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クレジットカード決済に
関する諸問題
ような悪質な業者と提携してクレジットカード

決済代行業者・イシュアー・
国際ブランドの責任

決済を利用できるようにしている決済代行業者
を念頭において検討します。

１ はじめに

決済代行業者は、自社とカード利用者との間

信頼性の低い業者がクレジットカード決済を

にはまったく契約関係がないという考え方をし

導入しようとしても、
加盟店審査に通りません。

ているようですが、
そうではないと思われます。

しかし、昨今では、決済代行業者が介在して自

というのは、まず決済代行業者が介在している

らが加盟店となり、信頼性の低い業者の決済を

場合、決済の場面では決済代行業者が管理する

自らの店子として行うことにより、そのような

ホームページに遷移するケースが多くあるだけ

業者でもクレジットカード決済ができるように

でなく、決済代行業者名が明示される場合があ

なっています。特に、2008年の割賦販売法改正

るためです。つまり、カード利用者は、決済の

により個別信用購入あっせんに対する規制が強

段階で決済代行業者の存在を十分に認識してい

化された後は、悪質業者が消費者に対しクレジ

る場合があります。

せん い

ットカードで支払いをさせようとする傾向が強

したがって、カード利用者が、決済代行業者

まっています。

との間で決済に関する何らかの契約を締結して

このように、安全であるべきクレジットカー

いると考えることは十分に可能です。滋賀県の

ド決済システムに大きな欠陥が発生しており、

土井裕明弁護士は「セキュリティーを確保しな

憂慮すべき状況にありますが、このような事案

がらカード情報をアクワイアラーに伝達する」

における利用者とイシュアー・決済代行業者・

契約と理解すべきではないかとの見解を示され

国際ブランドとの法的関係はどう理解すればよ

ており、これは大変参考になる考え方です。

いのでしょうか。

そして、この契約関係に内在する付随的義務

２ 決済代行業者の法的責任

として、または契約関係一般に伴う信義則＊１に

まず、決済代行業者の法的責任について考え

基づき、決済代行業者は、決済を委託したカー

てみます。なお、一口に決済代行業者といって

ド利用者の財産を不当に侵害することのないよ

も厳密なくくりがあるわけではありませんが、

う店子を審査・管理する義務を負っており、店

本稿では、本来ならばカード加盟店になれない

子の不当な取引については決済を拒絶する義務
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を負っていると思われます。これは危険性のあ

