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“Cloud Computing” という表現が初めて紹介されたのは 2006 年 8 月だったそうです．それから

7 年余りが過ぎた今日，クラウド環境を実現するオープンソースソフトウェアが身近なものとなり，

様々な形態のクラウドサービスも提供されるようになりました．それに伴って「クラウド」と簡略化

された呼び名も定着し，情報システムのインフラストラクチャから具体的なアプリケーションまで，

広い範囲でクラウドが使われるようになり，私たちにとってとても身近なものとなってきました．

そこで今回の B-plus の小特集では，こうしたクラウド環境やクラウドサービスの利用の様子につ

いて，クラウドサービスの提供者と利用者の観点から，また，大学・企業・自治体などの様々な立場

から，実例を交えてクラウドの活用について御紹介頂くこととしました．また小特集の冒頭にはクラ

ウドコンピューティング全般についての解説を，結びにはクラウドの今後の展望を入れさせて頂きま

した．

クラウドコンピューティングは「ネットワーク経由でのコンピューティング資源の利用」が大前提

であり，通信を抜きにしてクラウドを語ることはできません．通信ソサイエティマガジンとしては，

クラウドの背景にある通信に絞った記事で小特集を組んだほうが良かった，という御批判もあるかも

しれません．しかし，通信の視点からだけではクラウドの本質を知ることはできませんし，クラウド

利用の際に求められる通信技術の要件を明確に考えることは難しいでしょう．今回の小特集の記事を

通じて，クラウド環境やクラウドサービスについて様々な活用の取組みがあることを知って頂き，そ

れぞれの活用に応じた要件があることを理解頂けたら幸いです．

今回の小特集では触れていませんが，クラウドコンピューティングに関する国際標準の策定作業も

進んでおり，2014 年には最初の（統一的な）国際規格も公表されることとなるでしょう．国際規格

化での明確な定義がなされることによってクラウドの利活用が更に大きく進んでいく可能性もあり，

ますます重要な技術と位置付けられるものと想像します．（個人的には，クラウドがその名のとおり

雲のようにつかみどころのない，蒼い空に浮かぶ自由な存在でなくなってしまうのは，多少残念な気

もしていますが…．）
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1 はじめに
計算機が大学等の研究機関において利用されるよう

になってしばらくは，巨大さ・高価さから計算機センタ
等に設置された計算機を多くの利用者が共同で使用する
時代が長らく続いた．その後，計算機の小形化（いわゆ
る「ダウンサイジング」）や PC（Personal Computer）
の出現によるパーソナル化，通信機能によるネットワー
ク化，ハードウェアの仮想化やコモディティ化が進み，
本稿の主題である「クラウド（Cloud）化」へと至って
いる．また，この流れの中で，計算機の用途自体も，科
学技術計算からコミュニケーション，ゲーム，金融，機
械制御など，多岐にわたるようになり，多数で多様な人々
がその存在を意識することなくつながり利用する「クラ
ウド（Crowd）」が形成されるまでに至っている．この
ように，クラウド化は「計算機」と「人」の両方で「ク
ラウド（Cloud and Crowd）化」へと進んできており，
クラウドコンピューティングの現状と今後を整理するた
めの軸として「計算機」と「人」を考えることは必須で
ある．

一方，「計算機」と「人」に関わる数十年にわたる歴
史は，おおまかに言って「ネットワーク」「Web」「ク
ラウド」の 3 つの時代に大きく分けられる （1）．まず，
1970 年代から 1990 年代の「ネットワークの時代」であ
る．これは，TCP/IP をトリガとしたもので，計算機が
TCP/IP によりローカルネットワークに接続され，ローカ
ルネットワークどうしがルータを経由して相互接続され，

「インターネット」というワールドワイドな情報インフラ
へと発展した．その結果，計算機やそれを使う人々は，
インターネットを通じて“reachable”になり，end-to-
end で自由にやり取りができるようになった．

次に，1990 年代前半から 2000 年代前半にかけての
「Web の時代」である．これは，HTTP（Hyper Text 

Transfer Protocol）と HTML（Hyper Text Markup 
Language）をトリガとしたもので，インターネット上
で公開された様々な情報やサービスが「リンク」という
形で相互に接続された知識基盤へと発展した．その結果，
インターネット上の様々な情報やサービスに誰もが容易
にアクセスできるようになった．

そして，2000 年代後半から現在に至る「クラウドの
時代」である．

このような進展を可能としたのは，計算機が有する演
算装置，記憶装置，ディスプレイ等のユーザインタフェー
スという基本的な構成要素（以降，「計算機リソース」と
表現）について，容量の飛躍的な増大や価格の低廉化，
小形化があることは言うまでもない．しかも，計算機リ
ソースの仮想化技術がクラウド化を促進したため，単な
るホスティングサービスや仮想化環境を「クラウド」と
称したり，クラウド事業者が提供するサービスを利用し
てアウトソースすることをクラウドと考えるなど，計算
機の仮想化やサービス化が本質と見誤る原因となってい
る．特に，ハードウェアという物理的な制約から解き放
され，全てがソフトウェア化・サービス化されるとともに，
人との関わり合いが増し，多様な個々人の日常生活の中
で様々なサービスが使われるようになった現状は，計算
機の歴史における「カンブリア大爆発」 ＊ 1 が人と計算機
の関係に生じているといっても過言ではなかろう．本稿
では，このような状況において本質的な議論を行い，よ
りロバストに長期的な展望を外挿するため，計算機の基
本要素として，（1）処理対象としての「データ」，（2）デー
タ処理を表す「コンピュテーション」，（3）処理結果を人
に提示・介在を促す「ビュー」の 3 つの機能で抽象的に
整理し，これを「DVC（Data-View-Computation」モ

＊1	 生物の多様性が一気に広がった現象．目を持つ捕食生
物の登場がそのきっかけになった等の説がある．
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デル（図 1）として導入する＊ 2．
本稿は以下のように構成される．一般に認められてい

る広義の意味でのクラウドコンピューティングの定義と
その持つべき性質，サービスモデル，そして，現在のク
ラウドコンピューティングを支える基盤技術についてま
ず 2 章で整理する．次に，3 章において，ネットワーク
の時代，Web の時代，そして，クラウドの時代へと推
移していく中で，DVC の三つのコンポーネントが計算
機と人との関係においてどのように推移してきたかを整
理する．これらを受けて，4 章では，今後のクラウドコ
ンピューティングの進展の中での次なるステップを示唆
し，5 章で本稿をまとめる．

2 クラウドコンピューティング
の現状と技術基盤

2.1　クラウドコンピューティングの定義
クラウドコンピューティングの公式な定義は存在し

ないが，よく引用される定義として米国の標準化団体
NIST（National Institute of Standard and Technolo-
gy）の研究所（Information Technology Laboratory, 
ITL）による以下のものが挙げられる （2）:

　 “Cloud computing is a model for enabling ubiq-
uitous, convenient, on-demand network access 
to a shared pool of configurable computing re-
sources（e.g., networks, servers, storage, appli-
cations, and services）that can be rapidly pro-
v i s i o n ed  and  r e l e a s ed  w i t h  m in ima l 
management effort or service provider interac-
tion.”

　 「クラウドコンピューティングは，どこでも，便利に，

＊2	 これは，Webアプリケーション開発で用いられている
Model-View-ControlというMVCモデルに着想を得て
いる．また，簡略のため，データを“D”，ビューを“V”，
コンピュテーションを“C”とそれぞれ表記する．

要求に応じてネットワーク経由により共有の計算
資源＊ 3（ネットワーク，サーバ，ストレージ，アプ
リケーション，サービスなど）をサービスプロバイ
ダとのやり取り，若しくは最小限の管理コストで速
やかに構成し，利用できる仕組みである．」（著者訳）

サービスとして共有の計算資源を利用する場合，現状
ではほとんどの場合，ネットワークを経由してブラウザ
などを用いた Web のサービスとして利用するため，ク
ラウドコンピューティングの定義をもう少し具体的かつ
分かりやすい表現にすると，

　 ネットワークに接続されるあらゆる共有の計算資
源をサービスとしてすぐ簡単に利用できる仕組み

と言い換えることができる．すなわち，利用者が「クラ
ウド」に対して「サービス」としての要求を出すことで，
あらゆる共有の計算資源を直ちに得ることができる，と
いうシステム基盤を実現することがクラウドコンピュー
ティングの目的となる．

2.2　クラウドコンピューティングの持つべき性質
NIST による同文書において，クラウドコンピュー

ティングの持つべき性質として，以下が挙げられている：
 On-demand self-service　利用者からの要求にし
たがって，必要となる計算資源を自動的に構築，設定し，
利用できること．
 Broad network access　パソコン，タブレット，
携帯電話など様々な端末からネットワーク経由でサービ
スが利用できること．
 Resource pooling　マルチテナント方式に基づき，
複数の利用者に提供できるように計算資源が蓄えられ，
物理的若しくは仮想的な資源を，利用者からの要求に応
じて動的に割当，再割当できること．利用者からは資源
の存在する場所を意識することなく利用できるが，大ま
かなレベル（国家，地域，データセンタ）での位置につ
いては特定することも可能な場合がある．
 Rapid elasticity　利用者からの要求の変化に応じて，
提供される資源量を増やしたり減らしたりするなど，柔
軟かつ速やかに制御できること．利用者の視点では，使
用できる資源量の上限があたかも存在しないかのように
見えること．
 Measured service　様々な計算資源の使用状況を自
動的に計測する手段が提供され，それに基づいて計算資
源の利用を制御し，最適化することができること．

＊3	 「計算資源」は，ハードウェアとの対応関係が明確な「計
算機資源」より抽象度が高い概念であるが，本稿では
同義語として扱っている．

図1　	ハードウェアで提供される計算機の基本構成要素を，
（1）処理対象としての「データ」，（2）データ処理
を表す「コンピュテーション」，（3）処理結果を人
に提示・介在を促す「ビュー」の三つの機能により
抽象化したDVCモデル
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クラウドコンピューティングにおいては，仮想化によ
る効率化にとどまらず，利用者からの要請に応じて必要
な資源をサービスとして直ちに提供するという敏

びんしょう

捷性
や柔軟性が極めて重要であり，その使用状況の計測や制
御も含めて，情報システムの最終的な目的である最適化
を実現するための必須技術であることが，上記の持つべ
き性質からも理解できる．

2.3　 クラウドコンピューティングのサービス提供モデ
ルと運用モデル

NIST の同文書において，クラウドコンピューティン
グにおけるサービス提供モデルとして，以下の分類がな
されている :
 Software as a Service（SaaS）　利用者が必要と
するアプリケーションソフトウェアを，ブラウザやプロ
グラムインタフェースによりクラウド基盤へアクセスす
ることで，サービスとして提供する．利用者はクラウド
基盤の詳細（サーバ，OS，ストレージ，ネットワーク
など）を意識することなく利用できる．
 Platform as a Service（PaaS）　クラウド事業者が
サポートするプログラム言語やライブラリ，ツールなど
を基に利用者が作成したプログラムやソフトウェアを実
行するプラットホームを，クラウド基盤上に実現しサー
ビスとして提供する．利用者はクラウド基盤の詳細を意
識する必要はないがアプリケーションの実行に必要とな
る環境の設定や制御を行うことができる．
 Infrastructure as a Service（IaaS）　サーバなど
のシステムインフラをサービスとして提供する．利用者
はサーバ，ストレージ，ネットワークなど基本的な計算
資源を利用することができ，OS を含む任意のソフトウェ
アをインストールし，システム構築を行うことができる．
利用者はクラウド基盤の制御をすることはできないが，
サーバのOSやアプリケーションの設定，ストレージ，ファ
イアーウォールなどネットワーク設定の一部を行うこと
ができる．

ほかにもデスクトップ環境をサービスとして提供す
る Desktop as a Service（DaaS），ハードウェアをサー
ビスとして提供する Hardware as a Service（HaaS），
ネットワーク環境をサービスとして提供する Network 
as a Service（NaaS），更には全てをサービスとして提
供するという意味で，Everything as a Service（XaaS）
といった用語が用いられる場合がある．

一方，クラウドコンピューティングの運用モデルとし
ては，以下の分類がなされている．
 （1）プライベートクラウド（Private Cloud）　単一

の組織が占有して利用するために構築されるクラウド基
盤である．自組織で運用管理される場合もあるが，他組
織に構築，運用管理を任せる，その両方が混在する場合
もある．
 （2）コミュニティクラウド（Community Cloud）  
利用目的，運用ポリシー，セキュリティ要件など，互い
に共通した条件を有する組織間の「コミュニティ」（例
えば，自治体，大学，団体など）で共有して利用される
クラウド基盤である．コミュニティに属する組織で管理
運用される場合もあるが，他組織に構築，運用管理を任
せる，その両方が混在する場合もある．
 （3）パブリッククラウド（Public Cloud）　一般利用
に供することを目的としたクラウド基盤であり，企業，
大学などの学術組織，政府や，それらが混在した主体が
構築，管理，運営する．
 （4）ハイブリッドクラウド（Hybrid Cloud）　上記（1）
～（3）のうち，複数の種類のクラウド基盤を組合せて
構築されるものを指す．一般的には，プライベートクラ
ウドで資源が足りなくなった場合や，災害対策として，
パブリッククラウドやコミュニティクラウドを併用する
ケースなどが挙げられる．また，利用用途に応じて，サー
ビスレベルの違い，セキュリティポリシーや法規制など
の条件によりプライベートクラウドとパブリッククラウ
ドを使い分ける場合もある．

2.4　クラウドコンピューティングを支える基盤技術
クラウドコンピューティングにおいて，Amazon 

Web Services（AWS） （3）や Google Apps （8）などに代
表されるクラウド事業者によるサービスが提供されてい
る一方で，それらサービスプロバイダに依存しない「オー
プン」なクラウドシステムを実現するオープンソースの
クラウド基盤ソフトウェアの開発も活発になされてい
る．以下では，システムインフラ（IaaS）及びプラット
ホーム（PaaS），ネットワーク仮想化，分散データベー
スや大規模並列データ処理を支える基盤技術，ソフト
ウェア開発の動向について述べる．
2.4.1　IaaS

システムインフラをサービスとして提供する IaaS サー
ビスとしては，AWS における Amazon EC2（Elastic 
Compute Cloud）と S3（Simple Storage Service）が
代表的であり，クラウド IaaS 基盤が普及するきっかけと
なった．Amazon EC2 は仮想化されたサーバをポータル
からの申請により利用できる計算資源に関するサービス
である．必要となるサーバの性能（CPU，メモリ，スト
レージ等）に応じて，そのサービスレベルに応じたイン
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スタンス（仮想サーバ）を利用でき，利用した資源量の
み（pay-as-you-go と呼ばれる）支払えばよいため，シ
ステムの負荷に応じた柔軟な利用が可能であり，拡張性
においても優れている．また，Amazon S3 はストレー
ジ資源を仮想化したオブジェクトストレージとして，必
要な容量を必要な時に利用できる．

そのほか，AWS においては，データベースシステムと
して Amazon RDS や Dynamo DB，負荷分散システムと
して Amazon Elastic Load Balancing（ELB），コンテン
ツデリバリーネットワーク（分散キャッシュ）として
Amazon CloudFront， モ ニ タ リン グ ツ ー ル とし て
Amazon Cloud-Watch などのサービスが提供され，クラ
ウドインフラ上でシステムを構築する上で必要となるコン
ポーネントが用意されており，サービスとして利用可能で
ある．

一方で，AWS と同等の基盤システムをオープンソース
によるソフトウェアで実現するクラウド基盤ソフトウェ
アの開発が活発になされており，代表的なソフトウェア
として，Eucalyptus （4），OpenStack （5），Apache Cloud-
Stack （6），OpenNebula （7）などが挙げられる．

これらソフトウェアの中で最も早くから開発が進め
られてきたものが Eucalyptus であり，AWS と互換性
を有するクラウド IaaS システムを実現できる．

また，OpenStack については，計算資源を管理する
OpenStack Compute, 仮想ネットワークを管理する
Open-Stack Networking, 仮想ストレージを管理する
OpenStack Storage, 利 用 者 ポ ー タ ル を 実 現 す る
OpenStack Dashboard, 認証管理や仮想サーバイメー
ジの管理を実現する Open-Stack Shared Services など
IaaS システムを実現するために必要となるコンポーネ
ントの開発がコミュニティにより進められている．

Apache CloudStack については，元々米国のベン
チャー企業 cloud.com により開発されたが，現在では
Apache 財団に寄贈され，オープンソースのソフトウェ
アとして開発が進められている．

これら IaaS 基盤ソフトウェアにおいては，AWS と同
様，利用者ポータルから，仮想マシンやオブジェクトス
トレージの運用，管理ができ，更には REST 等による
Web サービス API によるバーチャルマシンの構築，起動，
管理などの制御が可能であり，他システムとの連携を可
能とする仕組みが用意されている．

更に，IaaS サービスや IaaS 基盤ソフトウェアと連携
して，複数のクラウド IaaS 基盤システム上の資源を統一
的に管理できるマルチクラウド管理システムについては，
RightScale （12）などによるサービスが提供されている．こ

れらのサービスにおいては，単に複数のクラウドシステ
ムの管理がポータルから統一的に行えるだけではなく，
システムの仮想サーバイメージのテンプレートや，設定
や管理の自動化に必要となるツールやスクリプトも提供
され，システム管理者が分散システムを構築し，管理運
用する場合に必要となる機能が整備されている．また，
マルチクラウド管理システムを実現するオープンソース
のソフトウェアとしては，Scalr （13）が開発されている．
2.4.2　PaaS

アプリケーションを実行するためのプラットホーム
をクラウドサービスとして提供する試みとしては，
Google による Google Apps （8）が以前より提供されて
いるが，クラウド事業者に依存しないオープンなプラッ
トホームの実現を目指したソフトウェアの開発も近年活
発になっており，その代表例として，VMWare 社を中
心 に 開 発 が 進 め ら れ て い る CloudFoundry （10） や
RedHat 社による OpenShift （11）が挙げられる．

例えば，CloudFoundry においては，利用者が作成
したアプリケーションのプログラムを CloudFoundry
環境に送り込むことで，Web アプリケーションを自動
的に構築，設定，実行することができ，アプリケーショ
ンを実行する仮想サーバのインスタンス数を増減させる
ことも容易である．
2.4.3　ネットワーク仮想化

ネットワークの仮想化については，以前より研究開発
が進められてきたが，クラウドコンピューティングの発展
に伴い，クラウド管理ミドルウェアとの連携について，様々
なソリューションが提案されている．例えば，Amazon 
VPC における VPN（Virtual Private Network）による
接続，OpenStack における仮想ネットワーク OpenStack 
Networking や CloudStack のソフトウェアスイッチに
よる VPN 接続機能などが以前より実装されているが，
更に，SDN（Software Defined Network）と総称される
ソフトウェアによりネットワーク制御を行う仕組みにつ
いて，クラウド管理ミドルウェアと連携した製品が数多
く開発されている．SDN を実現するための技術として，
VPN 等に加えて，近年 OpenFlow （20）が注目を集めてい
る．SDN により，仮想化された計算資源，ストレージ，ネッ
トワークを統合した仮想的なシステムとして VPC

（Virtual Private Cloud）を構成することが可能となる．
2.4.4　分散データベースと大規模並列データ処理

クラウド基盤として重要な要素の一つとして分散デー
タベース（Distributed Database）が挙げられる．大規
模システムの構築に対応したスケーラブルなデータベー
スを実現するため，従来の SQL（Structured Query 
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Language）によるリレーショナルデータベースに限らな
い NoSQL（Not only SQL）と呼ばれるデータベース管
理システムの開発が進められており，その代表例として，
Apache Cassandra （14） や Couch DB （15），HBase （16），
MongoDB （17），Redis （18）などが挙げられる．分散型デー
タベースではノード間のデータ複製において，一貫性

（Consistency）， 可 用 性（Availability）， 分 断 耐 性
（Partition-tolerance）の全てを同時に満たすことができ
ないが（それぞれの頭文字を取って「CAP 定理」と呼ば
れる），NoSQL データベースにおいては，その制約を緩
和することでスケーラビリティを確保し，クラウドシス
テムにおける大規模分散データベースの提供を可能とし
ている．更に，クラウドコンピューティングにおける大
規模並列データ処理フレームワークとして Apache 
Hadoop （19）が挙げられ，いわゆる「ビッグデータ」の処
理基盤として MapReduce に基づく大規模並列データ処
理を実現するシステムとして用いられている．

