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2008 年 12 月 19 日 
株式会社スカイコム 

 
SkyPDF® に『ハイブリッド署名』機能搭載で 

スカイコム、シヤチハタ、アマノ 3 社協業 
業界初、電子印鑑を押すだけでタイムスタンプも自動付与・更新。電子決裁の操作性向上 

 
株式会社スカイコム（本社：東京都台東区、代表取締役社長 荒武 捷ニ、以下：スカイコム）は、12月19日、シヤ

チハタ株式会社（以下：シヤチハタ）、アマノタイムビジネス株式会社（以下：アマノ）、スカイコム3社の協業により、

電子印鑑を押すたびに瞬時にタイムスタンプが自動付与・更新される『ハイブリッド署名』機能をSkyPDF®※1に搭

載したと発表しました。 

 

新機能である『ハイブリッド署名』は、シヤチハタの「電子印鑑」※2とアマノの「タイムスタンプサービス3161」※2およ

びスカイコム「SkyPDF」の3社が協業、製品連携したものです。本機能は、PDF文書上で『ハイブリッド署名』機能

を選ぶと、「電子印鑑」の押印と同時に「タイムスタンプ」も自動付与され、また『ハイブリッド署名』操作を繰り返す

と、「電子印鑑」を押印するたびに「タイムスタンプ」の表示時刻も瞬時に自動更新される業界初の機能です。「ナ

ビゲータ」表示をONにすると「署名」タブ内には、「いつ」決裁処理したかを第三者に証明するための証拠（履歴）

情報が表示されます。このトレーサビリティ機能により、タイムスタンプが付与された時刻にPDF文書が確かに存

在していたこと「存在証明」と、その時刻以降、そのPDF文書が改ざんされていないこと「完全性証明（非改ざん証

明）」を確保できます。 

 

「紙による決裁」から「電子決裁」への移行は、昨今の金融危機による社内コスト削減や、グリーンＩＴ、チームマイ

ナス6%など地球環境保護を目的とした社会活動が背景となって、「ペーパレス」意識の高い企業・官公庁の積極

的な導入が加速しています。紙決裁時代に起きた「改ざん・なりすまし・放置・紛失」などの課題は、電子決裁テク

ノロジの進化により大幅に改善され、いつでも、どこでも、安全・確実・迅速な電子決裁処理が広く認知されるよう

になりました。一方、日に数十枚から数百枚の承認処理を日常業務とする官公庁・自治体・企業の管理職や管理

部門（財務・経理・法務）など利用者からは、さらなる高操作性が求められています。現在一般に使われている電

子決裁フローは、電子印鑑とタイムスタンプサービスそれぞれ別操作が要求されるため、タイムスタンプ押忘れに

よる再提出など、電子決裁作業に手間と時間がかかっていました。このストレスを半減し、稟議書、見積書、計画

書、設計指示書、図面管理、特許書類、各種申請書などすべての電子決裁書（PDF文書）に高操作性を発揮する

のが、『ハイブリッド署名』機能を搭載した次の「SkyPDF」製品ファミリです。 

 

『ハイブリッド署名』機能を搭載した３つの新製品 

「SkyPDF Viewer 3.0」： スカイコム公式サイトより無償ダウンロード提供のPDF閲覧ツール。Microsoft Vista対応 

「SkyPDF Tools 3.0」※3： PDF閲覧/決裁/レビュー/編集ツール。Microsoft Vista対応 

「SkyPDF Tools 3.0SH」： 「SkyPDF Tools 3.0」にシヤチハタ「電子印鑑パック スタンダード 1ライセンス」同梱 

 

これら対象製品は、企業、官公庁、自治体を中心に直販、およびオンラインショップを含む弊社販売パートナ経由

で提供し、初年度10万ライセンスの販売を目標とします。尚、『ハイブリッド署名』機能を実際に体験していただけ

るよう、「SkyPDF Tools 3.0」の30日間無料試用版、および無償提供中のPDF閲覧ソフトウェア「SkyPDF Viewer 

3.0」を、本日よりスカイコム公式サイトからダウンロードできます。 

 

http://www.e-timing.ne.jp/tsa/index_product_info.html
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シヤチハタ株式会社 IS営業部 部長 宍倉勝仁氏より、次のようなコメントをいただいています。 

