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　まえがき

　政府は 2005年 2月に「IT政策パッケージ -2005」を策
定し，電子自治体について，以下の目標を掲げている。

（1）　行政サービスのオンライン利用促進
（2）　地方公共団体の業務・システムの標準化・共同化
（3）　電子申請などにおけるアクセシビリティ確保
（4）　IT（Information Technology）を活用した地方行政へ

の住民参画の促進
（5）　公的個人認証の利用・活用の推進
（6）　LGWAN（Local Government Wide Area Network）

の積極的活用
　富士電機は文書管理システム，庶務事務システム，およ

びこれらを統合した統合型総務事務システムを中心に「電
子自治体ソリューション」を推進しており，都道府県を主
体に納入実績を積んできている。

　本稿では，統合型総務事務システム，それを効率的に機
能させるための共通基盤，および安定したシステムの稼動
をサポートするための運用管理について紹介する。

　電子自治体ソリューションの体系

2.1　概　要

　富士電機の電子自治体ソリューションの体系を図 1に示
す。

（1）　導入コンサルティング

　電子自治体推進のための計画策定支援，業務プロセスの

見直しのほか，自治体全体にわたるセキュリティポリシー

の設定支援のサービスがある。

（2）　システム構築
　文書管理パッケージ，庶務事務パッケージをベースにシ

ステムを構築する。自治体固有の要件については個別設計
にて対応する。

　また，ネットワークやハードウェア機器のシステム設計
についても，性能を考慮したシステム構成設計，ネット

ワーク環境や条件に沿ったネットワーク設計，さらにセ

キュリティ設計や最適な自動バックアップ運用設計，機器
の稼動監視設計などを行う。

（3）　システム導入支援（職員研修）

　システムの導入にあたり，紙決裁から電子決裁へのス

ムーズな移行を実現するために職員に対する研修を実施す

る。理解を深めるため，対象者を分けて階層別のプログラ

ム（「一般職員コース」「管理職コース」，および文書取扱
主任や庶務担当を対象とする「専門コース」）を準備して

いる。

（4）　運用管理支援
　システムの安定稼動を行うため，統合サポートサービス

を提供し，システムの監視などにより，障害の発生を未然
に防ぎ，万が一の障害時には迅速な復旧が可能である。

2.2　特　長

（1）　自治体に特化した電子決裁基盤
　汎用的なワークフローではなく，自治体の決裁事務の実
情に即したきめ細かい管理が可能である。

（2）　組織情報・職員情報の世代管理
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運用管理
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◎計画策定支援・業務プロセス見直し
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�サービスレベル/可用性管理
�ITIL準拠のサービスメニュー
�標準プロセス（標準業務フロー）
◎コールセンター/監視自動化

◎共通基盤
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◎システムカスタマイズ
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システム
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◎統合型総務事務システム
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図1　電子自治体ソリューションの体系
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　毎年行われる組織変更や大量の職員異動にも対応可能で

ある。また，一定期間，過去の権限で決裁できるので，実
情に即した運用が可能である。

（3）　パッケージの豊富な機能
　これまでの納入実績から得られたノウハウを生かして，

パッケージを開発した。そのため，自治体の特性に合わせ

て機能を選択することが可能である。

（4）　オープンな技術の利用
　汎用的に利用されているオープンな技術を採用すること

により，将来を含め日々進化を続けるインターネット技術
などに対して柔軟に対応可能である。

　統合型総務事務システム

3.1　機能の概要

　統合型総務事務システムとは，日常的に庁内で運用され

る服務（勤務管理），認定申請（手当申請），諸手続き，旅
費管理などの各種申請業務を電子化するシステムである。

　発生源入力の考え方により各職員が自らデータを入力し，

認定・決裁業務を電子化することにより業務効率の改善や

庶務事務業務の負担の軽減を可能とする。

　今後は電子決裁機能を利用した文書管理システムに次い

で，全国の自治体での導入が期待される商品である。統合
型総務事務システムの基本機能一覧を表１に示す。

　各種手続き（諸手続き）で使用する様式は自治体ごと

に 異 な る た め，XML（eXtensible Markup Language）
フォーマットとしてパソコンで作成し，登録することが可
能である。作成した様式は XMLテンプレートとして保存
され，各職員が申請・登録したデータも XMLデータとし

