
第４版まえがき

約９年前の平成18年９月、『クレジットカード用語事典』の初版が上梓され

た。本書はその後３回目の改訂版となる。

今回の大きな改訂部分は、「Ⅰ 用語集」の見直しである。移り変わりの速

いクレジット・IT分野で、特に実務家にとって重要な用語を精選して最新情

報を掲載し、現在では不要と思われる用語を省いた。従来のカテゴリー別の収

録からアルファベット、五十音別に変更し、併せて巻末に「用語索引」を収録

することで検索が容易にできるよう読者の便に資するよう努めた。そのほか資

料等についても整理し、入手できる範囲で最新の情報に更新した。

20世紀の終わりに行われた金融制度の大改革（いわゆる日本版ビッグバン）

を中心とした大渦に巻き込まれたクレジットカード業界も変貌を余儀なくされ、

その間カードそのものも IT技術の急速な進歩に後押しされて、めまぐるしい

変化を遂げながら、われわれの日常社会生活に静かに深く浸透してきた。第３

版から今日までの約５年間に限ってみても、次の３つの大きなうねりがみられ

た。

① メガバンクの登場と、大手銀行によるクレジットカード業界の囲い込み、

新しい形態の銀行の出現、枠外バンクの登場、など

② 社会的インフラ「決済」をめぐるさまざまな動き、電子決済の進歩、ビ

ットコイン等新たな決済手段の登場、決済代行業者の輩出、など

③ 頻発するネットバンキングをめぐる不正行為、暗号の脆弱性、重要デー

タの流出、など

本書は、新ボキャブラリーの収集と追加に加え、金融界の変遷図、電子決済

手段の俯瞰図、５大国際的クレジットカード会社の後を追う新しいカードの登

場、いわゆる日の丸カード JCBの目覚しい東南アジアへの進出、わが国の現

金社会におけるクレジットカードの将来性の５点に注目しつつ第３版を書き直

1

第４版まえがき

user
テキストボックス
末藤高義著『クレジットカード用語事典〔第４版〕』民事法研究会発行



したものである。

本書が実務に携わる方々に少しでもお役に立てれば望外の喜びである。

最後に、本書出版にお力添えいただいた民事法研究会代表取締役の田口信義

氏ならびに編集部の皆様に対し、心から御礼申し上げる次第である。

2017年２月

末 藤 高 義
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【英数字】

3Dセキュア

VISAの開発した本人確認システム。

オンライン・ショッピングの際、発注

者のクレジットカード番号と有効期限

に加え、本人専用のパスワード、利用

者とカード発行会社とのやりとり等に

より、カード発行会社が本人を確認し、

不正取引を防止して、安全なクレジッ

ト決済を確保する仕組み。イシュア、

アクワイアラ、VISAの３局面におい

て本人を確認する。現在、VISA、

MasterCard、JCBで採用されている。

３つのＣ

入会審査において審査担当者が申込

者の信用を判断するうえで参考とする

３つの基準。すなわち、人格（char-

acter）、能力（capacity）および担保

または資産（collateral capital）を指

す。

８％Merchant Watching System

ある加盟店の、一定期間におけるカ

ード不正取引（金額、件数）を分子と

し、同期間中の総売上（金額、件数）

を分母とし、その割合が８％を超える

加盟店を要注意加盟店としてメンバー

に警告するVISA、MasterCardのシ

ステム。

49ミリの黄金率

携帯電話の幅は、49ミリが持ちやす

さ、使いやすさを両立させる限界の適

正サイズとする、携帯電話メーカー各

社の販売競争理論。

78（シチハチ）分法

戻し利息を計算するときに用いられ

る計算方法。擬似残債方式ともいう。

ACH（Automated Clearing House）

米国の小口資金決済システム。給与

振込み、年金、公共料金等の払込み等

を取り扱う。

NACHAの監督の下で稼働してい

る。

ADR（裁判外紛争解決手続）

Alternative（代替的）Dispute（紛

争）Resolution（解決）の頭文字をと

ってADRという。

2007年４月裁判外紛争解決手続の利

用の促進に関する法律（ADR促進

法）が制定され、身の回りで起こるさ

まざまな法的トラブルについて、時間

と費用がかかる裁判によらず、当事者

以外の公正な第三者にかかわってもら

いながら解決を図る手続をいう。

AECカード（ANA Executive Cre-

dit）

1972年、全日本空輸が発行したクレ

ジットカード。わが国における航空券

購入用クレジットカードの嚆
こう
矢
し
となる。

AES（Advanced Encryption Stan-

dard）

米国政府の次世代標準暗号化方式。

DESに代わる暗号化方式。

AIS（Account Information Securi-

ty）

加盟店やプロセッサー等においてカ
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ードデータの保護が完備しているかど

