
Adobe Document Cloudを活用した場所や環境に左右されない作業方法 | Megaサインで署名を一括収集 1

Adobe Document Cloudを活用した場所や環境に左右されない作業方法

Megaサインで署名を一括収集

大勢のユーザー一人ひとりにフォームを記入および署名してもらう必要がある場合、Mega
サインを使用すれば、同じ文書を個別に送る手間を省くことができます。どんなフォームや
文書でもワンクリックで複数の相手に一斉送信、署名したのち返信してもらうことができま
す。しかも、そのプロセス全体のトラックも簡単です。

要件：

1. Adobe Signアカウント
注意：まだアカウントをお持ちでない場合は、アドビチームまたはIT管理者にお問い合わせください。

2.署名用に送信するPDFフォーム
ここでは例として標準的な『テレワーク契約書』を使用したプロセスを紹介します。この『テレワーク契約書』
は本文書に添付されていますので、ご自由にご利用ください。

3.フォームに記入、署名する社員のリスト

4.フォームに含める各社員の個人データ
ここで使用するサンプルフォーム用のCSVファイルも本文書に添付されています。他の契約書をMegaサイ
ンで使用する場合は、こちらのsample *.csvファイルをダウンロートし、テンプレートとしてご利用ください。

目次：

パート1

フォームに入力可能な送信用文書テンプレートを作成する。開始する >

パート2

CSV テンプレートに社員の名前とデータを入力し、文書テンプレートに統合でき
るよう設定する。開始する >

パート3

Megaサインを使用して、Adobe Signでテンプレートを複数の受信者に送信する。 
開始する >

注意：ご利用のAdobe SignアカウントでMegaサインの送信オプションが表示され
ない場合は、アカウント管理者に問い合わせ、グローバル設定でMegaサイン機能が
有効になっていることを確認してください。

https://secure.na1.echosign.com/public/megasign_merge_sample.csv


Adobe Document Cloudを活用した場所や環境に左右されない作業方法 | Megaサインで署名を一括収集 2

パート 1
新規文書テンプレートの作成
文書テンプレートは、ドキュメントライブラリからすばやくアクセスして再利用できるフォー
ムです。文書の設定を毎回おこなう手間を省きつつ、1人または複数の署名者に送信するこ
とができます。

1. webブラウザーでhttps://documentcloud.adobe.comを開きます。

2. ユーザー名とパスワードを使用してログインします。

3. 上部のメニューバーで署名をクリックし、テンプレートを作成を選択すると、Adobe Signのwebイン
ターフェイスが開きます。

4. Adobe Signのホーム画面で、「再使用可能なテンプレートを作成」をクリックします。

https://documentcloud.adobe.com
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5. 「ライブラリテンプレートを作成」画面で、「テンプレート名」フィールド  1   にテンプレートの名前
を入力します。この例では「緊急テレワーク契約書」を使用します。

テンプレートの名前を入力しなかった場合は、最初に追加する文書の名前がこのフィールドに適用さ
れます。

6. 使用するフォームの場所をコンピューター上で開き、そのファイルを「ファイル」セクション        に
ドラッグ＆ドロップします。「ファイル」フィールドの右上にある「ファイルを追加」リンクをクリッ
クしてファイルを選択することもできます。必要であれば、複数のファイルを使用して、ひとつの大
きなテンプレートを作成することもできます。

7. 右側の「テンプレートタイプ」で「再利用可能な文書」         が選択されていることを確認します。こ
のオプションは文書全体（コンテンツとフォームフィールドの両方）に適用されます。

8. 「このテンプレートを使用できるユーザー」を設定します。

9. 「プレビューおよびフィールドを追加」をクリックすると、オーサリング環境に進みます。

このオーサリング環境では、ドラッグ＆ドロップ操作で入力用フォームフィールドをファイルに追加で
きます。フィールドを、右側の欄から文書上の適切な位置にドラッグしてください。

また、Adobe Sign が提示するフォームフィールドを利用することもできます。Adobe Sensei の AI テクノ
ロジーによって、フォームのコンテンツ、属性、属性の位置関係が解析され、その結果にもとづいてフォー
ムフィールドの候補が検出されます。オーサリング環境の左上に青色で「この文書のフォームフィール
ドが検出されました。このボタンをクリックすると、それらのフィールドが配置されます」という通知が
表示されます。

注意：フィールドを作成する際には、使用するフィールドを特定できるフィールド名を必ずメモしておい
てください。パート2でCSVファイルを作成するときに、このフィールド名が必要になります。
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フォームフィールドの編集：

