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エグゼクティブ サマリー 
今日の学生は、生まれたときからずっとデジタルを母国語のように自然に操っている「デジタル ネイティブ」世代です。スマーフォンや
ソーシャル メディアから指先で情報を入手し、どこからでも誰にでも瞬時に連絡できる、彼らにとってはそれが当たり前の世界なのです。
これらの学生、そしてその親は、大学を単なる学校としてではなく、「我が家」となることを期待して選択しています。また、学生寮、教
室、キャンパスの中で常時接続できる、真の「自宅から離れた自宅」体験を期待しています。

これを可能にするためには、WiFiです。しかも安定性が高く、いつでも、どこでも、どのデバイスからでも簡単に安全にアクセスでき
る WiFi が必要になります。こうした WiFi の提供にまだ真剣に取り組んでいないなら、他の機関がすでにこれを最優先事項としているこ
とを肝に銘じる必要があります。大学を含む様々な高等教育機関は「ライフスタイル最適化への競争」を繰り広げており、優れた WiFi は
キャンパスライフを過ごす学生の最重要項目のひとつなのです。『2016 State of RESNET Report』のために実施された調査によれば、住居
担当者の 73% が、キャンパスに住む学生を惹きつけるために「自宅のような」の高品質ネットワーク接続が重要であると考えています。

デジタル ネイティブのこの世代は、問題に直面したときに口を閉ざしはしません。Twitter、Instagram、Snapchat はすべて、ネットワーク
の状態に対する不満のはけ口となる優れたツールです。WiFi が低品質であれば、そのことはあなたの耳に届くでしょう。あなたの上司も、
そしておそらく世界中がそれを知ることになるのです。

残念ながら、一部の人々の間では、キャンパス ネットワーク環境における WiFi の評判はあまり芳しくありません。率直に言えば、大勢の
人が多数の WiFi ネットワークに大金をつぎ込んだにもかかわらず、優れたユーザー体験を提供しているとはいえません。大部分の不満は
次の 2 つの基本的な問題に関連しています。

• パフォーマンス: WiFi が高速でなく安定していなければ、その他のことは問題外です。信号到達範囲にむらがあり、頻繁に中断され、ビ
デオ再生が途切れがちで、ダウンロードに何時間もかかる。これらは、キャンパスに居る学生にとって大きな問題です。

• アクセスへの手間: パスワード リセットの要求、ヘッドレス デバイスのオンボーディング、さらに何千人もの学生がキャンパスから同
時にネットワークへのアクセスを試みること。これらすべてが積み重なって学生にとっては大きな頭痛の種となり、ヘルプ デスク IT に
とっては悪夢となります。加えて、これらすべてのデバイスと接続をセキュアにしなければなりません。

キャンパスに到着した学生は、持ち込んだデバイスを簡単に接続できることを期待しています。超高速ダウンロードを利用して宿題を片付
け、ビデオゲームを楽しみたいと思っているのです。パスワードを何度も入力したり、ヘルプデスクに電話したりする忍耐は持ち合わせて
いません。当然のように動作する WiFi を期待しているのです。そのような WiFi を用意していますか？

弊社では、大学のキャンパス WIFI 環境に関する 10 の誤った通念を特定しました。これらに惑わされないようにすれば、キャン
パス WIFI が想定どおりに動作する確率が各段に高まり、学生を惹きつけて最適な環境を与えるることができるでしょう。 
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平均的な大学生はキャンパスに 3 つのデバイスを持ち込む。
学生のカバンをひっくり返してみれば、おそらくラップトップとスマートフォンが出てくるでしょう。タブレットや 電子書
籍端末を持っている学生も大勢います。寮の部屋には、ゲーム機、ワイヤレス プリンター、WiFi スピーカー、AppleTV、
スマート TV、Blue-Ray プレイヤーなどがあるかもしれません。さらにスマートウォッチやフィットネス バンドなどのウェ
アラブル デバイスが加わり、学生はデバイスを 3 個ぐらい持ち込むという調査結果は 3 年前は正しかったかもしれません
が、いまやかなり控えめな数字になり始めています。

Re:fuel Agency の 2015 年 College Explorer レポートによれば、平均的な大学生がキャンパスに持ち込むインターネット接続
デバイスは 7 個で、デバイスのアップグレードも頻繁に行います。

これらすべてのデバイスが WiFi 対応であり、すべてのデバイスがキャンパス WiFi アクセス ポイント (AP) に接続しようと
します。

学生がネットワークに接続する目的が、ラボでの調査研究から寮でのマルチプレイヤー ゲームまで益々多様化するのに伴
い、IT チームにとっては、毎日 24 時間の接続を求めて増大する期待に応えることが困難になっています。管理を怠れば、
ネットワーク コストは膨れ上がり、コンプライアンスに失敗し、必須アプリケーションに確実に対応することが難しくなり
ます。

高密度エリアのアクセス ポイント数を増やせばワイヤレス信号到達範囲が改善する。
WiFi に限らず、人生の多くのシーンにおいて、お金をつぎ込めば問題が解決するという概念は間違いです。過去数年間に選
手に支払った報酬額が最高だったにもかかわらずドジャーズが優勝できなかったのと同様、流行に遅れまいと AP を購入し
てもパフォーマンスが向上するとは限りません。事実、高額で過剰に導入された WiFi ネットワークは、計算された綿密な
導入に劣ることが証明され続けています。

