
安易に手を出すと後悔する！？

クラウドWi-Fi選び

皆様

日本ヒューレット・パッカードの重村リーナです。

本メルマガをご覧頂きありがとうございます。

先日の3連休、都内某所へ買い物に出かけたのですが、
駅前広場で動物と触れ合うためのイベントが開催されていました。

3連休ということもあり、家族連れが楽しめるようにという趣向だったんでしょうね。
縁日のような会場には、多くの子供たちの喚声がこだましていました。

こういう雰囲気、私大好きなんですよね！

そのイベント会場には、ひよこやウサギ、犬などがいて

愛らしい表情やしぐさに触れることで日頃の重圧から解放され、癒され感MAX！！
重圧を感じているかどうかは、本人次第なのでそこのツッコミはご容赦を。

でも、中には上記の愛らしい動物たちとは一線を画したものもおりまして。

http://www.arubanetworks.co.jp/


そう、リクガメです。

威風堂々とされたお姿、重厚なる甲羅の隙間から覗く

えも言われぬキュートなお顔！

実は実家で亀を飼っているほどの亀・愛好家なリーナでして、

動物の中では好きな部類に含まれます。

でも、世の中のキッズたちには受け入れられているのかなー。

案の定、子供たちがリクガメ周辺に集まる気配はないようです。

いや、君が悪いわけではないんだよ、と声をかけながら触れあっていたのですが、

最後まで動くことなく、無反応を貫いたリクガメ。

その辺なんだよなー、キッズが集まってこないのは。

ほんの少しのサービス精神があれば、大きく評価も変わるのに。

そういえばわが社の●●さんも、そんな傾向あるなぁ…

誰とは言いませんが、●●さんファイトぅぅ！！

今回からお届けするのは、「それ選んじゃダメなの！？後悔しない“クラウドWi-Fi”選びの視
点」と題して、中小企業に人気のクラウドWi-Fiについて。
クラウドについて気になっている大輔と、選定時に注意すべきポイントを指摘する美咲…
クラウドWi-Fiの落とし穴とはいったい？

