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1984 年– 1995 年: 原点および最初の増加

ビデオ
Cisco の最初ルータ、
Advanced Gateway Server
（AGS） ルータ（1986）
シスコシステムズはサンディ Lerner によって 1984 年 12 月に、ビジネスのスタンフォード大学
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。 Lerner は彼女の夫
と、スタンフォード大学 コンピュータ サイエンス 学部の computers.[6] を担当したレオナルド
Bosack 組みました、

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。 スタ
ンフォードの 1980年代初期に学生および担当者; Bosack を含んで、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キャンパスの使用されたテクノロジー 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。「[7] はリサーチ エンジ
ニアによってウィリアム Yeager.[7] スタンフォードで最初に書かれていたブルーボックス 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ネットワーク スタンフォード
の campus.[7] に彼は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
Cisco IOS のための基礎になったものへのプロジェクトを形式的に始めましたそれらが Yeager の
クレームにもかかわらず Yeager のソフトウェアを適応させた。 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 1987 年にソフトウェア、ハードウェアデザインおよび他の知的な properties.[7]

の盗難のための Cisco および創設者に対して刑事告発をファイルすることを熟視し、Bosack、
Lerner、Lougheed、会社の最初 CEO が 1988 年に 1987 年から 1988.[8] に位置を保持した、請求
書墓だった早い Cisco team.[7] 完了するグレッグ Satz （プログラマ）、およびリチャード Troiano
（だれが販売を処理したか）に加える Cisco.[7] への 2 つのコンピュータ委員会、ジョン
Morgridge 任命されました CEO.[9] と

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
ある都市名サンフランシスコから得られました。 ロゴはゴールデン ゲート Bridge.[10] の 2 つのタ
ワーを描写するように意図されています

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、NASDAQ 株式
取引所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] 古典マル
チプルネットワーク protocols.[13] 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
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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 時提供されたオペレーティング システム IOS 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は（Cisco 2500 のよ
うな）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 はイーサネットのスイッチの何人か会社を、Kalpana のような、
[14] 壮大な接合点[15] およびとりわけ、マリオ Mazzola クレッシェンド通信、一緒に Catalyst ビ
ジネスユニットを形成した [16] 得ました。 、会社がレイヤ3 ルーティングおよびレイヤ2 （イー
サネット、トークン リング）を想像した時別の知性およびアーキテクチャの補足 機能として切り
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。[必要とされる参照]

1995 年に、ジョン Morgridge はジョン Chambers.[17] によって成功しました

1996 年– 2005 年: インターネットおよびシリコン 知性

John T. Chambers は 1995 年
と 2015 間の CEO として
Cisco を導きました。 （、 ダ
ボス、 スイス連邦共和国の
2010 世界経済フォーラムで描
写されて）。
インターネット プロトコル（IP）は半ばから終わりにかけての 90 年代に大幅に取り入れられる
ようになりました。[必要とされる参照] Cisco はそれらにマーケットの主要なプレイヤーをしている
GSR ルータの芯を取るためにモデムアクセス シェルフ（AS5200）からの製品範囲を導入しまし
た。[必要とされる参照]ドット・コム バブルの高さの 2000 年 3月末頃の、Cisco はまだ US$129 十
億の約時価総額との 2014 年 7 月現在の以上 $500 billion.[5][18] が、[19] それ最も貴重な
companies.[20] の 1 つだったの時価総額の世界の最も貴重な会社に、似合いました

シリコンのプログラミング ルーティング機能の感知された複雑な状況はルーティング および ス
イッチング間のハードウェアおよびぼかし境界の IP および MPLS パケットを完全に処理する新
しい方法を見つけ出すために判別された複数の起動の形成の原因となりました。 それらの 1 つは
、Juniper Networks、1999 年に最初製品を提供された、2000 によって Cisco SP 市場占有率から
の約 30% にコツコツ取り組みました。 それに答えて、Cisco 以降は GSR ルータおよび Catalyst
6500 スイッチ用の内地産 ASIC およびファースト処理カードを開発しました。 2004 年に、
Cisco はまた新しいハイエンド ハードウェア CRS-1 およびソフトウェアアーキテクチャ IOS-
XR.[21] に移行を開始しました

2006 年– 2012: 人間のネットワーク

Cisco の ドミートリー・メド
ヴェージェフおよびカリフォ
ルニア Gov. アーノルド・シュ
ワルツェネッガー ロシア大統
領、 2010.[22]

2006 年にブランド変更キャンペーンの一部として、シスコシステムズは短くされたネーム「
Cisco」採用し、Cisco に「世帯」ブランドをするための作成された「人間のネットワーク」アド
バタイジング campaign.[23] をこれらの努力は— Linksys ローエンド 製品および未来の消費者製品を
サポートするように設計されている戦略意味されました。[必要とされる参照]
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従来のビジネス側で、Cisco はルーティング、切り替えおよびセキュリティ ポ-トフォリオを発達
させ続けました。 イーサネットのすぐに高まる 重要性はまた会社の製品ラインに影響を及ぼしま
した。 IOS およびエージング クレッシェンド アーキテクチャの制限はまた Cisco にキャリア イ
ーサネット セグメントの商人シリコンを検知 させます。 これは EZChip ベースのハードウェア
および IOS XR のまわりで会社のキャリア イーサネットおよびサブスクライバ 管理 ビジネスを
強化するように意図されている新しい ASR9000 製品 グループという結果に終りました。[必要と
される参照]

mid-2000s 全体、Cisco はまたまた獲得によって新 市場に拡張された $1 billion.[24] Cisco のための
バンガロでグローバル化センター東を確立するインドで重要な存在を—モービル担当者の Starent
Networks.[25] 2009 発注である 1 つの例構築しました

