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概 要
インテル IT 部門は、LAN アクセス用 Wi-Fi* の標準化により、世界中のインテル関連施設で
ビジネスの変革を実現させています。独自のワイヤレス・インフラストラクチャーの利用は、従
業員のモビリティー、仕事の満足度、生産性の向上につながり、より高速で低コストの新た
な仕組みの LAN アクセスの提供を可能にしました。 

ワイヤレス・インフラストラクチャーへの移行は、ビジネス向けモバイル PC を使用する従業
員の社内でのモビリティーを向上させる無線 LAN（WLAN）から始まりました。従業員が
所有するデバイス、スマートフォン、PC ベースのソフトフォン、ワイヤレス・ディスプレイなど、
より多くのワイヤレスデバイスが社内に持ち込まれ、使用されるようになるにつれて、ワイヤ
レス・インフラストラクチャーの重要性は高まってきました。

インテルでは今や、ワイヤレスオフィスが現実のものとなっています。この目標達成のた 
めに、インテル IT 部門は、堅牢でセキュアなワイヤレス・インフラストラクチャーを構築する
ためのベスト・プラクティスを開発しました。このベスト・プラクティスでは、音声アプリケー 
ションや動画アプリケーションのサービス品質（QoS）を向上させるだけでなく、Wi-Fi*を
利用した音声通話サービスや位置情報サービスなどの新たなサービスも可能にします。

このベスト・プラクティスに従うことによって、次のようなメリットが得られます。
• 従業員の生産性を向上させる革新的な時間節約型モバイルサービスの導入が容易に
なる 

• Wi-Fi* 経由のテレフォニーおよびビデオのパフォーマンス向上など、一貫性のあるワイ
ヤレス・パフォーマンスとユーザー体験を可能にする

• 施設全体でのモビリティー、インテルの事業所間でのモビリティーが向上し、従業員の
異動にかかるコストを節約できる 

• LAN および外部ディスプレイへの無線接続に依存するデバイスのサポートが強化される 
• デスクごとに固定電話を設置しなくてすむため、その分必要となるネットワーク・バック 
エンド・スイッチ・ポートの数が減り、機器コストを削減できる
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インテルでは、今後とも、このベスト・プラクティスを利用して、WLAN の能力とサービスの向
上を継続していく予定です。将来、このベスト・プラクティスには、接続 ID、デバイス ID、または 
ユーザー ID の変更時のネットワーク認証レベルを動的に調整する機能を強化する既知の最適手
法（BKM）が追加される予定です。

背 景
インテル IT 部門は、10 万人以上のインテル従業員が利用する世界規模のコンピューティング
環境を運用しています。従業員の多くは、国、タイムゾーン、施設を越えて、チームとしてコラ
ボレーションしています。彼らが IT サービスへの接続に使用するデバイス数は、16 万台を超
えています。これらのデバイスのほとんどがワイヤレスのビジネス向けモバイル PC であり、そ
のうち 7 万台以上（ほぼ半分）がワイヤレス・ハンドヘルド機器です。これに加えて、ビジター
が持ち込むワイヤレス・ハンドヘルド機器が 2 万台にのぼる可能性があります。

ワイヤレス・テクノロジーがビジネスに変革をもたらす可能性があることを認識したインテル 
IT 部門は、過去 10 年にわたり、従業員が利用する LAN、インターネット、テレコムサービス 
向けにワイヤレス・テクノロジーの試験的な導入に取り組んできました。現在、インテルの 
ワイヤレス接続のみが配備された構内では、新しいワイヤレス・フォーム・ファクターの 
採用、革新的な時間節約型モバイルサービスの提供、既存スペースの新しい用途への適
応も簡単に実現できるようになりました。堅牢なワイヤレス・インフラストラクチャーを導 
入し、これを補完ネットワークではなく、標準ネットワークとして利用することにより、多
くの需要に対応しながら高いパフォーマンスを提供しています。また、会議室でのワイヤ 
レス・ディスプレイの共有など、革新的なワイヤレス・アプリケーションを追加するための強
固な基盤も提供しています。

こうした経験から、信頼性の高いスケーラブルで堅牢な無線 LAN（WLAN）によってモ
バイルデバイスの利用を可能にし、従業員にワイヤレスのビジネス向けモバイル PC を社
内外で持ち歩くように奨励することにより、利便性向上とコスト削減の両方を実現できる
ことが分かりました。また、在宅勤務など職場環境の代替オプションにより、必要なオフィ
ススペースが少なくてすみます。ワイヤレス VoIP ベースのソフトフォンにより、コストがか
さむ従来型テレコム・インフラストラクチャーの必要性も低下します。ビジネス向けモバ 
イル PC などのモバイル・コンピューティング・プラットフォームは、デスクトップ PC に比べ
て省エネ設計となっています。1 つのアクセスポイント（AP）で 15 ～ 20 人の従業員に対
応するほうが、各作業スペースに配線を行って LAN スイッチで 1 つまたは 2 つの専用有線 
ポートをそれぞれの従業員に提供するよりも、コストはかかりません。
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ワイヤレス・インフラストラクチャーには、そのほかにも次のような多くのメリットがあり
ます。

• インテル IT 部門が行ったユーザーへのアンケート調査と観察結果によると、グロー
バルなチーム間のコラボレーションを促進するワークスタイルの柔軟性が増し、 
生産性が向上する。

• 従業員がコンピューターを自宅に持ち帰り、いつでも利用できるようになったこ 
とで、自然災害などの非常事態が発生して出社できない場合も対処が可能とな
り、ビジネスの継続性が改善する。

