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今こそはじめる建設業界のデジタル化戦略
設計・施⼯図や受発注書の電⼦化であらゆる環境下で業務継続を
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本⽇の主旨

1. 建設業界に特化した理由

・紙業務が⾮常に多く、コロナ禍の影響や⼈⼿不⾜などの現状を踏まえて⽣産性向上が更に強く求められる

・図⾯をはじめ⽂書の価値が重要で、かつ多くの関係者がかかわるという業界⽂書の特徴

・デジタルトランスフォーメーションの業界的遅れと、急速に進む業務変⾰に対応する必要

2. 紙⽂書業務のデジタル化を35年以上推進してきたAdobeから、建設業界の皆様が

堅牢な紙⽂書デジタル化の業務体制を作っていただけるために、情報をお届けしたい

3. BCP対策として、アフターコロナの新しいワークスタイルを提⽰したい

本セミナーの開催主旨

1. 建設業界に特化した理由

・紙業務が⾮常に多く、コロナ禍の影響や⼈⼿不⾜などの現状を踏まえて⽣産性向上が更に強く求められる

・図⾯をはじめ⽂書の価値が重要で、かつ多くの関係者がかかわるという業界⽂書の特徴

・デジタルトランスフォーメーションの業界的遅れと、急速に進む業務変⾰に対応する必要の声が特に多い

2. 紙⽂書業務のデジタル化を35年以上推進してきたAdobeから、建設業界の皆様が

堅牢な紙⽂書デジタル化の業務体制を作っていただけるために、情報をお届けしたい

3. BCP対策として、アフターコロナの新しいワークスタイルを提⽰したい
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建設会社にアンケート！建築・建設業界の「あるある」⽂書業務の課題

⽂書業務デジタル化に必須の要素とは？

アドビシステムズ株式会社
デジタルメディア事業統括本部
加地はるな |�名久井舞⼦



多種⼤量の
紙業務

建設業界の課題

⼈⼿不⾜

DXの
業界的遅れ

多重請負構造
関係者多数

BCP対策が必須



多種⼤量の
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コロナ禍
脱・紙、ハンコ

国交省
社会実験

進む業界的
各種帳票電⼦化

社会背景・世の中の流れ
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働き⽅改⾰急務

今こそ始める紙業務DX
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本⽇の主旨

社会背景・世の中の流れ

建設業界の課題

⼈⼿不⾜
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建設業界⽂書業務の課題
⽂書制作業務の負荷▶電⼦化のメリット⼤

電⼦化の妨げになりうる要因

CAD,�Word,
Excel,�Ps,�Ai
3D,�txt..



建設業界⽂書業務の課題
⽂書制作業務の負荷▶電⼦化のメリット⼤

電⼦化の妨げになりうる要因

CAD,�Word,
Excel,�Ps,�Ai
3D,�txt..

多くの関係者
社内関連部署,
施⼯主,�協⼒会社..



建設業界⽂書業務の課題
⽂書制作業務の負荷▶電⼦化のメリット⼤

電⼦化の妨げになりうる要因

CAD,�Word,
Excel,�Ps,�Ai
3D,�txt..

多くの関係者
社内関連部署,
施⼯主,�協⼒会社..

