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本日のスケジュール

1. Adobe Document Cloud について

2. Adobe Sign とは？

3. Adobe Sign の適法性について

4. 事例にみるAdobe Signの利用とその効果

5. 質疑応答

セミナー終了



3
出典：企業のデジタルドキュメントの利用状況調査 IDCジャパン 2016年12月

77%
紙の書類に依存する

ビジネスプロセスの割合

日常業務のおける紙への依存度



従業員の時間の30%は
書類の間接業務に忙殺…

 文書の回付
 署名や承認
 文書ステータス追跡
 文書保管

紙のために失っているもの...

30%

 署名/押印/日付の記入漏れ
 署名者/押印者/承認者の誤り

1/3
63%のビジネ

…
スリーダー曰く

63%

*出典： IDC Report 2015 – Addressing the Document Disconnect: Hidden Opportunity, Big Payoff

紙処理に依存する間接業務の
増大と時間はお客様体験に悪
影響を与えている
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ビジネスリーダーの1/3が
抱える課題
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１/３

出典：「分断された文書プロセスの問題に対処する」IDC , 2015年3月

ファイリング
/保管

検索 承認

処理
文書業務に費やしている割合は１/３

送付

フィードバック



モバイルワーク / テレワークにおける課題

 ユーザーからの声
 スマートフォン、タブレットから文書レビューする際、MS Officeだと
文書が読めないことがある（Office Mobile における変換の問題）

 再利用できそうなドキュメントを見つけたが、PDF形式で顧客名が
記載されていた。

 顧客からもらった資料が紙（社内を電子化しても、結局紙が残る、、、）
 回覧や承認を電子化しても、社外との契約等のやり取りでは、
紙のプロセスが残る（会社へ戻らないといけない）
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社内環境を電子化するだけでは、モバイルワーク /ホームワークなどの自由な
働き方を行うことの弊害が残る

働き方改革 モバイルワー
ク ペーパーレス ドキュメント

の電子化
PDFフォー
マット
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Document Cloud:
紙と手作業のプロセスを100%電子化
これまでにないデジタル体験を実現
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電子サイン

デスクトップ

システム連携

PDFサービス

モバイル

ワークフロー

Acrobat
Reader

Adobe 
Scan

Adobe
Sign入力と

署名



Adobe Acrobat 
Pro DC

Adobe Scan Adobe SignAdobe Acrobat 
DC Mobile

PDF文書を最大限に活用するための
トータルソリューション

モバイルカメラで情報を
デジタル化して活用

承認プロセスの効率化と
可視化を実現

✙ ✙



Adobe Sign概要
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デジタル・ガバメント実行計画 目指す社会像

1. 必要なサービスが、時間と場所を問わず、最適な形で受
けられる社会

2. 官民を問わず、データやサービスが有機的に連携し、新
たなイノベーションを創発する社会

出典︓「デジタル・ガバメント実行計画」 平成30年1月16日

高まりを見せるデジタル化の潮流
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なぜ、紙依存が解消されないのか...?

証跡としての「紙」
利害関係の異なる対外的な相手との合意や契約書
記録として保持すべき文書

12
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「紙」依存解決のために必要なこと…
生産性向上とコンプライアンス/法的有効性の両立

処理の
高速化

プロセスの
見える化

利便性の
向上

生産性
向上

適法性
遵守

13



*出典： Vendor Landscape: E-signatures , Q4 2016 – Forrester 
Research 

ドキュメントプロセスの
生産性向上と法的有効性を両立する

電子サインプラットフォーム

• 年間60憶件以上の署名処理実績
• 電子サイン市場におけるリーダー(*)

• クラウドベースで場所やデバイスを
問わない利用

• シンプルで使いやすい
• プロセスの効率化と可視化
• 既存システムとの高い親和性
• 法的有効性

14



Adobe Signを導入する理由
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働き方改革
一人ひとりが本来の業務で高い生産性を実現

