
ビジネスを推進する重要な接続性と最適化する力をリアルタイムに把握

imVision® オートメーテッド ・インフラストラクチャ ・ 
マネージメント
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ビジネスを主導するネットワーク。  
ではネットワークを主導するのは？
データ、それは企業に欠かせないものです。効率的で自由なデータフローを
維持するためには、仮定ではなく、情報に基づいてビジネスに不可欠な意思
決定をする必要があります。

CommScope の imVision® は、自信を持ってネットワークの機能性を方向付
けるために必要な可視性と洞察を提供します。

CommScope の imVision オートメーテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (AIM) ソリューショ
ンは、ネットワーク全体、個々の物理層、そして接続されている無数のデバイスに対して実行可能な洞
察と細部までの可視性を提供します。そこに何があり、さまざまな部分がどのように相互作用し、新た
な最適化の機会がありそうな場所を示します。ネットワーク主導型の多くの企業に、imVision は 3 つの
重要な IT の優位性をお届けします。

キャパシティの最適化

パネル、配線、スイッチポートの利用状況を追跡する機能で、imVision は物理層のアセットがどのよう
に利用されているかに関するリアルタイムのデータを提供し、計画プロセスをアシストします。インフラ
の追加に巨額な費用を投資するのではなく、imVision の洗練されたツールですべてのアクティブコン
ポーネントを表示し、既存のどのインフラからより多くを引き出せるかを示すことで、キャパシティの課
題に対応するお手伝いをします。

可用性の最適化

imVision は時間のかかる手動プロセスを省き、電子ワークオーダーを生成することで、コネクティビティ
の変更管理をガイドし、人為的なミスとネットワークのダウンタイムを最小限にします。エンドツーエン
ドの可視性とは、あらゆる変更が自動的に、完全に記録されることを意味します。さらに、ネットワーク障
害の際は根本原因の解析がすばやく行われ、より迅速にオンラインに戻すことができます。

効率の最適化

物理層のリアルタイム管理により、電力を消費し続けながらアイドル状態を維持するのではなく、孤立
したスイッチポートが識別され、再利用されます。また、サーバーの展開とコミッショニングも最適化さ
れます。
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主な特徴：
• ネットワーク接続されたデバイス間の
エンドツーエンドのコネクティビティ
を正確に記録

• 物理層の接続に対するあらゆる変更
をリアルタイムで追跡

• 不正または計画外の変更に対してア
ラートを生成

• 重要な接続に変更が生じたときアラ
ートを発生

• ネットワーク接続されたデバイスを検
出して追跡

• 電子ワークオーダーの生成によりガ
イドつきの展開を実現

• カスタムレポートの生成を含め、完全
なレポート機能を提供

• 再利用可能な未使用の IT 資産と配線
を特定

• 強力なプロセスの自動化によりワーク
フローを簡素化・効率化

商用ビルでの主なアプリケーション：
• 電力とコネクティビティの両方を管理： Power over Ethernet (PoE) デバイスおよびアプリケーションの急速な成長に合わせ、imVision 

は電源から供給先デバイスまで、電力とデータの完全な記録を確約する プラットフォームを提供します。

• ビルアプリケーション向けの一元管理プラットフォーム： Wi-Fi、IP セキュリティ、LED 照明、HD オーディオ/ビデオなどより多くの
ビルアプリケーションがツイストペアケーブルを利用するようになっているため、imVision は物理層と、これまで分離された IT と設
備のネットワークであったものを追跡する、一元化された管理プラットフォームを提供します。

•  エンドデバイスの追跡： BYOD とオフィス内でのデバイス拡散に対応し、imVision はすべての接続されているデバイスに関する位置
情報を提供します。有線接続されたデバイスの位置はコンセントまで識別され、ワイヤレスデバイスは接続されている Wi-Fi アクセ
スポイントまで追跡できます。このレベルの洞察により不正デバイスをすばやく特定し、見つけることができます。

ネットワーク

標準化

ビジネス

ビッグデータ

OBJECTS
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ネットワーク

標準化

ビジネス

ビッグデータ

OBJECTS

エンドサービス

imVision は AIM 規格に 準拠した
管理ソリューションネットワーク管
理の インテリジェントな方法です。
imVision は、ネットワークの物理層に影響を与えるイベントに対して新たなレベルのリアル
タイムのインテリジェンスと可視性をもたらす統合型プラットフォームです。インフラとアセ
ットがどのように利用されているかを示すネットワークの全体表示を通じて、ネットワークリ
ソースの割り当てと利用を最適化することができます。

