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はじめに

新型コロナウィルス感染症拡大に伴う非対面業務の推進、書面・押印制
度の⾒直しを背景として、電子契約サービスを利⽤した議事録がオンラ
イン登記申請の添付情報として利⽤できることになりました。
合わせて、商業登記法、商業登記規則の改正などにより、印鑑届出の任
意化や利⽤可能な電子証明書が追加されるなど、商業・法人登記オンラ
イン申請の電子署名に関する要件や資格者代理人における確認⼿順等も
変わりつつあります。
今後、議事録等の電子化が加速されることが予想される中、司法書⼠の
先生方における電子契約サービスで作成された議事録の取り扱いについ
て、技術的側面からご説明をさせていただけたらと考えております。
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１、 電子契約サービスについて
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テレワークなのにハンコ出社しないといけない︕

5

契約書が紙だから出社しなければならない。
だったら、契約書を電子化すればいいんだ︕
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そうだ、電子契約サービスがあるじゃないか︕

電子契約サービスたくさんあるけど、どんな仕組みになっているんだろう︖
電子化は簡単だけど、契約書として認められるのだろうか︖
電子の契約書にハンコはつけないけど、どうするんだろう︖

・・・・
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クラウドサイン（業界No1） ドキュサイン（世界No1） 電子印鑑GMOサイン

他にもたくさん
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電子契約サービスとは
従来書面で⾏われていた契約書を電子化し、関係者の同意に基づき、サービス提供事業者の電子証明書で電子署
名をすることによって契約を成⽴させるクラウドサービスです。重要なのは同意の表明に⽤いられる電子署名に
利⽤される電子証明書は同意者のものではなく、サービス提供者の電子証明書が利⽤されます。

7

環境 ⾃⾝の電子証明書を利⽤ 事業者の電子証明書を利⽤
オンプレミス ローカル署名 −

クラウド リモート署名
指図型電子署名

⽴会人型電子署名
事業者署名型電子署名

電子契約サービス
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また、契約締結時（同意時）におけるタイムスタンプも付与され、PCの時刻に左右されない正確な契約成⽴時
を確認することができるサービスもあります（電子帳簿保存法の対象）。

電子署名は事業者の電子証明書を利⽤して⾏われるサービスが⼀般的ですが、中には関係者⾃⾝の電子証明書を
利⽤して電子署名を付与するサービスや混在型のサービスなども存在します。

なお、電子契約サービスで利⽤される電子署名の呼び方についてはリモート署名とか指図型署名とか、ざっくり
とクラウド署名など、いろいろな呼び方がありますが、以下のように整理をしておいてはいかがでしょうか。



電子契約サービスにおける契約締結⼿順

クラウドサインサービス説明資料より転載 ©2021 LEGAL CO.,LTD. 8



電子契約サービス⼀覧
電子契約サービス名 運営会社 ※ 電子証明書 認証事業者 備考

1 クラウドサイン 弁護⼠ドットコム株式会社 〇

Cybertrust iTrust Signature Certification 
Authority サイバートラスト株式会社

国内シェアNo1（80％）

2 Great Sign 株式会社ＴＲＥＡＳＵＲＹ 〇

3 Signing 株式会社ネオキャリア 〇

4 SATSIGN アイテック阪急阪神株式会社 〇

５ シムワーク 株式会社エムアイ 〇
６ NINJA SIGN by free 株式会社サイトビジット 〇
７ Governance Cloud ガバナンスクラウド株式会社 〇

8 EU Advanced ドキュサイン・ジャパン株式会社 〇 DocuSign Cloud Signing CA-SI1 ドキュサイン・ジャパン株式会社 海外シェアNo1

9 電子印鑑ＧＭＯサイン ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
グス株式会社

〇 GlobalSign CA 2 for AATL

ＧＭＯグローバルサイン株式会社

〇 GlobalSign CA 6 for AATL
〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

10 WAN-Sign 株式会社ワンビシアーカイブズ 〇 GlobalSign CA 2 for AATL
〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

11 クラウド契約管理Ｓｉｇｎ ラディックス株式会社 〇 GlobalSign CA 3 for AATL
〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

12 みんなの電子署名 株式会社ベクター 〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

13 電子取引サービス＠Sign 三菱電機インフォメーションネットワー
ク株式会社 〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

14 かんたん電子契約 for クラウド セイコーソリューションズ株式会社 〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020

15 OneSpan Sign ＯｎｅＳｐａｎ Ｊａｐａｎ株式会社 〇 GlobalSign CA 3 for AATL
〇 GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020 氏名が確認できるもの

※ 商業・法人登記オンライン申請で利用可能なサービス
（令和３年８月３０日現在）
URL：http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#11
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電子契約サービス名 運営会社 ※ 電子証明書 認証事業者 備考
19 BtoBプラットフォーム 契約書 株式会社インフォマート 
20 paperlogic電子契約 ペーパーロジック株式会社 

21 Holmes（ホームズ） 株式会社Holmes 

22 Hubble（ハブル） 株式会社Hubble 

23 LegalForce（リーガルフォー
ス） 株式会社LegalForce 

24 かんたん電子契約forクラウド セイコーソリューションズ株式会社 
25 リーテックスデジタル契約 リーテックス株式会社 
26 クラウドスタンプ 株式会社アイ・ステーション 
27 E-STAMP 株式会社アイ・ステーション 
28 Meeepa TDCソフト株式会社 
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電子契約サービス⼀覧 ※ 商業・法人登記オンライン申請で利用可能なサービス
（令和３年８月３０日現在）
URL：http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#11

電子契約サービス名 運営会社 ※ 電子証明書 認証事業者 備考

16 Adobe Sign アドビ株式会社 〇 Intesi Group Advanced Cloud Signature 
CA ＩＮＴＥＳＩ ＧＲＯＵＰ Ｓ．ｐ．Ａ．

17 CONTRACTHUB@absonne 日鉄ソリューションズ株式会社 〇 JCAN Public CA1‐G4 ⼀般財団法人日本情報経済社会推進協会
〇 NSSOL e‐Contract‐CA‐G1 日鉄ソリューションズ株式会社

18 電子取引サービス＠Sign 三菱電機インフォメーションネットワー
ク株式会社 〇 Enterprise Premium Public CA 三菱電機インフォメーションネットワーク

株式会社



電子契約サービスの利⽤法人数は︖
日本全体の企業の中でどの程度の会社が電子契約サービスを利⽤しているのでしょうか。
令和元年度全国の法人数２７５万社 国税庁会社標本調査
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/kaishahyohon2019/pdf/kekka.pdf

令和３年９月時点でクラウドサインの利⽤法人は３０万社以上（※）、電子印鑑GMOサインの利⽤法人
は２６万社以上（※）ということより、少なくとも電子契約サービスを利⽤している法人全体数は５６
万社以上と推定されます（※各社ホームページより）。
５６０，０００÷２，７５０，０００＝２０．３％ 全法人の約２０％強（５社に１社程度）が電子契
約サービスを利⽤している計算になります。
５社に１社が利⽤しているとなると、司法書⼠のお客様の中でも数社は利⽤していらっしゃる企業様が
いらっしゃるのではないでしょうか。
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法人全体の約20%、5社に1社以上が
電子契約サービスを利用！



電子契約サービスの今後は︖
令和３年度は新型コロナウィルス
感染拡大を受けたテレワークや非
対面取引の追い風を受けて、昨年
に比較して１６５％の伸びを示す
と予測されています。
（ITRによる市場規模予測、
https://www.itr.co.jp/company/press/200716PR.html
令和２年７月１６日）
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電子署名法改正への動き
（電子署名法の解釈変更と改正）

年月日 動 向

13©2021 LEGAL CO.,LTD.

