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ドキュサインの紹介
企業や個人の System of Agreement を最適化する DocuSign Agreement Cloud

設立 : 2003年
(日本オフィス : 2015年)

本社 :サンフランシスコ

従業員数 : 5,000

顧客数 : 822,000 (113,000ビジネス)

ユーザー数 :数億人

サポート地域 :
180超の国々で、44か国語をサポート

2018年4月 NASDAQで上場
銘柄名 : DOCU 全世界で日々110万件のトランザクションを処理
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DocuSign Agreement Cloud

合意形成をするために必要な全てのプロセスをシームレスにデジタル化し、
お客様のビジネスを加速するためのプラットフォームを提供

準備：
契約書の準備

署名捺印：
契約の関係者間の合意

実行：
契約内容のシステムへの反映

管理：
契約内容の保管と確認
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eSignature

Identify

Standards-Based 

Signatures

Click

eNotary/RON

DocuSign Gen

for Salesforce

Guided Forms
by Intelledox

DocuSign CLM DocuSign CLM DocuSign CLM

Payments

DocuSign Insight

Salesforce

Microsoft

Google Rooms for Real Estate

Life Sciences Modules 
(CFR Part 11)

Hybrid Cloud 
Appliances

SAP

Hundreds more

eNote
by eOriginal

eSignature for 
Government

eSignature for
Real Estate

Box

Asset Vaulting
by eOriginal

Org Admin

ワークフロー, APIs+SDKs, アドミニストレーション, インテリジェンス

準備

(Prepare)

署名・捺印

(Sign)

実行

(Act)

管理

(Manage)

連携

(Integration)

業界

(Industry)

DocuSign Agreement Cloudコンポーネント

DocuSign Negotiate

for Salesforce

DocuSign Analyzer

DocuSign CLM+

DocuSign CLM+
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日本市場における
電子署名の動向
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当事者型と立会人型の電子署名方式

当事者型 立会人型

概要

1.当事者は、本人確認手続きを経て、紙の世界での印
鑑証明にあたる本人名義の電子証明書を、認証局か
ら取得

2.電子証明書を用いた電子署名を電子文書(契約書)に、
付することで、本人の意思を反映

1.当事者の電子文書(契約書等)への同意の証として、
クラウドサービス提供事業者が電子署名を代行して
実施

2.本人の意思は、クラウドサービスが提供するユー
ザー認証(電子メール(+α), ユーザーID/パスワード)

で確認

特長

• 電子署名自体が、本人の意思、意思表示時間を証明
し、電子文書の改ざんを防止

• 本人名義の電子証明書の事前発行が必要
• 電子証明書に期限有 (定期的に再発行が必要)
• 本人確認が厳格なため、“本人の意思”の強度が非常
に高い

• 電子文書上に付された電子署名と、署名に至る経緯
を記した補足文書で、本人の意思、意思表示時間、
場所等を証明

• クラウドサービス提供事業者が電子文書を安全な形
で管理し、改ざんを防止

• 本人名義の電子証明書は必要無
• 本人確認はユーザ認証で対応するため、認証方式に
より“本人の意思”の強度が異なる

ドキュサイン
署名方式

署名者所有の電子証明書
(Signer Held Cert)/TSPパートナー

DocuSign eSignature, 

DocuSign EU Advanced, DS Express
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ドキュサインが提供する署名方式
合意文書の内容・種別に応じて選択できる複数の署名方式オプション

署名方式 DocuSign eSignature
DocuSign EU Advanced/

DS Express

署名書保有の証明書/

TSPパートナー連携

システム構成
イメージ

署名型式 立会人型電子署名 立会人型デジタル署名
(電子証明書利用)

当事者型デジタル署名
(電子証明書利用)

当事者の意思確認 ユーザー認証で当事者の意思を反映 ユーザー認証で当事者の意思を反映 付された電子署名が当事者の意思を反映

当事者本人の確認 当事者本人の確認は送信者が実施 当事者本人の確認は送信者が実施 当事者本人の確認は第三者である
認証局(登録局)が実施

当事者の意思と
非改ざん性

電子署名が付された合意文書と
証跡を記録した完了証明書で

当事者の意思、ドキュサインの電子署名で
非改ざん性を保証

デジタル署名が付された合意文書と
証跡を記録した完了証明書で

当事者の意思、ドキュサインの電子署名で
非改ざん性を保証

デジタル署名が付された合意文書単体で、
当事者の意思と非改ざん性を保証

(完了証明書は補足資料)

