SmartZone
有線 / 無線統合管理用の拡張可能なネット
ワーク コントローラー

データ シート
特徴
有線 / 無線統合管理

1 つの有線 / 無線ネットワーク ユーザー インターフェ
イスで、アクセス ポイントとスイッチのデプロイ、
監視、トラブルシューティングを行えます。

自動検出とプロビジョニング

AP とスイッチの L3 と L2 自動検出と自動プロビジョ
ニングにより、憶測で作業を行う必要がなくなり、
手作業での管理が減り、デプロイにかかる時間を短
縮できます。

比類のない拡張性

SmartZone ネットワーク コントローラーでは、1 万
台の AP、15 万台のクライアント、最大 20 Gbps の
スループットを管理できると同時に、3+1 アクティブ
クラスタリングで、モデルによっては 30 万台の AP、
45 万台のクライアント、最大 60 Gbps のアグリゲー
ト スループットまでキャパシティを増やせます。

ネットワークの仮想化

Virtual SmartZone を使用すれば、市販のハードウェ
アで全仮想のデータ センターをデプロイできるため、
資本費用を最小限に抑え、サーバーの再使用と柔軟
性を最大限に高めることができます。

極めて高い回復力

SmartZone は、イントラクラスタとインタークラス
タのフェイルオーバーで、最悪の障害が発生した場
合にも保護されます。アクティブ / アクティブ クラ
スタによる地理的冗長性で、従来のホットスタンバ
イよりも高い可用性を確保できます。

カスタマイズ可能なテナント ダッシュボード

包括的かつわかりやすく文書化された API を使用し
て、アクセス ポイントとスイッチのプロビジョニン
グ、構成、およびリアルタイムの監視をサードパー
ティのアプリケーションとスクリプトから呼び出せ
ます。テナント管理用にカスタムのダッシュボードを
構築できます。

トラブルシューティングを短縮

ビジュアル接続診断 (Visual Connection Diagnostics)
を使用すれば、トラブルシューティングとワイヤレス
クライアントの問題を短時間で簡単に解決できるだけ
でなく、IT は独自の「スーパー KPI」でユーザー体験
が低下しそうな状況を素早く見つけて対応できます。

コンテンツ管理を簡素化

オプションでライセンスできる URL フィルタリング
(URL Filtering) を使用して、ワイヤレス ユーザーが
不適切なウェブサイトにアクセスできないようにす
るためのコンテンツ ポリシーを簡単に作成し、施行
できます。

複雑なマネージド サービスをホスト

マルチテナンシー、ドメイン セグメンテーション、お
よびコンテナ化を使用して、複雑な複数ティア サービ
ス レベルのマネージド ネットワーキング サービスを
セキュアに運用できます。

その他の高度な機能

また、SmartZone はローグ AP の検出と低減、アダ
プティブ バンド バランシング、ロード バランシン
グ、エアタイム フェアネス、ホットスポット サー
ビスとゲスト サービス、キャパシティベースのアド
ミッション制御、その他多数に対応しています。

ネットワーク コントローラー
モバイル デバイスとアプリケーションが支えるデジタル ライフスタイルで
は、ネットへの接続が増え、生産性が高まりますが、同時に通信事業者、サー
ビス プロバイダー、企業に対するネットワーク パフォーマンス向上への要
求も厳しくなります。
ラッカスの SmartZone ネットワーク コントローラーでは、共通のインター
フェイスから通常の企業ネットワークに加えてサービスとしてのネットワー
ク (NaaS) サービスを提供できるため、有線スイッチとワイヤレス アクセス
ポイントの拡張と管理に付随する複雑さが軽減されます。SmartZone のす
べての物理的および仮想アプライアンスは、ネットワーク構成、監視、プロ
ビジョニング、検出、プランニング、トラブルシューティング、パフォー
マンス管理、セキュリティ、レポート作成に対応します。SmartZone の使
いやすいウェブ インターフェイスはワイヤレス エッジからネットワーク コ
アまでのネットワークを単一の画面で表示できるため、IT 管理者は、高度な
ネットワーク スキルや CLI の専門知識がなくても、
毎日の管理タスクを行い、
ユーザーの接続の問題をトラブルシューティングし、ユーザーとアプリケー
ション ポリシーを定義して監視できます。

複数サービスおよびモバイル ネットワーク通信事業者
一部の通信事業者は公共アクセス Wi-Fi、およびエンタープライズと小規
模ビジネス顧客向けマネージド サービスとしての Wi-Fi を同時に提供する
ため、こうした通信事業者のデプロイは極めて複雑です。SmartZone 300
(SZ300) と Virtual SmartZone - High Scale (vSZ-H) バージョンを使用すれば、
通信事業者は公共ネットワークとプライベート ネットワークに特有の制約
の中でもスイッチとアクセス ポイントを柔軟にデプロイしてこうしたケー
スに対応できます。

サービス プロバイダー
インターネット サービス プロバイダーは、サービスとしての Wi-Fi (WaaS)
および サービスとしてのネットワーク (NaaS) を提供することで新しい収入
源を生み出しながら、同時に、複雑さを増し続けるネットワーク コンポー
ネントの管理という顧客のニーズの簡素化を図っています。SZ300 と vSZ-H
内の階層化されたマルチテナンシーにより、サービス プロバイダーは、地
理的および商業的な境界をまたいで、複数ティアのビジネスと運用のモデ
ルを実装できます。

