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はしがき

　現代社会では、企業間取引はもとより消費者取引（消費者対企業の取引）
においてもIT化が進み、支払決済方法についても、伝統的な金銭による決
済や手形や小切手の利用から、銀行振込やクレジット・カードの利用、さら
にはコンビニ決済や電子マネー、電子手形などの利用へと多様化し、利用実
態も大きく変化しています。
　こうした折、学陽書房編集部より、大学生やビジネスパーソン、これから
税会計実務に従事する方々などを対象として、「支払決済の法としくみ」と
題する出版企画の相談があり、時宜をえたものでしたので、その編集をお引
き受けいたしました。
　編集に当たっては、決済システムの全体像を提示したうえ、決済を支払、
与信、送金という機能ごとに区分し、その区分ごとの多様な決済方法を解説
しています。解説に当たっては、各々の決済システムと金融機関との関わり
を明らかにすることに留意しました。これは、決済システムの中心にあるの
が金融機関であり、金融機関を通じた決済のしくみ全体を理解する必要があ
るからです。さらに、新たな決済システムを理解するには理論的な分析をす
る必要があることから、現行法だけでなく、これに関わる民法（債権関係）
の改正についても、取り上げています。
　以上の工夫に加え、解説のビジュアル化にも努めました。多様な支払決済
手段について、その基本的なしくみ、そのような手段が用いられる理由や法
知識の理解を助けるためにできるだけ図解してビジュアル的に著述すること
に心がけました。また近時、新しい支払・決済手段の登場に伴う新たな争い
が起こる可能性もあります。その解決のためには、同様の問題に関する従来
の裁判例（ケース）における解釈を踏まえておく必要があり、本書ではこれ
についてもできるかぎり取り上げています。
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　こうした工夫に努めた本書ですが、多くの執筆者に依頼し、既存の制度か
ら新たな制度まで紹介するため、内容の濃淡、体裁の不統一、関連分野にか
かわる重複解説などがあるかもしれません。各執筆者の個性の表れでもある
ことから、必要な限度での統一に止めたことを予めお断り申し上げます。
　最後になりましたが、本書の企画から刊行に至るまで大変お世話をいただ
いた学陽書房編集部の齋藤岳大さん、新名祥江さんに対し執筆者を代表して
厚くお礼を申し上げます。

　2012年３月� 根田　正樹
大久保拓也
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1❖ 決済の意義と決済システムの必要性

１．決済とは
　売買などの取引を行うと、当事者の一方は商品やサービスを提供すべき債
務を負担し、他方はその対価としての金銭を支払うべき債務を負担する。こ
の債権債務は、一方が商品・サービスを提供し、他方が金銭を支払うことに
よって消滅する。どちらの行為も弁済（民474条以下）というが、このうち、
商品などを引き渡すことを「受渡し」、代金の支払を「受払い」といい、こ
れによって金銭債務を消滅させることを一般に決済という。
　決済には、現金による支払、銀行振込、郵便振替、クレジット・カード、
デビット・カード、電子マネーなど多様な方法がある。このほか、企業間の
取引での伝統的な支払方法は手形や小切手によるものであり、継続的取引関
係にある企業間では、相殺、交互計算、マルチ・ネッティングという決済方

本章の
ねらい

企業や市民の行う取引の最終段階は決済である。その決済の多く
は、手形や銀行振込、あるいはクレジット・カードによる決済な
ど金融機関などが設ける決済システムを利用して行われる。それ

がなければ経済が立ち行かないといっても過言ではない。その意味で、決済シ
ステムは、企業活動や市民生活を支えるとともに、グローバル化したわが国の
経済をも支える重要なインフラといえる。本章では、そうした決済システムの
諸制度を素描するとともに、そこに生じうるシステムダウンなどのシステムリ
スク、システム利用のための各種カードの普及に伴う不正利用などについて概
観し、次章以下に繋げるところに本章のねらいがある。

第1章

決済システムの全体像
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法も用いられることもある。

２．多様な決済方法
　今日、多種多様な決済方法が利用されている。それらを以下に列挙してみ
る。
①　現金による決済　　金銭で支払う方法であるが、支払時期は契約締結の

際、商品受取の際に支払うものである。
②　代金引換　　売主が宅配運送業者と商品代金集金委託契約を結び、代金

と引換に商品を買主に引き渡す方法である。通信販売などにおいて多く利
用されている。

③　コンビニ決済　　コンビニエンスストアの店頭で商品の受渡しの際に買
主が代金を支払うものである。②と同様に通信販売などにおいて多く利用
されている。平成19年の、主なコンビニ4社での公共料金などの代金収納
代行サービスの取扱件数は6億7千万件、取扱高は６兆３千億円に達する

（平成20年金融庁総務企画局「資料（決済サービスの現状等について）」
より）。

④　銀行振込　　銀行などの金融機関に開設された預貯金口座に宛てて、金
銭を払い込むことである。金融機関の営業窓口でもできるが、ATMによ
る振込も可能である。キャッシュ・カードによるのが一般的であり、平成
23年3月の時点でのキャッシュ・カード発行枚数は４億8,500万枚、ATM
設置台数は15万５千台である（金融庁「偽造キャッシュカード問題等に
対する対応状況（平成23年３月末）について）。

