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シスコのネットワークに関する 
競合他社との比較

Cisco HPE Huawei

セキュリティ

ポリシー遵守のためのユー
ザと端末のグループ化

SD-Access では、ユーザが移動
した場合にセキュリティポリシー
も移動するように、論理/仮想グ
ループを作成します。

VLAN ベース 限定的

Agile Controller の Free 
Mobility 機能を利用した、セキュ
リティグループベースのポリシ
ー適用。

ユーザおよびアプリケーショ 
ンのセグメンテーション

SD-Access は、ソフトウェアベ
ースでセグメント化し、種類の異
なるトラフィックを分離します。

例外ベース

暗号化されたトラフィックの
脅威の検出

シスコインフラストラクチャと 
Stealthwatch を利用すること
で、組織はメタデータを分析して 
AI を適用し、暗号化されたトラフ
ィックのセキュリティ分析情報
を、99.993% の精度でリアルタ
イムに提供できます。

暗号化されたトラフィック
の脅威およびマルウェアの
検出 シスコのセキュリティソリューシ

ョン（Stealthwatch、TrustSec、 
Identity Services Engine、Rapid 
Threat Containment など）は、
ネットワーク全体から脅威を除
去します。

限定的

HPE 社では、ネットワークの負
荷を下げる必要があります。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/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/trustsec/index.html
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セキュリティ

無線干渉または脅威を識別

Cisco Aironet アクセスポイント
は、CleanAir、Hyperlocation モ
ジュール、フレキシブル ラジオ 
アサインメント機能を利用して
セキュリティに対する脅威と RF 
干渉を検出し、排除します。

HPE のソフトウェアベースのソリ
ューションは効率性に欠け、すべ
てのチャネルで連続スキャンを
行いません。

Huawei のソフトウェアベースの
ソリューションは効率性に欠け、
ワイヤレス干渉の検出・軽減をき
め細かく行うことができません。

セキュリティのアクティブ
学習

Talos インテリジェンスフィード
は、既知の脅威と新たな脅威に
対する防御を強化します。

ClearPass が Niara を買収して
統合したため、HPE 社は、セキュ
リティ問題に機械学習を適用で
きるようになりました。

信頼できるシステム

セキュアな開発ライフサイクル
が公開され、検証できます。製品
には、トラストアンカー、セキュア
ブート、ランタイム防御機能があ
ります。ソフトウェアはデジタル
署名されています。

限定的 コントロールプレーンは、デフォ
ルトでは暗号化されていません。
アクセスポイントには、コントロ
ールプレーンを暗号化するため
の固有の証明書がありません。

分散セキュリティの異常
検出

インシデント対応ワークフ
ローの最適化

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/hyperlocation-solution/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/hyperlocation-solution/index.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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イノベーション

運用に関するインサイト

すでに出荷中の Cisco DNA 
Center リリース 2 では、ネットワー
クアシュアランスや機械学習機能
が強化されています。また、ネット
ワーク上の問題をすばやく簡単に
修復するための 100 を超える実
用的なヒントも提供されています。

HPE 社の NetInsight は 2017 
年 11 月発表の新製品で、まだ
顧客導入事例がありません。

Huawei は最近 CampusInsight 
2.0（2017 年 3 月発表）の提供
を開始しました。しかし、実装に
関するお客様の成功事例はあり
ません。

BLE または Wi-Fi 経由での
ユーザロケーションのトラッ 
キング Cisco DNA Spaces と仮想 BLE 

ビーコンおよび Hyperlocation 
を利用して、最大 1 ～2m のロ
ケーション精度で BLE および 
Wi-Fi 端末のトラッキングをサ
ポートします。

限定的
HPE 社では、Bluetooth による
限定的なトラッキングには対応
していますが、Wi-Fi ベースの正
確なトラッキングには対応して
いません。

限定的
Huawei eSight はロケーション
サーバとして機能しますが、きわ
めて限定的で、Huawei の WLAN 
ロケーションに関するホワイト
ペーパーによると、- 3 ～ 5 m 
という低精度の RSSI ベースの
ロケーションを使用します。

ロケーションに関する顧客
エンゲージメント

Cisco DNA Spaces  ソリューショ
ンにより、ユーザが環境とどのよ
うに関わっているかについて詳
細に把握できるため、ビジネスに
関する的確な意思決定が行える
ようになります。

HPE 社は、アクセスポイント、タ
グ、Meridian アプリケーションで 
BLE ロケーション機能を実装し
ていて、ウェイファインディング
やカスタマーエンゲージメント
に使用しています。

