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財務・税務・経理担当者が知っておきたい
新型コロナ禍で注目されている電子契約及び電子署名の法律上の留意点について
Executive Summary
新型コロナ禍においてテレワークが浸透する中で、契約書の押印のために出社が必要となる業務の解消のためにも電子契
約や電子署名導入への関心が高まっているところである。
その導入に当たっては、法律面で押さえるべき論点を把握した上でベンダーを選んだり、社内体制を整えたりすることが不
可欠となる。
具体的には、以下の二つの事項への留意が必要がある。


民法上、契約は契約書がなくても成立するため、電子契約を用いる際の形式面での要件も特に存在せず、自社
のオペレーションに即した電子契約を選択することができる



押印は、契約の成立要件ではなく、成立の立証のための手段に過ぎず、電子署名や電子メール認証といった、これ
に代わる手段の中から、自社の業務プロセスに適したものを選び、電子契約を締結することができる

本ニュースレターでは、契約書を日常的に取り扱わない部署の方向けに、電子契約及び電子署名をめぐる法律上の論点
を紐解いて解説するものとする。

1.

はじめに

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、物理的な出社が必ずしも容易ではなくなったことから、テレワークに適しているとはい
い難いこれまでの紙の契約書に代えて、電子契約の導入を検討する企業が増加している。もっとも、電子契約は、企業内の
他の文書とは異なり、外部の相手方が存在することから、他の文書の電子化とは異なる考慮が必要とされ、また、経理系の
業務との関係では、電子帳簿保存法にも留意する必要がある。
2.

電子契約の概要

(1)

電子契約を含む契約の締結に関する前提

1)

契約成立における契約書の必要性

契約の成立の要件は民事の基本法である民法に規定されているが、民法上は、契約書作成は特に求められておらず、口頭
でも成立する。
もっとも、いざ相手方との紛争が生じた際には、契約の存否と内容を立証する必要があり、立証できなければ契約を締結して
いないのと変わらない。もちろん、証人を呼んで証言してもらうことで立証するのも不可能ではないが、証言で内容の詳細を逐
一明らかにするのは困難なため、現実問題としては、契約書は必要といえる。また、保証契約等の一定の類型の契約は、書
面化しないとそもそも効力が生じない。
とはいえ、抽象的な法令上の要件としては、契約「書」は不要であることから、契約の内容を記録する媒体が紙である必然性
もなく、電子契約を用いることも可能となる。

1

2)

契約書への押印の必要性

前記のとおり、民法上は契約書作成は求められておらず、したがって、契約書に押印がなくても成立する。
しかしながら、いざ紛争が生じた際には、相手方が確かにその契約を締結したことを立証する必要があり、立証できなければや
はり契約を締結していないのと変わらない。もちろん、締結時に証人がいれば立証は可能であるが、実際には、証人のいるよう
な契約の方が少ないため、相手方による契約の締結を立証するために、お互いに相手方に契約書に押印してもらっておくこと
になる。
押印の効力は、例えば A という人の名前が刻印された印章（印鑑）が紙の文書に押捺され、文書の紙面上に A 名義の
印影が表れている場合、以下のような推定効果が生じるというものである。
推定

根拠

事実上の推定

最高裁判例

（1 段目の推定）

（昭和 39 年 5 月 12 日
民集 18 巻 4 号 597 頁）

内容

実質的根拠

 文書に A 名義の印影が表
れている場合、その押印は
A が行ったとの推定

 印鑑は、通常厳重に保管
するものであり、他人が自由
に使えるようにはなっていない
はず、という経験則
 いわゆる実印の方がより当
てはまるが、必ずしもそれに
限定されない