直感的なウェブベースのダッシュボードで、imVision はユーザーが配線インフラを監視 ･ 記
録し、すべての接続されたネットワークデバイスの場所を追跡することを可能にする、リアル
タイムなインテリジェンスを提供します。実行可能な、リアルタイムのデータとパフォーマンス
の洞察に基づいたデータ主導型の意思決定を可能にする imVision は、
パワフルで重要なネットワークリソースとして利用することができます。

データセンター内での主なアプリケーション：
• 高まり続けるファイバーポート密度を管理： imVision は 4U LC デュプレックス
シェルフ構成で、576 のファイバーを備えた、超高密度システムの管理をサポー
トします。最小化されたフットプリントでラックスペースコストを抑え、同時に高
密度環境におけるパッチ作業での手動エラーのリスクを減少します。

• ポイントツーマルチポイント接続を管理： imVision は、40G および 100G イー
サネット接続の到来で一般的になったポイントツーマルチポイントのコネクテ
ィビティ管理に役立ちます。

• 高度にメッシュされたリーフ-スパインアーキテクチャを管理： imVision は普
及が高まっているネットワークアーキテクチャであるリーフ-スパインアーキテ
クチャに関連する課題にも、これまでにない可視性とインテリジェ
ンス、コントロールで対応します。
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imVision：インフラ管理に対する CommScope 
の接続と効率性へのアプローチにおける不可
欠な要素
急速に進む技術革新、大幅なコスト削減と効率化。稼動するインフラ管理は、劇的な変化
を受けています。

CommScope がリードする「接続と効率性」へのアプローチは、インフラ管理、柔軟な導入、リアルタイムなインテリジェン

ス、および業務効率によって特徴づけられています。

このアプローチには、AIM ベースの imVision ソリューション、および業界をリードするファイバーとメタルのコネクティビテ

ィをはじめとした革新的なソリューションの包括的な製品群が含まれています。

接続と効率性 - これはインフラ管理における確かなアプローチであり、CommScope だけが実現できるソリューションです。

業界標準
IT 業界はインテリジェント型インフラ管理ソリューションが提供できる重要な役割を認識し、これらソ

リューションの性能と機能を包含した基準の標準化をしました。

オートメーテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (Automated Infrastructure Management; 

AIM) という用語を使用して、TIA TR-42 と ISO/IEC WG3 SC25 グループは次の標準を確立済み、ま

たは開発しています。

• TIA 606-B: 商用ビル通信配線管理規格、2012 年に発行。

• ISO/IEC 14763-2: 情報技術商用ビル通信配線の導入と運用、パート 2：計画と設置、改補 1。

• ISO/IEC 18598: オートメーテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (AIM) システム要件、デー

タ交換及びアプリケーション2016 年発行。

AIM 準拠の imVision ソリューションはこれら既存の規格と進化している規格に対応します。
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imVision プラットフォーム：ハードウェアと ソフトウェア
imVision ソリューションは物理層で起こるすべての変更を記録 ･ 追跡することで、包括的なネットワーク
管理とコンロトールをユーザーに提供します。すべての配線接続に加え、ネットワークに接続されたデバイ
スに対する完全な可視性により、imVision はネットワーク管理者が予期せぬ切断やサービス追加要求に
対して反応するのではなく、先を見越してネットワークを管理することを可能にします。

IP ネットワーク

ゾーンゾーンゾーン

アプリケーションサーバー データベースサーバー

imVision プラットフォーム（図 1 参照）は 3 つの相互
に関連するコンポーネントにて構成されています：
• インテリジェントなメタルパネルとファイバーシェルフでポ
ート利用状況をモニタリングします。

• imVision コントローラが物理層に対するすべてのリアルタ
イムの変更を監視 ･ 追跡します。

• imVision System Manager ソフトウェアは接続データをネ
ットワーク設備、IP エンドポイント、その他システムからの
情報と関連付け、ネットワーク接続されたデバイス層がどの
ように物理層にマッピングされるかを示します。

