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2014 年秋、米国アリゾナ州メサ市公立学では、それまで活用していた各学校
の ICT 環境に関して、深刻な問題に直面していました。教員は古いデスクトッ
プ型 PC を使用し、学区全体には接続スピードの遅いネットワーク、教室には
時代遅れの大きくて重い旧式のプロジェクターが配備されていました。州内
最大の学区として、メサ公立学区は学区内のICT環境の刷新化の必要性を感じ、
2012 年に承認された 2 億 3,000 万ドルの州債発行により得た資金でゼロから
見直すことになりました。

市は当初から教室の ICT 化の中心は、ワイヤレス化が前提であると決めてい
ました。 ワイヤレスを導入することにより、将来に渡り ICT 教室に新しい枠組
みが生まれ、 教員の指導や生徒の学習に役立つ ICT スタイルを教室に浸透さ
せ、教員が授業カリキ ュラムを自由にデザインできるようになると考えたか
らです。

一方、技術的な複雑さとプロジェクトの大きさには課題がありました。古い
学校につきものである旧式ネットワーク環境に複数のワイヤレスネットワー
クを配置する場合、 かなり複雑な仕組みになり、メサ市が当初考えていた予
算計画に対しコストが高額になっ てしまったのです。その結果、導入を断念
し、計画を最初から見直すことになりました。

その後、一年間にわたり計画の見直しを行い、802.11n WiFi を校舎とグラウ
ンドに順次 設置し、教員全員に最新のノートパソコンを 1台ずつ配布するこ
とにしました。さらに各教室に単焦点プロジェクターとアクションテック社
のワイヤレスディスプレイ アダプターである スクリーンビームを設置しまし
た。

その結果、従来ケーブルにより移動が制限された教員は、導入後、生徒 1人
1人の座席をまわりハンズオンによる直接指導ができるようになりました。
授業中の ICT 活用能力が養われるだけでなく、生徒が興味を持ちやすい動画
や資料を事前に準備し、大きな画面に映し出して、クラス全体の一体化を促
進するといった新たな学習環境を作り出しました。特に時代のデジタル化に
適した ICT 教育のレベルアップに成功しました。

メサ市の情報システム課長であるデイビッド・サンダース氏は、「この取り組
みの背景には、生徒に対し最新テクノロジーに触れる機会が無いということ
は、生徒にひどい仕打ちを与えているのも同然だという意識が働いていまし
た。今の世代の生徒達は新しい技術に敏感で素早く吸収します。だからこそ、
生徒の自宅に PC やブロードバンド環境のあるなしにかかわらず、学校にお
いて生徒全員に最新のテクノロジーに接する機会を作り、今日のデジタル環
境を身に着けさせることが必要なのです」と話しています。( デジタルデバ
イドの解消 )

メサ市の導入事例から、学校や教室内にワイヤレス環境を導入する利点とワ
イヤレスディスプレイを選択した理由、さらに限られた期間でどのようにし
て導入を成功させたのかを知ることができます。このレポートは、メサ市が
検討開始から、導入、教員へのトレーニングを含めた導入プロセスを明らか
にしています。

1. はじめに
　 メサ市教育委員会が行った ICT 導入への大胆な取り組み

メサ公立学区の導入システム
・スクリーンビームプロ・エ
デュケーション 2   4,000 台
・プロジェクター 3,600 台
( 単焦点型、設置機材含 )
・Cisco 社製 2602 AP アクセ
スポイント 6,500 ヶ所 ( 台 )
・教室数 3,600 教室
・教室内のアクセスポイント
1ヶ所につき 25~30 台シス
テムの PC、ピーク時には共
用領域で 100~150 台の PC
を接続
・BYOD( 個人所有の PC 持ち
込み ) 許可だが、学区では、
生徒一人に 1台の PC 配布へ
移行中
・学区内の学校数は小学校 
57 校、中学校 11 校、総合
高校 6 校、特別支援校
・対象者数は学区全体で約 6 
万 4,000 人

