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まえがき

現在，国の電子政府構想を受けて，地方自治体において

も ITを活用して住民サービスの向上，行政業務の効率

化・迅速化を推進する電子自治体構想を掲げている。その

中で，行政内部業務の効率化・迅速化を実現する手段とし

てキーシステムとなるのが，電子決裁システムである。

自治体としての意志決定は，起案，承認，決裁権者によ

る決裁を経て行われ，これらの業務は行政の事務執行にお

いて最も基本的かつ重要な事務であり，日々の業務におい

て多量に発生する。都道府県，政令指定都市レベルにおい

て 1 年間に発生する文書は 100 万件程度と試算されている。

従来，これらの事務は紙文書により行われ，紙文書の持ち

回り，出先施設間との搬送など物理的な移動が発生し，手

間と時間がかかっているのが実情である。これら紙文書に

よって行われていた業務を電子化し，業務の流れを効率

化・迅速化するのが電子決裁システムである。

富士電機は，企業向け・行政向け電子決裁システム（ワー

クフロー）で積み重ねた実績と経験を基に，電子自治体の

要件を備えた電子決裁システムを新規に開発した。本稿で

は，電子自治体対応の電子決裁システムと電子自治体にお

ける展開を紹介する。

電子決裁システム導入によるメリット

電子決裁とは，従来，紙と印鑑で行っていた決裁業務を

ネットワークとパソコンを使用して電子的に決裁処理を行

うものであり，一般的に，電子決裁導入によって以下の業

務上の効果が得られる。

承認・決裁処理の効率化

紙による持ち回り，本庁と出先機関間の紙文書の搬送な

どがないため，迅速な受渡しが可能となる。

承認・決裁処理を決裁一覧から概要を参照しながらパソ

コン画面上で次々と承認・決裁が行えるため，処理が飛躍

的に向上する。

紙の使用量の削減

都道府県，政令指定都市レベルでは 1 年間に約 100 万件

の文書が発生すると試算されており，紙の枚数にすると

300 万枚から 400 万枚になる。電子決裁システムの導入に

より，文書の電子化率が 50 ％と仮定すると，150 万枚か

ら 200 万枚の紙が不要になり，紙の使用量が大幅に削減さ

れる。

電子自治体対応の電子決裁システム

電子自治体として機能するには，従来の業務ごとのシス

テム化ではなく，業務システム間の連携，トータルでの運

用・保守コスト削減など全体システムでの効率化が重要な

ポイントとなる。この中で，電子決裁システムは，行政業

務の根幹を成す決裁業務を電子化し，システム間連携を実

現するシステムとして電子自治体における中枢基盤ととら

えられる。今回開発した電子決裁システムは，電子自治体

に対応するために以下の機能と特徴を備えている。

３.１ 電子決裁システムの共通基盤

文書管理システム，財務会計システム，庁内各種申請シ

ステムなど複数のシステムにおいて決裁機能が必要となる。

本電子決裁システムは，これらシステムの決裁機能から共

通機能を抽出した共通基盤システムとなっている（図１）。
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決裁処理操作の統一

文書管理，財務会計，旅費管理，時間外勤務などの各業

務システムにおける決裁業務が統一されたオペレーション

により操作ができる。また，各業務システムから決裁機能

へ入るだけでなく，各業務システムの決裁処理を統合して

いるため決裁処理をまとめて行うこともできる。これによ

り，業務効率の向上，操作性習得の時間短縮が図れる。

ユーザー情報，ルート情報の共通化

電子決裁基盤がユーザー情報，組織情報を共通で管理し

ているため，業務システムで決裁ルートの共通化，ユーザー

情報，組織情報の一元化など運用・保守効率を上げること

ができる。

業務システム間の連携

電子決裁システムを通して業務システム間の連携が可能

である。例えば，財務会計で発生した予算執行伺いは，電

子決裁システムでの決裁完了後，決裁完了情報が財務会計

システムへ，伺書としての文書は文書管理システムへ渡さ

れる。システムごとに重複入力作業を行う必要はなく，非

常に効率的に処理が行われる。また，財務会計と文書管理

の整合性も保証される。

３.２ 行政業務に柔軟に対応

紙決裁で行われていた流れにも柔軟に対応できるように，

以下の機能を用意した。

代理決裁

中間決裁者や最終決裁者が不在で，緊急に処理する必要

がある場合，権限を有する者であれば決裁を代理で行える

（図２）。

引上げ決裁

中間決裁者が不在で，緊急処理が必要な案件の場合，同

一権限以上の決裁者であれば引き上げて決裁することがで

きる（図３）。

差戻し

提出された案件内容の不備により再提出が必要な場合，

起案者または前決裁者に差戻しが可能である。差戻し先に

はメール通知が可能で，訂正した後，最初からの再提出，

または差し戻した決裁者へ再提出することができる（図

４）。

引戻し

提出した案件内容に不備があり修正したい場合，起案者

が提出後に引き戻すことができる。引き戻された案件は，

再提出または廃案にできる（図５）。

３.３ 決裁必要案件を簡単に把握

従来の紙決裁ではすぐには把握できなかった決裁案件数

を，電子決裁システムでは決裁案件一覧表示にて簡単に把
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握することができる（図６）。案件ごとに件名，優先順位，

