【別添２】

OSS による統合 DB を介した基幹システムと業務システム連携の実証
―自治体における統合 DB の普及に向けて―
１．背景
現状の自治体の情報システムは、限られた予算と技術の変遷に合わせた段階的か
つ部分的なシステム整備が行われてきた結果、｢ベンダーロックインとライセンスコスト
の増大｣「データ活用が困難」「運用負荷の増大」等の課題を抱えている。
上越市においても、合併と併せオープンシステムによる基幹系システムを構築してい
るが、上記課題や情報システムの最適化、情報の共有化・一元管理という点では、ま
だ見直す余地は数多く存在しており、次期リプレースを数年後に控え、｢IT 投資の適正
化｣や｢市の知財・人材の継承｣、｢市民サービスの向上｣や｢県内 IT ベンダー育成｣など、
ベンダーロックインを廃した分割発注の視点等もあわせた、総合的な庁内情報システ
ムの最適化やシステム調達の検討が必要であると考えていた。
そのような課題の解決策の一つが、統合 DB によるデータ統合である。これは基幹情
報システムのデータを統合 DB に格納し、他システムでの活用を図るもので、(株)BSN
アイネットも「汎用データベースシステム」として提供を行ってきた。
しかし、ユーザー、組織、権限の管理や利用者の使い勝手については、統合 DB だ
けでは限界があった。
こうした背景と庁内情報システムの全体最適化を志向する EA（エンタープライズ・ア
ーキテクチャ）の観点から生まれてきたのが、APPLIC（財団法人全国地域情報化推
進協会）が提供する「地域情報プラットフォーム」という考え方である。
「地域情報プラットフォーム」については、上越市も参加している｢電子自治体アプリ
ケーション・シェア推進協議会｣や｢オープンスタンダード化支援コンソーシアム
(OSAC)｣が、全国の自治体に向けた普及活動を行っている。
２．目的
今後普及が期待される地域情報化プラットフォームであるが、その普及のカギを握る
実装版の共通基盤にも、統合 DB の公開実装が存在しないことや、商用 OS やミドルウ
ェアによるライセンスなどコスト面での課題など、普及を阻害する課題が存在している。
また、OSS 採用にあたっては、限定的なドキュメントやサポートの不安も存在している。
今回の導入実証は、こうした課題を解決し、自治体における地域情報プラットフォー
ムの普及を促進することにある。
３．開発の内容
本実証により、OSAC（オープンスタンダード化支援コンソーシアム）より公開されて
いる鳩ヶ谷市のソースコードを OSS に置き換え、APPLIC の｢地域情報プラットフォー
ム｣標準仕様に基づいた設計による｢統合データベース｣を OSS で構築し、実際業務で
運用可能であることを確認できれば、課題を解決していくことが可能と考えられ、また、
それらドキュメントの公開により、同様の事例を広く伝えていくことができると想定した。
以上の仮定より、図‐1 のような構成で鳩ヶ谷モデルの OSS 化を図る事とした。
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図-1 共通基盤構成
OSS による共通基盤と統合 DB が、自治体での実運用に耐えうることを実証する為、
図‐2 のような実証環境を構築し、(株)BSN アイネットのシステムではあるが、互いに連
携のインターフェースを持たない上越市基幹系システムと新規の個別業務システム(学
童保育支援)の連携をとる事とし、システムに関しては、主に４つの開発を行った。
①共通基盤コードのフルオープンソース化
②統合 DB をオープンソースで実装
③基幹業務システム（データ提供側）の連携機能
④学童保育支援システム（データ利用側）の連携機能
①共通基盤に関する実証
・ 共通基盤の OS及びミドルウェアを OSSで置換え。
OSS で置き換え。
・ 商用ソフトウェアモジュールの
商用ソフトウェアモジュールを 削除。
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③ドキュメント・ ライセンスに関する実証
・ 開発者向けドキュメントの整備。
・ 曖昧であったライセンスの整理、明確化。
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②統合 DB に関する実証

④実証作業全般

・ 地域情報プラットフォーム標準仕様に基づく統合
データベースの設計と実装。
・ 統合データベースのプラットフォームに OSS を採
用。

・プロジェクト管理
・自治体との調整
・機器調達
・環境構築 等

⑤導入実証の評価
＜自治体様からの評価＞
・ランセンス、ドキュメント等の評価
・上越モデルとして普及させるための課題

新規開発部分

＜その他評価＞
・システム開発、改造した機能、性能試験に対する評価
・商用モデルとＯＳＳモデルとの推定トータルコストの比較評価

図-2 実証概要

また、実証にあたっては、20～30 万人の自治体における実運用を想定し、可用性やセキ
ュリティ、レスポンス等様々な面からベンチマークを収集する必要があった事から、図-3 の
ようなシステム構成で環境を構築した。
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図-3 共通基盤及び統合ＤＢのシステム構成
ベンチマーク収集にあたっては、異なるインターフェースの形態や連携手法による比較、
異言語間における Web サービス連携の処理レスポンスの評価等を行い、想定される運用
形態での確認と評価を行っている。
４．従来の技術（または機能）との相違
実装版の共通基盤では、統合 DB の公開実装が存在せず、特にそれら全て OSS で
実現している事例も無い。
本実証ではそれらを実現し、20～30 万人の自治体における実運用に耐えうる性能
の確認を行っており、中規模自治体での OSS によるデータ連携が現実的なことを証明
し、実現方法や手法による性能比較なども含めその全てを公開する。
今後、係る検討を行う自治体やベンダーにおいては、十分参考となるベンチマーク
が提供されていると思われる。
５．期待される効果
本実証結果により、統合 DB の検討や導入が進むことにより、｢ベンダーロックイン排
除｣｢データの有効活用｣｢運用負担の低減｣といった課題が解決するばかりでなく、更な
る効果として、｢情報システムの最適化｣｢IT 投資の適正化｣｢分割調達による地域 IT ベ
ンダーの育成｣の実現に向けた動きが加速することが見込まれる。
自治体における、経費の削減と住民サービス向上という、相反する目的実現のため
の、検討のきっかけとなる事を切に期待するものである。

６．普及（または活用）の見通し
総務省のアンケート調査によれば、地域情報プラットフォームに係る予算措置を平
成 20 年度に実施する自治体は 24 団体、地域情報プラットフォームに係る予算計画(今
後 3 年間程度の中期計画)に盛込む予定の自治体は 64 団体とされているが、それら
の動きも時間とともに加速すると思われる。
自治体の規模が明確ではないが、本実証成果の流通により、検討を行う自治体の
裾野は確実に広がっていくものと考えられる。
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