シスコが選ばれる理由
教育に対する長年の豊富な実績、重点的な取り組み、および
コミットメント

教育におけるシスコの過去、現
在、そして未来
ガレージや地下室から始まった巨大なハイテク企業がひしめくシ
リコンバレーでも、
シスコは際立った存在です。今や業界の牽引
役トップ企業となったシスコは 30 年以上前に大学のキャンパス
で始まりました。
スタンフォード大学のコンピュータ科学者であっ
た Len Bosack と Sandy Lerner はキャンパス内で別々の建物で
働いていましたが、就業中、互いに「会話」をするための便利で興
味深い方法がないかどうか探していました。結婚した 2 人はそれ
ぞれの建物にネットワーク ケーブルを通し、安全なマルチプロト
コル ルータを開発して、異なるローカル エリア プロトコル間でも
通信を容易にしました。
これがシスコの始まりです。
このような教育のルーツが、
シスコの文化の中心である学習と
革新への継続的なコミットメントを支えています。
シスコは、中
学校や高校の STEM（科学、技術、工学、数学）イニシアチブから
高等教育機関での最先端研究まで、幅広いプログラムに投資し
ています。
また開発者コミュニティと連携して、何百ものテクノロ
ジー プロジェクトを促進してきました。
これらのコミュニティは大
学などのキャンパス内にもあります。20 年間にわたり、
シスコの
Networking Academy は 170 か国以上で 600 万人もの学生に
IT キャリアの学習機会を提供してきました。
シスコの教育に対するコミットメントは、
シスコにおける取り組
みの中でも卓越しています。
これはシスコの文化に根付いており、
従業員に教育と学習を促進しています。7 万人を超える従業員が、
自身のコミュニティでアンバサダーとして働く機会を得ています。
これらの従業員の多くは、地元の学校や地域のボランティア活動
に参加しており、あらゆる年齢層の学習者に利益をもたらしてい
ます。
シスコでは、Cisco Digital Education Platform を使用して完全に
統合された安全なデジタル環境を構築し、教育機関のニーズを
完全に満たすソリューションを提供・開発する面でも先頭に立っ
ています。教育関係者や学生にとっては、新しい方法で、新しいリ
ソースにより、教育の場が拡大しており、従来の教室の壁を超えて
世界規模の刺激的な学習コミュニティにまで広げています。

2016 年に、
シスコの従業員は 187,100 時間以上をボランティア活動に費やしました。
また、非営利
組織に対する従業員の寄付とマッチング ファンドの総額は約 1200 万米ドルにも達しています。
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教育関係者が主導する実践
シスコの教育支援活動は、教育における輝かしい実績を持つチー
ムが率いています。
テクノロジーを積極的に開発、提供、および使
用することで、他の教育関係者、学校や大学が教育の提供範囲を
広げ、学習成果が向上するような支援に積極的に取り組んでいま
す。チームは実践教育で長年の経験を持つ元教員やマネジメント
職に加え、各種教育機関で働く現役のメンバーで構成されていま
す。現役の彼らは、現場で得られた経験をシスコやシスコのお客
様と共有する役割を担っています。
こうしたチームにより、お客様
が直面している教育機会や教育課題について自身が理解し、
シス
コのテクノロジーがどのように教育改革で役立っているかについ
て率直で現実的なフィードバックを得ています。

シスコの本質的な価値：
有意義な違いを生み出すボラン
ティア活動
シスコの活動は他にもあります。たとえば 70,000 人以上の従業
員に自分たちの地域社会で役に立てるような活動を推奨していま
す。
シスコは、時間、費用、専門知識を提供することで、2020 年ま
でに従業員の 80 % 関与を達成できるよう努めています。
世界中の学校、大学に加え、すべての年齢層の学習コミュニティ
で、
シスコの従業員による取り組みが影響を与えつつあります。
2016 年には約 3000 人の従業員が、学校や大学に計 155 万米
ドルを寄付しました。
また 1000 人以上が、出身校などの教育機関
で約 2 万時間分のボランティア活動に参加しています。
シスコで
は、Time2Give プログラムを通じたボランティア活動への資金援
助、従業員による寄付に対する等額支出などによって、従業員の取
り組みを支援しています。
代表例：シカゴを拠点とするシスコの従業員と City Colleges of
Chicago の間で行われた、Michele Clark Academic Preparatory
High School の Early College STEM Schools Initiative におけ
るパートナーシップ。
これまで約 5 年間、
シスコの従業員は同校
に赴き、放課後の授業や STEM ラボなどに参加してきました。
同校は生徒の 99 % が低所得層に属しています。同校は Cisco
Networking Academy として指定されており、
シスコの従業員は
コンピュータ ネットワークの構築、運用、および保守の方法につ
いても生徒に教えてきました。
また、1 時間のボランティア活動に
つき、Cisco foundation から 10 ドル（従業員 1 人当たり年間で
最大 1000 ドル）を学校側に寄付してきました。
しかし、その成果や利点は経済面だけにとどまりません。同校はシ
カゴ公立学校の品質査定で「要観察」
でしたが、
シスコの従業員が
ボランティア活動を始めて以来、評価が向上してきました。出席率
と卒業率は 20 % 上昇し、最終学年の生徒全員が卒業後の計画
を立てるようになりました。