決裁指定日が表示されるため，処理順位が高い案件（重要

性，緊急度の高い案件）から処理を始めることができ，迅

速かつ適切な対応が可能になってくる。また，決裁待ちの

滞留期間が長い案件に対して，システムが時間監視し，滞

留者に注意を促すことも可能である。

３.４ 決裁案件の所在を把握

電子決裁システムでは起案した文書などを現在どの部署

のだれが所有しているのかを瞬時に把握できる。図７の決

裁案件進ちょく画面から，現在の決裁案件の所有者，それ

までの決裁履歴，残り決裁者を確認することで，滞留者の

特定，決裁案件所有者に催促などをすることができ，決裁

を円滑に進めることが可能となってくる。

３.５ Web対応

電子決裁システムで提供される各画面はWeb 環境で動

作するため，利用者クライアントへのソフトウェア導入は

不要で，メンテナンス性にも優れている。Webブラウザ

から電子決裁ログイン画面を表示し，ユーザー IDとパス

ワードを入力するだけで電子決裁のすべての機能が利用で

きる。出先機関などへの出張時の緊急案件の決裁や，共有

クライアントでの決裁が可能である。

３.６ 複数世代の組織に対応

年度の切替り時期においては，決裁を旧組織で行う必要

や，回議・合議途中で組織が変わる場合も想定される。本

システムでは，複数世代の組織構成情報を使用できるので，

このような場合にも柔軟に対応可能である。

３.７ 大量の決裁要求にも対応

行政の各業務で扱われる文書は起票から最終決裁までの

意思決定の過程において，決裁数が非常に多い。また，業

務によっては決裁が集中する時期，時間帯がある。例えば，

①月末に処理が集中する勤務時間の報告，②定時前に集中

する時間外申請，③月末，年度末に集中する財務会計帳票

の決裁処理などがあげられる。本システムではこのような

状況でも負荷分散や一括処理の仕組みにより，大量の決裁

要求にもこたえることができる。

３.８ セキュリティの向上

決裁業務の電子化により，従来の紙と印鑑の決裁方式に

比べ，セキュリティの向上が可能となる。

電子決裁システム利用時のセキュリティ

認証システムと連携し，職員ごとのアクセス権限制御に

よりセキュリティをかけられる。ID，パスワードと，指

紋認証装置や ICカードなどとの組合せによりさらに強化

することも可能である。

決裁文書に対するセキュリティ

PDF（Portable Document Format）など，電子署名を

利用した形式のファイルが扱えるので，文書の改ざんを防

止できる。また，決裁文書や添付ファイルの変更履歴の管

理も可能である。

システム構成と動作環境

電子決裁システムのハードウェア構成と動作環境は図８

に示す構成となる。

ハードウェア構成

電子決裁システムに必要なハードウェアは図８に示すと

おり，①データベース（DB）サーバ，②アプリケーショ

ンサーバ，③利用者クライアントの 3 階層で構成される。

この構成により，利用者クライアントの台数増加や決裁対

象業務，決裁件数の増加にも容易に対応できる。

動作環境

電子決裁システムは，Windows
〈注〉

2000/NT Server 環境で

〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図７　決裁案件進ちょく画面
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動作するWebアプリケーションである。サーバ上で電子

決裁システムの画面アプリケーションと，フロー制御を行

う電子決裁サービスの 2 種類のアプリケーションとの連携

で機能する仕組みとなっている。このように処理を分けて，

複数サーバに分散配置することで負荷集中時の画面のレス

ポンス確保と拡張性を実現している。

電子自治体における今後の展開

今後，電子自治体を実現するうえで住民サービスの向上，

民間企業の公平性の向上，負担軽減のために行政サービス

系のシステム（電子申請，電子調達，電子入札など）が導

入される。本電子決裁基盤は，これらのシステムに対して

も決裁機能を提供し，システム間連携を実現させる。

あとがき

電子決裁システムについて紹介してきた。今後，さらに

各自治体の情報化が進められ，整備された LAN環境のも

とで，一人 1台のパソコンを使って行政業務が行われるよ

うになる。同時にインターネット技術を利用し，行政電子

文書の情報交換や，住民サービスの向上が進められていく

と考えられる。このような電子自治体時代の標準的基盤と

なる製品をタイムリーに開発・提供することを最優先に業

務を推進していきたい。
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解　説 PDF

Adobe Systems社が提供するPDFツール
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PDFとは，米国のAdobe Systems社が規定したデー

タ形式の名前で，Portable Document Formatの頭文

字をとったものである。

PDFデータを画面表示したり印刷するための表示ソ

フトウェア（ビューア）が無償配布され，さまざまな

プラットフォームに対応していることから，全世界で

4,000 万人以上の利用者があり，配信用電子文書とし

て事実上の業界標準となっている。

ファイル作成時に使用したアプリケーションにかか

わりなく，オリジナルに近い品質で表示・印刷できる

ことから，行政機関がインターネットホームページを

通じて，PDFデータで文書公開する例が増えている。

富士電機は，2000年12月に Adobe Systems 社と提

携を結び，e-自治体ソリューションにおいて PDFデー

タを積極的に活用していく体制を整えている。
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