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鳥取県鳥取県

■ 人口 ５９．１万人

■ 面積 ３，５０７Ｋ㎡

■ 市町村数 １９（４市、14町、１村）

■ 平均気温 １５．０℃

■ 降水量 １，９００ｍｍ

■ 人口 ５９．１万人

■ 面積 ３，５０７Ｋ㎡

■ 市町村数 １９（４市、14町、１村）

■ 平均気温 １５．０℃

■ 降水量 １，９００ｍｍ

鳥取県のご紹介
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鳥取県庁の情報システムの現況
全職員（知事部局、各種委員会事務局、県立学校事務局、警
察本部・警察署（一部）、非常勤職員含む）が庁内LAN接続PC
を利用（約５０００ユーザー）

本庁－各総合事務所間は鳥取情報ハイウェイ（自設線）を利用
し高速接続（幹線２０Gbps）

単独地方機関も民間事業者の回線を利用してほぼブロードバ
ンド環境を実現

基幹系業務システムとネットワーク運用・保守は（株）鳥取県情
報センターへアウトソーシング

全庁で利用するグループウェア／プラットフォームとして
LotusNotes/Dominoと台帳管理システムを活用、各所属職員
が手作りでシステム開発できる環境
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■整備年度：H13～H15年度
■総延長距離：223km（地下管路161km、架空62km）
■接続拠点：NOC1箇所、 POP・中継所7箇所

■回線容量：幹線20Gbps、その他1Gbps
■通信方式：イーサネット（レイヤ２）

■構築方法：県自ら敷設

鳥取情報ハイウェイ
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■東ルート

・鳥取県智頭町－岡山県津山市

・平成19年9月接続
・国土交通省の光ファイバを利用

・伝送帯域1Gbps

■西ルート

・鳥取県日野町－岡山県新見市

・平成22年3月接続
・日南町及び新見市所有の光ファイバを利用

（県境付近は県が敷設）

・伝送帯域1Gbps

鳥取県は岡山情
報ハイウェイの空
き心線を利用し冗
長化を構成

西ルート
東ルート

岡山情報ハイウェイとの相互接続
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6

庁内LAN 【Local Area Network】の構成
接続機関数：全１０６機関

接続PC数：約５，０００台
→このネットワーク上で、 Lotus Notes、イントラネット、財務会
計など、様々なシステムが動いている。（H17回線統合済）

インターネット

日野POP 八頭POP

八頭総合事務所

東部総合事務所

本庁、第2庁舎

倉吉POP

中部総合事務所

西部総合事務所

日野総合事務所

専用線

NTT
地域IP網

NOC

E-COM
V-LAN

情報HW 情報HW

情報HW

情報HW

情報HW

米子POP

地方機関

地方機関

地方機関

LGWAN



情報プラットフォームとしてのNotes/Domino活用

鳥取県ではLotusNotes/Dominoを庁内LAN上のプラッ
トフォームとして導入（‘96～）
業務効率化による生産性の向上のため、必要なシステ
ムを現場の職員が開発（5,000近いDBが稼動）
柔軟かつ強固なアクセス制御、ロール制御ができるの
で、所属固有の業務･情報共有にも使用