3 DVCモデルで見る人と計算
機の関係の進展

このように，クラウドコンピューティングは，これま
での既存の概念や技術の上に，新しいソフトウェアや
サービスが新しい概念や言葉とともに数多く生み出され
つつある状況にある．特に，ハードウェアという物理的
な制約から解き放され，全てがソフトウェア化・サービ
ス化される「クラウド（Cloud）化」は，多数で多様な
人々（クラウド（Crowd））を対象にすることによりま
すます多様なものとなってきており，計算機の歴史にお
ける一種の「カンブリア大爆発」が生じていると考えて
もよかろう．

このような状況においてよりロバストに長期的な展
望を外挿するため，本章では，「計算機」と「人」を軸
として，「データ」「ビュー」「コンピュテーション」と
いう物理的な装置としての計算機の基本構成要素を機能
的に抽象化したものがどのように推移し，「計算機」と

「人」の両方でクラウド（Cloud and Crowd）化してき
たかを整理する．

3.1　「ネットワークの時代」以前
ネットワーク時代より前，計算機は大形かつ高価で

あったため，計算機センタ等に設置された計算機を，多
くのユーザが共有する形態で利用されていた（図 2 ～
5）．ビューは，ユーザ認証を経てそれぞれのユーザご
とに用意されるが，CLI（Command Line Interface）

図3　	FACOM-M200	（21）　1979	年から1983	年まで
京都大学大型計算機センターで活躍	（22）．（写真掲載
許諾済み（富士通株式会社））

図4　	初期の京都大学大型計算機センター建物（写真掲載
許諾済み（出典：京都大学大型計算機センター十年
史））

図2　	ネットワーク時代以前のDVC	モデリング　計算機
は大形かつ高価であったため，計算機センタ等に設
置された計算機を，多くのユーザが共有する形態で
利用されていた．

図5　	京都大学大型計算機センター利用者端末室（写真掲
載許諾済み（出典：京都大学大型計算機センター
二十年史））
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が中心で，ダムターミナルと呼ばれる端末を通じてユー
ザは操作していた．基本的には計算機が設置された場所
でこれらの端末を操作していたが，通信回線を用いて遠
方に設置された端末から遠隔操作することも可能になっ
ていった（図 6）．

3.2　ネットワークの時代
大形で高価だった計算機は，1980 年代前半から始まっ

た Sun Workstation な ど の EWS（Engineering Work 
Station）を中心にダウンサイジングが急速に進むととも
にユーザサイドへの計算機の普及が進み始めた（図 7）．
これらは，TCP/IP によるローカルエリアネットワーク

（Local Area Netowk）を通じてセンタサイドの計算機
に相互接続され，telnet や rsh などによるリモート端末
利用や，NFS（Network File System）などによるリモー
トデータ利用，XWindow などによるリモートアプリケー
ション利用などが可能になっていった．特に，XWindow
等の GUI（Graphical User Interface）により，ユーザ
の利用環境は飛躍的に向上するとともに，「ビュー」のみ
を有する専用の端末も現れ始めた（図 8）．このように，

「データ」「ビュー」「コンピュテーション」のそれぞれが
ネットワークを通じて分散化（図 6）し始めたために，ユー
ザ認証もネットワークを通じて接続されたある一定の単
位で一元的に管理する必要が出てきた．

一方で，PC の普及も IBM/PC や Apple Macintosh，
NEC PC98 シリーズ（図 9）により 1980 年代前半から
急速に進むとともに，通信の自由化の流れの中で電話回
線でのデータ通信を可能とするモデムが普及し，TCP/
IP ではないものの，一般家庭においてもパソコン通信
が可能になり始めた．

これらは，1990 年代中頃に広がった ISP（Internet 
Service Provider）による TCP/IP の商用接続サービス
に統合され，大学等の研究機関に限らず，一般家庭にお
いても TCP/IP によるネットワーク接続が可能になって
いった．この流れは，不特定多数の人々がネットワーク
を通じて計算機にアクセスできることを意味しており，

図6　	ネットワーク時代のDVCモデリング．計算機のダ
ウンサイジングや低廉化，及び，TCP/IP をベース
としたコンピュータネットワークが計算機と人の場
所に関する制約を緩和した．DVCのうち「ビュー」
のアンバンドリングが始まる

図7　	VAX780と同等の性能のワークステーションを1人
で占有したいという野望から生まれた機械がNEWS
という愛称で親しまれたNWS-800シリーズ．基
本 OS は UNIX	4.2BSD で，NFS や X-Window	
Systemを導入	（23）．（出典：一般社団法人情報処理
学会Webサイト「コンピュータ博物館」）

図8　	XWindowシステム（NCD社NCD-88k	X端末（出
典：Wikipedia））	（24）

図 9　	NEC	PC9801シリーズの初代機　ビジネス向けに
開発され，主記憶容量最大640	KByte，日本語処
理とカラーグラフィクス表示機能を装備	（25）．（出典：
一般社団法人情報処理学会Webサイト「コンピュー
タ博物館」）
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次第にセキュリティの重要性も高まっていった．

3.3　Web の時代
1990 年代前半，大学等の研究機関を中心に広がり始

め て い た Web ブ ラ ウ ザ と Web サ ー バ は，ISP や
Microsoft 社の Windows 95 の登場により急速に一般
家庭にも普及した結果，ユーザサイドでの Web ブラウ
ザによる「ビュー」の更なるアンバンドリングとセンター
サイドでの Web サーバによる「コンピュテーション」
と「データ」への特化を伴いながら，以下の特徴を持つ
HTTP をベースとした Web 基盤が構築されることと
なった（図 10 参照）：

　● 「ビュー」が Web ブラウザにより一元的に取り
扱えるようになった．

　● 「ビュー」としての Web ブラウザに，JavaScript
や Java Applet 等のプラグインという形で様々
なコンピューティング機能が付加できるように
なった．

　● ユーザの爆発的な増大により，Web サーバはス

ケーラビリティが求められるようになった．
　● 様々な Web アプリケーションの登場により，シ

ングルサインオン等のユーザ認証やロールに合わ
せた権限認可など，認証・認可の重要性が増した．

　● 計算機性能の向上により，ネットワーク時代のセ
ンタサイドの計算機に匹敵するほどのコンピュ
テーションパワーやデータ容量が，ユーザサイド
で扱えるようになった．

3.4　クラウドの時代
2000 年代後半から急速に利用できるようになった仮

想化技術の進展により，同時に進行した計算機ハード
ウェアのコモディティ化と相まって，CPU，HDD 等の
様々な計算機資源がデータセンタ等（図 11）に大規模
に集積・仮想化され，蓄えられ，再利用できるようになっ
た．一部は，オンデマンドの仮想マシンやストレージと
して提供されたり，これらを組合せたアプリケーション
開発のためのプラットホームが提供され始めた（図 12
参照）．

図10　	Web時代のDVCモデリング．ユーザサイドでは
Webブラウザが，センターサイドではWebサー
バがそれぞれ「データ」「ビュー」「コンピュテーショ
ン」のアンバンドリングを加速した．

図11　	館林システムセンター　2012年度に導入された
京都大学汎用コンピュータシステムの一部はこの
データセンターの計算機リソースを借用中．（写真
掲載許諾済み（富士通株式会社））

図12　	クラウド時代のDVCモデリング．仮想化技術の
進展が「データ」「ビュー」「コンピュテーション」
の物理的ハードウェアからのアンバンドリングを
実現・加速した．

図13　	PC，タブレット，スマートフォンで構成される筆
者の現在の端末環境．
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一方で，タブレット端末やスマートフォンの普及によ
り，ユーザサイドのビュー環境（図 13）も多様化し，
クラウドにある様々なコンピューティング・データ環境
を容易に利用できる環境も整い始めた＊ 4．

4 DVCモデルで捉えるクラウドコ
ンピューティングの次なる進展

4.1　 ユーザサイドでのパーソナルクラウドコンピュー
ティング

3.2 節及び 3.3 節で外観したように，ネットワーク化・
ダウンサイジング・低価格化を通じて，それまでの制約
によりセンタサイドに束縛されていたものは次第にユー
ザサイドに波及していく．2 章及び 3.4 節を通じて示し
てきたように，現在のクラウドコンピューティングが主
にセンタサイドで進展していることから考えると，今後
はユーザサイドに波及していくことが示唆される（図
14）．既に，この兆候は，ユーザサイドでは個人環境で
の仮想化マシンの利用として現れており，これはセンタ
サイドでの IaaS や DaaS に相当すると考えてもよいだろ
う．同様に，PaaS のようなアプリケーション実行環境と
してのパーソナルクラウド機能も今後出現する可能性も
ある．

4.2　 センタサイドでのパーソナルクラウドコンピュー
ティング

ユーザサイドでのパーソナルクラウドコンピューティ
ングの進展は，同様にセンタサイドでのパーソナル化に
も拍車をかけるであろう．実際，Facebook や Twitter
などのソーシャルメディアの台頭にも見て取れるし，
Apple 社 の iTunes Music Store や iCloud，Evernote
社の Evernote 等，様々な個人向けのサービスも利用可
能になっている．また，教育分野の e ポートフォリ
オ （26）, （27）や医療の分野での PHR（Personal Healthcare 
Record）のような機関アプリケーションの分野でもパー
ソナル化は明確になって来ている．このようなパーソナ
ルクラウドコンピューティングの進展は，システム上に
その個人の分身 （28）が存在するような新たな感覚を伴い
ながら進展していくことであろう．

特に，地域の中核大学においては，教育活動と医療活
動は事業活動の両輪であり，教育と医療が生涯続く個人
を対象としたサービス活動であることを踏まえると，大
学は教育・医療を対象としたパーソナルクラウドプロバ

＊4	 これらの詳細については，2章で既に詳しく述べた．

イダとして，個人活動を生涯にわたって記録する存在と
なっていくと考えられる．その際，教育・医療分野を複
眼的に扱うことにより情報環境の共通化ができるであろ
うし，大学を中核としたクラウド環境のコミュニティ
ソースとしての知的財産共有化により，多様なニーズの
蓄積や様々な研究開発のテストベッドとして我が国発の
クラウド産業基盤を形成していくことになるだろう．

実際，現在高等教育分野の最もホットな話題である
MOOC（Massive Open Online Courses） （29）はこの方
向への第一歩であろうと筆者は考えている．

5 まとめ
本稿では，一般に認められている広義の意味でのクラ

ウドコンピューティングの定義とその持つべき性質，
サービスモデル，及び，現在のクラウドコンピューティ
ングを支える基盤技術について整理するとともに，クラ
ウドコンピューティングの現状に至る過程を，物理的な
装置としての計算機の基本構成要素を機能的に抽象化し
た DVC モデルに基づいて計算機と人との関わりの歴史
の中で整理することにより，次なるステップとしてパー
ソナルクラウドコンピューティングに進展する可能性を
既に顕在化しつつある幾つかの例とともに示唆した．

1980 年代の PC の登場は，それまでハードウェアの付
属物でしかなかったソフトウェアの位置づけを大きく変
え，知的財産としての価値の保護やインターネットの普
及を通じて，巨大なソフトウェア産業成立の起点となっ
た．これと同じように，クラウドコンピューティングは，
ハードウェアに縛り付けられていたソフトウェアをハー
ドウェアの仮想化を通じて解放し，新たなクラウドサー
ビス産業が立ち上がるきっかけになっている．この意味

図14　	パーソナルクラウドコンピューティングへの進展．
現在センターサイドで生じているクラウド化は
ユーザサイドへの波及していくであろう．
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で，パーソナルクラウドコンピューティング（Personal 
Cloud Computing, PC2）は，これまでのパーソナルコ
ンピューティングの位置づけを大きく変え，新たな産業，
特に教育・医療における新たな産業の起点となり得る可
能性を秘めている．医療と教育の双方が生涯ロングなア
プリケーションであることを考えると，長期的視点を持っ
た息の長い研究開発がますます必要であることも伺える．
この意味で，今後の研究開発に際しては，特に若い研究
者の活躍に期待したい．
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1 クラウドコンピューティング
への誤解

クラウドコンピューティングの利用形態には，ネット
ワークを通じて第三者のデータセンタにある計算資源を
借用する場合，自らのデータセンタの計算資源を組織内
へ貸与する場合，それらを組合せた場合がある．

システム障害やデータ消失といった潜在リスクは，ク
ラウドコンピューティング事業者から計算資源を借用し
たからといって変化することなく，機器故障，OS やア
プリケーションの不具合は常に起こり得る．

しかしクラウドコンピューティング事業者がシステ
ム障害やデータ消失について契約で定義していない場合
や，クラウドコンピューティングを利用する企業のシス
テムエンジニアが契約内容の確認を怠る場合があり，ク
ラウドコンピューティングへの誤解が生じやすい状況は
続いている．このような背景からシステムエンジニアは，
リスク分析やシステム冗長化設計，バックアップなどを
従来どおり取組み，他人任せにすることなく行動する心
構えが必要である．

2 契約確認の重要性
機器故障，OS やアプリケーションの不具合以外に，

人的ミスという排除が難しい潜在リスクがある．これは
クラウドコンピューティングでも同じである．クラウド
コンピューティングを利用する企業の経験浅いシステム
エンジニアが陥りやすい誤解として，契約内容の確認を
怠たることにより，預託したシステムが障害復旧から
バックアップまで全てをクラウドコンピューティング事
業者によって保証されていると誤認することである．

しかしクラウドコンピューティング事業者おいても，
機器故障，OS やアプリケーションの不具合，人的ミス

は発生をゼロにすることは難しい．システムエンジニア
は契約内容の確認を怠ることなく，潜在リスクに対して
常に最悪の事態を想定し行動する必要がある．

3 クラウドコンピューティング
の利点と注意点

クラウドコンピューティングの利点に，計算資源を必
要に応じ迅速に導入できる点ある（図 1）．

この利点により機器故障とシステム過負荷という二
つの問題を改善できる．いずれも新しい計算資源を追加
することで改善を図るが，クラウドコンピューティング
では物理サーバの導入に比べ，機器の購入から納品・設
置までに掛かる時間の短縮が可能である．

しかしクラウドコンピューティング事業者の計算資
源も無尽蔵ではない．システム運用に際してシステムエ
ンジニアは，余裕を持って計算資源を確保しておく，若
しくは異なるクラウドコンピューティング事業者から計
算資源を得る備えが必要である．

クラウドコンピューティング 
への誤解と注意点

松本直人　Naoto Matsumoto　さくらインターネット株式会社さくらインターネット研究所

解 説

図1　クラウドによる導入時間の短縮

クラウドの使われ方〜サービス提供者の観点から
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4 ストレージ性能評価の重要性
多くの場合，クラウドコンピューティング事業者で

は，仮想サーバが用いるストレージに集中管理された
ネットワークストレージが採用されている．更にネット
ワークストレージにも物理サーバと同じく，ディスク
I / O 性能に上限があり，またネットワーク帯域にも上限
がある．物理サーバにある仮想サーバが異なる物理サー
バへ移動する時，なおかつそれが異なるネットワークス
トレージへ移動する場合，必要となる移動時間は仮想
サーバのデータ保存量とネットワークストレージ間の
ネットワーク帯域とディスク I / O 性能に依存する．

しかしクラウドコンピューティング事業者からは性
能情報に関して，開示・保証することが少なく，クラウ
ドコンピューティングを利用する企業のシステムエンジ
ニアが性能測定を行わない限り正確な時間を見積もるこ
とはできない．クラウドコンピューティング環境におい
て，システムエンジニアは性能測定を行うことが必須で
あり，怠ってはいけない大切な作業である．

5 セキュリティの注意点
ほとんどの場合，クラウドコンピューティング事業者

の仮想サーバの OS やアプリケーションにはセキュリ
ティ対策が施されていない．仮想サーバの OS やアプリ
ケーションへのセキュリティ対策はクラウドコンピュー
ティングを利用する企業のシステムエンジニアに委ねら
れている（図 2）．セキュリティ対策でも，クラウドコ
ンピューティングを利用する企業のシステムエンジニア
が契約内容の確認を怠る場合があり，仮想サーバ上のセ
キュリティ対策が放置される場合も散見されている．ク
ラウドコンピューティング事業者からは，システムエン
ジニアに対してセキュリティの注意喚起を促す以外に手
段がないため，セキュリティ対策が放置された仮想サー
バは，そのままとなる場合が多い．

そのためクラウドコンピューティングを利用する企
業のシステムエンジニアは，従来どおりセキュリティ対
策を怠ることなく運用を心掛けることが必要である．

6 メンテナンスへの心構え
クラウドコンピューティング事業者が行うメンテナ

ンスには，緊急のものから定期的なものまで多岐にわた
る．各種メンテナンスは事前告知が行われるが，クラウ
ドコンピューティングを利用する企業のシステムエンジ
ニアは突発的なメンテナンスへの備えが必要である．

具体的には，緊急メンテナンスにより仮想サーバが機
能不全が起こった場合でも，遠隔操作により復旧させる
手段を持ち歩く，ないしは自動復旧できる仕組みを盛り
込んでおくことである．

メンテナンス情報の開示はクラウドコンピューティン
グ事業者により違いはあるが，システムエンジニアは常
に最新情報を入手できるよう心構えを持つ必要がある．

7 バックアップ計画の注意点
クラウドコンピューティング環境において，仮想サー

バのストレージ性能は，クラウドコンピューティングを
利用する企業のシステムエンジニアによって行われる性
能測定以外には分からない．計画的なデータのバック
アップを行うには，仮想サーバのストレージ性能測定が
唯一の指標なのである．クラウドコンピューティング環
境では，多数の顧客が同じ物理サーバやネットワークス
トレージを共有しており，仮想サーバが置かれるゾーン，
リージョンといった環境の違いによっても，ストレージ
性能が大きく変化する．更に仮想サーバのストレージ性
能は，測定時刻によっても変化する．クラウドコンピュー
ティング事業者では，仮想サーバで行われるログ管理が
重なる時刻に，ストレージ性能が顕著に劣化することが
知られている．

また仮想サーバのあるネットワークでもゾーンや
リージョン，時刻といった環境によりデータ転送の測定
結果が変化する．バックアップを計画的に行う場合，ク
ラウドコンピューティングを利用する企業のシステムエ
ンジニアは，実際にバックアップ計画と同じく仮想サー
バを用いたストレージ及びネットワーク性能測定を行う
ことが必要である．システムエンジニアは性能測定の結
果を元に，バックアップ項目に優先順位を付けながら，
注意深く実施可能性を判断する必要がある．

クラウドコンピューティング事業者によっては，これ図2　セキュリティ脆弱性の責任分界点



小特集 クラウドの使い方・使われ方

解説 クラウドコンピューティングへの誤解と注意点 177

らストレージ及びネットワーク性能を保証する契約もあ
るが，多くの場合そのようなサービスが行われていない
点に注意が必要である．バックアップは処理自体が仮想
サーバに大きな負荷を掛けるため，実施計画には十分な
注意が必要である．一つ判断を間違えば，システム全体
を不安定にさせ，提供するサービスが停止する障害原因
ともなる．システムエンジニアは性能測定を怠ることな
く，バックアップ計画を策定することが必要である．

8 システム冗長化の注意点
多くの場合，クラウドコンピューティング事業者では

仮想サーバと物理サーバの配置情報を非公開としている．
しかし，同じ物理サーバに正常系と予備系の仮想サーバ
があってはシステム冗長化の意味はないため，それを補
う仕組みとしてゾーンやリージョンと呼ばれる単位を用
いている．ゾーンは複数の物理サーバを構成した一つの
単位であり，リージョンは物理的に離れたデータセンタ
を構成した一つの単位としている．事業者により用語や
定義は異なるが，おおむねこのような理解となっている．
正常系と予備系の仮想サーバを異なるゾーンやリージョ
ンに配置することで，同じ物理サーバに混在することを
防ぎ，従来どおりのシステム冗長化が実現できる（図 3）．

しかしクラウドコンピューティング事業者では，ゾーン
やリージョンを跨るシステム障害も起こり得るため，シス
テム要件によっては二つ以上のクラウドコンピューティン
グ事業者に跨るシステム冗長化を設計する必要がある．

