
セキュリティ対策としてEXTREME NETWORKSの
SDN対応 L3スイッチと無線LANシステムを導入。

導入事例: 学校法人森村学園様

課題／導入の目的

解決方法の検討・決定／ブラックボックス・ネットワークサービスからの提案

本学園では2016年度に実施したネットワーク システム更新の実施にあたり、以下の課題解決を検討してお
りました。 

•	ますます進むタブレットやPCを利用した授業のデジタル化に対応するため、ネットワークの帯域を確保
しなければならない。

•	将来のBYOD(Bring	Your	Own	Device)化の導入も視野に入れた学園内ネットワーク	アクセスのセ
キュリティ強化のため、校務系ネットワークと授業系ネットワークを同一ネットワーク機器上で分離して
運用ができるようにしなければならない。

•	導入後の保守・メンテナンス等のランニングコストを極力削減したい。	
•	特に導入後の設定変更等、ネットワーク管理は可能な限り自校担当者で運用したい。

本学園での検討を進めるにあたり、各ネットワーク インテグレータから提案内容を精査しました結果、導入費
用面のみならず、事前のサイトサーベイを実施していただいたうえで、最も本学園に適した提案をブラックボッ
クス・ネットワークサービスよりいただき、本学園のネットワークにおける課題を解決していただけると確信、以
下の導入計画を立案することができました。

•	Extreme Networks社のSDN(Software Define Network)L3スイッチの導入により設定変更
等、運用管理の自校担当者での実施を実現することで、従来の運用費の大幅な削減を行う。将来の
BYOD(Bring	Your	Own	Device)化の導入も視野に入れた学園内ネットワーク	アクセスのセキュリ
ティ強化のため、校務系ネットワークと授業系ネットワークを同一ネットワーク機器上で分離して運用が
できるようにする。

•	Policyによる校務系、授業系の各ネットワークのアクセス権限の設定ができるため、既存のADサーバと
の組み合わせで、	アクセス権限の強化、セキュリティの2重化設定を導入し、将来BYOD化の導入を行
っても、ネットワーク	アクセスのセキュリティが実現できると判断した。

•	安価なブラックボックス・ネットワークサービス社製L2スイッチを導入することで、校内10G化の実現と
導入費削減との両方を実現する。
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導入成果・現状
2016年8月にExtremeNetworks社製L3スイッチを初めとするネットワーク機器の更新作業を行いましたが、既設ネットワークからの置換
にあたり、既設ネットワークベンダーの持つノウハウを短期間で吸収していただき、ルータやファイアウォールといった他社が導入した機器に
対しても、設定変更等の対応を行うだけでなく、保守費低減の提案もいただき、当初の想定以上の費用削減を実現することができました。現
在本学園では学園本部が主体となり、初等部でのタブレットを利用した授業開始に向けて、無線APの増設と各デバイスの帯域設定を実施す
る予定で、そこでもブラックボックス・ネットワークサービスからのご支援を期待しております。

学校法人森村学園のご紹介
1910年（明治43年）4月25日、南高輪の森村市左衛門の邸内の一角に幼稚園が誕生、森村学園の長い歴史は、その「私立南高輪幼稚園」と命
名された小さな幼稚園から始まりました。同年の9月28日には、私立南高輪尋常小学校も開校しました。
2010年には創立100周年を迎え、横浜市緑区長津田町の緑豊かな地で、幼稚園、初等部、中等部・高等部を併設する児童・生徒数2000名を
超える学園として、今も建学の精神である「独立自営」、校訓である「正直・親切・勤勉」のもと、多くの人材を送り出しております。
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標準で 50 台の AP を管理、
最大 125AP までライセンス追加可能 
冗長 (H/A) 構成で最大 250AP を管理
4 ポート Gigabit Ethernet ポート装備
単一の GE 管理ポート装備
標準で 2,000 ユーザを管理
冗長(H/A) 構成で最大4,000 ユーザを管理

コントローラ

型式：LGB5028A

1/10Gbps SFP モジュール 4 ポート付き
 L2 24 ポートスイッチ
IEEE802.1x ポート単位でのネットワーク
アクセス制御
VLAN（4 系統）、QoS 対応
802.3az 省電力型イーサネット機能により
電気代を抑えます
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IEEE 802.1x ポートベースのネットワーク
アクセス制御
802.3az エネルギー高効率イーサネットは、
電力コストを節約

管理機能付き L28 ポート PoE スイッチ

型式：x670-G2-48x-4q

48 ポート 10GBASE-X SFP+
(1G/10G デュアルスピード ) 
スイッチファブリック帯域幅：960Gbps
フレーム転送レート :714Mpps
4096 x VLAN
(ポート、プロトコル、IEEE802.1Q) 
レイヤ 2/MAC アドレス :128K

Summit x670 シリーズ
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無線LANコントローラ	WC-35

コアスイッチ
Extreme	Networks
X670-G2-48x-4q

ファイアウォール
インターネット

ADサーバ

学内ファイルサーバ

L2スイッチ	10G
LGB5024A	他

有線LAN

PoEスイッチ
LPB2910A

無線	AP
WS-AP3805i

L2スイッチ	10G
LGB5024A	他

導入製品

構成概念

ネットワーク構成

認識ネットワークによる自動化運用　　有線/無線統合管理

授業系 NW
(生徒/学習用)

校務系 NW
(教職員用)


