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シーモン社ニュースラウンドアップ

コネチカット州ウォータータ
ウンにあるシーモン社グロ
ーバル製造本部は、この種
のメーカーとしていち早く
ISo：9001およびISo：14001
認証を取得した。これは当社
の製品品質への取り組みと環
境への責務の認識の高さを示
すものである。米国施設の高
度な金属スタンピング、工具
製作、射出成形およびシート
メタル成形能力により、高精
度に自動化された組立作業に
供給するコンポーネントが生
産されている。その能力は、
業界トップの研究開発施設と
ラピッドプロトタイピング用
3D印刷などの最先端技術を利
用するエンジニアリング・チ
ームの貢献により、現場で新
たなアイデアから完成品を作
り出すことを可能とした。シ
ーモンは厳しい品質規格と工
程管理のもとで多様なファイ
バー/カッパー・ネットワー
ク接続製品やケーブルマネジ
メント製品を製造しており、
最高の製品品質と安定した性
能を実現している。

シーモン社は38カ国で事業を
展開し、100カ国以上の顧客
にサービスを提供する認定イ
ンストーラー/ディストリビ
ューター/物流センターのグ
ローバルネットワークを持っ
ておいるこれらはすべて世界
的な技術・販売支援エキスパ
ートチームにサポートされて

いる。当社は近年、チャンネ
ルパートナーと顧客のサポー
トに力を入れており、専属イ
ンサイドセールス、業界規
格に関する最新情報を提供
するウェブサイトStandards 
Informant、シーモン社の契
約パートナーの事業成長支援
に焦点を当てたニュースや
情報を提供するオンライン
Contractor Pitstopとそこに
展開するリソースなど、新し
い機能やサービスを導入して
いる。

シーモン社は産業育成への取
り組みの一環として、世界中
の業界団体や規格協会に積極
的に参加し続け、TIA、ISo/
IEC、IEEEで重要な指導的役
割を果たしている。また、シ
スコ技術開発者パートナーや
Tier 1 IBMビジネス・パート
ナーになるなど、相補的パー
トナーシップや先見性のある
マーケティングを通して付加
価値サービスの改善にも成功
している。

110年後の今もなお、
シーモン独自のファ
ミリー文化、プロダ
クト・イノベーショ
ン、米国製造拠点、
継続的改善への関与
は、これまで以上に
強力だ。当社の最新

カッパー/ファイバー
技術は、データセン
ターやLAN、インテリ
ジェントビルなどを
性能・設備面で差別
化する重要な要因で
ある。以下、シーモ
ンの画期的な製品開
発のごく一部を紹介
する。 

以下、シーモンの画期的な製
品開発のごく一部を紹介す
る。

 カテゴリー6A/クラスEAで
最高マージンと最速成端
時間のZ-MAX® 6Aシールド/
UTPソリューション

 最高のツイストペアカッ
パーケーブリング性能を提
供するTERA®フルシールド
ソリューション

 10/40/100Gbsアプリケー
ション用の成端済MTP光フ
ァイバープラグアンドプレ
イアッセンブリ

 特許取得プッシュ・プル
方式ブーツ設計で高密度パ
ッチングに革命をもたらす
BladePatch® LCファイバー
ジャンパー

シーモン社創設110周
年を支えた技術力

シーモンが米国を拠点に製造業に専念し、技術リーダーシップを担
って110年になる。創設者カール・F・シーモンの硬化プラスチック
化合物と先駆的な電気通信技術に基づいて、1903年にコネチカット
州で設立された当社は、継続的なプロダクト・イノベーションと優
れたサービス提供への取り組みによって新たな頂点を極めた。そし
て、多くのネットワーク機材製造が海外に製造拠点を移す中で、シ
ーモン社は卓越した技術を維持するために製造開発基盤は米国に拠
点を置いている。 続きを読む
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現在市販されてRJ-45製品
は数多くあるが、シンプ
ル・イズ・ベターの原則を
採用しているのはZ-MAXTM
とその成端プロセスと認識
できる。それは、潜在的誤
りをなくす簡単な手順を確
立することによって、シー
モンは、UTP/シールドカテ
ゴリー6Aアウトレット成端
の速度と性能の安定性に新
たな基準を打ち立てること
に成功した。

