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革新的ソリューションの 
提供のために
 
Raritanブランドは、データセンターの
電源管理ソリューション、シリアルコン
ソール、KVM-over-IPスイッチ技術に
おけるイノベーションの代名詞です。

世界76カ国以上で、数々の賞に輝く
ラリタンのソリューションは、エネル
ギー効率の改善、信頼性アップ、生産
性向上のために貢献しています。

詳細はwww.raritan.com/jp まで
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ルグランのデータセンターソリューションのポートフォリオは、業界
でよく知られているRaritan、Server Technology、Starlineの
ブランドと、ケーブル管理のCablofil、電気配線のBticinoの製品
ラインで構成されており、データ、電源、制御のソリューションを包
括的に提供しています。ルグランが提供するデータセンター製品
の世界的なエンジニアリングリソースを合わせると、標準製品とカ
スタマイズソリューション開発の両方において業界最大級のチー
ムとなり、世界中で10万を超えるデータセンターでご利用いただ
いています。

最適なソリューションを 
提供するための4つの主な目的

   エネルギー効率の最適化

  サービスの継続性

    拡張性

     セーフティとセキュリティ

DATA CENTER SOLUTIONS

プロフィール

強力な製品ポートフォリオ
ルグランのデータセンターソリューションは、数々の賞を受賞しているグローバルブランドの個々の強みと、ルグラングループの 
グローバルな専門知識を統合した一つのチームとして、強力なデータセンターインフラストラクチャを提供しています。

豊富な知識と経験、信頼のパートナー
ルグラングループを選択すれば、グローバルで豊富な経験をもつエキスパートが信頼のサービスを提供します。
• 革新的なアプリケーションと豊富な製品群
•  最新の技術を取り入れたシステム

構内配線9.

サーバー中央集約管理8.

サーバーラック10.

インテリジェントPDUと
センサー

11.

KVM-over-IP12.

ワイヤーメッシュ 
ケーブルトレイ7.トランスフォーマー1.

LVエンクロージャー2.

バスダクト3.

従来型UPS4.

モジュラー型UPS 5.

環境センサー6.

統合ソリューション
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電源管理とラック管理

"ラリタンはお客様の課題に対して 
最適なソリューションを提供します"

電源管理、モニタリングと制御

ラリタンの電源管理・ラック管理ソリューションは、データセンター
やITテストラボ環境での利用に最適です。コロケーション、 
エッジ、IoTなどの用途の日常業務で活躍します。更に全ての
DCIMソフトウェアソリューションとの互換性があります。
 
またラック内の重要なIT機器を制御、保護及びアップタイムを 
確保する為の幅広いラック管理ソリューションを提供しています。

プロフィール
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PXインテリジェントPDUシリーズは、単なる配電機能のみではありません。リアルタイムのリモート
電源監視、環境センサー、データセンターのインフラ管理を可能にする製品です。PXインテリジェン
トPDUは、コンポーネント、機能、フェイルセーフで構成されており、現在だけでなく将来にわたって
最も信頼性の高い電源インフラを実現します。

アウトレットの切り替え、アウトレット（に接続された機器）ごとの計測、高電力、400V三相配電などの
機能を備えた数百種類のモデルから選択できます。お客様独自の環境のニーズに合わせてカスタマ
イズすることも可能です。

高い信頼性
確実なアップタイム、一切の妥協なし

*RCMタイプAとB （シングルチャンネルと3チャンネル）は、ほとんどの 

モデルでオプションとして利用可能です。このモニタリング機能は、ヨーロッパの

法律で義務または推奨され、国際標準化委員会でも強く推奨されています。

*日本市場では、WI-FI内蔵モデルのお取り扱いはしておりません。

高いユーザビリティ
シンプルな導入、シンプルな操作

• 高い信頼性

• 容易な導入

• 最新のテクノロジー

ファイルオーバー
二重化電源内蔵

カラーマトリックスの
LCDディスプレイ

KWHの正確な
計測

+/-1%

サーキットブレーカー
のトリップを 

アラーム通知

洗練された直感的な 
ユーザーインターフェイス

残留電流の 
モニタリング*

ゼロタッチの導入

最高温度60℃まで
サポート

ネットワークの 
カスケードやWI-FI内蔵

PX® - インテリジェントPDU

ラリタンのインテリジェントな電源管理ソリューションにより、機器レベルでの
電力情報を得ることができデータセンターや他の施設でのエネルギー効率
の改善に重要なヒントを与えてくれます。 
 

ジェフ･リード, シスコ　イーサネットスイッチング技術グループ担当副社長

電源管理
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インラインパワーメーターPX-3000シリーズは、データセンターの電力使用量や環境条件の管理を簡素化するとともに、専用回路の電
力監視を可能にします。 

IT機器を取り外したり、配線し直す必要はありません。インラインメーターを既存の回路に配線するだけで、電流（A）、電圧（V）、電力
（kVA、kW）、エネルギー消費量（kWh）などを、±1％の精度でリアルタイムにリモート電力監視できます。さらに、ラリタンの全ての環
境センサーをサポートします。

インラインメーター

将来を見据えたテクノロジー
時代遅れにならないインフラストラクチャ

PXインテリジェントPDUファミリー

最適なインテリジェントPDUの選択はこちらで www.findmypdu.com

PX-1000シリーズ PX-2000シリーズ PX-4000シリーズ

インレット計測

PX-5000シリーズ

   

ブレーカー単位の計測    

サーキットブレーカーのアラート    

アウトレット単位の電力計測  

アウトレット単位の電源オンオフ  

7.36 kVA

高密度電力環境 複数のネットワーク接続
オプション

ギガビットイーサネット DCIMとの相互運用性

電源管理
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SECURELOCK™ 電源コード

環境センサー

電源コードとラックPDUアウトレットの統合ロッキングシステム 
ラリタンのPXラックPDUに電源コードを固定する、電源コードとラックPDUアウトレットの統合ロックシステム「SecureLock」で、アクシ
デントによる電源の切断を防ぎます。ラリタンのPXラックPDUには、標準的な電源コードに対応したSecureLockアウトレットが装備さ
れており、これらのコードを使用する際にロックすることで、ケーブルのプラグ抜けを防止します。

