
 

 

 

   電子契約の背景 
 

 

 

 インターネットを中心とする情報通信技術の進歩は，いつでもどこでも情報の受発

信が可能な情報ネットワークを形成し，経済，社会，行政等に急激な構造変革をもた

らしている。いわゆるこの「IT 革命」が，どのように電子契約を後押ししているか見

てみよう。 

 

1.1 行政動向 

 政府は，IT 革命に対応するため，平成 12 年 7 月に内閣総理大臣を本部長とする「情

報通信技術戦略本部」を内閣に設置し，同時に産官学の有識者による「IT 戦略会議(議

長：出井ソニー会長兼 CEO)」を設置した。IT 戦略会議は，同年 11 月，「IT 基本戦

略」を提言し，これを受けて「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT 基本法)」

が成立した。こうしてわが国の包括的な IT 化に関する指針が示されるとともに，内

閣総理大臣を本部長とする「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT 戦略本

部)」が内閣に設置された。IT 戦略本部は，わが国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家

となることを目指すとする「e-Japan 戦略」を国家戦略として構築し，その具体的行

動計画として「e-Japan 重点計画」が策定された(図 1.1)。 

 e-Japan 戦略/e-Japan 重点計画では，すべての国民が情報通信技術(IT)を積極的に

活用し，かつその恩恵を最大限に享受できる知識創発型社会の実現に向けて，「超高

速インターネット網の整備とインターネット常時接続の早期実現」「電子商取引ルー

ルの整備」「電子政府の実現」「新時代に向けた人材育成」という 4 つの分野を通じ，

わが国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家となることを目標と掲げている。 
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H13.3.29 e-Japan重点計画を決定
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図 1.1 e-Japan までの流れ 

 

 e-Japan 戦略では，わが国の IT 革命への取り組みの妨げになってきたものとして，

制度としての書面主義や対面主義を指摘しており，特に「電子政府の実現」について

は，「文書の電子化，ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた情報共有・活用

に向けた業務改革を重点的に推進することにより，2003 年度には，電子情報を紙情報

と同等に扱う行政を実現」することを目標としている(図 1.2)。 

 e-Japan 戦略/e-Japan 重点計画は，さらなる見直しが行われ，森政権を引き継いだ

小泉政権では，平成 13 年 6 月に「e-Japan2002 プログラム」が策定された。さらに，

IT 化の取り組みをより一層加速させるため，平成 14 年 6 月には「e-Japan 重点計画

-2002」が策定された。また，e-Japan 戦略の策定後，IT バブルの崩壊等環境の変化

により，IT そのものの在り方が問われるようになった。 

 こうした背景を受けて，IT 戦略本部は平成 15 年 7 月，「e-Japan 戦略Ⅱ」を策定

した。平成 13 年に策定された「e-Japan 戦略」は，主としてインフラ整備に注力し，

ブロードバンドネットワーク環境の普及等一定の成果を現したが，e-Japan 戦略Ⅱで

は IT の高度な活用に軸足を移し，「IT の利活用による，『元気・安心・感動・便利』

社会の実現」を目指して，「医療」「食」「生活」「中小企業金融」「知」「就労・

労働」「行政サービス」の 7 分野を，IT 利活用を推進する先導分野として選定してい

る(図 1.3)。 
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1.1 行政動向 

 

IT基本戦略

e-Japan重点計画

5年以内に
世界最先端のIT国家

e-Japan戦略

・5年以内に少なくとも3000万世帯が高速インターネット網に，また1000
万世帯が超高速インターネット網に常時接続可能な環境を整備する。

・すべての国民がインターネットを使いこなせ(2005年のインターネット個
人普及率が60%(予想値)を大幅に超え)，多様な情報・知識を世界的規
模で入手・共有･発信できるようにする。

・ITの活用を通じた絶え間ない新規産業の創出と既存産業の効率化に
より，経済構造の高度化，国際競争力の強化，持続的な経済成長と
雇用の拡大を達成する。

・2003年度までに電子情報を紙情報と同等に扱う電子政府を実現する。

・電子商取引の市場を成長させ，2003年の市場規模が70兆円を大幅に上
回るようにする。

・遠隔教育や遠隔医療等を普及させる。

・すべての国民がインターネット等を通じていつでも必要とするサービスを
受け，様々なコミュニティに参加できるようにする。

・IT関連修士・博士号取得者を増大させるとともに，2005年までに3万人の
外国人人材を受け入れ，米国水準を上回る高度なIT技術者・研究者が
絶え間ない技術開発を行う環境を実現する。

