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iPad 800 台導入にも対応 !
マイナビの無線 LAN を支える
アルバネットワークス
従業員約 1800人を抱えるマイナビでは、今年 8月に地方営業所を含む全国 22拠点での全面的な無線 LAN環境を導入した。

BYOD（Bring Your Own Device）促進による社員の業務効率向上と、来客者に対する通信環境の整備、さらには将来の社内

ネットワーク全面無線化も視野に入れた運用ノウハウの蓄積が目的である。

導入作業が終盤にさしかかる頃には、社員に対して約800台のiPadを配布するという当初は想定していなかった施策も展開さ

れたが、管理の手間を増やすことなく、また通信障害を起こすこともなく、社員の業務効率向上を実現している。

スマートデバイスの活用を促進
し、新ビジネス獲得へつなげる
マイナビ社内ではそれまで、通信のほとんどは
LANケーブル経由で行っていた。来客者向け打
ち合わせスペースの一部で無線 LANアクセスポ
イント機能を持つルータを設置していたものの、
これらはあくまでテストを兼ねた限定的なファシ
リティという位置づけだったという。
マイナビ 業務システム統括部の薄井照丈氏

こうした環境を改めるに至った背景について、
マイナビ 業務システム統括部の薄井照丈氏は次
のように語る。
「就職支援をはじめ、当社で展開している事業
の多くは Webのサービスが基盤になっています。

セミナールームの天井に設置された「Aruba AP105」
。今回のプロジェクトでは、マイナビ全社で101
台が導入された。

• 将来的に IEEE 802.11x認証に対応できるな
ど、拡張性に優れること
• MACアドレス認証、Web認証に対応すること
• IEEE 802.11nに対応し、2.4GHz、5GHzの
双方に対応すること
• 1アクセスポイントで複数の SSIDを配布でき、
異なるポリシーが適用できること
• 使用していない機器の MACアドレス情報が容
易にメンテナンスできること
これらのうち、一元管理に関しては、
「アクセス
ポイントの定義や利用端末の認証情報、故障機器
の把握などを、営業拠点を跨ってまとめて行える」
（薄井氏）
ことが前提だったという。見積もり時の

そしてその Webの世界は、スマートフォンやタブ

無線LANアクセスポイント台数はおよそ100台。

レットの普及とともに変わりつつあり、新たなビジ

しかもネットワーク環境は、
「事業の拡大に合わせ

ネス展開を進めやすい状況と言えるでしょう。た

て子供のように成長していくもの」
（ 薄井氏）であ

だし、新ビジネスへのヒントをつかむには、当然

り、将来的にはアクセスポイントやコントローラー

ながらスマートデバイスを使いこなすことが不可

がさらに増加する可能性が高い。その管理や設定

欠です。それまでのスマートデバイスユーザーは

を1つ1つ行っていくのは不可能と言える。この問

個人契約の携帯電話回線を使っていましたが、社

題を解消する製品が第一の要件だ。

内の無線 LAN環境を整備すれば通信性能が上が

また、既存ネットワークの活用／共存に関して

りますし、携帯電話回線を持たない端末も利用で

は、
「管理の手間を考え、二重配線にはしたくな

きるようになります」

かった」
（ 薄井氏）
という。導入後は当面の間、無

加えて同社では、セミナールームの外部貸出し

線 LANからのアクセスはインターネットのみに限

も行っており、ビジネスセミナーやクライアント企

定して業務用ネットワークとは切り離す方針では

業の採用面接などが随時開催されている。このセ

あったものの、別系統のケーブルをひいてしまっ

ミナールームで来場者が無線 LAN環境を利用で

ては管理が煩雑になる。
「アクセスポイントからコ

きるようにしたいという要望も導入を後押しした。

ントローラーまでをトンネリングし、ケーブルは共

管理機能に優れたアルバネット
ワークスのアクセスポイント
無線 LAN機器を選定するにあたって、マイナビ
iPhone、iPadによるマイナビニュースの確認作業も
効率化された

• 既存ネットワークの活用／共存が可能であること

用していても実際はそれぞれが別ネットワーク」
（薄井氏）
という構成を求めた。
そのほか、認証方式については、
「社員が毎度
ID／パスワードを入力するといった面倒な思いを
しないように、MACアドレス認証などが必要」
（薄

