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内製化における状況1
働き方改革が注目される中、制作物を内製し効率化を図る企業が増加している。
そこで企業で制作物に関与している人たちに対して、内製化の状況・考え方に
ついて調査を行った。はじめに、主要な制作物の内製率は以下の通りである。

（対象者：企業において制作に関与している人・法人。有効回答数：1,169）

パンフレット
カタログ／冊子

46 %

内製率

56 %

内製率

58 %

内製率

70 %

内製率

Web サイト
会社案内／ニュースレター

社内外向け広報誌／採用関連文書
店舗や店内で

使用するマテリアル

１：内製化に置ける現況



制作物の内製化への意向2

２：制作物内製化への意向

現在は外注しているが、内製化意向が高い制作物

▶情報更新の必要がある制作物は内製化意向が高い。

▶毎回新規＆クオリティ重視の制作物は今後も
外注を継続する意向が高い。

今後も外注する意向の制作物

※図形の大小が内製意向の高低を表す
※横軸を内製率、縦軸を外注率で表す

分布図の
見方

内製率

どのような制作物を内製化したいかヒアリングした結果、多くの企業が、
「パンフレット・カタログ・冊子」「ウェブサイト」などの定期的な情報更新が必要
な制作物を内製化する必要性を強く感じている結果となった。

外
注
率

10

5

（％）

10

15

25

20 30 40 50

▶社内向け文書のクオリティアップを望んでいると思われる結果となった。

既に内製比が高く、今後も内製化意向が高い制作物
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内製化意向の理由【社外向け制作物】３
パンフレット・WEBサイトなどの外注比率の高い社外向け制作物を内製化する
理由（期待するメリット）をヒアリングしたところ、もっとも多かった理由は、

「コスト削減」「リードタイム短縮」「更新を自分で行う事ができる」であった。

３：内製化意向の理由

コスト削減のため

66  %

リードタイム短縮のため

47  %

更新や修正を自分で

47  %



内製化意向の理由【社内向け制作物】4
マニュアルやプレゼンシートなどの社内向けビジネス文書はすでに内製化率の
高い制作物ではあるが、内製環境の充実化によってそれらのクオリティアップ
を期待する回答が多く見られた。

４：内製化意向の理由

プレゼンテーションや
販促の見栄えを向上したい

34  %

パワーポイントなど
オフィスソフトとの併用

にも親和性が高い

34  %

高品質のテンプレートを
活用してクオリティの高い

プレゼンを行いたい

32  %



従業員マニュアル・ビジネス文書などカタログ・Web・店舗マテリアルなど

使用アプリケーションの実態５
企業における制作物において、担当者（発注者）がどのようなアプリケーション
を使用しているか調査した結果、パンフレット・広告・webサイトなど社外向け
制作物に関しては約50％の企業が既にデザインソフトを導入して業務を行なっ
ている状況が明らかとなった。社内向け制作物でも約25％が導入済みであった。

５：使用アプリケーションの実態

社外向け制作物

MS オフィスソフトのみ
使用している

いずれも使用していない
アドビ製品と
MS オフィスソフトを
併用している

アドビ製品のみ
使用している

25％

21％

46％

43％

11％

デザインソフト使用率

社内向け制作物

デザインソフト使用率

アドビ製品使用率合計

アドビ製品使用率合計

74％

21％

4％

25％
MS オフィスソフトのみ
使用している



制作物ごとの業務内訳６

６：制作物ごとの業務内訳

内製化の業務において、広告などの社外向け制作物
では、Illustrator・Photoshopの使用率が高い。さらに、
新規からの内製よりも、既存の制作物の更新の作業
がメイン業務であると多くの企業が回答した。※１

