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学校法人 桐蔭学園

「私学にしかできない、私学だからできる教育の実践」を掲げ、「自ら
考え判断し行動できる生徒」を目指す。創立以来、一貫して日本の未
来を担う真の英才を育てる場として、教育内容・施設の整備・拡大を
図っている。

一般企業であればミッションクリティカルな業務の通信を優先する、同じネットワークをデータ通信
と音声通信に併用している場合は音声に優先制御を行うなど、用途に応じて柔軟な制御設定が行
える。教育現場なら、授業に必要なアプリを優先制御し、授業のスムーズな進捗に役立てることが
可能です。

学園内の隅々までカバーする無線 LANに拡張
今後も同学園は、新しい無線 LANを活かして様々な授業の改革に挑戦していきます。
「小学校と中学高校／中等教育学校で、新たにクラウド型学習システムを導入することにしました。
このようなチャレンジを積極的に行えるのも無線 LANの心配がないからこそです」と山口氏は成
果を強調します。
無線 LAN自体については、電波の強度、管理性の高さ、そして、Fast Roamingなどの機能を
備えたシスコの無線LANソリューションを最大限に活かして、より広範なエリアをカバーできるネッ
トワークに拡張することを考えています。現在の無線 LANは、教室内に電波が行き渡ることを最
優先に設計しており、多目的ホールである桐蔭学園シンフォニーホールや運動グラウンドのような
施設の中には電波が行き渡っていない場所もあります。しかし、設置しているアクセスポイント全
てを連携させて 1つの大きな無線 LANを構築し、学園内の隅々まで張り巡らせることができれば、
ICT活用の幅もさらに大きくなるからです。政府が GIGAスクール構想を推し進めているように、
よりよい学習環境を検討していく上で ICTはもはや欠かせません。桐蔭学園は、その重要な基盤
となる無線 LANの高度化を図ることで、積極的な ICT活用が行える環境を整えました。アクティ
ブラーニング型授業の先進校として知られる同学園は、ICT活用においても先進モデルを社会に
示しているのです。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園
の中核を担う中学高校／中等教育学校ではアクティブラーニング型授業
を実践するなど、様々な教育改革に取り組んでいます。その改革を支え
ているのがシスコ無線 LANソリューションです。生徒が教室を移動する
際、再設定を行わなくても自動的に接続を継続してくれるなど、授業で
利用する iPadと親和性の高い無線LANを実現。この無線LANによって、
同学園の ICTを活用した改革はさらに加速しています。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園の中核を担う中学高校／中
等教育学校は、難関大学の合格率で高い実績を持つ進学校である一方、2020年度に開催された
全国高校ラグビー大会においてラグビー部が2年連続3回目の全国制覇を成し遂げるなど、スポー
ツの面でも華 し々い成績を誇っています。

生徒自身が書き、話し、発表するアクティブラーニング型授業
桐蔭学園の中学高校／中等教育学校では、数年前からアクティブラーニング型授業をはじめとする
教育改革を進めています。
アクティブラーニング型授業とは、教員から生徒に一方通行的な講義を行う従来型の授業ではなく、
生徒が自ら書く・話す・発表するといった機会を多く持つ授業。ディスカッションやプレゼンテーショ
ンなど、集団ならではの活動を通じて社会性を育んだり、単に知識を得るだけでなく、探究、問
題解決など知識の使い方を学んだりします。学園の理念である「自ら考え 判断し 行動できる」力
を学んで、将来、社会で力強く活躍してほしいという思いが込められています。

ICTを有効活用した授業システムを整備
この教育改革を実践していくために同学園は、教員組織や授業システムの改善などを積極的に進
めています。ICTインフラもその 1つです。

シスコ無線 LAN ソリューション 導入事例

学校法人 桐蔭学園
iPadとの親和性が高い無線 LAN
アクティブラーニング先進校の学びを支える

── 学校法人 桐蔭学園 情報基盤センター  山口 大輔 氏

教室を移動しても自動的に無線 LANの接続を継続してくれる。生徒に
ムダな手間を強いたり、授業を止めてしまうリスクを軽減したりできたの
は大きな成果です。
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アクセスポイントの統合管理で運用を効率化
同学園は、既存の機器のサポートの状況などを見ながら、段階的にシスコの無線 LANソリューショ
ンへの切り替えを実施しています。最終的には、アクセスポイント数で約 400台規模の無線 LAN