SECURELOCKのメリット
  アクシデントによる電源の切断を防止

 カラーコードによるパワーチェーンのマッピング

   高温のデータセンターでもアップタイムを維持

黒、赤、青の3色が用意されています。

環境を細かくモニタリング
温度、湿度、気流、差圧、漏水を検知するプラグアンドプレイの
環境センサーは、専用のiPDUポートに接続します。すべてのセ
ンサーは現場で交換可能なヘッドを備えており、デイジーチェ
ーン接続が可能（最大32個）で、ダウンタイムの原因となる潜
在的な脅威を警告します。

電源管理

対応アウトレットとモデル 

• IEC C-14 (オス)： IEC C-13 (メス)

• IEC C-20 (オス)： IEC C-19 (メス)

様々なケーブル長が用意されています。
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ラックトランスファースイッチ

特長とメリット

• 高速給電切り替え時間（4-8ミリ秒）

• 位相を問わない信頼できる電源系統の 
切り替え

• オーバーサイズのリレー（定格48A）と 
SCR（定格70A）

• 切り替えリレーの障害につながる 
アーク放電を防止

• インレットのサージ保護とフィールド交換可能な 
ヒューズ式ショートサーキットブレーカー

• 閾値設定によるアラートとステータス更新

• 切り替え時間のログをとり報告

• SmartSensorサポート

• USBサポート

信頼性を最大限に重視したシングル 
コード機器向けトランスファースイッチ
ラリタンのハイブリッドラックトランスファースイッチは、単一の電源機器
から配電されるラックのダウンタイムを防ぎます。インレット、アウトレット、
分岐回路の各レベルでの電力計測が可能です。また、アウトレットレベル
での切り替えが可能なため、リモートでの電源制御が簡単にできます。

電気機械式リレーとシリコン制御整流子（SCR）を利用して、2つの電源
間で給電を切り替えます。その結果、静止型切り替えスイッチ（STS）より
も低価格で、標準的な自動切り替えスイッチ（ATS）を上回る性能と信頼
性を実現しました。

ハイブリッド（リレー＋SCRベース）切り替え時間

特許出願中ハイブリッドデザイン

Output

Inlet 2

Inlet 2

Inlet 1 On

電力 フェイル

Inlet 2 On

SCR

リレー

4-8ミリ秒

電源管理
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ラリタンのインテリジェント分岐回路モニタリング（BCM）シス
テムを導入すると、電力インフラを最大限まで活用し、データ
センターの拡張や変化に合わせて電気容量を管理することがで
きます。施設の増改築時や新築時にラリタンのBCM システムを
導入することにより、エネルギーコストを削減、電力使用状況を追
跡把握し、ダウンタイムを防止できます。初めてでも簡単にメー
ター機能を導入できます。

このシステムは導入しやすいモジュール式で、電気引き込み口や
リモート電源パネル（RPP）における分岐回路や主電源の電気容
量や電力使用状況をリアルタイムで表示します。電力や環境の条
件に合わせ、閾値アラートを送信し、ダウンタイムの発生を防止し
ます。このデータはエネルギー効率の向上、顧客へのチャージバ
ックにも役立ちます。

特長とメリット

• フロアPDU、RPP、分電盤、バスダクト・幹線で
の測定

• 1台のコントローラーで最大70台のパワー 
メーターをサポート

• 通電中の回路へのCT接続

• 自動補正付きメーター機能で、ワイヤーに 
対するCTの向きを調整

• リアルタイムの構成プログラム

• USBポートにて、機器設定、Wi-Fi接続、 
タブレットディスプレイに対応

• 複数のエンクロージャーオプション

• 収集対象データは、電流（A）、電圧（V）、電力
（kW、kVA）、力率、消費電力量（kWh）

• TCP/IP、Modbus、SNMPのプロトコルに 
対応

分岐回路モニター（BCM)
電源管理

ラリタンのコンパクトなラックPDU、PXOシリーズは、IT管理者から離れたロ
ケーションにある機器の情報の可視化や制御を可能にします。これまでデー
タセンターといった大規模なシステムに提供されていたものと同じレベルの
電力供給信頼性、セキュリティ、拡張性などの豊富な機能を備えた管理オプシ
ョンを、通信、エッジ、AVといったアプリケーションに提供します。

スリムで省スペースな筐体設計により、会議室のテーブルの下、壁にマウント
されたモニターやテレビの背面、POSステーション、産業用機器の近くなど、
あらゆる箇所にPXOを取り付けることができます。ネットワーク対応のコント
ローラーにより24時間365日、どこからでも機器の監視・制御が可能です。

PXOコンパクトPDU

革新的な機能

• 簡単に設置が可能なコンパクトな 
フォームファクタ

• 入力プラグの異なる2種類の 
PSE対応100Vモデル

• アウトレット単位のリモートからの 
電源オンオフ

• 電源供給機器の可視化と制御

• エンタープライズレベルのセキュリティ
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POWER IQ®
PowerIQは、データセンターや施設のアップタイムを維持し、電力
や冷却リソースの利用効率の向上を可能にします。

電力と環境のリアルタイムの測定値を自動的に収集し、アラーム
をキャッチし、閾値を監視し、Eメールで警告を送信します。また、
全てのインテリジェントラックPDUやセンサーからのデータを
1つの画面で見ることができる為、作業効率が向上します。更に
RaritanやServerTechの機器の一括設定やファームウェアの 
更新を一括して行う事ができ、設定を自動的にバックアップする
ことで、1つのPDUに設定を復元したり、多数のPDUへの設定の
複製が容易になります。ダッシュボードではシステムの健康状態と
容量のマップ、WEBカメラのライブ映像、電力容量の分析、
トレンドチャート、アラームリスト、ASHRAE冷却チャートなどの
データを情報に変えることができます。

