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January '17 サービスパックノート
公開: 2017年1月5日

この文書では、DocuSign January '17 Releaseの一部として2017年1月5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: 前回のリリース以降、以下の内容が更新されています。

l 「長期検証」トピックの「DocuSignプラットフォームシールの更新」への名称変更と内容の更新

l DocuSign Express利用契約の更新に関するトピックの追加

l 「解決された問題」トピックへの最新項目の追加

l 「APIの更新」トピックへの最新項目の追加

l 「解決された問題」トピックからのSIGN-10511の削除（製品リリースから除外されたため）
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DocuSign Express利用契約に関するダイアログボックスについての更新
SBS（Standards Based Signature）を使用するユーザーをサポートするため、［DocuSign Expressで署名］ダイアログ
ボックスが実装されました。DocuSignがSBSをサポートした当初、このダイアログボックスは無効になっていました。これ
は、署名エクスペリエンスに影響することを避けるためです。このダイアログボックスの実装により、DocuSign Expressを
使用する署名者が明示的にDocuSign Express利用契約（SA）に同意して署名できるようになります。このダイアログボック
スには、SAを確認するためのリンクおよびSAに同意するためのチェックボックスが表示されます。
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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プラットフォームシールについての更新
DocuSignプラットフォームからダウンロードする文書には、改ざん防止用のシール1が追加されます。このシールの証明書
には有効期限があります。たとえば、ダウンロード済みの文書のシール情報をAdobe AcrobatなどのPDFリーダーで確認する
と、証明書が2016年12月20日に無効になっていることが示される場合があります。DocuSignプラットフォームからこの文
書を再度ダウンロードすると、最新の証明書に関連付けられた新しいシールが適用されます。ただし、文書をDocuSignプ
ラットフォームから削除してしまうと、新しいシールが適用されることはなくなります。

2016年12月6日（新しい証明書の発効日）よりも前にダウンロードした文書に適用されているシールの証明書は、2016年12
月21日に有効期限が切れました。このため、Adobe Acrobatを含む一部のPDFリーダーでこれらの文書を開くと、黄色い警
告が表示されることがあります。

この警告が意味するもの

l この警告は、シールに関連付けられている証明書の有効期限が切れており、検証できなくなっていることを示しま
す。

l この警告は、文書やその文書上の電子署名が無効であることを意味するものではありません。

l この警告は、改ざん防止用シールの破損を示すものではありません。改ざん防止用シールが破損していると、証明書
の検証にかかわらず、赤い「X」が表示されます（文書が何者かに改ざんされた場合など）。

新しい証明書は、以前とは異なる証明機関で発行されます。Adobe Readerで最新の信頼性情報が使用されるようにするに
は、［環境設定］>［信頼性管理マネージャー］>［Adobe Approved Trust List（AATL）の自動更新］>［Adobe AATL
サーバーから信頼済み証明書を読み込む］チェックボックスがオンであることを確認してください。このチェックボックスが
オフの場合、署名者の身元情報が不明であることを示す黄色い警告が表示されることがあります。

ただし、この警告が表示されても、緊急の対応は必要ありません。この警告について詳しくは、以下の資料（英文）を参照し
てください。

l Adobe shows "Signature is not LTV enabled" on a DocuSign PDF

l What is Long Term Validation (LTV)?

1このシールは、DocuSignプラットフォームが署名者である電子署名です。
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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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解決された問題（英文）

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 January '17 Service Pack Bug Fixes
The following bug fixes were deployed to the DocuSign Production environment on January 5, 2017 as part of the
DocuSign January '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-5247: Electronic Notaries (eNotaries) were not sent a notary link, but signers were sent the notary link
and set up as eNotaries.

l API-5257: When there was one notary andmore than one recipient, the signing order was not honored.

l SIGN-8760: Removed attachments were not reflected in the document history.

l SIGN-10843: Opening an envelope event was not reflected in the envelope history.

l SIGN-10920: Private messages were not displayed when completed envelopes were forwarded for review.

l SIGN-11114: Allows admins to remove company name and email address from the voided envelope
notification sent to persons attempting to open a voided envelope.

l SIGN-11143: Users authenticating with SMS or authorization code were seeing different timeout messages
when entering the authorization code timed out and when their signing session timed out.

l SIGN-11466: The initial powerform screen was not respecting the signer language specified in the powerform.

