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あ ら ま し

共通番号制度や社会保障制度の改革など社会の仕組みが大きく変わろうとする中

で，地方行政機関はこうした変化に対応した住民サービスの提供に向け，更なる内

部事務の効率化，コスト削減を求められている。富士通の内部情報ソリューション

IPKNOWLEDGE（アイピーナレッジ）は，財務会計，人事給与，文書管理，庶務事務，
電子決裁など内部事務システムの全体最適化を図るとともに，これまで紙で行っていた

申請・決裁のペーパーレス化，二重入力といった無駄を削減するなど業務の効率化を支

援するソリューションである。IPKNOWLEDGEは，出荷を開始した2000年から2013年
の13年間で500団体以上のお客様に導入いただいている。
本稿では，新たなコンセプト「つかうほど快適に」を掲げ，2014年に出荷を開始した

IPKNOWLEDGE V3の狙いと取組みについて紹介する。

Abstract

Social systems are beginning to make major changes such as the Social Security and 
Tax Number System and reform of the social security system.  In order to offer resident 
services that accommodate these changes, local administrative organs are required 
to further improve the efficiency of their internal administrative work and reduce 
costs.  Fujitsu’s internal information solution package IPKNOWLEDGE helps them to 
improve work efficiency.  It facilitates the total optimization of internal administrative 
systems including financial accounting, personnel compensation, document 
management, general affairs and electronic settlement and also reduces waste by 
achieving paperless application and approval, which were conventionally processed on 
paper, and eliminating re-inputting.  Since its release in 2000, IPKNOWLEDGE has 
been installed by over 500 customer organizations in the 13 years up to 2013.  This 
paper presents a new concept “make more use for more comfort” and describes the aim 
of and activities for IPKNOWLEDGE V3, which was released in 2014.
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た。借入金のうち地方債の残高が145兆円あり，こ
れは一般財源総額の2.62倍で将来に大きな負担を
残している。各自治体は，政策を実行していく上で，
その必要性や効果について一層の説明責任が求め
られる。行政経営の妥当性についても自治体自ら
の積極的な提示が求められる。
● 行政経営システム
従来は，人事給与，財務会計，文書管理，グルー
プウェアを個別調達し組み合わせて内部情報シス
テムとして利用することが一般的であった。この
形態では，システム間のデータ管理体系の相違を
手作業での補正（転記事務）をしなければならな
い，各システムを連携したデータ活用ができない
といったケースが少なくない。
これに対して，先進団体では内部事務全体を最
適化するものを「行政経営システム」として定義
し調達している。このシステムは，行政経営の高
度化を目的にしており，人材，資産，予算・資金，
文書（情報）などの経営資源を一元的に管理し，
これらの資源を利用する際，計画～執行～評価・
是正など一連の行政経営プロセスで蓄積された情
報と照合し，行政経営に合うように調整する。こ
れにより，基幹業務である住民サービスにより多
くの経営資源を配置でき，事務などの間接作業を
徹底的に効率良く進めることができる。
● 経営課題の解決に向けて求められる機能
（1） 行政運営の多様化への対応
前述したように外部委託が増加している現在，
一部事務組合や独立行政法人などでは，元の自治
体と一体となって行政運営に当たるケースも多い。
業務を行う職員は自治体からの出向者であること
なども考慮すると，効率的な統合型のシステムを
必要とされる。また，会計基準など団体による違
いにも対応する必要がある。
（2） 制度変更や運用形態への柔軟な対応
公務員制度改革や新地方公会計制度，共通番号
制度など行政経営分野でも全国的な制度改正が発
生する。それらへの対応を10年以上の長期にわたっ
て安定的に提供し，また，各自治体の固有要件に
対し利用者自身で対応できるような仕組みも求め
られている。共同利用などのクラウド形態への対
応や，BPO（Business Process Outsourcing）によ
る総務・事務業務のアウトソーシングと組み合わ

ま　え　が　き

地方自治体の行財政運営は，共通番号制度や数々
の社会保障制度の改革など相次ぐ住民サービスの
変革，正規職員および非正規職員増と指定管理者
制度の拡大などによる構造の変化，更にはICTを活
用した市民やNPOの政策参加など目まぐるしく変
化し続けている。この環境下において，行政事務
におけるムダ・ムラをなくし，より簡素で効率的
かつ高度な行政事務を構築・運営していくことが
地方自治体の課題である。
富士通は，この課題の解決に貢献する内部情報
ソリューションIPKNOWLEDGEを販売してきた。
この度，お客様から寄せられた声と，高い技術，豊
富なノウハウを基に，使い心地を徹底的に追求した
新バージョンIPKNOWLEDGE V3の提供を2014年
4月から開始した。本稿では，IPKNOWLEDGE 
V3の開発と特徴的な機能を紹介する。