セグメンテー
ション用にネッ
トワークを階
層を管理
範囲を素早く
変更してプロ
ファイルを簡
単に管理
監視と構成の
ワークフローを
完全に統合

Copyright © 2018 ARRIS グループ、ラッカス ネットワークス全権利を保有します。

簡単で強力
になった検
索機能

SmartZone

データ シート

有線 / 無線統合管理用の拡張可能なネット
ワーク コントローラー

グローバル フィル
ターではメニュー
とページを移動し
ても管理コンテキ
ストが保持される

完全に再設計さ
れたダッシュ
ボード体験

一新されたレイアウ
ト、ユーザー インタ
ラクション、スタイ
リング

Google マップ
の統合と屋内フ
ロアプラン

ナビゲーション
が簡単な新しい
メニュー構成

エンタープライズ
従業員と顧客に最高のユーザー体験を提供するというニーズを
満たすため、どの業界の組織も可能な範囲で最高のネットワー
ク インフラストラクチャを採用しようと躍起になっています。
SmartZone 100 (SZ100) と Virtual SmartZone - Essentials
(vSZ-E) を使用すれば、すべてのエンタープライズは手頃な価格
で優れた回復力を提供する有線 / 無線ネットワークをデプロイ
し、私有デバイス持ち込み (BYOD)、メディアリッチなアプリ
ケーション、IoT に対応できます。さらに、SmartZone を使用
するインフォメーション技術 (IT) 部門と運用技術 (OT) 部門は、
直感的なビジュアル ツールで分散型オフィスやリモート オフィ
スでのエンドユーザー体験を一元管理できます。アクティブ /
アクティブ冗長アーキテクチャにより、アイドル状態のキャパ
シティがなくなるため、予算を柔軟に組むことができます。
対象

物理的

仮想

中規模〜大規模エン
タープライズ

SmartZone 100 (SZ100)

Virtual SmartZone Essentials (vSZ-E)

通信事業者またはサー
ビス プロバイダー

SmartZone 300 (SZ300)

Virtual SmartZone –
High Scale (vSZ-H)

運用と管理
複数ティア テナンシー
サービス プロバイダーは管理階層を使用して複数ティア テナン
シーを柔軟に管理できるため、管理者はドメインとゾーンの内
側で構成プロファイルを作成して再使用できます。事前にグルー
プ化された管理許可による役割ベースのアクセス制御 (RBAC) を
使用して、一般的な役割を簡単に設定できます。ゾーン全体に
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適用する読み取り専用許可や変更許可を定義し、テナント全体
に適用する新規管理者プロファイルの追加と許可の設定を簡単
に行えます。
SZ300、vSZ-H のみ
パートナー ドメイン レイヤー
通信事業者はパートナー ドメイン レイヤー (Partner Domain
Layer) を使用して、他のテナントと共有されない一意の構成、
プロファイル、システム オブジェクトのセットでテナントを
分離できます。これによりテナントとテナントの間に壁を作っ
てプライバシーを確保し、テナント管理にともなう運用上の問
題を緩和できます。
SZ300、vSZ-H のみ
管理用ダッシュボード
ダッシュボード (Dashboard) はカスタマイズ可能でコンテキス
ト リッチなインターフェイスで、大規模なネットワークのサポー
トに要求される時間を削減できます。一貫性のあるメニュー、
そして統合され合理化されたナビゲーションにより、AP の構成
や監視、スイッチの監視 1 に関連する操作などルーティン作業
にかかる時間を短縮できます。ダッシュボードで構成可能なビ
ジュアル フィルター設定でビジュアル ネットワーク アラートと
統計をパーソナライズできます。設定はサブページでも保持さ
れます。マップ、健全性とトラフィックの分析、スペクトル分析、
その他多数を表示できます。管理者は、ワイヤレス接続用に機
能が追加された接続障害表示 (Connection Failure View) でシス
テム全体の接続障害トレンドを確認し、システムの問題を起因
とする接続異常を特定できます。

構成切り替え操作は将来の SmartZone リリースで利用可能になります
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複数ゾーンの制御

複数ゾーンは、WLAN を、独立した組織ユニットに分けるため
に使用します。IT は、AAA、DPSK、ホットスポット ポータル、
Bonjour ポリシー、および WebAuth ポータルをグループ分け
してゾーンに割り当てるポリシーを作成できます。異なるゾーン
は、異なるファームウェア バージョンまたは異なる国コードを
使用して運用できます。管理者は、AP/ スイッチのゾーンをコン
トローラーのソフトウェアとは別にアップグレードし、2 リリー
ス前までのファームウェアで AP を管理することもできます。IT
はゾーンごとにファームウェアを更新することができます。ま
た、ネットワーク全体をアップグレードする前に専用のテスト
ゾーンで更新することもできます。管理者は、スイッチをスイッ
チ グループにまとめてグループ全体でソフトウェア更新を行う
ことも、グループを全体として監視し、たとえば、グループ全
体で最もよく使用されるポートを特定することもできます。
複数言語対応
ビジュアル接続診断
ワ イ ヤ レ ス ク ラ イ ア ン ト 用 の ビ ジ ュ ア ル 接 続 診 断 (Visual
Connection Diagnostics) を使用して、トラブルシューティン
グとクライアント問題の解決を短時間で簡単に行えます。管理
者はこのトラブルシューティング ツールを使用して特定のクラ
イアント デバイスと接続状態に焦点を当てることができます。直
感的なインターフェイスを使用して、802.11 ステージ、RADIUS、
EAP 認証、キャプティブ ポータル リダイレクト、暗号化鍵設定、
DHCP、およびローミングを経由するクライアント接続の進捗を
ステップごとに追跡できます。管理者は EAP タイプや割り当て
られた IP アドレスなどの情報を各ステップで確認し、次に、処
理のどの段階で障害が発生したかを正確に特定できます。この
強化された可視性により、クライアント問題の原因として可能
性の高いものを判断し、障害の段階に基づいて、修正に向けた
有益な指針を得ることができます。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しています。

エンドユーザー向けポータルとネットワーク管理者用に 10 種
類の言語に対応しているため、グローバルなサポートが容易に
なります。サポート対象言語は、スペイン語、ポルトガル語 ( ブ
ラジル )、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、簡
体字中国語、繫体字中国語、韓国語、日本語です。
合法的傍受
すべての SmartZone WLAN コントローラーは、公共または官
公庁所有のネットワークで CALEA コンプライアンスを順守す
るために、暗号化されたトラフィックの法的傍受に対応してい
ます。L2oGRE ( ソフト -GRE) を経由する LIG ( 法的傍受ゲート
ウェイ ) へのクライアント トラフィックのミラーリングを有効
にしてください。