が求めた要件は以下の7点である。

井氏）
と説明。また、SSIDに関しては、
「セミナー

• 各種の設定／情報を一元管理できること

ルームや打ち合わせスペースで、少なくとも社員
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無線 LANの整備が進む中では、薄井氏が想定
外の施策も展開された。営業担当者を中心に数百
台のiPadが社員に配布されることが決まったのだ
（2013年には約 1000台の見込み）。構想にはな
かった運用が始まることになったが、特別な対応
は必要なかったという。
「現在のところ、社員の利用申請は 800弱といっ
たところで、会議などでスマートデバイスを活用

マイナビのシステム構成イメージ

する姿もよく見かけるようになりましたが、管理の
用とゲスト用の 2つの SSIDを設定したかった」
（薄井氏）
との事情があった。
こうした要件を整理してRFPを作成したところ、

入。電源は PoE方式を選択し、PoEインジェクタ
（LANケーブルに給電するアダプタ）
も101 台購
入した。

手間は増えていないので、導入は成功と言えるの
ではないでしょうか。iPadは 3Gモデルですが、
オフィスの中には電波の弱い場所もあるので、導

3社のSIerから提案を受けた。そのうち2社はアル

「実は PoEインジェクタを選んだことがコスト削

バネットワークス製品を利用したものだったという。

減に大きく貢献しています。PoE環境を実現する

「アルバネットワークスの製品は、セキュリティ

場合、通常は PoE対応スイッチを購入することに

先述のとおり、将来的には社内ネットワークへの

に強く、管理／運用機能が充実しているうえ、柔

なると思いますが、その多くは高額です。拠点の数

接続や、ネットワーク全面無線化も視野に入れて

軟性も高いため、特に既存システムに無線 LAN

を考慮して必要数を見積もると、かなりの金額に

いるマイナビ。アルバネットワークスの製品が果

をアドオンするような場合は向いていると伺いま

なってしまいます。対して、PoEインジェクタであ

たす役割は今後さらに広がっていきそうだ。

した。製品を導入した大規模オフィスも見学させ

れば高くても1万円前後で購入できますし、天井な

てもらい、将来的な拡張も含めて、各種の要件に

どへの電源工事も省けることになります」
（薄井氏）

十分に対応できるという実感が持てたのでお願い
することにしました」
（薄井氏）。
検討開始は 2011 年 4月で、夏には導入を決

オフィスがそれほど広くない地方拠点に関して
なるコスト削減を実現する。工事を簡略化するた

定。途中で既設ネットワークの大幅構成変更が始

め、天井ではなく、脚の長い設置台に配置するな
どの工夫も行った。

海道から九州までの全拠点で導入が完了した。

PoEインジェクタを利用して
コスト削減を実現
今回の案件で無線アクセスポイントとして導入さ
れたのは
「Aruba AP-105」
である。802.11nに

さらに薄井氏は、工事と並行して利用規約や運用
フローの整備にも取り組む。ゲスト向けの無線
LANに対して ID／パスワードによる認証をかけ
る一方で、社員向け無線 LANには利用機器の
MACアドレス認証を行っている。来客者（ゲスト）
用のパスワードは毎週変更して社内ポータルで通
知する運用にし、マイナビと関わりのない部外者
の利用を抑制している。

対応し、最大 300Mbpsを実現するモデルで、

「現在のところ、無線 LANで利用できるのはイ

LANインタフェースは 10/100/1000Base-T、

ンターネット接続のみです。業務システムに接続

電源は12V DCまたはPoE
（Power over Ether

できる社内ネットワークとは完全に切り離してい

net）
を利用できる。

ます。ただし、常に同じ設定でつながるようにする

マイナビでは同製品を全拠点で合計 101 台導

考えています」
（薄井氏）

は、社内のエンジニアが自ら設置を担当してさら

まるなどの影響で、約半年間の中断があったが、
2012年 2月には本社の敷設を終え、8月には北

入には少なからず無線 LANの整備が貢献したと

のは不安があったので、一定期間でパスワードを
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会社概要：
学生向け就職情報サイト
「マイナビ」
をはじめ、総合転
職サイト
「マイナビ転職」、
アルバイト情報サイト
「マイ
ナビバイト」などの各種人材サービスを展開。さらに
は、総合ニュースサイト
「マイナビニュース」や賃貸住
宅情報サイト
「マイナビ賃貸」
といった情報サービス事
業を行っているほか、雑誌や書籍、新聞の発行など、
出
版事業も手掛ける。