行政経営システムの動向

● 地方行政運営の変遷
富士通が，IPKNOWLEDGE V2を出荷した

2006年は1821の自治体があったが，2014年現在で
は1718となった。（1） 市町村合併のピークから約8年
が過ぎ，合併算定替の終了が間近に迫るなど新た
な課題も浮き彫りになっている。いわゆる行政の
スリム化も進行し，地方公務員数は2013年には
275万人となり，（2）直近の5年間で15万人減少してい
る。一方，臨時・非常勤職員数は2012年で60万人（3）

であり，5年間で約10万人も増加している。行政運
営の外部委託も積極的に推進され，指定管理者制
度は73 476施設（2012年），（4）PFI（Private Finance 
Initiative）は428事業（2013年），（5）地方独立行政法
人数は110を超える（6）状況となっている。また，特
別地方公共団体（一部事務組合や広域連合といっ
た地方公共団体で普通地方公共団体以外の法人），
あるいは民間団体を含む外部団体との共同推進が
一層進んでいる。
● 財政状況
平成26年度版（平成24年度決算）地方財政白書（7）

によると，経常収支比率の全国平均は92.7％と依
然として90％を超過する「財政硬直」と言われる
状況にあり，借入金残高は合計で200兆円となっ

ま　え　が　き

行政経営システムの動向
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IPKNOWLEDGE担当のSE・営業を集めて開催
したIPKNOWLEDGE全国適用者会議では，ワー
ルドカフェ（注1）という手法を使って，「今後10年を
見据えて，更なるWin-Win-Win（お客様－適用者
－開発元）を手にするには，IPKNOWLEDGEは
どのように変わるべきか？」というテーマで話し
合い，389件の意見を抽出した。この389件の意見
を基に，開発企画メンバーでパッケージに必要な
七つのキーワード「お客様視点，分かりやすさ，
手軽さ，成長性，新しさ，インパクト，コスト」
を定め，更に絞り込みをかけた（表-1）。その結果，
上位にランキングされたキーワードから次期パッ
ケージのコンセプト「つかうほど快適に」が生ま
れた。
● システム開発
プロトタイプ開発を経て2012年秋より本システ
ム開発に着手した。次期システムでは，これまで
利用者から寄せられた意見と長年の経験で培われ
たノウハウを基に事務の効率化を実現する。また，
従来のアプレット処理方式で好評だった機能を損
なうことなくサーバサイド方式（サーブレット）
への移行を実現する。これにより，職員が利用す
るクライアント端末にプログラムを入れることな
く（プラグインレス）内部事務システムを利用で
きる。また，サーブレット化によりクラウド環境，
タブレット端末やマルチブラウザの対応を可能に
する。更に統合型コンセプトのメリットを最大限
に生かすため業務間の連携機能を見直し，機構改

（注1） カフェにいるようなリラックスした雰囲気の中，参加者
が少人数に分かれたテーブルで自由に対話を行い，ほか
のテーブルとメンバーをシャッフルしながら話し合い
を発展させる。相互理解を深め，集合知を創出していく
組織開発の手法。

せた運用形態も増加している。
（3） ナレッジ利活用の強化・拡大
職員数の減少や，経験の少ない臨時職員が事務
に携わっていることの支援策としてベテラン職員
が従来のシステムに蓄積した膨大なナレッジを自
由に引き出して活用するという機能が必要であ
る。また，蓄積された情報を基に次の進行を予測
した情報を提供し，利用者を支援する機能（ナビ
ゲーション機能）や，利用者自身が作業中に得た
気づきや留意事項をシステムに登録することによ
り，今後の作業時に活用・共有できる。このよう
に，実務経験の少ない職員が的確に事務作業を実
施できるようなナレッジ活用の方法も必要になっ
てきた。

