Arubaシリーズのソリューション
大規模〜小規模オフィスまで幅広く活用できるArubaシリーズ。
社内だけでなく、自宅や出張先でも、社内と同じセキュリティ環境で、パソコン等を利用することができます。
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様々な事業分野で、Arubaシリーズの導入が拡大中。
世界でその効果が実証されています。
医療分野

製造業／物流業

■迅速な対応を支援

■LAN配線ができない場所への対応

■電子カルテ（EMR）化と無線化

■特殊な状況下でもネットワークを利用

教育機関

■隣接した建物同士をネットワーク化

医師・看護師の位置を特定、無線IP電話（音声端末）を活用すること
で患者への迅速な対応を実現します。
電子カルテによる患者向けサービス向上と、無線化による効率向上。
医療業務アプリケーション連携を実現します。

■授業へのインターネット活用

校内LANの無線化により、すぐにインターネットを活用でき、課題の
演習やレポート作成を様々な場所で行えるようになります。また、
Webテキストの使用やサテライト授業など、次世代の授業スタイル
も実現できます。

L AN配線のされていない場所でも、AP同士が相互通信して無線
LANの利用エリアを大きく広げることができます。
IEEE802.11acの障害物にも強い特性を活かし、大型機械やコンテナ
等が大量にある過酷な状況下でもネットワーク利用が可能になります。
別の建物であっても、近隣であればワイヤレスメッシュ機能を応用し
た無線LAN環境を構築できます。

■位置管理ソリューション

市販のWi-Fiタグ製品を組み合わせることで、今までできなかった、
人・荷物・車両等の所在のリアルタイムかつ精密な管理を支援します。

※Aruba、AirWave、ClientMatch、ClearPassは、Aruba Networksの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他、本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標、
または登録商標です。
※本文中および図中では、TMマーク、®マークは表記しておりません。※製品の仕様は、改良の為、予告なく変更する場合があります。
※本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、
必要な手続きをお取りください。なお、
ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。
※本カタログ中の情報は、
カタログ作成時点のものです。

商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談受付
【電話による受付】
受付時間 10:00〜17：30

月曜日〜金曜日
（祝日、弊社休業日を除く）

【メールによる受付】

webmaster@hitachi-solutions.com

※ご相談、ご依頼いただいた内容は、回答等のため、弊社のグループ会社に情報を提供し対応させていただく
ことがあります。取り扱いには充分注意し、お客様の許可なく他の目的に使用することはありません。

本カタログ掲載商品・サービスの詳細情報

http://www.hitachi-solutions.co.jp/aruba/sp/

このカタログは資源保護のため、
再生紙を使用しています。
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オフィスを変える

株式会社 日立ソリューションズ

http://www.hitachi-solutions.co.jp/

ビジネスを変える

セキュアで快適な無線LAN環境を実現！ 次世代無線LANシステム Arubaシリーズ
スマートフォンやタブレットなど、モバイルデバイスの普及に伴い、無線LANはビジネスにおいて欠かすことのできないインフラとなっています。
Arubaシリーズは、独自のアーキテクチャや多彩な機能で、高品質、高信頼の無線ネットワークを実現。多様化するビジネスシーンを支援します。

Arubaシリーズの特長

セキュリティ対策

ハイパフォーマンス

パフォーマンス比較テスト
60クライアント接続時の
双方向通信パフォーマンス
（TCP）

Arubaシリーズは、実際の利用環境を想定した比較
テストで、高いパフォーマンスを発揮しています。
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また、リアルタイムで無 線 状 況を判 断し、最 適な
アクセスポイント（ A P ）へ 接 続 切り替 えを 行う
ClientMatch機能を搭載。パフォーマンス低下を
防ぎ、安定した通信を実現します。

ClientMatch機能の利用イメージ
モバイルデバイスを持って
オフィス内を移動した場合…

Arubaは
2倍以上の
通信速度
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ユーザベースファイアウォール機能（例）
許可端末

