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一　はじめに

近年我が国においても、主として、情報技術を活用した革新的な金融サー
ビス事業とされる、いわゆる FinTechへの対応の必要性が、その遅れから
危機感をもって、認識されるに至っている。そこで、これについて法制面
でさしあたっての対応をするために、情報通信技術の進展等の環境変化に
対応するための銀行法等の一部を改正する法律が成立した。本法律による
主要な改正の一つである資金決済法の改正では、特に仮想通貨取引に関す
る規定の新設が注目されているが、同じく支払手段である電子マネーすな
わち前払式支払手段についても、ITの進展等決済をめぐる環境の変化を
踏まえて、規制を緩和するなどの見直しも行われている。とはいえ、今般
の改正は明確かつ迅速に改正を要するものについての比較的容易な改正と
され、今後も FinTechの進展に対して継続的かつ機動的な改正等の対応が
必要であり、とりわけその法的基盤整備のため、業務そして法律をまたい
だ包括的な制度の 見直しが要請されているのである 1）。

1） こうした改正法の評価として、片岡義広「FinTechの現状と法的課題（総論的
試論）」NBL1073号 4頁以下などを参照した。また、金融審議会、「決済業務等の
高度化に関するワーキング・グループ報告」、http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/

論　　説



218

論　　説

ところで、我が国において今日電子マネーは社会に広く普及するに至っ
ている。今後も電子マネーがさらなる発展を続けていくためには、継続的
なその制度の見直しが必要である。ここでは、環境の変化に対応した機動
的な制度の見直しと並行して、あるいは自国の法制度の特質を認識するた
めに、あるいは既存の個別規制領域をまたいだ全体としてのありうる制度
構築のあり方を考察するために、制度のあり方を考え続けていくことも重
要であり、そのために有用なのが外国の法制度を参照することである。
そこで、本稿はフランスの電子マネーに関する法制度を紹介検討する。

以下に見るように、フランスの電子マネー法は主として EUの電子マネー
第二指令に由来する。我が国とは異なる特質を有する EUの電子マネー指
令は第一指令のころから関心が寄せられてきたところ、その後、第二指令
が出され、今日のフランスの電子マネー法はその一つの具体化である。ま
た、フランスの電子マネー法は決済の一般法である EUの決済サービス指
令にも部分的に由来するところ、同法全体を紹介するものはいまだなく、
支払手段をまたいだ規制の一つのあり方としても参照に値する。
以下、フランスの電子マネー法を紹介検討して、その特質を明らかにし、

今後の我が国の同法のあり方を考えるための参考としたい。

二　電子マネー法の経緯と電子マネー機関を中心とする規律

1　今日までの経緯

（1）フランスの今日における電子マネーに関する法制度はいくつかの EU
の指令を受けて形成されてきた 2）。まず、2000年 9月 18日の欧州議会およ
び理事会の指令（2000/46/CE）（電子マネー第一指令（DME1））が発せら
れ  3）、これは 2003年 1月 10日の経済財政産業大臣のアレテにより国内法
化された。しかし、フランスにおいて同法の下で認可された電子マネー機

kessai_wg/siryou/20151217/01.pdf、（平成 27年 12月）（以下決済WG報告とする）
5頁以下は、業務横断的な法体系の構築の検討の必要性を指摘する。

2） 現在に至る経緯については、S. Piedelièvre et H. Lair, La monnaie électronique 
après la loi du 28 janvier 2013, JCP. E. 2013, 1108を参照した。

