
本書の刊行にあたって

本書の目的は、キャッシュレス化が進むリテール決済を法的に分析し、こ

れまで消費者法と決済法に分断されて検討されてきた法制度を横断的・包括

的に規律するための立法政策のあり方を検討する点にある。

ICT（情報通信技術）の高度化によって産業のデジタル化がこれまで以上

に急速に進み、銀行以外の決済サービス業者が提供する多様な決済サービス

が拡大し、スマートフォン（スマホ）の普及によって決済サービスのモバイ

ル化が実現した。このような現状に対して、銀行間決済を中心とした現行の

決済法制が十分に対応していないことが、本研究を始める動機となった。現

金決済の場合を除くと、電子取引として行われている決済サービスについて、

イノヴェーションを阻害することなく、サービスの質の向上と利用者保護と

のバランスを図る法環境の整備は、いまや各国で共通した立法政策上の課題

となっている。

本研究にあたっては、産業構造論からのアプローチを参考に、リテール決

済を決済サービス市場という観点から捉え、多様な契約主体から構成される

取引について市場・契約を規律する法規範をどのように整備するべきか考察

をすることにした。

もっとも、リテール決済がどのように発展してきたのかについては、それ

ぞれの国で違いがある。また、決済サービスを提供する「システム」と「ネ

ットワーク」およびそこで流通する「デジタル情報」に着目して決済サービ

ス市場を分析するとしても、FinTech によって多様な決済サービスが展開

される中で、どのような観点からアプローチをしたら、適切な法規整のあり

方を提言できるのかについては、模索が続いた。

幸い、公益財団法人・民事紛争処理基金から研究助成（「消費者取引に直結

した電子決済サービスの法的分析と立法政策上の課題」（研究代表者・千葉惠美

子））を受けて共同研究を開始することができ、さらに、科学研究費補助金

（2015年〜2019年度基盤研究�）「消費者取引に伴うリテール決済サービス法制
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の構築」（課題番号15H01927、研究代表者・千葉惠美子）に採択されたことか

ら、学際的共同研究の場として「リテール決済研究会」を組織することがで

きた。「リテール決済研究会」において、この分野に造詣が深い実務家、法

律学のほかに経済学・技術分野の研究者、海外の研究者など、多彩なゲスト

が研究報告を行ってくださり、多くの知見を得ることができた。また、「リ

テール決済研究会」に参加してくださった研究者18名からなる共同研究組織

を作り、学際研究を推進するとともに、キャッシュレス決済に関心がある多

くの実務家・研究者に毎回ご参加いたただき、討議を重ねることができた。

大型台風の中、開催された第10回日本消費者法学会のシンポジウム「キャ

ッシュレス決済と立法政策上の課題」（2017年10月29日、関西大学）において、

それまでの共同研究の成果を中間報告として公表する機会をいただき、学会

の場で議論をしていただくことができた。学会報告の予稿として10本の論文

を現代消費法36号に掲載し、この中から�人の方に研究報告を行っていただ

いた。研究報告の要旨および当日のディスカッションについては、すでに、

日本消費者法学会の学会誌・消費者法10号（2018年）でその内容が公表され

ている。

本書に収録した論文は、このシンポジウムを通じて明らかになった課題に

�年をかけてさらに検討を重ねたものである。上記学会報告後の研究につい

て、特に、以下の点を指摘したい。

第�に、EU決済指令�（PSD2）についても、学会時点ですでに公表され

ていたが、この第二次指令に基づく国内法の整備はまだ完了していない国が

あった。本書では、フランス・ドイツの国内法の最新の改正動向を反映して

国内法の整備の状況をアップデートしてある。

第�に、欧州連合（EU）では、基本的には、銀行システム・ネットワー

クの中で決済サービスが行われているが、日本の決済ビジネスは、銀行シス

テムとその外で発展したカード決済システムの�本立てで行われていること、

世界的にみれば、IT企業が決済サービス分野に進出し多様な決済ビジネス

が展開されていること、また、中国など銀行システムが十分に発展しないま

まキャッシュレス決済が飛躍的に発展した国が出現していることなど、EU
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の動向だけでは、決済サービスに横断的な規制を検討するための検討素材が

