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

Adobe Signでワークフローを設定

複数の署名が必要なフォームでは、ルーティングのロジックや、場合によっては計算する必
要が出ることも少なくありません。ここでは、このプロセスを効率化できる Adobe Sign の
Workflow Designerツールの使い方を紹介します。

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. 掲示するPDFフォーム
ここでは例として『⽶国連邦調達庁（GSA）様式49』を使用したプロセスを紹介します。この『⽶国連邦調達
庁（GSA）様式49』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。

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

事前に決めた手順で契約書をルーティングするワークフローを新しく設定し、そのワー
クフローを使用する。開始する >

パート3

ワークフローの進捗をトラックする。開始する >

注意：Workflow Designer の機能を使用できるのは管理者のみです。管理者権限がある
にもかかわらず、ご利用のAdobe Signアカウントでワークフローの作成オプションが表
示されない場合は、アカウント管理者に問い合わせ、グローバル設定でワークフロー作
成機能が有効になっていることを確認してください。
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パート 1
ライブラリテンプレートの作成
Adobe Signでワークフローを設定するには、既存のライブラリテンプレートを開いて作業す
る必要があります。ここでは最初の手順として、いつでもライブラリからアクセスできるテ
ンプレートを設定します。このテンプレートは、ワークフローで使用できるほか、署名用に
送信することもできます。

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にマウスをあわせ、署名を依頼を選択すると、Adobe Signが開きます。

4. 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. 「テンプレート名」で、作成するフォームに適した名前を設定します。 
例：GSA 49 - Requisiton for Supplies

6. webフォームに使用するフォーム（この例では、GSA 49 - Requisiton for Supplies.pdf）を、Windowsエ
クスプローラーまたはMacintosh Finderから「ファイル」セクションにドラッグ＆ドロップします。 

7. 「このテンプレートを使用できるユーザー」オプションで、「組織内の任意のユーザー」または「グルー
プ内の任意のユーザー」を選択し、このフォームに他のユーザーがアクセスできるようにします。

8. 「プレビューおよびフォームフィールドを追加」をクリックしてフォームファイルを作成します。 
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9. 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。

10. 

フォームの設定が完了したら、右下の「保存」をクリックします。
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パート 2
ワークフローの作成および使用
再利用可能なライブラリテンプレートが作成できたので、次はワークフローを作成し、文書
のルーティングを設定する必要があります。

1. Adobe Signのメインナビゲーションバーで「アカウント」をクリックします。

2. これでアカウントの環境設定が開きます。左のサイドバーで「ワークフロー」をクリックします。

3. この画面で、新しいワークフローを設定したり、既存のワークフローにアクセスしたりできます。 
新規ワークフローを作成するには、    アイコンをクリックします。

4. 「ワークフロー名」フィールドで、新規作成するワークフローに一意の名前を付けます。 
例：GSA49 - Requisition for Supplies

5. 「送信者への指示」では、署名者が送信手順を完了するときに表示される指示を指定できます。このワー
クフローのユーザーに対して表示する必要のある情報を入力してください。

テンプレートを使用できるユーザー（手順 1）を設定したときと同じように、このワークフローも、 
使用できるユーザーを組織内のグループ別に設定することが可能です。グループの使い方について
詳しくは、こちらをクリックしてください。

6. 次は、このワークフローで使用する契約書の設定をおこないます。左のサイドバーで「契約情報」を
クリックします。

https://helpx.adobe.com/jp/sign/using/adobe-sign-groups.html
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7. 「契約名」の横にある鉛筆アイコンをクリックし、このワークフローで送信する契約書の名前を編集
します。 
例：要請書の名前

8. 「メッセージ」フィールドでは、デフォルトで各受信者に送信される電子メールのメッセージを指定
できます。

9. この契約書のコピーが必要な人が組織内にいる場合は、その人の電子メールアドレスを「CC」フィー
ルドに追加します。CC を送信する電子メールアドレスの数は、「最低」と「最高」のボックスで設定
できます。また、「編集可能」チェックボックスをオンにすれば、送信者がこのワークフローを使用
するたびに、「CC」フィールドの電子メールアドレスを編集できます。

10. 契約書の設定が完了したら、このワークフローのルーティング順序を設定します。つまり、「いつ」、「誰
が」、「何を」するかを決めるわけです。左にあるサイドバーで「受信者」を選択します。