セキュリティとポリシー

ネットワーク管理 API
わかりやすく文書化された膨大な REST-API のライブラリを使
用すれば、SmartZone OS グラフィカル ユーザー インターフェ
イス (GUI) またはコマンド ライン インターフェイス (CLI) 内
で提示されるどのような構成変更でもサードパーティ アプリ
ケーションから呼び出せます。これにより、サードパーティ ア
プリケーションの IT マネージャーは自社の管理システムから
SmartZone OS の機能にアクセスし、エラーが発生しがちなカ
スタム スクリプトを作成せずにコマンドを直接発行できます。
ラッカス自身も、自社製品内でこの機能を活用しています。
ほぼリアルタイムのフル セット MQTT/ プロトコル バッファ
データ ストリームにより、サードパーティ アプリケーション
ですべてのネットワーク データ、統計、アラームを ( クライ
アント、AP、スイッチ、WLAN、コントローラー、クラスタ―
から ) 読み込むことができます。遅延が少なく、忠実性が失わ
れず、ファイアウォール ピンホールを作る必要もありません。
こうしたデータ ストリームにより、社内または社外で使用す
る SmartZone ダッシュボード要素またはカスタムのダッシュ
ボードを再作成できます。ラッカス自身も、自社のネットワー
ク アナリティクスとレポート ソフトウェアを有効にするため
にこの機能を活用しています。
各 SmartZone ネットワーク コントローラーは、ネットワーク
マシンレベル メトリクスの完全なセットにアクセス可能で、既
存の自動バックエンド システムに直接プラグインして、ネット
ワーク インフラストラクチャ用の「ヘッドレス」インターフェ
イスとして使用することができます。
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URL フィルタリング
企業はワイヤレス クライアントに URL フィルタリング (URL
Filtering) を適用して、不適切で有害なウェブサイトからユー
ザーを保護しながらも許可されている URL へのアクセスは保持
するコンテンツ ポリシーを作成し、施行することができます。ポ
リシーはワイヤレス LAN またはユーザー グループのレベルで、
ホワイトリスト / ブラックリスト上書きのオプション付きで段階
的に適用されます。豊富な機能を備えたダッシュボードには、83
以上のカテゴリに分離された何百万もの URL について、許可 / 拒
否の状況がリアルタイムで表示されます。また、
URL フィルタリン
グは、Google、YouTube、Bing のセーフサーチに対応しています。
自動化され強力になったクライアント セキュリティ /DPSK
ラッカスの特許取得 Dynamic PSKTM (DPSK) は、ランダム化さ
れたパスフレーズ鍵を自動生成して各デバイスで使用すること
により、クライアント セキュリティを強化します。SmartZone
は最大 100,000 個の DPSK ( ゾーンごとに最大 10,000 個 ) に対
応します。グループ DPSK、ユーザーが指定するパスフレーズ、
数字のみの DPSK により、すべての設定でクライアント セキュ
リティがより強力になります。
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IT はグループ DPSK を使用して、複数の異なるデバイスで共有
できる DPSK を作成できます ( ゾーンごとに最大 64 個のグルー
プ DPSK)。管理者はまた、数字のみの DPSK を指定し、ゲスト
その他の「簡単なエントリ」が必要な場合などに使用感を高め
ることができます。
合計 DPSK 数

ゾーンごとの
DPSK 数

SZ100、vSZ-E

20,000

10,000

SZ300、vSZ-H

100,000

10,000

WIDS/WIPS/ ローグ AP 検知
SmartZone には、ワイヤレス侵入検知および予防システム
(WIDS/WIPS) の機能があり、ローグ AP 検知を行えます。接続
されているラッカス AP の SSID や BSSID をスプーフィングす
るなど有害な動きが見られるローグ アクセス ポイントは、ク
ライアントをネットワークに接続しようとしても阻止されます。
AP は無視、既知、ローグ、有害に分類され、許可された AP や
ラボ機器の中断を最低限に抑えて、ネットワークがこれら検出
済みの AP を妨害しないようにします。分類ルールでは、SSID
一致、MAC OUI、しきい値でローグ AP 検知を行えます。

mDNS/Bonjour 管理
mDNS ブロードキャスト ストームを軽減するために、mDNS/
Bonjour 管理を使用して、VLAN とサブネット全体の有線 / 無
線両方のネットワークで Bonjour サービス (AirPlay、Apple TV、
その他の Apple ネットワーク サービス ) および Chromecast
などの他のカスタム mDNS ベース サービスを検出します。
SmartZone は一般的なタイプの Bonjour サービスで事前構成さ
れているため、Bonjour サービスの検出は自動的に行われます。
管理者は Bonjour フェンシング (Bonjour Fencing) を使用して、
Bonjour ベースのサービスが検出される物理的なエリアを指定で
きます。これには、Bonjour サービスをアドバタイズしている近
隣の AP デバイスへのマッピングを行い、その AP または周辺 AP
のみが Bonjour レコードをアドバタイズできるようにします。
これにより、近隣になく、検索対象として適切でない Bonjour
サービスがユーザー / デバイスで検出されなくなります。
二要素認証
SmartZone の運用セキュリティは二要素認証によって強化さ
れています。管理者または管理者グループは、ログイン前にユー
ザー名 / パスワード認証と SMS 認証を要求されます。