なぜでしょうか？それは、WiFi の導入では AP の数を増やすとキャパシティはある程度増加しますが、数を増やし過ぎると
生産性が低下し始めるからです。過剰な数の AP を導入すると、複数の AP が同じデバイスに同じチャネル経由で通信する 
(同一チャネル間干渉として知られている現象) 可能性が高まり、パフォーマンスが低下します。

講堂の中で立ったまま、iPad でワイヤレス スキャン機能を実行していると想像してみてください。デバイスは自分がいる
部屋の AP を認識しますが、隣室の AP も認識します。すべての AP が同じチャネルで、-80 dBm 以上の信号で動作しま
す。2.4 GHz の周波数帯 (一般向けデバイスの対応範囲が最も広い周波数帯) を使用するデバイスの場合、北米で利用できる
非干渉チャネルは 3 つだけです。このため、各教室、または寮の各部屋に AP を設置した場合、スマートフォン、タブレッ
ト、ラップトップからは、ほぼ確実に、同じチャネルでサービスを提供する複数の AP が「見えます」。自動車で通勤中に
地方のラジオ局で好きな曲を聴いているときに、同じチャネル経由で放送している別のラジオ局に近づいたときに別の曲が
聞こえることを想像してみてください。WiFi 接続を妨害するのはこれと同様の干渉なのです。

一部キャンパスの WiFi 導入では、過剰導入されていないように見せかけるため、AP の出力が弱く設定されています。これ
に引っかかってはなりません。WiFi は双方向通信技術です (つまり、スマーフォン、タブレット、その他の WiFi デバイス
は、AP に送信するとともに受信もしなければなりません)。このため、ユーザーの密度が高い場合 (学生寮や講堂など)、AP 
の出力を低下させても、同一チャネル間干渉を阻止することはできません。

「1 部屋に 1 台」という誤った通念を鵜呑みにして、新しい問題を創り出してはなりません。最良のパフォーマンスを真に引
き出すベストな方法は、AP の設置場所を選択する前に現場調査を適切に実施することです。現場調査は複雑で時間がかか
りますが、熟練した導入業者はキャンパス用の最高の信号到達範囲とキャパシティを引き出すため、長期的には時間とコス
トを節約できます。

警告: ラッカス マーケティング コンテンツ
ラッカス の BeamFlex+ 技術は、双方向アンテナを動的に作り出しながら全方向パターンでデバイス接続に対応する独自の
アンテナ システムです。このため、廊下に設置された AP は学生とスタッフの目に触れず気になることもありませんが、
教室や学生寮の壁さえも通り抜ける十分な強度の信号を送受信できます。また、AP 設置を複雑でコスト高にする外部指向
性アンテナは不要です。ラッカス AP に内蔵された BeamFlex アンテナによって、廊下に取り付けることが現実的なオプ
ションになります。
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WAVE 2 クライアントを使用していなければ WAVE 2 AP を活用できません。
WiFi において規格は常に大きな意味を持ってきましたが、最近最も注目されているのは 802.11ac Wave 2 です。802.11ac 規
格は 2013 年に IEEE によって正式に承認されましたが、802.11ac AP とデバイスはそれより前に利用可能になっていまし
た。問題は、最近まで何もかもが 802.11ac Wave 1 だったことです。802.11ac Wave 1 は多少の複雑さを伴いますが、基本的
には通常の 802.11n (以前の IEEE 規格で、2009 年まで遡る) に一般向け WiFi 用の改善点がわずかに加えられているだけで
す。ただし、802.11n と 802.11ac Wave 1 のハードウェアが同等であるというわけではありません。802.11ac Wave 1 用のチッ
プセットは 802.11n 用のチップセットより新しくなっています。チップセットは重要な要素です。

現在は 802.11ac Wave 2 が使用されていますが、これがユーザーにとって WiFi 技術の主流になるのにはしばらく時間がかか
ります。今では大部分の AP が 802.11ac Wave 2 に対応しており、これに対応する新しいスマーフォン、タブレット、ラッ
プトップも増えています。しかし、新しい WiFi 規格の導入が遅れることのある Apple デバイスを含め、未対応のデバイス
も多数あります。

このように利用可能な Wave 2 デバイスが少なかったことが理由で、この誤った通念が拡散してしまったのです。「Wave 2 
デバイスがなければ、Wave 2 AP 導入する意味がない」というような考え方がまかり通っています。ただし、半分は真実で
す。確かに Wave 2 の利点を完全に活用できるのは、Wave 2 デバイスが広く利用可能になってからです。一方で、接続され
ているデバイスがすべて 802.11ac Wave 1 (または 802.11n) だとしても、Wave 1 AP は Wave 2 AP と同じパフォーマンスを実
現することはできません。