うかを、月間のカード取扱件数の規模

に応じ３段階に分け、自己診断、脆弱

テスト、立入検査（validation手続と

呼ばれる）を通じ、診断するVISA

のプログラムの総称。

ANACARD全日空信用

全日本空輸と中国の招商銀行とが提

携し、中国で発行し人民元で決済でき

るクレジットカード。主に中国に住む

日本人を対象に2006年10月から発行さ

れた。為替リスクを回避できる点が特

色とされる。

AP地域

AP＝Asia Pacific Area。アジア太

平洋地域。

ATM（Automatic Teller Machine）

現金自動預払機。1971年オンライン

型 CDに入金機能が付加されてATM

が誕生。その後、金融業界内での相互

接続、郵貯ATM との提携、さらに

異業態ATM との提携と進み、広範

なATM ネットワークが出現。機能

も急速に多様化。設置台数は全国で約

19万台（2012年度末現在）。

ATMジャーナル

ATM を使用した際に出力される

「ご利用明細」等が記録された紙。作

動記録および監査テープとしての意味

もある。

ATO（Account Taken Over）

米国のクレジットカード犯罪手口の

１つ。会員勘定乗っ取り。偽造カード

犯罪手口の１つ。

au WALLET
 

au ID（複数のサービスにつき共通

して利用できる ID）を組み込んだ電

子マネー。MasterCardが利用できる

店舗であれば、系列に関係なくほぼ使

用することができる。KDDIと沖縄セ

ルラーが2014年５月からサービスを開

始。

AVS（Address Verification Servi-

ce）

MasterCardのセキュリティ・リス

ク対策の総称。オンライン加盟店のシ

ステム上の脆弱性探知・通知サービス、

カード会員本人確認（3Dセキュア）、

利用明細書上のカード会員確認等の不

正予防策。

BANCS（Banks Cash Service）

都市銀行が提供するオンラインキャ

ッシングサービス網。CD・ATM を

接続する全国的なネットワーク。1980

年、当時の都銀６行のATM 回線

（SICS）と都銀７行のそれ（TOCS）

とが統合されたもの。その後他の金融

機関の回線を併合。

BANKNET
 

MasterCardが構築・運用する、オ

ーソリゼーション（信用承認）および

決済業務を処理する国際的なオンライ

ンネットワークシステム。

BASEⅠと BASEⅡ

VISANETが運用するオンライン

ネットワークシステム。

用語集【英数字（Ａ～Ｂ）】

3



 

