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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　案件の起票から決裁までの処理を行う複数ユーザの各コンピュータと通信回線を介して
接続された電子決裁処理装置を用いた電子決裁処理方法であって、
　前記電子決裁処理装置の案件データベースは、
　前記案件の決裁を行う複数ユーザの各コンピュータ間の決裁の先後の関係を順序付けた
情報である決裁ルートを記憶し、
　前記電子決裁処理装置の画面表示手段は、
　前記案件を、その内容を示す添付資料とともに、前記決裁ルートに基づき前記案件を起
票したユーザを起点として次順位の決裁を行うユーザのコンピュータの画面に表示し、当
該ユーザの決裁を画面から受け付けるとさらに次順位の決裁を行うユーザのコンピュータ
の画面に表示するという処理を繰り返し、
　前記処理の工程において任意のユーザのコンピュータが、前記決裁ルートに対し、新た
な決裁を並列的に又は直列的に追加する場合は、
　前記決裁ルートとして設定されている、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行う
ユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職を関連付けて示す一覧表と、
　追加すべき決裁の、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び
決裁を行うユーザの役職を入力する欄と、前記一覧表における決裁の順序を上下させる上
下ボタンとを、前記任意のユーザのコンピュータの画面に表示し、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を並列的に追加する場合は、
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　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、既に設定されている並列させたい決裁の順序と同じ番号を追加すべき決裁の順
序として受け付け、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を直列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、追加すべき決裁の、暫定的な決裁の順序を受け付け、次いで当該暫定的な決裁
の順序を前記上下ボタンによって、所望の決裁の順序に修正する入力を受け付け、
　前記受け付けた結果を新たな決裁ルートとして前記案件データベースに記憶すること、
　を特徴とする電子決裁処理方法。
【請求項２】
　前記上下ボタンは、選択されたものの順序を１つあげる１つ上へボタンと、１つ下げる
１つ下へボタンとからなること、
　を特徴とする請求項１に記載の電子決裁処理方法。
【請求項３】
　案件の起票から決裁までの処理を行う複数ユーザの各コンピュータと通信回線を介して
接続された電子決裁処理装置であって、
　前記電子決裁処理装置の案件データベースは、
　前記案件の決裁を行う複数ユーザの各コンピュータ間の決裁の先後の関係を順序付けた
情報である決裁ルートを記憶し、
　前記電子決裁処理装置の画面表示手段は、
　前記案件を、その内容を示す添付資料とともに、前記決裁ルートに基づき前記案件を起
票したユーザを起点として次順位の決裁を行うユーザのコンピュータの画面に表示し、当
該ユーザの決裁を画面から受け付けるとさらに次順位の決裁を行うユーザのコンピュータ
の画面に表示するという処理を繰り返し、
　前記処理の工程において任意のユーザのコンピュータが、前記決裁ルートに対し、新た
な決裁を並列的に又は直列的に追加する場合は、
　前記決裁ルートとして設定されている、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行う
ユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職を関連付けて示す一覧表と、
　追加すべき決裁の、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び
決裁を行うユーザの役職を入力する欄と、前記一覧表における決裁の順序を上下させる上
下ボタンとを、前記任意のユーザのコンピュータの画面に表示し、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を並列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、既に設定されている並列させたい決裁の順序と同じ番号を追加すべき決裁の順
序として受け付け、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を直列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、追加すべき決裁の、暫定的な決裁の順序を受け付け、次いで当該暫定的な決裁
の順序を前記上下ボタンによって、所望の決裁の順序に修正する入力を受け付け、
　前記受け付けた結果を新たな決裁ルートとして前記案件データベースに記憶すること、
　を特徴とする電子決裁処理装置。
【請求項４】
　前記上下ボタンは、選択されたものの順序を１つあげる１つ上へボタンと、１つ下げる
１つ下へボタンとからなること、
　を特徴とする請求項３に記載の電子決裁処理装置。
【請求項５】
　案件の起票から決裁までの処理を行う複数ユーザの各コンピュータと通信回線を介して
接続された電子決裁処理装置を機能させる電子決裁処理プログラムであって、
　前記電子決裁処理プログラムは、
　前記電子決裁処理装置の案件データベースに対し、
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　前記案件の決裁を行う複数ユーザの各コンピュータ間の決裁の先後の関係を順序付けた
情報である決裁ルートを記憶する手順を実行させ、
　前記電子決裁処理装置の画面表示手段に対し、
　前記案件を、その内容を示す添付資料とともに、前記決裁ルートに基づき前記案件を起
票したユーザを起点として次順位の決裁を行うユーザのコンピュータの画面に表示し、当
該ユーザの決裁を画面から受け付けるとさらに次順位の決裁を行うユーザのコンピュータ
の画面に表示するという処理を繰り返す手順と、
　前記処理の工程において任意のユーザのコンピュータが、前記決裁ルートに対し、新た
な決裁を並列的に又は直列的に追加する場合は、
　前記決裁ルートとして設定されている、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行う
ユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職を関連付けて示す一覧表と、
　追加すべき決裁の、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び
決裁を行うユーザの役職を入力する欄と、前記一覧表における決裁の順序を上下させる上
下ボタンとを、前記任意のユーザのコンピュータの画面に表示す手順と、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を並列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、既に設定されている並列させたい決裁の順序と同じ番号を追加すべき決裁の順
序として受け付ける手順と、
　前記任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を直列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、追加すべき決裁の、暫定的な決裁の順序を受け付け、次いで当該暫定的な決裁
の順序を前記上下ボタンによって、所望の決裁の順序に修正する入力を受け付ける手順と
、
　前記受け付けた結果を新たな決裁ルートとして前記案件データベースに記憶する手順と
、を実行させること、
　を特徴とする電子決裁処理プログラム。
【請求項６】
　前記上下ボタンは、選択されたものの順序を１つあげる１つ上へボタンと、１つ下げる
１つ下へボタンとからなること、
　を特徴とする請求項５に記載の電子決裁処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、案件の起票から複数人の決裁までの処理の管理をコンピュータを用いて行う電
子決裁処理装置及びその方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
案件を起票して一人ないし複数人の決裁者（ここで言う決裁とは審査、承認、合議、決裁
など案件にかかわる一連の審議行為の全てを含み、決裁者とは審議行為を行う人の全てを
含むものとする）の決裁を受ける場合、案件の内容及び組織の構成に応じて決裁者を判断
して人手により回覧するかまたは案件を電子データにして、決裁フローを管理するワーク
フロー管理によって回覧して処理を行っていた。ここで、ワークフロー管理とは、案件の
決裁順序を規定する決裁シナリオ情報を各案件毎に用意して、この情報に基づいて案件を
順次回覧して決裁していく電子決裁処理方法である。
【０００３】
このような電子決裁処理方法について、従来技術としては次のものがある（例えば、特許
文献１参照）。特許文献１には、起票者、各決裁者及び決裁順序を規定する決裁シナリオ
情報を各帳票（案件）毎に管理するとともに、起票者からの帳票（案件）を受け取ると、
この帳票（案件）に対する決裁シナリオ情報を受け取り、この決裁シナリオ情報に基づい
て帳票（案件）の起票者、各決裁者、決裁順序及び決裁内容を決裁ステータス情報として
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管理しながら、この決裁ステータス情報で管理される決裁順序に従って各決裁者から決裁
を求め、この決裁を行った決裁者の情報及び決裁内容を決裁ステータス情報に記載更新し
て管理する方法が開示されている。この方法によれば、決裁順序に従って決裁者から決裁
を求めるとともに、決裁者の情報及び決裁内容を管理するので、帳票（案件）毎に管理さ
れた決裁者及び決裁順序に従って適確かつ迅速に決裁が行われるとともに、決裁の処理状
況も迅速に確認することができる。さらに、人事異動などにより決裁者が変更しても誤り
なく決裁処理を行うことができるなどの効果がある。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－２７２７７７号公報（段落〔０００６〕－〔００１３〕）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、案件をワークフロー管理で管理するのに伴い、決裁処理の流れの中で決
裁者が扱う画面から、柔軟にかつ容易に決裁のための支援ができればさらに決裁処理を迅
速に行うことができる。この支援のための手段として、操作者は、その時の案件の状況や
組織の状況によって決裁ルートを画面操作により柔軟に変更することができ、起票者が他
部署の内部の決裁ルートまで意識せずにルートを設定することができれば操作上の負担が
軽減できる。
【０００６】
そこで、本発明の課題は、案件の状況、組織の状況によって決裁の処理を画面から柔軟に
行えるように支援をすることができる電子決裁処理装置及びその方法を提供することであ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、電子決裁処理装置は、案件を、その内容を示す添付資料と
ともに、決裁ルートに基づき案件を起票したユーザを起点として次順位の決裁を行うユー
ザのコンピュータの画面に表示し、当該ユーザの決裁を画面から受け付けるとさらに次順
位の決裁を行うユーザのコンピュータの画面に表示するという処理を繰り返し、
　処理の工程において任意のユーザのコンピュータが、前記決裁ルートに対し、新たな決
裁を並列的に又は直列的に追加する場合は、
　決裁ルートとして設定されている、少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行うユー
ザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職を関連付けて示す一覧表と、追加すべき決裁の、
少なくとも決裁の順序、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役
職を入力する欄と、前記一覧表における決裁の順序を上下させる上下ボタンとを、任意の
ユーザのコンピュータの画面に表示し、
　任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を並列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、既に設定されている並列させたい決裁の順序と同じ番号を追加すべき決裁の順
序として受け付け、
　任意のユーザのコンピュータが、新たな決裁を直列的に追加する場合は、
　追加すべき決裁の、処理区分、決裁を行うユーザの氏名、及び決裁を行うユーザの役職
とともに、追加すべき決裁の、暫定的な決裁の順序を受け付け、次いで当該暫定的な決裁
の順序を上下ボタンによって、所望の決裁の順序に修正する入力を受け付け、
