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第一章 はじめに 
 
１．背景 
今まで、公共料金、地方税や国庫金及び各種料金の支払いは、金融機関の窓口に出向

く必要があった。しかし、個人の行動時間が夜間にシフトしてきたことや、パソコンの

利用が増えるなど様々な変化に対応する必要が出てきた。 

 こうした背景から、どんな場所でも、好きな時間に支払うことが出来る決済サービス

として、電子決済は生まれた。電子決済は、既に JR 東日本の Suica やソニーの Edy な
どで実用化され、特に小額決済などの場面で活躍している。また、携帯電話に電子決済

の機能を組み込んだものも、徐々に普及し始めてきた。 

 

２．研究の狙い 
現金を用いずに電子的にデータを交換することにより商品の代価を支払うことができ

るというのは、とても利便性があると思う。しかし、まだまだ、日常頻繁に使うような

身近な存在ではなく、どのような電子決済があり、どの電子決済をどのように使うと便

利なのかが分かりにくい。そこで、携帯での電子決済を中心に、現在の電子決済システ

ムの種類やその方法、役割を整理し、メリット・デメリット、セキュリティー面・課題

などを採り上げ、現状を研究したいと思った。 

 

 

 

第二章 電子決済について 

 

１．電子決済の種類 
・ 電子クレジット方式 
・ デビット方式 
・ クレジットカード方式 
・ クレジットカード決済代行方式 
・ ＷＭ（ウェブマネー） 

・ ビットキャッシュ 

・ デジコイン 

・ プリペイド方式 
・ ＩＣカード方式 
 
２．電子決済の方法 
① デビット・システム（先払い・同時払い） 
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  買手側に現金があることが前提になる。現金、トラベラーズ・チェック、プリペイド・         

カードなどがこのシステムである。 
② クレジット・システム（後払い） 
 現金が無くとも信用で売買することを指す。クレジット・カードや手形などがこのシス

テムである。 
 

３．メリット 

・ パソコン、または、携帯で決済ができる。 

・ お金を持ち歩かなくてもよい。 

 

デメリット 

・ デビット・システムでは、原則として、自己の銀行預金の一部がカードに移される仕組

みであるため、銀行に預金がない人は利用できない。 

・ セキュリティーの不安がつきまとう。 

 

４．セキュリティー 

・ 秘密鍵方式 

・ 公開鍵方式 

・ 暗号利用の国際的調和 

・ セキュリティー・プロトコル「ＳＥＴ」 

 

５．問題点 

・ 複写、偽造、盗難を防止する技術 

・ 不正利用を防ぐ技術 

・ 利用者のプライバシーを保護する技術 

・ 他者への譲渡を可能にする技術 

・ 電子マネーと実際の通貨との双方方向性、等価性 

・ クレジット・カードによる破産 

 

 

６．課題 

・ カードの安全性確保 

・ システム事故発生時の対応 

・ 国際的な定義の明確化 

・ 行政的な条件の設定（立法システム） 

・ 通貨発行機関への報告制度 
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７．決済手続きの操作 

 

クレジット・カードを使って商品を購入する場合、ＥＣサイトの決済画面上でクレジッ

ト・カード番号を入力する必要がある。そのため、この手間を嫌うユーザーは少なくない。

また、ＥＣサイトに通知したクレジット・カード番号が、以後、どう使われているかはユ

ーザーには見えないということから、セキュリティー上の不安も根強い。 

それに対して、ビットワレットの「Edy」による決済は、IC カード・リーダーにカードを

かざす（厳密には置く）だけで、クレジット・カードの番号の入力ような面倒な作業は必

要ない。 

 

WebMoney カード。背面のスクラッチ部分を削ると 16 桁の番号が表示される。 

更に便利なのは、ソニーフィナンスインターナショナルのインターネット専用クレジッ

住所などの入力 

ICカードをリー
ダーにかざす 

確認画面 

ICカードをリー
ダーにかざす/挿
入する 

確認画面 

クレジット・カード決済 Ｅｄｙ（電子マネー） eLIO（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ専用ｸﾚｼｯ
ﾄ･ｶｰﾄﾞ） 

