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れた製品です。特に同社は、AP管
理機能を厳選して実装し、安価に提
供することを第一義としているほ
か、コントローラに接続するユーザ
ー数に応じて生じるライセンス費用
がありません。したがって、APの
台数を増加した場合にも追加費用は
発生しません」と特長を述べている。
さらに櫻井智美主任は、「4ipnet

社と当社は強固なパートナーシップ
を築いており、同社との関係は正に
阿吽の呼吸と言えます。そのため、
迅速かつフレキシブルな対応が可能
です。また、国内エンジニアが容易
に操作・設定できるよう GUIの日
本語化にも取り組んでおります。翻
訳は当社の技術者が担っているた
め、操作される方にとって分かりや
すいことも特長です」と述べている。

キタス環境の進展
に対応して、センサ
ービジネスや無線
LANなどを含めビ
ジネスの範囲を拡
大してきました。そ
の中で、無線のプロ
フェッショナルと
し て 日 本 の 無 線
LAN市場を詳細に
分析した結果、既存
の無線 LAN製品に代わる環境性能
が高く、経済的な製品として、台湾
の 4ipnet社製無線 LAN製品（無線
LANコントローラ＋ AP）に着目し
ました。そして、同社無線 LAN製
品の国内での技術基準適合証明（技
適）を当社で取得し、2012年より
本格的に無線 LANソリューション
ビジネスを開始しました。主なター
ゲットとして、大学などの文教市場
や多拠点に展開しているオフィス、
また、2020年のビックイベントに
向けたホテル市場・観光地市場に加
え、耐環境性（防塵、防水）を活か
した無線 LAN市場の掘り起しに注
力しています」と語る。また、横山
信治主査は 4ipnet社製品について、
「一言でいいますと、セキュアでか
つ極めてコストパフォーマンスに優

　

モバイル PCや、タブレット端末、
スマートフォンなどモバイルデバイス
の急速な普及拡大に伴い、ビジネス
や教育現場、ホテル、病院、公共施
設などで無線 LANの導入／活用が
加速している。加えて、2020年に開
催されるビッグイベントを前に、わが
国のWi-Fi環境を官民一体で整備す
ることの重要性が叫ばれている。
このように注目を集めるわが国の

無線 LAN市場だが、これまで市場
で販売されている無線 LAN製品は、
機能限定・低価格レンジ製品と、高
機能・高価格レンジ製品の 2極化
傾向が強かった。このため、“アク
セスポイント（AP）の集中管理や
認証などの不安はあるものの、安価
な無線 LANを導入した”“ニーズに
見合う製品がなかったため、高機能
の無線 LANを導入せざるを得なか
った”等々の声をよく耳にした。

NTT-ATの望月秀幸担当課長は、
「当社のワイヤレスビジネスは、約
30年前に遡ります。当初は、固定
マイクロ波通信などある程度限られ
た分野を中心に展開していました
が、最近ではブロードバンド・ユビ

高い環境性能と経済性が評価され ､
利用が拡大する 4ipnet 社無線 LAN製品

30年以上の実績と高度なスキルを活かした包括的なワイヤレスソリューションを積極展開するＮＴＴアドバンステクノロジ（以下、NTT-AT）。そ
の1つとして、日本の無線LAN市場を詳細に分析し、2012年に販売開始したのが、高い環境性能（防塵、防水）と経済性に優れた台湾4ipnet社
製品を活用した「無線LANソリューション」だ。すでに、大学や多拠点オフィスなど、様々な分野での導入が拡大している。
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1 4ipnetを活用した無線LANソリューション
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屋内防塵型筐体は天井裏の設置や製
造工場や倉庫の設置に最適な他、
IP68準拠の屋外対応型筐体はアウ
トドアでのAPとして最適。
③AP全機種は電源コンセントを必要
としないPoE（Power over Ethernet）
に対応し、電源工事が不要のため設
置レイアウトの自由度設計が可能。
④APの集中管理及び各種の認証セ
キュリティ（RADIUS、LDAP、AD、
NTドメイン、POP3など）が同時に
利用設定可能な無線LANコントロー
ラのWHGシリーズを提供。案件規模
や要求内容に応じて、4種類のライ
ンナップから選択可能。また、無線
LANコントローラは、外部認証サー
バとの連携が可能なだけでなく、
RADIUSサーバを内蔵しているため、
別途認証サーバを用意する必要がな
い。さらにサードベンダーのAPを
監視可能であるため、既設の他社製
APの認証強化を図ることも可能。

NTT-ATでは 4ipnet社無線 LAN

製品を活用した無線 LANソリュー

ションの提供にあたっては、セキュ
リティ対策に特に留意している。そ
の指針となるのが、平成 25年 1月
30日に総務省から発行された企業
等の組織が無線 LANを導入・運用
する際の情報セキュリティ対策に関
するガイドライン『企業等が安心し
て無線 LANを導入・運用するため
に』だ。NTT-ATではこれを踏まえ、
①無線 LAN区間における通信内容
の窃取及び改ざん、②内部ネットワ
ークへの侵入、③利用者へのなりす
まし、④不正な APによる通信内容
の窃取、⑤通信の妨害に完全対応す
ることとしている。
具体的な例の 1つとして、無線
区間を最新の暗号技術で通信の傍受
を不可能にしているほか、ユーザー
の通信トラヒックをユーザーグルー
プごとに論理的に完全分離し、無線
LANコントローラによって 1つの
ネットワークインフラで、利用グル
ープごとのアクセスのポリシー（時
間、帯域、アクセス許可するネット
ワークリソース）を設定することを
可能にしている点があげられる。
また、簡単・セキュアにWi-Fi接
続が行えるように、Web認証方式を
推奨。セキュアなアクセスが必要なゲ
スト向けには VPNを使用できる環境
を提供している。さらに強固なセキュ
リティ確保を必要とする顧客には、
Web認証と異なる SSIDを用いる
IEEE802.1X ／ IEEE802.11i によ
る認証方式を提案している。さらに、
4ipnetの APは、不正 APの探索機
能によって、高いセキュリティを維
持している。

