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あらゆる企業が Wi-Fi を利用するようになり、エンタープライズ ネットワークへの負荷が高ま
っています。これまで以上の高速性と Wi-Fi 機能の向上がネットワークに求められています。

個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）によるアクセスから、ビデオなどの帯域幅を大量に消
費するアプリケーションの増加まで、あらゆる業界に影響するさまざまな課題があります。

帯域幅の需要増加と速度への要求に対処するため、IEEE は次世代 Wi-Fi である 802.11ac 
を開発しました。802.11ac 規格の第 1 世代では、3 つの点でパフォーマンスを 802.11n よ
り向上させています。さまざまな機能強化を実現した 802.11ac には次の特長があります。

• チャネル幅の拡張：802.11n の40MHz よりも拡張された、80 MHz チャネル幅。チャネル
幅が広ければ、帯域幅が増加します。

• 空間ストリームの増加：802.11ac 規格では最大 8 つの空間ストリームを使用できます
が、802.11n では 4 つのみです。

• 混雑していない 5 GHz 帯域の利用：今日の Wi-Fi のほとんどは 2.4 GHz 帯域を使用し
ているため、クライアントが相互に干渉しやすい状態です。 
2.4 GHz 帯域は 5 GHz 空間よりも利用可能なチャネル数が少ないという面もあります。

このような強化機能を実装した 802.11ac は、先行する Wi-Fi 規格である 802.11n の優れ
た点を取り入れ、さらに改良されています。この改良による全体的な結果として、Wi-Fi ネッ
トワークの接続性が著しく高速化し、エンド ユーザのエクスペリエンスの向上を実現できま
す。802.11ac をサポートするワイヤレス ネットワークへの接続で、ユーザは有線なみの高
速性を実感できます。速度の向上により、クライアントがネットワークとやりとりする時間は大
幅に短縮されます。これにより、802.11ac クライアントのバッテリ駆動時間は伸び、その他
のレガシー デバイスに空間の通信時間を割り当てることができます。

全体的には、802.11ac の持つメリットと信頼性によって、ワイヤレス ネットワークの今後の
利用方法が一変します。しかし、多くの先進的なテクノロジーの例にもれず、導入は段階的に
進むでしょう。さまざまな企業や組織がワイヤレス ネットワークを特有の手法で利用し、さま
ざまな要件とそれぞれのニーズに専用設計されたアプリケーションを抱えています。これを念
頭に置いて、802.11ac がこのような業界の中でどのように使われるのかを見ていきましょう。

医療

ほとんどの企業では、信頼性の高いワイヤレス ネットワーク上で帯域増加への需要が望ま
れています。特に医療分野では、Wi-Fi がミッションクリティカルな用途に使用される場面
が増えています。この例として、心臓画像診断や放射線画像診断、遠隔医療、電子カルテ、携
帯型スキャナ、VoIP があります。このようなアプリケーションを途切れることなく安全に実行
するため、医療業界では高性能で高機能の、どこでも使えるワイヤレス接続を必要としてい
ます。

802.11ac ではあまり混雑していない 5 GHz 帯域を使用するので、干渉が減少し、医療アプ
リケーションを医師のタブレットまで無理なくストリーミングできます。802.11n の 3 倍の
速度を誇る 802.11ac は、シームレスな接続を即座に確立し、802.11ac クライアントのバッ
テリ駆動時間も最適化されます。医療機関では、放射線画像診断や心臓画像診断用の巨大
な画像ファイルを直接患者のベッドサイドにストリーム配信できるので、現在のように特別
な画像診断室を使わなくても済みます。そして、802.11ac によるキャパシティの改善により、
医師と患者の間のテレプレゼンスおよびビデオ アプリケーションでは、信頼性の高いパフォー
マンスを発揮できます。
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高等教育機関

802.11ac クライアント デバイスの普及とともに、802.11ac をネットワークに追加する要求
は高まっています。特に高等教育機関においては、一般に学生は最新のガジェットやテクノ
ロジーを最初に導入する層であるため、802.11ac 対応ラップトップ、スマートフォン、タブレ
ットがキャンパスに持ち込まれます。こういったデバイスをネットワークに接続したいという
要望が、教育機関の IT 担当者が第 5 世代 Wi-Fi である 802.11ac を学内ネットワークで
サポートする理由の 1 つになっています。

