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Winter '17 リリースノート
この文書では、DocuSign Winter '17 Releaseの一部として2016年12月1日にDocuSign実稼働環境に導入されたアップデー
トについて説明します。
注: このリリースノートには、月例のサービスパックで実装済みの内容も含まれています。実装済みの内容のタイトル
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クラウドストレージプロバイダーのアップデートに
ついて
2016年11月9日をもって、ShareFile、Evernote、およびSalesforceのクラウドストレージにDocuSignから直接アクセスす
る機能が削除され、従来のDocuSignエクスペリエンスおよび新しいDocuSignエクスペリエンスの両方でこれらのクラウドス
トレージ上の文書をDocuSignで送信したりテンプレートで使用したりできなくなりました。ほかのクラウドストレージプロ
バイダーとして、Box、Dropbox、およびGoogleドライブを使用したり、ファイルを直接DocuSignにアップロードしたりで
きます。
この変更は、ユーザーの皆様にとってより便利な機能の開発に注力するために行われました。
ただし、DocuSign for Salesforceを使用してSalesforceから文書を送信する機能はこれまでどおりご利用いただけます。
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「任意の署名者」機能の廃止
「任意の署名者」機能は、2017年3月2日をもって廃止される予定です。この機能は、署名グループに置き換えられます。署
名グループは、Enterprise、System Automated Premium、Enterprise Professionalの各エディションで提供され、
Business Professionalエディションではアドオンとして追加できます。現在「任意の署名者」機能を使用している場合は、
アカウントマネージャーに詳細を問い合わせてください。
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DocuSign署名画面のアップデートについて
DocuSignの署名画面は、以下のスケジュールに従って新しいバージョンである「DocuSign New Signing Experience –
Spring ’16」に移行します。
l

2016年6月と7月 - すべての無償アカウントで使用される実稼働環境

l

2016年8月 - すべての有償アカウントで使用されるデモ環境

l

2016年11月 - すべての有償アカウントで使用される実稼働環境

「DocuSign New Signing Experience – Spring ’16」は、読み取りゾーンが設定されたテンプレートやカスタマイズしたブラ
ンド設定との後方互換性が保持されています。このため、既存の読み取りゾーン付きテンプレート、カスタマイズしたブラン
ド設定、および署名画面用のリソースファイルをそのまま使用できます。
DocuSignでは、障がいの有無にかかわらず、すべてのユーザーが使用できる高品質なソリューションの開発に努めておりま
す。DocuSignの署名機能はWCAG標準に準拠しています。これからも、支援・福祉用具を使用する場合を含め、すべての
ユーザーが同じようにDocuSignにアクセスして署名できるよう、よりよいユーザー補助機能の提供をお約束いたします。こ
の目的を果たすため、常にユーザー補助を考慮しながら新機能を実装し、標準SLAで報告されている問題を解決してまいりま
す。
「DocuSign New Signing Experience – Spring ’16」のユーザー補助機能について詳しくは、DocuSignサポートセンターの
『DocuSign Voluntary Product Accessibility Template（VPAT）』を参照してください。
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DocuSign Connectの証明書のアップデートにつ
いて（10月）
現行のDocuSign Connect証明書がアップデートされ、DocuSign北米（NA）サーバー、DocuSign欧州（EU）サーバー、お
よびDocuSignデモ環境の証明書が置き換えられました。これらの新しい証明書は、DocuSign Fall ’16 Releaseで提供されま
す。現行のConnect証明書を使用している場合は、DocuSign Connectの関連システムで証明書を更新してください。
現行の証明書は2016年11月11日に期限切れになります。さらに、以下のスケジュールでDocuSign環境からも削除されま
す。
l

DocuSignデモ環境: 2016年10月11日

l

DocuSign実稼働環境: 2016年10月29日

アクション
l

DocuSignアカウントにログオンして、［DocuSign Connect設定］ページで設定を確認します。さらに、ステップ1
の手順に従って、DocuSignへのAPI要求に含まれているAPI通知パラメーターを確認します。

l

Connect設定またはAPI要求でDocuSign Connect証明書を使用している場合は、ステップ2〜5の手順に従います。

不明な点については、DocuSignアカウントマネージャーに問い合わせてください。

ステップ1: Connect証明書を使用しているかどうかを確認す
る
以下の手順に従って、アカウントでConnect証明書を使用しているかどうかを確認します。
重要: すべての実稼働環境およびデモ環境で、アカウントの各Connect設定を確認する必要があります。
l

従来のDocuSignエクスペリエンスで、［DocuSign Connect設定］ページを開きます。
n

従来のDocuSignエクスペリエンスにログオンし、［環境設定］を選択します。

n

［アカウントの管理］セクションの［Connect］をクリックします。

n

既存のDocuSign Connect設定をクリックします。
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DocuSign Connectの設定ページで、［X509証明書でメッセージに署名する］、［SOAPヘッダーにX509証
明書を含める］、または［相互TLSを必須にする］のチェックボックスがオンになっているかどうかを確認し
ます。

これらのチェックボックスのいずれかがオンになっている場合は、ステップ2〜5の手順に従って新しい証明書
を入手する必要があります。
l

API要求でAPIエンベロープ通知の受信が設定されているかどうかを確認します。これを行うには、以下のいずれかの
パラメーターが「true」に設定されているかどうかを確認します。
n

signMessageWithX509Cert

n

includeCertificateWithSoap

これらのパラメーターのいずれかが「true」に設定されている場合は、ステップ2〜5の手順に従って新しい証明書を
入手する必要があります。

ステップ2: 新しい証明書を取得する
DocuSignの新しい証明書をダウンロードして、DocuSign ConnectリスナーまたはDocuSign APIを使用するWebアプリケー
ションが動作するすべてのWebサーバーにその証明書をインストールします。
重要: アカウントで使用するすべての実稼働環境およびデモ環境から新しい証明書をダウンロードする必要があります。
l

従来のDocuSignエクスペリエンスにログオンし、［環境設定］を選択します。

l

左側のナビゲーションペインで、［機能］をクリックします。

l

［DocuSign API］セクションまでスクロールして、［新しいX.509証明書をダウンロードする］をクリックします。
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ダウンロードした証明書を開発環境およびテスト環境にインポートします。

現時点では、現行のDocuSign証明書をWebサーバーから削除しないでください。

ステップ3: DocuSignデモ環境で新しい証明書をテストする
証明書をインストールしたら、DocuSignデモ環境でアプリケーションをテストして、正しく動作することを検証する必要が
あります。
テストを行う前に、デモ環境で新しいDocuSign証明書を有効にする必要があります。
l