それ選んじゃダメなの！？

後悔しない“クラウドWi-Fi”選びの視点



今回からお届けするシリーズ「それ選んじゃダメなの！？後悔しな

い“クラウドWi-Fi”選びの視点」と題して、中小企業に人気のクラウ
ドWi-Fiの是非についてご紹介。

メリットの多いクラウドWi-Fiではあるものの、注意して選ばない
と後で大変なことに。美咲の鋭い指摘が大輔の目を覚まさせる…
今回もお楽しみに！

大輔（だいすけ）

A市役所のIT推進室から転職して、現在は世界的な
お菓子メーカーであるD＆W社の情報子会社に転
職。ネットワーク統括部のメンバーとしてグローバ

ルなIT基盤の運用管理を担う。実際にはITの知識が
あまりなく、いつも周囲に頼ってばかりいる。

美咲（みさき）

大輔と同じくA市役所職員から転職した、もと大輔
の部下。大輔が所属する情報子会社の親会社にあた

る、グローバル本社のD＆W社システム企画部に所
属。社会人歴はわずか3年ほどだが、平成生まれの
デジタルネイティブ世代として、ITの知識は豊富。

へー、そんなものがあるんだね。便利な世の中になったもんだ。

あれ？どうしたんです？大輔さん。今日は本社のほうで用事ですか。

そりゃ4月だからね。これまで見たことのない新しいお菓子が試供品としてたく
さん用意されているんじゃないかと思ってね。

2017年度も変わりませんね、大輔さんは。

そりゃー、そうさ。僕からお菓子を取り上げたら何も残らないもの。

自分で断言できちゃうところ、かえって尊敬しますよ。

で、先ほどは何に驚いていたんです？

あ、そうそう、最近だといろんな業務アプリをクラウドに展開する企業が増えて

いるじゃない？

そうですね、基幹系はまだまだですが、情報系はかなり進んでいますよね。

実はさ、無線LANについてもクラウド側に管理を委託できるサービスが出ている
んだけど、知っている？



それって「クラウドWi-Fi」のことですか。

そうそう。さっき話を聞いたら、すごく便利そうだなと思ったんだけど。

拠点の数が多くて管理者がすべて面倒を見ることが難しいようなケースには有効

ですよね。あとは、小規模での導入などでは私も賛成です。

最近だとオフィスに引き込むアクセス回線とオフィス内の通信であるWi-Fiを同
時にサービスメニュー化しているところもあるみたい。

これって、うちでも検討できるんじゃない？

もちろん検討できるソリューションですよね。でも、注意してくださいね。

何、注意って？普通の無線LANを活用する場合と何か違いがあるの？

製品によっては、クラウド環境に最適化されているがために、汎用性のないサー

ビスもあるようですよ。

いいじゃない、クラウドに最適化されていれば。

見た目は良さそうですよね。

でも、規模が拡大して自社で環境を整備し直す場合は…

コントローラの増設がいるとか？

いえ、そのアクセスポイント自体が使えなくなるケースも。その場合は、導入し

てきたAPを捨て、新しい環境を一から作り直すことになります。



えっ！？それは困るなー。なんでそんなことになるの？

決定的な違いは、クラウド環境であれオンプレミス環境であれ、1つのアーキテ
クチャで製品が構成されているかどうかなんです。

だって同じ会社の製品なんでしょ？

同じ会社といっても、例えば買収してラインナップに加えているような場合、

同じ会社の製品に見えても互換性がないということは起こりうることなんです。

この辺りはちょっと見えづらいところですね。

じゃあ、うちで使っているHPE Arubaも、クラウドで利用する場合は別の製品を
購入し直さないといけないんだ。

いえ、HPE Arubaはまったく同じアーキテクチャで展開しており、どんな環境で
も使えるんです。

あ、そうなの！？

じゃあ、規模が大きくなっても投資したAPなどは無駄にならないわけだね。

クラウドからスモールスタートしても、あとで規模が大きくなればそのAPをオ
ンプレミスで使うこともできます。当たり前のような気もしますが、実は対応で

きないものもあるので注意してくださいね。

いやー、そういうこと聞いておいてよかったわ。



あとエリアが広がって規模が大きくなると、必要になってくるのがAP同士で協
調しながら最適な無線空間を作り出すような制御が必要になってきます。

この辺はオンプレミスでも同じだね。チャネルの自動設定とかAPの切り替えと
かAPの負荷分散とか、最適な環境はAP同士が協調しないとね。

でもこの協調する機能がないものだと、APの台数が増えてくると途端に通信環
境が悪くなります。これも買い替えざるを得ない原因の1つになってきます。

