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White Paper

Wi-Fi 6導入を検討するにあたって
802.11axについて考察する

ネットワークエッジには多くの革新的な技術とソリューションが導入されてい る一
方で、次世代のWi-Fiに強い関心を集めている人はほとんどいません。世界中には
90億台以上のデバイスが存在し、毎年30億台以上増えています。Wi-Fiは、家庭、
職場、レジャーシーンなど、私たちの生活のあらゆる分野に浸透しています。現在
では、多くの人はWi-Fiを電気や水と同じような生活に必需のものと見なしていま
す。Wi-Fi回線のない学校、病院、スタジアムは、それぞれ教師、ベッド、選手が
いないことに匹敵します。

Wi-Fi: 人間の経験と24時間/365日のネット接続が融合する場所

今日の人々は、物質的な商品よりも記憶に残る経験を重視する傾向があります。こ
れは経験経済の台頭によるもので、人々の生活へのプラスの影響を強調することに
よって商品やサービスを販売するというパラダイムです。1 スポーツイベントに参加
したり、ホテルに泊まったり、ストアで買い物をしたり、大学で勉強したりすると
き、消費者は個人的な旅の経験を得ることに期待を寄せています。外観や操作感か
ら機能や利点（Wi-Fiを含む) まで、細部がすべて考慮されます。

デジタルトランスフォーメーションがすべての業界に浸透しているため、24時間
365日の接続性に対する需要は高まっています。インターネットは便利なツールか
ら、仕事と生活に必須のコンポーネントの統合に移行しました。オフィスでは、モ
バイルデバイス、タブレット、ラップトップなどが一般的に採用されており、従業
員はいつでもどこでも仕事ができるようになることを期待しています。自宅でピザ
を注文したい場合や食料品の買い物に行く時間がない場合は、数本の指でスワイプ
するだけで解決できます。

1 Localist.(2016年11月14日).What is the Experience Economy? 2019年6月11日、以下より抜粋：https://www.localist.com/blog/experience-economy/
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業界全体でWi-Fiに人間性を吹き込む 

技術者たちの創意工夫により、人工知能、機械学習、ロボット工
学、ビッグデータ、IoTなど、かつては夢のように思われた無数
の未来的な機能がもたらされました。今日、テクノロジーは単な
るビジネスの構成要素のひとつではなく、ビジネスそのものです。
情報への可用性、利便性、または速度を向上させるかどうかにか
かわらず、テクノロジーへの依存は、私たちが行くすべての場所
で明白です。人間、アプリケーション、およびエクスペリ エンス
はすべて、接続する能力に依存しています。常にオンになってい
るデジタル文化はテクノロジーと接続性に支配されていますが、
目標は業界全体で新しい人間体験を変えて提供することです。

デジタルトランスフォーメーションが加速していけ
ば、 Wi-Fi 6が身近になる 

Wi-Fiが私たちの生活に重要な役割を果たしていることは明らか
です。課題は業界によってわずかに異なりますが、要点は同じ
です。Wi-Fiは極めて重要な存在となりました—そして次世代の
Wi-Fi技術はすでに用意されています。ワイヤレスを先行してデ
ジタル変革を加速する時が来ました。 

Wi-Fi 6または802.11axは、最新世代のWi-Fiである高効率ワイヤ
レスです。旧世代のWi-Fiが単一のデバイスのスループットに焦
点を当てていたのに対し、Wi-Fi 6は高効率ワイヤレスであり、単

一のクライアントではなく、システム全体をより活用できるよう
に設計されています。ネットワークOEMや企業がWi-Fiの展開で
直面している問題のほとんどは効率に関連しているため、タイミ
ングを改善することはできません。これはWi-Fi 5または802.11ac
に依存することの短所です。

「効率化のために私たちが期待するのは、アップリン 
クであろうとダウンリンクであろうと、チャネル上で一
度に複数の伝送を行うことです。Wi-Fi 6は明らかに
正しい方向への第一歩です。現時点で必要なのは高
い効率です。」

Perry Correll、Extreme Networks製品マーケティン
グ 担当ディレクター

Wi-Fi 6について知っておくべきこと 
ハイプ・サイクルは、技術の進歩の開始から始まります。特定の
技術問題に対する万能薬の見込みはメディアに取り上げられ、当
然、それを見聞きした人々は興奮します。Wi-Fi 6は、企業のワイ
ヤレスへのニーズを満たすのに適切な位置にありますが、 テクノ
ロジーのほとんどが既に他のワイヤレスサービスで使用されてい
ることに注意してください。これは新しいものではありま せん。