パンフレット・
カタログ・冊子

NO.１ Word ( マイクロソフト )：57％

NO.２ Excel  ( マイクロソフト )：38％

NO.３ PowerPoint ( マイクロソフト )：33％

NO.４ llusrator CC (Adobe)：33％

NO.５ Acrobat PDF (Adobe)：30％

Web サイト

NO.１ Word ( マイクロソフト )：41％

NO.２ PowerPoint ( マイクロソフト )：32％

NO.３ Excel  ( マイクロソフト )：31％

NO.４ Photoshop (Adobe)：30％

NO.５ Acrobat PDF(Adobe)：26％

広告物
（印刷・web）

NO.１ Word ( マイクロソフト )：53％

NO.２ Excel  ( マイクロソフト )：37％

NO.３ llusrator CC (Adobe)：36％

NO.４ Acrobat PDF(Adobe)：34％

NO.５ Photoshop (Adobe)：33％

会社案内・ニュースレター
広報誌・採用関連文書

NO.１ Word ( マイクロソフト )：70％

NO.２ Excel  ( マイクロソフト )：49％

NO.３ PowerPoint ( マイクロソフト )：41％

NO.４ Acrobat PDF(Adobe)：35％

NO.５ llusrator CC (Adobe)：26％

新規に内製 39％

既存の更新

修正・変更 21％

外注の確認 2％

※１ 社外向け制作物の内製業務（平均 / 複数回答）
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デザインアプリケーションの印象７

７：デザインアプリケーションの印章

デザインアプリケーションに対してどのような印象を持っているかヒアリング
した所、約40％が「使いこなせるようになりたい」と考えている。残り約50％は

「価格が高いイメージ」と回答した。内製化によるコスト・時間の削減をどの程度
期待するかという質問にはいずれも現状から30％程度の削減を期待している。

50% 40%

値段が高いイメージ 使いこなせるようになりたい

デザインアプリ
の印象は？



内製化に関する調査まとめ８

８：内製化に関する調査まとめ

■

■

■

■

外注比率が高い制作物の中では「パンフレット・カタログ」「Webサイト」「広告
物」「会社案内」に対する内製化意向が高かった。
内製比率が高い制作物の中では、「社外向けビジネス文書」 「社内向けビジネス
文書」 「従業員マニュアル」に対する内製化意向が高かった。 
社外向け制作物ではPhotoshop、Illustratorの現在使用者も多く、クリエイティブ
ソフトの習得にも前向きな傾向が見られる。
内製化にはコスト削減・時間短縮共におおよそ30％の削減を期待している。

法人・組織での制作物の「内製」に対する需要がどの業界・部門でどの程度あるのかを定量的に把握し、CCTのマーケティ
ングプランや施策に活かせる情報を得ること

目的

「文書・ Web・マテリアル類」の制作に関与している人が 5人以上いる法人・組織に所属している人対象者条件

全国エリア

2018年1月19日（金）から24日（水）まで実査日

スクリーニング：9問
本調査：21問

設問数

本調査有効回答数：1,169　（スクリーニング回収数： 79,925／うち有職者：75,903）サンプルサイズ

楽天リサーチ調査機関

調査概要



法人向け（グループ版）のご紹介

Creative Cloudグループ版は、Creative Cloudが提供する全ての機能
に加え、ライセンス管理を容易にするアドミンコンソールや、カスタ
マイズ可能なデプロイツール、エキスパートによるトレーニングや
サポートなど、個人版にはない法人利用に適した機能やサービスが
揃っています。

CreativeCloudは、おなじみののPhotoshopやIllustratorから新世代ツール
Adobe XDなど、デクストップ/モバイルアプリをはじめ、フォントなどの
サービス、クラウドならではの機能を統合。初心者から利用できる、定額制
メンバーシップです。

制作業務の様々な課題に Adobe が応えます

Adobe Creative Cloud

導入事例

50％時短を実現

日清食品ホールディングス
株式会社

制作コストを 5 分の 1 削減

株式会社すかいらーく

制作の業務効率化に成功

UUUM 株式会社

その他の導入事例についてはこちらから

Creative Cloud で働き方改革を　

これらの情報をすべてまとめたCreative Cloud グループ版のカタログはこちらからダウンロードいただけます。

Adobe のご紹介

予算上の課題を解決 ワークフローを改善 管理者の負担を軽減



Creative Cloud で働き方改革を