令和２年４月７日 緊急事態宣言発出
令和２年４月２７日 日本組織内弁護⼠協会から規制改革ホットラインへ電子署名法改正の提言を提出

令和２年５月１２日
規制改革推進会議成⻑戦略ワーキンググループ第１０回会合で弁護⼠ドットコム株式会社、日本組織内弁護⼠協会
から事業者署名型（⽴会⼈型）電子署名を電子署名法の対象とすべきとの提⾔
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200512/agenda.html

令和２年５月２２日 同第１１回会合で法務省より回答（事業者署名型（⽴会⼈型）電子署名は取締役等の電子署名ではない）
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20200522/agenda.html

令和２年５月２５日 緊急事態宣言解除

令和２年５月２９日 法務省より経済団体へ事業者署名型（⽴会⼈型）電子署名を議事録への電子署名として有効との通知
https://jane.or.jp/proposal/notice/10829.html

令和２年６月１５日 法務省ホームページにおいて指図型電子署名による議事録がオンライン申請に利⽤可能な電子証明書として公開
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

令和２年６月１５日 野党共同会派による議員⽴法「テレワーク推進法案（「電子署名及び認証業務に関する法律の⼀部を改正する法律
案）」を衆議院に提出（第２０１回通常国会６月１７日閉会、継続審議）https://www.dpfp.or.jp/article/203060

令和２年７月１７日 総務省、法務省、経済産業省三省連名Q&A（電子署名法２条関係）公開http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html

令和２年９月４日
総務省、法務省、経済産業省三省連名Q&A（電子署名法３条関係）公開 http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html

法務省ホームページにおいて指図型電子署名議事録のサービス追加
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05



令和２年７月１７日三省連名Q&Aについて
（電子署名法第２条）
Q︓問２ サービス提供事業者が利⽤者の指示を受けてサービス提供事業者⾃⾝の署名鍵による電子署名を⾏う電子
契約サービ スは、電子署名法上、どのように位置付けられるのか。

A︓電子署名法第２条第１項第１号の「当該措置を⾏った者」に該当するためには、必ずしも物理的に当該措置を⾃
ら⾏うことが必要となるわけではなく、例えば、物理的にはＡが当該措置を⾏った場合であっても、Ｂの意思のみ
に基づき、Ａの意思が 介在することなく当該措置が⾏われたものと認められる場合であれば、「当該措置を⾏った
者」はＢであると評価することができるものと考えられる。

このため、利⽤者が作成した電子⽂書について、サービス提供事業者⾃⾝の署名鍵により暗号化を⾏うこと等に
よって当該⽂書の成⽴の真正性及びその後の非改変性を担保しようとするサービスであっても、技術的・機能的に
⾒て、サービス提供事業者の意思が介在する余地がなく、利⽤者の意思のみに基づいて機械的に暗号化されたもの
であることが担保されていると認められる場合であれば、「当該措置を⾏った者」はサービス提供事業者ではなく、
その利⽤者であると評価し得るものと考えられる。

http://www.moj.go.jp/MINJI/denshishomeihou.html
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電子認証の社会的
NewStanderd
（新基準）
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事業者署名型（⽴会⼈型）電子署名による契約書や議事録も電子署名法上有効な電子署名である。



かくして・・・

15

議事録 ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
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議事録 ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・
・・・・ ・・・・

密な取締役会はオンライン会議で
議事録は電子契約サービスで
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２、 電子契約サービスで作成された議事録



電子契約サービスにおける議事録作成（クラウドサインの例）

17

クラウドサインに
議事録をアップし
ます。

署名者（承認者）の
メールアドレスと氏名
を⼊⼒します。 署名する場所と署名者を

指定します。

送信します。

議事録の登録
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電子契約サービスにおける議事録作成（クラウドサインの例）

18

クラウドサイ
ンから議事録
の確認依頼の
メールが届き
ます。

メールのURLをクリックし、署名
場所をクリックし、⾃らの氏名を
⼊⼒し押印します。

画面上に押印のマークがつきます。背景では目に⾒えませんが、
弁護⼠ドットコムの電子証明書で電子署名が⾏われています。

１人目の署名
（PCの場合）
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電子契約サービスにおける議事録作成（クラウドサインの例）

クラウドサイ
ンから
議事録の確認
依頼のメール
が届きます。

ボタンを押し
て議事録を確
認します。

内容に同意
する場合は

３人目の署名
（スマホの場合）

©2021 LEGAL CO.,LTD.

指定場所に
氏名を⼊⼒し
ます。 同意・確認が終了しました。

背景では目に⾒えませんが、弁護⼠ドットコムの
電子証明書で電子署名が⾏われています。

19



電子契約サービスにおける議事録作成（クラウドサインの例）

20

全員の確認と署名が
終わるとクラウドサ
インから完了メール
が届きます。 関係者全員の同意・署名状況を

確認することができます。

署名済の議事録も確認することができます。

署名完了
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電子契約サービスで作成された議事録例
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３、議事録への電子署名追加



（１）商業登記規則の改正による利⽤可能電子証明書の拡大
令和3年2月15日の商業登記規則の改正で102条6項が削除されたことにより、代表者（印鑑提出者）が添付書面情
報に署名する場合でも商業登記電子証明書以外の電子証明書が利⽤できるようになりました。

23

商業登記規則102条

条 ⽂
1項 前条第⼀項第⼀号の規定により登記の申請をするには、申請人⼜はその代表者若しくは代理人

（以下この章において「申請人等」という。）は、法務大⾂の定めるところに従い、法令の規定
により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの（以下
「申請書情報」という。）を送信しなければならない。

申請書情報への電子署名

2項 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面（法第十九条の⼆に規定する電
磁的記録を含む。）があるときは、法務大⾂の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報
にその作成者（認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。）が前
項に規定する措置を講じたもの（以下「添付書面情報」という。）を送信しなければならない。
ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、⼜は送付することを妨げな
い。

添付書面情報への電子署
名

法第十⼆条の⼆第⼀項第⼀号の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法（昭和⼆十四年法律第百⼋十五号）
に基づく日本産業規格（以下「日本産業規格」という。）Ｘ五七三⼀―⼋の附属書Ｄに適合する方法であつて同附属書に定めるＮの⻑さの値が⼆千四十
⼋ビットであるものを講ずる措置とする。

※参考
規則33条の4（電子署名の方法）
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24

3項 申請人等（委任による代理人を除く。）が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するとき
は、当該申請人等が第⼀項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する
情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

⼀ 第三十三条の⼋第⼆項（他の省令において準⽤する場合を含む。）に規定する電子証明書
⼆ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第⼀項の規定によ

り作成された署名⽤電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律（平成十⼆年法律第百⼆号）第⼋条に規定する認定認証事業者

が作成した電子証明書（電子署名及び認証業務に関する法律施⾏規則（平成十三年総務省・法務
省・経済産業省令第⼆号）第四条第⼀号に規定する電子証明書をいう。）その他の電子証明書であ
つて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができる
ものとして法務大⾂の定めるもの

四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講 じた
者を確認することができるものとして法務大⾂の定めるもの

本人申請時の申請書情報
に利⽤できる電子証明書

4項 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人
が第⼀項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次の
いずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。

⼀ 前項各号に掲げる電子証明書
⼆ 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるもの

として法務大⾂の定めるもの

代理申請時の申請書情報
に利⽤できる電子証明書

5項 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の
作成者が第⼀項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつ
て当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
⼀ 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
⼆ 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書⼜は指定公証人の⾏う電磁的記録に関

する事務に関する省令第三条第⼀項に規定する指定公証人電子証明書

添付書面情報に利⽤でき
る電子証明書

6項 前三項の場合において、第⼀項に規定する措置を講じた者が印鑑の提出をした者であるときは、送信す
べき電子証明書は、第三項第⼀号に掲げる電子証明書に限るものとする。ただし、第三十三条の三各号に
掲げる事項がある場合は、この限りでない。

●令和3年2月15日改正で
削除

※ 6項が削除され、印鑑提出者の場合も添付書面情報については5項が適⽤されるようになった。
©2021 LEGAL CO.,LTD.