速度は極めて重要だが、施工
者が容易に安定した成端がで
きるようにすることも、シス
テムの品質にとって不可欠で
ある。Z-MAXアウトレットは、
現場で施工者が説明書の理解
に多くの時間を割かない作業
実施にすべきという考え方に
基づいて設計された。Z-MAX
アウトレットの直感的な設計
は、成端プロセスの各ステッ
プを最適化し、遅延や手戻り
作業につながる誤りを排除し

た。

Z-MAXがいつでも最
高の性能を保証す
る理由

1.　Zero-CrossTM成端モジュ
ールで、導線の配置と固定を
加速

2.　直感的デザインで各ステ
ップを最適化し、遅延や手戻
り作業につながるエラーを排
除

3.　迅速なZ-TooLTMベースの
成端で、性能を低下させる恐
れのある微変動を排除

4.　成端モジュールは両面カ
ラーコード採用で確実に配線
位置を確認

5.　UTP/シールド両アウトレ
ット共にを同じ手順で成端

製品スポットライト

MAX TurboTool XLR8光ファイバー
ソリューションシーモン社は、カテゴリー5e/6UTP 

MAXアウトレットの成端時間を大幅に
短縮するために、施工業者やケーブル
配線エキスパート向けに開発したMAX® 
TurboTool TMを発売した。

新MAX TurboToolは、従来型の単心パン
チダウンツールとは異なり、8本の導線
すべてを同時にIDCに固定・切断ができ
るため、シングルアクションで4ペアMAX 
UTPアウトレットを成端し、生産性を高
め、手作業による疲労を抑えられる。

いつでも最速・最高性能の成端を提供

他の追随を許さない成端速度―短時間で高性能ファ
イバー成端を実現

最も簡単なユーザーフレンドリープロセス―研
磨成端や融着成端、従来型のメカニカル成端
ほど手作業を必要とせず、経験未熟な技術者
でもファイバー成端が可能

シングルステップ成端―XLR8ツールで接
続整合とクリンピングをワンステップで、
ファイバーを固定し接続の完全性を確保

お試しキャンペーン XLR8メカニカルファイバー成端ツールキットを無償で続きを読む……

シーモン社は、革新的
で効率的な結線工具を
考案し施工者がプロジ
ェクトの施工を最適化
するために、ケーブル
配線の専門知識を集約
して研究開発に取り組
んでいる。

続きを読む

続きを読む

続きを読む
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シーモン社はクライアント向けにデータ
センター・トレーニング/デモルームを開
設した。この専門施設は、ロンドン郊外
チャートシーのイギリス本社の最上階に
あり、ここで数々のイベントや訓練プロ
グラムが実施される。

このデモルームには最新のデータセンタ
ーインフラを紹介する設備があり、シー
モンの完全な「エコシステム」を展示し
ている。この施設の中核を成すのは、超
高密度、スペース最適化、ゼロUパッチン
グ、革新的なケーブルマネジメントによ
るVersaPoD™キャビネットである。このキ
ャビネットのエアフロー改善設計は、コ
ールドアイル・コンテインメント、チム
ニー通風管、最新 IcePack™液相熱交換
器など、さまざまな冷却法を紹介してい
る。

データセンタ
ー・デモルー
ムを開設

続きを読む

データセンターニュースラウンドアップ

シーモン社は、新機能満載の
RouteIT®縦型・水平型ケーブルマ
ネジメントソリューションの発売
をお知らせする。特別に設計され
た製品は、通信室やデータセンタ
ーで今日の大容量・高密度ケーブ
リングシステムの課題を解決す
る。

用途の広いRouteITケーブルマネ
ージャは、横幅に多くのオプショ
ンを持つシングルサイド/ダブル
サイド縦型マネージャと、4イン
チまたは6インチのマネジメント
フィンガーを持つ水平型マネー
ジャがあり、水平ケーブルとパッ
チコードの両方を簡単にルーティ
ング管理・保護するソリューショ
ンを提供する。大容量のフィール
ド交換可能フィンガーは、48本以
上のカテゴリー6Aケーブルを収容
し、高密度パッチパネルと高密度
ブレードスイッチにシームレスに
対応しつつ、ケーブルの変形を防
止するフィンガーはケーブル曲げ
半径を確保している。

縦型RouteITケーブルマネー
ジャは、シーモンの革新的な
VersaPoD® 4ポストラックとRSシ
リーズラックで用に開発され両側
から開閉できる大型ドアでケーブ
ル配線を保護・格納し、指1本で

