
小規模データセンター＆サーバールーム向け電流・環境監視ソリューション

ラックエナジーキットシリーズ

過電流によるトラブル

電流の使用量が
分からない・・・

サーバーを増設していたら、
ブレーカーが落ちてしまって業務は停滞、
大事なデータも消えてしまった・・・

－システムダウンやデータ損失の大半はハードウェアの障害が原因です－

サーバーの故障率が高い・・・
ラック内が高温だから？

どれぐらいの温度に
なっているのだろう？

熱によるトラブル

監視するにしても、簡単に
サーバーを止められない･･･

監視装置の導入費用が
高額・・・

工事が必要になると、
その費用もバカにならない・・・

アナログな測定器でその都度
測定するのはもっとイヤ・・・

でも、どうしたら良いかが分からない･･･

ラックエナジーキットが、
あなたの悩みを解決します！



電流＆環境監視は、３つのラックエナジーキットにおまかせ。

電流監視デバイス
へ接続

ゼロユニット
インラインメーターキット

1ユニット
インラインメーターキット

電線にそのまま取り付けて電流測定

クランプメーターキット

コンセントと主電源の間に接続＆測定コンセントと主電源の間に接続＆測定

モニタリングソフトウェア

温度センサー
ゲートウェイ（監視装置）

Cat5Eパッチコード

基本構成

LAN

ラックエナジーキットの簡単比較

項目 クランプメーター インラインメーター

導入環境 主に既存設備 主に新規設備

導入時のダウンタイム なし あり

測定項目 電流(A), kVA※, kW※, kWh※

※電圧(V)、力率(PF)は任意の固定値
電流(A), kVA, kW, kWh

測定精度 ±3%※

※補正値入力時（注）
±1～2%

イーサネット対応 ○ ○

設置方法 コンセントのケーブルに取り付け
ゼロユニット ラック内外の任意の場所に固定

1ユニット 19インチラックにマウント

・電源を止めずに電源ケーブルに取り付けるだけ

・電源ケーブルの加工は一切不要

・工事がないので電気工事ライセンス不要

・イーサネット対応でリアルタイムリモート監視

・コンセントバーと主電源の間に接続して測定

・電流値はもちろん、電圧値や力率も測定可能

・工事がないので電気工事ライセンス不要

・イーサネット対応でリアルタイムリモート監視

・コンセントバーと主電源の間に接続して測定

・電流値はもちろん、電圧値や力率も測定可能

・工事がないので電気工事ライセンス不要

・イーサネット対応でリアルタイムリモート監視

クランプメーターで電流測定を行う場合は、コンセントバーに使用されている各電源ケーブル固有の補正値を入力する必要があります。
パンドウイットでは、各コンセントメーカーで使用されている電源ケーブルの補正値をウェブサイトで公開しています。
こちらのWebでご確認ください。 →http://dcim-jp.com/

（注）

※各監視デバイスからのデータを収集＆統合



「監視」＆「アラート通知」＆「レポート作成」も専用ソフトウェアでカンタンに。

モニタリングソフトウェア基本仕様

日本語のほか、6ヶ国語に対応したMulti-Languageソフトウェア

 モニタリング性能：

☞ゲートウェイ監視装置30台までモニタリング

 リアルタイム監視：

☞最小15分～最大12時間間隔でデータ収集

 測定データ自動保存：

☞最小1日～最大187日のデータを保存

 アラート設定（アラート通知による警告）

 エクスポート機能（CSV形式で出力）

システム要件

OS
Microsoft Windows
☞XP 32Bit, 7 Professional 32Bit & 64Bit, 2003 Server

32bit & 64bit, 2008 Server 32bit & 64bit

プロトコル SNMP

CPU 2GHz

メモリ 2GB以上

HDD容量 20MB以上

NET Framework 2.0以上

■製品詳細

ラックエナジークランプキット

製品型番 キット明細

RMSC2T2PCLA01 クランプメーター x 2, 温度センサー x 2, ゲートウェイ監視装置 x 1, モニタリングソフトウェア x 1, Cat5Eパッチコード x 4