エンドポイントタイプ別の 
モニタリング

シスコの分析機能を使用し
て Stealthwatch と Flexible 
NetFlow で動作を監視
し、TrustSec でネットワークのエ
ッジとネットワーク内部のトラフ
ィックを分類できます。

限定的
Aruba スイッチは、sFlow テクノ
ロジーをサポートしていますが、
誤ったアラーム、不明確な分析、
パケットの欠落が発生しやすい
傾向にあります。

限定的
iPCA がオプションとして提供
されますが、サポートされるプ
ラットフォームと可視性は限
定されています。Huawei 社の 
eSight NTA Monitor アクセスレ
イヤルータおよびスイッチは、標
準のトラフィック管理プロトコル

（NetStream、NetFlow、sFlow）を
サポートしています。 

メジャーアップグレードする
ことなく新機能をサポート

シスコは、カスタム 
ASIC、UADP、モジュラ型アクセ
スポイントを統合し、最新技術
を提供します。

限定的
モジュラ型 AP はサポートされ
ていません。スイッチング プラッ
トフォームが利用するカスタム 
ASIC は、拡張性に欠けています。

モジュラ型アクセスポイントや
スイッチは現在サポートされて
いません。

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/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/virtual-ble-beacon.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/hyperlocation-solution/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/dna-spaces/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/connected-mobile-experiences/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/ios-nx-os-software/flexible-netflow/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/wireless/aironet-3800-series-access-points/index.html
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ネットワークとインフラス
トラクチャの俊敏性

アシュアランスとアナリティ 
クス

すでに出荷中の Cisco DNA 
Center リリース 2 では、ネット
ワークアシュアランスや機械学
習機能が強化され、ネットワーク
のトラブルシューティングと修
復にかかる時間が短縮されて
います。

HPE 社の NetInsight は 2017 
年 11 月発表の新製品で、まだ
顧客導入事例がありません。

限定的

Huawei 社のネットワーク管理ソ
リューションに統合されている
ネットワークアシュアランスと
アナリティクスは、機能が限定さ
れています。Huawei 社は最近 
CampusInsight 2.0（2017 年 3 
月発表）の提供を開始しました。
しかし、実装に関するお客様の
成功事例はありません。

統合されたポリシーの導入

有線、ワイヤレス、WAN 全体。 HPE 社では、管理用のインター
フェイスが別になっています。

限定的

ポリシー定義によるセグメ
ンテーション

限定的

マルチドメインのネット 
ワーク セグメンテーシ
ョン 3 つのネットワークドメイン（キ

ャンパス/ブランチ向け SD-
Access ネットワーク、データ
センター/クラウド向け Cisco 
ACI、Cisco SD-WAN）間でネット
ワーク セグメンテーション情報
を共有してトラフィックを分離し、
セキュリティを強化します。

マルチドメイン アプリ 
ケーション エクスペリエ
ンス 3 つのネットワークドメイン（キ

ャンパス/ブランチ向け SD-
Access ネットワーク、データ
センター/クラウド向け Cisco 
ACI、Cisco SD-WAN）において
ユーザとアプリケーション間のト
ラフィック SLA を同期し、優れた
ユーザエクスペリエンスを実現
します。

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
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ネットワークとインフラス
トラクチャの俊敏性

マルチドメインセキュリティ

3 つのネットワークドメイン（キ
ャンパス/ブランチ向け SD-
Access ネットワーク、データ
センター/クラウド向け Cisco 
ACI、Cisco SD-WAN）で一貫し
たセキュリティ対策を実施し、ユ
ーザとデータを保護します。

実用的なデータの入手

有線、ワイヤレス、WAN 全体。 限定的

HPE 社の NetInsight では、実用
的なデータが提供されるのはワ
イヤレスネットワークの場合の
みです。

Huawei 社では、検出された問題
を修復するための実用的なヒン
トは得られません。

Apple ユーザのエクスペリ
エンスの向上

シスコと Apple 社は、シスコ
のネットワークに接続された 
Apple 端末ユーザのユーザ エ
クスペリエンスを向上させるた
めに共同で取り組んでいます。

限定的

手動で QoS の優先順位を設
定し、Wi-Fi 標準規格に準拠し
ている場合のみサポートされ
ます。

限定的

機能は、手動の QoS 優先順位
付けを通じてのみサポートでき
ます。

ピーク使用時に無線を 
最適化

フレキシブル ラジオ アサイ
ンメント機能は、ネットワークを
自動的に最適化し、想定外のピ
ーク時でもユーザエクスペリエ
ンスを向上させます。

限定的

Aruba AP345 はデュアル 5 
GHz をサポートします。ただし、
市場に投入し始めたばかりで、ま
だ顧客導入事例はありません。ま
た、Aruba をデュアル 5 GHz モ
ードで稼働させる場合は、無線を
特定のチャネル（バンド）に固定
する必要があります。

