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本発表の見解について： 
 
 本発表および予稿の見解は執筆者個人の責任で発 
 
表するものであり、経済産業省としての見解を示すもの 
 
ではありません。 
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機密性１ 
１．はじめに(1) 

出典：ＪＵＡＳ 第17回企業IT動向調査2011（10年度調査） 

パブリック・クラウドの導入状況についての年次変化 

パブリック・クラウド（SaaS）の導入検討状況（売上高別） 
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機密性１ 
１．はじめに(2) 

日本の中央省庁・公共機関におけるＳ社製品の採用実績 

出典：Ｓ社資料 

団体名 適用業務 

経済産業省・総務省・
環境省・国土交通省 

エコポイント管理システム 

郵便局 顧客管理システムなど16業務 

防衛省 調達情報一元化システム 

総務省 協働教育支援システム 

法務省 問い合わせコールセンター業務 

滋賀県 イベント出展企業管理システム 

甲府市 定額給付金管理システム 

団体名 適用業務 

自治体 介護・健康増進システム 

自治体 グループウェアシステム 

独立行政法人 苦情・問い合わせ受付システム 

自治体 物件管理システム 

採用実績の一例 採用実績の一例 

団体名 適用業務 

静岡県 防災管理システム 

沖縄県 緊急医療支援システム 

日本海事協会 工数・旅費情報システム 

提案中案件の一例 
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機密性１ 
１．はじめに(3) 

○ 経済産業省でシンクライアントを導入する際に検討した事項       
 
      セキュリティの向上 
 
      利便性の向上 
 
      システムコストの低減 
 
      データ管理やトラブル発生及び対応の可能性を予見し、確保すること 
     ・ データセンターの国内立地 
     ・ 国内法令への対応 
     ・ ベンダーロックインの排除 
     ・ データの確実な消去    … 
 
 
 



機密性１ 

○ デジタル新時代に向けた新たな戦略 ～三か年緊急プラン～ 
                     （平成21年4月9日 ＩＴ戦略本部） 
  ・ 効率的かつ柔軟でセキュアなシステム構築、開発・運用コストの削減、及び業務の共

通化を図るため、将来における地方公共団体のクラウドとの連携等も視野に入れつつ、
「霞が関クラウド（仮称）」を構築し、全府省横断的に業務及びシステムの最適化を推進
する。 

 

○ 新たな情報通信技術戦略  （平成22年5月11日 ＩＴ戦略本部） 
  ⅴ）政府の情報システムの統合・集約化 
      政府情報システムについて、徹底した業務改革をした上で、費用対効果を踏まえ

たシステムの構築・刷新を進める。この一環として、クラウドコンピューティング技術を
活用した「政府共通プラットフォーム」により、各府省別々に構築・運用している政府
情報システムの統合・集約化を進める。 

 

機密性１ 
２．政府におけるクラウド技術利用方策の位置づけ(1) 
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機密性１ 

○ 政府情報システムの整備の在り方に関する研究会 最終報告書 
   ～政府共通プラットフォームの構築に向けて～ （2010年4月） 
  

      ① 仮想化技術を活用したハードウェアの共用 
    ② ＯＳ、ミドルウェア等の基盤ソフトウェアの共通化 
    ③ 運用管理の一元化 
    ④ 共通的なアプリケーション機能の統一化  
    ⑤ 各情報システムの現状・ニーズに合わせた統合・集約化を可能とするアーキテクチャの採用 
    ⑥ システム開発環境・検証環境の提供 
    ⑦ 統一的、効率的なセキュリティ対策の実施       
                                        として、フレームワークの方向性が整理された。 
 
 
 

機密性１ 
２．政府におけるクラウド技術利用方策の位置づけ(2) 

出典：各種報告書、政府共通プラットフォームの整備に関する設計・構築作業等の調達仕様書 7 



機密性１ ３．クラウドサービスを利用した業務システムの他省庁
における導入事例（農林水産省） 

 農林水産省は、農山漁村被災者受入システムを構築し、4月19日から運用中。 
 
 本システムは、受入れ側の地域では、地方公共団体等の協力の下、空き家等の住まいの
情報、農林水産業関係の雇用の情報等を、より速く、より確実に被災地域へ提供することを
可能とし、被災地域の地方公共団体では、被災者の多様な意向を踏まえ、知りたい情報を迅 
 速に把握することができ、効率的できめ細かなマッチングを可能とするもの。 
 