Power IQは、当初ラリタンによって開発されましたが現在は
Sunbird Software Incが提供しており、Raritan、ServerTech、
Starline電源管理製品と完全に統合されています。

POWER IQの特長

• Raritan＆ServerTech製PDUの構成、 
ファームウェア、パスワードの一括更新

• ラックの電力冗長性をモニタリングとレポート

• ゴーストサーバーの特定

• 無駄な電力容量の削減

• ホットスポットをタイムリーに特定

• 問題が大きくなる前にインシデントを察知

DCIMソフトウェア

詳細はwww.sunbirddcim.comで

分岐回路モニター（BCM)
電源管理
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SMARTLOCK®  
ドアアクセス制御

ラリタンのSmartLockは、ネットワーク接続された電子ドアアク
セス制御システムであり、データセンターのホワイトスペースにあ
る物理的な機密IT資産へのアクセスを監査/制御します。ベンダー
に依存しないこの万能なドアアクセス制御システムは、既存のホワ
イトスペースのキャビネットや格納容器に取り付け可能で、データ
センターのテクノロジーアーキテクチャとシームレスに統合して、
以下を実現します。

•  エンタープライズレベルのセキュリティを実現しつつ、 
運用を簡略化

•  物理的なアクセスの監視を自動化
• 全般的な導入作業とコストを削減

拡張性
ITアプリケーションやコンプライアンスのために進化するセキュリ
ティ要件に対応する、経済的でスケーラブルなソリューションです。

簡単な取り付けと導入
SmartLockは、ラリタンのPDUやドアセンサーに対応して事前に
構成されており、ほとんどのラックに対応するユニバーサル 
フォームファクタを採用しているため、データセンターの新設・改修
プロジェクトに迅速に導入できます。

スマートカードとの互換性
また、Legic®、my-d®、DESFire®、Tag-it®、Felica®、iClass®、MI-
FARE®、I-Code®などの125kHzのアクセスカードや13.56MHz
のRFIDカードに対応しており、最大限のセキュリティと最も厳しい
SLA要件を満たすことができます。

環境やニーズに合わせた 
ドアハンドルタイプを選択

バーチャルケージング
設定可能な承認・認証権限に基づいて、個々または複数のラックを
ロックやアンロックする事ができます。

SmartLock Basic 
ラックアクセス制御を容易に導入

SmartLock Standard 
エンタープライズセキュリティ標準に最適

SmartLock Advanced 
汎用性と拡張性に優れたアクセス制御

ラック管理
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SMARTLOCK®  
ドアアクセス制御

電子ドアハンドル インテリジェント 
ドアセンサー

インテリジェント 
ラックPDU

XERUS 
ファームウェア

POWER IQ 
DCIMソフトウェア

エンタープライズ 
アクセス制御 
セキュリティ 
ソフトウェア

XERUS 
ユーザーエンジン

容易なキャビネットアクセス制御とコンプライアンス

ドアポジション 
センサー

USB WEBカメラの 
サポート

インテリジェント 
ドアセンサー POWER IQ  

DCIM ソフトウェア

サードパーティの 
ロック

ラック管理
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多様なニーズに対応可能な環境センサー製品群であるSmartSensorは、 
データセンター内の環境をモニタリングします。最も正確なデータと知見を
運用にもたらすと同時に、容易な導入を促進できるよう設計・開発されてい
ます。高度な機能セットにより、容易な導入、ホットスポットの明確な特定、優れ
たエアフロ―管理を実現します。SmartSensorを用いることで、温度、湿度、 
エアフロー、気圧、水漏れ、接点閉鎖、近接、振動などを監視できます。

EMX - SMART RACK CONTROLLER

ラリタンのスマートラックコントローラー（SRC）は、環境モニタリング、各アセ
ットの位置情報、物理的アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセン
サーの接続ポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリュー
ションです。オールインワンのインテリジェント機器を提供することで、電力IT
インフラへの変更を最小限に抑えながら、施設やデータセンターの計測にお
けるギャップの解消に役立ちます。

 iX7インテリジェントコントローラー

 電源二重化

 環境の最適化

 事前アラートの受信

スマートラックコントローラー

SmartSensors

機能とメリット

• IT資産の追跡に必要な時間を最小限に
抑え、時間とコストを節約

• ホットスポットの可能性があるラックをモ
ニタリングしてアップタイムを確保

• データセンターの温度を安全に上昇さ
せることで冷却コストを節約

• USB周辺機器とコンタクトクロージャー
センサーでラックのセキュリティを維持

革新的な機能

• RJ45のリムーバブルセンサーヘッド

• LEDインジケーター

• シングルバス／ストリングテクノロジー 
（最大32センサーまで）

• 精度の高い信頼の計測機能

ラック管理
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EMX - SMART RACK CONTROLLER

ラック管理

1  温度・湿度センサーの追加オプションもあります。

2 ASHRAE（アメリカ暖房冷凍空調学会）では、IT機器に流入する冷気を、各ラックの下部付近、中央、上部付近で計測することを推奨しています。

温度
DX2-T1は、ラックの前部または後部に設置して、
流入する冷気や排出される熱気を監視し、コン
テインメント（冷気/熱気の囲い込み）を最適化
します。1

温度と空気差圧
DX2-T1DP1はフリーアクセスフロアの上下、ま
たはホットアイルとコールドアイルの空気差圧
を測定し、熱リークを防止します。

接点閉鎖
DX2-CC2は、接続されたサードパーティー製のドアポジション、ドアロック、振
動などの検知器やスイッチの開閉状態を検知します。

水漏れ
水漏れセンサー（WSF）シリーズは、水の存在を 
検知します。ロープセンサー（WSC）シリーズは水
の存在を検知するだけでなく、水漏れの具体的な場
所をマーキングします。

エアフロー
DX2-AF1は、 
フリーアクセス 
フロア下などの 
プレナムスペース
（エアフロ―の循
環にかかわるエリ
ア）や、穿孔 
タイルの上などの
エアフローを測定
します。

