Case Study

アステラス製薬が
モバイルファーストを掲げ
新薬開発の最前線を変革
HPE Arubaを採用し つくば研究センターをオール無線LAN化
IoTにも対応する高速かつ柔軟なネットワークを実現
将来的には、
クライアントア
クセスにおいて有線 LANを
撤廃しようと考えています。

HPE Aruba 無 線 LAN ソ
リューションの導入は、その
ためのインフラ整備です
̶アステラス製薬株式会社
情報システム部

ITインフラグループ
課長

矢ヶ部 泰法 氏

目的

アプローチ

新薬開発の中核拠点である つくば研究センターの

バックボーンはスタッキングによるActive-Active冗

ネットワーク刷新。バックボーンを高速化し、1,700ク

長化で帯域と耐障害性を強化。PCやスマートデバイ

ライアントが快適にアクセス可能な無線LAN環境を

ス、実験装置が接続するクライアント環境は有線を

構築する。

廃し、全面的に無線LAN化を図る。

ITの効果

ビジネスの効果

• HPE Aruba 5412RコアスイッチでVSF（Virtual
Switch Framework ）を利用しActive-Active冗
長化による40GbE化を実現

• マルチキャスト動画配信にも対応する高速かつ安
定的な無線LAN環境を実現

• HPE Aruba AP-325を採用しIEEE 802.11ac
Wave2による高速無線LAN環境を構築
• HPE Aruba 7210モビリティコントローラーにより
アクセスポイント約330台の集中管理と接続の最
適化を実現

• HPE Aruba AirWaveで接続デバイスの状態やパ
フォーマンスを可視化しトラブルシューティング等
に活用

• 各種の検査機器や装置と接続しIoTデータの収集
等にも活用

• オールHPE Aruba製品ながらオープンテクノロ
ジーの全面採用によりロックインを回避

• SDN Readyのオープンなネットワーク基盤を実現
し将来の変化にも適応
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アステラス製薬が、新薬開発の中核拠点である つくば研究センターの
オール無線LAN化 を実現した。およそ1,700クライアントが接続し、大量
の実験データや画像・動画が行き交うネットワークに採用されたのは、
「HPE

Aruba高速無線LANソリューション」である。PCやスマートデバイ

スからのアクセスを快適にするとともに、各種の実験機器・装置と接続し
アステラス製薬株式会社
情報システム部
ITインフラグループ
課長 矢ヶ部 泰法 氏

たデータ収集等への活用も進められている。アステラス製薬では、つくば
研究センターでの成果を全国の拠点に展開していく計画だ。SCSKが本プ
ロジェクトを全面的に支援した。
チャレンジ

SCSK株式会社
プラットフォームソリューション事業部門
ITエンジニアリング事業本部
エンタープライズ第二部
営業第二課
課長代理 野田 昌司 氏

SCSK株式会社

プラットフォームソリューション事業部門
ITエンジニアリング事業本部
エンタープライズ第二部
営業第二課
ITスペシャリスト 碓井 雄一郎 氏

アステラス製薬では、
グローバルで制定したポリ
シーにより6年ごとにネットワークをリニューアル
1,700クライアントが接続する
している。つくば研究センターのネットワーク更
新薬研究の中核拠点におけるネットワーク更改
改にあたっては、
「バックボーンの高速化」
「高速
「接続の容易性」、そ
アステラス製薬は、医療用医薬品と新薬の開発・ かつ快適な無線LAN環境」
製造に特化したグローバル製薬メーカーである。 して「今後 6 年間の研究開発を支えるネットワー
「明日は変えられる」を企業スローガンに掲げ、 ク」をテーマに新たなネットワークの全体像が描
現在の治療法や薬剤では満たされないアンメッ かれた。本プロジェクトをトータルに支援したの
トメディカルニーズの高い疾患領域に注力。泌尿 は、長きにわたりアステラス製薬のITインフラ構
器疾患や移植の疾患領域では世界的に高い競 築を担うSCSKである。
争力を持つ。
アステラス製薬が新薬研究開発の中核拠点と位
置づけるのが「つくば研究センター」である。広
大な敷地に15の研究棟を擁し、およそ1,200名が
研究開発に取り組んでいる。創薬のプロセスで
ある探索、最適化、開発の機能を統合するととも
に、抗体医薬や再生医療、
トランスレーショナル
サイエンス分野にも注力するなどテーマは幅広
い。同社 情報システム部 ITインフラグループ
課長の矢ヶ部泰法氏は次のように話す。
「つくば研究センターでは、2008 年に構築した
ネットワーク環境のトラフィック増大に直面して
いました。PCに加えスマートフォンやタブレット
PCの活用が進んでいること、ネットワークに接続
される実験機器・装置が増加したことが帯域不足
を増長させていたのです。新薬開発はアステラ
ス製薬の競争力の源泉。一日も早い改善が求め
られていました」

