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あ ら ま し

東京都特別区（以下，特別区）では，2000年代初頭から住民情報システムの最適化に
よるオープン化，およびパッケージ適用を実施してきた。その中で富士通は，2003年か
ら特別区向けに住民情報ソリューション「MICJET23」パッケージをいち早く立ち上げ，
現在23区中7区に提供している。また，総務省が推奨している自治体クラウド化は，仮想
化技術の進歩により加速している。しかし，住民情報システムにおいては，取り扱うデー

タが重要な個人情報であることや，地方公共団体独自の業務運用のためのカスタマイズ

が必要になることから，なかなかクラウド化が推進できない状況であった。このような

状況の中，富士通は，2014年1月から住民情報ソリューション「MICJET23」パッケー
ジを中心としたクラウドサービスの提供を開始した。

本稿では，自治体クラウド導入の推進状況を踏まえ，特別区向け住民情報システムの

最適化を通じた富士通のクラウド化への取組み事例について紹介する。

Abstract

The special wards of Tokyo (hereafter “special wards”) have been optimizing resident 
information systems as a means of replacing systems with open systems and package 
applications since the beginning of the 2000s.  In this situation, Fujitsu was quick to 
launch the resident information solution “MICJET23” package intended for special 
wards in 2003 and currently provides it for seven out of the 23 wards.  Migration to 
local government clouds, which is recommended by the Ministry of Internal Affairs and 
Communications (MIC), has been accelerated by the advancement of virtualization 
technologies.  With resident information systems, however, the data handled are 
important pieces of personal information and customization is required for local 
governments’ own respective operations.  These have hindered the migration.  In this 
environment, Fujitsu started providing cloud services mainly including the resident 
information solution “MICJET23” package in January 2014.  This paper presents 
examples of activities for migration to clouds through optimizing resident information 
systems for special wards in view of the progress of migration to local government 
clouds.
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ことが求められている。

自治体クラウドの導入状況

自治体クラウドの導入状況は，2012年度調査に
おいて150団体（8.6％）であり，住民情報システ
ムに限ると139団体（8.0％）となっている。財団
法人地方自治情報センター（現地方公共団体情報
システム機構）によると，単独団体による導入を
含めると，クラウドサービスおよび外部のデータ
センターを活用している団体は419団体（24％）で
あり，導入予定団体も同程度存在することから，
自治体クラウド導入は一般的になりつつある（2）と
している。しかし，特別区のように人口規模の大
きな団体においては，自治体クラウド導入への取
組みは少ない。（3）総務省も，同程度の大規模団体に
おいては「まずは自治体クラウドの導入可能性の
検討をし，複数団体での共同利用が直ちには困難
と認められる情報システムにおいては，まずはオー
プン化に取り組む」（3）としている。

特別区向け住民情報システムパッケージ適用
における課題

2000年代初めから，特別区では住民情報システ
ムの最適化の気運が高まり，オープン化，更には
アウトソーシングの導入が増加してきた。その最
適化における推進課題は，以下の2点であった。
（1） 特別区の事務運用を意識したパッケージが存
在しない
特別区が住民情報システムの最適化を実施しよ
うとした場合，各ベンダーは中小都市向けパッケー
ジを特別区向けに改修し，提供する形態が多かっ
た。特別区では大規模な住民データを取り扱う必
要があるため，処理性能を意識した見直しを行っ
た。更に，特別区は住民の異動が多いため，係をま
たがるような事務運用を考慮する必要があるなど，
既存の中小都市向けパッケージを適用しようとす
ると抜本的見直しが必要となる場合がある。この
ため，パッケージの改修量が増大し，コスト増大
や品質問題にも直結する可能性がある。また，低
コストかつ安定稼働を実現させるためには，職員
による検証を含め，想像以上の労力が必要になる。
（2） システム運用の踏襲が必要
特別区のような大規模団体では独自の条例があ
り，パッケージをカスタマイズなしで導入するこ

自治体クラウドの導入状況

特別区向け住民情報システムパッケージ適用
における課題

ま　え　が　き

近年，地方公共団体（以下，団体）における
効率的なICT利活用の方法として，クラウドコン
ピューティング技術を電子自治体の基盤として活
用する「自治体クラウド」が注目を集めトレンド
になっている。また，東日本大震災の経験も踏ま
え，堅牢なデータセンターを活用することで行政
情報を保全し，災害・事故などの発生時に業務継
続を確保する観点からも自治体クラウド導入の推
進が求められている。
富士通は，全国の団体での運用実績と特別区内
で培ったノウハウを生かして東京都特別区（以
下，特別区）向けに住民情報ソリューション
「MICJET23」パッケージを提供している。今回，
このパッケージとあわせ，動作環境，システム運
用を一体化したクラウドサービスの提供を開始し
た。本稿では，特別区向けに，住民情報システム
の最適化を通じたクラウド化への富士通の取組み
事例について紹介する。