Wi-Fi 6の現状 

企業がWi-Fi 6を評価する際に重要なのは、どのコンポーネントが
有用で、どれが誇大広告であるかを理解することです。適切に実
装すれば、11axは、高密度ネットワークだけでなく、すべてのネ
ットワークと組織にプラスの影響を与える可能性が非常に高くな
ります。ただし、テクノロジーの意思決定者は、テクノロジーが
ビジネスの将来をすぐに後押しすると仮定すべきではありません。
これは、プロトコルの効率を向上させるインクリメンタルテクノ
ロジーであり、高いクライアント密度とアプリケーションパフォ

ーマンスの処理を改善します。

「 11axは漸進的な技術であって、革命的な技術ではあ
り ません。効率性の向上に関わる、もう 1つのパズル
のピースを提供するものです」

Perry Correll、Extreme Networks製品マーケティン
グ 担当ディレクター

802.11axの規格 

802.11ax規格の承認は2020年初頭に予定されています。ただし、
正確な時期はまだ不明です。最も重要な変更は、改正の初期草案
で行われることに注意してください。規格の開発に伴い、サイズ
と範囲の変更が減少するため、802.11ax規格への主要な変更が導
入される可能性は低くなります。現実的には、今後の変更は小さ
なものであり、ソフトウェアの更新のみが必要になる可能性があ
ります。

企業は、投資が確実に実を結ぶように、初期の802.11axソリュー
ションの購入には引き続き慎重に検討すべきでしょう。現在生
産されているネットワーキング製品は、批准された規格を反映
するとメーカー各社が判断するものに基づいています。製品に

「Wi-Fi 6」または「認定製品」（Certified）等の表記があるの
を確認することが最善です。「準拠」（Compliant）または「互
換」（Compatible)と表示されている製品は、Wi-Fi Allianceに
よって認証されていない恐れがあることを認識する必要がありま
す。複数のインフラストラクチャ市場に急速に展開しているベン
ダーには、主要なWi-Fi 6要件であるOFDMAアップリンク機能が
ありません。

歴史的に、インフラストラクチャのベンダーは、競合他社を上回
るために最初に市場に参入する傾向があります。一方で、Wi-Fi 6
は新世代の製品の1つのコンポーネントにすぎず、新世代の電話機
やその他の種類のデバイスの採用が主な理由ではないため、ク ラ
イアントベンダーは技術の実装が遅くなります。802.11ax規格の
公式ステータスにもかかわらず、複数のインフラストラクチャベ
ンダーがすでに11axアクセスポイントを提供していますが、クライ
アントはまだ少数しか存在しません。
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Wi-Fi Allianceの認定

Wi-Fi認定プロセスは、Wi-Fi認定機器との相互運用性を確認する
ためにデバイスのさまざまなサンプリングを使用して新製品がテ
ストされたことを検証するので、非常に重要です。IEEE 802.11ax
規格の批准は2020年初頭を対象としていますが、Wi-Fi Alliance
はこの時点で規格の技術要件を確立しているため、最終的な規格
批准の前にWi-Fi 6認定を開始します。

「Wi-Fi CERTIFIED™は、相互運用性、セキュリティ、 
およびさまざまなアプリケーション固有のプロトコ
ルに関する業界で認められた基準を満たしていること
を示す、製品の国際的に認められた承認シールです」

Wi-Fi Alliance4

802.11ax規格の最も重要な機能が選択され、すべてのベンダー製
品に対して測定され、標準的な方法で接続が確認されます。認定
の発行準備が正式に行われた後、ベンダーはWi-Fi Allianceの認
定テストラボで相互運用性テストを受けます。ベンダーの製品が
テストに合格すると、認定とWi-Fi認定ロゴを使用する権利が付
与されます。

明確化のために、IEEEが規格を作成します。Wi-Fi Allianceは作
成しません。Wi-Fi Allianceは一般人の集団ではなく、業界の専
門家からなるタスクグループが意思決定を行い、相互運用性を検
証することを促進するベンダーのグループです。Allianceは、新
しい11axベンダー製品と相互運用する必要があるIEEE標準の主要
なコンポーネントを特定します。

11ax vs 11ac 
802.11acは、当初からうまく機能している堅実なWi-Fi規格で
す。Wi-Fiの次の進化である802.11axは、このテクノロジーに基づ
いて構築されていますが、いくつかのバリエーション、拡張機能、
および新機能があります。802.11acは、1.3Gbpsの理論上の最大
速度でパフォーマンスの改善を確実に達成しました。5

今日の状況を見ると、需要は指数関数的に増加しており、新しい
効率の向上が求められています。802.11axは、最も密度の高い環
境でも輻そう状態を緩和するように設計されていますが、IoT展
開の最適化からビデオ会議のキャパシティの増加に至るまで、企
業に他の多くのサポート上の利点をもたらします。 

