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エグゼクティブ サマリー 
新しい WiFi ベンダーを高等教育機関のキャンパスに導入する理由は多数あります。残念ながら、ベンダー移行に関連する懸念事項も同様
に数多くあります。重要なアプリケーションの中断、接続の中断、ユーザーの不満、新たに積み重なる IT のトラブル チケットなどはほん
の一部です。 

WiFi 移行に伴う問題点はかなり現実的なものですが、回避できないわけではありません。一歩下がって従来の OSI ネットワーキング モデ
ルを検討する、つまり、各ネットワーク レイヤーにおける新規ベンダー インフラストラクチャの影響、およびユーザーとトラフィックが
あるベンダーのゾーンから別のベンダーのゾーンへと移行する境界の条件を熟考することで、リスクを最小限に抑え、問題を減らしながら 
WiFi の目標を達成できます。 

このホワイトペーパーでは、複雑さと規模にかかわらず、既存の大学キャンパス インフラストラクチャに新しい WiFi ベンダーを追加する
方法について、詳しく説明します。ここで学習する事柄は、堅牢な戦略を策定するために適切な質問をし、一般的な障害を回避するために 
OSI モデルを使用して各ネットワーク レイヤーにおける変更点について考え、証明書ベースのオンボーディング ポータルで位置ベースの
ポリシー管理を行うための新しい機会をどのように創り出すかを理解するために役立ちます。

キャンパス WIFI 移行チェックリスト 
 � 境界線を定義する – 最初に、どのベンダーがどのエリアをカバーするのかを明確に把握します。可能であればいつでも、ベンダーのカバレッ
ジ エリアが、次のような物理的環境の自然な境界と一致するようにします。 

 � 屋内 – 特定の建物、学生寮、ウイングでカバレッジ エリアの境界を決めます。
 � 屋外 – 中庭、競技場、キャンパス全体についてカバレッジ エリアを決めます。 

 � 建物の中 – 大きな建物では、必要に応じて建物の西ウイングと東ウイングの間などで屋内のカバレッジ エリアの境界を決めます。
こうした境界が長期的にどのように変わるかについて検討してください。可能であれば、エリアごとにサービス開始スケジュールを作成します。 

 � レイヤー 4 ～ 7 – アプリケーションとユーザー体験
 � 各カバレッジ エリアのアプリケーションとユーザーのニーズを慎重に検討します。
 � サポート対象のアプリケーションが教育、娯楽、その両方のいずれに該当するか判断します。
 � ストリーミング メディア サービスを許可するかどうか決定します。
 � ネットワーク トラフィックに対するポリシーの影響を慎重に検討します。

 � レイヤー 3 - ルーティング パケット
 � トラフィックが中央でトンネリングされる WLAN を経由してルーティングされるかローカル ブレークアウトかを決定します。 

 � DHCP や DNS などのレイヤー 3 サービスに境界横断が与える影響について慎重に検討します。
 � レイヤー 2 - VLAN とブロードキャスト ドメイン

 � 学生寮への影響を慎重に検討します。これには、ユーザー プライバシーの施行方法や、パーソナル VLAN を実装するかどうかが含まれます。
 � 講堂での共有リソースへの影響を慎重に検討します。これには、システムが Boujour やその他のブロードキャスト プロトコルを処理する
方法が含まれます。

 � 「ホットスポット」エリア (図書館、学生会館) への影響、およびインターネット アクセスにクライアント分離を適用する方法を慎重に検
討します。

 � スイッチを更新する必要があるかどうかを評価します。新規アクセス ポイント用に必要になる Power over Ethernet (PoE) バジェットを考
慮します。

 � レイヤー 1 - チャネル選択と無線リソース
 � 実際の AP の設置場所を決定します。  AP が互いに干渉しないように設置場所を慎重に計画します。
 � カバレッジ セルを定義します。可能であればいつでも自然な物理的境界と一致するようにします。

 � 最初に戻る 

 � 各ネットワーク レイヤーにおける考慮事項に対応するためにとるべきステップを検討し、1 つのレイヤーでの選択が他のレイヤーでの選択
にどのように影響するかを理解します。 
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キャンパス WIFI 移行の詳細な分析 
近代的な大学のキャンパスでは、WiFi はインフラストラクチャの非常に重要な構成要素です。WiFi が安定していない場合、接続が中断す
る、ダウンロード速度が非常に遅い、ログイン情報の入力が繰り返し促されるなどの問題が起こり、あらゆる人が被害を受けます。その結
果、学生はソーシャル メディアに不満を投稿し、キャンパスで、そして入学希望者の間で大学の評判を傷つける可能性があります。その過
程で、IT は苦情とサポート チケットの山に埋もれることになります。  

キャンパスがそのような状態なら、変化に着手するのは今です。ただし、新しいワイヤレス ベンダー導入を決定するというだけなら、こと
は簡単なのですが、ユーザー、IT、使用中のサービスを混乱させずに新しいインフラストラクチャを導入する方法を見つけることにははる
かに困難が伴います。ただし、まったく歯が立たないというわけではありません。 