まず、不利な点は、現時点では米国におけるワイヤレス デバイスの中で 802.11 Wave 2 デバイスの割合がいまだに低いこと
です。Wave 2 AP を学生寮に導入しても、学生が使用するスマーフォンやタブレットの大部分は、Wave 1 AP を導入したと
きと同じ最大データ速度しか得られません。また、一部のデバイスでは、トランスミット ビームフォーミング (TxBF) およ
び マルチユーザー マルチ入出力 (MU-MIMO) といった新規格の、より強力なパフォーマンス向上プロトコルがまったく使
用されないかもしれません。これは、チャネル オーバーヘッドの増大や電池寿命の消耗といった副作用を引き起こすことが
あるからです。

しかしここに注意してください。多数のユーザーのスマーフォンやタブレットが 802.11ac Wave 2 の改善された性能をすべ
て活用できないからといって、それらのデバイスが Wave 2 アップグレードの恩恵を受けないというわけではありません。
802.11ac Wave 2 AP ではより新しいチップセットが使用されており、 Wave 1 AP よりも受信感度が高くなります。このた
め、煩わしい半接続 (デバイスには接続済みと表示されるが、ネットワークへのアクセスが安定しない) 状態が低減され、最
終的に、信号到達範囲が広がります。Wave 2 AP はアンテナ数も多いため受信ダイバシティが改善されて、接続デバイスが 
802.11ac Wave 1 または 802.11n にしか対応していない場合でも、WiFi の状態が向上します。

さらに、802.11ac Wave 2 に限らず、最新技術を導入していること自体にすでに価値があることも付け加えておきます。最
新世代の AP は 2.5GbE ポートや IoT ハードウェア用の USB などの新しい接続に対応しており、Bluetooth LTE 位置情報
サービスなどを追加したり、周辺機器 (AP と同じ柱に取り付けるビデオ カメラなど) に給電したりできます。このような
進歩は 802.11ac Wave 2 とは無関係ですが、旧世代の無線技術を使用する AP にはおそらく搭載されていません。つまり、
Wave 2 に対応するデバイスが増えるまでは Wave 2 を全面的に実現することはできませんが、Wave 2 AP はいくつかの点
で Wave 1 AP より優れています。

警告: ラッカス マーケティング コンテンツ
もうひとつ考慮すべきは、将来に備えることです。キャパス ワイヤレス ネットワークのアップグレードが 5 年に 1 度ほど
しか実施されない場合、Wave 2 を導入しておけば、次回に予算が下りるまでキャンパス ユーザーをサポートできます。
この同じ問いかけが、802.11n から 802.11ac に移行する際にもなされました。その時点では、クライアント デバイスの 98 
パーセントが 802.11ac 以外の規格でした。しかし、802.11ac へのアップグレードに投資した機関は、新しいクライアントの
波が訪れたときに、体制が整っていたのです。学生の要求に先回りして応え、不満の声を聞かないで済めば、それに越した
ことはないと思いませんか？
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WIFI は IT セキュリティの最弱点である。
WiFi を追加しても IT セキュリティにまったく影響はないといったらウソになります。学生、スタッフ、管理者は、ワイヤ
レスで認証を行えます。オンプレミスのハッカーは、「罠」を仕掛け、注意を怠ったユーザーを脆弱な状況に誘い込むこと
ができます。その気になれば、オンラインの「ウォードライビング」サイトから、学生と教師が所在する学校の位置を突き
止めることができます。そのどれもが IT 担当者にとって頭痛の種であり、最悪のケースでは窮地に陥ることになります。

ただし率直に言って、WiFi リンクが原因となる、重大なネットワーク攻撃が起こる時代は終わっています。WiFi セキュリ
ティは強力になり、標準化され、広く普及しています。

過去にデパートが WiFi からハッキングされた事件をご存知ですか？このような事件は現在は起こっていません。犯人は 
WEP 経由で侵入しましたが、最新のキャンパス導入では WPA2 Enterprise が必須になっています。

また、全米でチェーン展開する別のデパートが、空調設備修理作業員のミスでハッキングされた事件を覚えていますか？

このような事件は、現在はもう起こっていません。今日のキャンパスネットワーク導入ではゲスト アクセス用に別の VLAN 
を使用するため、ベンダー、修理作業員、その他のユーザーは、内部の機密データから切り離されています。

同様の事例は多数あります。パスワードが空中を飛び交うことはありません。どの認定 WiFi デバイスも (最初の iPhone が
発表された 1 年前である 2006 年以降) AES 暗号化への対応が義務付けられているからです。偽の AP が内部のユーザーを
誘うことはありません。今日の WiFi デバイスは、AP が同一の WPA2 ログイン情報を使用していない限り、ローミングし
ないからです。不正な AP はもはや脅威ではありません。有線ポートが開きっ放しになることがないからです。まだまだ、
多数の例があります。

WiFi はネットワーク セキュリティに影響しますが、これはネットワークに何を追加した場合でも同じです。ただ、WiFi が
弱点となる日々は遠い過去の話になりました。セキュアなワイヤレス ネットワークの導入はシンプルです。ただし、ユー
ザーをオープン ネットワークからセキュア ネットワークに移行させるのには、多少手間がかかります。

警告: ラッカス マーケティング コンテンツ
パスワードの問題を回避するためのひとつの方法は、Ruckus の Cloudpath ソフトウェアなどの、自動証明書配信システム
と公開鍵インフラストラクチャ (PKI) です。このようなソリューションには以下の利点があります。