3） 電子マネー第一指令については、片木進「欧米における電子マネーの規制につ
いて」流通科学大学論集 16巻 2号 29頁以下および岩原紳作『電子決済と法』（有
斐閣 2003年）581頁以下を参照した。
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関がたった 5つにとどまっていたように、これにより、電子マネーは期待
したようには普及しなかった。その理由は均衡を欠く規制による。例えば、
最低資本額として 100万ユーロが必要とされるなど、参入条件が厳格であ
り、また、電子マネー機関は他の商業活動を行うことが禁止され、さらに、
反マネーロンダリング立法に適合するように、しばしば不釣り合いと見う
るような拘束を課せられていた。加えて、指令が下限調和であったため、
その国内法化において加盟国は大きな裁量を有し、中でも、フランスはこ
の規制を極端に厳格にしてしま った 4）。例えば、所持者の身元確認を行わ
ない場合、チャージできる電子マネーは 150ユーロを限度とし、また、各
取引でのこれによる支払額は 30ユーロを上限としていた。しかし、技術
の発展により新たな制度が必要となった。そして、電子マネーはその匿名
性から魅力的な可能性を有している。そこで、電子マネーの定義と規律、
そして、発行機関を適合的にすることが求められたのである。
他方で、この間 EUにおいては、リテール分野の決済取引を統一的に規
律する、2007年 11月 13日の欧州議会および理事会の指令（2007/64/CE）（第
一次決済サービス指令（DSP1））が成立している 5）。同指令は、リテール決
済サービス市場の域内統合のために必要な法的枠組みを構築することを目
指すものである。その内容は、決済サービス業者間の競争を促進する観点
から決済サービス機関を創設し、また、決済サービス業者による利用者へ
の情報提供義務や決済サービス業者と利用者との間の様々な権利義務関係
について、各種の決済サービスを横断的に規律するものである。なお、指
令は完全調和型の指令である。本指令は決済サービスという概念のもとに
包括的な規律をなすものであり、この中には電子マネーを移転させる決済
取引も含まれている。同指令はフランスにおいて 2009年 7月 15日のオル
ドナンス 2009-866号により国内法化されたが、その際、電子マネーは適
用対象から除外されてしまった。したがって、フランスにおいては、電子
マネーを含む決済サービス一般に適用されるべき規律が電子マネーに適用

4） J. Lasserre Capdeville, La réforme de la monnaie électronique en droit français, JCP. G. 
2013, 278,p.490参照。

5） この決済サービス指令については、吉村昭彦・白神猛「欧州における決済サー
ビスの新たな法的枠組み」金融研究 2009年 3月号 119頁以下、檜垣拓也「欧州
における “決済サービス指令 ”の動向と法的・実務的意義」際商 38巻 2号 171頁
以下および平田健治「EU支払サービス指令とドイツ法」阪法 61巻 2号 1頁以下
を参照した。
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されないという規律の欠缺という課題も存在していたのである。
（2）こうして、その見直しが必須であったところ、2009年 9月 16日の欧
州議会および理事会の指令（2009/110/CE）（電子マネー第二指令（DME2））
が制定され 6）、前指令は廃止された。同指令は、電子マネーの革新的かつ
安全なサービスの発展を可能とし、新しい企業の市場への参入を容易にし、
かつ、同市場の主体の間での真の競争を奨励することを目的とするもので
ある。また、数少ないいくつかの規定の例外を除き完全調和をなすもので
ある。同指令は、期限である 2011年 4月 30日から 18か月以上遅れて、
ようやく、2013年 1月 28日の法律 2013-100号（以下 2013年法とする）
によりフランスにおいて国内法化された 7）。これにより、通貨金融法典が
改正され、電子マネーについて新たな章や節が設けられた（例えば、第 3
編第 1部第 5章や第 5編第 2部第 5章、第 6章など）。この改正法により、
利用者の保護が強化された後述のような今日の電子マネー取引の規律が形
成され、加えて、下記のように電子マネーの新たな定義がなされ、かつ、
新たに電子マネー発行者として電子マネー機関が設けられたのである。
ところで、その後、上記の決済サービス指令を改訂する、2015年 11月

25日の欧州議会および理事会の指令（（UE）2015/2366）（第二次決済サー
ビス指令（DSP2））が採択され、同指令の改正がなされている 8）。近年、オ
ンラインショップにおいて商店主のウェブサイトと利用者の銀行のオンラ
インシステムをつなぐシステムを構築することにより、インターネット上
で銀行口座振替による決済を行うサービスなど、新しい形態の決済サービ
スが現れている。同改正は、特に、決済利用者と銀行等との間に入って利
用者に代わって決済指図を発信する決済指図伝達サービス業者などの中間
的業者を規制の対象とすることで、様々な決済サービス提供者間の対等な
活動領域を作り、競争を活性化し、消費者の利益となることを目的とする。

6） これに至る第一指令の改正案については、田淵文美「欧州における電子マネー
指令見直しからの示唆」金法 849号 33頁以下を参照した。

7） この 2013年法については、邦語文献として、柴崎暁「電子マネー第二指令構
成国法化法」日仏 28号 195頁以下や、平野裕之「電子マネーについての法改正（2013
年 1月 28日の法律 2013-100号）」金融法 29号 131頁以下がある。

