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あ ら ま し

多くの自治体では，基幹系・情報系の二系統のネットワークが整備されており，その存在
が自治体ICTインフラの最適化を困難にしていると富士通は考えている。二系統のネットワー
クが存在する場合，その維持・管理が煩雑になったり，柔軟性が低下したりする。また，端
末統合やサーバの仮想集約が複雑化したり，高コスト化したりするなどの問題も生じる。番
号制度の導入は，行政サービスの効率化のみならず行政サービスを支えるICTナショナルイン
フラの整備が促されることにもつながる。その番号制度は，自治体が所有する既存システム
を中間サーバーとオンライン接続する場合，LGWAN（総合行政ネットワーク）と基幹系を
接続する必要がある。そのため，自治体ICTインフラの最適化の契機として捉えることも可能
である。
本稿では，自治体ICTインフラの将来像である富士通の「TRIOLE自治体グランドデザイ

ン」をモデルに，最適化を実現するための三つのアプローチを述べる。第一にネットワーク
の再編と，第二にVDI（仮想デスクトップ基盤）による端末統合を実施することで複雑なネット
ワークを整理統合し，第三にシステム運用や非機能要件を加味した実用的なサーバの仮想集
約を実現する。富士通では，これらの取組みの実践知をTRIOLEグランドデザインソリュー
ションとして提供し，自治体ICTインフラの最適化，更には自治体クラウドの利活用を実現で
きると考えている。

Abstract
Many local governments operate a dual network of backbone and information systems.  

Fujitsu thinks this is a hindrance when the authorities streamline their information and 
communications technology (ICT) infrastructure because the dual network is often cumbersome 
to maintain and manage, and loses flexibility due to its structure.  It also makes computer 
terminal integration and virtual server consolidation more complicated, pushing up the cost 
of the processes.  However the national identification number system (NINS), once introduced, 
not only improves the efficiency of government services, but also prompts the establishment 
of a national-level ICT infrastructure that supports the services provided.  In order for local 
governments to connect their existing systems to intermediate servers online, they will need 
to connect the Local Government Wide Area Network (LGWAN) and the backbone system, 
and this is a good opportunity for optimizing the local government ICT infrastructure.  This 
article takes Fujitsu’s “TRIOLE LG Grand Design,” which is a future ICT infrastructure for local 
governments, as a model to describe three approaches for realizing system optimization.  The 
first is to have network reorganization, and the second is to have terminal integration through 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI); these make it possible to streamline complex networks.  
And the third is to realize virtual consolidation of a practical server with added features of 
system operation and non-functional requirements.  The practical wisdom gained through 
these approaches could be transformed into Fujitsu’s TRIOLE Grand Design Solution, offering 
local governments the chance to optimize their ICT infrastructure, possibly leading to a way to 
leverage cloud computing for local governments.
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べる。

自治体のICTインフラ最適化の障害要因

多くの自治体では，庁内ネットワークとして「基
幹系または業務系（以下，基幹系に統一）」「情報
系」の二系統を整備している。この二系統は，相
互接続がない，もしくは限定的であり，それぞれ
独立している。基幹系ネットワークは，インター
ネットから隔離されており，セキュリティなどの
安全面で大きな配慮がなされている。情報系ネッ
トワークは，インターネットと接続されているこ
とが多く，自治体職員のメールやインターネット
利用を支える，職員の情報装備用ネットワークと
なっている。また，LGWANも情報系ネットワー
クに接続している自治体が55.7％と過半数である。（3）

更に，自治体の電算システムは，セキュリティ対
策，利便性を考慮の上，いずれかのネットワーク
に接続される。
富士通は，この庁内（支所，出張所など出先機
関含む）に張り巡らされた二系統のネットワーク
が，自治体ICTインフラの最適化を困難にしている
要因の一つであると考えている。それは以下の理
由に基づいている。
（1）サーバの仮想集約が困難
接続されているネットワークが異なるサーバを
集約する場合，セキュリティ面を配慮し，仮想化
基盤へ接続されるネットワーク装置を二系統用意
したり，仮想化基盤が使用するストレージ装置を
分離したりする必要がある。その結果，初期投資，
維持管理コストともに期待どおりの低減効果が得
られないことになる。また，ネットワーク別に仮
想化基盤を独立して準備し，その上で統合する場
合は，集約率が高くなりにくく，これについても
効果が薄い結果となる。
（2）端末統合が困難
インターネットに接続するPCを基幹系業務端末
として扱うことは，セキュリティ面で大きなリス
クとなる。昨今，標的型攻撃メールなども氾濫し
ており，インターネットの脅威は増すばかりである。（4）