11. どのワークフローでも、参加者、つまり署名者を最初に1人設定する必要があります。まずこの個人
の情報を設定し、次に他の署名者と手順を追加していきます。ワークフロー図で、「署名者」アイコ
ンを選択します。
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12. 「署名者」の横にある鉛筆アイコンをクリックし、この参加者の名前を、この契約書とワークフローで
使う一意の名前に変更します。 
例：証明担当者

13. この1人目の署名者からワークフローが開始される場合は、「この受信者は送信者です」と表示された
チェックボックスをオンにします。この個人について、他のオプションを設定します。この受信者の
役割を決定し（必須かどうかを選択）、IDの追加認証が必要かどうかを選択します。署名者の電子メー
ルアドレスをあらかじめ設定しておく場合は、「電子メール」フィールドに入力します。ここで電子メー
ルアドレスを指定すると、ワークフローの中でそのアドレスが自動的に適用されます。

14. 編集が完了したら、「OK」をクリックします。

15. 今度は次の参加者をワークフローに追加します。この参加者は、1人目の署名者が手順を完了した後
に、この文書を受け取ります。1人名の署名者の下にあるプラスマーク  をクリックして、受信者を
もう1人追加します。

16. ここでも1人目の署名者のときと同じプロセスを繰り返します。編集する「署名者」をクリックし、必
要に応じて詳細を編集します。2人目の受信者は別の名前に変更することをお勧めします（例：要請書）。

17. プラスマーク  をクリックして、2人目の受信者の後に、受信者をもう1人追加します。

18. 「署名者」をクリックし、この3人目の署名者を編集します。

19. 鉛筆アイコンをクリックし、3人目の受信者の名前を変更します。 
例：承認担当者

20. 左のサイドバーで「文書」をクリックします。 

証明担当者証明担当者
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21. 「文書のタイトル」フィールドにフォームの名前を入力します。

22. 「ファイルを追加」ボタン をクリックします。

23. 先ほどの手順で作成したテンプレートをリストから選択します。 

24. 「必須」のチェックボックスをオンにします。 

25. 右上の「アクティベート」ボタンをクリックします。

26. 「OK」をクリックします。

これで署名依頼ワークフローを使用する準備ができました。次に、作成したばかりのワーク
フローを使用して、新規の依頼を開始する手順を説明します。

1. まだAdobe Signにログインしていない場合は、ログインしてください。

2. ホーム画面で「ライブラリから開始」をクリックします。
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3. 左のメニューで「ワークフロー」を選択します。

4. ワークフローをリストから選択します。

5. 「開始」をクリックします。

6. 各受信者の電子メールアドレスを必要に応じて指定します。

7. 契約書名とメッセージがまだ入力されていない場合は入力します。

8. 「送信」をクリックします。
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パート 3
依頼のトラック
署名用契約書の送信後、現在の状況をトラックすることができます。

1. Adobe Signにログインします。

2. ナビゲーションバーで「管理」をクリックします。

3. サイドバーで「処理中」を選択します。 

4. 契約書のワークフローをリストから選択します。

5. 右にあるサイドバーで「アクティビティ」をクリックすると、文書の履歴と現在の状況が表示されます。





10. ACCOUNTING CLASSIFICATION


REQUISITION/ PROCUREMENT REQUEST FOR EQUIPMENT 
SUPPLIES OR SERVICES (Instructions on reverse)


PAGE        OF 


PAGES
2. REQUISITION/PROCURMENT 


REQUEST NO.
3. ACT NUMBER 4. DATE PREPARED 5. JOB/PROJECT NUMBER


6. TO (Stockroom/Contracting office, Name and Location) 7. FROM (Requisitioning office, Name, Symbol, Location and Telephone Number)


8. FOR INFORMATION CALL (Name and Telephone Number) 9. RECEIVING OFFICE (Name, Symbol and Telephone Number)


11. SHIP TO (Address, ZIP Code and Telephone Number)


FUND ORG. CODE B/A CODE O/C CODE


FUNC CODE C/E CODE PROJ/POS. NO. CC-A


W/ITEM CC-B PRT/CRFT 12. CONTRACT NUMBER


ITEM NO. FORM OR 
STOCK NUMBER 


(13)
DESCRIPTIONS OF ARTICLES OR SERVICES 


(14)


