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は し が き

　筆者は、クレジットカードに関する業務を取り扱う機会が多かったため、

必然的に、クレジットカードないし割賦販売法（および貸金業法）に関する

調査・考察、あるいはクレジットカードに端を発する訴訟を担当する経験を

重ねていくこととなった。

　そのような中でいくつかの問題に直面したが、法律の解説とクレジットカ

ード（業）の実務とを結びつけた文献が少なく、戸惑うことが多かった。特

に、問題となっている事象が法的にどのように位置づけられ、評価されるの

かを考察する前提として、カード会社の業務がどのような流れになっており、

どのようなシステムにより運営されているのか、そもそもクレジットカード

で決済できる仕組みはどのようになっているのかといった点をクライアント

から聞き取り、その内容を咀嚼し、飲み込むのに苦慮した。また、割賦販売

法は、「法曹であれば誰でも知っている法律」ではないため、訴訟において、

相手方の弁護士や裁判官に対して、クレジットカードの実務的な面だけでな

く、割賦販売法に関する説明をしなければならない場面もあった。そこで、

筆者が事件処理を通じて得た知識や理論、事件対応等を書籍にまとめること

で多くの方に役立てていただけるのではないかと考えたのが、本書の執筆に

至った経緯である。

　本書は、カード会社とカード会員との法律関係に影響を及ぼすような実体

法的な論点・争点について、クレジットカードに関する実務に紐付けて解説

を加えることを目的として執筆したものである。そのため、難解な法律論に

終始するのではなく、実務上生じ得る論点に対しては、筆者なりの結論を述

べている。

　また、本書の出版から間もない平成30年 6 月 1 日に、改正割賦販売法が施

行されることとなっている。施行のタイミングからしても、また、その改正

内容からしても、本書においてこれを無視することはできないから、本書の

主旨からはずれない限りにおいて、改正割賦販売法にも触れることとした。
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そのため、割賦販売法の条文を参照する場合にも、現行法と改正法とで条文

番号に差異が生じている場合には、その両方を摘示している。さらに、カー

ド会社の調査義務に関しては、大きな変更が加えられていることから、この

点については、改正法を基準として解説を加えることとした。現行法下だけ

でなく、改正法下においてもなるべくストレスを感じずに本書を利用できる

よう心がけたつもりである。

　本書は、筆者が弁護士としての実務をこなす中で疑問に感じたり、問題と

なった点を中心に、クレジットカードに関して実体法的な紛争が生じた場合

にどのように考えるべきなのか、どのような論点についてどのような裁判例

があるのか、という実務に即した内容であることを意識して執筆したもので

ある。そのため、本書は、カード会社従業員、裁判官、弁護士といった「実

務家」にこそ手に取っていただき、その業務に少しでも役立てていただきた

いと願っている。

　もちろん、執筆を進めるには筆者一人の力でなし得るものではなく、多く

の方々からご協力を賜ったが、本書は、あくまでも筆者の見解を示すもので

あり、大小にかかわらず何らかの誤謬が含まれていれば、それはひとえに筆

者の責任である。

　個別の氏名を紹介することは差し控えるが、本書の執筆にあたっては、カ

ード会社で実務に携わっている多くの方々から、多大な示唆・ご助言ととも

に、クレジットカードに関する実務の実態をご教示いただいた。筆者からの

たび重なる細々とした質問に丁寧に対応いただいたすべての方々に感謝申し

上げる次第である。

　最後に、本書の執筆および出版の機会をいただき、刊行にご尽力いただい

た民事法研究会の安倍雄一氏に対し深謝し、はしがきの締めとする。

　平成30年 1 月吉日

� 阿 部 高 明
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Ⅰ 概　要

　要件事実とは、実体私法上の「規定が権利の発生・障害・消滅の要件と定

めている事実」を指す 1。簡単にいえば、一定の効果を主張するためには、

どのような事実を主張（立証）しなければならないかというのが、要件事実

の問題である。そして、どのような事実が要件事実となるのか、要件事実に

なるとしても、請求原因になるのか、抗弁に位置づけられるのかといった点

は、一般論としては、主張する法的効果を規定する根拠条文ないし契約上の

規定により定まるとされている。したがって、クレジットカードに関する要

件事実は、クレジットカード契約をどうとらえるかと密接に関連することに

なる。

　なお、キャッシング取引に関しては、金銭消費貸借以外の何物でもないか

ら、原則として、通常の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求と変わると

ころはない。せいぜい、「包括契約（極度方式基本契約）の締結」の事実が追

加される程度であるため、本章では説明を割愛する。

Ⅱ 法律構成の違いによる影響

1 　概　要

　前記Ⅰのとおり、要件事実は、主張する法的効果およびその根拠となる条

第1章
クレジットカード事件の 
要件事実

1 　中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義〔第 2版補訂 2版〕』（有斐閣・2008年）22頁。
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文・契約によって定まるものであり、主張する権利に応じて、どのような事