義務の内容として、他社がアクワイアラーとし

る店子を安全なクレジットカード決済システム

て加盟店契約をしていても、クレジットカード

に参加させることの責任があると考えられるた

利用者の利益の保護に欠けると認められる程度

めです。

の苦情の発生状況であれば、イシュアーは苦情

ところが、決済代行業者の中には加盟店資格

処理のための調査を行うことになっています。

が得られないような業者でもクレジットカード

昨今の状況からすれば、決済代行業者につい

決済システムを利用できるようになると宣伝し

てカード利用者の利益の保護に欠ける程度の苦

ている会社もあります。加盟店になれない業者

情は多いと思われるため、カード利用者から要

にとってはクレジットカード決済システムを利

請があれば、イシュアーは苦情処理の調査を行

用できるようになることが、決済代行業者と提

う必要があるといえます。

携し、店子となる大きなメリットです。こうし

次に、イシュアーからの請求に対して支払い

た事情から、決済代行業者は、本来であれば加

の停止を主張する（抗弁を対抗する）場面を考

盟店資格が得られない業者が自己の店子になり

えてみます。インターネット上の悪質商法でク

やすいことを十分に理解しています。

レジットカード決済が用いられる場合は、翌月

しかし、先述したとおり、問題があるかもし

一括払いが通常です。また、分割払いであって

れない店子をクレジットカード決済システムに

も金額要件＊２を満たさないことが多く、これ

参加させることについては責任が伴います。な

らの場合、割賦販売法の適用がないため、抗弁

ぜなら、クレジットカード決済システムは、希

を対抗できないことが多いのです。

望すれば利用できるものではなく、一定の審査

しかし、イシュアーとカード利用者との関係

を経て問題がないことが確認された後に加盟店

は割賦販売法だけで定まるわけではなく、民法

として利用が認められる、安全であることが当

の適用も受けるため、信義則によってイシュア

然の前提になっているシステムだからです。

ーの請求が制限されることがあります。
例えば、

決済代行業者は、この安全であるべきシステ

東京地裁平成21年10月２日判決は、イシュア

ムを、正規の審査を受けていない店子に事実上

ーは割賦販売法の適用がない場合でも信義則に

利用させているのです。だとすれば、店子がシ

基づきむやみに消費者が不利益を被ることのな

ステムの安全性を損わないよう管理監督すべき

いよう協力すべき義務があるとの立場から、ク

であり、店子により安全性が損なわれた場合は

レームに取り合わずに請求をした行為について

管理監督義務違反を問われるべきです。

損害賠償の対象となると判断しています。

よって、決済代行業者がこの管理監督義務に

また、
イシュアーの加盟店管理責任について、

違反し、悪質業者がカード利用者に対して損害

経済産業省が興味深い文書を公表しています。

を与えてしまった場合、決済代行業者は管理監

2004年12月22日に「割賦購入あっせん業者に

督義務違反によりカード利用者の被った損害を

おける加盟店管理の強化・徹底について」と題

賠償する義務を負うものと思われます。

する文書です。この文書には、
「クレジットカー

３ イシュアーの法的責任

ドの分野でも加盟店管理を十分に行う必要があ

さて、次にイシュアーの法的責任を考えてい

る」という趣旨の内容が書かれています。イシ

きます。まず、割賦販売法30条の５の２はイシ

ュアーはしばしば、決済代行業者との間で直接

ュアーの業務適正化義務を定めています。この

の契約がないことを根拠に決済代行業者に対す
8
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る管理監督責任を否定しますが、この文書の趣

