
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主な特長 
• PCI Express*（PCIe）v3.0、x8 
• IEEE 802.3by および 

25GEthernet.org 仕様準拠 
• ネットワーク サービス ヘッダー
（NSH）による VXLAN、
GENEVE、NVGRE、MPLS、VXLAN-
GPE などのネットワーク仮想化オ
フロード 

• ハードウェアベースのアプリケー
ション トラフィック ステアリング
のためのインテル® Ethernet Flow 
Director 

• 効率的なパケット処理のために最
適化された Data Plane 
Development Kit（DPDK） 

• ネットワーク アプライアンスと
ネットワーク機能仮想化（NFV）の
ための優れたスモール パケット パ
フォーマンス 

• インテル® Xeon® プロセッサ搭載サー
バで優れたパフォーマンスを実現す
るインテリジェント オフロード 

• 仮想化サーバのパフォーマンスを
最大限に高める革新的な I/O 仮想化 

• 適応型リンクの確立による、他の 
25 GbE 対応スイッチおよびホスト 
コントローラとの相互運用性の向上 

概要 
インテル® イーサネット アダプタ XXV710 は、1/10 GbE と下位互換性のあ
る 25 GbE 接続の優れたパフォーマンスを実現し、さらなる高速への移行を
容易にします。 

インテル® イーサネット アダプタ XXV710 はインテル® イーサネット 700 シ
リーズ ネットワーク アダプタに含まれる製品です。これらのアダプタは、
サーバ接続の基盤となり、広範囲の相互運用性や、重要なパフォーマンスの
最適化に加え、通信、クラウド、およびエンタープライズ IT ネットワーク 
ソリューションの俊敏性の向上を実現します。 
• 相互運用性：広範囲のテストと検証によって裏付けられた、幅広い互換
性を提供する複数の速度とメディア タイプ。 

• 最適化：インテル® Xeon ®プロセッサ搭載サーバのネットワーク パフォー
マンスを向上させるインテリジェント オフロードとアクセラレータ。 

• 俊敏性：スケーラブルなパケット処理を実現するカーネル ドライバと 
Data Plane Development Kit（DPDK）ドライバ。 

インテル® イーサネット 700 シリーズは、35 年以上にわたる継続的なイーサ
ネット革新に基づく製品であり、インテリジェント オフロード、高度なパ
ケット処理、および高品質のオープン ソース ドライバによって、幅広いネッ
トワーク ポート速度で優れたネットワーク パフォーマンスを実現します。 

すべてのインテル® イーサネット 700 シリーズ ネットワーク アダプタが以下
の多機能のテクノロジーを備える 

 

製品概要

インテル® イーサネット 
ネットワークアダプター 
XXV710

クラウドおよびネットワーク仮想化展開のためのハードウェア
最適化機能とインテリジェント オフロード機能を備えた柔軟
でスケーラブルな 10/25 GbE ネットワーク アダプタ
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仮想化インフラストラクチャのための柔軟でス
ケーラブルな I/O 
インテル® 仮想化テクノロジー（インテル® VT）は、 
仮想化サーバ環境で卓越した I/O パフォーマンスを実現
します。 

仮想マシン デバイス キュー（VMDq）やフレキシブル 
ポート パーティショニングなどのインテリジェント オ
フロードによって、I/O ボトルネックが削減されます。
これには、仮想マシン（VM）ごとのネットワーク トラ
フィックのための SR-IOV が使用され、ネイティブに近
いパフォーマンスと VM の拡張性が実現します。サポー
トされるホストベースの機能は次のとおりです。 

エミュレートされたパス用の VMDq：VMDq は、ハイ
パーバイザが単一のネットワーク ポートを、個々の VM 
に割り当てることができる複数のネットワーク ポート
として扱うことを可能にします。トラフィック処理は
ネットワーク コントローラにオフロードされ、IT ス
タッフによる管理オーバーヘッドをほとんどまたはまっ
たく発生させずに、ポート分割の利点を得ることができ
ます。 

直接割り当て用の SR-IOV：さまざまな仮想ステーショ
ン インスタンスのアダプタベースの分離とスイッチング
により、仮想化環境での CPU の使用が最適化されます。 

 
• 最大 128 の仮想機能（VF）を利用でき、各 VF は、 

PCI Express* 階層内の I/O 関連機能のための個別の専
用データ パスをサポートできます。 

 
• たとえば、ネットワーキング デバイスで SR-IOV を使
用すると、単一のポート（機能）の帯域幅をより小さな
スライスに分割し、標準インターフェイスを介して特定
の VM またはゲストに割り当てることができます。 

