) までの場合は 18 AWG (0.75
mm2)、6 フィートを超える場合は 16 AWG (1.0 mm2)

入力電流 : 6.85A (48V、低ライン )、5.45A (60V、高ライン )

全負荷時で通常 84% の効率、高ライン

熱放散 : 330W (1126 BTH/h)

Summit 450W DC PSU
物理仕様

消費電力 : 330W (1126 BTH/h)
電源 : Summit X670-48x

高さ : 1.57 インチ (4.0 cm)

[AC PSU]

幅 : 3.07 インチ (7.8 cm)

公称入力定格 : 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、2.5A

奥行 : 13.31 インチ (33.8 cm)

入力電流 : 2.25A (100V、低ライン )、0.9A (240V、高ライン )

重量 : 2.58 ポンド (1.17 kg)

熱放散 : 225W (768 BTU/h)
電力仕様

消費電力 : 225W (768 BTU/h)

公称入力 -48 ～ -60 VDC、24 A
DC 電圧入力範囲 -35 ～ -75 V
突入電流 21A ピーク
最小ワイヤ サイズ 14 AWG (1.5 mm2) 標準カッパー
DC 出力 12 V、37 A/3.3 V、3 A
DC 出力 (W) 450 W
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[DC PSU]
公称入力定格 : 48 ～ 60V、5A
入力電流 : 4.25A (48V、低ライン )、3.35A (60V、高ライン )
熱放散 : 210W (717 BTH/h)
消費電力 : 210W (717 BTH/h)
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Summit 550W AC PSU
物理仕様
高さ : 1.5 インチ (3.8 cm)
幅 : 3.1 インチ (7.8 cm)
奥行 : 13.31 インチ (33.8 cm)
重量 : 3.64 ポンド (1.65 kg)
電力仕様
電圧入力範囲 90 ～ 264 V
公称入力定格 100 ～ 240 V、50 ～ 60 Hz、8 A
全負荷時の公称入力電流
8 A、90 V ( 低ライン )
4 A、230 V ( 高ライン )
ライン周波数範囲 47 ～ 63 Hz
最大突入電流 15 A
出力 12 V、45 A 最大、540 W 3 V、3 A 最大、10 W
継続的な最大の DC 出力が 450 W を超えないこと
電源入力ソケット IEC 320 C14
電源コード入力プラグ IEC 320 C14
電源コード線番は 6 フィート (2 メートル ) までの場合は 18 AWG (0.75
mm2)、6 フィートを超える場合は 16 AWG (1.0 mm2)
Summit 550W DC PSU
物理仕様
高さ : 1.5 インチ (3.8 cm)
幅 : 3.1 インチ (7.8 cm)
奥行 : 13.3 インチ (33.8 cm)
重量 : 3.22 ポンド (1.46 kg)
電力仕様
公称入力 -48 ～ -60 VDC、18 A
DC 電圧入力範囲 -35 ～ -75 V
突入電流 25A ピーク
最小ワイヤ サイズ 14 AWG (1.5 mm2) 標準カッパー
DC 出力 12 V、37 A/3.3 V、3 A
DC 出力 (W) 550 W

発注情報
部品番号

説明

17101

Summit X670V-48x-FB

17102

Summit X670V-48x-BF

17103

Summit X670-48x-FB

17104

Summit X670-48x-BF

17131

Summit X670 シリーズ コア ライセンス

17133

Summit X670 MPLS 機能パック

11011

ダイレクト アタッチ機能パック

17134

Summit X670 シリーズ スイッチ用 ExtremeXOS SDN - OpenFlow 機能パック

17135

Summit X670 シリーズ スイッチ用 ExtremeXOS オーディオ ビデオ ブリッジング機能パック

16499

Summit X670 サードパーティ光機能パック (40Gb QSFP+ 用 )

17122

Summit X670V 用 VIM4-40G4X、4 40GBASE-X QSFP+ ポートモジュール

10917

Summit スイッチ用 450W AC 電源モジュール、前面から背面への通気

10918

Summit スイッチ用 450W DC 電源モジュール、前面から背面への通気

10925

Summit スイッチ用 550W AC 電源モジュール、前面から背面への通気

JP.EXTREMENETWORKS.COM

9

部品番号

説明

10926

Summit スイッチ用 550W DC 電源モジュール、前面から背面への通気

10927

Summit スイッチ用 550W AC 電源モジュール、背面から前面への通気

10928

Summit スイッチ用 550W DC 電源モジュール、背面から前面への通気

17111

Summit X670 シリーズ スイッチ用ファン モジュール、前面から背面への通気、スペア

17112

Summit X670 シリーズ スイッチ用ファン モジュール、背面から前面への通気、スペア

10051H

1000BASE-SX SFP、LC コネクタ、高温

10052H

1000BASE-LX SFP、LC コネクタ、高温

10053H

1000BASE-ZX SFP、超長距離 SMF 70 km/21 DB 容量、LC コネクタ、高温

100651,3

10/100/1000BASE-T SFP モジュール、カテゴリー 5 ケーブル 100m リンク、RJ45- コネクタ
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10070H