　前記受け付けた結果を新たな決裁ルートとして案件データベースに記憶する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の電子決裁処理装置及びその方法について詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施の形態に係る電子決裁処理装置の構成図である。電子決裁処理装
置１は、行政や各企業などで使用される財務会計システム２、文書管理システム３、庶務
事務システム４などの業務に特化したいわゆる業務システムの基盤（インフラストラクチ
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ャ）を構成する。ユーザ（職員、社員）は、ＰＣ（Personal Computer）７からポータル
システム５を通して各業務システムを使用する。もちろんＰＣから通信回線を通して直接
各業務システムを使用しても構わない。電子決裁処理装置１は、主として通信手段１ａ、
処理手段１ｂ、画面表示手段１ｃ及びＤＢ管理手段１ｄとを備えている。通信手段１ａは
、ＰＣ７に表示された画面に基づいてユーザにより入力された各業務（財務会計、文書管
理、庶務事務）案件の決裁ルートの設定または承認、差戻し、非承認などの決裁に関する
情報を受信したり、または画面表示手段１ｃからの要求により画面情報を送信したりする
。処理手段１ｂは、例えばワークフロー管理などの手段により、この受信した情報に基づ
いて、ユーザが行う案件の起票から複数人の決裁までの処理をするように構成されている
。また、案件データベース（案件ＤＢ）６には、電子決裁処理装置１が使用する案件に関
する情報、決裁ルート情報、添付資料などがＤＢ管理手段１ｄの基で保存されている。
【００１２】
〔起票と決裁〕
図２から図９は、電子決裁処理方法におけるユーザ操作のフローを示した図である。ここ
でユーザには、案件を起票する者、審査する者、承認する者、合議する者及び決裁する者
がいる。以降、特に断らない限り操作者と呼ぶ。図２は、案件の起票から決裁までのフロ
ーを示した図である。案件の起票者は、業務プログラムを起動（ＳＴ２１）してポータル
画面から案件起票画面（図示せず）を表示し、業務システム上で案件作成（ＳＴ２２）を
行う。案件起票画面の表示時、例えば財務会計に関する案件であれば業務ＤＢから財務に
関する情報を入力してくる。案件作成後、起票者は、職制などが登録してある上長テーブ
ルを参照して後記する図１２に示す決裁ルート画面１２で決裁ルートの設定（ＳＴ２３）
を行う。決裁ルートは、案件の合議、承認、決裁などを行うための案件の流れるルートで
ある。起票された案件に関する情報や決裁ルートは案件ＤＢや業務ＤＢに保存される。
【００１３】
操作者は、審査、承認、合議、決裁（以降、特に断らない限り決裁と呼ぶ）を行うために
未決案件の入っている未決ボックスを選択（ＳＴ２４）する。これはポータル画面から例
えば未決ボックスに該当する情報を選択して後記する図１０に示す未決ボックス画面１０
を表示することになる。未決ボックス画面１０には操作者が処理すべき案件一覧が表示さ
れているので案件を選択（ＳＴ２５）して図１１に示す決裁画面１１を表示する。次に、
決裁画面１１で決裁（ＳＴ２６）をすることができる。
【００１４】
操作者は、決裁に際し案件に付箋またはコメントを入力する場合、付箋入力画面１４で付
箋またはコメントの入力（ＳＴ２７）を行う。また決裁に際し付箋表示画面１５で付箋や
他の操作者のコメントを表示して（ＳＴ２８）判断材料にする。案件がたくさんある場合
は、検索条件設定画面１６で一時的な検索条件設定（ＳＴ２９）を行い案件選択を行う。
【００１５】
図１０は、未決の案件を一覧表示する未決ボックス画面１０である。未決ボックス画面１
０は、操作者が未決裁の案件一覧を表示する画面であり、一覧の項目及び表示条件は、操
作者があらかじめ作成しておいた個人トレイ（図示せず）の設定内容を基に表示される。
画面上部には画面のタイトル１００１（図１０の例では未決ボックス）、職員名１００３
、所属部署１００２、職員番号１００４が表示される。タイトルの下にはこの未決ボック
ス画面１０への遷移元画面の名前１００５が表示される。この例では職員ポータル画面か
らの遷移である。
【００１６】
未決ボックス画面１０には、案件一覧表示領域１０２７が設けられていて、表示する件数
が多いときなど、操作者は、フィルタ条件をフィルタ（コンボボックス）１００６で選択
してこの条件に該当する案件を案件一覧表示領域１０２７に表示することができる。例え
ば、フィルタ（コンボボックス）１００６で財務会計を選択し表示ボタン１０２４により
財務会計に関する案件が表示され、文書管理であれば文書管理に関する案件が表示される
。操作者は、このフィルタ（コンボボックス）１００６を選択することにより案件を分類
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して表示することができるので、関連案件などをまとめて決裁することができ、操作上便
利である。承認日１００７は、承認したときの日付であり特に指定しないときはシステム
日付となる。指定する場合は変更ボタン１００８をクリックするとカレンダ設定画面（図
示せず）へ遷移してカレンダ設定画面から選択することにより日付を設定することができ
る。また、未決ボックス画面１０には、案件一覧に関する操作を選択するためのラジオボ
タンが設定されている。ラジオボタンには、決裁待ち１０１２、代理決裁１０１３、引上
げ１０１５、受付トレイ１０１６があり、それぞれを選択して表示ボタン１０２４をクリ
ックすると該当する案件一覧が表示される。決裁待ち１０１２を選択すると操作者の決裁
待ちとなっている案件一覧が表示され、代理決裁１０１３のラジオボタンを選択し代理決
裁（コンボボックス）１０１４に表示した職員を選択すると操作者が代理決裁者として設
定されている案件一覧が表示され、引上げ１０１５を選択すると操作者がこれから決裁予
定となっている案件一覧が表示される。また、受付トレイ１０１６のラジオボタンを選択
し受付トレイ（コンボボックス）１０１７に表示した組織名を選択すると該当組織の受付
トレイに入っている案件一覧が表示される。これらを使うことで操作者は、決裁待ち案件
以外の案件を一覧表示させて決裁することができる。操作者は、表示ボタン１０２４をク
リックし前記の条件に該当する案件を案件一覧表示領域１０２７に表示させるとともにこ
のとき取得した案件の件数１０２５を表示させることができる。件数が表示されることに
より、操作者は、案件一覧の全体件数を把握することができる。
【００１７】
案件一覧表示領域１０２７は、遷移元画面より引き継いだ職員番号で個人トレイ（図示せ
ず）を検索し個人トレイで設定した表示項目、表示幅などを条件として表示される。この