（２）具体的に利⽤できる電子証明書

現在、商業・法人登記のオンライン申請において利⽤できる電子証明書の種類には以下のものがあります。
（参考 法務省HP: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#11）

25

署名対象 電子署名を付与する者 利⽤できる電子証明書
申請書情報，補正情報及び取下書情報 代理人 商業登記電子証明書

公的個人認証電子証明書
特定認証業務電子証明書 ※1
官職証明書

※1
セコムパスポート for G‐ID、
電子認証サービス（e‐Probatio PS2)、
ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐｅＡ、
AOSignサービスＧ２など

委任状情報 委任者（代表者） 商業登記電子証明書
公的個人認証電子証明書
特定認証業務電子証明書 ※2
官職証明書

※2
セコムパスポート for G‐IDのみ
（氏名，住所，出生年月日を確認する
ことができるものに限る。）

• 委任状に電子署名する場合、代表者の商業登記電子証明書以外に公的個⼈認証電子証明書や特定認証業務電
子証明書などが利⽤できるようになりました。

代理人による申請の場合

©2021 LEGAL CO.,LTD.
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ア. 「Cybertrust iTrust Signature Certification Authority」（サイバートラスト株式会社）
（クラウドサイン（弁護⼠ドットコム株式会社）、Great Sign（株式会社TREASURY）、Signing（株式会社ネオキャリア）、SATSIGN（アイテック阪急阪神株式会社）、シ

ムワーク（株式会社エムアイ）、NINJASIGNbyfree（株式会社サイトビジット）、GovernanceCloud（ガバナンスクラウド株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

イ. 「GlobalSign CA 2 for AATL」 （ＧＭＯグローバルサイン株式会社）
（電子印鑑GMOサイン（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）⼜はWAN-Sign（株式会社ワンビシアーカイブズ）のサービスを利⽤しているものに限る。

署名対象 電子署名を付与する者 利⽤できる電子証明書
添付書面情報 添付書面に市町村

の印鑑証明書が必
要とされているも
の

添付書面情報作成者 商業登記電子証明書
公的個人認証電子証明書
特定認証業務電子証明書 ※3
官職証明書

※3
セコムパスポート for G‐ID、
電子認証サービス（e‐
Probatio PS2)、
ＴＤＢ電子認証サービスＴｙｐ
ｅＡ、
AOSignサービスＧ２など

その他 添付書面情報作成者 上記4種の電子証明書
その他の電子証明書 ※4

※4
電子署名法の解釈の変更により、
以下の電子契約サービスの電子
証明書が利⽤できるようになっ
た。

利⽤できる電子契約サービスの電子証明書（P.9-10参照）

• 電子署名法の解釈の変更により、添付書面情報（印鑑証明書が必要な場合を除く）で利⽤できる電子証
明書に電子契約サービスの電子証明書が追加されました（法務大⾂の定める電子証明書の拡大）。

（令和3年8月30日現在 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#11）
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ウ. 「セコムパスポート for Public ID」（セコムトラストシステムズ株式会社）

エ. 「DocuSign Cloud Signing CA-SI1」（ドキュサイン・ジャパン株式会社）
（EU Advanced（ドキュサイン・ジャパン株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

オ. 「GlobalSign CA 3 for AATL」 （ＧＭＯグローバルサイン株式会社）
（クラウド契約管理Sign（ラディックス株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。⼜はOneSpan Sign（OneSpan Japan株式会社）のサービスを利⽤し、氏名を確認

することができるものに限る。）

カ. 「GlobalSign CA 6 for AATL」（ＧＭＯグローバルサイン株式会社）
（電子印鑑GMOサイン（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

キ. 「Intesi Group Advanced Cloud Signature CA」 （ＩＮＴＥＳＩ ＧＲＯＵＰ Ｓ．ｐ．Ａ．）
（Adobe Sign（アドビ株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

ク. 「GlobalSign GCC R6 AATL CA 2020」 （ＧＭＯグローバルサイン株式会社）
（電子印鑑GMOサイン（GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社），WAN-Sign（株式会社ワンビシアーカイブズ），クラウド契約管理Sign （ラディックス

株式会社）、みんなの電子署名（株式会社ベクター）、電子取引サービス＠Sign（三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。
OneSpan Sign（OneSpan Japan株式会社）のサービスを利⽤し，氏名を確認することができるものに限る。）

ケ．「JCAN Public CA1‐G4」（⼀般財団法人日本情報経済社会推進協会）
（ＣＯＮＴＲＡＣＴＨＵＢ＠ａｂｓｏｎｎｅ（日鉄ソリューションズ株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

コ．「NSSOL e-Contract-CA-G1」（日鉄ソリューションズ株式会社）
（ＣＯＮＴＲＡＣＴＨＵＢ＠ａｂｓｏｎｎｅ（日鉄ソリューションズ株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）

サ.「Enterprise Premium Public CA」 （三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社）
（電子取引サービス＠Sign（三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社）のサービスを利⽤しているものに限る。）



（３）議事録にはどのような電子証明書で署名を⾏う必要があるか。

※1 取締役会非設置会社で代表権のある取締役を選任する場合も含みます。
※2 公的個人認証電子証明書以外に、商業登記電子証明書や特定認証業務電子証明書も利⽤できます。
※3 定款で議⻑や出席取締役等の署名義務を定めている場合は、その者の電子署名が必要です。
※4 取締役会非設置会社で、利益相反取引の承認決議を⾏い、その株主総会議事録を不動産登記に添付する場合は、

商業登記電子証明書等による署名が必要となります。 28

事 例 必要な電子証明書 電子契約サービスで作成された
議事録の登記への利⽤

商業登記の添付書面情報
とする場合

代表取締役を選定する場合
（※1）

議⻑及び出席取締役の公的個人認証電子
証明書。（※2）
ただし、変更前の代表取締役が商業登記
電子証明書や公的個人認証電子証明書で
署名した場合は、他の取締役は原則署名
不要。

代表取締役の追加の電子署名が
必要

上記以外の場合 電子契約サービスの電子証明書でよい。
（議事録作成者の電子署名 ※3）

そのまま利⽤可

商業登記の添付書面情報
としない場合

電子署名は原則不要 （※3、※4）
定款で定める者や議事録作成者等が電子
署名する場合は、電子契約サービスの電
子証明書でよい。

●株主総会議事録の場合

©2021 LEGAL CO.,LTD.
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※1 公的個人認証電子証明書以外に、商業登記電子証明書や特定認証業務電子証明書も利⽤できます。