あるということになり、加盟店業務を行う者に

旨からすると、イシュアーに管理監督責任があ

過失があると理解する余地があります。
そして、

ることは決して否定できないのです。

加盟店業務を行う者は、国際ブランドの履行を

また、この文書には「枝番（子番）の廃止の

補助する立場にあります。このように履行を補

徹底」という項目が設けられ、加盟店が店子に

助する者に過失があった場合に履行を委託した

クレジット決済システムを利用させた結果トラ

者がまったく責任を負わないのは不合理です。

ブルが多発していることに着目し、直接審査・

そこで、法的には、履行を補助させることが許

管理を行うことなく店子を加盟店と同様に取り

されていたのか、履行を補助する者に対する監

扱う枝番・子番は廃止すべきとしています。決

督が可能だったのかなどを考慮して、履行を委

済代行業者の台頭はこの観点からも問題がある

託した者が履行を補助した者の過失について賠

と思われます。

償責任を負う場合があると考えられています。

４ 国際ブランドの法的責任

国際ブランドは、すでにこの問題を把握して

冒頭に述べたとおり、近頃、決済代行業者の

おり、アクワイアラーに監督権限を行使するこ

登場により、悪質業者がクレジットカード決済

とは可能です。よって、このまま国際ブランド

システムを容易に利用できるようになってお

が状況を改善しようとしない場合は、賠償責任

り、大変憂慮すべき状態になっています。この

を負う可能性があるのではないでしょうか。

ような状況を改善すべきことは国際ブランドの

越境型トラブルと
クレジットカード決済

責任であり、これを放置するような場合、国際
ブランドはカード利用者の被った損害を賠償す
る責任を負う余地があると思われます。

近時、
越境型の消費者取引が増加しています。

なぜなら、クレジットカード業務は、国際ブラ

インターネットの利便性を享受できている証し

ンド業務、カード発行業務、加盟店業務に大別さ

なのですが、取引量の増加に伴ってトラブルに

れますが、国際ブランドの多くは、カード発行業

なるケースも増えています。そして、越境型ト

務、
加盟店業務を第三者に委託しています（図）
。

ラブルになった場合は、国内業者とトラブルに

悪質業者がクレジットカード決済システムを利

なった場合よりも、解決が難しくなります。な

用できているということは加盟店業務に問題が

ぜなら、相手方事業者は海外にいますし、言葉
の壁もあるからです。そのため、越境型トラブ

国

内

国

国際ブランド
提

携

提

イシュアー

消費者相談窓口と連携して、相手方事業者と連
絡交渉し、事案の解決をめざしています。

（加盟店管理会社）

請

提

求
決済情報入力

取

引

ところで海外事業者とのトラブルに日本の法

携

律を適用できるのか疑問に思われるかもしれま

決済代行業者
提

図

境消費者センター（CCJ）が開設され、海外の

携

アクワイアラー

（カード発行会社）

消費者

ルの相談先として2011年11月より消費者庁越

外

せん。しかし、消費者契約に関しては、あらか

携

じめ準拠法の合意がない場合は日本法を適用す

サクラサイト業者
などの悪質業者

ることが許されており（法の適用に関する通則法
11条２項）
、準拠法を外国法で合意していても

越境型クレジットカード決済のしくみ
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日本法の消費者保護規定の中の強行規定を適用

除されることはありません。カード利用者が規

できます（同条３項）
。したがって、かなりのケ

約違反をしているからです。ただし、犯罪収益

ースで日本の法律を適用できます。

移転防止法上、イシュアーには一定類型の疑わ

このように相手方事業者と話し合って解決を

しい取引について所轄官庁への届け出が義務づ

模索する方法もありますが、越境型トラブルで

けられています。つまり、イシュアーはその一

はクレジットカード決済が利用されているもの

定類型の疑わしい取引についてはチェックしな

が多くみられます。その場合、クレジットカー

ければならないといえます。そして、同法には

ドのしくみを利用してトラブルを解決できるこ

その疑わしい取引の参考事例として「クレジッ

ともあります。例えば商品が届かない場合は、

トカードにより、多額のギフトカード、商品券

チャージバックの理由に該当するので、イシュ

等の現金代替物を頻繁に購入する顧客に係る取

アーにチャージバックを依頼して解決すること

引」が挙げられています。ということは、現金

が可能です。

代替物を頻繁に購入するような態様の現金化で

ただし、送られてきた商品が模造品だった場

あれば、イシュアーはそれをチェックして監督

合は、一応は商品が届いているという理由で、

官庁に届け出る必要がありますし、当然、その

チャージバックが難しく、また、返品しようと

ような取引については拒絶しなければならない

しても模造品は法によって輸出が禁止されてお

はずです。このような手続きが踏まれていない

り困難です。

場合は、イシュアーに問題があることになり、
それを理由にイシュアーに対して債務の減額を

ショッピング利用枠の
現金化をめぐるトラブル

求める余地がまったくないわけではありません
が、実際にそのような主張をすべきか否かは慎
重な判断が必要だと思われます。

クレジットカードには通常、キャッシング利
用枠とショッピング利用枠とが設定されていま

最後に、この現金化と破産との関係について

す。多重債務者がキャッシング利用枠を超えて

ですが、破産手続きの最終的な目的は、債務を

資金の融通を受けたいと思い、ショッピング利

免除してもらうことにあります。しかし、クレ

用枠で商品を購入し、それをすぐ転売して現金

ジットカードの現金化は免責不許可事由に該当

を手にするケースがあります。多くの場合は貸

するといわれており、破産手続き上、大きな障

金業者や換金業者にそそのかされた結果ですが、

害になります。ただし、免責不許可事由があっ

こうした現金化には多くのリスクが伴います。

ても、裁判所は、そのほかの事情を考慮して免

まず、イシュアーは、転売目的でのショッピ

責を許可することができます。実際の手続きで

ング利用を会員規約で禁じています。したがっ

は、一定の金銭を積み立ててそれを配当するな

て、現金化は規約違反としてカード利用資格の

どして裁判所の裁量により免責を許可してもら

喪失事由に該当します。また、多重債務者が、

うことがあります。したがって、現金化による

代金支払いの可能性がないことを認識しながら

債務が含まれているからといって、直ちに破産

転売目的で商品を購入した場合は、刑法上の詐

手続きを諦める必要はありません。

欺に該当すると主張されることも考えられます。

＊１

そして、貸金業者や換金業者にだまされたか

 利の行使および義務の履行は信義に従い誠実に行わなければ
権
ならないとする原則。

＊２ 分
 割払いで4万円未満、リボルビング払いで3万8000円未満の取
引などについては支払い停止の抗弁制度の適用はない。

らといって、イシュアーに対する支払義務が免
10
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