顧客体験の革新
お客様が本来求めるものをより迅速に実現

コスト削減利便性向上
いつでもどこでも

効率性向上
劇的な高速化 セキュリティ 法的有効性

コンプライアンス

処理の見える化



ドキュメントプロセスの電子化による劇的な効果

生産性向上

20倍
大手クレジットカード会社は、
カード申請の平均応答時間を
数日間から17.3分に短縮、

顧客満足度を向上

労働コスト削減

>250%UP

顧客体験の
向上

フォーチュン500の製薬会社は、
1製品の返品承認を

2カ月から3日にスピードアップ

大手複合輸送業者は、契約の
全過程を3週間から16時間に
短縮、初年度に10万ドル以上

のコストを削減

$10万

16



デジタル化による劇的な投資対効果

雇用契約が返送時間が
3週間から11時間に短縮

時間の節約

92%
トラベルリワードパートナー
との１プロセスのみで、
紙書類が年間100万枚

紙の廃止

100万枚/年間

自動車リース契約締結
にかかる時間が

23.5日から4日2時間に

契約書締結

19日



Adobe Sign: 5つの特徴
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世界水準のセキュリティ基準を
満たす日本国内データセンター

多様な業務ワークフローに対応する
ドキュメントプロセス

ドキュメント体験を刷新する
インテリジェントドキュメント処理

既存システムとの高い親和性を
実現するシステム連携機能

文書の証拠性を担保する
法的有効性・コンプライアンス

ISO27001:2013 SSAE SOC2 Type2 RedRAMP

• 業界標準対応（HIPPA, 21 CFR Part 11, GLBA,  FERPA)

• 署名プロセスを支援するワークフロー
• 署名者、承認者、同意者、確認者、入力者、委任者などの役割に対応
• 署名プロセスの可視化
• リマインダーや署名期限の設定による効率化

• 入力ミスや漏れを防止する電子フォーム機能
• PDF・オフィス文書等から電子フォームを自動生成
• 利用者に合わせてフィールドを有効化
• 外部データソースとのデータ連携

• REST API
• 他社システムとの連携コネクター

• Salesforce
• MS Dynamics, SharePoint, Office, Flow

• 法的に有効な 2種類の署名方法：電子サインと電子署名
• 文書の改ざん防止
• 署名プロセスの履歴ログ（監査証跡）

PCI DSS 3.0



広範囲な合意処理を単一のプラットフォームで効率化
承認、合意のプロセスを記録して可視化
コンプライアンスの強化
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Adobe Sign の利用例

社内承認
（経費、購買、出張、etc.）

購買契約
営業契約
下請契約
重要事項確認書
個人情報取扱確認書

発注書
見積書
申込書
納品・検収書
仕様書
プロジェクト管理書

採用レター

コンプライアンス遵守

人事関係書類への合意



Adobe Sign：処理の流れ
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Acrobat DC

①文書の登録
（HTTPSでアップロード）

②署名依頼メールの送付

③閲覧・確認・署名
（HTTPSアクセス）

④署名済書類④署名済書類

ブラウザ ブラウザ

ブラウザさえあれば、
どこからでも、

どんなデバイスからでも
署名可能

多彩なクライアント
アプリケーションからの

署名依頼

署名文書へのリンクを記載

署名の依頼者 署名者

Adobe Sign
モバイル

アプリケーション

組織を繋ぐクラウド上のスペース

• 登録した文書をWebフォーム化
• 文書に対するアクションの

追跡、記録、可視化
• 文書を暗号化して保護
• 文書の真正性担保
• 外部システムとの連携

AES 256 暗号化

REST API / SMTP



ハイブリット処理

順次処理

１対１処理

並列処理

一斉送信
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• 多様なワークフローのパターンに対応
• 文書処理上の6種類の役割に対応
（署名、入力、承認、合意、確認、委任）

• 直感的なワークフローの設計を支援するデザイナー
ツールを搭載

• コーディング不要で文書処理を定型化

ドキュメントプロセス
～文書処理の多様なパターンに対応～

署名

入力
承認
合意
確認
委任

ツールを使って
直観的にプロセスを定義
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• 個別送信時の設定とデザイナーツールでのワークフロー登録
• ワークフローデザイナーを利用してブラウザでの直感的なフロー定義
• コーディング・開発不要の為、利用部門主導での非定型業務の定型化を推進