 802.11ac クライアントの普及以外にも 802.11ac をネットワークに導入する理由はあり
ます。多くの高等教育機関のネットワークでは、ワイヤレス ネットワークの使用量は同時接
続を含めて、劇的に増加しています。このため、帯域幅と接続の要求に対処するため、より多
くのアクセス ポイントを導入する必要性が生じています。802.11ac を導入することで、高
速データ レート、拡大されたチャネル、より効率的な変調によって、増大する要求に対処で
きます。高速化によって、802.11ac クライアントがネットワークとやりとりする時間を短縮で
き、その他のクライアントにワイヤレス通信時間を割り当てられます。802.11ac は帯域幅の
ニーズを解決し、Wi-Fi ネットワークを全体的に効率化します。

K-12 教育（幼稚園から高校まで）

K-12 教育でも、多くの典型的な組織と同様のニーズを抱えています。授業でビデオが使用
される機会が増え、帯域幅の要求が増大しています。コラボレーション型の授業では、毎日の
授業を国内または国外からビデオでストリーム配信しており、普及が進んでいます。それらの
授業プランで、ラップトップ、タブレット、その他の Wi-Fi 接続デバイスを追加して使用するこ
とも増加しています。K-12 の IT 部門がこのような需要に 802.11ac で対応できれば、これ
らの用途やその他の用途に必要な帯域幅を追加できます。
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サービス プロバイダー

サービス プロバイダーが 802.11ac から得る最大のメリットは、ホットスポット関連でしょ
う。ホットスポットはサービス プロバイダーにとって好まれるソリューションとなっていま
す。ユーザは Wi-Fi ネットワークを使用するためにサブスクリプション料金を支払い、これ
が収益源となるからです。ホットスポットは、3G または LTE ネットワークを使わなくても 
Wi-Fi ネットワークへのデータ フローの負荷を軽減する手段にもなります。802.11ac を
ホットスポットに導入することで、サービス プロバイダーは競合他社との差別化を図れま
す。802.11ac デバイスが次 と々登場して市場にあふれてくると、消費者は少し価格が高くて
も新しい 802.11ac 対応デバイスまたはラップトップを購入して、より広い帯域幅を利用し
たいと考えるでしょう。ホットスポットのお客様は、Netflix や Hulu Plus などの広帯域アプリ
ケーションをより快適に使用でき、サービス プロバイダーはサービスに割増料金を請求する
ことで収益を増加できます。さらに、802.11ac によって 5 GHz への移行が続けば、多くのホ
ットスポット導入でよく使用されるためにすでに混み合っている 2.4 GHz 帯域の輻輳が軽
減されます。802.11ac を使用して、サービス プロバイダーはより効率的なネットワークでよ
り広い帯域をお客様に提供でき、収益の増加を実現できます。

要約
802.11ac の導入には、ワイヤレス ネットワークを使用するユーザにとって多くのメリット
があります。しかし、ネットワークで広帯域機能が強化されるのに伴い、検討すべき問題が増
えることにも注意してください。お使いの企業ネットワークが小規模や中規模であろうと、ミ
ッション クリティカルな接続が必要な大規模なネットワークであろうと、企業向けワイヤレ
ス ネットワークのリーダーとして、シスコは包括的な 802.11ac ポートフォリオを提供して、
ワイヤレス ネットワークの信頼性を失うことなく、802.11ac のメリットを実現します。Cisco 
Aironet 3700 シリーズ アクセス ポイント、Aironet 2700 シリーズ、および Aironet 1700 
シリーズには、内蔵の 802.11ac 無線機能が搭載されおり、無線接続のニーズに適合する
ように設計されています。またシスコは、屋外スタジアム、ショッピング モール、大学やキ
ャンパスの屋外地に導入されるような、Aironet 1570 シリーズなどの 802.11ac ベース
の屋外アクセス ポイントも提供しています。Cisco 802.11ac ポートフォリオおよび High 
Density Experience（HDX）テクノロジーを利用すると、ネットワークの信頼性を維持しなが
ら、802.11ac の能力を活用できます。

詳細については、www.cisco.com/jp/go/80211ac をご覧ください。

http://www.cisco.com/go/ap3700
http://www.cisco.com/go/ap2700
http://www.cisco.com/go/ap1700
http://www.cisco.com/go/ap1700
http://www.cisco.com/go/ap1570
www.cisco.com/go/80211ac

