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Wi-Fi 6や10Gを低価格で導入
無料 SDNでネットワークの管理も
中堅中小企業にとって、DX
（デジタルトランスフォーメーション）
に必要なのは最先端の技術よりもコストパフォーマンスだ。
TP-Linkでは低コストのWi-Fi 6 対応のアクセスポイント
（AP）
や 10Gスイッチ、基本機能を無料で利用できるSDNなど、
中堅中小企業が挑戦しやすいソリューションを充実させている。

Omada SDNソリューションの構成イメージ
壁面取付型AP

Linkは最新技術の活用には意欲的だ。
例えば最新規格であるWi-Fi 6 に対応
した、天井取り付け型の無線 LAN AP

混雑環境に最適な
Wi-Fi 6 AP

屋外用AP

EAP660 HD

JetStream
PoEスイッチ

の
「EAP660 HD」を提供しているほか、
メッシュWi-Fiの「Deco X90」では AI
を搭載しており、端末ごとに自動で最適

天井取付型AP

Ho
te
l

なバンドやチャネルを選択することで
安定性や速度を向上させている。

クラウドアクセス

これらの技術は多数のユースケース

ハードウェア
コントローラー

でその安定性が実証されているもので
いまや DX は大手企業だけでなく、
中堅中小企業にとっても欠かせない取
り組みだ。しかし、実際のところDXの
重要性は理解していても、費用が高く
二の足を踏んでいるケースも見受けら
れる。

