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うな点があげられる。

・大量に印刷されることで発生する

用紙や消耗品代、発送費などを含

めた各種コスト

・キャビネットや書庫スペースを含

めた保管費用、及び廃棄費用

・コンピュータ帳票から再入力し、

別資料を作成するなどの非効率な

作業

・帳票の複写や持ち出しなどセキュ

リティ面での脆弱性

このような課題を解決し、事務効

率化と業務改革を加速し、セキュリ

ティの強化を図るのが「Pandora-

AX」である。

パッケージグループの山本恒夫課

用化し、パッケージ

製品として販売し始

めたのは、今から約

18年前です。現在ま

でに、チャネル販売

を中心に、約750社

1000システム以上の

導入実績を持ってい

ます。パッケージ製

品として機能拡充を

図ってきた歴史とお

客様への導入実績か

らみても、非常に完成度の高い製品

だと自負しています」と語る。

コンピュータシステムの「出力帳

票」に関する課題として、以下のよ

NTTデータBBが販売する電子帳

票システム「Pandora-AX」は、基幹

システムの出力帳票を電子化し、パ

ソコンで閲覧・検索、二次加工、印

刷などが行えるペーパーレスシステ

ムだ（図１参照）。業務効率化や個人

情報保護対策、ペーパーレス化によ

るCO2削減にも貢献できるソリュー

ションとして注目を集めている。

ビジネスソリューション事業部パ

ッケージグループの的羽幸洋担当部

長は、「親会社である日本板硝子向

けに構築した電子帳票システムを汎

NTTデータと日本板硝子の合弁会社として2003年に設立されたNTTデータ ビジネスブレインズ（以下、NTTデータBB)。
同社が日本板硝子へのソリューション提供実績をベースに汎用化した電子帳票システムパッケージ「Pandora-AX」は、約
750社1000システム以上の導入実績を誇っている。NTTデータBBは、事務効率化・業務改革に加えセキュリティ強化や顧
客接点強化が喫緊の課題とされる金融業界を主要ターゲットに、Pandora-AXを核にしたドキュメントソリューションを積
極展開している。
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◎コンピュータ出力帳票を電子化し、ペーパーレスオフィスを実現する電子帳票システム。 

ペーパーレス 
電子化してサーバに保管 

高度なセキュリティ確保が可能 
ＩＴのセキュリティ機能活用 

利用者は、帳票の閲覧もちろんのこと、 
高速な検索や、帳票データの二次加工など、 
帳票活用メリットが得られる。 

基幹システム 電子帳票サーバ 

直接印刷禁止 

Pandora-AX導入実績　約750社　1000システム以上 

図1 「Pandora-AX」とは？
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長代理は、Pandora-AXの導入効果