手始めに、4 つの分野を慎重に検討する必要があります。それは、移行の優先順位、ユーザーと IT の体験をどのように管理するか、証明書
ベースのオンボーディングでセキュリティとポリシー管理を合理化することのメリット、そして最も重要なのは、新規ベンダーと既存ベン
ダーの境界を明確に定義する方法と OSI ネットワーキング モデルの各レイヤーにおける境界移動の影響です。以下のセクションでは、各
分野について詳細に見ていきます。 

最優先事項にフォーカスする 
どのような移行においても最も重要な成功要因は、達成目標を明確に理解することです。高等教育機関の何百人もの顧客と話をした中で、
一般的に検討されている基本的な上位 4 つの目標は以下のものです。

• ユーザーへのサービス中断を最小に抑えながら移行する:  このシナリオでは、誰にも気づかれずに新規ベンダーを使用し始めることが
目標になります。このためには、人々が仕事または学習する場所で計画外の工事や配線を行わないようにしなければなりません。新し
く建設中の施設やリノベーション中の建物に新規ベンダーの機器を導入する方法は、屋内プロジェクト用新規ベンダーの評価に最適で
す。新規ベンダーを最初に屋外で導入すれば、教室その他の屋内スペースは影響を受けません。 

• IT の時間、コスト、労力を最低限に抑えながら移行する:  このシナリオは、IT 予算とリソースに限りがある場合、または新しいベン
ダーを試験的に使用して現在のインフラストラクチャと比較したい場合などです。この場合、屋外での導入はまさにうってつけです。
屋外 AP はアクセス ポイント 1 台の信号到達範囲が広いため、購入、導入、管理する新しい AP の数が少なくて済みます。また、屋外ス
ペースでは通常、新しい機器を最大限に活用するために現場を綿密に調査する必要はありません。一方、低価格/低労力の導入では、IT 
部門の建物の中に新しい機器を導入することもできます。この場合、導入前の現場調査にやや時間をかける必要があるかもしれません
が、変化を自分で体感できます。  

• ユーザーが受けるメリットを最大にする:  このシナリオは、ある意味で最初のオプションと反対で、ユーザーに変化に気づいてもらうこ
とを意図しています。これを周到な戦略として使うこともあります。たとえば、新規ベンダーにより大きな投資を行ってもらうために
実績を作ろうとしている場合です。学生会館、図書館、カフェテリアなど、学生やスタッフ、経営陣がよく使用する人気の高いエリア
に導入することで、新しいベンダー機器による成功を知らしめ、需要を喚起することができます。このため、新規ロケーションの WiFi 
が学生寮や講堂などよりもはるかに高速である理由をユーザーから尋ねられたときに、新規ベンダーに付随する改良技術について、さ
らにそのパフォーマンス レベルを他の場所に拡大するために必要な予算について説明することができます。 

• IT が受けるメリットを最大にする: このシナリオは、ユーザーからの苦情やサポート チケットなど、WiFi に関連する IT の苦痛を減ら
すことを目標とします。一般的に、これらの問題はデバイスの接続、アクセス ポイントのオーバーロード、エアスペースの問題から派
生します。具体的には、まず学生寮か講堂、つまり問題が最も多く発生しやすい、高密度で複雑なロケーションから導入を開始できま
す。また、ヘルプ デスク チケットを最も多く発生させるエリアから開始することで優先度を高くすることもできます。

これらのアプローチのいずれも「正しい」と考えられているわけではなく、すべてを取り入れることができれば理想的です。しかし、新規
ベンダーを使用した場合の投資を適切に評価するには、これらのアプローチのうちどれが自分の優先順位と一致するかを判断しなくてはな
りません。 

体験の管理 
導入の目標にどのように優先順位を付けたかにかかわらず、ユーザーと IT の両方に提供する体験について慎重に検討する必要があります。
これが、キャンパス全体のオーバーホールであろうと、特定エリアのための長期的ソリューションであろうと、キャンパスにマルチベン
ター WiFi 環境を作っていることを念頭に置いてください。これにより、「複数の体験」という環境を作り出す可能性もあるため、それに
応じてプランを策定します。考察する点：

• 学生の体験:  学生は、新規ベンダーのインフラストラクチャを経由して接続するときでも同じデバイスを使用して同じアプリケーション
にアクセスしますが、同等またはそれ以上のパフォーマンスを期待します。接続が中断されたり、ネットワークに再接続するときにパ
スワードの入力を繰り返し求められたりすることを嫌います。計画された移行では、「新たな手間を作り出さない」をモットーとしな
くてはなりません。 