ラッチを操作し左右どちらからで
も迅速・簡単に開閉でき、品質の
良さを実感できる。ダブルサイド
縦型マネージャはフィンガー、ド
アともに前後共通で、調整可能な
前後のセパレータにより、前部・
後部のサイズを変更でき必要な容
量に柔軟に対応できる。1、2、4U
のサイズがあるRouteIT水平型ケ
ーブルマネージャも、取り外し可
能な両開きカバーで簡単にアクセ
スでき、オプションの幅の広いカ
バーをシーモンのRSシリーズラッ
クに利用すれば、より広範囲にコ
ード経路を管理できる。

「包括的なケーブルマネ
ジメントシステム製品を
提供する取り組みの一環
として、さまざまな通
信スペースで高密度ケ
ーブリングシステムの問
題解決のために、新しい
RouteIT縦型・水平型ケー
ブルマネージャを開発し
ました。」 

シーモン社ケーブル配線サポー
トシステム事業部マネージ
ャ、デイブ・ヴァレントゥ
コニス

新RouteIT®ケーブルマネージャが
高密度ケーブリングシステムを
サポート

続きを読む
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ハリー・バー
ガスはEMEAの
ストラテジッ
クアカウント
マネージャと
してシーモン
に加わり、プ
ロジェクト・
コーディネー
ターのステファン・エドワ
ーズがサポートすることに
なっている。この業界で2人
合わせて40年を超えるキャ
リアがあり、それぞれ1989
年、1997年にケーブル配線
業界で働き始めた。ハリー
は、これまで企業向け販売
管理者として働き、グロー
バルアカウントを管理、販
売会社とエンドユーザーに
焦点を絞った販売チームを
構築したことがある。ステ
ファンはプロジェクト管理
者としてハリーと協力し、
当初はネットワーク管理者
として働いていた。

そのキャリアで特筆すべき
もとのして、彼は英国防省
で働き始め、エンジニアと
してトライデント計画にか
かわったのちIT分野に転身
し、ネットワーク設備のト
レーニングを受けている。

ハリー・バーガスによる
と、シーモン入社の決め手
になったのは同社の顧客中
心の姿勢だった。「シーモ
ンは自社の製品やシステム
の品質で強固な評判を確立
しており、顧客最優先の姿
勢でも知られています」
と述べている。「この精神
は、サポート、サービス、
納入に対する私自身の信念
に合致します。グローバル
な営業範囲、ほかに例を見
ない技術投資など独自のサ
ービス基準によって、シー
モンは長期的な価値を提供
し続けています。―主要ク
ライアントは常にそれを頼
りにしているのです。」

ステファン・
エドワーズは
シーモン入社
を決めた主要
因として、フ
ラットな組織
構造、同族所
有、技術的専
門知識を挙げ
る。「取締役や技術者にす
ぐにコンタクトでき、最も
複雑な問題に関して迅速に
対応することができます。
」と彼は言う。「シーモン
には非常に高い基準があ
り、どの分野の社員も有能
で、スムーズにうまくプロ
ジェクトを提供することが
できます」

休日は、ハリーは大好きなスポー
ツ、特にマンチェスター・ユナイ
テッドに夢中だ。一方、ステファ
ンは写真と旅行に深い興味を持っ
ている。2人とも既婚者で子ども
がおり、私生活では多くの時間
を家族のために使っているとのこ
と。

ケーブル討論会

ネットワーク・ミドルイー
スト・ケーブル討論

ネットワーク・ミドルイース
トは、第1回ネットワーク・ミ
ドルイースト・ケーブル討論
を開催、ストラクチャードケ
ーブリング分野の世界の6人の
専門家が、ドバイのマリーナ
ヨットクラブで3大ケーブル配
線問題をめぐり討議した。

最初の議題は、Cat 6Aケーブ
ルであってもエイリアンクロ
ストークのフィールドテスト
する必要があるか否かという
問題だった。AXTのフィールド
テストは時間がかかり、一貫
性がない場合のあることが広
く認識されている。ケーブル
配線規格の中には、特定のカ
ップリングアッテネーション
要件が満たされていれば、ク
ラスEA、FおよびFAチャンネ
ルは「設計プランに合致」す
る、としている。これはフィ
ールドテストが必要ないこと
を示唆していると言えるだろ
うが、パネリストたちは異な
る見解を有していた。