OFDMA

モバイルデバイスとデータを大量に消費するアプリケーションの
普及により、Wi-Fi容量に対する飽くなき要望が出ています。こ
れは、多くのWi-Fiデバイスが同じ電波を争う教室、講堂、寮など
のユーザー密度が高い環境では悪化します。802.11axは、これら
の困難な環境に対処するためのいくつかの新しいテクノロジーの
基礎的要素を導入しています。これらの中で最も重要なのは、ア
ップタイム/ダウンリンクのリソーススケジューラであるOFDMA
です。これは、通信時間の使用率を管理し、スペクトル効率を向
上させるように設計されています。

直交周波数分割多元接続（Orthogonal Frequency Division 
Multiple Access、OFDMA）は、RFチャネルを複数の方法で動
的に分割できる方法です。たとえば、リソースユニットと呼ばれ
る新しい機能を活用して、20 MHzチャネルを9つの異なる方法で
切り分けることができます。これにより、最大9人のクライアント
が同時にアップリンクまたはダウンリンクで通信できます。

OFDM

OFDMA

user 1
(video)

user 2
(voice)

user 3
(data)

airtime eciency

OFDMAは、少なくとも2007年以降に他の無線技術で使用されて
おり、直交周波数分割多重方式（OFDM）の拡張であり、単一の
キャリア周波数を使用して単一のキャリア周波数をサポートする
のではなく、20 MHzなどのRFチャネルを使用し、複数のユーザ

ーを同時にサポートするためにチャネルを細分化します。6

理論上、OFDMAを使用すると、最大74のクライアントが各チャ
ネルを共有でき、各チャネルでブロードキャストとリスニングを
切り替えることはできません。実際の使用では、同時通信 

通信時間の効率 

ユーザー1
(動画)

ユーザー2 
(音声) 

ユーザー3 
(データ)

4 Wi-Fi Alliance.(n.d.).Certification.2019年6月11日、以下より抜粋： https://www.wi-fi.org/certification

5 Weinberg, N., & Network World from IDG.(2018年2月27日).What is 802.11ax Wi-Fi, and what will it mean for 802.11ac.以下より抜粋：  
https://www.networkworld.com/article/3258807/what-is-802-11ax-wi-fi-and-what-will-it-mean-for-802-11ac.html

6 Network World from IDG, & Thornycroft, P. (2018年10月18日).Why is OFDMA a Magical Feature in the 802.11ax Standard? 2019年6月11日、以下より抜粋：  
https://www.networkworld.com/article/3315056/why-is-ofdma-a-magical-feature-in-the-802-11ax-standard.html

https://www.wi-fi.org/certification
https://www.networkworld.com/article/3258807/what-is-802-11ax-wi-fi-and-what-will-it-mean-for-802-11
https://www.networkworld.com/article/3315056/why-is-ofdma-a-magical-feature-in-the-802-11ax-standard
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の数ははるかに少なくなりますが、実際の合計数は未定となっ
ています。エンドユーザーの観点から見ると、ネットワークは
802.11acよりも輻そうがかなり少ないように見えます。

OFDMAを使用して多数の小規模送信を行い、それらを並行して
送信する機能は、効率性の大きな要因です。さらに、40MHzま
たは80MHzなどのより広いチャネルに適用できます。現在の業
界は主に20 MHzチャネルに焦点を当てており、システム全体の
キャパシティを駆動させるために、また全体のプロットごとにそ
れを細分化しています。メディア全体で頻繁に公表されているよ
うに、長期的な目標は4倍速くなりますが、この増加は時間の経
過とともに徐々に発生します。

POE要件の変更 

802.11axの登場により、アクセスポイントに関してより高い電力
レベルが必要になります。802.11axアクセスポイントはパフォー
マンスが高いため、より多くのアンテナ要素を持ち、より多くの
デバイスとより大きなトラフィック負荷を処理します。その結果、
消費電力が増加します。さらに、Wi-Fi 6はキャンパスエッジの
接続に影響します。

4x4アーキテクチャを備えるWLANベンダーの大半は、802.3af 
（POE）でのサポートが制限されている802.3at（POE +）を推奨 

します。8x8アーキテクチャまたは他のサービスをサポートする
いくつかのベンダーは802.3btを必要とし、一部のベンダーはAP
へのデュアルPOE電源さえ必要とします。 

11axアクセスポイントによって生成される帯域幅の需要が増加す
ると、現在の有線エッジが飽和し、ポート速度のアップグレード
が必要になる可能性があります。アクセスポイントの選択時にデ
ューデリジェンスを実行し、APの選択によって既存のエッジスイ
ッチの大幅なコストのかかるアップグレードが必要になる可能性
があるため、電力要件を確認することが最善の方法です。

