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ネットワークソリューション事業部

失敗しない無線LAN導入
－ マンガで読むケーススタディ －

無線LAN選定の重要ポイント

結論： 同時接続数は意味がない、同時通信数が重要

結論： 電波出力調整は意味がない

・ 授業中に一斉通信をすると、「早い」
「遅い」「繋がらない」生徒がいる

・ 無線 LAN 区間を平等に利用可能
※エアタイム・フェアネス

・ 電波の出力を弱めると部屋内に届かない
・ AP 間を移動すると通信断が発生

・ 電波の出力調整不要
 ※シングルチャネル・デプロイメント

・ AP 間を移動しても通信は切れない
 ※バーチャル・セル
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従来の無線 LAN Fortinet（コントローラ型）

従来の無線 LAN Fortinet（コントローラ型）
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フォーティネットなら心配無用！
授業に集中

チャネル

ー

フォーティネットなら導入が簡単！
移動しても途切れない

採用予定、利用中のアプリケーションをお借りし、
無償で検証します。
採用予定の PC も数台お借りすることで詳細な検証
が可能となります。

動 ！！！

AP832i / AP832eFAP-U421EV / FAP-U423EV OAP832e（屋外用）

外形

対応通信モード 5GHz：802.11a / n / ac 2.4GHz：802.11b / g / n

802.11ac ストリーム数 34 3

最大スループット
5GHz ：1.3Gbps
2.4GHz ：450Mbps

5GHz ：3.46Gbps
2.4GHz ：800Mbps

AP822i / AP822e

2

5GHz ：867Mbps
2.4GHz ：300Mbps

5GHz ：1.3Gbps
2.4GHz ：450Mbps

アクセスポイント

FWC-50D FWC-200D FWC-500D

外形

コントローラ

サポート AP 50 200 500

同時接続クライアント数 1,250 2,500 6,250

「児童 40 人が同時通信できることにたいへん驚きました。
また、干渉を気にせず、容易に拡張できることも採用の
決め手となりました。」

（北広島市教育委員会 主査 花田秀樹氏）

「アクセスポイント間の電波干渉を気にせず、最大出力かつ
シングル・チャネルでトラブルなしで構築できました。」

（芝浦工業大学　情報システム部様）

「無線 LAN 環境下で移動をしても通信が途切れないと
いう要件を満たすことができたのはフォーティネットだけ
でした。」（相澤病院　情報システム部様）

「200 台のラップトップを使用した実証実験で一斉通信
できたフォーティネットの技術に驚きました。」

（北海道大学　情報基盤センター センター長　髙井教授）



○○市 教育委員会

タブレットを使用した
授業の視察はどうでしたか？

児童たちは生き生きと授業を受けてい
て、学習効果にもかなり期待できると
確信しました！

ただ一つ問題が・・・
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授業で児童40名が一斉に動画を見ると
再生がバラバラだったり、止まったりで、
先生が苦労されていました。

100台同時接続できる無線LAN
らしいのですが、実際には授業支援
アプリを30人くらいで同時に使うと、
動かなくなるようで・・

それじゃ、先生が大変だね。
学習効果も半減だな・・・
なにかいい方法はないのかな？

2

うちの大学で使ってるフォーティネットはどうですか!?
４０台同時通信してもスムーズに動いてますよ。
最近は大学だけではなく、いろんな教育現場でも続々
と採用し始めていますよ。

そんないい製品が
あるんですか！

早速視察に行って
みましょう！

3

視察後・・・

これなら、先生も安心して
授業ができますね

ビデオに撮ってきたので
見てください。

40台のダブレットが同時に動いて
いました。これこそが近い将来の
授業風景だと確信できました。

4

フォーティネットにまかせて！その１

授業で同時通信！ 教育委員会編

フォーティネットにまかせて！その２

移動しても途切れない！ 病院編

フォーティネットにまかせて！その３

オフィスでの干渉制御 エピソード１

フォーティネットにまかせて！その４

オフィスでの干渉制御 エピソード２

病院にて

先ほどから看護支援
システムが使えなく
なりました・・

あ！使えるように
なりました。

1

ONLINE

看護支援システムを
再起動しましたので
確認してみて下さい。

おいおい、こんなことが
頻繁に起こっていたら仕事
にならんぞ

今度、他の病院はどうして
いるか聞いてみるか

そうなんですが・・・
どうしたら良いですかね？

2

病院

うちの病院はフォーティネットを使っていますよ。
移動をしても無線ＬＡＮ通信が途切れないから
看護支援システムが快適に使えていますよ。
一度、見学に来ますか？

本当ですか！
ずっと困っていたんです。

3

視察後・・・

本当だ！
これで、仕事の効率が
上がりますね。

4
本当に移動をしても問題がない
無線 LANがあったぞ！ビデオに
撮ってきたから、一緒に見よう。

IT 部会議室にて
1

干渉元を管理ツールで
突きとめればいいだろう。

そのはずだった
のですが。。。。。

課長、先日導入した無線LANの
パフォーマンスが悪いです。
多分、外来波の影響だと思います。

2

コストをかけて導入したのに、
運用では使えないのかっ！？

何かいい方法はないかな？

何かいい方法はないですか？

下の会社の電波が強く、止めることが
できません。その他、お客様のモバイ
ルルータも干渉元になっているみたい
で、干渉元を発見したあとには、すでに
干渉元がなくなっているんです。

・・・・
・・・・

ダメだこりゃ・・
あとでB社の
担当者に
聞いてみよ・・

干渉を止めるのは無理ですよ！
フォーティネットは干渉を制御できる
ので、電波をフル出力で運用しても、
外来波の影響を受けにくく、運用監視
での手間もはぶけますよ。

御社に見学に行って
もいいですか？

3

そうなのか・・

すごい！！ つねに-60dbの電波を
受信していて、S/N比も30db以
上ありますね。これなら外来波の
影響を受けにくいのも納得です。

あ～、部長になんて
報告すれば。。。。。

～

4

見学にいったオフィスにて

でしょ！

オフィスにて
1

一流メーカーの無線LANを導入したの
だから、そんなことはありえないだろ？

いえいえ、
実際に
こんなに
クレームが
きています。

部長、大変です ！ 先日、導入した無線
LANが切れる、繋がらない、遅い ！
というクレームが頻発しています。

2

どうも、お客様のモバイルルータや
階下の会社の無線 LANの影響で、
電波出力が下がってるようです。

遅い！ 切れる！

自動で変更されるので、
干渉問題は発生しないと
いってたじゃないか！？

いい解決方法はないのかな？

外来波の影響を受けて、電波が届かない
とか、チャネルが自動で変更されたりで
大変です。
その影響で自動電波出力調整や自動チャ
ネル設定は運用では使えませんよ。

うっそぉ、干渉気にしなく
ていいはずなのに。。

3

無線 LANだから
仕方ないのかなぁ！？

干渉を気にせず、運用できるのは特許技術
をもっているフォーティネットだけですね。
とくに１１ａｃではこの干渉制御の技術が
なければ、本来のパフォーマンスをえられ
ません。

もしかして、機器選定、
失敗してしまった！？。。。
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続きは Web で ⇒　https://www.youtube.com/user/ditprgroup　（Youtube dit ムービーチャンネル）




