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もう体験しましたか：

シスコの最有望プロバイダー
に選出 P10

LIGHTHOUSE™ファイバーケーブ
ル配線ソリューションを発表 P04



INNOVATEを定期購読

本号では…
読みたい記事をクリックするか、ページをめくって読み進んでください。

バックナンバーを読むにはアイコンをクリック

P06

DCニュースラウンドアップ：
TERA®ソリューションでMAPIT® G2オ
ートメーションインフラ管理システム
を拡大

P04

詳しく見る 詳しく見る

P12

ウェビナーラウンドアップ
シーモン社の2014年ネットワークイ
ンフラ・ウェビナーシリーズのハイラ
イト

W W W . S I E M O N . C O M

Siemon is well-known for its industry leading, high performance connectivity. The same high performance copper
and fibre products are available with our patented Ruggedised MAX® & Z-MAX® housings. Ruggedised outlets 
and modular patch cords provide an IP66/IP67-rated seal, protecting plug and outlet contacts from dust, moisture,
industrial cleaning chemicals and vibration. These solutions are ideal for protecting valuable connections in 
laboratories, hospitals, food processing plants and other harsh environments.

For more information on Siemon's line of Ruggedised products visit: www.siemon.com/ruggedised
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製品スポットライト：
シーモン社の最新高耐久ソリューショ
ンに関する記事を読み、新しいホワイト
ペーパーをダウンロード
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シスコの最有望ソリューションプロバ
イダーに選出

P16

ホワイトペーパー：
ゾーンケーブリングの利点を探るシー
モン社の最新ホワイトペーパー

DCニュースラウンドアップ：
先端ファイバーケーブル配線ソリ
ューションのポートフォリオを拡
張、LIGHTHOUSE™を発表
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INNOVATE |  DCニュースらラウンドアップ

データセンター、LAN、インテリジェントビル向け
の包括的な高性能光ファイバーソリューション製品

が、シーモン社LIGHTHOUSEブランドで勢ぞろい

LIGHTHOUSEは、シーモン社の定評あるエ
ンドツーエンドファイバーケーブル・接続シ
ステムを多岐にわたる新製品イノベーショ
ンと調和させ、どのようなネットワークインフ
ラでもほとんどサポートする包括的な高性
能ファイバーソリューションを提供します。

LIGHTHOUSEは、一般的なファイバーケー
ブル・接続システム並の低価格で提供される
シーモン社の最先端問題解決製品であり、
総顧客価値に関して比類ないファイバーポ
ートフォリオをお届けします。

先端ファイバーケー
ブル配線ソリューショ
ンの拡張ポートフォリ
オ、LIGHTHOUSE™を発表
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TERAパッチパネル/コードに組み込まれたMAPIT G2テクノロジーと、近日発売予定の機能
豊富なシーモン社EAGLEEYE ™ CONNECTソフトウェアの組み合わせにより、最も信頼でき
る最高性能のカテゴリー7A/クラスFAツイストペアケーブリングシステムをリアルタイムで追
跡・管理できます。

最高性能のTERA®ソリュ
ーションでMAPIT® G2
自動インフラ管理システ
ムを拡張
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INNOVATE |  DCニュースらラウンドアップ

MAPIT G2 TERAシステムは頑健なインテ
リジェントパッチパネルを搭載、このパネル
は前部または後部からスナップ式モジュー
ルで簡単に設置でき、シールドシステムを
適切に接地するためのQUICK-GROUNDテ
クノロジーを応用しています。パネルはアン
グル型デザインなので、より簡単に縦型マ
ネージャに直接ケーブルルーティングを行
うことができます。パネルは、バックライト
付きグラフィック液晶ディスプレーで、それ
ぞれのパッチコード接続と回路パターンに
関するリアルタイムの情報をローカルに表
示します。

優れた信頼性と耐食性を備えたMAPIT G2 
TERAパッチコードは、2ペアバージョンと4
ペアバージョンがあり、ブートの後部にテス
ト用、マッピング用の便利なセンサーピン
がついています。2ペアコードはケーブル共
有に対応、VOIPや10/100BASE-Tなど、2つ
の2ペアアプリケーションを1つの4ペアケ
ーブルとアウトレットで使うことができ、ケ
ーブル費用と配線径路スペースの節約にな
ります。

