
生産性､効率性､セキュリテ 
ィ性を「ゼロU」サイズに集約
特長
� DKX2-101 V2 は､手のひらサイズで持ち

運びに便利なうえに､設置場所もとりませ
ん｡サーバの数が少なく､スペースの限られた
リモートロケーションに最適です

� 複数のDKX2-101 V2をデータセンタ､ラボ
環境､支店などに導入することで､ターゲット
OSが使用不能でも任意のユーザから任意
のサーバへ完全なノンブロッキング･スイッチ
レスアクセスが可能｡ダウンタイムや平均復
旧時間（MTTR）､人件費を削減します

 � マウスの設定を変えることなく使える「ずれな
いマウス」機能を搭載しました

 � 仮想メディア機能により､どこからでもパッチや
アップグレード用ファイルの転送が可能｡アッ
プグレード作業のスピードアップや出張費の
削減に貢献します

 � 他のリモートアクセス方法よりも高いセキュ
リティレベル､充実した管理機能､ハイクオリ
ティなビデオ性能を、1つのIP ネットワークで
提供します
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DOMINION® KX-II-101 V2

革新的なユーザインタフェースを
備えたフルセットの機能
コンパクトながら最新のKVM-over-IP テクノロ
ジを搭載したDKX2-101 V2は､様々なOS や
Webブラウザに対応しているため、システムに
柔軟に組み込むことができます｡中でも､ラリ
タンのVirtual KVM Desktop™（仮想デスク
トップ）機能は､ラック前に座っているのと変わ
らない操作感覚を提供します｡

COMMANDCENTER® 
対応による拡張
拡張性にも優れており､ラリタンのCommand 
Center Secure Gatewayを使えば複数の
DKX2-101 V2を、1つのIP アドレスからのシン
グルサインオンで単一の論理ネットワークに統
合することも可能です｡
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シングルサーバをリモート管理
進化した高性能KVM-over-IP

より軽量コンパクトに。手のひらサイズに 
エンタープライズ級テクノロジを搭載
Dominion KX II-101 V2（DKX2-101 V2）は､スイッチ式KVMアーキテクチャでは避けられない
ブロッキングを解決した次世代KVM-over-IPです｡専用のIPアドレスから1台のサーバにいつでもど
こからでもノンブロックアクセスし、BIOSレベルの制御が可能です｡DKX2-101 V2は仮想メディア、
ずれないマウス、1920×1080 高ビデオ解像度、日本語サポート、IPv4/IPv6 デュアルスタック、 
FIPS 140-2 暗号化、iPhone/iPad モバイルアクセスといった機能を標準装備しています。
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複数のDominion KX II-101 V2 CommandCenter Secure Gateway
（集中管理）

本社
リモート仮想メディア

（CD/DVD､USB､ハードドライブ）

モデムアクセス

リモート
ユーザ

公衆回線

Wi-Fi®/3G/4G 

iPhone/iPadモバイルアクセス

 LAN

 LAN
Dominion KX II-101 V2

リモート/ ブランチオフィス
（例：銀行､小売店､営業所）

ノンブロックユーザを
必要とするアプリケーション

（例：ソフトウェア開発､テスト）

様々な使い方 
DKX2-101 V2は､独自の形状とノンブロッキングア
クセスにより､理想的なリモート管理プラットフォー
ムを提供します｡

 � 中小規 模企業や支店、自宅

 � 遠隔地のミッションクリティカルな環境にあるも
のの､サーバ数が少なく､複数ポートのKVM ス
イッチはコストに見合わない場合（エネルギ
ー、公共施設、政府、軍事施設）

 � 多対多のノンブロッキング接続を必要とする環
境（ソフトウェア開発研究所など）

 � ミッションクリティカルなサーバへのノンブロッキン
グアクセスが必要な環境

 � ターゲットデバイスの構成が頻繁に変更される
環境（テストラボやデモルームなど）

 � 移動を要する利用環境（放送中継車､警
察/消防/ 緊急医療（EMS）の移動指令セ
ンタなど）

 � 一時的な設置（会議､展示会､顧客先､建
設現場など）

 � 非IT 機器を使用する環境（小売店/POS 端
末､看板､売店､医療および軍事機器など）

 � 遠隔拠点のPC のメンテナンス

使いやすさ
 � マウスの設定を変えることなく使える「ずれない
マウス」

 � 仮想デスクトップによる､ローカルコンソールから
の接続と変わらない操作感

 � PC シェアモードにより､最大8 人のユーザがリ
モートから同一サーバへアクセスし､共同でトラ
ブルシューティング

 � プラグアンドプレイによる簡単なインストール､
数分で起動

 � 管理画面が日本語に対応

 � IP ネットワーク接続によるファームウェアのアッ
プグレード

マルチプラットフォーム対応
 � Windows®、Linux® およびSolarisをサポート

 � ラリタンのマルチプラットフォームクライアント
（MPC）で稼働

 � IPv4/IPv6デュアルスタック

柔軟性
 � 様々な環境で使いやすいコンパクトなサイズ

 � シリアル管理コンソールポートを使ったローカル
での設定可能

 � オプションでのモデムアクセス

 � インテリジェントPD（iPD）Dominion PXと
の統合によるリモート電源管理機能

 � ほとんどのOSでキーボードとマウスを接続でき
るホットプラグ

 � ターゲットサーバへ迅速にアクセスするためのダ
イレクトポートの構築が可能

 � ファクトリデフォルトを､ファクトリリセットボタンか
ら実行

 � ターゲットサーバが動作中でもDKX2-101 V2
の交換が可能。ダウンタイムを最小化

 � 同一ユニットからのSB またはPS/2 接続

 � ラックの横に水平または垂直にマウント（ブラ
ケット付属）



DOMINION® KX II-101 V2 外観
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最高レベルのセキュリティ
 � 最高256 ビットAES 暗号化