となる計画です。
「もともと大学では、様々なベンダーのアクセスポイントを利用していました。そのため、各機器は
個別に管理するしかなかったのですが、シスコのアクセスポイントに切り替えた後は Cisco 

Mobility Expressを通じて、リモートからセットアップしたり、統合的に管理したりすることが可能
です。現地に行かずにトラブルシューティングなども行えるようになり運用管理が大幅に効率化し
ています」と仁木氏は話します。

教室を移動しても自動的に接続が継続される
また、iPadを使った授業を行っている中学高校／中等教育学校でも様々な成果につながっていま
す。まず挙げられるのが Fast Roamingという技術による成果です。
この技術は、デバイスが接続しているアクセスポイントの電波外に移動した際、自動的かつ瞬時に
別のアクセスポイントに接続を切り替えて、通信を継続させる機能。特にシスコの無線 LANと
Appleデバイスの組み合わせでは、デバイスの位置、アクセスポイントの混み具合などを考慮して、
より精緻な制御を行います。
「中学高校／中等教育学校では、習熟度に応じて科目ごとにクラス分けを行っているため、基本的
に生徒は毎回違う教室で授業を受けます。教室と教室が離れていると、生徒自身が手動で通信設
定を切り替えなければならないのですが、それを忘れてしまったり、設定しなおしているのに接続
がうまく切り替わらないといったことが発生したりしていました。もし操作に戸惑ったり、切り替え
がうまくいかなかったりすると、その生徒は授業への参加が遅れてしまう可能性があります。また、
切り替え操作が必要なのは生徒だけでなく教員も同じ。もし教員のデバイスで接続の切り替えがう
まくいかなかった場合は、授業が開始できない状況に陥ってしまいます。一方、現在はアクセスポ
イントが自動的に接続を継続してくれるので、そうした心配もトラブルもありません。生徒にムダな
手間を強いたり、授業を止めてしまうリスクを軽減したりできたのは非常に大きな成果です」と山
口氏は強調します。
また、シスコとAppleの協業によって開発された機能として Fast Lane for iOSがあります。
Fast Laneとは優先車線という意味で、こちらは通信の優先制御を行うための機能。例えば、

導入時期によって活用レベルや、デバイスが BYODか貸与かなどの違いはありますが、小学校か
ら大学まで、様々な形でデジタルデバイスを授業に積極的に活用。そして、そのために欠かせな
い無線 LANを整備しています。
「中学高校／中等教育学校で貸与するデバイスはバッテリー性能に加えて、生徒が直感的に操作で
き、授業に専念できることなどを評価して iPadを採用。ドキュメント作成アプリ、表計算アプリ、
プレゼンアプリ、動画作成アプリなどを授業で利用している他、生徒が自分のアイデアを生徒同士、
あるいは教員と共有するための協働学習用アプリも利用しています」と桐蔭学園の山口 大輔氏は
言います。
同時に教室には電子黒板と無線 LANアクセスポイント、Apple TVを設置。このインフラを通じて
生徒は講義資料を手元の iPadで開いたり、生徒や教員との間でリアルタイムに画面やデータの共
有を行ったりしています。
「現在、小学校の児童にも iPadの貸与を開始しようとしているところです。また、大学でも、学生
がネットワークを通じてレポートを提出するなど、様々な場面で ICTが使われていることから、学生
や教員が ICTを自由に駆使できるよう無線 LANを整備して開放しています」と同学園の仁木 靖志
氏は話します。
教育改革の中で、同学園は ICTを学習の質を左右する重要なインフラと位置付けています。特に
通信を支える無線 LANは、つながらない、遅いといったトラブルがすぐに授業の中断につながる
ため高い信頼性や安定性を求められます。

