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７月上旬に国税庁より出された電子帳簿保存
法取扱通達とQ&A。これを受けJIIMAでは、そ
の概要と企業が理解すべきポイントを解説した
緊急セミナーを開催した。
ここでは、取扱通達とQ&A発行に際し、国税
庁に企業側の要望を伝え、具体的な要件の確認
に関わったJIIMAの長濱和彰専務理事の講演全
容を紹介する。

「世界最先端IT国家創造宣言」が閣議決定され、電磁的処理

１．はじめに

及び情報の高度な流通性の確保を基本原則とし、紙ではなく、
１

JIIMAは７月上旬に公開された国税庁の取扱通達 とQ&A

２

に基づき「適正事務処理要件による税務関係書類の電子化保

スマホ・タブレット端末やIT利活用を促進する方向となり
ました。

３

存運用ガイドライン」のver3.0 を刊行しました。取扱通達

日本は長く紙文書の世界にとどまっていましたが、このよ

が出るまでの間、JIIMAは企業と国税庁の間に入って相当

うに政府の方針が明確に変わったことで、他の先進国並みの

の追加要望を出しました。国税庁は今やスキャナ保存を推進

デジタル社会に大きく移ろうとしています。

４

したい意向 ですので、今回の通達は我々の要望をかなり反
映された内容と言えると思います。

３．規制緩和の経緯

本来、取扱通達は行政側が運用するためのものであり、国
税局の国税調査官が使うため

税務関係書類のスキャナ保存は、17年前の1998年に電子

の手引きですが、システム構

帳簿保存法が制定され、2005年に書類のスキャナ保存が例

築の際に非常に重要な資料な

外規定として加えられたことにさかのぼります。しかしなが

ので、取扱通達とQ&Aが網

らスキャナ保存の承認件数は初年度わずか34件で、毎年10

羅されたJIIMAガイドライン

件程度しか増えていません。電子帳簿の方は毎年約１万件増

を是非ともご活用ください。

えていますが、日本の法人数約300万に対し、15万４千件し
か承認されておらず、ましてスキャナ保存の承認件数は133

２．政府の動き

件程度と低迷、税務関係書類の電子化は厳しい状況となって
いました。

５月29日の産業競争力会議で安倍総理は、IT利活用を阻
害してきた規制、制度を徹底的に見直すこと、またこれまで

１

電子帳簿保存法取扱通達（平成27年９月30日以後申請分）
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/
sonota/980528-3/01.htm

２

電子帳簿保存法Q&A（平成27年９月30日以後の承認申請対応分）
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/
dennshichobo/jirei/07index.htm

３

JIIMA「適正事務処理要件による税務関係書類の電子化保存運用ガイドライ
ン Ver.3.0」2015年８月増補改訂 3500円

４

国税庁「電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf

の書面・対面の原則をITの活用に転換すると述べられました。
また今年の10月から始まるマイナンバーを活用して、社会生
活の隅々まで変革をし、マイナンバーの利用範囲を税・社会
保障から、今後、戸籍・パスポート・証券分野までの拡大を
目指し、一気に電子化を進めると宣言されました。翌日には
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そこでJIIMAは2013年10月、内閣府の規制改革会議で早

振替依頼書、見積書など）は、スキャナで読み取る際の要件

期緩和を要請し、今回の規制緩和につながったわけですが、

とされていた書類の大きさに関する情報の保存を不要とする

規制改革会議を受けた総理への答申と閣議決定に下記の記述

とともに、フルカラーでの保存を不要とし、グレースケール

があります。
電子帳簿保存法に定める「一貫性」
「相互関連性」
「見読
可能性」
「検索機能」等は、紙帳簿では具体的に求められて
いない要件であり、紙による保存よりも過度に厳格になって
いるこれらの要件を見直すべきである。また、電子保存によ

（白〜黒256階調）の保存でも可能とされました。
＊金融・生損保・クレジット・携帯電話などの「事務センター」
には、
膨大な「一般書類」が保管されています。これらのスキャ
ナ保存が、今後はローコストで実現します。

⑤電子取引記録の保存に係る電子署名要件も撤廃

り、企業サイドのみならず、当局の事務効率化も図るよう、

PDFの見積書や発注書を電子メールに添付して送ること

紙による保存よりも電子保存を促進する観点で法を見直すべ

は電子取引になりますが、これについてもこれまで電子署名

きである。
税務関係書類等の国税関係書類の電子保存
（スキャ

やタイムスタンプが必須でした。今回、電子署名・タイムス

ナ保存）に係る要件等について、企業の業務効率の向上を図

タンプを付すこと、もしくは正当な理由がない訂正および削

るため見直すべきである。

除の防止に関する事務処理の規程を定めることのいずれかの

こうして2015年１月14日に平成27年度の税制改正で規制

措置が義務付けられ、選択肢が広がりました。

緩和が決定しました。３月31日には財務省令第36号が公布
されて９月30日以降の承認申請から適用されることになり
ました。申請は３ヶ月後のみなし承認となるので来年2016
年１月１日受領・作成書類からスキャナ保存の運用ができる
ようになります。主な改正内容は下記①から⑤の項目です。

