
シスコ ワイヤレス LAN
Aironet ソリューション
2018 年 6 月版

ワイヤレス



2

アシュアランスによる新しいワイヤレス LAN 運用とは？

アシュアランスの活用例

ワイヤレス クライアントとして動作する専用センサーでプロアクティブに接続の問題を把握

「速い」「つながる」を支える
Cisco High Density Experience（HDX）テクノロジー ── もう「つながらない」に悩まない ──

リアルタイム位置情報とデータ分析でさまざまなサービスを顧客に提供する
Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）
Cisco CMX は、屋内のナビゲーションや資産管理、ユーザの位置に応じたきめ細かいコンテンツの提供を実現します。さらに
蓄積した Wi-Fi デバイスの位置情報から滞留時間や動線情報を視覚的に把握できるので、マーケティングや業務の効率化など、
ビジネス収益の向上にも役立てることが可能です。

目的によって管理者がツールを使い分ける必要

があり、どのツールで何ができるのか、解決する

にはどうしたらよいのかなど、管理者に知識や経

験が求められます。

快適な利用を支えるシスコ独自のテクノロジー

既存ケーブルで有線接続が
最大 5 Gbps

802.11g/a/n/
ac wave1/ac Wave2 の

あらゆる端末のスループットを向上  

マルチ ギガビット
アップリンク

Cisco ClientLink 4.0

アプリの見える化を
ハードウェア処理

して通信に影響させない

CPU、メモリを増強して
アクセス ポイント

自身がボトルネックにならない

ゼロ インパクト
AVC※1

ターボ
パフォーマンス

干渉源を自動で
検知して影響度まで
自動で数値化

スムーズなローミングを
サポート

Cisco CleanAir

オプティマイズ
ローミング

フレキシブル
ラジオ アサイメント
2.4 GHz ⇔ 5 GHz を
自動切り替えして

最大 5.2 GHz（規格値） を実現

フレキシブル
DFS※2

レーダー波の干渉を
避けて自動で
チャネル幅を変更

アクセス ポイント

モバイル アプリケーション※3
サーバ

ロケーション データ

アプリケーション データ

分析
データクライアントの

信号を検出

スマートフォン アプリ連携

3点測位

動
線
分
析

ロケーション分析※3

ワイヤレス LAN
コントローラ

モビリティ サービス 
エンジン（MSE）

デパート ショッピング モールホーム センター

会議センター 公共施設空港

・流通 /配送センター
・ショッピング モール、空港、ターミナル駅
・大学、教育関連施設、行政施設
・ホテル、リゾートなど

位置情報を利用した「おもてなし」を提供 Cisco CMX の仕組み

新しいワイヤレス LAN の運用方法
Cisco DNA アシュアランス

アクセス ポイントだけで集中管理を可能にする
Cisco Mobility Express
中、小規模向けの新しい集中管理型ソリューションです。シンプルな日本語 GUI で容易な設定と
運用が行えます。自律型と同じアクセス ポイントのみの構成で、自動化や見える化など集中管理
のメリットを提供します。

※1 Application Visibility and Control　※2 Dynamic Frequency Selection

※3 連動するスマート デバイス上のアプリケーションは、サードパーティからの提供となります。

デュアル 5 GHz

5 GHz ＋ 5 GHz の
デュアルモードで

最大 5.2 GHz（規格値）を実現

Apple デバイス連携

企業向けの
豊富なワイヤレス機能

集中管理で RRM など
自動化を実現

コントローラ機能をアクセス ポイントに内蔵
アクセス ポイント ライセンス不要

iPhone と iPad 向けに
パフォーマンスを向上

5 GHz

モニタリング ダッシュボード

アクセス ポイント ビュー

現状

管理 
ツール A

管理 
ツール B

管理 
ツールC

エンド ツー エンドのネットワーク見える化を提供し、どこでどのような問題が発生
しているのかを把握。さらに対処のガイド一覧により、専門知識がなくてもトラブ

ル対応時間を短縮できます。

アクセス ポイントとクライアント間のワイヤレス接続に問題がないかを、
アクセス ポイントを使って確認できます。テスト スケジュールを作成して、
どの項目をテストするかを定義、実施できます。

システム ログや SNMP 情報などのあらゆるコンテキストを分析し、そこから得られるインサイトでワイヤレス LAN 運用をサポートします。
導き出したインサイトから問題を特定するだけでなく、その解決策まで提案できます。