iPadと親和性の高い無線 LANソリューションを選定
現在、同学園の無線 LANを支えているのが、アクセスポイントであるCisco Aironet 1850シリー
ズとアクセスポイント内蔵型の無線 LANコントローラ機能 Cisco Mobility Expressをはじめとす
るシスコの無線 LANソリューションです。
まず評価しているのが、同学園が採用しているデバイスの iPadとの親和性です。
2015年にシスコとAppleは戦略的な提携を発表しました。この発表以降、両社はマーケティン
グや営業レベルでの協力はもちろん、双方の技術情報を開発に反映するといった深い協業を続け
ています。この取り組みが、シスコのネットワークで Appleのデバイスを利用した際の通信の安定
性や性能を大きく向上しているだけでなく、ニーズに応じて利用可能な分析や制御のための法人
ソリューションの提供につながっています。
「iPadが最もつながりやすいのはシスコ製の無線 LANと聞き、実際に実機を用いてテストを行い
ました。結果は評判の通り。最も性能が出ることをはっきりと確認しました」と山口氏は話します。
大学でも、Apple製品と無線 LANの親和性は重要な要件になるといいます。「iPhoneや iPadな
どを使っている学生は非常に多い。利便性の高い無線 LANを実現する上で、Apple製品との相
性は無視できません」と仁木氏は言います。

保守サポート費用まで含めると最も低価格に導入できた
またコスト面の優位性もシスコの無線 LANソリューションを採用する決め手となりました。
「当初、シスコ製品は高額だろうと思っていたのですが、中堅・中小企業向けの Cisco 

Designedブランドの製品群は手頃な費用で購入できると聞き、実際に提案してもらうことにしま
した。実際の提案を比較してみると、見た目上、シスコより低価格な提示をしたメーカーはありま
したが、保守サポート費用までを含めるとシスコ製品が最もコストメリットがありました」と山口氏
は話します。

・Appleと密接な協業関係にあり、iPadと
の親和性が高いシスコの無線 LANソ
リューションを採用
・サポート費用を含めるとシスコの無線

LANソリューションが最もコストメリット
があった

・iPadを利用した際の高速性、安定性が最
も高いことを実際に確認できた

・Fast Roamingによって生徒が教室を移
動しても、自動的かつ瞬時に接続を継続
してくれる
・Cisco Mobility Expressによって複数の
アクセスポイントを統合管理。運用管理負
荷が軽減した

・実践しているアクティブラーニング型授業
には無線 LANが重要

・授業で利用している iPadの通信が最も高
速かつ安定する無線 LANを構築したい

・教室を移動すると無線 LANの接続設定を
しなおす必要があった
・アクセスポイントを個々に管理しなければ
ならず運用管理の負担が大きかった

・Cisco Aironet 1850 シリーズ
・Cisco Mobility Express（アクセスポイント
内蔵）
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あるいは教員と共有するための協働学習用アプリも利用しています」と桐蔭学園の山口 大輔氏は
言います。
同時に教室には電子黒板と無線 LANアクセスポイント、Apple TVを設置。このインフラを通じて
生徒は講義資料を手元の iPadで開いたり、生徒や教員との間でリアルタイムに画面やデータの共
有を行ったりしています。
「現在、小学校の児童にも iPadの貸与を開始しようとしているところです。また、大学でも、学生
がネットワークを通じてレポートを提出するなど、様々な場面で ICTが使われていることから、学生
や教員が ICTを自由に駆使できるよう無線 LANを整備して開放しています」と同学園の仁木 靖志
氏は話します。
教育改革の中で、同学園は ICTを学習の質を左右する重要なインフラと位置付けています。特に
通信を支える無線 LANは、つながらない、遅いといったトラブルがすぐに授業の中断につながる
ため高い信頼性や安定性を求められます。

iPadと親和性の高い無線 LANソリューションを選定
現在、同学園の無線 LANを支えているのが、アクセスポイントであるCisco Aironet 1850シリー
ズとアクセスポイント内蔵型の無線 LANコントローラ機能 Cisco Mobility Expressをはじめとす
るシスコの無線 LANソリューションです。
まず評価しているのが、同学園が採用しているデバイスの iPadとの親和性です。
2015年にシスコとAppleは戦略的な提携を発表しました。この発表以降、両社はマーケティン
グや営業レベルでの協力はもちろん、双方の技術情報を開発に反映するといった深い協業を続け
ています。この取り組みが、シスコのネットワークで Appleのデバイスを利用した際の通信の安定
性や性能を大きく向上しているだけでなく、ニーズに応じて利用可能な分析や制御のための法人
ソリューションの提供につながっています。
「iPadが最もつながりやすいのはシスコ製の無線 LANと聞き、実際に実機を用いてテストを行い
ました。結果は評判の通り。最も性能が出ることをはっきりと確認しました」と山口氏は話します。
大学でも、Apple製品と無線 LANの親和性は重要な要件になるといいます。「iPhoneや iPadな
どを使っている学生は非常に多い。利便性の高い無線 LANを実現する上で、Apple製品との相
性は無視できません」と仁木氏は言います。