システムアーキテクチャ
• インテリジェントパネルの各ラックとシェルフに imVision コン
トローラが 1 台必要です。

• ラック内のすべてのインテリジェントパネルがパネルバスを介
してコントローラに接続されます。

• 同じ列/ゾーンのすべてのコントローラが相互にデイジーチェ
ーンで接続され、1 つの列/ゾーン内で最大 50 台のコントロー
ラをデイジーチェーンすることができます。

• imVision System Manager ソフトウェアは、アプリケーション
と、同一のサーバーまたは imVision コントローラと同じネット
ワーク内の別のサーバーにインストールされた SQL データベ
ースの 2 つのコンポーネントで構成されています。

• imVision System Manager ソフトウェアはウェブユーザーイ
ンターフェイスを提供しているため、あらゆるウェブブラウザ
からアクセスすることができます。このソフトウェアは Internet 
Explorer、Safari、Firefox、Chrome ブラウザに対応しています。

• imVision System Manager ソフトウェアは SNMP をサポート
しています。

図 1： imVision アーキテクチャ
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インテリジェントパネル
クラス最高のコネクティビティ
メタル

iPatch 1100GS3 および 1100GS6 メタルパッチパネルはネットワークインフラにインテリジェ
ントな管理をサポートします。imVision System Manager ソフトウェアと連携して動作し、業
界をリードするパフォーマンスの 1100 シリーズ GigaSPEED® XL および GigaSPEED X10D® 

パネルを基盤として構築されたこれらのパネルは、インフラの物理層で発生する変更へのリ
アルタイムアクセスを実現します。

24 ポート 1U または 48 ポート 2U モデルをお選びいただける 1100GS3 と 1100GS6 パネ
ルは必要なポート数と予算に応じて導入することができます。図 l に示すように、インテリジェ
ント対応へのアップグレードは 360 iPatch アップグレードキットでシームレスに実行でき、パ
ッチコードを取り外す必要なく現場で実行できるため、ネットワークの停止をする必要があ
りません。

光ファイバー

iPatch インテリジェント光ファイバーパネルは、増加するパネルのポート実装密度に関連す
る接続性の課題を軽減するのに役立ちます。ユーザーのニーズと要件に応じてすぐに、また
は段階的に導入することができます。将来的なアップグレードも 360 iPatch アップグレード
キットでシームレスに実行でき、パッチコードを取り外す必要なく現場で実行できるため、ネ
ットワークの停止を最小限に抑えることができます。

パネルは低損失 LC ディストリビューションモジュールまたは MPO パススルーアダプタを装
備しており、LazrSPEED® と TeraSPEED® アプリケーションの SYSTIMAX® ファイバーポート
フォリオをサポートしています。スライド式ファイバートレイ付きで 1U と 2U のフットプリント
からお選びいただけます。
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imVision コントローラ
ラックでの使いやすいインターフェイス
imVision コントローラは imVision システムへのゲートウェイとして動作し、ネットワークプロセス上で正確なコントロー

ルを行うために必要なリアルタイムの情報を提供します。

コントローラは imVision System Manager ソフトウェアにより生成されたワークオーダーを表示することで、ネットワ

ーク接続の変更管理を簡素化します。ワークオーダーが無い場合は、すべての接続変更がコントローラによって検出さ

れ、imVision System Manager に転送されて、そこからシステム管理者にアラートが送信されます。これを受けて管理者

がこれらの変更を確認または元に戻すことができます。

コントローラは、使いやすく設計された直感的なタッチスクリーン式のユーザインタフェースが搭載されています。このグ

ラフィカルインターフェイスにより今までのポートやパッチコードに取付けたラベルよりも総合的で詳細なレベルの情報

を提供することができます。これにより、ユーザーが簡単にネットワークに存在する接続、パッチコード、または接続され

ているデバイスの位置を追跡することができます。

コントローラの特徴：
• 4.3 インチ (10.9 cm) マルチカラータッチスクリーンインターフェイス、アクティビティ LED 搭載

• RM+（v2 および v3）、Panel Manager、Network Manager に対応

• タッチスクリーンは水平型ケーブル管理パネルに組み込み（位置調整可能）

• 狭い空間でもパッチコードに簡単にアクセスできる上下スライド式ディスプレイ

• タッチスクリーンは USB にて接続

• 二重電源入力で冗長性を確保
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imVision System Managerソフト
ウェア
ネットワークインフラの変更計画、実装、ドキュメント化を
強力にアシスト
概要

imVision System Manager ソフトウェアは、標準的なウェブブラウザ経由でインフラを記録 ･ 
監視することを可能にし、物理インフラの構成に関する包括的な洞察を提供します。