Mesa Public Schools( メサ
市公立学区 ) は、アリゾ
ナ州メサ市の統一学区で、
同州内 では最大の規模で
す。生徒数は約 6万 4,000
人を擁しています。

導入事例
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Freely move around the classroom and simultaneously share content to the classroom projector

メサ市でのワイヤレスディスプレイ導入は、多くの生徒を擁する学区における大規模な ICT 導入の取り組
みですが、一方このレポートで述べられている多くの教訓、技術的な詳細は、予算が少ない小規模な学区
であっても同様に展開可能です。

メサ市は、ICT を使った授業スタイルの見直しを行う際、教室を完全にワイヤレス化する ことを早期に決
断しました。決断に際し、費用面をとても重要視していました。旧来の有線式のプロジェクターを設置す
る場合、無線に比べて、設置費用、特に人件費が高額になることが判明しました。市の見積もりでは、壁
に LAN ケーブルを這わせて繋げる場合、建物の構造にもよりますが、一教室当たり、600~1,000 ドル (7 
万円から 12 万円 ) の設置費用がかかる計算でした。 サンダース氏によれば、教室内では、ワイヤレスディ
スプレイを利用したため、壁にケーブル用の穴を開ける必要もなくなり、実際の作業費用では、有線プロ
ジェクターの設置に比べ、 コストは 3 分の 1、設置期間は、2 分の 1で済ませることができました。

サンダース氏はさらに、有線プロジェクターでは、教員の動ける範囲が限定され、授業の活力 が制限され
ていましたが「今までのように、先生が教室の隅に追いやられ、動きが取れずにいるようなことを解消し、
教室内を自由に動き回り、生徒 1人 1人交流し合うことが大切なのです」と、説明しています。

ワイヤレスディスプレイを導入することで、教室に新たな双方向コミュニケーション の空間をもたらし
ます。それは、モバイル機器 ( タブレット、ノートパソコン、スマートフ ォン ) と表示装置 ( テレビある
いはプロジェクター ) とをワイヤレスで接続することにより生まれます。一度接続すれば、手元の機器に
表示された様々なアプリやビデオ、ウェブサイトが大きな画面に投影され、クラス全体で共有できるよう
になります。

ワイヤレスディスプレイにより、教員は自由に教室内を動き回りながら、生徒 1人 1人と 交流できると同
時に、教室内のどの場所からでも、手に持ったモバイル機器の画面に指を滑らせるだけで教室のプロジェ
クターに投影することができます。この双方向の学習環境は、生徒達の授業への参加意欲を高め、教師と
生徒とのコミュニケーションをより円滑にする ことに役立ちます。

ワイヤレスディスプレイは、単にコンテンツを表示するだけのものではありません。タブレットやモバイ
ル機器を使ってコンテンツを操ることが可能になるため、利用する教員にとっても、ICT 活用能力を高め
ることに役立ちます。 また、生徒はノート PC やタブレットがあれば、立ち上がったり、教室の前に歩 み
出たりしなくても、その場から各自で作成した答えや作品を大画面に投影して、クラス内 で共有するこ
とができるようになります。

2. 教員をケーブルから開放する　教室内のワイヤレスディスプレイ
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3. 次の時代はワイヤレスです

学区で使用していた生徒用 PC はワイヤレスディスプレイをサポートしておらず、
メサ市はワイヤレスディスプレイは必須基準であると結論付けました。彼らは最終
的にワイヤレスディスプレイが利用できる最新版の Windows8.1 を搭載した機器を
選択しました。「先生からの要望により、我々は Windows 機器の導入を決定するこ
とができました。なぜなら先生方が生徒にあのワイヤレスディスプレイを体験させ
たいと言ったからです」とサンダース氏は述べています。

メサ市公立学区では、ワイヤレスディスプレイをICT 教室の基盤として将来にわたっ
て活用していきます。教員に対し、教室の運営法や授業スタイルの変更を指図する
よりも、ワイヤレスディスプレイを導入することにより、それぞれの教員が自身で
活用し、新しい学習スタイルを考え、編み出していけるようになるからです。