例では、選択１０１８、承認や決裁などの処理１０１９、処理の状態１０２０、到着日時
１０２１、件名１０２２が表示項目となっている。案件一覧の選択チェックボックス１０
２３は、チェックした案件を一括決裁の対象案件とすることができる。操作者は、案件一
覧の中から決裁する案件を選び、チェックボックス１０２３をチェックして承認ボタン１
００９をクリックすることにより一括決裁を行う。また、未決ボックス画面１０では、一
括決裁とは別に個々の案件毎に決裁する決裁画面１１（図１１参照）へ遷移することがで
きる。これは、操作者が案件の内容を吟味するときなどに便利であり、案件一覧の件名１
０２２をクリックすることによりできる。決裁画面１１については後記する。また、検索
ボタン１０１０をクリックすると後記する検索条件設定画面へ遷移し、閉じるボタン１０
１１をクリックすると未決ボックス画面１０を閉じる。
【００１８】
このように未決ボックス画面１０は、大量の案件をフィルタ条件で分類することができる
ので、操作者は、分類した案件を一括決裁で効率良く処理することができる。また決裁待
ち１０１２、代理決裁１０１３、引上げ１０１５、受付トレイ１０１６などの案件一覧を
表示できるので従来の紙ベースで処理する以上に効率良く処理することができる。
【００１９】
次に決裁画面１１について説明する。
図１１は、承認、差戻し、非承認を行う決裁画面である。決裁画面１１は、操作者が個々
の案件に対して承認、非承認、差戻しの処理を行う画面であり、未決ボックス画面１０で
案件一覧の件名をクリックすることにより遷移する。なお、前記した未決ボックスと同一
内容に関するものは記述を省略する。
【００２０】
システム種別１１１３は、この決裁画面１１を使用している業務システムの種別であり、
財務会計システム２、文書管理システム３、庶務事務システム４などを識別することがで
きる。文書番号１１１４は、案件としての番号であり、件名１１１５は案件に付けられた
名称である。また、案件には資料が添付されているのが一般的であり、該当案件に添付さ
れているファイル名称１１１８、ファイルサイズ１１１９が表示される。ファイル名称１
１１８が複数ある場合は、一列で表示し、一列で表示できないときは、複数行で表示しス
クロールすることができる。表示領域１１２１には、案件の内容がテキスト表示などで表
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示されるので操作者は内容の確認をすることができる。
【００２１】
案件の件名１１１５をクリックすると、帳票（案件）が画面左半分に別ブラウザで表示さ
れる。添付資料のファイル名称１１１８をクリックすると添付資料を右半分に添付資料画
面（別ブラウザ）として表示することができる。画面左半分に帳票（案件）の画面（別ブ
ラウザ）が表示され、表示されているすべての添付資料（別ブラウザ）が画面右半分に表
示される。また、先頭の添付資料が最前面に表示されるようにし、各ブラウザがずれて表
示されるようになる。
【００２２】
このように案件に添付資料が付加されている場合は、決裁画面１１と添付資料を並べて表
示することができ、操作者はこの内容を見て決裁をすることができる。従って、このよう
な決裁画面１１を用いることにより操作者は決裁文書と添付資料を比較することができる
ので例えば請求金額が正しいかなど効率良く案件の内容を確認して決裁することができる
。
【００２３】
操作者は、表示されている案件を決裁（承認）するときには承認ボタン１１０６をクリッ
クする。クリックすると後記する決裁ルート画面１２に遷移し、決裁ルートを確認して決
裁することができる。案件に対して承認はしないが差戻しもしない場合は非承認ボタン１
１０７をクリックする。クリックすると同様に決裁ルート画面１２に遷移する。また、操
作者が案件を差戻す場合は差戻しボタン１１０８をクリックする。同様に決裁ルート画面
１２に遷移する。案件履歴ボタン１１０９は操作者がこの案件の処理履歴を見る場合にク
リックし、クリックすると後記する案件履歴画面１３へ遷移する。さらに、操作者は、表
示されている案件に対して付箋やコメントを添付することができる。この場合は、付箋ボ
タン１１１１をクリックすることにより、後記する付箋入力画面へ遷移することができる
。さらに操作者は、案件に関する付箋や他の操作者のコメントを参照することができる。
この参照は、付箋ボタン１１１１をクリックすることにより後記する付箋表示画面１５へ
遷移することでできる。最後に、閉じるボタン１１１２をクリックすると前記した未決ボ
ックス画面１０に戻る。
【００２４】
これにより、操作者は、付箋や他の操作者のコメントを判断材料の参考にして決裁をする
ことができる。
【００２５】
付箋入力画面は図示しないが、案件に対して補助情報としての付箋の入力と操作者が案件
に対して承認、非承認、差戻し、代理決裁、引上げなどの処理をした時にコメントの入力
を可能とする。付箋入力画面には付箋を入力可能な付箋欄とコメントを入力可能なコメン
ト欄が設けられていて、操作者は、付箋欄またはコメント欄に本案件に対する付箋または
コメントを入力してＯＫボタンをクリックすると登録することができる。
【００２６】
図１４は、付箋表示画面１５である。付箋表示画面１５では、過去の操作者の付箋及びコ
メントを表示することができ、図１１に示した決裁画面１１で操作者が付箋またはコメン
トを参照したいと思ったときに決裁画面１１の付箋ボタン１１１１をクリックすることに
より付箋表示画面１５に遷移し参照することができる。付箋表示画面１５には付箋表示欄
１５１０とコメント表示欄１５２０が設けられている。付箋表示画面１５の文書番号１５
０７と件名１５０８で示された案件に関する付箋とコメントが表示される。付箋表示欄１
５１０には付箋を入力した者の氏名１５１１、所属１５１２、役職１５１３、付箋１５１
４が表示される。また、コメント表示欄１５２０には処理履歴１５２１、氏名１５２２、
所属１５２３、役職１５２４とそれぞれにコメント１５２５が表示されている。コメント
１５２５も処理履歴１５２１と共に表示されているので順を追って参照することができる
。また、不要になったコメント１５２５はチェックボックス１５２６で選択して削除ボタ
ン１５３０をクリックすることで削除することができる。また、コメント入力覧１５１５
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には自分のコメントを入力することができる。
【００２７】
このように付箋やコメントを入力または表示することで、操作者は、他の操作者の付箋や
コメントを参考にして決裁をすることができ、起票者においては、差戻しの理由などを確
認できるので決裁を効率良く行うことができるという効果がある。
【００２８】