DNA アシュアランス

管理者

管理者

ネットワークのどこが問題か把握

何が問題か把握
どのような対処をすれば
よいかのガイド一覧

 ワイヤレス LAN 
コントローラ

ルータ アクセス
ポイント

スイッチ

Suggested Action 
・------------------
・------------------
・------------------

・接続問題をプロアクティブに把握
・現地に行かずにトラブルシュート可能

センサーにモード変更可能な
アクセス ポイント

Cisco Aironet 1815 シリーズ、
1830 シリーズ、1850 シリーズ、
2800 シリーズ、3800 シリーズ、
4800 シリーズ

専用センサー
アクセス ポイント Cisco Aironet 1800S

メリット

ネットワーク全体を把握可能

Router
Syslog Traceroute

WirelessNet�ow
AAA

Switch Telnet DNS CLI
OID

MIBSNMP PingIPSLA

DHCP

Complex
correlation

Metadata
extraction

Stream
processing

Cisco DNA Center

ネットワーク テレメトリ
コンテキスト データ

相関分析 
複合的なイベント分析 解決策の提案インサイトから

問題を特定

Cisco DNA Center の DNA アシュアランス

クライアント ベースライン

インサイト

アプリケーション ネットワーク

100 以上のアクションにつながるインサイト
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変化するセキュリティ環境に対応した「安全性」を提供します。　3

電波品質や干渉源をわかりやすく「見える化」します。

電波のカバー範囲、ワイヤレス LAN 環境がきれいかどうか、
トラフィックの中身を見える化

 アクセス ポイント同士が情
報交換することにより、推測
ではなくリアルな電波状況
をヒートマップとして見える
化します。

 
Cisco CleanAir 技術で干渉源を見える化

 
ヒートマップで電波を見える化

無線環境が干渉で汚れてい
ないかどうか（Air Quality）、
干渉源の位置やその影響範
囲を見える化します。

トラフィック トラフィックさまざまな
アプリケーション

SNS VDI

Web
会議 ビデオ

ワイヤレス ネットワークで Cisco AVC ソリューション
を使用すると、ディープ パケット インスペクション
（DPI）によって 1,000 以上のアプリケーションを識別
できます。アプリケーショントラフィックの見える化
によって通信の優先順位付けと拒否を可能にし、セ
キュリティや限られたネットワーク帯域幅の有効利用
に役立ちます。

Cisco Application Visibility and Control（AVC）でビジネス アプリケーションを優先

Cisco CleanAir技術とは？

スペシャリスト不要！！
誰が見ても理解できる情報に！

トラブル対応のための出張を削減できる
迅速な障害対応と対応策の提示が可能に
原因の明確化と報告書の明瞭化を促進

干渉源を見つけるだけではありません！

干渉デバイスの影響度を数値化！97 100 63

2

ネットワーク全体でより安全な環境を実現

「速い」「つながる」を提供できます。1
シスコ独自のテクノロジーでより使いやすい ワイヤレス LAN を実現

    ●  Radio Resource Management（RRM）アルゴリズムで、絶えず
変化する WLAN 環境に合わせて電波を自動調整

    ●  Cisco CleanAir で電波干渉源の特定と回避を自動化
   ●  ステートフル スイッチ オーバー（SSO）で冗長化したワイヤレス 

LAN コントローラを障害時に切り替えて自動復旧※1

面倒な調整を自動化

 
シスコ独自の機能が詰まった Cisco High Density Experiences
 （HDX）テクノロジー※2 で、より多くのクライアントやアクセス ポイント、
アプリケーションを利用する高密度ネットワークの負荷を軽減します。

   ●  Cisco ClientLink 4.0
   ●  ターボ パフォーマンス
   ●  フレキシブル ラジオ アサインメント
   ●  オプティマイズ ローミング　など
       → p2 を参照
※1 Cisco 5520 シリーズ、Cisco 8540 シリーズが対応
※2 Cisco Aironet 2800/3800/4800/1560 シリーズが対応 　 
　　

 

高密度環境でも安定

 