l SIGN-11524: Long tool tips were truncated when they were near the right edge of the screen.

l SIGN-11627: Users are now able to hide private messages using the branding resource file.

l SIGN-11651: A Javascript error occurred when trying to open a signing session in an iframe in IE 11.

l SIGN-11672: In Signing v02, subsequent signers were able to see conditional optional filelds left blank by first
signers when those fields should not have been visible to subsequent signers.

l SIGN-11679: Customers' support URLs in the branding resource file were ignored when displaying the
envelope not accessible message to users.

l SIGN-11745: The merge field placeholders [[UserName]] and [[CompanyName]] were being used instead of
the actual sender name and company name.
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APIの更新（英文）
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 Get Shared Access Information Update
This change adds shared folders to the shared item types that can be retrieved through the REST API.

The change adds the value of folders as an accepted value for the item_type query parameter and adds folderid as an
optional query parameter.

Name Required? Type Description

item_type Yes string Specifies the type of shared item being requested. Only one item_
type can be included in a request. The accepted values are:

l envelopes: returns information about envelope sharing
between users.

l templates: returns information about template sharing
between users and groups.

l folders: returns information about folder sharing between
users and groups

folderid No* string A comma separated list of folderids for which the shared item
information is being requested.

* - If item_type=folders, then at least one folderid must be provided.

Response

The response provides the additional sharedAccess information for folders:

Value Description

folders The shared access information for folders.

folderId: The DocuSign generated unique identifier for the folder.

name: The folder name.

uri: The folder's uri.

hasSubFolders: A boolean value indicating whether the shared folder has subfolders.

parentFolderId: The DocuSign generated unique identifier for the folder's parent folder.

parentFolderUri: The parent folder's uri.

owner: A complex element with the information for the user that currently owns the template. It is
made up of the userId, userName, email information, and a uri for the user.

sharedUsers: A complex element with the user information for each user the folder is shared with. It
is made up of the userName, userId, and email information for each user. It also includes the shared
status information for the folder, which will always be shared_to.
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Value Description

sharedGroups: A complex element with group information for groups the folder is shared with. It is
made up of the group information, explained below. It also includes the shared status information for
the template, which will always be shared_to.

l group: A complex element with the groupId (the DocuSign generated unique identifier for the
group), groupName, and groupType. It also includes the shared status information for the
folder, which will always be shared_to.
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Example JSON Response Layout
{
  "resultSetSize": "1",
  "totalSetSize": "1",
  "startPosition": "0",
  "endPosition": "0",
  "accountId": "6bbaf3ec-a662-4f66-a269-a9575375c794",
  "sharedAccess": [

{
      "folders": [

{
          "folderId": "45c7a784-59fc-4445-83b1-84b3b3715cac",
          "name": "Folder1",
          "uri": "/folders/2b019bbb-c741-4502-a3c7-2db969ff1e89",
          "hasSubFolders": "False",
          "parentFolderId": "015b6669-80bb-40c0-b766-2b9270021c2f",
          "parentFolderUri": "/folders/015b6669-80bb-40c0-b766-2b9270021c2f"
          "owner": {
            "userName": "Gael adm_api-3580_localhost",
            "userId": "bcd009b9-d538-4a13-b52f-db8471158504",
            "email": "adm_api-3580_localhost@mailinator.com",
            "uri": "/users/bcd009b9-d538-4a13-b52f-db8471158504"

},
          "sharedUsers": [

{
              "user": {
                "userName": "Angel share_api-3580_localhost",
                "userId": "415c0556-50a4-40c8-bfec-b34d261c2f15",
                "email": "share_api-3580_localhost@mailinator.com"
              },

"shared": "shared_to"
            },

{
              "user": {
                "userName": "Jaylen create_api-3580_localhost",
                "userId": "7fd85494-05a8-4e24-96bc-6f8dcf3ece66",
                "email": "create_api-3580_localhost@mailinator.com"
              },
              "shared": "shared_to"
            },

{
              "user": {
                "userName": "Braxton use_api-3580_localhost",
                "userId": "b1b69f98-6064-4cff-b324-e894ad2ea176",
                "email": "use_api-3580_localhost@mailinator.com"
              },
              "shared": "shared_to"
            }
          ],
          "sharedGroups": [

{
              "group": {
                "groupId": "50688",
                "groupName": "Administrators",
                "groupType": "administrators"
              },
              "shared": "shared_to"
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            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
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