 � 政府、軍隊向けFIPS 140-2 暗号化モジュー
ルを採用

 � キーボード､マウスおよびビデオ信号や､仮想メ
ディアの安全な暗号化

 � 強力なパスワードの設定およびパスワードリト
ライのロックアウトをサポート

 � RADIUS、Secure　LDAPおよびActive 
Directory® のサポート-既存のアカウントによ
るユーザ認証

 � アクセスを許可､制限あるいは拒否するアクセ
ス制御リストの使用

 � 様々なセキュリティ対応：カスタムSSL認証、
ログイン前のバナー、ポート番号編集可

COMMANDCENTER対応
 � CommandCenter Secure Gateway によ
る集約管理が可能｡役割ベースのポリシー管
理､ログ管理､ユーザ変更､ファームウェアの一
括アップデートなどをサポート

 � 複数のサイトでDKX2-101 V2 の数が増えて
も、1つのIPアドレスへのシングルサインオン

 � 単一の論理的「コマンドアンドコントロール」ネ
ットワークに統合、ラリタンのDominionシリー
ズ､シリアルコンソールスイッチと共に管理可能

コスト効果
 � KVM 切り替えを必要としない環境におけるリ
モートアクセスとBIOSレベルの制御

 � 「 ゼロU」サイズでラックスペースを節約

 � 出張回数や経費の節減

 � AC/DC アダプタ、KVM ケーブルケーブルを同梱

 � 複数サイトの集約管理が可能

ハイクオリティなKVM-OVER-IP
による拡張性

 � 低帯域幅環境に応じたディスプレイ設定

 � 数々の受賞歴を誇るラリタンのビデオクオリテ
ィ､32000 色をサポート

 � 最大1920×1080 のビデオ解像度をサポート

仮想KVM デスクトップ
 � ウィンドウの境界やツールバーのないフルスクリ
ーン表示

 � 透過的なキーボード処理により､ほぼ全ての
キーストロークをターゲットサーバに反映し､より
シームレスな操作感を実現

 � 先進的なビデオ解像度の検出による､迅速か
つ正確なビデオレスポンス

 � フレキシブルなビデオスケーリングにより､サムネ
イルから全画面

 � iPhone/iPadモバイルアクセス（CC-SG v5.2 
以上が必要）

ローカル管理
ポート

LAN  
ポート

電源アダプタ

KVM ケーブル 
ターゲットのVGA、PS/2、USB 

に挿入

ローカル
VGAポート

KVM 
ケーブル

ファクトリ
リセットボタン
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型番 DKX2-101-V2

形状 ゼロU､垂直または水平にラックマウント可能（ブラケット付属）

外形寸法 (DxWxH) 95 x 71 x 24mm

重量 0.19 kg

電源 AC 電源アダプタ､100- 240VAC、47- 63Hz、0. 1A、6W

動作温度 0°–40°C 

動作湿度 20%–85% RH

インジケータ：
デバイスステータス
ネットワークLED

ステータスLED インジケータ
ネットワーク動作および接続速度インジケータ

ローカル接続： ローカル管理ポート – DB-9（F）シリアル
KVM コネクタ – ラリタンKVM ケーブル
ローカルユーザビデオ- HD-15（F）VGA
ローカルキーボード/ マウス - サーバのUSB に接続

リモート接続：
ネットワークプロトコル

Ethernet（RJ45）ポート×1 動作状態インジケータ付
TCP/IP､Telnet､SSH､HTTP､HTTPS､secure LDAP､RADIUS､LDAP､DHCP､SNMPv2、SNMPv3

IPv4/IPv6デュアルスタック
画面の解像度の例： 
PCグラフィックモード
SUN® ビデオモード

Up to 1920x1080 @ 60Hz, 
640x480 @ 60/72/75/85Hz, 
800x600 @ 56/60/72/75/85Hz, 
1024x768 @ 60/70/75/85Hz, 
1440x900 @ 60/70/75/85Hz, 
1680x1050 @ 60/70/75/85Hz, 
1152x864 @ 60/75Hz, 
1280x1024 @ 60Hz, 
1600x1200 @ 60Hz,
 720x400 (for DOS)

保証期間 ご購入より2 年間｡有償延長保証制度あり

型番

DKX2-101-V2-PDU インテリジェントPDU Dominion PX接続用アダプタ

DOMINION KX II-101-V2 
手のひらサイズのKVM-
over-IPスイッチ、シングル
サーバやPCに対しノンブロッ
クアクセスを提供
 � 最大8ユーザまでIPアク
セスシェア

 � シングルサーバ/PC用
 � 1ローカルユーザ
 � VGA、USBとPS/2に
対応

 � シリアル管理ポート装備

※ 仕様は予告なく変更することがあります。
※ ご使用の環境によっては仕様通りに動作しない場合があります。詳しくは sales.japan@raritan.com へお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせは03-5795-3170または www.raritan.com/jp/kxii-101 まで
©2017 Raritan Inc. All rights reserved. Raritan®はRaritan Inc.またはその所有会社の登録商標です。その他すべての商標または登録商標は、その所有会社に帰属します。ラリタンは、1985年にIT
管理者がサーバーを管理するためのKVMスイッチの開発を始めました。今日、ラリタンはルグランブランドの一員として、インテリジェントラックPDUの大手プロバイダーとなりました。ラリタンのソリューションは、
フォーチュン500のトップ10社のうち9社のテクノロジー企業のデータセンターで高い信頼性とインテリジェンスを提供しております。詳しくはRaritan.comをご覧ください。 V1128R1
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