について、「電子化による印刷コスト

の削減や情報保管の無駄をなくすこ

とと、電子化による管理・検索・分

析など業務の効率化を図り、BPR

（業務改革）を促進させます。また、

様々なシステムからの帳票出力を電

子化・一元管理することによってセ

キュリティや内部統制強化を図るこ

とができます」と述べている。

Pandora-AXのシステム構成を図

２に示す。1000システム以上の導

入実績を誇るPandora-AXだが、数

年前から特に金融業界での導入検討

が加速しているという。その背景に

ついて的羽担当部長は、「多くの金

融機関における帳票の電子化はすで

に完了したといっても過言ではあり

ません。しかし、営業店内部での帳

票電子化が未着手のところが多いと

いえます。本部から送られてくる電

子帳票（還元帳票）を、一旦営業店

内で帳票用紙に出力し、回覧や紙ベ

ースでの管理を行っています。この

ため、顧客対応や業務のスピードア

ップ、精度向上、人為的なミスの防

止が喫緊の課題となっています」と

述べている。

還元帳票とは、顧客との取引履歴

などを記録した営業店や本部で日々

利用する内部管理資料で、本部で作

成し営業店へ送付（還元）している。

NTTデータBBは、金融店舗にお

けるペーパーレス化が進んでいない

ことに起因する業務効率の悪化、保

管コストの増大、個人情報流出・紛

失の危険性増大などの問題を解決す

るためには、

◆還元帳票は紙の運用が続いてお

り、ペーパーレス化できていない

・朝出勤と同時に店舗にて還元帳票

を印刷（融資延滞管理表等）

・顧客への振込み期日確認等の業務

を紙ベースで実施

・確認済帳票は、回覧や上司印鑑を

押印する承認フローを紙ベースで

回している

・承認済帳票は、各店舗にて長期保管

◆紙で入手した資料のペーパーレス

化ができていない

・ローン申込書等、手書きの資料は

電子化されず、紙のまま保管され

ている

・本人確認証等、コピーして入手し

た資料は、電子化されず、紙のま

ま保管されている

といった金融店舗業務における課題

解決が不可欠としている。そこで、

大手金融機関に対し、親会社のNTT

データと共同で、Pandora-AX＋ワ

ークフローシステムからなる「統合

情報管理ソリューション」を提案し、

来年、春のリリースを予定している。

以下に、課題解決に向けた具体的

な例を示す。

Pandora-AXにワークフロー機能

を拡充して組み合わせることで、金

融店舗内での承認フローの業務改革

の実現を可能にしている。還元帳票

の承認フロー機能により、紙の運用

を完全にペーパーレス化できる。

帳票単位で承認経路を設定し、承

認者が承認操作を行うと次の承認者

に承認依頼のメールが送信される仕

組みとなっている。承認プロセスの

種別は、「承認」(承認／引戻し／差

戻し／引上げ承認)と「確認」(確

認／取消／承認依頼／引戻し）から

なっている。

図３に示す還元帳票進捗管理機能

によって、承認状況をはじめとする

還元帳票に関する承認フローの進捗
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帳票作成サーバ 
Windows、UNIX

メインフレーム 
NEC、UNISYS、富士通、IBM、日立 
オフコン 
IBM、富士通 

帳票設計ツール 
SuperVisualFormade、 
Create!、PrintPro、 
WebSAM Rakuform 
uCosminexus　EUR 
CoReports

WＥＢサーバ WＥＢ型 
クライアント 

自動処理 
サーバ群 

Ｃ／Ｓ型 
クライアント 

電子帳票サーバ 
Pandora-AX

帳票仕分けシステム 
DELIVERⅢ 

Excelへ 
データ出力 

印刷 

長期保存用 
出力 

自動FAX

自動印刷 

CD/DVD自動作成 
装置から出力 

イントラネット 
インターネット 

閲覧、検索 

など 

帳票データの流れ 
電子帳票の利用 

図2 Pandora-AXのシステム構成
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し、帳票運用に関する業務効率の改

善に加え、帳票運用業務のBPRを

可能にしている。

例えば、Pandora-AXの高度な検

索機能として、全面検索、キー検索、

串刺し検索、名寄せ検索を可能にし

ているほか、店舗別に名寄せ集計も

可能にしている。また、複数明細、

可変明細の検索にも対応している。

画面表示機能としては、図５に示

状況が把握できる。期限を超過して

いる場合、注意喚起したり、自身の

仕事の進捗状況も把握できる。

また、帳票上に定義された備考欄

（コメント欄）に、コメントを入力

することも可能なほか、帳票を表示

して印鑑欄に日付印を押印すること

もできる。一度、印鑑を選択すると

位置を選択するだけで同じサイズの

印鑑を連続して押印できる。

Pandora-AXは、金融分野におけ

る個人情報保護に関するガイドライ

ンの安全管理措置等における実務指

針（平成 17年１月６日金融庁告示

第１号）に基づく機能を実装し、還

元帳票だけでなく本人確認等のスキ

ャナーで取り込んだ電子ファイルの

安全・確実な集中管理と検索・閲

覧・利用を可能にしている。

情報の安全・確実な集中管理、厳

密な利用権管理(印刷・ファイル出

力・Excel出力制限)、パスワード

運用の緻密化、アクセス時間帯の限

定、MACアドレスによるアクセス

制御、情報の安全な自動廃棄などに

よるセキュリティの確保に加え、図

４に示す様々なログ機能により、内

部統制強化を可能にしている。

Pandora-AXは、検索・出力・画

面上での表示など、電子帳票システ

ムならではの便利な機能を標準装備
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●利用ログ 
・閲覧ログ 
・印刷ログ 
・二次加工ログ 
●通信ログ 
・帳票変換ログ 
・仕分ログ 
・自動印刷/FAXログ 
●ファイル帳票保存ログ 
●移動・複写ログ 
●仕分処理ログ 
●ユーザ削除ログ 
●ユーザログインログ 
●帳票削除ログ 
●フォーム削除・変更ログ 
●検索ログ 
●日付印押印/削除ログ 
●外部保存ログ 

