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領収書の
スキャナ保存申請までの道程
－決死の覚悟で乗り込んだ国税局は親切でした－

時代のニーズに対応した
文書情報マネジメントを紹介
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なぜ申請を行おうとしたか

名古屋国税局に最初ご相談に伺った時
のことです。開口一番「なぜスキャナ保
存を行おうと思ったのですか」と聞かれ
ました。国税局の方がおっしゃるには「わ
ざわざ相談にみえるのは珍しいので、
ちょっと理由を聞いてみたかったので
す」とのことでした。我が社が取り組ん
だ税務関係書類のスキャナ保存申請、ま
ずは経緯から説明したいと思います。

株式会社ユアソフトは平成元年（1989
年）、三井金属鉱業株式会社の情報システ
ム部門を集約、分社化してできた会社で、企
業グループのIT化を推進する役割を担って
います。本店は三井金属の重要生産拠点
であります岐阜県飛騨市神岡町に、事業
所は東京の大崎と愛知県の名古屋市にあ
ります。三か所80名が会社の規模感です。

スキャナ保存については、そもそも最
初から申請を目指して始めたわけではあ
りません。きっかけはワークフローシス
テムの導入でした。経費精算を行う際に
領収書をスキャナでとって、ワークフ
ローに添付していたのです。そこまで形

ができているのだから、あと少し作業す
れば申請できるのではないかと考えたの
です。冒頭の国税局の方からの質問には
次の回答をしました。①既に運用の形が
できているので申請に必要なシステム構
築はあと少しの作業だと思っています。
②自社で導入した経験を親会社の企業グ
ループに横展開したいと考えています。
③管理部の中で作業の効率化を進めてい
て、電子保存、e-Tax、eLTAX、e-Gov、
電子登記といった電子化できることは全
て行いたい。この三つが理由です。

国税局に相談に行って

既にワークフローの運用の中でスキャ
ンしていたのは領収書ですから、申請の
対象は領収書です。ではどうすれば申請
が認められるか。誰もが行うように、ま
ずはインターネットで情報収集から始め
ました。しかし、書いてある物を見ても
具体的にどうすればよいか分からなかっ
たので、最初岐阜県高山税務署に相談に
行きました。そのうち親会社の三井金属
が連結納税を行うことになり、弊社の担

当が高山税務署から名古屋国税局 調査
部 第007部門に変更、二回目からの相談
先は国税局に変わりました。

税務署に行くのは初めてでした。まし
て国税局など雲の上の存在です。そもそ
も普通の人は国税局などに行く用事がな
いと思います。うっかり口をすべらせた
ことで、税務調査に乗り込まれたらどう
しようかという不安があります。それか
ら申請でも細かな点を指摘され、これで
は認められませんと言われ続け、出直し
を繰り返すことにならないかというイ
メージがあります。私が勝手に膨らませ
たイメージなのですが、少しおおげさに
言えば不安と緊張を携え、決死の覚悟で
訪問しました。

名古屋国税局でご対応頂いたのは調査
部調査開発課の情報技術専門官の方と連
絡調整官の方の二名でした。「出た！情
報技術『専門』官！すごい人が出てきた
ぞ」という感じです。しかし結果は杞憂
でした。国税局の方には丁寧にいろいろ
相談に乗ってもらえました。単に指摘す
るだけではなく、どうすれば法律要件を
満たすことが出来るかを一緒に考えても
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らえました。また申請後に国税局の審査
部署から電話で問い合わせがありました
が、「調査開発課の方と検討しました」
と答えるだけで済みました。

法律のハードルを越えて

では具体的に法律要件をどのようにク

リアしたかを説明します。前提としては
今回の申請は平成25年（2013年）４月１
日が紙からスキャナ保存に代える日にな
りましたので、その当時の法律内容に則
ります。それから財務会計システムは
SAP ERP©を使っています。

当たり前のことですが、システムに求
められる機能は何となくこれでいいかな

ではなく、法律要件を満たすか否かです。
それ以上でもそれ以下でもありません。
と言うことは、法律要件を満たすか否か
を判断できる人に判定してもらうことが
必要だということです。終わってみれば、
名古屋国税局の方に相談できたことは最
短の近道だったと思っています。以下に
それぞれの法律要件の対応を一覧にします。