世界の専門家たちは、どのよ
うな種類のケーブルが40GbE
に最適か、この技術はデータ
センター中心なのか、複数の
建物で利用できるのかをめぐ
って議論した。

ネットワーク・ミドルイー
スト・ケーブル討論の2つ目
の議題は、どんな種類のケー
ブル配線がデータセンター環
境で40GbEをサポートするの
に最適かを調べた。40GbEは
将来の規格なので、この討論
では、どのようなケーブル規
格団体が将来の40GbEサポー
トを検討しているか、どんな
種類のケーブル配線が最も有
用と思われるかを検討を加え
た。

スイッチメーカーはToRデー
タセンター構成を推進してい
るが、ケーブル配線メーカー
はEoRのほうが効率的な方法
であることに賛同している。

現在のトレンドは、仮想化サ
ーバー利用による複数アプリ
ケーションのサポートに向か
っている。従来型の3層階層
構造では、コンピューティン
グサーバーをストレージサー
バーと統合する場合、スイッ
チ構成の3層すべてにパッチ
で繋ぎ、コンピューティング
サーバーがストレージサーバ
ーに接続できるようにしなけ
ればならない。

シーモン規格・技術ディレク
タ、ヴァレリー・マグワイア

Cat 6Aケーブル
ANEXTフィールド
テストは必要か？

40GbEをサポート
するケーブル配
線は？

データセンター
ケーブル配線将
来の形

グローバルアカウントチームを拡充　業界で有名な2人の専門家がシー
モンに加わった。ハリー・バーガスとスティーブン・エドワーズが、
エンドユーザークライアントとクライアント向け販売ルートを担当す
る。2人はシーモンEMEAチームに所属し、南北アメリカおよびアジア太
平洋の技術者と協力して世界中のプロジェクトをサポートする。

シーモンはグローバルア
カウントチームを拡大

新任者

続きを読む続きを読む 続きを読む 続きを読む
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ブログラウンドアップ

シーモンブログからのニュース

シーモンのツールレスブラ
ンキングパネルは、エンク
ロージャ内部の空きラック
マウントスペースを通過す
る熱気の再循環を防止し熱
効率を改善を計る。このパ
ネルはキャビネット前部を
後部からの排気熱と隔離
し、機器に冷風を送り続け
る。

 高耐性が高い軽量パネル
 経済的なデータセンター

向けソリューション
 工具やネジを使わずにワ

ンタッチスナップイン
 ケージナット仕様のキャ

ビネットとラック向け
 簡単に取り外し迅速に機

器搭載可能
 柔軟性の高い1U仕様

世界各地で販売されている
シーモン社製単線シールド
カテゴリー6A/7Aケーブル
が、最大75℃の高温環境に
おいて通信信頼性がある、
と認定されたことをお知ら
せする。

これはシーモンのシールド
ケーブル配線の多くの利点
の1つである―より詳しく
知るにはシールドカッパー
ケーブリング学習センター
を利用のこと。この高い温
度定格は、ケーブル束内部
の温度上昇を懸念するIEEE 
802.3 PoEプラス（タイプ2
）アプリケーションのサポ
ートに特に重要である。デ
ータ端末装置への電源供給
のサポートを期待されるケ
ーブル配線インフラについ
て、業界基準の慣行どおり
に50℃を超える環境で60℃
定格ケーブルを敷設するの
は推奨しない。

グーグル、IBM、ヌビディ
ア、メラノックス、タヤン
は、より高度に統合された新
しい高速データセンター環境
で協力している。これは形勢
を一変させるだろうか。

グーグルはIBM、メラノック
ステクノロジーズ、ヌビディ
ア、タヤンコンピュータとと
もに、データセンター技術の
改善に向けて開発グループを
設置しようとしている。こ
の同盟は「openPoWERコンソ
ーシアム」と呼ばれ、IBMの
PoWERマイクロプロセッサ・
アーキテクチャに基づくオー
プンな開発同盟だ。

このコンソーシアムは、高度
なサーバー、ネットワーク構
築、ストレージ、GPU加速技
術の確立を意図しており、次
世代ハイパースケール/クラ
ウド・データセンターの開発
者に、より多くの選択肢、管
理手段、柔軟性を提供するこ
とが目的である。

