
課  題
•  WEB閲覧、メールなどの利用頻度の増加によるインターネット端末の不足
• インターネット利活用による業務効率向上
• 携帯端末利活用による区民サービスの質の向上とスピードアップ

ソリューション
•  インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレット「HP ElitePad 1000 G2 for au*」
• KDDI「au 4G LTEサービス*」
• KDDI クラウドプラットフォームサービス（KCPS）*

• KDDI Smart Mobile Safety Manager（SMSM）*

•  ワンビ社のTrust Delete Biz*

導入効果
• 安全・快適なインターネット利用環境を確保
• 窓口サービス、屋外作業などに活用して、業務を革新
• 手話通訳、外国人窓口対応など新しい区民サービスの創造へ

大田区役所本庁舎所在地 ： 大田区蒲田五丁目13番14号
面　　　積 ： 60.66km²

人口 /世帯数 ： 70万7,408人／36万9,734世帯
     （2015年3月1日現在）
概　　　要 ：  東京都の特別区の１つで、23区南部に分類さ

れる。面積は23区の中で最も広い。1947年、
大森区と蒲田区が合併し、その１文字ずつを
とって区名とした。「地域力が区民の暮らし
を支え、未来へ躍動する国際都市　おおた」
を区の将来像として掲げ、その実現に向けた
「おおた未来プラン10年」を推進中。

  http://www.city.ota.tokyo.jp/

導入事例
インテル® Atom™ プロセッサー 
政府／公共部門

セキュアな高性能タブレットが
業務を革新し
区民サービス向上の起爆剤に
インテル® Atom™ プロセッサー搭載タブレットとKDDIのクラウドサービスの組み合わせが
新しい業務のやり方を次々に生み出す

セキュリティー整備したインターネット接続環境の積極導入で
業務効率向上を目指す
地方自治体は、さまざまな形で住民の個人情報を抱えているため、オープンなインターネット
環境へアクセスする体制づくりには、慎重な姿勢をとってきました。約70万人の住民を擁する
東京都大田区の場合も、インターネット接続には、業務に用いる庁内LANとはつながっていな
いまったく別のネットワークを構築しています。

したがって、インターネット接続に使うパソコン端末は、業務用の職員端末とは別ものになって
います。職員は、業務の途中で調べものやメールを送受信する必要が生じると、インターネット接
続用のパソコン端末のところまで移動して作業しなければなりません。

しかし、いまや仕事も日常生活も、インターネットとは切っても切れない関係になっています。
大田区でも早くから、職員の業務効率を高めるには、場所を選ばずにインターネットへアクセスで
きる環境が不可欠だと考えて検討を重ねていました。

業務に使っている庁内LANを外部インターネットへ接続する構造に作り替えるには、ネットワーク
の根本的な再構築が必要であり、多くの時間とコストを投入しなければなりません。そこで注
目したのが、タブレットです。

大田区



インテル® Atom™ プロセッサーを搭載した
HP ElitePad 1000 G2 for au*の圧倒的な威力

「住民の個人情報を守ることが大切であるこ
とは言うまでもありません。利便性を完全に
シャットアウトするのではなく、セキュリ
ティー機能をきちんと整備したタブレットを
導入して、セキュリティーを確保しながらも
職員の安全・快適なインターネット利用を実
現し、業務効率を向上させる創意工夫こそ
が、良質な区民サービスにもつながると考え
ました」と、大田区 計画財政部 情報システム
課 情報システム担当係長の上田憲司氏は語
ります。

Windows*搭載のタブレットが
スムーズな業務改革につながる

大田区は、移動業務端末の導入について、早
くから検討してきました。大田区のシステム
全体を最適化するための統一的な考え方、
実現方式、体系化されたあるべき姿を示した
「大田区情報システム全体最適化計画」には、
タブレット端末についても、「インターネット、
メール利用だけではなく、移動業務端末とし
て、建築・福祉等の分野における業務に活
用する」という方針を明記しています。

なぜタブレットに注目したのでしょうか。「庁
舎内には、すでに職員用端末として据え置き
型のノートブックPCが設置されていますが、
タブレットであれば、余分な場所をとること
なく、通信できる場所であればどこからでも、
容易にインターネット利用ができます。しか
も、画面は十分に大きい。軽快にインター
ネット接続しながら、本格的な業務利用がで
きるのが、タブレットです。業務に活用でき、
業務革新に役立ってこそ、携帯端末を導入す
る意義があるのです」と大田区 計画財政部 
情報システム課の平田義人氏は言います。

Microsoft Office*で作ったファイルを庁舎
内の職員用端末とシームレスに共用すること
もゆずれない条件でした。Android*や iOS*
搭載タブレットでは、Microsoft Office*製品
のファイルがうまく開かなかったり、マクロが
動かないなどの問題が発生します。庁舎内と
庁舎外で利用する端末を完全互換の状態に
しておくことは、業務効率を高めるうえで非
常に大切な要素です。