• IT の期待:  一般的に、IT はすべてをできるだけシンプルにしておきたいと考えます。1 つの例は、有線/無線に関わらず、どのベンダー
のインフラストラクチャでも、全デバイスのセキュリティ ポリシー、アクセス、権限で、セキュリティの穴のない一貫したフレーム
ワークを持つことです。 
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証明書ベースのオンボーディングで統一する 
理想的な世界であれば、インフラストラクチャおよびベンダーにとらわれず、ポリシー管理とアクセス セキュリティを簡素化し、手間の
かからないアクセスをユーザーに提供するセキュリティおよびポリシーがすでにあるはずです。幸い、こうした要件に対応する手法は存在
し、あなたはすでにそれをよくご存じかもしれません。セルフサービス オンボーディングでは、デジタル証明書を使用して、セキュリティ
とポリシーの管理を簡素化します。多くの機関ではすでに同様のプラットフォームを使用して手間のかからないユーザー アクセスを実現し
ているか、または IT のために個人端末の持ち込み (BYOD) によるセキュリティおよびポリシー管理で効率化を図っています。しかしこれ
は、マルチベンダー移行を進める際にも、非常に有効である場合があります。 

このプラットフォームはベンダーやデバイスにとらわれない設計になっているため、2 つの異なるベンダー インフラストラクチャの同時運
用に伴う問題の多くを取り除くことができます。また、どの主要クライアント OS にも対応し、両方のベンダー インフラストラクチャにア
クセスできる証明書を発行できます。ユーザーはデバイスを一度登録すれば、接続方法や場所にかかわらず再度アクセス情報を入力する必
要はありません。証明書が有効期限切れになるか取り消されるまでは、ユーザーは接続されたままになり、デバイスにすでに適切な証明書
が割り当てられているため、1 つのベンダー ゾーンから別のベンダー ゾーンに移動してもユーザーがそれに気づくことはありません。同時
に、IT はアクセスとセキュリティ ポリシーのセットを 1 つだけ管理すればよく、複数のインフラストラクチャを経由して接続するデバイス
に証明書を適用する際の煩雑な手続きの管理は、証明書プラットフォームに任せておけます。 

オンボーディングとポリシーのプラットフォームの使用は、キャンパス内に限定される eduroam のようなものと考えることができます。
eduroam では、訪問ユーザーは自分が所属する機関のアクセスおよび ID インフラストラクチャを使用して、ローカル キャンパス ネット
ワークへの認証をセキュアに行えます。機関が証明書ベースのオンボーディングとポリシーのプラットフォームを eduroam との連携で使
用する場合、実際は 802.1X RADIUS 認証で認証するローカル ユーザーの認証モデルと、遠隔で認証する訪問ユーザーの認証モデルの 2 
つを実行していることになります。このオンボーディング プラットフォームでは両方の認証方法の複雑な手続きが処理されるため、訪問
ユーザーは追加の認証を経由する必要がありません。ラップトップを開ければ即座に認証され、オンラインになります。 

キャンパス ベンダー移行でも、概念的には同じことを行います。つまり、ベンダー A のインフラストラクチャとベンダー B のインフラス
トラクチャをそれぞれ経由する 2 つの異なる認証プロセスを管理します。ユーザーにとっては体験に変わりはありません。デバイスは自動
で接続され、1 つのベンダーから別のベンダーに移動したときに、何も行う必要はありません。   

境界と OSI レイヤーについて慎重に検討する 
私たちネットワーク エンジニアの大部分は、OSI モデルを使用して考えを体系づける方法を学びました。そして、WiFi ベンダー移行のよ
うに複雑な状況では、そのモデルに回帰することによって、誤りを避けることができます。 

WiFi の顕著な特徴は、それがモバイル デバイス用の位置情報ベースのアクセス技術であるということです。もちろん、イーサネット ポー
トには特定の場所がありますが、一般的に、イーサネットに接続されているデバイスの機動性はまったくないか、あっても限定的です。
一方 WiFi デバイスは頻繁に移動できるように設計されています。このため、WiFi 移行プランニングの観点から、頭の中で「境界」の線引
きをします。WiFi ユーザーは境界を頻繁に越えて、別のロケーションに移動します。各ロケーションにはアプリケーション (レイヤー 4 ～ 
7) に異なるニーズ、異なる IP アドレスとルーティング (レイヤー 3)、異なる VLAN とローミングのニーズ (レイヤー 2)、および異なる WiFi 
ベンダー アクセス ポイント (レイヤー 1) があるかもしれません。この点で、境界を定義し、特定の境界を越えたときにどの OSI レイヤーが
影響を受けるかを慎重に検討しておくと、特定のロケーションのポリシーや各ロケーションで境界を越えたときのポリシーを定義するため
に役立ちます。 