背　　　景

団体を取り巻く現状は，行財政改革を背景に情
報システム関連経費を抑制する傾向にある。特別
区においてもその傾向は同様であり，対応策の
一つとして住民情報システムの最適化を推進して
きた。最適化の第一段階は，ホストコンピュータ
のオープン化とパッケージを利用することによる
保守コストの削減である。しかし，ホストコン
ピュータをオープン化しただけではコスト削減に
限界があり，団体の情報システム関連経費の中で
多くの割合を占める住民情報システムについては，
更なる経費抑制が求められている。
総務省は，それらを解決する手法の一つとして
自治体クラウド導入を推進している。自治体クラ
ウドとは「近年様々な分野で活用が進んでいるク
ラウドコンピューティング技術を電子自治体の基
盤構築にも活用して，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，情報シ
ステムに係る経費の削減や住民サービスの向上等
を図るもの」（1）と定義されている。最適化の第二段
階では，この自治体クラウドの概念を本格的に住
民情報システムに取り込み，クラウド化推進する

ま　え　が　き

背　　　景
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ベースとし，2003年から特別区向けに住民情報ソ
リューション「MICJET23」パッケージの提供を
開始した。これは，業務機能のみではなく，図-1
に示すように業務間で必要になる連携機能も標準
的に導入している統合パッケージである。
業務機能には，視覚的に次の操作が判断でき，
効率的に手続きを進められるナビゲーションなど
特別区の要望から生まれた機能を実装し，職員の
窓口事務支援につながる細かい工夫を随所に採用
している。また，人口の多い団体で必要な一括処
理機能や，東京都に報告する統計帳票も標準装備
している。更に，カスタマイズを極小化し，パッ
ケージ機能を最大限かつ効率的に利用できるよう
にするために，業務知識が豊富でパッケージ仕様
を把握した要員による最適な適用支援体制をとっ
ている。
● 大規模住民情報システムクラウドソリュー
ションの提供
富士通は，2014年1月から特別区向け住民情報シ
ステムクラウドソリューションの提供を開始した。
特別区を対象とした，住民情報に関する国内最大
規模のクラウドソリューションである。住民情報
を扱うため高度なセキュリティを確保するととも

とが難しい。また，長年培ったホストコンピュー
タ運用時代からの運用保守体制が確立されている。
そのため，業務アプリケーションはパッケージに
合わせる傾向が強いが，運用手順については他シ
ステム運用との兼ね合いで独自性を保つ傾向があ
る。また，機器のアウトソーシングは進むものの，
導入団体のセキュリティ規定や上述の運用踏襲に
より，他団体との共同化にはハードルがあった。

富士通の取組み

特別区向け住民情報システムの最適化に対し，
富士通は以下に述べる二段階で取り組んできた。
● 特別区に特化した住民情報ソリューション
パッケージの提供

1980年代に日本語処理がホストコンピュータで
実現可能となり，それに合わせて団体業務のIT化
は急速に進展した。富士通は住民情報パッケージ
「ARIS」を全国に提供し，特別区においても多く
の団体が「ARIS」を採用した。そのシステムは，
導入した団体が独自にカスタマイズし，特別区特
有の業務仕様や処理量に耐え得る形で進化させて
きた。
ホストコンピュータ時代に培ったノウハウを

富士通の取組み
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図-1　「MICJET23」業務機能関連図
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に，各団体の共同運用でも各団体の個別カスタマ
イズや異なる運用スタイルを実現するため，運用
環境や方式に柔軟性を持たせた。以下に，そのソ
リューションの内容について述べる。
（1） 団体の特性を意識したクラウド基盤の提供
このソリューションで提供するクラウド基盤は，
本来可能な限り共有化することになる。本ソリュー
ションでは，図-2のとおり，特別区向けの自治体
クラウド基盤として，集約する部分と独立する部
分の最適分離を施している。仮想化技術によりシ
ステム資源の効率化を図ることを前提とし，大切
な住民データについては，団体ごとに物理的に格
納する領域を分けることによって，団体専用とし
て管理できる安心・安全な環境を提供する。また，
導入団体全体を監視・運用できる機能を実装する
だけではなく，運用作業時に利用する端末などの
作業環境は団体固有のものにする機能も実装して
いる。これにより，複数団体を同時に運用する際
に，アクセスする環境の取り違いによる誤作業を
防止している。更には，業務アプリケーションに
ついても，各団体の条例などによるカスタマイズ
が施せるような仕組みにすることで，今までどお
り，区民に密接なサービスを実現可能にしている。
（2） 国内最上位格付けのデータセンター運用
システムを配備するデータセンターは，災害，
セキュリティ，高集積リスクに対応した堅牢・高