温度・湿度
DX2-T3H1は「温度／湿度」の共用センサーが1つ
と2つの「温度」センサーを組み合わせた3つのセ
ンサーを含むパッケージ製品で、ASHARE2ガイド
ラインに沿ったクーラー入口下部、中央、および上部
へ容易に取り付け可能です。

振動
DX-VBRは衝撃
や振動を幅広い
周波数で検知し
ます
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Cold AisleHot Aisle 

        

CCCoCoColololdldd d AAAAiissslleee

EMX - SMART RACK CONTROLLER
データセンターのアセット管理
ラック管理

何がどこにあるのかを、1U単位で正確に把握

インテリジェント 
アセットタグ& 
センサー
ラリタンのアセットマネジメントタグ（AMT）と 
アセットマネジメントセンサー（AMS）を使用す
ることで、データセンター管理者は、あらゆるIT
アセットのインベントリと設置場所を正確かつ自
動的に1U単位でリアルタイムで把握できます。

これらのアセットを追跡するには、多くの場合
Excel®やVisio®を使用したり、独自のシステム
を開発したりしますが、これは非常に手間がかか
ります。しかし、少しでも移動や追加、変更を見逃
してしまうと、何がどこにあるのかを把握するこ
とが困難になってしまいます。また、アセットの追
跡にはRFIDタグも使用されていますが、RFIDリ
ーダーは、ラックなどの金属環境で密に梱包され
ている場合に信頼性に欠けます。また、何百台も
の機器にタグを付けるとなると、高価なものにな
ってしまいます。

ラリタン独自のアセットマネジメントタグ(AMT)
とアセットマネジメントセンサー(AMS)は、無線
ではなく有線で接続されている為、確実な読み
取りが可能です。DCIMソフトウェアと組み合わ
せることで、データセンター管理者は、全てのIT
資産とその位置を1Uレベルまで正確に、自動
で、リアルタイムに把握することができます。

アセットマネジメントタグ（AMT)

アセットマネジメントセンサー（AMS)

アセットゲートウェイ：ラリタンのSRC
またはPXインテリジェントPDU



DATA CENTER TECHNOLOGY SOLUTIONS 15

セキュリティモニタリング

環境センサー

温度、湿度、気流、気圧、水漏れ、コンタクト 

クロージャーなどの環境センサーは、データ 

センター管理者がホットスポットを特定し、 

効率的かつ最適な方法で機器を冷却し、 

コストのかかるダウンタイムを防ぎ、データ 

センターのセキュリティを維持するのに 

役立ちます。

スマートラックコントローラー

スマートラックコントローラーは、温度や湿度

といったラリタンの環境センサーの中央集約

アクセスポイントであり、Sunbirdのデータセ

ンターインフラ管理ソリューション（DCIM）と

連携して、センサーの読み取りや資産管理を

行います。 

インテリジェントPDU

インテリジェントラックPDU（iPDU）には、アウ

トレットごとの切り替え、アウトレットごとの計

測、ユニットごとの計測などのタイプがありま

す。単相と三相ともにご用意できます。

インラインメーター

インラインパワーメーターは、スタンドアロン

のIT機器や、モニターされていないPDUがあ

るラックに、電力、エネルギー、ラック環境のデ

ータ収集機能を簡単に追加できます。 

分岐回路モニター（BCM)

インテリジェント分岐回路メーターモニター

（BCM）シリーズは、電気サービスエントラン

スや遠隔地の電源パネルにある分岐回路と

主電源の電力とエネルギーのデータを提供

します。

トランスファースイッチ

ラリタンのハイブリッドラックトランスファース

イッチは電気機械式リレーとシリコン制御整流子

（SCR）を利用して、2つの電源間で給電を切り

替えることでアップタイムを確実にします。

データセンターインフラ管理ソフトウェア

Power IQ DCIMモニタリングソフトウェアに

より、データセンターや施設管理者は、既存の

データセンターの電力インフラを綿密に監視

し、効率的に活用することができます。

モニタリング

SECURELOCK 電源ケーブル

電源コードをラックPDUに固定する統合ロッ

クシステムSecureLockで、電源コードの不慮

の切断を防ぎます。 

SMARTLOCK ドアアクセス

SmartLockは、あらゆる種類のデータセン 

ターの筐体に簡単に導入が可能で、経済的な

ネットワークロックソリューションを提供する電

子ドアアクセス制御システムです。

セキュリティ

インテリジェントアセット管理タグとセンサー

ラリタンのアセット管理タグ（AMT）とアセット 

管理センサー（AMS）は、データセンターのイン

フラ管理（DCIM）ソフトウェアと統合し、資産の

追跡、様々な分野での容量の決定、追加、 

移動、変更の管理を容易にします。

EMX - SMART RACK CONTROLLER

ラック管理

電源管理／ラック管理製品概要

環境 アセット管理環境

電源管理電源管理 電源管理
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アクセス管理製品

" テクノロジーは
情熱から生まれます"

アクセス管理、優れたパフォーマンス、高いセキュリティ

ラリタンはKVM-over-IPスイッチのリーディングプロバイダーと
して、30年以上にわたり全世界50,000件以上の導入実績があ
ります*。  

ラリタンのKVMやシリアルコンソールスイッチはエンタープライ
ズレベルの高性能で、ITテストラボ、データセンター、放送局、通信
事業者、制御室などのIT管理者やインフラスタッフのミッションク
リティカルなアプリケーション稼働のために毎日の運用に活用さ
れています。  

スピード、パフォーマンス、セキュリティ、機能性の面で優れ、KVM-
over-IPスイッチの解像度は、殆どの環境でアナログKVMスイッチ
の解像度に匹敵するレベルです。またラリタン製品は全て最高レ
ベルの暗号化によりセキュリティを向上させています。 

ラリタンのKVM-over-IPスイッチとシリアルコンソールは、その歴
史を通して革新性、性能、エンタープライズレベルの機能により国
際的なメディアや業界から数々の賞を受賞してきました。実際に、
ラリタンは多くの分野で「業界初」のテクノロジーとして認められ
てきました。