「今後、デスクトップパソコンを使う機会は減っていき、ますますモバイル化が進
むこと で、ケーブルを気にせずに、自由に動きまわることができるようになります。
今回、ワイヤ レスディスプレイの導入により、我々は旧来のテクノロジーへお金を
かけることは止めました。ワイヤレスディスプレイを含むワイヤレス環境は、将来
の教室環境には欠かせない重要な要素となることでしょう」とサンダース氏は述べ
ています。
また、ワイヤレスディスプレイは、メサ市の生徒 1人に 1台のパソコン配布政策を
進める重要な機器となっています。同学区がこのプログラムで使用する機器の検討
を開始 したときに、教員達の意見が反映されました。それは、生徒が新たな方法で
コンテンツに触れ、作品を見せ、席に座ったまま教室内の他の生徒と一緒に活動で
きるとして、地区全体の教員がワイヤレスディスプレイの 必要性を訴えたのです。

4. 検討プロセス
最初に、メサ市の教育 ICT 技術チームと情報システムチーム主導のもと、同学区の
教育委員会では機器配備の第 1段階として「教員に対して授業中の ICT 活用能力お
よび指導力を養うデバイス・イニシアチブプログラム」を開始しました。これによ
り、学区内の教員全員に 最新の PC が配布され、全教室にワイヤレスディスプレイ
が完備されました。

教員用 PC の選定
学区では教員に対し、教室で行われる授業のニーズに最も応える PC の機種はどれで
あるかを選択するように求めました。情報システムチームは、タッチパネルの付い
たノートパソコンや画面とキーボードが切り離せるタイプなど、人気のある 4 機種
に選択肢を絞りました。そして、模擬 教室を 4 つ設け、各教室に無線ルーターを 1 
台と 4 機種のうちのそれぞれ 1機種の PC、 さらにモニターとキーボードを１台ずつ
配備し、教員に実際に体感してもらうようにしました。模擬教室には、教育 ICT 技
術のトレーナーが１名ずつ配置され、研修を実施したり質問に対応したりしました。

2 週間の日程で学区全体の約 500 名の教師、スタッフ、管理者が 4 つの教室を巡回
し、 各機器を評価しました。4 つの機種を使用した上で、参加者は気に入った機種
をオンライ ン投票で機種選定を行うことになりました。
*投票の結果、Lenovo 社の ThinkPad Helix ウルトラブックが採用されました。

導入事例
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ワイヤレスディスプレイアダプターの選定
教員が使用するノート PC には、すべて最新の Windows8.1 が搭載され、ワイヤレスディプレイも標準機器で
利用するものを選びました。次に検討したのがワイヤレス設備でした。検討の際、教室内のケーブルを無線化
することができるワイヤレスディスプ レイアダプターの存在を知り、すぐにプロジェクターと PC 間の接続に
使用することを決めました。

情報システムチームと ICT 技術チームが、使用可能なワイヤレスディスプレイ機器を調査、評価した結果、
次に示すいくつかの重要な理由からアクションテック社製のスクリーンビームプロ・エデュケーション２が
選ばれました。

その要求に唯一対応できたのが、アクションテック社スクリーンビームプロ・エデュケーション2
と、同社のセントラルマネジメントシステム (CMS) でした。CMS は、離れた場所から遠隔に各
機器を管理し、トラブルを解決できる唯一のソリューションでした。
CMS を使う場合、さらに、機器単価や設置費用の面だけでなくメンテナンス費用の面において大き
なメリットがありました。１人の IT 管理者が一ヶ所 (1 台の PC ) からすべての受信機を管理できる
ことは、各クラスにメンテナンス担当者を送り込んで機器を１台ずつ管理する方法と比較すると、
効率的かつ費用効率が高いのは一目瞭然です。さら に、IT 管理者がある場所にサポートに駆けつけ
てしまうと、他で発生した問題をサポートできなくなり、事実上、機器の利用が制限されてしまい
ます。CMS がメサ市に提供したものは、ファームウェアの更新管理や遠隔トラブルシューティング
だけではありません。つまり、CMS により、IT 管理チームが、各機器のメンテナンス基準を設けて、
各受信機をグル ープ毎に管理し、それぞれ、学校ごとに異なった任意の背景画像を設定したり、
ファームウェアを一度にアップデートしたりできるようになり、結果的にメンテナンス時間とコス
トの大幅な低減につながっています。