ワークフローデザイナー

ワークフローデザイナーでは、署名フローに加えて
文書、通知、通知メールの文言等も設定可能

送信ページ

ドキュメントプロセス
～送信時の設定とワークフローデザイナーでの定型化～

送信ページの受信者の順序で署名・承認フローを設定
順序が同じ数字の場合は、任意の順で署名・承認が可能

22
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ドキュメントプロセス
～署名プロセスの可視化と効率化～

管理ページで署名のプロセスを可視化
リマインダーの設定で
プロセスの遅延を防止

通知

署名

HTTPS

署名者 依頼者
文書の閲覧

通知メール

通知メール

通知メール
署名

署名の完了

署名記録

署名依頼メールの閲覧、署名などのイベント毎に
通知メールを係者の送信

• ポータルまたは通知メールでプロセスのステータス
を可視化

• 定期的なリマインダーの設定や即座のリマインダー
送信でプロセスの遅延を防止



ドキュメントプロセス
～多様な署名シナリオに対応～

ダウンロード

アップロード

送信

受信

印刷

スキャン

こちらのタブレッ
トへ署名をお願い
します

Aさんのタブレットで
署名します

Aさん Bさん

タブレットでの対面署名電子と紙のハイブリット
- 相手に合わせて紙と電子を選択
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• 通知メール受信後、一旦紙に出力、書面上に署名したものをスキャン
してアップロード

• ダウンロードとアップロード時点のログを含めた、プロセス全体の履
歴ログを保持

• タブレット貸与のメッセージに明示的に合意し、その記録を履歴ログに
残す



インテリジェントドキュメント
～書式を保持したまま Webフォーム化～
これまでの紙処理

変換 ブラウザで
どこからでも
アクセス

紙に印刷して
処理

PDF/Officeファイル Webフォーム



インテリジェントドキュメント
～データと連携するダイナミックなフォーム～
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お客様名：

住所：

電話番号：

勤務先：

アドビ太郎
東京都品川区

お客様情報をご確認ください。

確認

お客様名：

住所：

電話番号：

勤務先：

アドビ太郎
東京都品川区
03-1111-2222
アドビ電気

お客様情報をご確認ください。

署名
xxxxx

アップロード

アップロードされた書類を
Webフォーム化

業務システムに格納された
情報をフォームフィールド
に自動挿入

利用者に合わせて
フォームを制御

• PDF/Officeで作成した既存文書ファイルをそのま
ま利用可能

• 画面設計の必要なく電子フォームアプリケーション
を開発

• 利用者主導での電子化を促進

Webフォームから入力
された情報をシステム
に反映

入力可能

入力不可

編集不可

入力可能Aさん Bさん



インテリジェントドキュメント
～ 3種類の作成方法～
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Acrobat DC

Adobe Signオーサリングツール

テキストタグ

• PDF, Officeファイルなど広範囲なファイル
フォーマットに対応

• PDF, Officeファイルなど広範囲なファ
イルフォーマットに対応

• コーディング不要
• ブラウザで編集可能
• 送信時に設定・編集が可能

• コーディング不要
• デスクトップで作成し、ローカ

ル環境にファイル保存可能



インテリジェントドキュメント
～多様なフォームに対応～
• フォーム化による記入漏れや入力ミスの回避

設定可能なフォームフィールド
 署名
 テキスト
 ドロップダウン
 ラジオボックス
 チェックボックス
 添付ファイル
 必須フィールド指定
 変更不可指定
 書式フォーマット指定
 入力規則の設置
 ツールチップ