検索条件設定画面では図示しないが、操作者が未決ボックス画面１０で表示する案件一覧
に関して一時的に検索条件を設定することができる。従って、操作者は、多数の表示され
た案件の中から検索条件で案件一覧を絞り込み、表示することができる。検索条件には、
案件の特性に関するものとして至急、親展、付箋、添付、別送、代決がある。至急には全
件のラジオボタン、至急のラジオボタン、通常のラジオボタンがあり、至急案件を検索す
る場合は至急のラジオボタンを選択する。全件のラジオボタンを選択すると至急と通常の
案件が検索され、通常のラジオボタンを選択すると至急以外の案件が検索される。親展も
同様に親展案件を検索する場合は親展のラジオボタンを選択する。付箋では、付箋の付い
ている案件を検索する場合は、有りのラジオボタンを選択する。添付では、添付資料が付
いている案件を検索する場合は有りのラジオボタンを、別送では、電子データ以外に別の
媒体で送付しているものがある案件を検索する場合は有りのラジオボタンを、代決では、
代理決裁の案件を検索する場合は、代決のラジオボタンをそれぞれ選択する。また、シス
テム種別（コンボボックス）を選択することで選択された該当業務システムの案件を検索
することができる。決裁区分（コンボボックス）は部長決裁や課長決裁などの決裁役職名
を、処理区分（コンボボックス）は、承認や決裁などの処理区分を、状態（コンボボック
ス）は、処理中や未処理などを選択することができる。案件の直接的な検索条件としては
文書番号や件名で検索することができる。また案件の属する所属部署である案件所属（コ
ンボボックス）で選択して検索することができる。さらに、他の検索条件としては日時に
関する条件で検索することができる。経過日数には、入力した日数に対して起票からの日
数が経過している案件を検索条件とすることができる。また、到着日時を日付の範囲指定
で検索することができ、日付の範囲指定は、変更ボタンをクリックすることによりカレン
ダ設定画面（図示せず）で設定できる。処理期限は、案件の処理期限となっている日付を
範囲指定で設定することができ設定した期間で該当する案件を検索することができる。
【００２９】
これにより多数の案件が存在しても前記した条件で検索することができ、必要案件から優
先的に処理することができる。
【００３０】
〔案件の差戻し〕
図３は、案件を差戻す場合のフロー図である。操作者Ｂが案件を差戻す場合の処理を示し
た図である。差戻し先は、既に承認した操作者Ａまたは起票者が該当する。操作者Ｂは、
未決ボックスを選択（ＳＴ３１）する。未決ボックスの選択は、ポータル画面から例えば
未決ボックスに該当する情報を選択して図１０に示した未決ボックス画面１０を表示する
ことによる。表示されている案件一覧から差戻ししたい案件を選択（ＳＴ３２）して決裁
画面１１を表示する。図１１に示した決裁画面１１に表示されている差戻しボタン１１０
８をクリックすると図１２に示す決裁ルート画面１２に遷移する。決裁ルート画面１２で
差戻し先である例えば操作者Ａ（図１２で図示せず）を選択（ＳＴ３３）して該当案件を
差戻す（ＳＴ３４）。決裁ルート画面１２については後記する。
【００３１】
〔決裁済みの案件の引戻し〕
図４は、決裁済み案件を引戻す場合のフロー図である。操作者Ａが決裁済み（既決）の案
件を引戻す場合の処理を示した図である。操作者Ａは、既決ボックスを選択（ＳＴ４１）
する。既決ボックスの選択は、ポータル画面から例えば既決ボックスに該当する情報を選
択して後記する図１５に示す既決ボックス画面１７を表示することによる。既決ボックス
画面１７には操作者が決裁した案件一覧が表示されているので引戻しをしたい案件を選択
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（ＳＴ４２）して既決ボックスから図１６に示す既決決裁画面１８１１を表示し、引戻し
ボタンをクリックすることにより引戻し画面１９を表示する。次に、引戻し画面１９で引
戻し（ＳＴ４３）をすることができる。
【００３２】
図１５は、決裁済み（既決）の案件を一覧表示する既決ボックス画面である。既決ボック
ス画面１７は、操作者が決裁した既決案件の一覧を表示する画面であり、操作者は、この
画面で既決案件一覧を見ることができる。既決ボックス画面１７には既決案件一覧の表示
領域１７１６が設定されている。フィルタ（コンボボックス）１７１０を選択し、表示ボ
タン１７１２をクリックすると、そのフィルタ条件を基に、既決案件一覧を表示領域１７
１６に表示することができる。ジャンプ（コンボボックス）１７１１ではページ番号を選
択可能であり、選択した場合、そのページに該当する既決案件一覧が表示領域１７１６に
表示される。また1ページ当たり表示件数を例えば２０件とした場合、ジャンプ（コンボ
ボックス）１７１１の横に現在表示している案件数と総件数が表示される。この例では（
１－２０）／４５であり１から２０件が表示され総件数は４５件である。また、次へボタ
ン１７１４をクリックすると次ページの既決案件一覧が表示され、案件の最終ページを表
示しているときは、クリックできないようになっている。前へボタン１７１３をクリック
すると前ページの既決案件一覧が表示され、先頭ページを表示しているときは、クリック
できないようになっている。既決案件一覧の表示項目は、個人トレイ（図示せず）の設定
による。図１５での表示項目は、一例として案件の種別、文書番号、承認日、件名が表示
されている。操作者は、既決案件を個々に詳細に表示したい場合は件名をクリックするこ
とにより図１６に示す既決決裁画面１８に遷移することができる。
【００３３】
このように既決案件を表示することができ、またフィルタにより案件を絞り込んで表示す
ることができるので操作上便利である。
【００３４】
図１６は、既決案件の引戻しやルート変更などを行う場合に使用する既決決裁画面である
。既決決裁画面１８では、文書番号１８０７と件名１８０８とまたそれらで示される既決
案件の起票文書の内容が表示領域１８１０に表示され添付ファイル名とそのファイルサイ
ズが表示される。この決裁後の状況の変化により、既決案件に対してルート変更、案件の
引戻しまたは送付票作成を行う場合、それぞれの画面へ遷移することができる。また案件
履歴画面１３へ遷移して当該案件の進捗状況を確認することが可能であり、さらに、付箋
表示画面１５に遷移して付箋またはコメントの内容を確認することが可能である。これら
はそれぞれルート変更ボタン１８０５をクリックすることにより決裁ルート画面１２に、
引戻しボタン１８０４をクリックすることにより引戻し画面へ、送付票作成ボタン１８０
３をクリックすることにより送付票作成画面へ、案件履歴ボタン１８０２をクリックする
ことにより図１３に示す案件履歴画面１３へ、付箋ボタン１８０１をクリックすることに
より付箋表示画面１５へ遷移して実行することができる。また、チェックボックス１８１