５．新しい取扱通達とQ&Aの概要・ポイント
新しく７月に国税庁より公表された規制緩和内容は、下記
⑥から⑩がポイントとなります。
⑥事務分掌は最低３名でＯＫ（Q&A問54 〜 58）

４．税制改正で緩和された要件
①契約書や領収書の３万円未満に限る規制を撤廃
金額基準撤廃の代わりに、契約書・領収書等の重要書類に

中小企業や小規模事業主でも、最低３名の事務分掌でス
キャナ保存が実施出来るよう、国税庁より適正事務処理規程
のほか、事務分掌細則、スキャナによる電子化保存規程、検
査報告書・不備報告書のサンプルが示されています。

ついては、適正な事務処理の実施を担保する規程の整備と、
これに基づき事務処理を実施していること（適正事務処理要
件を満たしていること）をスキャナ保存承認の条件とするこ

最低３名の事務分掌で
スキャナ保存ができる個人事業者の場合

ととなりました。

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ
䠄Ⴀᴗ㈐௵⪅㻛⟶⌮㈐௵⪅䠅

②業務サイクル方式での関係帳簿の事前承認を撤廃

┤᥋┘╩䛩䜛⪅

領収書・契約書などは、月末で締めて１週間後にスキャナ
処理をする、いわゆる業務サイクル方式が一般的です。この
場合に要件とされていた関係帳簿の電子帳簿承認申請が廃止
となりました。
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③個人の実印相当である電子署名要件を撤廃
入力者等の電子署名を不要とし、タイムスタンプを付すこ
ととするとともに、入力者等に関する情報の保存を要件とす
ることとなりました。

最低３名の事務分掌で
スキャナ保存ができる支店の場合
Ⴀᴗㄢ㛗

これまでは個人の実印相当の特定認証業務発行の電子署名

䠄Ⴀᴗ㈐௵⪅㻛⟶⌮㈐௵⪅䠅

が要件とされていました。しかし申請者個人の住民票や数万

ᮏ♫⤒⌮䜈
㟁Ꮚ㏦ಙ
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円の費用、本人限定受取郵便での確認が必要など、実務で使
いにくく且つ有効期間は税法の保存期間を満たさないため、
早くから撤廃の意向が表明されていました。
④膨大な契約申込書等はグレースケール記録を容認
資金の流れに直結連動しない一般書類（契約申込書、口座
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事務分掌の最低３名で可能というのは、たとえばコンビニ

６．最後に

エンスストアなどの個人事業主の場合、代表取締役が営業責
任者／管理責任者、配属者が経理部長で経理責任者／スキャ

以上のとおり、規制緩和により企業の事務効率化や経費削

ナ保存の作業責任者で、半年または年１回、税理士／行政書

減、事務ミスの低減などの効果が期待されます。なお、企業

士に委託し、チェックを受けることで、事務分掌が担保され

側の意向についてJIIMAが５月に市場調査した結果による

ます。

と、46％の方がスキャナ保存対応を検討していると答えてい

また、企業の支店の場合でも、営業課長の監督のもと、営
業事務職員がスキャナ保存を実施して、総務課長が定期検査

ます。
規制緩和効果 ２年以内に46％がスキャナ保存対応の意向

をするなど、最低３名で事務分掌できれば支店単位でスキャ
ᑐᛂ䛩䜛ணᐃ䛿䛺䛔
㻞㻞㻚㻜㻑

ンが可能です。毎月本社経理に書類を送らず、支店で証憑を
保存し、総務課長のチェックが終わったら廃棄することが可
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能です。これにより、国税関係書類の本社送付がわずらわし
くなくなるだけでなく、ワークフローが支店で完結し、書類
のミス、誤廃棄などのミスの削減につながります。
⑦タイムスタンプ付与 24時間以内を削除（Q&A問48）
具体的なタイミングについては、最低１日以内を原則に、
作業単位の書類数やタイムスタンプ付与方法など、各社の業
務実態に適合した基準を内部規程で定め、実施することが求
められます。
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問 「税務関係書類に係るスキャナ保存制度の見直し」によっ
て、国税関係書類の電子化要件が今年の秋以降 大幅に緩
和されます。国税関係書類の電子化保存についてどのよう
な対応を考えていますか。
N=300