doc、xls、ppt、pdf、jpg等様々な形式のデータを登録・
保存し、展開して表示できるので、情報共有だけでなく
ワークフローにも活用

DMZ上のサーバにDBのレプリカを作成するだけで
Web公開できるので、行政情報を積極的に公開 7



鳥取県庁の主な業務システム
基幹系業務システム 情報系システム

・財務会計電算処理

・税務事務総合電算処理

・給与事務

（知事部局、県教委、

企業局、中央病院、

厚生病院）

Web Notes/Domino CS、スタンドアロン

県
庁
内
全
庁
向
け

・職員申請

・職員名簿（内部）

・年末調整入力

・公務能率評定、

執務姿勢診断

・履歴閲覧 など

・電子決裁

・総合文書管理

・時間外勤務管理

・休暇申請、承認

・勤務時間管理

・新旅費システム

・臨職、非常勤管理 など

県
庁
特
定
部
署
向
け

・工事進行管理

・高校授業料（新）

・電子調達

・物品電子調達

・農業近代化資金

・周産期医療情報

・例規データベース

・港湾ＥＤＩシステム など

・昇給事務

・建設資材集計システム

・皆成学園情報交換システム

など

・人事、履歴管理

・土木設計積算

・人事給与統計

・グリーン購入調達実績集計

・退職金手当支給支援事務

・児童扶養手当

・職員採用試験

・県営住宅管理

・心身障害者扶養共済制度
掛金 など

県
民
向
け

・職員名簿（公開）

・電子申請

・施設予約システム など

・県民の声データベース

・県政参画電子アンケート

など
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（株）鳥取県情報センター（TIC）
1971年に財団法人として設立
県庁内の情報システムのアウトソーサーとして開発･運用を
担ってきた
県内の一部市町村の情報システムも受託
2009年株式会社へ移行、県外自治体からも受託開始
資本金8000万円、社員数83名、売上高19.2億円（’11）

TIC

給与室

会計管理課情報政策課

給与システム

財務会計システム

庁内LAN

情報HW 旅費システム電子決裁システム

税務課
税務システム

県土総務課

工事進行管理システム

・・・

A町
○○システム ・・・

B県□□システム

電子調達システム
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TICとの関係
アウトソーシングのメリット

県職員＝公務員に専門技術が不要

ハードウェアを所有しないで良い（ホストコンピュータや庁
内LANネットワークはTICの資産）

アウトソーシングのデメリット
費用の適正さを判断できない

県内IT企業が育たない

開発についてはTICへの随意契約を禁止
庁内各課のシステム調達を情報政策課が支援

運用･管理についても段階的に縮小

基幹系業務システムとネットワーク（情報HW、庁内
LAN）の運用・管理は引続きTICへ
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庁内電子化・最適化の経過
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

☆
電
子
県
庁
推
進
課

☆
行
政
経
営
推
進
課

庁内ネットワーク統合

☆
電
子
県
庁
部
門
を
情
報
政
策
課
へ
移
管

☆
Ｉ
Ｔ
統
括
監
設
置

全体最適化
委員会

クラウドサーバ導入

BPR

鳥取情報HW整備

各種庶務系システム構築

電子決裁構築

☆
情
報
政
策
課

ネットワーク
の最適化ワークフロー

の最適化

システム間連携に
よる最適化

サーバの最
適化
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サーバ最適化Overview
パブリッククラウドを採用（H22.9～）
→全都道府県で初

鳥取県が管理するサーバを一掃する予定

→新規及び更新時期のタイミングで

118台分の仮想サーバを利用（平成24年末現在）
→２２台で構成される大規模システムやプロキシのよ
うなネットワークサーバも
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クラウドサーバ導入のきっかけ
鳥取県情報システム全体最適化委員会

（H20-２１）
テーマ１：基幹系業務システムの見直し

テーマ２：サーバ仮想化、統合

主な議論 結論

テーマ１ 現行システムは、巷間言われるほどデメリットはない

Ex.ネットワーク統合、Web化による端末統合、データ連携
再構築にはそれなりの手間と費用がかかる

継続利用

テーマ２ 各システムごとにサーバが乱立（約２００台）

管理状況、セキュリティレベルはまちまち

CPU等システムリソースの利用率は低い

サーバ統合
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なぜ、パブリッククラウドか

当初、プライベートクラウドを検討

既存サーバの更新時期に合わせるため全ての
サーバの統合には５～６年かかる

仮想化によるサーバ統合にはプロビジョニングが
不可欠だが、何台物理サーバが必要なのか判断
が難しい

毎年、必要なだけサーバ実機を追加して、仮想化して
いくことが可能か？

違う機種が混在して、安定運用できるか？

結果として、初年度に大規模な統合用サーバを調達
することにならないか？
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パブリッククラウドを選択
基本的な考え方

鳥取県庁として物理サーバを保有せず民間DC
が供給する仮想サーバを使用する

民間DCの物理環境については仕様として定義し、
それ以上の関与しない

プロビジョニングに伴うリスクは全て民間DC側で
負ってもらう

逆に裏で県以外の仮想サーバが稼働しても可

AmazonEC2のようにサーバの資源単位による
課金体系とし、自由な資源の増減を可能とする

DCは県内に限定する
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クラウドサーバのスペック１
標準仮想サーバの性能