 ワイヤレス LAN コントローラ

Cisco Prime
Infrastructure

SSO

HDX

RRM CleanAir

ステップ 3

物理ワイヤレス LAN コントローラだけでなく、Cisco Mobility Express でも
シンプルな手順でワイヤレス LAN をすぐに使える

 日本語対応のシンプルなユーザ  インターフェイスで設定項目を最小化しています。
 
WLAN Express Setup

 業界トップクラスの実績による経験値と検証を基にした推奨設定を
自動投入。 管理画面で内容の一覧と変更も可能です。
 
ベスト プラクティス

  

Web ブラウザから「簡単セットアップ」を提供します。4

ステップ 2

ステップ 1

危険なサイトへのアクセスを制限

マルチ デバイス環境に対応できる柔軟な
アクセス制御（Cisco ISE）

ユーザ
Cisco 

Umbrella

Web
フィルタ

許可サイト

禁止サイト

危険サイト

・ビジネス サービス
・ニュース サイト　
　　　　　　  など

・ギャンブル サイト
・成人向けサイトワイヤレス LAN

コントローラ

Cisco Identity Services Engine（ISE）は昨今のワークスタイルに求めら
れるマルチ デバイス環境に対応した高機能認証サーバです。 認証サーバ
機能をベースとして、スマート デバイス制御やゲスト アクセスなどさまざ
まな機能を提供しています。

Cisco ISE で無線/有線/VPN を一括でポリシー管理

WLC の Cisco Umbrella 連携
ゲストや従業員が無線経由で悪意のあるドメインや IP に接続
するのをリアルタイムで防ぐ
Cisco Umbrella が DNS 名前解決、クラウドベースの Web 
フィルタリング機能、ライブ レポート機能を提供
グローバル インテリジェンスによるセキュリティ データの充実

   ●  

   ●  

   ●  

カスタマイズ可能なゲスト アクセス サービス
（Cisco ISE）

有効期限付き一時アカウントの簡単発行

従業員がゲスト アカウントを発行、管理するポータル

ゲスト自身が申請しアカウントを発行するためのポータル
マルチ デバイス、マルチ ランゲージ対応

ワイヤレス LAN の悩みをシスコが解決します

デバイス
管理

TACACS + プロトコルで
強固な認証と制御を実行

柔軟な
アクセス制御

Cisco ISE

ネットワーク上のデバイスがいつ、
どこで、何にアクセスしているか可視化

ゲスト ポータルをカスタマイズでき、
申請者がセルフ サービスで利用可能

802.1X、MAC、Web認証で
有線、無線、VPN をアクセス制御

ビルトインの認証局によりセルフ 
サービスで BYOD を簡単管理

Cisco TrustSec テクノロジーで
VLAN に縛られないマイクロ 
セグメンテーションを実現

エコパートナーのシステムとコンテキス
トを共有することにより、効率的かつ
高度な脅威の検疫、封じ込めが可能

可視化

ゲスト
アクセス

アクセス
制御

BYOD
アクセス

セグメン
テーション

脅威の
防御
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    ●  Radio Resource Management（RRM）アルゴリズムで、絶えず
変化する WLAN 環境に合わせて電波を自動調整

    ●  Cisco CleanAir で電波干渉源の特定と回避を自動化
   ●  ステートフル スイッチ オーバー（SSO）で冗長化したワイヤレス 

LAN コントローラを障害時に切り替えて自動復旧※1

面倒な調整を自動化

 
シスコ独自の機能が詰まった Cisco High Density Experiences
 （HDX）テクノロジー※2 で、より多くのクライアントやアクセス ポイント、
アプリケーションを利用する高密度ネットワークの負荷を軽減します。

   ●  Cisco ClientLink 4.0
   ●  ターボ パフォーマンス
   ●  フレキシブル ラジオ アサインメント
   ●  オプティマイズ ローミング　など
       → p2 を参照
※1 Cisco 5520 シリーズ、Cisco 8540 シリーズが対応
※2 Cisco Aironet 2800/3800/4800/1560 シリーズが対応 　 
　　

 

高密度環境でも安定

 

 ワイヤレス LAN コントローラ

Cisco Prime
Infrastructure

SSO

HDX

RRM CleanAir

ステップ 3

物理ワイヤレス LAN コントローラだけでなく、Cisco Mobility Express でも
シンプルな手順でワイヤレス LAN をすぐに使える

 日本語対応のシンプルなユーザ  インターフェイスで設定項目を最小化しています。
 
WLAN Express Setup

 業界トップクラスの実績による経験値と検証を基にした推奨設定を
自動投入。 管理画面で内容の一覧と変更も可能です。
 
ベスト プラクティス

  

