
高等教育市場
向け Smart Wi-Fi



高性能 Wi-Fi で 
満足度の高い学習体験を提供
教育分野における重要な取り組みの一つです
より高速で信頼性が高く、手頃な価格の Wi-Fi 接続は基本です。広いキャンパスをカバーし、
かつ、教室の隅々まで信号を到達させる必要があります。スタッフ、学生、ゲストにセキュア
な接続を提供し、マルチメディア アプリケーションもサポートしなければなりません。限ら
れた予算と IT スタッフしか持たない教育現場では、新しいアプローチが必要です。ラッカス
は、こうした条件にお応えできます。

高密度に対応
教育市場における大きな懸念事項のひとつに、
講堂、体育館、劇場などの高密度環境への対応
があります。多数の Wi-Fi デバイスが同時にワ
イヤレス ネットワークにアクセスする環境にお
いて、Ruckus ZoneFlex ™ システムは、同時接
続ユーザーに対する同クラスで最高のソリュー
ションを提供するべく設計されています。Wi-Fi 
ネットワークとのユーザー接続オン /オフを素
早く切り替えることのできる特許取得アダプ
ティブ アンテナ技術にくわえ、クライアント 
ロード バランシング、エアタイム フェアネス、
バンド ステアリング、ユーザーごとのレート リ
ミティングなどの機能をを活用することで、何
百人もの無線アクセスユーザーに対して、安定
した高速 Wi-Fi 接続を提供します。

アダプティブ アンテナ技術、バンド ステアリン
グ、エアタイム フェアネスを統合する Ruckus 
Smart Wi-Fi は高密度の教室環境に最適であり、
学生の皆さんは安定した高速ワイヤレス ネッ

トワーク アクセスを利用できます。

すべてのアクセス ポイントに特許取得アンテナ アレイを実装、
Wi-Fi 接続の信号到達範囲と信頼性が高まり、他社システムよりも

必要とする AP の数が少なくて済みます。

キャンパス内の信号到達範囲 :ここでも、
そこでも、どこでも
大学 (公立 /私立 /短大 ) は、大きな敷地の中に
複数の建物があることが一般的です。なるべく
少ない数のアクセス ポイントの設置で、安定し
た Wi-Fi 信号を各施設の隅々まで到達させるこ
とは、大きな課題でした。Ruckus ZoneFlex シリー
ズの製品では、リンクされているクライアント
に信号を向け、最高のパフォーマンスを得られ
る経路を選択し、干渉を絶えず軽減させる当社
の特許取得 BeamFlex ™ 技術を使って、与えら
れた環境で最高の Wi-Fi 信号到達範囲を達成し
ます。ZoneFlex 導入により、必要な AP の数、
初期費用を削減するとともに、より短期間で導
入を完了し、2 ～ 4 倍の信号到達範囲が実現で
きます。大学等高等教育機関は、従来は不可能
であった場所で Wi-Fi を提供できるようになり
ました。しかも、導入はシンプルで簡単です。



イーサネットがなくても大丈夫
多くの教育機関で、イーサネットがどこでも利用できるわけで
はありません。仮設建物、カフェテリア、講堂、スタジアムは
どうでしょうか ?他の WLAN ソリューションと異なり、Ruckus 
ZoneFlex システムでは Smart Mesh Networking を使用して、電
源に接続するだけで簡単に Wi-Fi サービスを開始できます。こ
のため、追加配線工事が不要となり、導入コスト削減が可能で
す。高度なスマート アンテナ アレイによって、メッシュ バック
ボーンに比類なき信頼性を確保し、パケット損失を最低限に抑
え、信号を最速経路に誘導し、メッシュ ノード間の間隔を拡げ
ることができます。

強力な Wi-FI セキュリティ、管理が簡単
ラッカスには、管理者ならびにユーザーの BYOD ストレス ポ
イントに対応する機能が搭載されています。ラッカスは、既存
のネットワーク セグメントとセキュリティ アーキテクチャー、
認証プロトコルとディレクトリ サービスを統合することによっ
て、既存のリソースを活用します。次に、簡単で直感的なデバ
イス プロビジョニングおよびオンボーディング プロセスによ
り、どなたでも簡単に使用でき、IT スタッフによる導入もシン
プルです。また、デバイス フィンガープリンティングおよびア
クセス制御機能により、特定のデバイスタイプとユーザー属性
によって異なるポリシーを割り当てることができるだけでなく、
モニタリング機能と視覚性が向上しているため、ネットワーク
処理、トラブルシューティング、ポリシー変更が改善されます。
最後に、ラッカスでは BYOD を実現するために不可欠な RF 安
定性、拡張性、そして容量を提供します。堅牢なワイヤレス パ
フォーマンスにより、ユーザーの接続、そして接続の継続を可
能にし、BYOD の導入を成功に導きます。

干渉: AP x 6、クライアント x 120、不正 AP x 1

65% 
向上 
(平均)

アダプティブ アンテナ + 従来の Wi-Fi
学習ベースの SON 実装

高密度: AP 1 台につきアクティブ クライアント 10 台  

95% 
向上 
(平均)