実が要件事実となるのかが変わることになる。

　ここで問題となるのは、同じショッピング取引であっても、大きく分ける

と立替払構成と債権譲渡構成という二つの法的構成があるという点である。

訴訟物（主張する請求権）が、立替払構成であれば立替金請求権となり、債

権譲渡構成であれば譲受債権の支払請求権となる。このように、法律構成に

より訴訟物が変わるため、その要件事実（請求原因）も変わることになる。

2 　立替払方式の請求原因

　まず、立替払方式であれば、カード利用代金を請求する際の請求原因事実

は、次のようになる 2。

①　カード会社およびカード会員がクレジットカード契約を締結したこ

と。

②　カード会社が、上記①に基づいて、カード会員に対しクレジットカ

ードを発行・交付したこと。

③　カード会員が 3クレジットカードを利用して、商品購入等をしたこと。

④　カード会社が、上記①に基づき、上記③のカード利用分を加盟店に

対し立替払いしたこと。

⑤　カード利用代金に係る弁済期が到来・経過したこと（カード会員が期

限の利益を喪失したこと）4。

2 　岡口基一『要件事実マニュアル第 3巻〔第 4版〕』（ぎょうせい・2014年）。東京地判平成28・
9 ・ 2 公刊物未登載（平成27年（ワ）18769号、平成27年（ワ）22479号）も同旨。

3 　「クレジットカードを利用したのは誰か」という点が請求原因となるのかについては争いのあ
るところではあるが、厳密な要件事実論とは別に、実務上は、請求原因においては「カード会員
がクレジットカードを利用した」旨主張するのが通常である。
4 　マンスリークリア方式や 1号包括信用購入あっせんに係るカード利用代金であれば、訴訟提起
時点において弁済期が到来済みであるケースが大半であるが、 2号包括信用購入あっせん（リボ
ルビング方式）の場合には、訴訟提起時点においても、カード利用代金全体については弁済期が
到来していないことも多い。その場合には、「弁済期の到来」ではなく、カード会員が期限の利
益を喪失した旨を主張することになる。具体的には、20日以上の期間を定めての催告および当該
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3 　債権譲渡方式の請求原因

　次に、債権譲渡方式の場合は、通常の譲受債権を請求する場合と同様に、

「譲受債権の発生原因事実」および「当該債権の取得原因事実」が請求原因

となるから 5、債権譲渡方式によるカード利用代金の発生原因事実は、次の

とおりとなる。

①　カード会社およびカード会員がクレジットカード契約を締結したこ

と。

②　カード会社が、上記①に基づいて、カード会員に対しクレジットカ

ードを発行・交付したこと。

③　カード会員と加盟店との間で、商品購入等契約を締結したこと 6。

④　カード会員が 7、上記③の契約締結に際して、クレジットカードを利

用したこと。

⑤　カード会社が、加盟店から上記③に基づく代金債権を譲り受けたこ

と。

⑥　カード利用代金に係る弁済期が到来・経過したこと（カード会員が、

期限の利益を喪失したこと）。

　なお、譲受債権の請求に対しては、債務者対抗要件の抗弁が主張され得る

が、カード規約において、加盟店からカード会社に対する債権譲渡につき、

あらかじめ異議なく承諾する旨定められているため（モデル規約14条 2 項）、

カード利用代金請求に対しては債務者対抗要件の抗弁が成立することはない。

4 　クレジットカード契約の非典型契約性

　立替払構成および債権譲渡構成に係る要件事実（請求原因）は、上記 2お

　期間内に弁済されなかったこと（割賦30条の 2の 4第 1項）などの主張が必要となる。
5 　司法研究所編『改訂紛争類型別の要件事実』（司法研究所・2006年）125頁。
6 　たとえば、商品購入であれば、「売買契約の締結」となる。
7 　前掲（注 3）参照。
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よび 3のとおりであるが、前述のとおり、クレジットカード契約は、民法上