 
 
拡張されたネットワーク仮想化オーバーレイ
（NVO）  
ネットワークの仮想化により、データセンター内での
ネットワーキングの方法が変化し、広範囲のトンネリ
ング手法が迅速化されました。 

NSH オフロードをともなう VXLAN、GENEVE、
NVGRE、MPLS、および VXLAN-GPE：これらのステー
トレス オフロードにより、オーバーレイ ネットワーク
でもアプリケーション パフォーマンスが維持されま
す。また、ネットワーク トラフィックを CPU コアに分
散させてネットワーク スループットを向上させること
ができます。 

NFV のための優れたインテリジェンスとパフォーマ
ンス 
アプリケーション デバイス キュー（ADq）やダイナ
ミック デバイス パーソナライゼーション（DDP）など
のハードウェア高速化機能とソフトウェア高速化機能
の組み合わせにより、カスタマイズ可能なパケット 
フィルタリングが実現されます。この高速化機能と拡
張された Data Plane Development Kit（DPDK）によ
り、クラウド ワークロードとネットワーク機能仮想化
（NFV）ワークロードの両方に関して、高度なパケット
転送と高効率のパケット処理がサポートされます。 

• ADq は、優れた I/O パフォーマンスを実現する高速
キューイングおよびシグナリング手法です。これによ
り、パフォーマンスが向上するとともに、パフォーマ
ンス ジッターが制限されます。 

• DDP は、実行時にインテル® イーサネット 700 シリー
ズ ネットワーク アダプタにプロファイル パッケージ
を適用することによるパケット処理パイプラインの変
更を可能にします。これにより、スループット、遅
延、および CPU 負荷が改善されます。 

• DPDK は、インテル® プロセッサ用のプログラミング フ
レームワークを提供し、高速データ パケット ネットワー
キング アプリケーションの迅速な開発を可能にします。 

 
 
フレキシブル ポート パーティショニング（FPP） 
FPP は PCI-SIG SR-IOV 仕様を利用しています。仮想コ
ントローラは、Linux* ホストが直接使用でき、仮想マシ
ンに割り当てることもできます。 

• ポートあたり最大 63 の Linux ホスト プロセスまたは
仮想マシンを仮想機能に割り当てることができます。 

• 複数の専用ネットワーク リソースにわたる 10 GbE 帯域幅
のパーティション分割を制御し、割り当てられた各仮想コ
ントローラに 10 Gbps の帯域幅への均等なアクセスを提供
することによって、均一化された QoS を確保します。 

ネットワーク管理者は、これらの各サービスのレート制
限により、各プロセスで使用できる 10 GbE パイプの数
を制御することもできます。 

 
 
高度なトラフィック ステアリング 
インテル® Ethernet Flow Director（インテル® Ethernet 
FD）は、このアダプタに組み込まれている高度なトラ
フィック ステアリング機能です。これは、多数のフ
ロー アフィニティ フィルタで構成されており、それら
によってフローごとに受信パケットがキューに入れられ
ることで、分類、ロード バランシング、およびフロー
と CPU コアのマッチングが実現されます。 

特定のキューへのトラフィック ステアリングにより、
CPU 内で必要とされるコンテキスト スイッチングを排
除できます。その結果、インテル® Ethernet FD は毎秒の
トランザクション数を大幅に増やし、memcached など
のクラウド アプリケーションの遅延を改善します。 
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全般   
SFP28 接続 • SFP28 コネクタを備えるインテル イーサネット ネットワーク アダプタ XXV710 は、SFP28 直接接続銅線、

25GBASE-SR、25GBASE-LR 物理メディアと、SFP+ 直接接続銅線、10GBASE-SR、10GBASE-LR 物理メディア
をサポートします。 

他の 25 GbE スイッチおよびネットワーク  
アダプタとの相互運用性 

• インテル イーサネット ネットワーク アダプタ XXV710 は、市場の SFP+、SFP28、および QSFP28 スイッチ/
ネットワーク アダプタとの幅広い相互運用性を提供し、ネットワーク インフラストラクチャ内での 25 GbE のス
ムーズな導入とアップグレードを可能にします。 

 
 

複数の CPU でのロード バランシング • Microsoft* の Receive Side Scaling（RSS）や Linux* 上のスケーラブル I/O とともに使用することにより、ネットワー
ク負荷を CPU コア全体に効率的に分散させ、マルチプロセッサ システムのパフォーマンスを向上させます。 

 

 

