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があります。最終的なシステムには、満足してい

横断してチームを作り、取り組むプロジェクトも

ます」
と堀田氏は言う。

多くなっています。その際に、拠点を移動して

システムの骨格が決定した。最終的に確定した
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このシステムをベースに、使い勝手を上げる

のは、
「Aruba 2400」
＋
「NextCom RADIUS」

研究開発部門に求められる高度なセキュリティ、さらに
既存の認証システムとの融合を「Aruba無線LANスイッチ」で実現。
総合エンジニアリング企業、株式会社NTTファシリティーズの研究開発部門では、多くの研究員たちが新しい技術やサービスの開発に取り
組んでいる。同社では、
さらなる業務の効率化を目指してセキュアな無線LANの導入を試行した。導入の際、
セキュリティや既存ネットワークとの互
換性を考慮した結果、
「Aruba無線LANスイッチ」が「ベストの選択肢」だったという。そのシステムとはどのようなものだろうか。

株式会社NTTファシリティーズ

Profi l e

同時に、導入時の基本設計を開始。
いくつかの細かい調整を経て、実際に導入する

ための工夫も各所に施された。
まず、冗長化だ。
「Aruba 2400」
を2台導入し、
VRRPを利用して

体系で業務を行えるようにすることが大切でした

認証という組み合わせだ。
「このシステムでは既

ダウンタイムを最小限に抑えている。
また、東京

（久保田氏）
」。数カ月の検証段階を経て、2005

存のモバイルネットワークと同等以上のセキュリ

都・港区にある別の拠点にも、Arubaアクセス

年4月に無

ティを保てます。
しかも、既存のリモートアクセス

ポイントを一部導入し、豊島区の拠点と同じア

線 L A Nが

環境と同じ認証システムであるため、
利用する

クセス体系を実現。拠点の違いによる業務へ

稼働し始め

社員は同じ認証環境で使えるという大きなメリット

の影響を最小限に抑えている。
「部門や部署を

た。

導入効果

大幅に上がる利便性と、激減した運用・管理の手間
場合には手間は大きく増えず、
かえって低減された
部分もあります」。
「Aruba無線LANスイッチ」

ステムなどの開発」
と、業務内容は多岐にわたる。以前からNTT 電話網
（電話局
など）のインフラを構築・維持管理してきた実績から、ユーザーが製品／サービ
スによせる信頼度は非常に高い。
[URL] http://www.ntt-f.co.jp

導入の背景
有線だけでは業務に対応できない
株式会社NTTファシリティーズは、
建築、
電源、
情報通信など、
さまざまな分野の製品とサービスを
提供する、
総合エンジニアリング企業だ。東京都・
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高いセキュリティポリシーにマッチする無線LANへの要求
ユーザー認証の問題、
さらに接続ポートの問題