ちょコム（電子マネー） 

住所などの入力 

カード番号の入力 

確認画面 
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トカード「eLIO」や「ちょコム」だ。商品の配送先など、ユーザーの属性情報入力の省略

ができる。 

 

eLIO とカードリーダー「パソリ」 
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８．消費者から見た主なインターネット決済の特徴 
 決済手続きの簡便性や情報の秘匿性、支払いの柔軟性、上限金額など、消費者にとって

の使い勝手はさまざまである。ＥＣサイトで扱っている商品の種類や価格帯、対象ユーザ

ー層などによって、適した決済手段は異なる。 

 

 

 

 

 

 クレジット・カード 電子マネー インターネット・バ

ンキング 
決済手続き カード番号などの入

力が必要 
Edy、ちょコムは入力
は不要。Web Money、
Pちょコムは ID入力

が必要 

銀行サイトへのログ

イン作業が必要 

ECサイトへのカー
ド番号や口座番号の

通知 

クレジット・カード

番号を通知 
通知しない 通知しない 

なりすまし カードやカード番号

を盗まれると容易に

なりすまされる 

ICカードや電子マネ
ーの IDを盗まれる
と容易になりすまさ

れる 

銀行サイトに乱数を

使ったパスワードな

どを使ってログイン

する必要があるた

め、なりすましは難

しい 
事故に対する補償 第三者に不正利用さ

れた場合は支払いを

拒否できる。カード

の紛失・盗難保険も

ある 

なし 一部の銀行はセキュ

リティー保険を用意 

分割払いやボーナス

一括払い 
可能 できない できない 

１回の決済の上限金

額 
数十万～数百万円 ５万円～２０万円 数十万～数百万円 

携帯電話からの利用 可能 対応しているサービ

スは少ない 
可能 
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第三章 携帯電話での決済 

 

１．おサイフケータイとは 

 

 

＜メリット＞ 

おサイフケータイなら、今までお財布に入れていたお札や小銭はもちろんのこと、ポイ

ントカードやチケットも、その「機能」だけをケータイに入れて持ち歩くことができる。 

各種カードとくらべて、携帯電話の画面でチャージ（入金）している残高やポイントの照

会、購入履歴の確認ができ、iモードのネットワークを使って電子マネーの入金、チケット

のダウンロードや商品の支払いができる。割引やボーナスポイントなどおサイフケータイ

限定の特典もある。 

また、電子マネーはクレジットカードのように、ネットなら番号や有効期限の入力、リ

アルならサインなどの手続きの手間がなく、ワンタッチで支払いが済む手軽さがある。  
おサイフケータイでは非接触のＩＣカードを利用しているため、自動販売機などの屋外

での利用にも向いる。赤外線レーザなどを利用するものだと、読み取り部分が汚れると支

障がでるが、非接触ＩＣカードは電波で通信するため、汚れや傷があっても読み取りは可

能。読み取りの際に接触させないため壊れにくく、機器を維持する手間やコストも省ける。 
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おサイフケータイで電子チケットを購入すると、離れた場所から友人に渡したり、受け取

ったりできる。電子チケットは空席があれば直前まで購入することも可能。当日会場に入

る際もワンタッチでゲートを通過できるため、待ち時間が少なくなるメリットがある。 
 

＜利用方法＞ 

おサイフケータイに対応した便利なサービスを利用するには、そのサービスに対応した i

アプリをダウンロードして設定しておく必要がある。おサイフケータイにあらかじめイン

ストールされている電子マネー「Edy」i アプリをはじめ、会員証、チケット、ポイントカ

ードなど、数あるサービスの分だけ iアプリが用意されている。 

自分の使いたいサービスに合わせて、iアプリをダウンロードして設定すれば、おサイフケ

ータイの機能がさらに増えていく。 

 