たとえば、学生は講堂と学生寮の部屋で異なるニーズを持ちます。学生寮では、教室では使用しない多数のアプリケーション (オンライン 
ゲーム、IPTV 動画など) を使用し、個人用のデバイスを他のユーザーから離しておきたいと考えます。一方、講堂では、すべてのデバイス
から教室用あるいは講義用のアプリケーションにアクセスできるようにする必要がありますが、Netflix はブロックするか速度調整するかも
しれません。このようなロケーションではネットワークにアクセスするユーザーとデバイスの目的が大きく異なっており、さまざまなネッ
トワーク レイヤー、特に 1 つのカバレッジ エリアから別のエリアに移動する際のポリシーおよび技術的な影響も異なります。プランニング
の観点からは、各 OSI レイヤーの WiFi 検討事項がロケーションの物理的な境界と一致する場合に移行はずっと円滑に実施され、はるかに
優れた体験を提供できます。
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 従来のネットワーク

新しいネットワーク

OSI モデル
レイヤー 名称 プロトコルの例

アプリケーション レイヤー
プレゼンテーション レイヤー
セッション レイヤー

トランスポート レイヤー

ネットワーク レイヤー
データ リンク レイヤー
物理レイヤー

HTTP、FTP、DNS、SNMP、Telnet
SSL、TLS
NetBIOS、PPTP

TCP、UDP
IP、ARP、ICMP、IPSec

PPP、ATM、イーサネット
イーサネット、USB、Bluetooth、IEEE802.11

7

1
2
3
4
5
6

無線カバレッジ マップ

図 1: 「OSI モデル」をフレームワークとして考える。

基本的に、優れた WiFi ローミング体験では、ユーザーが 1 つのゾーンから別のゾーンに移動したときに適切な接続が確保されます。次に各
レイヤーで、ユーザが 1 つのベンダーの境界から他のベンダーの境界に移動したときに、その OSI レイヤーのサービスに何が起こるかを慎
重に検討する必要があります。結局のところ、問題が最も発生しやすいのは境界を越えるときであり、こうした問題は複数の OSI レイヤー
にまたがる可能性があります。これは、異なるレイヤーは互いに分離できないことを意味します。1 つのレイヤーのニーズが他のレイヤー
に影響を及ぼすからです。たとえば、レイヤー 3 での要件は、レイヤー 1 で選択する条件に直接影響するかもしれません。しかし、ユー
ザーと IT に快適な体験を提供するためには、導入前にこうした影響を慎重に検討する必要があります。 

一般的なルールとして、OSI モデルの各レイヤーにとってこれらの境界がどのような意味合いを持つか、そして導入の地理的な境界はどこ
かを絶えず自問してください。可能であればいつでも、これらの境界が一致するようにします。 

以下のセクションでは、OSI モデルの各レイヤーについて見ていきます。検討すべき考慮事項を詳細に調べ、各カテゴリのチェックリス
トを用意して、基本事項に漏れがないようにします。 

境界線:  カバレッジ エリアの定義 
チャネルの再使用、信号伝搬など WiFi 特有の話題を深く掘り下げる前に、キャンパスのマップを広げ、カバレッジ エリアを定義します。
これはほぼ確実に建物と一致しますが、屋外のエリアを分けたり、大きな建物を必要に応じてセクションに分割したりすることもありま
す。新旧ベンダーのカバレッジ エリアを分割するプロセスをできるだけシンプルにするために、キャンパスの自然な地理条件に合わせるこ
とをお勧めします。これはサービス開始の日程を決める際の重要な最初のステップです。なぜなら、カバレッジ エリアの定義が終われば、
移行の順序を決めることができるからです。多くの場合、このプロセスの間に、作業を管理しやすい小さな部分に分割できます。

カバレッジ エリアのチェックリスト 
 � キャンパスを、自然な境界と一致するカバレッジ エリア (屋内エリアでは建物の壁、屋外エリアでは中庭など) に分割します。
 � 各エリアにすでに WiFi があるかどうか調べ、既存のインフラストラクチャを新規ベンダーのインフラストラクチャに置き換えるか、または
サービスを新規に開始するロケーションになるかを判断します。

 � そのロケーションをさらに分割する必要があるかどうかを判断します。2 つの大きなウイングのある建物や 2 階建て以上の建物では、複数の
カバレッジ エリアを指定する必要があるかもしれません。

 � そのスペースで WiFi をどのように使用するか大まかに決めます。
 � 予測されるユーザー密度を判断します。
 � 異なるロケーション/ユースケースについて WiFi の用途を大まかに決めます。