処　　理 法　律　要　件 対　応　方　法

スキャナ ・ 解像度が１ミリメートル当り８ドット（200dpi）以
上で読み取れる

・ 赤色、緑色及び青色の階調が各々 256階調以上で読
み取れる

・ 読み取った際の解像度、階調、及び書類の大きさに
関する情報を保存し、確認することができる

・ 現在の複合機で200dpi、フルカラーでスキャナし、
PDFファイルを作成すれば問題ない

・ Acrobat ReaderではPDFファイル内の解像度、階
調、及び書類の大きさ情報を表示することが出来な
いので、それができるソフトウェアを購入する

電子署名 ・ スキャナ保存したファイルに、スキャンした本人ま
たは管理する人の電子署名を付与する

・ 課税期間中の任意の期間を指定して、一括して電子
署名が適切かを検証することができる

・ 認証局としてはセコムトラストシステムズ株式会社
と契約する

・ スキャナを取る人だと全社員になるので、管理する
人の電子署名とし、各オフィスごとに管理者を配置
する

・ PDFに電子署名付与はサーバソフトウェアが自動に
行う

・ 一括検証ができるソフトウェアを購入する

タイムスタンプ ・ スキャナ保存したファイルに、タイムスタンプを付
与する

・ ファイルの記録内容に変更がないことが確認出来る
・ 課税期間中の任意の期間を指定して、一括してタイ

ムスタンプが適切かを検証することができる

・ スタンプ発行局としてはアマノビジネスソリュー
ションズ株式会社と契約する

・ PDFにタイムスタンプ付与はサーバソフトウェアが
自動に行う

・ 一括検証ができるソフトウェアを購入する

入力方式 ・ 入力方式を　□業務サイクル　 □ 速やか 　□ 適時
のどれにするか

・ 「業務サイクル」を選択することで、領収書に記載さ
れた日付とタイムスタンプの日付の間が、最長１ヶ
月と１週間以内となる

・ 但し、「業務サイクル」を選択するには電子帳簿保
存の承認を受けていることが必要になるので、SAP 
ERPで電子帳簿保存の申請を行う

時間制限 ・ スキャナ保存ファイルが作られてから、管理する人
が内容を確認し、タイムスタンプを付与するまでを
24時間以内に行う

・ 社内ルールで速やかにまわすことで名古屋国税局に
は了承してもらった

記録変更の
履歴管理

・ 記録事項の訂正または削除を行った場合は、全ての
変更履歴が確認できる

・ 訂正についてはSAPの会計伝票の反対仕訳で訂正さ
れたという事実を残す

・ 削除はできないシステムとして申請する

ファイルと
国税関係帳簿の
関連

・ スキャナ保存したファイルと国税関係帳簿との関連
性を確認することができる

・ SAPの会計伝票からPDFファイルを表示できるよう
にする

・ PDFファイルを管理するデータベースにもSAP会計
伝票番号を登録する

※申請当時（平成25年４月１日時点）の法律要件に沿っています。平成27年９月末以降の申請から大幅に規制緩和されています。
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システム構築にあたって

国税局との打ち合わせを行う時は、事
前に質問をFAXで送りました。そして
当日口頭で回答して頂いたことは全て書
面にまとめ、後日またFAXで回答内容
に相違がないか確認して頂きました。正
しく理解できているか不安でしたので、

「この理解で間違いないですか」を繰り
返しました。また事前の質問も、例えば

「こんな検索画面で、こんな結果が出て、
これで要件を満たしますか」というよう
に画面のハードコピーを付けるようにし
ました。常に正しいイメージを持っても
らうことに努めました。

前述の繰り返しになりますが、システ
ムはユーザーが使い易いかとか運用がま
わるかの前に、法律要件を満たすことが
必須です。それを判定できる人に相談す
ることが重要だと思います。勝手な思い
込みのまま申請し、その後で指摘された
のではシステムの作り直しが発生し、コ

ストも膨らみます。
ではそもそもシステムの設計はどうす

べきでしょうか。最終的な判定は国税局
にお願いするにしても、最初のシステム
設計から相談できるわけではありません。
法律要件に合わせるためには、電子帳簿
保存に関し知見を有しているベンダーの
助言を得ることは有効です。自ら知恵を
絞って考えるというよりは、既に存在す
るソリューションを当てはめる感じだと
思います。今回のシステム設計にあたっ
てはアマノビジネスソリューションズ株
式会社に依頼しました。

