
Ruckus Cloud Wi-Fi で、地理的に離れた複数サイトのワイヤ
レス ネットワークを簡単・迅速に設置、監視、管理できます。直
感的なインターフェイスとラッカスのモバイル アプリを使用し
て、すべての WLAN をどこからでも管理できます。管理者はす
べてのロケーションに設置されたアクセス ポイント (AP) とク
ライアントを 1 画面で確認することができます。

シンプルな管理
ビルトインの複数サイト管理ツールを使用すれば、日々の管理から、新しい施設の
セットアップ、ゲスト ネットワークの作成にいたるまで、さまざまな WLAN 管理業務
が格段にシンプルになります。より迅速に組織のニーズに対応できるだけでなく、IT 
管理者の労力を減らすことができます。

どこからでも WLAN を一元的に可視化して制御
すべてのロケーションにあるアクセス ポイント (AP) とクライアントを 1 画面で確認
することができます。アプリケーション、トラフィック、クライアント、その他のリアル
タイム データと過去データが表示されます。Web インターフェイスまたはモバイル 
アプリを使用してどこからでも Wi-Fi ネットワークを管理できます。

運用コストを削減しながらパフォーマンスを改善
運用コストを抑えながら、優れた Wi-Fi 体験をユーザーに提供します。ラッカスの高
密度アクセス ポイント (AP) では、1 台の AP でサポートできるユーザーの数が他社
製品を上回ります。ラッカス AP が提供する優れたキャパシティと信号到達範囲を
活用することで、組織が成長したときの Wi-Fi インフラのコストを抑えることができ
ます。

RUCKUS CLOUD WI-FI
クラウドから比類のない Wi-Fi 管理

データ シート

RUCKUS CLOUD WI-FI に含まれ
るもの:

•• AP 管理 

•• 新機能が即使用可能 

•• どこからでも管理できる無料のモバイル  
アプリ 

•• 365 日 24 時間の電話/チャット/Web テクニカ
ル サポート 

•• ご利用期間（ライセンス購入）： 
1 年、3 年、5 年 

•• VAR 向けの管理ポータル
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図 1: Ruckus Cloud Web UI とモバイル アプリ
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RUCKUS CLOUD WI-FI の主な特徴
高パフォーマンス WI-FI 6 (802.11ax) および 802.11ac AP 
•• ラッカス AP に搭載されている BeamFlex™ および ChannelFly™ 特許取得技術により、厳

しい RF 環境 (高密度、高干渉、高ロス) で、よりパフォーマンスが発揮される優れた性能 
•• キャパシティと電波到達性能が優れているため、より少ない AP で Wi-Fi インフラストラク

チャを構築することが可能。他社製品と比較して AP 1 台で接続できるクライアント数が 
30% ～ 50% 多い ため、Wi-Fi の運用コストを削減 

•• 自動クライアント ロード バランシングとバンド バランシング機能により、全クライアントに
対して QoS を確保 

•• Ruckus Cloud UI を １ クリックするだけで有効になる SmartMesh を使用して、配線と設
置にかかるコストを削減可能

直感的な UI と目的ベースのワークフロー
•• 1 画面の Web UI で、WLAN、施設、ネットワーク、AP、クライアント詳細、アプリケーションを

一元的に可視化して制御
•• クライアントの履歴と傾向を表示 
•• ネットワークの健全性を一目で判断
•• 直感的な UI により、簡単に管理ができるため、専門の IT リソースへの依存が低減 
•• ウィザードによる目的ベースのワークフローで毎日の作業に費やす時間を短縮 

簡単で柔軟性の高いゲスト、従業員ネットワークのセットアップ
•• セルフヘルプ型またはスポンサー ゲスト WLAN
•• ゲスト用にカスタマイズされたキャプティブ ポータルを 6 つの簡単な手順で設定
•• ゲスト キャプティブ ポータルは、15 以上の言語でカスタマイズ可能
•• ラッカスによる検証済みの複数のサードパーティ キャプティブ ポータル ソリューションと

統合
•• セキュアなゲスト ネットワークのための複数のオプション: 
−− ソーシャル ログイン、SMS、メール、クリックスルー、パスコード
−− DPSK、PSK、Cloudpath、または AAA を利用した 802.1x で従業員アクセスのセキュリ