セキュリティ



1つのファイル形式で多種多様なデータをまとめ、開き、検索する
ビジネス文書 BIM/CIM、図面、CG

動画/写真/音声 クラウド



PDF�＝「情報コンテナ」
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テキスト/画像/動画/3D

注釈/添付ファイル/⾮表⽰情報/メタデータ
情報コンテナ

セキュリティ

フォームデータ

セキュリティ（暗号化）

電⼦署名/タイムスタンプ

アクセスコントロール
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作成・編集 閲覧

Acrobat�ReaderAcrobat

PDFの
信頼性を
担保

ISO準拠・閲覧保証

作成ツール

ISO準拠PDF

閲覧ツール

3つそろって初めて
閲覧環境が担保される

Acrobat及びAdobe製エンジンで作成したPDFファイルについては、
多様なプラットフォームでの将来にわたる閲覧性を保証しています。

*アドビのアプリケーション以外で作成されたPDFファイルは、AcrobatおよびAcrobatReaderでの閲覧を保証できません。



Adobe Document Cloud

プロセス

システム連携

デスクトップ

電⼦サイン

モバイル

クラウド

Adobe�Acrobat�Pro DC

Adobe�Scan

Adobe�Sign

Adobe�Acrobat�DC�Mobile

PDF Service



⽂書制作業務〜活⽤までの各過程における課題を直接・アンケートで収集

皆様の共通課題に焦点を当てます

本セミナーの内容

REVIEW

REVIEW

REVIEW

Acrobat�Mobile�App



REVIEW

REVIEW

REVIEW

Acrobat�Mobile�App

制作・調整 回覧・承認

課題１ |��煩雑な各種ファイルの⽂書制作

課題２ |��社内複数部⾨・協⼒会社との確認・調整

課題３ |��⼯事請負契約書など紙⽂書にかかる膨⼤な印紙代等のコスト



REVIEW

REVIEW

REVIEW

Acrobat�Mobile�App

保管・利⽤ 再利⽤

課題４ |��⻑期的な⽂書の保管、再利⽤

課題５ |��⽂書セキュリティの徹底



課題１

煩雑な各種アプリケーションでの制作…

制作・調整

n 関連書類のデータ共有時、渡し忘れが発⽣するのを防ぎたい

n さまざまな形式で保存されたファイル、資料としてまとめるのが⼤変…

n Word⽂書に付けた「⽬印」そのままPDFに読み込める？



課題１

煩雑な各種アプリケーションでの制作…

制作・調整

n 関連書類のデータ共有時、渡し忘れが発⽣するのを防ぎたい

n さまざまな形式で保存されたファイル、資料としてまとめるのが⼤変…

n Word⽂書に付けた「⽬印」そのままPDFに読み込める？

Acrobatなら関連書類をパッケージ化できます

関連⽂書は1つのPDFに束ねて運⽤。効率的に印刷・配布・管理が可能です

PDFでは「しおり」として継承されます



DEMO



課題１

煩雑な各種アプリケーションでの制作

制作・調整

ポートフォリオ 結合 「しおり」を活⽤

ファイル形式を保持したまま

パッケージ化

関連書類を1冊のPDFに

バインダー化

しおりを使って

必要な情報にジャンプ



課題２

社内複数部⾨・協⼒会社との確認・調整…

制作・調整

n 時間と⼿間のかかる社内複数部⾨での⽂書回覧・修正

n 関係者が加えた多くの修正箇所、漏れなく確認したい



課題２

社内複数部⾨・協⼒会社との確認・調整…

制作・調整

n 時間と⼿間のかかる社内複数部⾨での⽂書回覧・修正

n 関係者が加えた多くの修正箇所、漏れなく確認したい

クラウドを経由して複数⼈からすばやくフィードバックを収集

修正Before�&�Afterを明確化し、⽬検と合わせて正確性を向上



DEMO



課題２

社内複数部⾨・協⼒会社との確認・調整…

制作・調整

共有レビュー ⽂書の⽐較

クラウド経由で

フィードバックを回収

※サブスクリプションのみ

Before/Afterのデータを並べて

修正箇所を一覧表示



共有レビューの活⽤事例

レビュー作業をPDFで劇的に効率化

「ひとつのPDFに全員が同時に注釈を書き込める。
Acrobatの共有レビューを⾒た時「まさにこれだ！」と思いました」

株式会社MonotaRO 商品部⾨ 商品業務推進グループ古賀みさと⽒

https://adobe.ly/2TzVqLx





課題３

紙⽂書のやりとりにかかる膨⼤な印紙代等のコスト
