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作成者

2018 年 5 月、経歴も所在地も異なるエンジニアのグループがカリフォルニア州サンノゼに集結
し、1 週間の共同作業に取り組み、エンタープライズ ワイヤレスという 1 つの共通する情熱につい
て執筆しました。その取り組みの結果、本書が生まれました。

• Aparajita Sood：テクニカル マーケティング

• Damodar Banodkar：製品管理

• Frederick Niehaus：テクニカル マーケティング

• Jake Fussell：アドバンスド サービス

• Jerome Henry：テクニカル マーケティング

• Jim Florwick：テクニカル マーケティング

• Paul Nguyen：テクニカル マーケティング

• Rajat Tayal：テクニカル マーケティング

• Simone Arena：テクニカル マーケティング

• Sujit Ghosh：テクニカル マーケティング

• Vishal Desai：エンジニアリング 
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謝辞 

……There is a new trend among authors to thank every famous person for inspiration, 
non-existent assistance, and/or some casual reference to the author’s work.（作者たちの間
では、あらゆる著名人による刺激、存在しない支援、作者の作品に対するちょっとした言及に感謝

するという新しい傾向が見られる。） 
Authors do this to pump themselves up.（作者たちはこうして士気を高めている。）

Wild Fire（Nelson Demille 著） 

私たちはそのようなことはしません。

まず、この 1 週間の取り組みに多くの時間を費やし、「外界を遮断して」参加した著者にご協力いた
だいた家族の皆様に感謝の意を表したいと思います。

また、エンタープライズ ワイヤレス ネットワークへの理解を深めるために本書を選んでくださった
読者の皆様にも感謝いたします。

本書の実現にご協力いただいたシスコのエンタープライズ ネットワーク ビジネス製品管理のエ
ンジニアリングおよびサービス管理チーム、また執筆全般を支援してくださった Book Sprints 
チーム（www.booksprints.net）の皆様に深く感謝いたします。

本書の作者たちは、カリフォルニア州サンノゼ、オハイオ州リッチフィールド、テキサス州リサーチ 
トライアングル パーク、インドのバンガロールなど、常に革新的な取り組みが行われている世界中
の現場で働くシスコのエンジニアの大がかりな作業の代弁者です。これらのチームが、本書で取り
上げる革新的な製品を市場に送り出していることに感謝いたします。

http://www.booksprints.net
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本書の構成

ワイヤレス ネットワークには、カバレッジや容量から、オンボーディング、セキュリティ、ポリシーま
でさまざまな検討事項があります。本書の目的は、日常的にワイヤレス ネットワークで直面する可
能性のある幅広い使用例と課題に対応するソリューションを読者に提供することです。本書は、構
成ガイドや導入ガイドではありません。

本書では、まずシスコのインテントベースのネットワークの概要を説明した後、企業で最高品質の
無線テクノロジー、セキュリティ、エンドユーザ エクスペリエンスを実現する主要なテクノロジーと
シスコのイノベーションを体系的に掘り下げていきます。

シスコのエンタープライズ インテントベースのネットワーク戦略全体にワイヤレスを適用する方
法を簡単に紹介した後、最初の章では、シスコのワイヤレス ネットワーク インフラストラクチャの
主要な要素である、柔軟性、自動化、および復元力について概説します。次に、IEEE 802.11 標準に
準拠し、それを超えるシスコのハードウェアとソフトウェアの無線イノベーションについて説明し 
ます。

インフラストラクチャと無線の優れた機能に加え、ネットワーク セキュリティ、Over-the-Air によ
る脅威の検出と緩和、ネットワークのセグメント化、およびロケーションと保証の分析についても取
り上げます。

最後に、エンタープライズ ワイヤレスの将来について考察し、推奨の参考資料について説明し 
ます。
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対象読者

ネットワーク管理者、エンジニア、およびアーキテクトは常に、安全で信頼性の高いワイヤレス ネッ
トワークを構築および維持するために最新のテクノロジーを利用した製品を使用する方法を求め
ています。本書は、これらの懸案事項に対処するとともに、シスコの革新的なハードウェアとソフト
ウェアのワイヤレス ソリューションに関心のあるすべての方を対象に作成されました。

本書の内容は、すべての業種および導入規模の多様な顧客ベースに合わせて設計されたシスコ
のインテントベースのワイヤレス ネットワーク製品とソリューションを対象としています。本書で
は、シスコの製品を使って、ネットワークの専門家が変化し続けるワイヤレス環境で複雑な課題に
対応する方法を説明します。
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執筆の方法論

シスコのエンジニアのグループが協力して、エンタープライズ ワイヤレス ネットワークに必要なさ
まざまなコンポーネントを網羅する 1 冊の本を執筆しました。テクノロジーの各分野の専門家であ
る作者たちは、ワイヤレス ネットワークの設計者向けにエンタープライズ ワイヤレス LAN の複雑
な内容を分かりやすく説明するという目標を掲げ、執筆過程で、それぞれが執筆した内容を確認
しました。

Book Sprints（www.booksprints.net）の方法論によって、私たちならではの強みがそれぞれ盛り
込まれ、チーム指向の環境に育まれて完成までの期間が短縮されました。

http://www.booksprints.net
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インテントベースのネットワーク

企業へのモノのインターネット（IoT）の導入によって、ネットワークに接続するデバイスが急増し
ています。Cisco Visual Networking Index（VNI）のレポートによると、現在世界中のネットワーク
に接続されているデバイスは 170 億台にものぼり、2021 年には 270 億台を突破すると予想され
ています。またそのほとんどがワイヤレス経由で接続されます。この傾向により、高密度、拡張性、
セキュリティの課題が生まれています。

オープン ワークスペースとユビキタス モビリティのニーズにより、柔軟性、復元力、安全性に優れ
た Wi-Fi ネットワークの必要性がさらに加速しました。また、コンピューティングとストレージの変
化は成熟度を増し、組織はネットワーク レベルで仮想化のメリットを再現することに期待を寄せ
ています。

これらの新しいデジタル要件によって、ワイヤレス ネットワーキングへの根本的に異なるアプロー
チが求められるようになってきました。シスコは新しいデジタル時代のネットワークを築くべく革新
を続けています。ユーザの目的（インテント）をネットワーク構成に変換することでネットワークが
使いやすくなるとしたらどうでしょうか。ネットワークはユーザの密度の変化に自動的に適合でき
るでしょうか。ネットワークはユーザ トラフィックを自動的にキャプチャして、報告されている接続
の問題をより的確に分析、修正できるでしょうか。ネットワークはマルウェアや脅威から自らを防御
する方法を学ぶことができるでしょうか。

デジタル世界のプラットフォームと見なされることを目指すワイヤレス ネットワークには、次のよう
な特性が必要です。

• インフラストラクチャに組み込まれているインテリジェンス：自己最適化、自己修復、自己認
識型のネットワーク。

• 最高のセキュリティ：ネットワーク要素の保護、データ転送の保護、および適切なユーザ、デ
バイス、または「モノ」が適切なポリシーをエンドツーエンドで得られるようにすること。

• 自動化、分析、および保証による最高のユーザ エクスペリエンス：ネットワークの設計、ユー
ザおよびデバイス ポリシーの定義は容易にできなければなりません。ネットワークから抽
出されたインサイトによってネットワークの運用が促進され、インテリジェントな相関によっ
てネットワークがユーザの目的通りに提供されているか確認されます。



図 シスコのインテントベースの Wi-Fi ネットワーク アーキテクチャ コンポーネント

学習

セキュリティ

インテント

コンテキスト

インテントベースのネットワーク
インフラストラクチャ

ポリシー
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これらの特性によってクローズドループ メカニズムが生まれます。このメカニズムでは、図に示す
ように、ネットワークが学習して、管理者にフィードバックを提供し、自己修正のオプションも提供さ
れます。

モビリティ、クラウド、および IoT の要件とビジネス機会がビジネスの話し合いの主要トピックにな
るデジタル化時代では、ネットワークは単なる伝送手段として軽視され、すべてのアクセス ポイン
トとワイヤレス LAN コントローラは同一であること、および値は OSI スタックの上位レベルから
得られると考える傾向にあります。しかし、これがなぜ事実といえるのでしょうか。会社の運用を可
能にするすべてのクリティカルなアプリケーションは、ネットワーク、それもワイヤレス ネットワーク
上で実行されます。

本書では、これらの新しい要件を満たす固有の機能を備えた、シスコ ワイヤレス ネットワークの
包括的なエンドツーエンド ソリューションについて詳しく説明します。



インフラストラクチャ 
コンポーネント 



 インフラストラクチャ コンポーネント  17 

はじめに

インテントベースの Wi-Fi ネットワーク ソリューションは、ビジネスに不可欠なモビリティ向けに、
安全かつスケーラブルで費用対効果の高い無線 LAN を提供します。モバイル ユーザには、有線
ユーザが現在利用しているものと同じアクセス性、セキュリティ、QoS、高い可用性が必要です。こ
れらのモバイル要件では、シームレスなモビリティとセキュアな接続を可能にする堅牢なネット
ワークが求められます。

インテントベースの Wi-Fi ネットワークのコア コンポーネントは、次のとおりです。

• Aironet アクセス ポイント（AP）

• ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）

• 管理ソフトウェア（DNA Center および Prime）

• コネクテッド モバイル エクスペリエンス（CMX）などのサービス 
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次の図は、インテントベースの Wi-Fi ネットワークの主要なコンポーネントを示しています。

図 インテントベースの Wi-Fi ネットワークの主要コンポーネント

サービス

ネットワーク管理

ワイヤレス LAN コントローラ

アクセス ポイント - CleanAir
- Hyperlocation
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- Automation
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- 管理
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- クライアント ロケーション
- ロケーション分析
- Operation Insights

- AP 管理
- Radio Resource Management
   （RRM）
- 高可用性
- クライアント モビリティ
- セキュリティ
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導入モードの柔軟性

シスコは、どのサイズにも対応します。小規模なオフィスから、マルチサイトの分散環境、または複
数の建物を有する大型のエンタープライズ キャンパスまであらゆる顧客シナリオに適した導入
モードが用意されています。

シスコ エンタープライズ ワイヤレスは、各導入に最適なソリューションを提供しますが、選択
肢に柔軟性があります。この章では、最適な設計を選択できるように、Centralized、SD-Access 
Wireless、FlexConnect および Mobility Express モードの各導入モードに固有な設計の特性を
説明します。

Centralized モードでのエンタープライズ キャンパス ワイヤレスの導入

運用のデフォルト モードは Centralized で、「ローカル」としても知られています。このモードでは、
コントロール プレーンとデータ プレーンが、ワイヤレス LAN コントローラで一元化されます。
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図 中央集中型のワイヤレス展開

CAPWAP（コントロール）
CAPWAP（データ）
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このモードのいくつかの主要な設計上の利点は以下のとおりです。

• IP アドレッシングとモビリティが容易：すべてのワイヤレス クライアント トラフィックは、 
ワイヤレス LAN コントローラで一元化されます。クライアントは、WLC で定義された VLAN 
の IP アドレスを取得します。つまり、クライアントは、同じ IP アドレスを維持しながら、さま
ざまなアクセス ポイント間でシームレスにローミングできます。また、AP レベルでの VLAN 
を定義する必要はありません。

• 有線ネットワークへのシングル ポイント接続：すべてのクライアント トラフィックは WLC で
一元化されるため、コントローラが接続されているスイッチ ポートは、有線ネットワークへ
のシングル ポイント接続を表します。これにより、非常に簡単にセキュリティや QoS ポリ
シーをワイヤレス ユーザに適用できます。

• 簡素化されたオーバーレイ設計：トラフィックは、ワイヤレス アクセス ポイントの制御およ
びプロビジョニング（CAPWAP）プロトコルに従って AP から WLC にトンネリングされるた
め、ワイヤレス ネットワークは有線インフラストラクチャに対するネットワーク オーバーレイ
になります。つまり、ワイヤレスは、どの有線インフラストラクチャの上にでも導入できます。

SD-Access：エンタープライズ キャンパス内での有線および無線の統合

Software-defined Access Wireless によって、ワイヤレス ユーザは SD-Access ファブリックを
活用できます。SD-Access Wireless 実装の包括的な説明については、http://cs.co/9001D5thF 
を参照してください

コントロール プレーンと管理プレーンの簡素化

SD-Access ファブリックによって、フォワーディング プレーンとサービス プレーンが分離されま
す。堅牢で、冗長性があり、セキュアなアンダーレイ ネットワークはそのままの状態で、すべての
サービスがオーバーレイに導入されます。この導入は、DNA Center と呼ばれるオーケストレー
ション ソリューションを使用して実行されます。DNA Center は SD-Access Wireless ネットワー
クの作成と管理を簡素化します。SSID からポリシーまですべてのコンポーネントが、数回のクリッ
クで作成されます。

ワイヤレス コントロール プレーンは無線 LAN コントローラで一元化されたまま、コントローラ
は引き続きクライアント セッションの管理、RRM、AP 管理、トラブルシューティングなどの機能を 
Centralized モードと同様に提供し続けます。

http://cs.co/9001D5thF
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簡素化されたポリシー

ネットワーク ポリシーは、SD-Access が関連する理由を理解するのに役立つ基本の構成要素で
す。企業のネットワーク ポリシーは、パケットをマークして QoS ルールを適用したり、ACL を使用
して制限を強制するなど、非常によく使用されます。

これらのポリシーはこれまで、IP パケット ヘッダーの 5 タプル（送信元と宛先の IP アドレス、ポー
トおよびプロトコル）を利用して導入されていました。これは、5 タプルがネットワーク全体にエン
ドツーエンドで伝送されるためです。しかし、このような IP アドレスへのポリシー依存と VLAN の
構成要素によって、ネットワークは時間の経過とともにサイズが大きくなり、複雑化してきました。
この複雑さの原因は、5 タプルがユーザまたはデバイスの情報を伝送しないことにあります。ただ
し、通常、ポリシーではデバイスやユーザに適用されるルールが中心になります。

その結果はいわゆる IP アドレス オーバーロードになります。これは、IP アドレスがユーザとネット
ワーク内におけるそのユーザの場所を特定するために使用されているためです。デバイスまたは
ユーザのカテゴリで新しいポリシーが定義されるたびに、それらに関連付けられた IP アドレスを
特定するためのマッピングが行われる必要があります。IP アドレスへのポリシー依存により、ネッ
トワークの多くのノードに複雑な ACL が作成され、デバイス、ユーザ、アプリケーションのすべて
のカテゴリ候補に対して可能性のある IP アドレスがすべて追跡される場合があります。

SD-Access Wireless は、ポリシー定義を抽象化し、それらの定義をネットワーク構成要素 
（IP アドレス、サブネット、VLAN など）から分離することでこの依存関係を解除します。この抽象化
によって、ネットワークの導入が簡素化されます。ポリシーは、ユーザまたはデバイスの IP アドレ
スまたは VLAN に関係なく定義されます。次の図に示すように、DNA Center はポリシー定義の
シングル接点で、SD-Access ファブリック ノードはポリシー適用のシングル ポイントです。
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図 SD-Access 対応ワイヤレス ネットワーク

loT/HVAC 仮想ネットワーク LAN コア

スイッチ

スイッチ

1 つの SSID

接点 従業員 請負業者

実稼働サーバ

開発者サーバ

ゲスト仮想ネットワーク

社内 VN



図 SD-Access によるワイヤレス ローミング

データセンター

CAPWAP
（コントロール）

1 台の大きなスイッチ
オーバーレイ
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シームレスなローミング ドメイン

SD-Access Wireless アーキテクチャでは、複雑なテクノロジーを使わずにネットワークをセグメ
ント化することができます。また、同じ VLAN をあらゆる場所に拡張せずにクライアント サブネッ
トを広げることもできます。SD-Access ファブリック全体が、1 つの大きなスイッチまたは 1 つの
大きなローミング ドメインであるかのようにエンドポイントに表示されます。このアーキテクチャで
は、データが分散されているため、データ プレーンが最適化されます。

分散型ブランチ オフィスの設計

WAN 経由での復元力の提供

通常、ブランチ オフィスは制御されていない信頼性の低い WAN リンク上で接続されているた
め、WAN の制約を受けやすい傾向にあります。FlexConnect は、リモート接続の WAN の課題
に対応するために設計された、シスコのブランチおよびリモート オフィス環境向けワイヤレス  
ソリューションです。FlexConnect は、小規模、中規模および大規模サイトの WAN における存続
性を確保します。



図 FlexConnect による分散型ブランチ オフィスでの導入

中央サイト

リモート
オフィス

ローカル
トラフィック

一元化された
トラフィック

一元化された
トラフィック
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コントロール プレーンとデータ プレーンの最適化

リモート サイトのリソースの大半はローカルであるため、管理者は FlexConnect ソリューション
を使用してクライアント データのトラフィックをローカルで切り替える一方、AP の制御トラフィッ
クと管理は一元化できます。WAN リンクや WLC の障害が発生した場合、ローカル トラフィックの
フローは止まらず、ローミングはシームレスなままです。一元化された AP 管理では、監視とトラブ
ルシューティングを一括で実行するため、管理が容易で、ブランチのハードウェア占有面積を縮小
できます。

WAN 経由でのアクセス ポイントの効率的なアップグレード
通常、FlexConnect AP を使用しているサイトは、WAN 帯域幅の使用量に影響を受けます。
FlexConnect スマート イメージのアップグレードでは、各サイトでマスター AP を選択し、OS を
マスター AP のみにダウンロードして、ブランチ内の他の AP にそのマスター AP からコードをダ
ウンロードするよう促すことでこの課題に対処します。これにより、WAN でのイメージのアップグ
レードに関連する時間、失敗の可能性、および帯域幅が削減されます。

シンプルで手頃な価格のエンタープライズ Wi-Fi

Mobility Express は、シスコのアクセス ポイントでコントローラ機能を実行できるエンタープラ
イズ クラスの多彩な機能を備えたソリューションです。Mobility Express は、アクセス ポイント
の数が制限される小規模および中規模企業に最適です。これは、設定の容易さと、Over-the-Air 
管理や事前のシームレスな導入が可能な使いやすいインターフェイスを重視して設計されてい 
ます。
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ワイヤレス ネットワークの自動化

ネットワークにアクセスするアプリケーション、ユーザ、デバイス、サービスが増加するにつれ、それ
らがすべて適切なレベルのサービスを受けるための複雑さが増していき、困難でコストのかかる
タスクになっています。複雑さと関連コストの軽減は、自動化が中心になります。ネットワーク管理
者にとっての自動化は、日常の運用作業を最小化し、ビジネスにおいてより戦略的な役割を果た
す機会を得ることを意味します。企業にとっての自動化は、最終的に市場への投入時間を短縮し、
運用コストを削減することです。

DNA Center ワイヤレスの自動化

Cisco DNA Center は、シスコのワイヤレス ソリューション向け自動化プラットフォームで、その
主な機能は管理者の目的をわかりやすいデバイスレベルの設定に落とし込むことです。DNA 
Center は、さまざまなワイヤレス導入モード用に複数レベルの自動化とオーケストレーションを
提供し、ネットワークの設定と初期化を大幅に簡素化します。

DNA Center の自動化には、次のような複数のメリットがあります。

• 俊敏性：ワイヤレス ネットワーク環境の設計、導入、最適化に要する時間を短縮します。設
計フェーズで、ワイヤレス管理者は特定のワイヤレス導入ごとに 1 つの階層型サイト構造を
すばやく作成できます。DNA Center の自動化フローによって、非常に簡単に設定（デバイ
スのクレデンシャル、ネットワーク設定など）を定義し、それらをグローバルにまたはサイト
にのみ適用することができます。これにより、全体的な設定の一貫性が確保されます。

• 信頼性：自動化では、設定フローを合理化し、規範的な「ベスト プラクティス」の一貫した導
入を行うことで信頼性を確保します。たとえば、SSID を定義する場合、管理者はいくつかの
重要なパラメータのみを指定します。主要なベスト プラクティスの設定はすべてバックグラ
ウンドで自動的に適用されます。
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• 簡素化：DNA Center は、管理のタッチポイントを最小化します。たとえば、管理者は一括
管理を使用して、ワイヤレス ユーザのグループ間で必要なポリシーを定義します。DNA 
Center は、結果のポリシーが自動的に設定される Identity Service Engine（ISE）と統合
されます。

• 抽象化：基盤機能や技術的実装の詳細は抽象化によって隠され、DNA Center ではわかり
やすい概念と構造が使用されます。SSID を特定のサイトでのみブロードキャストする必要
がある場合、管理者は WLAN ID や AP グループの構成要素に対処する必要はなく、SSID 
と AP をサイトに単純に割り当てるだけです。インテントは WLC で自動的に設定に変換さ
れます。

ネットワーク プロビジョニング

エンタープライズ環境では、ネットワーク デバイスの初期セットアップが中央のステージング エリ
アで実行されることがよくあります。このエリアでは、ネットワーク管理者がターゲット システム イ
メージをインストールし、基本の標準設定を適用します。デバイスが目的の場所に届いたら、スキ
ルの高い担当者がインストールを実行し、最終的な設定を適用します。このプロセスは時間とコス
トがかかり、間違いが起きやすく、安全であるとは言えません。シスコは、使いやすい初期化フロー
によって WLC とアクセス ポイントの導入を簡素化しています。

WLC Express のセットアップによって、WLC プロビジョニング プロセスは 3 つの簡単なステップ
に簡素化され、業界推奨のベスト プラクティスに自動的に対応します。

アクセス ポイントの場合、通常は大量に導入され、プロビジョニング プロセスが IT と運用上の
課題になります。ネットワークのプラグ アンド プレイ（PnP）は非常に使い勝手のよい、スケーラブ
ル ソリューションです。PnP により、管理者は中央のサイトからデバイスをプロビジョニングできま
す。アクセス ポイントがインストールされると、オンプレミスまたはシスコのパブリック クラウドで
実行されている PnP インスタンスに最初にブートアップされる間にそれらのアクセス ポイントが
リダイレクトされます。以下の図に示すように、PnP サービスではコントローラの IP と個々の設定
で AP をプロビジョニングするため、手動による介入なしにアクセス ポイントを設定できます。
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図 PnP で簡素化される AP の導入

クラウド サーバ
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3. クラウド サーバは AP を検証し、AP 準備
     情報を返す

4. クラウド サーバから返された AP 準備情報
     を使用して WLC に接続を試みる
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     アップデートなどを開始する
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ワイヤレス ネットワークの復元力

ワイヤレスはミッション クリティカルで、復元力は高い可用性のワイヤレス ネットワークを設計す
る上で最も重要な側面です。復元力の主要な目標は、ネットワーク停止時間を削減し、クライアン
ト エクスペリエンスを向上させることです。

ワイヤレス ネットワークでは、復元力は単にワイヤレス LAN コントローラに関するだけでなく、無
線（RF）レイヤにおける復元力と、DNA Center、Prime および MSE/CMX などのソリューション 
コンポーネントの冗長性も含まれます。DNA Center の冗長性は、マルチノード クラスタリングの
概念に基づいて構築されています。Cisco Prime Infrastructure、MSE、および CMX は、アクティ
ブ/スタンバイ モデルを使用して、可用性を最大化し、ダウンタイムを最小限に抑えます。

無線（RF）レイヤの復元力

無線（RF）の復元力は、物理層の広範囲な可用性に関連します。管理者は、RF レイヤをネットワー
クの信頼性の最も重要な基盤の 1 つと考える必要があります。基盤が安定していない場合、ワイ
ヤレス ネットワーク全体とクライアント エクスペリエンスが影響を受けます。この要件は、次のコ
ンポーネントに基づいてワイヤレス ネットワークを管理するためのベストプラクティスに変換され
ます。

