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会社名：
ダートマス大学

業界：
教育

ビジネス上の課題： 
学生、教員、管理スタッフに優れた
キャンパス Wi-Fi 体験を提供する。 

技術ソリューション： 
• Mist プラットフォーム 
• QFX10002 スイッチ 
• EX3400 イーサネット スイッチ

ビジネス上の成果： 
• 拡張性と柔軟性に優れたキャンパス 
ネットワークにより、学生と教員の
満足度が大幅に向上

• Wi-Fi ユーザー エクスペリエンスと
問題の根本原因を新たに可視化 

• 問題が発生する前に大学側が予測
可能に 

• AI と自動化を活用して導入を 
高速化

 

ダートマス大学は、世界で最も優れた学術機関の 1 つとして昔から知られています。米国ニュー
ハンプシャー州ハノーバーにあるアイビーリーグの同大学は、米国で 9 番目に古い高等教育機関
で、多様で意欲の高い学生たちと教員の注目を集めています。ダートマス大学には 6,500 人 
以上の学部生と大学院生が在籍し、約 4,000 人の優れた教職員がいます。同大学では、Mist 
プラットフォームとジュニパーネットワークスのスイッチングを活用して、ネットワーク エクスペリ
エンスを変革しています。 

優れた Wi-Fi 環境はキャンパス生活に欠かせない
ミッチ・デイビス氏は 2 年前に CIO としてダートマス大学に就任したとき、IT イニシアチブを
大学の使命と戦略計画に連携させたいと考えていました。デイビス氏は、同大学で最先端技術を

活用し続けるための情報、コンサルティング、テクノロジを「ICT 2.0」と呼んでいます。 

中でも Wi-Fi は最優先課題です。学生は、魅力的なカリキュラム、優れた教授陣、活気に満ち
た社会生活を求めるのと同じように、広範囲で使用でき、信頼性が高く、高速のワイヤレス  
サービスを期待しています。ところが、デジタル世代の学生たちがダートマス大学のキャンパス 
ネットワークの使用容量を増大させました。ネットワークには 25,000 台のデバイスが接続され、
集計結果によれば、同大学では過去数年間でモバイル デバイスの台数が 6 倍に増加しました。
その結果、特に歴史的な古い建物や大きな講堂では、Wi-Fi は決して満足できるものではありま
せんでした。 

ダートマス大学のネットワーク ディレクタ、フェリックス・ヴィント氏は次のように語っています。
「当大学の学生寮の入居率は 90% をはるかに超えており、学生は学習管理システムや教室内の
テクノロジに完全にアクセスできることを期待しています。彼らは、学生寮の中だけでなく、 
キャンパスのどこにいてもネットワークが接続されることを求めています」。 

そのような目標を達成するには、IT チームが現状から脱却する必要がありました。デイビス氏は、
最高品質のワイヤレス エクスペリエンスを学生、教職員、管理スタッフに提供することを目指しま
した。そして、それはファイバーからアクセス ポイントにいたるまで、ネットワーク全体を刷新する
ことを意味しました。

「私たちは、でき得るかぎり最高の利用環境を構築することを
目指しています。Mist の分析機能を使用すれば、問題の 
発生場所を特定でき、わずか 2% のユーザーで問題が 
発生している状況でも、問題を即座に解決することができます。
Mist を活用して、優れた利用環境を構築できます」。 
- ダートマス大学、CIO、ミッチ・デイビス氏

AI ドリブンのインサイトと自動化によって 
キャンパス環境を変革したダートマス大学
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最高のキャンパス ネットワークを構築するための連携
ダートマス大学は、ジュニパー傘下の Mist による、AI を活用した WLAN 
ソリューションとジュニパーのスイッチングを、キャンパスのワイヤレス ネット
ワークと有線ネットワークに採用しました。同大学の技術チームは、2019 年
にジュニパーと Mist が合併したことを歓迎しました。デイビス氏は次のよう
に語っています。「当大学は Mist とジュニパーの合併前から両社と協力関係
にありました。そして、両社の合併による相乗効果が生まれました」。

Mist は実に革新的なワイヤレス プラットフォームです。最新のマイクロ
サービス クラウド アーキテクチャで構築された Mist は、AI ドリブンの 
自動化とインサイトにより、優れた拡張性と俊敏性を実現します。 