の典型契約としてとらえることが必ずしも適切ではなく、「クレジットカー

ド契約という非典型契約」としてとらえるべきである。したがって、立替払

いか債権譲渡かという法律構成は、クレジットカード契約に基づくカード利

用代金請求における要件事実を考えるうえでのアウトラインでしかなく、具

体的な問題点（特定の程度、主張立証責任の分配等）を考える際には、クレジ

ットカード契約ないしクレジットカード取引の性質を踏まえて検討する必要

がある。

Ⅲ 請求原因における利用内容の特定の程度

1 　問題の所在

　〈事例 1 - 1 〉は、クレジットカード利用に基づくカード利用代金の請求に

際して、カードの利用内容を具体的にどこまで特定しなければならないかと

いう「特定の程度」が問題となったケースである。要するに、一口に「クレ

ジットカードの利用」といっても、具体的にどのような事実・項目を主張し

　カード会社 Xは、カード会員 Yを被告として、ショッピングに係るカ
ード利用代金の支払いを求める訴訟を提起した。その際、カード利用の内
容として、訴状では次のように記載されていた。
　①平成〇年〇月〇日　××デパート　　￥10,000
　②平成〇年〇月△日　□□食堂　　　　　￥5,000
　③平成〇年〇月□日　△△ストア　　　￥25,000
　Y は、「上記①～③のような記載では十分な反論ができないから、請求
原因においてカードの利用内容も特定される必要がある。請求原因（カー
ドの利用内容）の特定が不十分であるから、Xの請求（主張）は失当であ
る」と反論した。

〈事例 1 - 1 〉
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なければならないのか、という問題である。

　要件事実を「どの程度まで具体化して主張しなければならないのかという

点は……個別の訴訟ごとにその要件事実の果たす役割を踏まえ、具体的に決

せられるべき」であって 8、カード利用代金の請求においても、どの程度の

レベルまで特定して主張する必要があるのかという点は、クレジットカード

契約の法的性質をベースに、第 1編で解説したようなクレジットカード（取

引）の特殊性や、クレジットカードの無名契約性・非典型契約性 9を前提に

決せられることになる。

2 　カード会社による利用内容の把握の有無

　まず、クレジットカード取引の特殊性として問題になるのは、そもそも、

カード会社は個々のクレジットカード利用に関する商品購入等の具体的な内

容を把握していない、という点である。

　カード会社は、加盟店からの売上請求に際していくつかの項目についてデ

ータの連携を受けるが、商品購入等の具体的な内容（商品名やサービスの内

容）については連携を受けず、それどころか、厳密な意味でのクレジットカ

ードの利用先である加盟店名も連携を受けないのが通常である（第 1編第 2

章Ⅳ 1⑹参照）。カード会社が個別の商品名等や正確な加盟店名（店舗名）も

把握できるようにするためには、個々のカード会社だけではなく、国際ブラ

ンドも含めたクレジットカード業界全体でのシステム改修が必要となり、莫

大なコストが生じることになるし、すでに構築され、世界中で共通の規格に

より運営されているシステムを改修することは、現実的に不可能である。

　そのため、少なくとも、請求原因として、クレジットカードの利用内容の

特定を求め、特定されない限り主張自体失当とすることは、カード会社に対

し不可能を課すに等しい。

8 　司法研究所・前掲書（注 5） 3頁。
9 　東京高判昭和52・ 3 ・31判時853号50頁、東京地判昭和63・ 8 ・29判タ691号191頁。
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3 　カード会員側の事情