ラックエナジーインラインメーターキット ゼロユニットタイプ

製品型番 電圧 電流 配電 プラグ＆コネクタ形状 キット明細

RMSQ2T2POB05J
100V

20A

単相

NEMA L5-20P, L5-20R ゼロユニットインラインメーター x 2
温度センサー x 2

ゲートウェイ監視装置 x 1
モニタリングソフトウェア x 1
Cat5Eパッチコード x 4

RMSQ2T2POB06J 30A NEMA L5-30P, L5-30R

RMSQ2T2POB07J
200V

20A NEMA L6-20P, L6-20R

RMSQ2T2POB08J 30A NEMA L6-30P, L6-30R

ラックエナジーインラインメーターキット 1ユニットタイプ

製品型番 電圧 電流 配電 プラグ＆コネクタ形状 キット明細

RMSL2T1POB13J
100V

20A

単相

NEMA L5-20P, L5-20R 1ユニットインラインメーター x 1
温度センサー x 2

ゲートウェイ監視装置 x 1
モニタリングソフトウェア x 1
Cat5Eパッチコード x 4

RMSL2T1POB14J 30A NEMA L5-30P, L5-30R

RMSL2T1POB15J
200V

20A NEMA L6-20P, L6-20R

RMSL2T1POB16J 30A NEMA L6-30P, L6-30R

追加オプションセンサー

製品型番 製品詳細

ZETHL-10 湿度センサー x 1 ※Cat5E以上に対応するパッチコードが必要になります。

ZETHL-12 温度センサー x 1 ※Cat5E以上に対応するパッチコードが必要になります。

■各電流監視デバイスの接続イメージ

クランプメーター 1ユニットタイプ

主電源
コンセントバー コンセントバー

ゼロユニットタイプ

コンセントバー コンセントバー主電源



クランプメーター 基本仕様

物理サイズ 寸法：134㎜（H) x 88.5㎜（W) x 41㎜（D) 重量：135g/個

電流測定範囲 1.0A ～ 30A ※単相のみ

許容電圧範囲 100V～200V AC ※単相のみ

周波数 50Hz～60Hz

接続ケーブル Cat5Eパッチコード

給電及び通信 ゲートウエイ監視装置とCat5Eパッチコードで接続して給電及び通信

測定可能な電源ケーブル アンシールド、円柱型単相AC電源ケーブルで、ケーブル直径が8㎜から18㎜までの電源ケーブル

本体LED表示 本体のLED表示より最新の電流値の確認が可能

測定精度 ±３％ ※ケーブル固有補正値を入力した場合

ケーブル固有補正値 電源ケーブルの特性に合わせた補正値をゲートウエイ監視装置に入力

※各メーカーの電源ケーブル補正値についてはWebでご確認ください。 →http://dcim-jp.com/

温度センサー 基本仕様

物理サイズ 長さ：約500mm（コード部分のみ） センサー部分：16mm（L）x 7mm（w）

温度測定範囲 0℃ ～ 70℃

接続ケーブル Cat5Eパッチコード

給電及び通信 ゲートウエイ監視装置とCat5Eパッチコードで接続して給電及び通信

計測精度 ±1℃（※20℃の環境下の場合）

■構成製品の基本仕様

〒108-0075 東京都港区港南2-13-31
TEL03-6863-6060 FAX03-6863-6100

パンドウイットコーポレーション日本支社
http://www.panduit.co.jp

※このカタログに記載された機能・仕様・デザイン等は、予告なしに変更されることがあります。

インラインメーター 基本仕様

物理サイズ
ゼロユニットタイプ 寸法：332㎜（H) x 60㎜（W) x 60㎜（D) ※筐体部分のみ ケーブル長：1.5M

1ユニットタイプ 寸法：44.5㎜（H) x 482.6㎜（W) x 150㎜（D) ※筐体部分のみ ケーブル長：3M

電流測定範囲 30Aまで ※単相のみ

許容電圧範囲 100V～200V AC ※単相のみ

周波数 50Hz～60Hz

使用温度範囲 0℃～40℃

電源入出力部規格 NEMA規格

監視用接続ケーブル Cat5Eパッチコード

本体LED表示 次の値をリアルタイムで測定＆表示 →電流A, 電圧V, 力率PF, 周波数Hz, 皮相電力kVA, 電力量kWh

測定精度 ±1～2％

ゲートウェイ 基本仕様

物理サイズ 寸法：37㎜（H) x 233㎜（W) x 79㎜（D) 重量：800g

許容電圧範囲 100V～200V AC

使用温度範囲 0℃～45℃

消費電力 最大40W

プロトコル SNMP

ネットワークポート RJ45 x 1ポート, 10/100Mbps, オートネゴシエーション

環境監視ポート RJ45 x 4ポート

電流監視ポート RJ45 x 2ポート

kWh測定範囲 0kWh～429,496,729kWh

販売代理店：