ティ対策

モバイル アプリ
•• Ruckus Cloud モバイル アプリを使用して WLAN をどこからでもプロビジョニング、監視、

管理
•• ネットワークの問題や変更を知らせるプッシュ通知を受信 
•• スマートフォンのカメラで AP のバーコードをスキャンして AP を登録
•• 名刺をキャンしてゲスト パスを生成
•• 新しい従業員およびゲスト ネットワークをセットアップして構成 
•• 外出先でキャプティブ ポータル メッセージと画像をカスタマイズ

内蔵のレポーティング機能と分析
•• 施設、AP、SSID、無線ごとのトラフィック レポート、アプリケーション可視化、ユニーク クラ

イアント数など含む 11 種類のレポート オプション 
•• 最大 6 か月分のデータを保存し、長期的なトレンド分析に対応 
•• 短間隔でレポートを入手可能

完全な投資保護 
•• Ruckus Cloud Wi-Fiがアクティブでなくなった後も WLAN と AP を使用可能
•• 1 つの管理アーキテクチャから他のアーキテクチャまたはハイブリッド管理に移行しても、

ラッカス AP を引き続き使用できる完全な柔軟性 

トラブルシューティングを短縮 
•• ビジュアル接続診断 (VCD) を使用すれば、ネットワークのとワイヤレス クライアント接続

問題を短時間で簡単にトラブルシューティングして解決できるだけでなく、IT はユーザー
体験が低下しそうな状況を素早く見つけて対応可能

•• Elasticsearch による包括的な検索
•• SMS、モバイル アプリのプッシュ通知、またはメールでネットワーク ステータスを即座に 

通知 

図 2: キャプティブ ポータル 

図 4: ビジュアル接続診断

図 5: 用途

図 3: DPSK 
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その他の機能と仕様

高性能 AP •• 最新の Wi-Fi 6 (802.11az) と 802.11ac Wave 1/ 
Wave 2 AP を含む屋内および屋外用のさまざまな 
ラッカス AP の管理 
•• 自動ロード バランシング (AP とラジオの間) 

•• エアタイム フェアネス
•• 構成が簡単でセキュア高信頼性メッシュ ネットワーキ 

ング

対応 AP •• 対応する AP モデルの一覧につては、http://www.ruckuswireless.com/cloud-devices を参照してください。

モバイル アプリ •• 複数の AP をスキャンして Ruckus Cloud に登録
•• プッシュ通知で警告 
•• AP、WLAN、クライアントのステータスを監視 
•• 新規の SSID (企業またはゲスト) を作成して構成

•• キャプティブ ポータルの画像とメッセージをカスタマ 
イズ
•• 曜日と時刻で SSID のスケジュールを作成
•• iOS と Android をネイティブサポート

ゼロタッチ プロビジョニ 
ング

•• ゼロタッチ AP プロビジョニングと一括スキャン •• Ruckus Cloud に接続された後は AP ファームウェアを自
動更新

従業員 Wi-Fi •• 複数の従業員認証オプションを利用可能:

−− ダイナミック事前共有キー (DPSK)

−− PSK (WPA/WPA2) 

−− 802.1x と AAA およびダイナミック VLAN サポート

•• クライアントごとまたは SSID ごとの帯域幅レート制限を
設定可能
•• 高速 BSS トランジション (802.11r) で AP 間のハンドオフ

時間を短縮しながら、セキュリティと QoS も確保
•• 802.11k 対応による効率的なローミング 

ゲスト Wi-Fi •• 柔軟なログイン オプション:

−− オープン、SMS、メール、クリックスルー、パスコード

−− ソーシャル ネットワーキング ログイン (Google、
LinkedIn、Facebook、Twitter) 

−− PSK、キャプティブ ポータル、スポンサー ゲスト
•• ゲスト ログイン情報の一括作成 
•• ネットワークリソースへのアクセスを制御:

−− 時間ベースの SSID スケジュール作成

−− ロックアウト期間とシンプルなロック解除オプション付
きの無料 Wi-Fi

•• 詳細な管理制御：

−− WLAN ごとのアグリゲート帯域幅制限

−− WLAN ごと、クライアントごとの帯域幅制限 

•• DHCP IP アドレス適用機能
•• ゲスト マネージャー (フロント デスク) 管理ポータル
•• MAC キャッシングでリピート客をゲスト Wi-Fi に素早く 