8） 本指令については、森下哲朗「PSD2（欧州の決済サービス指令 2）の概要」金
法 2050号 18頁以下を参照した。また、深川裕佳「預貯金口座に対する振込みに
よる弁済の効果（2）（3・完）」洋法 59巻 2号 315頁以下、59巻 3号 229頁以下
も参照した。
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また、その主たる目的には、他にも、さらに統合され実効的なヨーロッパ
単一決済市場への貢献や、決済をさらに安全なものとすること、消費者の
保護、決済の料金をさらに安くするよう促すことがある。加盟国は 2018
年 1月 13日までに本指令を国内法化しなければならないが、本稿執筆現
在（2016年 7月）、フランスにおいて国内法化はなされていない。以下に
見るように、フランスの通貨金融法典の決済サービス指令に由来する規定
の一部はフランスの電子マネーの規律の一部を構成しており、これらに関
わる改正もあるが、本稿はフランスの電子マネー法の紹介検討を目的とす
るものであるため、以下では、同改正については特に触れない。

2　電子マネーの定義と電子マネー機関

（1）電子マネーの定義について、通貨金融法典 L.315-1条（以下法典名を
省略する）は、「電子マネーは電子的または電磁的な形態で蓄積される金
銭価値であり、発行者に対する債権を表し、L.133-3条に定める決済取引
のために引き渡される資産と引き換えに発行され、電子マネー発行者以外
の自然人または法人により受領される」としている。この現代化された新
しい定義は以前のそれよりもより広いものである。これは、カードのよう
な媒体自体に蓄積される電子マネー（例えばMonéo）だけでなく、発行
者のサーバーに蓄積される電子マネー（例えば Paypal）にも適用されうる。
技術の進歩を阻害せず、今日市場で利用可能な全てのものだけでなく将来
開発されうるものも包摂できるように、より一般的な定義とすることが指
令において意図されていたのである  9）。
（2）（ⅰ）続いて、電子マネー発行者として電子マネーの発行や運営に特化
した機関である電子マネー機関が創設された 10）。従前、電子マネーを発行
できるのは信用機関に限定されていたところ、電子マネー機関は信用機関
の一類型とされ、これらに適用される認可の要件も規律もそれゆえに厳格
なものであった。そこで、改正により電子マネー機関が信用機関から区別

9） J. Lasserre Capdeville, op.cit.（4）, p.491参照。S. Piedelièvre, Instruments de crédit et 
de paiement, Dalloz, 8éd. 2014, p. 386 ets.も参照。

10） 以下について、主として、S. Moreil, La directive DME 2 enfin transposée, D. 2013, 
1154 ets.を、また、あわせて、平野・前掲注（7）137頁以下を参照した。
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され、これらが緩和されているのである 11）。
L.525-1条によれば、電子マネー発行者は電子マネー機関と信用機関で

あるとされている。その流通については、発行者は一人または複数の者に
これを行わせることができるが（L.525-8条）、この場合も発行者は電子マ
ネー所持者に対してなお責任を負う（L.525-11条）。なお、L.525-4条以下
には適用除外規定があり、例えば、施設内において買い物やサービスのた
めのみに利用される電子マネーを発行する企業などには、電子マネー発行
者に適用される規律は適用されない（L.525-5条）。
改正により、電子マネー機関の活動領域は拡張され、この点について大

きく改善された。L.526-2条によれば、電子マネーの発行だけでなく、決
済機関同様に、決済サービス、さらに、L.522-2条に規定されているこれ
と結びついたサービスも提供することができる。これには与信も含まれる
が、決済取引に付随したものであり、1年以内に返済されなければならな
いなど、条件が付されている。また、電子マネーの発行や管理と機能的に
結び付いたサービスを行うことができる。このように、電子マネー機関は
決済サービスその他を提供しうるのに対し、決済機関は電子マネーを発行
することができない。後にも見られるように、両機関の規律が接近してい
ることから、この点を問題視する者もある 12）。また、特に電子マネー機関
としての評判の維持のような電子マネー機関への要請と両立しうる商業活
動も行うことができる（L.526-3条）。これに対して、電子マネー機関は、
公衆から資金を受け入れることはできず（この点は後述する）、顧客に利
息を支払うこともできない（L.315-4条）。
（ⅱ）電子マネー機関は信用機関から区別される独自の規定に服している。
改正の目的は新規参入を妨げないように電子マネー機関に対する規制を緩
和することであった。電子マネー機関の活動が実際に生じさせるリスクに規
制を適合させることが求められたのである。と同時に、2009年の指令が予
定していたように、その規定は決済機関のそれに接近することにもなった。

11） これにより、次の三つの機関が存在することになった。まず、信用機関は銀行
業務を行い、これには決済サービスの提供も、電子マネーの発行、運営も含まれる。
次に、決済機関は決済サービスを提供するが、電子マネーの発行、運営を行うこ
とはできない。さらに、電子マネー機関は電子マネーの発行、運営を行い、決済
サービスを提供することもできる。

