
電子証跡システム

業務データや電子ファイルが、改ざんされていないことを担保する「デジタル証跡」として長期に保存。

デジタルファースト時代に向けた大量データ保存と高速検索に機能特化した、新しい情報基盤ソリューション。

データデリバリー

この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

※DataDeliveryはJIIMAより以下の認証を受けています。
　「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証制度」
　「電子帳簿ソフト法的要件認証制度」
　「電子取引ソフト法的要件認証制度」
　「電子書類ソフト法的要件認証制度（認証パターン３；取引関係書類の保存）」

U00020-001
(登録日：2019.9.11)
認定タイムスタンプを
利用する事業者に関する
登録制度に登録されています。

この認証ロゴは、一般社団法人
日本データ通信協会により
ライセンスされています。



あらゆる業務がデジタルに置き換わろうとしている現在、すべての業務データや履歴を正しく保存しておくこと

は容易ではありません。事業活動において、自らの正当性をデータで証明しなくてはならなくなったとき、

DataDeliveryがその真価を発揮します。

明細型データと、証憑データを紐づけて保存・管理するだけのシンプルな設計思想は接続先のシステムを選

びません。異なるシステムのデータも、真正性が担保された形で共通のインターフェースで参照できます。

文書管理システムの先にある「電子証跡システム」としてDataDeliveryは企業の「信頼」をサポートします。
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正しいデータを、
必要な時・必要な人に素早く届けます。

DataDelivery

法律で保存が義務づけられたデータの保存に最適です。
内部・外部監査や各種調査対応にてご活用いただけます。
法律で保存が義務づけられたデータの保存に最適です。
内部・外部監査や各種調査対応にてご活用いただけます。
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製品のルーツはシェアNo.1の電子帳票システム※

エビデンスアーカイバーとしての４つの基本性能

長期保存
●市販のDBが不要ですので、長期保守性に優
れます。

●旧バージョンとのデータ互換を保証します。
安心して長期利用いただけます。

高速検索
●大量データから複数の項目や期間を跨った
検索がすばやく行えます。

●データ保存容量が増えてもレスポンスの良い
データ閲覧が可能です。

改ざんできない構造
●登録されたデータは、自社開発の独自構造

DBにより、データの改ざんができません。
●認定タイムスタンプ、電子署名をつけて真正性
を担保して保管できます。

シンプル構成
●基本構成は、DataDeliveryサーバソフトとブ
ラウザのみです。

●クライアント画面も、誰でも直感的に操作が
できるシンプル設計です。

システム構成例

タイムスタンプ

関連付け保存

証憑データ

本社スタッフ 支社スタッフ ファイル配信BI

システム連携

JFEシステムズ株式会社は下記の基本特許を取得しています。
・データ管理保存システム（特許5844554）
効率よくデータ圧縮し、大量保存及び長期保存を実現するとともに、暗号化によるデータ改ざん防止とセキュリティの確保を可能とする発明

※電子帳票システム FiBridgeⅡシリーズ「ソフトウェアビジネス新市場 2021年版 電子帳票パッケージ（数量・金額）」株式会社富士キメラ総研調べにてシェアNo.1を獲得

調達購買会計管理

販売管理 業務システム
複合機 スキャナ

PDFCSV
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大量データでも高速検索
ストレスフリーな操作感を実現

クライアントの基本機能

豊富なクライアント機能

検　索
全ての項目の組み合わせにて
様々な検索条件で高速検索

くしざし検索
複数のフォルダをまとめて検索
1つのフォルダのように扱える

データダウンロード
Excel、csv、XML形式での
レコードデータのダウンロード
圧縮ダウンロードも可能

プレビュー
端末にダウンロードせず証憑表示 

設定保存
よく使う表示設定は保存して
利用でき、業務効率UPが可能

データリンク
データ間の関連付けが可能
リンクをクリックすると関連付け
られたデータを表示

他システム連携
他のシステムからの呼び出しに対応
URL指定で格納データを検索して表示、
データの利活用に有効

添付ダウンロード
格納したファイルのダウンロード

自動ログイン
シングルサインオンで利便性が
向上

項目の表示設定、並び替え

プレビューモード
セキュリティを確保した状態で表示

データに関連する証憑表示
1つのレコードに複数の証憑添付可能
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充実した管理機能

サーバの基本機能

あらゆるデータをコンパクトに保存

様々な上位システム
CSV※とPDFのシンプルなファイル連携
接続システムを選びません
※固定長レコードデータも対応

データ圧縮保存
業務データ（CSV）を高圧縮保存
システム資源を有効活用

軽快な操作性
大量データも高速表示
必要なデータを素早くダウンロード

関連付け保存
データと証憑を関連付けて保存

関連

保存管理
フォルダ単位に保存期間を設定、保管期間を
過ぎた文書は自動的に削除する設定が可能です。

アカウント管理
複雑な組織を考慮したユーザ情報、階層を考慮
した帳票のアクセス権、印刷など各種機能の
実行権など、非常に細かく管理可能。組織変更
に応じたメンテナンスが容易です。