接続
•• 簡単にカスタマイズできる内蔵キャプティブ ポータル 
•• Linkyfi、Purple Wi-Fi、Cloud4Wi その他多数のサード

パーティ Wi-Fi マーケティング プラットフォームとの統合  
•• キャプティブ ポータルの言語: 中国語 (繫体字)、デンマー
ク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイ
ツ語、ギリシャ語、イタリア語、日本語、ノルウェー語、ポー
ランド語、ルーマニア語、スウェーデン語、スペイン語、ト
ルコ語 

位置情報サービス •• Ruckus SPoT™ 位置情報サービスとの統合 •• ラッカスのエコシステム パートナーによる位置情報サー
ビスの統合

セキュリティ、プライバ
シー、データの保護 

•• クラウドへのトラフィッククラウドからのトラフィックをす
べて暗号化 
•• AP およびクライアントの管理トラフィックのみを 
クラウドに送信
•• クライアント データ トラフィックはローカル 

にとどまり、既存のファイアウォール経由で 
ローカル LAN に送信 
•• Ruckus Cloud に保管されているデータは暗号化 
•• ラッカスは、ヨーロッパの顧客向けには、 EU にあるデー

タセンターを提供 
•• 最新のセキュリティ パッチは自動的に更新
•• クライアント非アクティブ タイムアウト間隔を 

構成可能

•• 管理者権限用にロールベースアクセス制御を提供
•• 管理者はパートナーおよびラッカス サポートに対してア
クセスの許可・不許可を設定可能
•• ゲスト SSID ではデフォルトでクライアント分離が有効 
•• SSID スケジュール作成により Wi-Fi ネットワークの不正

使用を防止
•• 施設内の特定の SSID のみを公開
•• AP を自動検出
•• トラフィック ポリシーのための L3/L4 アクセス制御
•• L2 デバイス ポリシーでネットワーク アクセスを制御
•• Ruckus Cloud プライバシー ポリシーを参照してください
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追加の機能と仕様 (続き)

ダイナミック事前共有キー 
(DPSK) 

•• PSK よりセキュアな DPSK で、各デバイス用に一意の PSK 
を簡単に実装 
•• PSK は個別に生成することも、既知のデバイス用に一括し

てアップロードすることも可能  

•• パスワードの複雑さと有効期限ポリシーを設定 
•• 記録用に DPSK リストをエクスポート 

Cloudpath サポート (ライ
センスは別売り)

•• アドオン サービスでセルフサービス オンボーディングと
ユーザーごと、デバイスごとの詳細ポリシーを有効化する
ことが可能

•• 内蔵の公開鍵インフラストラクチャ (PKI)、 
Microsoft CA、InCommon などの複数の Muse®  
証明書ソースにより、パスワード/PSK よりも強力 
なセキュリティを提供

内蔵のレポーティングと 
分析 

•• 以下の 11 種類の異なるレポート オプション:

−− AP ごと、SSID ごと、施設ごと、無線ごとのトラフィック

−− 上位 10 のアプリケーション 

−− トラフィックごとの上位クライアント

−− セッション詳細

−− ユニーク クライアント レポート (2.4GHz クライアント対 
5GHz クライアント経時変化) 

•• 最大 6 か月分のデータを保存し、ビッグ データ分析でト
レンドを追跡： 

−− Hadoop マルチノード クラスターを使用するビッグ 
データ アーキテクチャ

−− すばやくアクセスできるようにレポートをインデックス
化および構造化

その他の管理機能概要 •• RF ポリシー、WLAN タイプ (PSK、DPSK、802.1X、キャ
プティブ ポータル、Cloudpath)、ゲスト アクセス オプ
ション、QoS、VLAN のを選択可能
•• 施設内の AP を異なる AP グループにセグメント化する柔

