ケーススタディ: 宮崎県

課題
南北に長い地形の宮崎県では、北部の拠点
のネットワーク機器設定や調整が必要とっ
た場合、
その立ち合いだけに丸1日かけて
拠点を往復しなければならなかった。
また、
ネットワークサービスの提供範囲が拡大し
たことから、バックボーンであるMJH21の
空きポート数が残り少なくなっていた。
そこ
で、5年ごとのネットワーク機器更改時期に
合わせてネットワークの刷新を目指した。

導入製品
• Extreme VSP 8400
• Extreme VSP 4000
• Extreme ERS 4800
• Extreme ERS 3500
• Open Network Adapter

ソリューション
本庁舎を中心に、県内の複数の拠点つなぐ
総合庁舎ネットワークをFabric Connect
で構築。広域イーサネットサービスを介し
て、県全体がネットワークの仮想化を実現
したことで、従来の分庁舎でのネットワーク
の追加、変更などは、広域イーサネットサー
ビスを全く意識することなく、分庁舎側ネッ
トワーク機器に対するリモートでの作業の
みとなるので、大幅な作業時間の削減が可
能となった。
自治体としては初めて、Fabric
Extendも採用

メリット
• 新しくネットワークサービスを提供する
場合、打ち合わせや設定、導入などの作
業に2日程度かかっていたが、最短30分
程度で作業できるようになった。
• Fabric Connectにより、常に最短の経
路を自律的に発見できるので、災害や
障害が発生した場合でも自動的に迂回
路を確保。
これによりサービスの継続性
を向上した。
• Fabric Connectの採用によりエラー
の発生しやすいマニュアル作業を排
除。設定やコマンド入力のミスによるッ
トワーク全断の恐れがなくなり、安心し
て設定・変更できるようになった。
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ま る2日かかるネットワーク設定を30分に。
ファブリックの採用でシステムダウンの不安を解消
Fabric Connectで県全域をカバーするネットワークの仮
想化を実現。先進的な自治体の取り組みを他県に先駆けて
推進

九州地方の南東部に位置し、県内いたるところに県木である
「フェニックス」が立ち並ぶ日本有数
の観光地である宮崎県。北部には1000年以上の歴史ある自然が美しい「高千穂峡」
、中部には古
代のロマンが薫る
「西都原」
、西部には壮大な自然が広がる
「えびの高原」
、南部には青い海と空
が広がる
「日南海岸」
と、南国情緒あふれる豊かな自然が広がっている。
宮崎県の総合政策部 情報政策課では、本庁舎を中心に県内の複数個所の拠点
をつなぐ、総合庁舎ネットワークを運用している。総合庁舎ネットワークの目的は、行政の情報化
により事務を迅速化・効率化し、県民サービスを向上することだ。
また、都市と地方の情報通信格
差の是正、学術・教育などの公共・社会サービスの推進なども目指している。
総合庁舎ネットワークのバックボーンとなるのが、
「宮崎情報ハイウェイ21(MJH21)」
であ
る。MJH21は、運営拠点のネットワークオペレーションセンター (NOC)と8箇所のアクセスポイン
ト(AP)を中核に、宮崎県と26市町村を光ファイバでつなぐ高速ネットワーク環境だ。各AP間は
10Gbpsのリング構成で、各APと市町村は1Gbpsで構成されている。

南北に細長い地形の宮崎県では北部の拠点の設定作業は1日がかり

総合庁舎ネットワークは、5年ごとにネットワーク機器を刷新しているが、2016年が更改時期にあ
たることから、ネットワーク機器を刷新することが必要だった。
また、ネットワークサービスの提供
範囲が拡大したことから、MJH21の空きポート数が残り少なくなったことも、
ネットワーク環境の
刷新が必要な理由の1つだった。
さらに既存の総合庁舎ネットワークは、
ある拠点から新しいネットワークサービスを利用したい
という依頼があった場合、本庁舎内のネットワーク機器と拠点の機器、MJH21の機器の設定と調
整、
さらには物理的な配線作業などが必要だった。総合政策部 情報政策課 情報化システム担当
副主幹の栢木良一氏は、
「宮崎県は南北に長いため、たとえば宮崎市から北部の高千穂町まで行
くためには、
片道4時間程度かかります。
ネットワーク機器の導入作業は、総合庁舎ネットワークの
運用管理をサポートする南日本ネットワーク(MNC)の技術者にお願いできますが、ネットワーク
機器の設定や調整の立ち合いだけでも、丸1日かかってしまうことが課題でした」
と話す。
総合庁舎ネットワークの刷新では、
まず2016年11月より新しく採用するネットワーク機器の検討
を開始。12月にExtreme Fabric ConnectおよびFabric Extendによる県庁内全域のネット
ワーク仮想化の採用を決定し、導入プロジェクトを発足して検証作業を実施した。
その後、2017
年2月よりネットワークの構築プロジェクトをスタートし、4月より本番稼働を開始している。採用
の決め手のひとつになったのは、Fabric ConnectとFabric Extendを組み合わせることで、広
域イーサネットを越えてネットワーク全体でファブリックを構成できる点だ。
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宮崎県庁