保守サポート費用まで含めると最も低価格に導入できた
またコスト面の優位性もシスコの無線 LANソリューションを採用する決め手となりました。
「当初、シスコ製品は高額だろうと思っていたのですが、中堅・中小企業向けの Cisco 

Designedブランドの製品群は手頃な費用で購入できると聞き、実際に提案してもらうことにしま
した。実際の提案を比較してみると、見た目上、シスコより低価格な提示をしたメーカーはありま
したが、保守サポート費用までを含めるとシスコ製品が最もコストメリットがありました」と山口氏
は話します。
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情報システム室

仁木 靖志 氏

一般企業であればミッションクリティカルな業務の通信を優先する、同じネットワークをデータ通信
と音声通信に併用している場合は音声に優先制御を行うなど、用途に応じて柔軟な制御設定が行
える。教育現場なら、授業に必要なアプリを優先制御し、授業のスムーズな進捗に役立てることが
可能です。

学園内の隅々までカバーする無線 LANに拡張
今後も同学園は、新しい無線 LANを活かして様々な授業の改革に挑戦していきます。
「小学校と中学高校／中等教育学校で、新たにクラウド型学習システムを導入することにしました。
このようなチャレンジを積極的に行えるのも無線 LANの心配がないからこそです」と山口氏は成
果を強調します。
無線 LAN自体については、電波の強度、管理性の高さ、そして、Fast Roamingなどの機能を
備えたシスコの無線LANソリューションを最大限に活かして、より広範なエリアをカバーできるネッ
トワークに拡張することを考えています。現在の無線 LANは、教室内に電波が行き渡ることを最
優先に設計しており、多目的ホールである桐蔭学園シンフォニーホールや運動グラウンドのような
施設の中には電波が行き渡っていない場所もあります。しかし、設置しているアクセスポイント全
てを連携させて 1つの大きな無線 LANを構築し、学園内の隅々まで張り巡らせることができれば、
ICT活用の幅もさらに大きくなるからです。政府が GIGAスクール構想を推し進めているように、
よりよい学習環境を検討していく上で ICTはもはや欠かせません。桐蔭学園は、その重要な基盤
となる無線 LANの高度化を図ることで、積極的な ICT活用が行える環境を整えました。アクティ
ブラーニング型授業の先進校として知られる同学園は、ICT活用においても先進モデルを社会に
示しているのです。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園
の中核を担う中学高校／中等教育学校ではアクティブラーニング型授業
を実践するなど、様々な教育改革に取り組んでいます。その改革を支え
ているのがシスコ無線 LANソリューションです。生徒が教室を移動する
際、再設定を行わなくても自動的に接続を継続してくれるなど、授業で
利用する iPadと親和性の高い無線LANを実現。この無線LANによって、
同学園の ICTを活用した改革はさらに加速しています。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園の中核を担う中学高校／中
等教育学校は、難関大学の合格率で高い実績を持つ進学校である一方、2020年度に開催された
全国高校ラグビー大会においてラグビー部が2年連続3回目の全国制覇を成し遂げるなど、スポー
ツの面でも華 し々い成績を誇っています。

生徒自身が書き、話し、発表するアクティブラーニング型授業
桐蔭学園の中学高校／中等教育学校では、数年前からアクティブラーニング型授業をはじめとする
教育改革を進めています。
アクティブラーニング型授業とは、教員から生徒に一方通行的な講義を行う従来型の授業ではなく、
生徒が自ら書く・話す・発表するといった機会を多く持つ授業。ディスカッションやプレゼンテーショ
ンなど、集団ならではの活動を通じて社会性を育んだり、単に知識を得るだけでなく、探究、問
題解決など知識の使い方を学んだりします。学園の理念である「自ら考え 判断し 行動できる」力
を学んで、将来、社会で力強く活躍してほしいという思いが込められています。

ICTを有効活用した授業システムを整備
この教育改革を実践していくために同学園は、教員組織や授業システムの改善などを積極的に進
めています。ICTインフラもその 1つです。

