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Black Box は 40 年以上にわたり機器の接続を
専門としてきた、業界をリードするテクノロジソ
リューションプロバイダです。信頼性高く先進
的なソリューションで IT インフラを完全に制御
できる Black Box の製品は、クリティカルなコ
ンピュータ環境で継続的に利用され、世界中で
支持されています。



完全な可視化

完全な制御 完全な接続性

ネットワーク機器：
イーサネットスイッチ - イーサネットエクステンダ - メディアコンバータ　

ネットワーク管理：
BOXILLA™ KVM マネージャ

ビデオウォール＆サイネージ：
ビデオウォールコントローラ - コンテンツ管理とサイネージ

ユーザ制御と共有：
CONTROLBRIDGE™ KVM ＆ AV コントロール

グライド＆スイッチソリューション 
– ワイヤレスコラボレーション

インフラ機器：
ラック - パッチパネル / マウントキット - 環境モニタリング 

ネットワークケーブル：
LAN ケーブル – 光ファイバケーブル - アクセサリ

AVケーブル＆コンバータ：
オーディオ / ビデオケーブル - ビデオコンバータ

KVM 切替と延長：
EMERALD™ KVM OVER IP マトリクス＆エクステンション -  HD、4K

Black Box 製品はすべて相互運用が可能、かつ信頼性や拡張性、稼働時間を最大化する
包括的ソリューションを提供します。
上の構成図は、Black Box 製品を連携させた際のソリューションの一例です。

完全な接続性
Black Box のフェイルセーフ IT ネットワーク



完全な接続性
Black Box のフェイルセーフ IT ネットワーク

AV 
ビデオウォール
デジタルサイネージ
ビデオエクステンダ
ビデオスプリッタ
プレゼンテーションツール

ケーブル配線と接続
CAT5e / 6 / 6Aイーサネットケーブル
光ファイババルクケーブルとパッチケーブル
USB 1.1、2.0、3.0、3.1ケーブル

KVM
NIAP 3.0 認定 セキュア KVM
高性能 KVM
KVM スイッチとエクステンダ
KVM 管理

ネットワーキング
イーサネットスイッチ
メディアコンバータ
イーサネットエクステンダ

電源
無停電電源装置
データラインサージプロテクタ
配電ユニット

Black Box は、業界で最も包括的な IT ソリューションを提供しています。



Black Box は、ビジネスの目標に合わせた IT・通信ソリューションを提供し、あらゆる規模のビ
ジネスもサポートします。最も革新的な技術製品とソリューションで、さらに高い成果の達成を
支援し、従来の通信からダイナミックで統合された IT テクノロジへの導入、移行に伴う煩雑な
課題に向き合い、みなさまをサポートします。

ソリューション

企業

経路案内と 
ビジュアルコミュニケーション

コラボレーション インフラ リモートアクセス



Joy Mining Machinery では、通信の標準化、リアルタイムのメトリック提供、プラントの競争力の向上、安全性の問題と
ロスタイムの削減に向けて、55 のグローバル拠点で企業ブランドとメッセージを一元管理する必要がありました。Black 

Box は、iCOMPEL プラットフォームをベースに世界クラスのデジタルサイネージ配信システムを迅速に設計から敷設までサ
ポートし、1 か所で全拠点のメッセージを作成、スケジュールを含め管理できるようにした結果、通信、生産性、OTD が向
上し、安全性に伴う問題や事故も減少しました。

関連製品

ケーススタディ：Joy Mining

企業

デジタルサイネージ ソリューション
iCOMPEL™
リアルタイムの KPI 表示でチームを活性化させ、
通信を向上させつつ時間も節約し、使いやすい 
CMS により、緊急対応も管理できます。

コンソールサーバ
障害や誤作動の許されない IT、ネットワーク機器、
電源装置をリモート管理して、企業の稼働時間要
件に応えます。

ワイヤレス プレゼンテーション システム
COALESCE ™ MPE と PRO
この１台で、会議時間を短縮し、会議の生産性が
向上します。便利なモデレータ機能で、参加者を
議題に集中させ、スケジュール通りに会議が進行
できます。