MU-MIMOとアンテナ各種: 4x4設計と8x8設計の違い

802.11ax規格のリリースが近づくにつれ、マルチユーザー、マル
チ入力、マルチ出力（MU-MIMO）がより一般的になることが考
えられます。MU-MIMOは、802.11acで最初に提供されたワイヤ
レステクノロジーであり、エンドポイントデバイスとルーターで
サポートされています。これはMIMOの拡張機能であり、元々は
送受信のためにワイヤレスルーターのアンテナ数を増やし、ワイ
ヤレス接続の容量を改善するために設計されました。7

周波数は接続を均等に共有する個別の単一ストリームに分割され
ます。MU-MIMOルーターには2x2、3x3、4x4のバリエーション
に、新しく8x8が加わりました。

ベンダー各社は、11axチップセットを選択する際にそれぞれ異
なる手法を採用しており、アンテナアーキテクチャは大きな違
いの1つです。4x4アーキテクチャをサポートするチップもあれ
ば、 8x8アーキテクチャをサポートするチップもあります。潜在
的なネットワークパフォーマンスや容量制限に実際の違いはあり
ません。唯一の違いは、MU-MIMOネットワークでの動作に適用
され、8x8は4x4の2倍の空間チャンネルを提供する点です。ただ
し、クライアントでは完全な8x8 MU-MIMOサポートは想定され
ておらず、11ax Wave2まで完全なMU-MIMO認定は予定されてい
ません。それまでの間、8x8 APはより高価で、PoE+以上の非常
に大きな電力を必要とし、実際にはパフォーマンスは向上しませ
ん。

容量と効率の向上 

前世代のWi-Fiはパフォーマンスの向上に対応していましたが、 
802.11axはより大きな容量に対応しています。より多くのデバイ
スを同時にサポートし、利用可能なスペクトルをより効率的に使
用します。802.11axでは、さまざまな種類のトラフィック（高帯
域幅のビデオ、音声、低帯域幅のIoTトラフィックなど）をまと
め、より効率的な転送を実現できます。

荷物の出荷に例えると、品物（トラフィック）ごとに小包を個別
に出荷する代わりに（多くの場合、各小包には空き容量がありま
す）、すべての品物を1つの小包にまとめて出荷することで効率を
高めます。

最適化されたIoTサポート 

802.11axは柔軟なチャネルサイズとリソースユニットをサポート
するため、オペレーターは世界中のWi-Fiネットワークに接続する
無数のIoTデバイスに対応するために、より効率的なIoTサポート
とより良いスケールを提供できます。また、低データ速度を必要
とするIoTデバイスは、ナロー専用チャネルを使用することで電力
を節約できます。

802.11axはTarget Wake Time（TWT）もサポートもしており、
これはクライアントのバッテリー寿命を改善するIoTデバイスに
対して非常に有用です。TWTは802.11hで初めて提案されました。
各クライアントのために予定ウェイク時間を指定する802.11ax
クライアントと802.11ax AP間で予想されるトラフィックのアク
ティビティに基づくネゴシエーションポリシーを使用し ていま
す。802.1ax IoTは、他のクライアントがより長い期間を「スリー
プ」することが可能で、バッテリー寿命を延ばすことが できます。

デュアル5 GHzの機能 

APのデュアル5Ghz機能は、ソフトウェアで構成可能な無線とも
呼ばれ、APの両方の無線が5GHz帯域で同時に動作できるよう に
します。これにより、APは2.4GHz帯域で5GHzで利用可能な追

7 Network World from IDG, & Shaw, K. (2018年1月26日).What is MU-MIMO and why you need it in your wireless routers.2019年6月13日、以下より抜粋：  
https://www.networkworld.com/article/3250268/what-is-mu-mimo-and-why-you-need-it-in-your-wireless-routers.html

https://www.networkworld.com/article/3250268/what-is-mu-mimo-and-why-you-need-it-in-your-wireless-ro
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加のスペクトルを利用できます。また、Wi-Fiインフラストラク
チャは、通常80/20%の範囲にある5GHz/2.4GHzクライアントを
ミックスさせることでより密接に一致することにより、ネットワ

ークを最適化できます。

Wi-Fi 6環境での使用に適用される場合、「クライアントステア 
リング」のテクノロジーにより、５GHｚ帯域で動作する2つの
無線ラジオはクライアントの種類を分離できます。その結果、す
べてのWi-Fi 6クライアントを1つの無線ラジオにグループ化し、
非Wi-Fi 6クライアントを他の無線ラジオとグループ化すること
で、両方の環境の動作を最適化できます。さらに、MU-MIMOを
使用すると、4x4アーキテクチャのデュアル5GHzで動作する2
つの無線のパフォーマンスは、クライアントの空間分離要件によ
り、8x8で動作する単一の5GHz無線の性能を上回ります。