• Radio Resource Management（RRM）および Coverage Hole Detection and Mitigation
（CHDM）

• Cisco CleanAir：干渉の特定、分類、および軽減

• Cisco ClientLink：クライアント受信信号の改善（ビームフォーミング）

シスコの Radio Resource Management（RRM）および Coverage Hole Detection and 
Mitigation（CHDM）

RRMでは、アクセス ポイントのレイアウトと報告された情報に基づいて最適な電力およびチャネ
ル計画を決定します。RRM の主要なコンポーネントは、CHDM アルゴリズムです。アクセス ポイ
ントは電波を積極的にスキャンし、WLC にチャネルの負荷、干渉、およびクライアントの受信信号
強度インジケータ（RSSI）情報を継続的に報告します。アクセス ポイント（AP）で障害が発生し、カ
バレッジ ホールが発生した場合、CHDM アルゴリズムが作動し、隣接する無線の電力を増やし、
クライアントが隣接する AP にローミングできるようにします。
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たとえば、大きい倉庫を所有するある製造会社では、ストック レベルの変化に伴う接続の問題が
生じています。ストック レベルが上がるとワイヤレス信号がブロックされて、デッド スポット（カバ
レッジ ホール）が生まれ、接続の問題を引き起こしている可能性があります。Cisco RRM は近くの
アクセス ポイント（ネイバー）とクライアントの受信信号を積極的にモニタして、近くのアクセス ポ
イントの送信電力を動的に増やします。

ただし、優れた機能でも不適切な設計を補うことはできません。ネットワークは、AP の最適な電力
設定で適切なサイト サーベイを実施して、冗長性を考慮した設計になっているべきです。適切な
サイト サーベイでは、サーベイ エリアで同じツール、同じワイヤレス アダプタ、およびクライアント 
デバイスが使われることで、結果を比較することができます。また、ワイヤレス アーキテクトは、実
際に使用されるデバイスに合わせてネットワークを設計する必要があります。ユーザの大半が、送
信電力が半分でアンテナの数が少ないスマートフォンを使って接続している場合、ハイエンドの
ラップトップ用にカバレッジを最適化しても無駄です。

Cisco CleanAir：干渉源の特定、分類、軽減

干渉はワイヤレス ネットワークのキャパシティやパフォーマンスを大幅に下げるだけでなく、クラ
イアントのエアタイムを減らして可用性を低下させます。この課題を克服するために、シスコは革
新的なソリューションである Cisco CleanAir を作成しました。CleanAir では、ワイヤレス ネット
ワークに影響を与える干渉源を正確に検出して特定できます。CleanAir は、干渉の影響を評価
し、必要に応じてチャネルをプロアクティブに変更できるスペクトル インテリジェンス ソリューショ
ンで、AP と関連セルおよびクライアントは確実に運用を継続することができます。

Cisco ClientLink：クライアント受信信号の改善（ビームフォーミング）

ワイヤレス ネットワークには、複数のタイプのワイヤレス クライアント デバイスが存在します。こ
れらは新旧の Wi-Fi テクノロジー（802.11ac、802.11n、802.11a/g 接続）の組み合わせになる可能
性があります。古くて遅いクライアントが新しい高速の 802.11ac 接続のパフォーマンスに悪影響
を及ぼさないために、Cisco ClientLink が存在します。

ClientLink は、Cisco Aironet ワイヤレス LAN アクセス ポイントに組み込まれているハードウェ
アベースのビームフォーミング機能です。アクセス ポイントが信号を受信側クライアントに集中さ
せると、そのクライアントは AP の送信をよく「聞く」ことができるようになり、スループットが向上す
るため、ClientLink はダウンリンク（AP またはクライアント）方向にパフォーマンスを拡張します。
結果は、すべてのクライアントのカバレッジが改善され安定します。
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ワイヤレス LAN コントローラの高可用性

次の懸念事項は、ワイヤレス ネットワークの中枢部を常に利用可能にすることです。ワイヤレス 
LAN コントローラの可用性は、複数のコントローラを導入することで実現します。1 台のコントロー
ラで障害が発生すると、他のコントローラがバックアップを提供できます。負荷をコントローラの間
で分散することもできます。シスコ ワイヤレスでは、N+1 とステートフル スイッチ オーバー（SSO）
の 2 つの高可用性（HA）モードをサポートしています。どちらのワイヤレス コントローラ冗長性モ
デルを使用するかは、許容ネットワーク停止時間という 1 つのシンプルな要素によって決まります。

N+1 ワイヤレス コントローラ冗長性

N+1 の冗長性では、各 AP に、優先するプライマリ、セカンダリ、およびターシャリ WLC の IP アド
レスと名前が設定されます。プライマリ WLC が到達不能になると、AP は設定されているセカンダ
リ WLC（その後ターシャリ WLC）にフェールオーバーします。この冗長性モデルは N+1 と呼ばれ、
プライマリ WLC が到達不能の場合に WLC で AP をサポートできることを意味します。N+1 冗長
モデルの主な利点は次のとおりです。

• フェールオーバーの予測可能性：AP にはプライマリ、セカンダリおよびターシャリ コント
ローラが事前設定されています。ネットワーク管理者は常に AP の最終的な場所を把握で
きます。

• 柔軟な冗長設計オプション：N+N、N+1 および 2 つの組み合わせ

• 地理的に離れた冗長性：冗長 WLC は、異なるディザスタ リカバリ エリア内の 2 つのデー
タセンターなど、L3 ネットワークをまたいで導入できます。

• フェールオーバーの場合の「フォールバック」オプション：AP は復旧したときにプライマリ  
コントローラに戻るか、セカンダリに留まるか設定できます。

• 優先 AP フェールオーバー：セカンダリ WLC がオーバーサブスクライブした場合、管理者
はどちらの AP が重要か判断できます。

N+1 モデルは、中央集中型、FlexConnect、および SD-Access 展開に冗長性を提供できます。セ
カンダリ/ターシャリ WLC は個別に管理され、プライマリ WLC と設定を共有しません。各 WLC 
は、個別に設定して管理する必要があります。フェールオーバー時にシームレスな運用を確保する
には、同じ構成を冗長 WLC に定義する必要があります。



図 N+1 高可用性アーキテクチャ
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プライマリ：WLAN-Controller-2
セカンダリ：WLAN-Controller-3
ターシャリ：WLAN-Controller-1

プライマリ：WLAN-Controller-3
セカンダリ：WLAN-Controller-2
ターシャリ：WLAN-Controller-1
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高可用性：ステートフル スイッチ オーバー（SSO）

SSO は、ネットワーク停止時間がゼロの最高レベルの高可用性です。1 つの WLC がアクティブ状

態で、2 つ目がホット スタンバイ状態になります。スタンバイ WLC は専用の冗長リンクからアク
ティブ WLC の健全性を継続的に監視します。アクティブ WLC とスタンバイ WLC の両方が同期
された設定の同じセットを共有します。アクティブ WLC の障害が検出されると、スタンバイ WLC 
はネットワークの運用に影響を与えずに引き継ぎます。クライアント情報は WLC 間でも同期され
るため、スイッチオーバーの発生時にクライアントの再アソシエーションが回避され、AP とクライ
アントでフェールオーバーがシームレスに実行されます。
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SSO は地理的に離れたデータ リカバリ サイトでサポートされますが、低遅延レイヤ 2 の相互接
続が確立されていることが必要です。

図 ステートフル スイッチオーバーの高可用性

IP ネットワーク

アクセス
ポイント

アクティブ スタンバイ
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WAN の高可用性

FlexConnect アーキテクチャには、復元力のある分散ネットワークを構築するための複数の機能
があります。

WAN または WLC の障害に対する保護

FlexConnect モードのアクセス ポイントは、コントローラへの接続が失われた場合でも機能し続
けることができます。

AP は最後に認識した設定で機能し続け、トラフィックはローカルに切り替えられるため、既存のク
ライアントで中断は生じません。高速ローミング キーはアクセス ポイントにローカルで格納され
るため、すでに認証されているクライアントでローミングは機能し続けます。さらに、障害が発生し
た場合でも新しいクライアントのオンボーディングがシームレスになるように、リモート サイトごと
に RADIUS サーバを設定できます。

RADIUS サーバの障害に対する保護

通常、認証は中央サイトにある共通の RADIUS サーバを使用して実行されます。ただし、RADIUS 
サーバで障害が発生したり、中央のサイトが停止した場合、FlexConnect アーキテクチャは
ローカル認証を使用して、クライアントの認証とワイヤレス ネットワークへのクライアントのオン
ボーディングを続けることができます。ローカル認証を使用して、AP は、ローカルで定義された 
RADIUS サーバ、またはブランチ内の各アクセス ポイントでネイティブに実行されている認証
サーバで新しいクライアントを認証します。既存のクライアントは接続を維持し、再認証されず、ブ
ランチ全体で高速ローミングも可能です。

Cisco Mobility Express の高可用性

Cisco Mobility Express は、アクセス ポイントに組み込まれたワイヤレス LAN コントローラ機能
です。ワイヤレス LAN コントローラの機能を実行する AP は、マスター AP と呼ばれます。マスター 
AP の選択プロセスで、ワイヤレス LAN コントローラ機能を実行するアクセス ポイントが決定し
ます。現在のマスター AP で障害が発生した場合、次のマスターの選択が自動的に実行されます。
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パートナーシップによるエクスペリエンスの強化

新しいリリースごとに、シスコ ワイヤレス ネットワークは何百種ものデバイスやアプリケーション
に対してテストされます。主なクライアント オペレーティング システムのバージョンが新しくなる
たびに、集中的なテストが実行されます。これらのテストの目的は、新しい主要コントローラ、アク
セス ポイント、クライアント ソフトウェア リリースでパフォーマンスが維持または改善されている
か確認することです。問題が検出されるたびに、シスコのエンジニアがクライアントとネットワーク
の動作を分析し、インフラストラクチャでクライアントのパフォーマンスを適用および維持する最
善の方法を見つけます。

シスコには、あらゆる地域および業種の顧客がいます。シスコでは、他のほぼすべてのネットワー
ク インフラストラクチャ ベンダーよりも多くの機能を実装しています。同時に、複数の業界フォー
ラムに参加し、Wi-Fi ネットワークのパフォーマンスを改善するためのイノベーションを推進して
います。

クライアントおよびアプリケーション ベンダーとのパートナーシップのメリット

シスコは、ネットワークのみですべてを解決できないことも認識しています。各クライアントは、ワイ
ヤレス トラフィックとネットワーク接続を管理する特定のロジックを実装しています。クライアント 
ベンダーとの連携は、ネットワークインフラストラクチャに実装されている機能をそのネットワー
クインフラストラクチャを使用しているワイヤレス クライアントの期待に応えるものにするために
は効果的な方法です。これは、期待する動作に対する意見を交換する非常に有効な手段です。シ
スコは「ネットワーク側からの意見」、ベンダーは「デバイス側からの意見」を提供できます。その結
果、ネットワークも、エンド ユーザのネットワーク エクスペリエンスも常に向上します。ただし、この
ような取り組みは要求が厳しく、AP と WLC コードのさらなる最適化や、クライアントとベンダー
の動作に対する明確な意見の相違の解決が求められます。シスコにはこのような意見の交換や最
適化を実施する余裕がありますが、他の多くのベンダーは汎用的な動作で止まってしまいます。
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Apple とのパートナーシップ
強力なパートナーシップの一例は、Apple とシスコです。この提携は 2015 年から始まり、シスコの
ネットワークで Apple デバイスを利用するユーザ向けに、音声と動画の通信、セキュリティ、分析、
Wi-Fi エクスペリエンスのパフォーマンスを改善する多くの一連の機能を作り出しました。Wi-Fi 
分野では、このパートナーシップの結果、ローミングのセキュリティ、速度、効率性が向上しました。
これらの機能強化により、複数の測定値でローミング速度が 10 倍になったことが証明され、音声
コール中のシームレスなローミングが実現されました。QoS の分野でも、このパートナーシップに
より、企業でネットワーク QoS をクライアントから AP への方向を含めた電波にも確実に反映する
ことができます。QoS は、Wi-Fi アクセス ネットワークでも、初めて真のエンドツー エンドになりま
した。

Apple とシスコのパートナーシップは、連携することで実現が可能であることを証明しています。シ
スコは、複数のチップセット ベンダーおよびその他のベンダーのネットワークの動作を最適化し
ています。Microsoft（Lync/Skype for Business など）のようなソフトウェア ソリューションおよ
びアプリケーション ベンダーとも同様の連携や最適化を行っています。



優れた性能の無線
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はじめに

ダイナミック ワークスペース

情報中心型経済で、主要な概念の中心となるのはモビリティです。仕事は取り組む内容であって、
必ずしも行く場所を意味しません。つまり、生産性は、ユーザが自分に必要な場所や時間に合わせ
て働くことができる場合に最適化されるのです。

このようなモビリティにおける最も重要な要素は、可用性、信頼性、およびセキュアなワイヤレス 
LAN（Wi-Fi）接続です。これにより、すべての人が、Web やクラウド サービスからリアルタイムの
ストリーミング ビデオおよび音声まであらゆるアプリケーションで生産性を上げるために必要な
キャパシティを得ることができます。

社内では、オープン ワークスペースにより、コラボレーション、コミュニケーション、およびチーム
ベースの生産性が促進されます。ワイヤレスは重要で推奨される接続方法になりつつあります。
効率的なオープン ワークスペースの基準要件は、ユビキタスな Wi-Fi カバレッジだけでなく、あ
らゆる場所のキャパシティを保証することです。信頼性が高く、安全で、スケーラブルなネットワー
クであることが重要です。ただし、シームレスで一貫性のあるエクスペリエンスをユーザに提供す
るために個々の無線の周波数と電力を調整する必要があります。環境が分離されないことが多い
のは、ローカル アクセス ポイントと同じチャネルを使用する、隣接するワイヤレス ネットワークが
存在するためです。各アクセス ポイントは、特定のセルにおける限られた量の潜在的な帯域幅を
表します。キャパシティが多いほど、近くにある無線が多いことを意味します。最適なチャネルの選
択、帯域幅割り当て、および電力調整は欠かせないものになっています。
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この目標を達成するために、シスコは次のような複数の革新を行ってきました。

• インフラストラクチャ：Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 アクセス ポイントによりスルー
プットが向上（最大 5 Gbps）します。

• ビームフォーミング：ビームフォーミング テクノロジー（MU-MIMO）の実装を拡張して、
複数のクライアントが 1 つのアクセス ポイントから同時に伝送を受信できるようにしま
す。

• 集中型 Radio Resource Management：ネットワークにおける包括的な RF 最適化を
提供します。

• フレキシブル ラジオ アサインメント（FRA）：デュアル無線 AP が、すべてのクライアント
の容量を最大化するマイクロ セルおよびマクロ セルを確実に形成できるようにします。

• 動的帯域幅選択（DBS）：各 AP のチャネル幅を最適化します。

• CleanAir：非 Wi-Fi 干渉源と隣接する Wi-Fi 信号を検出および分類します。
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High Density Experience（HDX）

シスコが長年にわたり導入してきたイノベーションの中には、キャパシティとクライアント密度の
増加の使用例から直接生まれたものもあります。これらのイノベーションは、総称して Cisco High 
Density Experience（HDX）と呼ばれます。

ClientLink

Cisco ClientLink は 802.11n 時代に業界で初めて実装されたビームフォーミングです。主な目
的は、追加のトランスミッタを使って、送信された要素を 1 つの集中的なビームに形成することで
クライアントでの受信信号の認知を強化することです。これが、送信ビームフォーミング（TxBF） 
です。

802.11n 標準はビームフォーミングで許可されていました。しかし、アクセス ポイントとクライアント 
メーカーでは標準的な方法は採用されていませんでした。このギャップを埋めるべく、シスコがイニ
シアティブをとり、802.11n クライアントだけでなく、ネットワークで最も遅い従来の 802.11a/g クライ
アントにも有益なビームフォーミング方式を開発しました。当時はまだほとんどのネットワークがレ
ガシー クライアントによって設定されていたため、これは大きな影響を与えました。ClientLink によ
り、ダウンリンク方向のクライアントの信号対雑音比（SNR）が 3 ～ 6 dB 改善し、クライアントが高い
データ レートを長く維持できるようになります。次の図は、この利点を表しています。ClientLink が
有効になると、使用可能なデータ レートはフロア全体で 1300 Mbps に維持されますが、ClientLink 
を使用しない場合、このようなデータ レートは AP の近くでしか可能になりません。トラフィック フ
ローのほとんどはダウンストリームに流れるため、これは直接エアタイムの利用の効率化につなが
ります。
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ClientLink の現在の実装では、これらの利点が維持され、標準の新たな進歩についても考慮さ
れています。最近、標準ベースのビームフォーミング方式が 802.11ac Wave 2 で実現され、クラ
イアントとアクセス ポイントの両方でサポートされるようになりました。それでもなお、すべての 
802.11a/g/n および 11ac クライアントに利用できる Cisco ClientLink の方が、802.11ac Wave 
2 クライアントにのみ適用される標準よりも明らかにメリットがあります。

図 ClientLink の効率的な使用
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フレキシブル ラジオ アサインメント（FRA）

ネットワークの実装は、容量要件に対応するため時間の経過に伴って高密度になってきています。
同じエリア内に追加される AP の数が増えるほど、RF ネットワークを効率的に運用するためにチャ
ネルの間隔がさらに重要になります。従来の AP はデュアルバンドで、2.4 GHz 専用無線と 5 GHz 
専用無線を持っています。問題は、2.4 GHz が限定されたスペクトラムで、使用できるチャネルが 
3 つしかないことです。高密度の 5 GHz ネットワーク（最大 25 のチャネルを使用）を作成するとき
に、2.4 GHz 帯の干渉が起こります。この問題に対処するため、シスコはフレキシブル ラジオ AP を
作成しました。これにより、デュアルバンド無線を 2.4 GHz サービス（上記の問題を解決するため
単純にオフになっていることが多い）に限定するのではなく、ネットワーク内の複数の有益なロー
ルに使用できるようになります。フレキシブル ラジオ アサインメントのアルゴリズムは、RRM の RF 
マップを使用して、2.4 GHz のカバレッジを評価し、不要な無線リソースを特定します。

FRA は最初に冗長インターフェイスを識別してから、割り当てを計算および管理します。たとえ
ば、FRA は冗長無線を AP の 2 つ目の 5 GHz インターフェイスとして再割り当てすることを選択
できます（セル内のキャパシティはすぐに倍になります）。5 GHz がすでに最大の効率性になって
いる場合、そのフレキシブル ラジオにモニタ ロールを割り当てることができます。モニタ無線は
専用のスキャン無線で、セキュリティ、位置情報提供サービス、およびネットワークでの RRM の解
決にも役立ちます。FRA によって複数の創造的な方法でカバレッジの問題を解決することができ
ます。これは進化を続ける RRM による問題解決の一例を示しています。
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FRA とフレキシブル ラジオは、上の図に示されているクライアント認識と呼ばれるモードで使用
されます。このシナリオでは、ある企業の、通常はそれほど多くないトラフィックのみを受信してい
るオープン スペース エリアで大規模なイベントが発生しています。このエリアには通常多くの 
Wi-Fi 容量は必要ないため、ほとんどのフレキシブル ラジオがモニタ ロールに割り当てられてい
ます。イベントによってユーザの数が通常よりも多くなっています。クライアント認識では 5 GHz 
の専用無線をモニタし、クライアントの負荷が事前に設定されたしきい値を超えると、フレキシブ
ル ラジオ アサインメントがモニタ ロールから 5 GHz のロールに自動的に変わり、オンデマンド
でセルの容量が倍増します。容量の危機がなくなり、Wi-Fi の負荷が正常に戻ると、無線は前の
ロールを再開します。

DBS と FlexDFS

Wi-Fi の向上に伴い、進化し続けている 802.11 標準は、2 つ以上のチャネルを割り当てて広範囲
のチャネルの使用を許可することで、容量と速度を増やしてきました。これをチャネル ボンディン
グと呼びます。802.11n では、2 つの 20 MHz チャネルを使用して、40 MHz のスーパー チャネル
を作成できます。802.11ac では、80 MHz（20 MHz チャネル x 4）、または 160 MHz（20 MHz 
チャネル x 8）を使用する機能を有効にします。40 MHz または 80 MHz の帯域幅を選択する場
合、AP ではすべてのインターフェイスに 2 つまたは 4 つのチャネルが必要です。アクセス ポイン
トで周波数の隔離を維持できるだけの十分なチャネルがない場合、AP で自己干渉が生じます。さ
らに問題なのは、802.11n は 40 MHz チャネルをサポートし、802.11ac は 160 MHz をサポートす
ることです。クライアントがすべて 802.11n である場合、使用できるのはそのチャネルの 40 MHz 
のみであるため、160 MHz または 80 MHz のほとんどは使用されません。

図 FRA クライアント認識無線の役割の割り当て

5 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

2.4 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

5 GHz
サービス中

2.4 GHz
モニタリング中

5 GHz
サービス中



 優れた性能の無線 45 

帯域幅をより効率的に割り当てるため、シスコは動的帯域幅選択（DBS）を作成しました。DBS は、
クライアント タイプと各無線のリアルタイムのメディア使用（音声、動画）を追跡し、クライアントの
要件に基づいてセルに適切な帯域幅を自動で割り当てるアルゴリズムを RRM 動的チャネル割り
当て（DCA スイート）に追加します。これにより、必要に応じてチャネルを作成でき、重要なチャネ
ルの間隔を保持して、セル分離を維持し、干渉を回避できます。

たとえば、ある大企業は、コロケーションされたいくつかの Wi-Fi アクセス ポイントを含む高密度
の Wi-Fi ネットワークを使用しているとします。これらのアクセス ポイントは、さまざまなクライアン
ト密度と機能に関連する複数のフロア エリアを対象とし、容量と速度の増減が必要です。Wi-Fi ス
ペクトラムが制限されている場合、サイト固有の要求に応じるためにこれらの無線を自動的に設定
できるでしょうか。DBS は無線を狭いチャネル幅または広いチャネル幅に自動的に切り替えます。
このようにして、ネットワークの負荷が小さくなると、DBS は自動的により狭い帯域幅に無線を微調
整して RF の競合を軽減し、将来容量のニーズに変化があった場合は帯域幅を拡張します。

Flex DFS は、802.11n および 802.11ac の束ねられたチャネルとともに生じる別の問題を解決しま
す。DFS の規則に従って、ステーションがそのチャネルでレーダーを検出すると、ステーションとク
ライアントはチャネルを放棄し、レーダーに従う必要があります。「チャネル」が 20 MHz のみの場
合は問題ありません。しかしそのチャネルが 40、80、160 MHz の場合、単一の 20 MHz セグメン
トにのみ影響を与えた可能性のあるレーダーについては多くのスペクトラムが使用されず残され
ています。Flex DFS に入ります。

Cisco DFS 検出メカニズムは、解像度 1 MHz のレーダー動作周波数を識別し、レーダーの影響
を受ける特定の 20 MHz チャネル セグメントも識別します。DBS に依存しているシステムはチャ
ネル帯域幅を自由に再割り当てしてレーダーを回避し、影響を受けない他のチャネルを引き続き
システムで使用します。80 MHz チャネルは、4 つの 20 MHz セグメントで構成されています。レー
ダーが 4 つのセグメントのいずれかで検出されると、完全な 80 MHz は 30 分以上ブラックリス
トに登録される（使用が許可されない）可能性があります。FlexDFS を使用すると、チャネル帯域
幅は 40 MHz まで動的に下げることができ、ブラックリストには影響を受けるチャネルがリストさ
れ、20 MHz チャネルはシステムの他の部分でそのまま使用できます。
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BandSelect とロード バランシング