アクセスポイントの統合管理で運用を効率化
同学園は、既存の機器のサポートの状況などを見ながら、段階的にシスコの無線 LANソリューショ
ンへの切り替えを実施しています。最終的には、アクセスポイント数で約 400台規模の無線 LAN

となる計画です。
「もともと大学では、様々なベンダーのアクセスポイントを利用していました。そのため、各機器は
個別に管理するしかなかったのですが、シスコのアクセスポイントに切り替えた後は Cisco 

Mobility Expressを通じて、リモートからセットアップしたり、統合的に管理したりすることが可能
です。現地に行かずにトラブルシューティングなども行えるようになり運用管理が大幅に効率化し
ています」と仁木氏は話します。

教室を移動しても自動的に接続が継続される
また、iPadを使った授業を行っている中学高校／中等教育学校でも様々な成果につながっていま
す。まず挙げられるのが Fast Roamingという技術による成果です。
この技術は、デバイスが接続しているアクセスポイントの電波外に移動した際、自動的かつ瞬時に
別のアクセスポイントに接続を切り替えて、通信を継続させる機能。特にシスコの無線 LANと
Appleデバイスの組み合わせでは、デバイスの位置、アクセスポイントの混み具合などを考慮して、
より精緻な制御を行います。
「中学高校／中等教育学校では、習熟度に応じて科目ごとにクラス分けを行っているため、基本的
に生徒は毎回違う教室で授業を受けます。教室と教室が離れていると、生徒自身が手動で通信設
定を切り替えなければならないのですが、それを忘れてしまったり、設定しなおしているのに接続
がうまく切り替わらないといったことが発生したりしていました。もし操作に戸惑ったり、切り替え
がうまくいかなかったりすると、その生徒は授業への参加が遅れてしまう可能性があります。また、
切り替え操作が必要なのは生徒だけでなく教員も同じ。もし教員のデバイスで接続の切り替えがう
まくいかなかった場合は、授業が開始できない状況に陥ってしまいます。一方、現在はアクセスポ
イントが自動的に接続を継続してくれるので、そうした心配もトラブルもありません。生徒にムダな
手間を強いたり、授業を止めてしまうリスクを軽減したりできたのは非常に大きな成果です」と山
口氏は強調します。
また、シスコとAppleの協業によって開発された機能として Fast Lane for iOSがあります。
Fast Laneとは優先車線という意味で、こちらは通信の優先制御を行うための機能。例えば、

導入時期によって活用レベルや、デバイスが BYODか貸与かなどの違いはありますが、小学校か
ら大学まで、様々な形でデジタルデバイスを授業に積極的に活用。そして、そのために欠かせな
い無線 LANを整備しています。
「中学高校／中等教育学校で貸与するデバイスはバッテリー性能に加えて、生徒が直感的に操作で
き、授業に専念できることなどを評価して iPadを採用。ドキュメント作成アプリ、表計算アプリ、
プレゼンアプリ、動画作成アプリなどを授業で利用している他、生徒が自分のアイデアを生徒同士、
あるいは教員と共有するための協働学習用アプリも利用しています」と桐蔭学園の山口 大輔氏は
言います。
同時に教室には電子黒板と無線 LANアクセスポイント、Apple TVを設置。このインフラを通じて
生徒は講義資料を手元の iPadで開いたり、生徒や教員との間でリアルタイムに画面やデータの共
有を行ったりしています。
「現在、小学校の児童にも iPadの貸与を開始しようとしているところです。また、大学でも、学生
がネットワークを通じてレポートを提出するなど、様々な場面で ICTが使われていることから、学生
や教員が ICTを自由に駆使できるよう無線 LANを整備して開放しています」と同学園の仁木 靖志
氏は話します。
教育改革の中で、同学園は ICTを学習の質を左右する重要なインフラと位置付けています。特に
通信を支える無線 LANは、つながらない、遅いといったトラブルがすぐに授業の中断につながる
ため高い信頼性や安定性を求められます。