Web ブラウザから「簡単セットアップ」を提供します。4

ステップ 2

ステップ 1

危険なサイトへのアクセスを制限

マルチ デバイス環境に対応できる柔軟な
アクセス制御（Cisco ISE）

ユーザ
Cisco 

Umbrella

Web
フィルタ

許可サイト

禁止サイト

危険サイト

・ビジネス サービス
・ニュース サイト　
　　　　　　  など

・ギャンブル サイト
・成人向けサイトワイヤレス LAN

コントローラ

Cisco Identity Services Engine（ISE）は昨今のワークスタイルに求めら
れるマルチ デバイス環境に対応した高機能認証サーバです。 認証サーバ
機能をベースとして、スマート デバイス制御やゲスト アクセスなどさまざ
まな機能を提供しています。

Cisco ISE で無線/有線/VPN を一括でポリシー管理

WLC の Cisco Umbrella 連携
ゲストや従業員が無線経由で悪意のあるドメインや IP に接続
するのをリアルタイムで防ぐ
Cisco Umbrella が DNS 名前解決、クラウドベースの Web 
フィルタリング機能、ライブ レポート機能を提供
グローバル インテリジェンスによるセキュリティ データの充実

   ●  

   ●  

   ●  

カスタマイズ可能なゲスト アクセス サービス
（Cisco ISE）

有効期限付き一時アカウントの簡単発行

従業員がゲスト アカウントを発行、管理するポータル

ゲスト自身が申請しアカウントを発行するためのポータル
マルチ デバイス、マルチ ランゲージ対応

ワイヤレス LAN の悩みをシスコが解決します

デバイス
管理

TACACS + プロトコルで
強固な認証と制御を実行

柔軟な
アクセス制御

Cisco ISE

ネットワーク上のデバイスがいつ、
どこで、何にアクセスしているか可視化

ゲスト ポータルをカスタマイズでき、
申請者がセルフ サービスで利用可能

802.1X、MAC、Web認証で
有線、無線、VPN をアクセス制御

ビルトインの認証局によりセルフ 
サービスで BYOD を簡単管理

Cisco TrustSec テクノロジーで
VLAN に縛られないマイクロ 
セグメンテーションを実現

エコパートナーのシステムとコンテキス
トを共有することにより、効率的かつ
高度な脅威の検疫、封じ込めが可能

可視化

ゲスト
アクセス

アクセス
制御

BYOD
アクセス

セグメン
テーション

脅威の
防御



ワイヤレス LAN コントローラによる運用管理

ポジショニング
ターゲット 中/小規模ネットワーク

Mobility Express FlexConnect Centralized（集中管理型）

キャンパス LAN
（通常のオフィス内 LAN）

ブランチ
（小規模リモート拠点）

ワイヤレス LAN コントローラ

アクセス ポイントでのトラフィック転送

ワイヤレス LAN コントローラ

コントローラですべての
無線トラフィックを処理

中/小規模事務所や拠点
早くて簡単な導入

　Cisco Aironet 1815※/1830/1850
　Cisco Aironet 2800/3800/4800
　Cisco Aironet 1540/1560

多拠点ネットワーク
高スケーラビリティ

コントローラ
　Cisco 3504/5520/8540
　バーチャル コントローラ
　その他のシスコ ワイヤレス LAN コントローラ

データセンター ホスティング
コントローラ
大/中規模の企業/組織

コントローラ
　Cisco 3504/5520/8540
　その他のシスコ ワイヤレス LAN コントローラ
　（バーチャル コントローラは非サポート）

Cisco 8500 シリーズ
・6,000 AP
・64,000 クライアント
・フル機能搭載
・AP/Client SSO
・RTU ライセンス

フル機能搭載

Cisco 5500 シリーズ
・1,500 AP
・20,000 クライアント
・フル機能搭載
・AP/Client SSO
・RTU ライセンス

フル機能搭載

Cisco Mobility 
Express

・最大 100 AP※1

・1000 クライアント※1

・日本語 GUI

簡単！
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 機能

WLAN Express Setup 対応

ワイヤレス LAN コントローラのポジショニング

シスコ ワイヤレス LANソリューションの運用管理は
小規模から大規模まで幅広く対応しています。

さまざまな施設で活用されている
シスコ ワイヤレス LANソリューション

株式会社加賀屋 様
日本一の「おもてなし」に貢献する
世界品質のワイヤレス LAN ソリューション
石川県の和倉温泉にある旅館「加賀屋」は、1906 年の創業から 110 年を数え、
業界紙が主催する満足度調査では 36 年連続で日本一に輝いています。日々最
善のおもてなしとサービスを提供する業務の基盤として、シスコのワイヤレス 
LAN ソリューションが採用されています。　　　　　　　　　（2016 年 3 月取材）