IPKNOWLEDGE V3の取組み

本稿で取り上げている内部情報ソリューショ
ン IPKNOWLEDGEに つ い て は， 2006年 に
IPKNOWLEDGE V2を出荷した後も行政運営の
多様化への対応として新地方公会計制度などに
対応した公営企業向け会計製品や，独立行政法
人向けの製品を販売した。そして，2011年より
後継商品となるIPKNOWLEDGE V3の企画を開
始し2014年4月より提供を開始している。以下に
IPKNOWLEDGE V3の開発の取組みについて紹介
する。
● コンセプトメイキング
昨今の自治体の変化，独立行政法人市場
への展開，新たな経営課題への対応として
IPKNOWLEDGEも時代の変化に対応する必要が
あった。そこで，新しいパッケージの開発に当たり，
コンセプトメイキングを行った。

IPKNOWLEDGE V3の取組み

表-1　ワールドカフェ上位キーワード

キーワード
評価軸

顧 客 分かりやすさ 手 軽 さ 成 長 新 し さ インパクト コ ス ト

使えば使うほど便利になる ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

タブレット・スマートフォン対応 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △

直感的操作性 ○ ◎ ○ ○ ○

カレンダーから業務起動 ○ ○ ○ ○ ○

セルフカスタマイズ ○ ○ ○ ○ ○

らくらく導入 ○ ○ ○ ○

お客様自身で安定運用 ○ ○ ○
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革や人事異動など年度末処理の負荷を大幅に改善
した。
● 新たな魅力の創出
新たなコンセプト（つかうほど快適に）では，
以下の三つの要素を採り入れて新たな魅力の創出
を実現する。
（1） ユーザエクスペリエンス（注2）

従来よりも手番を減らすこと，ノウハウの蓄積・
活用すること，利用者に気づきを与えることを重
視する。
（2） セルフカスタマズ
クラウドへの対応を想定し，利用者が自ら画面
の追加や項目の変更を行うことができる。
（3） らくらく導入
システムの導入コストの削減や運用後のメンテ
ナンス性を軽減する。

使い心地を目的とした機能

本章では， IPKNOWLEDGE V3で提供している
使い心地を重視した事務効率化のための機能を紹
介する。

（注2） 利用者が真にやりたいことを楽しく，快適に利用してい
ただくことを重視した考え方。

使い心地を目的とした機能

● 事務コンシェルジュ
毎日の仕事を快適にするために重要なことは，
職場のナレッジの蓄積と活用ができることである。
異動の多い職場では，過去のノウハウを新任者へ
継承することが大変となる。IPKNOWLEDGE V3
の事務コンシェルジュ（特許出願中）は，前任者
が行った事務フローを参照しながら，仕事ができ
る機能や日々発生するノウハウを所属や全庁で共
有できる。更に利用者が近日中にやるべき作業や
期限の迫っている案件をカレンダーから視覚的に
気づくことができる。また，カレンダーから直接
業務を起動できるため，これまでよりも少ない手
番で目的の業務に到達（画面遷移）できる。
このような仕組みを提供すると，機能を利用す
るための設定や登録などで新たな作業を生み，か
えって利用者の負荷が高くなることが懸念される。
事務コンシェルジュは，システムを使い続けるこ
とで自動的にノウハウを蓄積する。そのため，利
用者の負担なくノウハウを蓄積，活用できること
がメリットである。事務コンシェルジュの画面例
を図-1に示す。
● セルフカスタマイズ機能
ここでは，お客様自身で簡単にカスタマイズで

関連業務画面

事務フロー画面

・業務主管課が締切日と業務を指定
・所属内でやるべき作業を共有

後続業務や過去の実績から
やるべき作業をナビゲート

Click!

関連業務や事務フローへ
直接遷移

事務フローから
業務画面へ遷移

図-1　事務コンシェルジュ
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から電子決裁への回送やファイルの添付ができる。
蓄積した申請情報は表計算ソフトによる集計や加
工，外部連携用ファイルとして活用できる。汎用
申請の画面例を図-2に示す。
（2） らくらくEUC
複雑なプログラムを作らずにシステムに蓄積さ
れた情報からExcelなどにデータ抽出や一覧表を帳
票出力できる簡易的なEUCの機能を搭載している。
● 給与支給アナライザ
事務のシステム化を行っても人事給与システム
の給与計算など支給に関わる業務は，システム管
理者のデータ確認作業が依然として残るため，作
業負荷が高い。給与支給アナライザは，蓄積され
た過去の支給実績データを基に，今回の支給額の
妥当性を自動的に判定する。例えば，採用，退
職，休職，処分，引越しなど人事イベントがあっ
た職員の手当変動額のチェック，異常に手当額が
増減している職員のピックアップ，年齢に依存す
るエラーチェックなど誤支給の防止が可能となる。
チェック処理を自動化することで給与担当者の負
荷軽減と事務の精度向上につながる。
● 行政経営支援システム
公共サービスが適切に実施されることを目的と
して行政評価を行う。