デモ環境で、従来のDocuSignエクスペリエンスにログオンします。ページ右上のプロフィール画像をクリックして、
［環境設定］を選択します。［アカウントの管理］セクションの［機能］をクリックします。

l

［DocuSign API］セクションまでスクロールして、［Connectメッセージで新しいDocuSign x.509証明書を使用
する］をオンにします。

l

l

DocuSign Connectを使用している場合は、すべての設定で以下の操作を行って新しい証明書をテストします。
n

DocuSignデモ環境で、新しいトランザクションを作成します。

n

テスト環境にメッセージをダウンロードします。

n

受信したConnectメッセージを確認します。

signMessageWithX509CertパラメーターまたはincludeCertificateWithSoapパラメーターを「true」に設定して
DocuSign APIを使用している場合は、以下の操作を行って新しい証明書をテストします。
n

DocuSignデモ環境でAPIインテグレーションを使用して新しいトランザクションを作成します。
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n

テスト環境にメッセージをダウンロードします。

n

受信したConnectメッセージを確認します。

ステップ4: Webアプリケーションの実稼働環境をアップデー
トする
ステップ3でデモ環境での新しい証明書を検証したら、以下の操作を行って実稼働環境をアップデートします。
実稼働環境で、新しいDocuSign証明書を有効にします。
l

実稼働環境で、従来のDocuSignエクスペリエンスにログオンします。ページ右上のプロフィール画像をクリックし
て、［環境設定］を選択します。［アカウントの管理］セクションの［機能］をクリックします。

l

［DocuSign API］セクションまでスクロールして、［Connectメッセージで新しいDocuSign x.509証明書を使用
する］をオンにします。

l

DocuSign Connectを使用している場合は、すべての設定で以下の操作を行って新しい証明書をテストしま
す。

l

n

DocuSign実稼働環境で、新しいトランザクションを作成します。

n

テスト環境にメッセージをダウンロードします。

n

受信したConnectメッセージを確認します。

signMessageWithX509CertパラメーターまたはincludeCertificateWithSoapパラメーターを「true」に設定
してDocuSign APIを使用している場合は、以下の操作を行って新しい証明書をテストします。
n

DocuSign実稼働環境でAPIインテグレーションを使用して新しいトランザクションを作成します。

n

テスト環境にメッセージをダウンロードします。

n

受信したConnectメッセージを確認します。

ステップ5: 署名で使用された現行証明書のクリーンアップ
新しいDocuSign Connect証明書へのアップデートが完了したら、開発環境、テスト環境、および実稼働環境から現行証明書
を削除することができます。現行のConnect証明書は2016年10月29日に削除されており、お手元の証明書もその前にアップ
デートされている必要がありました。
不明な点については、DocuSignアカウントマネージャーに問い合わせてください。
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DocuSign管理画面の更新（10月）
新しいDocuSign管理画面への移行をサポートするために、従来のDocuSignエクスペリエンスの［環境設定］画面に
DocuSign管理画面へのリンクが追加されました。このリンクは、画面左側のナビゲーションパネルにある［アカウントの管
理］セクションに追加されています。

このリンクをクリックすると、新しいDocuSign管理画面が開きます。DocuSignの管理機能を使用するときは、新しい
DocuSign管理画面をご利用ください。
現在、このリンクは、新しいDocuSignエクスペリエンスへのアクセスが許可されている管理者がデモ環境を使用する場合に
のみ表示されます。来月以降には、実稼働環境にも同様のリンクが追加される予定です。これにより、新しいDocuSign管理
画面の［従来の項目］ページから従来のDocuSignエクスペリエンスにアクセスしている管理者は、このリンクを使用して新
しいDocuSign管理画面に戻れるようになります。
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同席での署名機能のアップデート（11月）
このアップデートにより、同席での署名フローに新しいダイアログボックスが追加されています。このダイアログボックス
は、同じ署名順に複数の同席署名者がいる場合に使用されます。進行役（ホスト）が同席での署名セッションを開始するとこ
のダイアログボックスが開き、ここで署名者を選択します。

以降の署名フローに変更点はありません。
また、ほかのダイアログボックス内のテキストが更新されています。詳しくは、「ブランド設定での署名画面のリソースファ
イルのアップデート」を参照してください。
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管理者の監査ログ機能の更新（11月）
DocuSign管理画面での監査ログ機能が正式にリリースされました。これまでベータ機能として提供されていたこの監査ログ
では、アカウントの管理者がそのアカウントの設定、請求情報、利用プランのタイプ、およびユーザー情報を確認できます。
管理者は、ログの情報をコンマ区切り値（CSV）ファイルとしてダウンロードすることもできます。詳しくは、「アカウント
の監査ログ」を参照してください。
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長期検証
DocuSignからダウンロードした文書に署名するときに使用したデジタル証明書は、2016年12月20日に有効期限が切れま
す。PDF標準の長期検証（LTV: Long Term Validation）機能では、PDF上の署名の有効性が、そのPDF上の証明書の作成後
長期にわたって保証されます。現在、DocuSignはこの長期検証に対応していません。このため、証明書の有効期限が切れた
署名済みPDFをAcrobatで開いたときに、黄色の警告が表示されることがあります。ただし、この警告によりその文書の正当
性や法的な有効性には影響しません。この警告は、署名時の証明書の有効性をAdobe Acrobatで確認できないことのみを意味
します。長期検証機能について詳しくは、ここを参照してください。
将来的には、DocuSignで署名が完了したすべての文書およびダウンロードした文書について、長期検証機能が自動的に有効
になる予定です。必要な場合は、長期検証機能を手作業で有効にすることができます。詳しくは、この記事を参照してくださ
い。
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refresh_tokenライフタイムの拡張（11月）
クライアントアプリケーションで要求できるrefresh_tokenの有効期限（ライフタイム）が延長されました。
以前の機能では、refresh_tokenのライフタイムは定義されておらず、約30日で無効になっていました。このアップデートに
より、refresh_tokenにはユーザーの認証やその組織のセキュリティポリシーで許容される範囲内で最大の有効期限が付与さ
れます。
/tokenエンドポイントへの各POSTにより、拡張されたライフタイムのrefresh_tokenが提供されます。拡張されたライフタ
イムを活用するには、常に新しいrefresh_tokenを格納する必要があります。
すべてのアプリケーションで、refresh_tokenに有効期限があるものとしてエンドユーザーの再認証を処理する必要がありま
す。
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DocuSignモバイルアプリのアップデート（10
月）
iOSおよびAndroid用のDocuSignモバイルアプリで、手書き署名時のアイコンが変更されました。
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ログイン画面の再設計
12月にDocuSignデモ環境でのログイン画面が新しくなりました。実稼働環境のログイン画面も数か月で更新される予定で
す。
現在、いくつかの方法でDocuSignアカウントにサインインできます。ユーザー名とパスワードを使用するかシングルサイン
オンを使用するかにかかわらず、スムーズなサインインエクスペリエンスの提供を目指しています。この再設計により、より
少ないクリックで適切な認証方法によるサインインが可能になります。
DocuSignは、新しいログイン操作について引き続き再検証します。問題が発生した場合は、アカウントマネージャーまたは
カスタマーサポートにお問い合わせください。