「すばらしいことに、強力なEAGLEEYEソ
フトウェアだけでなく、TERAシステムに
MAPIT G2テクノロジーを導入した結果、業
界有数のカテゴリー7A/クラスFA自動イン
フラ管理システムが実現されました」

シーモン社グローバルマーケティング担当バイスプレ
ジデント、ロバート・カールソン談

「見識の高い多くのエンドユーザー
が、1000メガヘルツ帯域幅の比類なきパフ
ォーマンス、TEMPEST規格の優れたセキュ
リティ、費用効果の高いケーブル共有をサ
ポートする能力に惹かれ、TERAを展開して
います。これらの顧客にインテリジェントバ
ージョンのTERAを提供することにより、こ
のプレミアムフルシールドシステムは、まっ
たく新しいレベルのネットワークマネジメ
ント、保護、ダウンタイム短縮を実現してい
ます」

MAPIT G2のスマート接続技術と新しい
EAGLEEYEソフトウェアの組み合わせによ
って、物理層を完全に視認してコントロー
ルすることができます。このシステムは、リ
アルタイムのポート監視・追跡能力を利用
して、障害や不正接続、未使用ポートを確認
し、トラブルシューティングの応答時間、作
業命令プロセス、セキュリティ、資産管理を
改善します。MAPIT G2 TERAパッチパネル
は極めて効率的で、消費電力は拡張可能な
競合システムを最大78％下回ります。

簡単かつ費用効果的に自動インフラ管理に
移行するために、現場でアップグレードで
きるMAPIT G2対応バージョンもあります。

詳しく見る

フルシールドカテゴリー7/7A TERAソリューションの追加
により、MAPIT G2自動インテリジェントインフラ管理シス
テムの拡張を発表いたします。
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スナックを買ったり、メールを送ったり、遊園地で遊んだ
り――今や、ほとんどすべての日常活動がネットワークに
関連しています。

生活のあらゆる面で、デジタル情報やワイヤ
レス携帯用デバイス、イーサネットが急速に
普及しており、これまで以上に多くの場所でネ
ットワーク接続が必要になっています。

産業オートメーションや管理システムに情報
を提供し、工場環境を企業LANに統合するた
めの手段として、過去10年間に製造環境が急
速に産業イーサネットに移行している中で、
この産業において、より厳しい条件に耐えるこ
とができるネットワークケーブルやパッチコ
ード、コネクタへの需要が高まっているのは
明らかです。

しかし、中間にある環境――「産業」とみなさ
れるほど厳しくはないが、日常の商業用オフィ
ス環境よりは高い耐久性が必要な環境につ
いてはどうでしょうか。このような種類の環境
にネットワークを拡張することは、思っている
よりもはるかに一般的になっています。社会
のデジタル化が進むにつれて、このような種
類の環境があちこちに現れており、高耐久ネ
ットワークケーブルやパッチコード、コネクタ
が必要になっています。ネットワークの長期
的信頼性を維持し、さまざまな要素による腐
食や損傷に起因する部品交換の必要性を抑
えなければなりません。

よりスマートに、より高い
耐久性を確保し、より厳し
い環境にLANを拡張

W W W . S I E M O N . C O M

Siemon is well-known for its industry leading, high performance connectivity. The same high performance copper
and fiber products are available with our patented Ruggedized MAX® & Z-MAX® housings. Ruggedized outlets 
and modular patch cords provide an IP66/IP67-rated seal, protecting plug and outlet contacts from dust, moisture,
industrial cleaning chemicals and vibration. These solutions are ideal for protecting valuable connections in 
laboratories, hospitals, food processing plants and other harsh environments.

For more information on Siemon's line of Ruggedized products visit: www.siemon.com/ruggedized

Connectivity

SIEMON’S 

Ruggedized

フルホワイトペーパーをダウンロード
して詳しく見る

LAドジャースが球場の改良に大
成功を収めた方法を詳しく見る



INNOVATE |  製品スポットライト

 

 

 

 

 S

スナックを買ったり、メールを送ったり、遊園地で遊んだ
り――今や、ほとんどすべての日常活動がネットワークに
関連しています。

生活のあらゆる面で、デジタル情報やワイヤ
レス携帯用デバイス、イーサネットが急速に
普及しており、これまで以上に多くの場所でネ
ットワーク接続が必要になっています。