等

28



Adobe Signの応用：ウジェット（再利用可能Webフォーム）
不特定多数からの情報収集
申込書、アンケート

署名者1

署名者2

署名者3

署名者n

確認

...
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①アクセスして署名

①アクセスして署名

①アクセスして署名

①アクセスして署名

確認

確認

確認

②署名の確認依頼

②署名の確認依頼

②署名の確認依頼

②署名の確認依頼

適用例：
申込書、アンケート
個人情報利用に関する合意
重要事項説明書への合意

• Web上の文書ページにアクセスして署名。
署名時に指定したメールアドレスに確認
メールを送信。メールに確認して署名を
完了。

• 対面の処理や不特定多数から署名を取得
する際に適用

• Webサイトに掲載用のURLとスクリプト
をAdobe Signが生成



③閲覧・確認・署名

取引先情報
• 企業名：アドビ電機
• 住所：東京都品川区
• 担当者：アドビ太郎

基幹システム内の取引先情報と
文書のフィールドとの対応を定義

• 企業名
• 住所
• 担当者

基幹システム

連携モジュール

④
署名済書類を
基幹システムに自動格納

API

①
基幹システムに格納された
取引先データ、文書、
文書フィールドとの定義を
API経由で送信

API

アドビ電機

東京都品川区

アドビ太郎

②
基幹システムからのデータを
文書に挿入

他社システムとの連携
以下他社システムとは標準的な連携プラグインを提供

• Salesforce
• SharePoint
• Dynamics
• Workday
• BOX
• SAP Ariba 等

システム連携
～既存の業務システムとの緊密な連携：相乗的な効率化を実現～

30

• 使いなれたシステムの機能として電子サインを利用
• システム連携により、手作業でのデータ入力や入力ミス・

漏れを回避
• 標準的なAPI (REST API/OAuth 2.0 認証）



Salesforce統合の例
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Salesforce画面に署名依頼の
ボタンを追加

署名プロセスを起動

Salesforceに署名済み契約書と署
名履歴を保存

連携のメリット
•Salesforce AppExchangeから無償でプラグインをインストール
•商談開始から契約締結 (署名処理) までを一気通貫でSalesforce上で管理
•データ入力ミスの回避

Salesforce 上の案件情報を契約書/契約先データとして文書に自動挿入
•契約書のリポジトリとしてSalesforceを活用
署名済み契約書を直接 Salesforceに格納

•トレーニング負荷の削減
使い慣れた Salesforce の機能としてAdobe Signを利用



Adobe Sign連携ソリューション
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Adobe提供プラグイン

32

CRM / ERP 関連

Office 365 文書管理

その他

参考：Adobe Sign 統合ガイド
https://helpx.adobe.com/jp/sign/help/referenc
e_guides.html

パートナー企業における
独自連携ソリューション
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システム連携：プロセスの履歴ログ
～適切なプロセスであることの可視化と記録～

• 本人を認証するメールアドレス、処理時刻のタイムスタンプ、
処理を行ったデバイスのIPアドレスなどを記載したプロセス
の履歴ログを文書と関連づけてクラウドで保持

• 履歴ログで「適切な人」により「適切な対応」がされたもの
として処理の法的有効性を担保する



Adobe Sign : 合意とその記録のためのプラットフォーム

合意

承認

署名

証跡

• PDF

順次処理

１対１処理

並列処理

ハイブリット処理
• Office文書
• Text
• HTML等

API/SDK

書類

セキュリティ
• SharePoint
• Salesforce
• Dynamics
• Workday
• 独自システム

• PC
• Mobile

作成 ワークフロー 処理 保管
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認証局システム デバイス



Adobe Signの５つの効果
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保管、輸送、印紙、処理など
紙依存のコスト削減

書類の間接業務を削減し、本来の
業務に集中する働き方改革

より迅速にお客様の求めるサービ
スを提供するお客様体験の向上

書類の
法的有効性/コンプライアンス強化

導入障壁が低く、
迅速な導入と効果を実現

• 印紙
• 輸送、郵便
• 保管
• 処理コスト（データ入力、転記）

• 処理の迅速化で必要とするサービスや商品をより早く提供、
お客様満足度を向上

• 直観的でわかりやすい操作

• シンプルで使いやすい電子サインから高度な電子署名までをサポート
• 文書の要件に合わせた適切な法的有効性
• 署名済み文書と履歴データをアドビのデータセンターで確実に保管

• シンプルで標準的な利用環境（メールとブラウザのみ）
• 既存の文書テンプレートやフォームテンプレートを利用可能
• 既存システムの1つの機能として組み込みが可能
• サポートコストの低減

• ワークフロー・プロセスの電子化でいつでも、どこからでも処理が可能
• 書類の分類、製本、記入などの間接業務を削減
• 書類プロセスの追跡と把握を自動化、処理をリアルタイムで可視化して確実

