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AMFはアライドテレシスが独自開発したネットワークの自律的な統合管理を実現するソリューションです。より
簡単で使いやすい統合管理の実現を目指しAMFは進化を遂げてきました。今回、さらにユーザーフレンドリーに 
着目し、インテント（意思）の入力で自律的にネットワークを構築し運用するインテントベース・マネージメントを
AMFで実現します。

インテントベース・マネージメントで実現する
次世代ネットワーク総合管理

Special

AMF (Artificial Intelligence Management Framework)

進化した
AMF

Intent-Based Management

WAN/LAN/Wireless

統合管理

運用

メンテナンス

ユーザーはインテント（意思）を入力するだけ！

 Intent&Policy
最適化

セキュリティー

Plug & Play

分析

ポリシーのレベルを設定

AMF

AMFが入力（意思）に従って最適化

進化したAMF

Report

Report

Allied Telesis 
Management Framework

Autonomous
Management Framework

Artificial Intelligence
Management Framework

一元管理、自動構築、自動復旧で
運用コスト削減

有線・無線を統合しセキュリティーを
強化した自律型ネットワーク

インテント(意思)の入力で自律的にネットワークを
構築し運用するインテリジェント・ネットワーク

自動構築
自動復旧

分散マスター処理

非AMF装置対応

AWC AWC-CB
セキュリティー 自律最適化 予測分析

学習

収集

分析

適用

一元管理



ネットワークマネージメントソフトウェア

AMFコントローラー

AMFマスター AMFメンバー
AMFエッジノード

SwitchBladeシリーズ
●AT-SBx81CFC960
●AT-SBx908 GEN2

AMF Cloud
●AMFシリーズ

SwitchBladeシリーズ
●AT-SBx81CFC400
●AT-SBx908 GEN2

xシリーズ
●x950シリーズ
●x930シリーズ

ARシリーズ
●AT-AR4050S

SwitchBladeシリーズ
●SBx8100シリーズ
●AT-SBx908 GEN2

ARシリーズ
●AT-AR4050S/AT-AR3050S
●AT-AR2050V/AT-AR2010V

IEシリーズ
●IE210Lシリーズ
●IE200シリーズ

xシリーズ
●x950シリーズ
●x930シリーズ
●x610シリーズ
●x550シリーズ
●x530/x530Lシリーズ
●x510/x510Lシリーズ
●x510DPシリーズ
●IX510シリーズ
●x310シリーズ
●x230/x230Lシリーズ
●x220シリーズ

アップリンクポートのみ 
AMFリンクの設定が可能 
●SH510シリーズ
●SH310シリーズ
●SH230シリーズ
●XS900MXシリーズ
●GS900MX/MPXシリーズ
●FS980Mシリーズ  
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AMFでできること
AMFは、自律化、ユーザーフレンドリーに着目し、それらを仮想基盤で実現することで、自律したネットワークインフラの最適化を可能にします。
さらに、それらを可視化することで、より簡単なネットワーク管理を実現します。

AMFの主な機能
AMFは、AMF、AMF-SEC、AWC、AMF-WANといった4つの主な機能により、インテントベース・マネージメントを実現します。

AMF対応機器
AMFコントローラー、AMFマスター、AMFメンバー、AMFエッジノードに対応するスイッチ、ルーター、ソフトウェアなどの製品によりAMF
を実現します。さらに、AT-Vista Manager EXにより、有線・無線LANやIoTデバイス、セキュリティーなどの統合管理を行い、それらを可
視化することで、シンプルで最適なネットワークを実現します。

自律化
Self-Forming

一元管理
自動構築

非AMF対応
自動復旧

分散マスター

自律型無線出力制御
ローミング・レス

自律型チャンネル設計
ケーブル・レス

無線環境学習
チャンネル設計不要

簡単増設
ケーブル工事不要

SD-WANロードバランス
インターネットブレークアウト ゼロタッチコンフィグ

ダイナミック帯域制御 ダイナミック経路制御
WANマップ ネットワークマップ

UTM ダイナミックVPN
L7コントロール（DPI） Firewall

ユーザーフレンドリー
Self-Healing

セキュリティー
Self-Defending

Integrated Map
アプリ/資産管理

sFlow
イベントトリガー
レポート機能

ループガード APP連動
セキュリティー制御

通信遮断
アクセス制御

隔離制御

APPプロキシー

仮想化

ネットワーク可視化
有線・無線・IoT・セキュリティーの統合管理・可視化

新たなる知性による自律したネットワークインフラで最適なネットワークを実現

ネットワーク運用・管理の「一元化」「簡素化」「自律
化」を行い、ネットワークの運用・管理にかかるコス
トや必要となる技術スキルを大幅に下げます。

利用環境に最適な自律型無線LANを実現し、無線
LANの接続、通信速度、外来波の影響、機器の増
設、運用管理工数の課題を克服します。

AMFネットワークにAT-SESC（Secure Enterprise SDN 
Controller）を導入することで従来のデバイス単位では
なく、上位のインフラで監視をすることができ、インフ
ラ全体での対策が実現できます。