■約2日かかるネットワーク導入が30分に。
コマンドミスによる全断の不安も解消

総合政策部

構築された総合庁舎ネットワークは、MJH21のAPにつながる本庁舎および
各拠点に、
それぞれFabric Connectが導入され、
さらに本庁舎および各拠
点のネットワーク環境を、Fabric Extendで相互接続する構成になっている。
また、Open Network Adapter (ONA)の採用により、従来では不可能
だった広域イーサネットサービスを介して、仮想ネットワークを延伸すること
ができる。遠隔地を含む個々のユーザネットワークサービスの追加変更削
除は、ネットワークエッジにあるFabric Connect対応スイッチに設定する
だけで完了する。
コアスイッチや広域イーサネットサービスの設定は不要と
なり、ヒューマンエラーの排除、設定作業時間の削減が可能となった。

情報政策課
情報化システム担当
副主幹

栢木 良一 氏

宮崎県庁が実現したかったのは、本庁舎内のみならず、県内全域をカバーす
るネットワークを統合的に扱うことができ、設定や管理を簡素化すること
だった。
そこで注目したのがネットワーク仮想化技術のひとつであるファブ
リックだ。一般的なイーサネットファブリック技術では、使用するイーサネッ
トフレームが1500バイトを超えたサイズになるため、広域イーサネットサー
ビスを通過することができない。
これに対し、エクストリームのファブリック
技術であるFabric ConnectとFabric Extendを併せて導入すれば、広域
イーサネットサービスを介した分庁舎まで同一のファブリックドメインとして
構築できるようになり、遠隔拠点を含めてネットワークの設定・管理作業が
劇的にシンプルになる。
栢木氏は、
「従来方式に比べ、
自由度が高いことが採用の決め手でした。従
来技術のネットワークでは、新しくネットワークを追加する際には、
その経由
するすべてのネットワーク機器に対して、設定変更が必要でした。
またセキュ
リティを高めるためにネットワークを分離する手法として、
アクセスリストの
設定を使用していましたが、ヒューマンエラーを排除することができません
でした。総合庁舎ネットワークでは、マイナンバー環境と総合行政
ネットワーク(LGWAN)環境、
インターネット環境の分離が必要で
す。Fabric ConnectとFabric Extendであれば、迅速かつ柔軟に対応でき
ます」
と話している。

「新しくネットワークサービスを提供する場合、各拠点で打ち合わせを
行い、MJH21の技術者とポート番号などの設定を決め、各拠点で設定作
業をすることが必要でした。従来はこの作業に2日程度かかっていました
が、Fabric ConnectとFabric Extendを導入したことで、各拠点に行く必
要がなくなり、早ければ30分程度で作業が終了します」(栢木氏）
。
またFabric Connectは、Shortest Path Bridging (SPB)と呼ばれる1つ
のプロトコルで構成されるので、ネットワーク環境のシンプルな運用・管理
が可能。SPBは、常に最短の経路を自律的に見つけることができるため、
万一障害が発生した場合でも、迂回路が自動的に確保され、サービスの継
続性を高めることができる。栢木氏は、
「以前は、ネットワークの部分的な障
害が、ネットワーク全体に影響を及ぼしていました。設定変更にミスがある
とネットワーク全体が止まってしまう恐れがありましたが、Fabric Connect
ではそうした問題も解消しました」
と語る。
以前、ポートチャネルの重要な部分では、
コマンドを1つでも間違えると全
断の恐れがあった。栢木氏は、
「何度確認しても緊張する作業でした」
と語
る。Fabric Connectでは、SPBトポロジーの採用により全断の恐れがない。
栢木氏は、
「南日本ネットワークの強力なサポート体制もあり、気分的には
非常に楽にネットワークを運用できるようになりました」
と話す。
栢木氏は、
「他県で鳥インフルエンザが発生しましたが、今後このような緊
急事態が県内で発生した場合でも、Fabric ConnectとFabric Extendで
は、
あらかじめ仮想ネットワークを用意してあるので素早くサービスを提供
できるという安心感があります。
もう以前のネットワーク環境に、戻りたいと
は思いません」
と話している。
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