　カード会員としては、自分でカードを利用して商品購入等をしたはずであ

り、また、カード利用に際しては、加盟店から当該利用に係る伝票（割賦30

条の 2の 3第 4項）が発行されるのであるから、利用日、利用金額および
（おおよその）利用加盟店がわかれば、具体的な利用内容を把握することは容

易であるといえる。

　それ以前に、利用日時および利用加盟店がわかれば、カード会員としても

自分が利用したのか否か判別できるのであり、消費者たるカード会員の防御

の観点からしても、利用内容を具体的に特定すべき必要性や合理性はないと

考えられる。

4 　裁判例

　〈事例 1 - 1 〉のモデルとなった裁判例は、クレジットカード契約が非典型

契約であるとしたうえで、上記 2および 3のような事情に基づき、次のよう

に判示し、ショッピング取引に係るカード利用代金の請求においては、カー

ド会員がクレジットカードを利用して購入した個々の商品名の特定は不要と

した。

【東京地判昭和63・ 8 ・29判タ691号191頁10】
　加盟店が会員に対し、物品の販売をしたとき、売上票に個々の販売物品名を
特定して記載することを事務処理上要求せず、控訴人が会員に対してカード利
用代金を請求するに際し、購入した物品の個々の特定をしない取扱をしている
のは、クレジットカード利用契約の法律的な性質の点からも、また、クレジッ
トカード利用システムの運営の実際的要請の点からも、十分な合理性があるも
のであって、右のような取扱によって、クレジットカードを利用する会員に取
引上不当な不利益を与えていると認められない。

10　一審では、カード会社が商品名を特定しないことを理由に主張自体失当として、カード利用代
金の請求を棄却（同時に請求していた貸金返還請求については認容）されている。これに対し、
カード会社側が控訴した事案である。
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　そうであれば、控訴人が会員に対し、カード利用代金を請求するについては、
訴訟上の請求をなす場合であっても、クレジットカードを利用して購入した
個々の物品名を特定する必要はないというべきである。（下線筆者）

5 　まとめ

　カード利用代金が、「クレジットカード契約」という非典型契約に基づく

こと、上記 2および 3のようなクレジットカード取引における特殊事情を前

提にすれば、個々のクレジットカード利用における具体的な商品名等につい

ての特定まで必要とすることがカード会社にとって不公平であることは明ら

かであり、上記 4の前掲東京地判昭和63・ 8 ・29は妥当と評することができ

る。

　実務上も、請求原因としては、利用日、利用金額および加盟店名を表示・

特定するのみで訴訟上の請求が行われており、個々の商品名等の特定は不要

というのが、実務上一致した見解である11。

　なお、包括加盟方式で決済代行業者が介在した場合には、加盟店名として

表示されるのは決済代行業者であるため、必ずしも、当該表示によりカード

会員が利用内容を把握できるわけではない。とはいえ、表示されるのが決済

代行業者であっても、自分がカードを利用したか否かを判断することは可能

であり（単純に、その日時にカードを利用したか否か、記録ないし記憶と照らし

合わせれば足りる）、カード会員の防御に不利益が生じることもない。そのた

め、請求原因においてカードの利用先として主張されるのが決済代行業者名

であっても、特定に欠けるとする必要はなく、カード会員の主張・反論に応

じて、訴訟の中で、カード会社が特定できる範囲で具体的な利用先等を特定

11　逆にいえば、利用日、利用金額および利用加盟店程度の特定は必要ということである。こうい
った点を省略した（たとえば、「〇月〇日～〇月〇日にかけて、合計〇〇円、ショッピングに利
用した」という程度の特定しかしていない）訴状をみることもあるが、そのような請求内容で主
張自体失当とならないのは、裁判官の「お目こぼし」にすぎず、被告であるカード会員側から上
記の程度の特定を求められれば、これには応じなければならないと考えるべきであろう。
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することで足りる。実務上もそのように運用されている。