データセンター効
率化を改善―ケー
ブリングエキスパ
ート向けブランキ
ングパネルの無料
サンプル

75℃定格シールド
カテゴリー6A/7A単
線ケーブル

データセンター
3.0？

年間に1億ポート以上のPoE対応
ポートが流通していること、新
しい4ペアIEEE 802.3 PoEアプ
リケーションの導入が迫ってい
ること、そして先端規格ベース
技術でテレビ電源にも十分な最
大100ワットの電力を提供する
準備ができている中で、ツイス
トペアケーブル配線のデータセ

ンター電力供給はIT業界の
イメージに革命をもたらし
た。新しいホワイトペーパー
によると、PoEによってサポ
ートされる装置の数・種類の
増加が及ぼす影響や、故障やダ

ウンタイムの一因になるケ
ーブル束内部の発熱やコネ
クタ損傷のリスクを回避す
る適切なネットワークケー

ブリング選択の必要性に第1回
ウェビナーでは焦点を当てる。

また、規格準拠のシールド
カテゴリー6A/カテゴリー

7Aケーブリングシステムがリモ
ート電力テクノロジーを配備す
る際に提供する利点に関する議
論や、関連規格要件の概観、電
力アーキング効果のデモンスト
レーション、新しいIEEE PoEア
プリケーションに関する最新情
報を取り上げる。

「新オンラインセミ
ナーシリーズは、柔
軟かつ便利なフォー
マットで最新情報を
提供するようにデザ
インされています。
」 

シーモンのグローバルインテグ
レーティッドマーケティングマ
ネージャー、デイビッド・ウォ
ール

シーモン社から、新オンラインセミナーシリーズ
のお知らせ。このウェビナーでは、カッパー/フ
ァイバー・ストラクチャードケーブリングや最適
化されたデータセンター設計から、コンバージネ
ットワーク、インテリジェントインフラマネジメ
ント、それらの関連事項すべてに至る多様なテー
マを取り上げる。

新オンラインセミ
ナーを開始

ウェビナーラウンドアップ

続きを読む

シーモン社デ
ータセンタ
ー/ネットワ
ークインフ
ラ・ウェブセ

ミナー

シーモン社は、カッパ
ー/ファイバー・ストラ
クチャードケーブリング
やデータセンター設計の
最適化から、コンヴァー
ジネットワーク、インテ
リジェントインフラマネ
ジメント、それらの関連
事項など…さまざまなテ
ーマに取り組み、提供す

る。

詳細を読む……

続きを読む 続きを読む 続きを読む
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データセンター
3.0？
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ウェビナーラウンドアップ

続きを読む

シーモン社デ
ータセンタ
ー/ネットワ
ークインフ
ラ・ウェブセ

ミナー

シーモン社は、カッパ
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る。

詳細を読む……

続きを読む 続きを読む 続きを読む



 機器の電力消費量と冷却
費用が減少
 集中型光学ケーブル配線

を利用すれば、機器を水平
配線に接続する際に光クロ
スコネクトが不要
 パッシブオプティカル

LAN（PoL）ソリューション
のサポート
 電磁波妨害と無線波妨害

（EMI/RFI）に影響されない
 落雷に影響されない

光ファイバーケーブル配線
による信号伝送：光通信
は、長距離にわたって光信
号を伝播する機能を果たす
低損失導波路を通した光子
（または光）エネルギーの
伝送である。通信システム
において、光子エネルギー
の源泉は、単一波長で光エ
ネルギーを発生する機能を
果たす発光ダイオードまた
は半導体レーザーダイオー
ドである。光源の素早いオ
ン/オフによって1と0のスト
リームを伝送し、デジタル
通信チャンネルを形成する
ことができる。LED光源やレ
ーザー光源は、費用や伝送
速度、物理的性質の面で大
きく異なる。

光源の波長
は、透過光波
の周波数を表
しており（波
長が長いほど
光波の周波数
が低い）、認
識された種類
の光ファイバ
ーの伝送特性
に最も適合す
るように選択
されている。
「波長」を伝
する送光信号
の色と考えれ
ば分かりやす
い。

光エネルギーを伝送する現
代技術の基礎が築かれたの
は、ルビーレーザーが初め
て実証された1960年代と、
コーニング・グラス・ワー
クスの労働者が信号損失
20db/キロメートル未満の光
ファイバーを初めて生産し
た1970年代のことである。
その後、半導体レーザーと
発光ダイオード光源、光エ
ネルギー伝送のサポートに
利用される光ファイバーケ
ーブルと部品が大幅に改良
された。