9 システム自動化の重要性
クラウドコンピューティングでは，仮想サーバの電源

投入からネットワーク，ストレージ接続まで遠隔操作で
きる．構成要素全てを API（Application Programming 
Interface）ないし，独自ツールにより操作でき，シス
テムエンジニアが行う作業をシステム自動化により削減
できる（図 4）．今後も増え続ける仮想サーバのシステ

ム管理を考えた場合，システムエンジニア一人当たりの
作業工数を短縮するため，システム自動化に積極的に取
り組むことが必要となる．

10 総括
本稿はクラウドコンピューティングの分類の中でも，

サーバ及びネットワーク仮想化技術により仮想サーバ環
境を構築できる IaaS （Infrastructure as a Service）に
焦点を絞り，クラウドコンピューティングを利用する企
業の経験浅いシステムエンジニアが陥りやすい誤解と注
意点について，筆者が持つ知見に基づき解説した．

クラウドコンピューティングは日々進化しており，シ
ステムエンジニアが理解すべき内容も増えてきていが，
以下の項目について心掛ける必要がある．
1）契約内容の確認を怠ってはならない．
2）性能測定の実施を怠ってはならない．
3）セキュリティ対策を怠ってはならい .
4）緊急時でも復旧できる手段を持つ .
5）作業簡素化のためシステム自動化に取り組む .
これからクラウドコンピューティングに取り組もう

するシステムエンジニアは，性能測定の重要性を理解し
潜在リスクの分析を怠ることなく，安定したシステム構
築と運用を続けていくことを期待する．

図3　クラウドにおけるシステム冗長化の例

図4　クラウド管理API による仮想サーバの一括管理
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1 はじめに
本学では，2007 年に様々な課題克服を目的に大学の

情報基盤の全てに対するクラウド化を開始した．その結
果，ほかの組織に先駆け 2010 年 10 月には「ほぼ目的
を達成できたのではないか」と内外からの高い評価を受
けた （1）．恥ずかしいことであるが，これにより我々も
すっかり舞い上がってしまっていた．「これでどんな大
災害が来ても大丈夫」と……．

しかし，その直後の 2011 年 3 月 11 日に発生した東
日本大震災（以下 311 と称す）は「そのような根拠の薄
い中途半端な対策では自然の猛威の前には何の意味もな
さない」ということを嫌というほど思い知らせてくれた．

本学では，静岡や東京のデータセンタ（DC）を中心
とし，クラウド化を行っていた．しかし，肝心な東京地
区の通信が分断され，計画的停電が頻繁かつ長期的に発
生したことにより「クラウド化したことがかえってシス
テムの信頼性・継続性を低下させた」という想像もして
いなかったことが発生したのである．

こんな滑稽な話はない．「キャンパス上からサーバや
ストレージをなくせば大災害に対しては万全」などとい
う安易な考えでは全く話にならないということだ．まし
てや，いまだにキャンパス上に主要 IT 機器を設置する
戦略に捉われている組織などは論外であると言える．

本稿では上記の反省を踏まえ「どのような大災害が発
生しても大学の機能を継続させる」というゴールを明確
にし，それを実現するための方法・手順を述べてみたい．

もちろん，これから述べることが正解かどうかは分か
らない．しかし，ゴールのないクラウド化の検討は何の
意味もない．以下のお話は一つの提案として受け取って
頂ければ幸いである．

なお，2012 年に米国で開催された国際イベントで「静
岡大学はクラウド化により世界で最も高い効果を上げた
先進的な研究・教育機関である」という評価を得たこと
を述べておく （2）．

2 クラウドコンピューティング
の近年の動向と概要

2.1　クラウドコンピューティングとは
ここでは一般的なクラウドに関する概要を解説する．

従来の情報基盤は「オンプレミスコンピューティング」
と呼称される．これを一言で言えば「自分の財産として，
自身の管理する場所に IT 機器を置いて運用している形
態」ということになる．現時点でもこの形が一般的であり，
中大規模組織では専用のサーバ室を有して運用している．

これに対し「クラウドコンピューティング」と呼ばれ
る形態は少なくとも以下の要件を満足する必要がある．
①  アウトソーシング：利用者の管理する場所ではない

外部に IT 資源が存在すること．
②  スケーラビリティ：メモリ容量や処理装置数が要望

に応じて柔軟に変化し得ること．
③  仮想化：同じ OS が搭載されているならば，ハードウェ

アのメーカや機種にかかわらず正常に動作する性質
のこと．ポータビリティと呼ばれることもある．

④  超ローコスト：オンプレミスに比べ IT 投資額が極め
て小さいこと．
直感的に分かりやすい表現をするなら「所有から借用

へ」ということになる．つまり「自己資産として保有す
るのが従来の形態」，「必要なときに必要な分だけを借り
ることがクラウド」ということである．

2.2　近年のクラウドの種類と特徴
クラウドが提唱された 2006 年から数年間は様々な形

態があり混乱していた．しかし 7 年が経過した現在ま
でに淘汰・統合が進み , すっきりした形になりつつある．
ここでは，それらを構造で分類した場合について述べる．

図 1 は縦軸にコンピュータシステムを構成する階層を
定義したものである．最下層から「1．ハードウェア」「2．
OS」「3．プラットホーム」「4．応用システム」「5．ストレー
ジシステム」の五つである．それらのどの階層を含むかに
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より 5 種類のクラウドサービスが定義されている．本図
は主にサーバなどの共通機器に関する分類である．以下
それぞれの階層に対応するクラウドサービスを説明する．
●  HaaS （Hardware as a Service）：サーバのハー

ドウェアを提供するサービス．図中の矢印は，近年，
下記に示すIaaSに統合されつつあることを示している．

●  IaaS （Infrastructure as a Service）：HaaS に オ
ペレーティングシステム（OS）などの基本ソフトウェ
アを実装した状態で提供するサービス．

●  PaaS （Platform as a Service）：IaaS に特定業務
用のプログラム群を実装した状態で提供するサービス．
図中の矢印は，近年，下記に示す SaaS に統合されつ
つあることを示している．

●  SaaS （Software as a Service）：業務に対応した
システム全体を提供するサービス．これは従来の ASP

（Application Service Provider）にほぼ対応するもの
と解釈できる．しかし厳密には SaaS と呼称する場合は
規模の拡大・縮小に柔軟に対応できるスケーラビリティ
能力を備えていることが必要である．

●  STaaS （STorage as a Service）：記憶装置，及び
それを管理する OS を提供するサービス．
図中の太枠は，近年，主として用いられるクラウド

サービスを示したものである．
一方，パソコンなどの個人活用機器に対してはその処

理部分だけをクラウドに移設した形の DaaS がある．
●  DaaS （Desktop as a Service）：パソコンのハー

ドウェア及びOSなどの基本ソフトを提供するサービス．

3 311 以降の情報システムと
クラウド

311 では甚大な人的・物理的被害が発生した．それ
らは我々がかつて経験したことのないものであり，人間
の無力さを思い知らされた．その衝撃内容を冷静に見つ

め直すと下記のように集約することができる．
①  情報の喪失：教育機関の構成員データ，市町村の住

民データ，企業の顧客リスト，生産データなどの重
要データの多くが消失した．

②  情報処理手段の喪失：サーバやパソコンなどのほと
んどが消失した．幸いデータが残った場合でも，そ
れを処理するサーバやパソコンがダメージを受ける
と事業は継続できない．
本稿では以下，これらを解決する切り札的対応策とし

てのクラウド化の経緯と今後について検討していく．

4 静岡大学の地理的特徴と
BCP

311 のような大災害が発生した場合であっても企業
や大学の事業が継続する計画を BCP（ビジネス継続計
画，Business Continuity Plan）と称する．

本学は静岡地区，浜松地区の二つの場所に物的資産，
人的資産がほぼ同じくらいの量で分散している．それら
の距離は約 90 km ある．この距離ではディジタル信号
は中継局を持たなければ正確に送受信できない．した
がって，1990 年代からそれらの中間にある焼津市に位
置する DC を中継局として使用していた．

ところが，東海地震の震度予想によればこれら三つの
地点は全て最強震度エリアに立地しており，震度は 6
強～ 7 という恐ろしい予想がされている．

このような強烈な地震が発生した場合は，短期間での
建造物や人的な復旧などは極めて困難であることを想定
しなければならない．大学の BCP は，何も授業や研究が
1 日以内に回復しなければならない，というきれいごとだ
けではないはずである．では，何が一番重要であるのか．
これが 311 が我々に突き付けた本質的な課題である．

情報分野について言えば，答えは単純なもので「守る
べきものは文書，データであり，その中にはコンピュー

Hardware as
a Service

Infrastructure as
a Service

Platform as
a Service

Software as
a Service
≒ ASP

STorage as
a Service

5.　ストレージシステム

4.　応用システム

3.　プラットホーム

2.　OS

1.　ハードウェア

HaaS

IaaS

PaaS

SaaS

STaaS

図1　クラウドサービスの形態
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タプログラムを含む」ということになる．それらさえ残っ
ていれば，組織の構成員が全員変わってもなんとか大学
の事業は継続可能になるのではないだろうか．

サーバやパソコン等の物理的実体は，クラウド化でな
んとか守ることができる．しかし 311 から学んだこと
は，紙，ハードディスク，ビデオテープなどの物理的媒
体に記憶されているものは致命的ダメージを受け，恐ら
く修復ができない場合が多いということだ．

以上から導き出される結論は以下のとおりである．
①  サーバ・パソコン：キャンパス外の複数の国内 DC

を使用したクラウドへ移設する．またそれらのうち
最重要なものは海外 DC を使用したクラウドへも設
置しておく．

②  文書・データ：過去も含め，その大学のアイデンティ
ティを形成するデータを国内，海外の DC を利用し
たクラウドストレージに保管する．
文章で書くと簡単であるが，行き当たりばったりの戦

略では全く実現不可能である．しかし，的確な方針で推
進すれば実現は不可能ではなくなる．ゴールをきちんと
掲げた情報戦略を策定し，それを着実に実行できる組織
は BCP を実現できる．

5 大学情報基盤のゴールについて
図 2 は大学改善のためのクラウド化戦略マップであ

る．縦軸に IT 資産を 4 種類に大分割した「サーバ」「パ
ソコン」「コミュニケーション」「データ」を定義し，横

軸にはその中小分類，及び図 1 で示したクラウドのサー
ビスを定義した．図中の〇はゴールに至る過渡状態，◎
はゴールを示している．一つのシステムに対し◎が二つ
あるのはゴール段階ではバックアップ系が含まれるため
である．実線矢印はシステムの進化過程を，鎖線矢印は
当該システムのバックアップを示している．

太実線は 2013 年 6 月時点で既に実現されている，あ
るいは推進中の範囲を示している．この図から「現状は
BCP のゴールにはまだ程遠い」ということが分かる．し
かし，いま始めなければゴールには永久に到達できない．

今後の詳細についてはまだ研究・検討段階であるた
め，あくまで「実現が期待できる計画案である」という
ことを明記しておきたい．

6 何をすればよいのか？
本章では，それぞれのアクションの概略を述べる．各

番号は図 2 の番号に対応している．

　（1） サーバ
①	災害対策サーバ

「安否情報システム」などの災害対策システムは，海
外の DC に設置するのは当然のことである．本学では
2008 年～現在，米国カリフォルニア州に立地する DC
をベースとするパブリッククラウドサービスを活用して
いる．設置以来 5 年が経過したが，この間様々な災害
に遭遇し，都度改善を実施したことで非常に強固なシス

No 大分類 No 中分類 小分類 優先度 現状オン
プレミス

クラウドコンピューティング
IaaS SaaS DaaS STaaS

（1）サーバ

① 災害 安否情報
災害対応 1 ○ ◎ ◎

② 基幹
メール関連
認証関連
ほか

2 ○ ○ ◎ ◎

③ 事務
財務・会計
人事・給与
資産管理
ほか

2 ○ ○ ◎ ◎

④ 研究開発
生産，物流
在庫，受注
ほか

3 ○ ◎ ◎

（2） パソコン（端末） ⑤ 共通
業務用
研究・開発用
ほか

3 ○ ◎ ◎

（3） コミュニケーション

⑥ TV会議
TV会議
国際回線
ほか

1 ○ ◎

⑦ 会議室システム
プロジェクタ
スクリーン
ほか

1 ○

（4）データ ⑧ 全てのデータ

基本文書
研究，開発
講義，動画
名簿，財務
ほか

1 ○ ◎

図2　大学改善のためのクラウド化戦略マップ

2013年 6月時点の達成状況  バックアップ
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テムに成長させることができている．なお，海外 DC に
データやシステムを保存することはデータ漏えいなどの
情報事故が国内 DC の場合以上の確率で発生すると考え
るべきである．したがって，データは高度な暗号化を行
うこと，ソースファイルはクラウドサーバ，ストレージ
に含めないことなどきめ細かい配慮が必須である．
②	基幹系サーバ
基幹系サーバとは，ファイアウォール，認証，メール

など学内 LAN を支えるシステムを格納しているサーバ
群を指している．これらをいきなりパブリッククラウド
へ移行させることは困難である．したがって本学では，
2010 年 3 月にまず LAN で結合されている焼津 DC に
これらを移設した．これをプライベートクラウドと称し
ている．メールなどの汎用システムは，次期基盤更新時
にパブリッククラウドに移行させ，関西方面に位置する
バックアップセンタを 2 次退避としている．パブリッ
ククラウドとは，インターネット回線を経由して接続さ
れるクラウドを指している．
③	事務系サーバ
事務系サーバについては 2011 年 8 月にプライベート

クラウドへの移行を完了した．そのバックアップは遠距
離の大学と契約を結び相互バックアップを図っている．
多くの大学間で SI-NET（学術情報ネットワーク，
Science Information NETwork）をシステム・データ
のバックアップ手段として活用することによりコスト，
安全性などにおいて大きな効果が出る．
④	教育・研究系サーバ
学部で多数活用している教育・研究系のサーバは，パ

ブリッククラウドに移行してしまうのが最も安全で効率
の良い方法である．本学では，それを原則無償で部局に
提供している．2013 年 6 月時点でクラウドサーバを
261 台使用している．現在，1 回 / 週以上全システムの
バックアップ取得を実施しているが，その保管場所は同
ロケーションでは災害発生に対して不十分である．した
がって，現在，スニーカーネット（物流的手段による通
信方法）によりパブリッククラウド全体のデータをその
DC から離れた地点に立地する第 2 の DC へバックアッ
プを実施している．

　（2）パソコン（端末）
⑤ -1 事務・共通系パソコン
本学では 2011 年 3 月に，1,100 台のパソコンを

Windows2008 ベースのシンクライアントに置き換え，
既に 2 年以上の運用実績を積み上げてきた．今後は，
これらのデータを複数の国内 DC に定期的に保存し，重
要文書の保護を完全なものにしていく予定である．
⑤ -2 教育・研究用パソコン
これらについては，パブリッククラウドによる DaaS

の活用を推進している．現在パソコンで動作しているシ
ステムをそのまま DaaS に移動させるだけで第一次の
BCP が実現される．

　（3）コミュニケーション
⑥	TV会議システム
⑦	会議室システム
これらは，クラウド Web 遠隔システムを使用するこ

とで劇的な効果が得られている．本学では大形モニタ，
無線 LAN，Web-TV 会議システムなどを一体化した超
低価格クラウド遠隔システムを 80 セット以上導入中で
ある．従来の TV 会議システムに比べ 1/10 以下の費用
で極めて安定した遠隔会議，講義が実現できる．つまり，
キャンパス上のどこからでも遠隔講義，会議を実施でき
るようになりつつある．教育・研究の革新である．

　（4）データ
⑧	全ての文書，無形資産の三次元データへの進化
クラウドを用いた究極のゴールは動画や音声などを駆

使した非構造化データとしての無形資産の保存である．
具体的にはクラウドサーバ，ストレージを用いて，文書，
授業，ゼミ，研究成果などを動画番組としてクラウド上
に保持することである．本学では全てクラウドで動作す
る「 静 岡 大 学 テ レ ビ ジ ョ ン（http://sutv.shizuoka.
ac.jp/）」を 2013 年 4 月 15 日に開局した．ここに研究
成果，大学紹介，サークル紹介，ガイダンス，ゼミなど
の無形財産を保存可能で，記憶容量上限や同時視聴可能
数上限などの制限はない．これらはクラウドでなければ
絶対に達成できない．2013 年 6 月 30 日時点で約 30 万
回の番組再生回数を達成している．数年前までは想像も
できなかったことである．

このように「無形資産の電子化」を重点志向とする
BCP やクラウド適用は，大学の教育・研究の水準を一
気に向上させる最重要戦略に踊り出してきていることを
全ての大学管理者は十分認識する必要がある．

7 組織合意形成の経緯
本章では，本学で 2006 ～ 2013 年でクラウド化に関

して実施したこと，及び発生したことを振り返ってみた
い．少しでもお役に立てれば幸いである．理想と現実の
ギャップを埋めるための作業量は，とてつもなく大きい
ことをお伝えできれば本望である．

7.1　クラウド戦略の背景
全学的なプロジェクトを成功させるには最重要課題

を的確に選択し，組織の合意形成を図ることが不可欠で
ある．本学では 2007 年当時「コストの削減対応」や「情
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報セキュリティ管理の確立」など問題が山積みであった．
この中で，本学の全員が合意できるのは静岡県に立地

する大学ということで，東海地震などの自然災害に備え
るための BCP 実現しかないと判断した．

本学は，教職員と学生の合計が約 12,000 人の規模で
ある．全員を説得するのは並大抵なことではない．特に，
大学の場合はテーマごとに学内委員会が設置されている
のだが，最初から賛成してくれる委員は少ない．そこで，
どうやって説得し合意形成するかが問題になる．

7.2　 クラウド情報基盤実現の手順とその詳細
以下，クラウド情報基盤構築の手順を示す．

　（1）IT 資産の精密な調査（2006 ～ 2007 年）
2006 年に IT 機器の数量，ソフトウェアの種類・数

量などの詳細調査を行った．この結果，本学の LAN に
は 6,000 台ものパソコンが接続されていることが判明
し た． ま た， 危 険 性 の 高 い 非 武 装 地 帯（DMZ： 
DeMilitarized Zone）に 24 時間稼動の Web サーバが
552 台あることも判明した．更に，研究室でも管理者・
用途不明で電源を落とせないサーバが多数あった．サー
バは大学全体で 900 台に達していた．これらの結果は
予想をはるかに上回るもので，机上の推定が全く現実を
捉えていない，ということを思い知らされた．

　（2） 実測と解析，そして組織の合意形成 
（2008 ～ 2009 年）

上記の結果，消費電力，コスト，リスクなどについて
徹底的な実測を行った．IT 関連機器が消費する電力量
は全学消費量の 17％に達すること，IT 投資コストも膨
大なものであることが分かった．これを更に詳細に検討
した結果，クラウド適用で消費エネルギーは 1/10 にな
ること，IT 投資コストは 1/5 になることなどが定量的
に推定された．以上の結果を全学の意思決定会議に提出
し「クラウド化，BCP 方針」について全学的合意を得
ることができた．組織合意形成には，正確な定量的デー
タの提示が不可欠であることを実感した．

　（3）情報基盤整備推進組織の改編（2010 年）
2009 年まで存在した「総合情報処理センター」は，

基盤機器だけでなく各部局が独自に購入したシステムに
て発生するトラブルのクレームの受付部署にもなってい
た．それでは思い切った改革はできない．

そこで，2009 年度に全学の情報戦略を担う「情報基
盤機構」を創設し，その配下に「情報基盤センター」を
置いた．「情報基盤機構」には予算策定・執行権と人事
権を持たせることにした．つまり，情報インフラ部分の
システムや機材の調達は全てこの機構で集中して実施す