不足していることが明らかになった。そこで、比較法研究の対象をキャッシ

ュレス決済の比率が高いアジアに広げ、韓国・中国・台湾・シンガポールの

電子決済法制について、リテール決済研究会で報告していただき、本書には、

その後の情報も追加して最新の動向を収録した。

第�に、同一のシステム・ネットワークの中で展開される決済サービスに

ついては、同一の経済的機能を実現していることをてこにして、さまざまな

決済サービスを横断的に規制することは正当化しやすいが、銀行のシステ

ム・ネットワーク上での決済サービスの提供とこれとは異なるシステム・ネ

ットワークで決済サービスが行われている場合には、横断的規整を正当化す

る根拠を何に求めるかを明らかにすることが必要になる。

本書では、まず銀行システム・ネットワークによる決済サービスとして口

座振込、それ以外のシステム・ネットワークとして国際ブランドのカード決

済をモデル
＊

として、両者に横断的規整が可能なのかを検討することにした。

本書では、両面市場の経済学からの知見を参考にして、決済サービスが「プ

ラットフォームを介して提供されるサービス」である点に、横断的法規整を

正当化する共通項があることを明らかにしている。

プラットフォームは、集約され蓄積される情報とプラットフォーム利用者

間の相互作用（interaction）によって高い価値を創造する仕組みである。プ

ラットフォームを提供・運営するプラットフォーマーが、プラットフォーム
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＊ 日本では、国際プランドからブランドの提供を受けているが、国内での決済は、す

でに開発されていた国内のシステム・ネットワーク内で行われている。国際プランド

のカード決済システム・ネットワーク自体を利用して決済が行われている場合は限ら

れており、銀行システムを介した決済と併存している。このようなわが国の特殊性に

かかわらず、銀行のシステム・ネットワークと国際ブランドのカード決済システム・

ネットワークとを対比して、決済サービスの横断的規整のあり方を検証しようとした

のは、決済サービスのグローバル化が一段と進展していること、また、銀行システ

ム・ネットワークの外側で行われる複雑で多様な国内の決済サービスが、銀行システ

ム・ネットワークを利用するデビットカードに収斂するとは考えにくく、国際ブラン

ドが提供するシステム・ネットワークが利用される可能性ほうが高いと考えたからで

ある。後者については、三井住友フィナンシャルグループ（FG）が VisaNet上に仮

想ネットワークを構築し、クレジットカード、電子マネー、QR コードを利用したス

マホ決済など多様な決済手段に対応する決済基盤を運営すると発表していることに注

目しておきたい（日本経済新聞2019年�月10日朝刊）。



上での価値・データの交換によって、プラットフォームの利用者の潜在的欲

求をマッチングさせて需要を創造する点に、プラットフォームビジネスの特

徴がある。決済サービスは、プラットフォーム上で、その利用者（支払人・

受取人）から提供される情報をマッチングさせて、プラットフォームの利用

者相互間の取引上の債務を消滅させるビジネスである。決済サービスの場合、

国際ブランドなど、プラットフォーマーが競争的事業者によって組織され、

これら競争的事業者が実質的には共同でプラットフォームの提供・運営して

いる点に特色がある。

このようなチャレンジングな企画に対して、執筆者による精力的な研究が

なければ、この時期に本書を刊行することはできなかった。編者として、ま

ずは執筆者の皆さんに厚く御礼を申し上げたい。

また、世界のペイメントサービスを定点観測されている山本国際コンサル

タンツ代表・山本正行氏の協力なしに、短時間で多様な決済サービスの実態

について情報を収集することはできなかった。リテール決済研究会の代表者

として厚く御礼を申し上げる。

科研事務局として、研究助成にかかる諸手続や「リテール決済研究会」の

雑務を精力的に担当してくださり、また、堪能な英語力を発揮されて、東ア

ジアの研究者との連絡・調整・招へい手続などに尽力をしてくださった鎌倉

愛子氏にも、ここに記して感謝の意を表したい。

最後になったが、民事法研究会の大槻剛裕氏には、現代消費者法の予稿の

段階から本書の刊行まで大変お世話になった。海外の研究者の論文を含めて

大変な編集作業を丁寧に行っていただき、また、本書の事項索引を作成して

いたただいたことに、執筆者を代表して、この場を借りて、心から御礼を申

し上げたい。

2019年�月

リテール決済研究会・代表

千葉 惠美子
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第�章

キャッシュレス決済の横断的検討

の必要性と検討の視点
＊

大阪大学教授 千葉惠美子

� キャッシュレス決済の量的拡大と多様化の

背景

決済とは、資金などの受渡しを行うことによって、当事者間の金銭債権・

債務関係を解消することである。決済に係るコストの削減とその簡便性から、

近年、キャッシュレス決済（＝非現金決済）の利用が急速に拡大している。

本書の目的は、リテール決済（決済手段の利用者間での決済
⑴

）におけるキャッ

シュレス決済の量的拡大と多様化
⑵

の現状を踏まえて法規整のあり方を明らか

にする点にある。
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＊ 本稿は、第10回日本消費者法学会シンポジウム「キャッシュレス決済と立法政策上の課題」