・遠隔管理性
市販のワイヤレスディスプレイアダプターを利用する場合、3,600 教室 と 4,000 人以上の教員とスタッフをサ
ポートするためには 22 名の IT 管理者が必要であると見積もり、ワイヤレスディスプレイアダプターのメンテ
ナンスを行うためには、1台毎に 物理的に管理し、アップデートをしなければならないことが想定されること
から、情報システムチームは運用上、遠隔からの機器システム管理とトラブルシューティング機能の一元化が
必須と判断しました。例えば、学校内、あるいは学区内の全数のワイヤレスディスプレイアダプターのソフト
ウェアを一元的にアップデートできること、あるいは授業中の教員から動作上問題の報告があった機器に対し
て遠隔で解決できる ( たとえば、機器の接続状態や電源の確認をする ) ことなどが必須とされました。
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5. 導入

6. ワイヤレスディスプレイ導入に対する技術的見解

同学区は 2014 年の夏にワイヤレスディスプレイの導入を開始しました。各教室に
は以下の 4 つのシステムが設置されました。
1. 教員用ノートパソコン (Lenovo ThinkPad Helix ウルトラブック、ハイブリッド
型ラップトップ・タブレット )
2. プロジェクター ( 日立製 CP-AW3003)
3. ワイヤレスディスプレイアダプター ( アクションテック製スクリーンビームプ
ロ・エデュケーション 2)
4. キーボードとディスプレイ各 1 台を利用できるドッキングステーション ( 従来、
教室内のデスクトップで教えることに慣れていた教員が容易に新たな環境に移行
できるように用意 )

各教室と会議室に一台ずつ、合計 3,600 台のスクリーンビームプロ・エデュケーショ
ン 2 が配備されました。
また、それ以外に学校職員へも、プレゼンテーションや会議で自身が使えるように
するために追加配布されました。

ワイヤレスディスプレイは、各学校の敷地内に配置された 802.11n Wi-Fi を含む大
規模な ICT 環境の整備事業の一翼を担うシステムです。メサ市は各学校内の事務室、
教室や 廊下全体までワイヤレス環境が利用できることを期待した高密度な無線環
境を設置しました。その後、さらに駐車場への通路や建物間、校庭を含めた学校の
敷地内すべてにおいて WiFi が使えることを要求しました。
「当初、802.11n のワイヤレス設備を設置する段階で、ワイヤレスディスプレイ受
信機については考慮していませんでした。我々は正確なネットワーク設備を設置で
きれば、最終的にどのようなアプリケ―ションや機器も正常に動作すると信じてい
ました。事前調査の通りアクションテックのワイヤレスディスプレイ受信機は、メ
サ市の ICT 環境に最適な安定性とパフォーマンスを提供できています」と話すのは、
今回の ICT 整備事業において WiFi ネットワーク設備を担当したエンジニアリング企
業 Hye Tech Network & Security Solutions の社長サロ・ヘイバン氏。
建物の各階の構造図を使用して、同社は予測調査を実施し、その後、予測調査の精
度を検証すべく現地調査を実施しました。この調査は建物の構造図や見取り図が 
100%正確であるという保証はないため、実際の調査が大変重要でした。

・安定性
ICT 技術チームが各社の機器を評価したところ、スクリーンビームプロ・エデュケー
ション 2 が、非常に混雑したワイヤレス環境において接続安定性 ( 断線率 ) と高速
応答性 ( 表示遅延時間 ) で最高の評価結果でした。