産業オートメーションや管理システムに情報
を提供し、工場環境を企業LANに統合するた
めの手段として、過去10年間に製造環境が急
速に産業イーサネットに移行している中で、
この産業において、より厳しい条件に耐えるこ
とができるネットワークケーブルやパッチコ
ード、コネクタへの需要が高まっているのは
明らかです。

しかし、中間にある環境――「産業」とみなさ
れるほど厳しくはないが、日常の商業用オフィ
ス環境よりは高い耐久性が必要な環境につ
いてはどうでしょうか。このような種類の環境
にネットワークを拡張することは、思っている
よりもはるかに一般的になっています。社会
のデジタル化が進むにつれて、このような種
類の環境があちこちに現れており、高耐久ネ
ットワークケーブルやパッチコード、コネクタ
が必要になっています。ネットワークの長期
的信頼性を維持し、さまざまな要素による腐
食や損傷に起因する部品交換の必要性を抑
えなければなりません。

よりスマートに、より高い
耐久性を確保し、より厳し
い環境にLANを拡張

W W W . S I E M O N . C O M

Siemon is well-known for its industry leading, high performance connectivity. The same high performance copper
and fiber products are available with our patented Ruggedized MAX® & Z-MAX® housings. Ruggedized outlets 
and modular patch cords provide an IP66/IP67-rated seal, protecting plug and outlet contacts from dust, moisture,
industrial cleaning chemicals and vibration. These solutions are ideal for protecting valuable connections in 
laboratories, hospitals, food processing plants and other harsh environments.

For more information on Siemon's line of Ruggedized products visit: www.siemon.com/ruggedized

Connectivity

SIEMON’S 

Ruggedized

フルホワイトペーパーをダウンロード
して詳しく見る

LAドジャースが球場の改良に大
成功を収めた方法を詳しく見る



INNOVATE |  ニュース総集編

シスコの最有
望プロバイダ
ーに選出

シーモン社は、「2010年シスコ最有望ソリューションプロ

バイダー20社」に選ばれるという光栄に浴しました。

審査は著名なCEO、CIO、CTOおよびアナリスト（『CIOレビュー』編集局を含む）で行われまし
た。シーモン社は、シスコと提携してソリューションやサービスを提供するベンダーの一角を
占め、多くの場所にまたがる人材基盤に基づき、幅広いビジネスプロセス知識と徹底的に統
合された革新的な戦略を示しています。

シスコは、今日のIP接続を基本にしたネットワークにハードウェア、ソフトウェアおよびサービ
ス商品を提供する最有力企業として、強力な接続と簡単な情報アクセスの創出に役立つ技術
進歩の大きな原動力となっています。無数の企業がシスコと提携して顧客にネットワーキング
の利益をもたらしていますが、「シスコ最有望ソリューションプロバイダー」に選ばれた企業
は、最前線でネットワーキング市場の課題に取り組んでいます。

詳しく見る

アップルIOSにもアンドロイドデバイスにも
使える、新しい無料のモバイルアプリを発
表いたします。

この新作アプリは、ホワイトペーパーや製
品スペックシート、新製品発売の詳細など、
シーモン社の最も人気があるリソースすべ
てへの迅速・簡単なゲートウェイを提供す
るために開発したものです。

使いやすいモバイルアプリで、シーモン
社のインタラクティブ・デジタルマガジン

『INNOVATE：将来に向けたケーブリング』
や世界中の導入事例にすぐにアクセスでき
るだけでなく、 STANDARDS INFORMANT
ブログやINFRASTRUCTUREブログでシー
モン社の専門家から最新の業界情勢や意
見を聞くことができます。

このアプリはインストーラを念頭に置いて
デザインされており、あらゆるカッパー/光
ファイバーケーブリング、接続、キャビネッ
ト、ラック、ケーブルマネジメントのために、
製品データやスペックシート、インストール
ガイドへの簡単なモバイルアクセスを提供
します。

新しい機能によって、包括的なビデオチュー
トリアル・ライブラリやデモ、教育用のシー
ルドケーブル配線リソースセンターをブラ
ウズすることができます。

「新しいモバイルアプ
リで、顧客が必要とする
情報への迅速・簡単なア
クセスを提供できるよう
になりました」
シーモン社グローバルマーケティング担当バイスプレ
ジデント、ロバート・カールソン