⑧まとめてタイムスタンプする方法も容認（Q&A問47）
１ファイルごとに１タイムスタンプが原則ですが、複数

件数

構成比
（%）

すでに対応を検討している

32

ファイルをまとめてタイムスタンプを付与する場合でも、１

すぐに（半年以内）対応したい

27

10.7
9.0

ファイル毎に改ざん検知ができれば、頂点にまとめてタイムス

１年以内には対応したい

42

14.0

２年以内には対応したい

38

12.7

タンプを付与する方法も容認され、選択肢が広げられました。

他のスキャナ保存要件緩和も行われた
場合に対応を考えたい

95

31.7

⑨検査の方法は各社規程で決定、抜取検査も可
（Q&A問57・問58）

対応する予定はない

66

22.0

300

100.0

定期検査は、各事務を行っている者以外の者が行う必要が
あります。検査間隔は、決算同様に最長でも１年１回以上、

JIIMA会員企業やユーザー企業の皆様には市場拡大のた

半期、四半期、隔月、毎月など、業務実態に適合し、且つ各

めに以下の活動をお願いします。

事務が適正に行われていることが検査できる間隔を、内部規

・お客様へ「適正事務処理要件」等の規制緩和の積極的な
普及啓発をお願いします。金融・生損保等の大企業だけでなく、
不動産・商社・物流関連等の支店や拠点数が多く、膨大な
税務書類を本社送付している中堅企業では、各拠点でスキャ
ナ保存を完了させることで、大幅な効率化と経費削減が可能
となります。

程で定め、実施することが求められます。また、検査方法は
現実的な抜取検査でよいとされていますが、日常反復継続す
る取引では25件を抽出し確認することとガイドラインに記
載しました。なお、検査終了後に、スキャナ済みの原本書類
は廃棄できます。
⑩認印相当の安価な電子署名による記録も可
（取扱通達４−29、Q&A問53）

・新しい国税要件をクリアした、簡便で安価なタイムスタンプ取
得を含むスキャナ保存 文書管理システムの開発・供給をお
願いします。
・電子化サービスの受託コストについても、合理的な範囲で見
直し、サービス市場拡大にご尽力ください。

入力を行う者又はその者を直接監督する者の情報を電子的
記録又は書面で記録する必要があります。

なお、JIIMAでは引き続き、規制緩和について、28年度

・電子的記録：ID（身分証明）番号のログ

の税制改正に向け財務省・国税庁と意見交換や政策提言を

・書面：事業者名・役職名・所属部署名・氏名

行ってまいります。その結果は、
「セミナー」
「JIIMAホー

・電子署名：認印相当の安価な電子署名を用いることも可

ムページ 」や「月刊IM」で公表していきます。

５

JIIMAはゴム印、認印レベルの安価な電子署名の普及啓発
に努めていきます。

５

JIIMAホームページ 国税関係書類のスキャナ保存に関する最新情報を掲載。
http://www.jiima.or.jp
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セミナーで寄せられた規制緩和に関する質問と回答
８月18日の規制緩和緊急セミナーでは聴講者から実際に向けた多くの質問が寄せられました。この中から代表的なものを紹介します。

Q
A
Q
A

MFP（複合機）が電子ファイルを作成した日時情報だけでは、認められないのでしょうか？

公的な時間認証が必要です。Q&A 問46 を参照してください。

電子文書で保存する際に、電子データに登録しなければならない情報を具体的に教えてください。例えば、会社名、所属部門名、ユーザー
名、社員番号、マイナンバーなどのユーザーを特定できる情報は必須でしょうか？その他、どのような情報が必要ですか？

①検索キー：取扱通達 4-35（スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目）
②解像度、諧調、書類の大きさ情報：施行規則 第三条５項二号ハ
③入力者又は直接監督する者の情報：施行規則 第三条５項三号

Q 「精算書」をスキャナ保存する場合、「精算書」に貼付された領収書等の１取引毎に、領収年月日、領収金額、取引先名称で検索できる必
要が本当にありますか？

A

Q
A

Q
A
Q
A

検索できる必要があります。
① 取扱通達 4-35（スキャナ保存の検索機能における主要な記録項目）
（1）領収書：領収年月日、領収金額、取引先名称
② 取扱通達 4-21（一の入力単位の意義）
なお、複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項
との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意してください。

取引実施者と入力者が同じ従業員であっても、監督者など別の者が紙と電子化された当該書類の両方を確認できる体制であれば、適正事
務処理要件に合致するでしょうか？

適正事務処理要件に合致します。
Ｑ＆Ａ 問56 [解説] このため、「各事務について、それぞれ別の者が行う体制」については、最低でも、スキャナで読み取っ
た画像が紙の記載事項や色調と同等であることを確認し、タイムスタンプを付す事務とこれ以外の事務について、それぞれ別の
者が行う体制を整備することが必要となります。
上記から、スキャンする者と画像確認する者がそれぞれ別の者であれば問題ないことになります。