• 施設内または別の施設への従業員の異動が容易かつ迅速、低コストで行 
える。

• ワイヤレス接続によって HDMI、DVI、VGA などの有線ディスプレイ・ポートに対
応する必要性が極めて低くなり、会議室のディスプレイ接続が簡素化される。

• 将来、位置情報サービスからワイヤレスによるスマートペイメントまで、あらゆる機
能を実現する革新的なモバイル・テクノロジー（GPS や近距離無線通信（NFC） 
など）の採用が容易になる。

ただし、従業員の接続や新しいテクノロジーの導入に無線 LAN（WLAN）だけで対
応しようとする場合、いくつかの課題も生じます。エンタープライズ規模の企業が採
用するワイヤレス・インフラストラクチャーは、日常業務での使用に必要なパフォー 
マンス（接続速度、帯域幅、サービス品質（QoS））、セキュリティー、管理可能性、冗
長性を提供する必要があります。こうしたインフラストラクチャーには、ソフトフォン対
応のエンタープライズ・ビジネス向けモバイル PC、従業員が所有するデバイス（セルラー
ベースのスマートフォンやタブレット）、ビジターが持ち込むモバイルデバイスなど、さ
まざまなクラスのモバイルデバイスにワイヤレスサービスを提供するための十分な汎
用性が求められます。さらに、会議室でのディスプレイ・デバイスの接続や、大型スク
リーンやその他の周辺機器への接続が必要なポートなしの薄型フォームファクターの
モバイルデバイスへの対応など、多様な使用モデル向けのソリューションも提供する
必要があります。

ベスト・プラクティス
エンタープライズ WLAN のセットアップを成功させるために、インテル IT 部門はベスト・
プラクティスを開発しました。このベスト・プラクティスを実施することにより、既存
の職場での有線 LAN から無線 LAN への切り替えや新しいビルへの無線 LAN の
導入が迅速かつ効率的に行えます。これによって、現在および将来のモバイルデ 
バイス、テクノロジー、アプリケーションにも対応可能な、セキュアで信頼性の高い
接続が従業員に提供されます。このセクションでは、ワイヤレス・インフラストラク 
チャーを構築し、さまざまなユーザーへの適応可能性、管理可能性、セキュリティーを
実現する堅牢で将来性に優れた設計を提供するためのインテルのベスト・プラクティス
および既知の最適手法（BKM）について説明します。

ソフトフォンとは
ソフトフォンは、テレコム・ネットワークに有線
で接続するデスク上の電話の代わりに、コン 
ピューターを使ってインターネット経由で音声通
話を行うソフトウェア・プログラムです。ワイヤレス・
インフラストラクチャーにおいて音声に対応す
ることにより、各種コミュニケーションが 1 つの 
デバイスに融合され、デスクの固定電話のコスト
が最小限に抑えられるとともに、従業員が構内
のどこにでも自分の「オフィス」フォンを携帯して
使用できるようになりました。

ソフトフォンのほとんどは、従来の電話と同様
に機能します。中には、ディスプレイ・パネルと
操作ボタンを備えた電話のイメージそのままの
外見を持つソフトフォンもあります。インテルの
従業員は、マイク内蔵ヘッドフォンをコンピュー
ターのサウンドポートに接続して使用します。
通常のソフトフォンは、標準的なテレフォニー 
機能（保留、転送、会議など）をすべて備えてい
ます。このほかに、ユーザーの在席状況の表示、
ビデオ、広帯域オーディオなど、オンライン・ 
メッセージングに特有の追加機能を含む場合も
多くなっています。

現在および将来のモバイル 
デバイス、テクノロジー、 
アプリケーションに対応する、
セキュアで信頼性の高い接続を

従業員に提供します。
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ベスト・プラクティス 1：堅牢で将来性に優れた WLAN の計画と
構築 
ワイヤレス・テクノロジーは有線テクノロジーに比べて歴史が新しく、現在も進化し続けてい
ます。信頼性の高いエンタープライズ WLAN の計画と開発においては、最新テクノロジー
が容易に採用でき、増え続ける Wi-Fi* サービスの利用にも柔軟に対応できる堅牢なワイ
ヤレス・インフラストラクチャーを開発することが重要です。まずは、パフォーマンス、接続 
速度、帯域幅、冗長性、QoS に重点を置きましょう。

BKM 1：概念実証（PoC）、段階的な配備、標準化したコンポーネントから開始する
新しいワイヤレス・テクノロジーまたはワイヤレスサービスを導入する前に、概念実 
証（PoC）を考案し、実施します。インテルでは、2007 年に WLAN に関する最初の PoC を
行い、WLAN が主要ネットワークとして機能するかどうかを検証しました。それ以来、ソフト
フォンなどの新サービスのテストだけでなく、パフォーマンス向上のための新しい装置類や
テクノロジーの検証にも PoC を利用してきました。

そして、PoC が成功したら、1 つのフロア、ビル、または構内に試験的なインストールを行い、 
エンタープライズ全体にテクノロジーを配備するために必要な調整を行います。この試験の段
階では、サポートスタッフのトレーニングやユーザーとのコミュニケーションも行い、さらに目標
が達成されているかどうかを見極めるための詳細な品質指標を定義します。

段階的な配備を成功に導くには、実証済みコンポーネントの標準化が不可欠です。配備
の規模に応じて構築するセットアップ内容は異なりますが、それぞれのセットアップ内では 
AP、WLAN コントローラー、ファームウェア、ソフトウェアなど、共通のコンポーネントが使
用されます。こうしたアプローチにより、セットアップを 1 回実施したなら、それを複数の場所に
そのままコピーすることで、提供するサービスの一貫性を確保できます。

他の要素よりも簡単に標準化できる要素もあります。例えば、モバイルデバイスは数種類
のオペレーティング・システム（OS）を使用しています。WLAN の設計においては、1 つ
の OS または OS のバージョンを定めるのではなく、業界標準の Wi-Fi*、QoS、一般的な
ドライバー、ポリシーを推進する機能をサポートするあらゆる OS に対応するように設計
しておきましょう。