* IHS Markit｜Technology（現在はInforma Tech傘下）によると、 

ラリタンは売上高ベースで23％の世界市場シェアを有しています 

（2019年調べ）。
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CommandCenter® Secure Gateway
物理サーバー、仮想サーバー、シリアル機器、ラリタンのDominion KVM
スイッチへの統合アクセスを、単一のセキュアなアプライアンスから実現し
ます。

ラリタンのCommandCenter Secure Gateway（CC-SG）は、アプリケ
ーション、OS、BIOSレベルで、すべてのテクノロジープラットフォームへの
安全で統合されたアクセスと制御をIT環境やラボに提供します。

物理サーバーや仮想サーバー、インテリジェントPDU、シリアルデバイス 
などのリモート管理を簡素化し、迅速なトラブルシューティングを可能に 
します。さらに、アップタイムや生産性を最大限に高めることができます。

中小規模のサーバールームから、複数のデータセンターを持つ大企業まで、
安全で統合されたリモートアクセスと制御のために、世界中で導入され、高
く評価されています。 

CC-SGは、ラリタンのPXインテリジェントPDUやServerTech CDU1、 
PRO2、PRO3X PDUのリモート電源制御を直接提供するほか、Power 
IQと統合してラリタンやサードパーティのデバイスのリモート電源制御を行
うこともできます。

特長とメリット

• ITインフラへの一元化されたゲートウェイ

• 認証、承認、ログの一元化

• モバイルアクセスやJava不要のアクセス

• Linux®ベースのアプライアンス・アーキ
テクチャによるエンド・ツー・エンドの暗号化

（256ビットAES）、認証、対象機器へのポ
リシーベースのアクセス

• 監査証跡レポート

• Power IQとの統合によるリモート電源 
制御

•  ハードウェア、仮想アプライアンスの二種
類の提供形態

• Dominion ユーザーステーションとの 
統合

ラリタンDominion®ソリューション
- KX III, SX II, KX IV-101 
     - ラックマウントとブレードサーバー 
     - ネットワークとシリアルデバイス
-  Raritan及びServertechのインテリジェントPDU

Power IQ との統合
-  Raritan PX、PX2、PX3 及びServertech 
CDU1、PRO2経由でダイレクト管理

-  Power IQ モニタリングソフトウエアとの統合

リモート電源管理

インバンドデータセンターアクセスソリューション

アウトオブバンドKVMとシリアルアクセス

仮想マシン

VM ware

CommandCenterは 
ハードウェアまたは 

仮想アプライアンスとして利用可能

IP ツール
- RDP
- VNC
- SSH
- Telnet
- Webブラウザ

サービスプロセッサ
- iLO/iLO2

- DRAC

- RSA

- IPMI

- IMM

インフラストラクチャの中央集約管理
アクセス管理
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DOMINION® KX III
Dominion KX IIIは、ラリタンのフラッグシップモデルとなるエンター
プライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。業界をリードするビデオ
性能、セキュリティ、信頼性を備えたDominion KX IIIは、競合製品を凌
駕する性能を備えています。また、DVI/HDMI/DPといったデジタルビ
デオ、VGAアナログビデオ、オーディオ、仮想メディア、スマートカード/
CAC、モバイルアクセスなどの機能を標準装備しており、一般的なコン
ピュータ用途だけでなく、ダイナミックな放送用途にも適しています。

サーバールーム、ITテストラボ、大規模の企業データセンターなどに最
適です。KX IIIは、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器や、事実上あ
らゆるアプリケーションの高性能なWebベースのリモート管理を提供し
ます。スタンドアロンで導入することも、ラリタンのCommandCenter 
Secure Gatewayで集約管理することも可能です。

DKX3-808モデルでは、高速接続とサブセコンドスイッチングが可能です。

ラリタンの高性能なユーザーステーションと幅広いコンピュータインタ
ーフェイスモジュール（CIM）の詳細は、次のページでご紹介します。 

KVM-OVER-IPスイッチからシリアルアクセスも可能に

2ポートモデル、4ポートモデル

Dominion Serial Access Modules (DSAM)は、Dominion KX III
からJava不要のユーザーアクセスでシリアル機器を接続することがで
きます。

驚異のデジタル映像・音声性能

毎秒30フレームの高精細ビデオをIP経由でサポート。1920x1200の
高精細なデジタルビデオ性能は、放送局をはじめとするダイナミックな
映像を多用するアプリケーションをサポートします。また、DVIデジタルロ
ーカルポートにより、ラック内での高速アクセスを実現しています。

マウス同期

ラリタンのKVMスイッチは、独自のAbsolute Mouse Synchroniza-
tion™（ずれないマウス機能）を搭載しています。この機能は、サーバー
のマウス設定を変更することなく、完璧なマウス同期を実現するだけで
なく、優れたユーザーエクスペリエンスを提供します。

エンタープライズ KVM-OVER-IP

高性能KVM-over-IP

JAVA不要

米国軍隊が認めた 
ミリタリーグレードの 
セキュリティと信頼性

最大限のアップタイムを 
実現する電源二重化

アクセス管理
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高性能KVM-OVER-IPスイッチへのアクセス

Dominion KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能ア
プライアンスで、Dominion KX IIIおよびKX IVスイッチに接続さ
れたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセ
スが可能です

スリムなフォームファクタのため、デスクの上に置いたり、標準的
19インチラックに取り付けたり、モニターの背面にVESAマウント
したりすることが可能です。また、標準的なCat5UTPケーブルと
イーサネット/IP技術を使用して導入できます。1台、2台、または3
台のモニターを使って、複数のサーバーへのアクセス、表示、制御
を同時に行うことができます。スタジオやコントロールルームのウ
ォールモニターに接続されたユーザーステーションをWebベース
でリモート制御することができます。

旧来のアナログマトリックススイッチからのリプレース

Dominionのユーザーステーションは、旧来のアナログマトリック
ススイッチからのリプレースや、柔軟性に乏しい放送システムの補
完、手間のかからないIPアクセスが必要な場所への導入が可能で
す。放送局、ラボ、スタジオ、コントロールルーム、オフィス、データ
センターなどに最適な製品です。