アプリを詳しく見る／ダウンロードするには、ここをクリック

新作モバイルアプリ
に常時接続
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INNOVATE |  ニュース総集編

シスコの最有
望プロバイダ
ーに選出

シーモン社は、「2010年シスコ最有望ソリューションプロ

バイダー20社」に選ばれるという光栄に浴しました。

審査は著名なCEO、CIO、CTOおよびアナリスト（『CIOレビュー』編集局を含む）で行われまし
た。シーモン社は、シスコと提携してソリューションやサービスを提供するベンダーの一角を
占め、多くの場所にまたがる人材基盤に基づき、幅広いビジネスプロセス知識と徹底的に統
合された革新的な戦略を示しています。

シスコは、今日のIP接続を基本にしたネットワークにハードウェア、ソフトウェアおよびサービ
ス商品を提供する最有力企業として、強力な接続と簡単な情報アクセスの創出に役立つ技術
進歩の大きな原動力となっています。無数の企業がシスコと提携して顧客にネットワーキング
の利益をもたらしていますが、「シスコ最有望ソリューションプロバイダー」に選ばれた企業
は、最前線でネットワーキング市場の課題に取り組んでいます。

詳しく見る

アップルIOSにもアンドロイドデバイスにも
使える、新しい無料のモバイルアプリを発
表いたします。

この新作アプリは、ホワイトペーパーや製
品スペックシート、新製品発売の詳細など、
シーモン社の最も人気があるリソースすべ
てへの迅速・簡単なゲートウェイを提供す
るために開発したものです。

使いやすいモバイルアプリで、シーモン
社のインタラクティブ・デジタルマガジン

『INNOVATE：将来に向けたケーブリング』
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モン社の専門家から最新の業界情勢や意
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情報への迅速・簡単なア
クセスを提供できるよう
になりました」
シーモン社グローバルマーケティング担当バイスプレ
ジデント、ロバート・カールソン

アプリを詳しく見る／ダウンロードするには、ここをクリック

新作モバイルアプリ
に常時接続
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フルウェビナーを見る

IEEE 802.11AC 5ギガヘルツワイヤレスの最新情報とストラクチ
ャードケーブリングの可能性
シーモン社は無料のウェビナーシリーズを継続し、新たに発表されたIEEE 802.11AC超高ス
ループット5ギガヘルツワイヤレス規格について、ヴァレリー・マグワイアが30分間の特別セ
ミナーで有益な最新情報を提供しました。

今日のデータセンターにおける低損失マルチファイバー接続の必
要性
この新しいビデオでは、シーモン社のデータセンター専門家ライル・メナード（RCDD/NTS）
が、データセンターの設置を計画するにあたって、シーモン社VERSAPODデータセンターソ
リューションの独自の特徴から利益を得る方法について情報を提供しています。

DAS、NAS、SAN、SANオーバーIP、ファイバーチャネルなどのスト
レージネットワーク技術に関する最新情報
この有益なウェビナーでは、シーモン社のキャリー・ヒグビーがプレゼンテーションを行い、
今日の重要なストレージエリアネットワーク（SAN）を取り巻く傾向や技術、規格を取り上げる
とともに、迅速・安全なアクセスを可能にしつつ効果的にデータを保存・保護する方法を検討
しています。

40GBASE-Tとカテゴリー8ネットワークケーブリングの最新情報
（APAC/EMEA）

シーモン社が無料のVISIOステンシルライブラリを定期的に更新し、迅速・簡単に素晴らし
いネットワークダイヤグラムを作れるようにしていることをご存じでしたか。

2014年シーモン社ウェビナーシリーズのハイライトをご紹介しま
す。2015年実施予定のウェビナーにもご注目ください。

シーモン社データセンター/ネット
ワークインフラ・ウェビナーシリーズ

S

Harston Mill,  
Harston, Cambridge,  
United Kingdom CB22 7GG
Tel: +44 (0) 1223 875272