 � 学生寮
 � ホットスポット
 � 一般アカデミック/オフィス
 � 講堂

 � 可能であれば、プランニング プロセスの初期に、優先順位に従ってロケーションのリストを作成します。ただし、このリストは何度も更新す
るものと心得てください。移行プランを更新する度に、OSI ネットワークの各レイヤーを継続的に再確認し、あるレイヤーでの変更と決定が
他のレイヤーにどのように影響するか判断する必要があります。 
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レイヤー 4 ～ 7 – アプリケーション 
上位のネットワーク レイヤーでは、「配管」で迷わないように注意しつつ、まず、なぜネットワークがそこに導入されているのかを調べ
ます。ユーザーはそこでネットワークを使用して実際に何をしていますか？講堂では、Mediasite、Blackboard、Lync などのアプリケー
ションに対応することが必要かもしれません。また、講堂の特定の VLAN を使用するユーザー全員がブロードキャスト アプリケーション
と共有をより適切に管理できるようにしつつ、他のトラフィックの管理を厳重にすることが必要な場合もあります。学生寮では、教育機
関にとっては「ミッションクリティカル」とはみなされないがキャンパスに住む学生にとっては極めて重要なメディア アプリケーション 
(Netflix、Skype、IPTV) を考慮します。 

ユーザーの移動中は、どのアプリケーションを実行できる必要がありますか？ユーザーが目的地にたどり着いたら、どのアプリケー
ションを停止したり再開したりできますか？一般的に、シンプルなデータ アプリケーションはストリーミング ビデオやボイス オーバー IP 
(VoIP) よりも格段に堅牢です (それでいて、より簡単に境界を移動できます)。サービスのタイプ、クラス、または品質 (QoS) ポリシーを適
用する場合や、特定のエリアでアプリケーションを有効にしたり制限を加えたりする場合は、ベンダー A のゾーンとベンダー B のゾーン
で一貫性を保つ必要があります。

アプリケーション チェックリスト 
 � 各ロケーションでどのアプリケーションが最も重要かを判断し、サービス エリアを定義します。
 � 講堂

 � 許可されるマルチメディア アプリケーション (Mediasite、Blackboard、Lync など) を定義します。
 � ストリーミング ビデオやゲームなどの「娯楽用」アプリケーションを許可、速度調整、またはブロックするかどうかを決めます。
 � 厳格なコンテンツ フィルターを適用するかどうか決めます。

 � 学生寮
 � 「自宅のような」体験の提供に基づくポリシーを定義します。おそらく、あらゆる種類のストリーミング メディア、ソーシャル メディ
ア、ゲーミングなどを許可することになります。

 � 必要に応じて、どの程度のコンテンツ フィルタリングを採用するかを決めます。 

 � ホットスポット
 � 図書館、屋外エリア、学生会館、食堂などのどのスペースで WiFi が公共ホットスポットとして機能するかを決めます。
 � 軽度のコンテンツ フィルタリングを適用するかどうかなど、公共アクセス エリアのポリシーを検討します。 

 � 事前に定義したカバレッジ エリアを見直し、特定エリアにおけるアプリケーションのニーズに合わせてマッピング済みのロケーション境界の
変更が必要かどうかを評価します。 

レイヤー 3 – ネットワーク アーキテクチャ 
レイヤー 3 では、AP はネットワーク アクセスをユーザーのデバイスに許可します。既存のネットワーク アーキテクチャがある場合は、新
しいインフラストラクチャがそれにどのようにフィットするかを把握することが重要になります。ネットワーク境界における IP アドレス
適用スキームと VLAN について検討します。基本レベルではパケットを追っていきます。行き先はどこですか、また、ユーザーが境界を越
えるときにパケットは想定した行き先に送信されますか？ 

このレイヤーで決定することは、他のレイヤー、特に上位レイヤーのアプリケーションで考慮する事柄に影響を与えます。ユーザーが地理
的な境界を越えながらメディア ストリーミングや VoIP 通話を続ける必要がある場合、ネットワークが新しい IP アドレスの取得を強制しな
いようにすることは非常に重要です。逆に、ユーザーが境界を越えるときに新しい IP アドレスを必要としない場合は、導入におけるレイ
ヤー 3 への影響のプランニングという観点から、これは境界とは見なされません。こうした決定は慎重に検討してください。ベンダー A ま
たは B の地理的開始点に基づいて、特定の方法しか採用できない場合があります。   

これは実際にあった例ですが、複数の AP がカフェテリアのあちら側とこちら側の完全に異なるサブネットに接続された状態で、WiFi が
カフェテリアに追加されていました。ユーザーがソーダのおかわりをとりにカフェテリアの反対側に行くと、スマーフォンは 1 つのネット
ワークから別のネットワークに移行しました。ユーザーが同じ部屋の中にいるにもかかわらず、ネットワークは継続的にユーザーをセッ
ションから追い出したり、再開したりしていたのです。誰もが WiFi にアクセスでき、インターネットにも接続できましたが、統一された
ネットワークになっているべきところで、全員がレイヤー 3 を行ったり来たりし続けていました。このような事態を引き起こさないでくだ
さい。幸いこの状況は、ネットワークの境界が建物の境界 (この場合は、カフェテリアのスペースを囲む壁/窓/階段) と一致するよう対応す
るスイッチに AP を接続することで、簡単に解消しました。

