
SMARTSENSORのメリット

�� 温度、湿度、エアフロー、気圧、水
漏れ、振動など、環境内のさまざま
な状態を正確に監視 

�� 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

�� ホットスポット/バイパスエアフロ
ー/還流を防止するために環境アラ
ートを受け取り、データセンターの
アップタイムを向上

�� 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

�� 運用を中断することなく、プラグ
アンドプレイでセンサーを容易に
設置
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SMARTSENSORS

SmartSensorは正確なデータを提供する包括的な環境センサーのセットであり、
データセンター環境に関する知見をもたらします。高度な機能によって、容易な導
入、ホットスポットの明確な特定、エアフロー管理の向上を実現します。ラリタンの
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。

センサーが収集したすべての環境データを、任意のDCIMモニタリングソフトウェアに
送信し、ラック、アイル（通路）、および施設レベルでデータセンターの状態を包括的に
示すことができます。また、環境内の潜在的な脅威に関するリアルタイムアラートを管
理者に送付することで、迅速な解決を可能にします。

ラリタンのSmartSensorによって、かつてないほど容易かつ費用対効果に優れた方
法で、既存インフラに環境モニタリングを追加できます。また、PXインテリジェントラッ
クPDUシリーズ、スマートラックコントローラー、PXインラインメーター、ラックトラン
スファースイッチ、分岐回路モニターなど、ラリタンの電源管理デバイスにプラグアン
ドプレイで接続でき、データセンターの容易な展開についての新たな基準を打ち立て
ています。

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

ラリタン・ジャパン株式会社　https://www.raritan.com/jp

ラリタンのPX IPDUやDCIMソフトウェアと事前に統合

PXインテリジェントPDUや
Power IQ® DCIMモニタ 
リングソフトウェアとすぐに 
連携できるシームレスな 
ソリューション

環境基準（ANSI/ASHRAE）に容易に準拠
環境センサーは、IT環境に影響を及ぼすあらゆる重大な状況の正確なレポート
と、ASHRAE環境基準に準拠するための判断に必要となる、最も有益なツールの 
1つです。

SmartSensorは、主要な環境データの収集を促進し、ラリタン製品にすでに組み込まれ
ているXerusテクノロジープラットフォームを通じて任意のDCIM/BMSソフトウェアに
データをプッシュ配信することで、導入/管理体験を効率化します。

https://www.raritan.com/jp


データセンター向けセンサー

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

空気差圧
DPX-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デュアルコンタクトクロージャーセンサーは、 
サードパーティーのセンサーと併用され、データセンターの
煙検知器などと統合され、リスクの高い状況を監視し、
ラリタンのXerusプラットフォームを通じてデータを集約します。

水漏れ
DPX-WSF-KIT、DPX-WSC-35-KIT、DPX-
WSC-70-KITセンサーは、床上やエリア周辺、
液冷ラック上の水漏れを監視します。また、
結露も検知できます。

エアフロー
DPX-AF1は、
フリーアクセス
フロア下などの
プレナムスペース
や、穿孔タイルの
上などのエアフロ
ーを測定します。

ラックインレット部の温度・湿度
DX2-T3H1は3つのセンサーヘッドを
つなぎ合わせることでASHRAE2の
ガイドラインに従って冷気インレット
部の下、中央、上に簡単に設置できる
ようになっています。

振動
DX-VBRは、地震
やファンの故障
などによる振動を、
3軸（x、y、z）に 
沿って検知します。



革新的な機能
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POWER IQ® DCIMモニタリング
センサーにより収集された環境データを、すぐに
Power IQ® DCIMモニタリングソフトウェアに送
信し、CRAHやCRACの周辺温度を適度に上げた
り、ファンの速度を調整したりして、エネルギー費
用を節約し、冷却システムを有効活用することが
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。

Power IQの機能：

 � 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略化
 � 自社の熱エンベロープをカスタマイズ・追加

詳細については、 www.raritan.com/jp/poweriqをご覧ください。

RJ-45リムーバブル
センサーヘッド
センサーの精度が下がっ
ても、センサー全体を取り
外す必要はありません。セ
ンサーヘッドを交換する
だけで、高精度を維持で
きます。