モバイル決済推進協議会 

利用者にとっては、どの方式を選ぶかで利用可能な店舗が異なり、その数も限られる。

このため、JCB、KDDI、ボーダフォンなど 13 社が 2005 年 10 月 25 日、非接触 IC チップを

搭載するおサイフケータイを使ったクレジット決済の普及を促進する団体「モバイル決済

推進協議会」を設立した。コンビニエンスストアなど、これまでクレジット決済が利用さ

れていなかった分野での普及を目指す。協議会の理事は上記 3社のほか、イオンクレジッ

トサービス、OMC カード、オリエントコーポレーション、クレディセゾン、JTB、セントラ

ルファイナンス、DC カード、トヨタファイナンス、UFJ ニコス、UC カードの計 13 社。会員

企業数は理事を含めて 39 社となり、他にも 10 社が参加を検討しているという。ファース

トフードやコンビニなどにおける国内の小額決済市場規模は約 60 兆円と言われている。こ

れに対し、クレジット決済の市場規模は約 27 兆円で、個人決済市場の 10％以下となってお

り、米国に比べてまだまだ小さい。小額決済市場を取り込むことで、クレジット決済市場

が伸びることを期待している。 
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２．クレジットカード（後払い）タイプ 

ケータイクレジットブランド「ｉＤ」 

  三井住友カードが進めるクレジット決済サービス。三井住友カードは、ＮＴＴドコモ

と提携して「ｉＤ（アイディ）」のブランドで事業を始めた。 

 

iD（アイディ）とは 

「iD（アイディ）」は、おサイフケータイをかざすだけでショッピングやキャッシングが

できるクレジットサービス。クレジットのため、チャージの必要がなく、より便利にケー

タイひとつでショッピングができる。 

■ 3 つの特長 

 「iD」の特長としては、「かざすだけでショッピング・キャッシングできる」「後払い

（ポストペイ）」「不正利用防止機能」の 3点が挙げられている。 

 「かざすだけ」という点では、少額決済であればサインなしで決済できる機能が用意さ

れる。少額・高額の境となる金額は、「iD」を導入するクレジットカード会社によって異

なるが、ドコモでは 10,000 円をしきい値として定めている。ただし、少額決済の範囲の上

限は「20,000 円まではサインレス」「30,000 円まではサインレス」と、カード会社によっ

て異なることがある。 

 「後払い」は、従来のクレジットカードと同様の機能。なお、各クレジットカード会社

から発行される「iD」ブランドのサービスは、基本的にプラスチックのクレジットカード

が親カードに、おサイフケータイ上の「iD」が子カードとなる。  

 「不正利用防止機能」としては、従来のおサイフケータイでも採用されている遠隔ロッ

ク機能や、ユーザー自身が設定できるパスワードロック（携帯電話本体のロック、IC ロッ

ク）などが挙げられているが、パスワード設定はデフォルトではなく、ユーザーの任意設

定となる。遠隔ロック機能については、現状、携帯電話本体をロックする形になるが、今

後登場する新機種では、IC チップ部分のみロックできるよう機能追加される。また、磁気

タイプのクレジットカードではスキミングされる可能性があるが、同社では「非接触 IC チ

ップではスキミングは不可能」と説明している。  

 紛失や盗難などに遭った場合、サインレスで利用できる少額決済での防止策としては、

店頭にあるリーダーライターに対して、センター側から「この番号は使えない」という通
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知が為され、利用できないようにする。高額決済時には、毎回センター側に与信紹介が行

なわれ、パスワード入力が必要となるため、不正利用を防止できるとされている。  

 またユーザー自身が「iD」の i アプリにパスワードを設定しておくことで、カード番号

や有効期限が見えないようにできる点も不正利用防止に役立つという。 

 対応機種は、全ての iモード FeliCa 対応機種だが、クレジットカード会社が提供する i

アプリのサイズによっては、90Xi シリーズ以降など対応機種が限られる可能性もある。 
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QUICPay とは 

 

ＪＣＢが進めるクレジット決済サービス。イオンやＮＴＴドコモと共同展開している。

“クレジットカードは高額な決済に使う”という、消費者のイメージを払拭し、素早く簡

単にクレジット決済ができる手段として開発されたもの。お店の QUICPay 端末にカードや

携帯電話をかざすだけで支払いができる、サインや事前のチャージがいらない「簡単・ス

ピーディー・スマート」なポストペイ＊（後払い）型のサービス。 

QUICPay の利用代金は、すでに持っているクレジットカード利用代金とあわせての請求とな

り、クレジットカードのポイントやマイルなどの特典も受けられる。 

＊ポストペイ： クレジットカードと同様に利用した金額を後から支払う方法。事前にチャ

ージ（入金）する手間がない。 

 