確認業務をスピードアップ

n 建築請負契約、設計契約等にかかる膨⼤な印紙代を削減したい

n ⼯事計画書の調整会など、多くの関係者で⽂書確認する速度の迅速化

回覧・承認



建設業界で今こそ始める電⼦サイン！
印紙代、紙代、郵送費、物理的に紙を移動する時間の⼀気削減

回覧・承認

課題３

紙⽂書のやりとりにかかる膨⼤な印紙代等のコスト
確認業務をスピードアップ

n 建築請負契約、設計契約等にかかる膨⼤な印紙代を削減したい

n ⼯事計画書の調整会など、多くの関係者で⽂書確認する速度の迅速化



DEMO



署名者
例）協力会社

起票者
例）施工主

Adobe�Sign�の特徴

Adobe�SignAdobe�Signのサイトから
署名・承認依頼

ブラウザで
署名・承認

電⼦署名、クラウド型電⼦サインの両⽅に対応
ワークフローをデザインし、柔軟に承認ルートを調整
全世界で信頼される堅牢なセキュリティ環境

ここが
POINT
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建設業法施⾏規則第13条の2第2項

Adobe�Sign は規則に規定する技術基準を満たす

電子情報処理組織を使用する措置に対する技術的基準

一．当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することが
できるものであること。

二．ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認する
ことができる措置を講じていること

✔国土交通省確認済み





課題４

⻑期的な⽂書の保管・再利⽤

n CADソフトのバージョンにかかわらず常に作成時の⽂書を正確に閲覧

n 電⼦化した⽂書を迅速な検索、編集し実務に役⽴てたい

保管 再利⽤



課題４

⻑期的な⽂書の保管・再利⽤

n CADソフトのバージョンにかかわらず常に作成時の⽂書を正確に閲覧

n 電⼦化した⽂書を迅速な検索、編集し実務に役⽴てたい

「Adobe�PDFなら」⻑期保管が可能

作業する場所、デバイスを問わず必要な⽂書にアクセスし再利⽤

保管 再利⽤



DEMO
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*アドビのアプリケーション以外で作成されたPDFファイルは、AcrobatおよびAcrobatReaderでの閲覧を保証できません。

作成・編集 閲覧

Acrobat�ReaderAcrobat

PDFの
信頼性を
担保

ISO準拠・閲覧保証

作成ツール

ISO準拠PDF

閲覧ツール

3つそろって初めて
閲覧環境が担保される

Acrobat及びAdobe製エンジンで作成したPDFファイルについては、
多様なプラットフォームでの将来にわたる閲覧性を保証しています。



課題５

⽂書セキュリティ

保管 再利⽤

PDFは編集ができない
最終フォーマット

PDFになっていれば
どのソフトで
作成しても同じ

MS�Officeや
安価なツールの
PDF作成機能で⼗分



PDFには作成者や使⽤ソフトの情報等が含まれており、
対策なしでは第三者も閲覧可能であることをご存じですか？

アドビデジタルメディア事業統括本部第三営業部 2020年5⽉アンケート調査回答数66名

Acrobatで対策済

その他の⽅法で対策済

約半数が未対策
詳しく知りたい

知らない/興味がない



PDFには作成者や使⽤ソフトの情報等が含まれており、
対策なしでは第三者も閲覧可能であることをご存じですか？

アドビデジタルメディア事業統括本部第三営業部 2020年5⽉アンケート調査回答数66名

Acrobatで対策済

その他の⽅法で対策済

約半数が未対策
詳しく知りたい

知らない/興味がない図⾯情報も含む⽂書は会社の資産
電⼦化と共にセキュリティ対策を



課題５

⽂書セキュリティ

保管 再利⽤

アプリケーションセキュリティ ⽂書の保護

常に最新のAcrobatを使用
PDFはAcrobatで編集可能です

外部共有や公開時は必ず意識を

アクションウィザード

セキュリティ処理を自動化

トラブルを防止



⽂書制作業務〜活⽤までの各過程における課題を直接・アンケートで収集

⽂書業務の共通課題はAdobe�Acrobatで解決

REVIEW

REVIEW

REVIEW

Acrobat�Mobile�App

ポートフォリオ 結合 共有レビュー Adobe�Sign セキュリティ ⻑期保存



Acrobat�DCの利⽤で約65%の⽣産性向上

Acrobat�DCとDocument�Cloudを利⽤した場合従来の作業（100%とする）