て保存されるため，登録されているデータの他システムと

の連携も容易に実現可能である。

3.2　システム構成

　統合型総務事務システムの構成を図 2に示す。文書管理
機能，庶務事務機能，電子決裁機能などの各機能は複数
のアプリケーションサーバ（Webサーバ）で負荷分散・

冗長化する。データベース（DB）サーバはクラスタリン

グ機能を利用したうえで集中管理することにより，バック

アップなどの運用管理業務を軽減させる。

　各サブシステムを同一アーキテクチャで統合したことに

より，各種データ連携が容易となり，職員の日常業務の負
荷軽減に大きな効果がある。

　共通基盤

　総務事務システムは，各サブシステムが共通基盤である

電子決裁基盤，職員認証基盤，文書保存基盤を，オープン

な技術に基づく標準インタフェースを利用して個々の業務
アプリケーションの機能を実現する。

4.1　電子決裁基盤

　電子決裁基盤は，文書管理機能，庶務事務機能（服務，

認定申請，旅費管理など）のサブシステムが，電子決裁機
能（起案・起票，決裁・承認）を利用するために必要な共
通基盤である（図 3）。

　電子決裁基盤は，現在オブジェクト間通信技術として

汎用的に利用されている SOAP（Simple Object Access 
Protocol）を利用し，XML電文を使用して各サブシステ

ムへ電子決裁機能を提供する。

表1　統合型総務事務システム機能一覧

庶務事務機能

文書管理機能

電子決裁機能

服　務

認定申請

諸手続き

旅費管理

個人情報管理

収受・受付

起案・供覧

保　存

引継ぎ・廃棄

情報公開支援

決裁機能

勤務管理（時間外勤務，休暇，特殊勤務）

扶養・住居・通勤手当申請

給与・人事・福利厚生申請

精算入力・旅費認定・予算管理

所属・住所・資格情報管理

電子文書・紙文書収受・受付

起案・供覧

決裁文書の原本保証

保存文書の引継ぎ・廃棄

情報公開システム用データ出力

決裁承認・供覧・同報配信・差戻し・引戻
し機能

アプリケーション
（Web）サーバ

（文書管理・庶務事務・
　電子決裁機能）

アプリケーション
（Web）サーバ

（文書管理・庶務事務・
　電子決裁機能）

庁内
LAN

システム
LAN

データベースサーバ

職員端末 職員端末 職員端末

負荷分散装置

アプリケーション
（Web）サーバ

（文書管理・庶務事務・
　電子決裁機能）

決裁DB 文書DB 庶務DB 原本保存DB

図2　統合型総務事務システムの構成

サブシステム

電子決裁基盤

文書管理

決裁ルート
管理機能 決裁機能

庶務事務 その他システム

起案 SOAP通信
（XML） 案件操作 状態通知
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図3　電子決裁基盤
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4.2　職員認証基盤

　認証基盤システムは自治体向け業務システムの基盤とし

ての基本機能である，アクセス管理，認証，アクセス制御，

ポータル画面や各種運用管理ツールを提供する（図 4）。

（1）　権限設定に対応したアクセス管理
　利用者属性である所属，役職，役割と個人の組合せによ

り，利用可能な業務機能やフォルダ・画面単位でアクセス

権限を設定することができるので人事異動などに対応した

管理が効率的に行える。

（2）　各種認証方式への対応
　パスワード認証を基本とし，ICカード，指紋，公開鍵
証明書（X.509形式）や LDAP（Lightweight Directory 
Access Protocol）による認証など多様な方式にも対応可
能としており，広範囲の業務に利用できる。

（3）　シングルサインオン

　一度の認証で複数システム利用可能とするもので，文書
管理システム，庶務事務システムなど，他のシステム間の

ログインアカウントを一元管理する。インタフェースはセ

キュリティ情報交換のための XMLベースのフレームワー

クであり，プロトコルと電文の構文仕様を定めた SAML
（Security Assertion Markup Language）を採用し，強力
なセキュリティとマルチドメインでのシングルサインオン

を実現した。これに対応できない他社システムについても，

CGI（Common Gateway Interface）標準インタフェース

を利用したシングルサインオンが可能である。

（4）　多様なニーズに対応するポータル画面
　各個人の権限に応じたメニュー構成に加えて，未決裁案
件数などの各種件数表示が行える。また，ログインしたま

ま離席したときのセキュリティのため，一定時間アクセス

がない場合に自動的にログアウトする機能も備えている。

（5）　組織情報管理機能
　組織変更や人事異動に対応した組織情報の履歴管理の機
能を具備しており，発令前の予約入力や一括データ取込み

などにより，大規模な組織変更にも迅速に対応できる仕組
みを提供している。

4.3　文書保存基盤

　文書保存基盤システムは，文書保存や改ざん検出など文
書保存に必要な基本機能に加え，暗号化保存，署名の付加
などにより安全性を強化している。また，Webアクセス

による連携の容易性を実現するとともに，多様なシステム

要件にも対応している（図 5）。

（1）　長期に対応する保存方式
　一般的に利用されている公開鍵暗号による電子署名には，

公開鍵暗号の危殆（きたい）化（解読技術の進歩に伴い信
頼性が損なわれること）による安全性の確保に課題があ

る。この課題に対応するため，署名を生成する際にMAC
（Message Authentication Code）を併せて生成し，署名
が偽造されたと疑われる場合にはMACの検証を行うこと

