
AW Webinar 実務シリーズ #1
アジア電子契約の実務

～加速する契約のデジタル化
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本日ウェブセミナーの流れ
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はじめに（久保）

1. 日本における電子契約の実務のポイント（松村）

2. アジアにおける電子契約の実務のポイント（松村）

株式会社リセの会社サービスのご紹介（藤田）

3. パネル・ディスカッション（佐々木、藤田、松村、久保）

4. 視聴者の皆様から頂いたご質問にお答えするQ&Aセッション

終わりに（久保）

前半

後半
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AsiaWise GroupはCross-Border Professional Firm from Asiaをコンセ
プトとして設立されました。設立以来、アジアのクロスボーダー案件に
フォーカスし、高品質なリーガル・IPサービスを提供しています。

AsiaWiseのチームメンバーは多様なバックグラウンドをもったプロフェッショナル
集団です。AsiaWise Groupは、法的な側面から、アジアの経済、国（Nation 

States）、人々のつながり（相互理解・尊重）の実現に貢献します。

AsiaWise Groupのご紹介

General Corporate / M&A
契約法務 / M&A

日本企業の現地進出、M&A/JV
案件を支援します。電子契約を
始めとするアジア現地企業との
取引から生じる契約についてア
ドバイス可能です。

Risk Management
不正等のリスクマネジメント

現地でトラブルに見舞われた日
系企業の「駆け込み寺」、「守
護神」として、日系企業のアジ
アビジネスの展開を下支えしま
す。

Intellectual Property (IP)
知的財産権

アジアでは、日系企業がIPを
登録、執行する場面が増えて
います。AsiaWiseは、現地に
根差したIP保護サービスの提
供が可能です。

- Services -



日本及び海外の電子契約について
AsiaWise法律事務所
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１．日本：電子契約の法制度
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A社は現在テレワークの推進中である。

その一環として、電子契約の導入を検討しているが、
様々な疑問が出てきた。

契約書といえば「紙にハンコか署名」が常識だった。
電子契約は法律上有効なのか？

契約の有効性をめぐって裁判になったとき、電子契
約を証拠として使うことができるのか？

国によって法律が違うとすれば、その国ごとに法律
上の有効性を調べないといけないのか？
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はじめに



日本法上、原則として、契約の締結に紙の契約書は必須ではありません。

∵民法522条2項「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、
書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」

ただし、法令上契約を「書面」によって締結することが義務付けられて
いたり、契約締結の際に一定の内容を書面化することが義務付けられて
いたりすることがあるので、注意が必要です。
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１．電子契約とは

日本法上、契約の締結に際して書面が必要となる契約類型の一例

定期借地契約、定期建物賃貸借契約 借地借家法22条、38条1項

宅地建物売買等媒介契約、重要事項説明書、
契約成立後交付書面（いわゆる37条書面）

宅建業法34条の2、35条、37条

マンション管理業務委託契約 マンション管理法73条

労働者派遣契約 労働者派遣法26条、施行規則21条3
項



電子契約では署名や印鑑の代わりになるものが必要。そこで
使用されるのが「電子サイン」と「電子署名」です。

➢電子署名：公開鍵暗号と呼ばれる暗号技術を利用し、本人
性（署名者本人がその文書に署名をしたこと）と、非改ざ
ん性（文書が後で改ざんされていないこと）を担保するも
の

➢電子サイン：タブレット上などに署名や印影を表示させる
ことで署名や押印の代替とする方法や、その他電子文書に
対するサイン方法の総称
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２. 電子署名と電子サインの違いとは？
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３. 電子署名のイメージ
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電子署名法は、一定の要件を満たす電子署名について、文書の成立の真
正の推定効を与えています（第3条）。