※2 取締役会設置会社で、利益相反取引の承認決議を⾏い、その取締役会議事録を不動産登記に添付する場合は、
商業登記電子証明書等による署名が必要となります。

事 例 必要な電子証明書 電子契約サービスで作成された
議事録の登記への利⽤

代表取締役や代表執⾏役を選定
する場合

出席取締役及び出席監査役の公的個人認証電子証明
書。（※1）
ただし、変更前の代表取締役が商業登記電子証明書
や公的個人認証電子証明書で署名した場合は、他の
取締役及び監査役は電子契約サービスの電子証明書
でよい。

代表取締役の追加の電子署名が
必要

上記以外 電子契約サービスの電子証明書でよい。（※2） そのまま利⽤可

●取締役会議事録の場合
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※1 特定認証業務電子証明書も利⽤できます。

添付書面情報 オンライン申請に添付する場合に
必要な電子証明書

電子契約サービスで作成され
ていた場合の登記への利⽤

就任承諾書 取締役会設
置会社

代表取締役、代表執⾏役
（再任を除く）

商業登記電子証明書
公的個人認証電子証明書 （※1）

追加の電子署名か別途作成必
要

上記以外 電子契約サービスの電子証明書で
よい そのまま利⽤可能

取締役会非
設置会社

取締役
（再任を除く）

商業登記電子証明書
公的個人認証電子証明書 （※1）

追加の電子署名か別途作成必
要

上記以外 電子契約サービスの電子証明書で
よい そのまま利⽤可能

辞任届 印鑑届出をした者
印鑑届出をした者がいない場合は代表者

商業登記電子証明書
公的個人認証電子証明書 （※1）

追加の電子署名か別途作成必
要

上記以外 電子契約サービスの電子証明書で
よい そのまま利⽤可能

押印義務のないもの
・定款（設⽴登記に添付されるものを除く）
・株主リスト
・資本⾦の額の計上証明書
・原本還付請求をする場合の謄本
・本人確認証明書の謄本 など

電子契約サービスの電子証明書で
よい

そのまま利⽤可能

●その他の添付書面情報の場合
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（４）議事録等への追加署名が必要な場合と必要でない場合

（例）電子契約サービス等で作成された取締役会議事録

• 書面申請において実印での押印と印鑑証明書の添付が必要とされる添付書類を電子化する場合は、電子契約サー
ビスで作成された議事録に公的個人認証電子証明書や商業登記電子証明書を使った追加の署名が必要となります。

• 例えば、取締役会議事録で代表取締役や代表執⾏役を選定した場合以下のようになります。

出席取締役等の電子署名 追加
署名 登記申請で利⽤する場合

１ 全員が公的個人認証電子証明書 不要 追加署名せず登記で利⽤できます

２ 商業登記電子証明書と公的個人認証電
子証明書が混在している場合 不要 追加署名せず登記で利⽤できます。

３ 全員がクラウドサイン 必要
変更前の代表取締役の公的個人認証
電子証明書か商業登記電子証明書で
追加の電子署名が必要



事業者署名型電子署名（⽴会人型電子署名）、すなわち電子契約サービスで作成された議事録は、事業提供者の意思
が介在せず作成者・同意者本人の指図によってのみ署名された場合は、電子署名法の適⽤を受ける電子署名として認
められることになり、法務省オンライン申請の添付情報として利⽤できるようになりました。

しかしながら、事業者署名型電子署名（⽴会人型電子署名）は作成者、同意者本人の電子証明書を利⽤したものでは
ありません。サービス提供事業者の電子証明書を利⽤して電子署名が⾏われています。

また、作成者、同意者は電子契約サービスを利⽤する際に公的な本人確認が⾏われた上で指図を⾏っているわけでは
なく、署名者中の誰か⼀人もしくは関係者（総務担当者等）が指定した氏名、メールアドレスによってのみ、本人が
特定される仕組みです。つまり、相互に知っている者同⼠の責任でおこなわれる契約や議事録作成です。クラウド上
で回覧・署名ができる利便性はありますが、契約や議事の内容、⾦額によっては電子契約サービスを利⽤することが
適切でない場合もあります。

こうしたことから、電子認証の観点からしますと、電子契約サービス（事業者署名型電子署名）で作成された議事録
に付与された電子署名はあくまでリアルの世界の認印相当であり、書面申請において実印や代表者印が求められるよ
うな議事を含む議事録を電子化する場合、電子契約サービスだけの電子署名だけでは不十分でオンライン申請の添付
情報として利⽤できません。

そのため、議案の内容によっては代表者、もしくは出席取締役全員がリアルの実印に相当する公的個人認証電子証明
書（マイナンバーカード）による追加電子署名を付与したり、リアルの代表者印に相当します商業登記電子証明書に
よる追加電子署名を付与する必要があります。

また、こうした追加署名された議事録が司法書⼠事務所に持ち込まれた場合は、付与された電子署名がオンライン申
請に適したものであるかどうかの確認作業が必要となります。 32©2021 LEGAL CO.,LTD.

（５）なぜ追加署名が必要なのか



（６）公的個人認証電子証明書と商業登記電子証明書の違い
代表取締役等が追加の電子署名を⾏う場合、リアルの実印に相当します公的個人認証電子証明書か商業登記電子証明
書を利⽤しますが、それぞれ次のような特徴があります。

33

商業登記電子証明書 公的個人認証電子証明書

取得方法

①専⽤のソフトウェアを使って必要なファイルを作
成し、管轄法務局に申請します。（オンライン申請
も可能）
②その後、法務局で交付されたシリアル番号を使っ
て電子証明書をダウンロードします。

マイナンバーカードを取得する際に同時に発⾏を受ける
ことができます。
（マイナンバーカードに格納されて交付されます。）

費⽤
1,300円〜9,300円
（証明書の有効期間によって異なる）

無料
（紛失等による再発⾏を除く）

証明書の有効期間
3ヶ月〜27ヶ月までの3ヶ月単位
（発⾏申請時に選択可能）

約５年
（発⾏後5回目の誕生日まで）

発⾏状況
有効な電子証明書の数 ︓ 52,507件 （対前年比4割増）
有効性確認件数 ︓ 95,316,086件 （対前年比5割増）

（いずれも令和2年12月末現在の数値）
※電子認証に関する事件数（令和3年1月）（法務省）

令和2年9月︓24,693,970枚 （人⼝に対する交付率︓19.4%）
令和3年8月︓47,612,171枚 （人⼝に対する交付率︓37.6%）
※マイナンバーカードの交付状況について（総務省）
※佐賀県の人⼝に対する交付率︓37.1%

特徴

電子証明書はファイル形式のためコピーできます。
そのため複数の⽀店や部署で利⽤できるなど柔軟な
運⽤が可能ですが、不正にコピーされる可能性もあ
るので管理には注意が必要です。

ICカードに格納されているためコピーできず、従来の実
印のように管理できます。
マイナンバーカードと⼀体となっているため、代表者の
カードを預かることは難しく本人しか署名できない。

©2021 LEGAL CO.,LTD.