送信者 署名者 (1-N)

印影

送信者 署名者 (1-N)

認証局

送信者 署名者 (1-N)

TSPパートナー
(Trust Service Providers)

日本の裁判手続きと電子署名 : https://www.docusign.jp/white-papers/Court_Support_for_Electronic_Signatures_in_Japan
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契約等の文書電子化に関わる日本の適用法令と対応

法令 概要
具体的な

電子化対象文書
ドキュサイン社の見解と対応

e文書法 財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法（及びそ
の関連法令）や税法で保管が義務づけられている文書について、
紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認めら
れるよう、多数ある法律に対し一括で電子化を許容した。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/syourei.pdf
(電子化可能文書)

左記のリンク参照願います 技術要件の見読性、完全性、機密性、検索性を満たすことは可能

電子帳簿保存法 電子帳簿保存法は、多数ある中で国税に関する法律（所得税法、
法人税法など）に対し、具体的な電子化の方法などを定めた法
律

帳簿、契約書、見積書、納品書、
注文書、注文請書等々

DocuSignは、一貫して電磁的記録(電子データ)を取り扱うため、電磁
的記録の保存に際して、タイムスタンプは必須では無く、電子化し
た書類の訂正や削除を防止する事務処理規程を定め、複雑な検索性
要件は弊社ツールや他システムとの連携等で満たすことが可能

建設業法 建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等
を図ることにより、建設工事の適正な施工を確保し、発注者お
よび下請の建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達
を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律
で、19条で請負契約の内容について定められています

請負契約書 経済産業省のグレーゾーン解消制度を活用し、DocuSignの署名方式
を請負契約の締結で利用して問題無と確認
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjig

yo-kaitakuseidosuishin/press/190219_yoshiki-1.pdf

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjig

yo-kaitakuseidosuishin/press/181101_shokaisho.pdf

会社法 会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた法律で、
369条で取締役会の決議について定めています

取締役会議事録 2020年6月法務省の見解で立会人型方式も適用対象に

https://jane.or.jp/proposal/notice/10829.html
登記申請時において利用できるリストにドキュサインも載りました

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html

民事訴訟法 民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律で、228条4項
で私文書の真正な成立、247条で自由心証主義での判決について
定めています

契約書、個人情報取扱いの同意
等、全ての私文書が対象

二段の推定を重視される方には、日本の電子署名法に準拠する方式
を提案し、その他の方には、導入が容易なDocuSignの電子サイン(e-

Signature)方式を推奨

労働基準法 労働基準（労働条件に関する最低基準）を定める法律で、労働
基準法施行規則第5条4項で労働者への通知方法が定められてい
ます

労働条件 平成31年4月1日に施行された労働基準法施行規則の電子化要件につ
いて、DocuSignで対応可能に

電帳法

建業法

会社法

民訴法

労基法
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諸外国における
電子署名の動向
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世界動向 : 慣習法 vs. 市民法の国々

慣習法採用国の例:

•米国

•カナダ

•英国

•オーストラリア

市民法採用国の例 :

•多くの欧州諸国

•多くの中南米諸国

•多くのアジア諸国
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慣習法採用諸国

電子署名が手書き署名と同等な価値を持つ
“必要最低限” または“寛容”なモデルを一般的
に受け入れている

市民法採用諸国

電子署名の種類によって区別し、各々の署名
方式に異なった法的効力を与える”階層型”の
アプローチを多くの諸国が採用

数少ないですが幾つかの国は “規定型” アプ
ローチを採用し、指定された技術要件を満た
していない電子署名の法的効力を認めていな
い
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ヨーロッパの動向
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国を跨いだ取引を容易に実現するため、予想できるレベ
ルの規制環境を整備

• EU域内で有効

電子署名は、裁判所で証拠として認められる

電子署名を3つのレベルに分類

•スタンダード (standard)

•アドバンスド (Advanced)

•クオリファイド (Qualified)

