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AX2230S-24P

アラクサラネットワークス株式会社（本社： 神奈川県川崎市 代表取締役社長 滝安美弘 以下アラクサラ）
は、60W給電が可能なPoE (Power over Ethernet)(*1)をサポートするボックス型レイヤ２スイッチ、AX2200Sシ
リーズを製品化しました。
ノートPCやスマートフォンなどのモバイル端末の利用拡大に伴い、企業ネットワークにおいても、高速な無線
LANの需要が増加しています。これを受けて、高速無線LANのアクセスポイントを接続するフロアスイッチに対
するギガビットイーサネットインタフェースの需要が拡大しており、さらにイーサネットケーブルを通じて無線
LANアクセスポイントに電力を供給するPoEの需要も増えております。
アラクサラのAX2200Sシリーズは、このようなネットワーク環境向けのフロアスイッチとして、24ポートのギガビ
ットイーサネットインタフェースにPoE/PoE+ (*2)による給電能力をサポートしました。また、モバイル端末が多
用されるネットワーク環境においては、セキュリティの確保のためにユーザー認証が特に重要となります。こ
のため、AX2200Sシリーズでは、PoE/PoE+のサポートに加え、従来から高い評価を得ているトリプル認証(*3)、
マルチステップ認証(*4)をサポートしており、安全なネットワーク環境の構築が可能です。
さらに大容量の60W給電可能なPoE (*5)のサポートは、ボックス型スイッチとしては業界初となり、将来、より
高速大容量の無線LANアクセスポイントに加えて、シンクライアント端末やデジタルサイネージ用ディスプレイ
の接続など、新たな用途にも対応可能です。
AX2200Sシリーズは、その他にも以下のような特長を持ちます。
• 静かなオフィス環境での使用に適する、ファンレスモデル(*6)を用意
• 無駄な電力を節約する、ダイナミック省電力機能(*7)サポート
AX2200Sシリーズは2012年8月からの出荷を予定しており、既存のAX2500Sシリーズなどのレイヤ２スイッチと
合わせて3年間で約2万台の販売を見込んでおります。
なお、2012年6月13日から15日に幕張メッセで開催されるInterop Tokyo 2012にて、本製品の展示を行いま
す。
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製品一覧
モデル名
AX2230S-24T
AX2230S-24P

1000Base-X
ポート数
4
4

10/100/1000Base-T
ポート数
24
24

PoEポート数(※)

標準価格（税抜）

350,000円～
15W (Class3): 24
450,000円～
30W (Class4): 12
60W: 4
※PoE+ (Class4)を使用して給電できるポート数は最大12ポート、60Wの場合は最大4ポートとなります。
別紙 諸元表
*1 PoE (Power over Ethernet)
データ通信用のイーサネットケーブルを使ってネットワーク機器に電力を供給する機能。
*2 PoE+
30Wまで供給可能なPoEの規格 (IEEE802.3at Class4)。
通常のPoE (IEEE802.3af Class3) の供給電力は最大15W。
*3 トリプル認証
MAC認証、Web認証、IEEE802.1X認証の3つの認証方式を、ひとつのポートに混在して利用可能とする機
能。異なる認証方式を持つ端末機器が接続されるネットワークを柔軟に構築できる。
*4 マルチステップ認証
Web認証による個人認証と、MAC認証による端末認証を組み合わせて認証を行う機能。
*5 60W給電可能なPoE
30Wを超えるPoEについては、これから標準規格の策定が行われるため、現時点では当社独自の規格に
基づくサポートとなります。
*6 ファンレスモデル
AX2230S-24Tのみ。
*7 ダイナミック省電力機能
使わないときに無駄な電力消費を抑制する機能。ポート電力OFF（スケジューリング）、未使用ポート省電
力、LED輝度調整の各機能をサポート。

■ アラクサラネットワークス株式会社
アラクサラネットワークス株式会社について
株式会社について
アラクサラネットワークス株式会社は、「快適で安心して使えるネットワークを世界の人々に提供し、豊かな情報通
信社会の実現に貢献」を企業理念としています。情報ライフラインを支える概念としてギャランティード・ネットワーク
を提唱し、ネットワーク構築に必要な基幹系ルータおよびスイッチの開発から設計、製造、販売、保守のサービスを
提供しています。
会社名
設立日
代表者
資本金
所在地

