
主な特長
 � 定義済みのユーザーやグループに

対するリモートロック/アンロック

 � 同期監査証跡とアクセスタイムス
タンプ

 � 構成可能なアンロック時間遅延

 � カスタマイズ可能なアラート
（Xerusにより実現）

 � LEDステータスインジケータ

 � イベントロギング

 � ドアポジション/近接/タンパー 
センサー

 � ロックステータス、アクセス制御監
視、アラームを提供

 � PCI、SOX、SSAE 16、HIPAA、 
EN 50600へのコンプライアンス
をサポート

PDUから直接得られる 
キャビネットセキュリティ
 
ラリタンのSmartLockは、導入が容易で経済的なネットワーク接続型ロックソリ
ューションをデータセンターエンクロージャー向けに実現する、電子ドアアクセ
ス制御システムです。HIPAA、SOX、PCI DSS 3.2、またはSSAE 16などの
規制コンプライアンスやITアプリケーションのセキュリティ要件の進化に対応す
る、万能なソリューションです。

ベンダーに依存しない互換性
インテリジェントなドアセンサーにより、一般的な主要ラックアクセス制御メー
カーの電子ハンドルとシームレスに接続し、電源投入や運用、管理が可能です。

導入と取り付けが容易
このシステムは、キャビネット間または任意のセキュリティ関連機器への複雑な
配線が不要であるため、既存のITインフラに容易に導入できます。また、さらに
素早く導入できるよう、システムはPDUで認識されるよう事前に構成されてお
り、標準サイズのハンドルとロックを用いて初期セットアップ時間を減らしてい
ます。Power IQ DCIM監視ソフトウェアと統合することで、疑う余地のない監査
証跡が得られ、コンプライアンスと追跡がよりシンプルになります。

優れた費用効率 
SmartLockシステムとPX PDUやEMXスマートラックコントローラーを直接
統合することで、専用のIPドロップ、ゲートウェイ、セキュリティパネル、お
よびパネルへのホームラン配線が不要になるため、コストを容易に削減できま
す。SmartLockシステムはオープンなアーキテクチャとAPIを採用し、あらゆ
るセキュリティ、DCIM、またはBMSソフトウェアシステムと統合されているた
め、既存インフラを活用してコストを削減できます。

スマートカードとの互換性
SmartLockシステムは、iClass®、MIFARE®、DESFire®、HID® Prox、Tag-
it®、I-Code®といったテクノロジーを用いている近接カードリーダーと互換性が
あります。またスマートカードのデータは、AES-128暗号化アルゴリズムを用い
てセキュリティが確保されます。

SMARTLOCK – ドアアクセス制御
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SmartLock Basic 
ラックアクセス制御を容易に導入
SmartLock Basicは、エントリーレベルのアクセス制御要件に最適です。標準的
なロックとモジュール式カードリーダーによって、面積の小さいデータセンターに
理想的なソリューションとなっています。

 � ラックアクセス制御の基本的なニーズに対応

 � 少数のラックを保護するのに最適/仮想ケージング

 � Power IQによるアクセス許可のリモート管理

 � エッジおよびリモート/分散ラックの予算要件に対応

 � オプションのモジュール式カードリーダー

SmartLock Standard 

エンタープライズセキュリティ標準に最適
SmartLock Standardは、より高レベルのセキュリティが必要であるものの、既存
のITインフラに容易に統合できるソリューションを希望している場合に最適です。

 � 電子ドアハンドルと統合型シングル/デュアル周波数スマートカードリーダー
の組み合わせにより、ラックでのローカル認証を実現

 � 企業全体にわたり特定のスマートカードタイプ（低および/または高）で標準化
しているお客様に最適

 � PDUインフラを活用してアクセス認証情報を施設のソフトウェアやPower 
IQ DCIMに送信する、プラグアンドプレイのユーザー管理

SmartLock Advanced 

汎用性と拡張性に優れたアクセス制御
SmartLock Advancedは、最も安全な環境を必要とするデータセンターのための
究極のソリューションです。このオプションは、将来の成長のニーズとセキュリテ
ィ要件に対応するために構築されました。