・設定の容易性
ICT 技術チームは、アクションテックのスクリーンビームには難しい設定 が一切な
く、起動から動作開始まで最もシンプルであったと結論付けました。他の一部の機
器では、追加ソフトウエアのインストールが必要なものもありましたが、スクリー
ンビームプロ・エデュケーション 2 では、ミラキャスト機能 (Windows8.1 以降の
OSに標準搭載された機能 ) を使用するため、追加ソフトウェアの必要がなく、そ
のまますぐに利用できます。

導入事例

ICT技術チームが実施
した各社製品の比較
評価では、非常に混
雑したワイヤレス環
境において他社製品
の接続が時折不安定
になる中、アクショ
ンテック製品のパフ
ォーマンスが最も優
れていました。

メサ市の環境で最
も安定性とパフォ
ーマンスを提供で
きたレシーバーは
アクションテック
製品でした。
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メサ市の設計手法は、利用範囲と回線容量をカバーするために十分な量のアクセスポイント (AP) を配置するも
のでした。最終的には、1つの教室に 1台のアクセスポイントを配置し、カフェテリアのような共有エリアには、
複数のアクセスポイントを配置しました。

「A 教室に設置したアクセスポイントで B 教室までカバーさせたくありません。 この学区では、生徒１人に１台
の PC を配布することを考えると、アクセスポイントを共有するなんて考えられませんでした」とヘイバン氏
は述べています。

・基幹設備：管理コントローラー
・アクセスポイント：Cisco2602(4x3、802.11n)
・１教室１台のアクセスポイントを設置
・アクセスポイントは、ビームフォーミング、Cisco CleanAir および RRM( 信号リソース管理 ) に対応。いくつかのケー
スではバンドセレクト機能も有効にした
・5GHz 帯において 40MHz 帯域幅に対応
・アクセスポイントのチャンネル選択と送信電力を自動設定できる WLAN コントローラー
・サーバー認証 (PEAP) 付 WPA2 エンタープライズに対応
・ワイヤレスプロファイルは、ドメインからグループポリシーを通じプッシュできるもの
・WMMQoS 対応およびゲストネットワークよりメインネットワーク (MPS SSID) を優先する 
・日常管理：Cisco Prime、携帯型 Fluke Aircheck、および機器評価のための AirMagnet

メサ市 ICT 整備計画におけるワイヤレス設備の概要
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「わずか 2 個の SSID で必要としているすべてのことができています。SSID を増やし
ても複雑になるだけで無駄です」とヘイバン氏は述べています。SSID 管理を最小限
にする ために、メサ市はスクリーンビームプロ・エデュケーション２が持つローカ
ル管理機能を停止させ、CMSによる遠隔管理機能を利用することを求めました。こ
れは、メサ市が高密度設置での安定性と性能向上に役立つアクションテック製品の
重要な特徴です。

メサ市ではすべてのモバイル機器に対応させるために、5GHz と 2.4GHz の両方をサ
ポートすることにしました。学区内では、依然として 2.4GHz のみを使った旧式で
コストの安い機器を利用している人々の割合が高い状況であり、情報システムチー
ムとしては、確実にネットワ ークに接続させるためには 2.4GHz もサポートする必
要であると考えました。「5GHz をサポートしていない機器を使う人から、接続のサ
ポート依頼の電話がかかってくるのが嫌だったのです。」とヘイバン氏 は述べてい
ます。メサ市では、そのため 40MHz 帯域幅の利用において、5GHz 内には、十分な
帯域幅 が残っています。

2.4GHz と 5GHz について

スクリーンビーム　CMSソフトウェア

ITシステム管理棟

建物 建物 建物

導入事例 メサ市のような高密度設計においては、SSID の数がパフォーマンス全体に影響を与
えます。SSID 数が増えるほど、より多くの信号監視が必要になり、より多くのビー
コン波が発信されることになります。それは接続品質に大きなマイナスの影響を及
ぼします。 メサ市の学区全域で使用している SSID は、ゲスト(ビジター用)と MPS(教
員と生徒用 ) のわずか 2 つです。教員用と生徒用を区別するのは、PEAP 802.1x 認証
を介したバックエ ンド側で対応しています。