限定的

Huawei 社は AP8030 でソフ
トウェアベースの無線設定を
サポートしていますが、デュア
ル 5 GHz 無線はサポートして
いません。

https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/strategic-partners/apple.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/802-11ac-solution/at-a-glance-c45-737165.pdf
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ネットワークとインフラス
トラクチャの俊敏性

ネットワーク全体で一貫した
アプリケーション パフォー
マンス Easy QoS アプリケーションは、

エンドツーエンドでサービス品
質を確保するシンプルな方法
です。

新しい端末を検出して設定
する機能

Cisco Auto Smartports 機能は
デバイスを動的に検出し、デバイ
スタイプに基づいてポートを設
定します。

限定的

HPE 社では、HPE スイッチに接
続されている AP であれば検出
して設定できますが、他のタイプ
のデバイスは検出できません。

インフラストラクチャの 
電源復元力

シスコは Persistent PoE およ
び Fast PoE と Universal PoE 
を提供し、StackWise により複
数のレベルの冗長性を実現し
ています。

HPE 社は、基本の PoE/PoE+
（30W）をサポートしていま
す。1:1 電源冗長化に対応する
デュアル電源をサポートしてい
るスイッチは限られています。

Huawei 社は、1 台の S5700  
プラットフォームで PoE、PoE+、 
PoE++、および Power over 
HDMI（PoH、95W）をサポートし
ます。1 台の S5700 プラットフ
ォームにおける電源の冗長化
は 1:1 PoH（Power over HDMI）

（95W）です。

https://video.cisco.com/detail/videos/enterprise-networks/video/4774660139001/apic-em-easy-qos-demo?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/auto_smartports/configuration/guide/iosaspcg/concepts.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3_7_0_ex/network_powered_lighting_guide/b_370ex_network_powered_lighting_3850.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/upoe/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3750-series-switches/prod_white_paper09186a00801b096a.html
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ネットワークとインフラス
トラクチャの俊敏性

WAN、WLAN、有線で自動化

Cisco DNA Center は有線と
ワイヤレスをサポートし、Cisco 
IWAN による WAN パス選択機
能を一元的にプロビジョニング
できます。Cisco DNA Center お
よび TrustSec で、自動化、オー
ケストレーション、セキュリティ、
暗号化、アプリケーションの可視
性と制御を実現します。

限定的

HPE/Aruba の AirWave では、
自社製品に対して基本的な自動
化サポートが提供されます。

HPE 社では、スイッチおよび 
AP の自動導入に SDN コント
ローラと AirWave を使用しま
す。AirWave には、WAN 端末を
管理する機能はありません。

限定的

eSight の自動化機能は、サード
パーティ製品を利用することで
機能します。eSight ソリューショ
ン自体には自動化機能はありま
せん。

Power over Ethernet

限定的

HPE 社にはいくつか UPOE 対
応スイッチがありますが、高度な 
PoE 機能には対応していませ
ん。UPOE、Perpetual PoE、Fast 
PoE は、別々のインスタンスで管
理する必要があります。

限定的

Huawei 社にはいくつか UPOE 
対応スイッチがありますが、高度
な PoE 機能には対応していませ
ん。UPOE、Perpetual PoE、Fast 
PoE は、別々のインスタンスで管
理する必要があります。

きめの細かいポリシーのた
めの端末のプロファイル化

ソフトウェアベースのパッ
チ適用

48 ポートでの mGig

オーディオ ビデオ ブリッ
ジング

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/enterprise-networks/trustsec/index.html
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プログラマビリティ

オンボックス分析

限定的

Aruba の新しい OS-CX には
分析エンジンが備わっています
が、OS-CX を搭載したプラットフ
ォーム（現時点で 8400 と 8320） 
のみでのサポートとなります。

ASIC のプログラム可能な
パイプラインのサポート

限定的

Huawei の ENP2 は、ポートフォ
リオの限定された一部で、将来
機能が有効になるか実証されて
いません。

オープンスタンダードモデ
ルに基づくプログラミング
機能 HPE/Aruba は、オープンスタン

ダードのプログラマブルモデル
をサポートしていません。

限定的

Huawei 社の NetConf サポー
トは、カスタマイズされた Agile 
コントローラソリューションを介
してのみ機能します。
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