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100G QSFP28 50G/25G QSFP28/SFP28 40G QSFP+ , 10G SFP+ 1G SFP  (Copper/Fiber)

Multiplay	Scale

MX シリーズ
コアルーター試験などに最適な
ハイプロトコルパフォーマンス・
モジュールです。

Functional	Depth

FX シリーズ
エッジルーターやキャリアスイッ
チ試験などに十分なパフォー
マンスと経済性を併せ持つパ
フォーマンス・モジュールです。

Protocol	Scale

PX シリーズ
高ポート密度で優れたプロトコル	
エミュレーション性能を持つ、	
プロトコルスケール・モジュール
です。

Data	Density

DX シリーズ
パケットジェネレータ機能とアナ
ライザ機能に特化した最高密度
のコストエフェクティブ・モジュー
ルです。

＊100Gx	2ポートモジュールもございます

各種インターフェースに対応したテストモジュールをご用意しています。
テストポート数、パフォーマンスに応じたテストモジュールを選択し、
シャーシに搭載します。

シャーシ型	SPT-N4U / SPT-N12U
シャーシ

モジュール

SPT-N4U SPT-N12U

FX2-10G-Sx　10G/1Gデュアルレート	SFP+モジュール
S16	:	10Gx16ポート,	1Gx16ポート
S12	:	10Gx12ポート	,	1Gx12ポート
S8			:	10Gx	8ポート	,	1Gx	8ポート
＊10Mには非対応です
＊10G/5G/2.5G/1G/100MBASE-T 対応（専用トランシーバ、ライセンスが別途必要）

< アクセサリ >10G/1GデュアルSFP+トランシーバ、10G/5G/2.5G/1G/100MBASE-T	Copper	SFP+トランシーバ

FX2-40G-Q5　	40G/10Gデュアルレート	QSFP+モジュール
40Gx5ポート,	10Gx20ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの
取扱いもございます

< アクセサリ >QSFP+トランシーバ /
DACケーブル

FX2-40G-Q5

FX2-10G-S16

FX2-1G-Sxx　	1G	SFP モジュール
S16	:	1Gx16 ポート　　S12	:	1Gx12 ポート
S8		:	1Gx	8 ポート

< アクセサリ >SFP トランシーバ

シャーシ ４U シャーシ (19 インチラックマウント可 ) 

モジュール数 最大 2 モジュール

最大消費電力 AC2,000W

電力 100V/200V の両電圧に対応

サイズ 445 (W) × 686 (D) ×178 (H) mm

重量 27kg

シャーシ 12U シャーシ (19 インチラックマウント可 ) 

モジュール数 最大 12 モジュール

最大消費電力 AC8,800W

電力 100V/200V の両電圧に対応

サイズ 445 (W) × 846 (D) × 533 (H) mm

重量 58 kg

SPIRENT TESTCENTER SPIRENT TESTCENTER

アクセサリ

MX2-11AX-2-V2 (802.11ax) 
MX2	無線 LAN11ax	V2.0	2.4/5GHz,	DFS対応 ,	2ポートモジュール

MX3-QSFP28-4　100G/50G/40G/25G/10G	QSFP28　4ポートモジュール
スピードオプション：100Gx4ポート,	50Gx8ポート,	40Gx4ポート	,	25Gx16ポート,	10Gx16ポート

< アクセサリ >QSFP28トランシーバ /DACケーブル,	QSFP+トランシーバ /DACケーブル

FX3-QSFP28-6　100G/50G/40G/25G/10GbE	QSFP28　6ポートモジュール
スピードオプション：100Gx6ポート,	50Gx12ポート,	40Gx6ポート	,	25Gx24ポート,	10Gx24ポート

< アクセサリ >QSFP28トランシーバ /DACケーブル

MX3-100Gx-T2　100G/50G/40G/25G/10Gマルチレート	QSFP28　2ポートモジュール
-マルチレートモデル		:	100Gx2ポート,	50Gx4ポート,	40Gx2ポート,	25Gx8ポート,	10Gx8ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの取扱いもございます

< アクセサリ >QSFP28トランシーバ /DACケーブル,	QSFP+トランシーバ /DACケーブル

FX3-QSFP28-4　100G/50G/40G/25G/10GbE	QSFP28	4ポートモジュール
スピードオプション：100Gx4ポート,	50Gx8ポート,	40Gx4ポート	,	25Gx16ポート,	10Gx16ポート