ログ情報の管理
サーバやクライアントの各種ログ情報が細かく
出力されます。利用履歴の確認により内部統制
の強化が可能です。利用状況に応じた帳票の
絞り込みなど、運用面の分析にも役立ちます。

ドメイン管理
データの格納先や保管期限等を設定することが
できます。

CSV

データ 証憑

PDF
PDFファイルの他、Office文書、動画
などあらゆるファイルの格納が可能
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法令に基づいた書類の電子化を実現
e-文書対応ツール

認定タイムスタンプ付与、画像要件チェック、タイムスタンプ一括検証の３つの機能をパッケージング。

契約書・建築図面など向けに、電子署名付与も可能です。ワークフローシステム等への組込み開発にもご利用いただけます。

第三者機関が「改ざんされていない」ことを証明
認定タイムスタンプ

認定タイムスタンプ（※1）を使用することで、信頼できる第三者機関による存在証明となります。

e-文書対応ツールは多く利用されているPDFにタイムスタンプを付与する方式「PAdES」に加え、対象のファイル形式を選ばない「XAdES」

にも対応。柔軟な要件対応が可能です。

ＪＰＧＪＰＧMOVMOV

＋
XAdESファイル

XAdES（シャデス）タイムスタンプPAdES（パデス）タイムスタンプ

●PDFファイルごとにタイムスタンプ情報を埋め込み
●PDFファイルのみが対象
●ISO 14533-3として標準化されている仕様
●AdobeReader®、e-文書対応ツールでタイムスタンプの
有効性を確認

●DataDelivery画面から一括検証が可能

●XMLファイルの中にタイムスタンプ情報をもつ
●ファイル形式の制限なし
●W3C XMLDsig Manifest署名方式を採用

XAdES:ISO 14533-2/JIS X5093として標準化されて
いる仕様

●e-文書対応ツールでタイムスタンプの有効性を確認

タイムスタンプ情報

※1：認定タイムスタンプは、一般財団法人日本データ通信協会が、総務省により2004年11月に策定された「タイムビジネスに係る
指針」に基づき、認定したタイムスタンプを指します。

①書類をスキャン

旅費経費システム

②アップロード

業務システム

⑤業務システム登録

③画像要件チェック

ユーザ様操作画面

④タイムスタンプ・電子署名付与

経費・旅費ワークフローに「e文書対
応ツール」を組込み。
申請者がスキャンファイルをアップロー
ドした際に、画像のスキャン要件実施。
承認者によるチェックと違い、チェック
漏れが発生しません。

＜組込み開発イメージ＞

e-文書対応ツール
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共通項目をキーにしたデータリンク

異なるデータでも共通のデータ項目があれば素早く相互参照が可

能です。 1つのキーだけではなく、複合的なキー設定が可能です。

他システムからの呼び出し

他システムから検索条件を指定して呼び出すことで、対象データへダイレクトアクセスが可能です。

他システムからのデータ利用がさらに便利になりました。

部署名 最新情報

A営業課

B営業課

今月の売上

今月の売上

様々な利用目的

「真正性」、「完全性」を担保する「電子証跡システム」だからこそ、幅広い領域でご活用頂けます。

営業１課の売上リスト

請求書リスト

＜他システム＞ ＜DataDelivery＞

電子帳簿保存法対応

システム更改に伴う過去データ保存

電子取引データ保存

先使用権の為の知財保護

申込書保存検索システム

設計図書の電子保存

採用・勤怠記録など人事データ保存

監査・研究データ保存

電子署名

電子文書に電子証明書を付与することにより「いつ」「誰が」作成

したものか、また作成後に改ざんが無いかを証明します。

電子文書における電子証明書は、紙文書における署名や印鑑の押

印と同様の効力を持ちます。

電子署名には印鑑と同等の効力があります

関連データを順に参照することで

目的の情報にたどり着くことができます。

これは便利！



本製品に関するお問合せ

TEL : 03-5418-2377
〒105-0023 東京都港区芝浦一丁目2番3号（シーバンスＳ館）

東日本エリア

西日本エリア TEL : 078-232-5365
〒651-0083神戸市中央区浜辺通五丁目1番14号
（神戸商工貿易センタービル）

E-mail : datadelivery@jfe-systems.com
URL : https://www.jfe-systems.com/

データデリバリー 検 索DataDeliveryの詳しい仕様や導入事例は弊社ウェブサイトをご覧ください。
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多様なオプション

e-文書対応ツールデータ仕分 フォルダ合成 暗号化

稼動環境

AIX / Solaris

Red Hat Enterprise Linux

DataDelivery サーバ

UNIX版

Linux版

Red Hat Enterprise Linux

Windows Server

e-文書対応ツール

Linux版

Windows版

連携ソリューション

連携ソリューションとともに、お客様にとって最適なご提案をさせて頂きます。

認定タイム
スタンプ 電子署名 ワークフロー 電子契約

電帳法
コンサルティング

FAX配信
メール配信

BPO
サービス スキャナ ＯＣＲ ＲＰＡ紙保管

（倉庫）

旅費経費

サーバの動作環境

※詳細な動作環境は、お問い合わせください。バージョン毎の稼働環境情報をご提示いたします。
※動作環境により仕様が一部異なるものがございます。