     現在のところ、 
      ・ 受入れ可能な雇用 
         259法人等において668名 
      ・ 活用可能な農地等 
     （農地）約60ha （耕作放棄地）約78,000ha 
     （受入施設として全国から1,184件が登録されている） 
 
 

出典：農林水産省ＨＰ、富士通ＨＰ 8 



機密性１ ３．クラウドサービスを利用した業務システムの他省庁
における導入事例（文部科学省） 

 文部科学省は、「東日本大震災、子供の学び支援ポータルサイト」を構築し、4月から運用中。 
 本システムは、被災地からの支援要請に対して、教職員といった「人的支援」や教材、学用
品などの「物的支援」などの掲載がなされ、それを文部科学省でマッチングするもの。 

出典：文部科学省ＨＰ（10月12日現在） 9 



機密性１ ３．クラウドサービスを利用した業務システムの他省庁
における導入事例（外務省） 

 外務省は、官房業務システムのハードウェアやソフトウェアなどのITリソースを集約・統合し
て共通基盤化し、外務省内の各業務部門に対し、PaaSまたはIaaS 形態でシステムインフラ環
境を提供するプライベートクラウド「業務系共通プラットフォーム」を構築し、4月から本格稼働
を開始。 

出典：日立製作所ＨＰ 10 

業務系共通プラットフォーム 

業務システム(アプリケーション) 

Ａ業務 
システム 

Ｂ業務 
システム 

Ｃ業務 
システム ・・・ 

ファシリティ（電子計算機室、電力、空調、通信回線） 

構築・監視作業 
統合運用管理（構成管理、バックアップ等） 

ドキュメント（業務システム向けガイドライン、設計書、手順書） 

ハードウェア（サーバ・ストレージ・ネットワーク） 

ＯＳ 

ミドルウェア（Ｗｅｂ、ＤＢ、システム管理等） 

Ｉ 
ａ 
ａ 
Ｓ 

Ｐ 
ａ 
ａ 
Ｓ 

Ｄ業務 
システム 

Ｅ業務 
システム 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(1) 

  中央省庁には個別業務システムがあり、それはほとんど各府省固有のシステムであって、約2,100シス
テム（2010年9月2日現在）存在する。 
  それらのシステムのうち、業務・システム最適化の観点から統合を図ろうとしているシステムがあり、
「旅費、謝金・諸手当、物品管理業務システム」、「調達業務システム」などのシステムについて、現在府省
共通業務・システムとして開発中。 
 ただし、これらは必ずしも全職員が恒常的に利用することを想定しているのではない。 

11 図の出典：総務省「政府情報システムの現状等についての公表」（平成22年9月3日） 

４．１ 中央省庁での政策立案等に必要な情報システムとは 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(2) 

４．１ 中央省庁での政策立案等に必要な情報システムとは 

いずれの業務も 

皆で集まって考えて ディスカッションを行い
知識・アイデアをすり
あわせ 

必要な情報を共
有し 

そして内外に説明
を行う 

政策企画立案 予算案作成 法律案作成 …… 代表的な業務 

…… 

すなわち、情報系業務が主たるものであり、 

これらのような全職員が恒常的に使用する「業務生産性向上ソフトウェア」の 
使い勝手、セキュリティなどの向上を図ることが重要 

12 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(3) 

  全職員が恒常的に使用する「業務生産性向上ソフトウェア」が動作する 
「情報基盤システム」については、クラウドサービスを活用して、 

使い勝手やセキュリティの向上を図るといった視点で構築されたものは無かった。 

  経済産業省は、ＭＥＴＩ-ＬＡＮ ２０１２でクラウドサービスを活用して、 
                  による業務生産性向上、セキュリティの向上をねらっている 

13 

前例がない セキュリティ
が不安 

データセンター事業者
は成熟しているか？ 入念な市場

調査による
不安の克服 

先進的なワークスタイル 
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機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(4) 

 次期システムを検討するうえで、セキュリティについては、現状以上の水準で十
分に担保される必要があり、特に、以下の４点について留意しなければならないと
された。 

（１）機密性の高い情報に対する、適切なアクセス制御。 

 