12） J. Lasserre Capdeville, op.cit.（4）, p.494参照。



223法政論集　270号（2017）

フランスの電子マネー法（都筑）

まず、電子マネー機関がその活動を行うためには、認可を受けることが
必要であり、これは、フランス銀行の意見を聞いたうえで、ACPR（L’
autorité de contrôle prudentiel et de résolution（2013年に創設された））13）によっ
て与えられる（L.526-7条）。ACPRは、当該企業が機関の健全かつ慎重な
運営を保障することができるかを確認し、株主ないし社員の資質を評価し
（L.526-8条）、L.526-9条に列挙されている諸要件を具備していることを確
認する。また、ACPRは認可後も当該企業が取得要件を満たし続けている
かを監督し、これを取り消すこともできる（L.526-15条 3号）。とはいえ、
とりわけ付与の際に要求される資本金の最低額が 35万ユーロに減額され
ているように、以上の要件は従前に比して緩和されたものであり、これに
より、市場への参入がより容易になっている。
次に、以下のように慎重性についての規定も従前に比して緩和されてい

る。電子マネー機関は、自身の支払能力と財政構造のバランスを保障する
ため経営上の規範を守り、その活動のリスクと収益性を評価するための適
切な内部の監督システムを有し、かつ、適切な自己の資産の水準を維持し
なければならない（L.526-27条）。電子マネー機関の資産は L.526-9条 3号
に基づく基準である 35万ユーロを下回ってはならないが（L.526-28条）、
これは従前の 100万ユーロを大きく下回るものである。なお、流通させて
いる電子マネーの額が一定水準以下の小規模な電子マネー機関について
は、以上の第 5編第 2部第 6章第 3節（L.526-27条から 34条）に規定され
ている慎重性に関する規定は適用されない（L.526-19条）。指令が許容する
フランス法独自の適用除外規定である。これもまたこうした業者の参入を
奨励することを意図するものである。
また、電子マネー機関は決済機関に課せられるのと同じ顧客の資金保護

のための措置に服する。すなわち、次のいずれかの方法で、顧客の資金を
保護することが義務付けられている（L.526-32条）。電子マネー機関は顧
客の資金を信用機関で開設した独立の口座に預けることができる。他人の
資金と混和しないようこれを独立させるのである。これら資金は電子マ
ネー機関の他の債権者に対して保護され、それは機関の強制執行手続や倒

13） 金融機関の監督をなす独立行政機関である。2010年に創設された ACPが、
2013年 7月 26日の法律 2013-672号により、金融機関の危機の予防および解消に
向けた措置をとるための広範な権限を与えられ、その呼称が変更された。
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産手続においても同様である。または、電子マネー機関は保険契約や他の
同様な担保によって顧客の資金を保障することができる。なお、改正によ
り信用機関および決済機関の集団手続に際して顧客の資金がこれに影響さ
れないというルールが電子マネー機関にも及んでいる（L.613-30-1条以
下）。以上の規定により、電子マネー所持者の資金はよく保護されている。
と同時に、これら規定は電子マネー機関と決済機関との強い類似性を示し
てもいる。
（ⅲ）同様の事態は電子マネー機関の義務についても見出される。例えば、
電子マネー所持者の身元を知る義務のような、信用機関や決済機関が負う
マネーロンダリングおよびテロ資金の防止に関する義務を、電子マネー機
関も負っている（L.561-2条以下）。ただし、電子マネーが財またはサービ
スの購入のみに使用され、チャージ不能な媒体については 250ユーロ、
チャージ可能な媒体については 2500ユーロを超えない場合は、危険性が
少ないがゆえに、電子マネー機関は同義務を負わない（R.561-16条）。と
はいえ、似た解決が、信用機関や決済機関についても、オンラインでの少
額決済について、採用されるに至っており、これら機関の規定をさらに接
近させているのである。

三　利用者保護のあり方

1　共通の規律

（1）電子マネーに適用される通貨金融法典の規律には、電子マネーに特有
の規律に加えて、これを含む支払手段に共通に適用される規律がある 14）。
決済サービス指令の国内法化に際して、電子マネーも対象とする指令の規
律をこれを除外した形で国内法化していたが、2013年法により、これら
規律が電子マネーにも及ぶことになり、小切手や為替手形、約束手形以外
のその他の支払手段（例えば、振込みや引落し、銀行カードによる支払い