（７）追加署名方法とメリットデメリット

34

利⽤する電子証明書 署名方法 メリット デメリット

１ 公的個人認証電子証明書 XML署名
・マイナンバーカードを持って

いる可能性が高い
・ソフトの準備が少ない

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・初期設定が面倒
・有効性確認ができない

２ 公的個人認証電子証明書 PDF署名 ・マイナンバーカードを持って
いる可能性が高い

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
・有効性確認が面倒

３ 商業登記電子証明書 XML署名
・ソフトの準備が少ない
・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

４ 商業登記電子証明書 PDF署名 ・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒

©2021 LEGAL CO.,LTD.
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利⽤する電子証明書 署名方法 メリット デメリット

１ 公的個人認証電子証明書 XML署名
・マイナンバーカードを持って

いる可能性が高い
・ソフトの準備が少ない

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・初期設定が面倒
・有効性確認ができない

２ 公的個人認証電子証明書 PDF署名 ・マイナンバーカードを持って
いる可能性が高い

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
・有効性確認が面倒

３ 商業登記電子証明書 XML署名
・ソフトの準備が少ない
・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

４ 商業登記電子証明書 PDF署名 ・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
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（８）公的個人認証電子証明書でPDF署名を追加する場合



（９）公的個人認証電子証明書で署名を追加する場合の
大まかな⼿順
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日司連公的個人認証有効性確認システムを利⽤して有効性確認を⾏います。

※ 司法書⼠の面前で利⽤者クライアントソフトを利⽤して本人が有効性を確認することも可能です。

PDF署名方式、XML署名方式のどちらかで署名を追加します。

※ 司法書⼠事務所で⾏う場合と依頼者に⾏っていただく場合があります。

依頼者に⾏っていただいた場合は、PDF署名方式、XML署名方式ともにZIP圧縮してメールに添付送信し
ていただきます。

A、公的個人認証（マイナンバーカード）の有効性確認をします。

B、公的個人認証（マイナンバーカード）を利⽤して議事録へ
電子署名を追加します。

C、司法書⼠に追加署名済議事録を送ります。



©2021 LEGAL CO.,LTD. 37

令和3年2月15日から、日司連公的個人認証有効性確認システムの運⽤が開始されました。本システムを利⽤すると
依頼を受けた司法書⼠の先生が公的個人認証電子証明書の有効性確認ができます。

署名時と申請時にタイムラグがある場合は、署名時に電子証明書の有効性確認を⾏い、後日、申請時に議事録等に
付与された電子署名に添付されている電子証明書の有効性を確認する必要があります。

A、公的個⼈認証電子証明書の有効性確認（公的個⼈認証有効性確認システム）

①日司連公的個人認証有効性確認システムのWeb
サイト（https://www.nkys.nisshiren.jp/）にアクセスして、
スマホ⽤アプリをダウンロードします。

②スマホにインストールが完了したら、アイコン
をタップし、「司法書⼠会員以外の方はこちらを
タップしてください」をタップします。

※依頼者様が事務所に来られない場合は、依頼
者様のスマホにアプリをダウンロードしていた
だく必要があります。

依頼者 依頼者



XXXXXX
XXXXXX
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③司法書⼠の先生ごとに割り当てられた受付番号
を⼊⼒していただき、「確定する」→「カードを
読み取る」をタップします。

④マイナンバーカードをスマホの背面に当てて「カー
ドに記載される基本情報を読み取る」をタップします。

※受付番号は日司連公的個人認証有効性確認システムにログイ
ンすると表示されますので、その番号を依頼者様にお知らせし
ます。

依頼者 依頼者

XXXXXX



ログアウト

ログアウト

日司連公的個人認証有効性確認システム

有効性確認結果⼀覧

⼀致性検証結果⼀覧
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⑤パスワードを⼊⼒し「OK」をタップすると電子
証明書に記録されている氏名や住所等の基本情報
と、電子証明書の有効期間満了日等が表示されま
す。

⑥日司連公的個人認証有効性確認システムにログ
インして、「有効性確認結果⼀覧」をクリックす
ると、送信した情報が表示され有効性の確認がで
きます。

依頼者

確認して問題なければ、「上記の情報を地方公共団体情
報システムで有効確認を⾏い、確認結果と上記の基本情
報を「日司連公的個人認証有効性システム」へ送信する
ことを同意します。」にチェックを⼊れ「有効確認」を
タップします。

司法書⼠

XXXXXXXXXXXX

基本情報の確認

名前

性別

生年月日

住所

有効期限満了日

発行者

地方公共団体情報システム機構

上記の情報を地方公共団体情報システム
で有効確認を行い、確認結果と上記の基
本情報を「日司連公的個人認証有効性確
認システム」へ送信することを同意しま
す。

日司連公的個人認証有効性確認システム

※イメージ画面です。実際
の画面とは異なります。

山田 〇〇 〇〇市〇〇町〇番〇号
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ア. ICカードリーダーライタ
ICカードリーダライタを準備して、そのドライバをパソコ

ンにインストールします。マイナンバーカードに対応してい
るリーダーライターは右のような機種があります。

詳細は地方公共団体情報システム機構の「マイナンバー
カードに対応したICカードリーダライタ⼀覧」
（https://www2.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf）をご覧ください。

イ．利⽤者クライアントソフト
公的個人認証サービスポータルサイト（https://www.jpki.go.jp/index.html）
から利⽤者クライアントソフトをダウンロードして、パソコン
にインストールします。利⽤者クライアントソフトは誰でも無
料で利⽤できます。

型番 製造会社
ACR39‐NTTCom NTTコミュニケーション

ズ株式会社
ACR1251CL‐NTTCom NTTコミュニケーション

ズ株式会社
RC‐S380 ソニー株式会社
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B、公的個⼈認証電子証明書でPDF署名の追加をする方法 依頼者⼜は司法書⼠

PDF署名を追加する方法は電子定款への署名と同じ方法です。依頼者に署名追加をしていただく場合は
法務省の無償の署名プラグインソフトをご利⽤いただくことで可能です。司法書⼠事務所へ来所いただ
き署名をしていただく場合は、署名検証機能のあるソフトの利⽤をお勧めします（電子認証キット等）。

【公的個⼈認証電子証明書を利⽤したPDF署名の事前準備】



クラウドサインなどの電子契約サービスで作成された議事録に、代表取締役の公的個人認証電子証明書
や商業登記電子証明書で署名を⾏うには、PDF署名（署名プラグインを利⽤した署名）とXML署名の2種
類あり、それぞれ以下のソフトが必要になります。
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署名方法 必要なソフトウェア 署名検証
署名プラグインソフト 必要なPDF編集ソフト

PDF署名
（署名プラグインを利
⽤した署名）

法務省 署名プラグイン
（無料） Adobe Acrobat2017、DC 署名検証機能なし

電子認証キットPRO ※1
⼜は

“権”電子認証システム

Adobe Acrobat2017、DC、
2020、SkyPDF Professional 7
for Legal ※2

署名検証機能あり

XML署名
法務省 申請⽤総合ソフト
（無料） 署名検証機能なし ※3

“権” 署名検証機能あり

※1 電子認証キットにはPRO版とSTD版がありますが、電子署名できるのはPRO版になります。
※2 SkyPDF Professional 7 for Legalは、株式会社スカイコム社の製品です。
※3 法務省の申請⽤総合ソフトで付与されたXML署名は電子認証キットPro⼜は“権”で検証することができます。

©2021 LEGAL CO.,LTD.