トンネリング対ローカル ブレークアウト 
移行プランニングのこの時点では、一歩下がって基本的な WiFi アーキテクチャを慎重に検討します。多くのベンダーが、特に旧式の実装
では、WLAN を中央コントローラーにトンネリングしています。より高速な、ネットワーク トラフィックのローカル ブレークアウトを選
択しているベンダーもあり、業界はこちらの方向に傾きつつあります。しかしながら、あるモデルから別のモデルに移行する必要があるか
どうか決められるのは当事者だけであり、今回のベンダー移行はそのよい機会です。既存のアーキテクチャを慎重に検討し、この選択が
ユーザー体験に及ぼす影響と、IT にとってどのような意味を持つかを判断します。 
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ネットワーク レイヤー チェックリスト 
 � 各ロケーションで現在のネットワーク アーキテクチャを見直します。

 � 既存の WiFi があるエリアでは、トンネリング アーキテクチャまたはローカル ブレークアウトのどちらを使用しているかを調べ、現在のモ
デルを使用し続けるか変更するかを決めます。  

 � アーキテクチャが IP アドレス割り当てスキームにどのように影響するかを評価します。
 � 有線/無線クライアントが同じサブネットにあるか、または異なるサブネットにあるかを判断します。

 � DHCP スキームを見直して、変更されるかどうかを評価します。 

 � DHCP/DNS サーバーのロケーションを見直します。
 � ルーターの場所とレイヤー 3 の現在の境界を見直し、新しいインフラストラクチャと一致しているかどうかを調べます。
 � レイヤー 3 の境界がどのようにネットワーク全体に影響するかを見直し、現在のモデルが引き続き適切であるかどうかを判断します。
 � VLAN と VLAN の境界を見直します。
 � 複数のロケーション タイプについて特定のネットワーク レイヤーの要件を検討します。たとえば講堂では、以下を判断します。

 � 単一のブロードキャスト ドメインを使用するかどうか
 � レイヤー 3 でクライアント分離を採用するかどうか
 � アクセシブル システムの特定の「ホワイトリスト」を保守するかどうか

レイヤー 2 - ローミングと SSID 
基本レベルで、AP は仮想ポートを持つスイッチとして機能します。SSID は基本的にエンドユーザー ポートであるため、SSID の管理、特
にローミングに関する管理は、マルチベンダー導入が体験のばらつきを引き起こさないようにするための重要な役割を担います。複数の
ベンダー インフラストラクチャに同じまたは異なる SSID を使用するか、また、複数のベンダー間のデータ リンク境界がユーザーと認証に
どのように影響するかを考慮します。

ここ十年間では、できる限り単一の SSID を使用することがベスト プラクティスになっています。事実、複数の SSID を使用すれば、オン
ボーディングが複数回行われ、問題が発生する可能性も数倍になります (20 ものわかりにくい名前の WiFi ネットワーク接続オプションが
表示されることを望む人は、もちろんいませんね)。しかし、セルフサービス オンボーディング ポータルの登場によって、この旧式の方法
が注目を集めるようになっています。オンボーディング ポータルは、十数個の SSID プロファイルをあたかも 1 つのプロファイルのように
読み込めます。ユーザー側の手間もこれとまったく同じです。かつては、数学学科棟、化学学科棟、学生会館、学生寮に異なる SSID があ
れば、SSID が変わるごとにユーザーの関与が (続いてヘルプデスク コール) が必要でした。今日、各 SSID プロファイルは 1 回の登録手続
きで各デバイス証明書に事前に読み込めます。 

ただし実は、複数の SSID は、特にマルチベンダー環境で、トラブルシューティングとポリシー割り当てに役立つことがあります。新規
ベンダーを特定の地理的エリアに導入する場合、複数の SSID の間にポリシーの観点から明確な線引きをしておけば、ネットワーク デザイ
ナーと IT サポート スタッフの両方の仕事が簡単になります。また、ベンダーを SSID で分離しておけば、サポート コールの対象となるク
ライアントがどちらのシステムに所属するのかを特定しやすくなります。2 つの異なるシステムを行き来して調査する必要はありません。
特定の境界からの移行に変更を加える必要がある場合は、それを素早く特定し、そのロケーションの bss-minrate または送信出力を調整で
きます。

スイッチ更新と POE バジェット 
一般的に、新しい AP 技術では要求される電力も増加します。変更に必要な電力を確保するために、スイッチの更新と PoE インジェク
ター、またはミッドスパンが必要ですか？4 ストリーム 11ac AP に移行する場合は、802.3at 給電が必要かもしれません。スイッチが高出
力給電 PoE に対応していても、現在の 802.3 af 給電 AP より対応ポート数が少ないかもしれません。これも、AP 側およびスイッチ側の 
2 つの観点から見る必要があります。すべての AP ベンダーは低出力モデル (2 ストリーム対 4 ストリーム) を提供しており、おそらくハイ
エンドの高出力モデルにも低出力オプションがあります。このどちらかを、移行プランで利用できますか？一方、スイッチのアップグレー
ドもやはり必要ですか？既存のスイッチに AP プラン用の PoE バジェットがありますか？スイッチ プランを AP プランと一致させるように
してください。
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レイヤー 2 チェックリスト 
 � 無線側