ほとんどの Wi-Fi デバイスはデュアルバンド対応であるため、2.4 GHz と 5 GHz で接続できま
す。ただし、これらのデバイスの多くは、さまざまな理由から、推奨の 5 GHz 帯ではなく、混雑して
いる 2.4 GHz 帯で接続する方を選択します。これによって、そのセルのユーザに対するエクスペリ
エンス品質が低下します。クライアント単独で、使用する帯域を判断します。これらのクライアント
の一部は、ロジックが過度に簡素化されているため、単純に最も電波の強い帯域を選択します。
2.4 GHz は 5 GHz よりも遠くに伝搬するため、これらの基準において非常に魅力的です。このデ
フォルトの 2.4 GHz 帯が選択されないようにするには、Cisco BandSelect を有効にして、クライ
アントを 5 GHz 帯に促すまたは誘導することができます。BandSelect は実際のシングル バンド 
クライアントを識別し、それらをデュアルバンド対応クライアントと分離します。デュアルバンド クラ
イアントが 2.4 GHz インターフェイスに接続しようとすると、2.4 GHz のプローブ応答が遅延し、
5 GHz プローブ応答が送信されて、クライアントが 5 GHz に誘導されます。

たとえば教室で、講師がプレゼンテーション リモコン（802.11b/g カスタム デバイス）を使用して
生徒にリアルタイムで回答を送信しているとします。2.4 GHz ネットワークのスペクトラム制約によ
り、プレゼンテーション リモコンとワイヤレス ラップトップを同時に使用すると、生徒のラップトッ
プの Wi-Fi 接続品質が低下します。教室の 5 GHz ネットワークの容量は十分ですが、ほとんどの
ラップトップ クライアントは 2.4 GHz で接続されています。Cisco BandSelect は関連付けられた
クライアントの全体的な検査を実施し、デュアルバンド クライアントを 5 GHz スペクトラムにオフ
ロードします。これにより、レガシー クライアント（プレゼンテーション リモコンを含む）は引き続き 
2.4 GHz で動作する一方、ワイヤレス ラップトップ（ほとんどはデュアルバンド）は 5 GHz に誘導
され、容量とパフォーマンス ニーズに適切に対処できます。

多数の AP とクライアントが存在する高密度の環境では、AP 間の負荷の分散が不均等であること
が判明する場合があります。これは主にクライアント デバイスの機能に関係します。クライアント
のロード バランシングは、ネットワーク内の AP 間でクライアントの負荷のバランスをとる機能で
す。次の図では、右側の AP がオーバーロードされ、新しいクライアントを拒否します。このクライア
ントは負荷の小さい左側の AP に接続できます。
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図 クライアントのロードバランシング
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干渉の緩和

Cisco CleanAir

Cisco CleanAir テクノロジーは、20、40、80、および 160 MHz 帯のチャネルにプロアクティブな
高速スペクトル インテリジェンスを提供して Wi-Fi チャネルの品質を正確に測定し、非 Wi-Fi 干
渉源を特定するソリューションです。非 Wi-Fi 干渉源は検出が難しく、同時にスペクトラムの一部、
または場合によってはすべてを消費し、アクセス ポイントのキャパシティが減る可能性がありま
す。アクセス セキュリティ カメラや Bluetooth 対応デバイスなどのデバイスの急増に伴い、Wi-Fi 
アクセス ポイントのセル境界内で動作している干渉源が増えてきています。

純粋にソフトウェアベースの干渉源検出を使用している競合他社と異なり、シスコではカスタマ
イズしたシリコンを組み込んで完全なスペクトラム分析（「ハードウェアの革新機能」のセクショ
ンを参照）を有効にし、このハードウェア機能をそのアクセス ポイントに統合しています。Cisco 
CleanAir アクセス ポイントは、25 の異なるタイプの干渉を検出し、無線ごとにそのタイプの何
百もの個別のインスタンスを追跡できます。検出機能以外に、情報が実用的であることが必要で
す。特定の干渉源の潜在的な影響を理解するには、コンテキストが必要です。このため、干渉源の
場所をネットワークのリソースに関連付けてマップする機能が作成されて、コンテキストを提供す
るようになりました。上記の図では、複数のアクセス ポイントが同じチャネル上にあります。Cisco 
CleanAir は、干渉源の影響を受ける AP を識別します。Cisco Prime Infrastructure や CMX な
どの可視化ソフトウェアは、影響範囲を表すために使用できます。

たとえば、ある企業は Wi-Fi をアクセスの第 1 手段として使用してオープン オフィス環境をリモデ
ルし、その環境に移行しました。ただし、1 日の特定の時間帯にワイヤレス接続の問題（低速スルー
プットと接続の切断）が生じています。Cisco CleanAir は、2 つの干渉源（食堂内の電磁波漏れの
ある電子レンジと、ビデオ監視カメラのフィードを拡張するために使用されている 5 GHz のトラン
スミッタ）も特定できます。CleanAir は、AP を使用率の高いチャネルから移動して干渉を緩和し
ます。IT 管理者は警告を受け取って、欠陥のあるオーブンを交換し、今後カメラを有線接続に移行
できます。



ハードウェアの革新機能 
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はじめに

テクノロジーは常にペースを上げて進化を続けているため、5 年前には適切だった機能が翌年に
は使われなくなっている可能性があります。卓越した機能と製品を継続して提供するために、シス
コはハードウェアとソフトウェア両方の革新を行うことを選択しました。革新的な、社内開発のハー
ドウェアは、革新的なソフトウェアを開発するための強力で柔軟な基盤を提供します。

これにより、どのような状況でも一貫して確実に動作するハードウェアと革新機能を緊密に統合で
きます。市販のハードウェアでは、ベンダーは既存の「まあまあな」機能のセットに限定されます。カ
スタマイズされたハードウェアにより、シスコのエンジニアは、新たな課題が生じたときにアクセス 
ポイントとワイヤレス LAN コントローラの機能を自由に進化させることができます。



 ハードウェアの革新機能  51 

デュアル 5 GHz 無線

802.11ac Wave 2 デバイスの急増とアプリケーションのキャパシティ要件の増加により、単一の 
5  GHz 無線では、ワイヤレス マルチメディア デバイスと関連のネットワーク負荷の高密度に対処
するには不十分なことがよくあります。Cisco Aironet 2800、3800、および 4800 シリーズ アクセ
ス ポイントに統合されているフレキシブル ラジオ アサインメント（FRA）テクノロジーにより、革新
的なデュアル 5 GHz の動作をオンデマンドで実現します。マルチギガビットのイーサネット接続と
ともに実装されている FRA は、ケーブル配線サポートを追加することなく、単一の Wi-Fi アクセス 
ポイントのキャパシティを倍増します。デュアル 5 GHz は RF の容量を増やすだけでなく、革新的
な設計によって各アクセス ポイントのスペクトラムの利用を効率化できます。

同じプラットフォームにデュアル 5 GHz 無線を組み込む方式は、革新的なハードウェア設計であ
り、業界初の設計でもあります。従来、「同じ帯域」の無線を近くに共存する機能は、2 つの無線間
で無線信号の隔離が必要なため難題とされています。この隔離がない場合、無線リンクは隣接す
る同じ帯域の無線が原因で干渉を受ける可能性があります。

Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 シリーズ アクセス ポイントは、内部アンテナ モデルと外部アン
テナ モデルに対しそれぞれ異なる方法で信号隔離の課題を解決できます。外部アンテナ モデル
の場合、以下の図に示すように、アクセス ポイントにハイブリッドの RF デジタル スマート アンテ
ナ コネクタが追加されており、外部の 2.4 GHz または 2 つ目の 5 GHz データ無線アンテナに使
用できます。1 回のクリックでさまざまな外部アンテナをデュアル無線に接続できること自体が業界
初の機能であり、これにはシスコの革新的な FlexPort 機能が活用されています。スマート アンテ
ナ コネクタでは、インストーラは、信号隔離を保持および拡張してインストールの複雑さを軽減す
るという目立たない方法で、複数の補完 2.4 GHz および 5 GHz アンテナを接続できます。
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内部アンテナ アクセス ポイント モデルでは、アンテナをすべて同じハウジング内に物理的に共存
させるという隔離の課題が生じていました。これを行うために、シスコはマイクロおよびマクロ設計
を実装しました。この設計では、セル内にセルが効果的に作成されます。このソリューションには、
アンテナの極性のダイバーシティ、チャネル/周波数ダイバーシティ、強制電力割り当て制限が含
まれます。「マクロセル」のアンテナは強力な垂直偏波を使用し、水平方向にあるクライアントに高
ゲインを提供する設計になっています。同じ 2 次元プレーンで、アンテナの「マイクロ」セットは強
力な水平偏波を提供し、その結果 5 GHz の 2 組のアンテナ間に強い信号隔離が生じます。以下
の図は、重ね合わされたマイクロ セルとマクロ セルの放射パターンを表しています。
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マイクロセルのトランスミッタ電力を削減すると、マクロセルで受信される無線信号レベルのノイ
ズ フロアが削減され、干渉が効果的に制限されます。同様に、マイクロセルのレシーバにおける
マクロセルの送信済みノイズ フロアの効果は最小化されます。これは、マイクロセルのカバレッ
ジの範囲が縮小されるためです。通常の Wi-Fi 環境では、アクセス ポイントが長期にわたって同
時に関連付けられた（多重化）近くにあるクライアントと遠くのクライアントに対応します。マクロ/ 
マイクロ アプローチでは、アクセス ポイントがマイクロセルで近くのクライアントに対応すると同
時に、離れたクライアントにも対応できるため、以下の図に示すように AP の合計容量はほぼ倍に
なります。シスコはまたマイクロセルとマクロセル間でクライアントを誘導する革新的な方法も開
発しました。

このイノベーションを活用するために、追加の知識を得たり、ワイヤレス ネットワークの設計およ
び導入方法を変更する必要ありません。セル サイズは従来型のデュアル無線セルと同じです。追
加の管理や導入オーバーヘッドなしでセルの容量が倍増します。

図 マイクロセルとマイクロセル放射パターン

マクロセル マイクロセル
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モジュール型

802.11ac Wave 2、Cisco Aironet 3800 アクセス ポイントは、将来の拡張性に対応するモジュー
ル ポートをサポートします。モジュール ポートを Cisco Aironet 開発者プラットフォーム（ADP）と
併用すると、開発者はすぐに利用できる開発プラットフォームに基づいてハードウェアとソフトウェ
ア アプリケーションの両方を簡単にプロトタイプできます。ADP には、アクセス ポイントと連動す
るリファレンス ハードウェア開発キット（HDK）が含まれています。HDK は、イーサネットと電力接
続に加え、Raspberry Pi、Intel Next Unit of Computing（NUC）などの普及している多くの開発
プラットフォームに対するサポートとマウント対応を提供します。

開発者は、次の図に示すように、AP 拡張モジュール コネクタ ポートに接続するカスタム モジュー
ルも作成できます。モジュールには、BLE リーダー、Electronic Shelf Labeling（ESL）、物理セキュ
リティ、カメラ センサー ゲートウェイ、LED 照明、および 802.11ad（60 GHz）、3.5 GHz（Citizens 
Broadband Radio Service（CBRS））などのテクノロジーに基づいたその他無線ハードウェアなど
のデバイスがあります。一部の開発者が AP 3800 向けのセルラー無線モジュールを設計すること
を見越して、シスコはモジュール分離のための AP の設計にセルラー フィルタリングを組み込んで
います。
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このようなモジュール型オプションがない場合、開発者はアクセス ポイント ボードに基づいてカス
タム ソリューションを作成する必要があり、開発の時間とコストが増えることになります。さらに、
接続や電力を提供するために個別のインフラストラクチャ要素を構築する必要があります。AP の
モジュール性により、シスコはシンプルでコスト効率の高いプロセスを作成しました。

図 AP のモジュール性
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マルチギガビット（mGig）

シスコのマルチギガビット テクノロジーは、既存のカテゴリ 5e/6 ケーブルで最大 10 Gbps の
速度を実現します。このテクノロジーでは、Power over Ethernet（PoE）、PoE+、および Cisco 
Universal PoE（UPoE）もサポートし、802.11ac Wave 2 アクセス ポイントに電力を供給するた
めに新しい電気回路を設置する必要はありません。シスコは、2014 年に作成された NBASE-T 
Alliance の創立メンバーであり、テクノロジーの開発と標準の認可においてソート リーダーシップ
を発揮しています。シスコにはさまざまな mGig 対応スイッチがあります。

mGig の主な利点は次のとおりです。

• 複数の速度：シスコの mGig テクノロジーは、以下の図に示すように、スイッチ ポートで
複数の速度の自動ネゴシエーション（カテゴリ（Cat）5e ケーブルで 100 Mbps、1 Gbps、
2.5 Gbps、5 Gbps、Cat 6a ケーブルで最大 10 Gbps）をサポートします。

• ケーブル タイプ：Cat 5e、Cat 6、Cat 6a 以上を含む、幅広いケーブル タイプをサポートし
ます。

• PoE 電源：サポートされているすべての速度とケーブル タイプで PoE、PoE+、および UPoE
（最大 60W）をサポートし、HyperLocation やモジュール型などの高度な機能に対応す
る追加の電力をアクセス ポイントに提供します。
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Cisco Aironet 3800 および 4800 シリーズ アクセス ポイントは、シスコのマルチギガビット テク
ノロジーをサポートし、最大 5 Gbps を提供します。このテクノロジーはケーブル配線インフラスト
ラクチャへの投資を保護し、新しい高速の 802.11 テクノロジーを同じ物理イーサネット インフラ
ストラクチャ経由で伝送できます。

図 NBASE-T を使用するシスコのマルチギガビット（mGig）

マルチギガビット
スイッチ

既存のケーブル

最大 5 Gbps
マルチギガビット

対応 AP
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CleanAir：SAgE

複数のテクノロジーが同一の共有アンライセンス スペクトラムを奪い合うため、干渉は Wi-Fi 環
境の課題の 1 つになっています。新しい干渉源は常に発生します。干渉はセル全体の使用可能な
帯域幅に影響するため、解決すべき重要な問題です。

Wi-Fi チップセットは、受信信号を 2 つの基本カテゴリに分類します。それは、Wi-Fi チップセット
が認識する Wi-Fi 信号と、ノイズ（チップセットが認識しないあらゆるエネルギー）です。非 Wi-Fi 
干渉源はすべてノイズと見なされます。

Cisco Aironet アクセス ポイントに統合されているスペクトル解析エンジン（SAgE）は、最もシン
プルかつ効果的な方法を使って、非 Wi-Fi 干渉源を最大の解像度で特定するために特別に設計
されました。

Cisco SAgE と同様の統合型スペクトラム アナライザは他にありません。ハンドヘルド アナライザ
はありますが、それらを操作するには高度なスキルセットが必要で、ローカル オペレータが義務
付けられます。この SAgE の統合の後数年間、シスコは非 Wi-Fi 干渉管理および検知の分野で次
のような革新を続けてきました。

• BLE 検知が追加され、どの Cisco CleanAir AP でも BLE 信号のログ記録と分類が可能
になりました。この機能は HyperLocation に追加され、Wi-Fi と BLE の両方に到着角度
（AoA）のソリューションが提供されました。

• 同様に、Cisco SAgE は、レーダー信号のサブミリ秒検知を業界で初めて実行しました。

標準 Wi-Fi チップセットのソフトウェアでこのような検知を実行しても、正確できめの細かい干渉
検知や隔離を実現するために必要なスキャン解像度は提供されません。この点は、適切なチャネ
ル割り当てを判断する上で不可欠です。
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革新的な AP 導入ソリューション

ユーザ エクスペリエンスの一貫した品質を確保するために、Wi-Fi インフラストラクチャ ハード
ウェアは、幅広い物理的な設置に適応できることが必要です。たとえば、製造工場への導入は、
カーペット敷きのオフィスの場合と大きく異なります。シスコでは、困難な物理的要件に対応する
柔軟なオプションを提供しています。

専門アンテナ

内部アンテナ AP モデルは、天井が 3.5 m（12 フィート）を超えていないカーペット敷きのオフィス 
スペースに最適です。RF の物理的な性質により、AP から離れているとパフォーマンスが低下しま
す。導入に 3.5 m（12 フィート）を超えるアンテナ位置が必要な場合、他のアンテナ設計が必要にな
る場合があります。シスコでは、物理設置要件に関係なく、一貫したカバレッジとパフォーマンスを
実現する各種アンテナ設計オプションを提供しています。

屋内と屋外に 1 つずつアンテナを置く場合や、1 つの講堂内にたとえば 2 つの異なる RF カバレッ
ジ セルを使用するなど、アプリケーションにデュアル 5 GHz マクロセルが必要な場合、通常使用
するモデルは、外部アンテナを使用する 2800e または 3800e などのアクセス ポイントです。さま
ざまなタイプの指向性アンテナを使用できます。非常に高い天井、長い廊下や製造エリアなどの
環境は、特定の方向にエネルギーを集中させる必要のある場所です。

HyperLocation アンテナ アレイは、到着角度（AoA）を使用して、高精度でクライアント ロケー
ションを追跡するために特別に設計された独自のアンテナです。Cisco 4800 アクセス ポイント
では、HyperLocation アンテナが AP 内に直接統合されています。4800 アクセス ポイントは、ロ
ケーションとパケットの分析を処理するインテリジェント分析無線とともに、デュアル 5 GHz マク
ロ/マイクロ セル アンテナ システムも提供します。この HyperLocation アンテナ アレイを使用す
ると、統合された分析無線のトラブルシューティングが非常に容易になります。
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フレキシブル アンテナ ポートを使用するモデル

シスコでは、多くの導入シナリオに適した、AP のアンテナ ポート ロジックを変更する独自の機能
を提供しています。シスコの AP アンテナ ポートのデフォルト モードは、デュアルバンド（アクセス 
ポイントは 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の両方に 1 つのアンテナを使用する）を使用しています。これ
は DRE（デュアル放射素子）とも呼ばれます。ただし、AP ポートは、帯域ごとに異なるアンテナを使
用して無線を個別の帯域にセグメント化するモードに設定できます。このモードは、SRE または単
一放射素子（Single Radiating Element）と呼ばれます。

この柔軟性により、さまざまなタイプの設置が可能になります。たとえば、1 つの AP を 5 GHz など
の 1 つの帯域の指向性アンテナ（メッシュ機能のバックホール リンクを提供する）に接続し、別の
タイプのアンテナ（全方位など）をもう 1 つの帯域（2.4 GHz）に使用できます。同じモデルの別の 
AP では、次の図に示すように、2.4 GHz と 5 GHz の接続の両方に同じアンテナを使用できます。

図 フレキシブル アンテナの使用例

使用しない 5 GHz ポート

2.4 GHz ポート2.4 および 5 GHz ポート

ホット スポット
全方位メッシュ
ユニバーサル アクセス

ホット スポット
線形メッシュ
ブリッジ

構成可能な SW
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アクセス ポイントのエンクロージャ

シスコのアクセス ポイントは、製造現場、製鉄所、原子力発電所、大型倉庫の冷凍庫、高温のタイ
ヤ製造工場、医療クリーン ルームなど、さまざまな厳しい環境で使用できる設計になっています。
シスコのアクセス ポイントのエンクロージャは、厳しい環境に耐えられる構造で、薬剤散布、ほこ
り、苛性蒸気に耐えられるよう通気口がなく、強力に密封された設計になっています。発熱体に対
するエンクロージャの耐性を強化し、通気口を不要にするために、金属プレートから熱放散が行
われます。シスコの屋外向け AP には追加のエンクロージャは不要です。これらの AP は幅広い温
度および環境条件に耐える設定になっており、振動、腐食、氷結に関する厳格な保護標準に準拠し
ています。

柔軟な取り付けオプション

カーペット敷きのオフィス スペースでは、特に見た目上、アクセス ポイントを天井タイルの上に
設置する必要がある場合は、固有の課題が生じることがあります。シスコのアクセス ポイントは  
UL-2043 に準拠し、AP をタイルの上のプレナム エアスペースと呼ばれる箇所に設置できます。

シスコとサードパーティ パートナーは、カーペット敷きエリアのアクセス ポイントを天井の格子（タ
イル内と固定セキュリティ タイルの両方）または天井タイルの上のプレナム定格エリアに取り付け
ることができるさまざまな設置オプションを提供しています。屋内用アクセス ポイントを厳しい環
境または屋外に配置する場合も、NEMA エンクロージャを使用して AP を要素への露出を制限で
きます。

アクセス ポイントを安全に保つために、アクセス ポイントにはロックできるブラケットが付いてい
ます。ただし、屋内または屋外用セキュリティ エンクロージャも用意されています。取り付けオプ
ションに加え、見た目上、AP の色を変更する方法もあります。



インフラストラクチャの
セキュリティ 
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はじめに

IoT とワイヤレス対応デバイスの急増に伴い、ワイヤレス ネットワークのセキュリティは不可欠に
なっています。世界中の企業は、セキュリティ違反、ランサムウェア、その他のネットワーク攻撃によ
り毎年数十億ドルものリスクにさらされています。

シスコは、ワイヤレス ネットワークを保護するための信頼できるベスト プラクティス機能のセット
を提供しています。シスコ独自のセキュリティのアプローチでは、ネットワーク内の各要素をセキュ
リティ センサーと監視システムに変換して、ネットワーク スペース内の脅威に関する詳細な情報
を取得するための強力で拡張性の高いソリューションを提供し、防衛の最前線を築きます。セキュ
リティ分析のインサイトは、ネットワークから直接 DNA Center に絶えずストリーミングされます。
これらのインサイトではネットワークの状態を継続的に監視して、業務上の目的の達成とネット
ワークの安全を確保するポリシーを自動化します。

ワイヤレス ネットワークの保護には、次の図に示すように、ポリシーによるクライアントの保護とイ
ンフラストラクチャの保護が含まれます。この 2 つ目の要素には、次の構成要素が含まれます。

• 1 つ目のネットワークの保護はシスコの信頼性システム、一元化された暗号化、ゲスト トラ
フィックのセグメント化を実装して実現します。

• 2 つ目の電波の保護には Cisco CleanAir テクノロジーとシスコの aWIPS ソリューションを
使用します。
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図 ワイヤレス統合セキュリティ
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ネットワークのセキュリティ保護

ワイヤレス セキュリティは、ネットワークを保護する目的で設計されたハードウェアとソフトウェア
の組み合わせです。ネットワーク セキュリティの効果的なアプローチは、次の複数の層を対象にし
ています。

1 ネットワーク要素の保護

2 トランスポートの保護

ネットワーク要素の保護

偽造品は、設計に保護が組み込まれていません。その結果、ダウンタイム、バックドア、組み込みの
マルウェアとスパイウェア、劣悪なコンポーネントおよびサービス妨害攻撃にさらされる可能性が
高くなります。セキュリティは、シスコ製品設計の最前線にあります。

シスコは、ハードウェアとソフトウェアの整合性を検証するための包括的なプロセスを提供する信
頼できるシステムのフレームワークを作成しました。このアプローチには、製品のセキュリティ要
件、サードパーティのセキュリティ、安全な設計、安全なコーディング、安全な分析、脆弱性テストを
含む、以下に示すセキュアな開発ライフサイクルのあらゆる側面が含まれます。

図 Trustworthy Systems framework
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シスコのセキュアな開発ライフサイクル

信頼できるシステム プロセスの重要な要素の 1 つは、以下の図に示すシスコのセキュアな開発ラ
イフサイクル（CSDL）です。CSDL は、シスコ製品の復元力と信頼性を向上させるために設計され
た反復可能で測定可能なプロセスの実証済みの手法です。ISO 準拠の CSDL は、シスコのワイヤ
レス LAN コントローラと Aironet アクセス ポイントをすべて含む、何千ものシスコ製品に適用さ
れます。