職員用端末にはWindows 7*を搭載してい
ますから、Windows*搭載タブレットであれば、

他のOSに比べ比較的スムーズに職員が操
作でき、必要となる操作研修も最低限で抑
えられることも大きなメリットです。

インテル® Atom™ プロセッサー搭載の
Windows*タブレットとau 4G LTE
サービス*の組み合わせを選択

2014年4月、大田区は要求仕様を固めて提
案募集をホームページ上で公開し、プロポー
ザル方式による事業者選定を実施しました。
慎重な検討の末に採用したのは、インテル® 
Atom™ プロセッサー搭載タブレット「HP 
ElitePad 1000 G2 for au*」と、高速データ
通信サービス「au 4G LTEサービス*」とを組
み合わせたKDDIの提案です。

「ハードウェアは、高性能なWindows*タブ
レットを提案いただきました。加えて、『米
軍調達基準適合』ときわめて堅牢な製品で
あり、80センチ程度の高さから落としても
壊れないという頑丈さも魅力でした。さらに
KDDIの提案は、『タブレットを導入する提
案』で完結せず、導入後のサポート、研修、
将来の利用拡張などの計画が充実していた
のです」と平田氏は述懐します。

各部課で予定されている使い方が多彩であ
るため、ハードウェア「HP ElitePad 1000 G2 
for au*」は段階的に導入を進め、NFCリー
ダー内蔵で、戸外での ICカード認証を簡便
に行える機種と、キーボードジャケットを装
着して文字入力をやりやすくした機種の2タ
イプを導入しました。

タブレットのハードウェア性能としては、「起
動の速さ」を重視。戸外で使うからこそ、起動
に時間がかかって利用のチャンスを逃がして
しまうようではいけないからです。「タブレッ
トは、すばやく気軽に使えてこそ、持ち歩く意
味があるのです」と平田氏は強調します。

その点では、インテル® Atom™ プロセッサーを
搭載している「HP ElitePad 1000 G2 for au*」
は十分なパフォーマンスを発揮しています。

「HP ElitePad 1000 G2 for au*は、起動が
明らかにすばやい。そのうえに、プロセッサー
の処理能力が非常に高度です。庁舎外へ出
向いて行う講演会で、プロジェクターにつな

計画財政部　情報システム課
情報システム担当係長
上田 憲司 氏

（上記および本文の記載は、取材当時の役職）

大田区
計画財政部　情報システム課

平田 義人 氏

大田区
計画財政部　情報システム課

柏木 ちひろ 氏

「庁舎内に設置されている
職員用端末との完全互換性を

確保できたからこそ、
シームレスな業務効率化が

可能になったのです」



いで資料を提示するマシンとして使ってみた
職員もいます。参加者の質問などに応じて、
いろいろな資料をすばやく切り替えて表示し
なければなりませんでしたが、HP ElitePad 
1000 G2 for au*は、タブレットであるにも
かかわらず、非常に快適に資料提示ができま
した」と、大田区 計画財政部 情報システム
課の柏木ちひろ氏は語ります。

「庁内の職員用端末は、従来からインテルの
CPU搭載のパソコンです。インテルは高い信
頼性がブランドカラーですから、インテル® 
Atom™プロセッサーも安心して採用しまし
た」と、平田氏は付け加えました。

KDDIのクラウドサービス上で
セキュリティー機能を仮想統合

KDDIの提案は、セキュリティー対策も充実
していました。利用者はまず、タブレット内
蔵のNFCリーダーに ICカードをかざしてロ
グインしてから、パスワードを入力。ICカード
とパスワードの情報は「KDDI クラウドプ
ラットフォームサービス」（KCPS）へ送られ、
クラウド上でユーザー認証が成立して初め
て、4G LTEサービスによるインターネット接
続が実行されます。

また、KDDI Smart Mobile Safety Manager
（SMSM）*を導入し、手元にないタブレット
に対してリモートロックをかけられるように
しました。SMSMは資産管理の機能を持っ
ており、タブレットに搭載されているソフト
ウェアの構成管理、タブレットの設定変更を
遠隔で集中的に行えます。さらに、タブレット
紛失時の対策として、タブレットの現在位置
の把握、リモートでのデータ消去、オフラ
イン時の全データ消去などの機能を備えた
ワンビ社のTrust Delete Biz*を導入しました。

「さまざまなセキュリティー対策を重ねて、漏

れのない安全なタブレット利用を追求しなが
ら、そこで必要になるサーバーはすべて
KCPS上に構築して、セキュリティー機能が
KDDIのクラウドサービス上で完結する体制
にしているのです」と平田氏は説明します。