14） このような規律の二重構造については、Piedelièvre et H. Lair, op.cit.（2）や、D. 
Legeais, Monnaie électronique ; Note sous la loi du 28 janvier 2013, RTD. com. 2013, p. 
557 ets.を参照した。以下については、主として、Piedelièvre et H. Lair, op.cit.（2）
を参照した。
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など）に適用される規律である第 1編第 3部第 3章などが電子マネーにも
適用されることになった。具体的には、L.133-1条Ⅳにおいてこの章の規
定が電子マネーの発行および運営に適用される旨が明らかにされている。
このように、その他の支払方法に適用される規律と題される L.133-1条か
ら 28条までの規律が新たに電子マネーにも適用され、電子マネーの利用
に関する規律が補完されることになったことで、電子マネー所持者の保護
が強化されるとともに、発行者にとっても、決済サービス提供者の業務も
行う場合には、同じ規律を把握すべきものとされることで、為すべきこと
が単純化されることになったのである 15）。なお、以下に検討する電子マネー
発行者と所持者との間の規律は、所持者として主に消費者を想定しており、
基本的に消費者保護法規である。したがって、所持者が事業者である場合
には、例えば、無権限取引や発行者の不完全履行など、いくつかの規律に
ついて、これに反する合意をすることができる。
そして、例えば、同章に基づき電子マネー発行者は以下のような義務を負
い、また、電子マネー所持者は権利を有している。まず、電子マネー発行者
は決済取引の履行について L.133-12条および 13条に定められている期間を
守らなければならない。この規律は、電子マネーがカードのような媒体自体
に蓄積される場合には、これが受領者にその決済端末を介して即座に移転す
るため、意味はないが、これがサーバーに蓄積される場合に意味がある。こ
の場合、電子マネー発行者は、遅くとも支払指図を受領した翌営業日の終了
までに、顧客からの指図を実行しなければならない。顧客の利益のために、
決済サービス指令以前よりも大幅に履行の期間を短縮したものである。
次に、電子マネー発行者と所持者は互いに L.133-15条から 17条に定め
られている義務を負う。発行者は、例えば、L.133-15条Ⅱにより、所持者
が電子マネーの差止めを求めることができるように、所持者が察知した電
子マネーの紛失、盗難、その他あらゆる無権限利用をいつでも通知できる
適切な手段を講じておかなければならない。反対に、所持者は、L.133-17
条Ⅰにより、電子マネーの紛失、盗難、その他あらゆる無権限利用を知っ
た場合には、遅滞なく発行者に通知しなければならない。
また、電子マネー所持者は無権限決済取引について異議を申し立てるこ

15） S. Moreil, op.cit.（10）, p.1154参照。
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とができる。この場合の所持者と発行者との間の損失分配は次のようであ
る。L.133-18条によれば、発行者は直ちに所持者に対し無権限取引の総額
を払い戻さなければならない。しかし、無権限決済取引による損失が所持
者自身の欺罔による場合、または、電子マネーの利用やパスワードの保管、
異議申立の迅速さなどに関する所持者自身の義務の履行を故意または重過
失によって怠った場合には、所持者がこれをすべて負担する（L.133-19条
Ⅳ）。所持者は引き落とし日から 13か月以内に発行者に通知をしなければ、
失権する（L.133-24条）。これらの場合について、発行者は支払いが権限
によりなされたことを立証しなければならない（L.133-23条）。なお、発
行者により決済取引が不完全に履行された場合にも同様に支払額は返還さ
れなければならない（L.133-22条）。また、異議申立の期間や立証責任に
関する以上の規律はこの場合にも適用される。
ただし、L.133-28条により、電子マネーが、30ユーロを超えない個々
の決済取引のみが可能である場合や、支払いの上限が 150ユーロである場
合、150ユーロを超えて保管することができない場合である、少額決済に
限られている場合には、以上の制約に服したくない発行者は、所持者との
合意により、これらを同条の定めるところにより、回避することができる。
（2）以上に加えて、共通の規律としては、決済サービスに関する第 3編第

1部第 4章の規律、すなわち L.314-1条から 16条も、L.315-5条から 8条
までの規定の適用を妨げない限度で、電子マネーの発行および運営に適用
される（L.315-5条）。これらに規定されている決済サービス提供者の諸義
務は、電子マネー発行者に固有の L.315-5条から 8条までに規定されてい
る後述の諸義務を補完するものと位置付けられる 16）。そして、L.314-8条か
ら 13条により、電子マネー発行者は顧客に対して契約締結前の情報提供
義務を負い、その詳細は、預金口座に関する合意および決済サービスの枠
契約に規定されていなければならない主な条項を明らかにする、2009年 7
月 29日のアレテに委ねられている。情報は、原則としてフランス語で、
明確にかつ容易に理解しうるように、提供されなければならない（L.314-8
条）。また、この情報提供は紙媒体またはその他持続可能な媒体でなされ
る（L.314-13条Ⅰ）。そのうえで、情報は、L.314-12条Ⅱに規定されてい