10/100/1000BASE-T、SFP モジュール、カテゴリー 5 ケーブル 100 m リンク、RJ45- コネクタ、工業用温度

10301

10GBASE-SR SFP+、850 nm、LC コネクタ、最大伝送距離 300 m (MMF)

10302

10GBASE-LR SFP+、1310 nm、LC コネクタ、最大伝送距離 10 km (SMF)

10309

10GBASE-ER SFP+、1550 nm、LC コネクタ、最大伝送距離 40 km (SMF)

10310

10GBASE-ZR SFP+、1550 nm、LC コネクタ、最大伝送距離 80 km (SMF)
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10303

10GBASE-LRM SFP+、1310 nm、LC コネクタ、最大伝送距離 220 m ( レガシー MMF)

10304

10GBASE-CR SFP+ 終端済みの 2 軸カッパー ケーブル ( リンク長 1 m)

10305

10GBASE-CR SFP+ 終端済みの 2 軸カッパー ケーブル ( リンク長 3 m)

10306

10GBASE-CR SFP+ 終端済みの 2 軸カッパー ケーブル ( リンク長 5 m)

2

10307

10GBASE-CR SFP+ 終端済みの 2 軸カッパー ケーブル ( リンク長 10 m)

10311

40 ギガビット イーサネット QSFP+ パッシブ カッパー ケーブル アセンブリ、長さ 0.5m

10312

40 ギガビット イーサネット QSFP+ パッシブ カッパー ケーブル アセンブリ、長さ 1m

10313

40 ギガビット イーサネット QSFP+ パッシブ カッパー ケーブル アセンブリ、長さ 3m

10323

40 ギガビット イーサネット QSFP+ パッシブ カッパー ケーブル アセンブリ、長さ 5m

10315

40 ギガビット イーサネット QSFP+ アクティブ光ケーブル アセンブリ、長さ 10m

10316

40 ギガビット イーサネット QSFP+ アクティブ光ケーブル アセンブリ、長さ 20m

10318

40 ギガビット イーサネット QSFP+ アクティブ光ケーブル アセンブリ、長さ 100m

10202

QSFP+ - 4xSFP+ ファンアウト ダイレクト アタッチ パッシブ カッパー ケーブル、1m

10203

QSFP+ - 4xSFP+ ファンアウト ダイレクト アタッチ パッシブ カッパー ケーブル、2m

10321

QSFP+ - 4xSFP+ ファンアウト ダイレクト アタッチ パッシブ カッパー ケーブル、3m

10322

QSFP+ - 4xSFP+ ファンアウト ダイレクト アタッチ パッシブ カッパー ケーブル、5m

10319

40 ギガビット イーサネット QSFP+ SR4 光モジュール、MPO コネクタ、リンク長 100m

10320

40 ギガビット イーサネット QSFP+ LR4 光モジュール、LC コネクタ、リンク長 10km (SMF)

10326

40 ギガビット イーサネット QSFP+ パラレル シングル モード (PSM) MPO、MPO コネクタ、リンク長 10km (SMF)

10327

MPO - 4 個の LC デュプレックス コネクタ、SMF ファンアウト パッチ コード、10m (10326 および 10Gb ブレークアウトと併用 )

9380014-5M

MPO パラレル ファイバー - 4 x LC デュプレックス、OM3 MM ファンアウト パッチ コード、5m (10319 および 10Gb ブレークアウトと併用 )
電源コード

Extreme Networks グリーン イニシアチブとの関連で、電源コードは別売となっております。必要な場合は注文時にご指定ください。この製品の電源コードの在
庫状況等の詳細については www.extremenetworks.com/product/powercords/ を参照してください。
X670V-48x ( 部品番号 17101、17102) には対応していません。
X670-48x ( 部品番号 17103、17104) には対応していません。
1Gb のみ対応
サポート対象のデバイスおよび ExtremeXOS リリースの推奨製品のリストについては、ExtremeXOS ハードウェア / ソフトウェア互換性および推奨メトリクスに関
する文書をご確認ください。
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