ウ．必要なソフトウェア
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【初期設定】
Acrobat等PDF作成ソフトの署名プラグイン設定を⾏います（電子定款の場合と同じです）。
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① 電子契約サービスで作成（署名）されたPDFファイルを
Acrobatで開き、「ツール」－「証明書」－「電子署名」をク
リックします。

② 印影イメージを挿⼊したい位置を指定します。次に「署名
情報選択」をクリックして、利⽤する電子証明書を選択します。
公的個人認証電子証明書はICカードに格納されていますので、
「ICカード」を選択します。
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③ 公的個人認証サービスを選択し、パスワードを⼊⼒し
ます。また、氏名や理由を⼊⼒後「電子署名」をクリック
します。「印影を作成」をクリックして印影イメージを作
成することもできます。

④ PDFファイルに電子署名が付与され、印影イメージが表示されます。

※左側はクラウドサインによって付された印影イメージです。同
⼀署名者が複数署名を⾏っても問題ありません。

C、司法書士へ署名済議事録を送ります。（メール送信時にはZIP圧縮が必要です）

依頼者
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利⽤する電子証明書 署名方法 メリット デメリット

１ 公的個人認証電子証明書 XML署名
・マイナンバーカードを持って

いる可能性が高い
・ソフトの準備が少ない

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・初期設定が面倒
・有効性確認ができない

２ 公的個人認証電子証明書 PDF署名 ・マイナンバーカードを持って
いる可能性が高い

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
・有効性確認が面倒

３ 商業登記電子証明書 XML署名
・ソフトの準備が少ない
・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

４ 商業登記電子証明書 PDF署名 ・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
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（10）公的個人認証電子証明書でXML署名を追加する場合



（10）公的個人認証電子証明書でXML署名を追加する場合
依頼者様（企業）において電子署名する場合は、無料の申請⽤総合ソフトを利⽤すると、PDF編集ソフトが必要な
くXML署名を⾏うことができます。ただし、司法書⼠事務所で公的個人認証電子証明書でXML署名された議事録を
受け取った場合、現状では電子証明書の有効性確認ができませんので、ご注意ください。
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ア. ICカードリーダーライタ（P40に同じ）
イ．利⽤者クライアントソフト（P40に同じ）

©2021 LEGAL CO.,LTD.

B、公的個⼈認証電子証明書でXML署名の追加をする方法

依頼者⼜は司法書⼠

【公的個⼈認証電子証明書を利⽤したPDF署名の事前準備】

ウ．必要なソフトウェア（P41に同じ）

A、公的個⼈認証電子証明書の有効性確認（P37に同じ）
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② 「ツール」－「PDFファイルの署名」をクリックし
ます。次に、「参照」をクリックして電子署名するPDF
ファイルを選択します。

① 申請⽤総合ソフトを起動し「ツール」－「オプション」を
クリックします。次に「ICカード切替」タブを選択し「登録」
をクリックした後、使⽤するICカードライブラリに「公的個人
認証サービス（個人番号カード）」を選択して設定します。
（本操作は初回のみで結構です。）
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③ 出⼒先欄の「参照」をクリックして署名後のファイルを保
存するフォルダを指定します。よろしければ「ICカードで署
名」をクリックします。

④ 確認画面が表示されますのでマイナンバーカードをICカードリーダー
ライタに挿⼊し、「OK」をクリックします。次にパスワードを⼊⼒し、
「確定」をクリックすると指定したフォルダにPDFファイルと署名情報
ファイルが出⼒されます。

※オンライン申請に添付する場合は、PDF
ファイルと署名情報ファイルの両方が格納さ
れたフォルダごと添付する必要があります。

C、司法書士へ署名済議事録を送ります。 （メール送信時にはZIP圧縮が必要です）

依頼者
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利⽤する電子証明書 署名方法 メリット デメリット

１ 公的個人認証電子証明書 XML署名
・マイナンバーカードを持って

いる可能性が高い
・ソフトの準備が少ない

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・初期設定が面倒
・有効性確認ができない

２ 公的個人認証電子証明書 PDF署名 ・マイナンバーカードを持って
いる可能性が高い

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
・有効性確認が面倒

３ 商業登記電子証明書 XML署名
・ソフトの準備が少ない
・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

４ 商業登記電子証明書 PDF署名 ・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
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（11）商業登記電子証明書でPDF署名を追加する場合



（11）商業登記電子証明書でPDF署名を追加する場合
依頼者様（企業）において商業登記電子証明書をお持ちの場合は、公的個人認証電子証明書と同様にPDF署名、XML
署名の追加を⾏うことができます。商業登記電子証明書は公的個人認証電子証明書のように有効性の確認に特段の
制約なく、誰でも⾏うことができます。
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※ 商業登記電子証明書はファイル形式のため、公的個人認証電子証明書のようにICカードリーダー
ライタや利⽤者クライアントソフトの準備は必要ありません。

※ 商業登記電子証明書の有効性確認は誰でも制約なく⾏うことができますので、公的個人認証電子
証明書のような事前の有効性確認は必要ありません。

©2021 LEGAL CO.,LTD.

A、商業登記電子証明書でPDF署名の追加をする方法 依頼者⼜は司法書⼠

【商業登記電子証明書を利⽤したPDF署名の事前準備】

ア．必要なソフトウェア（P41に同じ）

※ PDF署名ソフトの初期設定（P42に同じ）
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① 電子契約サービスで作成（署名）されたPDFファイルを
Acrobatで開き、「ツール」－「証明書」－「電子署名」をク
リックします。

② 印影イメージを挿⼊したい位置を指定します。次に「署名
情報選択」をクリックして、利⽤する電子証明書を選択します。
商業登記電子証明書はファイル形式ですので、「ファイル」を
選択し、電子証明書をます。
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③ PKCS12を指定し、商業登記電子証明書を選択、パス
ワードを⼊⼒します。氏名や理由を⼊⼒後「電子署名」を
クリックします。「印影を作成」をクリックして印影イ
メージを作成することもできます。

④ PDFファイルに電子署名が付与され、印影イメージが表示されます。

※左側はクラウドサインによって付された印影イメージです。同
⼀署名者が複数署名を⾏っても問題ありません。

B、司法書士へ署名済議事録を送ります。（メール送信時にはZIP圧縮が必要です）

依頼者
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利⽤する電子証明書 署名方法 メリット デメリット

１ 公的個人認証電子証明書 XML署名
・マイナンバーカードを持って

いる可能性が高い
・ソフトの準備が少ない

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・初期設定が面倒
・有効性確認ができない

２ 公的個人認証電子証明書 PDF署名 ・マイナンバーカードを持って
いる可能性が高い

・ICカードR/Wが必要
・代表者のマイナンバーカードが使え

ない（借りれない）場合がある
・役員全員が持っている可能性は低い
・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
・有効性確認が面倒

３ 商業登記電子証明書 XML署名
・ソフトの準備が少ない
・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

４ 商業登記電子証明書 PDF署名 ・操作方法が比較的楽
・有効性確認が楽

・商業登記電子証明書を持っていない
場合が多い

・Acrobatなど費⽤がかかる
・初期設定が面倒
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（12）商業登記電子証明書でXML署名を追加する場合



（12）商業登記電子証明書でXML署名を追加する場合
依頼者様（企業）において商業登記電子証明書をお持ちの場合は、公的個人認証電子証明書と同様にPDF署名、XML
署名の追加を⾏うことができます。商業登記電子証明書は公的個人認証電子証明書のように有効性の確認に特段の
制約なく、誰でも⾏うことができます。

54

※ 商業登記電子証明書はファイル形式のため、公的個人認証電子証明書のようにICカードリーダー
ライタや利⽤者クライアントソフトの準備は必要ありません。

※ 商業登記電子証明書の有効性確認は誰でも制約なく⾏うことができますので、公的個人認証電子
証明書のような事前の有効性確認の必要はありません。（P50に同じ）

©2021 LEGAL CO.,LTD.