その脅威が現実となった場合，基幹系システムが
保存している住民の個人情報が漏えいしたり，基
幹系システムを支えるサーバそのものへの損害が
発生したりするなど，甚大な被害を招きかねない。

自治体のICTインフラ最適化の障害要因
ま　え　が　き

「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」などの関係法令に基
づく番号制度（以下，番号制度）の導入は，行政
機関における事務の効率化，ならびに国民が受け
る行政サービスの利便性を向上させることが狙い
の一つとされている。更に番号制度の導入は，上
記の狙いの達成だけでなく，国内全ての自治体に
新しいICTナショナルインフラの整備を促すことに
もつながる。番号制度は，将来的に民間活用も視
野に入れていることから，ここで整備されるICTイ
ンフラの持つ重要性は非常に大きいと考える。
番号制度の導入に当たっては，自治体は情報提
供ネットワークシステムや中間サーバーと呼ばれ
る情報連携システムへの接続が必要とされる。こ
れらのシステムは政府によって整備され，自治
体は既設のネットワークシステムであるLGWAN
（Local Government Wide Area Network：総合行
政ネットワーク）を介して接続する。（1）

総務省は，この番号制度の導入を自治体におけ
るクラウド利用の推進契機として捉え「電子自治
体の取組みを加速するための10の指針」を発行す
るなど，自治体クラウドの推進を図っている。自
治体クラウドとは，「地方公共団体が情報システム
を庁舎内で保有・管理することに代えて，外部の
データセンターで保有・管理し，通信回線を経由
して利用できるようにする取組。複数の地方公共
団体の情報システムの集約と共同利用を進めるこ
とにより，経費の削減及び住民サービスの向上等
を図るもの。」（2）とされており，自治体で取り扱う
電算システムの共同利用，共同アウトソーシング
に当たると言える。
この自治体クラウドの浸透状況は，各種オンラ
インシステムの共同利用のうち公共事業にかかる
電子入札が県46.8％，市町村24.9％と最も普及し
ている。一方，基幹系業務（住民記録，税務，国
民健康保険，福祉業務，財務会計，人事給与など）
については，市町村で11.6％にとどまっている。（3）

本稿では，自治体におけるICTインフラの最適化
を進めるに当たり，現在抱えている技術的問題と
その解決策を述べるとともに，将来的に自治体ク
ラウドへ向かうための技術面でのアプローチを述

ま　え　が　き
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している。その結果，基幹系と情報系のネットワー
クがLGWANを経由して相互に接続されることと
なる。この場合，これまで物理的経路を遮断して
きた自治体にとって，セキュリティ面で大きな配
慮が必要となる。
以下，富士通の「TRIOLE自治体グランドデザ
イン」が目指す，自治体ICTインフラのあるべき姿
をモデルにして，上記の課題を解決するインフラ
の最適化手法である「TRIOLEグランドデザイン
ソリューション」による対策を述べる（図-1）。

ネットワークの再編

自治体におけるICTインフラの最適化を進める
ためには，複雑な二系統のネットワークを再整理
する必要がある。番号制度の導入に伴い，既存シ
ステムを中間サーバーとオンライン接続する場合，
基幹系とLGWANを接続する必要があることから
も，これを契機にネットワークの将来像を再定義
することも可能である。そのネットワークの再定
義では，二系統のネットワークの意味，LGWAN
および住基ネットへの配慮が必要である。
二系統のネットワークが誕生した由来は，正確

ネットワークの再編

このようなセキュリティリスクを考慮すると，安
易な端末統合を行うことはできず，基幹系，情報
系，それぞれにPCを接続することとなる。
（3）複雑なネットワーク構成
近年では，ネットワーク技術の進展もあり，二
系統のネットワークを物理的に統合し，VLAN
（Virtual Local Area Network）によって論理分割
する構成が増加している。しかし，VLANによる
ネットワークの維持管理には，高度な技術を有す
るネットワークエンジニアを必要とするため，そ
の構成の変更などについても相応のリスクを考慮
しなくてはならない。このことから，容易にネッ
トワークの構成変更が難しい状況となっていると
考えられる。
上記のように，取り扱う情報の機密性，安全性
を維持していくために整備された二系統のネット
ワークが，自治体におけるICTインフラの最適化を
阻害していると言える。
更に，番号制度の導入に際して，自治体が所有
する既存システムを中間サーバーとオンライン接
続する場合，住民の個人情報を取り扱う基幹系ネッ
トワークとLGWANを接続しなくてはならないと
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図-1　自治体ICTのあるべき姿のモデル「TRIOLE自治体グランドデザイン」
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には不明である。有識者の知見によると，自治体
がインターネットとの接続を必要とした際に，基
幹系に対するセキュリティの配慮から，情報系と
して新たに整備された，という考え方が有力であ
る。また，住民基本台帳ネットワーク（以下，住
基ネット）が導入される際に，インターネットと
住基ネットについては，相互隔離する方針があっ
たとされる。
多くの自治体でLGWANが情報系ネットワーク
に接続されている理由として，LGWANメールの
存在が挙げられる。インターネットメールを処理
するグループウェアに，LGWANメールも処理さ
せることは，多重投資を抑止するためにも効果的
だったと考えられる。
番号制度により既存システムをオンライン接続