バー
「NextCom RADIUS」
、
さらに、
RSAセキュリ

など、主に管理上の問題から使いにくいネット

ティの
「RSA SecurID」
によるワンタイムパスワー

ワークになってしまっていたのだ。

ド認証を利用したインターネットVPNによるリモー

セキュリティポリシーを満たす無線LANの模索

の導入によって、
無線LANの利便性というメリット

現在、
「 Aruba無線LANスイッチ」
を利用した
ネットワークが構築されているのは、豊島区の

既存ネットワークと体系が一本化できているのは

管理機能により運用・管理の手間を増やさな

拠点と港区の拠点の二カ所だけだが、今後は

大きかったですね。ネットワークは、
しっかりとした

い仕組みが導入できたわけだ。
さらに、
エアモニ

全社的にも導入を働きかけたいと堀田氏は言

運用・管理を行おうと思ったら大変です。無線

タ機能により、許可なく設置されたAPの監視が

う。
「ユビキタスということを考えると、
これから

LANだけ別の体系……ということだったら、管

できる点も評価されている。

はワイヤレスの時代になると思います。今回導入

ポリシーを考えると、
モバイルネットワークの場合と

この問題を解決するために、研究開発本部で

同等以上のセキュリティレベルを持つ無線LAN

の社員が新しい製品／サービスの開発に取り

ネットワークの導 入・管 理に携わる堀 田 氏と

であれば導入を検討したいと考えていました。
しかし

組んでいる。
この研究開発本部で2000年頃から

久保田氏は、無線LANの導入を検討していた。

ながら、
機能や予算面で条件に合致するものがな

問題となっていたのが、ネットワークの利便性

しかし……。
「2002年頃に、
会

かなか見つからなかったのです」
と、堀田氏は振り

（フットワーク）
が悪いことだった。
ビル内には有線

社としてのネットワークセキュリ

返る。同社では、
この時期、
自社のセキュリティポ

ネットワーク網が完備されていたが、
プロジェクトの

ティポリシーが策定されました。

リシーに合致し、
しかも使いやすさと、管理・運用

打ち合わせや研修など、通常の業務とは別の

実は、
モバイルネットワークの方

性を両立する無線LANシステムを模索していた。

場所で作業をするときに問題が生じたという。

は、IPsecに対応したVPN装

社員固有のI Pアドレスを振り分ける手間や、

置、
ネクストコム
（株）
の認証サー

理の負担は非常に大きかったと思います。今回

した仕組みが、全社的に広がるようになれば、
さ

導入したシステムなら、
そうした負担はあまりあり

らに利便性が上がり、業務の効率化をはかれる

ません
（堀田氏）
」。久保田氏も口を揃えて言う。

のではないか、
と考えています
（堀田氏）」。富士

「新しいデバイスや仕組みを導入すると、運用・

ゼロックスとネクストコムの技術が、
今後も同社の

管理の手間は増すのが普通です。でも、
今回の

ネットワーク概念図

Aruba無線LANスイッチとの出会い

既存ネットワークとの
融合性も重視した
無線LAN環境の導入。

● NTTファシリティーズ／無線LANネットワーク

そのような時期に出会ったのが、Aruba社の
無線LANソリューションである。
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が求められる研究開発部門において、
既存の認証システムとの互換性のある
無線LAN環境を構築した。新しい仕組み
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の高さも欠かせないポイントになる。多く
のプロトコルや機能との互換性が高い

SW

導入への取り組み

ネットワークの発展を支えていく。

トアクセス環境を構築していました。セキュリティ

豊島区にある研究開発本部では、約100人ほど

全社規模での導入も視野に

を享受しつつ、無線LANスイッチによる各種の

現在の無線LAN環境には非常に満足してい
ると、堀田氏・久保田氏は言う。
「何と言っても、

1992年12月に営業を開始した、総合エンジニアリング企業。
「建築物の設計・

そんな時でも、
普段の環境と同じ速度／アクセス

＋
「RSA SecurID」
によるワンタイムパスワード

負担のない的確な管理が可能に

建設・維持管理」、
「高信頼性電源の開発・構 築と維持管理」、
さらに「監視シ

打ち合わせ作 業をする機 会も多くあります。

NextCom RADIUS /
RSA Authentication
Manager

「 A r u b a 無線LANスイッチ」なら、
この
メリットを活かした導入が可能だ。

既存ネットワーク環境との親和性を実証試験で確認
ワークと同等レベル以上のセキュリティを保ちな
がら、安全な無線LAN環境を構築できるはずだ、

実証実験で安全性と利便性を確認

使える 無線LANを模索す

と考えました」。このような経緯で、同社では、全

ただ、
いきなりの導入では

る過程で久保田氏が出会った

フロアにArubaを導入しているという富士ゼ

問 題が 生じないとも限ら
ない。
そのため、
この段階で

のが、Aruba社の無線LAN

ロックスの六本木オフィス
（六本木T-CUBE）
を

スイッチだった。
「ある展示会

視察することになる。
「富士ゼロックスでは、
自

Aruba製品を提供する富士

の、富士ゼロックスのブースで

社で、
しかも大規模な営業拠点で無線LANを

ゼロックスと、N T Tファシ

A r u b aのデモを見る機 会が

導入しているというので、非常に興味がありま

リティーズのネッ
トワークインテグレーションを担当

ありました。担当の技術者にいろいろ話を聞いて

した。実際に見て、話を聞くうちに、
これなら自

するネクストコムが共同作業で検証試験を実施

みると、Aruba無線LANスイッチはIPsecに対応

社でも導入できると思うようになりました」
と、堀

（2004年10月〜）。導入にあたっての問題点

しているとのこと。
これなら、
既存のモバイルネット

田氏は振り返る。

を洗い出すことになった。検証試験を重ねると
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