光ファイバーケーブル配線
の専門技術は機器やアプリ
ケーションプロバイダーの
領分に含まれると一般的に
考えられているが、光ファ
イバーケーブル配線が顧客

所有の通信インフラをサポ
ートするうえでも重要な役
割を果たしていることを見
落としてはならない。 顧客
所有のキャンパス環境で建
物間・地点間に設置された
長距離配線（一般に「屋外
施設ケーブル配線」と呼ば
れる）のサポートにとどま
らず、平均して企業に設置
されたケーブル配線の20％
とデータセンター（特にス
トレージ装置間）に設置さ
れたケーブル配線の40％が
光ファイバーであるという
のは興味深い。平衡ツイス
トペアカッパーケーブリン
グは馴染みがあり、光ファ
イバー接続に比べて成端が
容易と考えられており、機
器費用が大幅に安いため、
今も真っ先に選ばれるメデ

ィアかもしれないが、以下
の利点は、ITインフラで光
ファイバーケーブル配線を
検討する説得力のある理由
である。
 平衡ツイストペアの限度

である100メートルを超える
長距離をサポート
 小さなケーブル径（例え

ば、カテゴリー6Aケーブル
2本の占有スペースは216芯
ファイバーケーブル1本と同
じ）
 軽量なケーブル（例え

ば、長さ200フィートの108
のチャンネルをサポートす
るには、カテゴリー6Aケー
ブルなら108本必要で重さ
1,000ポンドになるが、216
ファイバーケーブルなら1本
ですみ、重さは40ポンド）
 通信クローゼットのポー

ト密度とデータセンターの
高ラインカード密度（4Uハ
ウジングで最大1,728）
 配線径路を縮小
 小さなケーブル径はエア

フローの改善
 ケーブルの頑丈性：光フ

ァイバーケーブル配線は平衡
ツイストペアケーブル配線
の2倍の張力に対応（50lbf
対25lbf）

Light It Up:
光ファイバー伝送、メディアおよびアプリケーション

光波長を利用して音声信号を送るというアイデ
アが1世紀をはるかに超える昔からあると知っ
たら驚くかもしれない。実際に、アレクサンダ
ー・グラハム・ベルが発明した「光線電話」
は、声の音波が当たると振動する薄い鏡に焦点
を合わせた細い太陽光線を利用して、1880年に
最大700フィートにわたって音声信号を送ったの
である！

続きを読む

ホワイトペーパー
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セントルイス美術館
セントルイス美術館が現在から将来を見据えたカ
テゴリー6A/7Aケーブル配線を導入

セントルイス中心部の
森林公園では137年の
歴史を通し、1904年
の万国博覧会と夏季
オリンピックをはじ
め、さまざまなイベ
ントが開催されてき
た。この1,371エーカ
ーの公共スペースに
は、現在セントルイス

動物園や科学センタ
ー、ミズーリ歴史美術
館などさまざまな施
設があり、先ごろま
た1つのイベント―象
徴的なSt. Louis Art 
Museum（SLAM）の民間
資金1億3,000万ドルを
投じた拡張工事―が行
われた。

過去125年間、SLAMは数々の
作品を収集し、米国10大総合
美術館の一角を成すに至っ
た。マチスやゴッホ、ピカ
ソ、モネ、ゴーギャンのよう
な著名芸術家の作品を見るた
めに毎年50万人以上が来場し
ており、本来1904年万博のた
めに建築された本館が手狭に
なっていた。SLAMの拡張工事
には、美術館の公共スペース
を30％以上広げる22万4,000
平方フィートの東館新設、南
館の教育施設拡張、300台分
の駐車場増設、入りやすい正
面玄関の新設が含まれてい
る。

この拡張プロジェクトは、独
立会社アラップ（www.arup.
com）が構築した1904年の原
型に沿って設計され、ネット
ワークケーブリングインフラ
など、既存のインフラ面の不
備に取り組む美術館全体の大
規模な改良も含まれている。
古典的な美術品と最先端のネ
ットワーク構築に関係を見い
だす人はほとんどいないだろ

うが、ジェイソン・ストック
マンSLAM情報技術担当取締役
には、美術館の技術目標を維
持するために適切なケーブル
配線インフラソリューション
が必要であることがわかって
いた。

新しい仕様
美術館のケーブル配線インフ
ラ設計にあたって、ストック
マンと設計エンジニアリング
会社ウィリアム・タオ＆アソ
シエーツ（www.wmtao.com）
は、最大通信速度1Gbit/秒の
当初の計画カテゴリー5e仕様
は、ビルディングオートメシ
ョンシステムを含むIPネット
ワーク導入という美術館の目
標を達成するためには仕様が
大幅な過小バージョンだと感
じた。