合計 
TCP スループット

Ruckus Smart Wi-Fi は

より遠くまで届けます
より安定したパフォーマンスを

「17,000 名の学生 が、非常に狭い場所 (5 街区にまた
がる 135,000 平方メートルの高層ビルディング ) に集
中することに加え、周囲のワイヤレス ネットワーク
からの干渉の影響も大です。私たちが直面する課題を
とりまく厳しい状況をおわかりいただけるでしょう
か。ラッカスを導入してから速度が 10 倍に上がり、
ブラインド スポットがなくなり、ユーザーからのト
ラブル報告は激減しました。」

アーサー・ダウニング 
バルーク大学、最高情報責任者

出典 :



ポイント・ツー・マルチポイントの長距
離 Wi-Fi で、回線費用を削減
多くの学校では、各学校やサイトにおいて、ブ
ロードバンドアクセスのために多額の費用を
使っています。5GHz、802.11n 高速ブリッジを
利用することで、ブロードバンド回線を不要と
し、これにより学校は毎年何万ドルもの費用を節
約することができます。Wi-Fi ブリッジを利用す
ると 1.5 キロメートルの距離で最高 190 Mbps、
さらに 10 キロメートルの距離で最高 50 Mbps 
を達成できます (見通しがきく場合 )。

IP ベースのビデオ用に最適化されたよりスマー
トな Wi-Fi
高等教育機関において、ビデオは大変重要なアプリケー
ションです。IP ベースのビデオ カメラと Wi-Fi を使っ
た ストリーミング ビデオ コンテンツが注目を集めつ
つあります。会社の生い立ちから、当社は Wi-Fi を使っ
た IP ベースのビデオをサポートすることに注力してい
ます。Ruckus ZoneFlex システムでは、当社の特許取得
アダプティブ アンテナ アレイおよびヒューリスティッ
クベースのトラフィック分類と優先順位付けを使っ
て、ちらつきのないビデオをラップトップ、タブレッ
ト、そしてテレビに配信します。当社の製品と技術は、
ストリーミング HD ビデオなど遅延が許されないトラ
フィックに対応できるよう設計されています。

トップ
 10

ラッカスは教育現場で求めら
れる WI-FI に対する要求事項
上位 10 項目に応えます

「ZoneFlex システムは必要なすべての中央管理機能を備え
ていますが、さらに付加価値があります。システムに必要な 
AP の数を減らすことができる一方で、外部アンテナなしに
安定したアダプティブ信号を利用できます。しかも、導入と
管理がおそろしく簡単です。とにかく文句のつけようがあり
ません。」

クリストファー・ステイブ 
コンピューティングおよびネットワーク  
サービス マネージャー 

Ruckus ZoneFlex WLAN システムは数分で設定が完了するた
め、スケジュール／予算内で導入を行うことができます。

1
どこでも使用可能な Wi-Fi
長距離、高利得のアンテナ アレイを活用することで 2 ～ 4 倍
の信号到達範囲を確保します。

2
信頼性の高いクライアント接続
アダプティブ アンテナ技術によって、干渉を自動的に回避し、
最高のパフォーマンスを得られる経路を選択します。

3
BYOD ソリューション
接続されるデバイスと役割といった属性に基づくネットワー
ク アクセス ポリシーにより、学生、職員、スタッフ、ゲストを
シームレスに接続します。

4
屋内と屋外をまとめて管理
1 つのインターフェイスからすべての AP をまとめて設定し
て一元管理できます。

5
マルチメディア対応
自動干渉軽減によって、ちらつきのない音声とビデオを確保
します。

6
高密度環境
バンド ステアリングとエアタイム フェアネスで、膨大な数の
同時接続ユーザーに対応します。

7
新規配線が不要
適応性と信頼性の高い Wi-Fi メッシングにより、配線工事と費
用を削減できます。

8
柔軟性に富んだ導入オプション
コントローラー有りまたは無しで AP を導入、オンサイトま
たは離れた場所にコントローラーを設置できます。

9
遠くでも一貫した Wi-Fi パフォーマンス
優れたアンテナ ダイバーシティとクライアント フィードバッ
クにより、接続端末に対し最高のデータ転送速度を確保します。

10
設定と導入が簡単
グラフィカル ユーザー インターフェイスで、わかりやすいポ
イント・アンド・クリックのコマンドを使用します。



BENEDICT
COLLEGE問題 RUCKUS SMART WI-FI ソリューション

信号到達範囲に
むらがある 

高利得のスマート アンテナ システムによって Wi-Fi 信号到
達距離が 2 ～ 4 倍に拡がるため、各学校に設置する AP の
数を削減できます。

不安定な Wi-Fi  
接続

特許取得アダプティブ アンテナ技術により、安定したク
ライアント接続を確保、パケット損失を抑制し、最高のパ
フォーマンスを実現します。

異なる WLAN シ
ステム

屋内および屋外の AP がメッシュ接続され、ZoneDirector で
一元管理されます。

管理しなければ
ならない AP の数
が多すぎる

従来の Wi-Fi 製品と比較して、必要な AP の数が半分から  
3 分の 2 で済みます。

マルチメディア
への非対応

IP ベースのビデオ、音声、管理アプリケーションを同時に
運用できる、最大 32 個の WLAN ネットワークを提供します。

各学校に設置さ
れるコントロー
ラー

分散フォワーディング アーキテクチャによって、データ経
路にコントローラーを設置しなくとも、ネットワーク オペ
レーション センター から Wi-Fi インフラ全体を管理できま
す。