このソフトウェアは物理インフラを完全に可視化し、パネル、フェイスプレート、ネットワーク
機器、その他 IP デバイスへの変更のスケジュールと追跡を明確に示します。オペレーターに
最適な接続を提案し、ガイダンスつきのパッチジョブを教えてくれるため、新しい 1 台のサー
バーに 6 つ以上の接続が要求されるデータセンターアプリケーション等に特に力を発揮しま
す。このソフトウェアは各ワークオーダーのステータスを追跡し、ジョブがスケジュール通りに
完了されていない場合、運用管理者にアラートを送信することができます。ジョブの完了後、
スイッチポートが自動的に有効にされ、許可されたユーザーのみに対するサービスの提供が
確約されます。

新たに接続が行われると、System Manager はエンドデバイス（サーバー、ワークステーショ
ン、IP 電話、プリンターなど）からスイッチ上のサービス提供ポートまでの完全な経路をリモ
ートでたどります。

System Manager は無線環境で動作するすべてのネットワークデバイスも追跡します。Power 

over Ethernet (PoE) を必要とするサービスの場合、ソフトウェアは PoE デバイスを統合し、電
源が接続に対して利用可能であるかを確認できます。

データと情報の意味を理解する

imVision System Manager は、ネットワークの物理インフラを継続的に監視し、複数のデー
タポイントと通信して、ネットワーク全体の維持、記録、改善化に必要な情報を収集し、評価
します。たとえば、iPatch インテリジェントメタルパネルおよびファイバーパネルはネットワー
クに対する予期せぬ変更が検出されるとリアルタイムのアラートを生成します。これらのアラ
ートがユーザーインターフェイス上のポップアップ通知で、または電子メール、テキストメッセ
ージで、あるいは外部ネットワーク管理システムへの SNMP トラップとして通知されます。そ
して LAN スイッチ、SAN スイッチ、およびその他 IP 対応デバイスとの通信機能で、System 

Manager はネットワークに接続されたすべてのデバイスの正確な位置を判断し、あらゆる変
更を記録してカスタマイズされたレポートを生成することができます。

System Manager は、ネットワーク管理システム (NMS) と SNMP サービスおよ
び XML API を介して統合されます。SNMP サービス経由で、情報と変更によりトリ
ガーされたアラームを直接 NMS コンソールに送信できます。XML API は、System 
Manager の構成管理データベースへのクエリとコントロールアクセスを提供します。
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主な特徴：
• CAD 図面と図表を使用したフロアレイアウトとの統合により、直
感的でインタラクティブなインフラ管理インター フェイスを実現

• VLAN を検出し、それらをインテリジェント型サービスプロビジ
ョニングに使用

• エンドデバイス用のネットワーク名、IP アドレスおよび MAC  ア
ドレスを自動的に検出

• データセンターや従来型のオフィス、インテリジェントビル、キャ
ンパスなどを含む幅広い環境で LAN と SAN の導入をサポート

データセンターの機能：
• 多くの一般的な SAN スイッチのサポートで SAN デバイスと 

VSAN を検出

• サーバー導入と利用停止作業のためのワークフローを提供

• 利用可能なラックユニットスペース、ラック電源、種類別機器ポ
ートを含むラックのキャパシティを追跡

• インテリジェントな配線プロビジョニング

アウトサイドプラントの機能：
• ケーブル収納レイアウトを記録

• ケーブル収納を介するケーブル配管の記録

• スプライスエンクロージャとスプライストレイを記録

言語サポート：
• 多言語をサポート

レポート：
• ブラウザからアクセス可能

• レポートを印刷、エクスポート、または第三者にメール送信可能

• レポートを記憶し、ユーザーが定義する間隔で自動的に実行

ソフトウェア統合オプション：
• 他の外部システムおよびアプリケーションと統合

• 外部ネットワーク管理システムと統合

ソフトウェア保証：
• 12ヶ月間のソフトウェア保証によりソフトウェアアップデートお
よびアップグレード権を取得、専用サポートウェブサイトへの随
時アクセスも可能