iPadと親和性の高い無線 LANソリューションを選定
現在、同学園の無線 LANを支えているのが、アクセスポイントであるCisco Aironet 1850シリー
ズとアクセスポイント内蔵型の無線 LANコントローラ機能 Cisco Mobility Expressをはじめとす
るシスコの無線 LANソリューションです。
まず評価しているのが、同学園が採用しているデバイスの iPadとの親和性です。
2015年にシスコとAppleは戦略的な提携を発表しました。この発表以降、両社はマーケティン
グや営業レベルでの協力はもちろん、双方の技術情報を開発に反映するといった深い協業を続け
ています。この取り組みが、シスコのネットワークで Appleのデバイスを利用した際の通信の安定
性や性能を大きく向上しているだけでなく、ニーズに応じて利用可能な分析や制御のための法人
ソリューションの提供につながっています。
「iPadが最もつながりやすいのはシスコ製の無線 LANと聞き、実際に実機を用いてテストを行い
ました。結果は評判の通り。最も性能が出ることをはっきりと確認しました」と山口氏は話します。
大学でも、Apple製品と無線 LANの親和性は重要な要件になるといいます。「iPhoneや iPadな
どを使っている学生は非常に多い。利便性の高い無線 LANを実現する上で、Apple製品との相
性は無視できません」と仁木氏は言います。

保守サポート費用まで含めると最も低価格に導入できた
またコスト面の優位性もシスコの無線 LANソリューションを採用する決め手となりました。
「当初、シスコ製品は高額だろうと思っていたのですが、中堅・中小企業向けの Cisco 

Designedブランドの製品群は手頃な費用で購入できると聞き、実際に提案してもらうことにしま
した。実際の提案を比較してみると、見た目上、シスコより低価格な提示をしたメーカーはありま
したが、保守サポート費用までを含めるとシスコ製品が最もコストメリットがありました」と山口氏
は話します。
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「私学にしかできない、私学だからできる教育の実践」を掲げ、「自ら
考え判断し行動できる生徒」を目指す。創立以来、一貫して日本の未
来を担う真の英才を育てる場として、教育内容・施設の整備・拡大を
図っている。

一般企業であればミッションクリティカルな業務の通信を優先する、同じネットワークをデータ通信
と音声通信に併用している場合は音声に優先制御を行うなど、用途に応じて柔軟な制御設定が行
える。教育現場なら、授業に必要なアプリを優先制御し、授業のスムーズな進捗に役立てることが
可能です。

学園内の隅々までカバーする無線 LANに拡張
今後も同学園は、新しい無線 LANを活かして様々な授業の改革に挑戦していきます。
「小学校と中学高校／中等教育学校で、新たにクラウド型学習システムを導入することにしました。
このようなチャレンジを積極的に行えるのも無線 LANの心配がないからこそです」と山口氏は成
果を強調します。
無線 LAN自体については、電波の強度、管理性の高さ、そして、Fast Roamingなどの機能を
備えたシスコの無線LANソリューションを最大限に活かして、より広範なエリアをカバーできるネッ
トワークに拡張することを考えています。現在の無線 LANは、教室内に電波が行き渡ることを最
優先に設計しており、多目的ホールである桐蔭学園シンフォニーホールや運動グラウンドのような
施設の中には電波が行き渡っていない場所もあります。しかし、設置しているアクセスポイント全
てを連携させて 1つの大きな無線 LANを構築し、学園内の隅々まで張り巡らせることができれば、
ICT活用の幅もさらに大きくなるからです。政府が GIGAスクール構想を推し進めているように、
よりよい学習環境を検討していく上で ICTはもはや欠かせません。桐蔭学園は、その重要な基盤
となる無線 LANの高度化を図ることで、積極的な ICT活用が行える環境を整えました。アクティ
ブラーニング型授業の先進校として知られる同学園は、ICT活用においても先進モデルを社会に
示しているのです。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園
の中核を担う中学高校／中等教育学校ではアクティブラーニング型授業
を実践するなど、様々な教育改革に取り組んでいます。その改革を支え
ているのがシスコ無線 LANソリューションです。生徒が教室を移動する
際、再設定を行わなくても自動的に接続を継続してくれるなど、授業で
利用する iPadと親和性の高い無線LANを実現。この無線LANによって、
同学園の ICTを活用した改革はさらに加速しています。