　

NTT-ATでは、総務大臣の登録を
受けた登録検査等事業者としての置
局設計／回線設計及び電波伝搬／干
渉調査等の実績と高度な技術力を活
かし、図 1 に示す 4ipnet 社無線
LAN製品を基軸に、ユーザーニー
ズ、設置環境に最適な無線 LANソ
リューションを提供している。
4ipnet社無線 LAN製品の主な特
長を以下に列記する。
①APはスタンドアローン動作、無
線LANコントローラ配下での動作
の双方が可能であり、ユーザーニー
ズに合わせたフレキシブルな利用が
可能。また、用途に合わせて名刺サ
イズの情報コンセント対応型AP
（EAP701）や無線LANコントロー
ラ機能を実装したAP（CAP320）
など、幅広いラインナップを用意。
②屋外・屋内の耐環境性（防塵、防水）
や実用性（有線LANポートもAPに
付属）を考慮しており、どのような
場所でも長期にわたり快適なWi-Fi
環境が提供可能。特に、IP50準拠の

WHGシリーズ
セキュアWLANコントローラ

EAP767 

屋内用無線LANアクセスポイント

EAP320 EAP701 OWL620

屋外用無線LANアクセスポイント

802.11ac対応型 防塵型（IP50） 情報コンセント対応型 防水・防塵型（IP68）

図1　4ipnet社無線LAN製品の概要

4ipnet社無線LAN製品を基軸に、
無線LANソリューションを展開

総務省のガイドラインに完全対応
しつつ利便性も追求
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NTT-ATでは、本年 8月、10月
と矢継ぎ早に 4ipnet社無線 LANの
2つの新製品を市場に投入した。1
つは、スモールエリア用無線 LAN

として最適なオールインワンのクラ
スタ型 AP「CAP320」だ。
本製品は、APに無線 LANコント
ローラ機能が搭載されているため、
個別に無線 LANコントローラを購
入する必要がなく、導入費用を抑え
ることができる。これは、小規模で
ありながらセキュアなWi-Fi環境を
リーズナブルに構築したいという要
望に応えることができる。つまり、
商店街、レストラン、支店、小売店
など、スモールエリア用無線 LAN

として最適なシステムといえる。そ
の上図 2に示すように、アクセス
ポイントは 4台まで接続でき、AP

同士は無線によるメッシュ接続も可
能で、この場合は配線も不要となり、
設置も容易である。また、AP間を
有線で接続し、高スループットを実
現することも可能だ。以下に、主な
特長を示す。
①高度なセキュリティとユーザー認
証及びアクセス制御を有したコン
トローラ機能を装備。
②ブラウザからすべての運用管理を
行うことができ、クラスタ内の無
線APのトラブルシューティング
も簡単に行うことが可能。
③防塵対応（IP50準拠）の筐体であ
るため、天井裏などの設置に最適。
「CAP320」は、スモールオフィス

や小売店、商店街をはじめとするス
モールエリアでの無線 LAN導入を
拡大する革新的な製品だが、横山主
査は「将来的なロードマップとして
4ipnet社では、クラスタ単位で AP

をクラウドで管理する機能を現在開
発中で、スモールエリアでの無線
LAN活用ニーズへの対応を加速して
います。これにより、例えば多拠点
展開をされているお客さまで、各店
舗の APを本部で一括管理すること
も可能になります」と述べている。
もう 1つの新製品は、次世代高

速無線 LAN規格 IEEE802.11ac（以
下、11ac）に対応した「EAP760」
と ｢EAP767｣ だ。11acはこれまで
主流であった IEEE802.11n規格に
比べ最大約 11.5倍の超高速通信を
可能にする規格として注目を集めて
いる。
両機種は、最大スループットが

1.3Gbps（規格値）での高速通信が
可能なため、高速で快適なWi-Fi環
境を提供するだけでなく、今後普及
が見込まれる 4K映像の快適な視聴
環境を実現し、さらに多くの人が利
用するオフィスや大学、公共施設、

ホテル、病院など高密度なクライア
ント環境下でのアクセス制御やセキ
ュリティを重視した無線 LAN設置が
必要な場面での利用に最適である。
櫻 井 主 任 は、「 壁 掛 け 型 の

EAP760とアンテナを内蔵したドー
ム 型 の EAP767 は、3x3MIMO 

（Multi Input Multi Output）により
2.4GHz、5GHz帯でそれぞれ最大
スループット 450Mbps、1.3Gbps

の超高速Wi-Fi環境と、安心してお
使いいただける高度なセキュリティ
機能を、リーズナブルな価格帯で提
供します」と新製品の特長を語る。
以上、NTT-ATの無線 LANソリ

ューションを紹介した。最後に望月
担当課長は、「安心・安全、快適、
経済的な 4ipnet社無線 LAN製品の
特長を活かし、前述した 4つの市
場（文教、多拠点オフィス、ホテル、
屋外）と、更改期をトリガーにした
他社製品のリプレース市場を中心
に、積極的に導入拡大を図っていき
たいと考えています。リセラーとし
てターゲット市場に強い SIerと連
携することも視野に入れています」
と抱負を述べている。
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図2　コントローラ機能を実装した4ipnet社無線LANアクセスポイント
クラスタモデル「CAP320」の外観と設置イメージ（無線によるメッシュ接続も可能）

製品ラインナップの拡充で、
さらなる導入拡大を目指す
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