1430 Tully Road, Unit 403
San Jose, CA 95122
USA
Tel: +1 844 744 6363

Avenida Comercial de Macau
FIT Centre, 5 Andar A
Posto 1538, Macau
Tel: +853 8294 6933

enquiries@zinwave.com
www.zinwave.com

System highlights
n  Wideband – 150MHz-2,700MHz 

frequency range

n  One layer system – for in-building 
wireless and  IP applications

n  Future-proof – supports any service 
mix, protocol or modulation scheme, 
including MIMO

n  Install once – no upgrades or cabling 
overhauls needed

n  Fiber based – low cost, low weight, 
low space with integrated support for 
IP services

n  Full MIMO – all frequencies in any 
mix simultaneously

n  TDD and FDD – any mix, any 
frequency

n  Low component count – facilitates 
deployment, reduces costs

n  Flexible – support all cellular and all 
public safety bands 

UNItivity – Distributed Antenna System

Site Controller Software
Monitoring and management  

of entire Zinwave network

Remote Unit
64 units per system

POI
2 POI per primary hub

Hub
8 secondary hubs per 

primary hub

SySTeM ArchITecTUre DIAgrAM
UNItivity – a single layer system with a low component count

The TrUe cOST OF IN-bUILDINg DISTrIbUTeD ANTeNNA SySTeMS (DAS)
More than 80% of mobile data 
sessions are initiated indoors and 
as a consequence the demand for 
dedicated in-building coverage is 
increasing globally at around 25% 
of cAgr. With a growing demand 
for optimal in-building coverage, 
Total cost of Ownership is a key 
factor in the decision making 
process for any in-building DAS 
deployment. Not only must the initial 
cAPeX and OPeX costs be taken 
into account, associated lifetime, 
upgrade and running costs must 
also be considered, particularly as 
the release of the 4g spectrum is an 
undefined process with no common 
pattern emerging.

UNITIvITy – The ONe LAyer SySTeM 
FOr IN bUILDINg WIreLeSS AND  
IP cOverAge
Zinwave’s IBW solution has always 
offered a lower TCO by comparison 
to conventional DAS solutions because 
of its wideband capabilities. Zinwave 
has just launched UNItivity, a unified 
connectivity platform to further enhance 
its already proven offering. UNItivity 
integrates the company’s unique 
wideband DAS technology with IP 
capabilities to deliver an end-to-end 
solution that supports multiple wireless 
and IP data services on a single, 
converged infrastructure. 

UNItivity supports any service mix, 
protocol or modulation scheme between 
150MHz – 2,700MHz on one hardware 

layer. It is modular in design, flexible 
and scalable so users can quickly 
upgrade or add new services to existing 
installations without needing any 
hardware replacements or cabling refits, 
offering future-proofing advantages and 
delivering rapid ROI.

IbW cOverAge chALLeNgeS IN 
SPOrTS STADIA
Smartphone usage in sports stadia 
during live events has become an 
integral part of the overall stadium 
experience for fans. Operators, 
owners and neutral host providers 
face growing challenges to satisfy 
coverage and capacity requirements 
expected on match days. A sudden 
surge in video streaming or social media 
activity during an event can quickly 
overwhelm current communications 
infrastructures. This leaves fans feeling 
frustrated and disappointed, with venue 
owners foregoing lucrative business 
opportunities. 

Zinwave’s IBW and IP coverage solution 
is being increasingly selected as the 
system of choice by stadium owners and 
neutral host providers and is delivering 
mobile operator and public safety 
wireless services at significantly reduced 
CAPEX and OPEX compared to coax-
based installations. Zinwave’s wideband 
capabilities are enabling these high 
density venues to overcome interference, 
soft handover and capacity management 
challenges and better manage peaks 
and troughs in network traffic.

フルウェビナーを見る

フルウェビナーを見る

フルウェビナーを見る
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リューションの独自の特徴から利益を得る方法について情報を提供しています。

DAS、NAS、SAN、SANオーバーIP、ファイバーチャネルなどのスト
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シーモン社が無料のVISIOステンシルライブラリを定期的に更新し、迅速・簡単に素晴らし
いネットワークダイヤグラムを作れるようにしていることをご存じでしたか。
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System highlights
n  Wideband – 150MHz-2,700MHz 

frequency range

n  One layer system – for in-building 
wireless and  IP applications

n  Future-proof – supports any service 
mix, protocol or modulation scheme, 
including MIMO

n  Install once – no upgrades or cabling 
overhauls needed

n  Fiber based – low cost, low weight, 
low space with integrated support for 
IP services

n  Full MIMO – all frequencies in any 
mix simultaneously

n  TDD and FDD – any mix, any 
frequency

n  Low component count – facilitates 
deployment, reduces costs

n  Flexible – support all cellular and all 
public safety bands 

UNItivity – Distributed Antenna System

Site Controller Software
Monitoring and management  

of entire Zinwave network

Remote Unit
64 units per system

POI
2 POI per primary hub

Hub
8 secondary hubs per 

primary hub

SySTeM ArchITecTUre DIAgrAM
UNItivity – a single layer system with a low component count