BASEⅠ＝オーソリゼーション

（信用承認）業務専用回線。

BASEⅡ＝決済業務に関する処理

専用回線。

BC（Brother Company）

特定グループに属しているカード会

社を指す。

B-CASカード

B-CAS社が発行する限定受信機能

（テレビの有料放送を視聴する際必要）

を有するカード。本来、各有料放送ご

とに専用のデコーダーを用意する手間

を省くためのカードである。無料で視

聴できるので、違法行為を助長するき

らいがある。

betrendバリューカード

クラウド型電子マネーを用いた、繰

り返しチャージ可能なプリペイドカー

ドやポイントカード。カードの発行・

システムの管理はビートレンド

（betrend）社が行う。2013年９月17日

開始。

Bill Me Later

米国にある CITI Bankが提供する

クレジットカードに替わる新しい決済

サービス。電話通販やネットショッピ

ングを利用する際に、クレジットカー

ドの代わりに Bill Me Laterを選択す

ると、Bill Me Laterの口座を使って

決済を行うことができる。そのため、

クレジットカード番号を入力する必要

はない。

Bill Me Laterを利用する場合は、

生年月日と社会保障番号の最後の４桁

を入力するだけで、Bill Me Laterの

口座で支払うことができる。口座への

返済は最長６カ月まで先延ばしでき、

小切手か銀行振込で支払うこととなる。

クレジットカードや PayPalでの支払

は認められない。

BIN（Bank（Base）Identification
 

Number）

BINコードは、「発行者識別番号」

とも呼ばれる。クレジットカード番号

の構成要素の１つで、カードに表示さ

れる先頭の６桁の番号であり、カード

会社を識別するものをいう。また、こ

の番号のうち、先頭の１桁を「主要産

業識別子」と呼び、発行者が属してい

る産業によって割り当てられている。

BIOS（Basic Input-Output Sys-

tem）

基本的な入出力装置のインターフェ

ース処理を行うプログラム。あらかじ

め、キーボードやディスク装置の

BIOSを規格化しておくと、さまざま

なコンピュータ環境で同一のプログラ

ムを作動させることができる。また、

周辺機器などの構成が異なったコンピ

ュータ相互間でも、BIOSが仲介的役

割を果たして、これらの違いを吸収し

コンピュータを支障なく始動させるこ

とができる。

Bitcoin（ビットコイン）

ネット上の仮想通貨。

Ⅲ Bitcoin（192頁）参照。

用語集【英数字（Ｂ）】
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BOS

暗号用語の１つ。

日本のビーオーエス・ネットワーク

研究所が開発した共通鍵暗号方式に基

づく暗号技術。

bps（bits per second）

通信回線で１秒間に伝送できるデー

タの量を示す単位。通信速度を表すた

めに用いられる。bpsの数値が高いほ

ど、１秒間で送信できるデータの量が

多く、かつ、高速となる。

byte

コンピュータの情報量を表す単位。

1byte＝半角１文字（8bit）

2byte＝全角１文字

C→REX
 

JTBが運営し、旅行代理店に設置

されている端末で、独自網を経由して

CAFISに接続している。

CAFIS（Credit and Finance Infor-

mation Switching System）

1983年、旧電電公社（現NTTデー

タ）がクレジットカード会社と加盟店

との間をオンラインで結び、カードの

有効性をチェックする日本で最大の総

合的カード決済サービス。

CAFIS多通貨決済サービス

2013年10月16日、JCBが NTT デ

ータと提携し、加盟店に対し提供する

外貨建てクレジットカード取引の決済

サービス。

CAM（Card Authentication Me-

thod）

カード自体の認証・管理方法。

CARDNET

銀行系、流通系、信販系のカード会

社が共同出資して設立した日本カード

ネットワーク社が運営するクレジット

カード情報照会のためのネットワーク。

CAT（Credit Authorization Termi-

nal）

信用照会端末。クレジットカードの

持主の信用をリアルタイムで確認し、

クレジットによる商品等販売を承認す

るオンライン端末。1983年に誕生。

CATNET（Credit Application Ter-

minal Network）

1983年、日本 IBM 社が開発した

CAT対応の回線ネットワーク。

CATS事務局

クレジットカード信用照会端末機

CATの開発・配置・運営を担当する

事務局。

CCCS（Consumer Credit Counse-

ling Service）

消費者クレジットカウンセリングサ

ービス。米国において、約1300のオフ

ィスを展開し、債務者のための相談、

教育活動、債務管理計画書（DMP）

作成等を行う機関。NFCCの加盟メ

ンバー。

CCP（Committee for Consumer
 

Policy）

OECDが1994年６月に設置したチ

ャージバック制度の調査委員会。

CCT（Credit Center Terminal）

用語集【英数字（Ｂ～Ｃ）】
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加盟店とクレジットカード会社のセ