CSDL は、デバイスの製造、製品デリバリ、ブート、およびランタイムを保護して、改ざんを防止しま
す。プロトコル、ブート プロセス、署名付きイメージ、およびデフォルト設定の保護によってネット
ワークでの安全な通信を確保し、デバイスが悪意ある目的によって攻撃されないよう保護します。

CSDL は、セキュア ブートと署名付きイメージの防御で構成されるトラスト アンカー テクノロジー
を使用します。トラスト アンカーはハードウェアを認証して、安全性の高い基盤、変化しないアイデ
ンティティ、安全な保管、乱数生成、および暗号化を提供します。

図 シスコのセキュアな開発ライフサイクル
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さらに、生産ライフサイクルにおいて、プローブや攻撃を含む継続的セキュリティ テストによって、
次の主要な要素を検証します。

• 製品に実装されるプロトコルの整合性と堅牢性

• デフォルトで有効になるポートとサービス
• 一般的なオープン ソースや商用ハッカー ツールによる共通の攻撃とスキャンに対する耐性

すべての Cisco Aironet ワイヤレス LAN コントローラとアクセス ポイントは、最高のセキュリ
ティ ポスチャと復元力を確保するために広範な CSDL プロセスを経ています。すべての Cisco 
Aironet ワイヤレス製品は、次のグローバルな政府認定を取得しています。

• FIPS：連邦情報処理標準

• CC：情報技術セキュリティ評価のためのコモン クライテリア

• UCAPL：国防総省（DoD）の Unified Capabilities Approved Products List（統合機能認
定製品リスト）

• CSfC：アメリカ国家安全保障局（NSA）の Commercial Solutions for Classified（機密情
報向け商用ソリューション）

アクセス ポイントの保護

アクセス ポイント（AP）は、クライアントが存在するオープンな共通エリアに配置する必要がある
ため、コントローラ、スイッチまたはルータよりも物理的にアクセスしやすいことが必要です。AP 
には追加の保護が必要であるため、この目標を達成するためにシスコは独自の機能を提供してい
ます。

• AP の配置：既存のアンテナを使用して、シスコの AP を隠し、注目を集めないようにするこ
とができます。

• 物理的セキュリティ：シスコの AP は、AP が壊されたり、改ざんされないよう、AP を取り付け
用インフラストラクチャに固定する安全なロック可能なブラケットを提供しています。必要
に応じて AP を隠すために（ワイヤレス AP 向けに設計された）ロック可能なエンクロージャ
の使用を検討してください。

• LED モード：LED インジケータを無効にして AP が視覚的に注目されないよう制限します。
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物理的なセキュリティに加え、シスコには、次のような WLC と AP 間の通信を保護するための独
自の機能もあります。

• 802.1x サプリカント：さまざまな EAP 方式（EAP-FAST、EAP-PEAP、EAP-TLS）で、802.1x 
サプリカントを使用してアクセス ポイントをネットワークに対して認証できます。セキュ
リティのレベルが高くなると、Cisco AP は、AP の資格情報と証明書が保存されている 
RADIUS サーバに対して認証されます。このようにすると、不正なデバイスは、AP スイッチ
ポートのネットワークに接続できません。

• 証明書ベースの接続プロセス：接続プロセスにおいて、Cisco Aironet アクセス ポイントお
よびコントローラは、Manufacturer Installed Certificate（MIC; 製造元でインストールさ
れる証明書）または自己署名証明書（SSC）を使用してお互いのアイデンティティを検証しま
す。また、接続プロセス中に AP と WLC の両方が、コントロール プレーン チャネルの暗号
化に使用されるセキュリティ キーを取得して、あらゆる設定および管理の交換を安全に行
います。

• セキュアな証明書：シスコのアクセス ポイントは、セキュアな固有デバイス識別子（SUDI）
証明書を活用しています。SUDI は製造時にデバイスの安全なチップ（ACT2）に書き込まれ
た X.509 準拠デバイス証明書です。SUDI 証明書には、デバイスのシリアル番号、秘密/公
開キー、および Cisco CA の署名が含まれています。AP の紛失または盗難があった場合で
もセキュア情報にアクセスするのは不可能です。

• AP ポリシー：ユーザ定義の AP ポリシーに基づいて、アクセス ポイントがコントローラに接
続するのを制限することもできます。これらは、RADIUS などのローカルまたはリモート証明
機関に対して AP を認証するときに WLC が受け入れる証明書のタイプ（SSC、MIC、LSC）
に基づくルールです。

ワイヤレス ネットワーク インフラストラクチャは保護されましたが（AP、WLC）、ネットワーク上の
クライアント データ トラフィックの保護も重要です。

トランスポートの保護

ほとんどのアクセス ポイントは会社のビルディング内の安全なネットワークにおいて展開されるた
め、データ保護は通常必要ありません。一方、テレワーカーの場合、ホーム オフィスのアクセス ポ
イントとコントローラ間のトラフィックは保護されていないパブリック ネットワークを通じて伝送さ
れます。または、ネットワーク管理者がトランスポートとして使用される有線インフラストラクチャ
を制御していない場合があります。これらのシナリオ向けに、シスコのワイヤレス ソリューションに
は、保護されていない有線ネットワークを伝送するクライアント データの整合性を保護する独自
の機能があります。



図 ワイヤレス コントロールとデータ トラフィック トンネル
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Datagram Transport Layer Security（DTLS）の暗号化

AP と無線 LAN コントローラ間のデータおよび制御のトラフィックでは、次の図に示すように、さま
ざまなトンネルを使用します。コントローラとのアクセス ポイント制御トラフィックの交換は常に暗
号化されます。コントローラに転送されたクライアント データは DTLS で暗号化できます。

ただし、クライアント トラフィックの OTA 暗号化は、アクセス ポイント レベルで管理され、一元化
モデル（コントローラベース）ではなく、分散モデル（AP ベース）を採用しています。この選択は次
の 2 つの主要な考慮事項によって決まります。

• パケット暗号化の最適化：802.11 フレームの集約は、AP とクライアント間でネゴシエートさ
れます。暗号化が AP レベルで実行されると、AP とクライアントは適切な集約サイズをネゴ
シエートでき、AP は集約全体を暗号化できます。暗号化が WLC で実行されると、このよう
な柔軟性は失われます。その結果、集約の効率性が失われます。

• セキュリティの向上：集中管理型の暗号化環境では、クライアントの MAC アドレスがスプー
フィングされて、暗号化されたパケットが誤ったキーで送信される可能性があります。AP はフ
レームを処理していない場合、パケットが正しく暗号化されているかどうか把握できず、無分
別にパケットを WLC に渡します。この結果 DoS 攻撃が行われ、コントローラは、不正な形式
のすべてのフレームを処理して廃棄しなければならなくなります。暗号化を配布すると、AP 
はすぐにこれらのパケットを破棄し、これらの攻撃からネットワーク全体を保護します。
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ゲスト アンカー

ゲスト トラフィックを保護して、企業のエンタープライズ ネットワークから分離する必要がありま
す。このような分離の要素の 1 つは、次の図に示すように、緩衝地帯（DMZ）にある専用のアンカー 
コントローラにゲスト トラフィックを転送することです。

図 ゲスト アンカーによる安全な分離
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ゲスト トラフィックはアクセス ポイント上で受信され、外部コントローラに転送されて、アンカー コ
ントローラに自動的にトンネリングされます。コントローラ間のトラフィックを暗号化することもでき
ます。このトポロジでは明確な分離が提供されます。ゲスト トラフィックはファイアウォールを通じ
て企業のネットワークに戻ることはできず、インターネットにのみ転送されます。発生する可能性の
ある悪意のあるアクティビティのリスクは、信頼されていないエリア内に制限されます。シスコのゲ
スト アンカーは、セキュリティとパフォーマンスのレベルを強化します。アンカー コントローラはゲ
スト アクセス機能（ゲストにトンネルの終点を示す）をサポートするためだけに使用し、企業内の
アクセス ポイントの管理には使用できないためです。

アンカー コントローラの冗長性も設計に組み込み、ゲスト サービスの信頼性のレイヤを追加する
こともできます。アクティブなアンカーで障害が発生したり、アンカーに到達できなくなった場合、
外部コントローラが自動的に代替のアンカー WLC からワイヤレス ゲスト クライアントにアクセス
を提供します。複数のアンカー コントローラが設定されている場合、インテリジェント アルゴリズ
ムでゲスト アンカーの優先順位も提供できます。

IPv6 ファースト ホップ セキュリティ
IPv6 では、ネットワーク セキュリティに関して独自の課題がいくつかあります。WLAN を IPv6 に
移行する際には、IPv4 と同じレベルの保護を保証することが重要です。シスコは安全な IPv6 ワイ
ヤレス ネットワークを構築するための、次の重要なテクノロジーと機能を提供しています。

• ルート アドバタイズメント（RA）ガード：RA ガードは、誤った構成または悪意のある IPv6 ク
ライアントがそれ自体をネットワークのルータとして通知しないように防ぎます。デフォルト
では、RA ガードは常にイネーブルです。

• DHCPv6 サーバ ガード：DHCPv6 サーバ ガード機能は、ワイヤレス クライアントが他のワ
イヤレス クライアントまたは有線クライアントのアップストリームに IPv6 アドレスを渡すの
を防ぎます。デフォルトでは、この機能はイネーブルです。

• IPv6 ソース ガード：IPv6 ソース ガード機能は、ワイヤレス クライアントが別のクライアン
トの IPv6 アドレスをスプーフィングするのを防ぎます。デフォルトでは、この機能はイネー
ブルです。

• IPv6 アクセス コントロール リスト：アクセスを特定のアップストリーム有線リソースに制限
するか、特定のアプリケーションをブロックするには、IPv6 アクセス コントロール リストを
使用してトラフィックを特定し、許可または拒否できます。IPv6 アクセス リストは、IPv4 アク
セス リストと同じオプションをサポートします。
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• IPv6 ACL の AAA オーバーライド：シスコの Identity Services Engine（ISE）などの一元
化された AAA サーバを通じて集中アクセス コントロールをサポートするために、IPv6 ACL 
は AAA オーバーライド属性を使用してクライアント単位でプロビジョニングできます。

これらの機能は、次の図に示すように、ネットワークのさまざまな地点で適用されます。

図 IPv6 WLAN の保護
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図 ワイヤレスの脅威検出と分類
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電波の保護

Wi-Fi 共有メディアへのネットワーク アクセスの保護には、独自の課題が伴います。電波の保護
は、このネットワークにアクセスするワイヤレス デバイスの保護を意味します。シスコは、Wi-Fi 通
信に影響を与える可能性のある脅威を検知し、軽減する独自の機能を提供します。シスコは、次の
図に示すように、さまざまなレイヤの複数のコンポーネントを活用して電波の保護を実現します。

Cisco CleanAir によるセキュリティ脅威の検出

ワイヤレス ネットワークにおいて、電波はアンライセンス スペクトラムを使用する共有メディアで、
複数の課題が起こりやすい傾向にあります。課題の 1 つは、Wi-Fi および非 Wi-Fi 干渉デバイス
によって引き起こされ、クライアントのパフォーマンスやネットワーク セキュリティに負の影響を与
える可能性があります。ワイヤレス ビデオ カメラやアナログのコードレス電話などのデバイスが、
誤ってネットワークに影響する場合があります。Cisco CleanAir では、これらの干渉源や関連の影
響を識別および特定することでワイヤレス ネットワークが保護されます。
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Cisco CleanAir は、特許取得済みのチップセットと、すべての RF アクティビティを分析、分類す
るために設計されたソフトウェアを備えるカスタムのシリコンベースの統合ソリューションです。
CleanAir テクノロジーは 24 時間 365 日作動して、Wi-Fi スペクトラム全体の干渉をモニタし、干
渉が現れるとすぐに主な干渉源について IT 管理者に通知します。

検出機能に加え、Cisco CleanAir は、ワイヤレス ネットワークに自己修復機能を提供します。これ
らの機能には、永続型デバイス回避やイベント駆動型 RRM（ED-RRM）などがあります。

• 永続型デバイス回避 は、特定のデバイスの位置と周波数がほぼ固定されていることを認識
します（たとえば、電子レンジやワイヤレス ビデオ カメラなど）。したがって、それらのデバイ
スが特定の場所の特定のチャネルで現在検出されていなくても、以前に検出された場所に
戻ってくる可能性が高いことがわかっています。システムはこれらのデバイスを追跡し、チャ
ネルの選択が実行されると、これらの場所にある影響を受けるチャネルを回避します。

• Event-driven RRM（ED-RRM）は、一部の干渉イベントが深刻で破壊的な性質を持って
いることを認識します。電波品質にこのような大幅な低下が見られると、システムでは次の
グローバルなチャネル評価サイクルを待たずに、影響を受けるアクセス ポイントのチャネ
ルをすぐに変更します。

Cisco CleanAir には、スペクトラム品質に影響を与えるさまざまな種類の干渉源デバイスを一意
に識別できる非 Wi-Fi 分類子のスイートが含まれます。CleanAir は干渉源を物理的に特定し、重
複検出を回避することもできます。CMX または Mobility Services Engine（MSE）に統合されて
いる Cisco Prime Infrastructure では、アクセス ポイントとクライアントが干渉源のデバイスお
よびその影響のゾーンとともに地図に表示されます。

適応型 WIPS（aWIPS）

Cisco aWIPS は、OTA 攻撃のワイヤレス脅威検出と緩和が組み込まれた信頼性の高いワイヤレ
ス セキュリティ ソリューションを提供します。aWIPS は、次の図に示す、統合セキュリティ モニタリ
ング ソリューションを提供する多数のワイヤレス インフラストラクチャ コンポーネントで構成され
ています。
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aWIPS では、アクセス ポイントを、それぞれが異なる機能セットを提供する 2 つの異なるモード
に設定できます。次のモードがあります。

• 拡張ローカル モード（ELM）：wIPS を使用する ELM は、クライアントにも対応するチャネ
ルで OTA 脅威検出機能を提供します。

• モニタ モード：モニタ モードは、フレキシブル ラジオ ロール専用の AP モードです。モニタ 
モードは、wIPS 脅威検出に「オフチャネル」を提供します。つまり、アクセス ポイントの無線
は延長された期間各チャネルに滞留します。これにより、AP はすべてのチャネルの攻撃を
検出できます。

図 シスコ Adaptive wIPS ソリューション

HTTP/HTTPS 経由
の SOAP/XML

SSL 経由
の NMSP

SSL 経由
の NMSP
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不正デバイスの管理

ローカル ネットワークの一部ではない共通スペクトラムを共有するデバイスは、不正なデバイス
と見なされます。不正なアクセス ポイントは、正当なクライアントをハイジャックし、中間者攻撃を
実行して悪意のある動作を行う可能性があります。これらのアクセス ポイントは、ユーザ名やパス
ワードなどの機密情報も取得し、正当なクライアントがトラフィックを送受信するのを妨害して、
サービス妨害を引き起こす場合もあります。

不正検出は、WLAN コントローラに接続されているアクセス ポイントではデフォルトで有効に
なっています。シスコ ワイヤレス ネットワークは、電波/RF の検出と分類、不正 AP ロケーション、
不正の抑制を含む不正 AP を検出および緩和する完全なソリューションを提供します。

• 電波/RF の検出と分類：Cisco Aironet AP は、不正 AP およびアドホック クライアントと不
正なクライアント（不正 AP のユーザ）を検出します。この情報はワイヤレス LAN コントロー
ラに送信されて包括的な分析が行われます。WLC は、不正 AP がローカル ネットワークに
接続されているか、または単に隣接する AP であるかを判断できます。不正分類ルールで
は、悪意ありまたは危険なしとしてマークする条件セットを定義します。

• 不正 AP ロケーション：CMX、または Mobility Services Engine（MSE）に統合された 
Cisco Prime Infrastructure は、以下で説明する不正なアクセス ポイントと不正なクライ
アント ロケーションを表示する可視化ツールを提供します。
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• 不正の抑制：不正 AP またはクライアントが検出された場合は、手動で抑制できます。これ
は、不正 AP またはクライアントが実際に悪意があることを確認する手順を実施してからの
み行う必要があります。抑制の処理は法的な意味を持つ場合があるからです。

図 Cisco Prime Infrastructure でのワイヤレス脅威の特定



ポリシー 
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はじめに

ネットワークにアクセスする、ユーザ、デバイス、アプリケーションが増加するにつれ、それらがすべ
て適切なレベルのセキュリティやサービスを受けるための手段が複雑化し、課題になってきてい
ます。シスコは、管理者がユーザ、ユーザのグループ、デバイス タイプに適用できるきめ細かなポ
リシーを作成するための優れた一連のツールを提供しています。シスコのワイヤレス ポリシーに
は、次の 2 つの重要な構成要素があります。

• セキュリティ：ワイヤレスのセキュリティ ポリシーは、ユーザロールやデバイス タイプに基
づいてネットワークのさまざまな部分へのアクセスを制御するルールを作成します。

• サービス品質（QoS）：QoS により、ネットワーク上のトラフィックのフローを規制でき、優先
度の高いアプリケーション フローがネットワーク全体でシームレスに保証され、差別化され
たサービス レベルを受け取ることができます。

図 ネットワーク ポリシー フレームワーク

どのデバイス?
デバイスの
分類は必要?

誰が？ ユーザロール

ポリシー

セキュリティ



 ポリシー  80 

セキュリティ ポリシー

すべての組織には、IT セキュリティ プログラムの基礎を表すネットワーク セキュリティ ポリシー
が必要です。ネットワーク セキュリティ ポリシーでは、さまざまなユーザやデバイス（BYOD、IoT）
から企業の IT アセットにアクセスする方法を定義します。

シスコ エンタープライズ ワイヤレスは、WLC やアクセス ポイント上でのプロファイリングや 
Identity-Based Networking Services（IBNS）など独自のセキュリティ機能を提供します。これら
は、ビジネス ニーズを満たす適切なセキュリティ ポリシーを定義する包括的なルールを IT に提
供します。

セキュリティの基本

ロールベースのポリシー

シスコは、ユーザロールやデバイス単位でセキュリティ ポリシーを作成する機能を提供していま
す。認証時に、RADIUS サーバはアイデンティティを確立し、適用対象のワイヤレス LAN コント
ローラに設定済みのポリシーを返します。ポリシーではネットワークのセグメント化（VLAN、ACL 
など）を定義でき、QoS と組み合わせることができます。

デバイスのプロファイリング

ユーザは認証時に特定されますが、使用されているデバイスの特定にはもう少し調査が必要で
す。このために、シスコはデバイスのプロファイリングを使用します。WLC や RADIUS（ISE など）
は、HTTP や DHCP などの検出されたプロトコルと、トラフィック特性に基づいてデバイスを特定
します。この検出に基づいて、管理者は、ユーザだけではなく、特定のデバイス タイプに適用でき
るポリシーを定義できます。

たとえば、従業員のデバイス タイプがエンタープライズの最小 OS セキュリティ要件を満たしてい
ない場合、問題が修正されるまで特定のリソースへのアクセスを拒否するか、検疫 VLAN に割り
当てることができます。もう 1 つの例は、Bring Your Own Device（BYOD）で、デバイスのプロファ
イリングを使用して、iOS、Android、MacOS、Windows ベースのデバイスのオンボーディング プ
ロセスを容易にします。
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アクセス コントロール リスト（ACL）

ACL を使用して、ネットワーク管理者はネットワーク リソースへのアクセスを制限するルールを作
成できます。これらのルールは WLAN 内のすべてのクライアントに適用することも、RADIUS サー
バを使用する認証で特定のクライアントまたはグループに動的に返すこともできます。この組み合
わせでは、使用するアクセス方式に関係なく、各ユーザが適切なリソースにアクセスできる幅広い
柔軟性が提供されます。Cisco Aironet ソリューションは、MAC レイヤ ACL、IP（v4 と v6）、および 
DNS ベースの ACL をサポートしています。

mDNS Bonjour および Chromecast アクセスの保護
作業ツールとして使用される個人所有デバイスが増えていくと、自宅や小規模ネットワーク向
けに設計されたプロトコルが企業に入り込んできます。このようなプロトコルには、Bonjour や 
Chromecast などがあります。プロトコルの mDNS ファミリから派生したこれらのプロトコルは、マ
ルチキャストを使用してピア間に情報を配布します。ただし、マルチキャストの形式では、プロトコ
ルをサブネット上でルーティングできず、エンタープライズ環境で配布が困難になります。

シスコ ワイヤレス ソリューションは、Bonjour と Chromecast 向けの拡張機能を含む、mDNS プ
ロキシ機能を提供しています。ゲートウェイとして機能しているワイヤレス LAN コントローラで
は、有線および無線 mDNS デバイスとサービスをレイヤ 2 およびレイヤ 3 のサブネット間で検出
できます。WLAN コントローラで使用できる Bonjour プロファイルとポリシーを使って、管理者は
どのデバイスがどの mDNS サービスを検出および使用しているか判断できます。

802.1X を使用するエンタープライズ ネットワーク ポリシー

Identity Based Networking Services（IBNS）フレームワークを使用すると、ネットワークの認証
時にユーザとデバイスにルールを動的に適用できます。エンドポイントはユーザのロール、およ
びネットワークの接続に使用されるデバイスに基づいて分類できます。以下の図に示す使用事例
では、従業員と請負業者は 802.1X を使用してエンタープライズ ネットワークに接続しています。
ユーザ ID やユーザが使用しているデバイスのタイプに基づいて、特定の VLAN が各クライア
ントに割り当てられます。この割り当ては、効果的なセグメント化方式です。ユーザロールなどの 
RADIUS サーバから返されるパラメータを使用して、従業員を販売/マーケティングなど、組織内
のさまざまな機能にさらに分類できます。
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各グループごとに、ネットワーク リソースへのアクセス範囲を分けることが可能です。たとえば、販
売/マーケティングはインターネット ドメイン、Jabber や Webex などのアプリケーション、および
オフィス内のプリンタへのアクセスが許可されます。請負業者は、限定されたウェブサイト、アプリ
ケーション、およびワイヤレス プリンタにのみアクセスできます。さらに、これらのポリシーを時間
依存にすることもできます。つまり、特定の日付や特定の曜日の決まった時刻にルールを適用でき
ます。

同様に、ポリシーを使って各ユーザが受け取る QoS および帯域幅のレベルを差別化することも
できます。これにより、ビジネスに不可欠なアプリケーションに帯域幅を割り当て、非ミッション クリ
ティカルなアプリケーションにアクセスするユーザの帯域幅を制限することができます。

図 Cisco Wi-Fi でのロールベースのポリシー

従業員 VLAN ID = 10

請負業者 VLAN ID = 20

AAA オーバーライドを使用した
VLAN ベースのセグメンテーション

セールス

マーケティング

請負業者

アクセス ポイントの
エンタープライズ SSID

ISE AAA
オーバー

ライド



 ポリシー  83 

ロケーションベースのアクセス コントロール

ほとんどのベンダーが基本のアクセス コントロール（802.1X 認証など）を提供できます。シスコで
は、アクセス コントロールの実装時にロケーション コンテキストを独自に追加します。ロケーショ
ンベースのコンテキストを使用して、管理者は、特定の物理ロケーションに基づいてユーザ アク
セスを許可できます。従来、ネットワーク上の「ロケーション」の定義は静的で、ユーザがネットワー
ク アクセス用に接続している特定のアクセス ポイントに関連付けられています。シスコのソリュー
ションを使用すると、管理者は、マップ上の特定のエリアを定義し、差別化されたアクセスを提供
できます。