Ⅳ 不正利用における利用者の特定

1 　問題の所在

　〈事例 1 - 2 〉は、クレジットカードを名義人以外の第三者が利用したとい

う不正利用の場合に、「クレジットカードを利用したのは誰か」という点に

ついて、カード会社（原告）とカード会員（被告）のいずれが主張・立証責

任を負うのかが問題とされたケースである。

　ここでの問題は 2点あり、その 1点目は、「誰が利用したのか」について、

カード会社とカード会員とのいずれが主張・立証責任を負うのか、という点

である。仮に、カード会社が主張・立証責任を負うとすれば、「Yがカード

を利用したこと」を証明しない限り、カード会社の請求が認められないこと

になる。逆に、カード会員側が主張・立証責任を負うとすれば、「Yが利用

していないこと（＝第三者が利用したこと）」を立証しない限り、カード会社
（X）の請求が認められることになる。

　 2点目は、「第三者利用」の主張の際の具体的な特定の程度である。仮に、

　カード会社 Xは、訴訟前の交渉段階において、カード会員 Yから不正
利用の申告があったが、Yの申告内容には不審な点も多く、Y本人によ
る利用の可能性が高いと考え、Yに対して、「Yがカードを利用した」と
して未払いのカード利用代金の支払いを求めて提訴した。
　これに対し、Y は、①カードを利用したのは自分ではなく、第三者で
ある、②カードの利用者について主張・立証責任を負うのは Xであると
ころ、「Yが利用したこと」は立証されていないため、Xの請求は棄却さ
れるべきである、と反論した。なお、証拠上は、カードを利用したのが
Yであるかそれ以外の第三者であるかは不明であるような状況であった。

〈事例 1 - 2 〉
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カード利用者についてカード会員が主張・立証責任を負うとした場合には、

具体的にカードを利用した第三者を特定しなければならないのか、それとも、

漠然と「自分は利用していない＝誰か他人が利用した」という程度の主張で

足りるのか、という問題である。

　なお、このような問題が生じるのは、本人が利用したものとしてカード会

社が請求したのに対し、カード会員が第三者による不正利用である旨反論し

たようなケースに限られる。カード会員が自身による利用を認めるのであれ

ば、カードの利用者については争いとならないため、主張・立証責任の問題

が生じることはない。また、カード会社が、第三者利用を前提に、カード規

約または民法その他の法律解釈によりカード会員が責任を負うとして請求し

た場合には、カード会員も第三者利用について争わないケースが大半である

と考えられるから12、やはりカード利用者についての主張・立証責任が問題

となることはない。

2 　前提―主張・立証責任の分配の考え方

　主張責任とは、訴訟において、裁判所は主張されていない事実に基づく法

的効果を認めることができず、その結果として、当該法的効果を希求する当

事者が受ける不利益を指し13、立証責任とは、「法令適用の前提として必要

な事実について、訴訟上真偽不明の状態が生じたときに、その法令適用にも

とづく法律効果が発生しないとされる当事者の負担」を意味する14。

　そこで、訴訟において、ある事実についていずれの当事者が主張・立証責

任を負うのか、という主張・立証責任の分配の問題が生じることになるが、

原則、主張責任の所在は立証責任の所在と一致するとされる15。そして、立

12　第三者利用の主張をカード会員が争うとすれば、「自分が利用した」という反論になろうが、
このような反論が意味をなさないことは明らかであろう。

13　伊藤・民事訴訟法309頁。
14　伊藤・民事訴訟法366頁。
15　伊藤・民事訴訟法309頁。
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証責任の所在については、「各当事者は自己に有利な法律効果の発生を定め

