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平成21年4月1日（設立許可日）設立

１．協会の概要

割賦販売等に係る取引(以下「クレジット取引」という。)を公

正にし、クレジット取引に携わる関係事業者の業務の適正
な運営を確保し、もって消費者の利益保護とその消費生活
向上を実現し、クレジット産業の健全な発展に資することを
目的とする。

目的

包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、
割賦販売業者、立替払い取次業者、販売業者、保証会社、
リース会社、システム開発会社など

946会員（平成28年6月1日現在）

会員数

理事として、学識者、消費者関係団体役員、クレジット会社
役員等 18名

役員
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１．会員が割賦販売法及び関係法令を遵守し、クレジット取引の
秩序を保持するための規則の制定

２．会員に法令遵守等の体制を整備させるための指導及びその
遵守状況の調査

３．会員の行うクレジット取引等に関する必要な調査、指導、勧告
その他の処分

４．会員の加盟店に関する情報の収集及び会員に対する情報の
提供

５．クレジットカード番号等及びクレジット取引に係る個人情報の
保護のための施策

６．会員が営むクレジット取引に対する消費者等からの苦情の処
理及び相談

７．会員の役員及び従業員等の研修等
８．クレジット取引に係る知識の普及及び啓発
９．クレジット産業に関する課題等についての調査研究
10.クレジット取引に関する行政に対する協力及び必要に応じた政
府等への建議要望

11.会員間及びクレジット取引に関係のある団体等との意思の疎
通及び意見の調整

12.前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な業務

事業

１．協会の概要
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１．当協会の広報・啓発活動

○当協会では、毎年、広報・啓発活動の基本方針を定めて、本基本方針に基づい
て、広報･啓発活動を推進している。
○主な広報・啓発活動としては、以下のとおり。

１．ターゲット別広報
（１）若年層向け
（２）主婦層向け
（３）高齢者向け
２．消費者啓発物の作成・配布
３．新聞媒体を利用した広報
４．ホームページ
５．教育支援活動
（１）教員向け勉強会
（２）教育機関等への講師派遣等
（３）消費者関係機関との連携
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２．ターゲット別広報

（１）若年層向け「クレジットカード啓発キャンペーン」

○ポスター等を作成し、会員会社、行政、消費生活センター、大学等での掲示を依
頼するとともに、協会ホームページに特設ページを設置

○全国の主要駅や主要郵便局におけるポスター掲示、新聞やWEB等の媒体を活
用した広告掲載、大手書店におけるブックカバー広告を実施
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２．ターゲット別広報
（２）主婦層向け

○「お料理家計簿2015年
版」（主婦と生活社・平成26
年10月発刊）に広告掲載

○「子育て中でも預金ゼロ
でも1000万円貯める10の
ルール」（主婦の友社・平
成27年11月発刊） に広告
掲載

【平成２７年掲載内容】
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２．ターゲット別広報

（３）高齢者向け

○「ねんきん生活。15号」（主
婦と生活社・平成26年10月発
刊）に広告掲載

○「定年後のお金と暮らし
2016」（朝日新聞出版・平成
27年12月発刊）に広告掲載

【平成２７年掲載内容】
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３．消費者向け啓発物の作成・配布

「まーくんとみなちゃんのクレジット青春メモリー」（マンガ版パンフ）：15万部
「クレジットのルール利用のポイント」（文章版パンフ）：6万部
「リボ払いの特徴と利用上の注意」（リボパンフ）：6.5万部
⇒ 大学・消費生活センター等に配布

【マンガ版パンフ】 【文章版パンフ】 【リボパンフ】
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４．新聞媒体を利用した広報

（１）NIKKEI ﾌﾟﾗｽ１（平成28年2月13日掲載）
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４．新聞媒体を利用した広報

（２）毎日新聞（平成28年3月24日掲載）
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４．新聞媒体を利用した広報

（３）毎日新聞（平成28年3月15日掲載）
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５．ホームページ

（１）バナーによる広報

○トップページに以下のバナーを掲載
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５．ホームページ

（１）バナーによる広報
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５．ホームページ

（２）「お願いとご注意」として以下の内容について注意喚起（抜粋）

○ご利用にあたってのお願い
・クレジットカードお申込みの際のご本人確認について
・クレジットカードの管理について
・クレジットカードの暗証番号の登録・管理について
・各種変更手続きについて

○ご注意
・当協会に類似した名称を使って個人情報等を詐取すると思われる事例について
・オンラインゲームのトラブルにご注意を
・インターネット取引におけるID・パスワードの使いまわしによる不正使用被害に
ご注意ください

・『有料メール交換サイト』にご注意ください！
・クレジットカードのショッピング枠の「現金化」の誘いに注意
・インターネット上でのクレジットカード情報の管理にご注意ください！
・ギャンブルサイトにご注意ください
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５．ホームページ