LEDインジケータ
温度がしきい値を超えたら、 
LEDライトが視覚的に警告
します。

精度と信頼性に優れた測定
センサーは最先端の測定コンポーネントの恩恵を受けており、内部チップセットのMTBFは20年
を超え、さらに温度センサーは+/- 0.5°C、相対湿度は+/-2.5%という最高の測定精度を実現して
います。

シングルバス/ストリングテクノロジー
センサーは、Cat5/6ケーブルを使用して柔軟な配線設置が
可能で、デイジーチェーン接続で最大32センサーを１つの
シングルバス接続可能です。単一のコントロールデバイスを
通じて複数の種類のセンサーをデータセンター内の列全体に
簡単に敷設できます。

https://www.raritan.com/jp
https://www.raritan.com/jp/poweriq


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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RED
PMS 032

センサー種類 製品型番 説明 測定範囲 測定精度

SmartSensor： 温度 DX2-T1 温度センサー×1、フィールドで交換可能なセンサーモジュール、RJ-45コネクター。 -20°C ～ 20°C
20°C ～ 70°C 

+/- 2°C 
+/- 0.5°C

SmartSensor：温度・湿度 DX2-T1H1
温度／湿度コンボセンサーｘ１、フィールドで交換可能なセンサーモジュール、
RJ-45コネクター。

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

+/- 2°C 
+/- 0.5°C  
+/- 2.5% /RH

SmartSensor：温度・湿度 DX2-T2H2 温度／湿度コンボセンサーｘ２、RJ-45コネクター。
-20°C ～ 20°C 
20°C ～ 70°C 
0% RH ～ 100% RH

+/- 2°C 
+/- 0.5°C  
+/- 2.5% /RH

SmartSensor： 温度・湿度 DX2-T3H1
温度センサーｘ２、温度／湿度センサーｘ１のセット（3つのケースに合計4つのセンサー）、 
フィールドで交換可能なセンサーモジュール、RJ-45コネクター。

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

+/- 2°C 
+/- 0.5°C  
+/- 2.5% /RH

エアフローセンサー DPX-AF1 エアフローセンサーｘ１、RJ-12 コネクタ、３mケーブル。 0 ～ 4m/秒 
(787 LFM) +/- 10%

空気差圧・温度センサー DPX-T1DP1 差圧センサー（温度センサー内蔵）、RJ-12 コネクタ、３mケーブル。
0 ～ 125 Pa,  
-25C ～ +125C 

（分解能 0.03C）
+/- 1.5%

SmartSensor： 
コンタクトクロージャー DX2-CC2

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

12V電源 コンタクト
クロージャーセンサー DX-PD2C5

ドアロックをサポートする、12V 電源のアクティブなドライ接点×2。お客様提供のノーマ
ルクローズ（NC）またはノーマルオープン（NO）スイッチ（ドアの開閉、煙の有無など）が必
要な、デジタルNC またはNO コンタクトクロージャー×5。5 ポート（チャネル）のそれぞ
れを個別にNC またはNO に設定可能、工場出荷時のデフォルトはNC、RJ-45 コネクター

（DPX、PX、またはPX2 モデルでは非サポート）。

N/R N/R

水漏れセンサー DX-WSF-KIT フロア水漏れセンサーとコンタクトクロージャーセンサー、RJ-12コネクター。 N/R N/R

水漏れセンサー DX-WSC-35-KIT
3.5m（11.5ft）のロープ水漏れセンサーとコンタクトクロージャーセンサー、 
RJ-12コネクター。 N/R N/R

水漏れセンサー DX-WSC-70-KIT
7.0m（23ft）のロープ水漏れセンサーとコンタクトクロージャーセンサー、
RJ-12コネクター。 N/R N/R

振動センサー DX-VBR 3軸（x、y、z）に沿って加速度を検知する振動センサー。RJ-45コネクター。 0 ～  3.64g 0.01g

デジタル近接センサー DX-PIR キャビネット周辺の動作を検知するデジタル近接センサー、RJ-45 コネクター。
5m（16ft）、
+/-47 度（水平）、
+/-41 度（垂直）

N/R

センサーハブ DPX3-ENVHUB4 環境センサー用 4ポートHUB　ラリタン製全てのセンサー対応（ RJ-45 コネクタ）。 N/R N/R

詳細はラリタンの担当者までお問い合わせください。

SMARTSENSOR™ のモデル

http://www.raritan.com/jp/SmartSensor