１で選択し表示ボタン１８０９をクリックすると添付ファイル名のファイル内容を表示す
ることができる。この時の表示は、別ブラウザで表示される。選択欄のチェックボックス
１８１１を複数選択した場合は、選択数分のブラウザが開き、各々に該当する内容が表示
される。
【００３５】
引戻し画面は図示しないが、図１６に示した既決決裁画面１８で引戻しボタン１８０４を
クリックすることにより遷移する画面であり、過去に操作者が決裁した案件を引戻す画面
である。文書番号と件名に該当する既決案件に関して審査、承認などの処理をした職員名
とその所属と役職が表示される。これは、現在、案件がどこまで行っているかを示す一覧
である。操作者は、これら表示情報からどこまで処理されているかを確認してＯＫボタン
をクリックすることにより当該案件を引戻すことができる。
【００３６】
既決決裁画面１８と引戻し画面を使用することで操作者は、決裁後、何らかの状況変化な
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どが生じた場合、案件の引戻しまたは決裁ルートの変更を行うことができ、効率良い決裁
ができる。
【００３７】
〔決裁途中での決裁ルートの追加、削除、変更〕
図５は、決裁の途中に決裁ルートを追加、削除、変更する場合の処理を示した図である。
まず操作者Ａは、未決ボックスを選択する（ＳＴ５１）。未決ボックス画面１０に表示さ
れている案件一覧から決裁ルートを変更したい案件を選択（ＳＴ５２）して図１１に示し
た決裁画面１１を表示する。決裁画面１１に表示されている承認ボタン１１０６をクリッ
クすると図１２に示す決裁ルート画面１２に遷移する。決裁ルート画面１２で決裁ルート
の修正（ＳＴ５３）を行う。
【００３８】
操作者Ｃが決裁ルートに追加されたとすると、操作者Ｃは、図２で示したのと同様に未決
ボックスを選択（ＳＴ５４）して当該案件を選択（ＳＴ５５）して決裁（ＳＴ５６）を行
う。
【００３９】
図１２は、決裁ルート画面１２である。決裁ルート画面１２は、決裁画面１１などから承
認ボタン１１０６、非承認ボタン１１０７、差戻しボタン１１０８をクリックすると遷移
する。決裁ルート画面１２では、承認、非承認、差戻しの処理において特に決裁ルートを
設定しなおす必要がない場合はＯＫボタン１２２０をクリックすることにより設定済みの
ルートで処理が行われる。なお、決裁ルートの設定を行う場合とは、起票画面から遷移す
る場合（起票後の決裁ルートの設定、図示せず）、決裁画面１１から遷移する場合（承認
後のルート、非承認後のルート、差戻し先のルートの設定）、修正画面から遷移する場合
（起票後の修正に伴い決裁ルートの追加、削除、変更、図示せず）、既決決裁画面１８か
ら遷移する場合などである。図１２は、決裁画面１１から遷移した場合の決裁ルート画面
１２の一例である。なお、前記した項目と重複する項目は説明を省略する。決裁権限１２
１４には、この案件を決裁する権限、例えば課長決裁、部長決裁などが表示される。承認
日１２０９は、ルート変更の承認日であり、承認、非承認、差戻しのときにはシステム日
付が使用され、入力変更は不可である。所属・役職１２１２は、操作者が職制上で兼務し
ているような場合、兼務している立場（役職）で決裁を行う場合に兼務役職を選択する。
至急チェックボックス１２１５、親展チェックボックス１２１６はそれぞれこの案件を至
急扱いにするとき、親展扱いにするときチェックする。別送のチェックボックス１２１７
は、当該案件に関して電子データ以外の例えば紙ベースの資料などの添付資料を別送して
いる場合にチェックする。操作者は、これら必要な情報を設定してＯＫボタン１２２０を
クリックすることにより承認などの処理を行うことができる。また、決裁ルート画面１２
では、差戻しまたは飛び決裁（飛決）の処理を可能とすることができる。差戻し／飛決１
２２５のチェックボックスをチェックしてＯＫボタン１２２０をクリックするとチェック
した操作者に差戻しまたは飛び決裁を行うことができる。また、起票者の所属部署の回覧
ルート（親案件と呼ぶ）を表示することもできる。例えば、起票者の所属を市民課とし、
合議部署を財政課とすると、その場合、市民課の担当、係長、課長、部長及び財政課受付
として表示される。財政課受付の中は、別のルート（子案件と呼ぶ）として登録されてお
り、子案件のルートを表示することもできる。
【００４０】
次に、決裁ルートの編集について説明する。決裁ルート画面１２には、決裁ルート表示領
域１２２２が設定されていて、決裁ルート一覧として決裁の順序を表わす順序１２２３、
処理区分１２２４、差戻し／飛決１２２５、氏名１２２６、所属１２２７、役職１２２８
、承認日１２２９、代決１２３０、後閲１２３１などが表示される。代決１２３０の欄に
は代理決裁者が代理決裁した場合に○などが表示される。例えばこの例では、日立二郎さ
んの承認は代理決裁者が行ったことを表わしている。代決１２３０の欄の○をクリックす
ると誰が代決を行ったかを知ることができる。また日立二郎さんが後閲すると後閲１２３
１の欄に○などが表示される。差戻し／飛決１２２５の欄はチェックボックスにチェック
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してＯＫボタン１２２０をクリックするとチェックした操作者に差戻しまたは飛ばすこと
ができる。
【００４１】
編集したい決裁ルート一覧の順序１２２３の番号をクリックすると、選択された決裁ルー
トが修正ボックス領域１２３２の順序１２３３、処理区分１２３４、氏名１２３５、役職
１２３７に表示される。決裁ルート表示領域１２２２の順序１２２３の変更を行う場合、
一つ上へボタン１２３８をクリックすると選択した順序１２３３の行を一つ上の順序の行
と入れ替えることができる。例えば順序として３で示される行を選択して一つ上へボタン
１２３８をクリックすると、順序として４で示される行の上にくる。また、選択した順序
１２３３の番号と同じ順序の番号（並列決裁）があった場合、同じ番号の行も選択した順
序１２３３の行と一緒に一つ上の順序の行と入れ替えられる。選択した順序１２３３の行
が一番上の場合には、一つ上へボタン１２３８をクリックしても何もしない。一つ下へボ
タン１２３９は、選択した順序１２３３の行を一つ下の順序の行と入れ替える。例えば、
順序として３で示される行を選択した場合は、順序として２で示される行の下にくる。ま
た、選択した順序１２３３の番号と同じ順序の番号（並列決裁）があった場合、同じ番号
の行も選択した順序１２３３の行と一緒に一つ上の順序の行と入れ替えられる。一つ下へ
ボタン１２３９をクリックしても選択した順序１２３３の行が一番下の場合には何もしな
い。また、決裁する職員を追加する場合には、順番に決裁する直列追加と他の職員と平行