BKM 2：パフォーマンスを重視して設計する 
優れたパフォーマンスを実現するために、WLAN 全体で 802.11n を使用します。802.11n 規
格は 2 つのデータチャネルを同時に使用して、高速データ転送と高品質のビデオおよびマルチ 
キャスト・ストリーミングのパフォーマンスを提供します。最新のセキュリティー機能を実装してい
るため、他のワイヤレスデバイスとの干渉も低減されています。

最大のパフォーマンスを達成するためには、すべてのデバイスで 5 GHz 帯の高周波を使
用するように設定します。こうすることで、より広い帯域幅とより多くの非オーバーラッ
プ・チャネルを確保し、干渉を低減して、累積帯域幅（合計転送時間に対する合計転送
データ量）を増やすことができます。また、各 AP 間の距離を約 45 フィート（約 13.7 メート
ル）離します。この距離が最適であるという結論は、AP 間の距離を 60 フィート（約 18.2  
メートル）にしてテストを行った結果、位置情報サービス、VoIP などのサービスでパフォー 
マンスが低下したことから導き出されました。さらに、通常小さなアンテナを持つ小型デバ
イスでは、AP 密度の高いほうがメリットは大きいことが分かりました。これに加え、VoIP な
どのリアルタイム・サービスで強い信号（-67dBm またはそれ以上）を送信するには、高密
度の AP 配備が必要です。

堅牢な WLAN の計画および 
構築のための 5 つのベスト・ 
プラクティス 
1. 段階的に開始する

2. パフォーマンスを重視して設計する

3. 冗長性を使用する

4. WLAN サイトの調査を行う

5. 音声とビデオの QoS を実現する
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パフォーマンスを確保するために、ファット AP ではなく、WLAN コントローラーによって制御されるシン AP を
選択しています。シン AP は集中管理とセキュリティーに WLAN コントローラーを利用しますが、ファット AP は
ワイヤレス・クライアントの処理に必要なすべての要素を備えています。大規模オフィスに配備する場合、シン 
AP と WLAN コントローラーの組み合わせには次のようなパフォーマンス上のメリットがあります。

• AP は時間依存操作（ビーコン、プローブ応答、バッファリング、無線監視）をローカルで管理することで、レイ 
テンシーを減らす。

• WLAN コントローラーはより複雑で時間依存の少ない操作（アソシエーション、802.11 認証、802.1X 認証
処理、ブリッジング）を管理することで、AP の複雑性を軽減する。

• WLAN コントローラーが集中管理ポイントとして機能し、複数の AP から情報を受信し、無線周波数（RF）の割り
当てを集中させることにより、さまざまな環境にあるAP同士の同一RFチャネル上での競合を回避する。WLANコ
ントローラーは 1 カ所で集中監視を行うことにより、隣接する AP を自動的に別々のチャネルに配置し、適切な出
力レベルを各 AP に割り当てて、各 AP が同一チャネル干渉を最小限に抑えながら最高ローミング結果を得られる
ようにする。 

BKM 3：信頼性、可用性、通信範囲を確保するために冗長性を使用する
通信範囲を広げ、信頼性の高いパフォーマンスを得るために、インテルでは二重化による冗長インフラストラク 
チャーを使用しています。このインフラストラクチャーは、ビルごとに 2 つのクラウド、2 つの WLAN コントロー
ラー、ビル内のすべての物理ポイントをカバーする 2 つの AP を備えています（図 1）。これにより、施設当たり
の AP 数を増やし、AP 当たりのユーザー数を減らすことができます。また、単一障害点がないため、信頼性と可用性
が高まります。インフラストラクチャーのいずれかのコンポーネントに障害が発生した場合も、接続中のワイヤレ
スデバイスは自動的に隣接 AP にローミングするため、ユーザーへのサービスの中断を最小限に抑えられます。 

図 1. インテル IT 部門は、1 つのビルで 2 つのコントローラーを使用し、それぞれの物理的な位置を 2 つのアクセス 
ポイント（AP）でカバーすることで、冗長性を確保しています。

WLAN コントローラー

イーサネット・
スイッチ 1

プライマリー・コントローラー
セカンダリー・コントローラー

イーサネット・
スイッチ 2

アクセスポイント（AP）
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BKM 4：WLAN サイトの調査を実施して施設内の通信範囲を検証する
ソリューションをタイプやサイズの異なるそれぞれのビルに適応させるために、サードパー
ティー製の自動 WLAN プランニング・ツールを使用します。このツールは、次の目標や基
準を満たす上で役立ちます。

• 15 ～ 20% の AP オーバーラップを可能にする

• 冗長性および動的な出力割り当てに適した AP 配置を行う

• AP 当たり 15 ～ 20 人のユーザーに対応する

• VoIP サービス用の小さなセルを確保する 

• 従業員のオフィスの AP とは別に、会議室と共有エリアで良好な通信環境が得られ
るようにする

フロアまたはビルが接続されたら、その施設の通信範囲を検証します。まずはグリッドご
とに個別のテストを行います。テスト結果に基づき、必要に応じて AP を追加することで、
通信範囲およびサービスの目標を達成します。また、定期的に AP の配置場所を物理的
に再検査し、マップ上の不正確な部分を修正し、パフォーマンス向上のために必要ならば 
AP を移動します。

BKM 5：音声とビデオの QoS を実現する
インテルのワイヤレス・インフラストラクチャーを使用したソフトフォンの最初の PoC 試験
では、VoIP の品質にレイテンシーによる問題があることが分かりました。その後、テクノ
ロジーの成熟とともに、パフォーマンスの向上に取り組みました。また、フレームの多重化
によって 802.11n は高い処理能力を示したものの、この多重化によって通話品質が低下
することが分かりました。