ることにしたのだ．

　（4）クラウド情報基盤の土台構築（2010～2012年）
《戦略1》：サーバのクラウド化
大学構成員全員が，理解しやすい戦術として「サーバ

室をなくそう」というスローガンを掲げた．その手段と
して，焼津 DC に標準ラックを 5 本借りてプライベート
クラウドを構築した．この DC は，震度 7 に耐える免震
構造を有し，停電時には 3 日以上の連続給電が可能な
施設である．プライベートクラウドに移行した結果，基
盤機器の容積と電力は 10 分の 1 以下になり，情報リス
クも低減されるなど大きな効果が出ている．パブリック
クラウドの契約や支払い業務は「日本学術クラウド支援
センター（JACC : Japan Academic Cloud computing 
support Center）」に委託している．ここでクラウドプ
ロバイダへの支払いや，運用支援・監視を行っているの
で「情報基盤センター」の負荷は最小である．従来のよ
うに，部局の研究室ごとにサーバを調達する方式に比べ
るとコストが 1/20 ～ 1/50 で同等以上の性能，信頼性
が得られている．オンプレミスの時代とは，隔世の感が
ある．
《戦略2》：パソコンのクラウド化
2010 年に 1,100 台のパソコンをシンクライアント化

して学内に広く配置した．調整に時間が掛かったが，現
在は圧倒的な高性能を示している．特に応答性能は驚異
的に優れている．これは会議室でも多用されており役員
会，理事会などの全学会議で完全ペーパーレス化を実現
している．

8 効果
2013 年 6 月までに実施してきた本学のクラウド化の

一番大きな成果は，自然災害や人定障害が発生してもク
ラウド化されたサーバは年間を通じ，全く停止しなく
なったことである．

オンプレミスでは，キャンパスで停電が発生すると全
停止にならざるを得なかったため平均稼動率は 97.2％
程度であった．これに対し，パブリッククラウドは全停
止が皆無でここ 2 年間の稼動率は 100％に到達した．

消費電力量は，2009 年時点において IT 機器全体で
消費していた量に比べ，最終的には 1/10 に低減される
見込みである．

また投資コストも，全学の調達を集約することが可能
になった結果，従来の 1/5 まで低減することができた．
その中でも，一番効果的だったのが部局サーバ調達・運
用の費用で，オンプレミスに比べ 97 ～ 98％の削減，す
なわち 1/50 にまで削減することができた．この劇的な
効果はクラウド化でしか得られないものである．
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9 大学の情報基盤と 
BCPのゴール

最終的には国内の複数の DC，海外の複数の DC を自
在に活用した「水も漏らさない完全な情報基盤と BCP
を目指すこと」である．

図 3 にその一例を示す．
図中の赤枠は 2013 年時点でのクラウド情報基盤の構

成を示している．ここでは実用上必須なバックアップが
達成されている．しかし，理想まで到達しているとは言
えない．最終的には全てのサーバ，データについて万全
なバックアップ，並びに短時間での再現が必要である．

2016 年には図 3 で示した全ての施策を完了したいと
考えている．実際にこのゴール達成が何年掛かるか分か
らないが，実現するまで筆者らは諦めるつもりはない．

10 まとめ
最後に，現時点で理想と考えられる大学の情報基盤及

び BCP を実現するために必須な要件をまとめる．
①  IT 資産の外部化：キャンパス上のサーバ，パソコン

本体，ストレージなどの重要文書を含む機器はクラ
ウドに移設する．

②  国内 DC の二重化：全てのシステムは十分離れた地
点に立地する DC にバックアップを置き重要性に応
じた周期で更新する．

③  海外 DC 活用による完全化：重要な文書，動画など
の無形財産は複数の海外 DC にバックアップを置き，
重要性に応じた周期で更新する．

これら三つが実現できたとき，大学の情報基盤及び
BCP は完成する．それにはどれくらい膨大な時間とコ
ストが掛かるのかは予想もつかない．しかしこの課題に
正面から取組み，そして解決を図る努力が，結局は教育・
研究の質を止揚させる一番の近道ではないかと筆者は信
じている．

■ 文献
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正樹，鈴木恵子，坂田智之，杉浦直代，淺野みさ
き，関　睦実，市川哲彦，上田哲史，三原義樹，進
化するクラウド情報基盤，井上春樹（編），pp.308–
317，静岡学術出版，静岡，2011．
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1 ライフクラウドとは
2010 年に政府の高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部（IT 戦略本部）が公表した「どこでも MY 病院」
構想，2012 年に神奈川県が医療のグランドデザイン策
定の中心として公表した「マイカルテ」構想，いずれも
PHR（Personal Health Record）を主眼とした，個人
が個人の医療情報を利活用するためのサービスである．
様々な機関，場所に分散し，保存されている個人の診療
情報を統合し，個人や家族，医療者が情報を共有するこ
とにより，医療の質を向上させることが期待できる

（図 1）．医療情報は医療施設にはあるが患者にディジタ
ルでは返っていないという情報で，医療は情報の非対称
がある領域である．医療情報を患者，医療者で共有する
ことにより医療知識が上がり，医療の質を向上させるこ
とができる．

情報を集積するためには情報基盤が必要である．医療
情報や日常生活で発生する健康情報のための高レベルの
情報セキュリティを備え，ビッグデータを管理するクラ
ウドコンピューティングモデルをライフクラウド

（Lifecloud）と総称した．

2 慶應義塾大学のライフクラウド
研究コンソーシアムとは

2012 年 4 月慶應義塾大学 SFC 研究所にライフクラ
ウド研究コンソーシアムが発足した．SFC 研究所コン
ソーシアムは，SFC 研究所と複数の外部機関によって
実施する共同研究の一種であり，その特徴は，大学が中
心となって研究テーマを設定し，産学官連携を前提に，
企業や国・地方自治体など外部機関に共同研究の実施を
呼び掛け，「相互利益」を前提に大規模な課題に領域を
超えて取り組む点にある．ライフクラウド研究コンソー
シアムは，人間の一生を通じて様々な形で生産される健
康及び医療に関する情報を保持するクラウド型プラット
ホームの構築と実用化を目的として，民間企業 12 社，
教育・研究・医療機関 5 団体，行政 5 団体で活動して
いる（2013 年 5 月現在）．

まず当コンソーシアムが対象にしたのは，お薬手帳や
母子手帳，各種定期健診結果，検査結果，あるいは日常

的な血圧や体重の測定結果等を管理するア
プリケーション作成と，それらのデータを
安全に保持し，利用者に対して多様なサー
ビスを提供するための信頼できる情報基盤
のアーキテクトである．

それと同時に，重要視したのは，健康情
報のプラットホームを対象とした「持続可
能性があるビジネスモデル」の構築である．
2001 年厚生労働省による「保健医療分野の
情報化にむけてのグランドデザイン」を皮
切りに，医療分野の情報化推進に向けて，
各医療機関や団体での取組みが経時的・段
階的に発展してきたといえるが，実際の運

ライフクラウドの利活用

解 説

図1　PHR，EHRの情報統括

クラウドの使い方〜利用者の観点から

森川富昭　Tomiaki Morikawa　慶應義塾大学
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営主体はどこなのか，「持続可能性があるビジネスモデ
ル」は構築されていない．標準的電子カルテ推進委員会
での最終報告においても，システム導入・維持に要する
費用負担の問題に併せて，システム間の相互運用性の不
足や医療施設間の情報連携のための標準化の必要性等が
指摘された．このような問題を踏まえ，当コンソーシア
ムでは，ライフクラウドの「持続可能性があるビジネス
モデル」は作れるのか，産官学連携の下，その可能性及
びリスク管理も検討している．

2.1　アーキテクチャ
健康及び医療に関する情報を保持するためのクラウ

ドプラットホームのアーキテクチャを構築する．同アー
キテクチャでは，国あるいは国際機関の定める標準仕様
との整合性を考慮しながら，多様な情報を安全に入力・
保持し，入力された情報を可視化し，更に利用者に対し
て提案する．

特に以下の情報を当面のターゲットとして定め，活動
する．

医療・お薬情報：• 医療機関等で受ける診療に関する電
子カルテを含む情報，及び調剤薬局や医療機関にて調剤
された薬の履歴をプラットホーム上に保持する．医療機
関が患者の服薬履歴を患者の許可の下閲覧することで，
より質の高い医療の実現を図る．

介護・看護情報：• 介護機関や医療機関等で受ける介護
及び看護に関する情報をプラットホーム上に保持する．
複数の介護・看護者が一人の患者に関わる場合，患者自
身の許可の下，それらの当事者間で情報を共有すること
で，介護・看護の円滑化を図る．

健康情報：• 自治体，企業等が主体となって行う健診等
の結果，予防接種の履歴，日常的な体重や血圧の測定結果，
あるいはサプリメントや食事の摂取履歴をプラットホー
ム上に保持する．医療機関等がこうした情報を患者の許
可の下参照することで，より質の高い医療の実現を図る．

また，以上が私的かつ重要な情報であることから，プ
ラットホームの要件として次の点については重点的な検
討や技術開発を行う（図 2）．

自己情報コントロール：• 情報所有者の許可なくプラッ
トホームから情報を漏えいさせないよう，情報に対するア
クセス制御を情報所有者が実施できる技術の開発を行う．

ディペンダビリティ：• 同プラットホームが広域かつ持
続的に運用された際に，それが停止することなく，人々が
それに安心して依存可能とする一連の技術開発を行う．

ユニバーサル：• 類似のプラットホームが複数存在する
場合にそれら相互の連携を可能とし，多様な情報源から

情報を入力可能とし，かつ利用者に対して多様なメディ
アで情報を提供可能とするための技術を開発する．

2.2　持続運用モデル
同プラットホームの実運用を開始し，運用を持続する

ためには，それに関わる様々なステークホルダ間に良好
なヒューマンネットワークが自律的に構築され，かつ全
てのステークホルダに何らかのメリットが必要である．

既 存 の PHR（Personal Health Record） や EHR
（Electronic Health Record）に関する取組みを分析し，
ステークホルダへのインタビュー等を通じて，持続可能
なプラットホームの運用モデルを構築する．

特に，上述した情報全てに共通する課題として，以下
について重点的に活動する．

インセンティブ：• プラットホームの持続的運用を可能
とするためには，医療・介護・健康等に関する情報を保
持する者が，その情報をプラットホームに投入する必然
的動機が必要である．また，プラットホームが保持する
情報を閲覧することで得られる便益が，ステークホルダ
ごとに明確である必要がある．これらを明らかにする．

運用モデル：• プラットホームの運用を持続するために
は，それに要するコストを負担する必要がある．またそ
のコストをインセンティブより小さく抑える必要があ
る．多様なステークホルダが自律分散協調的にコストを
負担していく仕組みを構築する．

法制度：• 医療・介護・健康等の情報をプラットホーム
に保持し，それを利活用可能とする際には，現行の法制
度に適合しない事象が発生すると考えられる．プラット
ホームのメリットを具現化して運用を持続させるために
必要な法的環境を整える（図 3）．

以上を実践するために 2012 年 9 月からスタートして
コンソーシアムでは 4 回の幹事会・総会を実践し，勉
強会を 9 回行った．コンソーシアムの活動を通して，
慶應義塾大学では，健康・医療情報（図 4）を規定し，
システム概念図（図 5），持続可能性のあるプラットホー

図2　ライフクラウドのプラットホーム
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ムの設計（図 6）を実現した．特にコアのデータはリレー
ショナルデータベースのテーブル構造でデータを保有す
るのではなく，コンピュータが基本構造として持つファ
イルでデータを保持した．

図 4 は健康情報，健診情報，医療情報，介護情報に
おける標準化された情報の規格を示している．標準化さ
れたデータを利用したサービス（アプリケーション）を
提供することにより日本全国どこにでもサービスを提供
できるために規定した．

図5は今回取り扱うPHR，EHRを基盤としてのプラッ
トホームを示している．収集したデータはファイルで管
理し，そのデータの上で必要なアプリ等を構成するプ
ラットホームを示している．今回の報告では「お薬手帳
アプリ」であるが，将来的に必要な各種システム，アプ
リを構築することが可能となる．例えば，脳卒中地域連
携システム，糖尿病手帳アプリ等．また，データをファ
イルで管理することにより OS，DB に依存しないシス

ヘルスケアにおけるライフクラウド

図4　健康・医療・介護情報

図5　システム概念図

•
‒
‒

•
•
•

ADR

図3　様々なリスクマネジメント
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テム利用が可能となる．
図 6 は図 5 のプラットホームで構成しているため利

用者が増大しても，システム数が増えてもサーバ側でス
トレージ等を追加するだけで継続的にシステムを利用で
きることを示している．持続可能性を追求するために，
コスト，拡張性，可用性，処理速度等に対応した．今後
は図 5 のプラットホームを医療クラウドモデルと提唱
し医療のビッグデータの基盤に利用できるようにする．

3 ライフクラウドの実証実験
今回，我々は，神奈川県知事黒岩祐治氏が進める「マ

イ カ ル テ 構 想 」（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
f420270/）と連携し実証を行うこととした．神奈川県
知事が進める「マイカルテ構想」とは，内閣府の医療情
報化のタスクフォースチームが発表している「どこでも
MY 病院」構想と同様に，患者が自分の医療情報を保持
でき，個人の健康管理のために活用する仕組みである．
まず，ライフクラウドの一環として，「お薬手帳」に特
化したマイカルテを実現することを目指している．

患者さんのメリットは下記である．
薬を飲むタイミングが分かる• 
 医師にスマートフォン等を示すことで重複した薬の• 
処方が避けられる
 災害時や救急時に飲んでいる薬が分かり，治療に活か• 
せる

4 神奈川県マイカルテ構想 
実証実験

今回のマイカルテの実証実験では，図 5 のプラット
ホームでお薬手帳を完成させた．そのために持続可能性
のあるモデルを構築し，お薬手帳以外の用途にもシステ
ム，アプリを構築することができる．

お薬手帳のクラウド化の実証実験を平成 25 年 5 月 15

日によりスタートさせた．フィールドは，神奈川県藤沢
市の藤沢湘南台病院，4 調剤薬局である．同時に，慶應
義塾大学湘南藤沢キャンパス保健管理センター（詳細は
ライフクラウド研究コンソーシアム，http://lifecloud.
sfc.keio.ac.jp/?page_id=58）（図 7）でも行った．

4.1　方法
1． 各施設の調剤薬局のレセプトコンピュータからお薬

フォーマット JAHIS1.0 の規格に沿ってお薬手帳に
項目を入力した QR コードを印字する．

2． 実証実験に同意した患者はスマートフォンにアプリ
をダウンロードする．

3． QR コードを患者がスマートフォンのお薬手帳アプ
リを読み込む．

4． データはライフクラウド研究コンソーシアムで管理
するサーバ上に保管される．今回の実証では患者に
対して実証実験の意義を対面説明し，同意を得るこ
ととした．

2013 年 5 月からお薬手帳アプリとして iPhone 版，
6 月 Android 版，7 月 NFC（Near Field Communica-
tion）対応 Android 版を実装した．図 8，9 は薬局レセ
プトコンピュータから QR，NFC でのアプリへの取り
込み，そして，実装されたアプリの画面イメージである．

4.2　結果
平成 25 年 5 月～ 8 月までの 4 か月間で，患者の同意

数 250 件（開院 1 日の同意数が平均 3 ～ 4 件）．4 か月
間は対面同意で患者に今回の実証実験の意義を説明して
実施した．ただし，スマートフォンユーザでないと実証
に参加できないことも説明した．1 日に約 400 名程度
の外来患者に対して対面同意が可能な人数は 100 名程
度，そしてその中でスマートフォンユーザは 10％程度

…
EHR 
PHR

EHR 
PHR

EHR 
PHR

EHR 
PHR

 
File

図6　サスティナブルな設計

図7　実証実験地域と期待される効果と実証実験病院，薬局
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であることが分かった．対象年齢は 60 歳を超えている
人がほとんどであった．実際に実証実験の説明を理解し
実証に同意した患者は一日平均 4 名程度であった．患
者のほとんどがこの実証実験に対して参加しないという
ことはなかったが，技術的な問題（4 薬局以外，ほかの
病院ではできない等，アプリが使えない等）で今すぐに
実証に参加できない方々がいた．

4.3　考察
患者からは，薬の履歴が分かる，飲み忘れなどに効果

があるなどの御意見を頂けたが，QR での取り込みが難
しいという指摘も受けた．薬剤師からは，処方箋 QR，
QR スキャナを行いたいとの声を頂いた．医師からは，
まだスタートしたばかりなので分からないが，持ち込み
薬が分かりやすくなればとの御意見を頂いた．現在，ス
タートして 4 か月であるが，今後は，ディジタルデー

タであるため保管管理が容易である，お薬情報を理解で
きる，過去の調剤情報が分かる，医療機関にお薬情報を
提供できる等の効果を測定する．

今後は，病院・診療所，調剤薬局，患者間での連携が
ライフクラウドのディジタルデータを通じてスムーズに
なることを期待する．

4.4　期待される効果：
効果 1． ディジタルデータであるため，保管管理が用

意である．
効果 2． クリックするとお薬情報を検索できる．
効果 3．過去の調剤情報が分かる．
効果 4． 医療機関にお薬情報を提供できる（本人の同

意による）（図 10）．
図 11 に示すように，この実証が広がることによって，

今まで医師から患者に処方箋をアナログで渡し，それを

図9　お薬手帳アプリ
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図10　持ち込み薬の監査（医師・薬剤師の利用）
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図8　お薬情報の取り込み（クラウドまでの流れ）
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患者が調剤薬局に持って行き，調剤薬局ではレセプトコ
ンピュータにアナログの処方箋を入力し，そして調剤薬
局から患者さんに調剤し，紙のお薬手帳を渡す流れが
あった．このときの問題点は，薬局側では薬局のレセプ
トコンピュータにアナログのデータを入力する時間，薬
局で患者情報を管理し薬剤情報を提供する時間，そして
紙のお薬手帳を発行する時間が掛かる点であった．また，
患者がいつもお薬手帳を持っていればよいが，何度もお
薬手帳を発行しなければいけない点もあった．それらが
ディジタル化で時間短縮，そして一か所（ライフクラウド，
アプリ）で患者の調剤記録が残されると，再度，医療に
掛かる時に患者の調剤記録が正確に分かる効果がある．
つまり，調剤データが医療者，患者側でもディジタルを
利用することによって正確に共有できることとなる．

5 実証実験による今後の課題解決
　（1）持続可能性を追求したモデル

本システムを民間で取り扱えるかどうかを実証実験
で検討することとしている．お薬手帳アプリだけではな
く，健康管理のアプリ（例えば，歩数計，バイタル等）サー

ビスとの連動を実践できる事業者がお薬手帳システムを
運用することの可能性を検討する．ただ，個人情報の取
り扱い等の問題．実際に可能なデータ分析等は実証実験
で明らかにすることとなる．

　（2）個人情報の取り扱い
神奈川県のマイカルテ委員会の下部組織として個人

情報部会を設置し有識者で今回の実証実験に関する取り
扱いルールを策定している．また，今後の民間運用にお
ける取り扱いルールを検討している．

図11　連携するお薬手帳のディジタル化
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1 はじめに
電車に乗ると車内の多くの人がスマートフォンを操

作しているという光景は見慣れたものになってきた．外
出しているときには，スマートフォンでこれから行く場
所までの経路を調べたり，近くのおいしいレストランに
ついて調べたりするなどの検索を行う機会が多いだろ
う．検索には，経路のように決められた情報の中から最
適な情報を探すものや，レストランの評判のように時々
刻々と更新されていく文書群の中から有益な情報を探す
ものなど様々な種類があるが，ほとんどの場合，必要な
情報がスマートフォンの中に格納されているわけではな
い．必要な情報はインターネット上の「どこか」にある
クラウドで蓄積され，アプリケーションからの要求に応
じてクラウド上で情報の重要性に従って選択や並び替え
が行われる．アプリケーションはクラウドから結果を受
け取り，分かりやすい形で情報の提示を行う．

このように，クラウドを利用した検索は当たり前の
ように行われているが，今いる場所やこれから行く場
所などの地域に関する情報（以下，地域情報と呼ぶ）の
検索については，情報を効率良く発見できない場合も
多く，改善の余地があると考えられる．特に，地域情
報を知りたくても，その地域が自分のよく知らない土
地である場合には，ユーザは検索を行うためにどのよ
うなキーワードを入力すればよいか分からないという
問題があった．この問題を解決するための一つの方法
として，名所や名物などの地域に関連するキーワード
を表示することができれば，そのキーワードを利用し
て効率良く地域情報を発見できるようになるのではな
いかと筆者らは考えた．そこで，キーワードを抽出す
る処理などをクラウド上で実現し，クラウドから結果
を受け取ることで効率良く地域情報の発見ができるよ
うなアプリケーションを作成した．