特定のフォームフィールドについて詳細情報のカスタマイズや変更が必要な場合、オーサリング環境で
既存のフィールドをダブルクリックすれば、そのフィールドの詳細情報を編集、確認できます。

フィールド名

フィールドの名前を変更するには（CSVファイルのヘッダーにあわせて変更する必要がある場合）、そ
のフィールドをダブルクリックします。プロパティウィンドウの最上部にフィールド名が表示されます。

ペンのアイコンをクリックすると、フィールド名を変更できます。

注意：Mega サインでは大文字と小文字が識別されるため、必ずフィールド名と列のヘッダーが完全
に一致するようにしてください。

フィールドの検証

フォームフィールドの設定で、入力可能なデータの形式を限定することができます。
フィールドの検証については、こちらの例をご覧ください。

https://helpx.adobe.com/jp/sign/using/form-field-validations.html
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パート 2
CSVの設定
この段階で作成するCSVファイルには、Adobe Signに読み込む各署名者のデータをすべて含
めます。そのため、フォームの各フィールドは、この CSVファイルの列に対応している必要
があります。CSVファイルを作成する前に文書のフィールド名がわかっていなくてはならな
いのは、そのためです。フィールド名がわからない場合やパート1でメモしておかなかった
場合でも、心配はいりません。フィールド名は次の方法で確認することができます。

1. テンプレートの中から該当のフォームを選択し、右側のタスクメニューで「テンプレートを編集」を
選択します。

2. フィールドをダブルクリックすると、プロパティウィンドウの最上部にフィールド名が表示されます。

文書のフィールド名がわかったら、Mega サインの送信ページからサンプルの CSV ファイル
をダウンロードして開きます（または、Excelで新規ファイルから始めます）。

Megaサイン用のサンプルCSVファイルは、ここをクリックするとダウンロードできます。

開始時の注意事項：

• Megaサインが機能するためには、CSVファイルに一意の電子メールアドレスが2つ以上必要です。

• 送信者（署名用文書を送信する人）の電子メールアドレスはCSVに含めることができません。

• CSVの1行目は、フィールド名と情報タグです。サンプルCSVファイルを使用する場合は、作成したフォー
ムのフィールド名にあわせて1行目の各列ヘッダーを必ず編集してください。

• CSV で入力の必要な欄は、あらかじめフォームフィールドにデータを読み込んでおく欄だけです。 
それ以外のフィールドは署名者が入力します。

• 署名者の電子メールアドレスは必須項目なので、CSVファイルに含める必要があります。それ以外の
フィールドは、必要に応じてデータを入力または削除できます。

https://secure.na1.echosign.com/public/megasign_merge_sample.csv
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CSVの設定

1. 作成した文書のフォームフィールドにあわせて、列のヘッダーを編集します。

2. 以下に示すスクリーンショットの1行目には、フォームに表示されるフィールドと完全に同じフィー
ルド名と情報タグが含まれています。サンプルCSVの情報タグは次のとおりです。

_es_signer_email（*必須）
署名者の電子メールアドレス

_es_signer_name（オプション）
署名に使用する署名者の名前

_es_signer_fullname（オプション）
文書に表示される署名者の名前

_es_signer_company（オプション）
署名者の会社

_es_signer_title（オプション）
署名者の役職

_es_agreement_message（オプション）
署名者に送信する電子メールに記載するメッセージ

以下のスクリーンショットに表示されている他のフィールド名（電話番号と郵便番号）
は、文書に追加されたカスタムフィールドです。

3. 2行目には、その署名者の情報を入力します。この例では、電子メールアドレス、氏名、会社名、役職、
カスタムメッセージ、2つのカスタムフィールドの情報があります。

4. CSVファイルをコンピューターに保存します。*.xlsx形式ではなく、必ず*.csv形式で保存してください。
この後、文書を送信するときに、このファイルをアップロードします。
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パート 3
Megaサインで署名用に送信
1. Adobe Signアカウントにログインします。

2. ホーム画面で「Mega サインで一括送信」をクリックします。

3. CSV を送信に使用するには、Mega サインの送信ページで「ファイルから受信者フィールドを読み込
み結合する」リンクをクリックします。

4. ダイアログボックスが表示されたら「アップロード」をクリックし、パート2で作成した CSV を選択
します。

5. 続行する前に、必要に応じてほかのオプションを設定します。

ID認証：この設定で、署名者用の2要素認証を適用できます。所属組織の要件を参照するか、IT
チームに指示を仰いでください。詳細情報はこちらでご確認いただけます。

自分を追加：文書が署名者から返送された後、自分も副署する必要がある場合は、このチェック
ボックスをオンにします。

契約名：送信する契約書の名前を入力します。この例の場合、「緊急テレワーク契約書」と入力
します。

メッセージ：CSVファイルにカスタムメッセージが含まれていない場合、署名者に送信する電子メー
ル通知にはすべてこのグローバルメッセージが記載されます。

6. ページの下部には、署名用に送信する文書、つまりパート1で作成してライブラリに保存した文書をアッ
プロードする場所があります。「文書ライブラリから選択」をクリックし、先ほど作成した「緊急テレ
ワーク契約書」テンプレートを選択します。