静岡銀行 様
新本部棟の建設を機に災害対応力を強化
フリーアドレスの基盤にシスコ無線 LAN を採用
静岡銀行は、創立 70 周年記念事業の一環として新たな本部棟「しずぎん本部
タワー」を建設し、災害対応力と事業継続体制の強化を実現しています。また、
フリーアドレス導入などのワークスタイル改革も進めており、そのインフラとし
てシスコ ワイヤレス LAN ソリューションを導入しています。

・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）
・Cisco Prime Infrastructure （PI）　ほか

導入製品
・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
・Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine（MSE）　ほか

導入製品

（株式会社横浜国際平和会議場）パシフィコ横浜 様
無線 LAN サービス インフラの拡充と付加価値
サービス提供のためにシスコ WLAN を採用
国際会議において日本トップ クラスの実績を上げているパシフィコ横浜は、
3 ヵ年計画でシスコ ワイヤレス ソリューションを導入。外国人をはじめとする
幅広い来場者に、高品質なフリー Wi-Fi 環境を提供するとともに、これを活用
した高付加価値サービスの提供も計画しています。

沖縄科学技術大学院大学 様
最先端の研究活動を支える
オープンかつセキュアな ICT 基盤を構築
2011 年に設立された沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、トップクラスの研
究者たちが科学技術の発展を目指して最先端かつ多様な研究に取り組んでいま
す。2016 年にシスコ製品を用いてキャンパス全域のワイヤレス LAN 化を行
い、Cisco PI の導入でネットワークの可視化も促進しました。

・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）
・Cisco Prime Infrastructure（PI）
・Cisco Mobility Services Engine（MSE）
・Cisco Connected Mobile Experience（CMX）　ほか

導入製品

・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）
・Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）

導入製品

・ Cisco Aironet 3800 シリーズ アクセス ポイント
・ Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
・ Cisco Prime Infrastructure（PI）
・ Cisco Connected Mobile Experience（CMX）　ほか

導入製品

株式会社クボタ 様
Wi-Fi による測位を活用して
工場内で動線分析を実施し、無駄を発見
株式会社クボタは、農業機械や建設機械、水道用鉄管などの開発製造を手掛け、
世界 110 ヵ国以上でビジネスを展開しているグローバル企業です。宇都宮工場
で業務改善のために行っている作業者の動線分析に必要な測位と通信のインフ
ラにシスコのワイヤレス LAN ソリューションを用いています。

株式会社サイバーエージェント 様
大容量データと多数の端末による
高密度環境に対応できる無線 LAN を整備

・位置情報管理/動線分析ソフトウェア 
  RaFLOW（株式会社シーイーシー）
・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント 
・Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC） 
・Cisco Mobility Services Engine（MSE） 

導入製品

インターネット サービスを多数展開する株式会社サイバーエージェントは、近
年の事業拡大によるトラフィックの増大から、社内の場所によって無線 LAN の
パフォーマンスが低下するという課題を持っていました。そこで無線 LAN 環境
の安定化と改善を目指し、それまで利用していたシスコ製品を最新の上位モデ
ルに置き換えるなど、既存システムの刷新に取り組みました。

アクセス ポイント内蔵コントローラ機能

※1 Cisco Aironet 1815/1830/1850/1560 シリーズ：最大 50 台 /1,000 クライアントまで。Cisco Aironet 2800/3800/4800 シリーズ：最大 100 台 /2,000 クライアントまで　

バーチャル 
コントローラ

・3,000 AP
・32,000 クライアント
・FlexConnect のみ

拡張が容易

Cisco 3504
・150 AP
・3,000 クライアント
・フル機能搭載
・AP/Client SSO
・日本語 GUI

デスクトップ向け

※1815t を除く

どのアクセス ポイントを選べばいい？
──  中小規模向け新製品　Cisco Aironet 1815 シリーズの 4 つのモデル

Cisco Aironet 1815i
中小規模の環境でビジネス向けの
機能を求めている方に適したアクセ
ス ポイントです。
サイズが小さく、低価格になってい
ます。