• 各デバイスの構成とプロビジョニングを有効にすることで、各デバイスでまったく同じ手順を使用でき、デバイスの構
成における IT の関与を最低限にできます。これによって IT スタッフは学生のこのようなデバイスすべてを操作する責任
から解放され、より戦略的な ITの 目標を達成することが可能になります。

• 管理者はデバイスや OS の種類にかかわらず単一のポリシーを作成できるため、セキュリティの設定に必要な IT が費や
す時間が最小限に短縮されます。キャンパス全体のセキュリティを設定するために要する時間が劇的に減少するため、
より戦略的な IT 目標を達成することが可能になります。

• 証明書の有効期限が切れるまでセキュア ネットワークに自動的に繰り返し接続されるようデバイスを登録することに
よって、いったんセキュアにしたデバイスを再度セキュアにする手続きを最低限にできます。IT スタッフは同じデバイ
スに同じ手続きを 1 年に何度も行う必要がなくなるため、より戦略的な ITの 目標を達成することが可能になります。聞
いたことのある話ではありませんか？
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AP を追加またはアップグレードする際にはスイッチの数を増やす必要がある。
無線のトラフィックはどこかへ向かわなくてはならず、最終的にはすべて有線インフラストラクチャに戻ることになりま
す。ワイヤレス AP はイーサネット スイッチのポートに接続されるため、AP を追加すれば、より多くのポートが必要にな
ります。既存のスイッチに使用できるポートがない場合は、当然スイッチを買い足さなければなりません。ただし、使用で
きるポートの数が十分であれば、AP を追加したり、既存の AP をアップグレード (および交換) したりしても、必ずしも有線
スイッチを同時期に追加またはアップグレードする必要はありません。問題は、現在のスイッチング インフラストラクチャ
によって適切なパフォーマンスを得られるかどうかです。

ネットワークのパフォーマンスは最弱点によって決まります。そして、これはどのようなネットワークでも同じです。潜在
的なボトルネットがどこにあるか把握する必要があります。最善の設計がなされているワイヤレス ネットワークも、使用さ
れているスイッチ インフラストラクチャがブロードバンド インターネット接続との間で素早く効果的にデータを送受信で
きなければ、目を見張るような WiFi パフォーマンスを提供することはできません。できれば、ネットワークのバランスを
とり、ネットワークの各コンポーネントで同等のパフォーマンスが実現されるようにします。

スイッチを追加で購入するか、または既存のスイッチをアップグレードするかを決める際には、以下の事柄を考慮してくだ
さい。

• ダウンリンク ポートの速度: これは、ワイヤレス AP とスイッチとの接続です。AP のポートの最大接続速度に対応する
スイッチ ポートが必要です。AP の 1GbE ポートをスイッチの 100M ポートに接続した場合、動作することはしますが、
転送できるデータの量が制限されるため、結果的に AP の速度が下がることになります。また、AP よりも高速に対応す
るスイッチ ポートを購入した場合も適切に動作はしますが、パフォーマンスが向上するわけではありません。余分なも
のにお金を払うことになるだけです。

• アップリンク (または「バックボーン」) 速度: 既存スイッチの多くは 1GbE でアグリゲーション スイッチまたはコア ルー
ターにアップストリーム接続されています。802.11g 、または 802.11n でも支障はありませんでしたが、最新の 802.11ac 
AP はそれぞれ 1 Gbps 以上で送信できます。10 台以上の AP を 1 つのスイッチに接続する場合、合計 10 Gbps 以上で
データを転送することになる可能性があります。スイッチのアップリンク速度がたった 1 Gbps しかなければ、WiFi ネッ
トワークでのアクティビティの量が多くなったときに大きな遅延が発生することになります。今日のほとんどの組織は
スイッチ ネットワークを 10GbE にアップグレードしており、WiFi 使用量の急速な増加を考慮して直接 40GbE に大幅な
アップグレードを行う組織も多数あります。スイッチに接続される AP の数と、ピーク時の WiFi への負荷を考慮してく
ださい。

• また、スイッチのオーバーサブスクリプションについても考える必要があります。スイッチのすべてのポートが使用さ
れていれば、そのスイッチはそのすべてのデータをアップストリーム転送できるでしょうか？できない場合、それは
オーバーサブスクリプションとなり、ネットワークに遅延が生じる可能性があります。スイッチを経由するデータの
量、すべてがピーク状態で実行されているときに遅延があるかどうか、その遅延がどの程度の影響を与えるかを検討し
てください。

• PoE/PoE+ 給電: 今日、キャンパスのほとんどのワイヤレス アクセス ポイントは、専用の電源ではなく Power over 
Ethernet (PoE) 接続で給電されます。一部の AP は PoE (15.4 ワット) で動作しますが、PoE+ (30 ワット) が必要な AP も
あります。今日の大部分の PoE スイッチは両方の規格に対応しています。問題は、PoE または PoE+ に対応するポート
がスイッチに何個あり、スイッチの PoE 合計がどれだけかということです。PoE+ が必要な AP 48 台を 1 つのスイッチ
に接続するのであれば、そのスイッチの 48 個のポートがすべて PoE+ に対応していなければなりません。つまり、 PoE 
の合計は 1440 ワット (48 ポート x 30 ワット) ということになります。

