シュナイダーエレクトリックの
中規模データセンター・サーバールーム
ソリューション

カタログ、データブックはシュナイダーエレクトリック製品
カタログダウンロードサイトから入手できます。

http://catalog.clubapc.jp/

データセンター・サーバールームのファシリティを
シュナイダーエレクトリックの製品 / サービス
業界をリードするシュナイダーエレクトリックのデータセンター・サーバールーム向けファシリティソリューション。
40 年にわたる経験の中で培われた安全性と効率化への取り組み、そして運用利便性への追求は、インストレーションを
シンプル化してかかる時間を削減する、ファシリティ自体をモジュール化して拡張性や保守性を進化させるなど、
すべて製品 / サービスの基本設計に生かされています。
この比類なきトータルソリューションは、世界中で多くの企業に活用され、高い評価を受けています。

UPS

Symmetra ™ PX シリーズ
モジュラー型
UPS ソリューション
列内に配置されたサーバーやネット
ワーク機器の搭載量 / 稼働状況に
合わせ、段階的な拡張が可能です。
（10 〜 2000kVA（kW））

PDU（分電盤）
モジュラー型分電盤シリーズ /
ラックマウント PDU シリーズ

PDU ソリューション
優れた拡張性と可用性を提供する三相配電
システムを搭載。ラック列 / ラック内モデル
共、規模に合わせた順次拡張が可能です。
ま た、ラックマウント

PDU も各種豊富に取
り揃えています。

空調

InRow シリーズ

EcoAisle Containment System

モジュラー型
空調ソリューション

空調機高効率運用のソリューション

IT 機器の発熱に応じた運転を自動的に行
い、空調にかかる運用コストの削減に大き
く寄与します。また標準化することで短納
期を実現し高発熱の IT システムでも早期
運用を実現します。
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空調

ホットアイルを囲い込み、高効
率な冷却を実現することで空調
機の台数を最小限に抑えること
ができます。IT システム拡張時
に必要になるラック増設の際は
ドアを取り外してラック列を延
長することが容易に行えます。

ィを網羅する

ラック & アクセサリー

NetShelter ™ シリーズ
運用効率を高める
ラックソリューション
ケーブルマネジメント、熱対策、エネル
ギーマネジメント、耐震設計など、各種
ＩＴ機器を効率的に収容するためのさま
ざまな工夫がなされています。

● 豊富な天井配線アクセサリー
● 電源ケーブルやネットワークケーブルを

容易に整線

環境監視＆物理セキュリティ

NetBotz ™ シリーズ
サーバールームに必要な各種センサーを
フルラインナップで揃えています
● インテリジェント

アプライアンス
● カメラ

/ CCTV

アダプターポッド
● 外部センサー

IT 機器 / ファシリティ管理

StruxureWare Data Center - DCIM
データセンターの
ファシリティ統合管理ツール
ラックやラック搭載機器の情報
から、環境情報、監視データに
至るまで、さまざまなデータを
一元管理。ひとつのマネジメン
トツ ー ル で 複 数 の デ ー タ セ ン
ター管理も可能です。
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特長
IT 目線の設計

高可用性
の実現

IT インフラの可用性と信頼性を最大化するために、シュナイダーエレ

人的資源

クトリックの製品 / サービスは、すべて IT 目線で設計されています。

人員配置

例えば、UPS や空調システム等においては、サーバーシステムに採用
されている 製品を標準化・モジュール化して、必要に応じて

標準化

筐体に追加 する方式を採用しています。これにより発注後の製品納

トレーニング

方法・手順

簡略化

ドキュメンテーション

情報技術

データ処理

期が大幅に短縮化され、さらに、保守用と拡張用のバックアップ機器の

通信

データ管理

Data Center Physical Infrastructure（DCPI）

共通化を通じて、コスト効率改善が可能です。

電源

ラック

段階的投資が可能

サービス

管理

zone B

シュナイダーエレクトリックの製品は、サーバールームを用途や規模
に基づき「ゾーン」に切り分け、
「ゾーン」単位で段階的投資 / 管理できる

zone A

よう設計されています。
これにより 投資対効果（ ROI ）の最適化、運用効率の向上、
エネルギーの効率利用 を実現しています。

設計・設置から保守までトータルサポート
De
sig

）
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シュナイダーエレクトリックは 製品＋サービス でデータセンター・

n

将来を見据え、
どう設計するか

サーバールームをライフサイクルで支えます。

Data Center
Life Cycle
Services

のコンサルティング、プロジェクトマネジメントにおいては、豊富な
寄り添い、運用最適化を前提とした実現可能なプランをご提示します。
さらに、統合管理ソフトウェア、製品保守体制、アセスメントなど、
運用フェーズで必要となる製品・サービスも準備しています。

〒 108-0023 東京都港区芝浦 2-15-6 オアーゼ芝浦 MJ ビル
TEL：03-5931-7500
FAX：03-3455-2030
WEB：http://www.apc.co.jp/support_contact/
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運用経験をもつソリューションエンジニア、コンサルタントがお客様に

シュナイダーエレクトリック株式会社
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・ UPS の海外使用について
本カタログ記載の UPS は日本国内専用の仕様で製作されております。海外ではご使用できません。
電源事情が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることがありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
・ 価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
・ 予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
・ 記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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