取扱通達4-29には入力者等の情報の確認は「書面」でも可との規定がありますが、一の入力単位ごとに情報を記録する必要があるのでしょ
うか。

入力者等の情報を確認できる状態にする方法については、
法令上の制限はないことから、
システムにおいていわゆるID（身分証明）
を電磁的記録に保存する方法や入力者等が記載された書面を備え付ける方法が考えられ、これ以外に電磁的記録に一部を保存し、
その他の部分が記載された書面を備え付けるなどの方法によっても、入力した者が特定・確認できるのであれば、当該要件を満
たすことになります。

証憑書類に番号を付番し、これを帳簿にも記載し、相互関連性の確保を図っている運用において、当該番号を月ごとに１から振り直して
おり、年度内で同一の番号が複数存在するような場合は、相互関連性の要件を満たしているとは言えませんか。年月日等の別項目を併せ
て確認することにより書類が特定できれば問題ないでしょうか。

この場合、毎月同一番号が発行される事になります。一連番号とは言えないため、要件を満たしていないと考えられます。
例えば、相互に関連する書類及び帳簿の双方に伝票番号、取引案件番号、工事番号等を付し、その番号を指定することで、書類
又は国税関係帳簿の記録事項がいずれも確認できるようにする方法等によって、原則としてすべての国税関係書類に係る電磁的
記録の記録事項と国税関係帳簿の記録事項との関連性を確認することができます。
この場合、関連性を確保するための番号等が帳簿に記載されていない場合であっても、他の書類を確認すること等によって帳簿
に記載すべき当該番号等が確認でき、かつ、関連する書類が確認できる場合には帳簿との関連性が確認できるものとして取り扱
われます。

16 月刊 IM

2015-11月号

Q

A

Q
A
Q

A

以前、タイムスタンプはスキャナで読み取った後24時間以内に付すこととされていましたが、改正後、廃止されています。電子帳簿保
存法Q&A問48の回答には、「スキャナで読み取る際」と記載されております。例えば、スキャナで読み取り、正しくスキャニングされ
ていることを確認するのに時間がかかり、次の日にタイムスタンプを付すことは問題となりますか。大量の書類をスキャニングした場合、
時間的には厳しい場合もあります。また、時間的な制約などはございますか。

改正の趣旨に沿って各企業で “内部統制” を図って下さい。
基本的な時間の制約は、当日業務内となります。
平成27年度の税制改正によりこの電子署名の要件が不要とされ、タイムスタンプを付す場合の「スキャナで読み取る際」につ
いても、改正前の電子署名と同様に、原則として国税関係書類をスキャナで読み取り、正しくスキャニングされていることを確
認した都度、タイムスタンプを付すことが必要となります（施行規則 第三条５項二号ロ）
。
まとめてタイムスタンプを付しても差し支えありません。

FAX受信する注文書を印刷することなく、業務用端末で確認、各社内処理後にFAXデータをPDF＋タイムスタンプ付与で検索属性付与
して文書管理システムで管理することは今回の規制緩和に該当するのでしょうか？

詳しく伺ったところ、FAX受信した用紙は「注文書」ではなく、
「注文意向書」で、社内で受信後に確認修正をして、社内処理
にまわしているとのことです。これは電子取引ではなく、FAX紙に担当者が確認修正加筆した書類が税務書類となりスキャナ保
存対象となります。

階調、解像度の参照、チェックについて
スキャナ保存の要件として、スキャンした際の解像度・階調・大きさの情報の保存（施行規則 第三条５項二号ハ）がありますが、特定
のスキャナ・複合機でPDFをスキャンした場合、PDF内に階調、解像度、大きさ情報が含まれることを弊社で特定しており、上記の情
報が含まれるPDFをシステムとして保存する予定です。
またタイムスタンプ押下時に、要件にあった階調・解像度情報がPDFに保存されているかシステムで自動チェックを実施する予定です。
上記の前提でも、監査や税務調査時に、階調・解像度情報を参照しチェックする仕組みは必要でしょうか？

国税要件の画質確認基準は、JIS又はISOで定められたテストチャートを用いて客観的に確認することとされています。各社の
システムの中やPDF内に該当情報を保持していたとしても、公正な第三者の基準による画質確認が求められています。
タイムスタンプについても、各社のサーバによるプライベートなタイムスタンプではなく、
データ通信協会の「信頼・安全認定マー
ク」を要件としているのも、同様の意味です。
日々のスキャナ作業の開始時にテストチャートを基準画像として取り込むことを、規程に織り込んで、運用することで問題ない
と思います。
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