「ジュニパーが Mist を買収したことにより、 
2 社のベンダーとのやりとりではなく、 1 社のみの
協力関係で済むようになったからです。それは、
私たちにとっては非常に便利なことでした」。 
- ダートマス大学、CIO、ミッチ・デイビス氏

デイビス氏は次のように語っています。「私たちは、できる限りの最高の 
カスタマー エクスペリエンスを構築することを目指しています。Mist の 
分析機能を使用すれば、問題の発生場所を特定でき、わずか 2% の 
ユーザーで問題が発生している状況でも、問題を即座に解決することがで

きます。Mist を活用して、優れた利用環境を構築できます」。

ヴィント氏は次のように語っています。「ジュニパーに魅力を感じたのは、

自動化の機能を備えていたからです。ジュニパーでは、この自動化を 
Network Reliability Engineering と呼んでいますが、これはネットワーク
の信頼性を測定および自動化するためのエンジニアリング アプローチです」。

Mist プラットフォームの導入は、Tuck School of Business と Thayer 
School of Engineering で始められましたが、最終的にはキャンパス内の 
200 棟の建物すべてに新しい Wi-Fi を展開していく予定です。Mist は、
ハイパフォーマンスの 802.11ax および 802.11ac Wi-Fi、Bluetooth 
LE、IoT を提供します。

ヴィント氏は次のように語っています。「私は数世代のキャンパスネットワー

クを導入しました。Mist とジュニパーの導入は、その自動化と AI 機能に
より、最速で最もリソース効率の高い方法です」。 

ヴィント氏は、導入プロセスを高速化するための自動化ツールを開発しま

した。「2,000 か所のアクセス ポイントの設置にかかる時間を 1 時間 
短縮できれば、それは正社員の 1 年間の労働時間に相当します。今まで
アクセス ポイントを設置することに使用していた時間を、今後は、お客様
のサービスを提供するために使うことができます」。 

進化するキャンパス ネットワーク
ジュニパーの最先端の有線ネットワークは、優れたユーザー エクスペリエ
ンスの基盤を提供します。ヴィント氏は次のように語っています。「ジュニ

パーは、その API により、自動化へのワークフロー ドリブンのアプローチ
を容易にします。そして、ネットワーク全体をコードとしてのインフラスト

ラクチャとして扱うことができます」。

ダートマス大学のキャンパス ネットワークは、イーサネット VPN 仮想 
拡張 LAN（EVPN-VXLAN）アーキテクチャを使用して、レイヤー 2/ 
レイヤー 3 接続を提供することで、優れた拡張性と効率性を実現します。
EVPN-VXLAN により、アンダーレイ ネットワーク（物理トポロジー）が
オーバーレイ ネットワーク（仮想トポロジー）から切り離されます。 
ヴィント氏は次のように語っています。「ネットワークを単純なレイヤー 2/
レイヤー 3 ネットワークから EVPN に転換することで、キャンパスの 
セキュリティ ゾーンを大幅に増やすことができます。そして、境界だけ 
ではなく、東西間のトラフィックを詳しく調査できるようになりました」。

ジュニパーネットワークス® QFX10002 スイッチは、コア ネットワークで
使用されます。 ジュニパーネットワークス EX3400 イーサネット スイッチ
は、費用対効果に優れたネットワーク アクセスを提供します。シンプルさ
を念頭に設計された Junos® オペレーティング システムが、すべての 
ジュニパー ネットワークとセキュリティを強化します。ネットワークは、信頼性
とセキュリティを重視して構築され、ネットワークの運用を自動化します。 

デイビス氏は次のように語っています。「私は 1 つのオペレーティング シス
テムで作業するため、トップツーボトム、エッジからコアまで、ジュニパー

に満足しています。ジュニパーは、セキュリティを含め、全領域にわたる 
サポートを提供してくれます」。

学生のレビューで高評価を得る 
ジュニパーと Mist をネットワークに導入したことで、ダートマス大学では
すべての人にとって好ましい変化が生まれています。今日の高密度な 
モバイル環境向けに設計された 5 GHz Wi-Fi ネットワークにより、学生
は学習管理システムに簡単にアクセスし、ビジネス プレゼンテーションで
の共同作業やエンジニアリング シミュレーションの実行もできるようになり
ました。教授は教室での視覚教材に iPad を使用でき、管理スタッフは 
仕事に必要なリソースにすぐにアクセスできます。 