やっぱり将来性を考えておかないとまずそうだね。

そうですね。ちなみにクラウド上での管理基盤は「Aruba Central」と呼ばれる
もので、APだけでなく有線スイッチの管理も可能になっています。

これ、知り合いに教えてあげよう。

クラウドWi-Fiってどこでも同じだと思っていたフシがあるから。

ちょっと待ってください、大輔さん。もう少し違いとして知ってもらいたいこと

もあるんです。それを聞いてからでも遅くないかと。

美咲くん、じらすねぇー。

いや、そういうつもりはないんですけど。いずれにせよ、同じ技術で小規模から

大規模、オンプレミスもクラウドもカバーできるようなソリューションかどうか

は重要な視点だということは忘れないでください。

この前会社でパソコン買ったときも同じようなこと思ったなー。空きメモリスロ

ットが1つだけのものを買ったんだけど、だんだん処理させるアプリが重くなっ
てきてしまって。結局メモリを思う存分増やせずに、パソコンを買い直した経験

があったっけ。

そんなことがあったんですね。やっぱり将来も見越したうえで検討しないと。

お菓子の購入レビュー動画をガンガン編集していたら、もう全然パワーが足りな

くてさ。

うん？お菓子のレビュー動画？仕事じゃないんですか？

仕事というか、まあ自社の宣伝みたいなもんでさ。

ユーチューバーとしてチャネルを持ってて、結構人気あるんだよ、僕。



それって、会社でやっちゃダメなやつでは？

いやいや、もう会社のほうから許可もらっているから。

えー！！なんでOK出たんですか？

動画が結構な反響でね、それなりに宣伝効果が出てきているので、会社としても

容認せざるを得ないというか。

好きこそものの上手なれ、ですねぇ。

ユーチューバーとして食べていけるんじゃないですか？

まあお菓子だけに、“甘い”考えのままで食べていきたいね！

…そういう時代なんですね…

バックナンバー

vol.31「オンプレなのに過剰な投資なくスモールスタート、それホント？」
vol.30「それってリースじゃないの？フレキシブルキャパシティの秘密」
vol.29「新サービス“フレキシブルキャパシティ”何がすごいの？」
vol.28「端末を離さない“スティッキー対策”の有効打」
vol.27「目に見えない無線LAN、音声品質を的確に把握する方法とは？」
vol.26「ワークスタイル変革に最適な無線LANの心得」
vol.25「また手作業？端末証明書の“セルフサービス化計画”を発動」
vol.24「妨害電波を出すAPが登場！テザリングを無効化する技」
vol.23「ClearPassが内部情報漏洩対策に？アクセス制御の極意を学ぶ！」
vol.22「新シリーズ「ClearPassによる安全対策のイロハ」スタート！」
vol.21「WAN回線の障害で認証できない… IAPならできる、そのワケ」
vol.20「無駄にならないIAPという選択肢」
vol.19「卓上APで工事費ゼロ、の衝撃」
vol.18「計算し忘れたAP工事費の後始末～前編～」
vol.17「SSIDを増やしてゲストに開放！遠隔地のAP設定に便利なツールとは？」
vol.16「トラブル発生でも大丈夫！原因究明に役立つAirWaveログの実力」
vol.15「他拠点への展開、遠隔地のAP管理もお手軽簡単に“見える化”」
vol.14「失念していた予備APのバージョンアップ、その対処法は？」
vol.13「30台のAP、LANにつなげるだけで自動設定できるスゴ技」
vol.12「天井設置が要らないAP！？無線LAN工事のすごワザ」
vol.11「コントローラ内蔵APが現場を救う！ 無線LAN導入のススメ」
vol.10「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(4/4)」
vol.9「予知できるから安心！無線LANトラブルの回避 トリガー設定編(3/4)」
vol.8「大量通信の容疑者は誰だ！？無線可視化でわかること」
vol.7「無線LANアラートの閾値設定の方法、教えます！」
vol.6「マップから異常なAP、見つけた！！無線LAN障害の対処法」
vol.5「チャネル使用率から原因を絞ってみると… 無線LANトラブル解析」
vol.4「クライアントのヘルス値が下がった要因とは？無線LANの健康状態を探る」
vol.3「無線LANがおかしい、21:30に何が起こっていたのか？」
vol.2「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(2/2)」
vol.1「見えるから解決！ 無線LANトラブル トラブル1 うまくつながらない！(1/2)」