ンターとの間にあり、オーソリゼーシ

ョン（信用承認）や売上処理業務をす

る端末機。

CC手順（Credit Card Protocol）

日本クレジットカード協会が提供し

ている、カード情報処理分野への新規

参入を容易にするために ISOに準拠

した手順。

CD（Cash Dispenser）

キャッシュディスペンサー。

現金自動支払機。入金機能はない。

1967年ロンドンのバークレイズ銀行が

CD第１号機を導入。日本では住友銀

行が1969年１月オフライン型 CDを初

めて設置。1971年、オンライン（CD

と母体コンピュータとの接続）CDが

設置された。

CDS（Credit Data Transfer Sys-

tem）

大・中規模の加盟店とカード会社との

間の売上データの授受を、従来のMT

交換方式に代わり、CAFISセンターを

利用し電子的に行うシステム。このシス

テムが G-CAT、POSの普及につなが

っていった。1986年に浮上したがコスト

負担問題で一時頓挫、その後MITIの

フロアリミット引下げ要請を機に1990年

２月、再び取り上げられて実現した。次

の課題として、売上票の一括保管センタ

ーの構築が浮上している。

CD /ATM回線

1980～1994年にかけて、都銀系

（SICSと TOCS、後に統合されて

BANCSとなる）、地銀系（ACS）、

相銀系（SCS）、信金系（信金ネッ

ト）、農協系、労働金庫系（ROCS）、

信用組合系（SANKS）、クレジット

会社系、信販会社系（ジョイントや

NICE）、全国キャッシュサービス

（MICS）、興銀・長銀や商工中金系

（LONGS）等、業態別の回線が出現

したが、やがてこれらの回線のほとん

どは BANCSに統合されるに至った。

CFJ合同会社

前身は、アイク、ディックファイナ

ンス、ユニットライフの３社。米シテ

ィグループ系の大手消費者金融業務

「ディック」を展開。

2010年９月７日、すべての新規貸付

受付を中止し、事実上の事業撤退とな

った。

CHIPS（Clearing House Interbank
 

Payments System）

FEDWIREと並ぶ民営の大口決済

システム。資金移動向けクリアリング

ハウス。複数の金融機関に所有されて

いる。

Cirrus
 

MasterCardが展開する世界規模の

銀行のオンラインシステムの名称。

Citibank

米国の巨大金融企業。世界百数十カ

国に拠点をもち、銀行、証券、投資、

クレジットカード、消費者金融業等、

幅広く業務を展開。

用語集【英数字（Ｃ）】
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〔米国における誕生史〕

1812年 City Bank of New York

設立

1868年 National City Bank of
 

New Yorkと商号変更

1955年 First National Bank of
 

New Yorkと合併し、

FNCBとなる

1967年 銀 行 持 株 会 社 F i r s t
 

National City Corp.を設

立

1974年 同持株会社を Citicorpと

改称

1976年 FNCBを Citibankと改称

1998年 トラベラーズ・グループと

合併し、シティグループと

なる

〔日本における事業活動〕

1902年 最初の支店 インターナシ

ョナル・バンキング・コー

ポレーション開設

1973年 ファーストナショナルシテ

ィコーポレーション、

NCB銀行 株式上場

2004年 Citibank銀行が富裕層の

資金運用において、マネー

ロンダリング、匿名口座操

作などの不祥事を行い、金

融庁により国内４拠点の認

可取消しの処分を受けた

2007年 わが国において初めて、金

融持株会社（Citi  Group
 

Japan Holding Corp.）を

設立。傘下の主要業務は銀

行部門、クレジットカード

業務、消費者金融業、証券

業、投資部門等

2007年 日興コーディアルグループ

を傘下に収める

2008年 消費者金融業務から撤退

2009年 金融庁、Citibank銀行が

暴力団などの口座を数百件

開設したとして、銀行法に

基づき、同行の個人向け新

規営業を１カ月間停止する

よう命令した

2014年 シティバンク銀行、個人向

け部門とクレジットカード

部門を売却して日本から撤

退

CLM（Credit Limit Management）

クレジットカード会社がカード会員

に与える貸し出し限度枠の設定・管理。

Fair Isaac社が開発したプログラム

の１つ。

CLS銀行

1974年に発生したヘルシュタット銀

行事件を契機として、世界主要国の大

手銀行が2002年９月に設立した国際決

済業務に特化した銀行。

外国為替取引における２通貨の同時

決済を連続的に実施する特殊な仕組み

をもつ。

CMD（Credit Management Data）

通商産業省通達「加盟店情報交換制

度について」（平成４年５月26日付）
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〔E-mail〕 suefuji＠eos.ocn.ne.jp

〔公式HP〕 http://creditcard-diary.com/
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