16） S. Moreil, op.cit.（10）, p.1153参照。
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る事項である、決済サービス提供者や、決済サービスの利用、その手数料、
利率、為替相場、利用者と提供者との間の通信、利用者の保護的措置と利
用者の義務的措置 、枠契約の変更と終了、利用者の救済に関するものであ
り、その詳細は上記アレテの第 2条において明らかにされている。この契
約締結前の情報提供義務に加えて、電子マネー発行者は例えば決済取引額
や手数料額など履行された取引に関する情報も提供しなければならず
（L.314-14条）、その詳細も上記アレテの第 7条において明らかにされてい
る。これら情報提供は無償でなされる（L.314-7条Ⅰ）。なお、以上の情報
提供義務も少額決済の場合には軽減される（L.314-16条）。

2　電子マネーに特有の規律

（1）電子マネーに特有の規律として、まずは、その償還に関するものを挙
げることができる。第 1編第 3部第 3章には、電子マネーの償還の方法と
題する第 12節が置かれている（L.133-29条から 38条）。この償還につい
ても、改正法により所持者の権利が強化されているのである 17）。L.133-29
条によれば、電子マネー発行者は、これを請求した所持者に対して、電子
マネーを償還しなければならない。従前は、発行者が償還に応じる下限額
（最高で 10ユーロ）を定め得るとされていたが、この権利は廃止されて、
現在では、無制限である。償還は、所持者の選択に従い、法定通用力を有
する貨幣により、または、所持者のために発行者が指図する決済取引によ
り行われなければならない。また、貨幣による償還は、合意により、資金
の移転によることができるが、これによる手数料は発行者が負担しなけれ
ばならない（L.133-36条）。償還は所持する電子マネーの全部または一部
について行うことができる（L.133-33条）。ただし、償還請求が、契約期
間満了から 1年以内に、または、契約の解除により行われる場合には、償
還は全部について行われる（L.133-34条）。償還は原則として電子マネー
所持者に手数料を負担させることなく行われる（L.133-30条）。例外的に、
発行者が契約で償還請求の手数料を定めることができる場合があるが、こ
れは次の三つの場合に限定されるに至っている。すなわち、契約期間に定

17） J. Lasserre Capdeville, op.cit.（4）, p.492参照。
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めがある場合であって、償還請求が契約期間満了前に行われたとき、また
は、所持者が期間満了前に契約を解除したとき、または、所持者が期間後
1年と 1日以上たってから償還請求を行ったときである（L.133-31条）。
この手数料額は発行者が実際に負担するであろう費用に釣り合ったもので
なければならない（L.133-32条）。なお、電子マネー所持者が消費者でな
い場合には、L.133-30条から 36条までの規定とは異なる合意をすること
ができる（L.133-37条）。
（2）電子マネーに特有の規律として、続いて、電子マネーの発行と運営と
題する第 3編第 1部第 5章第 3節におかれている契約上の諸義務に関する
規律を挙げることができる（L.315-5条から 8条）。特に、電子マネー発行
者と所持者との間の契約では償還の条件や期間をはっきりと定めていなく
てはならない。償還の手数料がある場合には、契約でその存在や、金額、
性質、計算の細目が明らかにされなければならない（L.315-7条）。また、
契約では償還は電子マネーの額面額で行われることを明らかにしなければ
ならない（L.315-8条）。所持者が消費者ではない場合であっても、以上の
規定に反する合意をすることはできない。なお、発行者との間の契約の条
件は支払手段として電子マネーを認める者（店舗）にも受け入れられてい
なければならない。これらの者も電子マネーを受領することでその所持者
になりうるためである。このように、第 4章（L.314-1条から 16条）とあ
わせて、情報の提供という点でも電子マネー所持者の保護は強化されてい
る。これにより、所持者はその電子マネーを利用するために必要な情報を
得ることができるのである 18）。

四　フランスの電子マネー法の特質

1　電子マネーの償還

（1）以上に概観してきた、もっぱら EUの二つの指令に由来するフランス
の電子マネー法について、特に、次の二つの特質を指摘することができる。
まずは、電子マネーを償還しうることである。我が国の資金決済法 20条は、