して決裁する並列追加を行うことができる。直列に追加する場合は、順序１２３３に適当
な番号を入力し、追加したい決裁ルートを修正ボックス領域１２３２の処理区分１２３４
、氏名１２３５、役職１２３７に入力または選択して追加ボタン１２４０をクリックする
。そして一つ上へボタン１２３８又は一つ下へボタン１２３９をクリックして、挿入した
い順序番号に移動する。処理区分１２３４は、処理区分（コンボボックス）から選択し、
氏名１２３５は、詳細不明で入力できない場合には職員検索ボタン１２３６をクリックし
て後記する職員検索画面へ遷移して検索することができる。役職１２３７は、役職（コン
ボボックス）から選択する。挿入した行の以後のルートは、順序が１番づつずれる。並列
に追加する場合は、順序１２３３に、並列に処理したい決裁ルートの順序番号と同じ番号
を入力し、追加したい決裁ルートを修正ボックス領域１２３２の処理区分１２３４、氏名
１２３５、役職１２３７に入力または選択して追加ボタン１２４０をクリックする。また
、選択した順序１２３３の行を修正ボックス領域１２３２の処理区分１２３４、氏名１２
３５、役職１２３７で設定した内容に修正する場合は、修正ボタン１２４２をクリックす
る。選択した順序１２３３の行を削除する場合は、削除ボタン１２４３をクリックするこ
とにより可能である。また、決裁ルート一覧では、決裁後の案件の回覧ルートを設定する
ことができる。これは前記した修正ボックス領域１２３２の各項目に回覧ルートを入力し
、追加ボタン１２４０などを決裁ルート設定と同様に使用することで可能である。これに
よりルートの変更を容易に行うことができ好適なルートで決裁を行うことができる。
【００４２】
従って、これにより決裁ルート画面１２は、起票後に決裁ルートを設定できるだけでなく
、決裁画面１１から遷移する場合（承認後のルート、非承認後のルート、差戻し先のルー
トの設定）など決裁途中に決裁ルートの追加、削除、変更などができるので決裁を効率良
く行うことができる。
【００４３】
〔案件の代理決裁〕
図６は、操作者ＢがＡの案件を代理で決裁する代理決裁の処理を示した図である。Ａの代
理決裁者は、あらかじめ電子決裁処理装置に登録されており、この場合はＢとなっている
。操作者Ｂは、未決ボックスを選択（ＳＴ６１）する。前記した未決ボックス画面１０の
代理決裁のコンボボックスにＡを表示（ＳＴ６２）してＡを選択（ＳＴ６３）して表示ボ
タンをクリックする。案件一覧には、操作者Ｂが代理決裁すべきＡの未決ボックスが表示
されるのでＡの未決ボックスの中から案件を選択（ＳＴ６４）し、件名をクリックするこ
とで決裁画面１１を表示する。次に、決裁画面１１で決裁（ＳＴ６５）をする。また、Ａ
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の未決ボックス画面１０（図１０参照）で、選択欄のチェックボックスにチェックして承
認ボタン１００９をクリックすることで代理決裁案件を一括承認することも可能である。
なお、代理決裁をすると前記した決裁ルート画面１２の代決欄に○などが表示される。
【００４４】
〔代理決裁後の後閲〕
図７は、操作者ＢがＡの案件を代理で決裁し、Ａが後閲する処理を示した図である。操作
者ＢがＡの代理決裁を行う処理は、図６に示した処理と同じである。未決ボックスを選択
（ＳＴ７１）し、前記した未決ボックス画面１０の代理決裁コンボボックスにＡを表示（
ＳＴ７２）してＡを選択（ＳＴ７３）し、決裁すべきＡの案件を選択（ＳＴ７４）して決
裁画面１１を表示し、決裁画面１１で決裁（ＳＴ７５）をすることができる。操作者Ａは
、Ｂが代理決裁をした案件を後閲するには未決ボックスを選択（ＳＴ７６）する。未決ボ
ックス画面１０には、Ａに関する案件一覧が表示されるのでＢが代理決裁を行った案件（
後閲する案件）を選択（ＳＴ７７）して決裁画面１１を表示する。次に、決裁画面１１で
決裁（ＳＴ７８）をすると後閲の処理が終わる。後閲すると前記した決裁ルート画面１２
の後閲欄に○などが表示される。
【００４５】
〔案件履歴の確認〕
図８は、操作者が案件の承認、決裁の履歴をなどから進捗状況を確認する処理を示した図
である。操作者は、未決ボックスを選択（ＳＴ８１）する。未決ボックス画面１０には操
作者が処理すべき案件一覧が表示されているので進捗状況などを確認したい案件を選択（
ＳＴ８２）して決裁画面１１を表示する。次に、決裁画面１１で案件履歴ボタンをクリッ
クすると図１３に示す案件履歴画面１３に遷移する。案件履歴画面１３を参照（ＳＴ８３
）して案件の進捗状況を確認することができる。
【００４６】
図１３は、案件の履歴を表示する案件履歴画面である。案件履歴画面１３には、案件履歴
表示領域１３１６が設定されていて、案件に対してこれまでの承認、決裁状況の一覧が表
示される。また、今後承認もしくは決裁するルート(未来ルート)をつなげて表示すること
ができる。案件履歴表示領域１３１６には処理履歴１３１０、処理区分１３１１、氏名１
３１２、所属１３１３、役職１３１４、承認日１３１５が表示され、承認日１３１５の新
しい月日から旧い月日に上方から下方に表示される。処理履歴１３１０の欄でどこまで承
認が進んでいるかを知ることができる。処理履歴１３１０での空白は、今後承認または決
裁する未来ルートを表わしている。また、氏名１３１２の欄が受付名称(この例では財政
課受付、会計課受付)になっている場合、受付名称（財政課受付、会計課受付）をクリッ
クすると受付内の決裁ルートを表示した案件履歴画面を表示することができる(図示せず)
。決裁ルートを表示する場合、他の部署は受付部署を表示することで、他の部署の中での
決裁ルートを表示しないようにして表示内容の簡素化を図っている。これは前記した決裁
ルート画面１２においても同様である。
【００４７】
このように、操作者は、案件履歴画面１３を用いて、決裁の進捗状況を確認することがで
き、決裁が滞っている場合などは的確なフォローができ、決裁を効率良く行うことができ
る。
【００４８】
〔案件の検索〕
図９は、操作者が案件の検索を行う流れを示した図である。操作者は、後記する案件検索
画面２２を選択（ＳＴ９１）する。案件検索画面２２は、検索のための条件を設定でき、
経過日数などをキーワードに案件の検索（ＳＴ９２）を行い、後記する案件検索結果画面
２３で検索結果を参照（ＳＴ９３）することができる。案件検索画面２２では、検索条件
として職員名での検索（職員検索）ができる。この場合、後記する職員検索画面２４を表
示して職員名や職員番号などを検索条件に設定することができる。
【００４９】
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送付票作成画面は図示しないが、当該案件に対して電子データとは別に紙ベースなどの添
付資料を回覧する際の頭紙を表示する画面である。当該案件に関する文書番号、件名、起