Cisco は国内 Alcatel ルーセント、Juniper Networks および海外競争相手両方華為技術によって挑
戦され続けました。 2011 年に予想以上に低い利益が原因で、Cisco は $1十億年次経費を減らし
ました。 10,000 のジョブ（2011 人のアナリスト コールの間の 73,400 人の総従業員のおよそ
14%前に削減） .[26][27] が、Cisco の CEO John Chambers 何人か競争相手を名指しで呼出したと
買占めを受け入れたりおよび多数を除去することを計画された早退職プログラム、Juniper を含む
[28] および HP の 3,000 人の従業員のまわりの会社切り取り。

2012 年 7月 24 日で、Cisco は EU から consumers.[30] よりもむしろビジネスへの販売にシフトに
信号を送る Belkin International Inc.に 2013 年に US$5 billion.[29] のための NDS （TV ソフトウェ
ア開発者）を得るために承認を Cisco 販売しました Linksys ホーム ルータ ユニットを受け取りま
した

現在の日

Cavaco Silva、前の Cisco
CEO John Chambers およ
び Cisco 米国への 2011 大
統領アクセスの間のイノベ
ーション Helder Antunes の
年長ディレクター元ポルト
ガル大統領。
2013 年 7月 23 日、シスコシステムズは $2.7 billion.[31] のための Sourcefire を得る最終協定を
2013 年 8月 14 日発表しました、シスコシステムズでそれを切ります大体 6% 才だった 2013 の
終わりに 2014.[32] で、Cisco は新興市場の落ち込んだ販売による引き起こされた植えている悪い
収益をアナウンスしました products.[33] で不安定な経済と National Security Agency の恐れによっ
てバックドアを開始している労働力からの 4,000 のジョブを、アナウンスしました

2014 年 4 月では、Cisco は事柄のインターネットに焦点を合わせるために初期会社のための資金
調達をアナウンスしました。 投資資金ありました割り当てられてに投資で IoT はアクセラレータ
起動のような錬金術師アクセラレータ、2014 年 11月 4 日第 2 restructuring.[35] の一部とするその年
の暮れ Ayla ネットワークおよび EVRYTHNG.[34] は、会社はそれを解雇していましたグローバル な
労働力のもう 6,000 ワーカーか 8% をアナウンスしました、Cisco Stratoscale.[36] の投資をアナウ
ンスし、

2015 年 5月 4 日で、Cisco は John Chambers が CEO として 2015 年 7月 26 日減らす議長およ
び CEO をアナウンスしましたが、議長にあります。 チャックで取り付けます Robbins、世界的
な販売及びオペレーションの上席副社長および Cisco 17 年ベテランは次の CEO.[37] として、2015
年 7月 23 日、Cisco は $600，000,000 のためのテクニカラー SA にテレビ セット トップ ボック
スおよびケーブルモデム ビジネスの divesture をアナウンスしました、最初に Cisco の Scientific
Atlanta の $6.9 十億発注によって形成された部分アナウンスされました。 取り引きは Cisco の漸
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進的な終了と Cisco の新しいリーダーシップによる努力の一部として消費市場からエンタープラ
イズ セグメントのクラウド ベースの製品に焦点を合わせるための来ました。 Cisco はまだビデ
オ products.[38] のテクニカラーと 2015 年 11月 19 日協力することを、Cisco、アームホールディン
グスの横で、Dell、Intel、Microsoft およびプリンストン大学示しましたり、霧 computing.[39] の対
象および開発を促進するために OpenFog コンソーシアムを、創設しました

2016 年 1 月では、Cisco は VeloCloud に、設定し、最適化支店間のネットワークのためのクラウ
ド サービスとのソフトウェア定義された WAN （SD-WAN）始動投資しました。 Cisco は
VeloCloud の $27 百万シリーズ C に行進資本 Partners.[40] によって導かれた円形を貢献しました

2017 年 2 月では、Cisco は彼はボードの彼の条件の終わりに 12 月 2017.[43] の管理議長ロールか
ら 2017 年 12月 11 日降りることを 60 高められたエグゼクティブとして Chambers を成功する
ために一株あたり利益 比率はから Cisco の 2017 年 9 月のアナリスト expectations.[42] の
outperformance が一部には原因で共有毎に 61 セントへの Chambers、Robbins 選ばれたアナウ
ンスしたが Cisco Umbrella と呼ばれた 2017 のための第四四半期収入を報告する直後の間接資料
centers.[41] に接続するのに社内ネットワークか VPN を使用しないユーザに安全なインターネット
アクセスを提供するためにクラウド ベースのセキュアインターネット ゲートウェイを 7% にによ
って跳ばれた Cisco の価格毎共有値起動させました CEO として彼のロール、および Chambers
を保つことが名誉退職「議長の肩書を与えられる間、議長。「[44][45]

Reuters はことを「シスコシステムズ株式会社報告しました（CSCO.O）ロシアの製品収益はブ
ラジル、中国およびインドの他のいわゆる BRIC 国の Cisco の技術製品収益の拡大に先んじて
2017 年に 20%、育てました。「[46][47]

2018 年 5月 1 日で、シスコシステムズは 2018 年 6 月現在に $270 million.[48][49] のために伴いま
す、シスコシステムズ ランク付けしました $221.3 十億マーケットが付いている Forbes グローバ
ル なリスト 2000 の 444th に、cap.[50] AI 主導のビジネス インテリジェンス 始動を買うことに同
意しました
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