
課題
• 各業務担当課で運用する情報システムごと
のハードウェア等の調達による無駄の発生

• 各業務担当課で運用する情報システムご
とに導入される共通のOSやミドルウェ
アライセンス管理の煩雑化

• 各業務担当課で運用する情報システムご
とに提供ベンダーが異なることによる責
任範囲の曖昧化

• 情報システムのハードウェアライフサイク
ルに応じて発生する調達コストの増大

• 各業務担当課に対するシステム面のサ
ポート提供による情報政策課の業務負担
増大

ソリューション
全庁的な行政情報システム基盤および
各業務担当課の各種情報システムを、
VMwareテクノロジーを活用してデータ
センター内に構築したクラウド型仮想基盤
に集約・統合。VMware NSXによるネット
ワーク仮想化も実装し、より円滑なシステム
移行と、より効率的で柔軟なシステム運用
を実現

導入効果
• 仮想基盤へのシステム統合による運用省
力化

• サーバやネットワーク機器などの仮想化
によるコスト削減

• システム環境の提供に要する期間の大幅
な短縮

• クラウド化に伴う消費電力削減や省ス
ペース化

導入環境
• VMware vCloud Suite　　　　　 

 vRealize Operations Manager
　vSphere Enterprise Plus Edition

• VMware NSX for vSphere

PUBLIC SECTOR

従来システムの諸課題を解決すべく 
クラウド型仮想基盤の構築を検討

関東地方北東部、東に臨む太平洋や内陸部の
筑波山、霞ヶ浦など豊かな自然に恵まれた茨
城県。近年、陸海空の広域交通網の整備が着々
と進む中で、人・もの・情報の交流を活性化さ
せながら、さまざまな産業の育成・創出、そして
県民にとって住みやすい環境づくりに取り組ん
でいます。

2001年度以降、「IT戦略推進指針」に沿って
段階的に情報化を推進してきた茨城県の企画
部情報政策課では、認証や文書管理、決裁な
どを担う全庁的な行政情報システム基盤を運
用・管理するとともに、税務や財務・給与、総務
事務といった各業務担当課の個別システムの
導入・構築支援、ハードウェア構成に関する指
導や助言などにも対応。基盤システムのほかに
多数の個別システムが並存するこうした状況は、
情報システムごとの調達で生じるコストやス
ペースなどの無駄、共通するOS・ミドルウェア
ライセンスの非効率な個別管理、システム単位
で提供ベンダーが異なることによる責任範囲
の曖昧化、さらに、ハードウェアのライフサイク
ルに縛られたシステム更新ためのコスト負担増
といった問題をもたらしていました。

「中でも、私ども情報政策課にとって特に大き
かったのは各業務担当課システムに対するサ
ポート業務の負担です。常に課員1名を専任担
当者として配置していましたが、各課の業務シ
ステムは合計で300近くもあり、その対応業務
の省力化と効率化は喫緊のテーマでした」

従来システムが抱えていた課題についてこう説
明するのは、茨城県企画部 情報政策課の瀬成
田清氏です。

庁内システム群をクラウド型仮想基盤に集約。
VMware NSXによるネットワーク仮想化で
新基盤へのスムーズな移行とコスト最適化を実現

これら諸課題の解決を図ろうと、情報政策課
では全庁的な行政情報システム基盤と、複数
の各業務担当課システムを外部のデータセン
ター内で統合・集約するクラウド型仮想基盤
の構築を検討。2014年9月に公募型プロポー
ザルの公示を行い、広く新システムの提案を募
りました。公募に当たっては、クラウド型仮想基
盤へのアクセス回線として既存の「いばらきブ
ロードバンドネットワーク（IBBN）」を利用する
ことや、W i n d o w s 以外にも R e d  H a t 
Enterprise LinuxやCentOSなど、幅広い
ゲストOSに対応できること、すでにサーバ仮
想化に利用していたVMware製品と親和性の
高い基盤であることなど、いくつかの要件が提
示されました。

新システム選考の決め手となった 
VMware NSXによるネットワーク仮想化

ほかにも、複数システムを一元管理できる運
用容易性や協力体制の整備など、さまざまな
要件が提示された中で、情報政策課が特に重
視したのが「ネットワーク仮想化」でした。

「複数のシステムをクラウド環境に移行する際
に、IPアドレスの重複に注意しながら一つひと
つネットワーク環境を1から構築し直すのでは
大変な手間と時間がかかってしまいます。サーバ
やストレージを仮想化しても、ネットワーク機器
が物理的に縛られたままでは、システム移行
やその後の運用面でも大きなボトルネックに
なることは明らかです」（瀬成田氏）

こうした諸要件を踏まえた審査の結果、新シス
テム構築とその後の運用管理を任されたのは、
最もきめ細やかで丁寧な提案内容を評価され
た株式会社日立公共システム。そして、その提案
のキーファクターとなったのは、クラウドインフラ