・情報通信技術の高度化やコンテンツの発信等を通じて，世界の発展に貢
献する。

すべての国民がITのメリットを享受できる社会

経済構造の改革と産業の国際競争力の強化が
実現された社会

ゆとりと豊さを実感できる国民生活と，
個性豊で活力に満ちた地域社会が実現された社会

地域規模で高度情報通信ネットワーク社会の実現
に向けた国際貢献が行われる社会

(2000年11月27日
IT戦略会議)

(2001年1月22日
第1回ITIT戦略本部
決定)

〇 e-Japan戦略を具体化
〇 政府が迅速かつ重点的に実施すべき
　　施策の全容を明示
　　(IT基本法第35条)

⇒
⇒
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⇒
⇒

 

(平成 13 年 3 月 IT 戦略本部「e-Japan 重点計画概要」より抜粋) 

図 1.2 e-Japan 戦略と e-Japan 重点計画の基本的な方針 

 

 

(平成 15 年 7 月 IT 戦略本部「e-Japan 戦略Ⅱ(概要)」より抜粋) 

図 1.3 e-Japan 戦略Ⅱの概要 
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1. 電子契約の背景 

1.2 電子商取引の拡大 

 野村総研「サイバービジネス・ケースバンク」によると，わが国で初めて BtoC 市

場における電子商取引を行ったのは，平成 6 年 10 月に開店した讃岐うどん販売のサ

イトであった。以来，電子商取引を行う店舗数は増加を続け，平成 10 年夏に 1 万店

舗を突破すると，平成 11 年夏には 1 万 5000 店舗，平成 12 年春には，2 万店舗と急

激な伸びを示している。 

 サイバービジネス・ケースバンクは，平成 12 年の 6 月に集計を中止してしまった

が，わが国における電子商取引は，平成 12 年ごろから徐々に盛り上がりを見せてき

たといえよう。まず BtoB 市場においては，平成 11 年には数件しか見られなかった e

マーケットプレイスが平成 12 年になると 120 件を超えるなど，e マーケットプレイ

スブームの様相を呈した。一方 BtoC 市場においては，やはり平成 12 年に証券のオン

ライントレードサービスやコンビニの店舗と組み合わせたオンラインショッピング

サービスが登場する等，電子商取引が盛り上がりを見せ始めた。 

 経済産業省が電子商取引推進協議会と協力し，平成 10 年より実施している「電子

商取引に関する市場規模・実態調査」によると，わが国の BtoB 電子商取引の市場規

模は，平成 10 年：8.6 兆円，平成 11 年：12.3 兆円，平成 12 年：21.6 兆円，平成 13

年 34.0 兆円，平成 14 年：46.3 兆円であり，平均すると年 50％以上もの成長率で推

移している(図 1.4)。 
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図 1.4 BtoB 電子商取引市場規模の推移 (経済産業省，電子取引推進協議会調査) 
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1.2 電子商取引の拡大 

 一方，BtoC 電子商取引の市場規模は，平成 10 年：645 億円，平成 11 年：3,360

億円，平成 12 年：8,240 億円，平成 13 年：1 兆 4,840 億円，平成 14 年：2 兆 6,850

億円となっており，こちらは特に平成 13 年，平成 14 年と近年において年 80％程度

の成長を示しており，BtoB 電子商取引以上の成長で推移している(図 1.5)。 
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注：平成10年には不動産が含まれていない
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注：平成10年には不動産が含まれていない  

図 1.5 BtoC 電子商取引市場規模の推移 (経済産業省，電子取引推進協議会調査) 

 

 また，同調査では，BtoB 市場，BtoC 市場ともに，品目別の将来市場予測も行って

おり，平成 14 年度調査では，BtoB 市場，BtoC 市場それぞれ図 1.6，図 1.7 のよう

になっている。 

 平成 14 年(2002 年)においては，BtoB 市場は「自動車」「電子・情報関連機器」，

BtoC 市場は「不動産」「自動車」といった一部特定の品目が市場全体に占める割合

が高いのに対し，平成 19 年(2007 年)においては，それ以外の品目も市場として伸び

を見せると予測されている。 

 現在の電子商取引市場は，取引の工程のうちすべてが電子的手段により行われるの

ではなく，受発注の前工程にて電子的手段が用いられるものも含んでいる。また，現

状では法制度等の定めにより，書面での契約や意思確認が必要とされる取引も多い。

BtoB 市場，BtoC 市場ともに電子商取引市場が健全に発展していくためには，書面で

はなく電子的手段による契約の実現が不可欠であると言えるだろう。 
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平成19年