https://helpx.adobe.com/jp/sign/using/signer-identity-authentication-methods.html
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7. 「プレビュー、署名の位置指定、フォームフィールドの追加を行う」にチェックすると、オーサリング
環境に戻ります。これは文書テンプレートの設定を確認するには良い手順ですが、今回はテンプレー
トを作成したときに必要なフォームフィールドをすべて追加済みです。

8. 「次へ」をクリックします。

9. フォームの体裁が整っていることを確認したら、右下にある青い「送信」ボタンをクリックします。
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お疲れ様でした。文書は正常に送信され、CSVファイルに含まれている全員に署名を依頼で
きました。各署名者が受け取るのは自分用に宛てられた文書のみです。署名者がフォーム
に署名して返送すると、そのフォームが「管理」タブの「Mega サイン」カテゴリに表示され
ます。



Day of Week

Start Time

End Time

Monday





Tuesday





Wednesday





Thursday





Friday















  {{mon_start_es_:signer1:                            }}

  {{mon_end_es_:signer1:                             }}



  {{tues_start_es_:signer1:                             }}

  {{tues_end_es_:signer1:                             }}



  {{wed_start_es_:signer1:                             }}

  {{wed_end_es_:signer1:                             }}



  {{thurs_start_es_:signer1:                           }}

  {{thurs_end_es_:signer1:                            }}



  {{fri_start_es_:signer1:                               }}

  {{fri_end_es_:signer1:                                }}





		EMERGENCY TELEWORK ARRANGEMENT DUE TO COVID-19



		Teleworker Name:

{{teleworker_name_es_:signer1:                  }}

		Branch/Program:

{{branch_program_name_es_:signer1:                   }}



		Telework Location

		Main Office Location



		Street Address:

{{tw_street_es_:signer1:                               }}

		Street Address:

{{mo_street_es_:signer1:                                          }}



		City:

{{tw_city_es_:signer1:                                    }}

		City:

{{mo_city_es_:signer1:                                            }}



		Telephone:

{{tw_phone_es_:signer1:                              }}

		Supervisor/Manager’s Name:

{{supervisor_name_es_:signer1:                             }}



		E-mail:

{{email_es_:signer1:email                              }}

		Supervisor/Manager’s Telephone:

{{supervisor_phone_es_:signer1:                            }}



		 {{[ ]}}This is my residence.

 {{[ ]}}Other location:{{o_location_es_:signer1:}}

		Supervisor/Manager’s E-Mail:

{{superviser_email_es_:signer1:                              }}



		REASON FOR REQUEST



		Provide an explanation for your telework request:

{{reason_es_:signer1:multiline(14)                                                                                                    }}







		TELEWORK PROPOSED SCHEDULE



		









Agency













		EMPLOYEE



		 {{[ ]*}} I understand that this Emergency Telework Arrangement shall be assessed weekly.

 {{[ ]*}} I understand the Emergency Telework Arrangement may be discontinued at any time at my BDO’s discretion.

 {{[ ]*}}Attached is a current duty statement or a description of duties performed by the teleworker.

 {{[ ]*}} I have read, understand, and signed the applicable CalEPA and/or my BDO Telework Program Policy and State Telework and Remote Access Security Standards (SIMM 5360- A). I also understand that my use of any personal computing equipment for telework may result in a lack of privacy relating to those items. I have completed and certified the Safety Checklist/Acknowledgement. I have met with my supervisor and discussed my role in, the conditions under which I remain, and the termination process of teleworking.

By signing below, I acknowledge that everything on this form is factual and accurate to the best of my knowledge.



		Teleworker Signature:

{{signature_es_:signer1:signature                                                   }}


		Date:





{{d_es_:signer1:date}}










_es_signer_email,teleworker_name,branch_program_name,tw_street,tw_city,tw_phone,mo_street,mo_city,mo_phone,supervisor_name,supervisor_phone,o_location,supervisor_email,reason
lori@adobe.com,Lori DeFurio,Document Cloud,345 Park Ave,San Jose,408.536.5674,,,,,,,,