る法条の要件事実について証明責任を負う」と説明される16（法律要件分類

説）。少なくとも実務上は、このような考え方により立証責任の所在が決定

されており、当然、クレジットカード利用に基づくカード利用代金請求につ

いても法律要件分類説が適用されることになる。

3 　カード規約の構造

　上記 2の法律要件分類説によれば、「カードの利用者」の事実も含め、カ

ード利用代金請求権に関する主張・立証責任の分配を考えるに際しては、カ

ード規約上、カード利用代金についてどのように定められているかが基準と

なる。

　クレジットカードの利用により生じるカード利用代金については、大抵の

カード規約では、次のように定められている（モデル規約26条。以下、「免責

条項」という）。

①　カードの紛失、盗難等により他人にクレジットカードを不正利用され

た場合、そのクレジットカード利用に係る利用代金は、カード会員の負

担となる

②　上記①にかかわらず、カード会員が、クレジットカードの紛失、盗難

等の事実を速やかにカード会社に連絡し、所轄の警察署に届け出たうえ

で、所定の届出書を提出（以下、総称して「免責手続」という）した場合

には、カード会社に連絡した日の60日前までのクレジットカード利用に

係る利用代金を免除する

③　上記②にかかわらず、クレジットカードを第三者に貸与した場合や家

族等の関係者がクレジットカードを利用した場合などの一定の事由（以

下、「免責除外事由」という）に該当する場合には、免除されない

　このように、カード規約上、「カード会員に対するカード利用代金請求権

16　中野ほか・前掲書（注 1）370頁。



第3編　クレジットカードをめぐる紛争とその考え方　第1章　クレジットカード事件の要件事実

100

の発生」という法律効果については、「誰がクレジットカードを利用したの

か」という点は要件となっていない。逆に、上記①～③からすれば、カード

利用代金請求権という法的効果を得るためには、単に「クレジットカードが

利用されたこと」のみが要件（事実）となると考えるのが素直であろう。仮

に、カードの利用者について、カード会社が主張・立証責任を負うと考えた

場合、①の定めに基づく限りは、「カード会員または第三者のいずれか」が

クレジットカードを利用した旨主張・立証すれば足りることになり、当該事

項につきカード会社に主張・立証責任を負担させた意味は皆無である17。

　また、カード会員が、①により負担するカード利用代金債務の免除という

法的効果を得るためには、クレジットカードを紛失、盗難等したことを前提

に、免責手続の履践が要件となっていることがわかる。さらに、カード会社

が、②によるカード会員の免責という法的効果の発生を妨げるためには、③

の免責除外事由に該当することが要件となっている。

4 　不正利用に係る事情の把握の容易性

　法律要件分類説を厳格に適用すれば、カード規約上の定め以外の事情、た

とえば、カード会社による「カード会員がカードを利用したこと」や「カー

ド会員がカードを紛失、盗難等していないこと」の立証の容易性（あるいは、

困難性）などの周辺事情は、立証責任の分配に何ら影響を及ぼすものではな

い。

　しかし、ある事実を請求原因と抗弁のどちらに配置すべきかを検討するう

えでの規定の解釈に際して、「証拠との距離、立証の難易、および事実の存

17　カード会員本人が利用した場合のカード利用代金請求権と、第三者が不正利用した場合にカー
ド規約上の定めに基づくカード会員に対する請求権とが、異なる訴訟物であるとすれば（東京地
判平成 3・ 8・29判時1411号120頁参照）、「カード会員がクレジットカードを利用したこと」が
主位的請求原因となり、「第三者がクレジットカードを利用したこと」が予備的請求原因になる
とも考えられる。そういう意味では、全くの無意味というわけではないが、実務上の実益は全く
ないし、訴訟物として異なるものではなく、同一の訴訟物であるとするのが、実務上の通説と考
えられる。
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在・不存在の蓋然性などの実質的要素」を考慮するという考え方自体は、法

律要件分類説と矛盾するものではない18。したがって、カードの利用者に関

する主張・立証責任の分配を考えるにあたり、クレジットカード（取引）の

特殊性も踏まえて考えること自体は許容されると考えられる。

　たとえば、カード会社は、自身が発行したカードやカード会員を監視して

いるわけではないから、誰がクレジットカードを利用したか、カード会員が

クレジットカードを紛失、盗難等していないかを把握することは、実際上不

可能である。また、カード会員はカード規約上、クレジットカードの管理・

保管につき善管注意義務を負っており、第三者に貸与すること等が禁止され

ていることからすれば（モデル規約 2条 2項・ 3項）、カードが利用された場

合には、通常であれば、カード会員が利用したと考えるのが素直であろう19。

　逆に、クレジットカードを所持していたのはカード会員であるから、カー

ド規約上の免責の要件の一つである「（カードの）紛失等の事実」（モデル規

約26条 2 項柱書本文）については、カード会社に比して容易に把握でき、そ

の主張・立証も容易であるといえる。さらに、クレジットカードの紛失、盗

難等を超えて、「誰がクレジットカードを利用したのか」という点について、

心あたりがあるケースも多い。

　確かに、法律要件分類説が原則であり、上記のような事情だけで主張・立

証責任の分配が定まるものではないが、上記 3のカード規約の構造とあわせ

て考えれば、カード会社が「カード会員がクレジットカードを利用したこ

と」について主張・立証責任を負うと解するのは妥当ではなく、カード会員

が「クレジットカードを紛失、盗難等したこと」（＝第三者がクレジットカー

ドを利用したこと＝自分は利用していないこと）の主張・立証責任を負うと解

するべきである。

18　伊藤・民事訴訟法370頁。
19　東京簡判平成25・12・12公刊物未登載（平成25年（ハ）4608号）は、「クレジットカードの使用
について争いがある場合は、原則として当該クレジットカードを所持していた者が使用したもの
とみることが相当」としている。
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5 　裁判例