A、商業登記電子証明書でXML署名の追加をする方法

依頼者⼜は司法書⼠

【商業登記電子証明書を利⽤したXML署名の事前準備】

ア．必要なソフトウェア（P41に同じ）

※ 商業登記電子証明書はファイル形式のため、公的個人認証電子証明書のようにICカードの切り替
え設定は必要ありません。
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① 申請⽤総合ソフトを起動し「ツール」－「PDFファ
イルの署名」をクリックします。次に、「参照」をク
リックして電子署名するPDFファイルを選択します。

② 出⼒先欄の「参照」をクリックして署名後のファイルを保
存するフォルダを指定します。よろしければ「ファイルで署
名」をクリックします。
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③ 確認画面が表示されますので商業登記電子証明書を選択し、「開
く」をクリックします。次にパスワードを⼊⼒し、「確定」をクリック
すると指定したフォルダにPDFファイルと署名情報ファイルが出⼒されま
す。

※オンライン申請に添付する場合は、PDF
ファイルと署名情報ファイルの両方が格納さ
れたフォルダごと添付する必要があります。

B、司法書士へ署名済議事録を送ります。 （メール送信時にはZIP圧縮が必要です）

依頼者

【ご注意︕】
法務省オンライン申請の添付ファイルには使⽤できない⽂字があります（半角スペース、全角スペース、半角記号、全角記号の⼀部等）。また、同⼀申請に
同名のファイル名は利⽤できません。こうした署名済ファイルやフォルダを受け取った際は、PDF署名したファイルはファイル名の変更ができますが、
XML署名したフォルダやファイルは名称の変更ができませんので、再度、ファイル名を変更して署名をしなおしていただく
必要がありますので、ご注意ください。
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４、 署名済議事録の確認方法



電子署名の検証について

58

・電子署名された議事録等を司法書⼠の先生が受け取った際は、必ず電子署名の検証を⾏う必要があります。
電子署名の検証では以下の４つの確認を⾏います。

① 誰が署名したかを確認
② 署名後、電子情報が改ざんされていないかどうかを確認
③ 電子証明書が現在も有効であるかどうかを確認
④ 法務省へのオンライン申請に利⽤できる電子証明書かどうかの確認

・電子証明書には失効制度があり、証明事項に変更があると電子証明書は失効されます。申請時に電子署名
の検証が有効でない場合は、オンライン申請でエラーとなります。
・マイナンバーカードに格納された公的個人認証電子証明書の場合、住所が変わったり、氏名が変わったり、
死亡すると電子証明書は翌日には失効します。また、商業登記電子証明書も証明事項が変更になる登記が申
請されると、リアルタイムで電子証明書は失効状態となります。
・そのため、依頼者の署名時に電子証明書が有効であったとしても、申請時までにタイムラグがある場合は、
再度、司法書⼠の先生による電子署名の検証作業が必要となります。
・書面申請の添付書面に実印が押印されている場合、印鑑証明書の印影と照合する作業に相当します。

©2021 LEGAL CO.,LTD.



署名形式に応じた署名検証

59

議事録の電子署名にはいくつか形式があり、署名形式に応じた異なる方法によって署名検証を行います。

署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

※1 検証方法の⼀例を記載しています。
©2021 LEGAL CO.,LTD.



署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

60
※1 検証方法の⼀例を記載しています。

©2021 LEGAL CO.,LTD.

電子契約サービスで作成された議事録をそのまま添付情報とする場合
（１）電子契約サービスの電子署名の検証



電子契約サービスで作成された議事録をそのまま添付情報とする場合
（１）電子契約サービスの電子署名の検証

電子署名の検証

61

① 誰が署名したか（誰の指示で署名したか）
② 署名後改ざんされていないか
③ 電子証明書が現在も有効であるか
④ 利用できる電子証明書か

① 誰が署名したか 〇

それぞれの署名が
どの時点で付与さ
れたものかは各電
子契約サービスの
ホームページで電
子署名の検証方法
をご確認ください。
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電子契約サービスで作成された議事録をそのまま添付情報とする場合
（１）電子契約サービスの電子署名の検証

62

① 誰の指示で署名したか 〇

② 署名後改ざんされていないか 〇 ④ 利⽤できる電子証明書か 〇

©2021 LEGAL CO.,LTD.



電子契約サービスで作成された議事録をそのまま添付情報とする場合
（１）電子契約サービスの電子署名の検証

63

③ 電子証明書が現在も有効であるか 〇

④ 利⽤できる電子証明
書か法務省ホームページ
の電子証明書と照合。ま
た、依頼者に電子契約
サービス名（この場合ク
ラウドサイン）を確認〇

©2021 LEGAL CO.,LTD.http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05
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電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（２）公的個人認証電子証明書（PDF署名）

署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

※1 検証方法の⼀例を記載しています。



電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（３）公的個人認証電子証明書（PDF署名）

65

PDF署名した議事録（P.40〜P.44）

署名検証結果（電子証明書有効性確認前）

③ 電子証明書が現在も
有効であるか ︖

② 署名後改ざん
されていないか 〇

① 誰が署名したか 〇

追加署名
した印影を
クリック

©2021 LEGAL CO.,LTD.

④ 利⽤できる電子証明書か 〇



日司連公的個人認証有効性確認システム

有効性確認結果一覧

一致性検証結果一覧

電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（２）公的個人認証電子証明書（PDF署名）

日司連公的個人認証有効性確認システムにロ
グインし有効性確認結果⼀覧を選択します。

署名時に確認した記録が残っていますので⼀
致性検証を選択します。

山田 〇〇
〇〇市〇〇町〇番〇号

※イメージ画面です。実際の画面とは異なります。

©2021 LEGAL CO.,LTD. 66



⼀致性検証

PDF情報を書き出す キャンセル

電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（２）公的個人認証電子証明書（PDF署名）
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PDFファイルに含まれる電子証明書が表
示されますので、「検証」ボタンを押
します。

©2021 LEGAL CO.,LTD.

公的個人認証電子証明書でPDF署名さ
れたファイルを画面の枠内にドロップ
します。

以前に確認した依頼者の公的個人認証電子
証明書と⼀致した場合は「⼀致」と表示さ
れます。電子証明書の有効性確認は「⼀致
性検証結果⼀覧」ページで確認します。

※イメージ画面です。実際の画面とは異なります。

⼀致性検証

証明書CN:︓ １．2010XXXXXXXXXXXXXXXX
2．2020XXXXXXXXXXXXXXXX

PDFハッシュ値︓ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

書類名︓ 取締役会議事録

検証 キャンセル

⼀致性検証結果

⼀致
「〇〇〇〇」様の証明書CN「2010XXXXXXXXXXXXXXXX」

と⼀致しました。

検証結果は「⼀致性検証結果⼀覧」ページでご確認ください。

OK



日司連公的個人認証有効性確認システム

有効性確認結果一覧

一致性検証結果一覧

電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（２）公的個人認証電子証明書（PDF署名）

68

③ 電子証明書が現在も有効であるか 〇

⼀致性検証結果⼀覧には検証結果が
表示されます。

山田 〇〇 〇〇市〇〇町〇番〇
号

POINT︕
事前連絡なく、いきなり公的個人認証電子証明書で署名追加された議事録が司法書
⼠事務所へ持ち込まれた際は、依頼者に電子証明書の有効性確認作業（P.37〜P.39）
を⾏っていただき、議事録に付与された電子署名の電子証明書が⼀致するかどうか
を確認します（P.66〜P.68）。

※イメージ画面です。実際の画面とは異なります。 ©2021 LEGAL CO.,LTD.
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電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（３）公的個人認証電子証明書（XML署名）

署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

※1 検証方法の⼀例を記載しています。



電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（３）公的個人認証電子証明書（XML署名）
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電子契約サービスで作成された議事録の署名指示者の確認と、署名者
の電子署名の検証（P.61〜P.63）

公的個人認証電子証明書の電子署名の検証

XML署名した議事録（P.46-48）

©2021 LEGAL CO.,LTD.