セキュリティな環境に加え，特別区との立地関係
を基準に選定している。採用データセンターは「日
本データセンター協会（4）ファシリティスタンダー
ド（JDCC FS-001 V1.0）」でTierⅣに準拠し，かつ，
情報セキュリティ格付（注1）ランク「AAAis（トリプ
ル A）」（注2）の国内でも最上位の格付けを得ている。
データセンターでは24時間の運用監視をして
おり，夜間や休日の万が一のトラブル発生時もア
ラーム監視を契機に，関係者への連絡が速やかに
行われる仕組みにしている。
（3） 高品質な運用保守サービスの提供
従来のオンプレミスで実施していた運用保守体
制から運用拠点での集中体制に変更し，複数団体の
運用保守を図-3のように実現した。オンプレミス
のときは運用スキルが各団体に分散し，団体ごと
に運用品質を確保する形態であった。そこで各団
体の運用スキルを運用拠点に集約することによっ
て，各団体に対して均一かつ高品質な運用サービ
スの提供を実現した。また，運用形態を検討する
に当たり，変更できない部分と団体での独自性を
採用してもよい部分に分ける仕組みにした。これ
により，システム運用のスムーズな移行を実現し
ている。
更に，運用に必須なインシデントを管理する機
能を実装し，サービス利用者から運用者まで一貫
してインシデント状況を把握できるような仕組み
も提供する。
（4） 迅速なトラブル対応の実現
窓口業務のある住民情報システムでは，迅速な
トラブル対応が必須である。オンプレミスでの運
用時は，業務運用している現地でのトラブル対応
が中心であった。一方，クラウドサービスでは，

（注1）　企業や組織が取り扱う技術情報，営業機密，個人情報な
どの情報について，漏えい，改ざん，サービス停止など
の事故が起きないかどうか，そのセキュリティ水準を示
す指標。具体的には，マネジメントの成熟度，脅威に対
する対策の強度，コンプライアンスへの取組みなどの視
点から総合的に評価し，AAAisからAA+is，AAis，AA-
is，A+is，Ais，A-is，BBBis…B-is，Cisまで17段階の
符号で表す。

（注2）　情報セキュリティ格付「AAAis」は，17段階中，最高
ランクの格付けで，情報の管理体制を高水準で維持し，
内部・外部を問わず悪意のある者から情報を守る物理的
な対策がきちんとなされているため，リスク耐性は極め
て高く，優れていることを意味する。
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図-2　サービス環境イメージ
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ジである。2014年からクラウドサービスも展開し
ており，既に世田谷区・豊島区向けにサービスを
開始している。2015年1月には，中央区・練馬区の
クラウドサービスも稼働予定であり，約200万人規
模の住民データを取り扱うクラウドサービスにな
る見込みである。
以下，クラウドサービス利用時の主な効果を述
べる。
（1） 維持経費の削減
システムをオンプレミス型からクラウドサービ
ス型に移行することにより，利用団体のサーバな
どの機器にかかる経費を含め維持経費の削減につ
なげられる。
（2） 一貫したサービス提供
将来の法改正への対応は，システム環境の拡張
から業務アプリケーション対応までサービスを追
加導入することで，富士通が一貫してサービスを
提供する。これにより，アプリケーションベンダー
と基盤提供ベンダーの調整を不要とし，職員の負
担を軽減できる。

リモート運用拠点での対応が中心になる。現場と
の距離が離れることでトラブル対応が遅くならな
いように，常にアラームを監視できる仕組みを導
入し，担当者が即座に対応できる体制にしている。
また，詳細な現場状況の確認などが必要な場合は，
Web会議機能（注3）を活用することで，現場との距離
感を感じさせない工夫を取り入れている。更に，
アプリケーションの障害においても，パッケージ
開発部門と即座に連携できる環境に運用拠点を配
備することで，ハードウェアから業務アプリケー
ション障害まで，迅速なトラブル対応を実現して
いる。

実績と効果

特別区向け住民情報システムは，特別区内7団体
（中央区・品川区・練馬区・世田谷区・港区・葛飾
区・豊島区）に採用されており，実績あるパッケー

（注3） 本クラウドサービス内で提供するネットワーク型
の会議機能。2014年5月31日時点では，「FUJITSU 
Managed Infrastructure Service JoinMeeting」を採用。
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特別区向け住民情報システムへの自治体クラウド導入の取組み

対応していくこと，更には，自治体クラウドの導
入範囲を住民情報システムから拡張し，自治体ク
ラウド導入の推進を支援することで，適正な情報
システム関連経費とサービス品質の調和を実現し
ていくことを宣言し，本稿の結びとする。
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情報業務に求められる課題，要望に対して着実に
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