Pure Networking メディアコンバータ
ネットワークメディアを変換・拡張し、企業内での
接続性を向上させます。取り付けも簡単です。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP



今日の教育現場には、信頼性の高いリアルタイムのコラボレーションが必須です。学生と教員の
関わり方を変革する Black Box のワイヤレス コラボレーション ソリューションで、グループディ
スカッションや授業への質問、学生の発表が円滑に進むようになります。

ソリューション

文教

緊急メッセージと情報共有コラボレーション ビデオ切替と配信 インフラ



La Roche 大学では、ニュース、イベント、緊急のお知らせ、Twitter フィード、その他のソーシャルメディアサイトを表示し
て、学生や職員に情報を配信するデジタルサイネージシステムを必要としていました。ライブコンテンツ、学生コンテンツ、
ユーザ生成コンテンツをリアルタイムに表示できる複雑なネットワークデジタルサイネージシステムを見つけることが課題で
した。Black Box の iCOMPEL プラットフォームに基づく世界クラスのデジタルサイネージシステムは、予算範囲内ですべて
の要件を満たし、学生や教員、その他の職員間のコミュニケーションを強化することができました。

関連製品

ケーススタディ：La Roche 大学

文教

デジタルサイネージ ソリューション 
iCOMPEL™
どんなタイプのコンテンツもサポートし、そ
れぞれが使いやすい形式で情報共有できるた
め、学生や職員・教員の参加を最大化します。
このソリューションを既存の緊急システムと統
合すれば、教育現場の安全性も高めることが
できます。

ディスプレイウォールコントローラ / スケーラ
VideoPlex ™ 4 ビデオウォール
スタンドアロン型で、高解像度の DVI ビデオを
最大 4K で複数のモニタに出力します。学生、
教員、職員に校内のイベント、緊急のお知らせ
といったコンテンツを表示します。

ワイヤレス プレゼンテーション システム
COALESCE ™ MPE / PRO
Web ブラウザを使用してプレゼンテーション
をすぐに共有できるので、学生と教員の連携
が向上します。

Slimline 高速 HDMI ケーブル
超薄型 HDMI ケーブルで、すっきりとした配線
が実現します。非常に柔軟で扱いやすいため、
簡単に設置できます。

プレゼンテーションスイッチ
ディスプレイであらゆる映像信号を簡単に切替
えて、教室でのプレゼンテーションを効率的
に行うことができます。

LockPORT ™ GigaTrue CAT6 パッチケーブル
差し込み口が、決められたポートにロックでき
る構造になっており、校内のシステムで、優れ
たネットワーク接続とパフォーマンス、セキュリ
ティが実現します。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP



Black Box は、安全でコンプライアンスに優れたテクノロジソリューションへのニーズを認識し、
安全性を損なうことなく、目的と予算を考慮に入れながらも、生産性を最適化する、最新かつ
最も厳格なセキュリティ基準を満たした先進的な製品を提供します。

ソリューション

軍事・防衛機関

FTTD ソリューションセキュアデスクトップ コントロールルーム データセンタとインフラ



米国政府配備された軍艦を援護するため、新たな基地所属のデータセンタを、KVM インフラを含む完璧なデータセンタ
に整備する必要がありました。さらに、データセンタのノイズ低減、精密機器の冷却、スペース削減のニーズに応えるため、
Black Boxは高性能データセンタを設計し、QuietCab キャビネットでサーバノイズを最小限に抑え、常時稼働する IT 機器
を冷却したうえ、整理されたワークスペースを実現しました。高性能の KVM-over-IPスイッチで、コマンドと制御のニーズ
を適え、軍艦の援護とオペレーションを向上しました。

関連製品

ケーススタディ：米国政府のデータセンタ

軍事・防衛機関

NIAP 3.0 認定 セキュア KVM スイッチ
機密情報を保護するために異なる分類レベル
を持つ複数のコンピュータと機器間における
安全な周辺機器制御機能を備えています。ま
た、セキュアなポートと外界との間でデータ
が漏洩しないよう、ネットワーク間でポートを
分離しています。