ほとんどのネットワーク オペレーティング システムのサポート • さまざまなアプリケーション用に幅広く展開できます。 
 

 

RoHS 準拠 • 有害物質の使用を削減するために EU 指令 2011/65/EU に準拠しています。 
 

時刻同期（IEEE 1588*、802.1as） • ネットワーク接続されたイーサネット機器がネットワーク マスター クロックに従って内部クロックを同期すること
を可能にします。これにより、エンドポイントは、リンク遅延を補正することによって、マスター時間の正確な推定
値を取得することができます。 

 

 

マルチコア プロセッサ サーバ用の I/O 機能 
インテル® Ethernet Flow Director
（インテル® Ethernet FD） 

• 高度なトラフィック ステアリング機能により、毎秒のトランザクション数が増加し、Memcached などのクラウド ア
プリケーションの遅延が改善されます。 

 

 

MSI-X のサポート • 割り込みのオーバーヘッドを最小限に抑えます。 
• 複数のコア/CPU 間での割り込み処理のロード バランシングを実現します。 

複数のキュー：デバイスあたり 1,536 の 
Tx キューと Rx キュー 

• バッファ オーバーフローを待たずに、パケットに効率的に優先順位を付けて、ネットワーク パケットを処理します。 
• キューの実際の数は、ソフトウェアの実装によって異なります。 

 

 

Tx/Rx IP、SCTP、TCP、および UDP チェッ
クサム オフロード（IPv4、IPv6）機能 
 

• プロセッサの使用率を低下させます。 
• チェックサムおよびセグメンテーション機能が、新しい標準パケット タイプに拡張されます。 

仮想化機能 
 

次世代 VMDq • 最大 256 の VMDq VM をサポートします。 
• MAC アドレスと VLAN タグに基づくデータ ソート機能のハイパーバイザからネットワーク シリコンへのオフロー
ドにより、データ スループットと CPU 使用率が改善されます。 

PCI-SIG SR-IOV の実装（デバイスあ
たり 128） 

• I/O 仮想化のための PCI-SIG 標準の実装を実現します。各ポートの物理的構成が、複数の仮想ポートに分割されま
す。各仮想ポートが、ハイパーバイザ内の仮想スイッチをバイパスすることによって個々の VM に直接割り当て
られ、ネイティブに近いパフォーマンスが実現されます。 
• インテル® VT for Directed I/O（インテル® VT-d）と統合されており、メモリ内の個別の物理アドレスを各 VM に
割り当てることによって、VM 間でのデータ保護が実現されます。 
• デュアル ポートの場合はポートあたり 64 です。 

 

 

仮想マシン ロード バランシング（VLMB） • VMLB は、チーム インターフェイスにバインドされた VM 全体にわたるトラフィック ロード バランシング（Tx/Rx）
と、スイッチ、ポート、ケーブル、またはアダプタ障害発生時の耐障害性を提供します。 

 

 

高度なパケット フィルタリング • 1536 のパケットが正確にマッチングされます（ユニキャストまたはマルチキャスト）。 
• ユニキャストとマルチキャストのそれぞれについて 512 のハッシュ エントリが提供されます。 
• プロセッサの使用率を低下させます。 
• プロミスキャス（ユニキャストおよびマルチキャスト）転送モードがサポートされます。 
• オプションで無効なフレームをフィルタリングできます。 

VLAN のサポートと VLAN タグの挿入による最大 
4096 の VLAN タグのストリッピングおよびパケッ
トフィルタリング 

• 複数の VLAN セグメントを作成できます。 

 

 

VXLAN、NVGRE、GENEVE、VXLAN-GPE+NSH、MPLS • ネットワーク仮想化環境でもアプリケーションのパフォーマンスが維持されます。 
 

 

管理機能 
 

 

ブート前実行環境（PXE）のサポート • LAN（32 ビットおよび 64 ビット）を介したシステムの起動を可能にします。 

• PXE イメージ用のフラッシュ インターフェイスを提供します。 
 

 

Unified Extensible Firmware Interface（UEFI） • OS 起動前プロセスの実行中に新しいテクノロジーを有効にして、ハードウェア上の従来の BIOS 制限に対処します。 

簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）およびリモー
ト ネットワーク モニタリング（RMON）統計カウンタ 

• 業界標準コンソールで簡単にシステムをモニタできます。 
 

 

iSCSI ブート • iSCSI を介してシステムを起動できます。 

• 追加のネットワーク管理機能を提供します。 
 

 