※海外への銀行送金の方法
　海外に送金する方法には、電信送金を用いる方法と、送金小切手もしくは為替証
書を用いる方法がある。前者の方法では、わが国に本支店のある銀行（仕向銀行）
に送金依頼をすると、海外に本支店があり、そこに受取人が口座を有する場合には、
仕向銀行の本支店から送金することができる。仕向銀行の本支店はないが、受取人
の取引銀行が仕向銀行とコルレス関係にある場合（仕向銀行と互いに自行の口座を
開設している場合）には、その銀行に送金することになる。コルレス銀行の本支店
もない場合には、受取人の取引銀行とコルレス関係にある銀行を経由して送金する
こととなる。
　次に、送金小切手や為替証書（ゆうちょ銀行や国際送金取扱郵便局）を用いて送
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金する方法である。送金者は、その小切手や証書を海外の受取人に郵便などで送付し、
受領した受取人が居住地域の郵便局に持参し、換金するという方法である。

⑤　郵便振替　　払込書を利用して相手口座に送金することをいい、郵便貯
金の窓口のほか、払込書の受付機能つきのATMでも取扱可能であり、現
金による払込みのほかに、通常貯金や貯蓄貯金の通帳、キャッシュ・カー
ドを利用して払い込むこともできる。
⑥　郵便為替　　郵便為替は普通為替、電信為替、定額小為替の3種があり、

普通（電信、定額小口）為替証書を発行して差出人に交付し、差出人が指
定する受取人又は持参人に普通（電信、定額小口）為替証書と引換に為替
金を払うものである。

⑦　クレジット・カード　　商品を購入する際の決済（支払）手段の１つで
ある。これには、契約者の番号その他が記載・記録されたカード型の証票
等が用いられ、磁気（磁気ストライプ）によるものとICによるものがある。
クレジット・カード発行枚数は平成23年３月の時点で３億2,200万枚（㈳
日本クレジット協会調査）である。

⑧　デビット・カード　　店頭での支払決済において、銀行などの金融機関
と郵便貯金の預貯金口座から引き落として支払うことができるカードであ
る。日本では、通常、キャッシュ・カードをそのままデビット・カードと
して使用している。クレジット・カードと異なり即時決済となるため、預
金残高が無ければ支払をすることはできない。

⑨　電子マネー　　貨幣価値をデジタルデータ化し、コンピュータ上で決済
されるものである。これには、貨幣価値データを記録するICカード型電
子マネーと、貨幣価値データの管理をネットワークを通じて決済を行うネ
ットワーク型電子マネーの２種類がある。
　現在のところ、前者の、プリペイド型のICカード型電子マネーは携帯
電話などにも搭載されるなど普及しつつある。
⑩　オンライン・バンキング　　インターネット・バンキングとも呼ばれ、

インターネット経由で銀行などの金融機関のサービスを利用することをい
い、口座振込、振替、口座管理などができる。決済方法の中で大きな割合
を占める。
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⑪　交互計算　　ネッティングとも呼ばれ、取引などで発生した債権・債務
を、特定の期日に相殺して差額だけを決済することをいう。継続的取引に
おいて交互計算を利用すると、為替手数料や送金手数料の節減となる。

⑫　マルチ・ネッティング　　複数の関連会社間の取引で発生した外貨債
権・債務を相殺し、差額のみを決済する方法をいう。平成10年4月施行の
改正外為法（外国為替及び外国貿易法）によって自由に行えるようになっ
た。多国籍企業がネッティングセンターを設立し、国際的な規模でマルチ・
ネッティングを行っている。この結果、金融機関で決済を行う資金総額、
決済回数とも減少し、利用者にとっては為替手数料その他の外為手数料の
削減が期待できる。

⑬　小切手　　銀行などの支払場所において、所持人に対し振出人の預貯金
口座から券面に表示された金額が支払われる証券である。支払の手段とし
て広く用いられる。

⑭　約束手形　　約束手形とは、振出人が、受取人又はその指図人もしくは
手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する証券
である。

⑮　為替手形　　為替手形の振出人（発行者）が、第三者（支払人）に委託
し、受取人又はその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の証
券である。主として海外との貿易など遠隔地との取引をする際に、現金を
直接送ることの危険を避けるために用いられることが多い。貿易取引では
B/E（Bill of Exchange）という。

※企業取引と決済方法の動向
　企業取引の代表的な決済方法は手形の利用である。しかし、平成７年には、手形
交換枚数は約３億枚、手形交換高は約1,845兆円であったが、15年後の平成22年には、
手形交換枚数は約8,800万枚、手形交換高は約375兆円まで低下している。これに対し、
銀行振込は、平成７年には７億7,500万件、1,992兆４千億円であったのが、平成22
年には11億1,900万件、2,417兆７千億円に達している（全国銀行協会 平成22年版決
済統計年報より）。
　手形利用の大幅な減少には、バブル崩壊後の経済規模の縮小などの要因も考えら
れるが、このほかにも銀行振込、交互計算、マルチ・ネッティングなど決済方法の
多様化も要因の１つといえよう。実際、大企業を中心に、銀行などのシステムで売
掛債権を決済する方法が増加している（前掲全銀協資料）。さらに手形それ自体の問
題としては、手形が「紙」であるために、紛失や盗難のリスクがつきまとうなどそ
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