 � 各ロケーションでどの SSID が実行されるか、また、それらの SSID がポリシーにどのようにマッピングされるかを決めます。 

 � あるロケーションで現在どのベンダーが実行されているか調べ、そのロケーションの移行に割り当てた優先順位を見直します。 

 � 必要な AP の数を判断します。(次のセクションを参照してください。)

 � どの VLAN が使用されるか判断します。
 � 有線のレイヤー 2 ブロードキャスト ドメインが、無線のレイヤー 2 ブロードキャスト ドメインと一致するかどうかを判断します。

 � 有線側
 � どのスイッチに AP がバックホールするか、また、それらが PoE に対応しているかどうかを判断します。  

 � 現在の PoE バジェットを見直し、すべての AP に対応できるかどうかを判断します。これは、11n または 11ac (近い将来は 11ax) を実行する
新しい AP では特に重要です。

 � ルーターのロケーションを見直し、このカバレッジ エリアで使用したいポリシーの施行に必要な事柄を判断します。アップストリーム 
ネットワーク ギアがポリシー要件に対応しているか、または新しいファイアウォールが必要かを判断します。 

 � PoE インフラストラクチャ
 � 利用可能な高出力 PoE ポートを調べます。
 � スイッチ アップグレードおよび PoE インジェクターまたはミッドスパンが必要かどうかを判断します。
 � 低出力モードで動作する場合は、AP 機能の得失を特定します。
 � スイッチ プランを AP プランと一致させます (例: 4 ストリーム 11ac AP を 802.3at 出力と一致させる)。

レイヤー 1 - 物理的環境 
このレイヤーでは、カバレッジ セルのグループと AP の配置について検討します。実際は、最も高度なワイヤレス システムでも、無線チャ
ネルの管理は極めて複雑です。ベンダーごとのカバレッジ エリア分担をできるだけ明確にすることで、管理しやすくなります。ベンダーが
混在していると、2 つのシステムがエアスペースとチャネルで競合を起こすことがあります。

もちろん、ネットワークの境界は直線ではありません。しかし、できるだけ明確に線を引くようにしてください。できれば、ユーザーの動
線に沿った実際の地理的条件に基づいて境界を決めます。たとえば、建物、大きな建物のウイング、屋内サービスと屋外サービスの間の移
動のネットワーク境界を定義します。 

作業の開始にあたっては、予測型サイト調査プランニング ツールの使用を検討してください。新規ベンダー インフラストラクチャが既存
ネットワークの拡張である場合は、考慮すべきレイヤー 1 の境界は少なくなります。一方、既存のロケーションでインフラストラクチャを
入れ替える場合は、いくつか考慮すべき事柄があります。ビルディング/施設/ロケーション全体を一度に移行しますか？大きな建物です
か？段階的に移行する必要がありますか？AP の場所を変更しますか？変更する場合、ケーブルはありますか？AP を同じ場所に配置できま
すか？できない場合、新規配線によって、どのような混乱が起こりますか？ 

レイヤー -1 チェックリスト 
 � 既存の現場調査を見直します。必要であれば、新たに調査を実施します。
 � 提案されている AP の配置場所に配線がすでにあるかどうかを調べ、既存の配線を再利用できるかどうか、または配線を追加する必要があるか
どうかを判断します。  

 � 現場調査を実施せずに現在の AP のロケーションを再利用する場合、テクノロジーをアップグレードし、ベンダーを変更する際には注意が
必要です。 

 � 物理的な交換が完了する時期を決め、許容できる中断の程度を判断します。可能であれば、休暇中または週末が理想的です。 

 � 屋外での導入による影響を慎重に検討します。 

 � ネットワークや電源の正確な位置を見直します。
 � 樹木その他の障害物に注意します。落葉している冬季に実施された調査は、葉が生い茂っている春季には該当しないかもしれません。
 � 双方向 (セクター化された) AP が必要かどうかを判断します。 

 � 学年度を通して条件がどのように変わるかを慎重に検討します。
 � これは、屋外だけの考慮事項ではありません。たとえば、学生が家具を動かしたときに AP を遮ってしまうかもしれません。
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エリア境界の再調査 
これで OSI ネットワークの各レイヤーにおける WiFi 考慮事項を検討し終わりました。ここで、プロジェクト開始時に定義した境界を再検
討します。レイヤー 1 ～ 7 を分析した後、元の境界マップはそのまま使用できましたか？変更が必要なエリアはありましたか？

エリア境界再検討のチェックリスト 
 � 複数のベンダー間に定義した境界線を見直します。
 � 複数の SSID 間の境界線を見直します。
 � ベンダー、SSID、サービス エリア間のローミングの問題を最小限にすることを目標に、AP の配置を再び慎重に検討します。