項目 内容

CPU インテル Xeonプロセッサー 2GHz と同等以上
メモリ 総容量 1GB 以上
ハードディスク 総容量 50GB以上
ネットワークインタ
フェース

1000Base-T と同等以上のインターフェイスが１個以上

稼働OS ・Microsoft Windows Server 2008 R2
・Microsoft Windows Server 2008
・Microsoft Windows Server 2003 R2
・RedHat Enterprise Linux 5
・CentOS 5 
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サーバのスペックについて

1

10

100

1000

X年 X＋２年 X＋４年 X＋６年 X＋８年

ムーアの法則によれば

CPU性能
logX

ハイエンド

ローエンド

☆
システム導入時

☆

５年後のハードウェア更
新時に同等程度のサー
バは存在しない可能性

◎予算同程度でこのレベル

無駄なリソース
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クラウドサーバのスペック２
オプションサービス

CPU（コア数１個～３個 コア数の追加単位は1個とし、最
大３個まで対応）

メモリ（容量の追加単位は１Gbyteとし、最大７Gbyteまで
対応）

ハードディスク（容量の追加単位は５０Gbyteとし、最大３０
０Gbyteまで対応）
ハードディスク（データ転送速度について8 Gbps以上の帯
域に対応）→提案によりオプションHDDは全て高速対応
ネットワークインタフェース（1000Base-T １個～３個 追加
単位は1個）
二重化→提案によりフェールオーバーは標準機能に

仮想サーバ及びオプションサービスの追加
→２４時間以内にサービスの提供を開始
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ファシリティ要件（主なもの）

鳥取県内に所在

鳥取情報ハイウェイ又は本県の庁内ＬＡＮに、１００Ｍbps以
上の帯域保証の専用回線で直接接続可能

アクセス回線は他の通信とレイヤー２で分離

震度６強に耐え得る施設及び設備

自動火災報知設備、ガス系消火設備

個人認証装置又は有人監視による常時入退館管理

商用停電や電気設備の障害等が発生した場合でもサービス
の提供が継続できるUPS及び非常用自家発電装置
サーバ設置スペースはケージ又はラックごとに施錠管理され
他者がアクセスできない構造

SLA（稼働率が１００％未満で利用料金減額が発生）
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それ以外の技術的要素には関知
しない
平成23年5月19日日経産業新聞

どういう技術が使用されているか
初めて知りました。

20



クラウドサーバの形態

本県の場合

あくまで仮想サーバの貸出し

OS以上のレイヤはシステム導入側

システムレイヤー

ミドルウェアレイヤー

OSレイヤー
仮想化レイヤー

ハードウェア

PaaS IaaS
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IaaSを採用した理由
責任分界をどう考えるか

仮想マシン／OS
OS／ミドルウェア、アプリケーション

県内経済への影響（個別サーバ→クラウド化）
ハードウェア ソフトウェア

個別サーバ 地元ベンダーが仕入れ・リ
ース化

地元ベンダーが開発・
導入・管理

PaaS 地元ベンダーは関与しな
い（リース化不要）

地元ベンダーの関与
が減少

IaaS 地元ベンダーは関与しな
い（リース化不要）

従来どおり
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クラウド化対象サーバ
以下を除く全てのシステムで利用されるサーバ

