
リモートアクセス制御ソリューション

RED
PMS 032



RED
PMS 032

 
2

KVMスイッチとは？

KVMスイッチにより、1つのキーボード、ビデオ、マウス（KVM）
コンソールから、サーバー、PC、ワークステーション、さらには
タブレットコンピュータなどの複数のコンピュータ機器にアクセス
して制御することが可能になります。また、近くでもリモートでも、
複数のコンピュータ機器の使用・管理をサポートします。  

KVMスイッチは、自分のデスクで複数のコンピュータを切り替え
るエンジニアから、複数の場所に点在する数千ものサーバーを
管理するIT管理者まで、様々な人々にメリットをもたらします。

シリアルコンソールサーバーとは？

シリアルコンソールサーバー（ターミナルサーバー）を使用すれ
ば、IT管理者やネットワーク管理者はいつでも、どこからでも、 
Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御で
きます。ラリタンは、業界で最もパワフルで、信頼性も高く、
セキュアで使いやすいコンソールサーバーを提供します。

KVMとシリアルの利点
生産性   

ラリタン製品はリモートアクセスを可能にし、管理者やマネージャは、 
どこからでも移動時間不要でインシデントに素早く対応して、生産性を高め
ながら、数百、数千のシリアル機器を管理することができます。 

マルチプラットフォーム  
ラリタンの製品は、特定のメーカーのハードウェア、データベース、OSに 
限らず、様々なメーカーの機器にどのような状態でも対応します。

インシデント対応の迅速化 
管理者がどこからでも対応できるリモート管理ソリューションは、たとえ 
夜間や週末の緊急アクセスであっても、インシデント対応にかかる時間を大
幅に短縮します。

ビジネス継続性  
緊急時には、サーバーとシリアル機器にアウトオブバンド（帯域外）アクセス
をすることができ、企業のネットワークがダウンしていても、機器にアクセス
して制御および管理できます。 

セキュリティ  

AES暗号、FIPS 140-2暗号、スマートカード認証などの高度なセキュリ 
ティ機能により、リモートのIT機器へのセキュアで暗号化された接続を 
実現します。
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KVM-OVER-IPスイッチ

主な特徴：
 ■ BIOSレベルのリモートアクセスと制御
 ■ 圧倒的ハイパフォーマンスの音声と

ビデオ

 ■ Java不要のKVMアクセスで、仮想メ
ディアに対応

 ■ 軍事機関で採用されるセキュリティ

Dominion® KX III 
エンタープライズIP KVMスイッチ

Dominion KX IIIはラリタンの最上位機種で、エンタープライズクラスの
KVM-over-IPスイッチです。シングルスイッチで1、2、4または8人の
ユーザーが8、16、32または64サーバーをBIOSレベルでリモート管理できます。  

業界最高水準のビデオパフォーマンス、セキュリティ、信頼性を備えたDominion 
KX IIIは他の追随を許しません。DVI、HDMI、DisplayPortといったデジタルビデオ
の標準機能に加え、アナログVGAや音声、仮想メディア、スマートカード/CAC、
モバイルアクセスにも対応するDominion KX IIIは、一般的なコンピュータから
ダイナミックな放送アプリケーションまで、あらゆる業界や用途に適しています。

 www.raritan.com/jp/kxiiiをご覧ください

アクセサリ

ユーザーステーション
Dominion® KX III、KX IVユーザーステーションは
スタンドアロンのアプライアンスで、Dominion® KX III
やKX IVスイッチに接続されたサーバーへの高性能なIP
アクセスを実現します。 

www.raritan.com/jp/userstationをご覧ください

Dominion® Serial Access Modules(DSAM)
2ポートまたは4ポートのDSAMモジュールは、LANスイ
ッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなどのデバイスへ
の、Javaを使用しない「真のシリアルアクセス」を提供
します。
 

www.raritan.com/jp/dsamをご覧ください

 ■ 2要素認証
 ■ 最大８つの真のシリアルポート接続
 ■ リモート電源制御
 ■ 冗長性による強固な信頼性
 ■ CommandCenterによる管理

https://www.raritan.com/jp/kxiii
https://www.raritan.com/jp/userstation
https://www.raritan.com/jp/dsam
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KVM-OVER-IPスイッチ

Dominion® LX II 
中小規模企業向けKVM-over-IP

LX IIは、中小規模のIT環境向けの次世代KVM-over-IPスイッチです。
シングルスイッチで、8または16のマルチプラットフォームサーバーと
シリアルデバイスに接続することが可能です。1または2人のリモート
ユーザー、そして1人のローカルユーザーに対応します。 VGA、 DVI、 
HMDI、DisplayPort、USB、PS/2、Sun®、およびシリアル制御された
サーバーに簡単に接続できます。 