こうした検討事項以外にも、これらの要件が時間とともにどのように変化し拡大するかを予測するという大きな課題があり
ます。スイッチの耐用期間 (一般的には 5 ～ 7 年、もしくは最大 10 年) 中、スイッチ インフラストラクチャはその要件に
どれだけ対応できますか？追加 AP、将来のワイヤレス規格、アプリケーション ネットワーク需要の増加などに対応するた
めに、ネットワークを簡単に拡張できますか？既存のスイッチはアップグレード可能ですか (例: スイッチ全体を交換せずに
アップリンクを 1G から 10G または 40G にアップグレードできますか)？

警告: ラッカス マーケティング コンテンツ
ラッカス ICX スイッチは高パフォーマンス (非ブロッキング、非オーバーサブスクリプション) と、全ポート PoE+ 対応およ
び最新の Power-over-HDBaseT (90 ワット) 規格を含む高 PoE オプションを提供します。また、将来に備えた機能が搭載さ
れており、これには、1G から 10G までのソフトウェア アップグレードが可能なアップリンク、最大 12 個のスイッチに対応
する高度なスタッキング、異なる ICX シリーズ製品と 1700 以上のアクセス ポートを 1 つのドメイン (1 つの IP アドレス) と
して管理できる Campus Fabric 機能が含まれます。ラッカスのお客様は、ラッカスから購入するネットワークが、今後 7 ～ 
10 年間のネットワーク要件に合わせて簡単に成長し拡張することをご存知です。
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6 

AP 送信出力を増加させると信号到達範囲が広がる。
802.11g が「超高速」であった WiFi 黎明期には、WLAN のエキスパート達は AP を中心とした「円」で信号到達範囲を示
しました。円がオーバーラップしない場所は、信号が届かないギャップでした。このギャップを閉じるために、AP 間の距
離を狭めたり、最低データ速度を下げたり、送信出力を上げたりしていました。

しかし、802.11n の出現により、一筋縄では行かなくなり、複雑さが増して、理解することが難しくなりました。RF の基本
的な課題のひとつである多重反射を克服するために、IEEE は多重反射の建設的な干渉を規格に組み込みました。しかし、
その結果、信号到達範囲のパターンは、マップ上の円というよりは、まるでロールシャッハ テストのような形になりまし
た。この新しい世界では、AP 送信出力を増加させると信号到達範囲を広げることはできますが、各 AP が設置されている場
所の環境によって多重特性が異なるため、信号にばらつきが生じました。これらすべてによってサービス提供範囲の計画が
複雑さを増し、現場調査は極めて重要になっています。

第 6 番目の誤った通念を真に理解するためには、「信号到達範囲」という用語を最初に定義する必要があります。可能な選
択肢は 3 つありますが、適切なものはどれであるかは、あなたが決めてください。

1.信号到達範囲 = デバイスから WiFi ネットワークが見えることである。

2.信号到達範囲 = デバイスから WiFi ネットワークが見え、そのネットワークに接続できることである。

3.信号到達範囲 = デバイスから WiFi ネットワークが見え、そのネットワークに接続でき、安定してアクセスできることである。

さあ、どれでしょう。申し訳ありませんが、実は、あなたに決めていただくことはできません。信号到達範囲の定義は 3 番
です。

WiFi 「信号到達範囲」は、デバイスから WiFi ネットワークに安定してアクセスできるのでなければ、信号到達範囲とは言
えません。また、AP の送信出力を上げるとデバイスにデータをより安定して送信できる可能性は高まりますが、デバイス
からデータを受信できる可能性が高まるかどうかとはまったく無関係です。これは、AP の送信出力を上げてもデバイスの
送信出力は上がらないからです。そして、両方の送信出力を上げなければ、信号到達範囲は向上しません。実際は、より強
力な AP に接続された場合に送信出力が低下してしまうデバイスもあり、この場合は信号到達範囲が狭まります。極めて強
力な信号を検出したデバイスは、当然のことながら、電池の寿命を延ばそうとして送信出力を下げます。

警告: ラッカス マーケティングコンテンツ
デバイスよりも強い送信出力を持つ AP がある場合は、AP の受信感度がデバイスの受信感度よりも高い場合に限り、信号到
達範囲の向上が望めます。ラッカスの AP は、WiFi ビジネスで最高の受信感度を誇ります。このため、他の殆どのベンダー
の WiFi では、AP 送信出力を 14 ～ 17 dBm の範囲に設定したときに動作が最適になりますが、ラッカスの AP は AP 送信出
力を 19 ～ 20 dBm にまで高めても最大の効果を得られます。

AP の受信感度をどのように大幅に向上させたかをお教えすることはできません、当社の企業秘密ですから。しかし、証明
することは簡単です。ラッカスの AP を他社製品と比較してみてください。ラッカス AP は聞く力に優れているため、接続
とデータ送信を、ずっと離れた場所から行えます。ラッカスの受信性能は決して他の追随を許しません。
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オンボーディングとパスワードの問題がヘルプデスク コールの半数を占めることは想定内であり、こ
れを解消する方法はほぼない。
デジタル ネイティブ達、そして実は誰にとっても検出、アクセス、接続が煩雑であれば、世界最高のネットワークでも使用
されなくなるでしょう。残念ながら、これはキャンパスで頻繁に見られる現象です。