The TrUe cOST OF IN-bUILDINg DISTrIbUTeD ANTeNNA SySTeMS (DAS)
More than 80% of mobile data 
sessions are initiated indoors and 
as a consequence the demand for 
dedicated in-building coverage is 
increasing globally at around 25% 
of cAgr. With a growing demand 
for optimal in-building coverage, 
Total cost of Ownership is a key 
factor in the decision making 
process for any in-building DAS 
deployment. Not only must the initial 
cAPeX and OPeX costs be taken 
into account, associated lifetime, 
upgrade and running costs must 
also be considered, particularly as 
the release of the 4g spectrum is an 
undefined process with no common 
pattern emerging.

UNITIvITy – The ONe LAyer SySTeM 
FOr IN bUILDINg WIreLeSS AND  
IP cOverAge
Zinwave’s IBW solution has always 
offered a lower TCO by comparison 
to conventional DAS solutions because 
of its wideband capabilities. Zinwave 
has just launched UNItivity, a unified 
connectivity platform to further enhance 
its already proven offering. UNItivity 
integrates the company’s unique 
wideband DAS technology with IP 
capabilities to deliver an end-to-end 
solution that supports multiple wireless 
and IP data services on a single, 
converged infrastructure. 

UNItivity supports any service mix, 
protocol or modulation scheme between 
150MHz – 2,700MHz on one hardware 

layer. It is modular in design, flexible 
and scalable so users can quickly 
upgrade or add new services to existing 
installations without needing any 
hardware replacements or cabling refits, 
offering future-proofing advantages and 
delivering rapid ROI.

IbW cOverAge chALLeNgeS IN 
SPOrTS STADIA
Smartphone usage in sports stadia 
during live events has become an 
integral part of the overall stadium 
experience for fans. Operators, 
owners and neutral host providers 
face growing challenges to satisfy 
coverage and capacity requirements 
expected on match days. A sudden 
surge in video streaming or social media 
activity during an event can quickly 
overwhelm current communications 
infrastructures. This leaves fans feeling 
frustrated and disappointed, with venue 
owners foregoing lucrative business 
opportunities. 

Zinwave’s IBW and IP coverage solution 
is being increasingly selected as the 
system of choice by stadium owners and 
neutral host providers and is delivering 
mobile operator and public safety 
wireless services at significantly reduced 
CAPEX and OPEX compared to coax-
based installations. Zinwave’s wideband 
capabilities are enabling these high 
density venues to overcome interference, 
soft handover and capacity management 
challenges and better manage peaks 
and troughs in network traffic.

フルウェビナーを見る

フルウェビナーを見る

フルウェビナーを見る
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新興のLAN、データセンター、インテリジェントビルネットワーキング
のアプリケーションや傾向に関するさまざまな話題を紹介する、新し

い電子書籍を発表いたします。

この無料の64ページの電子書籍は、2015年の計画立案に役立つネ
ットワークインフラに関して、新しい重要な情報を提供することを目

的としています。

下記の新しい電子書籍を提供：
 「2015年の先端ネットワークインフラ」

 

 

 

 

 S

詳しく見る

シーモン製品でネットワーキング市場の課題
に対応

新しい電子書籍「2015年の先端ネットワーク
インフラ」を提供

「キラーアプリケーション」IEEE 802.11AC 5ギガヘルツ
ワイヤレスに関するホワイトペーパーを発表

『PROCESSOR』は「データセンターが信頼
できる製品、ニュース、情報」を紹介する雑
誌で、巻頭特集は、シーモン社がシスコの
最有望ソリューションプロバイダーに選ば
れるに至った信頼できるデータセンター能

力を取り上げています。シスコソリューショ
ンプロバイダーとして、当社製品はすべてシ
スコの機器に100％対応しています…

さまざまな新興のLAN、データセンター、イ
ンテリジェントビルネットワーキングのアプ
リケーションや傾向を紹介する、新しい電
子書籍を発表いたします。
この無料の64ページの電子書籍「2015年

