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まえがき

申請・届出などの手続きの電子化は，「行政情報化推進

基本計画の改定について」（1997年12月20日閣議決定）に

基づき推進されてきている。

他方，「雇用創出・産業競争力強化のための規制改革」

（1999年 7 月13日産業構造転換・雇用対策本部決定）にお

いて，1999年度中に各行政機関一体となって申請・届出な

どの手続きの電子化を一層推進するための基本的枠組みを

策定し，これを受けて，省庁別にアクション・プランを策

定することとされている。

また，「経済新生対策」（1999年11月11日経済対策閣僚会

議）および「ミレニアム・プロジェクト（新しい千年紀プ

ロジェクト）について」（1999年12月19日内閣総理大臣決

定）においては，2003年度までに，民間から政府，政府か

ら民間への行政手続きを，インターネットを利用してペー

パーレスで行える電子政府の基盤を構築すること，とされ

ている。

これらのことを踏まえながら，申請・届出などの手続き

における基本的な枠組みを策定するとともに，オンライン

化の実現を強力に推進してきた。

本稿では，申請・届出などの手続きの電子化を実現する

電子申請システムについて紹介する。

富士電機の取組み

政府基本方針（申請・届出等手続の電子化推進のための

基本的枠組み）において，

「国民等と行政との間で，これまで書面を用いてやり取

りされてきた申請・届出等手続（国の事務に関し，法令

等に基づき，国民等と行政機関等との間で行われる申

請・届出や，結果通知の手続）について，原則として平

成15年度までに，書面による手続きに加えインターネッ

ト等を利用した手続きのオンライン化を図るよう努め

る。」

ことが示されている。

その一方，行政機関や地方自治体におけるWebサイト

の開設率は，80 ％にも達すると言われているが，現状で

は住民に対するサービスとして十分に機能しているとは言

い難い。

また図１に申請・届出手続きなどの電子化への流れを示

すが，パソコンや携帯端末およびそれらを利用したインター

ネット環境が企業や一般家庭に普及することにより，行政

と国民とを結ぶインフラストラクチャー（インフラ）が急

速に整備されつつあることが，これらを実現させるうえで

の後押しとなっている。

電子申請システムを実現するために必要な構成を図２に

示す。

電子申請システムは利用者（住民）と行政との接点とな

る部分であり，利用者に対しては万人が平等かつ容易にそ

のサービスを享受できるとともに，個々の情報に対する機

密性を保証するものでなければならない。

また，行政に対しては業務の効率化および費用の低減化

申請・届出などの手続きの電子化による住民サービスの
向上と行政の業務効率化
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図１　申請・届出などの手続きの電子化への流れ
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に貢献するものでなければならない，との考えに基づいて，