に処理の進捗を制御



Adobe Signの適法性



電子署名に関連する法令

 電子署名及び認証業務に関する法律
（平成12年法律第105号）

 第一章 総則
― 電子署名の定義

 第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
― 電子署名の真正性の推定

 第三章 特定認証業務の認定等
― 公開鍵暗号方式（PKI）に基づく電子署名認証業務

 （以下略）
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電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録することができる情報に
ついて行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示す
ためのものであること。
二 当該情報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
できるものであること。

（本人性の要件）

（非改ざん性の要件）

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの（公務員が職務上作
成したものを除く。）は、当該電磁的記録に記録された情報について本人
による電子署名（これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理する
ことにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。）が行
われているときは、真正に成立したものと推定する。

この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応
じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合
するものについて行われる認証業務をいう。



法的に有効な電子サインサービス：法的有効性の要件

「電子署名および認証業務に関する法律」

第一章 第二条 定義
この法律において「電子署名」とは、電磁的記録……（中
略) ……に記録することができる情報について行われる措
置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1. 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るもので
あることを示すものであること。
【本人性の要件】

2. 当該情報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ものであること。
【非改ざん性の要件】

電子サインの法的有効性は
以下の２点を満たすか否か

１

2

本人性

非改ざん性

38



システム連携：本人認証方法
～文書の認証要件に合わせて選択が可能～

デフォルト
認証方法 電子メールアドレス

2要素認証

Adobe Sign ID

電話認証 (注1)

パスワード

電子証明書

• デスクトップ署名
• クラウド署名 (注3)

強

電子署名 (注2)

本人認証力の強度

• (注1)  通常のトランザクションに加えて追加料金が発生いたします。
• (注2) 電子署名に必要な電子証明書はお客様において別途認証局より取
得頂く必要があります。

• (注3) Cloud Signature Consortium標準に対応した認証局サービスが必
要となります。

• 文書が求める適切なレベルの本人認証のために
多様な認証方法に対応



法的有効性：電子署名と適法性のある電子サインの2種類に対応
～文書の法的要件に合わせて使い分けが可能～

電子サイン
「証跡保管型」

(Electronic Signatures)

電子署名
(Digital Signatures)

本人性確認
- メールアドレス
- 2要素認証(PW）
- 電話認証（SMS/音声）
- Adobe Sign

＋
署名の履歴ログ

改ざん防止
証明書による文書の封印

本人性確認と改ざん防止
認証局発行の

署名者名義の電子証明書

電子サイン「証跡保管型」
一般的な営業契約、注文・請書処理など
広範囲な文書に適用

電子署名
より高い法的有効性を
求められる文書に適用

※：別途証明書の取得が必要
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Adobe Signが利用可能な契約類型

1. 認証局発行の電子証明書を利用した電子署名（デジタル署名）を用いることで電子化できるものもあります。
2. 下請法の3条書面については一定の要件を満たす必要があります。
3. 労働条件通知書は別途、紙の書面での対応が必要です。（2019年4月の労働基準法施行規則の改正により「労働条件通知書」の書面交付

義務がなくなり、電子化が可能）
4. 宅建業法上要求される交付書面は別途必要です。
5. 法令上の書面保存・交付等の詳細は、http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/tetsuzuki/ をご参照ください。
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Adobe Signに向く契約類型

営業関連契約

秘密保持契約

コンテンツおよび
技術ライセンス契約

業務委託契約2・調達契約
雇用関連契約3

（労働者派遣契約を除く）

Adobe Signに向かない契約類型の例1

公証や登記手続が必要な契約
登記に必要となる不動産関連契約（一般の賃貸借契約4を除く）、
合併契約、会社分割契約、取締役会議事録など
事業用定期借地契約（公正証書でなければならない）

書面による締結が
法令上義務付けられているもの5

一般定期借地契約、定期借家契約、不動産共同特定事業契約
労働者派遣契約

消費者保護目的を考慮すべきもの 法令上の書面交付義務がある場合
（特定商取引法・割賦販売法・金融商品取引法など）

訴訟関連書類 現行法上、電子的手段は適用不可

電子署名が認められていない国の
取引先との契約 強制執行できないため



Adobe Signの法的有効性のポイント
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Who

What

When

Adobe Sign

ダウンロード

電子署名

メールアドレス

文書データ

管理された時刻

＋パスワード
電話
Adobe ID
……

＋アクセスログ

監査ログ 電子署名で原本性を確保
• 変更を禁止する文書保護設定
• Who/What/WhenをAdobeの
電子署名で封印

失効確認情報＋

文書（PDF）送付／ダウンロード時には、電子署名を付与す
るとともに、署名に使用した電子証明書の失効確認情報が埋
め込まれるので、時間が経過しても文書取得時の署名の有効
性が検証できます