たとえば、製造業の分野では、一部のリソースには物理的に保護されたエリアからのみアクセスで
きます。同様に、サービス業では、パブリック エリアからアカウンティング レコードにアクセスでき
ない場合があります。

Identity PSK（iPSK）による IoT デバイスのセグメント化

エンタープライズに IoT デバイスが出現したことで、セキュリティ脅威の発生が急増し、最新のワ
イヤレス セキュリティ基準に必ずしも準拠していない単純なデバイスにもネットワークがさらされ
ます。従来、IoT デバイスは、事前共有キー（PSK）を使用する WLAN に接続されています。課題
は、WLAN に接続しているすべてのクライアントが同じキーを共有することで、キーが不正なユー
ザに共有された場合セキュリティの問題が生じることです。キーが 1 つのクライアントで侵害され
ると、そのネットワークに関連付けられたすべてのクライアントのキーを変更する必要があります。
IoT デバイスのほとんどは 802.1X 認証メカニズムをサポートしていないため、AAA から返される
属性に基づいてセグメント化できません。

iPSK は、SSID に接続しているデバイスごとに固有の PSK を作成する機能を提供しているため、
セキュリティが侵害されないようにしながら、IoT デバイスのオンボーディングを簡素化します。
iPSK は RADIUS サーバに依存して、デバイスまたはデバイスのグループごとに固有の PSK を生
成します。各 IoT デバイスにはポリシーを割り当てることができます。このマッピングによって、デ
バイスが紛失したり、侵害された場合にアクセスを取り消すこともできます。次の図は、これらの原
則を示しています。
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例として、センサー、インテリジェント照明、Identity PSK を使用しているその他のスマート デバイ
スなどの IoT デバイスには、VLAN、Cisco TrustSec スケーラブル グループ タグ（SGT）、ACL な
どのパラメータを割り当てることができます。このメカニズムにより、アクセス コントロールを適用
して差別化された認証とサービスをさまざまな IoT デバイスに適用することができます。

図 iPSK の実装

キー

ヘルス モニタ

インターネットへの
ダイレクト

アクセスのみ

最高の QoS/AVC に
よる制限された

データセンター アクセス

ラボ固有の VLAN と
ラボの ACL への分離

輸液ポンプ ラボ用デバイス

キー キー
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ゲスト アクセス（中央とローカルの Web 認証）

セキュアなゲスト アクセスの有効化は、エンタープライズ ワイヤレスで最も一般的なポリシー使
用例の 1 つです。シスコ は、ゲスト Wi-Fi をセットアップして、ゲスト トラフィックをネットワークの
安全なセグメントに制限する複数のオプションを提供しています。シスコ ワイヤレスでは、ネット
ワークに対して次の 2 つの方法でゲスト ユーザを認証できます。

• ローカル Web 認証（LWA）：LWA では、WLC は内部または外部サーバにリダイレクト
され、そこではゲスト ユーザがセルフ登録を実行した後、認証を実行できます。WLC は 
RADIUS サーバに対してユーザを認証します。

• 中央 Web 認証（CWA）：CWA では、Web 認証は RADIUS サーバで実行されます。これは、
複数のワイヤレス LAN コントローラを持つ大規模な企業で非常に役立ちます。CWA では 
Web 認証を中央の場所に統合して規模の効率化を提供し、追加のプロファイリングや認証
条件も提供できます。

図 デバイス タイプ別の IoT セグメンテーション ルール

loT 照明
VLAN ID = 10

loT センサー
VLAN ID = 10

スマート デバイス機能
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アクセス ポイント
IoT SSID

ISE AAA
オーバー

ライド
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Umbrella WLAN

Umbrella 対応 WLAN はドメイン ネーム システム（DNS）レイヤでセキュリティを適用します。つ
まり、悪意のあるドメインや望ましくない Web カテゴリへのクライアント トラフィックは、接続が確
立される前にブロックできます。Umbrella は、1 日あたり 1000 億以上の要求から動的に学習し、
脅威を検出および予測します。Cisco WLAN では、次の図に示すように、WLAN ユーザの DNS 
要求を Umbrella にリレーしてこの追加の保護レイヤを利用し、返された保護ポリシーを自動的
に適用できます。この統合は、シームレスです（1 回のクリック）。クラウドベースである Umbrella に
は、オンプレミス専用のフィルタリング デバイスは一切不要であるため、運用と実装のコストが削
減されます。

図 Umbrella で保護される WLAN

ブロック
マルウェア
C&C コールバック
フィッシング
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Cisco TrustSec

従来の VLAN ベースの設計を簡素化し、セキュリティのメンテナンスの運用作業を軽減すること
は、ネットワークが拡大、成長するにしたがって難しくなります。

TrustSec を使用すると、エンドツーエンドのセグメント化を実現するスケーラブルで簡素化され
たソリューションを導入できます。ネットワークの構成要素（IP アドレス、サブネット、VLAN など）
に基づいてポリシーを定義および適用するのでなく、Cisco TrustSec はセキュリティ グループ
（SG）の抽象化を使用してユーザとデバイスを集約し、ポリシーの定義をよりシンプルにします。

Cisco TrustSec は、デバイス ID とユーザのクレデンシャルを使用して、パケットがネットワークに
入るときにスケーラブル グループ タグ（SGT）のラベルを付けます。ラベルは、ネットワーク要素で 
SG-ACL を使ってデータ パスとともにセキュリティおよびその他のポリシー基準を適用および実
施するために使用されます。Cisco ISE ではポリシーを一元的に定義でき、SGT と SG-ACL を作
成してユーザまたはグループにマッピングできます。
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QoS ポリシー

ワイヤレスのサービス品質（QoS）

2000 年代は、ワイヤレス ネットワークが用途に合わせて設計されていました。たとえば、音声用
に 1 つの SSID が設計され（その SSID では音声トラフィックのみ想定されます）、データ用に別
の SSID が設計されます。多くの無線インフラストラクチャ ベンダーがこのモデルをいまだに適用
しています。しかし、スマートフォンではこのロジックが変更されています。スマートフォンはハイブ
リッド デバイスであり、音声、標準データ、バックグラウンド アプリケーションなど使用するアプリ
ケーションを簡単に判断する方法はありません。

シスコ ワイヤレス ネットワークは、これらの新しい要件に合わせて進化してきました。現在、ネット
ワーク管理者は、複数のビーコンおよびその他の管理フレームで通信時間の無駄を避けるため、
SSID の数を最小限に制限する必要があります。このように SSID の数を減らすことで、デバイスは
さまざまな QoS 要件で接続できます。デバイスの中にはアプリケーションに高い QoS マーキング
を必要とするものもあれば、差別化された QoS は必要ないデバイスもあります。

ワイヤレス QoS の基本

QoS はエンドツーエンドの問題であり、ネットワークの各セグメントで解決する必要があります。
パケットには、伝送されるアプリケーションの損失、遅延、およびジッターに対する感度を表す値で
マーク付けすることができます。IP ヘッダーに適用され、一般的に Directed Service Code Point
（DSCP）マーキング規則を使っているレイヤ 3 マーキングは、パケットのエンドツーエンドの 
QoS インテントを表します。最もよく知られているアプリケーション タイプは、業界で合意されてい
るマーキングに対応しています。たとえば、リアルタイムの音声には DSCP コード 46 または EF、リ
アルタイム ビデオには 34 または AF 41、バックグラウンド トラフィックには 10 または AF 11 のマー
クが付けられるのが一般的です。各メディア（イーサネット、802.11 など）では、変換メカニズムは、
特定のメディアの制約をさらに考慮した値を使って、L2 ヘッダーで QoS マーキングを表します。
802.11 メディアでは、QoS は 8 つのユーザ優先度（UP）で表され、4 つのアクセス カテゴリ（AC）
に分類されます。マーキングの値が高いほど、優先度が高くなります。



図 Gold QoS プロファイル上限の効果

ペイロード

ペイロード
ペイロード

CAPWAP カプセル化

CAPWAP カプセル化

802.1Q トランク 有線ネットワーク802.1Q トランク

CAPWAP カプセル化

CAPWAP カプセル化

ペイロード ペイロード

ペイロード ペイロード

ペイロード
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WMM（Wi-Fi マルチメディア）

シスコのワイヤレス LAN コントローラでは、ポリシーは QoS プロファイルの概念を使って設定さ
れます。QoS プロファイルは、プロファイルが適用される SSID に許可された最高の QoS マーキン
グを反映する上限として機能します。たとえば、プラチナ QoS プロファイルでは最大 DSCP 46 ま
で許可され、ベスト エフォートからバックグラウンド、ビデオ、音声まですべてのエンタープライズ 
SSID トラフィック要件に一致します。ゴールド QoS プロファイルでは AF 41（通常インタラクティブ 
ビデオに使用される）まで許可されます。これよりもマーキング値が高い着信トラフィックは、次の
図に示すように上限値 AF 41 まで下げてマーク付けされます。QoS 値が低いトラフィックは変更さ
れずに送信されます。

QoS プロファイルでは、マルチキャスト トラフィックを含め、まだ QoS マーキングが付いていない
トラフィックをマーキングできます。この場合、エンタープライズの汎用 SSID では、マーク付けさ
れていないトラフィックはマーク付けされないまま（DSCP CS0）にすべきと判断できますが、特殊
な SSID（音声など）では、マーク付けされていないトラフィックは音声である可能性があり、DSCP 
46 とマークする必要があると判断できます。この QoS 上限値の柔軟性をデフォルト値と組み合わ
せて、管理者は各 SSID のトラフィック QoS 管理に一般的なコンテキスト ルールを設定できます。

AAA オーバーライド（「セキュリティ」の章で説明します）を使用すると、特定のルールをクライアン
ト単位またはグループ単位で適用することもできます。この場合、SSID は一般的なルールを使用
して設定できますが、その SSID のクライアントの特定のグループは、特定のデバイス要件に適用
されるさまざまなルールを受け取ることができます。
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コール アドミッション制御（CAC）

一部のネットワークでは、音声アプリケーションがビジネスに不可欠です。たとえば、病院では、複
数の他のデバイスだけでなく、患者やゲストも同じ Wi-Fi ネットワークを使用している環境で Wi-
Fi 音声ハンドセットを使用することがよくあります。この場合、ビジネスに不可欠な音声通話のみ
が最優先されるようにする必要があります。Cisco WLAN はこのような機能をワイヤレス コール 
アドミッション制御（CAC）で提供しています。これは、Access Control Mandatory（ACM）とも呼
ばれます。無線バンドでこの機能を有効にすると、特殊な 802.11 マーキングが AP フレームで送信
されます。これは、クライアント ステーションに対して、最初に許可を求めた場合にのみ音声キュー
（ユーザ優先度、UP 6）を使用できることを示します。この要求は、送信される音声トラフィックの
説明（TSPEC、トラフィック仕様）を含む特殊なフレーム（ADDTS、トラフィック ストリームの追加）
の形で行われます。このような要求を受け取ると、AP は利用可能なリソースを調べ、セルにこの
通話用の追加領域が十分あるか確認します。セルに領域がある場合は、通話が認められ、最高の
音声優先を得ることができます。一方、領域がない場合はどうでしょうか。通話を認めると、追加の
通話だけでなく、すでに認められている他の通話についても、エクスペリエンスの品質が低下しま
す。このような理由で、AP は通話を拒否する場合があります。これにより、クライアントは低い優先
度を使用するか、容量が残っている別の隣接セルにローミングされます（シスコのネットワークで
は、すべての AP がビーコンとプローブ応答の空き領域を通知します）。

このメカニズムにより、許可されたすべての通話に最適なエクスペリエンス品質が提供され、すべ
ての音声デバイスのセル容量も視覚的に把握できるようになるため、通話を最適な容量を提供す
る AP に関連付けることができます。他のメリットは、ルールをバイパスしようとするデバイスが、
最初に許可を求めずに UP6 トラフィックを送信すると、ベスト エフォート型トラフィックのみ返さ
れることです。

DSCP Trust

ワイヤレスの QoS が 2000 年代初頭に設計されたとき、業界の視点はレイヤ 2 の QoS にのみ注
がれ、Wi-Fi はイーサネットと比較されていました。多くの無線インフラストラクチャ ベンダーは、
いまだにこのロジックに縛られています。一方シスコは、グローバル ネットワーキング企業として独
自の位置にあり、QoS をエンドツーエンドの関心事項と考えています。そのため、イーサネット QoS
（その固有の制約により、イーサネット メディアで有効な QoS を表すことにのみ関連します）に目
を向けたり、イーサネット QoS を使用して 802.11 UP 値を決定したり、アップストリーム トラフィッ
クでその逆を実行することは意味がありません。レイヤ 2 の QoS は特定のメディアにのみ関連し
ます。一方、DSCP 値はすべての通過メディアで伝送され、ローカル メディアに関係なく、パケット
のグローバル QoS インテントを表します。QoS を 1 つメディアから別のメディアに変換する場合、
前のメディアのローカル インテントではなく、グローバル インテントを使用する必要があります。
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このエンドツーエンドのロジックを完全に使用できるようにするには、（802.11 UP 値ではなく）ワイ
ヤレス クライアント パケットにあるアップストリーム DSCP 値を使用して、イーサネット QoS 値を
決定するようにシスコの AP を設定します。このプロセスを DSCP-trust と呼びます。同様に、ダウ
ンストリームでは、DSCP は 802.11 アクセス カテゴリ（および関連付けられた UP）値を判断する
ために使用されます。この新しいロジックはシスコで導入されただだけでなく、IETF（RFC 8325）に
もプッシュされ、ネットワーク業界の他の企業でも検証されました。このロジックを実装すると、ネッ
トワーク全体でグローバルに差別化されたパケットの処理が最適化されるため、WLAN QoS ポリ
シーが劇的に進化します。管理者は、カスタマイズしたマップを設定して、特定の UP に変換すべ
き DSCP の範囲を判断したり、その逆を行うこともできます。

レート制限
適切なマーキングの適用は、エクスペリエンスの品質を制御する唯一の方法ではありません。たと
えば、ゲスト、または請負業者がネットワークを使用するとします。ほとんどの場合、管理者は差別
化されたサービス品質を音声アプリケーションに提供したいと考えますが、ゲストまたは請負業者
には、大容量の帯域幅を消費してほしくないと考えています。しかし、招待されたユーザがどの帯
域幅を使用したらよいか知るにはどうすればよいのでしょうか。シスコ コントローラでは、各ユー
ザをグループに割り当てることができます。これをロールと呼びます。その後、帯域幅の制限をそ
のロールに関連付けることができます。アップストリームおよびダウンストリーム トラフィックに制
限を適用することができ、別の帯域幅を UDP および TCP トラフィックに設定できます。この組み
合わせによって、管理者は非常に柔軟に、招待したユーザの要件を満たし、同時に使用帯域幅に
限度を設けることができます。

このソリューションには、すべてのネットワーク配置タイプに対応する柔軟性が組み込まれていま
す。たとえば、小規模なネットワークではロールを WLAN コントローラに直接作成できます。大規
模なエンティティで、AAA サーバがインストールされている場合、これらの帯域幅ルールを、認証
プロセスの終わりに認証プロファイルとして返すことができます。ルールを SSID 単位で直接設
定して、専用ネットワークの要件（請負業者またはゲストの SSID）に対応することもできます。同様
に、帯域幅ルールを QoS プロファイルに適用できます。QoS プロファイルは、1 つ以上の SSID に
適用することも、関連付けている SSID に関係なく、ユーザのグループに適用することもできます。
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Airtime Fairness（ATF）

管理者は特定のユーザに割り当てられた帯域幅を厳密に制御する必要がある場合があります。一
般的な例には、請負業者が存在するエンタープライズ環境や、特定のゲスト帯域幅コントラクトを
使用するホテルがあります。ただし、厳格な帯域幅制限の割り当てが最適なソリューションではな
い場合もあります。一部のネットワーク管理者は、帯域幅が制約のあるリソースになる場合にのみ
帯域幅を制限すべきと考えます。このような環境の一般的な例には、ゲストとスタッフの SSID を
使用するショッピング モールがあります。このミッションを完了するためにスタッフにはさらに高い
優先アクセスが必要ですが、帯域幅が使用可能な場合ゲストは制限されない可能性があります。
同様に、ホットスポットや大学は、ビジネスや教育アプリケーションに必要なときにのみ帯域幅を
制限すべきと判断する場合があります。ネットワークに十分なスペースがある限り、すべてのトラ
フィックが認められる可能性があります。より厳格な制御が必要になるのは、輻輳が発生したとき
だけです。制御と柔軟性のこの 2 つのニーズに対応するため、シスコは Air Time Fairness（ATF）
を作成しました。

通信時間と帯域幅は異なる概念です。厳格な帯域幅定義は、たとえば、「6 Mbps」として示すこと
ができます。このような数値は、ユーザに決定論的エクスペリエンスを提供しますが、通信時間は
反映されません。802.11ac アクセス ポイントの近くでは、非常に高い帯域幅が利用できます。アク
セス ポイントから離れると、この帯域幅では、同じ無線を共有しているすべての SSID に対して輻
輳の問題が発生する可能性があります。一方、その名前が示しているように、ATF は厳格な帯域幅
レベルではなく、通信時間レベルで機能するため、無線レベルで構築されます。この場合、以下の
図に示すように、通信時間の割合を各 SSID に割り当てることができます。
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Airtime Fairness は RF レベルで機能するため、独自のきめ細やかな制御が可能で、使用可能な
リソースに基づいて柔軟な通信時間を割り当てることができます。ただし、ATF を厳格な帯域幅
ポリシーと組み合わせることもできます。この場合、管理者にはさまざまな可能性が与えられます。
一部の SSID に厳格な帯域幅制御を適用したり、一部のユーザにいくつかの QoS プロファイル
を適用すると同時に、さまざまなビジネス関連の SSID 間で通信時間を公平に分割することもで
きます。

図 Air Time Fairness の原則

合計 Air Quality（% 使用可能時間）

データ フレーム 管理フレーム

Wi-Fi 干渉 非 Wi-Fi 干渉
Bluetooth、DEOT 電話

SSID #3
Z% 割り当て

SSID #2
Y% 割り当て

SSID #1
X% 割り当て

クライアント #1
A% 割り当て

クライアント #2
A% 割り当て

クライアント #3
A% 割り当て

クライアント #4
A% 割り当て

合計通信時間（データ） 合計通信時間（管理） 合計通信時間（コントロール）

AP 単位の Wi-Fi トラフィック
集約（または個別）

データ（ダウン）
0、1、複数回の再試行、放棄、ドロップ

データ（アップ）
破棄、エラー、重複

ビーコン（ダウン）
プローブ応答（アップ/ダウン）

CTS（ダウン）
RTS（アップ）
確認応答
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ワイヤレス QoS の使用例

Videostream

ネットワークは、ビデオや音声などのリアルタイムのストリーミング コンテンツを信頼できる方法
で配信できる必要があります。ワイヤレス接続されているエンド クライアントの大部分でマルチ
キャストを使用して企業全体にストリーミングされている会社の四半期ミーティングを想定しま
す。ワイヤレス クライアントでは、干渉、低品質ローミング（スティッキ性）、高いチャネル使用率、
衝突などの問題が起こりやすくなります。この環境では、マルチキャストを通じて Wi-Fi 経由で
フレームを配信するのは最適な方法とはいえません。マルチキャスト フレームは、確認応答なし
で、不確かに転送されます。クライアントはフレームを確認しないため、クライアントがそのコピー
の受信に失敗したことを AP で検出することはできません。障害は修正されないまま残ります。さ
らに、ワイヤレス マルチキャスト フレームは、ユニキャスト フレームよりも遅い低速（基本レート
の 1 つ）で送信されます。シスコ ワイヤレスは、VideoStream を使用してこれらの問題に対処でき
ます。その中核にある VideoStream は、次の図に示すように、許可されるマルチキャスト フロー
をフィルタリングした後、AP にある許可されたマルチキャスト ストリームを OTA でユニキャスト 
フレームに変換します。これにより、元のマルチキャスト データは、高速伝送データ レート（11n、
11ac）などの 802.11 ユニキャスト特性を利用し、帯域幅の利用の効率を上げることができます。ま
た、802.11 の個々の確認応答と再試行を利用することで、ストリームの信頼性をさらに高めること
もできます。トラフィックが AP に達するまでマルチキャストは接続されたままであるため、有線ネッ
トワークは有線帯域幅をそのまま維持します。VideoStream を使うことで、管理者はストリーム ア
ドミッション、優先順位付け、無線予約コントロールを制御できるようになります。
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Application Visibility and Control（AVC）

ワイヤレスは企業の主要なアクセス手段となるまで進化しましたが、どのようなトラフィックがワイ
ヤレス ネットワークを通過していますか。そのトラフィックはビジネスに不可欠なアプリケーション
に悪影響を与えていますか。ワイヤレス ネットワークは、ビジネスに関係のないアプリケーション
が輻輳の問題を引き起こしているかどうか検出しますか。現在のワイヤレス ネットワークの設計
には、拡大し続けているアプリケーション要件に対応できる十分な帯域幅がありますか。

図 VideoStream マルチキャストからユニキャストへの変換

マルチキャスト マルチキャスト

マルチキャスト

ユニキャストユニキャスト

AP マルチキャストで
変換されたストリーム → 
ユニキャスト

マルチキャスト

ルータ/スイッチ

マルチキャスト
受信機

マルチキャスト
受信機

マルチキャスト
ソース

マルチキャスト
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Application Visibility and Control（AVC）は、ワイヤレス ネットワークを通過するトラフィック
に対するアプリケーション認識型の可視性を提供します。AVC は、Network Based Application 
Recognition バージョン 2（NBAR2）と呼ばれるディープ パケット インスペクション（DPI）テクノロ
ジーに依存して、アプリケーションを識別および分類します。アプリケーションは、それらが使用し
ているポートで、およびトラフィック パターンでも認識されます。NBAR2 は、トラフィックが暗号化
されて送信される場合でも、1,400 を超えるアプリケーションを認識できます。トラフィックが識別
および分類されると、QoS や ACL などの他のメカニズムに渡されてアクション（ドロップ、レート制
限、QoS のマーク付けなど）が行われます。AVC を使って、ネットワーク管理者はアプリケーション
統計を表示してキャパシティ プランニングに役立てたり、ネットワーク アプリケーションの使用基
準や、帯域幅の使用者および使用状況についての詳細なインサイトを提供できます。この可視化
機能の例を次の図に示します。

図 WLAN コントローラ上で AVC によりトラフィックを可視化
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Fastlane

エンドツーエンドの QoS には、Wi-Fi ネットワークのクライアントと AP 間のセグメントに固有の
課題があります。イーサネット セグメントでは、各クライアントが個々のスイッチ ポートに直接接続
し、QoS を接続時にすぐに適用できます。しかし、Wi-Fi ネットワークでは、複数のクライアントが 
AP への同じ無線リンクを共有します。この領域で、AP は各クライアントが各アップストリーム パ
ケットに適用するかどうかを判断する QoS マーキングを制御できません。シスコと Apple がパー
トナー関係を築く前は、AP にネットワーク QoS ポリシーに関してクライアントに伝える手段があ
りませんでした。そのため、OTA のアップストリーム QoS ポリシーは、ネットワークに設定された 
QoS ポリシーと常に関連付けられているとは限りませんでした。

シスコと Apple は連携して Fastlane を設計しました。ワイヤレス ネットワークでこの機能を有
効にすると、AP は 802.11 情報要素でこの機能のアドバタイズを開始します。ベスト プラクティス
の QoS もコントローラに自動で設定されます。最も一般的なビジネスに不可欠なアプリケーショ
ンの正しい QoS マーキングを示す AVC ポリシーの作成も含まれます。同時に、モバイル デバイ
ス マネージャ（MDM）は、iOS または MacOS クライアントにプロファイルを設定できます。この
プロファイルには、これらのビジネス関連アプリケーションのリストが含まれています。iOS または 
MacOS クライアントが、Fastlane が有効になっているネットワークを検出すると、その SSID のホ
ワイトリストがあるかどうかについてもチェックします。ホワイトリストが設定されている場合、クラ
イアントは QoS マーキングをホワイトリストのアプリケーションにのみ適用します。その他のすべ
てのアプリケーションは、ベスト エフォートとして送信されます。