＜特徴＞ 

・ 約１秒で支払いが完了。 

・ 小額利用でもクレジットカードのポイントやマイルの対象になる。 

・ ポストペイ（後払い）でチャージが不要 

 

 

＜メリット＞ 

 サインが不要なため、決済が早い。その上、チャージ（入金）が不要で後払い。 

万一の紛失時も、クレッジットカードと同様に、保険の対象になるため安心。利用代金は

登録したクレジットカードで支払い、カードに付帯しているサービス機能（ポイントやマ

イレージ）の対象となる。 
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＜支払いの流れ＞ 
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スマートプラスとは 

ＵＳＪニコスが進めるクレジット決済サービス。スマートプラス対応端末や対応ＡＴＭ

にカードやモバイル FeliCa 対応携帯電話をかざすだけで利用ぢきる、サインや※事前のチ

ャージがいらない「スムーズ」「安全」「新しい」スマートなクレジットサービス。スマ

ートプラスの利用代金はすでに持っている NICOS カード利用代金とあわせての請求となり、

各種ポイントプログラムのポイント※も貯る。 

※利用金額・サービスによってはサインが必要な場合がある。 

※キャッシングと一部のショッピング利用で対象とならない場合がある。 

 

 

＜特徴＞ 

 ・基本は、約 1.5 秒かざすだけで、チャージは不要。ショッピングやキャッシングにも

利用が可能で、利用金額に関係なくポイントやマイルは登録したＮＩＣＯＳカードに合算。  

但し、キャッシングの利用や一部のショッピング利用で対象とならない場合がある。 

・ モバイル対象機種は、ドコモＦＯＭＡの一部、ａｕの機種の一部。 

・飲食・書籍・ドラックストア・スーパー・スポーツ／レジャー、金融機関と利用は幅広

い。 
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３．プリペイドタイプ 

Edy とは？ 

「Edy(エディ)」とは、軽くタッチするだけでお支払いができる簡単・便利なプリペイド型

の電子マネー。 

自分のお財布にお金を入れるように、Edy チャージ(入金)して、繰り返しチャージして、何

度でも利用できる。 

 

＜特徴＞ 

・誰でも使え、使い方が簡単。 

・いろいろな方法でチャージができ、街のお店でもインターネットでも使える。 

 

 

●Edyカード 

Edy カードは表面又は裏面に必

ず Edy のマークがついている。

どんな絵柄のカードでも Edy マ

ークがついていれば、Edyが使え

るお店・ウェブサイトで利用でき

る。 

 

●おサイフケータイ 

NTT ドコモのおサイフケータイ

で電子マネーEdy の初期設定を

行うと、Edy が使える携帯電話

"Edyケータイ"になる。 

●その他の Edy 

Edyカード、Edyケータイの他に

も、Edy機能がついた時計やキー

ホルダーなどがある。  
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Edy の使い方 

Edy はプリペイド型電子マネー。Edy を入手した段階ではまだ Edy 残高は 0円。自分でチャ

ージ(入金)して利用する。  
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「モバイル suica」 
ＪＲ東日本は、オサイフケータイで電車に乗れる「モバイル suica」を 2006 年 1 月 28

日午前４時から開始すると発表した。申し込みも同時に開始される。 
 
＜特徴＞ 
従来の suicaの機能に加えて、携帯電話上で履歴や残高を確認、定期券・グリーン券の予

約・購入、電子マネー（Stored Fare、SF）のチャージなどが挙げられる。 
 
＜スイカと提携している主な分野と企業＞ 
航空 日本航空 
金融機関 東京三菱、みずほ、三井住友、りそな、新銀

行東京 
コンビニエンスストア ファミリ－マート、ローソン、スリーエフ、

デイリーヤマザキ 
外食 ジョナサン、サンマルク 
家電・ＡＶソフト販売 ビックカメラ、新星堂 
サービス 新日本石油、パーク 24 
ビル・マンション入退管理 日立製作所、CSP 
モバイル決済 NTTドコモ、KDDI 