以下では，地域情報を効率良く発見することを目指し

て作成したスマートフォン向けのアプリケーションにつ
いて説明した後で，そのアプリケーションを裏で支える
クラウド上でどのような解析や計算が行われているかに
ついて説明する．また，このアプリケーションを公開し
て得られたユーザからの声と，それを基にしてどのよう
な研究開発を行ったかについて紹介する．

2 アプリケーション
スマートフォンでは，PC と比較すると文字の入力に

手間が掛かる．そこで私たちは，地図をベースとして，
できるだけタップなどの簡単な操作のみで地域情報を発
見することができる Android アプリケーション「発見
探地図エリアダス」を開発した＊ 1．

旅行の計画を立てる際などの悩みとして，「行きたい
地域は決まっているが，その地域にどのようなものがあ
るか分からない」「興味のあるもの（食べたいものなど）
は決まっているが，それがどの地域にあるか分からない」
という二つの場合が主に考えられる．そこでエリアダス
では，これらの悩みを解決するための機能を提供してい
る．以下では，エリアダスの持つ機能について説明する．

2.1　エリアタグの表示
地図をスクロールして地域を指定すると，その地域に

関連するキーワード（エリアタグ）が表示される．エリ
アタグが表示された結果の画面を図 1 に示す．これに
より，その地域を知らなくても，地域の名物・名所など
を知ることができる．図 1 の場合，大分市の辺りでと
り天などが話題になっていることが分かる．

2.2　キーワード分布の表示
エリアタグの中からタップにより選択したり入力し

＊1	 http://areadas.jp/
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たりしてキーワードを指定すると，そのキーワードに関
連する地域を色付けしたキーワード分布が表示される．
キーワード分布が表示された結果を図 2 に示す．

色が青から赤に近付くほどキーワードに関連する地
域であることを表している．これにより，キーワードを
知らなくても，それがどの地域で話題になっているのか
を知ることができる．図 2 の場合，とり天は大分市だ
けでなく別府市でも話題になっていることが分かる．

2.3　検索結果の表示
地域を指定してエリアタグを選択したり，キーワード

分布から地域を選択したりすると，キーワードと地域の
両方を指定したことになる．このとき，指定したキーワー
ドと地域に関するブログ記事を検索して検索結果を表示
することができる．これにより，その地域でのキーワー
ドに関する様々な情報を知ることができる．

3 クラウド上での処理
クラウド上での処理は，アプリケーションからの要求

に応じて計算を行い，必要な情報を抽出・検索した結果
を返す抽出・検索処理と，その抽出・検索を高速に行う
ために必要となる解析処理に分けることができる．これ
らについて順に説明する．

3.1　抽出・検索処理
抽出・検索処理では，エリアタグの表示に必要なキー

ワードの抽出，キーワード分布の表示に必要なキーワー
ド関連地域抽出，ブログ記事の検索を行っている．

3.1.1　キーワード抽出処理
キーワード抽出処理では，地域の

範囲を入力として，その地域に関連
するキーワードを出力する．地域に
関連するキーワードは，その地域に
関して書かれている記事の中でよく
出現する語と考えることができるが，
ただ単に出現頻度が高い語を選んで
しまうと，どのような文章にも頻繁
に出現するような語が抽出されてし
まう．そこで，それほど出現頻度が
高くなくとも，日本全体での出現の
割合と比較してその地域での出現の
割合が高いような語を抽出するよう
に工夫した（1）．

3.1.2　キーワード関連地域抽出処理
キーワード関連地域抽出処理では，

キーワードと地域の範囲を入力として，入力された地域
を分割した小さな領域（以下，メッシュと呼ぶ）の中から，
キーワードに関連する地域とその地域のキーワードとの
関連の度合いを出力する．キーワードに関するブログ記
事を検索して検索結果の記事に含まれる位置情報（記事
中に書かれている地域を緯度・経度の範囲で表現したも
の）の集合を取得し，それを基に各メッシュのキーワー
ドとの関連の度合いを計算する．このとき，「横浜」のよ
うな広い範囲を表す位置情報についてはその範囲に含ま
れるメッシュに対して低いスコアを加算し，「みなとみら
い」のような狭い範囲を表す位置情報についてはその範
囲に含まれるメッシュに対して高いスコアを加算するよ
うにしている．

3.1.3 検索処理
検索処理では，キーワードと地域の範囲を入力とし

て，そのキーワードと地域に関連する文書群を出力する．
一般的な検索エンジンでは，文書がキーワードに関して
言及しているかどうかのスコア（内容スコア）を考慮す
るが，ここでは更に文書が地域に関して言及しているか
どうかのスコア（地理スコア）を考慮することで，関連
する文書群を取得するようにしている．地理スコアにお
ける文書中の位置情報の考え方は，キーワード関連地域
抽出処理と同様，狭い範囲を表す位置情報が対象として
いる範囲内ならば重視するようにしている（2）．

3.2　解析処理
解析処理では，抽出・検索処理を行うために必要な解

析を行う．

図1　エリアタグの表示画面 図2　キーワード分布の表示画面
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3.2.1　キーワード付与処理
キーワード付与処理では，ブログ記事を入力として記

事タイトル及び本文を形態素解析により単語に分割し，
キーワードを抽出して文書に付与する．抽出するキー
ワードは，Wikipedia の見出しとなっている語を利用
している．

3.2.2　位置情報付与処理
位置情報付与処理では，ブログ記事を入力として地名

を表す表現を特定し，地名表現を緯度経度の範囲である
位置情報に変換して文書に付与する．東京の日本橋（に
ほんばし）と大阪の日本橋（にっぽんばし）などのよう
に，日本国内には異なる場所でも同じ表記の地名が多く
存在するため，そのような地名については文書中のほか
の地名表現を手掛かりとして場所を特定するように工夫
している．

3.2.3　キーワード頻度算出処理
キーワード頻度算出処理では，キーワード取得処理に

おいて計算を高速に行えるように，文書に付与された
キーワードと位置情報を利用して，メッシュごとにどの
キーワードが何回出現したかを数え上げてデータベース
に格納する．

3.2.4　検索インデックス作成処理
検索インデックス作成処理では，キーワード関連地域

抽出処理及び検索処理において文書の検索が高速に行え
るように，検索インデックスを作成する．検索インデッ
クスは書籍の末尾に書かれている索引のようなもので，
これにより文書にキーワードが含まれているかどうかな
どを素早く知ることができる．

4 ユーザからの声と 
それを基にした研究開発

これまでに説明してきた様々な技術に基づく処理を
動作させるためのクラウドを用意して，アプリケーショ
ン「発見探地図エリアダス」を公開した．アプリ紹介サ
イトで取り上げて頂いたこともあり，この原稿を執筆し
ている現時点で延べ 2 万人以上の方々にダウンロード
して頂いている．

4.1　得られたユーザの声
筆者らがエリアダスを公開した目的は，エリアダスを

利用して頂いたユーザの方から要望や改善点などをお伺
いして今後の更なる研究開発に生かすためである．そこ
で，スマートフォンをお持ちの方を対象にアンケートに

答えて頂いたり，エリアダスの利用者に直接インタ
ビューをして良い点や悪い点などを答えて頂いたりし
て，ユーザの声を収集した．その結果，「自分の住んで
いる地域に知らないキーワードが出て来て新しい発見が
できた」「ガイドブックとは違う生の声が調べられて面
白い」などの満足して頂けた点があった一方で，不満な
点もあることが分かり，それを整理すると以下の三つの
課題があることが分かった．

何か分からないエリアタグ（1）	
エリアダスでは検索を容易に行えるようにエリアタ

グを表示しているが，そのエリアタグが自分のよく知ら
ないキーワードということがある．この場合，検索を行っ
て自分の興味のある情報かどうかを判断しなければなら
ない．その結果エリアタグが自分の興味のない情報だっ
た場合には，無駄な時間を使ってしまったことになる．

時期を逸した情報（2）	
エリアダスで検索を行って楽しそうなイベントが見付

かった場合でも，ブログ記事をよく読んでみたら既に終
わってしまったイベントだったなどということがある．
この場合も，無駄な時間を使ってしまったことになる．

目的地までのナビゲーション（3）	
エリアダスでエリアタグを元に検索を行ってその地

域に関するおいしそうな食べ物の情報が得られたとして
も，それを食べに行くにはどこに行けばよいかという情
報は得られない．エリアタグの表示位置は大まかな場所
を表しているだけで正確な場所ではないため，エリアタ
グの場所を基にお店にたどり着くのは大変である．

4.2　ユーザの声を基にした研究開発
ユーザの声から得られた課題を解決するための方法

を検討し，一部について以下のような改良を行った．

エリアタグへのカテゴリー付与（1）	
エリアタグが何かよく分からないキーワードである

という課題に対しては，キーワードが「グルメ」に関す
るものなのか，それとも「買い物」に関するものなのか
というような種別を表すカテゴリーを付与し，カテゴ
リー付きでキーワードを表示すればよいと筆者らは考え
た．そこで，キーワードから文書を取得し，文書分類を
行うことによってキーワードをカテゴリーに分類する手
法を考案し，エリアタグにカテゴリーのアイコンを表示
する機能を実現した．カテゴリー付きのエリアタグを表
示した画面の例を図 3 に示す．これにより，よく分か
らないキーワードであっても，カテゴリーが「グルメ」
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であるため自分の興味のある情報か
もしれないなどということがある程
度分かるようになった．また，好き
なカテゴリーを指定できるようにし，
指定したカテゴリーのエリアタグだ
けを表示する機能も実現した．カテ
ゴリー選択時にエリアタグを表示し
た画面の例を図4に示す．これにより，

「グルメ」に関する情報だけを知りた
い場合などに関係ないエリアタグが
表示されなくなるため，効率良く地
域情報を発見できるようになった．

今話題になっている場所の抽出・（2）	
表示

時期を逸した情報が表示されると
いう問題に対しては，そのような情
報を削除すべきではないと考えられ
る．例えば終了したイベントを例に
とって考えると，そのイベントがた
だ一回きりのイベントの場合にはもう参加できないため
役に立たない情報であることが多いかもしれない．しか
し，定期的に行われるようなイベントの場合には，前回
開催時の様子を知る上で役に立つ情報かもしれない．こ
のように，単純にイベントが終了したからその情報を削
除すればよいというものではない．そこで，今まで表示
してきた情報とは別に，今の時点でイベントを開催して
いるなどの理由で話題になっている場所を抽出して表示
し，その場所で今何が話題になっているかを知ることが
できればよいと筆者らは考えた．これまでのエリアダス
ではブログ記事を対象として解析を行ってきたが，ブロ
グ記事は実際の出来事が起きてからそのことについて投
稿するまでの時間が長いため，今の時点で話題になって
いる場所の抽出にはブログ記事ではなく，短い文章を少
ない時間で投稿できるマイクロブログを解析対象として
いる．また，以前から予告があったイベント（バーゲン
セールなど）に関する場所と，予告のなかったイベント

（ゲリラライブなど）に関する場所が区別できるように，
異なるアイコンで表示するようにしている．

5 おわりに
地域情報を効率良く発見することを目指して作成し

たスマートフォン向けのアプリケーション「発見探地図
エリアダス」について紹介した．高速な計算が必要な検
索・抽出処理やそれを行うために必要な解析処理はクラ
ウドに任せ，クラウドから必要な結果を受け取ることに

より，スマートフォンでもストレスなく情報を発見でき
るように設計した．

エリアダスを Google Play 上で公開して御利用頂き，
ユーザからの声を基に課題を抽出した．課題を基に更な
る研究開発を進め，一部については課題を解決するため
の技術を生み出し，それを基にエリアダスを便利に利用
して頂くための新機能を実現した．今後もこのような課
題の抽出，技術の創出，可視化，評価の一連のサイクル
を回すことで，生活に役立つサービスとそれを支える技
術を次々に生み出していければと考えている．
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報検索におけるクエリ入力支援のための特徴語の提
示，”2012 年度人工知能学会全国大会，1C1–R–5–
6, Jun. 2012.
安田宜仁，戸田浩之，“検索位置のごく周辺を対象と（2） 
した地理情報検索，”人工知能誌，vol.23, no.5–C, 
pp.364–373, July 2008.

図3　	カテゴリー付きエリアタグの表
示画面

図4　	カテゴリー選択時のエリアタグ
の表示画面
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1 はじめに
国が平成 13 年 1 月に「高度情報通信ネットワーク社

会形成基本法」を施行するとともに策定された「e-Japan
戦略」では，5 年以内に世界最先端の IT 国家となるこ
とを目指し，電子政府の実現は重点課題の一つとされた．
しかしながら，世界経済フォーラムや国連が ICT に関
して国別に評価したランキング＊ 1 では 20 位付近を低迷
している．総務省の国際比較調査でも，日本は「医療・
福祉」，「教育・人材」，「行政サービス」などの分野での
遅れが顕著だとしている．特に，隣国の韓国は，国連か
ら世界第 1 位の電子政府と評価されているが，世界中ど
こにいてもインターネット環境があれば，国や地方自治
体の各種行政手続きがワンストップでできるなど，日本
より格段に進んでいる．

日本国内のインターネットの年間利用者数は平成 23
年に約 9,600 万人に達するなど，既にネットワーク社
会が形成されているといえるが，各種の行政手続を行う
には相も変わらず行政機関の窓口に出向く必要がある．
全国約 1,800 の自治体では同じような業務を行ってい
るが，大半の自治体では業務を支える各種情報システム
をそれぞれ個別に調達しており，ベンダ任せで随意契約
が繰り返され，コストが高く，利用者の利便性・効率性
も高まらない状態が続いている．もちろん地方自治体も
国と同様に大変厳しい財政状況にある一方で，高齢化等
の課題に直面し，きめ細やかな行政サービス，効率的な
行政運営が求められている．しかしながら，それらを支

＊1　世界経済フォーラム（World	Economic	Forum）「ICT競
争力ランキング（The	Global	 Information	Technology	
Report）」．国連「電子政府ランキング（United	Nations	
E-Government	Surveys）」．総務省「平成24年度版　情
報通信白書」第1部第1章第3節の「1	ICT国際指標分析」
参照．

	 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/
h24/html/nc113110.html

える情報システムに関わるコスト削減や住民サービスを
よくするといった動きはほとんど見られなかった．

そうした中，総務省では，平成 21 年度に都道府県が
実施主体となって市町村が共同利用するための業務シス
テムを構築する「自治体クラウド開発実証事業」を行う
こととし，参画団体を募集した．それを受け，佐賀県，
大分県及び宮崎県の 3 県で協議・調整し，佐賀県は独
自にシステム開発を行い，大分県・宮崎県はベンダが提
供するパッケージ＊ 2 の共通化（改造）を行う方式で提
案し，北海道，京都府，徳島県とともに選定された．九
州 3 県は協議・連携しながら，それぞれの課題認識や
実情を基に，自治体クラウド開発実証事業に取り組んだ．
今では，クラウドの利用，共同化が当たり前のように語
られるが，そうした自治クラウドの先鞭を付けた 3 県
の取組みを紹介する．

2 佐賀県の自治体クラウドの取組み
佐賀県では，情報システムの共同化・ネットワーク化

を通じて，県民のための電子行政を推進するため，平成
20 年に知事及び全 20 市町の首長が参加する「佐賀県
ICT 推進機構」（以下，「機構」という．）を設立した．
その中で，土木設計積算システムの共同利用化など，実
施に移せるところから逐次具体化し，また，時間を要す
る住民情報や税，福祉等の基幹系システム，内部系シス
テムについては具体的方策の検討を進めていた．

そうした経過を経て，総務省の「自治体クラウド開発
実証事業」に取り組むこととなったが，佐賀県では国内
の現状を見る限り期待できるパッケージは存在しないと

＊2　ベンダが提供する既成の市販ソフトフェア．パッケージソ
フトウェア（packaged	software）とも呼ばれる．汎用的な
利用を想定されているため，パッケージを導入する場合は
ユーザ側の実情に合わせるためにカスタマイズが必要とな
る場合が多い．

クラウドの使い方〜利用者の観点から
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判断し，独自にシステム開発を行うこととした．具体的
には，業務プロセスの改善，それに基づくシステム開発
及び実証実験を行い，また大規模災害の発生を想定した
業務継続性など，新たなクラウド技術の検証を行った．

2.1　佐賀県の自治体クラウド実証事業概要
事業では，「住民サービスの向上」「市町の業務効率化」

及び「抜本的なコスト削減」の実現を目的に定め，参加市
町の業務プロセスの改善（以下，「BPR＊ 3」という．）を推進
した上で，市町の共同利用システムの開発実証を行った

（図 1）．
また，参加市町を杵藤地区（武雄市，鹿島市，嬉野市，

大町町，江北町及び白石町）の 6 市町とし，システム
の対象は基幹系業務とされている住民情報，税及び国民
健康保険関係の業務とした．

なお，基幹系業務には福祉関係業務も含まれるが，予
算の関係から除外せざるを得なかった．

2.2　業務プロセスの分析及び改善検討
一般的に情報システムを共同利用する場合，それぞれ

に利用しているシステムを共通のシステムに変えること
になるため，いかに業務を共通システムに合うよう共通
化していくかに重点が置かれる．しかし，住民サービス
の向上や業務効率化を図るためには，職員が行っている
実際の業務を改善し，それに合うようにシステムを構築
していく必要があると考え，BPR に取り組んだ（図 2）．

BPR の実施に当たっては，業務のフロー図や説明書
を作成することで，各職員の業務の流れ・プロセスを，
誰にでも分かりやすく「見える化」し，利用する職員及

＊3　Business	Process	Re-engineeringの略．

び行政サービスを受ける住民の目線に立って，どのよう
な改善方法があるのか，検討・協議を行った．その際，
BPR によって改善された標準化モデル（将来・次期モ
デル）を明示することにより，複数の業務改善とシステ
ムに関わる業務の共通化を同時に実現する方法を取った

（図 3）．
また，BPR の効果を高めるために，現行業務を分析（現

行モデル作成）した後，現状の延長線上では発想しにく
い理想的な「将来モデル」を作成した上で，その実現難
易度を踏まえた，実現可能な「次期モデル」を検討した．
後述する大分県・宮崎県の取組みは，現行システムをベー
スに直接「次期モデル」を構築する取組みであり，アプロー
チの違いも九州 3 県の特徴的な取組みとして注目された．

なお，システムの開発は，次期モデルに基づき行った
（図 4）．

2.3　実証事業の成果
1）業務プロセスの分析及び改善

BPR による効果を実証事業では定量的に計測した．
その方法は，各市町に実証事業用のパソコンを設置し

て，各担当職員に，実際にシステムを操作してもらい，
業務改善後の業務処理時間と，各担当職員から聴き取り

図2　BPRと業務モデル

図1　佐賀県「自治体クラウド実証事業」全体イメージ
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をした現行の業務処理時間との比較を行った．その結果，
住民サービスの向上に関しては，転入・転出届など，住
民の方が市や町の行政窓口に来て，一定の事務手続きの
後，何らかの交付や説明を受ける 19 事務手続きにおけ
る住民の方の待ち時間について，約 31％の削減が実現
できる見込みとなった．

また，市町職員の業務の効率化に関しては，重点的に
業務プロセスの改善を行った 13 業務の全体の事務処理
時間について，約 30％の削減が期待できる見込みとなっ
た（図 5）．
 2）新たな技術の検証

仮想化技術など，新たな技術の検証も行ったが，ここ
では大規模災害対策の検証結果を紹介する．

大規模災害対策としては，遠隔地でのデータのバック
アップと，遠隔地でのシステム復旧を行った．

遠隔地でのデータのバックアップでは，全国の自治体
を結ぶ総合行政ネットワーク（以下，「LGWAN＊ 4」とい

＊4　Local	Government	Wide	Area	Networkの略．地方公共団
体間を相互に接続する専用ネットワーク．

う．）を利用して，佐賀県のデータを京都府で，京都府
のデータを北海道で，北海道，徳島県，大分県及び宮崎
県のデータバックアップを佐賀県で行った．また，京都
府のデータセンタにバックアップした佐賀県のデータを
復元することができた．これによって，万一，市や町の
庁舎が壊滅するような大規模災害が発生した場合であっ
ても，重要なデータを遠隔地で保管することによって，
消失を防ぐことが可能となる．