法律上の推定

民事訴訟法

（2 段目の推定）

第 228 条第 4 項

 A という人物が文書に署名
又は押印している場合、そ
の文書全体は A の意思に
基づくとの推定

 押印をする前には、通常内
容を全体的に確認するは
ず、という経験則

あくまでも推定でしかなく、かつ、A という人の名前が刻印された印章（印鑑）も、下記のとおり様々であるため、推定の強さ
にも差異がある。



実印（印鑑登録を行っているもの）
認印（三文判等）

また、押印にはこのような推定効果があるものの、民事訴訟法上は、誰が契約を締結したかを立証する方法は押印には限定
されておらず、後記の電子署名や電子メール認証といった、押印以外の手段を用いることも可能である。
(2)

押印に代わる手法（電子署名・電子メール認証）

1)

電子署名の概要

電子契約では、物理的な押印が想定されないため、電子署名がその代用手段の一つとなる。
電子署名とは、電子署名及び認証業務に関する法律の第 2 条第 1 項において、以下のように規定されている。


電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）に記録することができる情報について行われ
る措置であって、次の要件のいずれにも該当するもの
 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること
 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること

これらのうち、「当該情報（＝契約書）が当該措置（＝電子署名）を行った者の作成に係るものであることを示すためのも
のであること」という内容は、文書に基づく権利義務の帰属先特定機能を、押印と同様に電子署名も有していることを示して
いる。
具体的な流れは以下のとおりである。
当事者

押印の場合の流れ

電子署名の場合の流れ

押印（署名）側

対象となる紙の文書に、朱肉による印影 対象となる電子データに、その内容を変換したハッシュ値
を付加
と呼ばれるデータや電子証明書のデータを付加

文書を受領する側

付加されている印影が、押印側当事者 付加されているハッシュ値や電子証明書のデータを用い
のもの（と受領側で認識している印影） て、電子署名が署名者のものか、電子署名の時点以降
と同一か、肉眼で確認
に改竄がなされていないか、ソフトウエアにより確認
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2)

押印と電子署名の比較

押印と同様、電子署名にも、それを行ったのが誰であるかの特定機能の強いものと弱いものが存在する。
機能

押印の場合の例

電子署名の場合の例

 文書の効果の帰属先を示す機能


「A」という印影は（実際に A が施したかは
 いわゆる認印
ともかく）当該文書の内容である権利義
務と A を結びつける

 文書の効果の帰属先を示す機能
 実際の行為者を特定する機能


「A」という印影があれば、A が施したと推定
して差し支えないこと

 第三者の認証局が関与していない電子証
明書に基づき作成される電子署名

 第三者の認証局が発行した電子証明書に
基づき作成される電子署名

 実印



電子署名法第 2 条第 2 項

現状では、例えば公的個人認証サービスや商業登記に基づく電子認証制度のように、電子署名のための必要な電子証明
書を第三者の認証局から発行してもらう場合が多く、そのような認証局の関与がある場合、電子署名の行為者特定機能
は、押印における実印と同程度ということになる。
もっとも、認証局から電子証明書の発行をわざわざ受ける必要があることが、電子署名（リモート署名との対比で、ローカル署
名とも呼ばれる。）の普及が進まない一因となっている。この解決策として、電子契約ベンダー等の事業者が、自ら認証局を
兼ね、顧客の電子証明書を発行して厳重に保管し、顧客の指示に基づき、保管している電子証明書を用いて顧客のために
電子署名を行う、リモート署名という方法も徐々に広がっており、後記の電子メール認証に加えて提供されることもある。
また、他人が無断で同じものを作出する可能性についても、押印と同様に、そのおそれの高い電子署名と低い電子署名が存
在する。
偽造の容易性

押印の場合の例

 他人が無断で同じものを比較的容易  機械で製作されるもの
に作出可能
 いわゆる三文判
 行為者特定機能が弱い
 浸透印
 他人が無断で同じものを作出すること
 職人による手彫りの印章
が困難
（印鑑）
 行為者特定機能が強い

3)

電子署名の場合の例
 暗号としての強度の低いアルゴリズムを用いた電
子署名
 暗号としての十分な強度を備えたアルゴリズムを
用いた電子署名
 例えば、特定認証（電子署名法第 2 条第
3 項）の対象となる電子署名に求められる
水準