ネットワーク インテリジェンス

役割ベースのポリシー管理
ワイヤレス クライアント用の詳細な役割ベースのポリシーを使
用して、ユーザーの役割、ドメイン、場所、OS タイプ、証明
書のステータス、VLAN、その他多数の要素でセグメント化し
たポリシー グループを作成できます。役割は、新規ユーザー
オンボーディングの認証フェーズ中に割り当てられ、次に必要
に応じて VLAN、OS、L3-7 ポリシーを割り当てることができま
す。ポリシー施行操作には、VLAN または VLAN プールおよび
L3/L4 アクセス コントロール リスト (ACL) に基づく許可、拒否、
レートリミットがあります。
Hotspot 2.0/ パスポート
Hotspot 2.0 を使用すると、802.1x/EAP モバイル デバイスは
ローミング協定に含まれる AP を自動的に検出して、選択、認
証できます。Hotspot 2.0 は自動化されていて、デバイスを適
切にプロビジョニングした後は、ユーザーの介入は必要ありま
せん。セルフサービス プロビジョニングは、Ruckus Cloudpath
セキュリティとポリシー管理プラットフォームで行えます。
分離ホワイトリスト
管理者は、ワイヤレス機器のホワイトリスト エントリを手動で
構成して、プリンターなどのゲートウェイ以外の機器を追加す
るか、またはロード バランシングその他の機能に必要な追加の
ゲートウェイ MAC アドレスを許可することができます。この
分離ホワイトリストは、自動のみ、手動のみ、または自動と手
動に設定できます。
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トラフィック分析
トラフィック分析では、ドメイン、ゾーン、AP/ スイッチ グルー
プ、WLAN、および AP トラフィックとクライアントのトレン
ドの経時的変化を表示します。最もロードの多い AP/ スイッチ
/ ポートや上位のネットワーク ユーザーとデバイスを素早く見
つけることができます。ワイヤレス クライアントのクライアン
ト OS タイプとアプリケーション消費量を表示します。帯域幅
(2.4 GHz、5 GHz、または両方 ) およびトラフィックの方向 ( アッ
プリンク、ダウンリンク、または両方 ) で統計をフィルターし、
クライアントのロードを経時的に監視します。
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屋内および屋外のマップ

AP とスイッチの健全性

マップ (Maps) では、Google マップを統合してすべてのサイ
トを同時に一元表示し、サイト、フロアプラン、AP をマップ
上に表示できます。クリックひとつで AP の健全性ルーティン
チェックをサイトごとに簡単に行えます。フロアプライン全体
で AP のステータスを検査し、オンライン、フラグ付き、オフ
ラインの AP を見つけることができます。各 AP の健全性とト
ラフィック データを表示し、サイト パフォーマンスを評価し
ます。管理者は AP を選択して、健全性ステータス、IP アドレ
ス、その他の運用メトリクスの詳細を表示できます。AP はス
テータスごとに色分けされており、管理者は各 AP について動
作チャンネル、トラフィック、クライアント数、エアタイム使
用量などの運用データをマップ上に重ねて表示できます。

AP 健全性はユーザー体験の品質を示す重要な指標であり、
SmartZone を使用すれば、この情報を一目瞭然に表示できま
す。ダッシュボード (Dashboard) 上で、AP ステータスは、管
理者が定義する健全性 / パフォーマンスしきい値に基づいて分
類されます。マップ上では、AP はこのステータスに基づいて
色分けされます。SmartZone ではパフォーマンスしきい値を
下回る AP が自動的に特定され、パフォーマンスが最も低い AP
が視覚的にランク付けされます。管理者はこのデータと過去の
トレンド分析を使用して、個別の AP を AP のグループと簡単
に比較し、個別の問題のが発生しているを探したり、より広範
なパターンを特定したりできます。

レイヤー 7 アプリケーション可視性と制御
ワイヤレス クライアントの堅牢なレイヤー 7 アプリケーション
認識と制御により、上位のアプリケーションと上位のユーザー、
その他のメトリクスを正確に認識できます。SmartZone では、
組織のネットワーク使用ポリシーに対応するためにアプリケー
ションによるレート リミッティング、ブロッキング、および
QoS などの操作を行えます。アプリケーション署名データベー
スは SmartZone ファームウェア アップグレードとは別に更新
できるため、管理者は常に最新のアプリケーションの管理と制
御を行えます。
スーパー -KPI
IT 管理者は独自の「スーパー -KPI」で Wi-Fi ユーザー体験の潜
在的な低下を素早く検出して対応できます。SmartZone は、一
般的な問題と常に強い相関関係のあるメトリクスのコア セッ
トを積極的に監視し、問題分離の開始点としてメトリクスの概
要を示します。Wi-Fi ネットワークに関連する広範な問題を示す
総合的な測定値を使用することで、問題の範囲と場所を絞り込ん
でトラブルシューティングの簡素化を図ります。こうした全体
的な、履歴情報を活用する、スマートなメトリクスには、レイテン
シー (Latency)、エアタイム使用量 (Airtime Utilization)、接続の
障害 (Connection Failure) などが含まれます。

スイッチの健全性では、スイッチの CPU とメモリのトレンド、
電源装置 / ファンの状態と温度読み取り値を監視し、重要なイ
ベントを監視して事前定義されたルールに基づいて警告を出し、
ポートのステータスを監視します。
クラスタの健全性
クラスタ ノードのステータスを監視してフラグを立て、各クラ
スタ ノードについて緑 / 黄 / 赤のステータス記号を使用して、
重大なクラスタ健全性アラートをダッシュボード (Dashboard)
で強調表示します。過去データを折れ線グラフで示します。ま
た、CPU、RAM、ディスク使用量、ポート / インターフェイス
使用量、パケット速度などにわたってクラスタ健全性にしきい
値を設定できます。
クライアントの健全性
クライアントのパフォーマンス メトリクス、接続性、トラフィッ
クをリアルタイムでチェックします。クライアントの信号対ノ
イズ比 (SNR) とデータ速度、さらに過去のトラフィックを表示
して、接続問題のトラブルシューティングに役立てます。
トポロジーの健全性
ダッシュボードに含まれるトポロジー (Topology) 表示では、シ
ステム階層ツリーを使用して、ドメイン、ゾーン、AP グルー
プ内の Wi-Fi 問題を簡単に特定できます。オフラインの AP や
管理者が定義したパフォーマンスしきい値を下回るパフォー
マンスの低い AP をツリー内の緑 / 黄 / 赤のステータス指標ノー
ドで視覚的に特定できます。
スペクトル分析