Emerald ™ ユニファイド KVM
IP ネットワークや専用ダイレクト接続、また両
方の同時利用で、ピクセルパーフェクトな HD 
ビデオや 4K ビデオを伝送します。コントロー
ルルーム内のコミュニケーションが大幅に向上
します。

マイクロミニ メディアコンバータ
光ファイバをデスクトップまで引き込み、接続
を向上させます。

コネクタ付き 光ファイバケーブル
仕様に合わせて設計された最高品質の光ファイ
バで、ネットワークのダウンタイムがない環境で
も動作が保証されます。テストをパスした後に出
荷しますので、そのまますぐに設置できます。

Radian Flex ™
将来性を鑑み、柔軟性や拡張性に優れたビデ
オウォール プロセッシング プラットフォーム。
コンテンツ表示方法を制御する機能を備え、
フェイルセーフのアップグレードで、コントロー
ルルーム内でのパフォーマンスを保証します。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP



災害対策本部（EOC)、911 コールセンタ、緊急指令センタ（PSAP）は、重大情報の可視化と通
信を基盤に運営しています。Black Box のコントロールルームソリューションで、現場とオペレー
ションセンタの間でビデオと情報をリアルタイムに共有することで、状況をより詳細に把握しつ
つ、応答時間を短縮できます。通信が命綱である環境に最適な製品は、40 年以上の技術専門
知識を誇る Black Box の豊富なポートフォリオをおいて他にありません。

ソリューション

自治体・公共機関

コラボレーションと管理KVM 切替・延長 ビデオ切替・延長 リアルタイムの 
データの可視化



Miami Dade E911 センタでは、応答時間の短縮、効率性の向上、システム遅延の最小限化へのニーズと、新しいシステム
変更に伴う複雑なユーザトレーニングが速やかに完了するよう、使いやすいリアルタイムの KVM切替システムを必要として
いました。Black Boxが、グライド＆スイッチの技術を備えた使いやすい KVM システムの導入を提案した結果、オペレー
タのワークフローや応答時間が改善し、簡素化されたユーザトレーニングで、今では、モニタとサーバを 1 画面から最大 4 

画面まで瞬時に切替えることができるようになりました。

関連製品

ケースススタディ：Miami Dade E911 センタ

自治体・公共機関

NIAP 3.0 認定 セキュア KVM スイッチ
ハードウェアベースのデータ分離、セキュアな 
EDID 学習とビデオエミュレーション、機器接
続間の確実な分離により、コントロールセンタ
のサーバとネットワークを保護し、異なる分類
レベルのネットワークを簡単に切替えることが
できます。最大 4K UHD の解像度をサポート
します。

Emerald ™ ユニファイド KVM
PC の数に制限なく、あらゆる場所からアクセ
スして管理することができます。専用の KVM 
ネットワークか既存の IP ネットワークでハード
ウェアやライセンスなどのリソース共有も可能
です。

Freedom II KM スイッチ
画面間でマウスを動かすことで、4 台または 
8 台のコンピュータを切替えます。1 組のキー
ボードとマウスで 8台のコンピュータを操作で
きるので、机の上のスペースが確保できます。

Radian Flex ™
パーフェクトなコンテンツ制御を可能にするソフ
トウェアベースのビデオウォールシステムで高速
通信と、それによる早い意思決定が実現します。

4Site マルチビュー KVM
1 組のキーボードとマウスから 4 台のサーバを
制御します。各サーバからのビデオを、1台の
モニタに同時に、かつリアルタイムで表示でき
ます。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP



医療事業の現場では、患者へのサービスの質の改善と、最適なワークフローを提供し、一刻を
争う状況でエラーを起こさない最先端技術が常に求められています。Black Box では、大規模
病院から、小規模な民営医療機関、そのほかあらゆる医療施設に合わせてカスタマイズされた
強力な KVM やデジタルサイネージ、ケーブル、その他ソリューションを提供しています。