Cisco Aironet 1815t 
テレワーカーや非常に規模の小さい
ブランチ向けのアクセス ポイントです。
あらかじめ設定を行っておき、ユーザ
は現地で有線 LAN に接続するだけ
なので、現地での作業は不要です。

Cisco Aironet 1815w
ホテルや寮など小さな部屋が並ぶ
場所に適した壁掛け型アクセス ポイ
ントです。

Cisco Aironet 1815m
小規模ブランチなど、端末数は少な
いが、ある程度広範囲をカバーした
い場合に利用できる高出力アクセス 
ポイントです。
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ワイヤレス LAN コントローラによる運用管理

ポジショニング
ターゲット 中/小規模ネットワーク

Mobility Express FlexConnect Centralized（集中管理型）

キャンパス LAN
（通常のオフィス内 LAN）

ブランチ
（小規模リモート拠点）

ワイヤレス LAN コントローラ

アクセス ポイントでのトラフィック転送

ワイヤレス LAN コントローラ

コントローラですべての
無線トラフィックを処理

中/小規模事務所や拠点
早くて簡単な導入

　Cisco Aironet 1815※/1830/1850
　Cisco Aironet 2800/3800/4800
　Cisco Aironet 1540/1560

多拠点ネットワーク
高スケーラビリティ

コントローラ
　Cisco 3504/5520/8540
　バーチャル コントローラ
　その他のシスコ ワイヤレス LAN コントローラ

データセンター ホスティング
コントローラ
大/中規模の企業/組織

コントローラ
　Cisco 3504/5520/8540
　その他のシスコ ワイヤレス LAN コントローラ
　（バーチャル コントローラは非サポート）

Cisco 8500 シリーズ
・6,000 AP
・64,000 クライアント
・フル機能搭載
・AP/Client SSO
・RTU ライセンス

フル機能搭載

Cisco 5500 シリーズ
・1,500 AP
・20,000 クライアント
・フル機能搭載
・AP/Client SSO
・RTU ライセンス

フル機能搭載

Cisco Mobility 
Express

・最大 100 AP※1

・1000 クライアント※1

・日本語 GUI
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ワイヤレス LAN コントローラのポジショニング

シスコ ワイヤレス LANソリューションの運用管理は
小規模から大規模まで幅広く対応しています。

さまざまな施設で活用されている
シスコ ワイヤレス LANソリューション

株式会社加賀屋 様
日本一の「おもてなし」に貢献する
世界品質のワイヤレス LAN ソリューション
石川県の和倉温泉にある旅館「加賀屋」は、1906 年の創業から 110 年を数え、
業界紙が主催する満足度調査では 36 年連続で日本一に輝いています。日々最
善のおもてなしとサービスを提供する業務の基盤として、シスコのワイヤレス 
LAN ソリューションが採用されています。　　　　　　　　　（2016 年 3 月取材）

静岡銀行 様
新本部棟の建設を機に災害対応力を強化
フリーアドレスの基盤にシスコ無線 LAN を採用
静岡銀行は、創立 70 周年記念事業の一環として新たな本部棟「しずぎん本部
タワー」を建設し、災害対応力と事業継続体制の強化を実現しています。また、
フリーアドレス導入などのワークスタイル改革も進めており、そのインフラとし
てシスコ ワイヤレス LAN ソリューションを導入しています。

・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）
・Cisco Prime Infrastructure （PI）　ほか

導入製品
・Cisco Aironet シリーズ アクセス ポイント
・Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ
・Cisco 3300 シリーズ Mobility Services Engine（MSE）　ほか

導入製品

（株式会社横浜国際平和会議場）パシフィコ横浜 様
無線 LAN サービス インフラの拡充と付加価値
サービス提供のためにシスコ WLAN を採用
国際会議において日本トップ クラスの実績を上げているパシフィコ横浜は、
3 ヵ年計画でシスコ ワイヤレス ソリューションを導入。外国人をはじめとする
幅広い来場者に、高品質なフリー Wi-Fi 環境を提供するとともに、これを活用
した高付加価値サービスの提供も計画しています。