新しいログインエクスペリエンスとは

ほかのインターネットサービスなどでも同様のログインエクスペリエンスが提供されているため、多くのユーザーにとって違
和感のない変更であるかもしれません。再設計されたログイン画面では、まずメールアドレスを入力するためのボックスが表
示されます。次に、入力したメールアドレスに基づいて、パスワードを入力するか組織でのシングルサインオン（SSO）機
能を使用するかが検出されます。パスワードが必要な場合は、DocuSignアカウントのパスワードを入力するためのボックス
が表示されます。SSOを使用する場合は、そのままIDプロバイダーにリダイレクトされます。
新しいログイン画面では、各ユーザーに適したログインオプションのみが表示されます。これにより、DocuSign製品のセ
キュリティが向上し、操作性が改善されました。また、WCAG（Web Content Accessibility Guidelines）にも準拠してお
り、障がいを持つユーザーにもご利用いただけるようになりました。

今回の変更について
ログイン画面に入力したメールアドレスが保存され、次回ログイン時に再入力が不要になります。これにより、毎回メールア
ドレスを入力しなくてもサインインできるようになります。
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印鑑のサポート - DocuSign Stamps
DocuSign Stamps機能により、署名の代わりに印鑑を使用できるようになりました。これにより、社内の稟議書や捺印が必
要な契約書などでもDocuSignを使用できるようになりました。
これはDocuSign Stampsの初回リリースであり、以下の機能をサポートしています。
l

DocuSign管理画面: アカウントで印鑑機能を有効にするかどうかを設定できます。

l

新しいDocuSignエクスペリエンス: 文書やテンプレート上に印鑑フィールドを配置できます。

l

署名画面: 印鑑イメージをアップロードして、文書上に捺印できます（Signingバージョン02でのみ）。

l

完了証明書および文書履歴: 監査証跡に捺印イベントが記録されます。

DocuSign Stampsは、従来のDocuSignエクスペリエンスや、以前のバージョンのSigningではサポートされません。
印鑑機能を使用するには、アカウントのDocuSign Stampsを有効にする必要があります。この機能を使用する場合は、アカ
ウントマネージャーまたはDocuSignカスタマーサポートにお問い合わせください。

DocuSign管理画面 - 印鑑フィールドを有効にする
DocuSign管理者は、DocuSign管理画面の［送信設定］ページで印鑑フィールドを有効に設定できます。

［印鑑フィールドを有効にする］チェックボックスをオンにすると、そのアカウントで送信する文書や作成するテンプレート
に印鑑フィールドを配置できるようになります。

新しいDocuSignエクスペリエンス - 印鑑
DocuSign Stampsは、新しいDocuSignエクスペリエンスでのみ使用できます。この機能を有効にすると、差出人やテンプ
レートの作成者は文書上に印鑑フィールドを配置でき、すべてのユーザーが自分の印鑑を管理できるようになります。

印鑑フィールドの使用
アカウントのDocuSign Stampsが有効な場合、新しいDocuSignエクスペリエンスで文書を送信するときやテンプレートを作
成するときに、次の図の印鑑フィールドが表示されます。
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このフィールドを使用するには、受信者を選択してからフィールドを文書上にドラッグします。

印鑑の捺印
DocuSign Stampsは、Signingバージョン02でのみサポートされます。以前のバージョンのSigningではサポートされませ
ん。捺印が必要な署名者は、新しい印鑑を作成したり、アカウントプロフィールの既存のものを使用したりできます。

署名者は、印鑑イメージをアップロードして、サイズや形状を調整してそれを使って文書に捺印します。既存の印鑑がある場
合は、それを選択して捺印します。署名者は、捺印した印鑑イメージのサイズや位置を調整してから文書の署名プロセスを完
了できます。
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文書に捺印された印鑑の数やイメージなどの情報は、すべて文書履歴および完了証明書に記録されます。

個人用印鑑の管理
署名と同じように、DocuSignアカウントプロフィールに自分の印鑑を追加することができます。印鑑フィールドが配置され
た文書を受け取った場合は、作成した印鑑を使用して捺印できます。自分の印鑑を管理するには、［個人設定］の［印鑑］
ページを使用します。
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この画面では、印鑑のイメージを追加したり削除したりできます。また、デフォルトの印鑑を設定したり、印鑑名を変更した
りできます。印鑑を作成するには、印鑑のイメージファイルをアップロードして、適切なサイズに拡大または縮小します。
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補足文書
「補足文書」とは、文書の受信者に追加情報を提供する目的でその文書に添付する、署名が不要な法的開示や利用規約などの
文書を指します。受信者が署名するときは、署名する文書と区別できるように、補足文書が別個に表示されます。受信者は、
補足文書を表示して内容を確認し、それに同意してから署名を行います。

補足文書では、法的に必要な情報や、特定の業界や業務の内部コンプライアンスで必要とされる情報などを提供します。補足
情報に関するすべての配信、受信、アクセス、および同意アクションは文書履歴および完了証明書に記録され、完全な監査証
跡が提供されます。
このリリースでは、DocuSign WebアプリケーションおよびモバイルWebアプリケーションで補足文書機能がサポートされ
ます。以降のセクションでは、補足文書に関するDocuSign管理画面のオプション（注: このリリースでは未実装）と送信時
のオプションについて説明します。
補足文書機能は、新しいDocuSignエクスペリエンスおよびREST APIでのみ使用できます。また、文書およびテンプレートに
補足文書を添付できます。

DocuSign管理画面 - 補足文書関連のアカウント設定オプショ
ン（未実装）
これは補足文書機能の初回リリースであり、この機能が有効なアカウントのすべてのユーザーは、送信するエンベロープに補
足文書を添付することができます。受信者が文書を個別または結合PDFとしてダウンロードする場合、デフォルトで補足文書
もそれに含まれます。APIを使用すると、ダウンロードから補足文書を除外することができます。受信者がダウンロードした
り印刷したりするときは補足文書を除外できないため、ファイルサイズによっては処理に時間がかかることを考慮する必要が
あります。APIで補足文書を除外しても、受信者は補足文書の画面からその補足文書をダウンロードすることができます。
DocuSign管理画面の［送信設定］ページで、補足文書に対する受信者のデフォルトのアクションを設定します。
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署名者のアクション設定: すべての補足文書に対する受信者のデフォルトのアクションを選択します。この設定は、文書に署
名するすべての受信者に適用されます。差出人は、各補足文書を追加するときにここでのデフォルト設定と異なるオプション
を選択できます。
受信者は、指定されたアクションを実行してからでないと文書への署名を完了できません。たとえば、署名者のアクションと
して［表示が必要］および［同意が必要］を指定した場合、受信者は補足文書を表示して同意してからでないと文書に署名で
きません。
l

