
 
 

 
 

クラウド時代に向けた自治体向け共通基盤：
新INTERCOMMUNITY21基盤 

Common Framework for Municipalities in Cloud Age: 
“New INTERCOMMUNITY21 Framework” 

あらまし  

現在，自治体においても長引く不況の結果，システムのTCO（Total Cost of 
Ownership）削減が急務となっている。このような背景から，クラウドコンピューティン

グが話題となり，コンピュータシステムは，所有から利用へとパラダイムシフトが始まって

いる。富士通では，クラウドコンピューティングの効果，期待，課題を分析し，自治体向け

アプリケーションフレームワークである「INTERCOMMUNITY21基盤」をクラウドコン

ピューティングに適合するよう強化した。 
本稿では，クラウドコンピューティング時代に向けたフレームワークの強化ポイントな

らびに，その取組みを紹介する。 

Abstract 

Currently, the prolonged recession has made reducing the total cost of ownership (TCO) of 
systems an urgent task even for municipalities.  Against this background, Cloud computing 
has been attracting attention and computer systems have already been undergoing a 
paradigm shift from ownership to use.  Fujitsu has analyzed the effect of, expectations for 
and challenges with Cloud computing and strengthened the INTERCOMMUNITY21 
Framework, an application framework intended for municipalities, to make it adaptable to 
Cloud computing.  This paper presents the points in strengthening the framework in 
preparation for the age of Cloud computing and the activities for its implementation. 

 

森永景介（もりなが けいすけ）

自治体ソリューション事業本部基盤

システム部 所属 
現在，自治体向けパッケージのフ

レームワークおよび基盤製品の企

画，設計，開発に従事。 
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表-1 クラウドコンピューティングで提供される 

