
主な特長
 � 1つのIPアドレスを使用するだけ

で、最大17台ラックキャビネット
（32個のロックを前後に設置）を
保護し、ラリタンのPDUとスマート
ラックコントローラに接続可能で
す。ラリタンのPXインテリジェント
PDUセンサーポートに接続するこ
とで、3個のドアハンドル（前後）を
保護します。

 � ロックステータス、アクセス制御監
視、アラームを提供

 � 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

 � 再ロック時間の遅延を構成可能

 � カスタマイズ可能なアラート

 � ロックやアクセスの状況をLED 
インディケータで表示

 � アクセスイベントに対する自動の監
査証跡ログ機能

 � 付属のコンタクト・センサーによる
ドア・ポジション・ステータス表示(
オプション）

 � オプションで近接センサや 
窃盗防止センサ

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

ラック単位のアクセス、制御、
コンプライアンスを実現
 
ラリタンのSmartLockは、ネットワーク経由のインテリジェントな電子ドアへ
のアクセス制御システム。データセンターのホワイトスペースにある物理的に
機密性の高いIT資産への監査済み管理アクセスを提供するように設計されてい
ます。進化するキャビネットレベルの物理的なセキュリティ要件に対応し、PCI 
DSS、SOX、SSAE、HIPAA、GDPR、EN50600などの規制コンプライアン
スで義務づけられたワークフロー管理を強化する、経済的で拡張可能なソリュー
ションです。

ベンダーに依存しない互換性
SmartLockのインテリジェントなドアセンサーにより、DIRAK、エムカ、サウ
スコといった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
SmartLockシステムをラリタンのラックPDUやスマートラックコントローラー
と直接接続することで、専用のIPドロップ、ゲートウェイ、セキュリティパネ
ル、パネルへのホームラン配線が不要になります。SmartLockシステムは、ほと
んどのセキュリティ、DCIM、BMSのソフトウェアシステムと簡単に連携できる
ように設計されており、既存のインフラを活用してコスト削減が可能です。

優れた費用効率 
SmartLockシステムをラリタンのラックPDUやスマートラックコントローラー
と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、パネルへのホームラン配線が不要になります。SmartLockシステムは、ほと
んどのセキュリティ、DCIM、BMSのソフトウェアシステムと簡単に統合できる
ように構築されており、既存のインフラを活用してコスト削減が可能です。

スマートカードとの互換性
SmartLockシステムは、iClass®、MIFARE®、DESFire®、HID® Proxといっ
たテクノロジーを用いた近接カードリーダーと互換性があります。 
※FeliCa対応予定

SMARTLOCK – ドアアクセス制御
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ベーシックタイプのSmartLockソリューション 

ラックアクセス制御を容易に導入
SmartLock Basicソリューションは、エントリーレベルのアクセスと制御要件に
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、小規模データ
センターにも理想的なソリューションになります。

 � ラックアクセス制御の基本的なニーズに対応

 � 監査／制御つきアクセスを必要とする少数のラックに最適

 � Sunbird社のPower IQによるアクセス許可のリモート管理

 � Xerus Technology Platformによるスタンドアロンのキャビネット管理

 � エッジコンピューティングや遠隔地や分散したラック環境にも適した低予算 
導入が可能

スタンダードタイプのSmartLock ソリューション 

エンタープライズセキュリティ標準に最適
SmartLock Standardソリューションは、よりハイレベルなセキュリティを要求し
ながら既存のインフラに簡単に統合できるオペレーション要件に最適です。

 � 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

 � 企業全体で特定のスマートカードのタイプ（低周波数や高周波数）で標準化さ
れたお客様には最適

 � 既存のラックPDUインフラを活用して、セキュリティ管理ソフトウェアや
SunbirdのPower IQ DCIMモニタリングソフトウェアにアクセス認証情報を
送信

アドバンスドタイプのSmartLockソリューション 

汎用性と拡張性に優れたアクセス制御
SmartLock Advancedソリューションは、最もセキュアな環境を必要とするデー
タセンターのための最適な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 
コンビネーション

 � 二要素認証（2FA）とPIN/カードセキュリティを標準装備

 � 最も安全で最新の暗号化テクノロジー

＊特定モデル用のアドバンスタイプのオプション



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 2つのドアハンドルと2つの磁気接点（オプション）をサポートし、 
ドアのポジションを検知

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。
範囲：5メートル、+/- 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

磁気接点（ドアポジション用） SML-SCO-A80-002 2線式の磁気接点でキャビネットのドアポジションを検出（オープ
ン、クローズ）

Sm
ar

tL
oc

k®
 

BA
SI

C ベーシックハンドル SML-SC0-H3EM-60  
(シングルハンドル)  
SML-KIT-SCO-60-2D (キット) 

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

Southco, EMKA,  DIRAK の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 SML-SCO-H3EM-68 (シングルハンドル) 
SML-KIT-SCO-68-2D (キット) 
SML-KIT-SCO-68-1D (キット) 

RFIDカードリーダーと電子スウィングハンドル - 125kHz近接カ
ードリーダーは、高周波数のカードタイプに対応

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

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

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® DES-
Fire® 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 

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® DES-
Fire®4kおよびiClass UID/統合カードリーダー
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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：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が含まれます。
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、カード認証なしのハンドルｘ1
標準外のドアには取り付けキットをご利用いただけます。詳細はラリタンまでお問い合わせください。

RJ45のネットワークケーブルは同梱されていません。

インテリジェントなドアセンサー
 � 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

 � Sunbird社のPower IQ DCIMモニタリングソフトウェアとの
互換性

 � ラリタンのスマートラックコントローラーまたはPXインテリジ
ェントPDUのセンサーポートに対応

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