一方，データの消失は免れたとしても，システムの復
旧が遅れると，住民の安否確認や被災者名簿の作成など，
災害発生からの復旧段階に応じた効率的な住民サービス
の提供に支障を来すことになる．そこでアクティブ / ス
タンバイの DR サイト＊ 5 を東京のデータセンタに設置
し，復旧の検証を行った．その結果，3 時間 25 分とい
う短時間でシステムを再び利用できることが確認された

（図 6）．

＊5　Disaster	Recovery	siteのこと．災害などで主要なシステ
ム拠点での業務の続行が不可能になった際に，緊急の代替
拠点として使用する施設や設備．

図3　BPRの実施手順と業務モデルの関係

図5　業務改善による効果事例	

図 4　業務の現行モデルと次期モデル等関係図
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2.4　実証実験後の取組み
事業に参加した市町職員にアンケートを行ったところ，

住民サービスの向上，業務効率化及びコスト削減などの
面において，評価する声が 7 割を超えた．一方，本格運
用するとなると，「既存システムから共同利用システムへ
の変更に当たって生じる費用負担や業務負担はどうなる
のか？」，「実証事業の成果が，実証実験に参加していな
い自分の市町に当てはまるのか？」，「共同利用のために
選択するシステムが本当に自分の市町に適したシステム
なのか ?」といった様々な課題や心配の声が挙げられた．

このような状況の中，平成 23 年 8 月に機構の首長会
議を開催し，システムの共同利用化の効果や課題，心配
の声も含めて議論し，基幹系の業務システムについて，

おおむね平成 28 年度までに全市町がシステムを共同• 
利用化する
次年度以降，順次，共同利用化を進める• 

ことを目標に具体的検討に取り組む方針が決定した．
この方針を受けて，市町と協議を進めながら，共同利

用化の課題解決のために情報提供依頼（RFI＊ 6）を実施
するとともに，ベンダ各社の協力を得て，市町の各種事
務担当者を対象としたシステムのデモを行った．

その結果，実証事業開始当時に比べ，システム業界が
大きく変わり，

積極的にクラウドサービスの提供に取り組まれてい• 
ること
自治体からの改善要望を取り入れ，毎年システムを• 
バージョンアップし，適宜，機能向上が図られる仕

＊6　Request	For	 Informationの略．入札や調達の事前準備と
して，ベンダに保有製品や提供可能なサービスの概要など
の情報を提供してもらうための依頼．

組みがあること
ハードウェアの更新時期に縛られず，利用したい期• 
間だけ情報システムを利用できること
データ移行についても事業者側で改善が図られてい• 
ること

などが分かった．
それを受けて協議した結果，それまでシステムを所有

して共同利用を実現する方法を採っていたが，クラウド
サービスの利用も含めて共同化を進めることになった．

2.5　現在の状況
前述のような経過を経て，昨年度，県内20市町のうち，

唐津市及び玄海町の 2 市町が機構によってクラウドサー
ビス利用型の情報システムを共同調達した．機構が企画
提案競技（公募型プロポーザル方式）によって契約候補
となる業者を選定し，市町が契約協議を行う方式を取っ
た（図 7）．

この調達では，住民情報，税務，国保及び福祉関係等

図6　大規模災害の発生を想定した業務継続性の検証

図7　	佐賀県 ICT 推進機構の情報システム調達の基本ス
キーム（イメージ）
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の基幹系 52 業務，財務会計，人事給与及び文書管理等
の内部系 10 業務に関わる情報システムを調達した．調
達に当たっては，自治体クラウド開発実証事業の成果を
踏まえ，利用者の利便性向上，業務の効率化及びコスト
削減を図る観点から仕様書を作成した．また，事業者の
選考作業においても，提案書の審査による点数や提案価
格の点数に加え，提案競技に参加した事業者にデモをし
てもらい，各種業務担当者が審査して点数化するなどし
て，契約候補者を選定した．

こうした方式であれば，小規模自治体であっても，客
観的・専門的見地での評価ができること，数によるコス
ト低減が期待できること，営業トークに左右されにくい
ことなど，比較的容易に共同でより良いシステム調達が
可能となる．現在，2 市町では，新システム導入の作業
を行っており，来年 4 月から本格運用を開始する予定
となっている．

機構では，これまで市町と度重なる協議を行い，土木
設計積算システムを 15 市町で共同利用しているほか，
図書館システムが今年秋までに県と 4 町が共同利用す
る予定となっている．また，市町の基幹系，内部系情報
システムについては，前述の 2 市町以外でも，クラウ
ドサービスを単独ないし，共同で調達する動きがあり，
数年後には 1，2 市町を除いてクラウドサービスに移行
する見込みである．

3 大分県の取組み

3.1　大分県がクラウド推進に至る背景
大分県ではいわゆる「平成の大合併」で市町村合併が

進み，平成 16 年 4 月に 58 あった市町村が，平成 18
年 3 月 31 日には 18 市町村となった．

これは全都道府県の中で第 5 位の減少率であり，市
町村数では 4 番目に少ない県である．

この合併の協議の中で，各市町村がそれぞれ独自に構
築及び運用していた情報システムの統合についても検討
が行われたが，システムの刷新を行わず，合併の中心と
なる団体が使用していた旧来のシステムを高い運用コス
トのまま利用する団体が多い状況であった．これに伴う
問題点の一例として，平成 20 年に導入された後期高齢
者医療制度では，同じシステムを導入している団体で
あっても，団体ごとにカスタマイズを行っていたため，
画一的なシステム改修ができず，システム改修費が高額
となったケースもあった．

このような問題点を解決するため，合併時に使われて

いたシステムの更新に当たっては，システムのオープン
化＊ 7 と複数団体での共同利用の検討を行い，その結果，
総務省の「自治体クラウド開発実証事業」を活用し，事
務の共通化を行った上で，クラウド化されたシステムを
開発することとなった．

3.2　実証事業
実証事業は大分県・宮崎県の 2 県共同で行われ，大

分県では参加市町村を募った結果，県内から 5 団体が
参加することとなった．

各参加団体は当時稼動していたシステムの更新時期
を迎えており，実証で終わることなく本稼動を見据えて
参加しており，大変意欲的であった．

実証事業では，LGWAN を利用した遠隔地へのデータ
バックアップやサーバの仮想化などの様々な実験のほか，
複数県にまたがる共同提案という特性を生かすため，「県
域を越えた事務の共通化」にも重点を置いて取り組んだ．

3.3　本稼動の開始
大分県では実証事業を経て，平成 23 年度に 3 団体が，

平成 24 年度には加えて 1 団体が実証実験で開発した基
幹業務システムの本稼動を開始した．本稼動に当たって，
システムのサーバは「豊の国ハイパーネットワーク」と
いう，県と市町村を高速・大容量の光ファイバ網で結ぶ
ネットワーク上に構築されたクラウド基盤「豊の国ハイ
パーネットクラウド」上に設置をした．豊の国ハイパー
ネットクラウド上ではこれ以外にも，県と県内全市町村
の共同利用による公共工事電子入札システムなど，他シ
ステムの運用も行われている（図 8）．

この豊の国ハイパーネットクラウドを利用すること
により，サーバ保守やシステムの運用管理の負荷の軽減，
共同利用によるコスト削減といったクラウド化のメリッ
トと，自治体クラウドに求められる通信スピードやセ
キュリティの高さを両立している．

現在，この実証事業ベースのクラウドを利用している
4 団体は，システムの安定稼動やクラウドの普及・発展
等を目的として平成 24 年 8 月に「大分県自治体クラウ
ド Acrocity ＊ 8 協議会」を設立し，運用を行っている（当
初は 3 団体で設立し，後に 1 団体が加入）．

また，平成 25 年 4 月には新たに 1 団体が同クラウド

＊7　製品やサービスが特定のベンダに限定されないよう，汎用
コンピュータシステムをサーバ系システムに移行したり，
仕様が公開されているプログラム言語やソフトウェアを利
用してシステムを構築することなどを指す．

＊8　Acrocityは利用しているパッケージシステムの名称．
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による稼動を開始したところである（表 1）．

3.4　もう一つの自治体クラウド
大分県では前述の実証実験で開発されたクラウドの

ほかに，別のパッケージシステムをベースとした基幹シ
ステムのクラウド化の取組みが行われ，平成 23 年度に
参加 8 団体によるクラウド化推進を目的とした協議会

「大分県自治体クラウド Tops ＊ 9 協議会」が設立された．
その後検討作業や移行作業を経て平成 24 年度中に参加
8 団体全てが本稼動を開始した（表 2）．

このクラウドも前述の実証実験を経て稼動したもの
と同じく「豊の国ハイパーネットクラウド」上で動作し
ている．

＊9　Topsは利用しているパッケージシステムの名称．

3.5　大分県のクラウドの今後
このように大分県では現在，基幹業務のクラウド化に

ついては二つの団体に分かれた形で運用が行われている．
二つの団体に共通するのは，実証実験で構築したシス

テムを本稼動で利用する，あるいは従来利用していた
パッケージシステムをクラウド化するなど移行を速やか
に行える手法を取っているということにある．

このことにより移行に掛かる事務処理の見直し等を
完全な新規システムに移行することに比べ少なく抑える
ことができ，これが，短期で多くの団体がクラウドへ移
行できた要因の一つと考えられる．

また，県内に二つクラウドシステムがあることにより
各市町村の選択肢ができ，ベンダ間の競争が生まれ，サー
ビスの向上や価格低減を促進する効果も期待できる．

今後は，基幹業務システムのクラウド化を行っていな
い大分県内の団体についてもハードウェアの更改を順次
迎える中で，クラウド化を選択肢の一つと考えており，
更に利用団体が増えることが期待される．

表1　実証実験ベースの自治体クラウドの推移
平成21年 10月 自治体クラウド実証事業開始

（宮崎県との共同）

平成23年  3  月 自治体クラウド実証事業終了

平成23年  9  月 杵築市が実証実験ベースのクラウドで基
幹業務システムの本稼動を開始

平成23年 10月 日田市が稼動を開始

平成23年 12月 宇佐市が稼動を開始

平成24年  7  月 豊後大野市が稼動を開始

平成25年  8  月 日田市，宇佐市，杵築市の3市により「大
分県自治体クラウドAcrocity 協議会」
が発足

平成25年  4  月 豊後大野市が協議会に加入

平成25年  4  月 九重町が稼動を開始

図8　豊の国ハイパーネットワークと自治体クラウド

表2　自治体クラウドTops協議会の本稼動までの経過
平成23年  7  月 県内 8市町村（臼杵市，津久見市，竹田

市，豊後高田市，由布市，国東市，姫島
村，日出町）により「大分県自治体クラ
ウドTops 協議会」設立

平成23年  8  月 事務共通化等，クラウド移行にかかる協
議・検討を開始

平成24年  7  月 臼杵市，豊後高田市が稼動を開始

平成24年  8  月 津久見市，姫島村が稼動を開始

平成24年  9  月 由布市，国東市，日出町が稼動を開始

平成24年 10月 竹田市が稼動を開始
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4 宮崎県の取組み
宮崎県は，「宮崎情報ハイウェイ 21」という，県と市

町村を光ファイバで接続した県内の地域通信網を持って
おり，LGWAN，教育ネット，国保関連など様々なネッ
トワークを効率良く構築・運用することが可能である．

平成 21 年度の総務省の実証事業公募の際は，ちょう
ど次期ハイウェイの更新を検討しており，更なる利活用
促進の有効策として「県市町村間のシステム共同利用を
改めて検討すべきではないか」という議論が再燃してい
た．そうした折，タイミング良く，総務省の公募が開始
され，更に大分県から共同提案を打診されたことも後押
しとなり，県内の市町村へ打診したところ，システム更
新を検討していた五つの市町が参加の意志を示したこと
から，大分県との共同提案という形で，実証事業に参加
することとなった．

4.1　宮崎県の本稼動状況
総務省の実証事業は平成 22 年度末で終了したが，そ

の後，参加団体 5 市町のうち 3 市町が本稼動へ移行した．
また，実証事業期間中に，実証参加団体とは別の町が共
同利用に向けた研究会を発足し，平成 23 年度には，財
団法人地方自治情報センタ（以下，「LASDEC＊ 10」とい
う．）の「自治体クラウド・モデル団体支援事業」に採
択された．これは，宮崎県内の三つの町と熊本県の 1
町が県境を越えて共同利用する事例であり，全国的にも
前例のない取組みとして注目された．

＊10　Local	Authorities	Systems	Development	Centerの略．

宮崎県では，平成 25 年 3 月末現在，26 市町村のう
ち 9 市町が自治体クラウドの本稼動フェーズに入って
いる（図 9）．

以下，実証事業への参加から本稼動に至る推移を整理
する．

平成 21 年 10 月：総務省実証事業開始
平成 22 年  7  月： 県市町村 IT 推進連絡協議会に「共

同利用検討部会」を設置
平成 22 年  8  月： 都農町などが共同利用の研究会設

置
平成 23 年  3  月：総務省実証事業終了
平成 23 年  3  月：門川町　本運用開始
平成 23 年  8  月： LASDEC「自治体クラウド・モデ

ル団体支援事業」に都農町，高原町，
川南町，錦町（熊本県）が採択さ
れ本稼動に向けた取組みを開始

平成 24 年  1  月：日向市　本運用開始
平成 24 年  2  月：延岡市　本運用開始
　　 　〃　 　　： 高原町，都農町，川南町　本運用

開始
平成 24 年  7  月：美郷町　本運用開始
平成 24 年 10 月：五ヶ瀬町　本運用開始
平成 25 年  3  月：日之影町　本運用開始

4.2　自治体クラウドの効果
本運用に入った自治体との意見交換等により以下の

効果が得られることが分かった．
（1）システムコストの大幅な削減
（2）システムの安全性確保

図9　宮崎県における自治体クラウド本稼動の状況



小特集 クラウドの使い方・使われ方

解説 佐賀県，大分県及び宮崎県における自治体クラウドの取組み 201

（3）業務担当者間の横連携強化
（1）のコスト削減の内容として，数字として取り沙

汰されるのは「システム導入に関わる経費」や「運用保
守経費」を指すことが多い．例えば，人口約 13 万人の
延岡市の場合，年間約5,000万円の削減と試算している．
また，人口 1 ～ 2 万人の門川町や都農町などでは，年
間約 1,000 万円程度の削減を見込む．更に，毎年のよ
うに発生する「法改正等に伴うシステム改修経費」も割
り勘効果が得られるため，長いスパンで見ると表に出て
くる数字以上の経費削減が期待できる．
（2）に関しては，東日本大震災以降，クラウド化の

波が加速したと感じられる．自治体クラウドでは，外部
の堅牢なデータセンタにシステムやデータを設置するた
め，仮に役場の建物に甚大な被害が及ぶ大規模な災害に
見舞われても，システムやデータは被害から守ることが
できると考えられるからである．実際，東日本大震災で，
役場庁舎の損壊やそれに伴うシステム被害は報告されて
いるが，民間データセンタ等の大きな被害は報告されて
おらず，BCP ＊ 11（業務継続計画）を実現する上でも，ク
ラウド化は有効な手段だと考えられる．
（3）に関しては「役場を越えて担当職員同士の横の

繋がりができたことが良かった」という市町村の職員の
声が大変多かったことである．一般に，行政機関は縦割
が強く，横との繋がりが弱い傾向にある．共同化に向け
た作業を密に行う過程で，同じ悩みを共有するほかの自
治体職員と接し，継続的に相談し合える関係となって
いったことは，事業に参加して最大の成果だという人も
いたほどであり，共同化・クラウド化の余り表に見えな
い大きな効果の一つといえるだろう．

4.3　 実証を通して～小規模自治体への支援の必要性～
総務省の実証事業は，公募要綱の中に「都道府県の

リーダーシップのもと実施すること」という条件が記載
されていた．小規模自治体は少人数で業務を行うことも
あり，専門職員はおらず複数業務を掛け持ちしているこ
とが多く，新しい事業に取り組むには体力的にかなり厳
しい現実がある．

一般的な傾向として，規模の小さな自治体は，基幹系
システムに限らず，庁内ネットワークやその他システム
を 1 社のベンダと契約することが多い．悪い方に考え
ると，ベンダロックされてしまうことも懸念されるが，
小規模自治体では，情報専門の職員がおらず，一人で情
報，観光，広報など複数の業務を抱えざるを得ず，しっ

＊11　Business	Continuity	Planningの略．

かりとサポートしてくれる IT 事業者の存在は担当者に
とって心強い存在なのである．

図 10 は，実証事業の際の県と参加市町の体制図，並
びに規模の違いによる情報担当部署の組織概要を整理し
たものである．小規模な自治体では，クラウドのような
新しい取組みを行う場合，マンパワー不足が明らかで，
実証事業当時は受託事業者の SE が現地に常駐すること
で対応した．目に見えるコストだけを削減するのではな
く，担当者の負担など見えないコストの合理化も考える
ためには，どこの事業者でも良いというものではなく，
自治体ごとに自分のところに合った事業者をしっかりと
選ぶことが重要である．

5 終わりに
自治体クラウドについて，国や自治体では情報システ

ムの調達コストを削減するための方策として語られるこ
とが多い．しかし，佐賀県，大分県及び宮崎県の自治体
クラウドの取組みは，それぞれの地域の背景，課題等か
ら，アプローチは異なっているがいずれもコスト削減と
併せ，効率的な行政事務，行政運営，より良い行政サー
ビスに繋げることを目的としている．

今回の実証事業でデータバックアップや被災した情
報システムの復旧実証を行い，その効果が検証されたが，
その後に東日本大震災が発生した．日本の電子行政が
もっと進んでいれば，震災の復旧・復興はもっと違った
展開を見せたであろうと思うと悔やまれる．

自治体のほとんどでは情報技術の専門職員がいない
こともあって，ベンダに依存し，調達コストが高く，ま
たほかのベンダに乗り換えようとすると手切れ金といわ
れる法外な費用を請求されるなどの問題があった．クラ
ウドサービスは，システムの管理を自治体職員が行う必
要がないため管理負担が大幅に削減されるとともに，調
達や運用に関わるコストが低減できること，また大規模

図10　	自治体クラウドの推進体制と規模による情報担当
部署の相違
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災害に対する可用性強化などの効果がある．
クラウドサービスの拡大に伴い，システム業界の再編

が起こるであろうが，旧態依然としたベンダロックと
なってしまっては元も子もない．クラウドベンダは公共
サービスを提供する自治体のパートナーでもあり，社会
的な責務として最適なソリューション，的確なサービス
を適切な価格で提供してほしい．

自治体の存在意義は住民に質の高い行政サービスを
提供することにあり，ICT はそれを実現するためのツー
ルに過ぎない．しかしながら，そのツールの意義は大き
く，技術の進化やベンダサービスの高度化が，行政サー
ビスに多大な影響を与える．

去る 5 月，社会保障と税に関わる番号法案が可決，
成立した．番号制度により，様々な行政機関が個別に保
有している個人や法人の名寄せが確実かつ容易に行える
ようになるため，行政のワンストップサービスの実現と
無駄な行政コストの削減が期待されている．

行政のサービスは一つの自治体・部署で完結するばか
りではなく，ほかの市町村はもとより，国や県とも密接
に関係するものも多い．行政機関同士の情報連携に必要
なインフラが整備されることにより，停滞している日本
の電子行政が急速に進展することが期待される．

今後，システムに対して，情報連携の実現と行政サー
ビスの高度化に伴う機能追加や改修が，今まで以上に求
められる．従来のような個々の自治体が独自仕様のシス
テムを所有することでは対応が難しくなることは明らか
であろう．

こうしたことから，自治体システムのクラウド化を進
めるとともに，自治体とベンダがより良いパートナーと

なって，国民が実感できる，国民のための電子行政を推
進していかねばならない．

志波幸男 　
昭 52九州工業大学・工・情報工学卒．
同年（株）日本統計センター入社．昭
55佐賀県庁入庁．以来，福祉，教育，
情報化，電子行政等の業務に従事．
平 19統括本部情報・業務改革課長，
22 統括本部副本部長・情報課長事
務取扱，24 統括本部副本部長，25
佐賀県特別技術顧問．総務省情報通
信審議会専門委員（平 22 年 9月～
25年 1月）．平 22年度全国都道府県情報管理主管課長会会長，
23年度都道府県地上デジタル放送普及対策検討会会長．平 23
年度（財）地方自治情報センター特別表彰，24 年度総務大臣賞
受賞など．

