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梅光学院大学
ICT推進で学校運営そのものを次世代型にシフト

「No.1グローカル大学」の実現に向けて

梅光学院大学は2016年3月にラッカスの無線LANソリューションを導入、2019年3月完成の

新校舎「CROSSLIGHT」のネットワーク構築にもラッカス製品が採用された。未来志向が詰め

込まれた次世代の学び舎、その通信インフラの一端をラッカスネットワークスの無線LANソリ

ューションが担っている。

加速する学内環境へのICT導入、無線ネットワークの安定性を追求

梅光学院大学は中長期計画『BAIKO VISION for 2020』の中で、ICTやインターネットの活用

をメインプランに盛り込み、学生だけではなく、教職員の育成までを明示している。ICT化の推

進は単なる教育方針といった位置付けではなく、学校運営の体制そのものを次世代型にシ

フトしていく方向性が色濃く打ち出されている。

体制変化の前段から通信インフラの整備を指揮する西村総務部長は過渡期を次のように

振り返る。「2015年以前からICTの活用が本格化し、教職員の扱うデータ管理先をクラウドス

1872年にアメリカの宣教師ヘンリー・スタウト博士夫妻

によって創設された梅光学院。同学院は1967年に大

学を設置、梅光学院大学は2017年に開学50周年を迎

えた。日本で6番目に創設された伝統的なミッションス

クールは、今日に至るまで国際性豊かな人材を数多く

輩出し、国際的（グローバル）な視点を持ちながら地域

社会（ローカル）に貢献する「グローカル人材」の育成

を掲げている。

導入のポイント：

• クラウドストレージ活用の機会が増加、セキュリティ

の信頼性・可用性を担保する必要

• 学生と教職員のノートPC必携化による接続デバイ

スの増加、通信の安定性を確保

• 障害情報の検知、メンテナンス効率の改善による

人的負担の削減

導入製品：

（現校舎）

• コントローラ：ZoneDirector 1200 

• アクセスポイント： R500×41台

（新校舎）

• コントローラ：ZoneDirector 1200×2台

• アクセスポイント： R510×27台

効果：

• 無線LAN通信の安定性向上

• デバイス接続が密集する教室・エリアにおいて高可

用性のシステム構築の実現

• 障害情報など運用管理面での人的負担の削減、メ

ンテナンスの効率化

• 新校舎へ継続してラッカス製品を導入
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トレージに移行していくという流れもあり、通信の安定性と信頼性に