認証サーバ連携によるユーザごとのアクセス制御で、
セキュリ
ティを強化。
さらに、統合認証基盤ソフトウェア ClearPassで、
デバイス種別に応じた制御も可能です。
高いセキュリティを保ちつつ、柔軟に運用できます。

ClearPass
（認証サーバ）

無許可端末
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独自の“ThinAP”で情報漏えい防止

■ Aruba AP-225
■ A社製AP
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（Mbps） Arubaシリーズ アクセスポイント
（AP）
と同等モデル他社製品比較

移動先に最も近いAPへの
接続切り替えを誘導して
常に高いパフォーマンスを維持

※ 出典：NOVARUM ENTERPRISE 802.11AC
TESTING REPORT JUNE 2014

スモールスタート可能
小規模構成には、
コントローラ機能を内蔵したイン
スタントアクセスポイント
（IAP）
をご用意。ユーザ認
証によるアクセス制御もIAP 1台から実施でき、手軽
に導入できます。

柔軟なアクセス制御
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また、AP増設の際はコントローラを追加購入するこ
とで、
より多くのAP管理にも対応可能です※。
既存IAPの買い替えは不要で、継続して利用できる
ので、無駄なく容易にシステム拡張が実施できます。
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FAT型とArubaシリーズ アーキテクチャの違い
従来のFAT型AP

従来のAPは、暗号機能を含めたすべての処理を行う“FAT型”
と呼ばれるものです。
ArubaシリーズのAPは、電波の送受信を行うアンテナ機能
のみを搭載した、独自の“ThinAP”を適用。転送・暗号化など
に必要な機能や情報はコントローラに集約できるため、APの
盗難・紛失による情報漏洩を防止できます。
※ IAP を除きます。

Arubaシリーズ ThinAP
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ネットワークの見える化で、不正APを検知
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持ち込みモバイルWi-Fiルータの検知イメージ

個人が無断で持ち込んだモバイルWi-Fiルータや不正AP経
由での接続は、情報漏洩･ウイルス感染の危険があります。
A r u b aシリーズ は 、ネットワーク統 合 管 理ソフトウェア
AirWaveと連携し、
ネットワーク状況を可視化。不正AP検知
はもちろん、ユーザごとの電波環境など、
トラブル発生時の状
況把握にも有効です。

モバイル
Wi-Fiルータ

AP

AP

AP

APからの距離を測定し、3点測量の要領でモバイルWi-Fiルータの位置を特定

※コントローラ用のライセンスも必要です。

豊富なラインナップ

効率的な運用管理

Arubaシリーズでは、
さまざまな種類のAPを取りそろえています。
性能、設置方法などのお客様のご要望に応じて、最適なモデルを多様な環境でご利用可能です。

無線空間を自動で最適化

屋内用

オフィスや来客スペースなど

屋外用

Arubaシリーズは、自動で電波調整を行うARM（Adaptive
Radio Management）機能を搭載。
他のAPとの干渉時やAP増設時には、無線空間を自動的に最
適化でき、運用管理のコスト削減につながります。

キャンパスや工場敷地内など

集中管理による効率化
壁面・天井に

卓上に

壁面・柱に

各APをコントローラで集中管理するため、設定変更やAP増
設時の煩雑な業務を効率化。管理者負担を軽減します。
また、有線LANとの混合環境も、容易に統一管理できます。

独自のARM機能
電波状況に応じて電波の強度、
チャンネルを自動調整
導入時の電波設計、出力設計の手間を軽減
● 衝突・干渉による影響を最小化
● AP故障時にも自動で電波調整、
故障APの電波範囲をカバー
●
●

FAT型とArubaシリーズ AP管理の違い
従来のFAT型

AP

各APを個別に管理するため
台数が増えると大変

Arubaシリーズ

コントローラ

数百台のAPも
コントローラ1台で集中管理