改竄等への対処

押印の場合、押捺された印影には、文書の内容の改竄等を検知する機能は存在しない。これは、文書が紙で存在しており、
仮に改竄等がなされても、以下の事項の事後的な検証は容易であるとの前提が満たされることによるものといえる。



改竄等がなされたかどうか及びその内容
契約書のように複数の当事者がそれぞれ原本を保有している場合、改竄等のなされた方の原本と、なされていない真
正な原本の区別

一方、文書が電子データで存在している場合、電子データの性質上、改竄等の痕跡を見抜くのは容易ではない。また、契約
書のように複数の当事者がそれぞれデータを保有している場合、いずれが改竄等のなされたものかの区別も難しく、改竄等の
ない真正な方のデータが、逆に改竄等を疑われる可能性も否定できない。
このような内容の改竄等の容易性に対しては、前記のとおり、電子署名に内容の改変の有無を確認する機能が存在し、これ
により対応がなされている。
4)

電子メール認証

電子署名以外に、電子契約で押印の代わりに用いられる手段として、電子メール認証がある。
電子メール認証は、電子メールのアドレスが、なりすまし等の極めて例外的な場合を除き、それを用いる人との対応関係がある
ことに着目し、例えば A という人のメールアドレスから、契約のデータが送信された、又は受信した契約のデータの内容への承諾
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の意思表示が送信された場合、当該送信は A が行ったものであり、契約のデータの内容はＡの意思に基づくと推定する、と
いうものである。
前記のとおり、電子署名のうちいわゆるローカル署名が、認証局からの電子証明書の取得等の準備が煩雑でそれほど普及し
ていないことから、ローカル署名より簡便な手法として、多くの電子契約ツールがこの方法を用いている。また、前記のリモート署
名と組み合わせて提供される場合もある。リモート署名が付されない場合でも、通常電子契約ベンダーが締結後の契約書デ
ータを中立的な立場で保管するため、改竄等の事後的な検証は比較的容易といえる。
(3)

電子契約の類型

電子契約は、類型としては以下のようなものが考えられる。
種類

内容

留意点

当事者間での契約書の電子的な
やりとり

 A が契約書のデータ（PDF 等）を相手方
 費用がかからない
B にメールで送信し、締結を申込み
 改竄が容易
 B がメールで承諾の旨回答

電子契約ベンダーがメール認証を
行う電子契約

 契約書のデータ及び A による契約締結申
込みは、ベンダーから B に送信
 改竄の難易度は少し上がる
 B が承諾の旨ベンダーに送信すると、契約
書のデータはベンダーにて保管

電子契約ベンダーがメール認証と
リモート電子署名を行う電子契約

 ベンダーは、締結済み契約書データの保管
に際し、当事者からの指図により、データに  改竄は難しくなる
電子署名を付与

当事者が自らローカル電子署名を  A と B が契約書のデータをやりとりする際
行う電子契約
に、データにローカル電子署名を付与

 紙の契約書の業務フローに近い
 改竄は難しくなる
 ローカル電子署名はそれほど普及して
いないので、相手方に電子署名を付
与してもらうのが容易ではない

本格的に導入する場合には、電子契約ベンダーを選定し、そのベンダーが提供するツールを用いるのが一般的であるが、新型
コロナウイルス感染症の蔓延当初には、当座の簡便的な対応として、上表の 1 の契約書のデータをメールで送信し合うのみの
方式もしばしば用いられたところであり、これも電子契約といえば電子契約である。いずれにせよ、電子署名の有無も含め、自
社の業務に合ったものを選ぶことが重要といえる。
3.

