
シスコの GIGA スクール向け無線 LAN

GIGA スクール構想を実現するための最善の選択は―

「安定」「安全」「安心」なシスコの無線 LAN
児童生徒 1 人 1 台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備して、
子どもたち一人ひとりが ICT で快適に学習できる教育環境を目指す「GIGA スクール構想」。
これまでの無線 LAN と GIGA スクール構想で必要とされる無線 LAN では、何もかもが大きく異なります。

全クラス /全授業で ICT 活用、
時間割や教室の変更では
空きがないため対応が困難です。

シスコなら「安定」!
授業を止めない無線 LAN無線 LAN が止まったら !?

全教室、全エリア、
きわめて多数の端末を
監視する必要があります。

シスコなら「安全」!
セキュリティ事故を未然に防止セキュリティ事故の対策は !?

1 学校で約 30 台の AP、
数百台の端末が対象、
管理が複雑になります。

シスコなら「安心」!
手間をかけずに全体を管理可能端末や無線 LAN の管理は !?

動画などリッチコンテンツを全生徒が利用するためトラフィックが急増。
1 教室 1 台のアクセスポイント（AP）が推奨。

教育委員会の管理数は「× 学校数」!

1 学校で必要と想定される AP 数は、
24（普通教室） + 6（特別教室や職員室など）＝ 30

1 学年 4 クラス、35 人学級の場合に想定される端末数は、
24（教室）× 35（生徒数）＝ 840

ココがポイント !

シスコなら、GIGA スクール構想に伴う次のような心配ごとをすべて解決できます !

無線 AP 数 30
全教室に設置PC 教室など一部に配備

2
生徒の端末数 840

全生徒が同時に使用 /所持
40

PC 教室など一部に設置

これまでの無線 LAN GIGA スクール構想で必要とされる無線 LAN

通信の安定性やセキュリティ、管理など
さまざまな課題が浮上 !



授業を止めない無線 LAN

セキュリティ事故を未然に防止

手間をかけずに全体を管理可能
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通信品質と非 Wi-Fi 機器の影響度に基づいて
電波環境を自動調整、快適な通信を実現

正常な通信には影響を与えずに
危険な通信を遮断する無線用侵入防御システム

トラブル時も安心して対応できるなど機能充実
選べる 3 つのコントローラ

*1　Google Cloud Platform 版のサポートはグローバル TAC（英語）で受付。　*2　スイッチ内蔵コントローラも選択可能。　*3　「親」アクセスポイントには「-EWC」型番を選択（例：C9120AXI-EWC-Q）。

アプライアンス型コントローラ アクセスポイント内蔵コントローラ *2

AWS GCP*1

 Catalyst 9800 コントローラ Catalyst 9800-CL  EWC 対応 Catalyst 9100 アクセスポイント *3

 ● 最大 250 AP、最大 5,000 クライアント（9800-L）
 ● 最大 2,000 AP、最大 32,000 クライアント（9800-40）
 ● 最大 6,000 AP、最大 64,000 クライアント（9800-80）

 ● 最大 6,000 AP、最大 64,000 クライアント
 ● プライベートクラウド版も提供、 
VMware ESXi、KVM、および Hyper-V に対応。

 ● 最大 50 AP、最大 1,000 クライアント（9115/9117）
 ● 最大 100 AP、最大 2,000 クライアント（9120/9130）

クラウド型コントローラ

シスコは「災害用統一 SSID 00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）」に対応しています !

 ● シンプルな日本語管理画面
 ● 初期設定後に電波環境を自動調整、手間いらず
 ● トラブルの原因調査に有用なさまざまな情報を収集可能
 ● 規模や用途に応じて、AP はそのままコントローラだけ変更可能

 ● 不正な端末からアクセスポイント（AP）への通信をブロック
 ● 不正な AP と端末との通信のみ解除（正常な通信に影響なし）
 ● 無線用侵入防御システムとして機能する 
シスコ独自の RF ASIC 搭載（（Catalyst 9120/9130 アクセスポイント）

 ● 10 分間隔で電波を自動調整、最適化（調整間隔は設定可能）
 ● シスコならではの膨大な実績に基づいてチューニング
 ● 電波環境の計測器やアナライザーとして機能する 
シスコ独自の RF ASIC 搭載（Catalyst 9120/9130 アクセスポイント）

正常な通信は
そのまま影響なし

 ● 必要最低限の管理項目 
シンプルなメニュー

 ● 棒グラフや円グラフなど 
視覚的でわかりやすい情報

 ● アプリケーションの使用率も 
一目で把握可能

 ● 障害対応機能も充実

Bluetooth 機器、コードレス機器、電子レンジなど、
非 Wi-Fi 機器の影響度をモニタリング

電波環境を自動調整
快適な通信を実現

電波強度 通信品質

なりすましや
持ち込みなど
不正な AP

ハッカーなど
不正な端末

ブロック !

通信解除 !
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