サービス例 
サービス名 概 要 
SaaS 
（Software as a Service） 

完成したアプリケーション

PaaS 
（Platform as a Service） 

アプリケーションの開発，

構築環境 
IaaS 
（Infrastructure as a Service）

システムインフラストラク

チャ 
Desktop as a Service 仮想クライアント環境 

ま え が き 

 自治体の基幹システムは，ここ十数年で汎用機か

らオープン化が図られ，初期導入費用の削減など一

定の効果が得られている。しかし，オープン系シス

テムはプラットフォームの度重なるバージョンアッ

プなどにより，システムの移行や再構築などが度々

発生し，かえって生涯所有コスト（TCO：Total 
Cost of Ownership）が増加してしまうといった現

実が見られる。 
 富士通の自治体ソリューションでは，このような

システム資産の継承性が，オープンシステムにおけ

る課題となることを予見し，その対策としてお客様

資産の長期利用をコンセプトとしたアプリケーショ

ンフレームワーク「INTERCOMMUNITY21基盤」

（以下，IC21基盤）を整備することで対応してきた。 
 IC21基盤は，1999年に提供を開始し，現在では

延べ1800システムの稼働実績を有するに至ってい

る。また，近年では，2000年前後にシステム導入

をしていただいたお客様の多くで機器更改を迎えて

いる。このような機器更改において，IC21基盤は

そのコンセプトどおりプラットフォームの差異を吸

収し，大規模な改修を実施することなく安定したシ

ステム資産を継続してお使いいただくことができて

いる。 
 一方，自治体においても長引く不況と財政難を背

景に，システムのTCOの更なる削減が急務となっ

ている。このような市場要求からIT業界において

は，「クラウドコンピューティング」と呼ばれる新

しいキーワードが登場し，システムの「所有」から

「利用」へのパラダイムシフトが起こっている。 
 本稿では，このような背景を踏まえ，クラウドコ

ンピューティングに向けたIC21基盤のアプローチ

を述べる。 

クラウドコンピューティングとは 

 ここでは，最近話題となっているクラウドコン

ピューティングとは何かについて述べる。 
 まず，クラウドコンピューティングにおける「ク

ラウド」とは，これまでシステム図上などにおいて，

インターネットが「雲」のイメージを使って図示さ

れてきた経緯から，インターネットを示すと言われ

ている。つまり，クラウドコンピューティングとは，

クラウド＝雲（インターネット）の向こう側にある

システムをネットワーク経由でサービスとして利用

する，という意味が含まれている。 
 現在では「インターネットを使って，遠隔地にあ

るコンピュータシステムの機能（サービス，システ

ム，ミドルウェア，インフラストラクチャ）などを，

従量課金制で利用者に提供するもの」がクラウドコ

ンピューティングと認識されている。提供される

サービスも多岐にわたり，代表的なものは表-1のよ

うに分類される。 
 以下，各サービスについて述べる。 
（1） SaaS 
 SaaSでは，完成されたアプリケーションがイン

ターネット経由で提供される｛図-1（a）｝。利用者

は，そのシステムをカスタマイズすることなく利用

し，その使用料を支払う。 
（2） PaaS 
 PaaSでは，OSやミドルウェア，カスタマイズが

可能なアプリケーションなどがセットアップされた

状態のコンピュータシステムを切り出し提供される

｛図-1（b）｝。利用者は，そのコンピュータ環境を利

用し，アプリケーション開発やカスタマイズが可能

で，場合によってはそのアプリケーションを利用す

ることができる。 
（3） IaaS 
 IaaSでは，ハードウェアやインフラが構築され

た上で，利用者が希望するOSがインストールされ

た状態のコンピュータシステムが提供される。これ

は，従来のホスティングに近いサービスであるが，

従来のホスティングとは異なり，CPU能力やディ

スク容量，ネットワーク帯域など，利用者が必要と

するコンピュータ資源を細かく指定することが可能

であり，その資源に応じて課金される。また，仮想

化技術の発達もあり，このコンピュータ資源の割当
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図-1 クラウドコンピューティングサービスの例 
Fig.1-Example of Cloud computing services. 

 

てを，利用申請から数時間で可能とするベンダが

多い。 
（4） Desktop as a Service 
 これまで述べた三つのサービスは，コンピュータ

システムで言うサーバサイドコンピューティングに

おけるクラウドであった。このDesktop as a 
service （ DaaS と表記されることもあるが，

Database as a serviceと混同するため，本稿では

Desktop as a Serviceと明記）は，コンピュータシ

ステムのクライアントに当たる部分を提供する。た

だし，現状では厳密に，この技術がDesktop as a 
Serviceであるとは規定されておらず，一般のOAア

プリケーションの切出しからシンクライアントと呼

ばれる技術まで，サービスの提供内容は多岐にわ

たる。 

 利用者は，自身が扱うクライアントPCの環境

（OSやミドルウェアなど）を気にすることなく，均

質で安定したシステム機能を利用できる。 
 上記のようにクラウドコンピューティングによっ

て，利用者は，利用者が希望するコンピューティン

グ環境を，必要とする能力分だけ利用する，いわば

コンピューティング能力の量り売りが実現され始め

ていると言える。 
 では，一般的にクラウドコンピューティングに

よって，TCOが削減できると言われているが，本

当にそうなのか？次章では，クラウドコンピュー

ティングによって何が変わるのかについて考察する。 

クラウドコンピューティングがもたらす効果 

 まず，クラウドコンピューティングによって，

TCOは削減できるかについて，現在，富士通が推

進，検討中である部門サーバ統合計画をモデルに考

察する。 
 現在，著者らの部門では，パッケージ開発部門を

中心に多くのハードウェアを所有しており，その数

はIAサーバだけでも350台を超える。これらのサー

バは，各部署に点在し，その役割もファイルサーバ

や開発サーバ，検証サーバなど，まちまちである。

これらのサーバを富士通のクラウドサービスである

館林SOP（Service Oriented Platform）に統合・

集約した場合を試算した。当部門における所有コス

トとしては，サーバ導入費，電気代，保守費，人件

費（維持費，バックアップなどの管理費）を積算し

ている。 
 その結果，館林SOPがハードウェアやインフラ

の部門所有に比べ，導入費用との単純比較において

も3年間で7％，5年間では2％のコスト抑制が可能

との結果となった。さらに所有コストの削減効果だ

けでなく，日々のバックアップ作業や年に一度の

ハードウェア資産の棚卸作業など，所有することに

よって生じる管理作業から，重要な人的リソースが

開放されることによる運用コスト削減の効果も大き

いと考える。 
 つぎにシステム構築スピードを比較する。多くの

IaaSは，利用者が利用を申し出てから数時間でコ

ンピューティング環境が提供される。従来の，構成

設計→見積り→手配→納入・現調→システム設定→

利用開始，といった手番を考えると，圧倒的に速く
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なったと言える。 
 著者らの部門におけるサーバ統合をモデルとして

考えた場合，開発ピーク時に数時間でサーバが割り

当てられ，開発終息とともに返却する。このような

運用が実現されることで時間・コストともに，より

無駄の少ない開発が可能となると考える。 
 では，業務システムの構築についてはどうか？業

務システムの構築では，インフラ構築だけでなく，

アプリケーション開発（カスタマイズ）や，データ

移行などが必要なため，クラウドにするだけでは劇

的な短縮は不可能である。時間短縮とコスト抑制の

ためには，利用者が提供されるアプリケーションに

運用を合わせ，アプリケーションそのものをノンカ

スタマイズで利用することも検討しなくてはなら

ない。 
 また，我々ベンダも，より短時間でカスタマイズ

が可能な開発手法や，より短手番でのデータ移行を

可能とする手法を学び，新技術，技法として積極的

に取り込んでいく必要がある。 
 以下にクラウドコンピューティングの利便性につ

いて述べる。 
 現在提供されている多くのサービスが，インター

ネットの利用を前提としている。一般コンシューマ

向けサービスであれば，これは当然である。 
 そこで，仮に LGWAN （ Local Government 
Wide Area Network）や地域情報網の上にクラウ