デュアル5 GHzはWi-Fi 6のコンポーネントではありませんが、ネ
ットワークパフォーマンスを最適化します。

802.11axはどのようにWi-Fiの欠点を

補うか 
802.11axは確かに新しい機能をテーブルにもたらしますが、では
企業のWi-Fi導入に伴う痛みをどのように軽減するでしょうか？ 

世界中の学校、スタジアム、家、ホテル、空港で、人々は1人で
複数のデバイスを使用してネットワークに接続しています。そし
て場合によっては、なぜワイヤレスの通信速度が遅いのか疑問に
思うこともあります。「ハイパーコネクテッド」な世界に生きる
私たちのテクノロジーへの依存度、ひいてはWi-Fiへの依存度は
高まり続けています。以下は802.11axが効果的に排除できる主な
Wi-Fiの課題です。 

Wi-Fiコンテンション 

ネットワーク環境の競合が激しい場合、多くのクライアントは
アクセスを待機せざるを得ません。11nから11acへの進歩によって
Wi-Fi速度はより高速になりましたが、それ自体の競合は減少し
てません。Wi-Fi 6はOFDMAを介して競合を解決するように設計
されています。前述の通り、アップリンクであろうとダウンリン
クであろうと、チャネル上の複数の同時送信は効率を大幅に向上
させます。

アプリケーションのパフォーマンス

アプリケーションパフォーマンスの向上は、OFDMA採用の結果
として得られるもう一つのWi-Fi 6の利点です。リアルタイムの
音声サービスおよびマルチメディアサービスが大幅に強化されて
います。

チャネルを細分化すると、小さなフレームを使用するアプリケー
ションを同時に複数のエンドポイントに送信できます。これによ
り、レイヤー2のオーバーヘッドと輻そうが軽減され、アプリケー
ションのパフォーマンスが効果的に向上します。

ネットワーク効率の向上-容量を超える速度

Wi-Fi 6の主な利点が速度に関するものであるというのは正確で
はありません。むしろ、Wi-Fi 6には、高密度のネットワーク展
開で容量を増やして待ち時間を短縮するように設計された機能が
多数含まれます（Wi-Fi Alliance）。8 高速化の可能性があるとい
うのは、当然肯定的な結果です。

5GはWi-Fiの代わりにはならない 
Wi-Fiはエンタープライズ向け接続回線の定番です。Wi-Fi NOW
のClaus Hettingが詳しく述べているように、「無線通信のスイス
アーミーナイフであり、ほぼすべての種類のデバイス、展開、市
場、またはユースケースをサポートできます」。9 

大半のデバイスの、デフォルトのワイヤレステクノロジーであり、
すぐに変更されることはありません。 

多くの点で、Wi-Fiは90年代のイーサネットテクノロジーに似て
いて、ちゃんと機能します（it just works）。90年代半ばから21
世紀の初めにかけて、高度な機能を備えた新しい有線技術が登場
しました。Frankly、Token Ring、FDDI、ATM、これらはいず
れもイーサネットに対して技術的な優位性がありましたが、これ
らのテクノロジーがイーサネットに取って代わることはできませ
んでした。

「 20年以上にわたり、Wi-Fiはエンタープライズ接
続 の中心的存在であり、それは今日でも続いていま
す。その遍在性により、ワイヤレスのエコシステムが
拡大し続けても、Wi-Fiは、 5G、 CBRS、その他の
次世代ワイヤレスイノベーションなどと共存する、か
けがえのないコアインフラストラクチャとなり、人、
テクノロジー、コミュニティをつなぐことができま
す。」

Perry Correll、Extreme Networks製品マーケティン
グ 担当ディレクター

8 White paper: High performance, next generation Wi-Fi.Wi-Fi Alliance.2018.2019年6月11日、以下より抜粋：  
https://www.wi-fi.org/downloads-registered-guest/Wi-Fi_6_White_Paper_20181003.pdf/35680

9 Hetting, C. (2017, November 23).Our take: The future role of Wi-Fi vs. anything '5G' | Wi-Fi NOW Events.2019年6月15日、以下より抜粋：  
https://wifinowevents.com/news-and-blog/take-role-wi-fi-vs-anything-5g/

https://www.wi-fi.org/downloads-registered-guest/Wi-Fi_6_White_Paper_20181003.pdf/35680
https://wifinowevents.com/news-and-blog/take-role-wi-fi-vs-anything-5g/
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同様に、5GおよびCBRSワイヤレステクノロジーは、従来の有線
技術のように衰退することはありません。逆に、これらのワイヤ
レステクノロジーは、Wi-Fiと並行して、またはWi-Fiと連携して
動作する上で重要な役割を果たします。