この問題を解決するために、メディアアクセス制御（MAC）レイヤーを調整し、非リアル 
タイム・データのみについてフレームを多重化して、レイテンシーが重視される音声トラ 
フィックを優先するように他の多重化を無効にしました。IP ヘッダーマーキングを使用
して音声トラフィック・パケットを識別し、これらのトラフィックをインフラストラクチャー 
全体にわたって低レイテンシー・キューに分類することにより、音声トラフィックに「高速 
レーン」を設け、クライアントとネットワークの間でパフォーマンスの一貫性を向上さ 
せることができました。また、AP 密度を約 25%（60 フィート（18.2 メートル）から 45  
フィート（13.7 メートル））に高めてセルをより小規模にすることで、リソースを共有する 
ユーザー数を減らしました。

このような改善を行った後の PoC では良好な結果が得られました。現在、改善の最新 
ラウンドは 12 カ月目に入ったところですが、この時点で従来のデスク上の電話設置を廃止
しました。

これと並行して、ビデオ・トラフィックを優先するため、MAC レイヤーと IP レイヤーにつ
いてさらに変更を行いました。こうした変更により、ビデオおよびマルチキャストの優れ
たストリーミング・パフォーマンスが実現されます。WLAN 経由のマルチキャスト・トラ 
フィックは、ユニキャスト・トラフィックとは異なり、WLAN の MAC レイヤーでエラー訂正
が行われないため、パフォーマンスが低下します。マルチキャスト・トラフィックに対応する
ために、WLAN 上でマルチキャストをユニキャストに変換し、このトラフィックにマーキン
グして、別の高速レーンで音声パケットの後に処理されるようにします。

 ゼロ
インテルのデスク上の固定電話の数
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ベスト・プラクティス 2：集中管理を利用する
WLAN コントローラーの導入以前は、各 AP が個別ノードとして動作し、静的な RF プランに
基づくチャネル設定と出力設定で自律的に構成されていたため、WLAN 全体の管理は困
難を極めていました。WLAN コントローラーを配備したことにより、ワイヤレス・インフラ
ストラクチャーでエンタープライズ品質の集中管理が利用できるようになりました。

BKM 1：WLAN コントローラーに基づいてワイヤレス・インフラストラクチャーを
構築する
WLAN コントローラーにより、管理者は地理的管理とセキュリティー用に AP グループを 
作成するとともに、特別な機能を実装することができます。SSID（サービスセット ID）の
追加など、ビル全体のワイヤレス構成に変更が必要な場合、管理者は WLAN コントロー
ラーを通じてその変更を対象グループに適用するだけで十分です。

また、WLAN コントローラーは、標準の非集約型ワイヤレス・ネットワークでは利用でき
ない機能を実装する場合にも便利です。例えば、RF の集中管理も可能になります。この
場合、コントローラーが 1 つの AP で無線の干渉を検知すると、自動的に隣接 AP の出力
を上げて、ローカルなパフォーマンスの維持が可能になります。

また、WLAN コントローラーによる集中管理の導入により、セキュリティーも強化され 
ます。管理者は、WLAN コントローラーを利用して、ログのチェック、セキュリティー設定、
ワイヤレスユーザーへのグループポリシーの適用などすべての作業を 1 つの場所から行
えます。また、WLAN コントローラーを使用すると、簡単に不正 AP を検出したり、AP が
信頼できるデバイスかどうかを判定できるようになります。

WLAN コントローラーによる集中管理は、総保有コストの削減にもつながります。シン 
AP の初期費用はファット AP よりも高くなりますが、AP を個別ではなく WLAN コント
ローラーを使って集中的に設定して管理することで、管理コストの削減につながります。

BKM 2：ISO FCAPS モデルに準拠する 
ワイヤレス・インフラストラクチャーの監視と管理には、FCAPS（Fault, Configuration, 
Accounting, Performance and Security：障害、構成、アカウンティング、パフォー 
マンス、セキュリティー）ネットワーク管理モデルを使用しています。
• 障害：IT 部門からのエラー（障害）の通知に対して、Simple Network Management 

Protocol（SNMP）トラップおよびイベントメッセージを解析し、重大度に応じて分類し
て転送します。

• 構成：構成のための時間と労力を削減するために、汎用のグローバル構成テンプレートを 
使用します。必要に応じて、補完としてローカルの構成テンプレートも使用します。 
エンタープライズ全体で AP のファームウェア・ソリューションをできる限り1つに標準 
化し、簡素でグローバルなアップデートを可能にしています。

• アカウンティング/パフォーマンス：ネットワークの健全性を維持するために、通信 
範囲、負荷、使用状況、使用可能時間を監視します。トラブルシューティング機能には、
問題の影響範囲に応じて、個別クライアントへの対応に加え、複数クライアントへの対
応も含まれます。

• セキュリティー：セキュリティーを強化するために、システム設定により、未承認ネット 
ワークを使用する不正デバイスを検出した場合に警告を発するようにしています。

WLAN コントローラーによる 
集中管理のメリット
1. セキュリティーの強化

2. ログのチェック

3. 複数のセキュリティー設定

4. 不正 AP を容易に検出

5.  総保有コスト（TCO）と管理コスト
の削減
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ベスト・プラクティス 3：各クラスのユーザーにサービスを提供する
ワイヤレス・インフラストラクチャーがエンタープライズで利用される場合、各クラスのユー
ザーを対象としたサービスを提供する必要があります。これらのクラスには、会社支給の
ビジネス向けモバイル PC を使用する従業員、従業員所有のデバイスを使用する従業員、
下請業者、ビジターが含まれます。