表示が必要: すべての受信者は、補足文書の［表示］をクリックしてその補足文書を開く必要があります。

l

同意が必要: すべての受信者は、補足文書の［同意する］をクリックして補足文書の内容に同意する必要があります。

新しいDocuSignエクスペリエンス - 補足文書の送信オプショ
ン
補足文書機能が有効なアカウントでは、差出人が文書を送信するときに補足文書を追加することができます。1つの文書に複
数の補足文書を追加して、表示順を指定することもできます。
各補足文書には、アクションを求める署名者を割り当てます。受信者は、指定された署名者アクションを実行してから文書へ
の署名を完了します。補足文書にフィールドを配置することはできません。補足文書に指定できるのは、署名者アクションの
みです。
補足文書は、主に署名者に対して提供されます。つまり、［署名が必要］または［同席する署名者］を割り当てた受信者に補
足文書を提供します。［文書のコピーを受信］を割り当てた受信者は、補足文書を表示することはできますが、いずれかの署
名者アクションを行う必要はありません。

補足文書を追加するには
1. 通常の方法で文書を作成して、署名が必要なファイルをアップロードします。
2. 通常の文書と同じ方法で、補足文書のファイルをアップロードします。次に、アップロードしたファイルの下部に表
示される文書メニューから［補足文書として設定］を選択します。
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3. 必要な場合は、文書ファイルおよび補足文書ファイルをドラッグして、受信者に表示する順序を指定します。

補足文書の署名者アクションを指定するには
1. 補足文書を追加したらフィールドの追加画面に進み、補足文書エリアをクリックして補足文書プロパティを開きま
す。
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2. 補足文書プロパティで、署名するために必要な署名者アクションを指定します。
l

表示が必要: 受信者は、補足文書エリアの［表示］をクリックして補足文書を開く必要があります。

l

同意が必要: 受信者は、補足文書エリアの［同意する］をクリックする必要があります。

3. 通常の方法で文書にフィールドを追加して送信します。

監査証跡情報
補足文書に対する操作は、そのエンベロープの文書履歴および完了証明書に記録されます。
履歴
DocuSignのWebアプリケーション上でエンベロープの履歴を開くと、補足文書に対する署名者アクション（表示または同
意）とその説明が表示されます。説明には、その補足文書の名前が記述されます。
完了証明書
完了証明書では、補足文書に関する情報が2か所に表示されます。
l

［ソースエンベロープ］セクション: エンベロープに添付されているすべての補足文書の総ページ数。

l

［署名者イベント］セクション: 補足文書名、初回表示日時、および同意日時（該当する場合）が表示されます。
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eNotary - New Jurisdictions and Features
Building on DocuSign's earlier electronic notary offering for North Carolina, with the December release, we are
expanding the DocuSign eNotary product with additional jurisdictions, added functionality, and support for the New
DocuSign Experience. This is a limited release to the Early Access Program participants only.
DocuSign eNotary enables in-person electronic notarization of documents. With DocuSign eNotary, you can send
documents and require recipients sign electronically at an in-person signing session with a Notary Public. The notary
adds her electronic notary credentials to the document, witnessing the signature. Notary signing sessions are
automatically recorded in the notary's Notary Journal in the DocuSign account.
Contact your DocuSign account manager for details on pricing and plan availability.

Summary of what's new
l

Supported state jurisdictions: Alaska, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, New Jersey, New York, North
Carolina, Virginia, Washington

l

l

New DocuSign Experience support:
l

Notary Public Profile management

l

Notarial Journals

l

Sign with Notary option in sending

REST API support
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Signing Agent
Some countries (for example, Brazil and Belgium) and specific market sectors (Pharmaceutical) use a physical device
to store users' digital identification. These physical devices are often USB tokens or smart cards with the identity
information issued and signed by a known and trusted provider. These devices cannot be read directly from a
browser, so the Signing Agent, a Java component installed on a browser, acts as a communication bridge between
the browser and the local certificates.
This feature has been updated for NDSE and is available as of the Winter 2016 release to customers using SBS.
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ブランド設定の署名画面用リソースファイルのアッ
プデート
ここでは、ブランド設定で使用する署名画面用のリソースファイルのアップデート内容について説明します。
注: カスタマイズした署名画面用リソースファイルをアップロードした場合、変更したすべての値が保持されます。ただ
し、今回のアップデートで変更された項目については、カスタマイズしたリソースファイルでデフォルト値を使用した場
合は新しいデフォルト値が適用されることに注意してください。

同席での署名 - 複数署名者の選択（11月）
同席する署名者が複数いる場合をサポートするダイアログボックス用のテキストが新しいノードとして追加されました。
l

ノードデータ名: ActivationSec_MultiSignersAvail
ノードの説明: 署名者の選択リスト用のテキストを設定します。
ノードのデフォルト値: 複数の署名者がいます。いずれかを選択してください。

同席での署名 - 署名ホストのウェルカムメッセージ（11月）
署名ホストに対するウェルカムダイアログボックスのメッセージが更新されました。
l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonSecurityTitle
新しいデフォルト値: 同席での署名セッションをホストする
以前の値: 署名に同席する

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartDesc
新しいデフォルト値: [[SenderName]]さんは、[[Signer]]さんの署名セッションに同席する進行役としてあなたを指
名しました。 署名セッションでは、以下の操作を行ってください。
以前の値: [[SenderName]]さんから、文書の署名に同席することが依頼されました。署名者と一緒に以下の操作を
行ってください。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep1
新しいデフォルト値: 署名者が署名用のデバイスを操作できるようにします。
以前の値: [[Signer]]さんがマウスおよびキーボード、またはモバイルデバイスを操作できるようにします。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep2
新しいデフォルト値: 署名者に認証情報の入力を依頼します（必要な場合）。
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以前の値: [[Signer]]さんに認証情報の入力を依頼します。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep3
新しいデフォルト値: 署名者が署名を完了して、その文書をメールで受け取れるように支援します。
以前の値: [[Signer]]さんの署名作業をサポートします。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep4
新しいデフォルト値: 署名者から署名用のデバイスを受け取ります。
以前の値: 署名した文書のコピーを[[Signer]]さんが受け取れるようにします。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep5
新しいデフォルト値: 自分のDocuSignアカウントでログインして、署名セッションを完了します。
以前の値: マウスおよびキーボード、またはモバイルデバイスを[[Signer]]さんから受け取ります。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonStartStep6
新しいデフォルト値:なし（空白）
以前の値: DocuSignアカウントのパスワードを入力して、署名プロセスを完了します。

