次世代スイッチは
ネットワーキングを
エッジからコアまで変革
ネットワーキングの課題が増加しており、IT は より少
ないものでより多くのことをする必要に迫られています

断片化した
オペレーション

従来のネットワークでは
ついていけない

制約のあるコントロール
と可視性

クローズド型、異なる OS、
複雑なライセンス・システム
のオペレーティング・モデル
は IT に高負担

古く、過剰に使用されたイン
フラストラクチャは IT アジリ
ティとデジタル化を抑制

リモート解析による断片化した
データでは実行動につながる高
度な知見が得られない

70%

71%

の IT の時間は 問
題の特定と診断 1
に費やされる

の IT 予算が「ビジ
ネスの運営」1 に
充てられる

70%

のネットワーク構
成は 手動 1 で行わ
れている

3bn

新たな IoT デバイス
は 2023 年までに導
入 2 され、新しい
セキュリティ リス
クがもたらされる

41%

の IT チームがネッ
トワーク・セキュ
リティとセグメン
テーションが 適切
に実装されていな
い 3 と言っている

ARUBA CX スイッチング
今日のエンタープライズのためのオペレーティング・システム
Aruba CX スイッチング・ポートフォリオは、AOS-CX を活用して、エッジ・アクセスからデータ・セン
ターまでのエンド・ツー・エンドの次世代スイッチング・ソリューションを提供します。インテリジェン
ス、プログム可能性および自動化が搭載された柔軟なスイッチングアーキテクチャ上に構築された、最
先端のクラウド・ネイティブ設計を提供します。

ネットワーク解析
エンジン

CX スイッチ

AOS-CX

エッジ

システム、NMS、クラウドからアクセス可能

キャンパス

DC

ネットワーク解析エンジン
時系列データベース
100% REST API
状態データベース
マルチサービス
アーキテクチャ

AOS-CX

クラウド ネイティブ

エッジ・アクセスから
データセンターまで

分散型アナリティクス

最先端のマイクロサービス・
アーキテクチャによる完全な
ネットワークのプログラム可能
性とワークフロー自動化

同じハードウェアとソフトウェ
アをデプロイできる柔軟性によ
り、エッジ・アクセスからデー
タセンターまでの一貫した運用
エクスペリエンスを提供

すべてのノードで解析を実行し
てネットワーク全体のリアルタ
イム・インサイトを提供し、問
題を積極的に検出し、優先順位
付けして解決

オペレーター・エクスペリエンスの向上
設計、導入、監視および分析を簡単に
Aruba NetEdit

Aruba CX モバイル・アプリ

確実に機能する導入

スイッチのインストールおよび構成の簡素化

エンド・ツー・エンドのサービスの導入をシン
プルに調和

Aruba CX スイッチをネットワークに接続し、
数回タップするだけで仮想スタックを作成

自動化された高速なネットワーク全体の変更

モバイル・デバイスからの構成、表示および
構成管理

アップデート後の即時適合性検証でエラーを
排除

Aruba ネットワーク解析エンジン (NAE)
高度な監視とトラブルシューティングのための
分散型アナリティクス
リアルタイムのデータセンターからエッジま
での可視性を実現
問題の迅速な検出、トラブルシューティング
および対応
イベント履歴相関による根本原因分析の加
速化

内蔵のテンプレートを使用して時間を節約
し、エラーを削減

Aruba のダイナミック・セグメンテー
ション
自動ネットワーク・セキュリティ
アプリケーションやサービスに関係なく、あら
ゆるユーザーまたはデバイスのスイッチまた
は無線トラフィックを別々にセキュアに保つ
既知および未知の IoT デバイスとそのトラ
フィックによるリスクを軽減
シームレスなネットワーク・アクセスでエン
ドユーザー・エクスペリエンスを向上

Aruba の最新 CX スイッチのご紹介
– エンタープライズ向け
Aruba の新しいスイッチング・プラットフォームは、運用効率と耐障害性を
実現するために開発され、今日の拡大する IoT、モバイル、クラウドの需要を
サポートするハイパフォーマンス・ネットワーキングの基盤となります。

Aruba CX 6400 スイッチ・シリーズ

Aruba CX 6300 スイッチ・シリーズ

将来の対応 : 1 スロットあたり最大 2.8T および
20 Bpps、1G ~ 100G インターフェイス

将来の対応 : スケールおよび投資保護のための
高速 1/10/25/50G アップリンク

Wi-Fi 6 向けに構築 : 最大 480 ポートの Smart
Rate マルチギガビットおよび 60W 常時オン PoE

Wi-Fi 6 向けに構築 : すべてのポートでの Smart
Rate マルチギガビットおよび 60W 常時オン PoE

データセンタークラスのパフォーマンス : デー
タセンタークラスのノン・ブロッキング、分散
アーキテクチャおよびオーバーサブスクリプ
ションなし

高パフォーマンス : 880 Gbps および最大 200
Gbps のスタック帯域幅

高可用性 : VSX を使用したライブ・アップグレー
ド、冗長ホットスワップ対応の電源とファン

成長の柔軟性 : 管理とコラプスト・アーキテク
チャを簡単にする VSF スタッキング

ARUBA の全 CX スイッチの共通機能

Aruba のダイナミック・セグ
メンテーションによるユーザー
と IoT デバイス向けのセキュア
でシンプルなアクセス

Aruba ネットワーク解析エン
ジンによる自動監視と可視性

Aruba CX モバイル・アプリに
よるワンタッチ・導入

Aruba NetEdit による自動化、
構成、検証操作のサポート

ソフトウェア・ライセンスまた
はサブスクリプションは不要

詳細については、
arubanetworks.com/switching をご覧ください。
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