200台程度を想定
情報システム調達ガイドラインで個別サーバの調達を原則
禁止

Dominoサーバ
Domino専用大規模サーバ内で仮想化運用

TICが管理するホストコンピュータ内で稼働する基幹
系業務システム、一部の情報系システム

ホストコンピュータ自体、レガシー区画とLinux区画で仮想
化運用

NASなど大容量のディスク容量が必要なもの
国庫補助事業で利用料が対象とならない場合・・・ 23



クラウドサーバの利用状況
平成24年12月末現在：118台
利用機関：知事部局、教委、病院、警察

主なシステム

工事電子調達システム：22台
物品電子調達システム：12台
教育情報通信ネットワーク：26台
県立学校サーバ：13台

最低限のリソースを許可

いつでも増やせるので、メモリ、ストレージ等アプリケー
ションの最低要件でも十分

冗長化は不要
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クラウドサーバの費用

費用は各仮想サーバを所管する所属が予算
計上（国費充当等）

使用料は情報政策課が特別会計から一括支
払い（用品調達等集中管理事業特別会計）

各所属は年1回、特別会計へ公金振替
平成25年度当初予算
約42,000千円（180台を想定）
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クラウドサーバ導入の効果
1仮想サーバ当たり平均使用料
約17,000円/月（オプションによって変動）
物理サーバ導入と比較して４割減（試算）

減少が見込まれる費用

ムダなハードウェアリソース（過剰スペック）

ハードウェアの管理費用（保守、ハウジング）

ファシリティに要する費用（電気・空調）

目に見えない効果

セキュリティレベルの向上・均質化

BCP
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課題
当初はメーカーから難色を示された

導入事例がなく動作保証してもらえない

他方、同メーカーはプライベートクラウド用サーバを販売

ガイドラインを盾にした

問題の切分け＝責任の所在が議論になる

ハードウェアとソフトウェアを分けて調達した場合と同じで、
丸投げしない以上、避けては通れない

新たなベンダーロックインの可能性がある

Vmwareによれば、イメージの移行は容易
ストレージのバリエーションが必要

全てのサーバのストレージで耐用性や高速性が求められ
るわけではない（ログ、アーカイブ等）
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Webアクセシビリティの向上

CMSの導入 職員研修 職員によるチェック

公開されたWebサイト

それでもアクセシビリティ×

職員の負担増
ただでさえコンプライアンス強化で疲弊

研修やチェックを強化すれば解決できる？
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Webアクセシビリティ向上システム導入

不具合発見

②不具合報告

③不具合修正ﾒﾀﾃﾞｰﾀ作成
（修正ツール使用）

⑤ﾒﾀﾃﾞｰﾀがﾏｯｼｭｱｯﾌﾟされた
ｳｪﾌﾞｻｲﾄが表示される

問題箇所問題箇所

障がい者（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ）

・

指導者

鳥取県
ウェブサイト

④ﾚﾎﾟｰﾄ確認

ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ向上
ｼｽﾃﾑ(WAIS)

ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨ・ｸﾗｳﾄﾞｾﾝﾀｰ対象自治体ｻｲﾄ拡張

ﾒﾀﾃﾞｰﾀ配信機能

LGWAN

一行ｺｰﾄﾞ挿入

社会福祉法人

Internet

修正ﾒﾀ

情報

Internet

③不具合修正ﾒﾀﾃﾞｰﾀ作成
（修正ツール使用）

（株）鳥取県情報ｾﾝﾀｰ

①

障がい者（ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ）

29http://www.youtube.com/watch?v=wHpIUA2nWaM



平成２２年度検証結果
1. 検索、修正箇所数
検索ページ数 約４０，０００ページ
問題抽出箇所数 ５１，７９１箇所（２２，４８４ページ）
作成メタデータ数 ４９，２６６箇所

2. 主な修正内容
文字間空白の削除24,693個
読み上げソフトを利用した場合に、正確に読み上げるため、不必要
な空白を削除。

ページ内リンクの設定12,517個
長いページの場合に、すばやく読みたい箇所に移動するため、リンク
を設定。

代替テキスト追加11,854個
読み上げソフトを利用した場合に、画像データの情報を読み上げる
ためにテキスト情報を追加。

3. 本事業での新規雇用人数 ２５人
管理者1人、メタデータ作成者（障がい者）24人
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導入効果（アクセシビリティスコア別ページ数分布）
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導入の効果（各種受賞）
第2回だれもが使えるウェブコンクール
（2011/5）
主催：みんなの声で選ぼう！だれもが使えるウェブコンクール実
行委員会、NPO法人ハーモニー・アイ

金賞

平成23年全国広報コンクールウェブサイト
部門（2011/5）
主催：社団法人日本広報協会

読売新聞社賞、入選
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