シスコの教育支援活動は、教育における輝かしい実績を持つチームが率いています。テクノロジーを
積極的に開発、提供、および使用することで、他の教育関係者、学校や大学が教育の提供範囲を広げ、
学習成果が向上するような支援に積極的に取り組んでいます。
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教育への投資により、世界中で
チャンスを拡大する
STEM（科学・技術・工学・数学）分野の将来的な担い手を育成する
ため、
シスコは世界中の非営利団体や社会的企業と連携していま
す。たとえば、米国の青少年向けサイバー セキュリティ競技大会
である CyberPatriot を支援しています。
この大会は米国空軍協
会が主催しており、
さまざまなシナリオでサイバーセキュリティの
脆弱性を特定するという課題に、高校生と中学生のチームが挑戦
します。参加チームは州や地方の大会で勝ち抜いて全国大会に出
場し、表彰や奨学金を獲得できます。大会の参加者はリーダーシッ
プとチームワークのスキルを身に付けます。分析に基づく独創的
な問題解決、
コンピューティングとネットワーキングの原理、そし
て基礎的なサイバーセキュリティ スキルも習得します。そして将
来のキャリアを考慮する中で、STEM 分野を勉強する価値を認識
できるのです。
2017 年の CyberPatriot で優勝した North Hollywood High
School Team Togo（カリフォルニア州ロサンゼルス）は、米国内
4000 以上のチームから決勝で上位 24 チームに選ばれました。
ロサンゼルスの高校からは計 3 チームが決勝に進出しましたが、
同チームは 2017 年の Cisco Networking Champion でもほぼ
満点で優勝するなど、際立った存在でした。CyberPatriot の Cisco
Networking Challenge 部門はシスコの Networking Academy カ
リキュラムに基づいており、CyberPatriot インストラクタの多くは
Networking Academy の講師や卒業生です。同様に、競合チーム
も Cisco Networking Academy に頻繁に参加し、
スキルを磨き、
サイバー セキュリティという需要の高い分野でのキャリアに備え
ています。
また、
シスコは MIND Research Institute とも連携しています。
これは神経科学と教育の社会的影響を学ぶ組織で、数学スキルを
通して世界の最も困難な問題を解決できるよう学生を支援してき
ました。MIND が小中学校向け ST Math プログラムの Web 版を
立ち上げる際は、
シスコが支援しました。
このプログラムを立ち上
げて以来、導入した学校では数学スキルが 2 〜 3 倍も向上しま
した。
他にも、Teach for All と連携して、研究の共有と共同作業を促進
するためのグローバル通信プラットフォームの基盤を構築してき
ました。
グローバルな Teach for All ネットワークは、30 以上の組
織を結び、各国で教育機会を拡大するための共通のビジョンを共
有しています。
Teachers without Borders（TWB）
でも、Teach for All と同様
に、世界的な教育の差を埋めることを目指しています。
シスコと
Cisco Foundation は、280 万ドルの資金援助を通して TWB の
プログラムを支援してきました。援助対象には、Certificate of
Mastery プログラム、TWB ツールセット、
コミュニティ評価ツー
ル、オンライン コミュニティの GETIdeas.org など、多くの TWB
イニシアチブも含まれています。