RF 信号到達範囲ヒートマップ
RF 信号到達範囲ヒートマップ (RF Coverage Heatmap) ツール
では、各 AP のおおよその信号強度を、インポートされたフロ
アプランに重ねてわかりやすく表示します。これにより、IT は
意図するエリア内で AP 信号到達範囲のギャップができそうな
場所を素早く特定できます。
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オンデマンドのリアルタイム スペクトル分析では AP 内の既存
の無線を活用するため、スペクトル レポート専用の AP が不
要です。RF スペクトルを、リアルタイム エネルギー、リアル
タイム使用量、密度、エネルギー ウォーターフォール、およ
び使用ウォーターフォール別に視覚的に表示できます。AP が
スペクトル スキャンを実施する間、クライアントは近隣の AP
にオフロードされるため、接続中断が最小限に抑えられます。
3 種類の無線を持つ AP では、3 番目の無線でクライアント接
続に影響を与えずに 2.4 GHz と 5 GHz の両帯域幅のスペクト
ル分析を行えます。スペクトル分析 (Spectrum Analysis) は
802.11n、802.11ac Wave 1 および Wave 2 AP でサポートされ
ています。
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レポートの生成とエクスポート

無線と Wi-Fi の最適化

購読者 ( クライアント フィンガープリンティングを含む )、AP、
SSID、スイッチ、バックホール ( メッシュ )、および SmartZone
クラスタそのものについて、充実した統計を 3 分という細か
な粒度で表示します。各種の主要評価指標 (KPI) について、数
時間から数週間単位のレポートを作成し、複数の形式でエクス
ポートできます。さらに多くの情報が必要な通信事業者用に、
Ruckus SmartCell Insight (SCI) ネットワーク アナリティクス
ツールで、長期データ ストレージ、データ アナリティクス、そ
の他のさらに複雑なレポートを出力できます。

•

BeamFlex+: BeamFlex+ アダプティブ アンテナ技術により、
すべてのラッカス AP のパフォーマンスと信号到達範囲が向
上します。各 AP 内にある複数のアンテナ要素がクライアン
ト デバイスの向きの変化に合わせて RF パターンをリアルタ
イムで操作し、各クライアントについてパケットごとに信号
利得を最大化します。この技術では無線干渉とノイズに関連
するパフォーマンスの問題が軽減され、特にモバイル デバ
イスでアプリケーション フローが改善されます。

•

ChannelFly: す べ て の ラ ッ カ ス AP に 搭 載 さ れ て い る
ChannelFly ダイナミック チャンネル管理技術では、クライ
アントが使用しているチャンネルのパフォーマンスが低下
し始めたときにクライアントのチャンネルをより良好なも
のに動的に切り替えることで、非常に混雑した環境におい
てもワイヤレス パフォーマンスが向上します。この機能に
より、AP は、パフォーマンスを最大化しつつ干渉を最低限
に抑える最適な 2.4 および 5 GHz のチャンネルを自動的に
選択できます。ChannelFly はまた、チャンネル キャパシティ
予測モデルと初期学習および安定時間の更新を使用してク
ライアント チャンネル移行を調整するチャンネル変更コス
ト メトリクスに対応します。

•

キャパシティベースのアドミッション制御 : 負荷が増加す
る時間帯に既存クライアントのサービス品質を確保するた
めに、ラッカス AP にはキャパシティベースのクライアント
アクセス制御アルゴリズムが実装されており、既に接続さ
れているクライアントのサービス品質が低下する恐れがあ
る場合には新規クライアントからの接続リクエストが拒否
されます。

•

アダプティブ RF セル サイジング : SmartZone では、RF セ
ルのサイズを動的に拡大または縮小することによって隣接
した AP からの干渉を軽減し、クライアントあたりの全体的
な平均スループットを増加させて、アンダーデプロイまた
はオーバーデプロイされている AP を持つネットワークのパ
フォーマンスを向上させます。

•

パケットごとの送信電力適応 : AP がクライアントごとに最
適な MCS レートで送信を行えるようにし、隣接した AP の
チャンネル干渉を低減させ、クライアントごとの全体的な
スループットを増加させます。

•

アダプティブ トラフィック ロード バランシング : AP 無線
帯域内でアダプティブ バンド バランシングをリアルタイ
ムで行うことにより、環境条件が変化した場合にユーザー
とネットワークのパフォーマンスが向上するようにします。
クライアント認知型機械学習により、AP ごと、および 2.4
対 5 GHz 無線帯域ベースでデバイスの負荷をキャリブレー
ションし直します。

接続
SmartMesh ワイヤレス バックホール
Ruckus SmartMesh およびゼロタッチ メッシュ プロビジョ
ニングでは、管理インターフェイスにあるチェックボックス 1
つで有効にできる自己形成型、自己修復型のメッシュ ネット
ワークを使用して、AP を事前にプロビジョニングしなくとも、
ワイヤレス バックホール冗長性を簡単に作成できます。ラッカ
ス AP と BeamFlex+ 技術によって、AP は変化する環境に適応
し、AP 間に強固なメッシュ接続を確保し続けます。5 GHz 帯
域を活用して、有線施設を利用できる場所まで AP トラフィッ
クをバックホールします。メッシュ バックホール構成で電波
環境の変化に応じて異なる経路にトラフィックをルーティング
し、ネットワークを動的に再構成します。
接続の最適化
SmartZone で管理する AP は近隣の AP を OTA 検出し、暗号
化された通信チャンネルを構築して、ネットワーク負荷、動作
チャンネル、ローミング、その他の関連 RF パラメーターを共
有します。これにより、ローミングとロード バランシングの動
作がよりスマートになり、IPv4 と IPv6 の両方のネットワーク
でサポートされるようになります。
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Ruckus
AP