「従来のビジネスプロセスを変えることなく電子化を実現する。SkyPDFの『ハイブリッド署名』はシヤチハタの考え

る電子印鑑のコンセプトに一層近づけるための拡張機能です。いつ捺印したかということは、承認行為としての重

要な情報の１つです。この『ハイブリッド署名』を利用すれば、承認者の印影とタイムスタンプを付与した電子文書

を簡単操作で作成できます。PDFファイルは企業間で交換されるフォーマットとしても利用シーンは拡大しており、

本機能が商習慣を踏襲した電子化を推進するキーアイテムとなっていくことを期待しています。」 

 

アマノタイムビジネス株式会社 営業部 部長 佐藤忠弘氏より、次のようなコメントをいただいています。 

「『ハイブリッド署名』は弊社も待ちに待った機能であり、「SkyPDF Viewer」に標準機能として搭載されることにより、

お客様の利便性が向上され、同時にビジネスの広がりが期待されます。「SkyPDF Pro」※1でタイムスタンプを付与

したPDFファイルに電子印鑑を付与すると内容が変更となります。確定文書にするためには、再度タイムスタンプ

を付与する必要がありましたが、この機能によって、タイムスタンプと電子印鑑の親和性が格段に高まり、既存の

お客様はもとより、新規のお客様にも使い勝手の良い、お客様に優しいサービスが提供できます。『ハイブリッド

署名』により電子文書にはタイムスタンプが『自然についているもの』という時代に大きく前進しました。」 

 

※1 ビジネスユーザをターゲットとしているスカイコムの SkyPDF 製品は、PDF の標準仕様に準拠しながら、一般的な PDF 

作成ツールに比べて平均 2～10 倍以上（社内比較。詳細 http://www.skycom.jp/pro3.0.html ）の高速処理が可能で、ビ 

ジネス用途に求められるセキュリティ機能が充実しています。PDF 作成ソフトウェア「SkyPDF Pro 3.0」は、Windows Vista 

が採用した「JIS2004 (JIS X 0213:2004)新文字セット」に対応した「自動フォント埋め込み機能」を標準搭載しています。 

※2 シヤチハタ「電子印鑑」およびアマノ「タイムスタンプサービス」のライセンスは別途ご購入いただく必要があります。  

※3 今月上旬に発表したスカイコム「SkyPDF Tools 3.0」には、『ハイブリッド署名』新機能を追加し出荷します。 

尚、本製品には PDF 作成ソフトウェア「SkyPDF Pro 3.0」※1 を同梱しています。詳しくは、こちらをご覧ください。 

SkyPDF Tools 3.0 プレスリリース http://www.skycom.jp/news081205.html 

SkyPDF Tools 3.0 製品概要    http://www.skycom.jp/tools3.0.html 

 

 

◆『ハイブリッド署名』機能搭載「SkyPDF」製品の価格と販売・出荷時期 

 

◇販売開始： 2008 年 12 月 19 日  

◇出荷開始： 2008 年 12 月 19 日 

◇販売価格： 

  スカイコム製品 

 「SkyPDF Viewer 3.0」     無償 

「SkyPDF Tools 3.0」   8,190 円（税込）   SkyPDF Pro 3.0 同梱 

「SkyPDF Tools 3.0SH」  12,600 円（税込）   シヤチハタ「電子印鑑パック スタンダード 1 ライセンス」同梱 

※スカイコム「SkyPDF 製品」に関しては、こちらにお問い合わせください。 

スカイコム株式会社 PDF 営業部 TEL: 03-5807-6011（代） http://www.skycom.jp/ 

  シヤチハタ製品 

 電子印鑑パック スタンダード    6,090 円（税込）    氏名印、日付印などの印鑑データ 

 電子印鑑パック カスタム   10,290 円（税込）    角型、サインなどの印鑑データ 

 電子印鑑パック インプレット    10,290 円（税込）～  印鑑デバイスと USB 接続タブレットのセット 

※別途、電子印鑑の管理や捺印するためのソフトウェア「パソコン決裁６」が必要です。 

http://www.skycom.jp/pro3.0.html
http://www.skycom.jp/news081205.html
http://www.skycom.jp/tools3.0.html
http://www.skycom.jp/
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シヤチハタ「電子印鑑」に関しては、こちらにお問い合わせください。 

シヤチハタ株式会社 IS営業部  TEL: 052-856-2935（代）  http://www.shachihata.co.jp/interweb/ 

 