PDF形式により見読性を確保
• ディスプレイ表示
• 印刷

永続的に安全に
保管されます

本人確認

監査証跡

Adobe Signを使用することで、見読性を確保するとと
もに署名者の本人性と文書の非改ざん性を保証できます

本人性の要件

非改ざん性の要件



事例にみるAdobe Signの利用とその効果
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課題

効果 今後

• 契約プロセス遅延によるビジネスへの
インパクト

• 送料や印紙税等のコスト

効率化（ワールドワイド）
• 契約書処理効率を73％アップ
• 年間25万ドル相当の間接業務の効率化
コスト削減（日本国内）
• 契約書関連発送コストが1/3に減少
• 印紙税金額を約80%削減
• 紙の契約書の保管スペースの有効活用

• Ariba Contract Management
との連携でより効率化を促進

バックオフィスとビジネス現場との
ギャップを解消 – 戦略的購買へ

事例：アドビシステムズ 購買部門の場合



© 2015 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe
Confidential.

パーソルホールディングス株式会
社

課題

効果 今後

• 契約業務の非効率性
• 管理不備に伴うリスク
• 人的負担、管理コストの増大
• 多様な働き方への対応

• 国
全
内
体
外
で

9
の

0
展
を
開
超えるグループ

文書管理業務の最適化で業務効率を向上、
本業に集中しやすい体制を構築

紙依存の間接業務から解放され本業に集中。
パーソルホールディングス株式会社様

絶大な導入効果
• 社外連携プロセスの効率化
• 「スピード」という大きな付加価値
• リスク・コンプライアンス対策に有効
• 締結前から保管後までの全てのプロセスを可視化
• 重要な合意事項を容易に法的価値ある記録で保持

45



こ
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非対面面談、本人確認、意思確認・意向確認をワンストップで実現
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)様

個人番号
カード

氏 名
住 所
生年月日

非対面面談サービス
（Web会議サービス）

公的個人認証サービス
（マイナンバー）

（本人確認サービス）

電子サインサービス
（意向確認・意思確認サービス）

• Adobe Signによる意思確認サービス
を金融機関向けに提供

• 非対面での重要事項説明書、契約書・
同意書への署名を実現

• オンライン本人確認との連携で本人で
あるという「真正性」を保ちつつ電子
サインによる「合意の証拠」を取得



Adobe Signによる業務効率化・顧客満足・業績向上を実現
[導入事例] Royal Bank of Scotland 様
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身分証明書を
モバイルアップロード RBSが審査・承認 申込書に

モバイルで電子サイン

25%増
ローン締結数

92%
顧客満足

11日→48時間
ローン申込期間の短縮

50項目以上
CRM連携し自動審査

学生向け口座開設、住宅ローン申請、各種バンキング、その他のお客様向けサービスなど
年間200万トランザクション以上の契約処理をAdobe Signで対応



不動産管理業務を効率化し手続き時間を短縮
[導入事例] JAアメニティハウス様 / at home様
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課題

導入メ
リット

今後

賃貸契約の場合、不動産会社間の内覧申し込みから、エンドユーザーの入居
申し込み、審査、重要事項の説明、入居契約に至るプロセスはすべて紙文書
をベースに行われている。FAXや郵送を前提として書類のやり取りや台帳保
管の手間は、業務効率化を図るうえでも大きな課題となっている。

今度、宅建業法上で紙の契約書は必要とさ
れていない契約業務から順次、電子化へ移
行してゆく方針
• 月極駐車場の契約手続きの電子化。
• 新規入居者の契約手続き（宅建業法の改