　〈事例 1 - 2 〉のようなケースにおいては、裁判例上も、カード会社が「カ

ード利用がカード会員による」との事実について主張・立証責任を負わず、

カード会員側がクレジットカードの紛失、盗難等の不正利用に係る事実につ

いて主張・立証責任を負うとされている。

【浦和地判平成11・10・29判時1717号108頁】
　本件会員規約……の内容に鑑みれば、会員は、その貸与を受けたカードの使
用に係る控訴人の立替金については、原則として支払義務を負い、例外的に、
カードが第三者により不正使用された場合には、本件保障規約所定の手続を履
践することによって、控訴人が損害の顚補をすることになるため、損害顚補請
求権と立替金債務との相殺により、立替金の支払義務を免れるにすぎないと解
するのが相当である。
　したがって、控訴人において、会員に貸与したカードの使用に係る立替金に
つき、当該会員にその支払を求めるためには、請求原因として当該カードの使
用及びこれによる控訴人の立替払いを主張立証すれば足り、当該カードの使用
者が会員であるか、それとも、第三者であるかを主張立証するまでの必要はな
く、その使用者が第三者である場合には、立替金の支払義務を争う会員におい
て、抗弁として、当該カードの使用者が第三者であって、かつ、本件保障規約
所定の手続を履践したことを主張立証しなければならないものというべきであ
る。（下線筆者）

【大阪高判平成12・ 8 ・22判タ1072号254頁20】
　契約に関する立証責任は、基本的には、契約条項の定めに従って定めるべき
である。会員規約13条 2 、 3 項は、第三者がカードを使用したとき、カード名
義人が支払義務を負わない場合を例外として定めていることからすると、その
例外が適用されるための要件、つまりカード使用が紛失又は盗難によるもので
あることは、カード名義人の立証責任に属すると解するべきである。
　しかも、カード名義人はカードを所持していた者であるから、それが紛失又
は盗難にあったことを立証しやすい立場にある。カード名義人は、カード不正

20　原審の大阪地判平成12・ 3 ・31判タ1058号265頁も同旨。



Ⅳ　不正利用における利用者の特定

103

使用の犯人を捜し出して、不正使用を自白させなければ、使用が紛失・盗難に
よることを立証できないというものではない。（下線筆者）

【東京地判平成27・ 8 ・10判タ1422号287頁】
　これらの規定の文言及び構造等に加え、クレジットカードが第三者に不正使
用された場合であってもこのことを加盟店又は信販会社が自ら覚知するのは容
易ではない一方、会員に対してカードの管理義務を課し、自らの意思によらず
に不正使用が可能な状況を生じた場合にはそのことにつき主張立証責任を負わ
せたとしても特段過大な負担にはならないと考えられることなども考慮すれば、
原告が本件規約の適用のあるクレジットカード契約の会員に対し立替金請求を
するに当たっては、これが会員本人によるものか第三者によるものかは問わず、
当該カードが利用されて立替払がされた事実について主張立証すれば請求原因
は充足され、これが第三者による不正使用であったことなどについては、会員
が抗弁として主張立証すべきものと解するのが相当である。（下線筆者）

【東京地判平成28・ 9 ・ 2 公刊物未登載（平成27年（ワ）18769号、平成27年

（ワ）22479号）】
　（カード規約の構造に）加えて、信販会社である原告が、第三者によるカード
の不正使用を把握することは必ずしも容易ではなく、カードの使用が不正なも
のではなく、会員の意思に基づくものであることまで確認することを求めるの
は、原告に著しい負担を負わせることになるといえる……。他方で、会員にと
っては、自らの意思によらないカードの使用を把握することは、原告に比して
容易であり、その不正使用につき主張立証責任を負わせたとしても、過大な負
担にはならないといえる。
　したがって、原告が、被告に対し、本件カード使用による第 2売上分に係る
立替金の支払を請求するためには、①本件クレジットカード契約が締結された
こと、②同契約に基づき本件カードが被告に貸与されたこと、③第 2売上分の
売上処理につき本件カードが使用されたこと及び④同売上処理につき原告が立
替金を支払ったこと……を立証すれば足りると解するのが相当である。（下線筆
者）

　カード会員が主張・立証しなければならないのが、「クレジットカードの

紛失、盗難等」であるのか、それとも「第三者が利用したこと」であるのか
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