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1984 年– 1995 年: 原点および最初の増加
シスコシステムズは、Inc.is サンノゼで、成長するシリコン・バレーのセンターのカリフォルニ
ア conglomerateheadquartered、アメリカ multinationaltechnology networkinghardware、テレコ
ミュニケーション equipmentand 他の高technologyservices および製品を製造し、販売します。
[3]Through は特定の技術マーケットに多数の得られた下位、OpenDNS、WebEx、Jabber および
碧玉のような、Cisco、Internetof Things（IoT）のような、domainsecurityand
energymanagement 専門にします。

Cisco ストックは theDow ジョーンズ産業 Averageon に 2009 年 6月 8 日追加され、また theS&P
500Index、theRussell 1000 インデックス、NASDAQ-100Index およびラッセル 1000 成長株
Index.[4] に含まれています

シスコシステムズは 1984 年 12 月 byLeonard Bosackand サンディ Lerner で、
multiprotocolrouter システム上の地理的に全く異種コンピュータを接続するのに使用される alocal
エリア ネットワーク（LAN）の概念を開拓した twoStanford Universitycomputer 科学者創設され
ました。 会社が 1990 年に公表したまでに、Cisco に $224，000,000 の時価総額がありました。
thedot com bubblein の終りまでに 2000年、Cisco に以上 $500 十億時価総額がありました。
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1984 年– 1995 年: 原点および最初の増加

シスコシステムズは 12 月 bySandy Lerner に 1984 年、ビジネスおよび theStanford
Universitycomputer 科学部の computers.[6] を担当した彼女の husbandLeonard Bosack の
theStanford 大学大学院のためのコンピュータ ファシリティのディレクター創設されました、

Cisco の最初の製品にスタンフォード大学のキャンパス テクノロジーでルートがあります。
Bosack を含むスタンフォードの 1980年代初期に学生および担当者は、互いに話すために学校の
計算機 システムすべてをリンクするのにキャンパスのテクノロジーを使用しまマルチプロトコル
ルータが「ブルーボックスを呼出したと同時に機能したボックスを作成します。「リサーチ
engineerWilliam Yeager.[7] によってスタンフォードで最初に書かれていた [7]The ブルーボックスは
ソフトウェアを使用しました

1985 年に、Kirk Lougheed Bosack およびスタンフォード従業員は Yeager のクレームにもかかわ
らずネットワーク スタンフォードの campus.[7]They によって適応させた Yeager のソフトウェアに彼
がずっとブルーボックスを商業的に販売する拒否されたアクセス許可であること基礎 forCisco
IOS になったものへのプロジェクトを形式的に始めました。 1986 年 7月 11 日で、Bosack およ
び Lougheed はスタンフォードから辞職させます、大学はスタンフォード認可しましたルータソ
フトウェアをソフトウェア、ハードウェアデザインおよび他の知的な properties.[7]In 1987 の盗難の
ための Cisco に対して刑事告発をおよび創設者ファイルすることを熟視し、Bosack への
Cisco.[7]In 付加への 2 つのコンピュータ委員会は、Lerner および Lougheed、グレッグ Satz、プロ
グラマおよびリチャード販売を処理した Troiano が Cisco 早い team.[7]The 会社の最初 CEO を完

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Networking_hardware
https://en.wikipedia.org/wiki/Networking_hardware
https://en.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/High-technology
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
https://en.wikipedia.org/wiki/WebEx
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Jasper
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average
https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
https://en.wikipedia.org/wiki/S%26P_500
https://en.wikipedia.org/wiki/Russell_1000_Index
https://en.wikipedia.org/wiki/NASDAQ-100
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bosack
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Lerner
https://en.wikipedia.org/wiki/Router_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_area_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Lerner
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bosack
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Business
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Yeager
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_IOS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems#cite_note-:2-7


了した 1987 年から 1988.[8]In 1988 年に位置を保持した請求書墓、ジョン Morgridgewas によって
任命された CEO.[9] でした

名前「Cisco」は会社のエンジニアが初期に小文字「cisco」を使用することをなぜ主張したかで
ある都市 nameSan フランシスコから得られました。 ロゴは 2 つのタワーをの描写するように
theGolden ゲート Bridge.[10] を意図されています

1990 年 2月 16 日で、シスコシステムズは $224，000,000 の時価総額と公表し、
theNASDAQstock 交換にリストされていました。 1990 年 8月 28 日で、Lerner は起動 されまし
た。 ニュースを聞いた上で、彼女の夫 Bosack は抗議で辞職しました。 カップルは 70% が自身
の charity.[11] に託された $170，000,000 の Cisco を切り抜けました、

Cisco が専用のネットワーク ノードを開発し、販売する最初の会社ではなかったが [12]it はマルチ
プルネットワーク protocols.[13]Classical をサポートしている展開テクノロジー必要に遅れずについて
いくことのために商業的に成功したルータを頻繁なソフトウェアアップグレードによって販売す
る第 1 の 1 つ systemIOSallowed 操作の柔軟性とつながれた早い Ciscoデバイスの CPU ベース
アーキテクチャでした。 その時間のいくつかの普及したモデル（そのような asCisco は
2500）ディケイド事実上変わらずにの本番にほとんどとどまることをどうにかして。 会社は
Cisco 7000 および Cisco 8500 のような製品ラインが付いている SP マーケットを入力する新興
サービス プロバイダー環境をキャプチャ して速かったです。[必要とされる参照]

1992 年と 1994 年間で、Cisco は複数の会社 inEthernet 切り替えを、そのような asKalpana、
[14]Grand 接合点[15]and、マリオ Mazzola クレッシェンド通信、[16]which 一緒に形成された
theCatalystbusiness ユニットとりわけ得ました。 別の知性およびアーキテクチャの補足 機能と
して時、会社 envisionedlayer 3routing andlayer 2 （イーサネット、トークン リング）切り替え
—前は遅く、複雑、後者はファーストしかし簡単でありではなかった。 この理念は 90 年代全体
の会社の製品ラインを支配しました。
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