
SMARTSENSORのメリット
 � データセンターや施設内の様々な

環境条件（温度、湿度、気流、差圧、
水漏れ、振動など）を正確にモニタ
リング

 � 問題が発生する前に、環境内に潜在
する脅威に関するアラートをリアルタ
イムで受信することで、アップタイム
の向上と重要なリスクの修正を実現
します。

 � Xerus内蔵の電源管理機器へのプラ
グアンドプレイ接続

 � データセンターの設定温度を適度に
上げる判断ができ、冷却 
コストの節約促進

 � ラックに流入・流出するエア 
フローと気圧をチェックし、 
ホットスポットとバイパス、 
還流を防止

 � 事実に基づく環境面の知見を 
生かし、ラック管理についてより 
スマートに判断

 � ステータスLEDによるアラートで、現
場のレスポンスタイムを改善に設置

 � シングルバステクノロジーによってカ
スタマイズ可能な設定をサポート

 � データセンター、ラボ、施設、ネットワ
ーク/コンピューティングルーム、コロ
ケーション、POP、通信設備などの遠
隔地の基準とニーズを満たす設計

SMARTSENSORS

ラリタンのSmartSensorsは、データセンター内の環境を監視する統合センサー
製品です。SmartSensorsは、容易な導入設計を可能とし、ホットスポットの明確な
特定、より優れたエアフロー管理といった運用に関する正確なデータを提供します。
そして、この高度な機能は、データーセンターにおける正確な状況把握を実現する
でしょう。 SmartSensorファミリー製品は、温度、湿度、気流、気圧、水/漏れ、接点
閉鎖、近接検出、振動などの監視に用いることが可能です。

環境基準に容易に準拠

SmartSensorsは、IT機器に影響を与える重要な環境条件を正確に報告し、 
ASHRAE基準の遵守を支援する有益なツールです。

SmartSensorsは、重要な環境データの収集を容易にし、収集したデータをラリタ
ンの電源管理機器（インテリジェントラックPDU、コンパクトPDU、スマートラックコ
ントローラー、インラインメータ、ラックトランスファースイッチ、分岐回路モニター
など）に搭載されているXerus™テクノロジープラットフォームを通じて送信するこ
とで、より効率的な導入と管理を実現します。

DCIMやBMSソフトウェアとのシームレスな統合

SmartSensorsは、既存のインフラに環境モニタリングを追加する事をこれまでよ
り容易にし、費用対効果に優れています。そして、Xerusに対応したラリタンの電源
管理機器にプラグアンドプレイにより、簡単に導入できるようになっています。一度
接続してしまえば、SmartSensorsはSunbirdのPower IQ®などのDCIMモニタ
リングソフトウェアやその他の管理ソフトウェアにシームレスに統合できます。

ラリタンのプラグアンドプレイ 
センサーでデータセンターを監視
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Xerus内蔵iX7コントローラ



データセンターのためのセンサー

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
水漏れセンサーのシリーズ（WSF）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



INNOVATIVE FEATURES
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SmartSensorsで収集した環境データ
は、SunbirdのPower IQ®モニタリングソフ
トウェアなどのDCIMに送って一括管理がで
きます。これにより、適切にCRAHやCRAC
の周囲温度を上げたり、ファンの回転数を
調整したりすることができ、省エネ効果を高
め、冷却システムを最大限に活用することが
できます。

さらに、センサーのデータと湿り空気線図(熱
学的パラメーターのグラフ）の環境エンベロ
ープを比較し、必要に応じて十分な冷却が行
われているか、適切な動作条件が保たれてい
るか、および企業、ベンダー、またはユーティ
リティのガイドラインや要件に準拠している
かを確認できます。

DCIMは以下を可能にします

 � ホットスポットを一目で確認
 � 温度の設定ポイントを増減する 
タイミングを把握

 � 加湿や冷却が必要な程度を把握
 � ASHRAE基準の熱エンベロープに 

容易に準拠
 � 外気冷却の管理方法を簡素化
 � 自社の熱エンベロープを 
カスタマイズ・追加

デュアルRJ45コネクタ
デュアルRJ45コネクタは、ラックの
配線を変更することなく、センサー
パッケージをディジーチェーン接続
による接続および運用を容易にし、
時間の節約とメンテナンスコストの
削減に寄与します。