染矢哲朗 　
平 7大分県庁入庁．以来，企画振興
部 IT 推進課，企画振興部広報広聴
課などを経て，平 24 年 4月より商
工労働部情報政策課主査（現職）．

井上英幸 　
昭 63 九州大・理・数学卒．平 2同
大学大学院総合理工学研究科卒．平
2松下電器産業（株）入社．平 8宮
崎県の 3セク企業（Uターン）．平
21 宮崎県入庁．以来，IT 調達に関
わる業務をはじめ，自治体クラウド
や県庁内の最適化事業など県全体の
情報システムの合理化・高度化に取
組む．
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1 はじめに
岩手県釜石市は，岩手県の南東部，陸中海岸国立公園

のほぼ中央に位置し，東は太平洋に，西は遠野市と住田町
に，南は大船渡市に，北は大槌町にそれぞれ接している．

気候は，三陸沿岸に位置しているため，海洋の影響と
地理的条件から，北東北地方の中にあっても四季を通じ
て比較的温暖である．

歴史的には，1854 年 12 月 1 日に南部藩士大島高任
が日本で初めて溶鉱炉による製鉄に成功した，我が国近
代製鉄発祥の地として，製鉄を中心とした「ものづくり
のまち」として発展してきた．

また，暖流と寒流がぶつかり合う良漁場，世界三大漁
場として知られる三陸沖の豊富な漁業資源を目前とし，
天然の良港である三陸沿岸のリアス式海岸の地形を生か
した漁場の中心港とした「漁業のまち」としても発展し
てきた．

しかしそのリアス式海岸の地形は，港の奥の陸地に近
くなるほどその水域が狭くなっているため，津波が来る
とその威力は増大し，大きな被害を受けやすい．三陸沖
には日本海溝を震源とする地震の震源地があり，これま
でに幾度となくその地震による津波の被害を受けてい
る．大きなものでは，明治 29 年の明治三陸大津波，昭
和 8 年の昭和三陸大津波，そして記憶にも新しい平成
23 年の東日本大震災などがある．また，三陸沖を震源
とする地震・津波以外にも，昭和 35 年には地球のほぼ
裏側に位置する南米のチリで発生した巨大地震による津
波が 1 日以上掛けて日本に到達し，それもまた大きな
被害をもたらしている．

この度重なる津波被害が，今回釜石市が自治体クラウ
ドに取り組む大きなきっかけとなった．

2 情報化への取組み
釜石市の情報化については，平成 18 年度まで情報推

進課が一括して所管していたが，平成 19 年 4 月の機構
改革によりブロードバンドゼロや携帯電話の不感地域解
消などの地域情報化を進める部門と，庁内の情報システ
ムを扱う部門が別々の部署に分かれた．本来，情報化で
括られるべき様々な課題が行政情報化と地域情報化とに
分裂してしまっては，どちらにも関係する事項に「どち
らも手を付けない」という事態にもなりかねず，様々な
場面で協議しながら進めてきた．

とはいうものの，詳細な事柄で連携が取れていなかっ
たことも多かったことから，平成 21 年に情報化を扱う
部門を情報推進係として一本化し，情報化を進める体制
を整えた．本項で記述する自治体クラウドや，電子申請
などを扱う電子自治体への取組みについても，その例外
ではなかった．

平成 22 年 3 月，計画年度を平成 23 年度から平成 27
年度の 5 年間とする第三次釜石市情報化計画を策定し，
新たに整備される情報基盤を活用した情報化の効果に
よって，総合計画など釜石市全体の政策が効率的・有効
に実施されることを目標に情報化の実現，業務の効率化，
住民サービスの向上を目指して計画を進めてきた．

とりわけ地域情報化については，平成 23 年 7 月 24
日に迫ったアナログテレビ波の停波に伴うテレビ放送の
ディジタル化対策のため，また，総務省の「光の道」構
想に沿った市内全域の通信網のブロードバンド化を目指
し，同省の「地域情報通信基盤整備交付金」（いわゆる
ICT 交付金）を活用し，市内全域に光ファイバを敷設し
て地デジ難視地域のゼロ化，ブロードバンドゼロ地域の
解消を図ってきたところである．

クラウドの使い方〜利用者の観点から
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3 東日本大震災による被災
そのような中，平成 23 年 3 月 11 日，マグニチュー

ド 9.0 の巨大地震が発生し，当市を巨大な津波が襲う．
いわゆる東日本大震災の発生である．

当市において，死者・行方不明者 1,000 人以上，家
屋の被害 4,700 戸以上の甚大な被害をもたらしたこの
大災害は，当市の内部情報システム，基幹系システム，
それまで ICT 交付金で整備してきた地域情報通信基盤
にも甚大な被害をもたらした．幸い，基幹系システムを
設置しているサーバ室は被害を受けずに済んだが，市役
所庁舎周辺一帯ががれきの山と化し，電気，ガス，水道，
電話，通信のインフラも全て遮断されてしまった．そし
てその状態は全てが従前どおりに回復するまで半年も掛
かるという長期に及んだ．

市では，安否情報や避難者名簿の作成，市民の各種届
出に対応するため，市役所の機能を被害の少なかった釜
石駅前の市施設・釜石物産センターに一時的に移転し，
そこに災害対策本部を設置し災害対応業務を行った．震
災後，1 週間は本部も停電状態であったが，ほどなく電
気，電話と復旧してきたことから，サーバ室との回線の
復旧作業を行い，各種届出や罹災証明発行などの手続き
を行うための窓口を 4 月 1 日に開設した．

物産センターでの仮設窓口は，市役所本庁舎付近のイ
ンフラの復旧が遅れたため震災後半年以上続いた．その
中で，「いかに震災後に行政サービスを速やかに提供で
きるのか」という課題に対する回答を模索し始めた．我々
現場の職員は，実際にサーバが被災したわけではなかっ
たため自分たちの取ってきた対応がベストであったと捉
えていた．

また，これまで経験したことのない大震災直後の混乱
の中，通常の「行政サービス」を開始する以前に被災者
対応だけで手一杯で，震災後 1 週間はほとんどろくに
夜も寝ないまま避難所運営対応や物資の仕分け，遺体の
搬送から火葬場の出棺まで行うなど，本来業務以外の対
応で精一杯だった．

最初の行政手続きは，震災で犠牲になられた方々の死
亡届の手続きからだった．これは，サーバが復活するの
を待つまでもなく，前月末の住民基本台帳データのバッ
クアップ DVD を元に，紙ベースで受付処理のみを行っ
た．その業務は，犠牲者の御遺体を火葬し遺族の元に届
けるということからもシステム復旧を待っていられない
業務であった．

震災後，20 日を過ぎた 4 月 1 日に基幹系システムが
復旧してからは，それまで紙ベースで蓄積していたデー

タの入力作業が夜を徹して行われた．そして罹災証明書
の発行手続き．本来の業務が通常ベースに戻るまではそ
れから半年ほど続き，物産センターに仮設窓口が設置さ
れている間は災害対応が主な業務となった．現代の行政
サービスにおけるシステムの重要性を痛感した時期で
あった．

4 北九州市との縁
当市の基幹系システムは，ちょうど平成 24 年 12 月

にリプレースをする時期であった．震災後に，我々が取っ
た対応が精一杯の対応ではあったにせよ，それなりに行
政サービスの停滞を招いたことから，そもそものシステ
ムの在り方を考え直す必要性を強く感じていた．

そのような中，震災復旧支援に来て頂いていた北九州
市の職員の方から，「北九州市のクラウド基盤を活用し
て情報システム分野での支援をしたい」とのお話を頂い
た．北九州市とはそれまで「九州・山口の近代化産業遺
産」を世界遺産に登録しようという取組みを通して，当
市が近代製鉄発祥の地でもあることから行政間の繋がり
は少なからずあったものの，情報システム分野では全く
繋がりはなかった．

しかし，クラウド基盤の活用については，折しも「被
災自治体復興期成同盟会」で，周辺自治体と自治体クラ
ウドについて検討を始めようとして，我々も情報を収集
していたところであった．

当市のシステムは，前述したとおり平成 25 年 1 月に
リプレース時期を迎える基幹系システムと，同年 9 月
にリプレース時期を迎える内部系システムとがあり，そ
れぞれで契約期間及びリプレース時期が分かれている．
今回はそのどちらのシステムも震災では被災を免れたた
め，直近でリプレースを迎える基幹系システムをクラウ
ドに移行することと，北九州市からの支援の提案をどの
ようにして生かすかを中心に検討作業に入った．

北九州市からは，「1. 北九州市のクラウド基盤と基幹
系システムをそのまま使う．2. 北九州市のクラウド基
盤で当市のシステムを運用する．3. 北九州市のクラウ
ド基盤に当市のシステムのバックアップを置く．」の 3
とおりの提案を頂いたが，1. については，システムの
仕様が変わることで職員の負担が増え復興の妨げになり
かねないこと，2. については，万が一の災害の際にシ
ステムベンダが近くにいるほうが迅速な対応が期待でき
る，などの理由から，3. のバックアップデータを北九
州市のクラウド基盤に置くことで進めることとした．具
体的には，北九州市のクラウド基盤を活用したバック
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アップサービスを北九州地区の電子自治体協議会として
サービス提供することとし，その加盟団体が利用する形
態を取ることとしたため，釜石市も北九州地区電子自治
体推進協議会の特別会員として加盟し，そのサービスを
利用することとなった（図 1）．

5 自治体クラウドへの取組み
これまで当市を含む岩手県沿岸市町村の基幹系シス

テムは，自庁舎内にサーバを設置する形でシステムを運
用してきた．

今回の東日本大震災の被災を受け，多くの市町村での
サーバの流出や，データの滅失があったこと，早急に市
民サービスを復旧させることなどを考慮し，総務省の被
災自治体情報化推進事業が国の第三次補正予算において
措置され，自治体クラウド事業についても導入経費に対
し 1/3 の補助金が出ることとなった．

当市においても，実際に基幹系システムに被害はな
かったものの，データの確実なバックアップや，導入コ
ストと 5 年間の賃貸借料金（これまでは 5 年間のリー
ス契約）を考慮した場合，自治体クラウド導入に向けた
取組みを行うことでより確実な行政運営を行うことがで
きると判断し，導入に向けた準備を進めた．また，北九
州市からの支援についても，データの二次バックアップ
として活用させて頂くことで，より安全なデータ管理を
行うことができ，市民サービスに有用であるとの首長の
判断により，システムのクラウド化，更には日本国内を
縦断する形でのデータのバックアップと，これまでにな

い新たな自治体の連携を進めることになった．
基幹系システムのクラウド化はプロポーザル方式に

より業者を募集した．平成 25 年 1 月 15 日に運用を開
始することを前提に工程を逆算し，平成 24 年 5 月に募
集を開始し，7 月には業者決定を行い詳細の詰めに入っ
た．システムの更新に伴う各種帳票の確認や，業務フロー
の見直しなどを，基幹系システムを利用する担当課とシ
ステム納入業者と打ち合わせを何度となく行い，平成
25 年 1 月 15 日に予定どおりクラウド化した基幹系シ
ステムが運用を開始した（図 2）．北九州市の支援につ
いては，クラウド上のデータの二次的バックアップを行
う形で，当市のデータセンタから北九州市クラウド基盤
を NTT のフレッツ VPN ワイドで東西間接続を行い，
北九州市側がデータを取得する形で毎日バックアップを
行うこととした．クラウド運用開始前にバックアップの
動作確認の試験を行ったところ，データバックアップに
要する時間は 5 分程度であった．

実際に運用を開始してみて，窓口を担当する職員も，
データについて「クラウド化」されていることを意識す
ることなくシームレスに移行できたことは，東日本大震
災からの復興途中である当市にとって，ともすれば復興
の妨げとなるシステムの入れ替えが順調に行われて，し
かも北九州市にバックアップも毎日行われるという「安
心感」も相まって，我々システム管理者側でも一安心と
いったところである．

図1　釜石市と北九州市の位置
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6 自治体クラウドの意義
震災に伴い，復興部門に多くの職員が配置され，他自

治体からも多くの職員に応援を頂いている中で，情報シ
ステム部門の人員は削減されてきた．

そのような中，少ない人数で業務を回していくには情
報システム部門と現場担当部門の連携を密にすることが
不可欠であり，かつ，情報システム部門の人間が専門的
になりすぎないことが不可欠だと感じる．

自治体の職員は電算・情報通信分野の専門職がいない
のが一般的である．そのような中，情報システム部門に
配置された職員は，それぞれが自ら勉強し，情報通信シ
ステムに関する知識を蓄えていく．しかし，その部署に
情報通信分野に長けた職員が長くいるとは限らないのが
自治体の人事異動の常である．

人事異動で職員が代わってもシステムのメンテナン
スは継続する必要があり，障害時には迅速に対応しなけ
ればならない．そういった意味で，自庁舎内にサーバを
持つということは，それなりの人間も抱えなければなら
ない．それが規模の大きな自治体であれば可能かもしれ
ないが，当市のような小規模な自治体では不可能である．
メンテナンスや障害時の対応は極力ベンダに任せるのが
賢明である．システムをクラウド化するということは職
員の異動についても意義があるといえる．

また，自治体クラウドでは，導入の利点として複数自
治体が同じクラウド基盤で業務を行うことによる「割り
勘効果」をよく耳にする．これについては既に事例があ
るとおりシステムの使用料金の割り勘効果が期待できる
かもしれないが，単独の自治体がこの割り勘効果を求め

てほかの自治体にクラウド利用を呼び掛けても応じる自
治体は少ないと思われる．平成 7 年の合併特例法の改
正によって多くの市町村合併が行われた「平成の大合併」
においても，職員の一番の負担となったのは合併する市
町村同士のシステムの統合であったという話をよく聞
く．市町村はどこでも同じ事務を行っているにもかかわ
らず，使用しているシステムはその市町村によって違い
があり，それを統合することは情報システム部門の職員
のみならず現場の職員においても大きな負担となる．今
回，東日本大震災からの復興時期にあってシステムの統
合について職員の手を煩わせることができない中，ほか
の市町村に対して共同利用を呼び掛けることは当市とし
ても得策ではないと判断した．

割り勘効果は魅力的であることかもしれないが，自治
体クラウドの本質は別のところにあるものだと考える．
つまり，職員の専門職化を防ぐこと，情報システム部門
に携わる職員の負担を軽減することが大切であり，また，
自治体として最も大切なデータである住民基本台帳など
の基幹系データをより安全に安心できる体制で管理でき
ることが一番の“肝”なのではないか．システム利用の
割り勘効果は結果として付いてくるものであり，それを
狙ったことで職員の負担が増えたり，データが漏えいの
危機にさらされたのでは元も子もない．

更に，ベンダロックに関してであるが，これについて
も自治体クラウドの取組みの利点としてよく取り上げら
れているが，これは，クラウド化することによって特定
のベンダに縛られる，いわゆる「ベンダロックイン」を
防げるというものである．

もちろんベンダロックによる弊害も一部では言われ

図2　釜石市のクラウド概要
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ていることであるが，今回の震災により一番有り難かっ
たのは，それまで自庁舎内のサーバ類のメンテナンスな
どを依頼していたベンダが，震災後すぐに駆けつけてく
れたことである．それは，これまで長期にわたって当市
のシステムのメンテナンスを行ってきたベンダで，しか
も地元に基盤を持つベンダだったからこそであり，長年
の信頼関係と地元で営業している地の利を生かした震災
時の交通の混乱の中での駆けつけであった．それは本当
に心の底から有り難かったし，電気も通信も復旧してい
ない中で，紙ベースのデータを届けてくれたことは基幹
系システムを預かる者としてとても心強かった．

非常時の体制を考えた場合，クラウド上にデータを置
くということは緊急時，電気も通信も遮断された際にど
れだけ早く回復できるかが鍵となる．ベンダを選定する
際に，「ベンダロックイン」を防ぐことに気を取られ過
ぎず，身近な，「顔の見える」地元のベンダを参入させ
ることは金額の多寡にかかわらず重要視されるべき事項
だと考える．

7 終わりに
  今回の自治体クラウドに対する取組みについては，

バックアップサービスについて協力頂いている北九州市
なしでは語れない．

震災後間もなく，災害対策本部広報班に勤務していた
我々に対し，北九州市情報政策室から，避難所運営のた
めに支援に来て頂いていた職員の方が訪ねてきて，クラ
ウドや，バックアップの件について丁寧に説明して下さ
り，今回の我々の行ったシステムのクラウド移行につい
てある程度の方向性を決めるアドバイスを頂いた．震災
前から北九州市とは製鉄所がある関係で「鉄のつながり」

があったが，今回の震災に当たっての支援については，
正に鉄づくりが生んだ縁のようなものを感じた．事業実
施に当たって実際に何度か北九州市を訪問したが，鉄路
で 8 時間以上も掛かる北九州市に当市のデータがバッ
クアップされていることを思うと，当市にどんな災害が
あっても，基本データは守られているという安心感があ
る．余談になるが，北九州市はその地理的な要因から，
地震も少なく，津波の被害にあったこともなという．基
幹系システムでつながった北九州市とのクラウド基盤の
つながりを，今後は更に展開していく方向で現在事務レ
ベルの相談をしているところである．

情報通信分野の時代の流れはとても速く，我々が付い
ていけないスピードで革新的なシステムや技術が開発さ
れている．我々自治体の一般職員がその流れに乗ってい
くことはとても大変なことではあるが，今回のクラウド
のように，職員は手法や方向性だけを決め，その技術的
なことはベンダに任せるといった方法で業務をこなして
いく方向になるのであろう．「自治体クラウド」という
言葉がそのうち“死語”となるほど一般化し，情報通信
系の技術の進歩が地方自治体の業務改善，住民サービス
の向上に寄与することを願っているし，そうなるに違い
ないとも思っている．

佐々木　豊 　
昭 63 年 4月釜石市役所入庁．都市
計画課，新都市開発推進室で釜石駅
周辺整備事業に従事後，平 9国民健
康保険担当，平 15 財政課予算担当
を経て，平 19広聴広報課広聴係長．
平 24 課長補佐兼情報推進係長とし
て今回の自治体クラウド事業に従
事．平 25 年 4月から都市計画課課
長補佐兼復興住宅整備室長補佐．
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1 まえがき
モバイルクラウドは，急速に広がり，あっという間に

華々しい進化を遂げている．MCPC（Mobile Computing 
Promotion Consortium）は，「モバイルコンピューティ
ングシステムの本格的かつ健全な市場の形成・拡大のた
めに，関連企業，報道関係者等が連携し，より高度，効
果的かつ経済的なモバイルコンピューティングシステム
実現，発展のための技術上の課題，課題への対応，開発
の推進，標準化及び普及啓発活動等を行い，情報化社会
の発展拡大に貢献すること」を目的（図 1）として 1997
年に設立したコンソーシアムである．このコンソーシアム
に 2 年ほど前に「モバイルクラウド委員会」が設置され，
日本におけるモバイルクラウドの発展に向けて各種検討
を行っている．当初，モバイルクラウド委員会も通常通
りの手法で，技術，発展上の課題を挙げ，発展普及させ
る検討を行っていたが，それがなかなかうまくいかない
のである．このモバイルクラウドに関しては調査をすれ
ばするほど，普及啓発などという従来の手法で発展させ

ていくことが難しいのである．そして，どうもその原因が，
今起きているモバイルクラウドのイノベーションの進化
の潮流にあることも分かってきた．つまり，今の IT，モ
バイルクラウドの進化の中で，「今までどおりのやり方で
はうまくいかない」ということが分かってきたのである．
果たしてその真の原因はどこにあるのか？  ここでは，多
少僭越，チャレンジブルではあるが，モバイルクラウド
委員会の検討を通して分かってきたことを，筆者自身の
モバイル Suica，ケータイクレジット等の新サービスの立
ち上げに携わってきた経験を踏まえ，更に視点を高くし，
このまま IT，モバイルクラウドの発展，進化が行われて
いくことへの疑問点，そこから見出される日本の価値を
述べてみたいと思う．