 2011年の自治法改正によって基本構想の策定義
務が解除されたことにより総合計画の体系が自治

きる機能について紹介する。
（1） 職員総合EUC（End User Computing）
利用者自身が人事，給与，社会保険などの様々
なデータを組み合わせてデータ出力が可能となる。
更に所属，職名，給料表，保有資格などを条件に
対象者を絞ることができる。
（2） 辞令文言セットアップ
地域や団体ごとに異なる辞令書を作成する際，
文面をお客様自身でセットアップできる。
（3） 項目名称変更，非表示機能
パッケージが標準提供している画面の項目をお
客様自身で画面から名称変更できる。更に不要な
画面項目を非表示にできる。
● らくらく導入機能
システム化を考える上で，実装する機能の費用
対効果は無視できない。そのため，利用頻度の少
ない簡易的な申請画面や帳票は，開発対象外にし
て運用で回避しているケースも少なくない。しか
し，システム化しないことで利用者の運用負荷を
軽減できていない。
ここでは，必要な申請画面や抽出データ，帳票
を簡単に作成できる機能について紹介する。
（1） 汎用申請
汎用申請は，システムのメニューから手軽にお
絵描き感覚で新たな画面を作成するため，新たな
プログラムを作る必要はない。作成した申請画面

汎用申請様式レイアウト編集画面 申請画面

・ドラッグアンドドロップで簡単項目作成
・編集書式の設定も可能

・作成した申請画面はメニューから選択
・電子決裁で回送することも可能

・申請データをCSVで一覧化
・他システム連携にも活用化

電
子
決
裁
へ

図-2　汎用申請
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体ごと，もしくは同じ自治体内でも新旧の総合計
画では評価が違ってくることが想定される。マニ
フェスト型の首長選挙も急速に広がる中，行政計
画の策定，評価事務はより柔軟に，効果的に実施
されることが求められる。

IPKNOWLEDGE V3が考える行政経営支援シ
ステムは，実施計画，事業評価，施策評価を統合
的に行うことで，運用を効率化し，職員の事務負
担を軽減するとともに，体系階層数，施策レベル，
事務事業レベル，体系階層名称，各種項目名称，
定性評価項目名称を自由に変更可能にするなど多
様な計画体系での運用を可能とする。また，ロー
リング方式により継続的に未来計画と過去評価が
可能であるほか，事業費だけでなく，人件費，共
通経費を含む事業別トータルコストを管理し，精
度の高いコスト分析を実現する。更に事業別職種
別人口情報を活用して，人員配置の最適化を行う。

長くお使いいただくために

IPKNOWLEDGEをご利用していただく上で，
10年間（以上）を一つの目安として設定している。
長期間にわたり快適にご利用いただくため，サポー
トサービスを実践している。
（1） レベルアップサービス
利用期間中に利用団体様より富士通の技術員経
由で寄せられる要望事項の中から選択して，年1回
以上機能強化を行い提供している。
（2） IPKニュース
前述したレベルアップの内容（エンハンス情
報），利用団体様のベストプラクティス，開発者の
コラムやイベント案内などを掲載した冊子を年2回
提供している。まだ通算15号程度であるが非常に
高い評価をいただいている。
（3） 研究会・ユーザ会
利用いただいているお客様により，行政経営シ
ステムの今後の在り方や経営課題への対応などに
ついて議論する研究会が数々ある。そうした研究
会の運営のお手伝いや法改正対応などの情報提供
を行いながら，席上で提案された機能改善要望へ
の対応も精力的に実施している。

長くお使いいただくために

む　　す　　び

本稿は，富士通の行政経営を支援するパッケー
ジソフトウェアの新バージョンIPKNOWLEDGE 
V3の開発と新機能を説明した。出荷時約700機能
であったIPKNOWLEDGE V1（終息時は1300機
能）も，IPKNOWLEDGE V3では出荷時点で既に
2000機能を数えている。これらの機能をもってし
ても，行政運営の現場で日々発生する課題を支援
できるものは，極一部に限られている。
今後も，自治体の方々とともに「行政経営シス
テム」の改善に向けた取組みを真摯に続けていく。
こうした取組みを続けることで，10年後は自治体
にとって更に高い成果を生むことができるシステ
ムに成長できると信じ，行政経営のパートナーと
呼ばれる日を目指して一層の努力をしていく。
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