する場合では，LGWANと基幹系ネットワークを
接続しなくてはならない。すなわち，これまで情
報系として扱ってきたLGWANを基幹系として扱
う必要が出てきた。
この時代の変化に対し，二系統のネットワーク
の意味も変化する必要があると考えた。その結果，
ネットワークの意味，役割を下記のように再定義
することで，ネットワーク構成の最適化が可能で
あると考えた（図-2）。
（1）インターネット系ネットワーク
インターネット接続が必要な最低限のリソース
を接続するネットワークである。Web系インフラ
システム（DNSやNTP，Webサーバなど），グルー
プウェア，インターネットアクセスを行うPCが接
続される。
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図-2　ネットワークの再編成
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（2）イントラネット系ネットワーク
多くの業務システムが接続されるネットワーク
である。LGWAN，住基ネットなどもイントラネッ
ト系に接続され，インターネット系とは隔離され
る。LGWANメールについては，LGWANファイ
アーウォールを通して，インターネット系へと転
送する。インターネット系への接続をLGWANメー
ルと限定することで，セキュリティリスクを低減
する。
上記のようにネットワークの意味を再定義する
ことで，シンプルかつ安全なネットワーク構成が
可能となる。しかし，上記だけではネットワーク
の維持管理が高度で複雑であることに変わりがな
い。次章では，ネットワークの維持管理を簡素化
する手法を述べる。

端末統合による最適化

二系統のネットワークが庁内に張り巡らされてい
る限り，その維持・管理の煩雑さは低減できない。
双方のネットワークを庁内全域に整備しなくてはな
らない理由は，二系統のネットワークのいずれかに
接続されたPCが，庁内全域（支所，出張所など出
先機関含む）に展開されているからである。
したがって，片系統のネットワークに接続され
たPCから，双方のネットワークに接続されたシス
テム（サーバ）へアクセス可能であれば，庁内全
域に整備するネットワークは片系統で十分である
と言える。
それを実現するのが，VDI（Virtual Desktop 

Infrastructure：仮想デスクトップ基盤）による
端末統合である。VDIとは，サーバ上にPC環境を
仮想的に用意し，その画面出力を操作者のPCへ転
送し，操作者が入力したキーボードやマウスの情
報をサーバへ転送する，デスクトップの仮想化ソ
リューションである。このVDIへの対応を実施す
るのは，インターネット系端末である。それは，
以下の理由による。
（1）セキュリティリスクの高いインターネット系
ネットワークを局所化する。先に述べたとおり
VDIでは，操作者が扱う物理PCには画面情報の
み転送される。仮に標的型攻撃メールなどによっ
てマルウェアなどに進入されても，それはVDI
サーバ上の仮想空間である。そのため，マルウェ

端末統合による最適化

アやコンピュータウイルスは庁内ネットワーク
へ拡散することがなく，VDI上に封じることが可
能である。

（2）業務系端末に比べ，VDIミドルウェアとの相
性問題が少ない。つまり，インターネット系端末
には，Webブラウザおよびそのプラグインソフ
トウェア，各種オフィス系ソフトウェア程度しか
インストールされていないため，その導入が容易
という利点がある。

（3）業務系端末には，特殊な外部装置（印影リーダー
など）との接続や，端末にインストールされる業
務システムプログラムとVDIミドルウェアとの相
性など，その検証に時間やコストが必要となるリ
スクがある。
このアプローチによって，庁内全域に展開する
ネットワークは一系統となり，インターネット系
ネットワーク，および関連システムは，電算室に
集約可能となる（図-3）。
また，ネットワークの維持管理負担は軽減し，
その構成の柔軟性が増す。これらの要素は，今後
国内の行政サービスを支えるICTナショナルインフ
ラに求められる重要な要件であると考える。