（３）「クレジットに関するQ&A」として以下の内容について掲載（抜粋）

・クレジットに関する相談先は？
・クレジットカードを他人に貸して利用させた時の支払いは・・・・？
・クレジットカードの暗証番号の登録は？
・カードの利用明細に身に覚えのない金額が記載されている
・クレジットで購入した商品が届かない
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６．クレジット教育支援活動

（１）教員向け勉強会

○平成27年度は、高等学校、中学校の家庭科教員を対象にクレジット教育
に関する勉強会を、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡の5地区で開催

（２）教育関係機関等への講師派遣等

○平成27年度は、大学・高等学校等からの要請に応じて、計18校30回の
講師派遣

○生徒向け教材「クレジット入門」「クレジットワークブック」を約7万4千部、

先生向け「先生のためのクレジット教育実践の手引き」「クレジットワーク
ブック」を約2千部を提供

○資料提供として、東京都消費生活総合センター主催「教員のための消
費者教育講座」への教員向け・生徒向け教材を提供

（３）消費者関係機関との連携

○平成27年度は、各地の消費生活センター等主催の市民講座や消費生

活相談員研修等において、「知って得するクレジットカード」等のテーマで、
合計10回講演。
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１．受付件数

○平成26年度に当協会の消費者相談室が受け付けた消費者相談は2,802件で、
平成25年度比4.8％減少
○包括方式（クレジットカード）に関する相談は1,849件
○インターネット取引と判明した相談は372件
○スマホ決済に関する相談はない

平成25年度 平成26年度 増減

2,943 2,802 ▲4.8％

1,919 1,849 ▲3.6％

インターネット関係 408 372 ▲8.8％

受付件数

受付件数合計

うち、包括方式

消費者相談の受付件数　　　　　　（単位：件）
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２．相談者の年齢

○インターネット取引に関する相談者のうち、60歳代以上の相談者は19名
⇒インターネット取引に関する相談者のうち、年齢が判明した相談者の9.2％
（包括方式で年齢が判明した相談者のうち60歳代以上の割合は12.9％）

年齢

50歳代以下 1,099 87.1% 187 90.8%

60歳代以上 163 12.9% 19 9.2%

インターネット取引

平成26年度相談者の年齢構成

包括方式全体
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Ⅳ インターネット取引に関するガイドライン

改定版「インターネット上での取引時における
本人なりすましによる不正使用防止のためのガイドライン」
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１．制定時期・趣旨等

（１）制定時期

平成24年3月26日制定、平成28年6月3日改定

（２）制定の趣旨

近年のインターネット取引における主な決済手段として、クレジットカードが重
要な機能を担っているが、一方で「本人なりすまし」による不正使用犯罪が増加。
当協会は2012年（平成24年）3月26日に、インターネット取引時の「本人なりす

ましによる不正使用防止策」の強化を図るため、本ガイドラインを制定。
2015年（平成27年）3月に国際水準のクレジットカード取引のセキュリティ環境

を整備することを目的として「クレジット取引セキュリティ対策協議会」が発足。
同協議会が本年2月に策定した「実行計画」においてＥＣにおける不正使用防

止の方策が示された。
これを受け、同協議会の実行計画の考え方に合わせ、本ガイドラインを見直し。

（３）ガイドラインの位置づけ

当協会及びクレジットカード会社（イシュアー及びアクワイアラー）がＥＣ取引に
おけるクレジットカード決済の重要性を十分に認識し、その趣旨を尊重すること
により、自発的な行動をもって目標が達成されることを強く期待するものである。
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２．不正使用防止策

インターネット上でのクレジットカード取引(*1)での不正使用を防止するため、以下により
2018年（平成30年）3月末までに、多面的・重層的な不正使用対策が講じられることを目
指す。

①カード会社（イシュアー）

・不正使用の被害抑止に資する消費者への広報に努める。
・加盟店における3-Dセキュア(*2)の導入の加速と不正使用抑制の効果を高める
観点から、3-Dセキュアの利用会員の登録率の向上に努める。

・カード会社（イシュアー）自体が3-Dセキュア未導入の場合は、加盟店における
3-Dセキュアの導入の加速と不正使用抑制の効果を高める観点から、早期の
導入を図る。

・過去の取引履歴等の様々な情報から、不正取引か否かを判断する不正検知
システムの導入・検知力向上に努める。

（１）各主体の役割



25

②カード会社（アクワイアラー）

・契約を有するEC加盟店に対して、本ガイドラインの内容について周知を行い、
これを踏まえた対応を行うよう働きかけを行う。

・不正使用被害額の大きい加盟店に対して、現在どのような不正使用対策を
講じているのか、さらに効果的な不正使用対策としてどのような対策を導入
することが適切か等についてヒアリング等を行った上で、加盟店と協働して、
不正使用対策の具体的な方策を基本として、既存の対策の改善や、より効
果的な対策の導入等の取組に向けた必要な措置を講ずる。