1,700を超えるクライアントデバイスが接続する
つくば研究センターのネットワークは、日々大量
の実験データや画像・動画が行き交う。高精細な
レントゲン画像でガン細胞が転移する様子を解
析したり、膨大なパターンの化合物の組み合わ
せを試行するなど、新薬開発に大量のデータは
欠かせない。
「棟単位でスイッチを入れ替えるなどの方法でト
ラフィック増に対 処してきましたが 、
『 バック
ボーン高速化 』による抜本的な解決は不可欠で
した。また、実験装置はVLANで切り分けた専用
のネットワークに接続していますが、そこで得た
データを他の部門で共有するようなリクエストに
は、そ の 度に手 作 業で対 応しなければなりま
せんでした。
『 接続の容易性 』も大きなテーマ
だったのです」
と矢ヶ部氏は振り返る。

ソリューション

HPE Arubaネットワークソリューションにより
バックボーンと無線LAN環境を刷新
つくば研究センターの新しいネットワーク環境に
は、有線・無線環境ともに「 HPE Aruba ネット
ワークソリューション 」が全 面 的に採 用され、
2017 年 1月に運用を開始した。SCSKが設計・構
築を支援したネットワーク環境は、大きく3 つの
方針により実現されている。
①スタッキングによるActive-Active 冗長化で
バックボーンの帯域と耐障害性を強化
②クライアント環境は有線を廃しオー ル無線
LAN化を目指す
③SDN（Software Deﬁned Networking ）の標
準化を見極めた時点で速やかに移行可能に
「まず、バックボーンを強化しました。コアスイッ
チ／主要棟のメインスイッチに『 VSF仮想化テク
ノロジー』を採用してActive-Active 構成とし、
リンクアグリゲーション（ LACP ）により40GbE
の帯域を確保しています」
と同社 プラットフォー
ムソリューション事業部門 ITエンジニアリング事
業本部の碓井雄一郎氏は説明する。

VSF（Virtual Switch Framework ）は、ActiveActive冗長化により広帯域と高可用性を同時に
実現する。機器に障害が発生した際は、50ミリ秒

以内での通信経路切り替えが可能だ。データ
センターからキャンパスまで、様々な環境で実効
性が証明されたネットワーク仮想化テクノロジー
である。碓井氏は次のように続ける。
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アステラス製薬 つくば研究センターの新ネットワーク
棟スイッチ

コアスイッチ

HPE Aruba5412R
40G
フロアスイッチ

無線 AP

棟スイッチ

HPE Aruba HPE Aruba
2530
AP-325
40G

サーバースイッチ

HPE Aruba7210

HPE Aruba2920

棟スイッチ

B棟
40G

棟スイッチ

HPE Aruba AirWave

40G

・ユーザー視点での可視化
・APごとの負荷状況
・アプリケーションごとの帯域使用量
・ユーザーデバイスのヘルス状態

HPE Aruba

ネットワークソリューション

無線 AP

HPE Aruba HPE Aruba
2530
AP-325
1-4 号館
フロアスイッチ

無線 AP

HPE Aruba HPE Aruba
AP-325
2530
6-9 号館
フロアスイッチ

無線 AP

VSF

HPE Aruba
3810

幕張データセンター

フロアスイッチ

VSF

HPE Aruba
3810

統合ネットワーク監視

HPE Aruba HPE Aruba
2530
AP-325
A棟

VSF

HPE Aruba
3810
無線コントローラー

無線 AP

VSF

HPE Aruba
3810

VSF

フロアスイッチ

HPE Aruba HPE Aruba
AP-325
2530
他研究棟

◎VSFによりバックボーンを40GbEに強化
◎IEEE 802.11ac Wave2による高速無線LAN環境を実現
をオール無線LAN化
◎15の研究棟（総面積146,800㎡）