シスコは iSchool Initiative と提携し、世界 7
か国、25 万人以上の教育関係者と協力して、
モバイル ラーニングの世界的な導入を支援し
ています。
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教育の変化をさらに促進するために、
シスコは iSchool
Initiativeとも提携しています。iSchool のビジョンは、教育システ
ムに改革をもたらし、テクノロジーを通じてモバイル ラーニング
の文化を促進することです。
このため iSchool では、バスの中で
テクノロジー ソリューションを体験できるツアー、
コミュニティと
地区の意識啓発セミナー、学生と教員の実地訓練、段階的なテク
ノロジー ロードマップ計画などを通して教育機会を提供してきま
した。現在、iSchool では世界 7 か国、25 万人以上の教育関係者
と協力して、モバイル ラーニングの世界的な導入を支援していま
す。
シスコは、
「モバイル ラーニングの文化」促進に不可欠な、信
頼性の高い安全なネットワーク インフラストラクチャを構築して
います。
2006 年に、
シスコは War Child に対して通信環境を向上させる
ための製品提供による支援を始めました。War Child は、紛争の
影響を受けた地域で 26 万人以上の恵まれない子どもや青少年
への教育、心理社会的支援、および保護のプログラムを提供する
国際的な非営利団体です。対象となる国は、
アフガニスタン、
ブル
ンジ、
コロンビア、
コンゴ民主共和国、
レバノン、被占領パレスチ
ナ地域、南スーダン、
スリランカ、
スーダン、
シリア、
ウガンダなどで
す。2013 年に、
シスコは南スーダンで Connect.Teaching プログ
ラムを支援するために資金援助をしました。
このプログラムは、
タ
ブレット端末を使った教員用の職能開発プログラムを通じて、子
どもたちの学習を改善するための取り組みです。
このプロジェクト
には、わずか 3 年で 150 人の教師と 4500 人以上の学生が参加
しています。

イノベーションを促進するため
の高等教育機関との提携
Cisco Research and Advanced Development Team、Cisco
Advanced Security Research Team、および Cisco Research
Center を通して、
シスコは大学の研究者と連携しています。米国の
Virginia Tech、Wake Forest University、University of California
Berkeley、オランダの Vrije Universiteit Amsterdam、
フランスの
Inria、インドの Indian Statistical Institute などの機関では、
シス
コの賞金やシスコ エンジニアの支援を通して研究活動を支えて
います。
こうした相互作用の結果として、多くの学生はインターン
シップや就職先を確保できています。
シスコは、サイバーセキュリ
ティ研究の取り組みだけで 300 万ドル以上を投資してきました。

起業家精神と新しいソリューショ
ン開発を促進する、
アプリケー
ション開発の支援
シスコの開発者支援プログラムである DevNet は、大学などの
キャンパスのアプリケーション開発者に、
シスコおよびサードパー
ティの物理コンピューティング環境、仮想コンピューティング環境
を独自の設計で制御・自動化するための開発用ツールを提供して
います。DevNet は、教育関係者、教育機関、学生がテクノロジー
プロジェクトでシスコと連携できる、理想的な方法です。
その結果、
シスコのお客様に販売できるシスコ対応アプリケーションと、既存
のシスコのテクノロジーを強化・管理できる Cisco API が生まれ
てきました。

シスコは、世界最大の学生スタートアップ コンペティションである Rice Business Plan
Competition と連携して、社会問題や環境問題に役立つ技術革新を促進します。Cisco Innovation
Challenge は、社会に価値と利益をもたらす画期的なテクノロジー、製品、サービスの導入の認知、
促進、そして加速を目指しています。最優秀賞 10 万ドルの賞金を含め、デジタル化の価値を捉える
テクノロジー ベースのビジネスを開発している学生起業家を直接支援します。
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Cisco Networking Academy には、170 ヵ
国以上の数千のアカデミーが加わり、毎年
100 万人以上の学生が参加しています。