 
主な特徴：
 ■ Java不要のIPベースBIOSレベルのアクセスと制御
 ■ 仮想メディア機能（Universal Virtual Media™）
 ■ ずれないマウス機能（Absolute Mouse Synchronization™）
 ■ リモートからのIPベースのアクセスとラック前アクセス
 ■ オプションのDSAM経由で2台から8台のシリアル機器に接続

www.raritan.com/jp/lxをご覧ください

Dominion® KX IV-101 
シングルポートKVM-over-IPスイッチ

KX IV-101は、シングルポートKVM-over-IPスイッチです。1台の
サーバーやPC、ワークステーションにLAN、 WAN、インターネット経由で
接続できます。8人のリモートユーザー、そして1人のローカルユーザーに
対応します。VGA、USB、ミニDisplay Port、USB-Cに簡単に接続
できます。

主な特徴：
 ■ 4Kと1080P対応の超高性能
 ■ Java不要のKVM-over-IPアクセス
 ■ ラリタンのKVM Appによるスマートフォンでの設定
 ■ 1台から3台のコンピューターをサポートする高性能KX IV 

ユーザーステーション

 www.raritan.com/jp/kx101をご覧ください

https://www.raritan.com/jp/lx
https://www.raritan.com/jp/kx101
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シリアルコンソールサーバー

Dominion® KSX II 
一体型IP KVMシリアルスイッチ

Dominion® SX II 
次世代のシリアルコンソール/ターミナルサーバー

Dominion SX IIは、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、
安全なIP経由でシリアル機器にアクセスし、制御できるラリタンの次世代シリ
アルコンソールサーバー（ターミナルサーバー）です。

SX IIは業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいSerial- 
over-IPデバイスとして、ネットワーク機器、サーバー、PDU、通信機器などの
シリアル機器に自在なアクセスを提供します。

www.raritan.com/jp/sxをご覧ください

主な特徴：
 ■ パワフルな1GHz CPUエンジン。RAMは8倍に増強 
 ■ 最大8 GBのフラッシュメモリによるストレージとロギング 
 ■ 二重化電源とデュアルギガビットイーサネットLANポート 
 ■ 4、8、16、32、48ポートの1Uセキュアアプライアンス
 ■ Java不要のシリアルアクセス
 ■ DTE/DCE自動検知
 ■ ミリタリーグレードのセキュリティ 

セキュアなリモートKVMアクセス、シリアル機器管理、電源制御を可能にする、ハードウェアベースの一体型
ソリューション。Dominion KSXは、主に支店やリモートオフィス向けである一方、シリアルおよびKVM管理
デバイスの両方を装備したラックを有するラボやコンピュータルーム、データセンターに最適です。

www.raritan.com/jp/ksxをご覧ください

https://www.raritan.com/jp/sx
https://www.raritan.com/jp/ksx


RED
PMS 032

 
6

サーバー管理とセキュリティ

CommandCenter® Secure Gateway
オールインワンハードウェアまたは仮想アプライアンス

ラリタンのCommandCenter® Secure Gateway（CC-SG）は、導入しやすい
プラグアンドプレイのアプライアンスで、IT管理者やラボ管理者にセキュアなシングル
ポイントのリモートアクセス制御を提供します。

ラリタンのCC-SGは、Dominion® KVM-over-IPスイッチ、シリアルコンソール
サーバー、ラリタンPX PDU、サービスプロセッサ、およびRDP、SSH、VNCといった
インバンドアクセスなど、複数のリモートアクセス技術を統合します。

www.raritan.com/jp/ccsgをご覧ください

主な特徴：
 ■ VMware仮想化の統合をサポート  
 ■ 高可用性と冗長性
 ■ 拡張性のある柔軟なリモートアクセス
 ■ 管理者のためのシンプルな管理機能
 ■ ユーザーのためのJava不要のアクセス 

Raritan Secure Switch (RSS)  
コンピュータへのNIAP準拠のセキュアなKVMデスクトップアクセス
RSSは、サイバー侵入から保護する、政府機関や軍事機関向けデスクトップアクセスソリューション
で、高い実績を誇ります。また、ラボで試験され、周辺共有機器に関する最新のNIAP保護プロファ
イル（バージョン3.0）の要件を満たしていることも認証を得ています。様々な分類レベルでコンピュ
ータを隔離します。

www.raritan.com/jp/rssをご覧ください

https://www.raritan.com/jp/ccsg
https://www.raritan.com/rss
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CAT5 KVMとコンソールドロワー

MasterConsole® デジタル
Cat5アナログ/デジタルKVMスイッチ

中小規模（SMB）IT環境向けのCat5 KVMスイ
ッチ。システムのメンテナンスや管理、トラブル
シューティングに最適なMasterConsoleデジ
タルは、最新のデジタルビデオインターフェース
とアナログビデオの双方をサポートします。ステ
レオ音声にも対応。