富士電機では，以下に述べる取組みを行っている。

２.１ 申請者などの認証と文書の暗号化

利用者と行政との間でインターネットなどを利用してや

りとりされる電子文書について，その文書が真にその名義

人によって作成され，内容に改変がないことを相互に確認

するための仕組みが必要になるが，これを実現する手段と

して，公開鍵（かぎ）暗号方式によるディジタル署名を用

いた認証システムがある。

具体的には，本人であることを確認するための，個人識

別の技術として，ID・パスワードや ICカード，バイオメ

トリクス（指紋照合や網膜照合などに代表される生体認証

の技術）などを用いた方式，そして電子文書の暗号化，認

証を行うための技術として，PKI，GPKI（公開鍵暗号基

盤）があり，これら二つの技術を組み合わせることで確実

な本人認証と文書の暗号化を実現している。

また，ディジタル署名を行う準備が整っていない場合な

どを考慮して，郵送や直接窓口で提出を行うなどの手段に

も対処できるものとしている。

２.２ 手数料の納付方法

手数料の納付については，申請・届出などの手続きとの

一貫したオンライン化を図らなければならないとの観点か

ら，経済取引における普及度，納付の確実性などを勘案し

て，インターネットなどを利用した，クレジットカードや

デビッドカード，電子マネーへの対応のほか，従来からの

窓口における，現金納付や印紙納付などへの対応が容易に

行えるものとしている。

また納付確認に要する行政の負担が少なくて済むこと，

そして本来手数料は小額である場合が多いことなどから，

これらを極力安いコストで集められること，などにも配慮

している。

２.３ 申請・届出などの到達時期

法律上の効力発生の起点となる申請・届出，結果通知な

どの到達時期については，原則として，書面の場合と同様，

相手方がその内容を了知し得る状態となったとき，すなわ

ち，当該申請・届出文書や証明書文書が受け取る側でアク

セスできるシステムに入ったときに到達したものとして取

り扱う，とされている。

このことに対しては，申請文書が正常に行政（電子申請

システム）に到達したことを利用者に通知する手段と，利

用者が行政における処理状況を，任意に確認できる手段を

備えることによって解決している。

２.４ 電子文書の保存・管理

申請・届出などの文書を管理・保存するうえで，文書の

内容改ざんや，記録媒体の経年劣化などによる内容の消失，

第三者による盗難や盗み見などに対する防止策は必須（ひっ

す）であるといえる。

富士電機では，システムに必要な措置を講じることによ

り，これに対処するとともに，必要に応じて文書の内容を

開示できるようにしてある。

２.５ 申請作業の容易化

申請書様式は県庁で数千点から数万点，市役所でも数百

点から数千点は存在するといわれている。

これらの中から利用者の要求に対して必要な申請書様式

を提示し，また明確な記入方法を案内することは，必要不

可欠な機能である。

富士電機では検索エンジンの技術やナビゲーションの技

術を導入することによって，これを解決している。

また，利用者が作成した申請書に，記入誤りがないかを

確認する手段として，利用者側端末における作成時の初期

誤りの検出と，行政側端末における申請書受信時の内容誤

りの検出との，二重の誤り検出を行うことにより，利用者

および行政への負担軽減を実現している。

そのほかに，実際にシステムを導入する場面においては，

行政や自治体それぞれに異ったルールを効率よく電子化，

知識データベース化するための手法も重要なポイントであ

る。

２.６ 他のシステムとの連携

電子申請システムを構築するうえで忘れてならないのは，

行政における業務支援システムをはじめとする，電子決裁

システム，電子文書管理システムとのシームレスな連携で

あり，これらは XML（eXtensible Markup Language）の

技術を導入することによって解決している。

図３に示す XML技術を用いたデータ交換により，アプ

リケーションやデータベースそれぞれのデータ構造に依存

することなく，異なるシステム間でのデータ交換が容易に

行えるようにした。

また，データ形式とルーティングのルールはシステム間
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図２　電子申請システムの構成
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のデータ連携において重要な課題であり，これを解決する

ことが，今後，他の行政機関および行政機関以外が処理す

る申請・届出などの手続きとの連携を可能にする糸口にな

るものと思われる。

具体的には，データベース間のデータ受渡しを仲介する

ためのミドルウェア技術に対して，今後の動向が注目され

る。

２.７ その他

実際にシステムを開発するにあたっては，表１の情報シ

ステムのトレンドに示す情報システムにおける技術の推移

に十分留意して，図４のような今後のデファクトとなり得

るものを採用している。

中でも，近年進歩の目覚ましいWWWの技術の動向に

関しては，図５にも示すように，WWWコンソーシアム

（W3C）において HTML（HyperText Markup Language）

の後継とされる XML技術の動向に注目した。

図６に XML技術の内容を示す。ここで注目すべき点と

しては，タグに意味を持たせることによりシステム間にお

けるデータ受渡しが容易になったことと，データとレイア

ウト情報の分離によりブラウザなどの表示形式に依存しな
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図３　XML技術を用いたデータ交換

HTMLの後継-XML�
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図５　WWW技術の進化
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図４　今後のデファクト技術
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図６　XML技術

表１　情報システムのトレンド�

区　分�

年代�

集　中�
（企業内基幹業務）�

1970年～�項　目�

IT 化の対象�

利用者�

システム化のポイント�

取扱いデータ�

システム開発の考え方�

システムの中心�

開発言語�

ミドルウェアテクノロジー�

バックオフィス�

EDP室（特別なユーザー）�

高速・高信頼性�

数値（財務・経理・売上情報）�

データベースが中心�

メインフレーム�

COBOL

トランザクション�

分　散�
（企業内部門業務）�

1990年～�

フロントオフィス�

企業全体（特定ユーザー）�

バックオフィスとフロントオフィスの情報整合�

ドキュメント（営業情報・研究開発情報）�

分散処理が中心�

クライアント・サーバ�

C, C++, Java

CORBA/IDL

協　業�
（企業対企業・個人）�

2000年～�

ディジタル社会�

社会全体（一般大衆）�

付加価値の創造とビジネスの差別化�

マルチメディア（カルテ・紙幣・広告・政府）�

シナリオ中心（既存システムを組み合わせた�
付加価値サービス）�

Web

スクリプト�

HTTP/XML
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い汎用的なデータ構造が定義可能となったこと，の 2 点が

あげられる。

これらの技術を採用することにより，今後の発展・拡張

や他のシステムとの連携に対して，柔軟に対応し得るシス

テムを実現しているものと考える。

実現に向けたステップ

図７に各省庁の推進方策および電子申請システムの展開

（予測）を示す。

実際の行政への展開にあたっては，省庁や自治体（県・

制令指定都市と市町村）それぞれの状況に見合う段階的な

システムの導入が必要であると富士電機では考えている。

これは単に認証局の整備や，各行政の OA化，既存シ

ステムとの整合といったインフラ整備の問題のみならず，

各行政が扱う申請・届出などの手続きの電子化への対応可

否（電子的なデータや署名を，正式文書として認めるため

の法令整備など）といった問題にも配慮しなければならな

いことを意味している。

あとがき

申請・届出などの手続きの電子化については「行政情報

化推進基本計画」構想に基づいて展開される，官民一体と

なった国家規模のプロジェクトである。

官公庁における業務効率の向上と，住民サービスの向上

を実現するうえで，電子申請システムを導入することは必

要不可欠であることは想像に難くない。

今後は，各行政間や行政機関以外が処理する申請・届出

などの手続きとの連携，さらには行政機関が発行する証明

書などの電子化も視野に置き，一層のシステムの発展に努

める所存である。
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