LEDインジケータ
しきい値を超えるとLED
ライトで視覚的に確認が
可能なため、重要なリスク
を防ぎ、現場での応答時
間を短縮します。

精度と信頼性に優れた測定
SmartSensorsは、ライフスパンを延ばし、信頼性を向上させ、効率的に稼働させるために、
最新のハイテクな計測機器部品を使用して設計されています。

シングルバス/ストリングテクノロジー
様々な種類のSmartSensorsを単一のバス/ストリング構造
でカスケード接続することで、包括的な測定とモニタリングを
実現します。標準のCat5/6 UTPケーブルを使って、最大32
個のセンサー機能、最大12個のセンサーパッケージ*をカス
ケード接続することで、データセンターのラック列全体を計測
できます。（＊1つのSmartSensorパッケージには複数の機能
があります。DX2-T1H1には温度と湿度の2つの機能、DX2-
T1DP1は、温度機能と差圧機能など)

DCIMモニタリングソフトウェアでセンサーを管理する



製品型番 センサー種類 説明 測定範囲 測定精度

DX2-T1 温度 温度センサー x1
0°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C 

+/- 2°C 
+/- 1°C

DX2-T1H1 温度・湿度 温度／湿度コンボセンサー
0°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C  
0% RH ～ 100% RH

+/- 2°C*
+/- 1°C* 
+/- 5% /RH**

DX2-T2H2 温度・湿度 温度／湿度センサー x2のセンサーパッケージ
0°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C  
0% RH ～ 100% RH

+/- 2°C* 
+/- 1°C*  
+/- 5% /RH**

DX2-T3H1 温度・湿度
温度／湿度センサー x1と温度センサー x2の 
パッケージ（3つのハウジングに4つの機能）

0°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C  
0% RH ～ 100% RH

+/- 2°C* 
+/- 1°C*  
+/- 5% /RH**

DX2-AF1 エアフロー管理 エアフローセンサー x1 0 ～ 4 m/s N/R

DX2-T1DP1 空気差圧 空気差圧と温度センサー
0°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C  
-250 ～ 250 Pa

+/- 2°C  
+/- 1°C   
+/- 1.5% FS (20°Cで50% RH)

DX2-CC2 コンタクトクロージャ―
サードパーティセンサー（煙や音など）の接続と管理のための 
コンタクトクロージャーセンサー ×2

N/R N/R

DX-PD2C5 接点 DC12V出力対応ドライ接点センサーと、接点センサー 5点 N/R N/R

DX2-WSF-35-KIT 水漏れ フロアウォーター 水漏れセンサーと 3.5mロープ水漏れセンサー N/R N/R

DX2-WSF-70-KIT 水漏れ フロアウォーター 水漏れセンサーと 7.0mロープ水漏れセンサー N/R N/R

DX2-WSF-100-KIT 水漏れ フロアウォーター 水漏れセンサーと 10mロープ水漏れセンサー N/R N/R

DX2-WSC-35-KIT 水漏れ ロープウォーター 3.5m ロープ水漏れセンサー 0 ～ 3.5m +/- 1m (27°C, 50% RH)

DX2-WSC-70-KIT 水漏れ ロープウォーター 7m ロープ水漏れセンサー 0 ～ 7.0m +/- 1m (27°C, 50% RH)

DX2-WSC-100-KIT 水漏れ ロープウォーター 10m ロープ水漏れセンサー 0 ～ 10.0m +/- 1m (27°C, 50% RH)

DX-VBR 振動 振動センサー x1 0 ～ 13.85g +/- 0.1g

DX-PIR 近接・人感 近接センサー x1とタンパースイッチ x1 0 ～ 5m N/R

*湿度が 20%–60% RHのとき 
**温度が 25°Cのとき

FS（フルスケール）、g（力）、N/R（非定格）、Pa（パスカル）、RH（相対湿度）

SMARTSENSOR のモデル

互換性
SmartSensorsは、ラリタンのPXインテリジェントラック
PDU、インラインメータ、ハイブリッドラックトランスファー
スイッチ、分岐回路モニタ、スマートラックコントローラ、など
のXerus対応の電源管理機器とプラグアンドプレイで接続で
きます。

製品に関するお問い合わせは 03-5795-3170 または 
www.raritan.com/jp/SmartSensor まで
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