「40GbEに高速化されたバックボーンを活かして、
つくば研究センターの オール無線化 を目指しま
す。HPE Aruba AP-325アクセスポイントを約
330台採用し、つくば研究センター全体を網羅す
るIEEE 802.11ac Wave2による高速無線LAN環
境を構築。さらに、HPE Aruba 7210モビリティ
コントローラーによりアクセスポイントの集中管理
とユーザーアクセスの最適化を実現しました」

「HPE Aruba AP-325は、最大約7Gbpsの高速
通信が可能なIEEE 802.11ac Wave2に対応し、
複数ユーザーに同時に送信できるMU-MIMO
を実装しています。さらに、複数の周波数を束ね
るチャネルボンディングの帯域幅も広がっていま
すので、Dynamic Multicast Optimization
（DMO ）
を利用したマルチキャストでの配信動画
を快適に視聴できます」

矢ヶ部氏は、HPE Aruba ネットワークソリュー
ションを選定した理由を次のように話す。

HPE Arubaの高速無線LAN製品は、
「快適なアク
セス体験をすべてのユーザーが実感できる」ソ
リューションとして高く評価されている。単にレス
ポンスが良いだけでなく、
オフィスや会議室などど
こに移動しても高いアクセス品質が維持されるた
め、
これが優れたユーザー体験につながっている。

「 HPE Aruba 製品によるバックボーン高速化と
オール無線 LAN 化のプランは、つくば研究セン
ターの現実的なニーズに合致しており、
高い実効性
が期待できました。HPE Arubaが備える無線LAN
テクノロジーは先進的で、
セキュアで快適なネット 「HPE Arubaのアクセスポイント製品は、
『 ARM
ワークを構築できることが魅力でした」
（矢ヶ部氏） （Adaptive Radio Management ）』
によりチャ
ネルと出力調整を自動的に最適化します。
トラ
オール無線LAN化のメリットを引き出す
フィック混雑時には動的な負荷分散を行い安定
HPE Arubaの最適化テクノロジー
的なパフォーマンスを発揮させる『エアタイム
と呼ばれる機能や、
クライアント接続
アステラス製薬では、自社の動画配信サービス フェアネス』
「アステラス・チャンネル」からCEOメッセージや とローミングをアクセスポイント側で最適制御す
フィナンシャル情報などをグローバルに配信して る『 ClientMatch 』も威力を発揮します。また、
いる。これをリアルタイムで快適に視聴できるこ SSIDごとに認証を分けながら、かつロールベー
とが、今回の無線 LAN 環境の要件のひとつと スにファイアウォール機能、帯域制限機能等を使
なっていた。SCSK プラットフォームソリュー 用した柔軟なネットワークを構築しました。ユー
ション事業部門 ITエンジニアリング事業本部の ザーが複数の研究棟を行き来するつくば研究
これらの機能は欠かせないと言え
野田昌司氏は、HPE Aruba 製品の優位性を示 センターには、
（碓井氏）
す一例としてマルチキャストへの対応を挙げた。 るでしょう」
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ソリューション概略
導入ハードウェア

•
•
•
•
•
•

HPE Aruba 5412R
HPE Aruba 7210 Mobility Controller
HPE Aruba 3810
HPE Aruba 2920
HPE Aruba 2530
HPE Aruba AP-325

モバイルファーストを具現化し、新薬開発の最前線を変革するネットワー
ク環境を整備しました。また、いつでも SDN（ Software

Defined

Networking ）に移行できる環境も整い、今後6年間の研究開発を支え
るインフラとしての要件をすべて満たすことができました
アステラス製薬株式会社 情報システム部