SSID 設定と認証
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メサ市では、ワイヤレス LAN を集中管理できるコントローラーを使用していますが、学区内の各学校にはバー
チャル LAN が配備されています。現在は教員も生徒も 1つのバーチャ ル LAN を割り当てていますが、将来的
に教員と生徒の各グループへ異なるポリシーを割り当てるために個別のバーチャル LAN を振り分けても、設定
を変えずにそのまま利用できます。これがアクションテックのスクリーンビームと Apple TV のような他社製
品との大きな違いです。スクリーンビームは、同じ教室内で別々に 2 つのバーチャル LAN で利用できますが、
他社製品では、どちらかのバーチャル LANに設定を変更しなければなりません。

バーチャル LAN

7. 教訓

技術的教訓
1. 各教室のワイヤレスディスプレイ受信機への名前付け
教室名の後に受信機名を付けることが最善策であることが解りました。そうすることにより、ICT技術チームは、
問題発生の際、教室から教室を歩いて探し回ることなく、それぞれの受信機の位置を容易に把握できるように
なります。
2. スタンバイモード
多くのプロジェクターには、電球の寿命を延ばすため、一定時間使用しない状況が続く場合にスリープモード
に入るよう設定されています。当初、メサ市の情報システムチ ームはどのようにしてスクリーンビームをスリー
プモードのプロジェクターに接続することができるのか分かりませんでした。しかし、スクリーンビームプロ・
エデュケーション 2では、モバイル端末の接続を開始すると、プロジェクターの電源も同時に起動できる機能
を備えていることがわかりました。

3. アクセスポイントの密度とトラフィック
メサ市は最初から、アクセスポイントを 2 つの隣接した教室で共有せずに、1教室につき 1台のアクセスポイ
ントを設置することにしました。通常では、1つの教室で 25~30 台の機器が接続されることになります。 帯域
幅が十分ある一方で、情報システムチームは使用制限についてさらに教員達に教えなければならないことがあ
りました。1人の教員がウェブサイトからのビデオストリーミングをプロジェクターに投影する場合に、30 名
の生徒全員が同じように自身の機器へビデオをストリーミングさせる必要はないのです。
4. スクリーンビームの設置
メサ市は、スクリーンビーム受信機を業務用のフックでプロジェクターに搭載することが最良のソリューショ
ンだと結論づけました。

プロセス全体を通じ、この学区ではいくつかの解決策を見つけ出し、価値のある教訓を学びました。



導入事例

「学区内での教員
への機器導入に否
定的だった先生か
ら、どうして自治
体がこんなことに
お金を使うんだと
尋ねられました。
しかし、今では
CMSのコントロー
ル・パネルを見る
と、この先生がい
つもワイヤレスデ
ィスプレイを使っ
ています。」

2. トレーニングと内部サポートを強調すること
ICT 技術チームは、教員たちに直接訪問して教えようとしますが、22 名のトレーナー
では 4,000 名以上の教員や職員へ実地トレー ニングを実施することは制限されます。
その代わりに、彼らは電話会議を使ったオンラインセミナー、 トレーニングビデオ、
サポート教材を作成し活用しました。導入初年度を通して、ICT 技術者が各校を毎朝
訪問し、技術的サポートが必要ではないかを確認しました。利用する機会が少ない小
学校の教員達には、トレーニングが終了しないと受信機の配布はしませんでした。

様々な大規模テクノロジーを展開させるために、そこには、より大切な人的要素が存
在します。成功のカギは教員の賛同を得ることです。サンダース氏は、「テクノロジー
を導入する ことは難しい事ではありません。しかし、人々の物の見方を変えたり、
習慣を変えたりすることは大変難しいです。」と話しています。