同席での署名 - 署名者へのデバイスの手渡し（11月）
同席での署名セッションのダイアログボックスで、署名者に署名用のデバイスの制御を渡すときのメッセージが更新されまし
た。
l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonSecurityTitlePass
新しいデフォルト値: 同席での署名セッションをホストする
以前の値: 署名に同席

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonControl
新しいデフォルト値: [[SigningHost]]さん、[[Signer]]さんがキーボード、マウス、またはモバイルデバイスを操作
できるようにしてください。
以前の値: [[SigningHost]]さん、[[Signer]]さんがキーボードとマウスを操作できるようにしてください。
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同席での署名 - 文書コピーの要求（11月）
署名者が自分のメールアドレスで文書のコピーを受信できるように設定するときのダイアログボックスのテキストが更新され
ました。
l

ノードデータ名: DocuSign_HeaderStepGetCopy
新しいデフォルト値: コピーの要求
以前の値: コピーの保存

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonEmailDesc
新しいデフォルト値: [[Signer]]さん、完了した文書のコピーを受け取るにはメールアドレスを入力してください。印
刷するには［印刷］を選択します。
以前の値: 署名した文書のコピーを受け取るには、[[Signer]]さんのメールアドレスを入力してください。全員が署名
した後で文書のコピーが送信されます。

l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonEmail
新しいデフォルト値:メール
以前の値: メールアドレス

同席での署名 - ホストへのデバイスの手渡し（11月）
同席での署名セッションのダイアログボックスで、署名ホストに署名用のデバイスの制御を戻すときのメッセージが更新され
ました（日本語では変更されていません）。
l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonPassToComplete
新しい値: 署名作業を完了するには、キーボード、マウス、またはモバイルデバイスを[[SigningHost]]さんに戻しま
す。
以前の値: 署名作業を完了するには、キーボード、マウス、またはモバイルデバイスを[[SigningHost]]さんに戻しま
す。

同席での署名 - 署名ホストのログイン（11月）
同席での署名セッションのダイアログボックスで、署名ホストが自分のアカウントにログインするときのメッセージが更新さ
れました。
l

ノードデータ名: DocuSign_InPersonCompleteSigning
新しいデフォルト値: 署名の完了
以前の値: 署名が完了しました
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ノードデータ名: DocuSign_InPersonPassCompleteLogin
新しいデフォルト値: [[SigningHost]]さん、自分のアカウントのパスワードを入力してDocuSignにログインし、［続
行］を選択してください。
以前の値: [[SigningHost]]さんがログインして署名作業を完了し、文書を確認します。

電子公証人 - 署名の開始（11月）
公証人が署名を開始するときのボタンのテキストが更新されました。
l

ノードデータ名: DocuSign_BeginSigning
ノードの説明: 開始
ノードのデフォルト値: 署名の開始

印刷して署名するときのFAX送付状（11月）
FAX送付状に記載されているDocuSignカスタマーサポートの問い合わせ先が更新されました。
l

ノードデータ名: FaxCover_Support
新しいデフォルト値: DocuSignカスタマーサポート: https://support.docusign.com
以前の値: DocuSignカスタマーサポート: service@docusign.com | 1.866.219.4318
注: 署名者の言語がフランス語の場合はhttps://support.docusign.com/fr/を使用し、ポルトガル語（ブラジル）
の場合はhttps://support.docusign.com/br/を使用します。日本語を含め、ほかの言語では新しいデフォルト値
を使用してください。

署名者のウェルカムメッセージ（10月）
署名セッション開始時のウェルカムヘッダーの表示/非表示を設定できるようになりました。
l

ノードデータ名: DocuSign_SuppressStartDialog
ノードの説明: 署名開始時のWebページ上部に表示されるウェルカムヘッダーを非表示にするには、「true」を設定
します。このヘッダーを非表示にすると、差出人のプロフィール画像、情報、およびメールメッセージも非表示にな
ります。特定の受信者宛てのプライベートメッセージは非表示になりません。
ノードのデフォルト値: false

エンベロープにアクセスできないときのメッセージ（10月）
エンベロープにアクセスできないときに表示されるDocuSignサポートのリンクが更新されました。
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ノードデータ名: DocuSign_General_SupportUrl
ノードの説明: エラーメッセージやほかの管理タスク実行時に表示されるデフォルトのDocuSignリンク
です。
ノードのデフォルト値: サポートが必要な場合は、<a href='[[DocuSign_SupportUrl]]' target='_blank' style='
[[DocuSign_SupportUrl_Style]]'>サポートセンター</a>を参照してください。
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APIの更新
ここでは、DocuSign APIで追加および更新された機能について説明します。

REST API Supplemental Documents Updates
The supplemental documents feature adds three new properties to the Documents resource for envelopes and
templates, extends the usage of the Approve tab, and adds a new View tab. These changes set how the documents
are displayed, the actions recipients must take, and whether the documents can be downloaded when the envelope is
completed.
The new Documents resource properties are used in the requests when creating new envelopes or templates, and
when adding or updating documents in an envelope or template. The Documents resource properties set whether a
document is a supplemental document and the interaction for all recipients. The properties are included in the
responses when listing envelope, templates, and document information.
The new View tab and Approve tab are used to set the interactions for individual recipients. The View tab includes a
required property that requires the recipient to view the supplemental document. If the View tab required property is
not set, the recipient can, but is not required, to view the supplemental document. To use the View and Approve tabs
for supplemental documents, the Documents resource display property must be set to modal or download. The
actions that the recipient must take depend on the combination of the Document resource signerMustAcknowledge
property and whether the recipient is assigned View or Approve tabs on the document. To set the interactions for
individual recipients, set the signerMustAcknowledge property to no_interaction and then add View and Approve tabs
on the appropriate document for the recipient. The following table outlines the recipient actions for different
signerMustAcknowledge property and tab combinations (n/a = not applicable):

and the recipient has
The Document

View tab

signerMustAcknowledge

View tab

(not

Approve

The recipient is

property is

(required)

required)

tab

required to

no_interaction

No

No

No

Take no action

no_interaction

n/a

Yes

No

Take no action

no_interaction

Yes

n/a

No

View

no_interaction

n/a

Yes

Yes

Accept

no_interaction

Yes

n/a

Yes

View and Accept

view

n/a

n/a

No

View

view

n/a

n/a

Yes

View and Accept

accept

n/a

Yes

n/a

Accept
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and the recipient has
The Document

View tab

signerMustAcknowledge

View tab

(not

Approve

The recipient is

property is

(required)

required)

tab

required to

accept

Yes

n/a

n/a

View and Accept

view_accept

n/a

n/a

n/a

View and Accept

The new properties and tabs are defined in the next section, followed by an example update supplemental document
JSON request, and generic JSON and XML layouts for the Documents resource with the new properties highlighted.
Only View and Approve tabs can be added to supplemental documents. Additionally, all actions for setting
supplemental document properties and correcting or changing information for envelopes with supplemental
documents can only be done through the Signature REST API.