電子契約特有の論点

(1)

電子契約が適しているとは限らない契約

私人間の権利義務を定める私法の観点からは、電子契約は特定の類型の契約には限定されない。
一方で、以下のように現状では電子契約が必ずしもなじむとはいえない契約類型も存在している。
私法以外の法令に基づく規制が存在するもの








登記（商業登記、不動産登記）
各業界の業法
労働法
情報セキュリティー
契約締結に関係した紛争リスクの存在するもの

 契約金額が大きいもの
 相手方がデジタルにあまり通じていない場合


契約内容の守秘性が高いもの
 契約の存在自体も開示できない契約（M&A 等）

(2)

電子契約締結の業務フローと内部統制

電子契約のうち、ローカル電子署名を用いるものは、電子署名のための法人の電子証明書が、法人のいわゆる代表印（法
務局に登録されている印鑑に係る印章）と同様に、総務や法務といった契約書締結に関与する部門で厳重に保管されてお
り、締結の業務フローは紙の契約書の場合に比較的類似している場合が多いといえる。
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一方で、電子メール認証による場合は、電子契約ベンダーの提供するツールの仕様上は、現場の担当者限りでも電子契約の
締結行為自体は完了できてしまう場合があり、契約締結のための社内の決裁に関する現状の業務フローがそのままでは機能
しないおそれもある。そのため、電子契約に適した業務フロー及び内部統制を再構築することが必要となる。
(3)

電子帳簿保存法への対応

契約書は、当事者間での紛争が生じた際に解決の手掛かりとなるという、私法の観点からの機能に加え、会計帳簿に記録
される個々の取引の内容の原資料という機能も有しており、そのため税法上も保存が求められている。
紙の契約書その他の紙の文書の場合、あるがままに保存する以外の方法は基本的に想定されず、法人税法をはじめとする
税法上も、保存方法に関する特段の規定は設けられていない。
一方で、契約書が電子データの場合、前記のとおり改竄等の痕跡を見抜くのは容易ではないことから、電子帳簿保存法にお
いて、改竄等の防止のための保存方法の要件が定められている。電子契約の導入に際しては、電子契約ベンダーが提供する
ツールが、電子帳簿保存法上の要件を満たしていないと、その不足している部分の追加対応が必要となるため、専門家を交
えて要件の充足を確認することが重要である。
4.

おわりに

電子契約は、契約書を扱う法務や総務といった部門以外の方々には、業務上での関わりは大きくはなく、一方で、求められ
る知見としては意外に奥が深いため、やや近寄りがたいトピックともいえる。本ニュースレターが、皆さまの電子契約・電子署名
への理解がより深まるきっかけとなり、ひいては各社のデジタル・トランスフォーメーションの進展の一助となれば幸いである。
（DT 弁護士法人

坂本 有毅）

書籍紹介
電子契約導入ガイドブック［国内契約編］（商事法務）
編 ：高林 淳・商事法務
共著：DT 弁護士法人 坂本 有毅・大和屋 力
企業への電子契約システム導入につき、社内実務の手引きとなる解説書
テレワーク普及に伴い、契約書への押印のために出社することを避けるべく企業のニーズ
が急速に高まった電子契約（電子署名・電子サイン）。実際に社内での導入に関わ
った担当者による実務解説と座談会、税務面も含めた法令解説からなる手引き書。
本書では日本企業間の契約への導入を取り上げる。
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過去のニュースレター
過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。
www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan

問い合わせ
DT 弁護士法人
所在地

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル

Tel

03-6870-3300（代）

email

dtlegal@tohmatsu.co.jp

会社概要

www.deloitte.com/jp/dt-legal

法務サービス

www.deloitte.com/jp/ja/services/legal

デロイト トーマツ税理士法人
東京事務所
所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビルディング
Tel

03-6213-3800（代）

大阪事務所
所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋三井ビルディング 5 階
Tel

06-4560-8000（代）

名古屋事務所
所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 JP タワー名古屋 37 階
Tel

052-565-5533（代）

email

tax.cs@tohmatsu.co.jp

会社概要

www.deloitte.com/jp/tax

税務サービス

www.deloitte.com/jp/tax-services
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ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリ
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