• 初年度のソフトウェア保証費は導入時コストに含まれています
（imVision 認定インストーラーにおける導入が前提）

• サポート更新は年単位で可能

サポートウェブサイト：
• 製品登録、ダウンロード可能なソフトウェアアップデート、ユー
ティリティ、新しいスイッチサポートファイルを提供するポータル

• ナレッジベース、FAQ、アプリケーションノートにアクセス可能

技術仕様：
• Windows OS 対応

• データベースに MS SQL Server を利

• MS SQL Express が同梱

ネットワークのコントロールを掌握
imVision System Manager は物理層インフラに対してこれまでにないレベルの制御機能
を提供します。ウェブベースのインターフェイスとカスタマイズされたアラートシステムで、
ユーザーはウェブブラウザの利便性によりいつでもどこでもインフラを監視し、管理するこ
とができます。
このソフトウェアはインテリジェント型サービスプロビジョニングとリンクして、予期せぬネットワークイベントの発生時に、時間とリソースを
大幅に節約します。
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imVision サポート
imVision サービス
CommScope は imVision の設置に関連する様々なサービスを提供しています。これらのサービスは、CommScopeより直接、または CommScope 
のグローバルパートナーである、PartnerPRO® ネットワーク内にて登録されたCommScope imVision インテグレータにより提供されます。

imVision サービスに含まれるもの：
• カスタマイズされた現場トレーニング

• 導入前事前検証インストール（部品と構成サービスを含む）

• 導入サービス

• ソフトウェア統合プロジェクトの技術コンサルティング

• ワークフロー統合の技術コンサルティング

• 導入後のメンテナンス

• 導入後の imVision システム管理

コミッショニングプロセスと役割
imVision コミッショニングプロセスは imVision システムの不可欠な部分で、お客様の利益を最大化するために設計されています。コミッショ
ニングプロセスは 3 段階に分けることができ、各段階が CommScope の営業、技術サポート、チャネル管理、製品管理チームによってサポー
トされています。

• 販売前段階では、お客様の組織内における適切な権限とユーザーについての詳細な価値提案を行い、同時に実装要件を特定します。

• 実装段階ではソリューションの適切な導入を確約し、販売前段階で見出されたあらゆる課題に対応します。 

• 販売後段階ではお客様の完全な満足を確約し、質問や懸念に対応します。

imVision のコミッショニングプロセスはオートメーテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (AIM) システムに関する ISO/IEC 18598 規
格のコミッショニング要件に準拠しています。

SYSTIMAX imVision オートメーテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (AIM) ソリューションについての詳細情報
は、CommScope ビジネスパートナーにお問い合わせいただくか、www.commscope.com をご覧ください。

設計 設置 コミッショニング 最適化 ドキュメント化

保証情報

パッシブコンポーネントは、認定された SYSTIMAX PowerSUM、 
GigaSPEED XL または GigaSPEED X10D チャネルに使われる場
合、標準の SYSTIMAX メタルパネルと同じような SYSTIMAX 構造
化連結ソリューションの 20 年の製品とアプリケーション品質保証
が適用する資格を有しています。

パッチパネルの追跡モジュールを含め、アクティブコンポーネント
は、SYSTIMAX iPatch システムアクティブコンポーネントの 3 年の
品質保証が適用されます。

基本的な利益

CommScope の接続された効率的なアプローチ、imVision  オート
メテッド・インフラストラクチャ・マネージメント (AIM)  ソリューショ
ンを導入することで、実行可能な情報を取得して、事業者がネット
ワークのパフォーマンスをすばやく、簡単に、予測可能に最適化す
ることが可能になります。