の先端ネットワークインフラ」は、CIOから
ネットワークデザイナーに至る幅広いIT意
思決定者に、新しい重要な情報を提供する
ことを目的としています…

シーモン社は、新しいホワイトペーパー
「IEEE 802.11AC 5ギガヘルツワイヤレス

の最新情報とストラクチャードケーブリン
グの可能性」を発表しました。このホワイト
ペーパーは「キラーアプリケーションアラー
ト」という警告から始まり、超高スループッ

トのワイヤレス規格について説明していま
す。この規格は、現在利用できる装置で最
大1.3GB/Sのデータ信号速度までサポート
し、理論的には最大6.93GB/Sまでサポート
できます…

今すぐダウンロード

CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER STANDARD

詳しく見る

詳しく見る
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に対応
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インフラ」を提供

「キラーアプリケーション」IEEE 802.11AC 5ギガヘルツ
ワイヤレスに関するホワイトペーパーを発表
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れるに至った信頼できるデータセンター能

力を取り上げています。シスコソリューショ
ンプロバイダーとして、当社製品はすべてシ
スコの機器に100％対応しています…
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リケーションや傾向を紹介する、新しい電
子書籍を発表いたします。
この無料の64ページの電子書籍「2015年

の先端ネットワークインフラ」は、CIOから
ネットワークデザイナーに至る幅広いIT意
思決定者に、新しい重要な情報を提供する
ことを目的としています…

シーモン社は、新しいホワイトペーパー
「IEEE 802.11AC 5ギガヘルツワイヤレス

の最新情報とストラクチャードケーブリン
グの可能性」を発表しました。このホワイト
ペーパーは「キラーアプリケーションアラー
ト」という警告から始まり、超高スループッ

トのワイヤレス規格について説明していま
す。この規格は、現在利用できる装置で最
大1.3GB/Sのデータ信号速度までサポート
し、理論的には最大6.93GB/Sまでサポート
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今すぐダウンロード

CONNECTING THE WORLD TO A HIGHER STANDARD

詳しく見る

詳しく見る
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ワークスペースはますますソーシャル化してフレキシブル
になっており、絶えず再配置され更新されています。

ストラクチャードケーブリングがこの新たな
傾向を最もよくサポートするにはどうすれ
ばよいか見極めるために、シーモン社は、
さまざまなストラクチャードケーブリングデ
ザインが費用と環境に及ぼす影響を研究し
ました。その結果、ゾーンケーブリング展開
は、今日の企業環境において、配線材の性
能、柔軟性、効率的利用の最適なバランス
を実現することが分かっています。

ゾーンケーブリングとは？

ゾーンケーブリングデザイン（またはトポロ
ジー）では、まず電気通信室（TR）のパッチ
パネルからゾーンエンクロージャ（ZE、ゾー
ンボックスと呼ばれることもある）内部の接
続まで、水平ケーブルを配線します。これは
上げ床の下や天井裏、壁に取り付けること
ができます。次に、ゾーンエンクロージャの

アウトレットか接続ブロックから、ワークエ
リア（WA）の通信アウトレット、BAS装置用
の機器アウトレット、または直接BAS装置に
ケーブルを配線します。パッチコードを使っ
て、音声・データ機器を通信アウトレットに
接続し、BAS装置を機器アウトレットに接続
します。

ゾーンエンクロージャでの接続がモジュ
ールアウトレットまたはパンチダウンブロ
ックを使って行われることにご留意くださ
い――ゾーンエンクロージャにはアクティ
ブ機器がありません。ゾーンケーブリングソ
リューションの展開にあたっては、フロアス
ペースの最も人の多いエリアにゾーンエン
クロージャを置くことをお勧めします。図1
はゾーンケーブリングレイアウトの例を示
しています。

コスト削減に向けたゾーン
ケーブリング

図1：音声、データおよびBASアプリケーショ
ン用のゾーンケーブリングレイアウトの例

移動・追加・変更（MAC）に効率的に対応す
る柔軟なクライアントワークスペースの実現
は、ゾーンケーブリングデザインの特徴的な
要素です。シーモン社は顧客の事務所再構
成ニーズを分析することによって、ゾーンケ
ーブリング展開には、TRケーブリングへの伝
統的な「ホームラン」ワークエリアと比べて、
大きなコスト削減効果を提供する可能性が
あることを確認しました。 