ペーパーレス、クラウド/SaaSの導入、IoT化などに
より逼迫するWAN回線の帯域を、SD-WANで負荷
分散し、快適なネットワークを取り戻します。

チャンネル 受信電力 相対的位置 送信電力
自律性

収 集

分 析

適 用

ホワイトリスト制御 ブラックリスト制御

回線/機器冗長
（バイパスシステム）

※ ：対応予定
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統合マップ フローベーストラフィックモニター

ネットワークカメラ プロトコルごとの
通信状態を表示

AT-Vista Manager EXはネットワークを理想的な状態で維持するために最適な管理・分析ソフトウェアです。
従来は有線LAN、無線LAN、他社製品を個別管理画面で運用していましたが、 AT-Vista Manager EX Ver.3.0.0で
は、それらを一つの画面で監視できるようになります。管理者の負荷を軽減し、運用・管理工数の削減に貢献します。

一元管理、見える化、そしてネットワークの
問題を未然に防ぐ予兆検知へ

AT-Vista Manager EX Version 3.0.0への進化

進化するAT-Vista Manager EX
AT-Vista Manager EXは、スイッチやルーター /UTM、無線LAN
アクセスポイント、さらにはサードパーティーのIPカメラといったIoT
デバイスの管理が可能な管理・分析ソフトウェアです。AMFでネット
ワーク収集した情報をデータをもとに分析と可視化を行い、分析結
果をAMFにフィードバックすることで、ネットワークを安全で快適な
状態に保つことができます。
バージョンアップしたAT-Vista Manager EX Ver.3.0.0では、AMF

（有線LAN）/AWC（無線LAN）/SNMPの各プラグインの統合管理を
可能とした機能をサポートしました。

AT-Vista Manager EXの便利な機能

有線LAN/無線LAN/SNMPを統合して管理、表示し、
トラフィック量増加に伴う帯域消費率の上昇など、問題
が発生するまえに予兆を検知し、運用リスクを低減さ
せます。

■有線LAN/無線LAN/SNMPの一元管理で自律的な
ネットワーク運用を実現

■トラフィックモニターによるネットワークトラブルの 
予兆検知

見える化で使いやすく、分かりやすい操作有線LAN

■使いやすいインターフェース
複雑なLAN設計を直感的に設定
VLAN (Virtual LAN) は、1台のネットワーク機器を仮想的に分割でき、通
信効率や導入コストの削減、セキュリティーの強化などのメリットを得ること
ができます。AT-Vista Manager EXはAMFノード間のVLAN設計をGUIよ
り設定できるため、直観的なインターフェースで操作が可能です。

■VLAN構成の見える化
可視化されたVLAN管理
VLANの論理的な接続関係をグラフィカルに表示します。複雑化しやすい
VLANを直観的に扱うことができ、ネットワーク管理者の負荷を軽減します。