ドコンピューティングサービスが提供された場合を

想定する。自治体側からは問題なくサービスが利用

でき，信頼される場所にデータは格納される前提と

する。 
 一般のシステム利用部門から見れば，クラウドコ

ンピューティングだからといって，特別変化はない

と考えられる。クラウドコンピューティングの恩恵

を受けるのは，電算システムの運用保守に携わる部

門である。日々のバックアップや災害対策などは，

クラウドセンター側で実施される。そこにサーバが

ない，という状況を想像すれば，その負担軽減の効

果が容易に想像できる。 
 逆に，手元にサーバがないため，これまで可能

だったことが不可能となることも考えられる。例え

ば，基幹系システムにあるデータの2次利用である。

多くの場合，クラウドセンターへのアクセスは，安

全性，機密性を確保するため，プロトコルが制限さ

れる。また，基幹系システムでは外部機関との交換

媒体の取扱いが発生することも多い。この場合にも，

人間系の運用を加味した配慮が必要となる。 
 クラウドコンピューティングによる利便性の向上

については，対象となるシステム特性を把握した上

で十分な検討が必要であると言える。 
 これまでの考察で述べたように，クラウドコン

ピューティングによって，「TCOの削減」「インフ

ラ構築のスピードアップ」の効果が得られると言え

る。ただし，定量的効果の測定には至っていないこ

とから，富士通ではクラウド化の対象となるシステ

ム特性ごとの効果などについて，継続して更なる分

析を進めていく。 
 次章では，本章で課題としたPaaSやSaaSなどの

システム構築のスピードアップ，ならびにクラウド

化されたシステムの運用性確保について，富士通の

自治体向けアプリケーションフレームワークIC21
基盤の取組みを紹介する。 

クラウド対応向けの新IC21基盤 

 先に述べたとおり，IC21基盤は自治体における

システム資産の継承性確保，長期利用をコンセプト

に開発されている。そして2009年，このクラウド

コンピューティングへ追従するため，IC21基盤は，

お客様資産の継承性確保を第一に，新しいバージョ

ンを開発した。 
 本章では，新IC21基盤（製品名：IC21基盤 共通

制御2010）の開発において，クラウド対応に向け

たアプローチを述べる。 
● 資産の継承性確保とアーキテクチャ変更の両立 
 共通制御2010の開発に当たり，最初に直面した

のは，採用するアーキテクチャの選択であった。現

在，富士通が提供する自治体向けソリューションの

多くは，操作性を重視し，Java Appletを採用して

いる。 
 クラウド向けである場合，自庁外のサーバとの接

続となる可能性が高く，従前どおりのApplet方式

では，自治体側で策定されているセキュリティ条件

をクリアできない可能性があった。そこで，共通制

御2010では，クライアント側処理方式をAppletか
らAjaxへと変更し，ブラウザ単体で動作するアー

キテクチャへ大幅な変更を実施した。 
 しかし，このようなアーキテクチャの変更におい
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て，以下の問題が発生した。 
（1） 既存のアプリケーション資産との互換性は維