BKM 1：従業員向けの専用エンタープライズ WLAN を設定する
上記で説明したワイヤレス・インフラストラクチャーでは、構内のどこからでも、従業員は 
Wi-Fi* を使用して社内ネットワークやインターネットに安全に接続することができます。
このワイヤレス・インフラストラクチャーの主要部分は、会社支給のビジネス向けモバイル 
PC です。この PC には、高度なセキュリティー機能とリモート・プラットフォーム管理を設
定し、これらの機能を補足するものとしてエンタープライズ・セキュリティー向けのきめ細
かな信頼モデルを使用します。1 

BKM 2：従業員所有のデバイスからインターネット / イントラネットに接続するため
に別の WLAN を設定する
従業員は、自分が所有するデバイスで使用しているプラットフォームやアプリケーション、
オンラインツール、サービスを業務においても利用できる柔軟性を求めています。インテル 
では、非武装地帯からのインターネット・フィードを利用して、従業員所有のデバイスを社
内で使えるようにしています。非武装地帯とは、ファイアウォールによってインターネット
から保護され、さらに異なるファイアウォールの組み合わせによりイントラネットからも切
り離されているサブネットを指します。これらのフィードにより、2.4 GHz および 5 GHz 
の Wi-Fi* インターネット・アクセスが可能となります。

セキュリティーを維持するため、Generic Routing Encapsulation（GRE）を使用し、WAN を
介したキャンパスから Demilitarized Zone（DMZ）へのインターネット通信をトンネル化 
します。もう 1 つのセキュリティー・レベルを追加し、パフォーマンスを向上させるためには、
トランスペアレント・プロキシーを使用してトラフィックをフィルタリングし、キャッシュしてい
ます。従業員所有のデバイスとサイトとの間で、あらかじめ設定した以上の帯域幅を消費
させたくない場所では、帯域幅制限も適用します。

プロビジョニングについては、アカウント管理（パスワードの作成、リセット、削除）用として
作成されたツールを使用しています。従業員には、Web フォームに入力することによって利
用条件に同意することを求めます。このプロセスにより、従業員に自分の責任とインテルの
プライバシー・ポリシーを理解させています。また、管理対象デバイスを紛失したり、盗難に
あった場合に使用するリモート消去機能など、サードパーティー製のデバイス・セキュリティー
用アプリケーションも活用しています。

BKM 3：認証、承認、アカウンティングの集中管理を導入して、会社支給のデバイスと従業
員所有のデバイスからのアクセスを制御する
従業員の WLAN への接続は、インテルの Remote Authentication Dial-In User 
Service（RADIUS）システムと社内ディレクトリー・サービスによるユーザー認証に依存
します。RADIUS は、次の集中サービスを提供します。
• 認証（ユーザーが本物のユーザーであることを確認する）
• 承認（ユーザーに許可する権限を決定する）
• アカウンティング（接続使用量の記録を収集する）

1  このような情報セキュリティーへのアプローチ、および管理対象 PC を使用したアプローチの実装方法の詳細については、
ホワイトペーパー「Granular Trust Model Improves Enterprise Security」（英語）を参照してください。

従業員所有のデバイスで 
WLAN を使用するメリット

DMZ からのセキュアな
インターネット・フィード

利用条件管理

帯域幅制限

http://ipt.intel.com/Libraries/Documents/Granular_Trust_Model_Improves_Enterprise_Security_Intel%C2%AE_IPT.pdf
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用途によっては、1 台のデバイスにつき 1 つのアカウントのみを許可し、会社支給のビジ 
ネス向けモバイル PC については会社のドメインアカウントを使用する一方で、従業員所
有のデバイス用に権限を制限したアカウントを別途用意しています（図 2）。

RADIUS は、多くの認証プロトコルに対応しています。クライアント・デバイスやネッ
トワーク・アクセス・デバイスの接続要求、セキュリティー・レベル、目的、固有の 
サポートに基づいて、さまざまなプロトコルが使用されます。認証については、802.1X 
Extensible Authentication Protocol（EAP）、中でも EAP-PEAP-MSCHAPv2、EAP-
TLS、EAP-FAST を使用しています。

BKM 4：下請業者やビジター用の Wi-Fi* ネットワークを別途設定する
インテル IT 部門は、オーバーレイ・ネットワークにより、下請業者やビジターに対して 
インテルのファイアウォールの外側で別のワイヤレスサービスを提供することで、それぞ
れが所有するデバイスを使ってインターネットにアクセスできるようにしています。その 
結果、下請業者やビジターは VPN アクセスを通じて自社のホームサイトにはアクセスで
きますが、インテルのイントラネットにはアクセスすることはできません。2

BKM 5：従業員用として Cellular over Wi-Fi* サービスを提供する
インテルのほぼすべての従業員は、携帯電話（スマートフォンや従来型の携帯電話）を使
用しています。会社支給の携帯電話を使用している人もいれば、個人所有の携帯電話を使
用している人、あるいは両方を使用している人もいます。Cellular over Wi-Fi* サービスは
まだ試用段階ですが、主に次のような 2 つのメリットがあります。
• Cellular over Wi-Fi* を利用することで、コストがかさむセルラーサービスの代わり
に Wi-Fi* を使って音声通話、テキスト・メッセージング、データ転送のすべてが可能になる。

• 大きなビルの中では通常、セルラー信号は弱くなるため、社内に Cellular over Wi-Fi*を導
入することにより、特定のタイプの携帯電話を使用している従業員やビジターがオン 
サイトの Wi-Fi* を使って、信頼性の高い音声受信や通信範囲を得られる。同時に、 
データ転送の高速化と高信頼性が確保される。
セキュリティーについては、「完全に信頼できる」と「部分的に信頼できる / 信頼できない」
の 2 つの信頼レベルが導入されています。「完全に信頼できる」スマートフォンは、通常会
社から支給されるもので、インテルの社内サービスやリソースへのアクセスを提供する独自
のワイヤレス・ネットワークが用意されています。「部分的に信頼できる / 信頼できない」
スマートフォンは、Wi-Fi* にアクセスすることでインターネットには接続できますが、インテル
の社内サービスやリソースへのアクセスは制限されているか、または禁止されています。今
後は、対応する電話のタイプを増やしていく予定です。