Special

AMFの危機管理技術とAT-Vista Manager EXの
可視化技術による、直観的なネットワーク監視

SNMPデバイスもマップ上で一元管理
⃝視認性に優れたネットワークマップで利便性向上
⃝AMF対応製品だけでなく、さまざまなSNMP 

エージェントもマップ上に配置可能
⃝IoTデバイスのアラート情報などをグラフィカルに

表示し、ネットワークリスクの低減に貢献

通信データの分析も容易に
⃝機器間の通信量を表示するトラフィックモニタ

ーに、通信データのプロトコルを識別する機能
が追加

⃝履歴表示機能の分析により、ネットワークの 
ボトルネックの調査や、機器のトラブルの早期
検知が容易に

AWC
（無線LAN）

SNMP
（他社製品）

統合された情報
による一元管理

一元管理・見える化・予兆検知

管理者による
情報の統合が

必要

AMF
（有線LAN）

Ver.3.0.0

専門的なスキルは不要。
構築と維持コストの削減に寄与！

新規VLAN設定（個別機器への設定）

CLIによる管理を苦手とするユーザーも安心。
GUIによるVLAN管理環境を提供！

コマンドによる機器ごとの確認や
完成図書での確認に比べ視認性向上

各機器間のVLAN情報を
容易に把握可能

SNMP
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■複雑な無線LAN管理を
    AWCで簡単に
AWC(Autonomous Wave Control)は最 適な無 線
LAN環境の維持を実現する無線LANコントローラー技
術です。
無線チャンネルと電波出力の自動調整を行うため、無
線LAN環境構築のコストや環境維持のための人的リソ
ース削減に寄与します。
一般的な無線LANコントローラーでは、管理下の無線
LANアクセスポイント（AP）間のみでの電波調整を行う
のに対して、AWCは外来波も含めて収集した周囲の電
波情報を継続的にラーニングします。その分析結果を
もとに、無線エリア全体を快適な通信状態とするよう
に維持します。

■ストレスのないモバイル環境を 
   提供するAWC-CB
AWC-CB(AWC Channel Blanket)は、AWCで培っ
た無線LANコントローラー技術をベースにした、ローミ
ングレスの無線環境を提供する新しい無線LANシステ
ムです。
IP電話や電子カルテ端末、工場内のAGV（無人搬送車）
などは通信中でも移動先のAPに接続変更しなければな
りませんが、一般的なセル方式の場合は、このローミ
ングにより通信が途切れる場合や再接続できなくなる
ケースがありました。
AWC-CBのチャンネルブランケット技術では、エリア
全体をカバーすることで、ローミングのトラブルに悩ま
されることのない安定した無線LAN環境を実現します。

■大規模災害時に対応する
    緊急モード
大規模災害時における無線LAN開放を容易に 
実現する緊急モードに対応します。
◦3ステップ程度の簡単操作（ログイン・選択・

適用）
◦緊急モード動作は視覚的に識別可能
◦簡易動作切り替え機能としても利用可能
◦学会や臨時集会など、一時的なイベントで 

ゲスト用にSSIDを開放

■予期せぬ障害も 
オートリカバリーで対応

オートリカバリー機能は、予期せぬ障害発生時でも、
機器を交換するだけで自動的にネットワークの復旧を
させることができる機能です。
交換作業の担当者がファームウェアや設定ファイルを
意識する必要はありません。AMFに対応するスイッ
チやルーターはもちろん、AT-Vista Manager EX、
AWC管理下のAPも自動復旧の対象です。

型番の異なる
APも混在で
最大3,000台を
集中管理

自動電波調整の
結果もグラフィカルに

表示可能

ヒートマップ表示
で電波強度や
隣接APの影響を

確認

無線クライアントの
状態や統計情報等の

把握も容易

一元管理

可視化

自律的 電波・チャンネル制御

トータルマネージメント

従来の無線LANは

AWC/AWC-CBならば

チャンネル設計の不備や外的要因の影響、
予測不可能な環境変化による、
さまざまなトラブルが発生

ハイブリッド無線LANシステムの構築も可能！

チャンネル設計の不備による電波干渉や
ローミングのトラブルに悩まされることなく、

常に安定した無線通信環境を実現

通信速度
が遅い

快適な
通信速度

どこでも
繋がる

安定した
通信

場所により
繋がらない

通信が
安定しない

AT-TQ5403はセル方式とブランケット方式を同時利用可能
な無線LANアクセスポイントです。AWC-CBによる管理で
はハイブリッド無線LANシステムを構築できます。

ブランケット

セル

インターネット

学校関係者のみ
校内ネットワークに

接続可能

通常時

校内ネットワーク

学校関係者 一般利用者

操作画面イメージ

体育館

コントローラーから、通常時の設定を
適用された無線LANアクセスポイント

利用者全員に
インターネットへの
接続環境を提供

コントローラーから、災害時の設定を
適用された無線LANアクセスポイント

インターネット
災害時

校内ネットワーク

学校関係者 一般利用者
ボランティアスタッフ

体育館
（避難所）
体育館

（避難所）

障害時の自動復旧

ファーム＆
コンフィグを
自動配信

無線LANアクセスポイントの
接続位置に応じてファーム＆
コンフィグを自動適用

マスター

交換 交換

マスター

DHCPサーバー

DHCPクライアント
として動作

ゲストノードとして
無線APを登録

AMFゲストノード

メンバー

AMF環境の他にDHCP環境
が必要です。
無線LANアクセスポイントは、
DHCPクライアントとする
必要があります。
AT-Vista Maneger EXでは、
自動設定するための登録が
必要です。

◦最新のAT-Vista Manager EX情報はこちらからご覧いただけます➡
https://www.allied-telesis.co.jp/solution/vista-ex/

