
課題
• 県庁舎自体が南海トラフ巨大地震の被
害想定区域にあり、行政活動中断のリス
ク

• 職員のモバイルワークやサテライトオフィ
ス勤務での業務効率向上

• 在宅勤務の取り入れなど、ワークスタイ
ル変革実現が宿願

ソリューション
プライベートクラウドを構築できるソリュー
ションとして徳島県庁が入札により 
VMware vCloud Suiteを採用。加え
て、デスクトップ仮想化ソリューションとし
てVMware Horizon 、エンタープライ
ズ モビリティ管理ソリューションとして
AirWatchも合わせて導入。ITとしての
事業継続性向上だけでなく、県職員の新し
い働き方も支援

導入効果
• 県外のデータセンターとActive-

Activeで稼働するプライベートクラウ
ドを実現し災害対策を強化

• 県民への説明や研修などタブレット活用
で幅広い県活動の業務効率が向上

• 職員私物端末からでも情報漏えいのリス
クを軽減しメールの添付ファイルを確認
可能

• デスクトップ仮想化で、サテライトオフィ
ス・在宅での業務遂行を可能に

導入環境
• VMware vCloud Suite

• VMware vCenter Site Recovery 
Manager

• VMware Horizon

• AirWatch by VMware

LOCAL GOVERNMENT

「ＶＳ東京」スローガンで独自の地方創生
を訴求する徳島県
2014年9月、徳島県庁はユニークなスローガ
ンを発表しました。「徳島は宣言する VS東京」
これは、徳島県は、東京をはじめとした大都市
が持たない価値を、自ら見つけて、産み出して、
アピールしていく、ということをコンセプトとし
ています。掲げられた「10の徳島宣言」の中に、
「山奥でも速い、日本一のネット環境を」「この地
で生まれる、世界を変えるイノベーションを」「世
界に誇れる文化の発信を」といった一文があり
ます。そこに見て取れるのは、ICT環境を含め
て徳島県民の生き方をさらにイノベ―ティブな
ものにしよう、徳島を世界もうらやむ魅力ある
土地にしよう、という同県の決意表明です。

予想される南海トラフ巨大地震への備え
が喫緊の課題
2011年3月に発生した東日本大震災は、徳島
県庁にとってまさに他人事ではない大災害で
した。この震災では、地方自治体の情報システ
ムが津波で失われましたが、徳島県庁舎のあ
る徳島市万代町も紀伊水道から直線距離で
約5kmしか離れていません。南海トラフ巨大
地震が発生したら完全に被害地域に入ります。

災害時こそ、行政は迅速な対応活動で県民を
サポートしなければなりません。徳島県庁は、
たとえ被災したとしても、重要な情報を失うこ
となく、通常どおり業務遂行できる体制を整
えようと考えました。名称は「防災拠点情報
ネットワーク災害対策強化事業」。仮想化テク
ノロジーを積極活用して庁内プライベートク
ラウド（以下、庁内クラウド）を構築し、それを
県外のデータセンターにも遠隔地バックアッ
プ、二重化を図るという計画です。

一方、庁内からは県庁職員のワークスタイル
変革を推進したいという要望が上がっていま
した。これは「VS東京」のコンセプトにつなが

南海トラフ巨大地震に備え、VMwareテクノロジーを活用した 
庁内プライベートクラウドを実現。職員のモバイルワークも同時
に推進

る発想でもありました。ワークスタイルを変え
ることは、生き方にイノベーションを起こすと
いうことです。それにはまず県庁から見本を
示そうというわけです。具体的に実現したい
ポイントは「県内各所に設置するサテライトオ
フィスで庁内業務がスムーズに遂行できる環
境の実現」「外出して働く職員のモバイルワー
クのサポート」「在宅勤務体制の本格導入」の
3つ。こうして徳島県庁は、災害対策強化と同
時にワークスタイル変革も叶える庁内クラウ
ド構築に踏み出しました。

総合評価でVMware製品群を採用。 
短期間で庁内クラウドを構築
2014年9月、入札案件としてRFP（Request 
for Proposal）を出すと、複数のシステム提案
が集まりました。その中で、徳島県庁が最終
的に採用したのは、プライベートクラウドを構
築するためのソリューション  V M wa re 
vCloud Suite、仮想環境の災害対策を支援
するVMware vCenter Site Recovery 
Manager、デスクトップ仮想化ソリューション 
VMware Horizon、エンタープライズ モビリ
ティ管理ソリューション AirWatch でした。

徳島県 経営戦略部 情報システム課 専門幹 
山住健治氏は、選定プロセスをこう振り返り
ます。
「価格が適正であることはもちろん、われわれ

徳島県庁では、南海トラフ巨大地震への備えを強化するために、仮想化技術を全
面的に取り入れた庁内プライベートクラウドの構築で、重要な業務システムを冗
長化することを構想しました。また、これには県庁職員のワークスタイルの変革を
ITで支援する意味合いもありました。それにあたり、同県ではVMware vCloud 
Suite, VMware vCenter Site Recovery Manager, VMware Horizon,  
AirWatch by VMwareのVMware製品を採用し、大規模かつ先進的なプライ
ベートクラウドを実現。県庁職員の新しい働き方を ITで支援しつつ、災害時も継
続的に行政活動を推進するための基礎が整いました。