5Gの複合コスト

さまざまなジョブにはさまざまなツールが必要であり、Wi-Fiと
5Gの両方が優れている分野は複数あります。Wi-Fiの最適な使用
例の1つは、増え続けるWi-Fi専用デバイスの接続です。高密度ネ
ットワーク環境では、すべてのデバイスにセルラーテクノロジー
を搭載することは意味がないように思われます。動画のストリー
ミングや大容量ファイルの転送など、帯域幅を集中的に使用する
ニーズがある組織の場合、Wi-Fiはより高速で信頼性の高い選択肢
です。5Gで同じことをやろうとすると、コストは天文学的に高く
なるはずです。5Gは、この種のユースケースでは費用対効果が高
くありません。

企業対キャリアの所有権 

Wi-Fiの他の利点は、必ずしもテクノロジー自体からもたらさ
れるのではなく、その所有権からもたらされることもあります。 
Wi-Fiを提供する組織は、独自のネットワークからリアルタイムで
分析的な洞察を得ることができます。これは、ネットワークの問
題が発生した時に原因を特定して解決するのに役立ちますが、実
際のビジネス価値を高めることもできるため、ITの観点から見る
と有益です。 

顧客に無料のWi-Fi回線を提供する小売業者は、生成されたデー
タの分析を使用して、買い物客にエンゲージして、サービスを最
適化できます。小売業者がモバイルキャリアを利用していて、そ
のデータを所有している場合、これは当てはまらず、分析が困難
になります。Wi-Fiの進化により、ネットワークを展開する人々
はセキュリティ体制を強化できます。また、Wi-Fi 6の前提条件で
あるWPA3などの新しい標準は、ネットワークを安全に保つため
の新しい機能をもたらしています。

CBRSと5Gの限界 

5Gに関する限りでは、セルラーテクノロジーほどのモビリティと
リーチを提供する他のテクノロジーはありません。セルラーテク

ノロジーは、家庭、企業、自動車、または通りを歩いている時に
も利用できます。セルラーテクノロジーはほぼ常に存在し、 5G
技術がもたらすさらなる進歩により、その価値は基本的な接続性
を超えて広がるでしょう。

5Gの欠点は、ラップトップやタブレットなど、電話機以外を対象
にしたサービスが大幅に不足していることです。さらに、企業向
けWi-Fiの代わりに5Gを使用しようとすると、宛先がローカルサ

ーバーであってもデータトラフィックがキャリアネットワー

クを通過することになるので、最適なソリューションではありま
せん。 そこで浮上するのがCBRS（Citizens Broadband Radio 
Service：市民ブロードバンド無線サービス）という選択肢です。 
CBRSは5Gサービスの無線エリアネットワーク（RAN）になると
予想されるため、5Gの競合相手ではありません。Wi-Fiに関して
は、その存在意義は5Gと似ています。CBRSは、本質的に屋内で
の使用が想定されており、共有ライセンススペクトルでのスモー
ルセル操作です。

上記の結果として、5Gは屋外のモビリティの分野を支配し続
け、CBRSは課題の多い屋内環境でより信頼性の高いセルラーサー
ビスを提供することになる見通しです。Wi-Fiは、そのシンプルさ
と経済的な展開機能により、企業およびホットスポットのワイヤ
レス市場を支配し続けています。さらに、将来的にはより多くの
スペクトル（6 GHz）の導入が期待されるため、速度が低下する
ことはありません。近い将来、すべてのテクノロジーが共存する
ことになるでしょう。

Wi-Fi、5G、およびCBRSにはそれぞれ、独自の技術と機能に固
有の価値提案と利点がありますが、これらは代替品では100%エミ
ュレートできません。しかし、場合によっては、別のテクノロジー
が合理的に許容可能なレベルのサービスを提供し、すべてのユー
スケースをサポートできるようになる可能性があります。将来、3
つのテクノロジーすべてを活用して、単一のワイヤレス インフラ
ストラクチャを設計する可能性があります。

Wi-Fi 6の購入のヒント 
Wi-Fi 6の評価プロセスでは、現在のアップグレードサイクルだ
けでなく、長期的なサイクルも考慮します。ほとんどのネットワ

ークは5〜7年持続します。アップグレードの時期が来たら、次の2
つの選択肢があります。11acか11axか。

11acは数年前から使用されている実証済みのテクノロジーであり、
新しいネットワークの存続期間にわたって同じレベルのサービス
を提供し続けます。反対に、11axクライアントは最近登場した技
術です。それでも、12〜18か月以内に、大量の11ax対応デバイス
がネットワーク上で一般的になるでしょう。その時点で、インフ
ラストラクチャによって提供されるネットワークの効率とパフォ