Mist には、Siri のような仮想ネットワーク アシスタントの Marvis が搭載
されており、自然言語処理を使用して、「ゴールドスタイン ホールの 
アクセス ポイントはちゃんと機能していますか？」などのような質問に対する
回答を IT スタッフに提供します。 

ネットワーク運用も簡素化され、空いた IT スタッフをより戦略的なプロ
ジェクトに割り当てられます。Mist Wi-Fi の導入により、IT チームは 
Wi-Fi とアプリケーションの使用状況の追跡など、ユーザー エクスペリ 
エンスを新たに可視化できるようになりました。IT チームは初めて、定義
済みのサービス レベルを確立、測定、適用できるようになりました。 
たとえば、誰かがライブラリ Wi-Fi ネットワークに参加するのに 2 秒以上
かかる場合、サービス デスクはすぐに認識し、デバイスまたはネットワー
クの特定の部分に障害が発生しているかどうかを把握できます。この情報

を利用して、サポート スタッフは、ネットワーク サービス チームにエスカ
レーションすることなく、より多くの接続の問題を自分で解決できます。 

さらに優れた機能として、Mist プラットフォームはパフォーマンスの問題
が発生する前に予測できるため、ネットワークにかつてない自己修復レベ
ルの品質を追加できます。  
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AI ドリブン ネットワークへの移行
教育業界では AI ドリブン IT への移行に着手し始めたばかりで、ダートマス
大学はその最前線にいます。デイビス氏は次のように語っています。「AI の
登場でネットワークの管理方法が変わります。今まで手作業で行われていた

多くの処理は、今後は AI により行われるでしょう。ただし、まずは AI のこと
を学んでから、最も効果が期待できるところに導入することになるでしょう」。 

ヴィント氏は次のように語っています。「私たちはまだ始まったばかりです。

私の車は別の車が隣を走っていることを教えてくれるので、そのときに車

線変更はしません。私たちは自動運転ネットワークへと進化しています」。 

「Mist とジュニパーの導入は、その自動化と  
AI 機能により、最速で最もリソース効率の高い
方法です」。今までアクセス ポイントを設置する
ことに使用していた時間を、今後は、お客様の
サービスを提供するために使うことができます」。 
- ダートマス大学、ネットワーク ディレクタ、フェリックス・ヴィント氏

より多くのデジタル変革に備える
今後を見据えて、ダートマス大学ではロケーション ベースのサービスの 
可能性を模索しています。Mist プラットフォームに組み込まれたビーコン
と Bluetooth Low Energy により、同大学では訪問者に目的地への詳細
な道案内を提供できます。また、教室で出席を取ることを自動化し、拡張

現実（AR）による博物館ツアーを提供することもできます。同キャンパス
はネットワーク基盤を強化し、ダートマス大学がデジタル エリートであり 
続けるため、心躍るイノベーションの未来に備えていることを、デイビス氏

とそのチームは理解しています。

デイビス氏は次のように語っています。「ジュニパーが Mist を買収したと
知って、私たちは喜びました。なぜなら、2 社のベンダーとのやりとりでは
なく、 1 社のみの協力関係で済むようになったからです。それは、私たち
にとっては非常に便利なことでした」。

詳細の参照先
ジュニパーネットワークスの製品およびソリューションの詳細については、

www.juniper.net/jp/jp をご覧ください。 

ジュニパーネットワークスについて
ジュニパーネットワークスは、世界をつなぐ製品、ソリューション、サービス

を通じて、ネットワークを簡素化します。エンジニアリングのイノベーション

により、クラウド時代のネットワークの制約や複雑さを解消し、お客様および

パートナーの皆様が日々直面している困難な課題を解決します。ジュニパー

ネットワークスは、世界に変革をもたらす知識の共有や人類の進歩の

リソースとなるのはネットワークであると考えています。私たちは、ビジネス 
ニーズにあわせた、拡張性の高い、自動化されたセキュアなネットワークを

提供するための革新的な方法の創造に取り組んでいます。
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