DOMINION KX III-UST

Dominion KX IIIユーザーステーションは、KX III、1台または2台
のモニター、最大1080pのサーバーとの併用を推奨します。

DOMINION KX IV-UST

新しい高機能Dominion KX IVユーザーステーションは、 
Dominion KX IV-101と組み合わせて使用することをお勧めし
ます。最大4Kのビデオ解像度、より多くのKVMセッション、最大3
台のモニターをサポートします。

ユーザーステーションは、CommandCenter Secure Gateway 
(CC-SG)とも連携し、大規模な導入環境におけるログインとアクセ
スの一元化をサポートします。

DOMINION® KX ユーザーステーション

コンピューターインターフェイスモジュール（CIM)
VGA、DVI、HMDI、DisplayPort、USB、Sun®、Sun USB、仮想メディア対応、シリアル制御のサーバー、さらにHP®、IBM®、Dell®、 
Cisco®の一般的なブレードサーバーモデルに接続できる、マルチプラットフォーム対応のDominion CIMをご用意しています。

Dominion コンピューターインターフェイスモジュール（CIM)

D2CIM-DVUSB-HDMI D2CIM-DVUSB-DVI D2CIM-DVUSB-DP D2CIM-DVUSB D2CIM-VUSB-USBC D2CIM-VUSB DCIM-USBG2 DCIM-PS2

アクセス管理

リモートBIOSレベルのアクセスと制御 
Dominion KX IIIは、業界最高水準の性能と
柔軟性を備えたKVM-over-IP技術を採用し
ています。LAN、WAN、インターネット、モバ
イル、ダイアルアップからDominion KX III
にアクセスでき、管理者はBIOSレベルのア
クセスで、トラブルシューティング、再設定、再
起動、電源サイクルなどをリモートで行うこと
ができます。

IP経由の仮想メディア

Dominion KX IIIにはバーチャルメディアが
搭載されており、様々なメディア（CD、D-
VD、USB、内蔵ドライブ、リモートドライブ、
イメージ）を使って、ソフトウェアのインストー
ル、リモートブート、診断などのリモート 
作業が可能です。

ミリタリーレベルの強固なセキュリティ

ラリタンのDominion KX IIIを使えば、政府
や軍が要求する以下のようなセキュリティ
基準を満たすことができます。AESとFIPS 
140-2による暗号化、CAC（Common 
Access Card）による認証、IPv6ネットワー
クなど、政府や軍が求めるセキュリティに対応
しています。

JAVA不要

Active KVM Client (AKC)を使えば、 
Windowsプラットフォーム上のJavaを使う
必要はありません。全てのプラットフォームで
JavaフリーのKXIII管理を利用できます。
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DOMINION® LX II
Dominion LX II KVM-over-IPスイッチは、1人～2人のリモートユ
ーザーと1人のローカルユーザーに対応し、Java不要のBIOSレベル
で、8台または16台のサーバー（カスケードにより最大256台まで拡
張可能）や仮想メディアへのアクセス制御を可能にします。 

以下のモデルから選択できます。 

• 3種類の KVM-over-IP スイッチ

• 3種類のLCD KVM 一体型ドロワー 

中小企業（SMB）向けに設計されたLX IIアプライアンスは、VGA、 
DVI、HDMI、USB-C、DPビデオを搭載した様々なコンピューターや 
シリアル機器をサポートします。生産性の高いKVM-over-IP接続は、
最大15フレーム/秒、ビデオ解像度は最大1080pおよび1200pで、
デジタルとアナログビデオ双方に対応しています。

DominionのCIMについて詳細はP.19を参照ください。

KVMスイッチLX IIとLCDドロワーT1700-LEDを組み合わせた3モデルは、1Uの一体型ユニットでラック前＆IPベースの 
リモート管理を実現します。 

KVMスイッチとLCDドロワーの一体型

中小規模システム向けKVM-OVER-IP

モデル コンソールドロワLCD (LX2-LED) 仕様 対応色 輝度 コントラスト比

DLX2-108-LED 
DLX2-116-LED 
DLX2-216-LED

17.3インチ” TFT LCD のLCDバックライトユニット
0.1989 (H) x 0.1989 (V) mm pixel ピッチ、1920 x 1080@60Hz 
(Full HD 1080P) 最大解像度、 15,000 時間の MTBF 

262,144 300 Nits 650:01:00

LXIIベースのKVMスイッチの仕様

詳しくはWebサイトで www.raritan.com/jp/LXII 

©2020 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標また
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モデル コンソールドロワー KVM スイッチ (LX2-LED)仕様 外形寸法(W x D x H) 重量 最大入力電力定格／消費電源

DLX2-108-LED
1 ユーザー、 8ポート、256台までのサーバー管理（カスケード）  
1920 x 1080@60Hz (VGA) ビデオ解像度 
> 30,000 時間の MTBF

481 x 571 x 43.9mm 11.15 kg AC100-240V, 1.5A; 
DC12V/5.42A (65W)

DLX2-116-LED
1 ユーザー、16ポート、256台までのサーバー管理（カスケード）  
1920 x 1080@60Hz (VGA) ビデオ解像度 
> 30,000 時間の MTBF

481 x 571 x 43.9mm 12 kg AC100-240V, 1.5A; 
DC12V/5.42A (65W)

DLX2-216-LED
2ユーザー、16ポート、256台までのサーバー管理（カスケード）  
1920 x 1080@60Hz (VGA) ビデオ解像度 
> 30,000 時間の MTBF

481 x 571 x 43.9mm 12 kg AC100-240V, 1.5A; 
DC12V/5.42A (65W)

DOMINION® LX II スイッチと LCD一体型の仕様*

LCDコンソールドロワー仕様 (T1700-LED ベース)