ソリューション

医療

ビジュアルでの 
コミュニケーションと経路案内

KVM 切替・延長 インフラ 接続



Jefferson Regional 病院は、最新の統合手術室ビデオシステムにより、外科チームが腹腔鏡手術、血管手術、胸腔手術で
最新技術を利用できる環境を希望していました。Black Boxは、 Wizard SRX DVI-D Plus トランスミッタとエクステンダで 

8 つのソースを 8 台のデジタルスクリーンに接続できるマスタ DVI マトリクススイッチを設計、構成し、専用ケースに納めて
提供しました。現在、この病院の外科病棟には、複雑な手術を導き、患者の健康を守るビデオシステムが備わっています。

関連製品

ケーススタディ：Jefferson Regional 病院

医療

MediaCento ™
LAN 経由で 4K HDMI ビデオとオーディオを伝
送します。可逆圧縮と低レイテンシで、医療用
途に適したブロードキャスト品質のビデオとオー
ディオを再生します。

Emerald ™ ユニファイド KVM
ぼかしやピクセル化のない高画質を実現し、ピ
クセルパーフェクトな HD や 4K ビデオ解像度
を提供します。画質が重要視される医療用画
像表示に最適です。

iCOMPELし
分かりやすい施設案内と医師のスケジュール表
示で、患者はストレスなくスムーズに行動でき
ます。機器に不慣れな職員にとっても、簡単に
コンテンツ管理ができます。

コネクタ付き 光ファイバケーブル
高品質の終端処理済み光ファイバケーブルで、医
療環境で最大限の稼働時間を提供します。プラ
グ＆プレイで、簡単に設置できます。

4Site マルチビューワ KVM スイッチ
1 台のディスプレイに 4 台のコンピュータを同
時に表示して制御できます。アナログビデオと
デジタルビデオをサポートします。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP



リテール業界ほど、ダイナミックでハイパーターゲット型デジタルサイネージコンテンツを強力
に展開して収益を上げることが可能な領域は、ほかにありません。Black Box は、店舗にまつ
わるさまざまなコンテンツをリアルタイムに表示して販売や認知を向上させることができるデジ
タルサイネージとビデオ ウォールソリューションを提供します。特に、サイネージ ソリューション
は、見込み客の心に確実に残る、完璧な画像表示が強みです。

ソリューション

リテール /ホスピタリティ

ビジュアルでの 
コミュニケーションと経路案内

KVM 切替・延長 インフラ 接続



ベルギーの IKEA のサービスセンタでは、9 つの会議室とハドルルーム用に、ソフトウェアベースのワイヤレス プレゼンテー
ション ソリューションを探していました。IKEA は、使いやすく、コストパフォーマンスに優れ、大きい筐体や配線でミーティ
ングスペースを無駄にすることなく、ミーティングの生産性を高めるという理由から、Black Box の COALESCE ™ ワイヤレ
ス プレゼンテーション システムを選択しました。COALESCE 導入後、IKEA サービスセンタは、ミーティングを有効活用で
きるようになり、数々の成果を生み出しています。

関連製品

ケーススタディ：IKEA

リテール /ホスピタリティ

ビデオエクステンダ
MediaCento ™
この １ 台で、目を引く魅力的なディスプレイを作
成します。拡張性に優れ、ソースとディスプレイを
追加する際、トランスミッタとレシーバも同時に追
加できます。

VideoPlex ™ 4 ビデオウォールコントローラ

デジタルサイネージ システム
iCOMPEL™
このシステム １ 台でコンテンツを簡単に作成、管
理、更新できます。店舗内のコンテンツを地域ご
とにカスタマイズでき、エッジブレンディングプロ
ジェクタとの併用に最適です。

Radian Flex ™
このソフトウェアベースのビデオウォール プロセッ
シングプラットフォームで、用途に合わせてビデオ
ウォールをカスタマイズできます。どんなコンテン
ツを、どこに、いつ、どのように表示するか簡単に
管理できます。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP

複数のディスプレイに対し、最大 4K までの高解像 
DVI ビデオを出力し、お客様の目をくぎ付けにし
ます。



工業環境は通常のオフィス環境よりはるかに過酷な状況です。極端な温度、湿度、ほこり、す
す、腐食性物質にさらされると IT 機器は故障する恐れがあります。また、大量の電磁妨害 (EMI) 
を引き起こすモータや機械式スイッチなどの機器が装備されている環境を考慮して、Black Box 
には、きわめて過酷な環境でも使用できるよう設計された幅広いソリューションがあります。

ソリューション

工業環境

KVM 切替・延長冗長ネットワークと 
リモートネットワーク

リアルタイムの 
データの可視化

ビデオ切替・延長



世界最大の鉄鋼メーカである ArcelorMittal では、増え続ける設備に対応するためワイヤレスインフラのアップグレードを必
要としていました。Black Boxは、現場ですでに輻輳状態となっている Wi-Fi 周波数を干渉することなく新しいワイヤレス
テクノロジを実装し、60GHz の周波数帯域をフル活用しました。このソリューションは、高帯域幅で安定したポイントツー
ポイントのワイヤレスネットワーク接続を提供し、同じ方向軸に設置された場合に、さまざまな距離範囲で動作する高性能
アンテナで構成されています。導入以降、予期しない過酷な大気条件でも、サービスが中断なく完璧に稼働するようになっ
ています。

関連製品

ケーススタディ：ArcelorMittal

工業環境

工業用マネージド ギガビット PoE +スイッチ
PoE+ ポートと柔軟な SFP ファイバアップリン
クを備える経済的な産業用スイッチ。高度な
管理機能で、過酷な環境でもネットワークダ
ウンタイムを最小限に抑えることができます。

産業用メディアコンバータ
きわめて過酷な環境でも最高のパフォーマンス
を発揮する、幅広い産業用メディアコンバータ。
数種類取り揃えています。
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産業用ギガビット イーサネットスイッチ
ファイバアップリンク対応のコンパクトなスイッ
チ。きわめて過酷な環境や極端な温度で機能
するように設計されています。 

産業用ギガビット イーサネット マネージド L2+ 
スイッチ
ファイバアップリンク対応のコンパクトな PoE ス
イッチ。きわめて厳しい環境や過酷な温度で機
能することを考慮した構造です。

iCOMPEL™
独自のアプリケーションベースのデジタルサイ
ネージプレーヤで、データをローカルに保存
し、過酷な状況でネットワーク接続が失われ
た場合でも利用できます。



放送・メディア業界では、クラウドベースのワークフローへの移行を進めると同時に、番組表の
送信、マスタコントロール、ニュース制作、ライブ制作業務の自動化も進めています。この移行
では、管理者、編集者、オペレータ、エンジニアがインフラを管理、再構成できる KVM テクノ
ロジが重要な役割を果たします。Black Box は、放送業界向けの KVM ソリューションの開発経
験が豊富です。Black Box の完全な KVM ソリューション製品ポートフォリオは、今後登場する技
術に対応するよう、設計されています。

ソリューション

放送

KVM エクステンダ高性能 KVM マルチビュー KVM 企業向け KVM 管理



World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) は、システム障害が頻繁に発生していた大規模設備での生産負荷に対応でき
る KVM システムを、Black Box に依頼しました。Black Box では、288 ポートの KVM スイッチ、48 ポートの KVM スイッチ、
CAT6 ケーブルとコネクタを導入し、WWE が必要とする高性能の KVM 機能性と信頼性を提供しました。導入以来、WWE 

ではワークフローが大幅に向上し、効率性が強化されただけでなく、システム障害が 1 件も発生していません。

関連製品

ケーススタディ：WWE

放送

Emerald™ ユニファイド KVM
放送・ポストプロダクションでのパフォーマンス、信頼性、
ワークフロー効率を最適化できます。IP ネットワークや
専用マトリックスの接続、また両方の同時利用で、ピク
セルパーフェクトな HD ビデオや 4K ビデオ拡張を伝送す
る集中型 KVM システムを提供します。建物全体または
世界中の物理マシンと仮想マシンの両方にユーザを接続
します。