< アクセサリ >QSFP28トランシーバ /DACケーブル　

MX3-25Gx-S8　25G/10G	デュアルレート	SFP28　8ポートモジュール
-マルチレートモデル：25Gx8ポート,	10Gx8ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの取扱いもございます

FX3-25Gx-S8　25G/10Gデュアルレート	SFP28　8ポートモジュール
-マルチレートモデル：25Gx8ポート,	10Gx8ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの取扱いもございます

PX3-QSFP28-12　100G/50G/40G/25G/10Gマルチレート	QSFP28　12ポートモジュール
スピードオプション：100Gx12ポート,	50Gx24ポート,	40Gx12ポート	,	25Gx48ポート,	10Gx48ポート

< アクセサリ >QSFP28トランシーバ /DACケーブル,	QSFP+トランシーバ /DACケーブル

DX3-100Gx-T12　100G/50G/40G/25G/10G マルチレート	QSFP28　12 ポートモジュール
- マルチレートモデル		:		100Gx12 ポート ,	50Gx24 ポート ,	40Gx12 ポート ,	25Gx48 ポート ,	10Gx48 ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの取扱いもございます

< アクセサリ >QSFP28 トランシーバ /DAC ケーブル ,	QSFP+ トランシーバ /DAC ケーブル	　

MX2-10G-Sx		10G/1Gデュアルレート	SFP+モジュール
S12	:	10Gx12ポート,	1Gx12ポート
S8			:	10Gx	8ポート,	1Gx	8ポート
S4			:	10Gx	4ポート,	1Gx	4ポート
＊10Mには非対応です
＊10G/5G/2.5G/1G/100MBASE-T 対応（専用トランシーバ、ライセンスが別途必要）
< アクセサリ >10G/1GデュアルSFP+トランシーバ、10G/5G/2.5G/1G/100MBASE-T	Copper	SFP+トランシーバ

MX3-100GQ-T2

MX2-10G-S12

MX2-40G-Q3　40G/10Gデュアルレート	QSFP+モジュール
40Gx3ポート,	10Gx12ポート
＊他にも10Gシングルレートモデルなどの
取り扱いもございます

< アクセサリ >QSFP+トランシーバ /
DACケーブル MX2-40G-Q3

MX2-1G-Sx
1G	SFP モジュール
S16	:	1Gx16 ポート　　S12	:	1Gx12 ポート
S8		:	1Gx	8 ポート

< アクセサリ >SFP トランシーバ

MX3-25GD-S8< アクセサリ >SFP28 トランシーバ /DAC ケーブル

< アクセサリ >SFP28 トランシーバ /DAC ケーブル
FX3-25GD-S8

MX3-QSFP28-4

FX3-QSFP28-6

無線LANFlexE

DX2-10GQ-C16
10G/5G/2.5G/1G/100M	BASE-T	マルチレート-
モジュール
マ ル チ レ ート モ デ ル：10G/5G/2.5G/1G/100M	
BASE-T	16ポート
＊他にもシングルレートモデルなどの取扱いもござ
います

10G/5G/2.5G BASE-T 

DX2-10GQ-C16

MX2-11AX-2-V2

ブレイクアウトケーブル

例：100G->25G	4 本に分岐
　　40G->10G	4 本に分岐

例：QSFP 対応DACケーブルPX3-QSFP-DD-2 　	
DX3-QSFP-DD-2     
スピードオプション：	400Gx2ポート,	200Gx4ポート,	100G×8ポート,	50Gx16ポート

< アクセサリ >QSFP-DD	トランシーバ /DACケーブル　	
＊CFP8,OSFPトランシーバモデルも対応しています

FlexE-100 　FlexE対応	QSFP28　10ポートモジュール
最大500GまでのBonding,	100G/50G/40G/25G/10G/5GのMACレート
に対応

< アクセサリ >QSFP28	トランシーバ /DACケーブル

400G

PX3-QSFP-DD-2 / DX3-QSFP-DD-2
FlexE-100

N12U Only

スピードオプション対応

スピードオプション対応

PX3-QSFP28-12

DX3-100GQ-T12

スピードオプション対応

スピードオプション対応

DAC ケーブル
(ダイレクトアタッチカッパー )

FX3-QSFP28-4

スピードオプション対応

400G/200G/100G/50G/40G/25G/10G	QSFP-DD　2ポートモジュール
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