簡単設定で安定した無線環境を実現するAWC、AWC-CBに対応無線LAN

万一の障害時にも容易に素早く復旧有線＆無線LAN
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Special

ネットワーク機器間の接続というトラフィックゲートウェイの役割だけでなく、セキュリティーやネットワーク管理
などのサーバー機能の役割も果たすアプリケーションシステムへと進化した、次世代コア・スイッチ「AT-SBx908 
GEN2」「AT-x950シリーズ」。アプリケーションデータの冗長機能も搭載し安定性の高い運用を実現します。

トラフィックゲートウェイから
アプリケーションシステムへ進化

アライドテレシスの次世代コア・スイッチ

次世代サーバーレスシステム
昨今のネットワークには、運用管理ツールやセキュリティー監視デバイスなどさまざまな機器がラックを占有し、多数のサーバーやネッ
トワーク機器の煩雑な運用管理が課題です。
次世代コア・スイッチは、サーバー機能をスイッチに搭載することで、アプリケーションシステムとしてネットワーク管理が可能です。有線・
無線のネットワーク監視機能はもちろんのことセキュリティー機能も備えているため、サーバーラックの省スペース化が可能になり、次
世代サーバーレスシステムを実現します。

AS-VCS(Application System-Virtual Chassis Stacking)は、サーバーの役
割も果たすコア・スイッチ同士を冗長することで、アプリケーションデータを冗長
する機能です。AWCやAMFアプリケーションプロキシ―などのアプリケーショ
ンデータを冗長することができます。もう一方のスイッチにデータが共有されるこ
とで、安定性の高い運用が可能になります。

x950シリーズ
シンプルなLAG構成で信頼性を確保しながら 
最新のデータセンター向けToRスイッチにも最適

AWCは、過去と現在の収集デー
タを元にパラメーター値を算出す
ることで、利用環境に最適な自律
型無線LANを実現します。そのた
め、継続的な運用が欠かせませ
ん。複数台のスイッチを仮想的に
一台として、機器を冗長させるこ
とで、一方のスイッチに障害が発
生してもAWCはデータを失われる
ことなく運用を継続でき、環境に
応じた安定した無線LANネットワ
ークを構築できます。

AMFとAMF-SECの連携を可能と
するAMFアプリケーションプロキ
シー機能は、SESC（SDNコントロ
ーラー）からAMFマスターを通じた
AMFメンバーのアクセス制御に対
応し、ネットワークレベルでセキュ
リティーを確保します。
AMFアプリケーションプロキシー
で蓄積された被疑端末情報などの
セキュリティーデータはAS-VCSに
より冗長化され、一方のスイッチに
障害が発生してもデータが失われる
ことがありません。

AWC AMFアプリケーションプロキシー

AT-SBｘ908 GEN2
ネットワーク管理・見える化により省スペースで
自律的なネットワークを実現する高性能で柔軟
性・拡張性の高いコア・スイッチ

次世代ネットワークソリューション

データセンター
トップオブラック(ToR)

スイッチニーズ

100 Gigabit link
10 Gigabit link
Link Aggregation(LAG)

x950 as ToR Switch 

Core

従来 5U以上の
ラックスペースを占有

次世代サーバーレスシステム
3Uスペースに全てを収納

Security
SNMP manager
Wireless controller
多ポートswitch
多ポートswitch

コンパクト
省スペース

共有
データ データ

SBx908
GEN2

SBx908
GEN2

共有Security
List

Security
List

SDN
コントローラー

SBx908
GEN2

SBx908
GEN2

機器をスタックすることでシステム冗長を実現（AS-VCS）

従来は・・・
⃝高信頼性
⃝高ポート密度のシャーシ型
⃝コアスイッチ

セキュリティーDB
マネージメントDB
レイヤー3DB
レイヤー2DB

６万台の端末収容力
冗長

GUI による直感的な運用管理
サーバー サーバー

SBx908 GEN2

x950シリーズ

⃝10GbE大容量伝送 ▶多ポート数を収容
⃝高速スイッチング ▶低遅延
⃝省スペース ▶１Uボックス型
⃝省電力 ▶DC電源レディリバース
   エアフロー対応 
⃝スケーラビリティ ▶10/40/100G対応

⃝省スペース　▶3Uスペースにすべてを収納
⃝導入コストの削減 
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アライドテレシスの無線LANソリューションは、繋がりにくい、途切れるといったさまざまな課題を
解決し、日々変化する環境に適応できる快適な無線LANを実現します。
新製品も続々登場し、ユーザー環境に合った無線LANソリューションを提供します。