KVM エクステンダ
幅広い KVM エクステンダを使用して、製作環境の重要
な IT 機器に確実にアクセスできます。

Emerald SE
ライセンスオプションでカスタマイズ可能な柔軟な 
KVM ソリューション。ピクセルパーフェクトなビデオ、
グライド＆スイッチ、ボンディングなど、ブロードキャ
ストアプリケーションの拡大とともに必要になる機能
を追加します。

Boxilla™
使いやすく、単一のプラットフォームにで管理できる
企業向け KVM システムマネージャ。数百から数千の
機器を管理し、アプリケーションの KVM 環境を最適
化します。
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交通業務の安全かつスケジュール通りの運営維持には、適切な技術を装備したインフラが欠か
せません。Black Box では、空港、鉄道の駅、地下鉄、バス停などの交通環境で発生するあら
ゆる問題、遅延、緊急事態をリアルタイムに追跡することで、オペレータが正確な情報に基づ
いた決定を瞬時に下し、通勤・通学者の安全と快適さを提供する包括的な接続製品を提供して
います。

ソリューション

公共交通機関

鉄道の自動化と接続リモートでの交通制御 緊急車両通知システムの接続 運行状況



ドイツの大規模空港では、複数のビデオと周辺信号ソースを異なるマルチスクリーン オペレータデスクに延長・切替するた
め、マトリクス切替システムを必要としていました。このシステムでは、24 時間 365 日体制の運用、ユーザアクセス権の一
元管理、LAN と光ファイバケーブルの両方のサポートが必須でした。空港では、Black Box の常時稼動に対応する信頼性
の高い DKM FX HD ビデオと周辺機器マトリクス切替システムが選択され、DKM システム導入ですべての要件を満たした
だけでなく、オペレータの能力が向上し、仕事に対する満足度と生産性も向上しました。

関連製品

ケーススタディ：独空港オペレーションセンタ

公共交通機関

Emerald™ ユニファイド KVM
24 時間 365 日の稼働を考慮して設計されています。ダ
ウンタイムゼロでフェイルセーフ業務を実現するため、
あらゆるレベルでネットワーク回復力を提供し、バック
アップコントロールルームへの切替をサポートします。

Freedom II KM スイッチ
画面間でマウスを動かすことにより、複数のコンピュー
タを切替えることができます。ソフトウェアを使用した
り、ネットワークを追加したりする必要はありません。 

Boxilla™
この KVM 管理ソリューションで、KVM システム全
体を完全に監視し、制御します。単一の管理プラット
フォームでユーザアクセスの制御、機器状態の監視を
行います。

iCOMPEL™
この簡単に操作できるデジタルサイネージプラット
フォームで、到着時間と遅延を乗客に通知します。簡
単にリアルタイムに更新し、最新情報を表示すること
ができます。

03-5769-3855　 BLACKBOX.CO.JP
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BLACK BOX が選ばれる理由 – “WHY BLACK BOX ?”
Black Box は、無償テクニカルサポートや設置工事サービスから、製品や市場における専門知識や保証に至るまで、 
業界で最も先進的な IT ソリューションを提供しています。

幅広く網羅した製品群
ハイパフォーマンス 4K / Over IP KVM 、AV・メディア配信機器、
ネットワーク機器からケーブルまで、さまざまな製品を取りそろえ
ています。

トータルマネージメント
機器の選定、ネットワークの設計・導入、トレーニング、保守ま
での最適なソリューションを提案します。Black Box のグローバ
ルネットワークを活かし、海外案件にも対応しています。

製品サポート
ご利用環境に適した購入前の製品選定のご相談から、購入後の
技術サポートまで提供します。

製品保証
基本的に Black Box 製品には標準保証が付加されています。有
償にて、代替品の先出しセンドバックやオンサイト保守も提供して
います。

実績
Black Box は、1976年より培ってきた優れたテクノロジ ソリュー
ションで、世界 150か国、17万 5,000社を超える顧客の IT イン
フラストラクチャの構築、運用を支援しています。