県民が安心していきいきと暮らせる“生活大県”、そしてその基盤となる活力と競争力
あふれる“産業大県”の実現を目指す茨城県。現在、「IT戦略推進指針」の下で情報化
を推進している県の庁内には、全庁的な行政情報システム基盤のほか、各業務担当課
で運用する多数の情報システムが個別に稼働しており、その運用管理負担が課題と
なっていました。そこで茨城県企画部情報政策課では、VMware vCloud Suiteによっ
て外部のデータセンターにクラウド型仮想基盤を構築し、2014年から各庁内シス
テムの段階的な移行をスタート。併せて実施されたVMware NSXによるネットワーク
仮想化の効果も相まって、IT環境の大幅な省力化とコスト削減を実現しています。
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ストラクチャ統合ソリューション VMware 
vCloud Suiteと、ネットワーク仮想化を実現する
VMware NSXでした。

瀬成田氏は、その選定理由について「日立公
共システムはクラウド運用の豊富な実績があ
ること、そして、VMware製品については従来
からの利用経験に基づく信頼性、サーバ仮想
化における対応ゲストOSの豊富さ、何よりも
VMware NSXによるファイアウォールやロー
ドバランサなどネットワーク機器の仮想化が
もたらすメリットが大きな決め手となりました」
と振り返ります。

新たに構築するクラウド型仮想基盤には、
2014年から5か年計画で約80システムを移
行・統合する計画だったため、可及的速やか
な基盤構築が求められました。残された時間
はわずか2か月あまり。そこでVMwareでは、
仮想環境に係る機能と運用面に係る機能の
2つにフェーズを分けてスピーディーに新シス
テム構築を進める日立公共システムをバック
アップすべく、ネットワーク仮想化に関する有償
コンサルテーションNetwork Virtualization 
Plan and Designを提供。専門技術者を設
計支援に充てて通常よりも大幅に短縮化した
スケジュールで仮想ネットワーク環境を整備
しました。これにより、その後のシステム移行
もスムーズに運んだことで、2014年 12月、新クラ
ウド型仮想基盤は予定どおり本稼働の日を迎
えることができたのです。

スピーディーなシステム環境提供で 
全庁的な IT活用の促進を支援

それから1年以上が経過した現在、このクラウド
型仮想基盤にはおよそ30システムの移行が
完了しています。

プロジェクトを担当した情報政策課の黒澤明
菜氏は、「オンプレミスからクラウドへの移行と
いうことで少し心配もありましたが、現在まで
目立ったトラブルもなく安心しました。仮想基

盤に多数のシステムを集約できたことで一元
管理が可能になり、各業務担当課や私たち情
報政策課の業務負担も大幅に軽減されていま
す」とその導入効果について説明します。

また、VMware NSXが実現したネットワーク
仮想化についても「その恩恵は大きい」と黒澤氏。
「各業務担当課で新たなシステムを構築する際
も、サーバだけでなくネットワーク機器の調達
も不要になったことでコスト削減が図られ、以
前なら最低 1か月はかかっていた新システムの
ための環境提供までの時間を最短5営業日ま
で短縮できました。各業務担当課では、これま
で以上に業務に ITを有効活用しようという機
運が高まっているようです」

現在、クラウド型仮想基盤の運用管理を担う
日立公共システムでは、VMwareのvRealize 
Operations Manager（vR Ops）によってクラ
ウド環境のリソース監視を定期的に実施。その
結果をもとにPDCAサイクルを回して、今後は
リソース利用の最適化についても提案していく
予定だと言います。

「当初、庁内システムのクラウド移行による従来
からのコスト削減効果は全体で約30％程度と
見込んでいましたが、2018年度までに計80数
システムの移行が完了すれば、ほぼその目標を
達成できる見通しです」と語る瀬成田氏。「今
後はマイナンバー制度に伴うセキュリティの強
化に取り組むほか、モバイルワークといった職
員のワークスタイル改革を見据えたデスクトッ
プ仮想化などについても検討していく考えです。
特に仮想化というテーマについては、VMware
からの提案に期待したいですね」

管理業務の大幅な省力化とコスト最適化をも
たらした茨城県の新たなクラウド型仮想基盤。
より良い電子行政サービスのプラットフォーム
を目指すその歩みをお手伝いできるよう、
VMwareのソリューションもさらなる進化を追
求し続けます。
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カスタマープロフィール
日本列島の中央部に広がる関東地方の北東
に位置し、県庁所在地は水戸市。面積は約
6,096平方キロメートル（全国第24位）、人口
は約291万人（全国第 11位）で、政令指定都市
のない県では最多の人口を擁する。県民が安
心・安全・快適に暮らせる“生活大県”、そして
最先端科学技術を活用した新事業・新産業
を創出・育成する“産業大県”を目指すととも
に、現在は「のびしろ日本一。いばらき県」と
いうスローガンを掲げ、観光スポットや名産
品など、個性あふれる多彩な県の魅力を全国
に発信している。

「ファイアウォールやロードバランサ
の機能を持たせた仮想ルータを配備
して各業務担当課のシステムごとにセ
グメントを分けたことで、仮想サーバ
に設定したプライベートIPアドレスが
異なるシステム間で仮に重複していて
も、そのまま移行できます。システム
移行に伴う業務負担を大幅に軽減し
てくれたVMware NSXによるネット
ワークの仮想化は、新たな仮想基盤の
大きなアドバンテージですね」
茨城県企画部 情報政策課
主査（電子県庁推進）
瀬
せ な り た

成田 清 氏

図：ネットワーク仮想化を実装した茨城県のクラウド型仮想基盤
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