結果は？
• より迅速なネットワーク展開
• コスト削減
• 効率性の向上
• ネットワーク性能に関するより詳細な洞察力を提



imVision® オートメーテッド ・インフラストラクチャ ・ マネージメント      11

imVision コントローラ
imVision コントローラ

MID 製品説明 名称
760161380 360-imV-CNTRLR SYSTIMAX 360 imVision コントローラ

 
 

imVisionメタル
imVision メタルパネル 

MID 製品説明 名称
760201137 360-iP-1100-E-GS3-1U-24 360 iPatch 1100 GS3 Evolve 24P パネル
760201111 360-iP-1100-E-GS3-2U-48 360 iPatch 1100 GS3 Evolve 48P パネル
760201145 360-iP-1100-E-GS6-1U-24 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 24P パネル
760201129 360-iP-1100-E-GS6-2U-48 360 iPatch 1100 GS6 Evolve 48P パネル

760202531 360-iP-1100A-E-GS3-1U-24 360 iPatch 1100 アングル型 GS3 Evolve 24  
ポートパネル

760202549 360-iP-1100A-E-GS3-2U-48 360 iPatch 1100 アングル型 GS3 Evolve 48  
ポートパネル

760202556 360-iP-1100A-E-GS6-1U-24 360 iPatch 1100 アングル型 GS6 Evolve 24  
ポートパネル

760202572 360-iP-1100A-E-GS6-2U-48 360 iPatch 1100 アングル型 GS6 Evolve 48  
ポートパネル

760201178 360-iP-MFTP-E-HD6B-1U-24 360 iPatch FTP Evolve 24P パネル
760201186 360-iP-MFTP-E-HD6B-2U-48 360 iPatch FTP Evolve 48P パネル
760202564 360-iP-MFTPA-E-HD6B-1U-24 360 iPatch 1100 アングル型 FTP Evolve 24  

ポートパネル
760202580 360-iP-MFTPA-E-HD6B-2U-48 360 iPatch 1100 アングル型 FTP Evolve 48  

ポートパネル

760201244 360-iP-PMAX-GS3-24 360 iPatch PatchMax GS3 24P パネル
760201210 360-iP-PMAX-GS3-48 360 iPatch PatchMax GS3 48P パネル
760201269 360-iP-PMAX-GS6-24 360 iPatch PatchMax GS6 24P パネル
760201236 360-iP-PMAX-GS6-48 360 iPatch PatchMax GS6 48P パネル

760161000 360-iP-INSTA-QTRO-24 360 iPatch InstaPatch Quattro 24P パネル
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imVision メタル
imVision メタルパネル

MID 製品説明 名称
760073866 iP-M4200i-24 iPatch M4200i 24P UTP、ブランク

760201152 360-iP-1100-E-1U-BLANK 360 iPatch 1100 Evolve 24P、ブランク

760201160 360-iP-1100-E-2U-BLANK 360 iPatch 1100 Evolve 48P、ブランク

760202598 360-iP-1100A-E-1U-BLANK 360 iPatch 1100 アングル型 Evolve 24P、ブランク

760202606 360-iP-1100A-E-2U-BLANK 360 iPatch 1100 アングル型 Evolve 48P、ブランク

760201194 360-iP-MFTP-E-1U-BLANK 360 iPatch FTP Evolve 24P パネル、ブランク

760201202 360-iP-MFTP-E-2U-BLANK 360 iPatch FTP Evolve 48P パネル、ブランク

760202614 360-iP-MFTPA-E-1U-BLANK 360 iPatch FTP アングル型 Evolve 24P パネル、ブランク

760202622 360-iP-MFTPA-E-2U-BLANK 360 iPatch FTP アングル型 Evolve 48P パネル、ブランク
 
imVision メタルパネルアップグレードキット

MID 製品説明 名称
760198747 360-iP-UP-KIT-E-24 360 iPatch アップグレードキット Evolve 24P 10 パック

760198754 360-iP-UP-KIT-E+PMAX-48 360 iPatch アップグレードキット Evolve & PM 48P 5 パック

760198762 360-iP-UP-KIT-PMAX-2U-24 360 iPatch アップグレードキット PMax 2U 24P 10 パック

760202630 360-iP-UP-KIT-AE-2 360 iPatch アップグレードキット アングル型  Evolve 
24P10 パック

760202648 360-iP-UP-KIT-AE-48 360 iPatch アップグレードキット アングル型  Evolve 
48P 5 パック

760159905 360-iP-UP-KIT-IPQ-24P 360 iPatch InstaPatch アップグレードキット Quatro

imVision ファイバー
HD パネル

MID 製品説明 名称
760235602 HD-iP-1U-96F-LC-DM-WB-SD HD iPATCH 1U 96F-LC ディストリビューションモジュー