QUAN- 
TITY 
(15)


UNIT OF 
ISSUE 


(16)


UNIT  
PRICE 


(17)
AMOUNT  


(18)


IF ADDITIONAL SPACE IS REQUIRED, USE GSA FROM 49A, REQUISITION/PROCUREMENT REQUEST
19. TOTAL AMOUNT


INCLUDING
CONTINUATION


20a. TYPED NAME AND TITLE OF FUND CERTIFYING OFFICAL


20b. SIGNATURE


21a. TYPED NAME OR REQUISTIONER


21b. SIGNATURE


22. LIST ATTACHMENTS 23a. TYPED NAME OF APPROVING OFFICAL


23b. SIGNATURE


24. SHIPPED BY


25. FILLED BY


28. BILL OF LADING NUMBER


26. PACKED BY 27. CHECKED BY


29. DATE SHIPPED


FREIGHT PARCEL POST EXPRESS MAIL


DATE


DATE


GENERAL SERVICES ADMINISTRATION GSA FORM 49 (REV. 7-91)


DATE


1







INSTRUCTIONS FOR PREPARATION OF (GSA FORM 49)


GENERAL,   The GSA Form 49, Requisition/Procurement 
Request for Equipment, Supplies or Services, must be used 
as the basic procurement request form when requisitioning 
suppl ies not avai lable f rom customer Supply Centers, 
equipment, services (including architect-engineer and other 
related services) and construction (see GSA Handbook, 
Preparing Procurement Request and Receiving Reports, 
APD P 2800.14). The GSA form 49 ,Must also be used to 
requisit ion forms and publications for the GSA National 
Forms and Publication Center. The GSA Form 49 is not to  
be used as a printing requisition or to order motor vehicles 
from the Federal Supply service Automotive Commodity 
Center. Use GSA Form 50, Requisition for Reproduction 
Services, to order printing services and GSA Form 1781,  
Motor Vehicle Requisition, to order motor vehicles. 


REQUISITION/ PROCUREMENT REQUEST IDENTIFICATION 
N U M B E R .  A l l  p r o c u r e m e n t  r e q u e s t  s u b m i t t e d  t o  a  
c o n t r a c t i n g  o f f i c e  m u s t  b e  a s s i g n e d  a  n u m b e r  f o r  
identification purposes. The number used may be the ACT 
number (block 3) or a requisit ion/procurement request 
number (block 2). Assignment of a identification number is  
op t iona l  fo r  requ is i t ions  fo r  fo rms,  pub l i ca t ions  and 
 telephone service. 


COPIES. Procurement request must be prepared in an  
original and two copies, unless otherwise specified by the  
contracting off ice. The original and one copy must be 
forwarded to the appropriate contracting office and one 
copy will be retained by the program office. The number of 
copies of other requisit ions wil l be as prescribed by the 
office receiving the GSA Form 49. 


INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE BLOCK: The 
numbered blocks will be completed as described below: 


1. Enter the total  number of  pages in the
requisition/procurement request. 


2. Enter the number assigned by the requisitioning office.
Procurement  reques t  numbers ,  i f  ass igned,  must  be 
numbered consecutively by fiscal year and consist of the  
requisitioner's office symbol, fiscal year and a number, e.g. 
V-88-1, V-88-2. completion of this block is optional.


3. Assign an Accounting control Transaction (ACT)
number in accordance with NJEAR system procedures. 


4. Enter the date on which the requisition/procurement
request is prepared. 


5. where appropriate, enter the job/project number (or
title if necessary for identification) of the job/project to be  
charged for the requisition/procurement.  


6. Enter the organization tit le, office symbol, and
location of the appropriate office. 


7. Enter the organizational title, office symbol, location,
and telephone number of the requisitioning office. 


8. Enter the name and telephone number of the person
who can furnish additional information concerning the 
requisition/procurement request. 


9. Enter the name, office symbol and telephone number
of the office responsible for completing the receiving reports.


10. Enter the accounting classification against which
the requisit ion/procurement request wil l be charged. If 
mu l t ip le  account ing  c lass i f i ca t ion  are  requ i red ,  the 
information should be entered in blocks 13 through 18 or on 
the GSA Form 49A, Requisition/Procurement Request for 
Equipment, Supplies or Services (Continuation). 