たとえば入学式には、何千人もの学生が、何万台ものデバイスを携えてキャンパスに到着します。彼らは、すべてのデバ
イスをただちにキャンパス WiFi に接続できると思っています。これには、ワイヤレス プリンター、Fitbit、ゲーム機などの
「ヘッドレス デバイス」も含まれます。こうした猛攻を耐えしのぐ準備はできていますか？

また、これらのデバイスすべてをどのようにセキュアにしますか？今日の多数の大学は、(PEAP または TTLS を使用した) 
パスワードベースのアクセスに依存していますが、学生や IT にとって快適な体験につながることはほとんどありません。
接続が途切れて再接続する度に、学生はログイン情報の再入力を求められ、これが 1 日に何回も発生します。そして、パ
スワードをリセットする度に、学生はすべてのデバイスを手作業で接続し直さなければなりません (しかもアカウントから
ロックアウトされないように願いながら)。大学関係者に話を聞くと、ヘルプデスク コールの 40、50、ときには 60 パー
セントはパスワード関連の問題についてです。

多数の大学がお手上げ状態なのも驚くには値しません。入学時のオンボーディングは頭痛の種になるに違いなく IT はその
対応で謀殺されるものだ、という考えを受け入れてしまっています。そして、パスワードに関連するトラブル チケット (パ
スワードを忘れた、パスワードがセキュアでない、アカウント ロックアウト、ログイン情報を何度も入力しなければならな
い) の嵐は避けられないものと決め込んでいるのです。

幸い、大学はあきらめる必要はありません。これは単に間違った通念なのですから。WiFi アクセスは、学生にとって煩わし
いものではなく、IT がつきっきりで対応しなければならない仕事でもありません。以下の 3 つのステップに従えば、物事は
格段に簡単になります。

• 証明書ベースのアクセスを使用する: 手間のかからない WiFi アクセスのためのソリューションは以前から利用可能
になっています。それは証明書ベースの WiFi です。証明書ベースのアクセスでは、EAP-TLS を使用する WPA2-
Enterprise という暗号化の業界標準を使用します。これは、強力なネットワーク セキュリティであり、ハッキングされ
たことは一度もありません。同時に、証明書を認証キーとして使用すれば、パスワードに関連するほとんどの問題が解
消されます。ユーザーは、アクセスを中断することなく、パスワードをいつでも変更できます。一度デバイスを登録す
れば、証明書に設定されている期限が切れるまで ネットワークから追い出される心配はなく、有効期限はたいてい翌年
です。

• シンプルなセルフサービス オンボーディングを使用する: 近代的な証明書ベースのオンボーディング プラットフォーム
は完全に自動化され、セルフサービスです。ユーザーはログイン情報を使用してキャンパス ポータルにログオンし、一
度限りのセットアップ プロセスに従うだけです。シンプルなウェブベースのウィザードが表示され、365日24時間、実
質的にどのデバイスまたは OS からでも自分でセキュアなキャンパス ネットワークに参加できます。デバイスには正し
いセキュア SSID を構成して接続するための小さなパッケージがインストールされます。仲介者やヘルプデスクへの電話
は必要ありません。このデバイスはこれでオンラインになります。IT が関与する必要はなく、数秒で完了してしまいま
した。この一度限りのセットアップが終了すると、デバイスは自動的に接続されます。ログイン プロンプトは表示され
ません。

• 「事前ボーディング」を使用する: 自動セルフサービスをキャンパスの敷地内に限定する必要はありません。新入生が
キャンパスに足を踏み入れる前に、ウェルカム パケットの一環としてポータルへのリンクを送信する「事前ボーディン
グ」の機能を使用できます。新入生はデバイスを自宅から好きな時間にオンボードでき、キャンパスに到着した途端に
自動的に接続されます。入学の日に手間をかけずに即時にアクセスできれば、学生 (そして IT ) にとって、手続きが格段
に簡単になります。

警告: ラッカス マーケティングコンテンツ
Ruckus のCloudpath Enrollment System (ES) ソフトウェアは、セキュアな、セルフサービス証明書ベースのオンボーディン
グを教育機関や企業にも提供しています。これは、キャンパスなどアクティビティの量が多い BYOD 環境向けに専用設計さ
れたシンプルな統合ソリューションです。適切な機能とセキュリティを提供し、有線/無線クライント用のポリシー管理が搭
載されています。また、ベンダーにとらわれないため、既存のインフラストラクチャで動作します。
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すべてのアクセス ポイントは同じように設計されている。
多くの購買部長にとって、WiFi AP は単なる一般消費財であるという見方は根強く残っています。WiFi は単なる WiFi だと
考えられているのです。すべての製品は同じ OEM 基板設計に基づいており、相互運用性の共通規格で設計されていて、ど
のベンダーでも同じであると。今日、WiFi は電気や水道と同様の一般サービスであり、どの AP も同じであると信じ込んで
しまいそうになるかもしれません。しかし、苦情を処理し、問題のトラブルシューティングを行う当事者は、それが真実で
ないことを知っています。