ワークソリューションである。

あり、ユーザーが新規にソリューション
を導入した後、検証にかかる工数やリ

手軽さと安全性を両立
検証“済み”
技術を実装
TP-Linkは1996 年に設立されたネッ
トワーク機器プロバイダー。米 I D C の

スクを最低限に抑えられるようにして
いるのである。また、安全 性の面では
ティーピーリンクジャパン
ISP マネージャー
皐月吉晃氏

一元管理インターフェイス

手軽なクラウド管理：
100%一元化されたネットワークの
クラウド管理はいつでもどこでも1つ
のインターフェイス上で全ての管理
が可能になります。

ルーターが最新の無線暗号化プロトコ
ル「WPA3」に対応するなどの対策が講

「多くの中堅中小企業ではこれまでも

調査では、2011年に無線 L A N 機器で

様々なソリューションを導入しており、こ

世界シェアNo .1を獲得。その後、10 年

人手で行っていた作業の自動化をネッ

さらに、TP-Linkでは設計から生産

れ以上の負担は難しいのが本音ではな

連続で No .1を達成し続けている。
「日

トワークに導入する際には、PoCなどを

までの工程を自社工場で完結させてい

じられている。

いでしょうか」
。ティーピーリンクジャパ

本法人は2015 年に設立され、日本市場

通した正確性の確認や、誤った結果を

る。
「そのため、余計な中間コストを抑

ン I S P マネージャーの皐月吉晃氏はこ

に合わせた仕様にすることで、設立時

出したときの責任の所在の明確化など、

え、低価格化に成功しています」

う指摘する。

から売り上げは増え続けています」と皐

様々な準備が必要となるため、それら

これらの取り組みから、他社製品と

「大容量の映像を扱う企業における島

対応コントローラーは小規模拠点向

H U B スイッチとしての用途などで引き

けに100 台までネットワーク機器を管

合いを頂いています」

理できるOC200と、中規模拠点向けに

無料で使える SDN
コントローラーは 5 年保証
低価格どころか、無料で利用できる

500 台まで管理できるO C300 を用意
し、5 年保証付きなので安心して利用
できる。
セキュリティにおいても、Omadaはユ

コロナ禍でリモートワーク体制を整

月氏は話す。また、昨年から無線 L A N

の工数が大きな負担になる。
「市場には

比べてコストを抑えることに成功してい

ソリューションもある。T P- Li n kでは、

ーザーデータを分離してネットワーク管

えるため、Web 会議システムやリモート

ビジネス推進連絡会
（Wi-Biz）
に参加し

DXを謳い、最先端の技術をアピールし

るのだ。

ネットワークをソフトウェアで制御する

理データだけを収集するので、情報漏

アクセスV P N、クラウド移行などの費

ており、災害時に公衆無線 L A Nを提

ている製品は多いですが、その多くは

例えば、新製品のL2 スイッチである

SDNソリューションとして「Omada（オ

洩やプライバシー対策も実現している。

用が積み重なった。これらを支える土

供する統一 SSID「00000JAPAN」に対

必要とは限りません。当社ソリューショ

「TL-SG3210XHP-M2」は、2.5Gbpsに

マダ）
」を提供している。これは複数拠

このように初期投資や年間の管理

台や DXへの布石として、高速な無線

応した製品も揃えている（利用にはコン

ンの特徴は最先端技術にこだわらず、

対応したマルチギガビットのPoE+ポー

点のスイッチやゲートウェイ、A Pを集

費についての敷居を低く抑えられるこ

L A N 環境などネットワークインフラへ

トローラーの「OC200」または「OC300」

標準化や検証が十分に完了した、広く

トを8 つ搭載。10Gbps SF P+スロット

中管理するためのWebプラットフォーム

とで、
「これまで DXに躊躇されていた

の投資が必要だと理解していても、で

が必要）
。

使われている技術を採用していること

も2 つ備えており、理論値で 9.6Gbpsま

です。ユーザーは検証の手間を省ける

で高速化するWi - Fi 6を導入するため

対応コントローラーを導入すれば利

ため、手軽に導入できます」

のインフラとして、十分信頼がおけるス

用可能で、基本機能はライセンス不要

ペックだ。

かつ無料で 利用できる点が 特 徴 だ。

きるだけ費用は抑えたい。こうしたニー

グローバルおよび日本市場で受け入

ズに応え、中堅中小企業からの引き合

れられている理由は、
「手軽さ」と「安

いが増えているのが T P- Li n kのネット

全性」を兼ね備えているから。例えば、

誤解が無いように述べておくと、T P-

ギガビットの PoE+ ポートを 48 と

Wi-Fi 6 対応の天井取付型アクセスポ
イント「EAP660 HD」
（左）
、マルチギ
ガポートを8 つ搭載した L2 スイッチの
「TL-SG3210XHP-M2」
（右上）
、コン
トローラーの「OC200」
（右下）
。導入
のしやすさを意識し、全体的にコスト
を抑えている
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（図表）
だ。

ユーザーに、TP-Link 製品は大変喜ば
れています」と皐月氏は胸を張る。
詳細な価格は、TP-Linkまたは全国
にいるTP-Link 製品を取り扱うSIerま

「接続機器のステータスやトラフィック

で問い合わせてほしい。DX は進めた

SFPスロットを4つ備えた52ポートスイッ

量、アラートなどの統計情報をダッシュ

いが、インフラの構築や運用にお金を

チの「TL-SG3452P」
、10G の SFP+を

ボードから確認できるだけでなく、設定

かけたくない─。多くの企業が抱え

4 スロットとギガビットPoE+ポートを24

変更も可能です。機器を直接操作せず、

る悩みに、T P- Li n kはコストパフォー

搭載した「T L - S G3428X M P」
、PoE+

バックヤードから複数拠点をクラウドで

マンスの高い、包括的なネットワークソ

ポートを24 搭載した「TL-SG2428P」な

管理できるため、中堅中小企業や、運用

リューションの提供を通して応えてくれ

ど幅広くラインナップする。

を委託されているS Ierにおいても人的

るだろう。

さらに小規模 /ホームオフィスなど

リソースの削減につながります」と皐月

には、10G ポートを８つ搭載したアン

氏は説明する。Webブラウザや専用の

マネージスイッチの「T L - SX1008」な

アプリを利用することで複数拠点のネッ

どを提 供。また、ファン速度の自動調

トワークを一元的に管理することが可

整によって低ノイズを実現しているため

能になる。

お問い合わせ先

ティーピーリンクジャパン株式会社
TEL：03-6806-0912
E-mail：sales.jp@tp-link.com
URL：https://www.tp-link.com/jp/
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