11. Enter the address, including room number, where
applicable, building and telephone number to which the items 
are to be delivered. Whenever appropriate, use GENERAL 
SERVICE ADMINISTRATION and an office symbol as the 
first line of the address. 


12. Fil l in this block only if a procurement request is
requesting the exercise of an option, a contract modification, 
or an order against an existing contract. Enter the number of  
the existing contract. 


13. List one number for each l ine i tem requisit ioned
whether the l ine is a single i tem, or a quanti ty of that 
item. Indicate the appropriate stock number, if any. 


14. If  a stock number has been entered in block 13,
enter only the noun name of the item being requisitioned. 
Otherwise, described clearly and fully the supplies or services 
being requisitioned. Include any special requirements or 
restr ict ions and required just i f icat ions i  th is block.  I f 
address and telephone number. If more space is needed, 
types across the full page in the space available in blocks 13 
through 18 or on GSA Form 49A. 


15. Enter the quantity of units for each item number.


16. Describe the type of unit, e.g., dozen, square foot,
manhour. 


17. Enter the unit price for each unit described.


18. Enter the estimated price for total number of
units requested. 


19. Enter the estimated price for ALL i tems
requisitioned. 


20. Enter  the name,  t i t le  and of f ice symbol  o f  the
official who is authorized to certify the availability of funds\ 
and the correctness of financial data in block A. The official  
must sign in block B. 


21 . Enter  the  name,  t i t le  and o f f i ce  symbol  o f  the
originator of the requisition/procurement request in block A. 
The named official must sign in block B. 


22. Briefly list all attachments to the GSA Form 49.


23 . En te r  name,  t i t l e  and  o f f i ce  symbo l  o f  t he
official approving the requisition/procurement request, as 
required by office policy, e.g., supervisor, branch chief, 
director, in block A. The named official must sign in block B.


24-29.  Personnel from the GSA National Forms and
pub l ica t ions  Center  w i l l  comple te  these b locks .  Not 
applicable to procurement request.  


GSA FORM 49 BACK (REV. 7-91)





		2 REQUISITIONPROCURMENT REQUEST NO: 

		3 ACT NUMBER: 

		5 JOBPROJECT NUMBER: 

		6 TO StockroomContracting office Name and Location: 

		7 FROM Requisitioning office Name Symbol Location and Telephone Number: 

		8 FOR INFORMATION CALL Name and Telephone Number: 

		9 RECEIVING OFFICE Name Symbol and Telephone Number: 

		FUND: 

		ORG CODE: 

		BA CODE: 

		OC CODE: 

		FUNC CODE: 

		CE CODE: 

		PROJPOS NO: 

		CCA: 

		11 SHIP TO Address ZIP Code and Telephone Number: 

		WITEM: 

		CCB: 

		PRTCRFT: 

		12 CONTRACT NUMBER: 

		21a TYPED NAME OR REQUISTIONER: 

		22 LIST ATTACHMENTS: 

		27 CHECKED BY: 

		4 DATE PREPARED_es_:signer1:isdate: 

		NUMBER OF PAGES_es_:signer1:num: 

		DESCRIPTION1_es_:signer1: 

		QUANTITY1_es_:signer1:num(): 

		UNITOFISSUE01_es_:signer1:num(): 

		AMOUNT1_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY1*UNITPRICE1): 

		ITEMNO1_es_:signer1: 

		UNITPRICE1_es_:signer1:curr(country=us): 

		AMOUNT2_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY2*UNITPRICE2): 

		UNITPRICE2_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE2_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION2_es_:signer1: 

		ITEMNO2_es_:signer1: 

		UNITPRICE3_es_:signer1:curr(country=us): 

		AMOUNT3_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY3*UNITPRICE3): 

		QUANTITY3_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION3_es_:signer1: 

		ITEMNO3_es_:signer1: 

		UNITOFISSUE3_es_:signer1:num(): 

		AMOUNT4_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY4*UNITPRICE4): 

		UNITPRICE4_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE4_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY4_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION4_es_:signer1: 

		ITEMNO4_es_:signer1: 

		UNITOFISSUE5_es_:signer1:num(): 

		AMOUNT5_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY5*UNITPRICE5): 

		UNITPRICE5_es_:signer1:curr(country=us): 

