Mist Systems 導入事例 ｜ エス・エム・エス 様

“わかりやすさ”で社内無線LANのあり方を革新
Mist Systemsのクラウド型 Wi-Fiソリューション
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事業内容

高齢社会を、介護、医療、キャリア、ヘルスケア、
シニアライフ、 海外の 6 つと捉え、さまざまな
サービスを開発・運営
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2003年の創業以来、
「高齢社会に適した情報インフラを構築することで価値を創造し、社会に貢献し続ける」をミッションに掲げ、
高齢社会を介護、医療、キャリア、ヘルスケア、シニアライフ、海外の6つと捉え、さまざまなサービスを開発・運営しているエス･
エム･エス。同社では社内無線LANが「時間帯や場所によってつながりにくくなる」ことが大きな課題だった。今回、ネットワンパー
トナーズを通じてMist Systems製品を導入。構築作業を実際に請け負った住友電設とともに、新しいWi-Fiシステムを三
者で協力して作り上げた。時間や場所を気にせず、当たり前のごとく無線LANがつながるようになるまでの経緯を追っていく。
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がなかなか見つからなかった点に、不安を
感じました」
“不安”
と聞くとマイナス要素のようだが、
実はその不安こそが、二人を突き動かした。
「冒険といえばたしかに冒険だったのです
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（佐伯氏）
「Mist は、仮想ビーコンはもちろん、AI に
よる自動化・故障予測機能なども搭載し、
いわばエッジが利いています。社内イン
フラをレガシーな環境から脱却させたい、
という会社の方針も後押ししてくれました」
（吉田氏）

高品質な接続を実現し
社内コミュニケーションも促進

Mist Systemsは「 無線アクセスポイント」と「 ライセンス（期間ごとの利用権）
」の組み合わせで構成されるシステム。
運用者は管理用ダッシュボードにアクセスすることでW i - F iの設定を変更したり、仮想ビーコンの設置でスマホに情
報提供したり、物理ビーコンタグを利用して資産管理を行ったりすることができるようになる。
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「住友電設は、トラブルシューティングで

一方 の 吉田氏も「とにかく運用管理 が
楽になり、AP の設定変更やトラブルシュー
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ファーストケースで、試行
錯誤をしながら進めていき
ました。今回の導入を通じ
て Mist の 素晴らしさを再
確認できたうえ、知識やノ

APを一台一台じっくりチェックするなど、

ティングが円滑に行えるようになりました。

ウハウを蓄積できたので、

安定運用に向けて親身に取り組んでくださ

従来のシステムはクセがあり、製品を知り

と考えています」

いました」と佐伯氏は感謝の意を表す。
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「導入を通じてエス・エム・
エス様は本当に協力的で、
一緒になって課題を解決し

エス・ エム・ エス
経営インフラ部
システム企画
グループ
吉田 航 氏

遠隔地の事業所にも導入
トラブルにも円滑対応
現在、Mist は東京の本社で約60台、札
幌事業所で6台の AP が稼働中で、さらに
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ていこうという姿勢を提供
いただけたことに感謝して
います。ファーストケース
特有のハードルも感じるこ
となく、すべての経験が貴
重な財産になりました」