アラクサラネットワークス株式会社
2004 年 10 月 1 日
代表取締役社長 滝安美弘
55 億円
神奈川県川崎市幸区鹿島田８９０ 新川崎三井ビル西棟

従業員数
URL

約 300 名 （2012 年 3 月末現在）
http://www.alaxala.com/
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■ 商標名称等に
商標名称等に関する表示
する表示
イーサネットは、富士ゼロックス(株)の登録商標です。
その他本文に記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
■ 製品に
製品に関するお問
するお問い合わせ先
わせ先
アラクサラネットワークス株式会社 営業本部
〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 890 新川崎三井ビル西棟
URL： http://www.alaxala.com/jp/contact/
■ 報道機関お
報道機関お問合わせ
問合わせ先
わせ先
アラクサラネットワークス株式会社 広報担当 【担当： 新井】
〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 890 新川崎三井ビル西棟
電話：044-549-1706(ダイヤルイン)
URL： http://www.alaxala.com/jp/contact/
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別紙 諸元表
モデル

AX2230S-24T

AX2230S-24P

最大スイッチング容量

56Gbps

最大パケット処理性能

41.6Mpps

性能

最大ポート数

レイヤ２機能

1000BASESX/SX2/LX/LH/BX (SFP)

4

4

10/100/1000BASE-T【PoE無し】

24

－

10/100/1000BASE-T
【PoE/PoE Plus/60WPoE】

－

24 *1

最大MACエントリ数

16k

VLAN

ポートVLAN、Tag-VLAN(IEEE 802.1Q)、プロトコルVLAN、MAC VLAN

スパニングツリープロトコル

STP(IEEE 802.1D)、RSTP(IEEE 802.1w)、PVST+、MSTP(IEEE 802.1s)、BPDUフィルタ、
ループガード、ルートガード、PortFast

マルチキャスト連携機能

IGMPv1/v2 Snooping、MLDv1/v2 Snooping

リングプロトコル

Autonomous Extensible Ring Protocol *2

セキュリティ機能

フィルタリング(L2/IPv4/L4)、IEEE 802.1X認証(ポート単位認証/VLAN単位認証)、
EAPOLフォワーディング、Web認証(固定VLANモード/ダイナミックVLANモード)、
Web認証各種機能(URLリダイレクト、画面編集、中間証明書)、
Web認証用ワンタイムパスワード(RSA SecurID)、Web認証用Single Sign On クライアント、
MAC認証(固定VLANモード/ダイナミックVLANモード)、マルチステップ認証、
同一ポートの固定VLANモード/ダイナミックVLANモード混在、強制認証、
ポート間中継遮断、DHCP Snooping

QoS

フロー検出(L2/IPv4/L4)、マーキング(DSCP/ユーザ優先度)、
優先制御（フローベース、ユーザ優先度マッピング、CoSマッピング）、
廃棄制御(テールドロップ)、シェーピング(PQ、PQ+WRR、WRR、WFQ)、IEEE 802.1p

高信頼化・運用性向上機能

リンクアグリゲーション(IEEE 802.3ad)、ストームコントロール、
ジャンボフレーム、IEEE802.3ah/UDLD、GSRP aware、L2ループ検知、
アップリンク・リダンダント機能、EtherOAM

ネットワーク管理

SNMPv1/v2c、MIB II、RMON、ポートミラーリング、LLDP、IPv4 DHCPサーバ

運用・保守

コマンドレス保守機能、syslog、ping、traceroute、telnet、SSH、ftp、NTP、RADIUS、
ON-API、AX-Config-Master、AX-Networker's -Utiltiy、温度ログ機能

ダイナミック省電力

ポート電力供給OFF(スケジューリング）、未使用ポート省電力、
LED輝度制御(スケジューリング)

入力電圧

AC100～120V/200～240V

ネットワーク機能

運用管理機能

省電力機能

設備条件

環境条件

外形寸法W×D×H(mm) (高さ[U])

445×230×43(1U)

445×350×43(1U)

質量(kg)(最大搭載時)

3.0 以下

5.8 以下

動作許容範囲温度

0℃～45℃

0℃～50℃

*1：受電装置の電力クラスがClass3(15.4W)の場合は、給電可能なポート数は最大で24ポート、Class4(30.0W)の場合は最大で12ポート、
60.0Wの場合は最大で4ポートになります
*2：トランジットのみサポート
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