Cisco NetSpace および
Networking Academy で将来に
向けた人材を育てる
シスコに関して IDC が明らかにした調査によると、ネットワークを
利用した革新により、熟練した情報通信技術（ICT）の専門家の需
要が高まっている一方で、ICT スキルを構築する教育機会へのア
クセスが限られているため、絶え間なく増大するテクノロジー ス
キルのギャップが生まれています。世界中で、高度な訓練を受け
た ICT 従事者の需要が供給を上回っています。
シスコには、Cisco NetSpace Learning Platform および Cisco
Networking Academy があります。NetSpace プラットフォーム
は、
ソーシャル コミュニティ、各分野の専門家、学生、教育関係者、
お客様、パートナーとをつなげます。共同作業や革新を促す、機能
豊富でダイナミックな環境を提供します。NetSpace は、
クラウド
コンピューティングのあらゆる側面を活用することで、問題解決、
コミュニケーション、
コラボレーションなどの重要な職業能力開発
を支援します。
Cisco Networking Academy は、170 以上の国にある数千のア
カデミーが加わり、毎年 100 万人以上の学生が参加しています。
ここでは、NetSpace プラットフォームを使用して ICT スキル教
育を推進しています。Networking Academy では、
コンピュータ
ネットワークの設計、構築、管理、およびセキュア コンピューティン
グを学生に教えています。
また、
コミュニティの教育ニーズをサポー
トし、世界的に需要があるキャリアに備えて学生を教育しています。
Networking Academy プログラムは、
ヨーロッパ、中南米、
アジア、
アフリカ、中東の主要な地域で展開しており、多くは恵まれない
状況の学生、経済的に苦しい学生、障がいのある学生に合わせた
コースを提供しています。たとえば、インドの「NetAcad Without
Borders」
（NWB）
プログラムでは、点字ベースの Networking
Academy コースを視覚障がい者に提供しています。ケニアでも
同様のコースを聴覚障がい者向けに提供しています。
ウクライナ
では、孤児向けの教育施設を支援しています。

Networking Academy は、
シスコの長期的な企業の社会的責任
プログラムであり、教育機関、非営利組織、非政府組織（NGO）、政
府機関、
コミュニティ センターとの官民パートナーシップによって
世界中で展開しています。

2016 年には、Founder.org と提携し、デジタル化の概念を応用して社会に有益な製品やサービ
スを生み出すアイディアに取り組んでいる学生起業家に 5 万米ドルの資金を援助しています。
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教育の領域を超えた「世界」
シスコの Chuck Robbins CEO は、
「シスコの強みと、社会に貢献
したいという願いが結び付いて初めて、
シスコとして最善を尽くし
ているのだと信じています」
と述べています。
シスコは教育分野に
おいて長い歴史を持ち、世界中で教育の機会を拡大するというコ
ミットメントを持っていますが、内戦、崩壊寸前のインフラ、清潔な
水の不足といった深刻な要因によって、教育機会の平等化が実現
していないことも理解しています。
シスコは、他の世界的な社会イ
ニシアチブおよび環境イニシアチブのサポートも同様に重視して
います。
シスコが 2016 年に掲げた目標では、2025 年までに 10
億人の生活を改善することを目指しています。次のような例があり
ます。

教育用ソリューションの構築：
Cisco Digital Education
Platform
シスコの先進的な教育への取り組みによって、将来の担い手のレ
ベルが向上してきました。あらゆるレベルの教育において、
シスコ
はユーザー同士をつなぎ、学習環境を活性化させ、革新に寄与す
る、検証済みの安全な統合型ソリューションを開発しています。同
時に、重要なビジネス機能を、教育ニーズを完全に満たすエンド
ツーエンドのソリューションとして提供しています。
シスコの Digital Education Platform は、教育目的に沿った教育
ソリューション、サービス、およびパートナー機能を統合して、
キャン
パス、学校、学習スペースをつなぎます。安全な仮想教室を構築し、
IT 管理を簡素化し、サイバーセキュリティを支援・強化することによ
り、学生、教育関係者、および管理者の体験を向上させます。
この
プラットフォームは、セキュアなコア ネットワーク、ハイパフォーマ
ンス コンピューティング インフラストラクチャ、ユニファイド ボイ
ス、最先端のワイヤレスおよび包括的なセキュリティ ソリューショ
ンで構成されています。
コラボレーション、ビデオ、および仮想化
を組み込んでおり、教育機関が最も重要なビジネス要件に注力で
きるようにします。その要件とは、今日の就職市場で求められる知
識とスキルを学生に提供する上で必要なリソースを活用できるこ
とです。学校や大学は世界中の教育機関や教育関係者と協力して
構築された実証済みのあるベストプラクティスを活用して、導入を
加速し、総所有コストを削減し、
リスクを低減することができます。
シスコ サービスは、導入の成功と継続的な運用を保証するだけ
でなく、導入を促進するためのさまざまな取り組みをサポートし
ます。
また、教育機関は Cisco Capital からのさまざまなプログラ
ムを使用して学習を促進する先進的な機能に投資できます。
これ
により教育機関は最先端技術を有効利用し、CAPEX（資本支出）
の予算を PEX（運用費）の予算へ移行することができます。