この機能が優れているのはネットワーク固有である点です。管理者はネットワークごとに異なるポ
リシーを設定できます。たとえば、同じ iPad に、教室ではあるポリシー セットを適用し、寮では別
のポリシー セットを適用できます。QoS は初めてワイヤレス クライアントから始まる真のエンド
ツーエンドになります。

AutoQoS

テクノロジー競争が激しくなるにつれ、ワイヤレス ネットワークの QoS の導入は複雑化してい
ます。ベスト プラクティスを遵守しながら正しい設定を選択することが難しくなってきています。
WLC と WLAN に適用される QoS 設定が幅広いエンドツーエンドの QoS 戦略に適合しなけれ
ばならず、複数のタイプのプラットフォームと設定ロジックを必要とする場合、判断がさらに複雑に
なります。



図 DNA Center での QoS ポリシーの設定
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Wi-Fi の QoS はこれまで 15 年以上にわたって進化してきたため、設定のサブセットのみが現在
のエンタープライズ ネットワークのべスト プラクティスと見なされます。これには 3 つの構成要素
があります。それは、音声トラフィックを許可する QoS 上限の適用、RFC-8325 に互換する QoS 
マップでの DSCP の信頼、および適切な予約済み帯域幅による音声キューの保護です。インテン
トベースのネットワークで、管理者は DNA Center のポリシー コンポーネントを使用して、ネット
ワークで使用中のアプリケーション用のマーキング ルールを生成できます。WLC にこれらのポリ
シーを適用すると、autoQoS マクロ機能により QoS のベスト プラクティスに従って WLC も自動
的に設定されます。
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WLC で、SSID に対して Fastlane を有効にした場合も、QoS のベスト プラクティスに合わせて 
WLC が自動的に設定されます。Fastlane の有効化と WLC への DNA Center QoS ポリシーの
適用を両方実行すると、WLC で QoS ベスト プラクティスの設定が有効になります。これら 2 つ
のモードの主な違いは、DNA Center では企業で使用している一般的なアプリケーションの使い
やすいインターフェイスで QoS マーキング ルールを作成することもできますが、Fastlane では 
iOS および MacOS デバイスで使用される Fastlane モードもアクティブになる点です。ただし、
Fastlane を有効にすると、最も一般的なエンタープライズ アプリケーションの一連の QoS マーキ
ング ルールも作成されます。この一連のルールは自動的に適用されませんが、1 回クリックするだ
けで準備して適用できるため、管理者の時間を節約できます。



分析 
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はじめに

ネットワーク分析は、ネットワークからデータ抽出して処理し、未加工の情報をインサイトに変換す
ることです。これらのインサイトは、ワークフローの最適化や、ビジネス上の意思決定および運営
の向上のために使用できるよう、管理プラットフォームに効率的に伝達する必要があります。ネット
ワーク分析は、DNA アーキテクチャの主要な原則です。

まず、分析にはデータが必要です。シスコのネットワークは、非常に多くの情報を提供しています。
ネットワークはあらゆるもの（ユーザ、デバイス、アプリケーション、プロセス）に接続し、これらのア
セットで生成されるすべての情報を転送します。シスコ ワイヤレス ネットワークとそのコンポーネ
ント（WLC と AP）は関連データをキャプチャし、テレメトリ プロトコルを使用してそれらのデータ
を効率的に送信できます。

コンテキスト情報によって、ネットワークから抽出されたデータの価値が高まります。たとえば、アプ
リケーション フローに関する情報を提供するために使用されている NetFlow と呼ばれるテクノロ
ジーは、ネットワークを通過するトラフィックに関する非常に有用な情報を提供します。追加のイン
サイトは、コンテキストに関する情報（ユーザ識別、セキュリティ、ロケーションなど）を追加で得る
ことができます。ユーザ情報をアプリケーション情報に関連付けると、トラブルシューティング プロ
セスを大幅に合理化できます。これらのデバイスのロケーションを知ることで、より優れた分析とト
ラブルシューティングの向上が実現される可能性があります。シスコは、関連デバイスおよび非関
連デバイス用のロケーション オプションを提供して、お客様の多様なフットプリント ニーズに対応
するロケーションベースの機能を引き続き促進していきます。

DNA Center は、データの収集、処理、および関連付けを提供するプラットフォームです。DNA 
Center 内では、Assurance が、ネットワークからユーザおよびそのデバイスまで、新しいレベル
のインサイトと可視性に対応する高度な分析を提供します。これにより、IT 部門はトラブルシュー
ティングに費やす時間とコストを大幅に削減できます。さらに、IT 部門はネットワーク上の問題を
プロアクティブに特定、診断および予測するための権限も与えられます。
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Analytics のもう 1 つのコア コンポーネントは、Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）
です。CMX Analytics は、さまざまな業種でビジネス上の意思決定を促進するのに役立つ、クライ
アントと顧客の移動パターンの優れた可視化を提供します。ワークスペース分析システムを CMX 
に統合してビルディングのキャパシティを管理したり、医療規制コンプライアンスのために病院で 
CMX のロケーション データを使って重要なアセットを追跡することができます。

DNA Center Assurance と CMX Analytics は、フレキシブル ラジオ アサインメント、
HyperLocation、Intelligent Capture、デバイス テレメトリなどハードウェアとソフトウェアの両方
をシスコ独自のイノベーションに依存して、ネットワークから有用なインサイトを収集します。
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DNA Center - ワイヤレス アシュアランス

Cisco DNA Center を使用して、管理者はネットワークからインサイトを得ることができます。この
ソリューションは、ネットワークをプロアクティブにモニタし、デバイス、アプリケーション、および
ユーザから情報を収集して処理します。DNAC には使いやすい可視化ダッシュ ボードが備わって
います。

ネットワーク ヘルス ダッシュボードをすばやく確認して、管理者はネットワーク内でパフォーマン
スの問題が生じている場所を確認し、最も一般的な原因を特定できます。階層型サイトマップで
は、問題を特定のサイトまたはネットワーク要素に関連付けることができます。ワイヤレスの場合、
管理者はシステムの正常性とデータ プレーンの接続性に関する概要を把握できます。

ワイヤレス アシュアランス ソリューションのもう 1 つの主要な要素は、次の図に示される Client 
360 ビューとその関連ダッシュボードです。ユーザが問題を報告している場合、Client 360 は可
視性を提供し、トラブルシューティング用に必要なクライアント情報をすぐに表示します。[クライ
アントヘルス（Client Health）] のスコアにはクライアントのワイヤレス接続品質の主要指標が示
され、タイム マシン機能では、IT 管理者は問題発生時に遡って関連 KPI を確認することができ
ます。最後に、パス トレースは、接続とパフォーマンスの問題をエンドツーエンドでトラブルシュー
ティングするためのツールです。
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ワイヤレス アシュアランスは、WLC と AP からテレメトリ データを収集し、複数のシナリオのイン
サイトを提供します。

• オンボーディング（関連付け、認証、IP アドレッシング、オンボーディング時間）
• 接続エクスペリエンス（動作がおかしいクライアント、ローミング、無線干渉、スループット 
レート）

• カバレッジとキャパシティ（RF カバレッジ、ライセンス利用状況、クライアントのキャパシ
ティ、無線利用状況、チャネルの変更）

• AP/WLC モニタリング（可用性、CPU、メモリ、AP フラッピング）
• アプリケーションとネットワーク サービス（AAA、DNS、DHCP を含む最も一般的なアプリ
ケーション）

最後に、推奨の修復方法により、ネットワーキング経験が少ない IT スタッフでも複雑なネットワー
ク問題をすばやく修正できます。DNA Center Assurance のこれらの推奨アクションには、Cisco 
TAC やシスコ エスカレーションの経験、および実際のお客様のネットワーク環境からいただいた
フィードバックをまとめて、数十年間蓄積してきたネットワークの専門知識が盛り込まれており、各
問題に対する最適なステップを判断できます。

図 Client 360
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ストリーミング テレメトリ

分析とトラブルシューティング用データの収集は常にネットワークの健全性をモニタリングする上
で常に重要な側面です。SNMP、CLI、Syslog などの既存のメカニズムは有用ですが、自動化や拡
張性を限定する制限もあります。たとえば SNMP はプル モデルに基づいています。サーバが接続
を開き、一連の値を要求すると、ネットワーク デバイスがその要求を処理し、サーバに必要な形式
でデータを返します。複数のポーリング サーバがある場合は、複数の接続を開き、並行処理する
必要があります。このプロセスが最適化されていないため、SNMP の拡張は既知の問題になって
います。また、ネットワークは要求があった場合にのみデータを送信します。つまり、イベントが発生
した場合、関連データは必要な間隔で収集されないため、欠落する可能性があります。

これらの問題やその他の制限に対処するため、シスコはスイッチ、ルーティング、およびワイヤレス
にモデル駆動型のアプローチを提供しています。ストリーミング テレメトリは、監視対象データへ
のほぼリアルタイムのアクセスを提供するプッシュ モデルを活用しています。デバイスはデータを
受信者に定期的に、またはイベントがトリガーされたときに送信します。このメカニズムによって、
複数の受信者への送信も最適化されます。デバイスはデータをローカルに複製し、複数のコレクタ
に送信する必要があります。

ストリーミング テレメトリでは、最も迅速かつ最も効率的な方法でネットワーク状態インジケータ、
ネットワーク統計、および重要なクライアント情報にアクセスできます。YANG（Yet Another Next 
Generation）でデータをモデリングすることで、テレメトリは構造化され、使いやすい形式でリモー
ト管理ステーションに送信されます。

ストリーミング テレメトリはワイヤレスの要です。ワイヤレス LAN コントローラは、DNA Center に
関連クライアントとネットワーク データを送信します。DNA Center ではデータが処理されて表示
され、ネットワークのモニタリングとトラブルシューティングに利用できます。たとえば、ユーザが接
続の問題を報告し、テレメトリ データにクライアントがオンボーディング中に認証に失敗したこと
が示されているとします。しかし、AAA サーバが応答しているため、問題はサーバ側にありません。
管理者は、Assurance に提供されているデータを使用して、ワイヤレス クライアントそれ自体は 
RF の問題が原因で応答していないことをすばやく判断できます。実際、ワイヤレス テレメトリに
は、5 GHz ではなく常に 2.4 GHz に接続しているデュアルバンド対応クライアントが示されていま
す。クライアント ロケーションからは、より優れた 5 GHz 信号は使用できず、問題の原因がすぐに
可視化されます。
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アクティブ センサー テスト

Wi-Fi が主要なネットワーク アクセス手段である場合、Wi-Fi はミッション クリティカルになり、パ
フォーマンス モニタリングのプロアクティブなアプローチが必要になります。シスコのアクティブ 
センサーは、クライアントの接続性、速度、カバレッジのスケジュールされたまたはオンデマンドの
テストを自動化して実際の Wi-Fi エクスペリエンスをシミュレートします。アクティブ センサー機
能は次のモードでサポートされます。

1 専用アクティブ センサー：専用アクティブ センサー 1800s は、デスクトップ レベルの高品質
なインサイトを提供できるスタンドアロンのコンパクトなワイヤレス デバイスで、モバイル 
デバイスの大半が検出されます。

2 アクティブ センサーとしての AP：AP は、他の AP を使って RF とサービスのテストを実行す
るクライアントとして機能できます。

Aironet アクティブ センサーはデータを収集し、Wi-Fi ネットワークの状態をプロアクティブに測
定します。Cisco DNA Center で管理されるテスト スイートには、次のような重要なネットワーク
機能をテストする機能があります。

• クライアントのオンボーディング エクスペリエンス：DNA Center は DHCP、DNS、認証サー
ビス（RADIUS）などのネットワーク オンボーディング サービスのテストと基本の 802.11 関
連付け要求のテストに使用できます。

• クライアント接続エクスペリエンス：テスト スイートを使用して、Ping、FTP 転送、HTTP、お
よび HTTPS 接続などの特定のテストを作成し、クライアントがワイヤレス ネットワークを
通じて正常に接続し、データを送信できるようにします。
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Intelligent Capture

パケット キャプチャは、ネットワーク管理者が Wi-Fi とクライアントの問題をトラブルシューティン
グおよび診断する際に役立つ非常に優れデータ セットを提供します。ただし、ほとんどのキャプ
チャ ツールでは、オンサイトの技術者がパケットを手動でキャプチャする必要があります。

Intelligent Capture は、Cisco Aironet AP と DNA Center Assurance の連携によって利用で
きる新しい革新的な機能です。この自動化されたパケット キャプチャは、スケジュールするか、エ
ラー イベントによってトリガーするか、オンデマンドで開始できます。複数の AP にまたがってキャ
プチャを実行することもできます。クライアントは複数の AP にまたがってローミングするため、ク
ライアントの接続先の各 AP のビューポイントから統合キャプチャが生成されます。DNA Center 
Assurance は、キャプチャされたデータの自動初期分析と可視化を提供できます。管理者は、アウ
トオブバンド分析用に完全なキャプチャ データを受信することもできます。

iOS Wi-Fi 分析

iOS Wi-Fi 分析では、ワイヤレス ネットワークの分析にクライアント ビューが使用されます。これ
は、Apple とシスコのコラボレーション結果の一例です。クライアントはアソシエーション時間に
ネットワークのビューを報告し、検出された AP とその信号を、クライアントのハードウェアおよび
ソフトウェアの詳細とともに示します。クライアント ビューはなぜそれほど重要なのでしょうか。RF 
の観点では、アクセス ポイントは処理用の多くのデータをすでにキャプチャし、エクスポートして
います。一方 AP は通常天井の近くにあり、フロア レベルのユーザのデバイスとは異なる RF の
ビューを持っています。AP はクライアント センサーに変換できる場合でも、天井レベルの他の AP 
に特権付きで見通し接続できます。さらに、AP は、クライアントで検出されるアンテナより高いゲイ
ンと感度の高いアンテナを持っています。

クライアント側の分析のもう 1 つの側面は、「切断理由」コードです。ユーザが接続の問題を報告
する場合、その問題はネットワークの問題であるとは限りません。電源関連またはソフトウェア関
連の理由でクライアントが切断された可能性があります。iOS Wi-Fi 分析では、iOS デバイスが切
断理由をインフラストラクチャに直接伝えるため、トラブルシューティングの時間を大幅に節約し
ます。

DNA Center Assurance は、次の図に示すように、これらのすべてのクライアントのインサイトを
収集して、それらを Client 360 のビューに表示します。
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図 クライアント ネイバー AP データによる IOS Wi-Fi 分析

MAC アドレス
IP アドレス

3 つの問題 問題の表示
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Connected Mobile Experiences（CMX）

CMX はロケーション分析のコア コンポーネントです。CMX ロケーション分析が提供するクライア
ント ロケーションと移動パターンの優れた可視性によって、さまざまな業種の企業がビジネス上
の決定をより的確に下すことができます。たとえば、CMX と統合されたワークスペース使用率は、
ワークスペース最適化のための分析を提供できます。次の図のようなビューが示されます。同様
に、病院では CMX のロケーション データを利用して、移動を追跡および可視化できます。または、
データを資産管理ソリューション（Cisco Operational Insight など）に送信して資産を追跡して
資産のロケーションと環境の状態に基づくルールを作成し、ビジネス ワークフローのサポートとア
クションのトリガーを実行できます。

図 CMX Analytics ビュー
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ロケーション

Presence と基本の Wi-Fi ロケーション

家を建てるには、適切な工具のセットが必要です。同様に、ロケーション ネットワークには、関連デ
バイスと非関連デバイスを検出するための適切なツールが必要です。ビジネス要件は、デバイス
が単に店舗内にあるのか、近くにあるのか、または特定のゾーンにあるのか把握するニーズを示
す場合があります。

Presence

Cisco CMX Presence は、「基点のセル」レベル（最も電波の強いデバイスに接続）のロケーショ
ン情報を、およそ 20 m（60 フィート）の精度で提供します。このレベルの精度では、デバイスが
構内または近辺のどこかにいることを知ることができます。以下の図で、Presence はクライアン
トがグレーの円内のどこかにいることを検出し、AP セルを表しています。Presence ロケーション
は 1 台の AP で実現でき、ロケーション マップは不要であるため、最もシンプルな形のロケーショ
ンが導入されます。Presence は、クライアントのプローブ要求から収集された受信信号強度表示
（RSSI）に依存するため、デバイスを Wi-Fi ネットワークに関連付ける必要はありません。導入の
しやすさと同時に、Presence はリピーター、通行人情報、および滞留（滞在の長さ）時間など、強力
なロケーション分析データを提供できます。ただし、Presence は、後から説明するその他のロケー
ション手法で可能な、ロケーションの方向性や精度のレベルは提供しません。
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基本の Wi-Fi ロケーション

基本の Wi-Fi ロケーションは、三点測位を使用してロケーションの明瞭度を強化します。三点測
位を機能させるには、設計に少なくとも 3 つの AP が必要ですが、ロケーション精度を上げるた
めに 4 つ以上の AP が推奨されます。基本の Wi-Fi ロケーションは Presence に基づいていま
すが、計算されたロケーションに方向性が追加されます。デバイスが接続する AP の数が多いほ
ど、収集されるサンプルの数が増え、予測精度が向上します。以下の図では、各 AP で収集された
クライアント信号が、各 AP の距離と方向性の値につながっています。4 つの値の組み合わせに
より、デバイスは表示されている共通部分にあるという結論になります。Presence と同様に、基本
の Wi-Fi ロケーションでは収集されたプローブ要求からの RSSI を使用します。基本の Wi-Fi ロ
ケーションの精度はおよそ 7 ～ 10 m（20 ～ 30 フィート）です。この機能にはマップが必要で AP 
をこれらのマップに正確に配置する必要があります。基本の Wi-Fi ロケーションによって、ロケー
ション分析データを小さいゾーンに絞り込んだり、パス分析やゾーン同士の分析も可能です。

図 Presence ロケーション「基点のセル」

Presence ロケーション
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拡張ロケーション

Fastlocate は、関連付けられたクライアントのデータ RSSI パケットに焦点を当てて、拡張ロケー
ション精度を提供します。データ RSSI に重点を置くことで、ロケーション システムにより多くの
データが提供され、ロケーション精度が 5 ～ 7 m（15 ～ 20 フィート）に向上します。基本の Wi-Fi 
ロケーションと同様に、Fastlocate では三点測位を使用し、マップ上に AP を配置する必要もあり
ます。収集された追加データは WLC Fastpath を使用します。これにより、すばやいパケット処理
とロケーションの迅速な解決が可能になります。拡張ロケーション精度ではさらに小さいサブゾー
ンを作成できるため、分析の精度が向上します。

図 デバイスの三点測量

基本のロケーション 基本のロケーション

基本のロケーション基本のロケーション
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Hyperlocation

最高レベルの Wi-Fi ロケーション精度が必要な場合、シスコの最も高度なツールを利用できま
す。ビジネス要件により、店舗内の特定の通路の位置など、サブゾーン内のマイクロゾーンにいた
るまで、非常に正確なロケーションの忠実性が求められることがあります。

Cisco Hyperlocation は市場で唯一の Wi-Fi ベースの到着角度（AoA）ソリューションで、1 ～ 3 m
（3 ～ 10 フィート）以内のロケーション精度を提供できます。このソリューションには、特別に構築
された業界をリードするアンテナ テクノロジーが搭載されています。Hyperlocation は 360 度の
アンテナ アレイ システムを使用し、クライアント信号の AoA を判断してデバイスを検出します。
複数の AP がハイパーロケーション グループで連携して、その詳細な AoA データを CMX に送
信し、高精度のロケーション結果が作成されます。Fastlocate と同様に、Hyperlocation はデータ 
RSSI パケット、WLC Fastpath を使用して、最高のロケーション忠実性を提供し、その結果非常に
細かな分析インサイトが得られます。Hyperlocation を使用すると、次の図に示すように、管理者
は通路だけでなく、ターゲットがいる通路内の場所も特定できます。
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Operational Insights

Cisco Aironet ワイヤレス ポートフォリオに統合されている Operational Insights は、エンター
プライズ資産、Internet of Things（IoT）センサー、アラート システム、運用ワークフローをモニタ、
管理、最適化するための包括的なリソースを提供するクラウド ソリューションです。テクノロジーに
依存しないアプローチを使用するこのソリューションは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy（BLE）、
RFID、環境センサーなど、幅広いタグとセンサーを使用して、運用ワークフローを継続的に統合、
モニタ、および管理できます。管理者は、クラウドベースのインターフェイスを使用して、各資産の
プロファイル、カテゴリ、および所有権を定義し、ワークフロー、および資産とセンサーの予測運用
範囲を定義するビジネス ルールを確立できます。

図 Hyperlocation
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Operational Insights は、温度や湿度などのテレメトリ データを含む、資産に接続されたセン
サーからのデータを継続的にモニタします。いずれかの測定値がワークフロー、ポリシー、および
ビジネス ルールで確立された規範から逸脱すると、ソリューションはすぐに措置を実施します。
アラートを送信し、ビジネス ワークフローやルールにより事前に定義された自動アクションをトリ
ガーできます。このソリューションには、次の図のような使いやすいダッシュボードが用意されてい
ます。

たとえば、医療で、冷蔵庫に命にかかわる薬が保管されています。温度/湿度センサーを使用し
て、Cisco Operational Insights は環境の変化を確認できます。コンプライアンスや監査要件を
満たすために、Operational Insights は、すべての重要資産の位置とともに、温度や湿度の履歴
レポートも提供できます。

図 Operation Insights ダッシュボード
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はじめに

この数年の間に、Wi-Fi はネットワーク アクセスの主要モードとなりました。これは特にスマート 
ホーム テクノロジーが急速に普及している消費者市場において顕著で、ストリーミング メディアと 
IoT デバイスによって、自宅のデバイス数が増大しています。ネットワークへの接続を目的としたデ
バイスを購入するのは非常に一般的ですが、そのデバイスを Wi-Fi インターフェイス以外で接続
する方法はありません。企業でも、これらのデバイスは普及し、柔軟なワークスペースとユビキタス 
モビリティのニーズにより Wi-Fi の大規模な導入が促進されています。Bring Your Own Device
（BYOD）と IoT 市場の急速な拡大によって、高密度、効率性、およびセキュリティの要件が追加さ
れました。

出現してから 20 年に満たない 802.11 は、40 の修正と拡張が行われ、4000 ページにわたる標準
規格となっています。より困難な問題の解決策を常に求めながら、Wi-Fi は絶えず進化を続け、新
しい機能の追加、新しい使用例のサポート、パフォーマンスの強化によって、より多くのユーザ、デ
バイス、アプリケーション、およびネットワーク リソースに対する需要をサポートしています。毎年 
1000 を超える特許を取得し、数百もの新機能をワイヤレス ソリューションに実装することで、シス
コはその速い進化に容易に追いついています。

Wi-Fi の未来に影響するいくつかのイノベーションと傾向があります。スペクトラムの使用効率が
改善された 802.11ax は、もう 1 つの重要な傾向である、IoT デバイスの急増に対応します。セキュ
リティ面では、脆弱な古い実装で新たな攻撃が引き続き出現する可能性があるため、WPA2 の代
わりとなる新しいバージョン WPA3 が、長期にわたりフロントランナーとなりそうです。構造やロ
ジックの大きな変化に伴い、5G もネットワークの実行方法に影響を及ぼす可能性があります。こ
れらについて、シスコは、各イノベーションをシスコのお客様にお届けするために、新しい製品と機
能の開発に積極的に取り組んでいます。
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WPA3