（2017年10月29日、関西大学）における研究報告「キャッシュレス決済の意義と検討の必要

性」に、その後の研究成果を加えて大幅に加筆・修正を加えたものである。

⑴ リテール決済に対立する概念として、ホールセール決済という用語が使われる。リ

テール決済を小口決済、ホールセール決済を大口決済と定義するものがあるが、本稿

では、決済サービスのユーザー、銀行、中央銀行のうち、どの「層」で決済が行われ

るかに着目して分類することにする。本文で述べる決済手段と決済方法の定義に従い、

「リテール決済」とは、決済手段である預金や通貨等の利用者間で決済が行われる場

合をいう。リテール決済を「利用者間決済」と定義するなら、「ホールセール決済」

は、決済手段の提供者の間で決済が行われる場合、つまり、「提供者間決済」と定義

することができる。銀行間決済は、預金という決済手段の提供者間での決済であり、

通常は、中央銀行当座預金口座の振替によってオンラインで決済が行われており、ホ

ールセール決済ということになる。これに対して、本稿の検討対象となっている口座

振込・カード決済・電子マネー決済は、現金・預金等の決済手段の利用者間での決済

であり、リテール決済ということになる。

⑵ 千葉恵美子「FinTech とキャッシュレス決済をめぐる立法の動向」L&T 74号

（2017年）50頁〜52頁参照。



日本では国内総生産（GDP）の約�割を民間最終消費支出が占めているが、

このうちクレジットカード・デビットカード・電子マネーによる支払額が民

間最終消費支出に占める比率は、2008年の11.9％から2016年には20.0％へと

推移している
⑶

。この比率には、振込など銀行口座を利用した資金移動が含ま

れていないから、わが国におけるキャッシュレス決済の比率は、実際にはこ

れより高いといってよい。消費生活に直結しているリテール決済についてみ

ると、わが国では、なお現金決済が多いが、インターネットショッピングモ

ールに代表される非対面取引だけでなく、店舗取引においても、決済のキャ

ッシュレス化が進展している。クレジットカード・デビットカードなどのカ

ード決済および電子マネー決済による年間支払金額を国の家計最終消費支出

で割った比率は、2015年には18.4％となっている
⑷⑸

。

最近のキャッシュレス決済の特色の一つは、決済手段と決済方法のさまざ

まな組合せによって、多様な決済スキームが登場している点にある。決済の

際に受払いされる現金・預金など、交換価値として債権者に対して支払われ

るものを「決済手段
⑹

」と定義すると、わが国では、現金・預金・電子マネー

のほかに仮想通貨が決済手段として認められている。一方、利用者が決済の

ために金銭的な価値の移転を第三者に指図することを「決済方法」と定義す

ると、口座振込、クレジットカード、デビットカード、電子マネーによる決

済、スマートフォン決済（スマホ決済）などが利用されている。

キャッシュレス決済の量的な拡大と多様な決済スキームの開発を可能にし
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⑶ 経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課「キャッシュレス・ビジョ

ン」（2018年�月）〈http://www.meti.go. jp/press/2018/04/20180411001/2018041100

1-1.pdf〉（以下では、「キャッシュレス・ビジョン」という）22頁参照。

⑷ 「キャッシュレス・ビジョン」�頁〜	頁・10頁参照。

⑸ カード決済は、クレジットカード取引だけではなく、デビットカード取引、ポスト

ペイ型の電子マネー取引にも利用されている。また、近年急速に利用が拡大している

電子マネーについては、第三者型前払式支払手段が主流になっている。交通系・流通

系の非接触 ICカード型の電子マネーが利用できる取引環境の急速な拡大とサーバ型

の第三者型前払式支払手段の発行が、電子マネー市場規模の拡大の要因となっている

（消費者庁「オンライン決済、スマホ決済の動向整理」（2016年�月30日））。

⑹ 決済に使用する道具と言い換えてよい。この定義に従えば、電子マネーや仮想通貨

も、利用者が保持する電子データ自体に金銭的価値が認められていることから、決済

手段ということになる（仮想通貨は2017年�月施行の改正資金決済法によって決済手

段として認められることになった）。
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たのは、ICT（情報通信技術）の発展による決済手段と決済方法の電子化で