・特に、不正使用対策を何ら講じていない加盟店に対しては、当該加盟店と
協働して早急に効果的な不正使用対策に取り組むよう必要な措置を講ずる。

・3-Dセキュアの仕様やその運用に関する情報を加盟店と共有することに努
める。

２．不正使用防止策

（１）各主体の役割
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③当協会
・不正使用の実態を踏まえて、具体的な方策で示した方策を導入する必要性
及び各方策の有効性等について消費者や事業者向けの啓発活動に取り組
む。
特にID・パスワードの使い回しへの注意喚起について周知活動を行う。
・不正使用による被害の実態や最新の犯罪手口等や、不正使用対策に対す
る取組の成功事例等について外部機関とも連携して情報収集を行い、関
係事業者に対して逐次情報発信を行う。

２．不正使用防止策

（１）各主体の役割

（１）の取組みを行う際の対象となる加盟店については、不正使用被害額が大き
い業種及びリスクの高い業種等の加盟店に対して集中的に実施することとする。

（２）対象となる加盟店の考え方

＜補足説明＞
*1「インターネット上でのクレジットカード取引」

いわゆるｅコマースにおけるクレジットカード決済をオンライン(オーソリ)取引にて行う取引を指し、郵送・ＦＡＸ・電話等オフ
ラインにて取引される通信販売の取引は含まない。

*2 3-Dセキュア（2016年(平成28年)5月現在）
3-Dセキュアは以下国際ブランドが提供する本人認証サービスを指す。

Visa:Verified by VISA
JCB :J/Secure
MasterCard:SecureCode
American Express: American Express SafeKey
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Ⅴ スマートフォン決済セキュリティガイドライン
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１．制定時期・目的等

（１）制定時期

平成24年6月11日制定

（２）目的

本ガイドラインは、加盟店が自ら、又はスマートフォン決済提供事業者のサー
ビスを利用してスマートフォン決済を導入する際に、安全・安心なクレジットカー
ド取引を確保するため、アクワイアラーが加盟店に対して求めるセキュリティ対
策の基準を示すもの。

（３）対象取引の範囲

加盟店におけるスマートフォン等を用いた対面取引において、ICチップおよび
磁気ストライプからカード情報を読み取り処理する取引を対象とする。

なお、カード番号及び有効期限については、スマートフォン等の本体へのマ
ニュアル入力はできないものとする。
また、電文は対面電文により処理されるものとする。
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２．ガイドラインの内容（抜粋）

１．カード情報の保護

１．２．スマートフォン決済アプリケーションに関するセキュリティ
アクワイアラーは、不正なスマートフォン決済アプリケーションによる処理を防ぐため、

スマートフォン決済アプリケーションについて、加盟店が以下の要件に対応している
ことを確認する。

（１）カード情報の保護
①データ保存の禁止
・カード情報は、スマートフォン等の本体及び周辺機器並びに外部メモリへ保存しな
いこと。
ただし、暗号化されたカード情報の、承認処理完了前の一時的なスマートフォン等
の本体への保存であって、クレジットカード取引に係る一般的な時間をもとに設定
した合理的な制限時間を経過した後の自動的な消去が設定されている場合を除く。

②確実なデータ消去
・一時的に保存されたカード情報の消去は、任意のデータ又はランダムデータによ
る上書き等、元のデータを復元できないよう確実に消去されること。

③カード番号の非表示
・売上票等にカード番号を表示・出力する場合には、個人を識別する桁（通常、先頭

6桁及び末尾4桁以外）が非表示化されること。
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２．ガイドラインの内容（抜粋）

１．カード情報の保護

（２）不正利用の防止
①スマートフォン決済アプリケーションの安全な配布と認証
・スマートフォン決済アプリケーションは、予め定められた安全な方法でのみ配
布され、クレジットカード取引に関する処理の都度、適正であるか認証される
こと。

②スマートフォン決済アプリケーションの遠隔操作機能の実装
・スマートフォン決済アプリケーションは、遠隔操作による停止または削除が可
能な機能を有するものであること。

（３）スマートフォン決済アプリケーションの保護
・スマートフォン決済アプリケーションが利用しているデータ領域は、予め同アプ
リケーションが許容しているものを除き、他アプリケーションからはアクセス不
可であること。
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２．ガイドラインの内容（抜粋）

２．運用・管理

２．２．本人確認・売上処理時の対応
アクワイアラーは、スマートフォン決済を行う加盟店において、不正利用防止、

関係法令の遵守等の観点から、適正な売上処理を実施するため、本人確認及び
売上処理時の対応について、加盟店が以下の要件に対応していることを確認
する。

（１）本人確認
スマートフォン決済における本人確認について、以下の内容を満たす措置がと

られていること。
・ICカードによる売上処理を行った場合のPIN入力による本人確認。
・磁気ストライプカードによる売上処理を行った場合の、カード会員による売上
票への署名取得及びカード裏面の署名と同一である旨の確認。

（２）売上処理時の対応
関係法令を踏まえた必要な措置の確保のため、加盟店において、売上処理完

了後、カード会員に対し売上票等が適切に提供されていること。
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