 � 電子ドアハンドルと統合型デュアル周波数スマートカードリーダーの組み合わ
せにより、ラックでのローカル認証を実現

 � 二要素認証（2FA）とPIN/カードセキュリティを標準装備

 � 高度な生体認証セキュリティオプション

 � 1回のハンドルアクセスにつき複数のカードに対応可能

 � 最も安全で最新の暗号化テクノロジー（PACS、SEOS）



参考情報： www.raritan.com/jp/smartlock
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SmartLock ソリューションコンポーネント

センサーファミリー/ 
テクノロジー パーツ番号 パッケージの説明
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インテリジェントドアセンサー DX2-DH2C2 サードパーティの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。デジタルのノーマルクローズ（NC）またはノーマルオープン（NO）コンタクト
クロージャー×2。デュアルRJ-45コネクター

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。 
範囲：16フィート（5m）、+/- 47度（水平）、+/- 41度（垂直）

インテリジェントWebカメラ セールス担当までお問い合わせください SmartLockソリューションと互換性のあるWebカメラについては、ラリタンの担
当者までお問い合わせください

ドアポジションセンサー セールス担当までお問い合わせください ラックドアポジションの状態（オープン、クローズ）を検出する2ワイヤド 
アポジションセンサー
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C ベーシックハンドル （シングルハンドル）  
SML-SC0-H3EM-60
(キット) SML-KIT-SCO-60-2D

（シングルハンドル） 
EMKA Handle E
(キット) SML-KIT-01

電子スイングハンドル - 高セキュリティDINロック
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シングル - 低周波数リーダー （シングルハンドル）SML-SCO-H3EM-68
(キット) SML-KIT-SCO-68-2D
(キット) SML-KIT-SCO-68-1D

電子スイングハンドルとRFIDカードリーダー - 125 kHz近接カードリーダー 
-HID 125 kHz近接カードタイプをサポート - Wiegand出力プロトコル

シングル - 高周波数リーダー （シングルハンドル）
SML-SCO-H3EM-66 or 67               
(キット) SML-KIT-SCO-66-2D             
(キット) SML-KIT-SCO-66-1D             

EMKA AGENT E 
(キット) SML-KIT-EKA-AGE-2D
(キット) SML-KIT-EKA-AGE-1D

電子スイングハンドルおよびRFIDカードリーダー - 13.56 MHz MIFARE® 
Classic 4k MIFARE Plus® 2k MIFARE® DESFire® 4kおよびiClass 
UID/統合カードリーダー：ISO14443 A [13.56 MHz]カードタイプをサポー
ト - Wiegand出力プロトコル

デュアル - 高/低周波数リー
ダー

セールス担当までお問い合わせください 電子スイングハンドルおよびRFIDカードリーダー - デュアル周波数リーダ
ー、125KHz近接カードリーダー - 13.56 MHz MIFARE® Classic 4k 
MIFARE Plus® 2k MIFARE® DESFire®4kおよびiClass UID/統合カード
リーダー - Wiegand出力プロトコルSmartLock® ADVANCED
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SmartLock ADVANCEDのオプションと提供予定については、セールス担当までお問い合わせください

注意：すべてのSmartLockキットには、電子ハンドル×2、インテリジェントドアアクセスセンサー×1、すべての接続ケーブルが含まれています。/  
2Dキット：双方のハンドルでのカード認証/1Dキット：カード認証付きのハンドル×1、「スレーブ」ハンドル×1/非標準のドアには取り付けキットを 

ご利用いただけます。ラリタンのセールス担当までお問い合わせください

インテリジェントなドアセンサー
 � Wiegandプロトコルのネイティブサポート

 � サードパーティのハンドル/リーダーに対応

 � 将来のアップグレードに備えたシリアルインタフェース

 � Power IQ DCIMソフトウェアとの互換性

 � PX3向けの設計（PX2またはEMX2のサポートについては、
セールス担当までお問い合わせください）

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