簡単設定で快適な無線LANを実現
新製品が続々登場！進化する無線LANアクセスポイント

さまざまな課題を解決する無線LANソリューション

無線LANアクセスポイント新製品

繋がりにくい、途切れる、管理コストの増加といった問題が発生。
⃝外来波の影響を受けてしまう
⃝端末を持って移動する際（移動端末）、近くの無線LANアクセスポイントに接続しなおす必要がある
⃝サーベイに労力・コストがかかる
⃝レイアウト変更のたびにその環境に合わせて再設定しなければならない　

アライドテレシスの無線LANソリューションで、ネットワークサービスに適した無線環境を実現します。

世界初のハイブリッド無線LANシステム
AWCの自律型無線LAN APの制御技術を発展させた、世
界初のハイブリッド無線LANシステムは、一台の無線LAN 
AP上でセル方式、ブランケット方式を同時に動作させること
ができます。それぞれのメリットを活かし、ご利用のアプリ
ケーションに最適な無線環境を提供します。

無線LANの課題

解 決

AWC(Autonomous Wave Control)
AWC(Autonomous Wave Control)は無線
LANアクセスポイント(AP)の構成と利用状況
から、無線電力とチャンネルを自律的に最適
化するために日々変化する環境に快適な無線
LANを実現します。

AWC-CBなどの新技術に対応し、
大規模な一元管理に対応したモデルです。

AT-TQ5403

TQシリーズ
AWC-CB対応

TQmシリーズ
AWC対応

AT-TQ5403e AT-TQ1402 AT-TQm5403 AT-TQm1402

AWC対応のコストパフォーマンスに
優れたモデルです。

AWC-CB(AWC Channel Blanket)
AWC-CBは無線LAN APの構成を把握し、複数
のAPを仮想的に1台のAPとする技術です。

見える化ソリューション
AT-Vista Manager EXを使用することで無線
＆有線ネットワークを統合管理することができ、
ネットワークの可視化を実現します。

■サーベイの労力・コストを大幅に削減すると 
同時に無線LAN環境を最適化
詳細なサイトサーベイの必要がありません。常にチャン
ネル・電波出力を最適な状態に維持し続けます。

■外来波の影響を回避
管理外アクセスポイントの影響も考慮し、最適かつ 
安定した無線環境を提供します。

■環境変化に柔軟に対応
レイアウト変更などによる無線環境の変化にもすばや
く対応します。

■ローミングレスな無線LANソリューション
AWC-CBはAPが自律的に端末と通信し、常に通信
環境の良いAPと接続します。通信するAPが変化し
てもローミング（再接続）が発生しません。

■管理コスト削減
無線・有線ネットワークを統合管理し、見える化、
一元化することで管理が簡素化され、管理にかかる
工数や技術スキルを大幅に削減することが可能です。

■ネットワークトラブルの未然防止
ネットワークを見える化することにより、APの電波
状況、有線ネットワークの通信状況を把握しトラブ
ルを未然に防ぐことが可能です。

アドバンスドモデル スタンダードモデル

リリース予定

リリース予定

リリース予定

65℃

IP67 屋外対応

45℃ 50℃ 45℃

➡P53

相対的位置チャンネル 送信電力受信電力

適用 収集

分析

セル方式
移動端末
固定端末
ローミングレス
メンテナンスフリー
コストパフォーマンス

従来（＆他社）ブランケット方式 アライドテレシス世界初のハイブリッド方式
移動範囲が拡がり業務も快適
通信速度を重視する業務に最適化
AWC-CBが途切れないローミングレス環境を実現
チャンネル設定不要！自動設定の自律運用
1APでセル＆ブランケットの同時使用が可能

AWC AWC-CB

論理構成表示とVLAN設定

物理構成と論理構成を網羅 タイムリーな通信状況の
把握と通信履歴のトレース
で障害を未然に予防

AP管理の見える化
干渉対策の自動化

トラフィックモニター 無線APヒートマップ

複数台のAPが
仮想的に単一AP化

仮想単一AP化により
ローミングレスを実現

TQ5403

TQ5403 TQ5403 TQ5403

TQ5403

TQ5403

2.4GHz
5GHz

2.4GHz
5GHz

2.4GHz
5GHz

2.4GHz
5GHz

2.4GHz
5GHz

2.4GHz
5GHz

AR/SBx AWC AR/SBx AWC AR/SBx AWC AR/SBx AWC AR/SBx AWC
50℃
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