各国の法律で、各々の取引内容にあわせて利用する電子
署名の種類を定義

各国の法律で、クオリファイド型の電子署名を要求する
取引はそれほど多くなく、多くの取引ではスタンダード
型またはアドバンスド型の電子署名が利用されている

EUにおける統合型電子署名市場を整備

eIDAS (electronic IDentification,Authentication and trustServices)概要
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階層型構造アプローチ (EUにおける例)

スタンダード型電子署名

電子フォームにおける基本的な
署名方式

•署名時の本人確認は要求され
ない

•多くの一般的な取引で利用

アドバンスド型
電子署名(AES)

署名者本人の確認を追加

•署名者の身元を署名文書に紐
づけ

•電子署名レコードは非改ざん
性を立証可能

クオリファイド型
電子署名(QES)

高いレベルの署名者本人の確認
を要求

• EUにおける特別な法解釈
– 手書き署名と同等

•幾つかのケースでは法律に
よって要求される

•立証責任を逆転(反証責任)
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署名オプションでのトレードオフ
電子署名におけるユーザ体験と電子署名自体の真正性

クオリファイド型
電子署名 (QES)

アドバンスド型
電子署名 (AES)

スタンダード型
電子署名

• 電子署名の容易性
• 電子署名に要する
時間

• 高度な署名者
真正性確認

• リスク軽減
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署名方式に関する文化的嗜好
フランス

30%

65%

5%

スタンダード

アドバンスド

(AES)

クオリファイド

(QES)

スタンダード

•ユースケース
– 配送完了証明, 内部文書

アドバンスド (AES)

•ユースケース
– 民間契約, 既知の事業体との契約, 契約の修正

クオリファイド (QES)

•ユースケース
– 国際またはEU域内での契約, 新規取引先との契約, 
高い価値(金額)の契約, リスクを含む電子文書 (例 保
険やローン契約)
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署名方式に関する文化的嗜好
ドイツ

20%

40%

40%

スタンダード

アドバンスド

(AES)

クオリファイド

(QES)

スタンダード

•ユースケース
– 内部文書, 信頼済みの供給元または長期間取引のあ
るパートナー, EU域内での契約

アドバンスド (AES)

•ユースケース
– 内部文書 (CEO レベルの署名要)

クオリファイド (QES)

•ユースケース
– 外部との契約, 臨時雇用契約, 消費者のローン契約や
高い価値(金額)の契約
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APACの動向

18



DocuSign PUBLIC

APAC諸国における法制度と電子化への対応

国名 法制度
裁判における

電子署名の有効性
一般的なビジネス

での利用
電子署名の
モデル

電子化に関する
法律

シンガポール 慣習法 〇 〇 階層型 Electronic Transactions Act 

マレーシア 慣習法 〇 〇 階層型 Electronic Commerce Act 2006 

タイ 市民法 〇 〇 階層型 E-Transactions Act (Sections 7, 9, 13) 

インドネシア 市民法 〇 〇 階層型 The Law No. 11 of 2008 on Electronic 

Information and Transaction

フィリピン 市民法 〇 〇 階層型 Republic Act No. 8792

ベトナム 市民法 〇 〇 階層型
The Civil Code No. 33/2005/QH11 

and the subsequent Law on E-

Transaction No. 51/2005/QH11

中国 市民法 〇 〇 階層型 The PRC Electronic Signature Law

香港 慣習法 〇 〇 階層型 Electronic Transactions Ordinance Act 

of 2000

台湾 市民法 〇 〇 階層型 The Electronic Signatures Act. 
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APAC諸国における各業界でのDocuSign採用

テクノロジー 金融
消費者向け

製品
ビジネス
サービス

テレコム 医療製薬 公共 エネルギー

シンガポール 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

マレーシア 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

タイ 〇 〇 〇 〇 〇

インドネシア 〇 〇 〇

フィリピン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

ベトナム 〇 〇 〇 〇 〇

中国 〇 〇 〇

香港 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

台湾 〇 〇 〇
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電子署名が利用できないケース

手書き署名(紙とペンを利用した)が必要なケース
–遺言書

–正式な公証プロセス

–委任状

–信託宣言書

–住宅ローン契約

正式な公証が必要なケース
–不動産譲渡契約

–売渡証

–金貸契約
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世界市場での実績
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ドキュサイン–日本のお客様 (順不同)
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