軟性 
•• 施設ごと、AP グループごと、AP ごとにチャネルとパ

ワーを制御 
•• AP ごとに Bonjour サービスをカスタマイズ可能 

•• 同一 AP 上の 2.4GHz と 5GHz の無線で自動または選択
的バンド バランシング
•• MAC アドレス、ユーザー名、ホスト名、OS タイプ、IP アド
レス、AP 名によるグローバルな完全検索または部分検
索。結果ログは施設、WLAN、AP、クライアントで事前フィ
ルター
•• Google マップ対応
•• 図面をインポートして AP の実際の位置を可視化する 

機能
•• すべてのラッカス AP に搭載されている 2 基以上のイー

サネット ポートで LAN ポート管理 

トラブルシューティング •• ビジュアル接続診断 (VCD) を使用すれば、ネットワーク
のとワイヤレス クライアント接続問題を短時間で簡単に
トラブルシューティングして解決できるだけでなく、IT は
ユーザー体験が低下しそうな状況を素早く見つけて対応
可能
•• ビジュアル接続診断はオープン、PSK、802.1X、WISPr の各

ネットワークに対応
•• リモートで AP を再起動し、診断情報を取得
•• SMS、モバイル アプリのプッシュ通知、またはメールで

ネットワーク ステータスの通知 
•• イベント ログを施設、SSID、AP、クライアント、イベント重

大度、さらに AP、クライアント、ネットワーク、管理者に関
連するイベント タイプで並べ替え

•• AP ステータスを知らせるアラームを生成
•• クライアントの履歴を表示し、過去に発生した問題をトラ

ブルシューティング
•• 施設ごとに外部 syslog サーバーを構成して有効化
•• AP からエンドポイント、または任意のインターネット ホス
トへの接続をテスト
•• Elasticsearch による包括的な検索と迅速なトラブル

シューティング 

パートナー管理委託 •• 招待により、Wi-Fi ネットワークの管理を Ruckus 認定 
VAR (付加価値リセラー) に委託

•• VAR 管理権限をいつでも取り消し可能

付加価値リセラー •• Ruckus Cloud ブランドの Wi-Fi 管理ポータル •• AP への SSH ベースの CLI アクセスを有効することによる
高度なトラブルシューティング
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クラウド データセンター •• 以下の条件を満たすワールドクラスの米国とヨーロッパ
の IAAS プロバイダーがホスト:

−− ISO 27001 情報セキュリティ認定

−− SSAE-16、SOC 1、SOC 2、SOC 3 の各認定

−− 物理的、データ アクセス、データ破棄の厳しいセキュリ
ティ対策

−− テナントごとの移行機能

−− 自然にやさしいカーボンニュートラル施設

−− 専用の社内 DC ファイバー接続

•• サービス対象のホスト地域を選択できる機能 (米国また
はヨーロッパ) 

SLA •• 99.9% のネットワーク可用性 。定期的なソフトウェア アップグレードとその他事前に告知された作業などの計画メンテ
ナンスを含まず

テクニカル サポート •• ボタンひとつで簡単にサポートにアクセス
•• 24 時間 365 日のチャット、オンライン チケット発行システ

ム、電話サポート 
•• 米国ベースの Ruckus NOC

•• AP ハードウェア保証は AP 購入ごとに個別対応  
(AP データシートを参照); 各 AP の上位ハードウェア 
交換は別売り (803- から始まる SKU) 

Cloud SKU •• 1 台の AP で 1 年間の Cloud Wi-Fi ライセンス

−− CLD-RKWF-1001
•• 1 台の AP で 3 年間の Cloud Wi-Fi ライセンス

−− CLD-RKWF-3001

•• 1 台の AP で 5 年間の Cloud Wi-Fi ライセンス

−− CLD-RKWF-5001
•• 1 台の AP で 5 年間の州、地域、EDU ライセンス 

−− CLD-RWED-5001

将来的なパートナーとプラットフォーム 
Ruckus Cloud はイノベーションのためのプラットフォームで、画期的な有線/無線技術、IoT、ビッグ データ、および高度化し続ける管理自動
化を計画的にサポートします。ラッカスのオープン アーキテクチャでは、Wi-Fi ネットワークの価値を高め、より多くのユーザー インサイトを
提供するさまざまな補完的サードパーティ サービスを統合できます。ラッカスは、オンプレミスでもクラウドでも、すべてのレベルでお客様の
ワイヤレス ビジネス イニシアティブを支援しています。

追加の機能と仕様 (続き)