沖縄科学技術大学院大学 様
最先端の研究活動を支える
オープンかつセキュアな ICT 基盤を構築
2011 年に設立された沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、トップクラスの研
究者たちが科学技術の発展を目指して最先端かつ多様な研究に取り組んでいま
す。2016 年にシスコ製品を用いてキャンパス全域のワイヤレス LAN 化を行
い、Cisco PI の導入でネットワークの可視化も促進しました。
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導入製品
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Wi-Fi による測位を活用して
工場内で動線分析を実施し、無駄を発見
株式会社クボタは、農業機械や建設機械、水道用鉄管などの開発製造を手掛け、
世界 110 ヵ国以上でビジネスを展開しているグローバル企業です。宇都宮工場
で業務改善のために行っている作業者の動線分析に必要な測位と通信のインフ
ラにシスコのワイヤレス LAN ソリューションを用いています。

株式会社サイバーエージェント 様
大容量データと多数の端末による
高密度環境に対応できる無線 LAN を整備
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  RaFLOW（株式会社シーイーシー）
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インターネット サービスを多数展開する株式会社サイバーエージェントは、近
年の事業拡大によるトラフィックの増大から、社内の場所によって無線 LAN の
パフォーマンスが低下するという課題を持っていました。そこで無線 LAN 環境
の安定化と改善を目指し、それまで利用していたシスコ製品を最新の上位モデ
ルに置き換えるなど、既存システムの刷新に取り組みました。

アクセス ポイント内蔵コントローラ機能
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ス ポイントです。
サイズが小さく、低価格になってい
ます。

Cisco Aironet 1815t 
テレワーカーや非常に規模の小さい
ブランチ向けのアクセス ポイントです。
あらかじめ設定を行っておき、ユーザ
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なので、現地での作業は不要です。

Cisco Aironet 1815w
ホテルや寮など小さな部屋が並ぶ
場所に適した壁掛け型アクセス ポイ
ントです。

Cisco Aironet 1815m
小規模ブランチなど、端末数は少な
いが、ある程度広範囲をカバーした
い場合に利用できる高出力アクセス 
ポイントです。
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エントリー ミドルクラス ハイエンド 屋外向け

製品名 Cisco Aironet
1815i/t/w/m

Cisco Aironet 
1830/1850

Cisco Aironet 
2800

Cisco Aironet
3800※1

Cisco Aironet
4800

Cisco Aironet 
1540

Cisco Aironet
1560

対応規格 802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

802.11a/b/g/n/ac 
Wave1 & 2

ラジオ Dual（2.4 GHz & 5 GHz）Dual（2.4 GHz & 5 GHz）Dual（2.4 GHz & 5 GHz）
    （5 GHz & 5 GHz）

Dual（2.4 GHz & 5 GHz）
    （5 GHz & 5 GHz）

Dual（2.4 GHz & 5 GHz）
    （5 GHz & 5 GHz） Dual（2.4 GHz & 5 GHz）Dual（2.4 GHz & 5 GHz）

MIMOデザイン
（送信×受信 :SS）

2 × 2:2（MU-MIMO）
2 × 2:2（SU-MIMO）

3 × 3:2（MU-MIMO、1830）
3 × 3:2（SU-MIMO、1830）
4 × 4:3（MU-MIMO、1850）
4 × 4:4（SU-MIMO、1850）

4×4:3（MU-MIMO）× 2
4×4:3（SU-MIMO）× 2

4×4:3（MU-MIMO）× 2
4×4:3（SU-MIMO）× 2

4×4:3（MU-MIMO）× 2
4×4:3（SU-MIMO）× 2

2 × 2:2（MU-MIMO）
2 × 2:2（SU-MIMO）

3×3:2（2.4 GHz）
2×3:2 （5 GHz）

スループット
（5 GHz 理論値） 867 Mbps 867 Mbps（1830）

1.7 Gbps（1850）
5.2 Gbps

（Dual 5G の場合）
5.2 Gbps

（Dual 5G の場合）
5.2 Gbps

（Dual 5G の場合） 867 Mbps 1.3 Gbps（1562I）
867 Mbps（1562D/E）

アンテナ 内蔵のみ 内蔵のみ（1830）
内蔵 /外付け（1850） 内蔵 /外付け 内蔵 /外付け 内蔵のみ 内蔵のみ

I：半全方向性  D：指向性
内蔵 /外付け

I：半全方向性  D：指向性

ポート 1GE★ 1GE × 1（1830）
1GE × 2（LAG、1850） 1GE × 2（LAG） mGig or 1GE × 2

（LAG）
mGig or 1GE × 2

（LAG） 1GE × 1 1GE × 2

PoE 802.3af/at 802.3af/at 802.3at 802.3at 802.3at/UPoE 802.3af/at UPoE、802.3at
スペクトル

