ThinkSystem DB630S
FC SAN スイッチ

NVMe およびオートメーションでビ
ジネスオペレーションを加速
業界リードのポート密度を備えた、シンプル
かつ洗練されたスケーラビリティ
Lenovo ThinkSystem DB630S は、「成長に合わせて拡張
できる」スケーラビリティにより、効率的な 2U パッケージ
内で 48 ポートから 128 ポートまで拡張することが可能で
す。
また、そのコンパクト設計により、データセンターを効率的
に拡張しながら、より少ないスイッチ台数でより多くの接続
性を実現できます。加えて 各 Q-Flex ポートは、ポートごと
に 128 Gbps をサポートし、1 対のスイッチ間で最大 8 ポー
トの ISL トランキングにより、単一の論理 ISL を構成するこ
とができます。
DB630S は、大容量データの長距離伝送をサポートするため
に伝送時の暗号化およびデータ圧縮を提供することで、帯域
幅を最適化するとともに、未承認アクセスのリスクを最小限
に抑えます。さらに、フォールト・トレラント機能とエン
タープライズクラスの RAS 機能も搭載されており、ダウン
タイムを最小限に抑えてミッションクリティカルな環境をサ
ポートします。

パフォーマンスを最大化
DB630S は、第 6 世代ファイバチャネル性能も提供して、増
大し続ける動的なワークロードにも対応します。この高いレ
ベルの性能は、市場トップクラスの低遅延と 1 秒あたり最大
5 億 6,600 万のフレーム切り替えによって実現したもので、
最大 2 億回の IOPS によりアプリケーション性能の障壁を取
り除きます。

また、カットスルー交換方式の使用によりポート間の遅延が
780 ns (FEC を含む) 以下にまで低く抑えられ、フラッシュ
ストレージのワークロード要求の一歩先をゆく洗練されたス
ケーラビリティと強力なパフォーマンスを提供します。

生産性の拡大
繰り返し行う作業を自動化するだけで、IT 組織は効率性、敏
捷性の大幅な向上と、運用ミスの劇的なリスク低減を実現で
きます。ブロケード社は、スイッチ製品および管理製品に
REST API を直接導入して、あらゆる SAN 管理ソリュー
ションに対応する幅広いラインナップを備えています。
ブロケード社の堅牢なデータ収集機能を自動化/オーケスト
レーション・ツール (Ansible など) と連動させることで、IT
組織は、構成タスクを自動化するとともに、パフォーマンス
や稼働状態の変化を可視化して監視、検出することが可能に
なります。

運用安定性の強化
Brocade Fabric Vision® テクノロジーを搭載した DB630S
は、監視の簡素化、運用安定性の向上、コストの大幅削減を
可能にする画期的なソリューションを提供します。また、IO
Insight および VM Insight も搭載されているため、管理者
は、詳細に可視化された情報を基にすばやく問題を特定し、
根本原因を迅速に分析して、解決までの時間を短縮化するこ
とができます。
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加えて、DB630S は、統合された非侵入型のリアルタイム・ネットワーク監視およびアラート通知の活用により、ファイバーチャネル
経由 NVMe （NVMe over FC） のパフォーマンスも最適化します。これにより、管理者は、ネットワークの最適な稼働状態とパ
フォーマンスを維持するための重要な知見を得ることができます。

製品仕様
モデル

柔軟性:48 個のアクティブ・ポート、トランシーバーなし
エントリー：48 個のアクティブ・ポート、32 Gbps SWL FC トランシーバー
エンタープライズ:96 個のアクティブ・ポート、32 Gbps SWL FC トランシーバー、およびエンタープライズ・ソ
フトウェア・バンドル

ファイバーチャネル・ポー
ト

最小 48 個のポートと最大 128 個のポート構成F/E/EC_Port および D_Port タイプにも対応

ポート・オン・デマンド・
オプション

24 ポート用ソフトウェアライセンス (トランシーバーなし、または 32 Gbps SWL FC トランシーバー)
8 ポート QSFP+ 用ソフトウェアライセンス (トランシーバーなし、または 8 個の 4x32 QSFP+ トランシーバー)

パフォーマンス

4/8/16/32 Gbps ポート速度の自動検出および 128 Gbps 速度に対応可
10 Gbps の固定ポート速度にオプションで設定可能

ISL トランキング (エン
タープライズ・バンドルに
付属)

フレームベースのトランキング： 1 対のスイッチ間で最大 8 つの 32 Gbps 接続により、ISL トランクあたり最大速
度 256 Gbps (512 Gbps 全二重) の単一の論理 ISL を構成

合計帯域幅

4 Tbps

最大ファブリック遅延

ローカルで切り替わるポートの遅延は 780 ns、暗号化/圧縮はノード当たり 1 us

メディア・タイプ

10/16/32 Gbps SWL/LWL SFP トランシーバー
オプションで 128 Gbps Q-Flex ポートには 128 Gbps QSFP+ も可能

ラックマウント・レール
キット

固定レールキット (標準装備)、ミッドマウント・ラックキット (オプション装備)

ソフトウェア・オファリン
グ

エンタープライズ・ソフトウェア・バンドルに Trunking、Fabric Vision、Extended Fabric を装備
Integrated Routing Software

エンクロージャー

背面から前面への通気 (ポート側排気)、2U ラックマウント

ホットスワップ・コンポー
ネント

ホットスワップ対応の冗長電源機構 ｘ 2 個と冗長冷却ファン ｘ 3 個を標準装備

保証

1 年間のハードウェアおよびファームウェア/FOS (アップグレード可能)

技術的な詳細については、ThinkSystem DB630S 製品ガイドの lenovopress.com/lp1090 を参照してください。

Lenovo をお勧めする理由

詳細情報

Lenovo は x86サーバーシステムの主要なプロバイダーです。
ポートフォリオには、ラック、タワー、ブレード、高密度、コン
バージド・システムが含まれ、エンタープライズクラスのパ
フォーマンス、信頼性、セキュリティを提供いたします。また、
ネットワーク、ストレージ、ソフトウェア、ソリューション、
サービス・サポートなど、企業が必要とするIT ライフサイクル
に対応する数々のソリューションを幅広く提供しています。

Lenovo のラックおよびインフラストラクチャーに関するソ
リューションの詳細については、Lenovo ビジネス・パートナー
にお問い合わせいただくか、次のサイトをご覧くださ
い： lenovo.com/jp/ja//c/san-fibre-channel-switches
サーバーのご用命

ストレージのご用命

Lenovo サーバーの詳細:

lenovo.com/systems/servers
Lenovo ストレージの詳細 (英語):

lenovo.com/systems/storage
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