幼稚園から大学・大学院までを擁する総合学園である桐蔭学園。学園の中核を担う中学高校／中
等教育学校は、難関大学の合格率で高い実績を持つ進学校である一方、2020年度に開催された
全国高校ラグビー大会においてラグビー部が2年連続3回目の全国制覇を成し遂げるなど、スポー
ツの面でも華 し々い成績を誇っています。

生徒自身が書き、話し、発表するアクティブラーニング型授業
桐蔭学園の中学高校／中等教育学校では、数年前からアクティブラーニング型授業をはじめとする
教育改革を進めています。
アクティブラーニング型授業とは、教員から生徒に一方通行的な講義を行う従来型の授業ではなく、
生徒が自ら書く・話す・発表するといった機会を多く持つ授業。ディスカッションやプレゼンテーショ
ンなど、集団ならではの活動を通じて社会性を育んだり、単に知識を得るだけでなく、探究、問
題解決など知識の使い方を学んだりします。学園の理念である「自ら考え 判断し 行動できる」力
を学んで、将来、社会で力強く活躍してほしいという思いが込められています。

ICTを有効活用した授業システムを整備
この教育改革を実践していくために同学園は、教員組織や授業システムの改善などを積極的に進
めています。ICTインフラもその 1つです。

シスコ無線 LAN ソリューション 導入事例

学校法人 桐蔭学園
iPadとの親和性が高い無線 LAN
アクティブラーニング先進校の学びを支える

── 学校法人 桐蔭学園 情報基盤センター  山口 大輔 氏

教室を移動しても自動的に無線 LANの接続を継続してくれる。生徒に
ムダな手間を強いたり、授業を止めてしまうリスクを軽減したりできたの
は大きな成果です。

課題

アクセスポイントの統合管理で運用を効率化
同学園は、既存の機器のサポートの状況などを見ながら、段階的にシスコの無線 LANソリューショ
ンへの切り替えを実施しています。最終的には、アクセスポイント数で約 400台規模の無線 LAN

となる計画です。
「もともと大学では、様々なベンダーのアクセスポイントを利用していました。そのため、各機器は
個別に管理するしかなかったのですが、シスコのアクセスポイントに切り替えた後は Cisco 

Mobility Expressを通じて、リモートからセットアップしたり、統合的に管理したりすることが可能
です。現地に行かずにトラブルシューティングなども行えるようになり運用管理が大幅に効率化し
ています」と仁木氏は話します。

教室を移動しても自動的に接続が継続される
また、iPadを使った授業を行っている中学高校／中等教育学校でも様々な成果につながっていま
す。まず挙げられるのが Fast Roamingという技術による成果です。
この技術は、デバイスが接続しているアクセスポイントの電波外に移動した際、自動的かつ瞬時に
別のアクセスポイントに接続を切り替えて、通信を継続させる機能。特にシスコの無線 LANと
Appleデバイスの組み合わせでは、デバイスの位置、アクセスポイントの混み具合などを考慮して、
より精緻な制御を行います。
「中学高校／中等教育学校では、習熟度に応じて科目ごとにクラス分けを行っているため、基本的
に生徒は毎回違う教室で授業を受けます。教室と教室が離れていると、生徒自身が手動で通信設
定を切り替えなければならないのですが、それを忘れてしまったり、設定しなおしているのに接続
がうまく切り替わらないといったことが発生したりしていました。もし操作に戸惑ったり、切り替え
がうまくいかなかったりすると、その生徒は授業への参加が遅れてしまう可能性があります。また、
切り替え操作が必要なのは生徒だけでなく教員も同じ。もし教員のデバイスで接続の切り替えがう
まくいかなかった場合は、授業が開始できない状況に陥ってしまいます。一方、現在はアクセスポ
イントが自動的に接続を継続してくれるので、そうした心配もトラブルもありません。生徒にムダな
手間を強いたり、授業を止めてしまうリスクを軽減したりできたのは非常に大きな成果です」と山
口氏は強調します。
また、シスコとAppleの協業によって開発された機能として Fast Lane for iOSがあります。
Fast Laneとは優先車線という意味で、こちらは通信の優先制御を行うための機能。例えば、