で署名の偽造の有無を判定する機構を実装した。これによ

り電子文書の長期にわたる原本性の確保を実現している。

（2）　他システムとの容易な連携
　Webフィルタリング方式によって，文書保存・参照を

可能とし，文書保存時に文書保存基盤システム側で自動的
に暗号化・電子署名生成を行う。そのため，ユーザーのパ

ソコンや文書管理システム，庶務事務システムなどの業務
サーバには専用ソフトウェアの組込みは不要である。

（3）　多様なシステム要件に対応
　提供する文書保存基盤システムは，公開鍵暗号を利用し

た電子署名方式を実現しており，県庁規模のアクセスにも

対応できる，ISO15408の ST認証（EAL3）を取得したシ

ステムである。また，オープン OS（Operating System）
の Linux

〈注〉

上でも利用が可能であり，OS標準のファイルシ

ステムで実現するMACを採用した長期保存を実現できる

システムである。さらに，利用者の増大に対して，サー

バの増設のみでアプリケーションの改造を必要としないス

ケーラビリティを実現する RAC（Real time Application 
Cluster）にも対応しており，年々利用者が増大する共同
利用システムなどへの利用にも適している。
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〈注〉Linux： Linus Torvalds  の米国およびその他の国における登録

商標または商標
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図5　文書保存基盤
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　運用管理ソリューション

　安定したシステムの稼動および運用サービスを 24時間
365日にわたり実現するために，富士電機の提供する電子
自治体ソリューションでは，日常的な運用保守のための

サービスレベル，可用性管理などの要求事項を満足するた

めの取組みとして，必要となる各業務をサービスサポート，

サービスデリバリーおよびオペレーション管理に分類して，

それぞれの業務内容の可視化を図っている。

　運用管理ソリューションには，各自治体における多数の

運用管理サービスの提供実績を基にした，以下のような特
長がある。

（1）　業界標準の ITIL準拠
　サービス項目に対応した各業務は，ITサービスマネ

ジメント（システム運用保守）の業界標準である ITIL
（Information Technology Infrastructure Library）に準拠
しており，ITの側面からの支援だけでなく，電子自治体
ソリューションとして必要なシステムの活用支援など業務

的側面の内容も付加したメニューである。

　表 2にサービスメニューの概要を示す。

（2）　統合サポートサービスの提供
　日常保守業務においては，使いやすくて信頼性の高い

システムの運用維持を目指すためには，一体となったサ

ポート体制の構築が不可欠となる。これを実現するために，

コールセンター，運用保守要員，保守サポート部門，シス

テム開発部門，機器保守部門などが密接な連携をとりなが

ら，お客様に対して統合的なサポートを提供する。

（3）　運用保守業務の標準プロセスの提供
　富士電機の提供するサービス項目の中で，特に運用保
守に関する「インシデント管理」「問題管理」「変更管理」

「構成管理」については，標準の業務フローを準備してお

り，各自治体の運用業務に合わせたカスタマイズを行うこ

とで，最適な ITサービスの提供ができる。

（4）　監視・保守の自動化
　システムを構成するサーバ機器の運用状態の監視や異常
の検知は，システム監視サーバなどにより自動にて行うこ

とを基本とする。

　また，各監視内容の変更は容易に行え，各監視項目に対
する管理帳票については，システム監視サーバにて自動集
計し，出力・提供する。

　あとがき

　自治体は厳しい財政状況にあり，共同利用の論議も活発
化している。富士電機は，単独，共同利用のどちらにも対
応できるソリューションをさらに拡充し，提供していく所
存である。
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表2　サービスメニュー

サービスサポート
（日常的なシステム
　運用とユーザー
　サポート）

サービスデスク（ユーザーサービス窓口）

インシデント管理（問合せ，クレーム）

問題管理（障害の根本対策）

変更管理（履歴の蓄積）

構成管理（構成要素の把握）

リリース管理（実装と展開）

サービスレベル管理（サービス品質の定量化）

可用性管理（サービス停止の回避）

サービス継続性管理（災害時などの施策）

キャパシティ管理（環境変動へのリソース確保）

監視運用管理

業務運用管理

保守管理

サービスデリバリー
（システム運用管理に
　関する長期的な計画
　と改善）

オペレーション管理
（システム運用に
　かかわる操作）
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