サードパーティ
ゲートウェイ

モバイル パケット
コア

フロア 3
通信事業者
データ センター
大規模キャンパス
テナント

フロア 2

フロア 1

AP 制御/管理

L2/L3
ネットワーク
インターネット

データ
ネットワーク
オペレーション

サイト 1
複数サイト
テナント

サイト 2

データ プレーン オプション
1-ローカル ブレークアウト
2-ネットワーク コントローラー経由でトンネリング
3-複数の WLAN ゲートウェイにトンネリング

アーキテクチャ

複数データ プレーンの対応

制御とデータ プレーンの分離

通信事業者は、1 つのアクセス ポイントから同時に複数の非
ホスティング マネージド サービス プロバイダーにトラフィッ
クをルーティングし、インフラストラクチャの再利用と投資効
果を最大限に高めることができます。

SmartZone プラットフォームでは、認証および関連付けリク
エストを含むすべての基本的な WLAN サービスをラッカス AP
に搭載するカスタムのローカル MAC アーキテクチャを実装す
ることにより、従来の WLAN アーキテクチャに付随するデプ
ロイとレイテンシーの制約を解消します。これにより、すべて
の SmartZone コントローラーは制御と管理のトラフィックを
データ トラフィックから分離し、同時に SSH ベースのプロト
コルと GRE ベースのプロトコルの両方を最適化し、デプロイ
の柔軟性を向上させるとともにネットワーク レイテンシーを軽
減します。
一元化されたデータ センター内に配置された 1 台の SmartZone
コントローラーで複数のリモート サイトを管理でき、すべての
認証リクエストやクライアント データを SmartZone コントロー
ラー経由でトンネリングするよう強制することはありません。
ユーザー トラフィックはローカル L2/L3 ネットワーク経由で
ブリッジされるため、クライアントとサービスの間のレイテン
シーが低減します。
支店のデプロイ、および AP とローカル IT インフラストラク
チャ Active Directory、LDAP、RADIUS、DHCP、DNS、および
ファイアウォールとの間で直接統合することもできます。
インターネットなどの公共ネットワーク接続経由で送信される
ペイロードのデータ暗号化は、SmartZone で暗号化されます。
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ラッカスの各 AP は 1 つの RuckusGRE トンネル、最大 3 つの
SoftGRE トンネル、およびローカル データ ブレークアウト オ
プションを組み合わせて使用し、複数のデータ プレーン ルー
ティング トポロジーを同時にホストできます。
アクティブ / アクティブ クラスタ冗長性
アクティブ / アクティブ ネットワーク コントローラー クラス
タは、従来の N+1 スタンバイ アーキテクチャよりも可用性と
回復力が高くなり、冗長性を確保しながらアイドル状態のコン
トローラー キャパシティをゼロにして、コントローラーの間で
AP とスイッチのロード バランシングを行います。
地理的冗長クラスタ
SmartZone コントローラーは複数レイヤーの冗長性に対応し、
重大なネットワーク障害が発生した場合の WLAN/LAN サバイ
バビリティを確保します。クラスタ内にある複数のコントロー
ラー ノードにより、コントローラーに障害が発生した場合には、
AP とスイッチは影響を受けていないコントローラーに関連付
けられます。データ センター内のクラスタ全体がオフラインに
なった場合、AP とスイッチは、地理的に異なる場所にあるデー
タ センターでホストされている異なるクラスタにフェイルオー
バーし、ネットワーク サバイバビリティを確保します。また、
多対 1 のクラスタ アーキテクチャにより可用性がさらに高ま
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り、1 つのスタンバイ クラスタが多数の分散アクティブ クラス
タのフェイルオーバー オプションとして動作するため、冗長ク
ラスタのコストを削減できます。
SZ300、vSZ-H のみ
AP サバイバビリティ
SmartZone は、基本的な WLAN サービスを AP に搭載するこ
とにより、コントローラーと AP の間の接続が失われた場合
の影響を軽減します。WAN リンクの停止やコントローラー
の障害は、WLAN サービスの通常の処理には影響しません。
SmartZone で管理される AP では WISPr がネイティブでサポー
トされているため、アクセス ポイントは SmartZone に接続さ
れていない状態でもクライアントの認証を続行できます。
スイッチ構成のバックアップと復元
SmartZone は、指定した間隔ですべてのスイッチ構成ファイ
ルを継続的にバックアップします。最新 7 バージョンのスイッ
チ構成を復元できます。これにより、ネットワーク管理者は、
スイッチ構成を変更した後にネットワークが意図したとおりに
動作しない場合でも、正常動作する既知の構成にいつでも戻れ
るという安心感を得ることができます。
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管理ソフトウェアとファームウェア アップグレード
管理者は、AP とスイッチ ソフトウェアおよびファームウェア
アップグレードを細かく制御できます。各マネージド ネット
ワーク全体について 1 回の操作で即座に実行することも、アッ
プグレードをスケジュールすることもできます。AP とスイッ
チは個別に、またはグループ単位でアップグレードできます。
DHCP/NAT サービスのオフロード
DHCP/NAT サービスは AP によって、またはラッカス Virtual
SmartZone Date Plane (vSZ-D) によって大規模ネットワーク
で別々に提供することもできます。SmartZone から実行する
AP の管理と、vSZ-D から実行する WLAN トラフィックのルー
ティングと管理を分離することにより、通信事業者は WLAN
デプロイを短時間で複数サイトにレプリケートできる一方で、
別々のルーターと DHCP サーバーを導入した場合に発生する設
備投資を低減できます。
DHCP

vSZ-D あたり 100,000 IP アドレス リース (1,000 IP 増分ア
ドレス リース )