大手ブランドのエンタープライズ AP はすべて標準のチップセットおよび OEM リファレンス デザインを採用し、IEEE 
802.11 規格に準拠し、WiFi アライアンスによるテストで相互互換性が証明されています。しかし、規格をはるかに超える余
地は大きく、すべての AP ベンダーがこうした次の段階を目指すわけではありません。

残念ながら、一部の AP ベンダーは「安物」の AP を提供しています。それは仕様書では立派に見えますが、パフォーマン
スはしばしば劣悪です。市販の OEM 基板設計と、RF パフォーマンスが最適化されていない基本的な AP アンテナを組み合
わせれば、ベンダーは AP を格安に販売できます。ベンダーが「うまい話には裏がある」価格で AP を提供していたら要注
意です。低パフォーマンスの市販用設計を提示しているのかもしれません。

幸いなことに、これが唯一の選択肢というわけではありません。高度に最適化された基板設計とアンテナ イノベーションを
活用することによって、高パフォーマンス AP は、RF の観点からは信号強度を 6dB 高めに、ノイズを 9dB 低下させてお
り、信号対雑音比 (SNR) で科学的に測定された優れたパフォーマンスを実現します。さらに、この改良されたパフォーマン
スを確認するためにデータ シートの統計を精読する必要はありません。標準の OEM 基板設計の AP とパフォーマンスが最適
化された AP を使用中の環境でテストし、ダウンロード速度とモバイル クライアントからの距離を比較してみてください。
違いは即座にわかります。

AP を評価する際には、一般的な大学の多様な環境に潜む独特な導入の課題を考慮することも必要になります。WiFi の課題
は次のようにキャンパス全体に及びます。

• キャンパスの敷地: 学生やスタッフは最新かつ最高のデバイスで、ますます多くのクラウド アプリケーション、オンラ
イン データ ストレージ、そして BYOD を使用するようになっています。彼らは、いつでもどこでも最大の信号強度を
確保できることを WiFi ネットワークに期待しています。これを達成するには、ネットワークにポイントツーポイント ブ
リッジング、メッシュ ネットワーク、堅牢な屋外 AP ハードウェアと取り付けオプションが必要です。

• スタジアム: 友人や家族、ソーシャルメディアとつながったままでいることは、今ではファン体験の一環になっていま
す。スタジアム用に設計された AP は、チャネル プランニングと実装に役立つように、高密度に対応し、干渉を抑制
し、屋外用に耐性が高められ、セクター化されたアンテナが内蔵されています。

• 学生寮: 今日のゲストや寮生は、スマーフォン、タブレット、ラップトップなどのあらゆる最新ガジェットや、スマート 
TV、ワイヤレス プリンター、スマート ウォッチその他のウェアラブルなどの WiFi 対応一般消費者向け電子デバイスを
持っています。寮の様なコンクリートの建造物の中で WiFi が動作するには、室内用の壁取り付け型 AP が WiFi 信号を至
近距離でユーザーとデバイスに配信できなくてはなりません。

警告: ラッカス マーケティングコンテンツ
すべてのアクセス ポイントは同じように設計されているわけではありません。ラッカスの AP は基本的な 802.11 規格のさ
らに先を行きます。AP がどこに導入されてどのように使用されるかに応じて、基盤設計、アンテナ設計、そして工業デザ
インを最適化しています。もちろん予算は重要な検討事項ですが、最安値のオプションを選択することが常に合理的とは限
りません。導入目的の要件を実際に満たすソリューションを導入することが重要なのです。

ブロードバンドを増やせば大部分の問題は解決する。
確かに、公平に言うならば、これは完全に誤った通念ではありません。ブロードバンドが増えて嬉しくない人はいないで
しょう。iPad で速度テストを行ったときにダウンロード速度 100Mbps と表示されたら、その学生はスクリーンショットを
キャプチャして Instagram や Tweet に投稿すると思いませんか？もちろん。

そうは言っても、(IT に寄せられる) 低品質 WiFi に関する学生の苦情のうち、最も多いのはもちろんブロードバンド接続が遅
いことです。しかし多くの場合、真の問題は WiFi ではありません。毎秒何百メガバイトというローカル接続速度をデバイ
スで利用できるようにする地上最速の WiFi ネットワークがあったとしても、インターネットの分散またはバックホールが
十分でなければ、這うような速度になってしまいます。講堂で一握りの AP を使用して何百人もの学生に接続を提供し、そ
の状態を保ちながらエアタイム フェアネスを確保することが困難ならば、100Mbps のインターネット接続でも遅すぎるく
らいです。WiFi は遅く安定性が低いと感じられます。WiFi に直接は関係ありませんが、もうひとつの大きな問題は、有線
ネットワークの設計そのものです。WiFi ネットワーク接続の爆発的増加に対応できるよう適切に構成されていない、DHCP 
や DNS などのルーティングおよび高レイヤー機能は、ネットワークの大惨事を引き起こす可能性があります。にもかかわ
らず、これは WiFi の問題と見なされています。

