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株式会社デジタルガレージ

動的な仮想コントローラーとしてAPが動作
信頼性の高い無線LANインフラを安価に構築
日本のインターネット黎明期と時を同じくして事業をスタートさせた株式会社デジタルガレージ。異なる領域の様々な技術を
シームレスに連携し、新たな価値創造としてのコンテキストを創り出す企業としてグローバルな事業展開を行っている。そん
な同社が手掛ける事業の一つに、世界進出を視野に活動するスタートアップを支援するためのプログラムがあるが、その活動

をインフラ面でサポートしているのがコワーキングスペースとして展開しているインキュベーションセンター「Open Network
Space」だ。この新たなビジネスの種を醸成するコワーキングスペースにおける高品質なネットワークインフラを、アルバ
ネットワークス(以下、アルバ)の無線LAN製品が強力に下支えしている。
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に、メンバーシップ制のインキュベーションセン
ター「Open Network Space」構築のプロジェ
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のイベントを開 催した折、急 遽 敷 設した無 線
LAN 環境がうまく動作しなかったトラブルを同
社では経験している。「家電量販店で大量購入
したアクセスポイント (AP) を設置したことがあ
りましたが、特定の AP にアクセスが集中して
しまったことでうまく機能しなかったのです」。
そこで新たに導入したのがアルバの無線 LAN
製品だった AP とともに無線 LAN コントロー
ラー「Aruba モビリティ・コントローラー」を
導入することでアクセスのロードバランシングを
実現し、安定した無線 LAN 環境を手に入れる
ことに成功している。「すでに 2 年ほど経過して
いますが、大きなトラブルは発生していません。
情報システム部門の中では、アルバは安定した
製品という認識があります」と同部 鵜飼 祐太
氏は評価する。
ま た、コ ストを 最 小 限 に 抑 え な が ら 無 線
LAN 環境を整備することも重要なポイントの一
つ。そこで目に留まったのが、アルバが備えて
いる Aruba Instant と呼ばれる機能だ。「動
的に仮想コントローラーとして 1 つの AP が選
任されるため、高価な無線 LAN コントローラー
を導入することなく AP の一元管理が可能です。
他にはない機能として高く評価しました」( 鈴木
氏 )。
高い信頼性と高度な機能が備わった AP が評
価され、アルバの無線 LAN 製品が同スペース
における無線 LAN インフラに採用されることに
なる。

簡単設定でシンプルなAPが
無線空間を最適化
現在は、代官山と鎌倉にコワーキングスペースを
設けており、IAP-105 が代官山に 3 台、鎌倉
に 2 台設置されている。また、鎌倉の拠点には
コワーキングスペース以外に社員が利用する研修
施 設 が あり、IAP-105 を 別 途 7 台 設 置 し、
VLAN でネットワークセグメントを分けて運用し
ている状況だ。
今回は AP に備わった無線 LAN コントロー
ラー機能を利用しているが、死活監視も含めると
安定した環境を維持するためには無線 LAN コン
トローラーは必要不可欠だという。「少ない AP
であればいざ知らず、AP 増設の可能性やイベン
トが発生するたびに行う SSID の変更など、我々

ARM(Adaptive Radio Management) 技術
によるチャネルの自動設定など、無線空間を最適
化してくれる機能が備わっていることで、特に複
雑な設定をすることなくすぐに設置して使うこと
ができると鵜飼氏は満足げだ。
ちなみに、同 社の 共 同 創 業 者であり米マサ
チューセッツ工科大学 (MIT) のメディアラボ所
長 伊藤穣一氏が行った USTREAM 配信の模様
を、同スペースをパブリックビューイングスペー
スとして開放するイベントが先日行われたが、ス
マートフォンやタブレットなどを持ち込んだ百数
十名の参加者に対して、快適な無線 LAN 環境
を提供することに成功している。

全社のネットワーク基盤として
期待
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「Lean Global」を体現化す
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事業育成を目的とするインキュベーションセグメントをはじめ、広

告やプロモーションを手がけるマーケティングセグメント、決済ソ

リューションを提供するペイメントセグメントという 3 つの事業領

域において、インターネット時代の「コンテクスト」を創造するべ

く様々な事業を展開。事業コンセプト「Lean Global」を推進す

るべく、東京及びサンフランシスコ、香港の 3 拠点に各事業のヘッ
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ドクォーターを設置するなど、グローバルな環境整備にも注力。