ITインフラグループ 課長

矢ヶ部 泰法 氏

導入ソフトウェア

• HPE Aruba AirWave

HPE Aruba AirWaveは、ヒートマップで
無線 LAN の有効範囲や干渉状況を可視
化できる

SCSKは構築に際して事前に現地サーベイを実

「実験装置や生産設備のセンサーデータをクラ
施している。ここでは、
ネットワークサービスの状 ウド上で管 理する、いわば IoT（ Internet of
態監視を行うツール「 HPE Aruba AirWave 」 Things ）の取り組みも始まっています。また、ス
が威力を発揮した。
マートフォンやタブレットPCが、
どんどん業務に
使われるようになっています。最新の PCには有
「HPE Aruba AirWaveは、
ヒートマップで無線 線 LAN のポートを搭載しないモデルも多い。将
LANの有効範囲や干渉状況を可視化できます。 来的には、クライアントアクセスにおいて有線
電波が弱い場所ではアクセスポイントを増設し LANを撤廃しようと考えています。HPE Aruba
たり、周囲に電波を広げたくない場所では出力 無線 LANソリューションの導入は、そのための
を弱くするなど、
きめ細やかなプランを事前に策 インフラ整備です。セキュリティもようやく製薬
定することできました」
（碓井氏）
会 社 が 使 えるレベ ルまで 成 熟してきました 」
（矢ヶ部氏）
HPE Aruba AirWaveでは、機器の状態監視だ
けでなく「ユーザーの視点で、遅かった接続でき HPE Aruba高速無線LANソリューションでは、
なかったという体験が過去に遡って見える」
（ 野 IEEE 802.1xによるクライアント証明書ベースの
田氏 ）ことも大きなメリットだ。履歴を追うこと 認証とアクセス制御、無線 LAN 通信の暗号化な
で、
アクセス不調の原因を特定し、中長期的な改 ど、標準化されたテクノロジーで強度の高いセ
善計画に役立てることもできる。
キュリティを実装できる。

ベネフィット
今後6年間の研究開発を支える
HPE Arubaによるネットワーク環境

お問い合わせはこちら
カスタマー・インフォメーションセンター

0120-268-186 (または03-5749-8279)
月曜日〜金曜日 9：00〜19：00

つくば研究センターは、191,000㎡を超える広大な
敷地に 15 の研究棟を擁し、オフィスの総面積は 「モバイルファーストを具現化し、新薬開発の最
146,800㎡に達する。1,200人の研究者が日々活用 前線を変革するネットワーク環境を整備しまし
するこの大規模ネットワーク環境で、
「 接続の容易 た。また、いつでも SDN（ Software Defined
に移行できる環境も整い、
今後6年
性」
というテーマに着目するとHPE Aruba高速無線 Networking ）
LANソリューションの更なるメリットが見えてくる。 間の研究開発を支えるインフラとしての要件をす
べて満たすことができました。SCSKの優れた技
「HPE Aruba高速無線LANソリューションの導 術とノウハウ、
HPE Arubaネットワーク製品は、私
入で、研究棟を行き来するユーザーのネットワー たちのビジネスの競争力向上に寄与してくれるで
クアクセスはより自由に快適になりました。コミュ しょう。今後もさらなるご支援を期待します」
ニケーションを円滑にし、ユーザーをデスクから
解放してコラボレーションを促進しています。有 詳しい情報
線LANでケーブルを引き回していては、
とてもこ
HPE Arubaについてはこちら
のスピード感は実現できません」
（矢ヶ部氏）

（土曜日、
日曜日、祝日、年末年始、
および5月1日お休み）

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島 2-2-1

ぜひご登録ください

アステラス製薬では、つくば研究センターで実証
されたネットワークと同等の環境を、2020 年ま
でに他の拠点に展開していく計画だ。矢ヶ部氏は
次のように語って締めくくった。

また、従来は実験装置を導入するたびに有線
LAN の工事を行ってきたが、無線化によってこ
れも解消される。今後は、新設する装置から順次
無線 LAN 接続に切り替えていく計画だ。つくば
研究センター全体を網羅するインフラとして高
速無線LAN環境が整備されることで、
クライアン
ト側の工事は劇的に削減できる。

www.hpe.com/jp/networking
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