（２）業務に係るデータを保存したＰＣ・携帯や外部メディア等（ＤＶＤ、ＵＳＢメモリー
等）の盗難・紛失。 

   

（３）ファイル共有ソフト等のインストール、ウィルス感染。 

 

（４）外部からの不正アクセス。 

 

これらを解決する仕組みの有効な方策（全てではないが）の一つとして 
シンクライアントの導入を行うこととした。 

また、シンクライアントはこれまでのワークスタイルを変える可能性あり。 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(5) 

４．２ 経済産業省が構築しようとする情報基盤システム（ＭＥＴＩ-ＬＡＮ 2012）と 
    新しいワークスタイル 
（１）モバイルPC・シンクライアントの導入 

  ノート型シンクライアントPCを利用し、出張先や自宅でも職場と 

  同じ機能（メール、スケジュール、共有ドライブ、イントラ等） 

 が利用可能。 
 

（２）省内ＬＡＮへのアクセスポイントの増設 

  本省、地方局等（１１拠点）でのアクセスポイントを増やし、 

 執務室、会議室など省内のどこでもPCを利用可能。 
 

（３）携帯電話とグループウェアの連携 

  スマートフォン、携帯電話を用いて、外出先からメール、スケジュール等の確認が 

 可能。 

2 0 1 2 - 1 6
経済産業省

ワークスタイル・ イメ ージ

滞在先 

省内ＬＡＮとその上で動作する「業務生産性向上ソフトウェア」を合わせた 
「基盤情報システム」に対して、霞ヶ関で初めてクラウドサービスを全省的に導入し、 

10,000人規模でのDaaSを実現予定。これにより、ワークスタイルも先進的に。 
15 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(6) 

経済産業省と他省庁が構築するクラウドサービスの違いについて 

IaaS 

PaaS 

SaaS 

DaaS 

Public Private on-premises 

どれでも提案可能な仕様とした 経済産業省（情報系業務） 

農林水産省（特定業務） 
 
文部科学省（特定業務） 

外務省（官房業務） 

ファットクライアント 

シンクライアント 

16 



機密性１ ４．経済産業省におけるシンクライアントシステムの導入
とその意味について(7) 

セキュリティの確保と経費削減について 
○セキュリティ向上の効果 
① 情報漏えいリスクの低減 

・ シンクライアント化し、業務データをデータセンタで一元管理することにより、パソコンからの情報漏 えいリスクを

排除。 

・ USBメモリ等外部記憶装置への保存時に、自動的に暗号化することにより、USBメモリ等からの情報漏えいリス

クを低減。 

② 信頼性の確保 

・ ID、パスワードの知的認証に加えて、国家公務員証（身分証） 

  を用いた所有物認証を採用し、なりすまし利用の危 険性を排除。 

・ 侵入防御システムを導入し、２４時間３６５日監視によりハッキング 

  等に対応。 

○コスト削減等の効果 

 ① コスト削減 

  ・  情報システム経費の削減 

 ② 省エネルギー 

  ・  低消費電力のノートPCを導入し、消費電力を約４０％削減 

     （※現行 ３５W → 次期 ２０W を想定して試算） 

基盤情報システム年間経費削減 

現行システム 次期システム 

運用管理・保守 

サーバ・PC・プリンタ 
（ハードウェア・ソフト

ウェア） 

ネットワーク回線 

ネットワーク機器 

災害時対応システム 

運用管理・保守 

業務サービス 
（各機能、機器等） 

ネットワーク回線 

ネットワーク機器 

災害時対応システム 

データセンタ 
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機密性１ ５．シンクライアント（クラウドサービス）導入の仕様を決
定する際に考慮した事項 (1) 

５．１ データ管理やトラブル発生及び対応の可能性の予見の確保について 

コンピュータサービスの調達に
あたっては、ＷＴＯ協定により、
内外無差別が原則 

今後の運営等にあたって特段の問題
が生じないような方策の必要性 

米国GSA (U.S. General Services Administration) が2010年5月にIaaSとして、 
(1) Cloud Storage Services 
(2) Virtual Machines 
(3) Cloud Web Hosting  