主な特徴：
 ■ 1人または2人のユーザーが8、16、32 

サーバーを制御

 ■ カスケード接続によって、最大1,024 
サーバーを制御

 ■ VGA/DVI/HDMI/DPデジタルビデオ 
インターフェースに対応

www.raritan.com/jp/mcdをご覧ください

LEDバックライトLCDコンソールドロワー
ラックマウントコンソールドロワー

データセンターのサーバーとKVMスイッチ、サーバー
ルームなど、省スペースが重要な環境のためのラック
前アクセスを実現する、統合型1Uコンソール 
ドロワー。17インチ・19インチのユニットにより、利便
性が高くパワフルなアクセスと制御を実現します。

主な特徴：
 ■ DVI-DとVGAビデオ入力により、Dominion® 

KX IIIに完璧に対応

 ■ LEDバックライトにより、従来のLCD技術に対し、 
エネルギー消費を20～50%削減

 ■ 精確な画像レンダリングとビデオ性能で、くっきり 
鮮明な画質を実現 

www.raritan.com/jp/consoledrawersをご覧ください

MasterConsole® デジタルLED
一体型KVMスイッチ

LCDコンソールドロワーと中小規模（SMB）IT
環境向け一体型KVMスイッチを組み合わせた
MasterConsole®デジタルLEDは、17イン
チLCDドロワーと一体型KVMスイッチを特徴
としています。デジタルKVMインターフェース
は、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオ
およびステレオ音声に対応しています。

主な特徴：
 ■ 1Uのスモールフォームファクタ設計
 ■ 1人のユーザーが8、16サーバーを制御
 ■ カスケード接続によって、最大512 

サーバーを制御

 ■ VGA/DVI/HDMI/DPデジタルビデオ 
インターフェースに対応

www.raritan.com/jp/mcdledをご覧ください

https://www.raritan.com/jp/mcd
https://www.raritan.com/jp/consoledrawers
https://www.raritan.com/jp/mcdled
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KVM/シリアル用アクセサリ

コンピュータインターフェース 
モジュール (CIM)
ラリタンは、CIMをフルラインナップで取り揃え、様々な
プラットフォームやアプリケーションに対応します。

www.raritan.com/jp/cimsをご覧ください

コンバーター、アダプター、 
エミュレーター
豊富なラインナップを誇るラリタンのコンバーター、 
アダプター、エミュレーターは、マルチプラットフォーム
機器に対応できます。

www.raritan.com/jp/convertersをご覧ください

ケーブル
ラリタンでは、ケーブルに関するお客様のあらゆるニー
ズにお応えするために、KVMユーザーコンソール超薄
型ケーブルからラックPDUやライン内計器用の電源コ
ードにいたるまで､データセンター内のすべてのプラッ
トフォームに対応するオプションやサイズをご用意して
います｡

www.raritan.com/jp/cablesをご覧ください

ラックマウントブラケット
ラリタン専用のラックマウントブラケットを活用すれば、
ラックスペースにラリタン機器をパーフェクトに収納で
きます。

www.raritan.com/jp/bracketsをご覧ください

CAT5 Reach DVI HD
ラリタンのCat5 DVI HD KVMは、1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、
KVMスイッチのDVIやVGAポートへのリモートアクセスを実現します。

 www.raritan.com/jp/cat5reachをご覧ください

https://www.raritan.com/jp/cims
https://www.raritan.com/jp/converters
https://www.raritan.com/cables
https://www.raritan.com/jp/brackets
http://www.raritan.com/jp/cat5reach
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東京本社
〒108-0074
東京都港区高輪3-23-17品川センタービル14階

Tel: 03-5795-3170
Fax:03-5795-3171
sales.japan@raritan.com

ラリタン・ジャパン株式会社

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または 
www.raritan.com/jp まで
ラリタンはルグランブランドの一員であり、インテリジェントPDU、KVMスイッチなどのデータセンター 
インフラ監視および管理ソリューションのリーディングプロバイダーです。ラリタンの革新的なソリュー 
ションは、フォーチュン500のトップ企業を含む、世界中のデータセンターやサーバールームで信頼性、 
効率性、インテリジェンスを提供しております。
ラリタンは、1985年以来、リアルタイムの可視性を提供し、また、ITインフラへのセキュアなアクセス
と制御を提供することで、ITプロフェッショナルを支援しております。詳細については、Raritan.com/
jp、LinkedIn、Twitterをご覧ください。 

mailto:sales.japan%40raritan.com?subject=
https://www.raritan.com/jp/sensors 
https://www.Raritan.com/jp
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