持できるのか？ 
（2） クライアントプログラムは全面的に再開発な

のか？ 
 つまり，基幹システムパッケージを開発する上で，

アーキテクチャの変更は，既存資産の流用率を上げ

なくては，コスト，期間，リソース，すべてにおい

て負担が大きすぎるという問題があった。 
 共通制御2010では，この問題を解決するため，

サーバプログラムは100％互換を確保しつつ，画面

プログラムを100％自動生成するといった新しい開

発方式を取り入れた。 
 上記の取組みの結果，稼働実績のあるサーバプロ

グラムを生かしつつ，画面プログラムの自動生成に

より，大幅な工数の削減を可能とした。 
 今後，IC21基盤は，そのコンセプトであるシス

テム資産の継承性確保，長期利用を実現しつつ，ク

ラウド時代に必要とされるスピードアップを可能と

するフレームワークとして，引き続きその機能を強

化していく。 
● リモート運用を前提とした機能整備 
 一般に基幹システムには，外部機関とのデータ交

換などが発生する。また，日中のバッチ処理も随時

実行されるなど，サーバが手元にある運用が前提と

なっている。クラウドを前提とした共通制御2010
の開発では，従来サーバのコンソールで操作が必要

であった部分を完全排除する必要があった。 
 そのことから，これまで各システムにおいて独自

に強化されてきた，以下の機能を再度標準化した上

で実装した。 
（1） バッチ運用管理機能 
（2） ファイル管理機能 
（3） 業務運用状況の統計機能 
などである。以下に，それぞれの機能について解説

する。 
（1） バッチ運用管理機能 
 バッチ運用管理機能は，定期的に実行されるスケ

ジュールバッチと，随時投入されるデマンドバッチ

の双方を統合的に管理し，システム運用における利

便性の強化を目指している。 
 従来，運用管理機能は，運用管理ミドルウェアな

どによって実現されてきた。しかし，クラウドコン

ピューティングとなるとサーバがセンターに存在す

るため，セキュリティなどの制約で自治体側から操

作することができなくなる。また，バッチ実行結果

の確認や，外部機関との交換媒体情報の移出入など，

アクセスが制限される状態では，システム運用にお

いて従来にはない多くの問題が想定される。 
 共通制御2010では，このような問題を解決する

ため，バッチ運用管理機能を提供し，さらに業務ア

プリケーションと同一の操作性による管理画面を実

現することで，自治体職員にも容易に操作できる機

能を提供している。 
（2） ファイル管理機能 
 ファイル管理機能では，外部機関との交換媒体な

ど，システムが入出力するファイルを一元的に管理

する機能である。 
 従来，システムによって出力されたファイルは，

サーバのリモートドライブへ接続し取り出すなど，

ファイルサーバ機能を利用して構築されることが多

かった。これは，ファイル管理機能を独自に開発す

ることが不要となり，仕組みとして単純で操作も容

易である，というメリットがあったためである。 
 しかし，クラウドコンピューティングでは，セ

キュリティ上の制約から，業務サーバをファイル

サーバとしてアクセスすることは制限される可能性

がある。 
 共通制御2010では，システムが入出力し，運用

上移出入が必要なファイルを管理する機能を提供し

ている。 
 ファイルの登録や取出しは，業務アプリケーショ

ンと同一の操作性を実現した画面から可能である。

さらに，前述のバッチ運用管理画面からもファイル

操作が可能であり，直感的な操作，システム運用を

可能としている。 
（3） 業務運用状況の統計機能 
 多くのクラウドセンターでは，利用者が使用した

コンピューティング資源（CPU，ストレージ，

ネットワークなど）の統計情報を採取し，定期的に

レポートする。これによりシステムの負荷状態など

が可視化され，コンピューティング資源を最適に使

用しているかが確認できる。 
 しかし，これらのレポートは，単純な負荷情報を

レポートすることが多く，自治体業務の忙しさなど

と連動して見ることができない。これは，統計ミド
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ルウェアがコンピューティング資源のみ監視してい

るからである。 
 共通制御2010では，業務アプリケーションの利

用状況を統計情報として採取している。採取してい

る情報例として，利用者数は何人いるのか？，利用

された業務画面はどれか？，それぞれの帳票は何枚

印刷されたのか？などが挙げられる。 
 これらの情報と前述のコンピューティング資源の

負荷情報を照合することで，業務の繁忙状態とコン

ピューティング資源の負荷状態を連動して見ること

ができ，さらには，繁忙期に必要となるコンピュー

ティング資源を予測するなどが可能となり，より計

画的なコンピューティング資源の利用を実現する。 
 これまで紹介した共通制御2010のクラウドコン

ピューティング向け機能は，事前に想定されたシス

テム運用上の問題を解決するために実装した。その

ため，完全な解決には至っておらず，多くの改良点

が存在すると考えている。 
 今後は，共通制御2010の稼働実績から得られる

様々な意見を吸収，分析することで，現場が抱える

問題の本質を可視化し，真にクラウド時代へ適合す

るフレームワークの提供に努めていく。 

む  す  び 

 本稿では，クラウドコンピューティングの特性な

らびにその効果から，富士通の自治体向けシステム

フレームワークIC21基盤のクラウド時代へ向けた

取組みを紹介した。 
 現在，IC21基盤 共通制御2010は，富士通の自治

体向け住民情報パッケージMICJET MISALIOへ搭

載され，2010年3月より稼働している。 
 今後，多くの自治体が共同利用やSaaSといった

システム形態へ移行する際に，既存資産の継承とパ

ラダイムシフトという一見すると相反する要件に直

面する。富士通では，これまでの経験，ノウハウを

最大限に活用し，より時代にフィットした最良のフ

レームワークを提供し続け，お客様のニーズに応え

ていきたいと考える。 
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