RUCKUS CLOUDPATH ENROLLMENT SYSTEM 
キャンパス ネットワークのベンダー移行は、短期間で複雑になる可能性があります。しかし、セルフサービスの証明書ベース オンボー
ディングおよびポリシー プラットフォームを使用すると、複数のベンダー インフラストラクチャの間を行き来することに関連する複雑さ
の多くを取り除き、ユーザーと IT の両方にとって移行プロセスをより円滑に進めることができます。

ラッカスの Cloudpath Enrollment System (ES) は世界中の何百もの高等教育機関によって使用されており、セキュアなセルフサービス オン
ボーディングとポリシー コントロールを提供しています。EAP-TLS を使用する WPA2-Enterprise という WiFi セキュリティの業界標準を
使用し、包括的な証明書サービスを提供して、パスワードとアクセスに関するユーザーの手間を省きながら、一方で、IT によるデバイス
とポリシーの管理を簡素化します。Cloudpath は完全にベンダーにとらわれないプラットフォームであり、ネットワーク移行とマルチベン
ダー インフラストラクチャ管理のための強力で、費用効果の高いツールを提供します。Cloudpath のメリット: 

• 自動化されたオンボーディング:  ユーザーは、該当するすべてのキャンパス ネットワーク用にデバイスを自動プロビジョニングするセルフ
サービス ポータルに毎日 24 時間アクセスできます。これには、複数のベンダーによる有線/無線インフラストラクチャが含まれます。 

• 証明書インフラストラクチャ:  ポリシーで有効化される証明書によって、ユーザー、デバイス、ポリシーは、キャンパス内のどこでもパ
スワードなしで結合されます。

• デバイスの完全な可視化:  IT チームは、ネットワーク上のすべてのデバイスについて、「誰が、何を、なぜ」を追跡できます。 

• 強力なセキュリティ:  Cloudpath では、EAP-TLS を使用する WPA2-Enterprise というネットワーク セキュリティの業界標準を使用しま
す。ハッキングされたことは一度もありません。 

• 強力なポリシー コントロール:  ユーザー、グループ、デバイスその他に基づいて、VLAN、ACL、およびポリシーを定義できます。これ
により、学生ごと、部屋ごとの VLAN を用意し、詳細なデバイス制御を行うことが格段に簡単になります。  

• 広範なデバイス サポート:  Cloudpath では、iOS、Android、ChromeOS、Mac OS X、Windows、Linux を含め、実質的にどんなユー
ザー デバイスにも対応します。 

• 安定した WiFi:  パスワードから証明書に移行することによって、パスワードに付随する接続中断や再ログイン、さらにこうした問題か
ら派生する膨大な数のサポート コールをなくせます。 

• 簡素化されたポリシー:  Cloudpath では、ユーザーのデバイスを一度に複数の SSID に登録することで、位置ベースのポリシーを適用す
ることが簡単になります。

Cloudpath プラットフォームの中心には、高度に柔軟でありながら簡単に理解できるポリシーを管理者が定義できるセルフサービス オン
ボーディング ポータルがあります。ユーザーは、キャンパス到着時、または到着前に自宅からでもオンボーディング ポータルにアクセス
して、デバイスを登録できます。授業が開始する前に学生にポータルへのリンクを送信しておけば、学生はすべてのデバイスを登録し、
キャンパスに到着した途端に自動的に接続できます。  

一度限りのデバイス登録プロセスの後は、その学生にとって WiFi　は「当然のように動作」します。(ヘッドレス デバイスも含め) デバイ
スは自動的に接続されます。スプラッシュ ページ、ログインの繰り返し、覚えておかなければならないパスワードはありません。デバイ
スは、証明書が有効期限切れになるまで完全に認証されたままになります。定義したすべてのポリシー用に自動的に構成され、IT がデバイ
スを操作する必要はまったくありません。どこにいるか、どのベンダーのインフラストラクチャを使用しているかにかかわらず、ユーザー
はシームレスな体験を得ることができます。 

https://www.ruckuswireless.com/products/smart-wireless-services/cloudpath


移行を成功させるための最初のステップ 
キャンパス ネットワークは複雑ですが、ベンダー移行はさらに複雑です。しかし、戦略と目標を明確に定義し、ネットワークでサポートす
るすべてのサービスへの影響を系統立てて検討することで、ユーザーやスタッフに負担をかけずに新しい WiFi インフラストラクチャのメ
リットを活用できます。 

Ruckus Cloudpath その他のラッカス製品の無料のお試しを請求する方法については、以下のサイトをご確認ください。 
https://www.ruckuswireless.com/ja/request-a-demo 

ラッカス システムの専門エンジニアへのご相談や現場調査については、info@ruckuswireless.com までメールでご連絡ください。

キャンパス ネットワーク ベンダー移行について詳しくは、ウェビナーを視聴してください。 
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