18） S. Moreil, op.cit.（10）, p.1153参照。
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電子マネーを含む前払式支払手段を発行者が払い戻すことを原則として禁
止している。出資法の預り金が、元本額の返還を保障され、主として当該
金銭の出資者の利便のために保管されるものであるとすると、電子マネー
に一般的な換金性を付与すると、これに該当することになるからであ
る 19）。また、これに当たると、預金と同様の経済的性質を有することにな
るが、預金の受入れができる銀行等は相応の厳格な規制に服しており、規
制の強化が必要となるため、その利便性を損ね、今後の発展を阻害するこ
とになってしまうからである  20）。これに対して、フランスでは銀行等の信
用機関だけでなく、電子マネー機関にも、電子マネーの発行が認められ、
発行された電子マネー一般について償還が認められていた。
そもそも、銀行には、三つの作用、すなわち資金の受入れ、信用、決済

が認められている（L.311-1条）。このうちの決済については、今日では、
その他の支払手段は、銀行はもとより決済機関や電子マネー機関も提供す
ることができる。また、信用についても、決済機関さらに電子マネー機関
は、既述のように L.522-2条の限られた条件のもとではあるが、これを付
与することができる。これらに対して、資金の受入れは信用機関がこれを
なしうる。ところで、資金の受入れは、L.312-2条にあるように、その出
所と処分可能性とによって特徴づけられる。すなわち、資金は第三者つま
り顧客から受け入れられ、また、受寄者たる信用機関は受け入れた資金を
自身のために処分することができる。このように、信用機関以外の決済機
関や電子マネー機関の機能は、既述のように、特に電子マネー機関は
2013年法により規制が緩和されていたところ、こうして、設立について
も活動についても規制が緩和されているのに見合って、制限されているの
である  21）。
（2）そのうえで、問題となるのは、電子マネーを償還できることが、電子
マネー機関に本来認められていない資金の受入れを認めることにならない
かである。フランスにおいてこれは次のように正当化されている。すなわ

19） 岩原・前掲注（3）594頁以下参照。
20） 高橋康文編著『資金決済に関する法制』（商事法務、2010年）54頁以下、62
頁以下、96頁以下参照。

21） 以上について、主として、R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 
LGDJ, 11éd. 2015, p.21 ets.を参照した。また、これら三つの機能の変化については、
D.-R. Martin, Que sont les notions devenues, D. 2014, p.164 ets.を参照した。
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ち、この資金の受入れには三つの要素がある。第一に、資金が第三者から
受け入れられたことであり、第二に、資金が返還の負担を負って受け入れ
られたことであり、電子マネー機関による集金はこれらを満たしている。
これに対して、第三の要素である、受寄物を自身のために処分することが
できる権利については、L.526-5条 3項が、電子マネー機関は集められた
資金を自身のために処分することができないとしているように、これを満
たしていない。そして、L. 526-5条 1項は、電子マネー機関が集めた資金
は L.312-2条の意味での公衆からの償還可能な資金ではないとしている。
こうして、明文で電子マネー機関による資金の収集はいわゆる資金の受入
れにはあたらないことになっている 22）。このことは次のことから基礎づけ
られる。銀行などの信用機関は公衆から受け入れた資金を原資にして貸付
けすなわち与信業務を行う。とはいえ、資金の全てを処分できるというこ
とになると、一時に大量の預金の引き出しがあった場合に対応できないた
め、預金補償基金が創設され、また、その予防のために慎重性を確保する
豊富な措置がなされている。これに対し、電子マネー機関では、L.536-32
条 1号にあるように、集められた資金（受け入れられたのではなく）は、
電子マネー所持者以外の者の資金と混合されずに、適切なところに分別さ
れなければならない（銀行口座に預けられるのが望ましいとされる）。そ
のうえ、集金からこの口座への入金までの期間は短期でなければならない。
このように、電子マネー機関は資金を処分しえず安全に保管しておかなけ
ればならないため、こうした規制から免れているのである 23）。こうして、
保管される資金は、あくまで支払の手段であって、保有を目的とする預金
とは異なるのである 24）。

2　電子マネー法の規制の重点の移行と決済法への接近

（1）次に、フランスの電子マネー法の特質として、電子マネー法の規制の
重点の移行と決済法への接近を挙げることができる。上記のように、改正
法は、旧法での失敗を踏まえ、電子マネーの普及を目指して、その規制を

22） D.-R. Martin, Aspects de la monnaie électronique, D. 2013, p.2120 ets.
23） D.-R. Martin, op. cit.（21）, p.165.
24） 田淵・前掲注（6）42頁以下参照。