NAT

vSZ-D あたり最大 200 万セッション フロー (100,000 増分
セッション フロー )
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製品情報
製品

•
•
•
•
•

管理ライセンス

•
•

アクセサリと予備

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

URL フィルタリング

•
•
•
•
•
•

P01-S300-WW10: SmartZone 300 (SZ300) ̶ 冗長 AC 電源、ファン x 6、10 Gbps データ カード x 2、1 GigE
ポート x1。電源コードは同梱されていません。
P01-S300-WW00: SmartZone 300 (SZ300) ̶ 冗長 DC 電源、ファン x 6、10 Gbps データ カード x 2、1 GigE
ポート x 6DC 電源コード 2 本同梱。
P01-S104-XX00: SmartZone 100 (SZ100) ̶ 1 GigE ポート x 4
P01-S124-XX00: SmartZone 100 (SZ100) ̶10 GigE x 2、1 GigE ポート x 4
L09-VSCG-WW00: Virtual SmartZone 3.0 以降のソフトウェア バーチャル アプライアンス、1 インスタンス、
1 AP ライセンス付き
L09-0001-SG00: SZ-100/vSZ 3.X 用 アクセス ポイント管理ライセンス、Ruckus AP アクセス ポイント 1 個
L09-0001-SGCX: SZ-100/SZ-300/vSZ 5.X 用スイッチ管理ライセンス、Ruckus ICX スイッチ 1 個
902-S310-AC00: 部品、予備、AC 電源、SZ300 (902-1174-xx00 電源ケーブルとともに使用 )
902-S301-DC00: 部品、予備、DC 電源、SZ300
902-S320-0000: 部品、予備、ファン アセンブリ、SZ300 ( ファン 6 個 )
902-S330-0000: 部品、予備、スライド レール ラック マウント部品、SmartZone 300
902-S340-0000: 部品、予備、コンソール ケーブル、(RJ45 から USB へ )、SZ300
902-S350-0000: 部品、予備 (FRU)、ハード ディスク ドライブ、SZ300
902-S351-0000: 部品、予備 (FRU)、SSD 64GB、SZ300
902-0190-0001: 部品、予備、イーサネット 1G/10G SFP+ SR トランシーバー モジュール
902-0190-0000: 10GBASE-SR SFP+ 光トランシーバー モジュール
L09-0001-RXGW: AP からサードパーティ コンセントレーターへのソフト GRE トンネル ライセンス
L09-0001-SGHA: AP ごとの管理ライセンスで高可用性を実現。対応製品 ( スタンバイ モードのみ ): SZ-300、
vSZ-H。AP ごと、スタンバイ クラスタのみ
S01-URL1-1LSZ: AP 1 台用の SmartZone URL フィルタリング 1 年間購読
S01-URL1-3LSZ: AP 1 台用の SmartZone URL フィルタリング 3 年間購読
S01-URL1-5LSZ: AP 1 基用の SmartZone URL フィルタリング 5 年間購読
S21-URL1-1LSZ: AP 1 台用の SmartZone URL フィルタリング 1 年間購読更新
S21-URL1-3LSZ: AP 1 台用の SmartZone URL フィルタリング 3 年間購読更新
S21-URL1-5LSZ: AP 1 台用の SmartZone URL フィルタリング 5 年間購読更新

注意 : AC 電源コードをご注文の際には、-XX 部分を -US、-EU、-AU、-BR、-CN、-IN、-JP、-KR、-SA、-UK、-UN のいずれかで置き換えて送付先を指定してください。

キャパシティ
SZ300 / VSZ-H
管理 AP 数

SZ100 / VSZ-E

コントローラーあたり最大 10,000 台
クラスタあたり最大 30,000 台

•

コントローラーあたり最大 500 台
クラスタあたり最大 1,500 台

•

•

•

コントローラーあたり最大 50 台
クラスタあたり最大 150 台

WLAN (BSSID) 数

•

最大 6,144

•

最大 2,048

同時デバイス数

•

vSZ-H あたり 最大 100,000 台
vSZ-H クラスタあたり最大 300,000 台
SZ300 あたり最大 150,000 台
SZ300 クラスタあたり最大 450,000 台

•

コントローラーあたり最大 25,000 台
クラスタあたり最大 60,000 台

•
•

管理スイッチ数

•

•
•
•

•

•

コントローラーあたり最大 1,024 台
クラスタあたり最大 3,000 台

主な機能
デバイス管理

•

•

対応ラッカス Wi-Fi AP: R720、R710、R700、R610、R600、R510、R500、R310、H510
H320、C110、E510、T811CM、T710、T710S、T610、T610S、T504
T310、T301、T300、FZM300、FZP300
FastIron 8.0.80 以降を実行する Ruckus ICX 7000 シリーズ スイッチに対応
(ICX 7150、ICX 7250、ICX 7450、ICX 7650、ICX 7750)

対応デバイス タイプ

•

Wi-Fi AP、スイッチ

コントローラー拡張

•

無停止で拡張可能な N+1 アクティブ - アクティブ モードで最高 4 台のコントローラー

コントローラーの冗長

•

クラスタ内の N+1 冗長で 3+1 分散データ保護

クラスタの冗長

•

クラスタ間の地理的冗長性、多対 1 クラスタ対応

データ オフロード

•

トラフィックをインターネットに直接ローカル オフロード

Copyright © 2018 ARRIS グループ、ラッカス ネットワークス全権利を保有します。
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主な機能
AP

•
•
•
•

ユーザー データベース

•
•

アクセス コントロール

•
•
•
•

ワイヤレス侵入検知 (WIDS/WIPS)

WPA、WPA2-AES、802.11i、802.1x/EAP、PSK、WISPr、WEP、MAC アドレス
高速 EAP-SIM 再認証
802.1x の WLAN 経由で EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA
SZ AAA プロキシ機能有効で Wi-Fi ロケーション
最大 25,000 ユーザーの内部データベース
外部 : RADIUS、LDAP、Active Directory
L2 (MAC アドレスベース )
L3/4 (IP およびプロトコル ベース )
L2 クライアント アイソレーション
管理インターフェイスによるアクセス制御