ログ機能一覧 

帳票変換時間は帳票の属性情報として保持（帳票の作成 
時間が明確になる） 

メモが貼れます。 
メモにはコメント 
が記入可能 

・メモ 
・ラインマーク　 
・チェックマーク 
・蛍光マーカー 
・スタンプ 

スタンプ 
ログインユーザー名の 
印鑑も押印可能 

ラインマーク チェックマーク 

蛍光マーカー 

メモ、ラインマーク、 
　　　蛍光マークは記 
入したページを検索す 
る こと が　可能 

メモ、ラインマーク、 
蛍光マークは記入した 
ページを検索することが 
可能 

※用意されている機能　 

日付印 

図3 Pandora-AXによる還元帳票業務進捗管理のイメージ

図4 Pandora-AXのログ機能で内部統制を強化

図5 紙の帳票と同様に扱える「メモ・マーキング・スタンプ機能」を標準装備
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すように、紙の帳票と同じように扱

えるよう「メモ・ラインマーク。チ

ェックマーク・蛍光マーカー・スタ

ンプ」機能を用意している。ただし、

帳票の改ざんは絶対にできない設計

になっている。また、記入者以外修

正不可とすることも可能である。

金融業界でのPandora-AXの導入

検討の増加に加え、生命保険業界の

外勤職の営業活動シーンなどの顧客

接点領域で、文書や帳票の電子化の

ニーズが拡大している。

特に、スマートフォンやタブレッ

ト端末など、モバイルデバイスの進

化に伴い、外勤職がこれら端末を有

効活用した顧客接点強化に対するニ

ーズが高まっている。NTTデータ

BBでは、大手生命保険会社に対し、

親会社のNTTデータと共同で、外

勤職向けのマニュアル作成、配信の

ための「ドキュメント閲覧システム」

を提案。すでに、データセンタ内に

システムを導入し、お客様がドキュ

メントの登録作業を並行して行いな

がら利用を開始している。

このドキュメント閲覧システム

は、文書管理システム＋電子ブッ

ク＋タブレットPCによって、販売

マニュアル閲覧の迅速化と通達配信

の効率化を実現し、外勤職と関連部

署の業務の効率化とコスト削減を狙

いにしたシステムだ。

山本課長代理は、「保険商品の販

売マニュアルは量が多く、更新頻度

も激しいため、常に最新の販売マニ

ュアルを参照するのに時間を要して

いました。また、販売に伴う事務通

達の作成から配送まで、多くの時間

とコストを費やしていました。この

課題を解決し、誰でも簡単に保険商

品の最新マニュアル類を検索・照

会・活用できるようにし、業務効率

を大幅に向上させようというのが、

このドキュメント閲覧システムの狙

いです。本システムによって、膨大

なマニュアル・文書類の作成・配付

の迅速化、最新化への徹底・ミスの

防止、多量のマニュアルの携帯・事

務所での管理、書類捜しの手間やコ

ストを削減することが可能になりま

す。将来的には、販売マニュアル以

外の契約書や申込書などの文書等の

電子化も視野に入れています」と述

べている。

文書管理システムとして、管理者

向け機能として、ファイル公開機能

（PDFファイルやOfficeファイルと

その情報を登録するファイル登録、

カテゴリ設定、閲覧対象指定、一時

保存、変更・削除、予約公開）とフ

ァイルを分類するカテゴリを管理す

る機能（追加・変更・削除が可能）

を提供しているほか、閲覧者向けフ

ァイル検索機能としてファイル内テ

キストを対象にした用語の全文検索

機能及び検索結果一覧表示・当該フ

ァイルへのリンク表示機能を提供し

ている。

電子ブックへの変換エンジンに、

「Acti Book」を採用し、管理画面で

PDFやOffice文書をアップロード

すると、Flashファイルほか電子ブ

ックデータが自動生成・登録され、

ドキュメントの検索・閲覧を可能に

している。以下に、閲覧者向けに

Acti Bookで提供される主な機能を

示す。

・Flash形式で、ページをめくるよ

うにマニュアルが閲覧できるイン

タフェース機能

・ページの指定カ所の拡大・縮小機能

・指定ページへのジャンプ機能

・目次表示機能

・付箋機能

・表示中のページ印刷機能

・ファイル内テキストの検索

（全文、And、or）

・上記検索結果のハイライト表示

文書管理システム＋電子ブック＋

タブレットPCからなる「ドキュメ

ント閲覧システム」については、す

でに幾つかの引き合いが来ていると

いう。

最後に的羽担当部長は、「以上紹

介した２つの事例のような状況は、

他の地方銀行や信用金庫、生損保も

同様だと捉えています。今後、

Pandora-AXを核に、電子帳票＋文

書管理システムとワークフローの仕

組みや、検索・閲覧のための電子ブ

ックの仕組みを組み合わせたドキュ

メントソリューションとして、展開

していきたいと考えています」とビ

ジネスの抱負を述べている。
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