ル、 LazrSPEED ワイドバンド、スライド式シェルフ

760217414 HD-iP-1U-96F-LC-DM-LS-SD HD iPATCH 1U 96F-LC ディストリビューションモジュー
ル、 LazrSPEED、スライド式シェルフ

760217422 HD-iP-1U-96F-LC-DM-TS-SD HD iPATCH 1U 96F-LC ディストリビューションモジュー
ル、 TeraSPEED、スライド式シェルフ

760235603 HD-iP-2U-192F-LC-DM-WB-SD HD iPATCH 2U 192F-LC ディストリビューションモジュー
ル、 LazrSPEED ワイドバンド、スライド式シェルフ

760217448 HD-iP-2U-192F-LC-DM-LS-SD HD iPATCH 2U 192F-LC ディストリビューションモジュー
ル、 LazrSPEED、スライド式シェルフ

760217455 HD-iP-2U-192F-LC-DM-TS-SD HD iPATCH 2U 192F-LC ディストリビューションモジュー
ル、 TeraSPEED、スライド式シェルフ

760217463 HD-iP-1U-32-MPO-DP-SD HD iPATCH 1U 32-MPO ディストリビューションパネル、 
スライド式シェルフ

760217471 HD-iP-2U-64-MPO-DP-SD HD iPATCH 2U 64-MPO ディストリビューションパネル、 
スライド式シェルフ
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imVision ファイバー
UHD パネル

MID 製品説明 名称
760188342 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-LS-UHD 360G2 iPatch 1U 96F-LC ディストリビューション 

モジュール、LazrSPEED、UHD シェルフ

760188359 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-TS-UHD 360G2 iPatch 1U 96F-LC ディストリビューション 
モジュール、TeraSPEED、UHD シェルフ

760188417 360G2-iP-2U-288F-LC-DM-LS-UHD 360G2 iPatch 2U 288F-LC ディストリビューション 
モジュール、LazrSPEED、UHD シェルフ

760188425 360G2-iP-2U-288F-LC-DM-TS-UHD 360G2 iPatch 2U 288F-LC ディストリビューション 
モジュール、TeraSPEED、UHD シェルフ

760169177 360G2-iP-1U-32-MPO-DP-UHD 360G2 iPatch 1U 32-MPO ディストリビューション 
パネル、UHD シェルフ

760169193 360G2-iP-2U-96-MPO-DP-UHD 360G2 iPatch 2U 96-MPO ディストリビューション 
パネル、UHD シェルフ

360G2 パネル
MID 製品説明 名称
760193789 360-iP-G2-1U-LC-FX 360 iPatch G2 LC ファイバーシェルフ、固定式

760193797 360-iP-G2-1U-LC-SD 360 iPatch G2 LC ファイバーシェルフ、スライド式

760193805 360-iP-INSTA-LC-4LS 360 iPatch G2 ファイバーシェルフ、InstaPATCH 
360 LazrSPEED モジュール付き

760193813 360-iP-INSTA-LC-4TS 360 iPatch G2 ファイバーシェルフ、InstaPATCH 
360 TaraSPEED モジュール付き

760168435 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-LS-SD 360G2 iPatch 1U 96F-LC ディストリビューション 
モジュール、LazrSPEED、スライド式シェルフ

760188326 360G2-iP-1U-96F-LC-DM-TS-SD 360G2 iPatch 1U 96F-LC ディストリビューション 
モジュール、TeraSPEED、スライド式シェルフ

760188383 360G2-iP-2U-192F-LC-DM-LS-SD 360G2 iPatch 2U 192F-LC ディストリビューション 
モジュール、LazrSPEED、スライド式シェルフ

760188391 360G2-iP-2U-192F-LC-DM-TS-SD 360G2 iPatch 2U 192F-LC ディストリビューション 
モジュール、TeraSPEED、スライド式シェルフ

760188375 360G2-iP-2U-192F-LC-DP-SD 360G2 iPatch2U 192F-LC ディストリビューション 
パネル、スライド式シェルフ