  の３サービスの調達を行った際のRFQ(Request For Quotation)での以下の書きぶりを参考とした。 

１．データセンターはCONUS (Continental United States) に置き、すべてのサービスは
CONUSで行われること 

２．NIST SP800-53 「連邦政府情報システムにおける推奨セキュリティ管理策」に従うこと

（「システム及びサービスの調達方針と手順は、適用法、大統領令、指令、方針、規制、
基準及びガイダンスに準拠する」とある） 

18 



機密性１ ５．シンクライアント（クラウドサービス）導入の仕様を決
定する際に考慮した事項 (2) 

５．１．１ データセンターの立地場所について 

海外にデータセンターを持っている
場合、安価なサービスを受けられる
可能性はあるが、データの保護にあ
たって日本国法が及ばない恐れ 

データセンターは日本国内に立地することとした 

（出典：http://royal.pingdom.com/2008/04/11/map-of-all-google-data-center-locations/ 
より） 

データセンター内におけるデータの管
理状況について、わずかではあるが、
潜在的な懸念。データの管理や保護
に不安が残る。 
そこで、データは 
                    に置き、
かつデータセンター内のユーザデータは
暗号化することとした。 

19 

確実に日本国法が 
及ぶ日本国内のデータセンター   

http://royal.pingdom.com/2008/04/11/map-of-all-google-data-center-locations/�
http://royal.pingdom.com/2008/04/11/map-of-all-google-data-center-locations/�


機密性１ ５．シンクライアント（クラウドサービス）導入の仕様を決
定する際に考慮した事項(3) 

５．１．２ 国内法令に対応する事業者としたことについて 
ASP、SaaS等のサービスを使用する場合は、                     を採用することとした。 

準拠法に関する事例 

（出典：http://www.google.com/apps/intl/ja/terms/premier_terms.html、 http://aws.amazon.com/jp/terms/） 20 

国内法令に対応した事業者  

日本国内法令に対応してくれればよい… 

http://www.google.com/apps/intl/ja/terms/premier_terms.html�
http://aws.amazon.com/jp/terms/�


機密性１ ５．シンクライアント（クラウドサービス）導入の仕様を決
定する際に考慮した事項(4) 

５．２ その他クラウドサービスを利用した場合に想定される問題への対応の例 

５．２．１ ベンダーロックインの排除 

クラウド間のインターオペラビリティが無い場合、特定のベンダーにロックインしてしまう 

ベンダーロックイン 
データの流れ 

本サービス導入後、次期に導入するサービスへの移行に伴い、担当職員の指示に
従い、次期システム構築事業者への支援を行うこととして、調達しているシステム
の次のシステムへのデータ移行を保障した 

Ｂベンダーの 
クラウドサービス 

データフォーマットが異なるので、
データはそのままでは流せない 

Ａベンダーの 
クラウドサービス 

インターオペラビリティがない 

21 

データ移行 



機密性１ ５．シンクライアント（クラウドサービス）導入の仕様を決
定する際に考慮した事項(5) 

５．２ その他クラウドサービスを利用した場合に想定される問題への対応の例 

５．２．２ データの確実な消去 

ハードディスクのデータを消去しても、通常はFAT (File Allocation Table) 
というディスク上の位置情報データを消去しただけで、ハードディスクの
データ記録部分には、データが残り（残留磁気）、そのまま廃棄すると、
データ漏洩のおそれ 

１．本システムで使用したハードディスクを保守交換等によりデータセ
ンター外部へ持ち出す場合は、ハードディスクの完全消去を行うこと 

２．本システムで使用したハードディスクについては、契約終了後に、
使用した領域の完全消去を行うこと 

 
として、データセンターから故障したあるいは使用済みのハードディス
クが排出されることを通じて情報が漏洩することを防止。 

22 
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機密性１ 
６．おわりに 

経済産業省次期情報基盤システム（METE-LAN 2012）の導入スケジュール 
 
 入札公告公示   ２０１１年８月１２日（金） 
 
 入札説明会      ２０１１年８月２４日（水） 
 
 機能証明書の受領期限   ２０１１年１１月１６日（水） 
 
 入札書の受領期限      ２０１２年 １月２７日（金） 
 
 開札    ２０１２年 １月３０日（月） 
 
 次期情報基盤システムの運用開始 ２０１２年１１月 
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ご静聴いただきありがとうございました。 
 

E-mail:hotta-hiroyuki@meti.go.jp 
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