導入後の効果

既にワークフローシステムを導入して
いるところに、領収書の電子化を組み込
みました。簡単に流れを説明しますと、
ワークフローに添付されたPDFが紙の
領収書と一致し、法律要件を満たしてい
るか目視確認した後、サーバのしかるべ

きフォルダ内に保存します。自動的に電
子署名とタイムスタンプが付与され、
ワークフロー上で承認、承認完了後に領
収日、領収者、領収金額とPDFファイ
ルをセットにしてデータベース内に保存
します。また取り込んだデータを基にし
てSAPの会計伝票を作成し、その起票
された伝票にデータベース内のPDF
ファイルをWeb表示するためのURLリ
ンク情報を追加します。

電子化したのは領収書だけです。電子
化を目的にシステム開発をしたのではな
く、既にあるシステムの上に電子化を付
け足しただけですが、それだけでも管理
部としては当然仕事が減りました。毎日
行っていた①台紙に領収書の糊付け、②
ワークフロー申請書に台紙をステープル、
③本社へ郵送、④ファイリングといった
一連の仕事がなくなりました。わずらわ
しい仕事が減り、その時間を他の仕事に
まわすことができています。コストに見
合うかということでは、十分元を取って

処　　理 法　律　要　件 対　応　方　法

表示と印刷 ・ 14インチ以上のカラーディスプレイとカラープリン
ターを備えつける

・ 画面表示と印刷した書面は４ポイントの大きさの文
字を認識することができる

・通常の業務で対応可能

検索機能 ・PDFファイルを次の条件で検索できる
－ 領収年月日、領収金額、領収者名称、会計伝票番号

が検索条件として設定できる
－日付と金額の検索は範囲指定できる
－ 二つ以上の検索条件を組み合わせることができる

・ 現在のワークフロー、SAPでは領収年月日、領収金額、
領収者名称の３つの項目の検索は出来ないので、ワー
クフローに入力してもらい、データベースに登録する

・ 領収者名称のマスタ管理は求められていない

領収金額の上限 ・ 金額が３万円以上の領収書は認められていない ・ 全ての領収書をスキャナ保存するが、３万円以上は
紙でも保存する

・ ３万円未満の領収書は、これまでのように台紙に貼
り、伝票の用紙と一緒にファイリングすることは止
める

承認を受けた
書類は全部対応
が必要

・ 経費の種類別に領収書の対象を絞ることは許容され
る（例えば旅費交通費の領収書だけをスキャナ保存
する）が、特定の部署や人員に限定することは認め
られない

・ 協力会社社員の精算分もワークフローに乗せる必要あ
り。プロジェクトの中で社員に代理申請してもらう

※申請当時（平成25年４月１日時点）の法律要件に沿っています。平成27年９月末以降の申請から大幅に規制緩和されています。

p0 07 .indd   2015/09/11   9:28: 9



月刊 IM  2015-10月号 

2015
JIIMA

ベストプラクティス
受賞事例

います。
最初に国税局に伺った時に、導入して

いる企業は珍しいとの話を聞きました。
逆に言えば仕事の仕方として、自分たち
は先端を行っているということです。
ちょっとおおげさですが、小さな会社の

管理部の仕事としては、誇りにつながる
話だと思っています。

規制緩和をうけて

システム導入後に一度だけ社員個人の

電子署名を更新しました。更新と言って
も、新規で取得するのと手続きは同じで
す。電子署名の取得は、実社会での実印
の印鑑証明ですので、扱いは厳重であり
手続きは結構面倒です。例えば、住民票
の住所にしか書類が送られませんし、本
人しか受け取れません。また更新手続き
が滞って、署名ができない期間が生じな
いようにもしなければなりません。シス
テム構築で一番難しかったのは、電子署
名の付与でした。誰がどのタイミングで
電子証明を付与するか、の検討に時間を
要しました。

規制緩和により社員個人の電子署名は
不要になるとのことですので、再申請する
ことを検討中です。今後対象の書類を領
収書以外に広げる上でも、電子署名をは
ずしたいと考えています。

図１　法律の要件を満たしたシステム

図２　支店間での承認プロセス
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