見えない現場の管理、障害対応はどうする？

クラウドWi-Fiあるある

皆様

日本ヒューレット・パッカードの重村リーナです。

本メルマガをご覧頂きありがとうございます。

いや、本当に暖かくなってきました。

っていうか暑いぐらい…

すでに25度を超える夏日を記録する日もあるなど、
爽やかな春を素通りして、初夏といった面持ち。

まだ、春を満喫してないのに…

そこで、休日にはできるだけ外に出て楽しもう！

ということで訪れたのが、浅草にある遊園地「花やしき」であります。

開園は諸説あるようですが、1852年に植木茶屋としてスタートし
翌年の1853年（嘉永6年）に「花屋敷」という名称が史実に出てくるようです。

なんと、ペリー提督が浦賀へ来航した年ではないですか…

日本最古の遊園地として、今でも多くの観光客が訪れているようです。

アトラクション1つずつにレトロな味わいがいあり、メリーゴーランドや観覧車など
とっても可愛い乗り物がたくさん！！

でもまあ、可愛いことと安全であることはイコールではありませんが…
結構年季入っているようなので、逆にジェットコースターなんて独特のスリルあるかも。

中でも私が気になったのが、こちら！

http://www.arubanetworks.co.jp/


な、並んでる！！

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、

これは「ビックリハウス」というアトラクションで、

現存するアトラクションの中でも日本最古のもののようです。

1947年からあるそうで、その歴史を聞くだけでも“ビックリ”な家です。

で、実際は何がビックリなのかというと…

ぜひ今度の休日に花やしきへ足を運んで体験していただければと思います。

あ、すぐに検索しないように。

ちなみに、私がビックリハウスから出てきたときの第一声は

「ぐるぐるして、き、気持ち悪い…」
以上、浅草・花やしきの現場からリーナがお伝えしました！

前回からお届けしている「それ選んじゃダメなの！？後悔しない“クラウドWi-Fi”選びの視
点」。

インターネット越しの運用管理が必要なだけに、万一の通信障害時にはWi-Fi全滅！？
その場の干渉源対策はどうするの？などなど、クラウド環境ならではの事態に

どう対処すべきか。そんな運用の困りごとについて見ていきます。

それ選んじゃダメなの！？

後悔しない“クラウドWi-Fi”選びの視点

前回から始まったシリーズ「それ選んじゃダメなの！？後悔しな

い“クラウドWi-Fi”選びの視点」の第2回。

管理が容易になるクラウドだけに、万一の時には対処が難しくなる

可能性も。クラウドでの運用で注意すべき事態と、そのために必要

な機能について紹介します。



大輔（だいすけ）

A市役所のIT推進室から転職して、現在は世界的な
お菓子メーカーであるD＆W社の情報子会社に転
職。ネットワーク統括部のメンバーとしてグローバ

ルなIT基盤の運用管理を担う。実際にはITの知識が
あまりなく、いつも周囲に頼ってばかりいる。

美咲（みさき）

大輔と同じくA市役所職員から転職した、もと大輔
の部下。大輔が所属する情報子会社の親会社にあた

る、グローバル本社のD＆W社システム企画部に所
属。社会人歴はわずか3年ほどだが、平成生まれの
デジタルネイティブ世代として、ITの知識は豊富。

そうそう、前回話していた「クラウドWi-Fi」の件だけど。

えっと、大輔さんがユーチューブで儲けている話でしたっけ？

いい時代になったね、自分の好きなものを動画でアップすればお金になる時代な

んだから。ホントにありがたいよ…って違うよ！

ユーチューバーとしての活動を会社が認めていることもショックですが、チャネ

ル登録数が10万人…大輔さんがそこまで人気者だとは…



いや、ユーチューバーとしての活動はどうでもいいんだけど。

クラウドWi-Fiで注意することって、1つのアーキテクチャで運用できることって
話があったでしょ？それ以外にも何かあるって話だったから。

ああ、それですね。

クラウドサービスのいいところってどんなところだと思います？

手間がかからない。

ざっくりしてますね。まあいいでしょう。そうなんです、クラウドWi-Fiの場
合、管理サーバーはインターネット越しにあるため、自分たちで導入する必要は

ありませんし、いつでもWebブラウザ経由でアクセスすれば遠く離れた現場の無
線環境を可視化することも容易です。そういう意味で手間がかからないと。

やっぱり便利だよね、クラウドWi-Fi。

でも、基本的に管理する環境がサービス事業者側にあり、APの管理は常にイン
ターネット越しに行われます。

でも、このインターネットがつながらなくなったらどうなると思います？

つ、通信…で、できなくなる…のかな！？美咲くん…

さすがにローカルで通信できなくなるとまずいですよねぇ。

そこまでの状態にはなりませんが、一般的には管理ツールがクラウド側にあるの

で、設定変更ができなくなります。あとは認証などの機能がクラウド側にあるサ

ービスだと、接続時に認証できずにアクセスできなくなる恐れもありますね。



アクセスできなくなるのはまずいね。これって何か対策できないの？

できていないものが多いんですけど、HPE Arubaであれば心配することはないん
です。

え？なんで？

あれですよ、Instant APがあるじゃないですか！

うちで使っているAPね。でもなんでInstant APなら大丈夫なの？

仮想コントローラ機能があるからですよ。

うん？あ、切れたときにInstant APが管理機能を代行するってこと？

そうなんです。そうすると、設定変更などもできますし、認証についても過去に

1度でも認証したことのあるデバイスであれば、新たに接続しに行っても通信す
ることができます。

Instant AP内に認証の履歴が残っているってこと？

そういうことです。

インターネット接続できない状況なんて考えたことなかったけど、クラウドの場

合はネットワークありきだからね。何か不測の事態に対処できるよう、ローカル

制御できる仕組みは欲しいところだね。

だから、クラウドWi-Fiであればなんでも同じと思っていては痛い目を見ます
よ。機能的にも差があったりしますから。

機能的って？

例えば、無線LANの場合は必ず干渉源となるものが結構オフィスに存在していま
す。電子レンジなどは同じISMバンドですので、干渉源になり得ますしね。これ
らをどこまでAP側で認識するのかによって、快適な無線LAN環境を維持できる
かどうかが変わってきます。

