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Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチに移行す
る理由。
簡単、安全、即応性
デジタル改革は、ネットワークに対する概念を変えつつあります。顧客にとっても従
業員にとっても、「エクスペリエンス」が戦略的な必須条件になっています。Cisco 
Catalyst 9400 シリーズ モジュラ アクセス スイッチは、ネットワークを、接続のため
のプラットフォームからサービスのプラットフォームに変えることを可能にします。

Catalyst 9400 シリーズのスイッチは、Cisco DNA と Software-Defined Access
（SD-Access）による、完全なファブリック制御専用に設計された初めてのプラット
フォームです。優れたパフォーマンスと機能を実現し、セキュリティ、モビリティ、IoT、
クラウドの高度なイノベーションにより、シスコのネットワーキングにおける業界の
リーダーシップをさらに推し進めます。
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Cisco Capital を利用した
スイッチ移行のファイナンス
Cisco Capital のファイナンスによって、より簡
単にスイッチを移行し、デジタル変革を加速さ
せることができます。Cisco Capital Easy Pay 
は、初期費用を必要とせず、月々のお支払いを
予測可能にすることによって、この移行をでき
る限り簡単に行えるようにします。費用全体の 
90 % を 3 年間で支払います。利息は一切かか
りません。この期間の終了時に、機器を返却し
て更新するか、リースを延期するか、または元
の費用の 10 % でソリューションを買い取るか
を選択します。この業界トップクラスの優れた
金利設定を利用して、お客様の予算を他の投資
に振り分けてください。

Cisco Capital Easy Pay をぜひご活用くだ
さい。

Cisco Catalyst 9400 スイッチへの
移行のメリット

http://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/cisco-capital.html


機能の比較
Cisco Public

トレンド 機能

従来のモジュラ アクセス スイッチ Latest Unified 
アクセス スイッチ

利点Cisco 
Catalyst 4500 

Sup 6E

Cisco 
Catalyst 4500 

Sup 7E

Cisco 
Catalyst 4500 

Sup 8E

Cisco 
Catalyst 9400 

Sup 1
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ル
と
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ォ
ー
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ン
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スーパーバイザ機能 320 Gbps 848 Gbps 928 Gbps 3840 Gbps
有線およびワイヤレス/802.11ac 
のためにマルチギガビット 
アクセスの増大をサポート

1 スロットあたりのスループット 24 Gbps 48 Gbps 48 Gbps 80 Gbps 1G、マルチギガビット、10G、
40G 対応 25G10/40 GE1 アップリンク 2x10 GE 4x1 GE 8 X 10 GE 24 X 10 GE

A
dv

an
ce

d 
Se

cu
rit

y

ネイティブ Flexible NetFlow 該当なし

時間や場所を問わず、あらゆる
ユーザ/デバイスからの企業
リソースへのアクセスをロール 
ベースでオーケストレーション

Cisco TrustSec/SGT3（有線/ワイヤレス） 有線 有線

信頼できるシステム 該当なし 該当なし 該当なし

ネイティブ MACsec 暗号化 該当なし
AES-256/

MACSEC 256

暗号化された脅威の分析 該当なし 該当なし 該当なし 妥協のないユーザ エクスペ
リエンス：ネットワークのプロア
クティブな評価、監視、トラブル
シューティング

Stealthwise 該当なし 該当なし 該当なし

シ
ン
プ
ル
化

 
と
自
動
化

統合型ワイヤレス LAN コントローラ 該当なし 該当なし

有線/ワイヤレスの機能を共通化 該当なし 該当なし 該当なし

SmartOperations

SD-Access4 のプログラマビリティ 該当なし 該当なし 該当なし

BY
O

D
 お
よ
び

 
モ
ビ
リ
テ
ィ

共通の有線およびワイヤレス機能 該当なし 該当なし

運用のシンプル化および拡張
のために有線およびワイヤレス 
アクセスの統合を実現

有線とワイヤレスを統合する UADP2 ASIC 該当なし 該当なし

有線/ワイヤレス全体でアプリケーションを
可視化

該当なし 該当なし

階層的なワイヤレス QoS 該当なし 該当なし

1 G：ギガビット イーサネット2 UADP ASIC：Unified Access Data Plane ASIC3 SGT：セキュリティ グループ タグ4 SD-Access：Software-Defined Access
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シスコのサービスで
ビジネス成果を向上
シスコおよびパートナーは、お客様が移行のどの
段階にいようと、デジタル ネットワーク変革を加
速させるために必要なサービスの専門知識を提
供します。その範囲は、移行や最適化のサービス
から、受賞歴のあるサポートにまで及びます。シス
コではお客様がネットワークを刷新する際に、移
行の展開を加速させ、リスクと複雑さを減らし、ビ
ジネスの継続性を確保します。プロセスを合理化
するサービスを提供して移行を簡略化し、お客様
が投資を最大限活用できるようにします。この移
行サービスは、コスト管理を支援し、運用効率を
高め、更新時のリスクを軽減します。

詳細については、スイッチのサービスをご覧くだ
さい。

• ポリシーの自動化、迅速なサービス構築、有線
およびワイヤレス アクセス ネットワークの完全な
可視性により、コストと複雑性を軽減できます。

• パフォーマンス向上に加えて、モビリティと新しい
アプリのサポートの強化により、顧客と従業員のエ
クスペリエンスが改善されます。

• 攻撃前、攻撃中、攻撃後の脅威を処理する、高度な
エンドツーエンドのセキュリティが実現します。

Catalyst 9000 シリーズは、お客様が必要な機能だけ
を購入できる、Cisco IOS XE と Cisco ONE のサブ
スクリプション ベースのソフトウェア ライセンスを提
供する初めてのシリーズです。Cisco Catalyst 9300 
シリーズとそれ以前のスイッチを比較し、最新のメ
リットをご確認ください（表 1 を参照）。
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