票者、起票者所属、起票者役職、起票日、決裁の処理区分、職員名、所属、役職が表示さ
れ承認日の欄が表示される。操作者は印刷ボタンをクリックして表示した内容を印刷する
ことができる。印刷した送付票の様式は送付票作成画面と同じである。
【００５０】
送付票を紙ベースの添付資料の頭紙にすることにより添付資料を案件の決裁ルートと同じ
ルートで回覧することができ回覧先を確かなものとすることができる。
【００５１】
案件検索画面では、図示しないが、操作者が多数ある案件の中から案件を検索する条件を
設定する。案件の情報をキーとして検索するために、検索条件としては文書番号、件名、
システム種別（コンボボックス）、優先度、親展、処理区分（コンボボックス）などがあ
る。優先度は、全件、通常、至急にラジオボタンがついており、ラジオボタンで選択した
ものを検索条件とする。全件は、優先度に関係なく全部の案件を、通常は、至急を除く通
常案件を、至急は、至急案件を検索条件にする。親展は全件、通常、親展のうちラジオボ
タンで選択したものを検索条件とする。また、職員番号を手入力で設定して職員番号で検
索することができる。職員番号が不明のときは職員検索ボタンをクリックすると後記する
職員検索画面へ遷移することができ、職員検索画面で選択した職員番号が設定される。所
属は、手入力で設定することができ所属名を検索条件とする。所属検索ボタンをクリック
すると所属検索画面（図示せず）へ遷移し、所属検索画面で選択した所属名が設定される
。承認日は、表示されている日付の範囲を検索条件とする。変更ボタンをクリックすると
カレンダ設定画面（図示せず）へ遷移する。経過日数は、設定した日数以上に経過した案
件の検索を行う。フィルタ１からフィルタ３は、項目名またはデータを入力して入力した
項目またはデータを検索条件とする。これらの条件を設定して検索ボタンをクリックする
と検索を行うことができる。
【００５２】
案件の検索結果を表示する案件検索結果画面は図示しないが、前記した案件検索画面で検
索ボタンをクリックすると表示される。文書番号、件名、システム種別、優先度、処理区
分、親展などが表示され、該当する案件が検索結果として表示される。また、チェックボ
ックスでチェックしてＣＳＶ出力ボタンをクリックすると、検索した案件をＣＳＶ形式で
出力することができる。案件履歴ボタンをクリックすると、チェックボックスでチェック
した案件の案件履歴画面１３に遷移することができ、図１３で示した案件履歴画面１３で
これまでの承認状況や今後の承認一覧を見ることができる。ジャンプ（コンボボックス）
ではページ番号を選択可能とする。選択した場合、そのページに該当する案件一覧を表示
する。1ページ当たり例えば２０案件とし、対象案件分のページ番号を表示する。また、
コンボボックスの横に現在表示している案件数と総件数が表示される。次へボタンをクリ
ックすると、次ページの案件一覧が表示され、前へボタンをクリックすると、前ページの
案件一覧が表示される。
【００５３】
従って、操作者は、案件検索画面を用いて、多数ある案件の中から表示したい案件を検索
することができ、さらに案件履歴画面１３を表示することで案件の滞留状況を確認するこ
とができる。処理が滞っている場合など的確にフォローができ決裁を効率良く行うことが
できる。
【００５４】
職員検索画面は図示しないが、決裁ルート画面１２または案件検索画面などで職員名また
は職員番号などを検索する画面である。検索条件設定領域と検索結果表示領域がある。検
査条件としては、職員（ラジオボックス）にチェックされている場合、職員の検索を行う
。受付（ラジオボックス）にチェックされている場合、受付の検索を行う。日付は、設定
した日付の時点での職員の検索に使用される。変更ボタンをクリックした時、カレンダ設
定画面（図示せず）へ遷移する。職員(受付)番号または職員(受付)名を設定し、または役
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職（コンボボックス）で役職を選択して検索ボタンをクリックすると、該当する職員の情
報を検索結果表示領域に表示する。検索結果のチェックボックスにチェックしてＯＫボタ
ンをクリックするとチェックを付けた職員の情報を遷移元画面に引き渡す。キャンセルボ
タンをクリックした場合は、チェックボックスにチェックが入っていても情報を引き渡さ
ずに遷移元画面に戻る。ジャンプ（コンボボックス）、次へボタン、前へボタンは、前記
した案件検索画面などと同じである。
【００５５】
これにより、操作者は、決裁ルート画面１２や案件検索画面において職員番号、職員名、
役職などを効率良く検索することができる。
【００５６】
以上説明した本発明は、前記した実施形態に限定されることなく幅広く変形実施すること
ができる。例えば、画面の表示などは単一画面に限らず複数画面を用いて行っても良い。
また複数画面を単一画面にまとめて表示しても構わない。
【００５７】
【発明の効果】
電子決裁における案件の承認、決裁に関する処理操作を画面から支援することができ承認
、決裁処理を迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態に係る電子決裁処理装置の構成図である。
【図２】　案件の起票から決裁までのフロー図である。
【図３】　案件を差戻す場合のフロー図である。
【図４】　承認済み案件を引戻す場合のフロー図である。
【図５】　決裁ルートを追加、削除、変更する場合のフロー図である。
【図６】　代理決裁を行う場合のフロー図である。
【図７】　代理決裁後の後閲を行う場合のフロー図である。
【図８】　進捗状況を確認する場合のフロー図である。
【図９】　案件を検索する場合のフロー図である。
【図１０】　未決の案件を一覧表示する未決ボックス画面である。
【図１１】　承認、差戻し、非承認を行う決裁画面である。
【図１２】　決裁ルートを設定する決裁ルート画面である。
【図１３】　案件の履歴を表示する案件履歴画面である。
【図１４】　付箋及びコメントを表示する付箋表示画面である。
【図１５】　決裁済み（既決）の案件を一覧表示する既決ボックス画面である。
【図１６】　既決案件の引戻しやルート変更などを行う既決決裁画面である。
１・・・電子決裁処理装置
２・・・財務会計システム
３・・・文書管理システム
４・・・庶務事務システム
５・・・（職員）ポータルシステム
１０・・・未決ボックス画面
１１・・・決裁画面
１２・・・決裁ルート画面
１３・・・案件履歴画面
１５・・・付箋表示画面
１７・・・既決ボックス画面
１８・・・既決決裁画面
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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