760169144 360G2-iP-1U-32-MPO-DP-SD 360G2 iPATCH 1U 32-MPO ディストリビューショ
ン パネル、スライド式シェルフ

760169185 360G2-iP-2U-64-MPO-DP-SD 360G2 iPATCH 2U 64-MPO ディストリビューショ
ン パネル、スライド式シェルフ

HD-2U パネル
MID 製品説明 名称
760093336 360-iP-HD-2U-IP-SD 360™ iPatch G2 HD ファイバーシェルフスライド式
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imVision ファイバー
imVision ファイバーモジュール

MID 製品説明 名称
760093344 360-iP-HD-MOD-LC-LS 360™ iPatch G2 HD LS モジュール

760093351 360-iP-HD-MOD-LC-LS-3 360™ iPatch G2 HD LS モジュール - 3 パック

760093369 360-iP-HD-MOD-LC-TS 360™ iPatch G2 HD TS モジュール

760093377 360-iP-HD-MOD-LC-TS-3 360™ iPatch G2 HD TS モジュール - 3 パック

imVision ファイバー
imVision ファイバーアップグレードキット

MID 製品説明 名称
760105148 360 iPatch Upg Kit G2 LC - 5pk 360 iPatch アップグレードキット G2 LC - 5 パック

760168443 360G2-iP-96F-LC-SD-KIT-5PK 360G2 iPatch 96F-LC、スライド式シェルフ 5 パックキット

760172221 360G2-iP-96F-LC-UHD-KIT-6PK 360G2 iPatch 96F-LC、UHD シェルフ 6 パックキット

760169151 360G2-iP-32-MPO-SD-KIT-5PK 360G2 iPatch 32-MPO、スライド式シェルフ 5 パック

760169169 360G2-iP-32-MPO-UHD-KIT-6PK 360G2 iPatch 32-MPO、UHD シェルフ 6 パックキット

アプリケーションノート：imVision への将来的なアップグレードのためにディストリビューションモジ
ュールをご注文になるときは、下の表から DM を選択してください。モジュールにはアップグレード
キットに対応させるために簡単に取り外すことができる外部シャッターが含まれています

MID 製品説明 名称
760109884 360DM-24LC-LS InstaPATCH 360 LazrSPEED 標準モジュール、 24 LC 

ファイバー（12 デュプレックスポート）

760116178 360DM-24LC-LS-6PK InstaPATCH 360 LazrSPEED 標準モジュール、 24 LC フ
ァイバー（12 デュプレックスポート）、6 パック

760210609 360DM-24LC-WB InstaPATCH 360 LazrSPEED ワイドバンドモジュール、 
24 LC ポート

760234779 360DM-24LC-TS InstaPATCH 360 TeraSPEED 標準モジュール、 24 LC 
ファイバー（12 デュプレックスポート）
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imVision ソフトウェア
MID 製品説明 名称
760165621 im-SYS-MGR-ENT-1K (SW) imVision System Manager エンタープライズ版 1000

760111187 im-SYS-MGR-ENT-2K (SW) imVision System Manager エンタープライズ版 2000

760165639 im-SYS-MGR-ENT-5K (SW) imVision System Manager エンタープライズ版 5000

760111195 im-SYS-MGR-ENT-10K (SW) imVision System Manager エンタープライズ版 10000

760090068 im-SYS-MGR-ENT-UNL (SW) imVision System Manager エンタープライズ版 アンリミ
テッド

760165076 im-SYS-MGR-EXT-XML imVision System Manager 拡張版 XML

760165514 im-UP-SYSMGR-1K-2K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
1000–2000

760165522 im-UP-SYSMGR-1K-5K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
1000–5000

760165530 im-UP-SYSMGR-1K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
1000–10000

760165548 im-UP-SYSMGR-1K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
1000–アンリミテッド

760165555 im-UP-SYSMGR-2K-5K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
2000-5000

760111203 im-UP-SYSMGR-2K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
2000-10000

760111211 im-UP-SYSMGR-2K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
2000–アンリミテッド

760165563 im-UP-SYSMGR-5K-10K (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
5000-10000

760165571 im-UP-SYSMGR-5K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
5000–アンリミテッド

760111229 im-UP-SYSMGR-10K-UNL (SW) imVision Upgrade System Manager エンタープライズ版 
10000–アンリミテッド
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