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多様な計測機器に対応

社外ユーザーも情報共有
Excel帳票出力も可能

電流・温度を遠隔監視
ラックと監視データを紐づけ表示

ラック情報を一元管理
膨大なサーバー機器台帳を統合

基本的にデータ収集ができれば、どのような計測器でも使用可能です。ま
た、これまでのデータセンターでの計測監視システムの経験から、お客様
の環境に適した計測機器の選定、コーディネートも行っています。図面を
いただければ、どのように計測機器を配置することが効果的か設計いた
します。

・ラック内の配置、機材情報、マニュアル、管
理者などの情報共有

・遠隔地の事業所からサーバー情報を確認
・ハウジングとオンプレミスの一括管理

・ラックを契約しているお客様情報の管理
・複数データセンターのIT資産管理
・ラックの空きスペースを表示
・リモートハンド業務の確認資料として

Webシステムですので社外のユーザーとも情
報を共有できます。編集・閲覧権限は、企業ご
と、ユーザーごとに設定可能です。例えば、ハウ
ジングユーザー向けに、機器管理システムとし
て貸し出すこともできます。また作業指示書の
作成に便利な、Excel帳票の出力も可能です。

ラック内の機器の配置から、機器の詳細情報、
機器にインストールされたソフトウェア、配線情
報まで、ラックに紐付く情報を一元管理します。
ラックやフロアのレイアウトはグラフィックで表
示し、詳細情報へドリルダウンしていけます。

配線管理ドリルダウン

ハードウェアメーカー様

ゲートサーバー
電流測定

ターミナル
温度・湿度

測定ターミナル

インテリジェントPDU

ラリタン・ジャパン株式会社

株式会社Anywire

サーバー側

OS Windows Server 2012 R2（推奨）

Webサーバソフト IIS 7.0以上

データベース SQL Server 2014（SQL Server 2014 Expressを含む）

クライアント側

Webブラウザ Microsoft Internet Explorer 7 ～ 11（推奨）

その他 Silverlightプラグイン 5.0 , .NET framework 4.0

動作環境

利用場面システム構築例

カスタマイズ対応

電気錠制御 開錠・施錠操作 など

申請・予約システム 作業予約、入退管理 など

帳票入出力 定型フォーマットでの出力 など

その他 電子タグ等による機器配置の自動管理

データセンター監視システム iDCNavi
グリーンITデータセンターサービス

SaaS版 ラック管理システム
UnitPORTER 2S

関連製品・サービス

サーバーラック管理システム

電流計や、温度センサーの測定値をラックに紐
付けて表示します。インターネットを介して、遠
隔地にあるサーバーラックの温度や電力消費
を、Webブラウザで確認できます。

アラーム温度分布Excel帳票 複数監視

ラックに設置したセンサーから
測定値を取得

画像ストックから機器の画像を選択
ラックに収容する機器のイメージ
画像は   あらかじめ用意された画
像ストックから選択できます。
別途、オリジナルの画像を追加す
ることも可能です。

画像ストック

ポートを紐付け

このほかの機器でも、SNMPなどTCP/IPベースのデータであれば取得可能です。

データセンターの管理業務

自社運用のサーバー管理
サーバーラックサーバーラック

インテリジェントPDU
（電源タップ）

温度センサー

Ethernet

Internet

UnitPORTER.Navi
サーバー

クライアント
（Webブラウザ）

Webで センサーの情報の
本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくため、事前に必ず各機器
の製品説明書をご覧の上、定められた範囲内でご使用ください。次に示すよう

な条件や環境で使用する場合は、定格、機能にたいして余裕を持った使い方やフェルセーフな
どの安全対策へのご配慮を頂くとともに、当社営業担当者までご相談くださいますようお願い
いたします。①システム構成ハードウェアに記載の無い条件や環境での使用。②原子力制御、
鉄道施設、航空施設、車両、燃焼装置、医療機器、娯楽機械、安全機器などへの使用。③人命や
財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用。

サーバーラックの”中身”をビジュアル化！

ハウジングラック

ユーザーが直接確認

オフィス
から確認

積層信号灯

eco PDU

ATEN株式会社

スマートコンセント

富士通コンポーネント
株式会社

株式会社パトライト®



ルータ HDD

ソフトウェア構成管理に
ユニット情報のデータ項目は編集でき、用途に応じた管理項目に設定でき
ます。例えば、機器にインストールされているソフトウェア情報なども登録
可能です。