公開鍵暗号技術や電子証明書を利用した電子署名であれば、
上記の要件を充足すると考えられます。

それ以外の電子サインは、上記の要件を充足しないと考えら
れます。

© AsiaWise 10

４．電子署名法とは？

成立の真正が推定される要件

①本人性の確認 「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」（第2条1項1号）

②非改ざん性の確認 「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」（同項2号）

③署名者の特定 「本人による電子署名（これを行うために必要な符号及び物
件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができ
ることとなるものに限る。）が行われている」こと
（第3条）
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５. 電子署名および電子サインと電子署名法との関係

電子署名の有無 電子署名法との関係 コスト

電子署名
(本人署名型)

契約当事者自身
が電子署名を行
う

電子署名法3条に基
づく成立の真正の推
定効を得ることがで
きる

自分で電子証明書
を用意・維持する
ためコスト・手間
がかかる

電子署名
(事業者署名型)

電子契約サービ
ス事業者が電子
署名を行う

電子署名法3条に基
づく成立の真正の推
定効は得られない可
能性が高い

自分で電子証明書
を用意する必要が
ない。

電子サイン 電子署名を行わ
ない

電子署名法3条に基
づく成立の真正の推
定効は得られない

自分で電子証明書
を用意する必要が
ない。



２．アジア：電子契約の法制度
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１. アジア各国で電子契約の有効性を認める法律が制定済み
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国・地域 法令 制定年

中国 Electronic Signature Law of the People’s Republic of China 2005

台湾 Electronic Signature Act 2001

香港 Electronic Transactions Ordinance 2000

韓国 Digital Signature Act 1999

シンガポール Electronic Transactions Act 2010

フィリピン
Republic Act No. 8792 An Act Providing for The Recognition and Use of
Electronic Commercial and Non‐Commercial Transactions and Documents, 
Penalties for Unlawful Use Thereof and for Other Purposes 

2000

ベトナム Law on E-Transactions 2005

タイ Electronic Transactions Act B.E. 2544 2001

マレーシア Digital Signature Act 1997

インドネシア
Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning 
Electronic Information and Transactions

2008

インド The Information Technology Act,2000 2000

各国において法整備済みであり、原則として電子契約を利用することが可能



２. 電子契約を使用することができない契約は？
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各国法上、電子契約を使用することができない契約類型があ
るので注意が必要です。この点は国・地域によって範囲が異
なるので、事前にチェックすることが必要です。

中国 台湾 香港 韓国 シンガポール フィリピン

・婚姻、養子
縁組
・相続 等

・労働者の団
体協約
・外国労働者
との契約 等

・遺言
・信託
・委任状 等

・電子金融取引
の内容開示
・個人による保
証契約 等

・遺言書
・有価証券
・不動産売買
等

・遺言書
等

ベトナム タイ マレーシア インドネシア インド

・不動産取引
・相続
・婚姻
等

・親族・相続
関連 等

・委任状
・遺言書
・有価証券
等

・人事関係書類
・知的財産権移
転契約

・弁護士の委
任状
・遺言
・不動産取引
契約 等



電子契約では署名や印鑑の代わりになるものが必要。そこで
使用されるのが「電子サイン」と「電子署名」。

➢電子署名（Digital Signature）：公開鍵暗号と呼ばれる暗号
技術を利用し、本人性（署名者本人がその文書に署名をし
たこと）と、非改ざん性（文書が後で改ざんされていない
こと）を担保するもの

➢電子サイン（Electronic Signature）：タブレット上などに署
名や印影を表示させることで、署名や押印の代替とする方
法や、その他電子文書に対するサイン方法の総称
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３. 電子署名と電子サインの違い？
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各国法上、基本的に、「電子契約である」という理由のみによって契約
書の法的効力が否定されることはありません。

電子署名（Digital Signature）でなければ法的効力が認められないというこ
ともありません。電子サイン（Electronic Signature）を使用することも可
能です。ただし、電子サインについて、一定の要件や相手方の同意を必
要とする国・地域もあります。