ある。これに伴い、決済サービスのデジタル化が進み、決済のネットワーク

化が進展した。

加えて、スマートフォンの普及が、専用回線の利用からインターネット回

線を利用した決済への移行を一層後押しし
⑺

、決済サービスのモバイル化が実

現した。同時に、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）、ゲー

ム、電子商取引などインターネット上の他のネットワークと決済ネットワー

クが結合しやすい環境を作り出し、簡便で安価なキャッシュレス決済の一層

の拡大をもたらしているといえる
⑻

。

このように、キャッシュレス決済の量的拡大と多様化の背景には、ICT

の発展による決済環境の変化があり、決済手段と決済方法のデジタル化・ネ

ットワーク化によって、キャッシュレス決済における決済手段（決済の際に

受渡しされる価値）と決済方法（利用者が決済のために金銭的な価値の支払いを

第三者に委任する方法）のさまざまな組合せが可能になり、多様な決済スキ

ームが登場してきていることになる。

� 検討課題の限定

キャッシュレス決済において、決済される当事者間で受渡しがされるのは

「価値情報」である。キャッシュレス決済に利用されている預金、電子マネ

ー・仮想通貨といった決済手段の場合、価値情報は電子データとして保存さ
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⑺ カード型から非接触 ICを内蔵した携帯端末を利用したスマホ決済（アップルペ