機器の移動や追加などの操作ログを記録しています。担当者の引継ぎ時
など、過去の作業内容をさかのぼって確認できます。

機能の権限設定と、ラックの権限設定が行えます。権限は企業単位、ユー
ザー単位で設定できます。例えば、データセンター側がラックのレンタル
ユーザーにシステムを提供する場合も、安心してご利用いただけます。

ブレードサーバーや、ラックマウント以外の機器も

機器の移動や追加など、操作ログを記録

権限の管理

CSVデータのインポートで、ラック・ユニット情報の一括登録ができます。
インポートしたCSVデータは、取り込む前に画面内で編集できます。ラック
搭載位置や、テンプレートの選択の他、セルをダブルクリックすると、セル
が編集可能となります。

CSVのインポートでラック・ユニット情報を一括登録

重量オーバーや 期限切れをアラート
ハード、ソフトのライセンス切れが近づいている機器や、ラックの契約状態
などを、一覧表示することができます。また、ラックの耐荷重、電源容量を管
理でき、容量を超えた場合はアラーム画面でお知らせします。 

OSやデータベースなど、インストールされて
いるソフトウェアの名称、バージョン、ライセンス
期限などを登録できます。

情報種別 管理項目の例

ラック情報 搭載可能ユニット数、耐荷重、電源容量、利用状況

ユニット情報 搭載位置、担当者情報、メーカー保守期限、LAN設定

ソフトウェア情報 OS、データベース、バージョン、ライセンス期限

利用者情報 ユーザー情報、企業情報

その他 マニュアルPDFへのリンク、メーカーHPへのリンク

ヒストリ 作業ログ、アラーム表示履歴、温度・電流計測値

ラック情報

フロア配置 ユーザー情報 計測値表示 ソフトウェア情報

ラックで計測した電流や温度のデータを、遠隔地から監視できます。計測
データはグラフで表示される他、複数の監視データを並べてリアルタイム
に表示することもできます。また、異常値が検出されると、アラームとして報
告されます。

ラックで計測した電流や温度の値
を表示します。計測データの推移は
グラフで表示されます。

温度・電流データの遠隔監視

ラックに設置した
センサーから
測定値を取得

ラックの配置を表示したフロアマップから、ラックを選択できます。
また、ツリービューからはデータセンターのロケーション、フロア、
ラックを選択できます。平面図は専用のエディタで編集できます。

会社名、顧客名、連絡先、アカウントIDなど、
ユーザー情報をラックに紐付け管理するこ
とができます。

ラック内の機器はイメージ画像で表示され、どの場所にどの機器
があるか、一目でわかります。また、ラックの荷重オーバーや空き
ユニット数、ラックの利用状況なども表示できます。

ラック使用率や電源の余力、荷重
の余地などを1画面に表示。データ
センター全体のラック「リソース」が
把握できます。

ダッシュボード

分電盤監視など、データセンター全体の監視には
データセンター環境監視システム 『 iDCNavi 』 がお勧めです。

複数リアルタイム監視グラフ表示 アラーム表示

温度分布表示

ユニット（デバイス）に付随するデータの閲覧・
編集を行います。資産ID、導入日、サイズ、荷
重、使用電力などを登録できます。

ユニット情報

ユニット情報にマニュアルPDFや、製品サイトのURLなどを紐付け、
クイックランチャーで開くことができます。必要な情報をすぐに取り
出すことができ、トラブル発生時や問い合わせに対し、素早い対応
が可能です。

配線管理

紐付けたマニュアルPDFなどを呼び出し

クイックランチャー

ネットワーク、電源ケーブルな
ど機器同士のポートを紐付け
ます。ラックイメージが表示さ
れるため、実際の配線作業に
近い感覚で入力できます。

ラック状況一覧画面
ラックの使用状況、機器の使用期
限などを表示します。

ラック、ユニットを検 索し、一 覧
データをCSV出力できます。

ラックレポート画面

ラックの耐荷重 サポート期限切れ

Web
PDF

ラック構成図、諸元値など、ラックに
紐付く情報をExcel 形式の帳票に
出力できます。作業指示書の作成も
簡単に行えます。また、移設や棚卸
しで発生するドキュメント作成業務
なども効率化します。

Excel帳票出力

1U（ユニット）に対し、複数の機器を登録できます。ブレードサーバーに収
められた各ブレードについて、それぞれの情報を登録することができます。
また、小型のルータや外付け
HDDなど、ラックマウントでな
い機器を1Uに複数配置してい
る状態も管理可能です。
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