セキュリティはあらゆるネットワークの懸念事項ですが、通信メディアが共有され、フレームがクラ
イアントと AP の直接リンクを超えて検出される可能性があるため、Wi-Fi においてはさらに重要
な要素であるといえます。Wi-Fi セキュリティの現在の標準規格である WPA2 は元の WPA 実装
内のいくつかのギャップを埋めるために作成され、認証と暗号化両方のフレームワークを提供し
てきました。数年にわたり、WPA2 には、保護された管理フレーム、高速 BSS 移行、強化された暗
号化アルゴリズムの内部での利用などの機能拡張が何回か行われてきました。しかし、2017 年 10 
月に公開された「KRACK attack」ブログでは、Wi-Fi セキュリティにスポットライトを当て、産業に
おける新世代の認証および暗号化メカニズムへの移行ニーズが浮彫りにされました。これにより、
既存の WPA2 機能の拡張ニーズが前倒しされ、WPA3 と呼ばれる次のバージョンが作成されま
した。WPA3 には 4 つの異なるコンテキストに対応する 4 つの機能、WPA3-Personal、WPA3-
Enterprise、オープン ネットワーク、および IoT セキュア オンボーディングがあります。

WPA3-Personal

WPA-Personal では、事前共有キー（PSK）と呼ばれるパスワードを使用します。攻撃者は、WPA2 
の有効な初期「ハンドシェイク」を傍受し、ブルート フォースを使って PSK を推測しようとします。
PSK により、攻撃者はネットワークに接続することができますが、通ったキャプチャ済みトラフィッ
クを復号化することもできます。このような攻撃が成功する確率は、パスワードの複雑さによって異
なります。辞書の単語またはその他の単純なパスワードは脆弱です。

WPA3-Personal では、IEEE 802.11-2016 標準で定義されている Simultaneous Authentication 
of Equals（SAE）を利用しています。SAE により、ユーザのエクスペリエンスは変わりません（パス
ワードを作成して WPA3-Personal で使用します）。ただし、WPA3 には、ブルート フォース攻撃を
無効にするための、「ハンドシェイク」に対するステップが追加されています。パスフレーズが公開
されることはないため、攻撃者がブルート フォース辞書攻撃によってパスフレーズを見つけること
は不可能です。また、WPA3 では、認証解除攻撃と関連付け解除攻撃に対する保護レイヤを追加
する保護管理フレーム（PMF）を追加することが義務付けられているため、管理フレームの堅牢性
が強化されます。
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WPA3-Enterprise

エンタープライズ Wi-Fi では通常 802.1X/EAP を通じて個々のユーザ認証を使用します。このよ
うなネットワーク内では、PMF も WPA3 で必須です。WPA3 には、192 ビットの暗号化セキュリティ 
スイートも導入されています。このレベルのセキュリティでは一貫性のある暗号化が提供され、
802.11 標準で定義されている「セキュリティ プロトコルの混在と一致」が除外されます。このセキュ
リティ スイートは、Commercial National Security Algorithm（CNSA）スイートの推奨事項に従
い、通常は政府、防衛、金融および工業分野の高セキュリティ Wi-Fi ネットワークで利用されます。

オープン ネットワーク
公共スペースでは、Wi-Fi ネットワークが保護されていないことがよくあります（暗号化や認証を
使用していない、または簡易な Web ベースのオンボーディング ページ）。その結果、Wi-Fi トラ
フィックはどの傍受者にも丸見えになります。WPA3 オープン ネットワークへのアップグレードに
は、パブリック Wi-Fi Opportunistic Wireless Encryption（OWE）用の追加メカニズムが含まれ
ています。このメカニズムにより、エンド ユーザのオンボーディング エクスペリエンスは変わりま
せんが、Wi-Fi ネットワークがオープンの場合でも、Wi-Fi 通信は自動的に暗号化されます。

IoT セキュア オンボーディング：デバイス プロビジョニング プロトコル（DPP）

DPP は、Internet of Things（IoT）をプロビジョニングするための注目すべき開発で、このような
デバイスのオンボーディングを容易にします。DPP では、アウトオブバンド接続を使って IoT デバ
イスを SSID 名と安全なクレデンシャルでプロビジョニングできます。これはクイック レスポンス
（QR）コードに基づいており、将来の Bluetooth、近距離無線通信（NFC）またはその他の接続で
使用されます。

WPA3 の導入準備状況

WPA3 は WPA2 と下位互換性があり、WPA3 デバイスで WPA2 を実行できます。ただし、ベン
ダーが WPA3 専用モードに完全に移行するまでに数年要することが予測されるため、WPA2 の
伝送機能が近い将来まで使用される可能性があります。シスコは WPA3 の開発に協力していま
す。この移行が開始されたら、シスコでも WLC や AP で WPA3 のサポートを開始し、初期利用者
はこのセキュリティの追加レベルを利用できるようになります。
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802.11ax

802.11ac により接続速度が大幅に速くなり、理論上のレートは 7 Gbps 近くまで達します。しかし、
速度だけが関心事項ではありません。Wi-Fi はほとんどのネットワークにおいて事実上のアクセス 
メカニズムとなっており、密度の問題が重要になってきています。各ユーザのデバイス数が増え、
各デバイスで消費する通信時間と帯域幅が増えてきています。IoT では、名目上関連付けられて
いるユーザがいない場合でも、新しいデバイスがネットワークに大量に入り込みます。隣接 Wi-Fi 
ネットワークを使用しないロケーションはめずらしくなってきています。速度の提供は重要ですが、
特に Wi-Fi はビジネスに欠かせなくなっているため、増加の一途をたどるデバイスとネットワーク
密度の管理も主要な懸念事項として拡大しています。ほとんどの環境では、Wi-Fi 接続の喪失や 
Wi-Fi パフォーマンスの低下は収益に大きく影響します。

2013 年に 802.11ac が認可に向けて準備している最中に、IEEE 802.11 ワーキング グループがこ
のパフォーマンスと密度の問題に着手しました。この結果、802.11ax 標準が作成され、その機能拡
張により、Wi-Fi デバイスで多数の AP やクライアントとより効率的なデータ交換が可能になりま
した。

802.11ax の機能

MIMO でマルチユーザおよびアップストリームが実現

802.11ac には、Multi-User Multiple Inputs and Outputs（MU-MIMO）と呼ばれる機能が利
用できる、複数の同時無線通信チェーンのメリットが生かされています。このモードでは、単一の
アクセス ポイントから異なるメッセージを異なるクライアントに同時に送信できるので、無線のダ
ウンストリーム スループット全体が向上します。このモデルは、デバイスが主にサーバに接続して
データを取得する（Web ページを開く、ビデオを観るなど）場合に最適でした。しかし、クラウド ア
プリケーションやストレージの進化に伴い、Wi-Fi デバイスはデータの送信に多くの時間を費や
す傾向にあります。この状況では、シンプルなダウンストリームの MU-MIMO では不十分です。た
だし、Wi-Fi ネットワークは半二重であり、2 台のデバイスが同じチャネルで同時に通信すると衝
突します。802.11ax は、高度な調整機能によりこの問題を解決し、Uplink MU-MIMO（UL-MU-
MIMO）を実現しています。このモードでは、複数のクライアントが同じ AP に同時にトラフィック
を送信できます。また MU-MIMO により、AP は一度に複数のクライアントに応答することもでき
ます。
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Wi-Fi に導入された直交周波数分割多元接続（OFDMA）

802.11ax では、Wi-Fi に直交周波数分割多元接続（OFDMA）も導入されています。この手法によ
り、各クライアントには、チャネル全体における時間と周波数の小さなセグメントを割り当てること
できます。これにより、各クライアントはチャネルのセグメントを利用できます。このメカニズムは、
完全なチャネルを占有するために十分なデータを送信する必要のない IoT デバイスやその他の
クライアントで有用です。チャネルのサブセットを割り当てることによって、以下の図に示すように、
AP ではより多くのクライアントが衝突することなく同時に通信できます。

図 802.11ax のスケジュールされた MAC

スケジュールされた MAC は効率性と高い
確定性度合いを提供

送信機会ごとに複数の STA パケット（TXOP）

時間

サブキャリア

周波数
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Wi-Fi セルの色分け

AP 密度の高い環境では、複数の AP が無線ネイバーになります。この状況で、Cisco RRM は、各 
AP のチャネルと電力を最適化して、最適な連続するカバレッジを提供します。ただし、特定の AP 
密度を超えると、使用可能なチャネル数により、いくつかの隣接する AP が同じチャネル上に存在
することになります。AP に近いクライアントは気づかない可能性がありますが、同じチャネル上の 
2 つのセル間のエッジにあるクライアントは隣接するセルのトラフィックに悩まされることになり
ます。

このシナリオが生じるのは間違いないため、802.11ax には色分けの概念が導入されています。こ
のメカニズムでは、クライアントはそのチャネルの Wi-Fi 干渉を報告することができ、以下の図に
示すように、クライアントに関連付けられた AP はそのセル（AP またはそのクライアントによって
送信された各フレームに追加される値）に「色」を設定できます。エッジのクライアントは適切な色
のフレームを検出すると、このフレームはローカル セル トラフィックの一部であると見なします。
色の値が異なる場合、クライアントはフレームをノイズと見なし、そのノイズに対する感度を下げ
ます。これにより、隣接セルのトラフィックに悩まされることなく、そのセル メンバーと通信を続ける
ことができます。
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図 802.11ax AP 密度の効率化

高い AP の密度効率性を色分けで
容易にする
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IoT が Wi-Fi に参入
802.11ax には、IoT デバイスにメリットを与える多くの機能が導入されています（802.11ax の
現在のバージョンのドラフトには 700 ページ近くが含まれます）。たとえば、ターゲット起動時間
（TWT）では、AP はクライアントに対してスリープ時間を長くするように指示でき、セル内に多数
のオブジェクトが存在する場合は衝突を制限し、低速トランスミッタでバッテリ電力を節約できま
す。理論上、IoT オブジェクトは一度に最大 5 年間のスリープを要求できます。

802.11ax 信号伝送構造も、伝送中に必要なエネルギーを抑える狭いサブチャネル（トーン）を使
用して、IoT 向けに最適化されます。同時に、プリアンブルとシンボルは長くなり、屋外や反射環境
でより堅牢な伝送が実現されます。

802.11ax の準備状況

802.11ax の修正はまだ完了していませんが、2019 年の下半期の完成を目指しています。その間、
ベンダー組織は、プロトコルの初期バージョンの実装に向けた話し合いを始めています。
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Internet of Things（IoT）

IoT は新しいものではありません。実際、IoT は複数の業種で 10 年以上実装されており、
802.15.4、LoRa などのプロトコルを利用しています。Wi-Fi デバイスが急増しているにも関わら
ず、IoT Wi-Fi オブジェクトがほとんど作成されていないのは驚きです。実際、Wi-Fi については長
い間 IoT 向けではないと評価されてきました。この評価は大げさかもしれません。IoT は非常に多
様なオブジェクトと使用例を対象にしている言葉です。しかし、従来の Wi-Fi は、バッテリ駆動の 
IoT には適していない可能性のあるクライアントの接続を前提としています。たとえば、クライアン
トはトラフィックを定期的に送信して接続を維持する必要があり、大規模なチャネル（20 MHz 以
上）経由で通信しなければなりません。

IoT が速いペースで成長を続ける中、Wi-Fi 業界は、Wi-Fi を IoT 向けにするための取り組みを
開始しました。2010 年に、IEEE 802.11 は、主に屋外での IoT 使用例のワークキング グループを
作成しました。その結果、802.11ah 標準が 2017 年に公開され、IoT 専用の複数の機能が新しい帯
域（1 GHz 未満）に取り込まれました。802.11ah は体制を整え、下位互換性が欠如しても問題が生
じない帯域に IoT 効率の高いメカニズムを適用することを選びました。

しかし、ほとんどの屋内 Wi-Fi ネットワークは、2.4 GHz および 5 GHz のアクセス ポイントに基づ
いて構築されています。これらのネットワーク要件を解決するために、802.11ba グループが 2016 
年に作成されました。この標準は 2020 年に公開される予定で、WakeOnLAN メカニズムと基本
的には同様の、低電力ステーション向けのウェイクアップ メカニズムを実現します。ウェイクアップ
無線（WUR）を使用すると、IoT オブジェクトは、送信の必要がない場合、無制限にスリープ状態を
維持でき、超低電力モードに切り替わります。その後、AP にこのデバイスのトラフィックがある場合
（またはそのステータスについてチェックする必要がある場合）、ウェイクアップ メッセージによっ
てオブジェクトの無線をアクティブにできます。

WUR は近い将来には実現しませんが、もう 1 つの 802.11 修正は、802.11ax として完成間近です。
802.11ax は効率化と最適化の考えに基づいて設計されています。1 つのセル内に数百の IoT オブ
ジェクトが含まれる可能性がある 802.11ax は、その計画に IoT を含めることを優先しました。
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802.11ax の IoT 機能

ターゲット起動時間

WUR ではクライアントをスリープ状態にできます。ただし、スリープは課題の一部分にすぎませ
ん。1 つのセル内に数百台のデバイスがある場合、それらすべてが同時にウェイクアップしたらどう
なるでしょうか。802.11ax は、ターゲット起動時間でこの問題を解決します。このメカニズムにより、
AP は低電力のクライアントに対し、目標の時間にウェイクアップするよう指示できます。このように
して、AP はウェイクアップ時間を分散させ、特定の時間に起動している（恐らく送信している）デバ
イスの数を制限できます。デバイスのスリープ状態は長くなり、ウェイクアップ時には、起動が許可
される他のデバイスの数が制限されるため、衝突のリスクが限定されます。

狭帯域信号

従来の Wi-Fi では、チャネルは 20 MHz 幅です。スループットの向上を目標とする Wi-Fi の進化
によって、チャネル幅は、40、80、および 160 MHz チャネルに拡大されました。ただし、低電力デバ
イスの場合は、20 MHz 幅でも難しいことがあります。数バイトのデータを送信するだけの IoT オ
ブジェクトにとって、20 MHz 幅の信号の生成はエネルギーを消費します。

このエネルギー消費を減らすために、802.11ax では、幅の狭いサブチャネル（またはトーンで、
802.11ac 以前の 312.5 KHz に対して 78.125 KHz）、および OFDMA（ステーションでチャネルと送
信時間スロットのサブセットのみを使用可能）を含む、いくつかのメカニズムが利用できます。これ
ら 2 つのメカニズムを組み合わせることで、低電力オブジェクトで送信に使用するエネルギーが
削減されます。これらの機能のみで、バッテリ寿命が 3 倍になると予測されています。その他にも、
選択できるサブチャネルが増えるというメリットがあります。OFDMA と組み合わせると、同時に送
信できるデバイスの数を増やす（802.11ac と比べて最大 4 倍）こともできます。
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干渉抵抗

屋外環境では、信号が遠くにあるオブジェクトを越えてバウンスするため、屋内環境よりも大幅に
遅く信号の対象受信者に影響を与える可能性があります。Wi-Fi にはこれらのエコーを構成する
サイレンス期間が組み込まれていますが、これらのサイレンスは屋内環境を念頭に設計されてい
ます。802.11ax には、次の図に示すように、屋外と非常に反射的な環境の両方で、低電力オブジェ
クトの信号を堅牢にするための次の 3 つのメカニズムが導入されています。

1 長いプリアンブルとガード インターバル：各フレームの先頭にあるプリアンブルは、着信
フレームを通知します。プリアンブルの時間を長くすることで、802.11ax では受信側に与
える時間を増やし、非常にノイズの多い環境でも着信メッセージを検出できるようにしま
す。また、シンボル（信号の有用な部分）間にもサイレンスが存在します。このサイレンスに
より、ノイズの多い環境や屋外環境に対する抵抗力が強化されます。

2 長いシンボル：シンボルには、電磁波で変調される 0 と 1 が含まれます。シンボルを長く
することは、通話を遅くすることと同じです。距離が離れている、またはノイズの多い環境
において、メッセージが理解しやすくなります。

3 Dual Sub-Carrier Modulation（DCM）：OFDMA によって、クライアントはチャネルの
サブセットで送信できるため、クライアントは送信に使うエネルギーを削減できます。た
だし、この節約は送信が干渉により失敗すると無駄になります。このリスクを抑えるため、
802.11ax では、クライアントは遠く離れている 2 つの狭いチャネルで同じメッセージを送
信できます。エネルギー消費は 1 つのメッセージとほぼ同じですが、最初のメッセージが
干渉により破損した場合、2 つ目のコピーを正しく受信できる可能性があります。
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IoT 向け 802.11ax の準備状況

シスコはこれまで 802.11ax の開発に大きく貢献しており、今後も取り組んでいきます。主要なチッ
プセットおよびエンドデバイスのベンダーとともに集中的な互換性テストと最適化を行って、シ
スコは Wi-Fi が IoT に完全に対応することを確認しました。複数の業種で 802.11ax と大量の  
Wi-Fi ベース IoT デバイスが初めて実装されるようになり、シスコのネットワークはすべてのクラ
イアントに最適なパフォーマンスを提供する体制を整えています。低電力デバイスの最適なバッ
テリ効率と他のデバイスの高いパフォーマンスを同時に同じセルで実現します。

図 loT 向けの 802.11ax

1 つの STA パケット

Dual Sub-Carrier 
Modulation（DCM）

OFDMA、
2 MHz RY、372 kbps

時間

周波数

サブキャリア
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5G

5G はしばしばセルラー通信の次の革命と言われますが、この評判は確かであると言えます。実
際、5G は 4G や前のセルラー プロトコルとは大きく異なります。以前の 3GPP の取り組みでは、
セルラー接続の無線側に焦点を当て、より多くの帯域幅を提供し、管理のしやすさを実現しまし
た。一方、5G もネットワーク アーキテクチャに焦点を当て、オーケストレーション、ポリシー、ネッ
トワーク スライス（仮想ネットワーク）の概念を導入および定義しています。無線部分も忘れてい
るわけではありませんが、テクノロジーよりもパフォーマンスが重視されています。無線ネットワー
クは、高いスループットと超低遅延を必要とする拡張現実/仮想現実（AR/VR）などのアプリケー
ションを適切に動かすために、高速かつ効率的でなければなりません。

5G アクセス技術としての Wi-Fi（802.11ax）

この状況において、効率の良い 802.11ax ネットワークは、次の図に示すようにパフォーマンスを念
頭に置いて設定されている場合、5G 無線アクセス技術（RAT）と見なすことができます。シスコは
長期にわたって Wi-Fi の効率化に集中的に取り組んでおり、無線リソース管理に主要なイノベー
ションを提供して、各セルに最適なチャネル、および高密度環境で最適なパフォーマンスを実現す
る High-Density Experience（HDX）などの機能を提供しています。この取り組みは現在も続い
ており、シスコの 802.11ax ネットワークが真の 5G 品質無線アクセス技術として認められるようシ
スコは取り組んでいきます。
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エンタープライズ ネットワークを越えて：スライスとポリシー

パフォーマンスは無線に留まりません。効率的なネットワークでは、トラフィックのセグメント化だ
けでなく、トラフィックの優先順位付けおよび差別化されたサービスも提供する必要があります。
SGT/Trustsec、SD-Access、DNA Center QoS ポリシーなどのソリューションにより、シスコの
ネットワークは、要求の厳しい AR/VR アプリケーションであっても、最適なエクスペリエンスを実
現するために必要な「無線リンクを越える」パフォーマンスをすでに提供することができます。

5G の世界では、トラフィックはセルラー ネットワークからエンタープライズ ネットワークへ、そ
して逆方向にシームレスに流れます。この通信は、セルラーの世界で有効なポリシーをエンター
プライズ ポリシーに変換する、あるいはその逆の変換が必要であることを意味します。シスコは
複数の外部パートナーおよび内部パートナーと連携し、ユーザがセルラー間通信、非ライセンス 
Wi-Fi ネットワーク、その両方の組み合わせ（セルラーから Wi-Fi またはその逆）のいずれを使用
していても、同じ高品質のエクスペリエンスが確保される変換メカニズムを作成しています。

図 Wi-Fi（802.11ax）での 5G 使用例
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5G のスケジュール

5G 仕様の無線部分は、2018 年末までに完了する予定です。5G のエンドツーエンド アーキテク
チャ部分は、それよりも遅れて 2019 年中になる可能性があります。シスコのネットワークは準備万
端です。
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シスコ ワイヤレス ポートフォリオ

シスコ Wi-Fi ポートフォリオには、機能と規模に基づいて複数の導入シナリオと使用例に対応す
る幅広いオプションが用意されています。ポートフォリオは以下の構成となっています。

1 アクセス ポイント（屋内、屋外およびアクティブ センサー）

2 無線 LAN コントローラ（ハードウェアと仮想化）
3 ネットワーク管理、セキュリティ、および位置情報提供サービスのソリューション コンポー
ネント 

Cisco Aironet ワイヤレス アクセス ポイント

屋内用アクセス ポイント
Cisco Aironet 802.11ac Wave 2 アクセス ポイントは、最新の Wi-Fi 標準テクノロジーをサポー
トしています。シスコでは、幅広い導入ニーズとシナリオに対応するアクセス ポイントの包括的な
ポートフォリオを提供しています。次の図は、屋内用アクセス ポイントのポートフォリオの概要を示
しています。
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Cisco Aironet アクセス ポイントの詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/
products/wireless/access-points/index.html を参照してください。

図 現在の Cisco Aironet 屋内アクセス ポイント ポートフォリオ

良好：エンタープライズ クラス

中小規模の環境に最適

1815 シリーズ

1830/1850 シリーズ

2800 シリーズ 3800 シリーズ

4800 シリーズ

ミッション クリティカル 高密度

非常に良い 最高
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- 5 Gbps パフォーマンス
- 2.4 および 5 GHz または
   デュアル 5 GHz
- 2 GE ポート アップリンクまたは 
   1 GE +1 マルチギガビット（5G）
- Cisco CleanAir および ClientLink
- 内蔵アンテナ
- USB 2.0
- 一体型 BLE

- 3x3:2 SS 80 MHz/4x4:3
   SS 80 MHz
- 867 Mbps または 1.7Gbps 
   パフォーマンス
- 1 または 2 GE ポート 
   アップリンク
- 内部または外部アンテナ（1850）
- Tx ビームフォーミング
- USB 2.0

- 4x4:3 SS 160 MHz
- 5 Gbps パフォーマンス
- 2.4 および 5 GHz または
   デュアル 5 GHz
- 2 GE ポート アップリンクまたは
   1 GE + 1 マルチギガビット（5G）
- Cisco CleanAir および 
   ClientLink StadiumVisionTM

- 内部または外部アンテナ
   スマート アンテナ コネクタ
- USB 2.0
- 投資保護向けのモジュール型

- 4x4:3 SS 160 MHz
- 5 Gbps パフォーマンス
- 2.4 および 5 GHz または
   デュアル 5 GHz
- 2 GE ポート アップリンク
- Cisco CleanAir® および 
   ClientLink
- 内部または外部アンテナ
- スマート アンテナ コネクタ
- USB 2.0

屋内/ハイパワー屋内ウォール 
プレート/テレワーカー
- 2x2:2 SS 80 MHz
- 867 Mbps のパフォーマンス
- Tx ビームフォーミング
- 一体型 BLE*
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   （dBm）**
- 3 GE ローカル ポート
   （PoE-Out 1 ポートを含む）***
- 802.1X 対応ローカル ポート***
- USB 2.0***