電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（３）公的個人認証電子証明書（XML署名）

71

① 誰が署名したか 〇② 署名後改ざんされていないか 〇

③ 電子証明書が現在も有効であるか不明︕ ×フォルダ内のXML
ファイルを選択

④ 利⽤できる電子証明書か 〇

©2021 LEGAL CO.,LTD.

公的個人認証電子証明でXML署名された
場合は、現状、日司連公的個人認証有
効性確認システムでは電子証明書の有
効性確認ができませんので、ご注意く
ださい。
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電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（４）商業登記電子証明書（PDF署名）

署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

※1 検証方法の⼀例を記載しています。



電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（４）商業登記電子証明書（PDF署名）

73

PDF署名した議事録（P.50〜P.52）

署名検証結果（電子証明書有効性確認前）

③ 電子証明書が現在も
有効であるか 〇

② 署名後改ざん
されていないか 〇

① 誰が署名したか 〇

追加署名
した印影を
クリック

©2021 LEGAL CO.,LTD.

④ 利⽤できる電子証明書か〇
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電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（５）商業登記電子証明書（XML署名）

署名形式 追加署名方法 検証方法 ※１

電子契約サービス電子署名
のみ ー Acrobat Readerで署名情報を検証

公的個人認証電子証明書
追加署名あり XML署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能。
電子証明書の有効性確認は不可。

公的個人認証電子証明書
追加署名あり PDF署名

電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システム等で改ざんの
有無の検証は可能
電子証明書の有効性確認は日司連公的個人認証有効性確認シ
ステムを利⽤。

商業登記電子証明書
追加署名あり XML署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。
商業登記電子証明書
追加署名あり PDF署名 電子認証キットPRO⼜は“権”電子認証システムで改ざんの有

無、電子証明書の有効性確認ともに確認可能。

※1 検証方法の⼀例を記載しています。



電子契約サービスで作成された議事録に追加の電子署名がある場合
（５）商業登記電子証明書（XML署名）
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① 誰が署名したか 〇② 署名後改ざんされていないか 〇

③ 電子証明書が現在も有効であるか〇

フォルダ内のXML
ファイルを選択

④ 利⽤できる電子証明書か 〇
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XML署名した議事録
（P.54〜P.56）
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６、署名済議事録を添付した
オンライン申請方法

（申請⽤総合ソフトを利⽤した方法）
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①申請⽤総合ソフトを⽴ち上げ該当の事件編集画面を
開きます。

②添付書類を全てオンラインで添付する場合は、「添付書類」
の（郵送）等を削除し、「別送の有無」を『無』に変更します。

申請⽤総合ソフトを利⽤して電子署名の検証済み議事録や委任状、株主リストなどの添付書類すべてを申請⽤総合ソフトにファイル
添付をして（完全）オンライン申請を⾏う方法についてご説明します。別送方式（半ライン申請）と概ね同じ流れとなりますが、主
に完全オンライン申請する場合の注意点を中心にご説明します。

（郵送）を削除

『無』に変更
（印鑑届出は除く）

※1 追加署名が必要な議事録等は、「３、議事録への電子署名追加」（p.22）を確認してください。
※2 署名済み議事録やその他オンライン申請に添付する書類に電子署名が付与されている場合、電子署名の検証を⾏う必要がござい

ます。署名検証方法については、「５、署名済議事録の確認方法」 (p.57)を確認してください。



©2021 LEGAL CO.,LTD. 78

④通常は「ファイル追加」から取込みをしますが、XML署名を
利⽤して署名した場合は「署名付きPDFフォルダ追加」
（※3）から取込みをします（以下、通常のオンライン申請の
流れと同様となりますので割愛します）。

※1 電子署名の検証をしていない場合は、電子署名の検証が必要となります（p.57〜）。

※2 委任状等の添付書類を⼀部郵送する場合は別送方式（半ライン申請）となります。

※3 署名付きPDFフォルダ名とPDFファイル名および署名情報ファイル（XMLファイル）名が⼀致しない場合は添付することができません。

公的個人認証電子証明書でXML署名された場合は、日司連公的個人認証有効性確認システムでは電子証明書の有効性確認ができませんのでご注意

ください。XML署名方法については（p.46〜）をご確認ください。

※3

③「ファイル添付」をクリックして電子署名の検証済み（※1）の
添付ファイルを選択します（※2）。
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関連書籍のご紹介

会社議事録・契約書・登記添付書面のデジタル作成実務Ｑ＆Ａ
〜電子署名・クラウドサインの活⽤法〜

日本加除出版株式会社
¥3,850税込 ⇒ 本研修会ご参加特別価格¥3,470税込
著者︓⼟井万⼆ ／編集代表 尾方宏⾏・新保さゆり・内藤卓・橋詰卓司・大塚⾄正・重松学
／執筆 弁護⼠ドットコム株式会社・株式会社リーガル／編集協⼒
判型︓A5判
ページ数︓344頁
発刊年月︓2021年3月刊
ISBN/ISSN︓978-4-8178-4714-0
商品コード︓40857

本書では電子契約サービスについて業界No１のクラウドサインを運営する弁護⼠ドットコム株式会社の
橋詰卓司氏がサービスの仕組みや利⽤方法、法的な裏付け、さらに企業での運⽤について詳しく解説
されています。

また、株式会社リーガルでは電子契約サービスで作成された議事録への電子署名の追加方法や署名済
議事録を司法書⼠の先生が受け取られた際の署名検証方法について詳しく解説しております。

※ 本研修会ご参加の皆様は１割引きにてご購⼊できますので、配布物に添付している割引注文書を
ご利⽤ください。
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関連ソフトのご紹介
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司法書⼠システム“権”（ちから）

電子契約サービスで作成された議事録への追加署名やその後のオンライン申請は
もちろんのこと、24時間以内に設⽴登記が完了する定款認証と法人設⽴の同時申請
※や商業登記電子証明書の発⾏申請もオンラインでできます。

オンライン申請のことは“権”にお任せ下さい︕
※24時間以内に登記を完了するには⼀定の条件がございます。詳しくはP.84をご確
認ください。

オンライン申請画面

定款認証・設⽴同時申請画面

商業登記電子証明書のオンライン発⾏申請画面

関連ソフトのご紹介
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本日の研修内容についてのご質問はこちらから

QRコードまたは下記リンクから

ご質問内容を⼊⼒してください。

ご質問内容を確認後、当社担当者が直接お電話にて回答いたします。
「事務所名」「お名前」「お電話番号」を正確にご⼊⼒ください。

お問い合わせ多数の場合は回答に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

「佐賀県司法書士会研修会参加者様専用 特別質問フォーム」

ご質問受付期限︓11月14日（日）

https://forms.gle/7JjiqHcEHZp2yNLp7
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ご清聴ありがとうございました。

商号 株式会社リーガル LEGAL CORPORATION
本社 愛媛県伊予郡砥部町重光248番地3 電話：089-957-0494 FAX：089-957-0471

東京営業所 東京都新宿区四谷本塩町4-40 光丘四谷ビル5F 電話︓03-5360-1755 FAX︓03-5360-1756

名古屋営業所 名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4F 電話︓052-856-2090 FAX︓052-308-1902

大阪営業所 大阪市中央区北新町1番1号 千倉ビル201 電話︓06-6940-3440 FAX︓06-6940-3441

福岡営業所 福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル6F 電話︓092-432-9078 FAX︓092-432-9079
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