干渉源がわかれば、その状況に合わせて安定した環境が作れると。

そういうことですね。



クラウドWi-Fiってひとくくりにいっても、いろいろ機能の差があるんだねぇ。
運用がきちんとイメージできないと、トラブルに巻き込まれることもありそう

だ。

お、大輔さん、わかってきましたね。

でもね、結局これ次第なんだよね。

何です？

お高いんでしょ？

よくテレビ通販に登場する“キメ台詞”みたいな感じですね。

結局おカネ次第だからさ。そりゃ高ければいい機能がついているに決まっている

もの。で、お高いんでしょ？

ふふふ、それも驚きの金額ですよ。

やっぱり！！めちゃ高いんだ…

逆です、安いんですよ！！

ええ！？ってちょっと待った！

どうしました？

このくだり、動画に撮っておきたいのでもう一回いい？

動画に撮ってどうするんです？

そりゃ僕が管理するユーチューブのチャネルにアップするに決まっているじゃな

い。「心ときめく通販的“お高いんでしょ？”の使い方：賢い部下をその気にさせ
る会話術」というタイトルで。

絶対嫌です！！



バックナンバー

vol.32「安易に手を出すと後悔する！？クラウドWi-Fi選び」
vol.31「オンプレなのに過剰な投資なくスモールスタート、それホント？」
vol.30「それってリースじゃないの？フレキシブルキャパシティの秘密」
vol.29「新サービス“フレキシブルキャパシティ”何がすごいの？」
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クラウドWi-Fiをコストから比較する！
最適選びの勘所

皆様

日本ヒューレット・パッカードの重村リーナです。

本メルマガをご覧頂きありがとうございます。

朝晩はひんやりしていることもありますが、日中はかなり暑い日が続いています。

営業って本当に体力勝負だと実感する毎日です。

いやはや、本当に暑い…

皆様、熱中症対策も含めてしっかりケアしていただければと思います。

私も何か暑さ対策を講じねば、と考えていたところ、

ゴールデンウィークに開催されたとあるイベントに参加したことを思い出しました。

暑さ対策になるイベントというか、背筋がぞくぞくするという感じのイベントなんですけど…

そう、それは“ゾンビ”に追いかけまわされるというイベントです。

鹿島アントラーズが開催した参加者体験型イベントで、いわゆる謎解きをしながら

ミッションをクリアしていくという“リアル脱出ゲーム”のようなもの。
サッカースタジアム内で徘徊しているゾンビから逃げつつ、謎を解いていくイベントです。

ファンイベントの一環として、OBで元日本代表の中田浩二さんなどもいらっしゃると聞いて、
ぜひ参加してみようと思った次第です。

謎解きと事前に聞いていたのですが、開始直後からスタジアム内のあちこちで悲鳴が響き、

気付いたら真後ろにゾンビが迫ってくる状況に。な、謎って！？

でも、しっかり押さえておきましたよ、記念の一枚を。

http://www.arubanetworks.co.jp/


元日本代表の名良橋晃さんです！！

な、名良橋さん、ゲストって聞いていましたけど“ゾンビ”枠で参加していたとは…

逃げ回っている最中に偶然お見掛けし、強引に写真を1枚。

生まれて初めてです、ゾンビに写真をお願いするの。

背筋がゾゾっとする割には、走り回った挙句に疲れ果ててしまい

ひんやりするような涼を感じるイベントとはならなかったようで…

でも、とっても楽しいイベントでした！！

運用管理の困りごとにフォーカスした前回を受けて、「それ選んじゃダメなの！？後悔しな

い“クラウドWi-Fi”選びの視点」の第3回をお届けします。
運用管理の手間もかからないクラウドWi-Fiは確かに魅力ですが、結局お金がかかるのではと懐
疑的な大輔。そこで美咲が提示した、コスト面から見たクラウドWi-Fiの実力とは？
お楽しみに。