* 将来対応予定
** ハイパワーのみに対応
*** ウォール プレートとテレワーカーのみに対応
**** テレワーカーのみに対応

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/access-points/index.html


図 現在の Cisco Aironet 屋外用アクセスポイント ポートフォリオ

- 802.11ac Wave 1
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- 外部アンテナ モデル（EAC）
- ケーブルの最新モデル（IC/EC）
- SFP/GPS
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- 内部または外部アンテナ モデル
   （I/E）
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- CleanAir および ClientLink
- Centralized、FlexConnect、
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- 超ロープロファイル
- 内部アンテナのみ PoE（802.3af）
   パワー
- Centralized、FlexConnect、
   Mesh、および Mobility Express
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屋外用アクセス ポイント

シスコの屋外用アクセス ポイントでは、Wi-Fi 接続を建物の外、および天候や温度条件に対する
高い耐久性が無線機器に求められる厳しい危険な場所にも拡張できます。

Cisco Aironet アクセス ポイントの詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/
products/wireless/access-points/index.html を参照してください。

次の図は、シスコの屋内用 AP ポートフォリオとその比較を示しています。

Aironet アクティブ センサー

屋内および屋外用アクセス ポイントに加え、シスコでは、Wi-Fi ネットワークをテストしてインサイ
トを提供するクライアントとして使用できるデバイスを導入しています。Cisco Aironet 1800 はア
クティブな 802.11 a/b/g/n/ac（Wave 2）センサーで、Cisco DNA Center と組み合わせると、ワ
イヤレス ネットワークのパフォーマンスをモニタ、測定、およびトラブルシューティングできます。

センサーの AC 電源モジュール バージョンの詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_
jp/products/collateral/wireless/aironet-active-sensor/nb-09-air-act-sen-data-sheet-
cte-ja.html を参照してください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/wireless/aironet-active-sensor/nb-09-air-act-sen-data-sheet-cte-ja.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/wireless/aironet-active-sensor/nb-09-air-act-sen-data-sheet-cte-ja.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/wireless/aironet-active-sensor/nb-09-air-act-sen-data-sheet-cte-ja.html
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シスコ ワイヤレス LAN コントローラ ポートフォリオ

シスコ ワイヤレス LAN コントローラは、業界で最高性能を誇るコントローラ ソリューションを提
供します。これらのコントローラは、独自のネットワーク セキュリティとすべてのワイヤレス クライ
アントに対応する最適化を提供します。シスコでは、さまざまな規模、フォーム ファクタ、およびパ
フォーマンス要件に対応する包括的な範囲のコントローラを提供しています。

シスコ  ワイヤレス  L A N  コントローラの完全なポートフォリオの詳細については、 
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/wireless-lan-controller/index.html 
を参照してください。

図 ワイヤレス LAN コントローラ ポートフォリオ：

SD-Access ワイヤレス対応

ブランチ オフィスへの導入 キャンパスへの導入

最大 100 AP 最大 200 AP 最大 300 AP 最大 6000 AP

* DNA/SDA は非サポート

Cisco vWLC*
3000 台の AP
32,000 クライアント
FlexConnect モード

Cisco 8540
6000 台の AP
64,000 クライアント、
40 Gbps

Cisco 5520
1500 台の AP
20,000 クライアント、20 Gbps

Cisco 3504
150 台の AP
3000 クライアント、4 Gbps

Mobility Express
100 台の AP
2000 クライアント

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/wireless-lan-controller/index.html
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ソリューションのコンポーネント

AP およびワイヤレス LAN コントローラのほか、完全なエンドツーエンドのセキュアなワイヤレス 
ソリューションの構築に使用されるコンポーネントには、次の要素が含まれます。

• Cisco DNA Center はシスコのインテントベース ネットワーク アーキテクチャのハブで、AI 
と機械学習を使用して、ネットワークとそのハードウェアをプロビジョニングする際にネット
ワーク管理者が通常行っている作業の多くを自動化します。https://www.cisco.com/c/
ja_jp/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html を参照してくだ
さい。

• Cisco Identity Services Engine（ISE）は、社内ネットワークへの有線、ワイヤレスおよび 
VPN 接続におけるアクセスを制御し、ユーザやデバイスの詳細で DNS Center を強化して
より実用的なインテリジェンスを提供するセキュリティ ソリューションです。https://www.
cisco.com/c/ja_jp/products/security/identity-services-engine/index.html を参照
してください。

• Cisco Stealthwatch Enterprise は、フロー レコードを収集および分析し、機械学習を使
用して新たな脆弱性や変化が見られる脆弱性に適応できます。また、Cisco DNA Center 
ネットワーク管理ソフトウェアに統合して、ネットワークのトラフィック パフォーマンスと
セキュリティを最適化します。https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/
stealthwatch/index.html を参照してください。

• Cisco Connected Mobile Experiences（CMX）は、シスコのワイヤレス インフラストラク
チャからクライアント ロケーションを使用して、Operational Insights、aWIPS、職場分析な
どの分析および関連サービスを生成するソフトウェア ソリューションです。https://www.
cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/
index.html を参照してください。

• Cisco Umbrella WLAN は、接続が確立される前にマルウェア、ボットネット、およびフィッ
シングを阻止し、脅威を初期の段階で抑えるクラウド セキュリティ テクノロジーです。 
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/umbrella-wireless-lan.html を
参照してください。

• Cisco Prime Infrastructure は、有線およびワイヤレスにおけるライフサイクル管理、お
よびアプリケーションの可視性と制御を提供します。また、ポリシーのモニタリングとトラブ
ルシューティングおよびモビリティ デバイスのロケーションベースのトラッキングも提供し
ています。https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/
prime-infrastructure/index.html を参照してください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/identity-services-engine/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/umbrella-wireless-lan.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html
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略語

AAA：Authentication, Authorization, and Accounting（認証、許可、アカウンティング）

AC：Access Categories（アクセス カテゴリ）

ACK：Acknowledgement（確認応答）

ACL：Access Control List（アクセス コントロール リスト）

ACM：Access Control Mandatory（強制アクセス制御）

AD：Active Directory（アクティブディレクトリ）

ADDTS：Add Traffic Stream（トラフィック ストリームの追加）

ADP：Aironet Developer Platform（Aironet 開発者プラットフォーム）

AF：Assured Forwarding（確認転送）

AoA：Angle of Arrival（到着角度）

AP：Access Points（アクセス ポイント）

AR：Augmented Reality（拡張現実）

ATF：Air Time Fairness（エアタイム フェアネス）

AVC：Application Visibility and Control（アプリケーションの可視性と制御）

aWIPS：adaptive Wireless Intrusion Prevention System（適応型ワイヤレス侵入防御システム）

BLE：Bluetooth Low Energy 

BSS：Basic Service Set（基本サービスセット） 
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BYOD：Bring Your Own Device（個人所有デバイスの持ち込み）

CA：Certificate Authority（認証局）

CAC：Call Admission Control（コール アドミッション制御）

CAPWAP：Control and Provisioning of Wireless Access Points（無線アクセス ポイントの設
定の制御およびプロビジョニング）

CBRS：Citizens Broadband Radio Service（市民ブロードバンド無線サービス）

CC：Common Criteria（コモン クライテリア）

CHDM：Coverage Hole Detection and Mitigation（カバレッジ ホールの検出および軽減）

CMX：Connected Mobile Experience

CNSA：Commercial National Security Algorithm

CPU：Central Processing Unit（中央処理装置）

CSDL：Cisco Secure Development Lifecycle（シスコ セキュアな開発ライフサイクル）

CSFC：Commercial Solutions For Classified

CWA：Central Web Authentication（中央 Web 認証）

DBS：Dynamic Bandwidth Selection（動的帯域幅選択）

DCM：Dual Sub-Carrier Modulation

DFS：Dynamic Frequency Selection（動的周波数選択）

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol（ダイナミック ホスト コンフィギュレーション  
プロトコル）

DMZ：Demilitarized Zone（緩衝地帯） 
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DNA：Digital Network Architecture（デジタル ネットワーク アーキテクチャ） 

DNS：Domain Name System（ドメイン ネーム システム）

DoD：Department of Defence（国防総省）

DoS：Denial of Service（サービス拒否）

DPI：Deep Packet Inspection（ディープ パケット インスペクション）

DPP：Device Provisioning Protocol（デバイスのプロトコルのプロビジョニング）

DRE：Dual Radiating Element（デュアル放射素子）

DSCP：Directed Service Code Point

DTLS：Datagram Transport Layer Security

EAP：Extensible Authentication Protocol

EAP-PEAP：Protected Extensible Authentication Protocol

EAP-TLS：Transport Layer Security

ED-RRM：Event Driven Radio Resource Management

EF：Expedited Forwarding（緊急転送）

ELM：Enhanced Local Mode（拡張ローカル モード）

ESL：Electronic Shelf Labeling

ETA：Encrypted Threat Analytics

FAST：Flexible Authentication via Secure Tunneling

FIPS：Federal Information Processing Standards（連邦情報処理標準） 
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FlexDFS：Flexible Dynamic Frequency Selection（柔軟な動的周波数選択） 

FRA：Flexible Radio Assignment（フレキシブル ラジオ アサインメント）

Gbps：Gigabits per second（ギガビット/秒）

GHz：Gigahertz（ギガ ヘルツ）

HA：High Availability（高可用性）

HDK：Hardware Development Kit（ハードウェア開発キット）

HDX：High Density Experience

HTTP：HyperText Transport Protocol（ハイパーテキスト転送プロトコル）

HVAC：Heating Ventilation and Air Conditioning（冷暖房空調設備）

IBN：Intent-Based Networks（インテントベースのネットワーク）

IBNS：Identity-Based Networking Services

IDS：Intrusion Detection System（侵入検知システム）

IETF：Internet Engineering Task Force（インターネット技術特別調査委員会）

IoT：Internet of Things（モノのインターネット）

IP：Internet Protocol（インターネット プロトコル）

IPS：Intrusion Prevention System（侵入防御システム）

IPSK：Identity Preshared Key

ISE：Identity Services Engine（アイデンティティサービスエンジン）

ISO：International Organization for Standardization（国際標準化機構） 
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IT：Information Technology（情報技術） 

KPI：Key Performance Indicator（重要業績評価指標）

L2：Layer 2（レイヤ 2）

L3：Layer 3（レイヤ 3）

LAN：Local Area Network（ローカル エリア ネットワーク）

LDAP：Lightweight Directory Access Protocol

LED：light-Emitting Diode（発光ダイオード）

LoRa：Long Range

LSC：Local Signed Certificate

LWA：Local Web Authentication（ローカル Web 認証）

MBPS：Megabits Per Second（1 秒当たりのメガビット数）

MDM：Mobile Device Manager（モバイル デバイス マネージャ）

mDNS：Multicast Domain Name System（マルチキャスト ドメイン ネーム システム）

ME：Mobility Express

MGig：MultiGigabit（マルチギガビット）

MHz：Megahertz（メガヘルツ）

MIC：Manufacturer Installed Certificate

MIMO：Multiple-Input and Multiple-Output（マルチ入力、マルチ出力）

MSE：Mobility Services Engine（モビリティ サービス エンジン） 
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MU：Multiuser（マルチユーザ） 

MU-MIMO：Multiple User Multiple-Input and Multiple-Output（マルチユーザ MIMO）

NBAR：Network-Based Application Recognition（ネットワークベースのアプリケーション識別）

NEMA：National Electrical Manufacturer Association（アメリカ電機工業会）

NFC：Near Field Communication（近距離無線通信）

NUC：Next Unit of Computing

OFDM：Orthogonal Frequency-Division Multiplexing（直交周波数分割多重方式）

OFDMA：Orthogonal Frequency-Division Multiple Access（直交周波数分割多元接続）

OI：Operational Insights

OSI：Open System Interconnection（開放型システム間相互接続）

OWE：Opportunistic Wireless Encryption

PI：Prime Infrastructure

PMF：Protected Management Frame（管理フレーム保護）

PnP：Plug and Play（プラグ アンド プレイ）

PoE：Power over Ethernet

Pri：Primary（プライマリ）

PSIRT：Product Security Incident Response Team（プロダクト セキュリティ インシデント レス
ポンス チーム）

PSK：Pre Shared Key（事前共有キー）

QoE：Quality of Experience（高品質のエクスペリエンス） 
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QoS：Quality of Service（サービス品質） 

RA：Route Advertisements（ルート アドバタイズメント）

RADIUS：Remote Authentication Dial-In User Service（リモート認証ダイヤルイン ユーザ  
サービス）

RAT：Radio Access Technology（無線アクセス技術）

RF：Radio Frequency（無線周波数）

RFC：Request for Comment

RFID：Radio Frequency Identification（無線 IC タグ）

RRM：Radio Resource Management（無線リソース管理）

RSSI - Received Signal Strength Indicator（受信信号強度インジケータ）

RX：Receive（受信）

SAE：Simultaneous Authentication of Equals

SAgE：Spectrum Analysis Engine（スペクトル解析エンジン）

SDA：Software Defined Access

Sec：Secondary（セカンダリ）

SG：Security Groups（セキュリティ グループ）

SGT：Scalable Group Tagging（スケーラブル グループ タグ）

SNMP：Simple Network Management Protocol（簡易ネットワーク管理プロトコル）

SNR：Signal to Noise Ratio（信号対雑音比）

SRE：Single Radiating Element（単一放射素子） 
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SSC：Self-Signed Certificate（自己署名証明書） 

SSID：Service Set Identifier（サービス セット ID）

SSL：Secure Sockets Layer（セキュア ソケット レイヤ）

SSO：Stateful Switchover（ステートフル スイッチオーバー）

STA：Station（ステーション）

SUDI：Secure Unique Device Identifier（セキュアな固有デバイス識別子）

SW：Software（ソフトウェア）

TCP：Transmission Control Protocol（伝送制御プロトコル）

Ter：Tertiary（ターシャリ）

TSPEC：Traffic Specification（トラフィック仕様）

TWT：Target Wake Time（ターゲット起動時間）

Tx：Transmit（送信）

TxBF：Transmit Beamforming（送信ビームフォーミング）

UC APL：Unified Capabilities Approved Products List

UDP：User Datagram Protocol（ユーザ データグラム プロトコル）

UL：Underwriters Laboratories

UP：User Priorities（ユーザ優先度）

uPoE：Universal Power Over Ethernet

VLAN：Virtual Local Area Network（仮想ローカル エリア ネットワーク） 
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VN：Virtual Network（仮想ネットワーク） 

VNI：Virtual Network Interface（仮想ネットワーク インターフェイス）

VR：Virtual Reality（仮想現実）

WAN：Wireless Area Network（ワイヤレス エリア ネットワーク）

Wi-Fi：Wireless Fidelity（ワイヤレス フィデリティ）

WIPS：Wireless Intrusion Prevention System（ワイヤレス侵入防御システム）

WLAN：Wireless Local Area Network（ワイヤレス LAN）

WLAN - ID：（ワイヤレス LAN ネットワーク ID）

WLC：Wireless LAN Controller（ワイヤレス LAN コントローラ）

WPA：Wi-Fi Protected Access

WUR：Wake Up Radio（ウェイクアップ無線） 

YANG：Yet Another Next Generation 
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参考資料

本書で取り上げたさまざまなトピックに関する詳細なコンテキストおよび情報が記載されている
参考資料については、以下を参照してください。

インフラストラクチャ

• 「Cisco Wireless LAN Controller ソフトウェア」/「テクニカル リファレンス」：シスコのワ
イヤレス テクノロジーの技術導入ガイドとベスト プラクティスについては、 
http://cs.co/9000D5qvM（英語） 
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wireless-lan-controller-
software/products-technical-reference-list.html（日本語） 
を参照してください。

• 『Cisco Enterprise Mobility Design Guide（Cisco Enterprise Mobility 設計ガイド）』： 
Cisco Unified Wireless Network Architecture の概要および設計面から管理ま
で個々の詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/
controller/8-5/Enterprise-Mobility-8-5-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-5_
Deployment_Guide/ch1_Over.html を参照してください。

• 『Cisco SD-Access Wireless Design and Deployment Guide（Cisco SD-Access ワイ
ヤレス導入ガイド）』：SD-Access ワイヤレス ネットワーク アーキテクチャの設計と導入に
関する考慮事項については、http://cs.co/9001D5thF を参照してください。

• ワイヤレス LAN アーキテクチャに高可用性を導入するためのベスト プラクティス：一元
化、FlexConnect、コンバージド アクセス展開の各モデルを含むワイヤレス設計アーキテク
チャに関する Cisco Live プレゼンテーション。リンクは、http://cs.co/9007D5QZv にあり
ます。

• 『Cisco Mobility Express Deployment Guide（Cisco Mobility Express 導入ガイド）』： 
小中規模ネットワークおよびブランチ オフィス向け Cisco Mobility Express コントロー
ラの設計、実装、および管理に関する概要と手順については、https://www.cisco.com/c/
ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/8-7/b_cisco_mobility_express_8_7.
html を参照してください。

http://cs.co/9000D5qvM
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-technical-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/wireless/wireless-lan-controller-software/products-technical-reference-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/8-5/Enterprise-Mobility-8-5-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-5_Deployment_Guide/ch1_Over.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/8-5/Enterprise-Mobility-8-5-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-5_Deployment_Guide/ch1_Over.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/8-5/Enterprise-Mobility-8-5-Design-Guide/Enterprise_Mobility_8-5_Deployment_Guide/ch1_Over.html
http://cs.co/9001D5thF
http://cs.co/9007D5QZv
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/8-7/b_cisco_mobility_express_8_7.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/8-7/b_cisco_mobility_express_8_7.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/controller/technotes/8-7/b_cisco_mobility_express_8_7.html
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優れた性能の無線

• シスコ Radio Resource Management（RRM）：ワイヤレス ネットワーク向けシスコ Radio 
Resource Management の理論、運用、および管理に関するホワイトペーパーは、 
http://cs.co/9000D5q0q を参照してください。

• Cisco CleanAir：CleanAir に関するホワイト ペーパーと導入ガイドへのリンクを含む 
Cisco CleanAir の製品概要ページ 

• CleanAir テクノロジー：http://cs.co/9000D5q0q 

• CleanAir テクノロジーのホワイト ペーパー：https://www.cisco.com/c/ja_jp/
solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-
599260.html 

• CleanAir YouTube ビデオ：http://cs.co/9005D5QwX 

シスコ フレキシブル ラジオ アサインメント（FRA）

• 『Cisco Flexible Radio Assignment Crushes the Competition（競合を打ちのめしたシス
コ フレキシブル ラジオ アサインメント）』：市場におけるフレキシブル ラジオ アーキテクチ
ャのメリット、イノベーション、および影響を説明するブログ。リンクは、 
http://cs.co/9003D5tUc にあります。

• 『Cisco Radio Resource Management White Paper（シスコ Radio Resource 
Management のホワイト ペーパー）』：フレキシブル ラジオ アサインメントの理論と運用
の技術面について詳しく説明しています。リンクは、http://cs.co/9007D5SrX にあります。

• 『Putting the “Flexible” in Flexible Radio Assignment（フレキシブル ラジオ アサイン
メントに「柔軟性」を追加する）』：シスコの FRA に関する「At-a-Glance」技術概要。リンク
は、http://cs.co/9000D5tsQ にあります。

High-Density Experience（HDX）

• 『Cisco High-Density Experience “HDX” White Paper（Cisco High-Density 
Experience（HDX）のホワイト ペーパー）』：HDX の利点や考慮事項を紹介および説明す
るホワイト ペーパー。リンクは、http://cs.co/9008D5Sk0 にあります。

• 『HDX Blog Series #2 - Scaling With Turbo Performance（HDX ブログ シリーズ #2 - 
ターボ パフォーマンスによるスケーリング）』：Cisco HDX の利点を技術面から説明するブ
ログ。リンクは、http://cs.co/9000D5tQ0 にあります。

http://cs.co/9000D5q0q
http://cs.co/9000D5q0q
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-599260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-599260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/collateral/enterprise-networks/cleanair-technology/white_paper_c11-599260.html
http://cs.co/9005D5QwX
http://cs.co/9003D5tUc
http://cs.co/9007D5SrX
http://cs.co/9000D5tsQ
http://cs.co/9008D5Sk0
http://cs.co/9000D5tQ0
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インフラストラクチャのセキュリティ

• 『Cisco Adaptive wIPS Deployment Guide（Cisco Adaptive wIPS 導入ガイド）』：シスコ 
ユニファイド ワイヤレス ソリューションの一部として提供されている wIPS セキュリティ ソリ
ューションの詳細を説明する導入ガイドは、http://cs.co/9006D5sPk を参照してください。

• 「Wireless LAN Security and Threat Mitigation（ワイヤレス LAN セキュリティと脅威
の緩和）」：ワイヤレス セキュリティの現状に対処する方法および不正な制御されていない
ワイヤレス アクセスを防ぐ方法に関する Cisco Live プレゼンテーションについては、 
http://cs.co/9009D5Qb1 を参照してください。

ポリシー

• 『Cisco Unified Wireless QoS』：WAN 実装のコンテキストにおける Quality of 
Service（QoS）、アプリケーションの可視性と制御（AVC）については、https://www.cisco.
com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/7-5/AVC_dg7point5.html を
参照してください。

• 『Wireless Device Profiling and Policy Classification（ワイヤレス デバイスのプロファ
イリングとポリシーの分類）』：WLC によるデバイスのプロファイリングとポリシーの分類に
ついては、http://cs.co/9004D5sRy を参照してください。

• 『Identity PSK 機能導入ガイド』：Cisco Unified Wireless Networks での IPSK の設
計、実装、および構成については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/
controller/technotes/8-5/b_Identity_PSK_Feature_Deployment_Guide.html を参
照してください。

• 『Wireless TrustSec 導入ガイド』：TrustSec 機能の概要、主要な機能、WLC での 
Wireless TrustSec の導入と管理の詳細については、https://www.cisco.com/c/ja_jp/
td/docs/wireless/controller/technotes/8-4/b_wireless_trustsec_deployment_
guide.html を参照してください。

分析 

• 『Cisco DNA Center』：自動化、アナリティクス、アシュアランスについては、https://www.
cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html 
を参照してください。

• 『DNA アナリティクスとアシュアランス』：https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/
enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html 

• 「Wireless Assurance Techwise TV（ワイヤレス アシュアランス Techwise TV）」： 
http://cs.co/9009D5tC9 
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Connected Mobile Experiences（CMX） 

• CMX の概要は、https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/
connected-mobile-experiences/index.html を参照してください。

• 『Cisco Hyperlocation ソリューション』：Cisco Hyperlocation により Wi-Fi を使用し
て優れた屋内ロケーション精度を実現する方法については、https://www.cisco.com/c/
ja_jp/solutions/enterprise-networks/hyperlocation-solution/index.html を参照して
ください。

• 『CMX Workplace Analytics（CMX 職場分析）』：シスコの職場分析ソリューションについ
ては、http://cs.co/9007D5smd を参照してください。

• 『Operational Insights』：Operation Insights の詳細、Operation Insights をアセットの
定義や管理、事業運営のワークフローの設定に活用する方法については、 
http://cs.co/9003D5soz を参照してください。

今後のステップ 

• 『WPA3』：シスコのエンタープライズ ネットワーキング部門担当部長によるブログは、 
http://cs.co/9002D5swj を参照してください。

• 802.11ax 技術に関するホワイト ペーパー：https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/
wireless/index.html を参照してください。

• Internet of Things（IoT）：Cisco IoT テクノロジー ページは、http://cs.co/9004D5soM 
を参照してください。

• 5G：最新のシスコ 5G コンテンツへのリンクを含むシスコ 5G ニュースルームは、 
http://cs.co/9007D5sqV を参照してください。
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