 
 
＜課題＞ 
ＪＲ東日本でのみ提供されている suica だが、似たようなサービスとしてＪＲ西日本が

ICOCAというサービスを提供している。既にカード型であれば、ICOCAの対応地域で suica
を利用できるが、モバイル suicaについては、まだ検討の段階だ。カード型でも東京駅で乗
車し、大阪駅で下車するということはできないが、モバイル suicaについても同じくエリア
をまたがった利用はできない。万が一、そうなった場合は、下車時に窓口に申し出て、精

算する必要がある。 
そして、利用頻度をいかに引き上げるかが、最大の課題。スイカの提携ビジネスは利用金

額に応じて手数料を受け取る“薄利多売”の事業モデル。発行枚数の拡大の次は“多売”

を強化するための利用頻度引き上げもテーマになる。それには、利用できる店舗・施設の

幅を広げなくてはならない。例えば、大手ファーストチェーンなど、利用頻度が比較的高

い業種提携先を広げる必要があるほか、インターネット通販など急速に広がる新規チャネ

ルへの対応もまだこれからだ。 
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第四章 おサイフケータイのセキュリティーについて 

万が一、おサイフケータイを落としてしまった場合、おサイフケータイ（901iS、901iC、

900iC シリーズ）では、「遠隔ロック」という技で離れた場所にあるケータイにロックをか

けることが可能。これで IC カードの機能やケータイの操作をストップし、プライバシーと

おサイフの中身をしっかり守ることができる。その為、誰かに使われる心配がない。遠隔

ロックでできることとして、以下が挙げられる。 

見ず知らずのお店では、クレジットカードの番号、名前、有効期限などを不正に利用さ

れる心配が全くないとは言いがたい。それに対し、お財布ケータイは電子マネーを扱うた

め匿名で利用できる。クレジットカードを使うと、購入履歴が全て記録に残るが、電子マ

ネーは現金同様個人を特定する記録は残らない。（相手から個人情報の提供を求められた

場合は別。）何らかの理由で記録を残したくない場合や記録を不正に利用されるおそれが

ある場合には、お財布ケータイや電子マネーが向いている。 

 

五章 おサイフケータイの課題と今後 
 
＜おサイフケータイの課題＞ 
大きな課題は、現金のようにどこでも使えるようにすることだ。多少便利でも現金だけ

を使っていれば、お金の使い過ぎが感覚的に分かるため、敢えて使わないという人もいる

かもしれない。どこでも使えて、おサイフケータイで決済することが自然になると、普及

は加速するだろう。 
次に、機器の故障や紛失・盗難の心配だ。故障については、事前に登録すれば残高は返

還されるようだが、紛失・盗難時は既にチャージ（入金）された電子マネーは保証されな

いので、こまめにチャージする必要がある。紛失した携帯電話に電子マネーを勝手にチャ

ージされないようにするために、上で述べた、あらかじめ登録した電話番号で操作する、

遠隔ロックという手段が提供されている。 
 
＜おサイフケータイの今後＞ 
KDDI と沖縄セルラーは、非接触 IC チップを搭載した携帯電話を、電子マネーや交通機関 

の定期券、店舗の会員証などとして使えるようにする新サービス「EZ FeliCa」を 2005 年 9

月に開始した。非接触 IC チップ搭載の携帯電話をさまざまなシーンで利用できるようにす

1 
IC カード機能の停止

（IC カードロック）

IC カード機能やおサイフケータイ対応 iアプリを使用できなくす

る。 

2 
ボタン操作の停止

（ダイヤルロック） 

電話帳の呼び出し・修正、電話発信をはじめとするほとんどの機能

を使用できなくする。 
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るというものだ。プロモーション時のサービスマークとして、NTT ドコモとの合意の上で「お