４．「電子署名」か、「電子サイン」か

中国 台湾 香港 韓国 シンガポール フィリピン

一定の要件あり 相手方の同意が
必要

一定の要件あり
相手方の同意必
要

特になし 一定の要件あり 特になし

ベトナム タイ マレーシア インドネシア インド

一定の要件あり 一定の要件あり 一定の要件あり 一定の要件あり 一定の要件あり



➢後で相手から「私はサインしておらず、これは私の署名が勝手にコ
ピーされたものだ。したがってこの覚書は無効だ」と主張されるリス
クがある。

➢たとえば契約書の修正（amendment）に関して”this agreement 
shall not be amended unless made in writing signed by the both 
parties”と定められており、契約上”sign”が要求されている場合もある。

Case Study①
海外の現地子会社の従業員から、「ローカル企業との取引契約について、

契約内容を修正するための覚書を締結することになった。ところが、ロッ
クダウン中のためサインができない。契約書をスキャンして、PDFに署名
の画像を貼り付けたものをメールでやりとりすることで覚書を締結したい
のだが、問題ないか？」との質問があった。

５. 実務上の留意点①：署名の画像をPDFに貼付け……？
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➢アジア新興国においては、裁判所が電子契約を証拠として認めない
リスクを考慮する必要がある。

➢労働法に関する法制度や実務は国・地域ごとに特色があるので注意
が必要。

Case Study②
現地労働者との雇用契約更新の際、労働者の合意を得て、給料を1割

カットして契約の更新を行った。もっとも現地はロックダウン中であった
ため、更新契約は電子サインを用いた電子契約の形式で締結した。

ところが、後になって労働者側が「自分は減給に合意などしていない」
と主張して減給前の給料を主張してきた。話し合いはまとまらず、労働者
は訴訟を提起してきた。

５. 実務上の留意点②：実務上の不明確性を考える
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まとめ
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電子契約を導入する場合、まず自社で使用したい契約類

型について、法令上、電子契約の使用が認められている

かどうか確認する。

法令だけでなく、実務上のリスクについても検討する。

※アジア各国において電子契約に関する実務の蓄積は十

分でなく、不明確な点があることを認識する

以上をもとに、書面の契約と電子契約を利用する場面の

使い分けを社内(グループ内)でしっかりとルール化する

こと。



会社概要

株式会社リセ

代表者

代表取締役社⻑ 藤田美樹

設立

2018年6月（開業2019年1月）

良質な法務サービスを
リーズナブルな価格で
すべての企業に

リーガルテクノロジーで人々の生活をもっと豊かに

MISSION

最先端の技術を用いることにより、
全ての企業が法務を充実させて
リスクを減らし、
将来の紛争を未然に防ぎ、
紛争の少ないスムーズな社会を実現する

https://lisse-law.com/

リセ 法務

https://lisse-law.com/


英文契約書サービス

国際取引特有のリスクの洗い出し抜け漏れをチェック

⚫ 法律文書に特化した
AI翻訳

✓オリジナル英文翻訳 ✓自動レビュー ✓英文のお薦め変更文案

⚫ 英文専用の解説

✓国際取引対応の条文解説

⚫ 貴社の立場に応じた
自動レビュー

⚫ 和文での変更案と、
これに対応した
英文変更案も提示

https://lisse-law.com/

https://lisse-law.com/










太陽誘電佐々木様の資料は、配布対象ではありません。
ご理解の程宜しくお願い致します。
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パネル・ディスカッション
＃テクノロジーは法律業務を変えるのか

～電子契約を導入する場合の実務上の諸問題
① 企業における電子契約導入のポイント
② 電子契約導入後に想定される諸問題
③ 今後、法務部・弁護士の業務はどう変わっていくのか

藤田美樹

弁護士（日本）

株式会社リセ
代表取締役社長

AsiaWise法律事務所
カウンセル

久保光太郎

弁護士（日本）

AsiaWise法律事務所
代表弁護士

松村正悟

弁護士（日本）

AsiaWise法律事務所
アソシエイト弁護士

佐々木毅尚

太陽誘電株式会社
法務部長