•
•
•

時間ベースの WLAN
デバイス タイプ アクセス ポリシー
二要素認証パスワード、SMS

•

ローグ AP 検知 / 防止
イビルツイン /AP なりすまし検知
アドホック検知

AAA

•

RADIUS ( プライマリおよびバックアップ )

ホットスポット

•

WISPr、Wi-Fi 認定、Passpoint ™、Hotspot 2.0

ゲスト アクセス

•

対応

キャプティブ ポータル

•

対応

メッシュ

•

自己修復型、自己形成型、ゼロタッチ プロビジョニング

DHCP サーバー

•

vSZ-D あたり 100,000 IP アドレス リース (1,000 IP 増分アドレス リース )

NAT

•

vSZ-D あたり最大 200 万セッション フロー (100,000 増分セッション フロー )

メディア

•

802.11e/WMM、U-APSD、Wi-Fi 通話優先順位付け

mDNS Bonjour フェンシング
(Bonjour Fencing)

•

対応

WISPr

•

WISPr 認証、SZ ダウンリンク AP サバイバビリティ

ソフトウェア キュー

•

トラフィック タイプごと (4)、クライアントごと

SmartCast トラフィック分類

•

自動、ヒューリスティック、および TOS ベースまたは VLAN 定義

レート リミッティング

•

対応

WLAN 優先付け

•

対応

クライアント ロード バランシング

•

自動

帯域幅ロード バランシング

•

対応

AP プロビジョニング

•

L3 または L2 自動検出
ソフトウェアの自動アップグレード
チャンネルの自動最適化

•
•

•
•

構成管理

•
•
•
•
•
•

セキュアな複数オペレーター ログイン (RBAC)
大規模 ( バルク ) AP 管理ツール
スイッチ ソフトウェアとファームウェア アップグ
レード
スイッチ構成管理は将来の SmartZone リリースでサ
ポート
ゾーンごとのファームウェア バージョン管理
設定の監視

Copyright © 2018 ARRIS グループ、ラッカス ネットワークス全権利を保有します。

•
•
•
•
•
•

アラームおよびイベント通知 (SNMP V1/V2/V3)
イベント ログ (Syslog)
オンボード統合リモート アクセス対応 EMS 機能
RESTful API (JSON)
ウェブ GUI
CLI
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特性
VSZ のハイパーバイザー対応

•

VMware 6.5、KVM CentOS 7.3 以降、Hyper-V Windows 2012 R2 以降、AWS、Azure、GCE

電源

•

ホットスワップ可能な AC または DC デュアル ( 冗長 ) 電源
消費電力 1400W
電力規格 : -36 〜 -72VDC
AC 消費電力 : 1500W
電力規格 : 100-127VAC/200-240VAC、47-63HZ
SZ100: AC 消費電力 : 250W

•
•
•
•
•

寸法

•
•

重量

•
•

SZ300: 2RU ラック取り付け対応 : 430 mm (W) x 518 mm (D) x 88.6 mm (H); 16.93 インチ (W) x 20.4 インチ
(D) x 3.48 インチ (H)
SZ100: 1RU ラック取り付け対応 : 438 mm (W) x 292.1 mm (D) x 44 mm (H); 17.25 インチ (W) x 11.5 インチ
(D) x 1.73 インチ (H)
SZ300: 24.3 kg; 53.6 ポンド
SZ100: 5 kg; 11.02 ポンド

接続

SZ300
• 制御、管理、クラスタ ポート
• 10/100/1000 Mbps、RJ-45 ポート x 6
• データ : 10Gbps データ ポート (SFP+) x 4
• コンソール ポート : RJ-45 x 2、前面 x 1、背面 x 1
• USB ポート ; 前面 x 2、背面 x 2
• シリアル ポート

SZ300 LED

•

前面パネル LED、背面 LED x 1

SZ300 ファン

•

フィールド スワップ対応冗長ファン x 6 (3 セット )

環境条件

SZ300
• 動作温度 : 5°C (41°F) 〜 55°C (131°F)
• 動作湿度 : 5% 〜 85%、結露しないこと
• 保管湿度 : 95%、結露しないこと

SZ100
• 1GbE ポート x 4
• 10GbE ポート x 2

SZ100
• 動作温度 : 0°C (32°F) 〜 40°C (104°F)
• 動作湿度 : 5% 〜 85%、結露しないこと
• 保管湿度 : 95%、結露しないこと

規制 / 証明書
EMC (SZ100、SZ300)

•
•
•
•
•
•

安全 (SZ100、SZ300)

•
•
•
•
•

CE-EMC 指令 89/336/EEC ( ヨーロッパ )
VCCI エミッション ( 日本 )
AS/NZS: CISPR 22 エミッション ( オーストリア /
ニュージーランド )
BSMI CNS13438 ( 台湾 )
CCC 認定 ( 中国 )

•

UL60950-1/CSA 60950-1 ( 米国 / カナダ )
EN60950-1 ( ヨーロッパ )
IEC60950-1 ( 国際 )、CB 証明書 & 報告書 ( 各国の適用をすべて含む )
CE- 低電圧指令 73/23/EEE ( ヨーロッパ )
CCC 認定 ( 中国 )

•

NEBS レベル 3 設計

•
•
•
•

その他 (SZ100、SZ300)

FCC/ICES-003- エミッション ( 米国 / カナダ )
CISPR 22- エミッション ( 国際 )
EN55022- エミッション ( ヨーロッパ )
EN55024- イミュニティ ( ヨーロッパ )
EN61000-3-2- ハーモニクス ( ヨーロッパ )
EN61000-3-3- 電圧フリッカー ( ヨーロッパ )

Wi-Fi 認定は SmartZone ネットワーク コントローラーには適用されません
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