  アマノタイムスタンプサービス （従量制メニュー） 

 初期導入アカウント発行費用  6,300 円/アカウント（税込） 

 月額基本料金   8,400 円（税込）     1000 スタンプ利用分含む 

 月額アカウント管理費用   525 円/アカウント（税込） 

※従量制以外に、定額制メニュー、アマノ電子文書安心パック等、利用形態に合わせ選択可能です。 

 アマノ「タイムスタンプサービス」に関しては、こちらにお問い合わせください。 

 アマノタイムビジネス株式会社 営業部 TEL:045-430-1955（代） http://www.e-timing.ne.jp/ 

 

◇無料体験版： 

『ハイブリッド署名』機能付「SkyPDF Tools 3.0」および「SkyPDF Viewer 3.0」の無料体験版は、12 月 19 日より次か

らダウンロード可能です。   

http://www.skycom.jp/download.html 

 

 

■株式会社スカイコムについて 

http://www.skycom.jp/ 

株式会社スカイコムは、インターネット、セキュリティ、ドキュメント管理関連のソフトウェアを開発・提供しています。

現在の主力製品である「SkyPDF シリーズ」は、2004 年発売以来、国内外 250 万本以上の納入実績があり、特に、

ドイツ連邦共和国税理士データ処理協会（DATEV）には、2004 年以来、累計約 65 万ライセンスを納入するなど

（2007 年時点）、海外輸出では国産ソフトウェアとして最大規模の実績があります。 

「SkyPDF」は、一般的な PDF ツールと比較して、高パフォーマンス(平均約 2 倍以上の高速変換 ※当社テスト結

果)、高圧縮、高品質であることが特長で、国産ソフトウェアの強みを活かし、J-SOX 法や e 文書法をはじめとする

コンプライアンス/内部統制、情報漏洩防止をはじめとするセキュリティ対策などの市場ニーズに応え、パートナ

企業との連携により、様々な機能拡充、各種ソリューションに取り組んでいます。  

主な株主は、沖電気工業株式会社、株式会社 TKC、ネットワンシステムズ株式会社です。   

                                             

■読者お問い合わせ先 

株式会社スカイコム   TEL: 03-5807-6011(代表) FAX: 03-5807-6018 

〔スカイコム http://www.skycom.jp/〕 → [お問い合わせ] 

 

■報道関係者お問い合わせ先 

株式会社スカイコム  マーケティング部 望月、清板 

TEL：03-5807-6011  Email：pr@skycom.jp  

 

「SkyPDF ハイブリッド署名機能」の画面データは、こちらからダウンロードしてご使用ください。 

 http://www.skycom.jp/news081219.html  

 
©2008 SKYCOM Corporation., All Rights reserved. SKYCOM、SKYCOM ロゴ、SkyPDF および SkyPDF ロゴ、空および空ロゴは、日本

国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

http://www.shachihata.co.jp/interweb/
http://www.e-timing.ne.jp/
http://www.skycom.jp/download.html
http://www.skycom.jp/
http://www.skycom.jp/
mailto:pr@skycom.jp
http://www.skycom.jp/news081219.html
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【添付資料 「SkyPDF ハイブリッド署名」機能】   

 
 

【添付資料： シヤチハタ電子印鑑ラインナップ】 

 商品名 内容 税込価格 

パソコン決裁６ 

Standard Edition  

各種捺印用ソフトウェア

と印鑑データを一括管

理する管理ツールを同

梱したパッケージです。 

31,290 円 

ソフトウ

ェア 

パソコン決裁６ 管理ツ

ール Advanced Edition 

上記管理ツールの機能

を強化した管理ツール

のみのパッケージです。 

 207,900 円 

電子印鑑パック スタン

ダード 

氏名印（9、11mm）、日

付印（12、15mm）の中か

ら 1 つ選んで、印鑑デー

タを注文できます。 
 

6,090 円 

電子印鑑パック カスタ

ム 

角型やサインなど版下

から印鑑データを注文

できます。 

 

 
 

10,290 円 

電子印鑑パック インプ

レット e9 

印鑑デバイス e-9（直径

9mm）と、e-tablet（USB

接続タブレット）をご注文

できます。 

 
 

10,290 円 

電子印

鑑 

電子印鑑パック インプ

レット e18 

印鑑デバイス e-18（直

径 18mm ） と 、 e-tablet

（USB 接続タブレット）を

ご注文できます。  

13,440 円 
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