徳島県 経営戦略部 
情報システム課  専門幹 
山住 健治 氏
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は『災害時いかにシステムがスムーズに切り替
わるか』あるいは『システム中断なく利用し続
けられるか』という点を重視したいと考えてい
ました。その観点でVMware製品の豊富な導
入実績は評価していました」

三井情報の支援を受け、大規模かつ先進的な
プライベートクラウドは約半年という短納期
で構築されました。各業務システムは庁内ク
ラウドへの集約が可能で、業務継続のため県
外データセンターとの間でデータを同期しま
す。両システムはActive-Activeで稼働して
おり、片方に万一の事態が起きた際には、
VMware vCenter Site Recovery Manager
で処理を迅速に切り替えます。また災害用、
モバイルワーク用として、デスクトップ仮想化
ソリューション VMware Horizon、タブレット
端末 110台を導入、AirWatch を活用しての
BYODも推進されることになりました。

モバイルワークを始め、ただちに効果が
表れたワークスタイル変革
2015年5月、情報システム課で最優先と規定
したグループウェア、ファイルサーバ、認証基
盤システムなどが庁内クラウドに載り、実運用
がスタートしました。

モバイルワークを中心とするワークスタイル
変革は、着 と々進行しています。活発に利用さ
れているのは県民への説明や研修などの場面
です。また最近では総合看護学校での実習や
近代美術館での難聴者支援の催しなどにも
活用されています。通算で28所属30業務で
延べ 1,604回利用 されました。これにより約
400時間分の業務量を削減。また、A4文書
にして1万枚ものペーパーレス、金額にして約
200万円に相当する業務改善効果を達成し
ています。平成27年度にはタブ レット端末台
数を100台に倍増する予定です。

職員私物端末の安全な業務利活用を支えて
いるのはAirWatchです。以前もメール閲覧
は可能でしたが、情報漏えいリスクが高い添

付ファイルについては、AirWatchが搭載され
た端末のみに限定してセキュアな閲覧が可能
になりました。

また、2015年9月からは、サテライトオフィスや
在宅で仮想化されたデスクトップ環境の利用
も一部スタート。利用した職員からは「セキュリ
ティを確保しつつ、庁舎外で庁舎内と同じよう
に働けるなんて画期的だ」と評価されています。

災害対策強化の基礎が完成、デスクトップ
仮想化で県庁職員の機動力も向上
システムの災害対策強化という観点では、
VMware vCenter Site Recovery Manager
が活躍しています。庁内クラウドと県外データ
センターにおけるシステム切り替えテストも定
期的に行われ、手順が確認できています。山
住氏は今回のプロジェクトを次のように評価
しています。

「災害対策強化事業として基礎を固めること
ができました。ワークスタイル変革という点で
も、庁舎外業務における機動力が向上してい
ます。マイナンバー制度への対応が本格化す
る中、庁内クラウドのおかげで、システム構築
をシンプルかつ迅速に行えることは大きなメ
リットです」

徳島県 経営戦略部 情報システム課 主査兼
専門員 濵誠司氏は、山住氏を補足して以下の
ように語ります。
「十分な災害対策を実現しつつ、システム予算
は従来範囲内。それも成果の1つです」

今後も庁内クラウド搭載対象の48の業務シ
ステムが順次VMware vCloud Suite上に移
行される予定。いつ発生するかわからない災
害に備えるため、できるかぎり迅速に各システ
ムを移行するべく取り組みを進めています。
VMwareテクノロジーがトータルに採用され
た徳島県の庁内クラウドは、大災害に地方自
治体がどう備えるべきかという問いに対して、
明快な答えを示しています。
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徳島県 経営戦略部
情報システム課  主査兼専門員 
濵 誠司 氏

カスタマープロフィール

徳島県は全国屈指のブロードバンド環境をい
ち早く敷設するなど、ICT分野に力を入れて
きた。県庁自らオープンソフトウェアの活用を
推進。県下の ICTベンダーにもその活用を促
して地域振興に生かすなど、特色ある施策を
打ってきた。2014年、新スローガン「徳島は
宣言する　VS東京」を発表。これは、大都市
にはない価値を、自ら見つけて、産み出して、
アピールしていく、という意味を持つという。
地方都市のプロモーションが活性化する中で
も、新しい地方創生のあり方だとして大きな
話題に。

図：徳島県の庁内プライベートクラウドの概要

「災害対策強化事業として基礎を固め
ることができました。ワークスタイル
変革という点でも、庁舎外業務が行い
やすくなり、県庁として機動力が向上し
ています。マイナンバー制度への対応
が本格化する中、庁内クラウドのおか
げで、システム構築をシンプルかつ迅
速に行えることは大きなメリットです」
徳島県 経営戦略部 情報システム課 専門幹
山住健治 氏

サテライトオフィスや
在宅勤務など、
庁外で働く職員

AirWatch導入端末のみ
メール添付のファイルを閲覧可能

県外サイト

Horizonによる
仮想デスクトップ利用

庁内プライベートクラウド
vCloud Suite

農林指導、
看護学校などの
業務に携わる
モバイルワーカー

端末はBYOD

Active-Activeで稼働

VMware vCenter Site 
Recovery Manager