BKM 6：部分的なネットワーク・アクセスを必要とするテストデバイスやラボデバ
イス用に別の Wi-Fi* ネットワークを提供する
テストおよび開発の目的で、テストデバイスやラボデバイスがイントラネットの 
リソースへのネットワーク・アクセスを必要とする場合があります。ただし、こうし
たデバイスは完全には信頼できない可能性があるため、アクセス対象を1つのラボの 
ネットワーク領域またはセキュリティー保護されたネットワークに限定する必要があ
ります。このような状況に対応するために、AAA RADIUS（上記参照）を利用して、
特定のラボデバイスのアカウントで使用するネットワークを指定します。この情報
は WLAN コントローラーに返送されます。WLAN コントローラーはこの情報に基
づいて、セキュリティー保護された適切なネットワークにこのデバイスを配置する
ことができます。

2 詳細については、ホワイトペーパー「Evolving the Mobile Employee Hotspot for IT Consumerization」（英語）を
参照してください。

図 2. ユーザー認証とデバイスタイプに基づいてアク 
セスのレベルを制御し、企業データを保護しな
がら、従業員が使用するモバイルデバイスに柔
軟性を与えています。

会社所有のデスクトップ/ノートブック PC と同様
に、企業データへの完全なアクセス権限を持つ
•�一般的アプリケーション
•�イントラネット
•�ネットワーク共有ドライブ
•�バックアップとリカバリー
•�コラボレーション

対象となる基幹業務（LOB）/コラボレーション・
アプリケーションへのアクセス権限を持つ
•�イントラネット（制限付き）
•�添付ファイル付き電子メール
•�業務専用アプリケーション

極めて限られた企業データへのアクセス権限を持つ
•�予定表
•�連絡先
•�フィルターされた電子メール

デバイスが従業員に所属するのを知っていることに
基づく 

•�VoIP
•�給与計算
•�電話会議の予約
•�会議室予約システム

パブリックサーバー上の企業データ
•�社員持株管理
•�インターネット（パススルー/サイト・フィルタリング）
•�出張管理
•�経費報告書

マネージド環境相当
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http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/evolving-mobile-employee-hotspot-for-it-consumerization.pdf
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ベスト・プラクティス 4：WLAN および知的財産を保護するため
にクラス最高のセキュリティーを利用する
知的財産および従業員の個人情報を保護する上でのインテルの最大の関心事は、 
セキュリティーです。802.11n 規格では Wi-Fi Protected Access* 2（WPA2*）を規定し、
米国国立標準技術研究所（NIST）の Advanced Encryption Standard（AES）による
データの暗号化を可能にしています。こうした業界標準のセキュリティー対策に加えて、 
インテル独自のセキュリティー対策も導入しています。

BKM 1：ユーザータイプ別にアクセスを定義して制御する
ユーザーのタイプ（会社支給のビジネス向けモバイル PC を使用している従業員、自分が
所有するデバイスを使用している従業員、ビジター）ごとに適切なアクセスレベルを提供
するために、インテル IT 部門はさまざまな Wi-Fi* ネットワークおよび標準を使用してい 
ます。インテルでは、ほぼすべての従業員が会社支給のデバイスを使用して、職場の WLAN 
にアクセスしています。職場以外の場所から社内ネットワークにアクセスするには、VPN な
どのリモート・アクセス・テクノロジーを利用します。

会社支給のビジネス向けモバイル PC のほかに、自分が所有するデバイスを使用する従
業員は、用途や職場環境に適合するように設計された WLAN 接続ソリューションを選択
できます。従業員所有のデバイスがサブデバイスである場合は、基本的なブラウザー接続
ソリューションを選択し、従業員所有のデバイスがメイン・コンピューティング・デバイスで
ある場合は、インテルの IT 部門による特別なビルドや仮想化ソリューションを選択する 
など、さまざまなソリューションが用意されています。選択したソリューションにより、その
従業員がそのデバイスで求めるアクセスレベルに応じて、必要なセキュリティーやその他
の機能が提供されます。3

下請業者とビジターは、インテルのファイアウォールの外側に配置されたオープン 
な Wi-Fi* ネットワークを通じてインターネットに接続します。これらのグループに対して、 
スポンサー（マネージャーなど）は、一定時間が過ぎると自動的に期限切れになる一時ア
カウントを作成します。このアカウントを使用するには、利用条件やポリシーに同意する
必要があります。アクセスするには、特定のウイルス定義（DAT）ファイルやパッチレベル 
など、インテルのポリシーへの遵守が求められます。

BKM 2：認証およびロールベースの信頼度によりデータへのアクセスを制御する 
インテルでは、WLAN へのすべてのアクセスは可能な限りセキュアに行われるように設
定されています。認証連携、多要素認証、証明書の各種サービスなどのテクノロジーを 
利用して、ロールベースの信頼度計算を行い、アクセス権限を適切に管理することにより、
データへのアクセスを制御しています。インテルのネットワークへのフルアクセスを提供す
るのは、オフィス WLAN のみです。ラボ WLAN は、部分的なアクセスを提供することで、
インテルのネットワークのセキュリティーを侵害することなく、安全性の低いデバイスの 
テストを可能にしています。