「私たちはクライアントに利
用すべき仕様を伝えることは
決してありませんが、クライ
アントが時代遅れになりつつ
ある技術を検討していたり、
検討されているアプリケ

ーションが何かほかのものを
必要としたりする場合は、ク
ライアントと協力してニーズ
に適した技術を提案します」
と、RCDD資格を保有するウィ
リアム・タオ＆アソシエーツ
のジャニス・クリストファー
通信プロジェクト・エンジニ
アは言う。同社は、このプロ
ジェクト向けに照明、オーデ
ィオ/ビジュアル、音響、セ
キュリティー、ビルディング
オートメーション、防火およ
び配管システムも設計し、エ
ネルギーと環境デザイン・米
国グリーン建築基準（LEED）
準拠の設計・管理サービスを
提供した。 

CASE STUDy

「適切なソリューショ
ンの確認からフェース
プレート、トレーニン
グに至るまで、シーモ
ン社との協力はシーム
レス行われました。け
れども、ケーブル配線
はただケーブルを配線
すればいいというもの
ではありません―それ
をサポートする人々が
違いを生み出すのであ
り、シーモンは明らか
に違いを生み出してく
れました。」

セントルイス美術館情報技術担当
取締役、ジェイソン・ストックマ
ン

続きを読む

The data center connecting the museum’s 26 telecommunications 
rooms uses these RazorCore 50-micron lazer optimized trunk cables, 
as part of Siemon’s Plug and Play system.
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には、美術館の公共スペース
を30％以上広げる22万4,000
平方フィートの東館新設、南
館の教育施設拡張、300台分
の駐車場増設、入りやすい正
面玄関の新設が含まれてい
る。

この拡張プロジェクトは、独
立会社アラップ（www.arup.
com）が構築した1904年の原
型に沿って設計され、ネット
ワークケーブリングインフラ
など、既存のインフラ面の不
備に取り組む美術館全体の大
規模な改良も含まれている。
古典的な美術品と最先端のネ
ットワーク構築に関係を見い
だす人はほとんどいないだろ

うが、ジェイソン・ストック
マンSLAM情報技術担当取締役
には、美術館の技術目標を維
持するために適切なケーブル
配線インフラソリューション
が必要であることがわかって
いた。

新しい仕様
美術館のケーブル配線インフ
ラ設計にあたって、ストック
マンと設計エンジニアリング
会社ウィリアム・タオ＆アソ
シエーツ（www.wmtao.com）
は、最大通信速度1Gbit/秒の
当初の計画カテゴリー5e仕様
は、ビルディングオートメシ
ョンシステムを含むIPネット
ワーク導入という美術館の目
標を達成するためには仕様が
大幅な過小バージョンだと感
じた。

「私たちはクライアントに利
用すべき仕様を伝えることは
決してありませんが、クライ
アントが時代遅れになりつつ
ある技術を検討していたり、
検討されているアプリケ

ーションが何かほかのものを
必要としたりする場合は、ク
ライアントと協力してニーズ
に適した技術を提案します」
と、RCDD資格を保有するウィ
リアム・タオ＆アソシエーツ
のジャニス・クリストファー
通信プロジェクト・エンジニ
アは言う。同社は、このプロ
ジェクト向けに照明、オーデ
ィオ/ビジュアル、音響、セ
キュリティー、ビルディング
オートメーション、防火およ
び配管システムも設計し、エ
ネルギーと環境デザイン・米
国グリーン建築基準（LEED）
準拠の設計・管理サービスを
提供した。 

CASE STUDy

「適切なソリューショ
ンの確認からフェース
プレート、トレーニン
グに至るまで、シーモ
ン社との協力はシーム
レス行われました。け
れども、ケーブル配線
はただケーブルを配線
すればいいというもの
ではありません―それ
をサポートする人々が
違いを生み出すのであ
り、シーモンは明らか
に違いを生み出してく
れました。」

セントルイス美術館情報技術担当
取締役、ジェイソン・ストックマ
ン

続きを読む

The data center connecting the museum’s 26 telecommunications 
rooms uses these RazorCore 50-micron lazer optimized trunk cables, 
as part of Siemon’s Plug and Play system.