それ選んじゃダメなの！？

後悔しない“クラウドWi-Fi”選びの視点

今回で3回目となる「それ選んじゃダメなの！？後悔しない“クラウ
ドWi-Fi”選びの視点」。

今回はクラウドWi-Fiにまつわるコストの面にフォーカスし、その
実態を明らかにします。コスト的に見ても本当にメリットがあるの

か、その答えとは？



大輔（だいすけ）

A市役所のIT推進室から転職して、現在は世界的な
お菓子メーカーであるD＆W社の情報子会社に転
職。ネットワーク統括部のメンバーとしてグローバ

ルなIT基盤の運用管理を担う。実際にはITの知識が
あまりなく、いつも周囲に頼ってばかりいる。

美咲（みさき）

大輔と同じくA市役所職員から転職した、もと大輔
の部下。大輔が所属する情報子会社の親会社にあた

る、グローバル本社のD＆W社システム企画部に所
属。社会人歴はわずか3年ほどだが、平成生まれの
デジタルネイティブ世代として、ITの知識は豊富。

「クラウドWi-Fi」についてだけど、だいぶわかってきたよ。

お、それは説明した甲斐がありますよ。

クラウドWi-Fiであっても、オンプレミスや大規模環境などへの展開も考慮に入
れると、1つのアーキテクチャで作られていることが理想だと。

ふむふむ。

あとはクラウドの場合インターネット越しでの管理になるため、ネットワーク障

害などにもきちんと対応できるような仕掛けが施されていることと。

素晴らしい、大輔さん。よく理解されていますね。そういうことです。



で、あとはさ。

あとは？

前回も聞いた、お値段なんだけど。

「お高いんでしょ？」って聞いたら安いって言ってたじゃない。ホントなの？

本当ですよ。イメージしている金額よりも安いと思いますよ。

まずはオンプレミスとクラウドでのコスト差です。HPE Arubaの無線LANで、
AP台数のパターンでいくつか試算しています。

こんな感じなんだね。やっぱり小規模の場合は、価格差が大きいね。

でも5年で使ってもクラウドのほうが安くなるとは。

最近は長期的に使うとオンプレミスのほうが値段が安くなるという声もあります

からね。

このクラウドWi-Fiについては長年使ってもクラウドのほうが安価です。

そうなんだね。にしてもクラウドにするとだいぶ安くなるなぁ。

しかも、これはハードウェアやライセンス費用なので、実際管理にかかる工数は

含まれていません。遠隔地に行かなくても現場の状況が監視でき、対処も早い。

運用コストも減らすことができるはずです。

ますますクラウド、いいじゃない！



数年先を考えると、拡張性にも富んでいるし、投資保護にもつながる。

そして安価なコストで無線LAN環境が構築できるのは魅力だと思いますよ。

しかもいろいろ含まれたうえでの月額のサブスクリプションモデルだから、予算

化もしやすいし。いいこと尽くしじゃない。

そうですね、うちもどこかで使い分けてもいいとは思いますけどね。

しかし、いつもこの手の話題で出てくるのが…

何です？

クラウド化して管理が容易になると、ますます僕の仕事がなくなるなぁって話。

これなんて業務部門でも運用できちゃうレベルじゃないの？

特にHPE Arubaであれば、無線環境の自動調整機能もあるので日々チューニング
することもないし、現場の状況把握だってAruba Centralにアクセスして終わり
だもの。

どうやらAruba Centralが持っている豊富なAPIを利用すれば、サービスプロバイ
ダーやSIerがマネージとサービスとして提供することもできるみたいです。
自社で運用せずとも、外部に委託することだってできるようですよ。

いやーでも、僕の仕事が…

無線の運用に時間をかけるのではなく、もっと戦略的なIT投資のための検討に時
間を割いてくださいよ。ただでさえシステム部門は人数が少ないんですから。

そうね、他にもやることはたくさんあるからなぁ。

動画撮影や編集などなど…ああ忙しい。

いや、業務中はシステム部門としての仕事をしてくださいよ。

はは、そうね。そういえば、今度ちょっと付き合ってよ。

とある企業がAruba Centralを入れたって事例があるようなので、詳しい状況を
聞いて来ようと思ってさ。

そんなお話をお聞きできる機会があるんですね！

それはぜひ同行させてください。
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