New Document Property Definitions
Name

Type

Description

includeInDownload

Boolean When set to true, the document is included in the combined document
download.
The default value is true.

display

String

This sets the display and behavior properties of the document during
signing. The possible values are:
l

modal: The document is shown as a supplement action strip and
can be viewed, downloaded, or printed in a modal window. This is
the recommended value for supplemental documents.

l

download: The document is shown as a supplement action strip
and can be viewed, downloaded, or printed in a new browser
window.

l

inline: This value is not used with supplemental documents, but is
the default value for all other documents. The document is shown
in the normal signing window.

signerMustAcknowledge String

l

collapsed: This option is not active.

l

collapsible: This option is not active.

This sets how the signer interacts with the supplemental document. The
possible values are:
l

no_interaction: no recipient action is required.

l

view: The recipient is required to view the document.

l

accept: The recipient is required to accept the document by
selecting accept during signing, but is not required to view the
document.
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Type

Description
l

view_accept: The recipient is required to view and accept the
document.

Example Update Supplemental Document JSON request
PUT https://{server}/restapi/v2/accounts/{accountId}/envelopes/
{envelopeId}/documents
{
"documents": [
{
"documentId":"1",
"name":"InfoDoc.pdf",
"display":"modal",
"includeInDownload":"true",
"signerMustAcknowledge":"view"
}
]
}

Documents Generic JSON Layout (with new properties highlighted)
"documents": [
{
"documentId": "string",
"remoteUrl": "string",
"name": "string",
"transformPdfFields": "boolean",
"fileExtension": "string",
"matchBoxes": [
{
"pageNumber": 1,
"xPosition": 2,
"yPosition": 3,
"width": 4,
"height": 5
}
],
"order": "string,
"pages": "string",
"documentFields": [
{
"name": "string",
"value": "string"
}
],
"encryptedWithKeyManager": "boolean",
"documentBase64": "string",
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"display": "string",
"includeInDownload": "boolean",
"signerMustAcknowledge": "string"
}
],

Documents Generic XML Layout (with new properties highlighted)
<documents>
<document>
<display>string</display>
<documentBase64>string</documentBase64>
<documentFields>
<nameValue>
<name>string</name>
<value>string</value>
</nameValue>
</documentFields>
<documentId>string</documentId>
<encryptedWithKeyManager>boolean</encryptedWithKeyManager>
<fileExtension>string</fileExtension>
<includeInDownload>boolean</includeInDownload>
<matchBoxes>
<matchBox>
<height>5</height>
<pageNumber>1</pageNumber>
<width>4</width>
<xPosition>2</xPosition>
<yPosition>3</yPosition>
</matchBox>
</matchBoxes>
<name>string</name>
<order>string</order>
<pages>string</pages>
<remoteUrl>string</remoteUrl>
<signerMustAcknowledge>string</signerMustAcknowledge>
<transformPdfFields>string</transformPdfFields>
</document>
</documents>

View Tabs
A View tab is used with a supplemental document to add a View button to the document for an individual recipient.
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View Tab Properties
Name

Reqd? Type

Description

documentId

Yes

This is the document ID number on which the tab is

String

placed. This must refer to an existing Document’s ID
attribute.
pageNumber

Yes

String

This is required and should be set to 1.

recipientId

Yes

String

This specifies the recipient associated with the tab.
Must refer to an existing recipient’s ID attribute.

required

No

Boolean

If true, the recipient is required to select the supplemental document View button during signing.

tabLabel

No

String

The label used for the tab. This can be a maximum of
500 characters. If an empty string is provided for
this, an empty string is used. If no value is provided,
the tab type is used as the value.

templateLocked

No

Boolean

Optional element. Used only when working with template tabs. If true, the attributes of the tab cannot
be changed by the sender.

templateRequired

No

Boolean

Optional element. Used only when working with template tabs. If true, the tab cannot be removed by the
sender.

xPosition

Yes

String

This is required, but can be 0.

yPosition

Yes

String

This is required, but can be 0.

View Tabs Generic JSON Layout
"viewTabs": [{
"documentId": "1",
"pageNumber": "1",
"recipientId": "1",
"required": true,
"tabLabel": "InfoDocView",
"templateLocked": false,
"templateRequired": false,
"xPosition": "0",
"yPosition": "0"
}],
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View Tabs Generic XML Layout
<viewTabs>
<view>
<documentId>1</documentId>
<pageNumber>1</pageNumber>
<recipientId>1</recipientId>
<required>true</required>
<tabLabel>InfoDocView</tabLabel>
<templateLocked>false</templateLocked>
<templateRequired>false</templateRequired>
<xPosition>0</xPosition>
<yPosition>0</yPosition>
</view>
</viewTabs>

REST API Electronic Notary In Person Signers
Recipient Type Update
This update adds the properties to the In Person Signers recipient type needed to use DocuSign electronic notary
(eNotary) feature when requesting signatures. These properties can be used when creating or updating envelopes,
and when creating or updating recipients.
The update adds the inPersonSigningType property, which sets whether the notary functionality is used in the
envelope. Additionally, the update adds a notaryHost node that is used to add information for the notary that will host
the signing session. It is composed of the recipientId, name, and email properties.
The following restrictions apply to using electronic notary when sending documents:
l

No other authentication methods can be used when the notary option is used.

l

The Sign On Paper, Document Markup, Field Markup, and Change Signer options cannot be used for the
documents.

l

Tabs cannot be assigned to the notary.

Refer to the electronic notary information on the DocuSign Support Center for more information about how the
eNotary feature works.

Parameters:
Following are the properties added to the In Person Signers recipient type needed to use DocuSign electronic notary
(eNotary) feature when requesting signatures.

Name

Reqd?

Type

Description

inPersonSigningType

No

String

Sets whether the envelope uses the
eNotary feature. There are two accepted
values:
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Reqd?

Type

Description
l

inPersonSigner = envelope uses the
normal in person signing flow.

l

notary = envelope uses the notary
in person signing flow.

notaryHost

No*

*Required when
inPersonSigningType=notary
Sets the information for the notary host
for the notary in person signing flow. The
following information is required:
l

recipientId = A unique ID number
for the notary signing host.

l

name = Specifies the name of the
notary signing host. This can be a
maximum of 100 characters.

l

email = Specifies the email for the
notary signing host. This can be a
maximum of 100 characters.