導入時期によって活用レベルや、デバイスが BYODか貸与かなどの違いはありますが、小学校か
ら大学まで、様々な形でデジタルデバイスを授業に積極的に活用。そして、そのために欠かせな
い無線 LANを整備しています。
「中学高校／中等教育学校で貸与するデバイスはバッテリー性能に加えて、生徒が直感的に操作で
き、授業に専念できることなどを評価して iPadを採用。ドキュメント作成アプリ、表計算アプリ、
プレゼンアプリ、動画作成アプリなどを授業で利用している他、生徒が自分のアイデアを生徒同士、
あるいは教員と共有するための協働学習用アプリも利用しています」と桐蔭学園の山口 大輔氏は
言います。
同時に教室には電子黒板と無線 LANアクセスポイント、Apple TVを設置。このインフラを通じて
生徒は講義資料を手元の iPadで開いたり、生徒や教員との間でリアルタイムに画面やデータの共
有を行ったりしています。
「現在、小学校の児童にも iPadの貸与を開始しようとしているところです。また、大学でも、学生
がネットワークを通じてレポートを提出するなど、様々な場面で ICTが使われていることから、学生
や教員が ICTを自由に駆使できるよう無線 LANを整備して開放しています」と同学園の仁木 靖志
氏は話します。
教育改革の中で、同学園は ICTを学習の質を左右する重要なインフラと位置付けています。特に
通信を支える無線 LANは、つながらない、遅いといったトラブルがすぐに授業の中断につながる
ため高い信頼性や安定性を求められます。

iPadと親和性の高い無線 LANソリューションを選定
現在、同学園の無線 LANを支えているのが、アクセスポイントであるCisco Aironet 1850シリー
ズとアクセスポイント内蔵型の無線 LANコントローラ機能 Cisco Mobility Expressをはじめとす
るシスコの無線 LANソリューションです。
まず評価しているのが、同学園が採用しているデバイスの iPadとの親和性です。
2015年にシスコとAppleは戦略的な提携を発表しました。この発表以降、両社はマーケティン
グや営業レベルでの協力はもちろん、双方の技術情報を開発に反映するといった深い協業を続け
ています。この取り組みが、シスコのネットワークで Appleのデバイスを利用した際の通信の安定
性や性能を大きく向上しているだけでなく、ニーズに応じて利用可能な分析や制御のための法人
ソリューションの提供につながっています。
「iPadが最もつながりやすいのはシスコ製の無線 LANと聞き、実際に実機を用いてテストを行い
ました。結果は評判の通り。最も性能が出ることをはっきりと確認しました」と山口氏は話します。
大学でも、Apple製品と無線 LANの親和性は重要な要件になるといいます。「iPhoneや iPadな
どを使っている学生は非常に多い。利便性の高い無線 LANを実現する上で、Apple製品との相
性は無視できません」と仁木氏は言います。

保守サポート費用まで含めると最も低価格に導入できた
またコスト面の優位性もシスコの無線 LANソリューションを採用する決め手となりました。
「当初、シスコ製品は高額だろうと思っていたのですが、中堅・中小企業向けの Cisco 

Designedブランドの製品群は手頃な費用で購入できると聞き、実際に提案してもらうことにしま
した。実際の提案を比較してみると、見た目上、シスコより低価格な提示をしたメーカーはありま
したが、保守サポート費用までを含めるとシスコ製品が最もコストメリットがありました」と山口氏
は話します。

・Appleと密接な協業関係にあり、iPadと
の親和性が高いシスコの無線 LANソ
リューションを採用
・サポート費用を含めるとシスコの無線

LANソリューションが最もコストメリット
があった

・iPadを利用した際の高速性、安定性が最
も高いことを実際に確認できた

・Fast Roamingによって生徒が教室を移
動しても、自動的かつ瞬時に接続を継続
してくれる
・Cisco Mobility Expressによって複数の
アクセスポイントを統合管理。運用管理負
荷が軽減した

・実践しているアクティブラーニング型授業
には無線 LANが重要

・授業で利用している iPadの通信が最も高
速かつ安定する無線 LANを構築したい

・教室を移動すると無線 LANの接続設定を
しなおす必要があった
・アクセスポイントを個々に管理しなければ
ならず運用管理の負担が大きかった

・Cisco Aironet 1850 シリーズ
・Cisco Mobility Express（アクセスポイント
内蔵）

製品 ＆ サービス

課題

ソリューション

結果～今後

所在地 横浜市青葉区鉄町 1614番地（学園本部）
創立 昭和 39（1964）年 4月
URL http://toin.ac.jp/