ついて、よりシビアに考える必要がありました」。そういった状況の中

で、2015年春、西村氏は幕張の展示会にてラッカス製品に出会った

と語る。「一般的なAP（アクセスポイント）と違い、同心円状に電波を

送るのではなく、各デバイスに向けて調整された電波を届けるという

技術を知り、新しさを感じました。当時は、安定したネットワーク構築

のためにAPを増設していくという考えがありましたが、ラッカスAPの

特長を知り、量よりも質という観点を持ちながら、他社製品との比較

検討を進めました」と西村氏は導入のきっかけを述懐する。デバイス

ごとに指向性アンテナパターンを作り出すラッカスの独自技術が通

信の安定に繋がると期待されたのである。

学生を対象にノートPCを必携化、ラッカスの導入効

果にも手応え

梅光学院大学では学生一人ひとりのICT活用能力の向上を図ってお

り、すでにノートPCの必携化は実施済み。学生たちにアクティブラー

ニング型の授業を提供し、現在もその割合を高めていく流れを推し

進めている。

「学生を対象にしたノートPC必携化、教職員のデスクトップPCの廃

止などの動きに無線ネットワークの環境整備は必要不可欠。ラッカ

ス製品は導入コストも許容範囲内であったため、ネットワーク整備に

ご協力いただいている株式会社ハイエレコン様と協議しながら順次

検証、評価を進めていきました」と西村氏は導入までの道筋と背景

を語り、成果については次のように述べた。「他社製品使用時には

接続が安定していなかったエリアにも改善が見られ、手応えを感じ

ました。接続不安定によるクレーム件数も減少し、ひいては障害情

報の検知も容易になりました。現場レベルで負担軽減を実感してい

ます」。

ラッカス製品の導入にあたり、カバーエリアの検証と電波強度テスト

も徹底。接続台数の過密する教室にはAPを2台設置するなど、障害

や故障をはじめ不測の事態にも対応可能なシステムを組み、安定

稼働を実現。「まだ試行錯誤すべき課題はありますが、現実的な目

標として接続に関するクレームゼロを達成できるよう取り組んでいま

す」と導入成果を結論した。

新校舎「CROSSLIGHT」の誕生、三者一体で成す「

真のアクティブラーニング」

「2019年春に誕生する新校舎は、従来の大学施設の概念とは異な

り、より学生主体のコミュニケーションを創出するためのインタラクテ

ィブな環境です」と語るのはCHANG副総務部長。CHANG氏は「今ま

でも授業のアクティブラーニング化を順調に推進してきましたが、本

学ではアクティブラーニングの定義を単一的なものとしていません。

学生同士の情報交換のあり方から教職員とのペーパーレスなコミュ

ニケーション、ノートPCの活用体験および習熟といった包括的なもの

として捉えています。本校が掲げているグローバル人材の育成を考

えるとき、無線ネットワークの環境下で場所を選ばず能動的に動くこ

とは必須です。そういった未来に順応するための学びの場を提供す

ることが重要なミッションになります」と構想理念を語った。

また、西村総務部長はアクティブラーニングに関して具体例を挙げ

ながら、ラッカス無線LANソリューションの有用性を述べた。「本学の

インフォメーションブースは教員と職員だけでなく、学生も役割を担

い運営しています。無線ネットワークで繋がり、情報を共有し、三者

一体となって協働することは実践的な学びです。新校舎では三者一

体がより推進される環境があるので、接続安定性に優れたラッカス

のソリューションに依って、新しいアイディアを実現していきたいです

ね」。多種多様なデバイスを接続することが想定されている新校舎に

も、指向性を選り分け電波を供給するラッカス製品が採用された。ラ

ッカスは学内コミュニケーションのあり方の変革期に、その性能・パ

フォーマンスで応えていく。
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樋口 紀子氏 
梅光学院大学　学長

西村 正和 氏 　 
梅光学院大学　総務部長

教育現場の革新的イノベーション、教職員のフリー

アドレス制が描く「働き方改革」

「ラッカス製品の導入と同時期に、学内で使用している複合機も有

線のものから無線LANで運用するものに切り替えました。これによっ

て教職員のフリーアドレス制が推進されていき、場所的な制約に縛

られる機会が徐々に少なくなったと言えるでしょう。教職員の負担軽

減に直結した事例であり、通信インフラの充実がもたらす働き方改

革の一例です。学生と教職員がノートPCを必携することで、教材や

資料、学生の発表などあらゆる情報共有も効率化が進んでいます。

授業直前に学生に配布する教材・資料を追加したい時でも、今では

対応も容易です。新校舎では教職員のフリーアドレス制の確立に向

けて、インフラ整備面の課題にも挑戦していきます。」CHANG副総

務部長は“働き方改革”という明確なキーワードを用いて未来を見据

えた。

梅光学院大学では教職員のフリーアドレス制を軸として学校運営に

イノベーションを起こそうとしている。すでに理論を固めるといったフ

ェーズではなく、具体的な動きをもって変革している同大学。ラッカス

無線LANによる安定したネットワーク運用、効率に優れたメンテナン

ス性を土台に革新的な取り組みがなされていた。最後に、西村総務

部長の言葉で本事例を結ぶ。「教員と職員が同一目線で学生を育

成することは多くの大学にとって難しい課題です。本学では個人研

究室の廃止やフリーアドレス制といった環境面から教員と職員のコ

ミュニケーション密度を高めていきます。新校舎のコンセプトとラッカ

スに後押しされている通信インフラの充実を掛け合わせて、学生・教

員・職員の三者一体が実現するでしょう」。

「ラッカスの指向性アンテナパターンをデバイスごとに作

り出す技術により、接続性・安定性が向上しました。本

校では今後も無線ネットワーク環境の下で、あらゆるデ

バイスを活用していきますので、ラッカスのパフォーマン

スに依って耐障害性を追求し、通信のクレームゼロを目

指していきます」

西村 正和 氏

梅光学院大学

所在地：山口県下関市向洋町1-1-1

URL: http://www.baiko.ac.jp/university/
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