ーマンスの向上をサポートし活用することが実現可能になります。

多数の11axクライアントが参入する非常に特殊な垂直産業の場合
は、アップグレードを検討する必要があります。たとえば、新し
いChromebookへのアップグレードを計画している小中学校のシ
ステム部署で、選択する製品が11axである場合、クライアントをオ
ンボードするとすぐにメリットを享受できるため、11axインフラ
ストラクチャを評価することを推奨します。
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アップグレードサイクルがまだ終端に近づいていない場合、新し
い11axがリリースされているため、すべてのAPをリッピングして
交換しても費用対効果が高くないか、すぐにメリットを得られる
見込みがありません。購入方法を変更するなら、それだけ大きな
目的が必要です。そうしないと、メリットを享受できなくなる可
能性があります。

「当社の顧客は、サッカーの試合、 eスポーツトーナ 
メント、救急治療室、小売店、大学のキャンパスなどで、
今日のWi-Fi標準の制限を日々テストしています。そし
て、失敗があった場合やそれが間違っていた場合、そ
れは単に悪いエクスペリエンスを人に提供するだけで
なく、顧客を失うことになります。

Mike Leibovitz、Extreme Networks製品管理および
戦略担当シニアディレクター

規格と認証のステータスに関係なく、テクノロジーが設定されて
いることを忘れないでください。組織でWi-Fi 6の使用を検討して
いる場合、認定製品を購入したベンダーは安全に購入できます。

「認定可能」（Certifiable）が探すべきキーワードであることに
注意してください。一部のベンダーは、802.11ax製品を急遽市場
に送り出し、設計サイクルの早い段階で製造されたチップセット
を選択しました。これらの製品は、ソフトウェアの問題ではなく、
変更不可能なハードウェア上の問題があるため、Wi-Fi 6認定要
件を間違いなく満たしません。

産業全体のWi-Fi使用状況と課題

小売業

経営幹部の60%以上が、顧客体験を改善するために「効果的なデ
ジタル/モバイル戦略が不可欠である」ことに同意しています10。

未来志向のイニシアチブ

• パーソナライズされたショッピング体験を作成する

• 在庫切れでも買い物客が欲しいものを手に入れることができ
るようにする

• 次世代の顧客サービスの提供

デジタル技術により、小売消費者の買い物方法は大きく変わりま
した。インターネット、ソーシャルメディア、モビリティの台頭
により、消費者はショッピング体験に関連する特定の期待を持ち、
購入への道筋をガイドする情報へのアクセスも期待しています。
オンライン小売業者のサービスと利便性を補完するために、実店
舗は、優れた価値重視のエクスペリエンスを提供することで顧客
を引き付ける必要があります。 

Wi-Fiを活用することで、実店舗の小売業者は、今日のコネクテッ
ドショッパーの期待を超え、社内業務を最適化し、今日のデジタ
ル社会で活用できる強力なビジネス資産を構築できます。

ヘルスケア

医療機関の90%は、医療を変革するために新しいツールとテクノ
ロジーへの投資が必要であることに同意しています。2

未来志向のイニシアチブ

• ヘリポート上でドクターヘリと医師をネットで接続

• 患者の生命を維持する輸液ポンプの監視

• 他の病院や診療所と比較するために、錠剤の分布を測定する
とともに処方量を追跡する

ヘルスケアの技術革新は、患者と臨床医の経験を改善し、収益を
改善することを目指して進化を続けています。AR/VR、ロボティ
クス、IoMTなどのテクノロジーは現代のインテリジェントな病院
の日常の一部になりつつあるため、継続的にツールとテクノロジ

ーに投資することがヘルスケアの変革の鍵となります。その結果、
ヘルスケア組織は、患者ポータル、セルフスケジューリング、オ
ンライン検査結果の送信、医師とのEメールおよびチャットセッシ
ョンを活用して、透明かつアクセス可能な方法で関与することを
促進しています。サービスが最適に提供されるかどうかは、病院
のITスタッフにかかっています。

多くの点で、信頼性の高いWi-Fiを採用することは、患者の健康
状態の改善を意味します。Wi-Fiは、臨床応用のオンライン化か
ら臨床医とのコミュニケーションの促進まで、重要な役割を果た
します。

2 Internet of Things (IoT) Healthcare Market by Component (Implantable Sensor Devices, Wearable Sensor Devices, System and Software), Application (Patient Monitoring, Clinical 
Operation and Workflow Optimization, Clinical Imaging, Fitness and Wellness Measurement) - Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2014 - 2021. (2016年2月).Allied 
Market Research.2019年6月11日、以下より抜粋：https://www.alliedmarketresearch.com/iot-healthcare-market