Generic JSON layout additions
"inPersonSigners": {
{
"inPersonSigningType": “notary”,
"notaryHost":
"email": "string”,
"name": "string",
"recipientId": "string"
],
]

Response

Generic JSON Response layout additions
Note: The response returns the property hostRecipientId, which is an integer ID and is the same as
InPersonSigner - recipientID.

"inPersonSigners": [{
"inPersonSigningType": "notary",
"notaryHost": {
"name": "string",
"email": "string",
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"hostRecipientId": "string",
"recipientId": "string",
"recipientIdGuid": "string",
"status": "string"
},
]

REST API Get Envelope Documents, Certificate, and
Phone Authentication Files (November)
This retrieves a zipped file with the PDF files, containing the combined content of all documents and the certificate,
and the .wav files associated with phone authentication for completed envelopes. If the account has the Highlight
Data Changes feature enabled, there is an option to request that any changes in the envelope be highlighted.

URL:
/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/documents/archive
Optional additional query string parameter: show_changes={true}

Formats:
XML, JSON

HTTP Method:
GET

Parameters:
The only required parameter is the envelope ID. The following optional query string parameter can be added to the
request.

Name

Reqd? Type

Description

show_changes

No

Optional. When set to true, any changed

Boolean

fields for the returned PDF are highlighted in
yellow and optional signatures or initials outlined in red.
Example Request Body
GET https://{server}/restapi/{apiVersion}/accounts/{accountId}/envelopes/
{envelopeId}/documents/archive
X-DocuSign-Authentication: <DocuSignCredentials><Username>
{name}</Username><Password>{password}</Password><IntegratorKey>{integrator_
key}</IntegratorKey></DocuSignCredentials>
Accept: application/json
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Content-Type: application/zip

Response
The response format is always ZIP and the zipped file contains all the PDFs in an envelope, a PDF version of the
Certificate of Completion as a byte stream and the .wav files associated with phone authentication. If show_changes
was included, any changed fields are highlighted in the PDF.
Note: There is a 24-hour delay in the .wav files associated with phone authentication being added to the envelope
document download.

REST API accountSettings Update (October)
This update exposes additional accountSettings in the REST API v2. The additional settings are described below.
These settings are only shown in the response when listing account settings. The settings cannot be changed using
the API. They can only be changed by DocuSign.

Name

Type

Description

allowSigningGroups

Boolean

When true, the account can use signing groups.

allowPrivateSigningGroups

Boolean Reserved for DocuSign. This currently
returns false in a response.

maximumSigningGroups

String

The maximum number of signing groups
an account can have. The default value for
this is 50.

maximumUsersPerSigningGroup String

The maximum number of members in a
signing group. The default value for this is
50.

Additional REST API accountSettings Updates
These additional accountSettings are now available in the REST API v2 and can be set by Admins.

Name

Type

disableMobilePushNotifications Boolean

Description
When true, mobile push notifications are disabled
on the account.

useConsumerDisclosure

Boolean

When true, the account can use supplemental documents.

consumerDisclosureFrequency

enum

Possible values are:
l

Once - Per account, the supplemental document is
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Type

Description
displayed once only per userId
l

Always - Per envelope, the supplemental document is
displayed once only per userId

l

EachAccess - Per envelope, the supplemental
document is displayed once only per recipientId
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解決された問題
注: 下線付きの太字のケース番号は、社外から報告されたりユーザーから報告された問題を示しています。

DocuSign Winter '17 Release Bug Fixes
The following bug fixes were deployed to the DocuSign Production environment on December 1, 2016 as part of the
DocuSign Winter '17 release. The name-number is the internal DocuSign tracking number for the bug.
Items marked with an asterisk (*) were deployed to the DocuSign Production environment as part of an earlier
weekly patch.
l

API-5238: Adding recipients with different custom languages to a document created from a template caused
an error.

l

API-5303: Shared templates were not limited to the user's templates and those shared with the user.

l

API-5386: Deleting reserved or predefined folders (inbox, draft, sent, etc.) did not return an error.

l

SIGN-8375: Signing and sending an email, did not honor resource file settings for languages with 4-letter ISO
codes like fr-CA or es-MX.

l

SIGN-9048: In the Save a Copy dialog box in Farsi, the arrow icon didn't appear next to the Terms link.

l

SIGN-9362: A signer would remove an attachment and replace it with another, but the completed envelope
still showed the original attachment.

l

SIGN-10058: Documents are now hidden from the screen reader in all browsers until the shroud is dismissed.

l

SIGN-10072:When using an iPhone 5 in portrait mode, the decline reason drop down menu was cut off.

l

SIGN-10411: A signer would change the language on an envelope, not sign the envelope, and then send the
envelope to another signer. The new signer would get the Envelope Not Found error in English instead of the
selected language.

l

SIGN-10656: Removed the ability for users to override default text on some tags.

l

SIGN-11063: In Signing v02, error messages and tips were not wrapping properly.

l

SIGN-11141: Chinese characters in Signing History were not aligning properly.

l

SIGN-11324: The View eDisclosure option in the Other Actions drop down was not present for some roles.

l

SIGN-11333: Users on mobile were able to use the Back button, which caused a session timeout.

l

SIGN-11434: On IE 11, users were unable to use Microsoft IME to input Japanese characters.

l

SIGN-11549: In Signing V02, secured fields were not hiding values. If the value was prepopulated and the
data field was set to locked, when users viewed the envelope, the text was not masked with asterisks.

l

STOR-2625: After migrating to an EU server, admin users in NDSE did not have the option to Go to admin,
the Templates tab did not appear, clicking Switch to Classic did not work, and Manage Signers created before
the migration did not appear in the account.
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November Service Pack Bug Fixes
The following bug fixes were deployed to the DocuSign DEMO environment on October 21, 2016 as part of the
November Service Pack. The name-number is the internal DocuSign tracking number for the bug.
Items marked with an asterisk (*) were deployed to the DocuSign Production environment as part of an earlier
weekly patch.
l

SIGN-6169: An envelope was not completing correctly when two signers used the same email address, but
different names, and were signing at the same time.

l

SIGN-7882: Date Signed fields were not correctly showing day or year characters for Chinese, Japanese, or
Korean translations.

l

SIGN-9461: When using a browser with cookies disabled to try to sign a PowerForm, the user was not being
redirected to the cookies required page.

l

SIGN-10768: During signing, when an unsupported culture or language identifier is used by a browser the
system will default to English signing instead of showing an error. DocuSign is currently tracking the instances
of this action.

l

SIGN-10842: The Envelope Corrected email template was not using the correct recipient language.

l

PLAT-4790: An incorrect error message was being returned for some calls using the SOAP API due to an issue
when forwarding SOAP calls to a sister site.

l

WAPP-5933: The account default signing language and sender’s membership language were being ignored if
a custom email resource file was used.

l

WAPP-6117: When Company names that contained a diacritic (accent) mark were displayed in the DocuSign
web application the HTML code was shown in place of the correct character.

l

API-4752: Senders were unable to download all documents in a completed envelope when document visibility
was enabled for the envelope.

l

API-4767: Added improvements to optimize anchor tab processing for templates.

l

API-4969: Data for the envelope history information was not correctly localized.

l

API-5023: When applying a template that has anchor fields with an initial field value, the field value was being
display in base64 characters.

l

API-5070: When using the REST API, the correct scaleValue was not being used when applying a template to a
document.