サイフケータイ」を利用していく。 

「EZ FeliCa」は、非接触 IC チップを搭載した au の携帯電話に提供されるサービス。ｉ 

モード FeliCa と同様、端末に内蔵された FeliCa チップを利用し、電子マネーやポイント

カード、会員証、チケットといった利用ができる。携帯電話の画面を利用し、各種の履歴

や残高等が参照できるほか、対応端末ではメインメニューに「EZ FeliCa」アイコンが用意

される予定。 

その他、「EZ FeliCa」サービスのひとつとして新たに発表されたのが、JR 東日本が発

行する「Suica」カードの機能を携帯電話上で実現する「モバイル Suica」サービス。すで

に i モード FeliCa への提供が発表されている同サービスだが、「EZ FeliCa」、すなわち

au のおサイフケータイでも「モバイル Suica」が利用できるようになる。「モバイル Suica」

は、2006 年 1 月のサービス開始を目指して準備が進められている。 また、2006 年度以降

に登場する CDMA 1X WIN 端末に、FeliCa チップを標準搭載していくことも目標としている。  

 セキュリティー機能では遠隔ロック機能やロック解除機能が用意されるほか、サポート

センターを充実させ、「モバイル Suica」では電話によるサービス停止受付などにも対応す

る。  

 対応端末は CDMA 1X WIN 端末である「W32H」「W32S」の 2 機種。今後は対応端末の拡充

を急ぎ、CDMA 1X 端末についても 2006 年度以降に「EZ FeliCa」対応端末を発表する予定。  

  利用される FeliCa チップには、フェリカネットワークスが管理する共通領域が採用さ

れるとのこと。NTT ドコモが提供している「i モード FeliCa」では、セキュアな役割を果

たしている共通領域と、比較的自由に FeliCa を利用するサービスが構築できるフリー領域

が用意されているが、KDDI によれば「共通領域以外の部分については未定」としており、

具体的なサービスプラットフォームについては今後検討されていくようだ。 KDDI では、

「au の携帯電話に FeliCa チップを搭載することで、電子マネーやポイントサービス、定期

券などのサービスが利用できるようになる。カードタイプでは実現できない機能を提供し

ていく」としている。 

また、最近の携帯電話にはメガピクセルのデジカメが付いており、これを使うと四角い

画像のＱＲコード（２次元バーコード）の読み取りができる。携帯電話でＷＥＢサイトに

アクセスする際にアドレスの入力が不便なため、ＱＲコードを読み取ってＷＥＢサイトに

アクセスする使い方も増えている。同じように、将来様々なものにＩＣタグが付くと、携

帯電話にもＩＣタグの読み取り機能が付き、商品に付いたＩＣタグから関連する情報を入

手することができるようになる。 
セブン＆アイでは、2007年春にセブン－イレブン全店（約 11,000店舗）で利用可能な、

独自の非接触型プリペイド方式電子マネーカードを発行し、同年春以降にはポイントサー

ビスをスタートさせる。2007年度中には、イトーヨーカドーやデニーズなどセブン＆アイ・
ホールディングスグループの全店（約 12,500店舗）に利用拡大するとともに、グループ外
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企業との提携を開始。2008年度以降は、グループ外企業との提携先を拡大する考えだ。セ
ブン－イレブン・ジャパンの店舗では、１人の顧客に金銭の受け渡しを行う時間は、約 10
秒という。2007年春以降に開始する電子マネーカードが普及すれば、金銭の受け渡しが１
～２秒で完結するため、レジ精算時のスピードが早まるほか、つり銭の煩わしさもなくな

るという。 
 
 
第六章 終わりに 
 
今では、もう生活に欠かせなくなった携帯電話での決済を中心に取り上げてきたが、セ

キュリティーの問題や、本人名義のクレジットカードがないと利用が不可能などや、利用

店舗数がまだ拡大していないことなど、まだまだ数々の課題が残されている。クレジット

方式・電子マネー方式、どちらにしても、消費者にそれぞれの利便性をどう訴えていくか

が普及にむけてのポイントとなりそうだ。 
そして、今後のショッピングの形態を大きく変える可能性を秘めているものだろう。 
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