メサ市のケースでは、教員、職員、スタッフが短い期間で多くの変更に対応すること
が求められました。一年を通じて学区では、WiFi 接続を増設し、デスクトップ PC の
代わりに レノボ社ウルトラブックを配布し、さらに WindowsXP から Windows8.1 に 
OS をアップグレードさせました。サンダース氏は、スムーズに移行するためのポイ
ントを下記の通り示しています。

変化への対応

1. 全体像を説明すること
サンダース氏が重要性を強調しているのは、教員と職員に全体像を説明し、最終的に
何をゴールとしているのを理解してもらうことです。テクノロジーが段階的に追加さ
れるため、新たなテクノロジーやグレードアップが、学校における大きな目標に対し
てどのように貢献するのかを各人に理解させることが重要になります。「一度ではな
く、さらに多くの機会を作って何度も繰り返し説明をすることが大切です。」
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4. 辛抱強く
一晩で、ほとんどの利用者に導入してもらうことはできません。新しい技術に対する順応性や満足度には個人
差があります。「先生達と学校はそれぞれの自身のペースで働 いています。ある先生は、ワイヤレスディスプ
レイをすぐに使用し、コンテンツを利用して教室を自由に歩き回ります。また一方で、今までのケーブルやデ
スクトップ PC を使いたがる先生もいます」とサンダース氏は述べています。

3. 教員に例を見せること
多くの場合、様々なウェブセミナーや研修を設定しがちですが、 教員は実際に運用さ
れていることを自身の目で見ない限り、必ずしもそのテクノロジーが必要だとは思い
ません。「先生たちは、同僚がワイヤレスディスプレイを使ってい るのを見れば、ピ
ンときて、自分も教室で使い始めたくなるものです」とサンダース氏は 述べています。

サンダース氏によれば、自身の導入目標において、初年度は教員達に自分たちのペース でワイヤレスディスプ
レイを使用してもらい、2年目には自ら使いたくなる機器として、3年目にはワイヤレスディスプレイは教室
に必須な機器として受け入れられることとしています。「時間はかかりますが、1人の先生が使い始めると他の
先生も後に続いていきます。そのうち皆ケーブルを使っていたことを忘れてしまうでしょう」。

8. まとめ
現在導入への初期段階ではあるものの、情報システムチームはすでに学区全体でワイヤレスディスプレイの効
果が出始めており、明るい兆しをいくつか目にしています。例えば、学校の職員が学外会議に出席する準備中に、
ワイヤレスディスプレイが使えるよう事前に要請を受けました。今では、ほとんどの職員がスクリーンビーム
プロ・エデュケーション２を使 って会議やプレゼンテーションを円滑に進めています。
メサ市の教員はワイヤレスディスプレイを各人のペースで活用しています。サンダース氏によれば、教員達は
ワイヤレスディスプレイにいったん慣れてしまうと、技術の吸収はなんて早いことかと驚いています。「学区内
での教員への機器導入に否定的だった先生から、どうして自治体がこんなことにお金を使うんだと尋ねられま
した。しかし、今では、CMS のコントロールパネルを確認すると、この先生がいつもワイヤレスディスプレイ
を使っています」。

9.ワイヤレスディスプレイの提供パートナー
ワイヤレスディスプレイアダプターの製造メーカーであるアクションテック社は、インテル社とマイクロソフ
ト社の技術パートナー企業として、教育市場における学校の ICT 化のレベルアップを提案しています。今回、
メサ市での導入に際し、幅広く協力しました。そして、教員と生徒がワイヤレスディスプレイを通して最新の 
ICT 環境に触れ、学ぶことが、真の ICT 化の成功につながることを理解しました。

サンダース氏は「アクションテックは、導入プロセス全体にわたり我々の意見に耳を傾けてくれました。 彼ら
は我々の『希望要綱』の項目に従ってワイヤレスディスプレイの配備に関して多大なサポートをしてくれました。 
時にはアクションテックのエンジニアに直接連絡したりしながら我々の成功に尽力してもらいました」と話し
ています。
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