2 日本に合わない
今のイノベーション手法

モバイルクラウド委員会は，「日本のクラウドサービ
スと世界に誇れるワイヤレスネットワークを組合せるこ

世界のＩＴ（モバイルクラウド）
の進化はこれで良いのか？

森山浩幹　Hiromiki Moriyama　MCPC モバイルクラウド委員会委員長

解 説

図1　MCPC概要

クラウドの今後
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とでグローバルな競争力のある日本のクラウドサービス
を育てる」ことを目的に発足した．趣旨どおり，当初，
モバイルクラウド委員会で考えていたことは，日本の強
みであるモバイルと世界の流れであるクラウドを組合せ
ることにより，日本はモバイルクラウドでリードできる
と思っていた．しかし，検討すればするほど，逆に弱点
となっている現状も浮かび上がってきた．なぜなのか？  

図 2 に MCPC でまとめた分析レポート「日本におけ
るモバイルクラウドの発展に向けて」から，モバイルク
ラウドを取り巻く状況を抜粋したが，これだけではない
のである．

図 3（この図には実は薄く見える背景の絵がある．こ
れはドコモクレジットカードの券面である．ドル，ユー
ロ，円と電話のダイアルキーと王冠が描かれており，全
体の図は電話が変形した形になっている．ケータイクレ
ジットの世界に向けた意気込みを表した券面の図であ
る）は，2 年前に講演で使用したスライドである．アメ
リカはこの分野に相当量の投資を行っており，明らかに
差がついているのであるが，更に実はこれだけでもな
かったのである．アメリカは 10 数年前行き詰まり打開
のため，「自由の国　アメリカにしかできないことを行
おう」，ついては金融業界も含め業界あげて，この分野
を発展させることのコンセンサスを取りながら進めてい
くことの暗黙の了解をした上で，進めている（？）よう
なのである．どうもこの結果がインターネット及びイノ

ベーションの進展のように聞こえる．よって知的財産へ
の対応でも一見イノベーションを先にという考えで行っ
ているのも納得がいくわけである．

更に日本との差では，日本は御案内のように総中流社
会で突出してお金持ちはいないわけであるが，アメリカ
はアメリカンドリームで象徴されるように突出したエン
ジェル投資家となり得るお金持ちも多く，半ば捨て銭の
ようにイノベーション投資が行われている．また，寄付
を基に事業を行うことも日常茶飯時に行われており，良
いアイデアに関して賛同して，お金を集め，事業が行え
る素があるのである．こうなると，イノベーションの手
法は，一か八か，世界に向けて利益を度外視し，まずは
数を取りにいくような，ビジネスモデルが容易に成り立
つわけである．また，それが世界的な課題を解決すると
なれば尚更である．日本も同じようにベンチャーキャピ
タルを！  と思っても，土俵，更に社会，業界のコンセ
ンサスが大いに違うのである．

しかしながら，現在は日本でも同じようにベンチャー
キャピタルを創ってイノベーションを発展させよう！！  
という流れである．当初は私もそう思っていたが，今は
違う．そうならば，日本におけるイノベーションの進展
の仕方を，歴史を振り返って創ることはどうだろう
か！！  そもそも，素質も，環境もないところで，真似
をしても，無理があるような気がしてならない．

よく考えてみると戦後の日本はどうであったか？  少
なくとも今までも世界のリーダであるのなら，今世界で
はやっているようなイノベーション手法には手を付け
ず，とにかく革新的なことを始めることができればよい
のである．また，これらイノベーション手法のゴールは

「大金持ちになる」ことに見えるが，大金持ちは日本に
はいらないのではないだろうか．皆で総じて豊かになる
助け合うイノベーション手法を考えた方が早い気がして
ならない．後でも述べるが根は仏教国，「慈悲」の心が
根底にある．

3 健全な経済活動
もう一つ今のイノベーション手法の弊害と思えるの

が，健全な経済活動にあると思われる．日本には，i モー
ド等で代表されるようにインターネットの社会でも，お
金を儲ける手法が確立されていた．それも，新たな一つ
の産業が起きるような規模で可能になっていたのである
が，今の IT の進化は，むしろ破壊するイノベーション
に思える．i モードが既存産業とコンセンサスを得なが
ら，新たなビジネス領域として発達したのに反して，既

図2　モバイルクラウドを取り巻く状況

図3　日本の現状
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存ビジネスを置き換えることにより，手っ取り早くビジ
ネス領域を確保していくのである．決してそこが悪いと
は言わないが，図 4 の MCPC モバイルクラウド委員会
活動報告資料（JCC 総会で報告）の中ほどに書いてあ
るとおり，「塀に囲まれた庭」が構築されており，ゲー
トキーパーしか利益が上がらないのである．この塀に囲
まれた庭は，今まで高い対価を支払わなければ手に入ら
なかった花，こんな花が欲しかったんだと思われる花，
今までに見たことがない花のほか，欲しかった花の蜜ま
でもが，ほぼただ同然で供給されているのである．つい
でにいうとゲートキーパーは，その仕組みにより，今ど
の企業も欲しがっている変化に対応する能力，ダイナ
ミックケーパビリティをいともたやすく手にすることが
できるのである．

単純に考えるとアジアのような大きな市場で同じよ
うなモデルを構築しようとすればそれが可能になる．日
本だって，世界に出ていくようなことは当然可能である
と考えてしまうのであるが，昨今，本当にそれで良いの
か？  と考えてしまう．インターネットの社会は，国境
のない社会であるのでなかなか難しいことではあるが，

「健全な精神は健全な体に宿る」とすると，果たして，
今のように世界という規模をベースにして，広告収入や，
ただ同然でいろんなサービスが得られてしまうことは，
本当に良いのであろうか？  健全な経営といえるのであ
ろうか？  疑問に思う．とはいえ，手法が思いつかない
今では，MCPC の報告資料でも，図 5 のようになって
しまうのであるが，皆さんはどう思うだろうか？  

4 イノベーション手法のひずみ
更にこのような急速に進展するイノベーションでは，

大きな摩擦が後追いのように襲ってくるのと，概してこ
ういう弊害は弱者に現れる．急速な変化についていかれ

ないのである．健全な経済活動がベースにあるとそれほ
ど速く進展はしていかないと思われるが，実際は大人も
ついていかれないほど速いのである．また，一見，変化
に対応しているように思える子供たちであるが，果たし
てそうであろうか？  実は，子供たちが置かれている学
校は，大きな変化を嫌うまたは行わない世界である．ま
た，「動物から人間になる」大切なことを教え合う重要
な時期であり，うまく言い表せないが今起こっているイ
ノベーションとは，別の世界のことも学ばなければなら
ない重要な時期でもあると思う．つまり，そう簡単には
変化を受け入れられないのである．IT 機器，モバイル
機器を利用することと，イノベーションによる人間の営
みの変化はまた違うと思っている．とはいえ，古いまま
が良いとは思わないが，功罪，メリットデメリットをよ
く考えた上で，取り入れていくことが望ましいと思う．
親も含め，脳が成長していく過程での，これらに対する
付き合い方は徹底的に議論する必要があると思われる
が，何せ急速に変化しすぎて，皆ついていけていないの
が現状だろう．その結果，子供にはひずみが行き，いろ
いろな現象が出て来ているように思えてならない．

また，お年寄りも同様である．日本は高齢化社会を迎
えるのであり，モバイルクラウド委員会の CIS（Car 
Information System）ワーキングにおいても，「交通弱
者向け進化する地図構想」として，お年寄りも含めた交
通弱者のための地図整備の具体的な検討を行っている．

この検討は，外から見た高齢化社会であるが，例えば
お年寄りの移動手段，買い物等々の現実の各問題をモバ
イル機器で解決するというのはなかなかハードルが高そ
うである．やはり実際には人間が介在するしかないので
ある．今時，「通信販売でしょ！」は通じないのがこの
社会である．

話は少しずれるが，高齢化社会では，注目すべきなの
が傾聴ボランティアである．聴くことにより苦しみの本

図4　	日本のモバイルクラウドのビジネスモデルの抱える
課題

図5　Ecoシステムモデル化の検討
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質が見えてくる．目と心で聞くことが大切ということら
しいが，『話すこと誰かに聴いてもらうことにより生の
回顧，過去の事実は変えられないが織り直すことができ，
縦横を織り直すことにより，「生きた実感を変える」，生
きる力を生み出す』ことができるそうである．人間とし
て社会のために尽くしてきたお年寄りには最も大切なこ
とに思えてならない．こういうものが，IT 機器の助けに
より，いろいろな場面で行われるようになれば，日本ら
しいイノベーションが行えるもとになるかもしれない．

また，筆者は高齢化社会こそ「シェア」で救えないか
と思っている．シェアビジネスでも良いのである．隣組
というのも存在するのであるが，現実は助け合う隣組で
なくなっている．理由は簡単，皆，年を取ってしまって
いるのである．ただ，少し先にはちょっと若い人が，も
う少し先には本当に若い人がいるのである．残念ながら
現状では生活するために皆が必至で働いており，余り余
裕はないのだが，ちょっとしたシェアは可能でないかと
思う．対価が必要でも構わない．近くに住んでいて，心
のどこかで心配しているのである．ちょっと病院に同乗
させてあげる，必要な物を買ってきてあげる，逆に子供
を見ていてもらうビジネスでもかまわない，これらがモ
バイル・IT 機器の活用により，気軽に自然に実現でき
るようになるシェアの世界が出来上がると良いと思う．

5 コンセンサス重視社会と
リーダ不在

図 6 の「交通弱者向け進化する地図構想」では，い
ろいろなことが分かってきた．実は数年前から日本にお

いても，様々な取組みが国，自治体，大学，NPO，法
人でもなされているのである．ただ，なぜか有機的なつ
ながりもなく，誰も知らない取組みになっている．

実際は各取組みともに幾つかの問題があり，なかなか
進展しないのであるが，一つの問題は日本独特なコンセ
ンサス重視社会にある．何をするにも皆の同意が必要，
余計なことをすると逆に反発をも受けてしまうのであ
る．例えば，コミュニティバスであるが，便利にすれば，
ほかの交通機関が使われなくなりそこに携わる人たちが
生活できなくなる．ほかの交通機関に携わる人々も人口
減少の中，必死になって移動手段確保に役立っているの
である．当然，自治体は両方が生きる道，コンセンサス
を得ようと努力するが，年という単位で時間が消費され
てしまう．そのうち「住んでいる人がいなくなりました．」
なんてことも起こり得るのである．無論コンセンサスも
重要であるが，明確な目標に向かった調整と同意形成と
そのスピードが重要である．今の日本でできるか？  で
ある．

もう一つの問題は各取組みが繋がっていないことに
ある．絆はぷつぷつと切れている．それぞれの組織がそ
れぞれの問題を解決したいのであるが，そこから抜け出
し融合しながら，解決するということが起こらないので
ある．村社会の弊害なのか，不思議に横には展開してい
かない．業界（？）が違うということが大きな壁になっ
ている．事件（課題）は，現場で起こっているのであり，
各組織，業界で起こっているのではないのである．この
点は，法人を含めたもっと大きな問題があるように思え
る．融合が大事な時代なのに，法人も含め，逆に内に内
に思考が進んでいるように思えてならない．SNS のよ

図6　発展に向けた具体化による検証
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うなツールを使って，個人ベースでは繋がろう，繋がろ
うと動いているのに，各組織，法人は逆に村社会を守ろ
う守ろうと動いているのであろうか？  

最後に挙げる問題は，次章にも続くのであるが，リー

ダ不在である．各組織，団体をまとめて，コンセンサス
を得て問題を解決するにはどうしてもリーダが必要であ
る．モバイルクラウドの世界も同じであるが，成功して
いるイノベーションには，必ず明確な意識，意志を持っ
たリーダが存在する．最近の注目は，アマゾン創始者ジェ
フ・べゾスであるが，「人生は与えられたものでなく，
選択の積み重ね．選択の凝縮で，意義深い人生に」と言っ
ている．強い精神力を持ったリーダである．戦後の高度
成長期のように日本にもより多くのリーダ，また世界を
引っ張っていく日本人的な考え，文化に基づくリーダが
必要なのである．このことは，産業界だけでなく，全て
の分野に必要と思われる．

6 意識格差時代
一時期，やはり競争は必要だ．努力する人は報われる

のは当然，まずは努力，競争をというように日本国内も
動いていた気がする．しかしながら，中途半端にその掛
け声が崩れ，その代わりできてしまったのが，意識の格
差に思えてならない．ここで問題なのが，その量だと思
われる．少なくとも世界のリーダとしての位置付けがあ
る国で多くの人間が内向きになってしまったら，どうだ
ろうか？  

どうひっくり返しても，IT，モバイルクラウドの世界
ではイノベーションは必要である．若い人たちが勇気を
持って，元気良くわくわくしながら新しい社会を創って
もらわなければならないと思う．若者に元気がなくなっ
たら，どうだろうか？  より良い社会を築いていけるの
だろうか？  図 9 で示しているとおり，私は何でも良い
が意識を高く持ってほしいと思っている．ああ勘違いで
もかまわない，俺は天才なんだでもいいじゃないか，一
生夢を見ていても良いと思う．根底に慈悲がある限り，
いずれ，世のため，人のために尽くしていくことが可能
だと思う．そう思うことから，リーダが生まれていくよ
うに思う．

7 各国のセキュリティ事情と課題
もう一つ触れておかなければいけないことがある．そ

れはセキュリティの課題である．御存じのように各国間
でセキュリティ事情は違う．海外で，日本の感覚で無防
備に電車に乗っていると，まず間違いなくお財布はすら
れる（私も経験があるが）．海外では自分で自分の身を
守ることが当たり前，そうしなければ盗まれてしまうの
である．IT の世界でも全く同じである．一番の問題は

図8　	講演資料「MCPCでの議論を踏まえた日本発のモ
バイルクラウドの成功の秘訣とチャレンジについて」
より

図9　	講演資料「MCPCでの議論を踏まえた日本発のモ
バイルクラウドの成功の秘訣とチャレンジについて」
より

図7　	講演資料「MCPCでの議論を踏まえた日本発のモ
バイルクラウドの成功の秘訣とチャレンジについて」
より
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日本人が余りに無防備で，自分で自分を守る感覚が薄い
ことである．基本的に今までそのような目に合っていな
いし，まれにみる安全な国なので仕方がないのであるが，
このような中で，グローバルで共通なセキュリティ基準
で作られたクラウドサービスが使われたらどうであろう
か？  思わぬ大きなセキュリティの穴が開いてしまう．
海外では穴ではないのであるが，安全な国日本では，そ
れは大きなセキュリティホールになるのである．ことも
あろうに日本の悪い人たちはここを見逃さない．

最初から国境がない世界で，虎視眈々と狙っている人
たちより，その機能を使って，日本の中で悪いことを行
う人たちは国の事情も精通しているのでやっかいであ
る．そう考えるとこの分野でも，日本がリードできるこ
とは多々ある．一般コンシューマに至るまで，利便性と
セキュリティを両立させること，粘り強く機能を具備さ
せることは日本しかできないと思われてならない．

8 インターネットの弱点
インターネットの最大の弱点は，散漫になること，気

が散ることにあると思う．ネットを使って仕事をしてい

ると気が付いたら，当初と全く違ったことを行っている
なんてことはないだろうか？  集中するのが極めて難し
いということである．その上に，ある大学の研究結果に
よると「人は気が散っているときほど，誘惑に負けやす
い」そうである．重ね合わせると，「インターネットを
見続けると，気が散りやすく集中ができなくなり，意志
力も低下し誘惑にも負けてしまう」となってしまう．何
か思い当てはまることはないだろうか？  インターネッ
トにのめり込む前に「意志力」を付ける，または意志力
の低下を自覚する．IT のエキスパートと言うなら，そ
こまで突き詰めて考えてみる必要があると思うし，文化
に与える影響という面においても早急に調査し，自覚・
注意を促すべき重要なポイントと思われる．

9 クラウドとの付き合い方
図 10 は 2011 年に講演したときの資料，図 11 はク

ラウドのビジネスの展開を検討した資料であり，基本的
に今でも間違っていないと思っているが，現在はちょっ
と違うかなとも思っている．

2 ～ 8 章で述べたとおり，この付き合い方にかぶせる
ように大きな疑問点が湧いてくるのである．人まねの時
代は終わったかもしれない．これこそが，日本がリーダ
となり，急速に進むクラウドの利用と並行して考えてい
かなければならない点と思われる．

10 どうあがいても製造業
このように検討を進めてみると，日本人はやはり日本

刀の文化である．武器を芸術品にまで磨き上げてしまう
文化である．IT，クラウドの中でも，その文化を活かせ

図11　	講演資料「MCPCでの議論を踏まえた日本発のモ
バイルクラウドの成功の秘訣とチャレンジについ
て」より

図10　	講演資料「MCPCでの議論を踏まえた日本発のモ
バイルクラウドの成功の秘訣とチャレンジについ
て」より
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るようなポイントこそが，日本人が世界に貢献できる点
だと思う．まだまだ余地はある，周回遅れでも構わない！  
諦めずに集中して磨き上げる！！  横目で見ていよう，
盛者必衰，きっと今世界を席巻するサービスが芸術品に
なれず必ずうねり始める．日本の緻密さ，精巧さで，サー
ビスを取り巻く，全てのものを絶妙に組合せて，より良
いものにしていく！  余地はいっぱいあると思う．まる
で，精巧な時計を組み立てるようにサービスを細部に至
るまで，緻密に組み上げるのである，当然，通信，デー
タ量・流れまでの考え，徹底的に無駄を省き，有限なも
のを大事に使い，青少年からお年寄りまで自由に安心し
て使えるサービス！！  きっと日本でしかできない気が
してならない．やはり，そこでの中心はデバイスだろう．
だが，スマホを思い描いてはいけないかもしれない．日
本が考えるのはもっと違うデバイスかもしれない．そん
な意気込みが必要である．筆者の人生の師匠であり，迷っ
ているとき黒澤監督の「生きる」を見なさいと教えて頂
いた日系アメリカ人の方が，100 円ショップに並ぶいろ
いろものを見るにつけ，アメリカにない発想なんだよな
とつぶやいた．アメリカではポストイットはでかくて安
いものが一つでよい．日本人はそれではつまらない．で
も根底あるのはノリの緻密さ，ノリを磨いて，デザイン，
形も豊富に作る．でもノリと紙がだめだと受け入れても
らえない．日本刀の鉄がだめなら，磨きようがない．こ
こも改めて考えなくてはいけないポイントと思う．図
12 はそんな思いでまとめたモバイルクラウド委員会の
今後の活動方針である．委員の意識は常に真向勝負，安
易な妥協をせずに検討を進めることにある．

11 おわりに
先日，奈良薬師寺に訪れた際，僧侶の方に「般若心経

をよく読みなさい．「観自在」と書いてありますね！  自
分の在り方を見なさいという意味ですよ」とお教え頂き
ました．今の日本人は周りばかり見ていませんか，周り
ばかり気にしていませんか？  という問い掛けです．

人間の脳は考えることによりその分野が発達してし
まうようです．常に悩んでいる人は悩む脳が発達してい
く．周り，上下，左右を気にしているときっとそんな脳
が発達してしまうのでしょう．日本は，村社会，致し方
ない反面がありますが，「自分の在り方をもう一度見直
したい」と筆者自身も思っています．人に話したいこと，
言いたいことは，その心の現れです．克服していかなけ
ればならないことでしょう．そして，子供たちにも教え
ていきましょう．また，同じように考えると「観日本在」
もあり得ると思います．今の日本の在り方を見なさ
い！！  世界に流されず，今の日本の在り方を見なさい．
そして，自分の在り方を見なさい．

かつて，スリランカ元大統領のジャヤワルダナ氏は，
戦後日本の連合国による分割統治を強固に反対し，各国
を説得して回り，日本は分割を逃れたと聞きます．一小
国ですが立派な世界のリーダに，日本は救って頂いたの
です．元大統領が各国に訴えたことの根底にあるのは「慈
悲の心」だそうです．やはり，意識を高くして，世界の
IT（モバイルクラウド）の進化の方向性をもう一度考え，
形にしていくことは日本の使命に思えてなりません．

御意見，御感想等は気軽に以下メールアドレスまでお
送り下さい（E-mail: moriyama@wonder.ocn.ne.jp）．
今，重要なのは，「意識」であり「意志」，なんでも良い，
大きくても小さくても良いではありませんか？  観自
在．人間は感じる動物で考えることができる動物です．
感じて，考えましょう！！

図12　モバイルクラウド委員会今後の活動方針
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