10 PlanetRetail RNG, Personalization Opportunities in Retail Stores, 6 December 2017, Miya Knights  
https://www.extremenetworks.com/resources/white-paper/personalisation-opportunities-in-retail-stores-enhancing-customer-experiences-through-location-analytics/

https://www.alliedmarketresearch.com/iot-healthcare-market
https://www.extremenetworks.com/resources/white-paper/personalisation-opportunities-in-retail-stores
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教育 

70% の学校はデジタル教科書への移行を進めています。

未来志向のイニシアチブ

• 学習の課題を克服するための支援ソフトウェア

• 次世代のロボット工学プログラムの強化

• 非行に走ったり虐待を受けたりするなどの危険にさらされて
いる子供でも教育を受け続けられる

テクノロジーは、教師、生徒、そして地区全体の初等/中等教育の
エクスペリエンスを形成しています。BYODから子供1人に1台の
デバイスを与えて実施する情報教育、スマートボードや拡張現実
などの最先端ツールまで、今日のカリキュラムの提供方法は過去
とは大きく異なります。EdTechの進化に伴い、幼稚園から高校ま
での学区は、学習体験を向上させる新しいテクノロジーを採用す
る準備を整える必要があります。

高等教育機関は、独自の課題に直面しています。今日の大学生は
要求が厳しく、デジタルに精通しています。どこにいてもソーシ
ャルメディアを通じてコミュニケーションを図り、いつでもどこ
からでもビデオ講義、授業のディスカッションフォーラム、課題
にアクセスできることを期待しています。高等教育では、生徒や
教師との一貫した接続を確保し、優れたスポーツイベントのエク
スペリエンスを提供し、A/RやV/R、ロボット工学などの新しい
技術を先取りしなければなりません。

初等/中等教育と高等教育の両方のキャンパスは、デジタルト ラ
ンスフォーメーションを可能にし、学習成果を改善し、学生のニー
ズを満たすために、Wi-Fiへの依存を高めています。

ホスピタリティと観光スポット

スマートフォンを所持する旅行者の72% は、旅行会社から得る情
報とは別に、最も関連性の高い情報を求めます。3

未来志向の機能

• ある場所または会場で開催中の主要なイベントにリアルタイ
ムで反応する

• 自分達がいる場所にゆかりのあるゲストとの交流

• 状況に応じてパーソナライズされたマーケティングを可能に
する

デジタルトランスフォーメーションが本格化するにつれて、サポ
ートする必要があるユーザー、デバイス、およびアプリケーション
の量は大幅に増加していきます。この需要増によって、もてなす
側の人々にはWi-Fiネットワークに負担がかかるだけでなく、ビジ
ネス要件のサポートに加えて、ゲストのモバイルの期待に応える
ための圧力がかかります。

ホスピタリティや公共の場に関して言うと、Wi-Fiはゲストに期
待されるアメニティです。また、ビジネスにとっても価値のある
ツールです。 強力なWi-Fiソリューションは、質の高いゲストエ
クスペリエンスを確立し、ゲストのロイヤルティを強化し、モバ
イルエンゲージメントの機会を創出し、ゲストとブランドの関係
を全体的に強化します。ホテルの各種施設、小売店、スポーツ会
場、カジノなど、Wi-Fiは、パーソナラ イズされたゲストエクス
ペリエンスを引き出す鍵となります。Wi-Fiで配信する柔軟で安全
なスマートネットワーク インフラストラクチャにより、企業は人
の温かみを感じられるゲストエクスペリエンスを提供し、ネット
接続の要望を満たすことができます。

Extremeは、 28箇所あるNFLスタジアム、ならびに数多くの大学やプロスポーツ会場のWi-Fiソリューションの
プロバイダーとして、高密度の屋外ネットワークの課題を解決する専門家です。事実、私達はスタジアム環境専用
の802.11axアクセスポイントを提供した最初の企業であり、そこでの経験を 802.11axファミリ全体に適用して、
あらゆる種類のビジネスにおいて、 Wi-Fiカーブ、より多くのユーザー、およびより多数のデバイスを効率的にサ
ポートします。」

Mike Leibovitz、Extreme Networks製品管理および戦 略担当シニアディレクター

3 White paper: Digital Transformation of the Guest Experience.Sabre, Altimeter.2018.2019年6月11日、以下より抜粋：  
http://www2.sabrehospitality.com/digital-transformation?utm_source=PressRelease&utm_campaign=DigitalTransformation

http://www2.sabrehospitality.com/digital-transformation?utm_source=PressRelease&utm_campaign=Digital