ウォッチドッグ タイマー • コントローラまたはソフトウェア デバイス ドライバが機能していない管理ファームウェアまたは外部デバイスに指
示を与えます。 

 

 
 

 
 
 
 
3 

機能 説明



消費電力

 

 
全般 

接続 直接接続銅線（DAC）2 軸ケーブルおよび光トランシーバをサポートするシングルおよびデュアル SFP28 ケージ  

ネットワーク標準物理層インターフェイス 25GBASE-SR/LR（光トランシーバ） 
25GBASE-CR（DAC）（CA-N、CA-S、および CA-L ケーブルをサポートするために、no-FEC、BASE-R FEC、および 
RS-FEC を自動的に有効化） 
10GBASE-SR/LR（光トランシーバ）  
10 GbE SFP+ DAC 

 

 

 
 
 
 

  
動作時温度 0 ～ 55 °C（32 ～ 131 °F） 

 
 

エアー フロー CR（DAC）には 100 LFM（55 °C）が必要、
SR 光ファイバには 250 LFM（55 °C）が必要 

 
 

保管時温度 -40 ～ 70 °C（-40 ～ 158 °F） 
 

 

保管時湿度 最大 90 %（35 °Cでの相対湿度、結露なし） 
 

 

LED インジケータ リンク（点灯）および動作（点滅） 

リンク速度（緑色 = 25 Gbps、黄色 = 10 Gbps） 

 
 
サポートされるデータ レート • 光ファイバ：1/10/25 GbE 
（ポートあたり） • 直接接続：10/25 GbE 

バス タイプ PCI Express v3.0（8 GT/秒） 

バス幅 PCI Express x8 

割り込みレベル INTA、MSI、MSI-X 

ハードウェア認証 FCC A、UL、CE、VCCI、BSMI、CTICK、KCC  

コントローラ インテル® イーサネット コントローラ XL710-BM2 
 
 
SKU 標準電力 最大電力 

シングルポート 25GBASE-CR-
 

5.9 W 8.0 W 

シングルポート 25GBASE-SR 6.7 W 8.9 W 

デュアルポート 25GBASE-CR-
 

8.6 W 11.8 W 

デュアルポート 25GBASE-SR 10.3 W 14.1 W 

寸法 167 mm X 69 mm 
 

 

 

 
構成 製品コード 

 

 

シングルポート XXV710DA1、XXV710DA1BLK 
 

 

デュアルポート XXV710DA2、XXV710DA2BLK 
 

 

 

 
インテル® イーサネット 700 シリーズ アダプタでサポートされている
ネットワーク オペレーティング システムの完全なリストについては、
次の Web サイトを参照してください。 
intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html 

 
 

 

インテル® イーサネット Optics とケーブルは、高密度イーサネット
接続のための実績のある信頼性の高いソリューションです。これら
のアクセサリをインテル® イーサネット 700 シリーズおよび 500 シ
リーズ ネットワーク アダプタと組み合わせて使用することで、信頼
性の高い相互運用性と、ネットワーク全体にわたる一貫したパ
フォーマンスが実現されます。詳細については、intel.com/ethernet 
を参照してください。 

 
 

 

  

保証 
Intel の限定ライフタイム ハードウェア保証、90 日間の返金保
証（米国およびカナダ）、および全世界でのサポート 

 

カスタマー サポート 
北米でのカスタマー サポート オプションについては、
intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html 
を参照してください。 

製品情報 
インテル® イーサネット製品については、
intel.com/ethernet を参照してください。 

 
本書は、知的所有権に対するいかなるライセンス（明示的または黙示的な、禁反言またはその他の方法による）も付与しません。インテルは、明示的か黙示的かにかかわらず、いかなる保証もいたしません。これらの

保証には、商品適格性、特定目的への適合性、および非侵害性の黙示的保証、ならびに履行の過程、取引の過程、または取引での使用から生じるあらゆる保証が含まれますが、これらに限定されません。 

本書には、開発中の製品、サービス、またはプロセスに関する情報が含まれています。本書に記載されているすべての情報は、予告なしに変更されることがあります。最新の計画、スケジュール、仕様、およびロー

ドマップの入手方法については、Intel の担当者にお問い合わせください。 
本書に記載されている製品およびサービスには、公表されている仕様から逸脱する可能性のある欠陥またはエラーが含まれている場合があります。 

Intel、インテル、Intel ロゴは、米国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。 

*その他の名称およびブランドは、その他の所有者の財産として主張される

可能性があります。 

Copyright ©2017, Intel Corporation. All Rights Reserved. 
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