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仕様シート | Stealthwatch フロー コレクタ 4010 

 

 

 

 

初回出荷日：2015 年 3 月 

最終出荷日：現在出荷中 

Stealthwatch フロー コレクタ 4010 の一般的な構成は、次のとおりです。外観はモデルによって異なる
場合があります。  

前面 

 

背面 

 

仕様 

1 秒あたりの最大フロー（fps） 最大エクスポータ数 

120,000* fps 2,000 

フロー ストレージ アドレス指定可能ストレージ 

4 TB、RAID-6、冗長構成 6 TB 

ラック ユニット（マウント可能） Weight 

1U 
スライディング準備レール  

41 ポンド（18.6 kg） 

ハードウェア プラットフォーム ハードウェアの世代 

R630 13G 

出荷時の寸法 出荷時の重量 

高さ： 11 インチ（27.9 cm） 

幅： 25 インチ（63.5 cm） 

奥行： 36 インチ（91.4 cm） 

65 ポンド（29.5 kg） 

- 続く - 
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寸法 ネットワーク 

高さ： 1.68 インチ（4.3 cm） 

幅： 19 インチ（48.2 cm）（ラック ラッチあり） 

 17.08 インチ（43.4 cm）（ラック ラッチなし） 

奥行： 29.25 インチ（74.3 cm）（電源とベゼルあり） 

 27.25 インチ（69.2 cm）（電源とベゼルなし） 

管理ポート：1、10/100/1000 銅線 

モニタリング ポート：3 

NetFlow トラフィックを受信する専用インターフェイス
（入力のみ）としてモニタリング ポートを設定できます。 

湿度（相対） 高度 

動作時：10 ～ 80 % （結露しないこと）、最大露点温度は  

78.8 °F（26 °C） 

保管時：5 ～ 95 %（結露しないこと）、最大露点温度は  

91 °F（33 °C） 

動作時： -50 ～ 10,000 フィート 

 （-15.2 ～ 3,048 m） 

保管時： -50 ～ 39,370 フィート 

 （-15.2 ～ 12,000 m） 

電力 熱放散 

冗長 750 W AC、50/60 Hz 

自動レンジング（100 ～ 240 V） 

1 時間あたり最大 2.891 BTU 

温度 振動 

動作時：10 ～ 80 % の相対湿度で 50 ～ 95 °F（10 ～ 35 °C）、
最大露点温度は 78.8 °F（26 °C） 

注：2,952 フィートを超える高度では、許容可能な最大乾球温

度は 550 フィート（167 m）あたり 1 °F（0.55 °C）下がる。 

保管時：1 時間あたり最大 68 °F （20 °C）の温度変化で  

-40 ～ 149 °F（-40 °C ～ 65 °C） 

動作時最大：全方向において 0.26 Grms（5 ～ 350 Hz） 

保管時最大：15 分間に 1.87 Grms（10 ～ 500 Hz）（全 6 サ
イドでテスト済み） 

衝撃 規制 

動作時最大：すべての運用方向に対し、パルス持続時間  
2.6 ミリ秒 ±10% で 31 G ±5% の半正弦波衝撃 
保管時最大：6 面すべてに対し、パルス持続時間 2 ミリ秒  

±10 % で 71 G ±5 % の半正弦波衝撃、6 面すべてに対し、 

1 秒あたり 235 インチ以上の速度変化で 27 G の方形波衝撃。  

FCC（米国のみ）クラス A  

DOC（カナダ）クラス A 

CE マーク（EN 55022 クラス A、 

EN 55024、EN 61000-3-2、 

EN 61000-3-3、EN 60950） 

VCCI クラス A 
UL 1950 
CSA 950 
完全なリストを要求してください。 

*最大 fps は、ネットワーク条件によって変わる可能性があります。詳細については、Stealthwatch 担当者にお問い合わせくだ
さい。 
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初回出荷日：2015 年 3 月

最終出荷日：現在出荷中

Stealthwatch フロー コレクタ 4010 の一般的な構成は、次のとおりです。外観はモデルによって異なる場合があります。 

前面



背面



仕様

		1 秒あたりの最大フロー（fps）

		最大エクスポータ数



		120,000* fps

		2,000



		フロー ストレージ

		アドレス指定可能ストレージ



		4 TB、RAID-6、冗長構成

		6 TB



		ラック ユニット（マウント可能）

		Weight



		1U

スライディング準備レール 

		41 ポンド（18.6 kg）



		ハードウェア プラットフォーム

		ハードウェアの世代



		R630

		13G



		出荷時の寸法

		出荷時の重量



		高さ：	11 インチ（27.9 cm）

幅：	25 インチ（63.5 cm）

奥行：	36 インチ（91.4 cm）

		65 ポンド（29.5 kg）



		- 続く -







		寸法

		ネットワーク



		高さ：	1.68 インチ（4.3 cm）

幅：	19 インチ（48.2 cm）（ラック ラッチあり）

	17.08 インチ（43.4 cm）（ラック ラッチなし）

奥行：	29.25 インチ（74.3 cm）（電源とベゼルあり）

	27.25 インチ（69.2 cm）（電源とベゼルなし）

		管理ポート：1、10/100/1000 銅線

モニタリング ポート：3

NetFlow トラフィックを受信する専用インターフェイス（入力のみ）としてモニタリング ポートを設定できます。



		湿度（相対）

		高度



		動作時：10 ～ 80 % （結露しないこと）、最大露点温度は 
78.8 °F（26 °C）

保管時：5 ～ 95 %（結露しないこと）、最大露点温度は 
91 °F（33 °C）

		動作時：	-50 ～ 10,000 フィート
	（-15.2 ～ 3,048 m）

保管時：	-50 ～ 39,370 フィート
	（-15.2 ～ 12,000 m）



		
電力

		熱放散



		冗長 750 W AC、50/60 Hz

自動レンジング（100 ～ 240 V）

		1 時間あたり最大 2.891 BTU



		温度

		振動



		動作時：10 ～ 80 % の相対湿度で 50 ～ 95 °F（10 ～ 35 °C）、最大露点温度は 78.8 °F（26 °C）

注：2,952 フィートを超える高度では、許容可能な最大乾球温度は 550 フィート（167 m）あたり 1 °F（0.55 °C）下がる。

保管時：1 時間あたり最大 68 °F （20 °C）の温度変化で 
-40 ～ 149 °F（-40 °C ～ 65 °C）

		動作時最大：全方向において 0.26 Grms（5 ～ 350 Hz）

保管時最大：15 分間に 1.87 Grms（10 ～ 500 Hz）（全 6 サイドでテスト済み）



		衝撃

		規制



		動作時最大：すべての運用方向に対し、パルス持続時間 
2.6 ミリ秒 ±10% で 31 G ±5% の半正弦波衝撃

保管時最大：6 面すべてに対し、パルス持続時間 2 ミリ秒 
±10 % で 71 G ±5 % の半正弦波衝撃、6 面すべてに対し、
1 秒あたり 235 インチ以上の速度変化で 27 G の方形波衝撃。 

		FCC（米国のみ）クラス A 

DOC（カナダ）クラス A

CE マーク（EN 55022 クラス A、
EN 55024、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 60950）

VCCI クラス A

UL 1950

CSA 950

完全なリストを要求してください。





*最大 fps は、ネットワーク条件によって変わる可能性があります。詳細については、Stealthwatch 担当者にお問い合わせください。
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