インテリジェンス スペクトラム解析 スペクトラム解析 CleanAir CleanAir CleanAir スペクトラム解析 CleanAir

ビーム 
フォーミング 標準（ECBF） 標準（ECBF） 標準（TxBF）&

ClientLink 4.0
標準（TxBF）&
ClientLink 4.0

標準（TxBF）&
ClientLink 4.0 標準（ECBF） 標準（TxBF）&

ClientLink 4.0

ローミング オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
オプティマイズ ローミング※2

CCKM/802.11r,k,v
位置情報 RSSI RSSI RSSI RSSI ハイパーロケーション RSSI RSSI

BLE ○ ― ― ― ○ ― ―

管理
Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Centralized
FlexConnect

Mobility Express※3

Cisco Mobility Express Cisco 3504
ワイヤレス コントローラ バーチャル コントローラ Cisco 5520 シリーズ

ワイヤレス コントローラ
Cisco 8540 シリーズ
ワイヤレス コントローラ

ターゲット市場 簡単に導入したい方向け きめ細やかな設定、チューニングを行いたい方向け

OS AireOS AireOS AireOS AireOS AireOS
アップリンク APアップリンクによる 4 Gbps N/A 20 Gbps 40 Gbps

アクセス ポイント 100※4 150 3,000 1,500 6,000

クライアント 1,000※4 3,000 32,000 20,000 64,000

モード Flexconnect Flexconnect、Mesh、 
OEAP、Centralized

Flexconnect、Mesh、 
OEAP、Centralized

Flexconnect、Mesh、 
OEAP、Centralized

Flexconnect、Mesh、
OEAP、Centralized

冗長構成 Redundancy AP/Client SSO
N+1 ― AP/Client SSO

N+1
AP/Client SSO

N+1
LAG N/A ○ N/A ○ ○

RRM ○ ○ ○ ○ ○

ローミング L2 イントラ コントローラ L2/L3 イントラ/
インター コントローラ

L2/L3 イントラ/
インター コントローラ

L2/L3 イントラ/
インター コントローラ

L2/L3 イントラ/
インター コントローラ

WIPS 不正（Rogue）検知 不正 + シグネチャ 
WIPS + AWIPS

不正 + シグネチャ 
WIPS + AWIPS

不正 + シグネチャ 
WIPS + AWIPS

不正 + シグネチャ 
WIPS + AWIPS

AVC ○ ○ ○ ○ ○

Netflow - ○ 制限付 ○ ○

管理GUI
簡易 GUI

（AirOS 8.3 から日本語対応）
Cisco Prime Infrastructure

（日本語対応）

簡易 GUI（AirOS 8.3 から日本語対応）
Advanced GUI（英語）

Cisco Prime Infrastructure（日本語対応）

他製品との互換性※5 PI: ○　CMX: ○　ISE: ○ PI: ○　CMX: ○　ISE: ○ PI: ○　CMX: ○　ISE: ○ PI: ○　CMX: ○　ISE: ○ PI: ○　CMX: ○　ISE: ○
ライセンス 不要 Right to use Right to use Right to use Right to use

ワイヤレス コントローラ機能一覧

802.11ac Wave2 対応アクセス ポイント仕様一覧

※1 モジュール システム対応　※ 2 スムーズなローミングをサポート　※ 3 コントローラ内蔵★ 1815i/1815m：1GE × 1 、1815t/1815w：1GE × 3（PoE out × 1 ）

※ 4 Cisco Aironet 1815/1830/1850/1560 シリーズ：最大 50 台 /1,000 クライアントまで、Cisco Aironet 2800/3800/4800 シリーズ：最大 100 台 /2,000 クライアントまで   
※ 5 PI：Cisco Prime Infrastructure、CMX：Cisco Connected Mobile Experience、ISE：Cisco Identity Services Engine　
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