		DESCRIPTION5_es_:signer1: 

		ITEMNO5_es_:signer1: 

		QUANTITY5_es_:signer1:num(): 

		AMOUNT6_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY6*UNITPRICE6): 

		UNITPRICE6_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE6_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY6_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION6_es_:signer1: 

		ITEMNO6_es_:signer1: 

		AMOUNT7_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY7*UNITPRICE7): 

		UNITPRICE7_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE7_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY7_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION7_es_:signer1: 

		ITEMNO7_es_:signer1: 

		AMOUNT8_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY8*UNITPRICE8): 

		UNITPRICE8_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE8_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY8_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION8_es_:signer1: 

		ITEMNO8_es_:signer1: 

		AMOUNT9_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY9*UNITPRICE9): 

		UNITPRICE9_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE9_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY9_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION9_es_:signer1: 

		ITEMNO9_es_:signer1: 

		AMOUNT10_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY10*UNITPRICE10): 

		UNITPRICE10_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE10_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY10_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION10_es_:signer1: 

		ITEMNO10_es_:signer1: 

		AMOUNT11_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY11*UNITPRICE11): 

		UNITPRICE11_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE11_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY11_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION11_es_:signer1: 

		ITEMNO11_es_:signer1: 

		AMOUNT12_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY12*UNITPRICE12): 

		UNITPRICE12_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE12_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY12_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION12_es_:signer1: 

		ITEMNO12_es_:signer1: 

		AMOUNT13_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY13*UNITPRICE13): 

		UNITPRICE13_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE13_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY13_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION13_es_:signer1: 

		ITEMNO13_es_:signer1: 

		AMOUNT14_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY14*UNITPRICE14): 

		UNITPRICE14_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE14_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY14_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION14_es_:signer1: 

		ITEMNO14_es_:signer1: 

		ITEMNO15_es_:signer1: 

		AMOUNT15_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY15*UNITPRICE15): 

		UNITPRICE15_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE15_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY15_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION15_es_:signer1: 

		AMOUNT16_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY16*UNITPRICE16): 

		UNITPRICE16_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE16_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY16_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION16_es_:signer1: 

		ITEMNO16_es_:signer1: 

		AMOUNT17_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY17*UNITPRICE17): 

		UNITPRICE17_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE17_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY17_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION17_es_:signer1: 

		ITEMNO17_es_:signer1: 

		AMOUNT18_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY18*UNITPRICE18): 

		UNITPRICE18_es_:signer1:curr(country=us): 

		UNITOFISSUE18_es_:signer1:num(): 

		QUANTITY18_es_:signer1:num(): 

		DESCRIPTION18_es_:signer1: 

		ITEMNO18_es_:signer1: 

		ITEMNO19_es_:signer1: 

		DESCRIPTION19_es_:signer1: 

		QUANTITY19_es_:signer1:num(): 

		UNITOFISSUE19_es_:signer1:num(): 

		UNITPRICE19_es_:signer1:curr(country=us): 

		AMOUNT19_es_:signer1:curr(country=us):calc(QUANTITY19*UNITPRICE19): 

		TOTALMOUNT_es_:signer1:calc(AMOUNT1+AMOUNT2+AMOUNT3+AMOUNT4+AMOUNT5+AMOUNT6+AMOUNT7+AMOUNT8+AMOUNT9+AMOUNT10+AMOUNT11+AMOUNT12+AMOUNT13+AMOUNT14+AMOUNT15+AMOUNT16+AMOUNT17+AMOUNT18+AMOUNT19): 

		DATE_3_es_:signer3:date: 

		23b SIGNATURE_es_:signer3:signature: 

		23a TYPED NAME OF APPROVING OFFICAL_es_:signer3:fullname: 

		ShippedBy_es_:signer1: Off

		26 PACKED BY: 

		29 DATE SHIPPED_es_:signer1:isdate: 

		QUANTITY2_es_:signer1:num(): 

		21b SIGNATURE_es_:signer1:signature: 

		DATE_2_es_:signer1:date: 

		20b SIGNATURE_es_:signer2:signature: 

		20a TYPED NAME AND TITLE OF FUND CERTIFYING OFFICAL_es_:signer2: 

		DATE_es_:signer2:date: 