October Service Pack Bug Fixes
The following bug fixes were deployed to the DocuSign Production environment on October 10, 2016 as part of the
October Service Pack. The name-number is the internal DocuSign tracking number for the bug.
Items marked with an asterisk (*) were deployed to the DocuSign Production environment as part of an earlier
weekly patch.
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SIGN-8239: For an envelope with document visibility enabled where a signer appears at different routing
orders, the signer was unable to download or print all the completed documents.

l

SIGN-8288: Corrected error message translation when the sender attempts to request digital signatures from
multiple providers.

l

SIGN-8403: Corrected the message shown to a signer when returning a PowerForm attachment by fax.

l

SIGN-8893: A PowerForm was not completing when Finish was selected if all optional fields were not filled
out.

l

SIGN-8897: When sending with a bulk recipient file and a drop-down conditional parent field, the conditional
child field was not displayed correctly.

l

SIGN-8903: When using free-form signing, if the signer selects Finish Later and then returns to the document,
previously placed Company and Title fields do not update if the information is changed in one of the placed
fields.

l

SIGN-9007: Improved the performance of documents with a large number of Formula fields.

l

SIGN-9014: The UserName and CompanyName merge field could not be removed from the ActivationSec_
AccessCodeMsgDefault_Mobile node in the signing resource file.

l

SIGN-9205: Corrected the translation of the DocuSign signing cookies message.

l

SIGN-9597: The expiration date in the Sign Next Document dialog was not using the correct date/time
format.

l

SIGN-9706: Email merge fields added to Private Messages were not correctly displayed during mobile
signing.

l

SIGN-9752: The document History display was reformatted to better support Japanese and Chinese
characters.

l

SIGN-9812: DocuSign for iOS Free-form signing was not working with the Apple Pencil.

l

SIGN-10099: When viewing document history for an in-session signer a Pacific time zone was used instead of
the sender’s time zone.

l

SIGN-10257: In cases where the signer View Certificate and View History options were disabled for an
account, receive a copy recipients were still able to view history.

l

SIGN-10301: Users were unable to access shared documents.

l

SIGN-10427: The PowerForms welcome page was using the incorrect alt text for the logo.

l

SIGN-10470: When the Concatenate Signer Attachment Documents to the Parent Document setting was
enabled for an account, signers were unable to upload some attachment types.

l

SIGN-10634: When using the Classic DocuSign Experience to send a document with a radio button as a
conditional parent field, the conditional child field was not appearing if the parent field was the default value.

l

SIGN-10660: When the account is set to show the initial value of fields for all recipients and the values for a
company or title are changed, the field width changes and reveals any information behind the field.

l

SIGN-10689: When trying to access envelopes with a large number of fields (800+), it took a long time to
generate the view when using the Internet Explorer 11 or Safari browsers. This fix covered server side

221 Main Street, Suite 1000, San Francisco, CA 94105 Ι Tel. 866.219.4318 Ι www.docusign.com Ι © DocuSign, Inc.

リリースノート

46

changes and is related to SIGN-10853
l

SIGN-10768: During signing, when an unsupported culture or language identifier is used by a browser the
system will default to English signing instead of showing an error. DocuSign is currently tracking the instances
of this action.

l

SIGN-10780: Updated the Signing for this document by this group is in progress dialog so that the Assign To
Me button uses the primary button color for the associated brand.

l

SIGN-10781: When using embedded signing with a parallel routing order, when one signer declined to sign
the signing session for other signers was not being directed to the correct landing page.

l

SIGN-10789: In cases where the signer View Certificate option was disabled for an account and the document
sender was also a signer, the sender was getting an error when trying to view the certificate of completion.

l

SIGN-10826: When using embedded signing, the signer parameter values were not being added to the return
URL if the signer did not complete signing.

l

SIGN-10853: When trying to access envelopes with a large number of fields (800+), it took a long time to
generate the view when using the Internet Explorer 11 or Safari browsers. This fix covered client side changes
and is related to SIGN-10689

l

SIGN-10875*: A signer signature image and time stamp was missing in a Certificate of Completion due to a
failure in retrieving the image.

l

SIGN-10876: The signing host name and email were not shown correctly in the To line for and in-person
signing email.

l

SIGN-10880: During signing using a screen reader with the latest DocuSign signing experience, there was no
audible indication when the Continue button became active.

l

SIGN-10882: During signing using a screen reader with the latest DocuSign signing experience, on the Adopt
your signature dialog there was no audio confirmation after the Clear button was selected.

l

SIGN-10889: Corrected the French (Canada) translation for the signing Attachments dialog.

l

SIGN-10947: When signing a direct PowerForm, if the signer selected Decline or the session timed out, the
signer was taken to an incorrect landing page.

l

SIGN-10971: Corrected an inconsistent Japanese translation of Status Date in the document History view.

l

SIGN-11021: During signing using a screen reader with the latest DocuSign signing experience and viewing
the Electronic Record and Signature Disclosure, the dialog header text was being read twice.

l

SIGN-11027: Corrected the Japanese email translation for Needs to view recipients.

l

SIGN-11039: When the signing resource file was modified to suppress in-person pass notifications and host log
in and the in-person signer enters an email address for completed copies, a blank error message dialog was
appearing.

l

SIGN-11046*: When using the SOAP API to request a fax token, the token returned was placing signers in a
signing session instead of providing a fax package.

l

SIGN-11070*: When uploading signer attachments, the file path location was being saved as the file name.

l

PLAT-4734: When folders are shared between users, some users were shown documents in a shared folder
that belonged to the user instead of the shared user.
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PLAT-4897: When folders are shared between users, some users were shown the sent items of the other
user in the other user’s inbox.

l

PLAT-5039*: When using the REST API to correct an envelope, the values of automatically generated fields,
such as Full Name, were not being regenerated when the display initial field value option was enabled for the
account.

l

PLAT-5080: Signing group members were unable to view completed envelopes that they did not sign.

l

API-4656: When sending with a template from the SOAP or REST API and replacing a document in the
template, anchor tags were not being correctly applied.

l

API-4391: When a new document file is added after applying field AutoPlace strings, the new file was not
checked for the AutoPlace strings and fields were not applied to the file. Note, this is still a known issue in the
Classic DocuSign Experience when using anchor text.
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