231法政論集　270号（2017）

フランスの電子マネー法（都筑）

緩和するものであった。電子マネー発行者として信用機関から区別された
電子マネー機関を設け、その機能が制限されていることに応じて、同機関
に比して規制を緩和していた。このように、改正法は特に電子マネー機関
への規制を緩和する一方で、他方において、電子マネー発行者に様々な義
務を課して所持者を保護することで、バランスをとっていると見うる。そ
して、これらはその他の支払手段に共通の規律と電子マネーに特有の規律
とから成っていた。ここからも明らかなように、電子マネーは少なからぬ
規律をその他の支払手段と共有しているのである。
（2）そこで、電子マネー法の決済法への接近について例えば以下のような
指摘がなされている。すなわち、そもそも電子マネーとその他の支払手段と
の区別自体つきにくくなっている。新しい支払手段が現れると、特にこれが
決済サービスを行う資格もある電子マネー機関によって提供されている場合
には、これがいずれかを決するのは容易ではないことがありうる。こうした
問題は、これら電子マネーを含む支払手段により行われる取引がほとんど同
じ規律に服することで、だいぶ抑えられている 25）。そして、こうした規律の
接近は、決済サービス指令に由来する電子マネーを含む支払手段に共通に
適用される、いずれも所持者を保護するために発行者に義務を課する、
L.133-1条から 28条までと L.314-1条から 16条まではもちろん、電子マネー
機関に関する規律においても、電子マネー機関の規制が緩和されることでそ
の規律が決済機関のそれに接近し、とりわけ、例えば、顧客の資金保護の
ための措置に関する L.526-32条や L. 613-30-1条以下、また、決済機関のみ
ならず電子マネー機関にも課せられている、職業上の秘密に関する義務
（L.526-35条）や会計に関する義務（L.526-36条以下）、マネーロンダリング
対策に関する義務（L.561-2条以下）といった諸義務にも見出される 26）。こう
したことから、電子マネーとその他の支払手段とを区別することが妥当なの
か、そして、両規律を融合することが望ましくないのかを、問う他ないなど
として 27）、これら規律の融合と単純化が提言されているのである 28）。

25） Piedelièvre et H. Lair, op.cit.（2）参照。
26） S. Moreil, op.cit.（10）, p.1156 ets.参照。
27） Piedelièvre et H. Lair, op.cit.（2）参照。
28） このような方向性を示すものに、他に、S. Moreil, op.cit.（10）, p.1157や B. Fatier, 

Services de paiement et monnaie électronique : les conditions juridiques du succés, LPA. 
19 févr. 2013, p.4 ets.がある。
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論　　説

五　結びに代えて

以上、本稿においては EUにおける電子マネー法の一つの具体化として
のフランスの電子マネー法を検討した。結びに代えて、その特質について
次の指摘のみをしておく。フランスにおいて電子マネーには一般的換金が
認められていたが、これは電子マネー第一指令においても同様で、これに
ついて我が国でも関心が寄せられてきた。その際、電子マネー発行機関に
対し銀行に準じる規制がなされていることからその正当化がなされてい
た 29）。しかし、今日、代わりに所持者の保護が強化されているとはいえ、
こうした規制は緩和されており、また、顧客からの資金を保管しているだ
けであるため、預金とは異なるとの説明がなされていた。したがって、今
後、こうした規制の緩和、少なくとも、その重点の移行とこうした正当化
とは、この点についての立法論議において一つの比較法的材料となりうる
のではないか。また、電子マネー法の決済法への接近について、無権限取
引や情報提供義務に関する規律など決済サービス指令由来の規律が決済の
一般法として電子マネーに及んでいるだけでなく、電子マネー機関の規律
が決済機関のそれに接近していた。翻って、我が国においても、今般の資
金決済法の改正後もなお残された大きな課題として、業務横断的な包括的
決済法の構築が挙げられている 30）。総合的な金融サービスがますます増加
していく中で、類似の金融サービスの規律が不合理に異なっているのでは、
その発展に適した制度とはいえない。そこで、今後、包括的な決済法を構
想していく中で、例えば、その一分野である電子マネー法について、どこ
までを決済の一般法で規律するのか、決済法の中での電子マネー法のあり
方を考えていくうえで、フランス法の動向も参照に値するものと思われる。
フランス法の紹介にとどまる本稿ではなしえなかった、我が国における

決済法の中での電子マネー法の考察が今後の課題である。

【付記】本稿は、2016年度南山大学パッヘ研究奨励金 I-A-2に基づく研究
成果の一部である。

29） 例えば、岩原・前掲注（1）597頁以下および高橋・前掲注（20）55頁以下を
参照した。

30） 決済WG報告 5頁以下の説くところである。
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