KVMスイッチとLCD一体型ユニットのポートとインターフェイス

DLX2-XXX-LED 構成図
8 または 16ポートモデムポートAC 電源

アース USB

ギガビット 
LAN

＊機能と仕様は変更することがあります。2020年4月以降発売予定。

* 注：DLX2-xxx-LEDモデルにはDSAM モジュールは1つしか接続できません

アクセス管理

特長とメリット

• 経済的で信頼性の高い、安全なリモート 
アクセスと管理

• いつでもどこからでもJava不要のブラウザ 
ベースのリモートアクセス

• 現地に駆けつけることなく機器の管理や 
メンテナンスが可能

•  ソフトウェアのインストール、起動、診断の 
リモート化

• 多様なコンピューターやネットワーク機器に 
対応するマルチベンダーサポート
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DOMINION® KX IV-101
ラリタンの最高性能を誇るKVM-over-IPスイッチDominion KX 
IV-101（DKX4-101）は、リモートアクセスと管理に新しいレベルの
Ultra HD 4Kパフォーマンスを提供します。他のどのKVM-over-IP
ソリューションよりも強力で柔軟性があり、より高いビデオ解像度、よ
り速いフレームレート、より高いビデオ品質、より速い仮想メディアを
サポートします。

ラリタン セキュアスイッチ（RSS)
ラリタンセキュアスイッチ（RSS）は、政府機関や軍事機関がハッカーやサイ
バー攻撃からシステムを守るために必要な、生産性の高い安全なデスクトッ
プアクセスを提供します。これらのスイッチは実験室でテストされ、厳しい侵
入条件を満たすことが証明されています。また、CAC（Common Access 
Card）認証に対応しており、未承認のUSB周辺機器（フラッシュドライブな
ど）をブロックします。

特長とメリット

• NIAP Protection Profile Version 
3.0に準拠

• 異なる分類レベルのコンピューター間を
隔離

• アナログ（VGA）デジタル（DVI/HDMI）
のビデオモードを搭載

• CAC(Common Access Card) 
スマートカード認証に対応

• 内部電源内蔵 

シングルポート 
KVM-OVER-IP (4Kビデオ対応)

Dominion KX IV 101
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Dominion KX IV 101

Dominion KX III
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放送局やコントロールルーム向けソリューション

シングルまたは複数のKX4 リモートオフィス、ファシリティ、エッジ

アクセス管理
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DOMINION® SX II
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、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、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コンソールサーバーとして、サーバー、ネット
ワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、
ワイヤレス/通信機器に自在なアクセスを提供します。

パワフルなハードウェアプラットフォーム
• 二重化電源、デュアルギガビットイーサネットLANポート、 

自動フェイルオーバー機能
•  4、8、16、32、48ポートの1Uセキュアアプライアンス 
（オプションでモデムを追加可）

Serial-over-IPアクセス

便利なダイレクトポートアクセスで、SSH、Telnet、Webブラウザを
経由し、CLIにアクセスして管理できます。スクリプトベースの2つの
自動構成方法（TFTPサーバーとUSBメモリ）を利用して迅速なイ
ンストールと構成変更が可能です。ラリタンのCommandCenter
を使えば、何千ものデバイスを管理できます。

シリアル機器を広範にサポート

シリアル機器から様々な機器へのアクセスを包括的に 
サポートします。柔軟なポート別シリアルオプションで動作速度
1,200～230,400bpsに対応します。

ルーター

TELNET

様々なシリアル機器
ファイア
ウォール

HTTPSSSH Command 

LAN

Center

WAN
インターネット

ラック前ローカル

通信機器
ネットワーク
スイッチ ワイヤレス

Unix
Linux

ノートPC

LCDドロワー

KVMスイッチ

Windows

Java不要の 
Webブラウザー

仮想
ホストサーバー

ラック
PDU

モバイル PSTN IP

モデム LAN

シリアル、 

KVM
USB、 

Cat5/6ケーブル

USB

セルラー回線3G/4Gモデム

DOMINION SX II は、多彩な SERIAL-OVER-IP アクセスを提供します

シリアルコンソールサーバー

" JAVA不要の
 シリアル-OVER-IP
 アクセスで生産性を強化"

アクセス管理
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二重化AC電源 
100-240V
 (二重化DC利用可)

RJ-45シリアルポートDVI-Dビデオ USB
リセット

RJ-45シリアルAdmin デュアルギガビットLAN
モデム-M models)

USB Admin（ノートPC用）

ミリタリーグレードのセキュリティによる 
セキュアなＩＰアクセス

強力なAESや米国連邦標準規格のFIPS140-2
暗号化、LDAP/RADIUS/Active Directory認
証、IPv4/IPv6デュアルスタックなど、ミリタリーグ
レードのセキュリティレベルを実現します。

DTE/DCE自動シリアルポート検知 

SX IIは、Ciscoなどの互換性のあるRJ-45機器へ
のCat5UTPケーブルによるストレート接続をサポ
ートしており、ロールオーバーケーブルを使用せず
に素早く導入できます。また、SX IIは、互換性のあ
るシリアル接続を備えた第1世代のSXと直接置き
換えることができます。

3G/4Gモデムアクセス

オプションで内蔵電話モデムを利用できます。緊急
時には外付けのセルラーモデム（3G/4G）に接続
可能です。

アクセス管理

特長とメリット

• 複数のデュアルヘッドサーバーをデュアル 
ディスプレイで管理

• マウスによるポート切り替えに対応

• VGA、DVI、HDMI、DPビデオでサーバーに 
接続可能

• 省スペース設計

• HDビデオ解像度

• MasterConsole デジタルコンピューター 
インターフェイスモジュール（MDCIM） 
テクノロジー

• 簡単な設置方法

• AutoScan / AutoSkip

• 新規ユーザーの権限レベル

MASTERCONSOLE®  

デジタル DUAL
複数のデュアルヘッドサーバーを制御するデュアルディスプレイ 
付きKVMスイッチ

ラリタンのMasterConsole デジタル Dual KVMスイッチ
（MCD-DUAL）は、1人のユーザーにより複数のデュアルヘッド 
サーバーをボーダレスなマウススイッチングで管理・制御を可能にし
ます。MCD-DUALは、MCD-DUAL KVMスイッチをカスケード接続
することで、最大64台のサーバーを最長45mの距離で管理できま
す。コンピュータとの接続には、標準的なカテゴリー5/6/6eのUTP 
ケーブルを使用するのが特徴です。また、マウス操作やホットキー、
オンスクリーンディスプレイ（OSD）によるポートの切り替えも可能
です。
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KVMとシリアルアクセサリー