 

(経済産業省「平成 14 年度電子商取引に関する市場規模・実態調査」) 

図 1.6 BtoB 市場の電子商取引市場規模の予測 

 
平成19年

 
(経済産業省「平成 14 年度電子商取引に関する市場規模・実態調査」) 

図 1.7 BtoC 市場の電子商取引市場規模の予測 
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1.3 法制度の整備 

1.3 法制度の整備 

 経済の IT 化の流れが進展するなかで，先に述べたように，書面の交付あるいは書

面による手続きを義務付けている法規制が，電子商取引発展の阻害要因となっている

ことが懸念され始めた。 

 こうして，電子商取引等を阻害する大きな要因の 1 つとして，各方面から見直しが

要望されていた，民－民間の書面の交付あるいは書面による手続きを義務付けている

法律 50 本を対象に，従来の手続きに加え，送付される側の同意を条件に，電子メー

ル等の電子的手段によっても行うことを認める法律「書面の交付等に関する情報通信

の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(通称：IT 書面一括法)」が，平成

12 年 11 月に制定され，翌平成 13 年 4 月より施行された。対象となった法律は，表

1.1 のとおりである。 

 

表 1.1 IT 書面一括法の対象法律一覧 

 法律名 

1 証券取引法 

2 投資信託及び投資法人に関する法律 

3 外国証券業者に関する法律 

4 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 

5 金融先物取引法 

6 保険業法 

7 資産の流動化に関する法律 

8 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律 

9 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律 

10 電波法 

11 下請代金支払遅延等防止法 

12 たばこ耕作組合法 

13 消費生活共同組合法 

14 毒物及び劇物取締法 

15 社会福祉法 

16 結核予防法 

17 覚せい剤取締法 

18 麻薬及び向精神薬取締法 
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19 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 

20 薬事法 

21 農業災害補償法 

22 水産業共同組合法 

23 漁業法 

24 農業委員会等に関する法律 

25 漁船損害等補償法 

26 中小漁業融資保証法 

27 輸出水産業の振興に関する法律 

28 農業信用保証保険法 

29 漁業災害補償法 

30 海洋水産資源開発促進法 

31 沿岸漁場整備開発法 

32 森林組合法 

33 持続的養殖生産確保法 

34 中小企業等共同組合法 

35 商工会議所法 

36 中小企業団体の組織に関する法律 

37 商工会法 

38 割賦販売法 

39 商店街振興組合法 

40 訪問販売等に関する法律 

41 商品投資に係る事業の規制に関する法律 

42 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 

43 特定債権等に係る事業の規制に関する法律 

44 建設業法 

45 測量法 

46 建築士法 

47 宅地建物取引業法 

48 旅行業法 

49 積立式宅地建物販売業法 

50 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
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1.3 法制度の整備 

 対象となった 50 の法律は，事業者に書面の交付を義務付けているすべての法律で

はない。書面の交付や書面による手続きを義務付けている法律のうち，書面を公正証

書によることとしている法律(借地借家法，企業担保法等)，相対取引が前提で情報通

信技術を利用する可能性がない事業に関する法律(質屋営業法等)，契約に関するトラ

ブルが多く，情報通信技術を利用する方法への代替が不適当な取引に関する法律(貸金

業の規制等に関する法律，商品取引所法等)等は対象外となっている。 

 対象法律の例では，例えば旅行業法においては，旅行業者等は，旅行業務に関し旅

行者と契約を締結しようとするときは，旅行者に対し取引条件を記載した書面の交付

を義務付けられていたが，旅行者の同意のもと，電子的手段による書面の交付が可能

となった。また，建設業法では，工事請負契約の締結にあたって，工事内容と請負金

額等を書面に記載し，署名，押印して交付するよう義務付けられていたが，電子的手

段による交付が可能となった。特に IT 書面一括法による建設業法の改正では，国土

交通省が，電子的手段により請負契約を締結しようとする際の参考として，建設業法

施行規則に規定する「技術的基準」にかかわるガイドラインを素早く定めたことから，

建設業界において電子契約が実現し，IT 書面一括法による法整備が電子商取引を後押

しする事例となった。 
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