というのも、伝統的なホームラントポロジー
でMACを実施するには、より多くの配線材と
設置時間が必要になるからです。
例えば、図2は伝統的なホームランケーブリ
ングリンクとゾーンケーブリングリンクを示
しています。どちらもTRから200フィート離
れたワークエリアアウトレットをサポートし
ています。ゾーンエンクロージャは、新しい
サービスをサポートするために予備ポート

を利用できるTRからあらかじめ配線されて
おり、ワークエリアアウトレットから50フィー
ト離れたところにあります。2本目のケーブ
ルを展開する必要がある場合は、伝統的な
デザインではTRから200フィートの新しいケ
ーブルを引く必要がありますが、ゾーンデザ
インを利用すれば50フィートですみます。配
線ケーブルが75％短くなる結果、設置時間
の大幅な短縮とクライアントの混乱の最小
化というメリットも得られ、これらはすべて
ゾーンケーブリングデザインの利用に際し
て投資利益率（ROI）の改善に貢献します。

図2：200フィートの伝統的なリンクとゾーン
ケーブリングリンクの例：新サービス追加の
サポートに必要な新規ケーブル配線の長さ

ゾーンケーブリングデザイン

ゾーンケーブリングシステムは、すべてのカ
テゴリーのケーブル配線と接続を網羅する
シーモン社の多様なコンポーネントを利用
して、簡単に実施できます。図3A、3Bおよび
3Cのダイヤグラムは、サンプリングした媒体
タイプについて、ゾーンケーブリングチャネ
ルと伝統的ケーブリングチャネルのトポロジ
ーの例を示しています

フルホワイトペーパーをダウンロードして詳しく見る
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LAドジャースが球場の
改良に大成功
ロサンゼルスドジャースの本拠地であり、
メジャーリーグで3番目に古い築52年のス
タジアムで、過去2回のシーズンオフに1億
5,000万ドル以上かけて改良工T事が実施
されました。

ドジャースの2014年シーズンが始まった4
月初め、改良点の多くはファンの目にも明ら
かでした。例えば、入口の拡大、新しい座席
とラウンジ、フードサービスの追加、新しい
小売店、記念品の展示、アクセスの改善、景
観の美化、スタジアムを一周するフェンスで
囲われた歩道などです。

多くの新技術も改良の重要な要素であり、
長年のファンの経験を充実したものにする
ために考え抜かれていました。ファンがスタ
ジアム全体で最先端のワイヤレスにアクセ
スできるようになるだけでなく、シーズンチ
ケットやミニプランチケットの所有者も新し
いドジャースプライド報酬プログラムによ
り、スマートフォンでどのゲートからでも出
入りができ、買い物し、食べ物や飲み物を注
文し、獲得した報酬をチェックできるように
なります。さらに、このプログラムによってス
タジアムはファンの選好を把握し、各人にぴ
ったりの観戦経験を提供できるようになり
ます。テクノロジーの強化により、過去8年分
のプレーのデータ分析やビデオリプレイを
サポートし、フィールドの選手のパフォーマ
ンスを高めます。

ファンや選手の目には見えませんが、高性
能カッパー/光ファイバーケーブルシステム
がスタジアム全体に設置されており、この刺
激的なテクノロジーのすべてを可能にして
いるのです。

専門チームの結成

ドジャースタジアムで最初に実施された改
良のうち、その他すべての向上の重要な基
礎となったものの1つは、電気設備でした。「
電気系統は導入後20年、40年を経過してい
ましたが、これらのシステムの平均寿命は
一般的に15～20年です」とドジャースのIT
担当バイスプレジデント、ラルフ・エスキベ
ルは言います。

「それらのシステムは
寿命が尽きていたた
め、ビデオボードの大
型化など、より多くの電
力が必要なテクノロジ
ーに関しては、革新的
な措置をほとんど講じ
ることができませんで
した」
ドジャースのIT担当バイスプレジデント、ラ
ルフ・エスキベル

2013年のシーズンオフに実施された拡張
工事の第1段階で、スタジアムはロサンゼル
ス水道・電力局と連携して新しい設備と変
電所を配備しました。

VIEW THE FULL CASE STUDY
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