2015 年 10 月にシスコは、
ワシントン D.C. で最初の「Lighthouse
City」を立ち上げました。今後数年間の成果を通して、最新テクノ
ロジーがいかに多くの人々の生活に役に立つのかわかってくるこ
とでしょう。
シスコが構築しているスマート シティ インフラストラ
クチャ
（スマートな街路灯や駐車場から水のモニターまで）は、何
千人もが持続可能なライフスタイルを実現できるようにします。
中東とヨーロッパでは、難民を支援するためにシスコのコア コン
ピテンシーを活用しています。従業員の寛容を奨励し、NGO へ
の寄付に等額を援助しています。
シスコの機器を寄贈して難民の
ために Wi-Fi ホットスポットとコネクティビティを提供しており、
ボランティア活動に時間を費やし、現地で技術サポートを実施し
ています。難民や現地の NGO にインターネット情報や、
コーディ
ネート サービスを提供するために、戦略的な非営利団体にも資
金援助を行っています。
2010 年に、
シスコは Water for People と初めて提携し、2018 年
までに 9 か国 30 地区で安全な飲料水への恒久的利用を確保す
るという大規模な目標を達成するよう支援しています。
シスコは、
Field Level Operations Watch（FLOW）
と呼ばれるモバイル ベー
スのアプリケーションの開発をサポートしました。
これにより、携
帯電話や Web ベースのダッシュボードを介して水に関連する
データの収集と分析が可能になります。現在、FLOW は、支援組織
のためのオープン ソースのソフトウェア アプリケーションを構築
する非営利団体、Akvo Foundation によって運営されています。
FLOW は 40 か国以上の 258 以上の組織によって使用されてお
り、信頼できる基本インフラストラクチャが不足している遠隔地の
コミュニティで広く活用されています。FLOW は、安全で持続可能
な開発に導く、
タイムリーな情報に基づく意思決定に役立つデー
タを組織に提供します。
このソフトウェアは 2016 年に約 1,100
万人に影響を与えています。
グローバルな問題解決を促進するためのシスコの取り組みにつ
いては、
『Cisco Corporate Social Responsibility 2016 Report
（2016 年企業の社会的責任についてのレポート）
』[英語] をお読
みください。

「シスコの強みと、社会に貢献したいという願
いが結び付いて初めて、
シスコとして最善を尽
くしているのだと信じています」
̶ シスコ CEO、Chuck Robbins

7 © 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

シスコは教育を提供する企業
学びとイノベーションは、
シスコ文化の中核です。
シスコは、学校
や大学の成功に向けて全力で取り組んでいます。
• 教育の使命を達成しつつ、教育事業をサポートし、教員の能力
開発の効率を高め、
スタッフ間のつながりを拡大し、安全性と
セキュリティを強化できるよう支援しています。
• 魅力的かつ実践的な学習体験を提供し、教室の「壁」を越えて
世界に目を向けるために必要なリソースを教育関係者に提供
します。
• すべての学生に、場所を問わず、目標の達成に必要なツール、
テクノロジー、柔軟な学習環境を提供します。
• 教材、テクノロジー、ツール、教育および学習環境をあらゆる場
所で提供することで、学生、教員、およびマネジメント業務の体
験を強化および向上させます。
その理由は簡単です。教育が壁を越えて世界に広がり、強力で
魅力的なものになり、学生が真の意味で「無限の学び – Learn
without limits」
が実現したときに、
私たちの成功と言えるからです。

シスコは Cisco Digital Education Platform を
使用して完全に統合された安全なデジタル環
境を構築し、教育機関のニーズを完全に満た
すソリューションを提供・開発する面で先頭に
立っています。教育関係者や学生にとっては、新
しい方法で、新しいリソースにより、教育の場が
拡大しており、従来の教室の壁を超えて世界規
模の刺激的な学習コミュニティにまで広げてい
ます。

こちらをクリックすると、各種教育機関における
シスコのソリューションをご覧いただけます。
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お問い合せ先
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