正があり次第、電子化を開始したい。）
• 採用通知や物件の工事受発注などにも活

用を検討

Adobe Signによる電子サインソリューションで、
不動産管理業務を効率化し手続き時間を短縮
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Adobe Sign 導入実績
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ヘルスケア

Telco

BtoC

テクノロジー

金融

メディア 教育
政府機関
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Adobe Sign：ライセンス体系
2種類のライセンス体系：ユーザーライセンスとトランザクションライセンス

ユーザーライセンス
• 署名を依頼するユーザーに対して付与
• 1ユーザーあたり150トランザクショ

ンまで処理可能
• 150トランザクション以上はユーザー

単位（150トランザクション）で追加
購入

トランザクションライセンス
• 署名のプロセスの始点（署名依頼）から完了

（全署名者の署名完了）までを１トランザク
ションとカウント

• プロセス上に何人の署名者存在してもOK

署名の依頼者
署名プロセスの開始

署名者１ 署名者２
署名プロセスの完了

トランザクションユーザー
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Adobe Sign：ライセンス体系（ユーザーライセンスの場合）

• Adobe Signにサインインが必要な利用者は個別にユーザーライセンスの取得が必要
• 1ユーザーライセンスには150トランザクションを付与

管理

送信、署名・承認依頼
承認

署名

ユーザーライセンス必要

ユーザーライセンス必要

ライセンス不要

Adobe Signへのサインイン不要
通知メールのリンクからのアクセスのみ
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Adobe Sign：ライセンス体系（トランザクションライセンスの場合）
• 組織として購入済みトランザクション数の処理が可能
• トランザクションライセンスを付与された組織のすべてのユーザーが使用権を保有（ユーザー登録可能）

管理

起票、依頼 承認

署名

ユーザー登録可能 ライセンス不要

Adobe Signへのサインイン不要
通知メールのリンクからのアクセスのみ

入力
・・・

組織内のユーザーを上限なく登録可能
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エンタープライズ版 グループ版

ご利用規模 法人での利用に最適 2～9名のユーザーで構成され
る小規模なグループに最適

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

最
適
化

ワークフローデザイナーによる一貫したプロセス作成 〇 ×

高度なロール設定とルーティング 〇 ×

多言語対応で諸外国との署名依頼が容易 〇 ×

高度なフォーム対応（計算式、条件付きロジック） 〇 〇

バルクサインで多数に一斉送信 〇 〇

既
存
シ
ス
テ

ム
統
合

API連携対応 〇 ×

Sales Force、SAPなどと統合※無償Plug-In提供 〇 ×

Microsoftが推奨：Office 365、SharePoint、Dynamics、Teams等 〇 ×

管
理

シングルサインオン：企業の既存環境下でログイン 〇 ×

エンタープライズサポート：導入支援から運用まで 〇 〇

署名の委任対応 〇 ×

署名文書数（年間） カスタマイズ カスタマイズ

価格（年間）税別 〇お見積りご提案 〇お見積りご提案

企業向けAdobe Sign エンタープライズ版比較表

【詳細機能比較情報はこちら】https://acrobat.adobe.com/jp/ja/sign/pricing/compare-plans.html
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ドキュメントソリューション市場における実績

98%以上
PDFに基づいたドキュメント信頼プラットフォーム

グローバル規模のお客様支援体制

• 開発から購入後の支援まで日本国内の組織により日本語でお客様に対応
• 36か国の言語に対応

• 全世界のPCの98%以上に導入済みのAcrobatで署名済み文書の真正性を
自動検証

• AATLにより全世界250以上の認証機関発行の証明書に対応
• 将来にわたり書式を保持した高い見読性と文書の真正性を保証

• 日本国内組織と米国本社組織との緊密な連携によるグローバル組織での
障害対応

Adobe Signを選択する理由

• 世界標準PDFに基づく高い信頼性
• 作成、ワークフロー、承認・署名、保管を網羅する包括的
ドキュメントソリューションを提供

• Adobe Sensei ：最先端テクノロジーによるドキュメント体験の革新
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Adobe Signとは

適法性の担保
コンプライアンス強化

お客様体験の向上紙、距離、時間からの解放
業務効率の劇的向上

手作業や紙の間接業務から解放され本来の業務に集中

一人ひとりの「働き方改革」を実現
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