ゲスト管理 直感的なブラウザベースのシステムにより、時間制限付きの
一意のゲスト パスを 生成できます。

複雑な導入と 
管理

WLAN 全体を数分で設定でき、AP は自動的にコントロー
ラーを見つけて自動構成されます。Ruckus Smart Wi-Fi シス
テムはリモートで設定および管理できます。

教育機関は、ラッカスの Smart Wi-Fi 
ソリューションを選択して課題を
克服し、パフォーマンスを向上し
ています

  
関係各位から大絶賛 

バルーク大学はマンハッタン商業地区のグラマシー公園の近くにあるコミュー
ター カレッジで、5 街区にまたがる施設に 17,000 人もの学生を抱えています。
バルークのキャンパスは、90,000 平方メートル以上におよびます。

バルークは、カリキュラムでのストリーミング マルチメディアの利用において
先端的な大学で、イベント、講義、その他の活動を記録して学生が必要に応じ
てアクセスできるようにしています。キャンパスでは最大 10,000 人の学生とス
タッフが同時にネットワークに接続することを想定した WLAN ネットワークを
構築する必要があります。このためバルークでは Wi-Fi アップグレード行うにさ
いし、学生の手を借りて、Cisco、Aruba、Xirrus、Meru、Motorola、Meraki、
Trapeze、Ruckus の評価を実施しました。

キャンパス内で徹底的にテストを行った後、全学一致で Ruckus ZoneFlex シス
テムを選択、500 台 をこえる ZoneFlex 7962 屋内デュアルバンド 802.11n ア
クセス ポイント (AP) の導入が開始されました。バルークはまた 冗長構成の 
ZoneDirector 3000 シリーズ WLAN コントローラー、FlexMaster を導入、トラ
フィック、トレンドレポートなどを作成しています。

180 のスマート クラスルーム、体育館、劇場、会議 /イベント施設を抱えるニュー
マン バーティカル キャンパスで導入後、スループットが以前と比較し 10 倍に
なったことが確認できました。

高いユーザー密度と Wi-Fi 干渉の問題を解決する
ラッカスでバルーク大学での学習体験が変わる



ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX または 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

1 ～ 8 km

屋外

オフィス

大学構内

教室

教室

信頼できる屋外 SmartMesh 
Networking で必要最小限の
イーサネット配線

長距離ポイント・ツー・ポイント/
マルチポイント 802.11n ブリッジ

高密度の場所のためのアダプテ
ィブ アンテナ技術とエアタイム 
フェアネス

多数の AP オプション － コント
ローラー有りまたは無しで導入

データパスから離れた場所にあ
るコントローラー － オンサイト
またはオフサイトに導入

屋内/屋外システム全体を統合し
たエンド・ツー・エンド管理

Ruckus Smart Wi-Fi は教育
市場向けの最も柔軟な導入
オプションです
インターネット アクセス、マルチメディア サービス、
VOIP、IP VOD、IPTV ストリーミング、ゲスト ネットワー
キング、スタッフ管理、屋外イベント



教育市場
向けの豊富な品揃え

ZoneFlex 7372

屋内デュアルバンド、 2 ポート 
802.11n AP、スマート アンテナ 
アレイ搭載、PoE (802.3af/at) 対応

屋内デュアルバンド、3x3 802.11ac 
AP スマート アンテナ アレイ搭載、

PoE (802.3af/at) 対応

屋内デュアルバンド、3x3:3 802.11n 
AP、スマート アンテナ アレイ搭載、

PoE (802.3af/at) 対応

屋外デュアルバンド、2 ポート 
802.11n AP、スマート アンテナ 
アレイ搭載、PoE (802.3at/af) 対応

屋外長距離ポイント・ツー・
ポイント /マルチポイント
802.11n 5 GHz ブリッジ

Linux ベースのリモート Wi-Fi 
システム管理ソフトウェア

ZoneFlex R700 ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762

屋内デュアルバンド、2x2 802.11n 
AP スマート アンテナ アレイ搭載、

PoE (802.3af) 対応

6 ～ 1,000 個の Ruckus AP に対応
する集中型 WLAN コントローラー

ZoneFlex R300 ZoneDirector コントローラー

ZoneFlex 7731

FlexMaster

ZoneFlex 7352

屋内シングルバンド、2 ポート 
802.11n AP、スマート アンテナ  
アレイ搭載、PoE (802.3af/at) 対応
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Smart Wi-Fi
           広範なパフォーマンスを見据えて設計・構築 ...