インテルのさまざまな WLAN には、次のようなアクセス制御が含まれています。

• オフィス WLAN にアクセスする場合、マシン認証およびドメイン ID 

• 設計部門の施設にアクセスする場合、ユーザー認証およびユーザードメイン ID 

• 従業員所有のデバイスからアクセスする場合、ユーザー認証および代替認証情報ストア 

3 詳細については、ホワイトペーパー「Improving Security and Mobility for Personally Owned Devices」
（英語）を参照してください。

知的財産および従業員の 
個人情報を保護する上での 
インテルの最大の関心事は、 
セキュリティーです。

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/best-practices/improving-security-and-mobility-for-personally-owned-devices-paper.pdf
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• データ転送や音声通話を目的として、スマートフォンを使用してモバイル WLAN 経由で Wi-Fi* ネットワークに
アクセスする場合、ユーザー認証、ユーザードメイン ID、ユーザーの代替認証情報ストア 

• ビジターがインテルのオープン・ネットワークにアクセスする場合、Web ポータルのユーザー認証 

BKM 3：知的財産の盗難を防止するためにカメラ付きスマートフォンを検出して制御する
スマートフォンは、モビリティーと生産性の面で大きなメリットをもたらす反面、従業員がスマートフォンを携帯し
たままで機密領域や立入制限領域に入った場合に、その内蔵カメラがセキュリティー上の問題になる可能性があ
ります。ある PoC では、インテルの工場に勤務する従業員がカメラ付きスマートフォンを機密領域に持ち込める
ようにするソリューションを提供し、成功を収めました。このソリューションは、現在すでにインテルの新工場で利
用されています。4

デバイスが工場の環境内に入ると、このソリューションは 3 つの主要機能を実行します。

• デバイスが IT 部門の管理対象かどうかを検出します（図 3）。

• デバイスが IT 部門の管理対象である場合、このソリューションは Wi-Fi* コネクティビティーやカメラなどの 
機能をリモートで無効にする無線テクノロジーを配備します。

• デバイスが IT 部門の管理対象ではない場合、このソリューションはフロア監督者に警告を発して、デバイスの
位置を知らせます（センサーと三角測量によって、工場のフロアに持ち込まれた未承認デバイスの正確な位
置をピンポイントで特定します）。監督者は、標準のセキュリティー・ポリシーを適用して、この違反に対処し 
ます。

4 詳細については、ホワイトペーパー「Enabling Smart Phones in Intel's Factory Environment」（英語）を参照してください。

図 3. カメラ付き携帯電話に関するインテルのセキュリティー・ポリシーには、工場の入口で IT 部門の管理対象デバイスかどうかを
識別する検出機能が含まれます。

スマートフォンを携帯した
従業員が工場に入ろうとする

従業員は RF 
検出領域を通過する

モバイルデバイス管理（MDM）システム

従業員はバッジを
バッジリーダーにかざす

認証情報が 
MDM に送られる

                  デバイスの承認とセキュリティー
権限がモバイルデバイスに送られる

カメラ付き
スマートフォンの承認

テクノロジーを活用して Wi-Fi* 接続と
カメラ機能をリモートで無効にする

http://www.intel.com/content/dam/doc/best-practices/enabling-smart-phones-intel-factory-environment.pdf
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ベスト・プラクティス 5：ワイヤレス体験の満足度を向上させる
従業員にとって、ワイヤレス・インフラストラクチャーの最大のメリットはモビリティー 
です。また、インテル IT 部門は、エンタープライズ全体をカバーする WLAN を通じて、 
新しいアプリケーションやサービスを利用することにより、生産性や利便性が向上するだ
けでなく、オフィススペースの制約の問題も解決できるため、従業員の満足度がさらに高
まることも期待しています。

BKM 1：生産性向上のために時間節約型アプリケーションを提供する
インテル IT 部門が継続して実験を行っている時間節約型テクノロジーの 1 つが、ワイ
ヤレスデバイス向けの位置情報サービスです。5 位置情報サービスでは、Wi-Fi* ネット 
ワークから収集した位置情報を使用して、カフェテリア、空いている会議室、ラボ、PC  
サービスセンター、プリンターなどのオンサイトサービスを従業員が検索できるようにして
います。インタラクティブ・マップでは、従業員が会議室などの場所をマーキングしておく
ことが可能であり、同じ場所を繰り返し探す手間を省くことができます。

また、ソフトフォンにモビリティー以外の付加価値を与えるために、ユーザー体験を向上 
させ、時間を節約し、フラストレーションを軽減させるソリューションも提供しています。 
電話会議の場合、ユーザーがカレンダー・アプリケーションのリンクをクリックするだけで、
電話をかけずに、自動的に会議に出席することができます。さらに、コンテンツリンク
やビデオリンクの提供など、スムーズな共有を実現するための複数機能を 1 つのイン
ターフェイスに集約しています。

従業員同士の通話を簡単にする方法としては、ダイヤルメカニズムに従業員の名前を使用
しています。相手の電話番号を探す代わりに、ディレクトリーで相手の名前をクリックす 
ると、アプリケーションが相手の指定デバイスに自動発信します。このソリューションはカ
スタマイズが可能であり、ユーザーはインテルの WLAN 内からの通話を受けるモバイル
デバイスを選択したり、デバイスが通話の着信を許可する曜日や時間帯を指定することが
できます。

BKM 2：利便性を向上させるためにワイヤレス・インフラストラクチャーを活用する
大きなスクリーンを必要とする会議室や作業スペースの利便性を向上させるために、 
インテル® Pro ワイヤレス・ディスプレイ（インテル® Pro WiDi）を試験的に導入しています。こ 
れは、インテル IT 部門とインテルの製品開発チームとのコラボレーションから生まれた製品です。
コンテンツを表示するためにその都度ケーブルを交換したり、席を移動することは、ユーザーに 
とってフラストレーションであり、時間の浪費にもなります。インテル® Pro WiDi では、HDMI* お
よび Miracast* 規格を使用したピアツーピアの Wi-Fi Direct* 接続を確立するワイヤレスレ 
シーバーを提供することにより、高速ハンドオフを実現しています。