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

MasterConsole デジタルは中小規模 
IT環境向けのCat5 KVMスイッチで、 
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。最新のデジタル 
ビデオインターフェイスやアナログビデオ、
ステレオオーディオに対応しています。

特長
 ■ １または2ユーザーが8、16、32台の

サーバーを管理

 ■ 最大1024台までのサーバーを 
カスケード接続で管理

 ■ VGA/DVI/HDMI/DP デジタル 
ビデオインターフェイスに対応

MASTERCONSOLE®  
デジタル LED
一体型KVMスイッチ

中小規模（SMB）のIT環境向けに開発さ
れたKVMスイッチ内蔵のLCDコンソー
ルドロワー。本製品は、KVMスイッチを
内蔵した17インチのLCDドロワーを搭
載 し、デジタルKVMインターフェイス
は、VGA、DVI、HDMI、DPのビデオとオー
ディオをサポートしています。

特長
 ■ １Uのコンパクトなフォームファクタ

 ■ シングルユーザーで8台から16台の
サーバーをサポート

 ■ カスケード接続で最大512台までの
サーバーを制御

 ■ VGA/DVI/HDMI/DPデジタル 
ビデオインターフェイスをサポート

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

データセンターやサーバールームなど、スペー
スが限られた環境で、サーバーやKVMスイッチ
にラック前アクセスが可能な統合型の1Uコン
ソールドロワーです。17インチと19インチの
ユニットは、便利でパワフルなアクセスとコント
ロールを提供します。 

特長
 ■ DVI-DとVGAビデオ入力に対応し、 

Dominion KX IIIとの組み合わせに 
最適

 ■ LEDバックライトの採用により、現行の
LCD技術に比べて最大20～50％の 
省エネを実現

 ■ シャープでクリアな画像を実現する正確な
画像レンダリングとビデオパフォーマンス

CAT5 REACH DVI HD
Cat5 Reach DVI HD 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およびVGAポートへのリモートアクセスを実現します。

コンピューターインターフェイス 
モジュール（CIM)
ラリタンは、USB、DVI、HDMIなど、様々な 
プラットフォームやアプリケーションに対応す
るCIMを幅広く提供しています。

ケーブル
KVMユーザーコンソール用のUTPケーブル
から、ラックPDU用の電源コードやインライ
ンメーターまで、ラリタンはデータセンター
のすべてのプラットフォームをサポートする
豊富なオプションとサイズで、様々な 
ケーブルのニーズに応えます。

コンバーター、アダプター、 
エミュレーター
ラリタンの豊富なコンバーター、アダプター、
エミュレーターはマルチプラットフォーム 
機器をサポートします。

ラックマウントブラケット
カスタムラックマウントブラケットでラリタン
の機器をラックの空きスペースに完璧に 
フィットさせます。

アクセス管理
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DOMINION® KX III

エンタープライズクラスのセキュアなKVM-

over-IPスイッチで、1台のスイッチで最大64

台のマルチプラットフォームのサーバーや 

シリアル機器をBIOSレベルでリモート管理 

できます。 

DOMINION® シリアルアクセス 
モジュール (DSAM)

DSAMは、Dominion KX III / LX IIモデル

からJava不要のユーザーアクセスでシリアル 

デバイスを接続することができます。

COMMANDCENTER® SG

すべてのサーバー、ストレージ、ネットワーク機

器へのアクセスを一つのインターフェイスから

実現する、導入が簡単なプラグアンドプレイの

アプライアンス。

DOMINION® SX II

シリアルコンソールサーバーは、管理者が安全

にリモートアクセスし、シリアル機器を監視・制

御することができます。

MASTERCONSOLE®   
デジタル DUAL

デュアルモニターKVMスイッチは、1人の 

ユーザーが複数のデュアルヘッドデバイスを 

管理・制御し、ボーダレスなマウススイッチング

をサポートします。

MASTERCONSOLE®  
デジタル

SMBのIT環境に対応した次世代Cat5 KVM

スイッチです。システムのメンテナンス、管理、

トラブルシューティングの実行に最適です。

コンピューターインターフェイス 
モジュール (CIMS)

HDMI、DP、DVIなど、様々なプラットフォーム

やアプリケーションをサポートするCIMをフル

ラインアップで提供しています。

シリアル

アクセス

KVMとシリアル製品の概要

ラリタンは30年以上にわたり、最先端技術の開発に取り組んできました。エンタープライズ向けソリューションから中小規模まで、ラリタン
のKVMソリューションは品質と耐久性において他に類を見ません。現在のKVMポートフォリオをご紹介します。 

CAT5 REACH® DVI HD

1080p HDビデオ品質を提供するととも

に、PC、サーバー、AV機器、KVMスイッチなど

のDVIやVGAポートへの拡張リモートアクセ

スを可能にします。

アナログ

DOMINION® KX ユーザーステーション

KX IIIやKX IV-101スイッチに接続された 

サーバーへの高性能なIPアクセスを実現する 

スタンドアロン型アプライアンス。

DOMINION® KX IV-101 

ラリタンで最も高性能なKVM-over-IP 

スイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレ

ベルのUltra HD 4Kのパフォーマンスを 

提供します。 

セキュアスイッチ

政府・軍関係者のシステムをサイバー攻撃 

から防ぐ、実績のあるデスクトップアクセス 

ソリューション。

DOMINION® LX II

中堅・中小企業（SMB）向けに設計されたLX II

スイッチは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、 

DisplayPortビデオを搭載した様々な 

コンピューターやシリアルデバイスをサポート

します。

セキュリティ

KVM-Over-IP KVM-Over-IP (4K)

シリアル

アナログ ドロワー CIMs

アクセス管理

KVM-Over-IP

KVM-Over-IP
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