イ・アンドロイドペイ・アリペイ・楽天ペイ・LINE ペイなど）が普及してきている

（日本経済新聞2017年月16日朝刊など参照）。また、ドングルとよばれる低価格の専

用装置などをスマートフォンやタブレットと組み合わせて利用することによって、こ

れまで決済端末を持てなかった事業者でも容易にカード決済ができる環境が整備され

てきたことも量的拡大の要因になっている（「キャッシュレス・ビジョン」�頁（図

表�）参照）。

⑻ 野村総合研究所「ICT・メディア市場の動向分析・市場規模予測」（2016年）によ

れば、スマホ決済の普及により、2020年の電子決済市場規模は82兆円（2015年の40％

増）になる見込みである。また、2022年度に B to C 電子商取引市場は26兆円に成長

すると予測され、2015年度の市場規模15.4兆円に対して、約1.7倍となることが推計

されている。B to Cの電子商取引市場の決済方法のうち69.2％がカード決済である

（総務省「平成27年通信利用動向調査の結果（概要）」（2016年	月）10頁）。



れている。

決済のメリットは、信用リスク（支払人によって約束どおりに決済が行われ

ないリスク）と流動性リスク（受取人の必要なときに資金が不足するリスク）を

回避する点にある。このようなメリットを実現し、簡便かつ安全で効率的な

決済を実現するためには、それを阻害する要因を排除する必要がある。

第�に、これらの価値情報に取引の代金債務を消滅させる価値があること

が必要である。もっとも、決済機能に加えて、価値尺度機能（物やサービス

の価値を客観的に表す機能）、価値貯蔵機能（将来に備えて価値を蓄えておく機

能）が完全に伴っている決済手段は、法貨と法貨との交換が保証されている

預金だけである。特に仮想通貨については、価格変動が大きいため将来に向

けて価値を保存できる可能性が保障されておらず、決済手段としての利用も

今のところ限定的である。一方で、中央銀行によるデジタル通貨の発行が計

画され実証実験が始まっており、法貨自体のキャッシュレス化が進行してい

る状況にある
⑼

。

第�に、この価値情報の改変・毀損リスクを回避することが必要になる。

監督法・刑事法・私法上、その価値をどのように法的に担保し、改変・毀損

するリスクから価値情報をどのように守るのかが課題となる。

第�に、現金決済の場合と比較すると、キャッシュレス決済が利用される

場合には、原因取引が成立し、相手方がその取引の対価を受け取るまでには

時間差があることから、「一旦実行された決済は取り消されない」というル

ールが重要である。他方で、決済は、決済サービスの利用者間の金銭債権・

債務関係を解消することを目的としているから、決済サービスが正常に行わ

れなかった場合に、「一旦実行された決済は取り消されない」というルール

と利用者保護をどのように調和させるのかが問題となってくる。

本書では、主に、第�の点、決済サービスに係る決済サービス業者と利用

者間の権利義務に関するルールを検討課題とする。多様な決済スキームのう

第�章 キャッシュレス決済の横断的検討の必要性と検討の視点

5

⑼ 本書第10章�参照。中国人民銀行の「チャイナ・コイン」のほか、カナダ・スウェ

ーデン・シンガポール・ロシア・ウルグアイなどの中央銀行がデジタル通貨の発行に

ついて検討を始めている。現金決済のコストの削減、新たな金融政策の手段としての

利用などがデジタル通貨の発行の背景にはある。



編者紹介

千葉 惠美子（CHIBA Emiko）

1953年生まれ。1976年北海道大学卒業。

大阪大学助教授、名古屋大学教授を経て、現在、大阪大学教授。

デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会委員、第

�期消費者基本計画のあり方に関する検討会委員など歴任。

〈主著〉『詳解 改正民法』（共編著）（商事法務、2018年）、『集団的消費者利益

の実現と法の役割』（共編著）（商事商務、2014年）

〈主要論文〉「弁済による代位制度における求償権の実現と原債権との関係

──第三者弁済と倒産手続をめぐる最近の判決を契機として」小野秀誠ほか

編『民事法の現代的課題（松本恒雄先生還暦記念論文集）』（商事法務、2012年）、

「消費者取引における決済と立法政策の課題」名古屋大学法政論集250号

（2013年）、「実体法の観点から見た消費者裁判手続特例法に基づく被害回復

制度の位置づけ──集団的消費者利益とその実現の担い手との関係に着目し

て」法の支配182号（2016年）、「FinTech とキャッシュレス決済をめぐる立

法の動向」Law and Technology 74号（2017年）、「債権譲渡制限特約と民法

改正──債権の流動化・担保化はどこまで可能になったのか」大塚龍児先生

古稀記念論文集刊行委員会編『民商法の課題と展望 大塚龍児先生古稀記念』

（信山社、2018年）、「適格消費者団体による差止請求制度の保護法益とエンフ

ォースメントの流動化──私法・公法領域における集団的利益論の展開のた

めに」加藤新太郎ほか編（加藤雅信先生古稀記念）『21世紀民事法学の挑戦

（下巻）』（信山社、2018年）、「電子商取引をめぐる取引環境の変化と今後の消

費者法制の課題──デジタル・プラットフォーム型ビジネスと取引法」消費

者法研究�号（2018年）

編者紹介

444



執筆者一覧

（執筆順）

千葉 惠美子 大阪大学教授 第�章・第16章

森下 哲朗 上智大学教授 第�章

永井 隆光 弁護士（山下・拓・二村法律

事務所）

第�章

板倉 陽一郎 弁護士（ひかり総合法律事務

所）・理化学研究所革新知能

統合研究センター客員主管研

究員・国立情報学研究所客員

教授

第�章

深川 裕佳 東洋大学教授 第�章

白石 大 早稲田大学教授 第�章・資料�（訳）

都筑 満雄 南山大学教授 第�章・資料�（訳）

川地 宏行 明治大学教授 第	章・資料�（訳）

徐 熙錫 韓国�山大学教授 第
章

楊 東 中国人民大学教授 第10章

陳 哲立 中国人民大学フィンテック・

サイバーセキュリティ研究セ

ンター研究助理

第10章

林 育廷 東呉大学副教授 第11章

玉垣 正一郎 名古屋大学特任講師・弁護士

（池田総合法律事務所）

第12章

伊藤 栄寿 上智大学教授 第13章

林 秀弥 名古屋大学教授 第14章

松尾 健一 大阪大学准教授 第15章

横溝 大 名古屋大学教授 第17章

嶋 拓哉 北海道大学教授 第18章

執筆者一覧

445



落丁・乱丁はおとりかえします。 ISBN978-4-86556-284-2 C3032 ¥8600E

カバーデザイン：関野美香

発 行 所 株式会社 民事法研究会

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 3-7-16

〔営業〕 TEL 03(5798)7257 FAX 03(5798)7258

〔編集〕 TEL 03(5798)7277 FAX 03(5798)7278

http://www.minjiho.com/ info@minjiho.com

2019年�月31日 第�刷発行

定価 本体8,600円＋税

編 者 千葉 惠美子

発 行 株式会社 民事法研究会

印 刷 株式会社 太平印刷社

キャッシュレス決済と法規整
──横断的・包括的な電子決済法制の制定に向けて──


	#001-004 cash-kankoniatatte_03
	001 cash-tb1_02
	002-005 cash1b-01_07
	444-445 cash-sippitu_06
	空白ページ



