クラウド型無線LAN「Cisco Meraki」
導入事例

「Cisco Meraki」で容易な運用管理と
強固な認証システムを備えたネットワークを実現
学校法人立教学院 立教池袋中学校・高等学校 さま
東京都豊島区の立教池袋中学校・高等学校では、
タブレット端末を活用したICT 教育の
推 進に伴 い 、無 線 L A N 環 境にクラウド型 無 線 L A N「C i s c o M e r a k i（ 以 下 、M e r a k i ）」
を導入した。特別なRadius サーバー（後述）
と組み合わせることで、Meraki 環境にお
いても通信の暗号化を実現させた。NTTデータ ジェトロニクスの技術支援のもと、安全
にタブレット端末を活用するためのネットワーク基盤が整備された。
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Cisco Merakiシリーズ MR33

立教池袋中学校・高等学校では同タイミングで教職員システム
の更新も行っており、教員が利用するPC端末もタブレットとして使
用できる2in1の機種を選定し、従来のシンクライアントシステムか
ら運用を変更している。
「普通教室に設置したプロジェクターへ無
線LAN経由で投影できるようにしたことで、授業中の資料提示な
どが容易にできるようになり、教員が授業内でPCを活用する割合
が格段に増えました」
と森田氏は導入効果を語る。従来の有線環
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エントリーレベルのクラウド
管 理 型 802.11ac ワイヤ
レス。ハードウェアの特徴と
しては2つの無線周波数帯
対 応（2.4GHz、5GHz）、2
ストリーム
（2×2 MU-MIMO
802.11ac Wave 2 、最大
1.3Gbps ）
、
Bluetooth内蔵、
BLE対応。