業務改革の起爆剤に、
さらに区民サービス創造へと
進化していく

大田区のタブレット導入は、2014年12月から
本配備を開始し、2015年3月に、合計620台
の配備が完了しました。

利用の第一歩は、業務中のインターネット接
続です。まず、インターネット接続環境の不足
が解消され、業務効率が一歩向上しました。
同時に、利用スタイルを限定されないタブ
レットを手にしたことで、各部課独自の業務
への利用が次々に生まれています。

「一例ですが、窓口業務で活用するように
なったのが好評です。庁舎を訪れたお客様
へ、大田区のホームページを見せながら必要
な部分を指し示して詳しく説明したり、地図
を表示させて行き方を細かく案内したりする
ことができるようになりました」と柏木氏。
手元のスマートフォンを見ながら質問してくる
お客様へ、お客様と同じ目線で、気持ちの良
い応対ができるようになったのです。

道路、公園などを管理している建築系の現
場でも、戸外での利用を定着させつつあり
ます。街路灯が消えている、区道に陥没して
通りにくい場所があるなど、区民からの情報
が寄せられたとき、タブレットを効果的に使
えば、電話を受けながら正確な場所を特定
でき、現場へ行く人もその詳細情報をそのま
ま持って出ることができます。さらに現場の
写真を撮影し、地図情報と合わせて、補修
業者へ引き継ぐことも可能でしょう。防災対

キャリアグレードのクラウド基盤
タブレット端末の集中管理コスト低減にも貢献

KDDI クラウドプラットフォームサービス
（KCPS）*

さまざまなスマートデバイスを集中管理
セキュリティー対策と管理強化に役立つ
KDDI Smart Mobile Safety Manager
（SMSM）*

キャリアならではの高信頼性と、さまざまなシ
ステムに対応する柔軟性を兼ね備えた、クオリ
ティの高いクラウド基盤。
インターネットと、閉域イントラ網 （KDDI Wide 
Area Virtual Switch（WVS）*）を標準で提供。
大田区のように、閉域網（ＷVS）上に専有サー
バーを確保してユーザー認証やセキュリティー
関係のアプリケーションを集約して運用するこ
とで、多数のタブレット端末のセキュリティー対
策と運用管理のコスト低減にも貢献する。

●

KDDIが提供するMobile Device Management
（MDM）システム。さまざまな種類、OSのスマー
トデバイスを1つの画面で集中管理できる。遠
隔からのロック、初期化実施による情報漏えい
対策、端末の利用を制限するセキュリティー機
能など、さまざまな管理機能を提供。

Windows 8*／Windows 8.1 Pro*搭載
ビジネスのために設計されたタブレット
HP ElitePad 1000 G2 for au*
「HP ElitePad*」シリーズは、「拡張性」、「堅牢
性」、「セキュリティー対策」、「管理と運用のし
やすさ」を特長とするHP社のビジネスタブレッ
ト。バッテリー拡張用の「拡張ジャケット」、ノー
トブックPC同様の使い勝手を実現する「キー
ボードジャケット」、デスクトップPC同等の接
続性を実現する「ドッキングステーション」など、
オプションを交換することで、機能および利用
スタイルを拡張できる。
同シリーズの中でも最上位機種の「HP ElitePad 
1000 G2*」は、4コアのインテル® Atom™プロ
セッサー Z3795（64bit、2.39GHz）を搭載してお
り、高速・高度な並列処理を実現。ストレージ
128GB。バッテリ駆動時間約13時間。
さらに「HP ElitePad 1000 G2 for au*」は、高
速データ通信「au 4G LTE*」へ即座に接続して、
受信時最大75Mbps、送信時最大25Mbpsの
メリットを最大限に利用できる。
建設現場、外勤営業、店舗受付、教育現場な
どで多数導入されている。

工事現場、公園、道路など現場の写真撮影にも活用 キーボードジャケットを装着して移動中の報告書作成もスムーズ



タブレットPCに関する詳しい情報は、下記サイトをご覧ください。
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/tablets/tablets.html
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策面でも使い方を考案しているところです。

また、各出張所で行われるイベントの写真や
動画を撮影し、メモを記入して記事形式にま
とめ、大田区のホームページで公開したり、
区報に掲載したりすることもできます。

「3月に本配備が完了しましたから、4月以降
の2015年度から、さらなるニーズの掘り起
こしを行い、業務改善を積極的に進めてい
きます」と平田氏は意欲的に語ります。

新たな区民サービス創造の気運も高まって

います。見やすい画面を活かした手話通訳、
音声を活かした外国人への窓口サービスな
ど、「地域力」や「国際都市」を大事にする大
田区ならではのサービスのアイデアもいくつ
か出ています。「インターネット利用からさら
に一歩踏み込んで、業務改革や区民サービス
を高める使い方を工夫していきたい」と上田
氏は語ります。

安全・快適なインターネット利用ができ、し
かも、動画などの重いデータも高速に扱える
インテル® Atom™プロセッサー搭載タブレッ
トを導入したことで、大田区は、業務と区民

サービスの両面で、大きな革新の可能性を
手に入れることができました。