しかし、IT プロフェッショナルにとって、ワイヤレス ネットワークの管理と苦情への対応は、ブロードバンドを提供するだ
けは済みません。最終的には学生の体験に尽きるのであり、よい評判にはならない「#campuswifisucks」ツイートを断ち切っ
て、学長と CIO が困り果てて IT ディレクターを責め、IT ディレクターがネットワーク エンジニアに「修正せよ」と命令する
ような事態を避けなくてはなりません。問題は、オンボーディングとパスワード、Bonjour からのネットワーク ストーム、学
生寮内での干渉、講堂での不十分な容量、個室への不十分な信号到達などは、すべて、提供される帯域幅と無関係です。
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屋内でセルラー信号到達範囲を向上させる優れた手段はない。
大学のキャンパスで最も致命的な問題のひとつは、建物と学生寮におけるセルラー信号到達範囲にばらつきがあることで
す。WiFi が優れていても、安定したモバイル音声通話、e911（緊急通報位置通知システム）、SMS テキストなどを利用で
きなければ、学生は満足しません。もちろん、学生寮に住む学生が通信事業者の回線に接続できないのは大学のせいではあ
りません。それでも学生は「このキャンパス最悪！大金を払ってるのにスマホ使えないよ」とツイートします。これが、60 
パーセント近くの大学建物/住居担当者が、学生のために建物内でより強いセルラー信号到達範囲を確保する方法を探ってい
る (『State of RESNET Report 2016』より) 理由です。そしてその探求は果てしなく続いています。

中継塔を自前で建設することは可能ですが、非常に高額になり、計画には何年もかかります。セルラー キャリアに中継塔を
建設してくれるよう頼むこともできます (運任せですが)。スモール セルを試すこともできます。しかし、この技術は複雑で
制約が多いため、大部分の大学は苦労して導入するほどの価値はないと判断しています。多くの大学は、DAS (分散アンテ
ナ システム) で問題を解決する道を模索していますが、DAS は元々大規模なハイエンド施設向けに設計されているため、非
常に高額で導入が複雑です。思い切って DAS を導入したとしても、信号を確保できるモバイル キャリアは 1 社だけです。

つまり理論的には「屋内でセルラー信号到達範囲を向上させる優れた手段はない」というのは誤った通念ではありません。
ただし、まもなくそうなります。

米国 FCC は最近 CBRS (Citizens Broadband Radio Service) に対応するために、3.5 Ghz 周波数帯の150 MHz 無線スペクト
ラムを割り当てました。これは、一般に解放されている新規の共用 LTE ブロードバンド技術です。（日本未対応）CBRS ソ
リューションの一般利用が可能になれば、大学は、あたかも LTE モジュールを対応する WiFi AP にはめ込むがごとく、ベン
ダーにとらわれないセルラー信号到達範囲を簡単に追加できます。WiFi がありさえすればどこでも最強の LTE ローミン
グを提供することができ、CBRS アライアンスのどのモバイル キャリアにもユーザーを接続できます。また、学校はこれを
自分でセットアップすることができ、モバイル キャリアの複雑で高額な専門サービスに頼らずに済みます。

ただしこうしたメリットはすべて将来のものであることに注意してください。なぜなら、CBRS が実用化されており、ベン
ダーは WiFi AP 向けの CBRS ソリューションをを開発している一方で、CBRS 対応の携帯デバイスはまだ市場に出回って
いないからです。しかしそれらが利用可能になるのは間近です。最初のデバイスは 2017 年末にお目見えする予定で、2018 
年には多数のデバイスが CBRS に対応するようになるでしょう (最初は一握りの 802.11ac デバイスがキャンパスに持ち込ま
れ、あっという間に爆発的に増加したように)。（日本未対応）

つまり、確かに屋内セルラー信号到達範囲を今すぐに向上させる方法はないかもしれませんが、このように考えてみてくだ
さい。現在 DAS システム用の予算 (通常は数十万ドル) を検討中なのであれば、実際のプロジェクト開始は CBRS が主流と
なるころでしょう。より優れており、段違いに低価格のオプションがもうすぐ利用可能になるというのに、大規模な投資を
する必要がありますか？屋内セルラー プロジェクトを 1 年遅らせれば、WiFi インフラストラクチャ全体を更新するために十
分な資金を確保できるのです。

ここまででキャンパス WiFi に関する誤った通念を見てきました。これであなたは WiFi を最適な状態に高めることができま
す。大量の資金をつぎ込まずに WiFi をセキュアにし、その利点を最大限に活用するための道が見えてきましたね。そのた
めのアップグレードを探すときは、サプライヤーを試してください。

「百聞は一見にしかず」です。パフォーマンスには大きな意味があります。そして、誤った通念に関する新たに獲得した知
識を使って適切な質問をし、十分な情報に基づいて決定を下すことができます。ネットワークを将来も使い続けられるよう
にし、最新世代のデジタル ネイティブな学生に、壁のない瞬時アクセスを提供してください。

さあ、始める準備はできましたか？ラッカスのオン デマンド ウェビナーを視聴し、キャンパス ネットワークが
どのように学生を惹きつけ保持できるかについて詳しく学んでくささい。また、デモをリクエストして、なぜ
ラッカスがあなたのキャンパスに最適かをご自分の目でお確かめください。
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