仮想化・サーバ集約による最適化

先に述べたネットワークの再定義では，サーバ
集約によるコスト低減効果も大きく向上する。そ
れは，基幹系，情報系に点在していた業務システ
ムをイントラネット系に片寄せするからである。
二系統のネットワークを意識した仮想化基盤の構
成が不要となり，シンプルかつ高い集約率を実現
することが可能となる。しかし，仮想化・サーバ
集約は，サーバの単純な集約だけで実現してはな
らない。
近年，仮想化ソフトウェアの技術的成熟とハー
ドウェアの性能向上も相まって，基幹系システム
も仮想化基盤上で動作させるなどの要件が増加し
ている。また，仮想化ソフトウェアベンダーは，
サーバの集約率とそれによって得られるコスト低
減効果をアピールするため，あらゆる業務システ
ムを一つの仮想化基盤上に集約する方式を提案す
ることが多い。
しかし，単純なサーバ集約では，実運用した場
合に以下のような大きな問題が発生する。

仮想化・サーバ集約による最適化
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（1）集約されるシステムの非機能要件の単一化
これは，要求事項のレベルが高い窓口業務と，
利用頻度が少ない業務が，同じ環境に集約される
ことを意味する。高いレベルの非機能要件を満た
す基盤上に，より低いレベルのシステムを配備す
ると，過剰投資となる。逆の場合，トラブル発生
時のリスクが多大なものとなるなど，実用面で大
きな問題となる。
（2）システム運用の単一化
毎日一定時間停止するシステムと，24時間365日
稼働するシステムが同居する。これでは，停止でき
ない，保守できない，バックアップも取れないな
ど，システムの運用管理面で致命的な問題となる。
このように，集約率を最重要視した仮想化基盤
では，システム運用は成立しない。

上記の問題を回避するためTRIOLEグランドデ
ザインソリューションでは，仮想化基盤を設計す
る際，業務システムごとのサービスレベル（非機
能要件）を整理し，グループ化することから始め
る。この非機能要件の整理とグループ化の重要性
については，LASDEC（現J-LIS）での調査研究成
果「地方公共団体の情報システム調達仕様書にお
ける非機能要件の標準化に関する調査研究（平成
25年度調査研究）」（5）にも明確に謳われている。

む　　す　　び

本稿では，富士通の考えるネットワークの再編，
端末統合，仮想化・サーバ集約の三つの技術を適
用した自治体ICTインフラの最適化方法について述
べた。特に，LGWANをイントラネット系として，

む　　す　　び
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業務系ネットワークに接続する効果は大きい。以
下に何点か例示する。
（1）LGWANを活用した行政サービス拡大が容易
番号制度，証明書コンビニ交付，電子収納

｛MPN（Multi-Payment Network）連携｝など，
LGWANと基幹系システムを接続することが必要
な行政サービスを容易かつ安全に構築可能となる。
（2）基幹系PCのセキュリティ維持コストの低減
これまで基幹系PCは，インターネットに接続さ
れていないため，OSのパッチ適用に大きな負担が
かかっていた。富士通がLGWAN-ASPとして提供
している「アップデートサーバ運用サービス」（6）を
活用することで，Windows OSなどの修正情報が，
省力化しつつ迅速に適用可能となる。
（3）LGWANを使った自治体クラウドの実現
集約した業務サーバやVDIサーバなどは，ネッ
トワークの単純化も相まって，庁外のデータセン
ターへの移設が容易となる。更に，将来的には，
LGWAN上のクラウドサービス（IaaSやPaaS，
DaaSなど）へと移行可能となる。
このほか，本稿では触れていないが，これから
の自治体ICTインフラでは，セキュリティや災害対
策など，検討すべきテーマも多い。TRIOLE自治
体グランドデザインは，昨今自治体ICTインフラの
中でも特に注目度が高い番号制度，共通基盤，共
同利用，サーバ統合・仮想化基盤，庁舎移転・災
害対策，端末統合（VDI）などのテーマを網羅し
ており，豊富な実践例をベースに形式知としてま
とめて，TRIOLEグランドデザインソリューショ
ンを提供している。また，都道府県，市区町村を

問わず，十数団体の自治体への導入実績を有して
いる。
自治体ICTインフラの将来像であるTRIOLE自治
体グランドデザインと，それを実現するTRIOLE
グランドデザインソリューションが，今後の自治
体ICTの最適化，更には国内行政サービスを支える
ICTナショナルインフラ実現の一助になると考える。
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