こうしたアプローチにより、WLAN にアクセスするための既存の Wi-Fi* 接続を維持しながら、 
コンテンツの共有が可能となります。また、ワイヤレスコンテンツの共有をピアツーピア・ 
ネットワーク（実際にはワイヤレス・パーソナル・エリア・ネットワーク（WPAN））内に限定し、社内 
WLAN へのブリッジをブロックすることにより、セキュリティーを確保しています。

5 詳細については、ホワイトペーパー「Getting a Headstart on Location-based Services in the Enterprise」
（英語）を参照してください。

ソフトフォンの時間節約の 
メリット
1. デバイスに依存しない

2. 電話をかけずに電話会議に参加

3. コンテンツリンクとビデオリンクを 
 共有

4. 名前から電話をかける

5. 通話可能な時間帯を指定できる

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/getting-a-headstart-on-location-based-services-in-the-enterprise.pdf
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インテル® Pro WiDi には、これ以外のメリットもあります。有線の外部ディスプレイ機 
能を持たないワイヤレスデバイスからでも、会議室のスクリーンでコンテンツを共有するこ
とができます。さらに、ケーブルやスイッチ機器の費用を負担する必要もなくなります。6  

BKM 3：スペースの制約の問題を解決するためにワイヤレス・インフラストラクチャーを
使用する
最近、インテル IT 部門はワイヤレスの「作業スペース内ラボ」を導入しました。この革新的
なテクノロジーにより、チップ設計者は、ラボ・ネットワークへのセキュアなワイヤレス接続
を通じて、作業スペースなど構内のどこからでも仮想ラボにアクセスできるようになりま
す。この結果、設計部門の施設内に、コストがかさむラボスペースを確保する必要はなく
なります。

結 果
インテル IT 部門は、会社全体にわたるワイヤレス・インフラストラクチャーのベスト・プラク
ティス導入の成功体験を通じて、長年追い求めてきたワイヤレスオフィスというビジネス目 
標を達成しつつあります。また、テレフォニーおよびビデオのパフォーマンスの向上を含め、
一貫性のあるワイヤレス・パフォーマンスとユーザー体験を提供し続けています。

ワイヤレス・インフラストラクチャーによって、従業員はデスクから解放され、ソフトフォンを
含む自分のワイヤレス・コンピューティング・デバイスを使用して、構内のどこにいても仕事
ができるようになりました。それに加えて、会社支給のデバイスや薄型フォームファクター
の従業員所有デバイスへの対応、さらに、従業員の生産性を向上させる革新的な時間節
約型モバイルサービスの強化も実現できました。

IT 部門に関して言えば、ワイヤレス・インフラストラクチャーに完全移行することで、有線
と無線、2 種類の従業員用 LAN を設置して、その両方を管理、維持、セキュリティー保護
する手間から解放されました。その結果、ワイヤレス・ネットワークのみに、IT 部門の労力
とコストを集中させることができるようになりました。

WLAN およびソフトフォンの戦略を採用することにより、次に示すメリットによって、有線 
LAN や従来型のテレコムにかかっていたコストを大幅に削減することができました。

• 15 人のユーザーの接続に対して、スイッチならば 15 個のポートを使用するところ、 
1 つの AP で対応することができる。

• 1 フロアにおいて、有線 LAN では 1 つのクローゼットに 250 個のポートが必要だ
ったが、ワイヤレスでは 1 つのクローゼットに 48 個のポートだけでサービスを提
供できる。

• ビジネス向けモバイル PC にソフトフォンを内蔵することで、デスク上の電話やそ
れに付随するスイッチ・ハードウェアにかかるコストが不要になった。

6 詳細については、ホワイトペーパー「Evaluating Intel® Pro Wireless Display for Enterprise Use」（英語）を参照してください。

48

WLAN とソフトフォンを 
使用することで、 

フロア当たりのポート数が  
202 個も減るため、 

有線 LAN サービスに比べて 
大幅にコストを削減できます。

フロア当たりで必要な  
WLAN ポート数

http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/evaluating-intel-pro-wireless-display-for-enterprise-use-paper.pdf
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まとめ
インテルの IT 部門が採用したワイヤレス・インフラストラクチャー導入のベスト・プラクテ
ィスにより、新しいオフィススペースの迅速かつセキュアなオンライン化、既存オフィスス
ペースの有効活用、インテルのグローバルなオペレーション全体にわたる新しいサービス
の提供が実現しました。

インテルでは、今後、あらゆるサービスや用途へのアクセス・ネットワークとして、WLAN を
運用することを考えています。また、特定の接続が必要な領域のみへのアクセスを提供す
る差別化したネットワークの導入も計画しています。こうしたネットワークには、接続、デバ
イス、またはユーザー ID が変更された場合に動的にネットワーク認証のレベルを調整する
機能が含まれます。インテル IT 部門は、ベスト・プラクティスを一貫して適用することで、 
ワイヤレス・インフラストラクチャーが提供するあらゆる機能を最大限に活用していき 
ます。

インテル IT 部門のベスト・プラクティスの詳細については、 
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照してください。

IT@Intel

IT@Intelは ITプロフェッショナル、マネー
ジャー、エグゼクティブが、インテル IT 
部門のスタッフや数多くの業界 ITリー
ダーを通じ、今日の困難な IT 課題に対し
て成果を発揮してきたツール、手法、戦略、
ベスト・プラクティスについて詳しく知る
ための情報源です。詳細については、
http://www.intel.co.jp/itatintel/ を参照
してください。あるいはインテルまでお問
い合わせください。
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