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１：はじめに 
 
最近になって、新聞などで、『電子チケット』といった言葉をよく目にする。そこで、従

来の紙のチケットから電子化に移行される際の利用者側と主催者側の両者の立場からのメ

リットや問題点を考えて行きたいと思う。 
 
 
２：電子チケットとは 
 
 
ここ 2、3年、IT分野の展示会を中心に、入場券に「電子チケット」を採用するケースが
増えている。以前の紙のチケットに代わるのは、携帯電話や IC付きクレジットカードとい
ったものである。携帯電話を利用するものでは、携帯電話からインターネットへアクセス

し、画面上に入場券の代わりになる「バーコード」を表示するタイプが主流である。コン

サートや展示会の入り口では、画面上のバーコードをスキャンすることで、入場できる。

また、携帯電話の中でも赤外線の通信機能がつく機種では、赤外線を使い情報を送(受)信す
ることでチケット代わりにするケースもある。一方、IC チップが内蔵されたクレジットカ
ードなどでは、入り口に設置された読みとり装置(リーダー)にカードをかざすだけで入場す
ることができる。IC カード内の情報から本人を特定する方法もあるが、ネット上でチケッ
トを購入した場合などは、そのチケット情報を ICチップ内にダウンロードする方法が採ら
れている場合もある。そうすることで、あらかじめ店舗で紙のチケットを受け取る手間を

省くことができる。 
 また、航空会社で電子チケットと呼んでいるものは、それらとは若干異なる。インター

ネット上で航空券を予約し、決済した場合、チケットが発券されない。旅行代理店などへ

出向き、航空券を受け取る必要がないため、当日そのまま空港へ足を運ぶことになる。空

港にあるチェックイン機に、決済の時に利用したクレジットカードを挿入すると、座席が

指定された航空券と領収証が出てくる。これで、発券とチェックインが完了である。 
 同じように、飲食店やスーパー、雑貨屋などが発行するクーポンやポイントカードなど

も電子化が進んでいる。クーポンの場合、携帯電話でお店のホームページへアクセスし、

該当ページを提示するものが主流である。一方、お店の利用頻度や金額に応じてポイント

がたまるポイントカードでは、個人の特定が必要になるため、先ほどのようにバーコード

を表示させ、スキャンする必要がある。商店街を中心に、IC カードにポイントカード機能
をもたせたものもある。 
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３：電子チケットのメリット 
 
 第 1 に、イベント会場の入場券として利用する場合、チケットの「もぎ」にかかる時間
や、入場者の確認作業にかかる時間が短縮され、スキャンするだけですべて済む。 
 
 第 2に、不正にコピーされた入場券をなくすことができる。携帯電話で所定の URLにア
クセスし、バーコードを表示するケースでは、バーコードを偽造したり、同じ画面を表示

した複数の人が現れる可能性がある。しかし、バーコードの情報量を増やした 2 次元バー
コードを採用することで偽造は難しくなり、また、同じ画面を出しても 2 人目以降は入場
させないなどの判断が一瞬のうちにできる。 
 
 第 3に、利用者が来たか来なかったかを瞬時に確認できます。何%の人が来たか、来なか
ったのではなく、「誰」が、「どの座席の人」が、来たか、来なかったまでを、リアルタイ

ムで掌握できることになる。 
 
 第 4 に、チケット発行に関わる諸費用の軽減ができる。チケットの印刷や郵送に関わる
費用がいらなくなり、割引クーポンなどを発行しているお店でも、効果が期待できる。 
 
 第 5に、マーケティングへの利用ができる。ポイントカードに ICカードを採用している
ある商店街では、いつも立ち寄るお店や購入金額の情報だけでなく、どのお店でポイント

を貯め、どのお店でポイントを利用するのかなど多岐にわたり情報収集をおこなっている。 
 
 最近では、JR東日本の Suicaや JR西日本の ICOCA、ビットワレットの Edyに代表さ
れるような RFID を採用した、電子マネーカードが普及してきている。電子マネー機能を
持った携帯電話機が発売されていて、これらのカードや携帯電話に電子チケットやクーポ

ンを組み込むことができる。 
 
 カードのリーダーライターが普及し、チケットの組み込み方法が簡単になれば、すべて

携帯電話上で電子マネーを使った決済まで可能になり、より身近なものになっていく。お

客様にも企業にも便利さだけでなく、様々なメリットをもたらすこれらのサービスは、急

速に市場を拡大していくことであろう。 

そして、他にもわたしたちが電子チケットによって得られるメリットがいくつかある。

ひとつは、チケットを受け取る手間が少なくなることである。これまでの紙のチケットだ 
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と、チケットを受け取るには、店舗に行ったり、郵送してもらったりと時間や費用がかか

っていた。 

 しかし、電子チケットでは、チケットデータはインターネットを通じて配信されるため、

受け取りに手間がかからず、特に、携帯電話を使う電子チケットでは、メールを受信する

のと同じ感覚で、チケットデータを取り込むことができる。費用も、郵送と比較すると格

段に安くなってくる。また、チケットの購入から入手までが短時間で済むというのも大き

なメリットである。これまでは、チケットを発送する必要があったため、イベントの前日

や当日に、チケットを販売したり譲渡したりするのは困難であった。しかし、電子チケッ

トの場合は、購入から受け取りまでの時間が短くて済むため、直前でもチケットを入手す

ることができる。 

 

 これは、イベント主催者のメリットでもある。これまでは発送の関係上、前売チケット

の販売は 1 週間前、遅くとも数日前には締め切られていた。しかし、電子チケットを使う

ことで、イベント直前までチケットの販売が可能になり、販売額の上昇が期待できる。さ

らに電子チケットは、チケットを直接ユーザーに販売できるという大きなメリットを、イ

ベント主催者にもたらすことができる。 
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４：航空業界のチケットレス・システム 
 
 
航空業界でのチケットレスシステムとは、これまで通り、電話や航空会社を通じて便を

予約するが、航空券の発行はしない。搭乗日にチェック・カウンターで身分を証明書する

ことができる写真付きの免許証などを提示して、予約をした本人かどうかを確認すればチ

ェックインでき、搭乗券を受け取ってそのまま航空機が利用できる。つまり、航空券を持

たなくても空港へ行って搭乗できるシステムの総称。航空会社にとっては発券費用が削減

でき、乗客にとっては予約・購入した航空券を受け取る手間が省け、予約を確認するため

の予約番号などを記憶しておく必要もなくなる。 
 
1995 年 9 月 18 日から米国の大手航空会社のユナイテッドが全米国内でチケットレスシ
ステムを採用した。ユナイテッド航空ではチケットレスシステムを E チケットと呼んでい

る。＃8800 で電話予約をしておけば、空港のカウンターでチケットが受け取れる。1995 年

6 月から開始した全日本空輸(ANA/全日空)の P2 チケットサービスも疑似チケットレスシス

テムといえる。日本航空は 1996 年 6 月 20 日から電話での予約にクレジットカード番号を

伝えれば、搭乗日に航空券が受け取れるチケットレスサービスを国内線に導入した。ただ

し、直接販売であるため、旅行会社からの反発があった。 IBM とアメリカン・エキスプレ

ス(American Express)は、American Express の法人用クレジットカードに IC カードの機能

を付け、インターネットや旅行代理店を通じてオンラインで予約すると、IC カード対応の

パソコンや空港に設置された専用端末で予約情報をカードに記録し、旅行者が空港では身

分証明を提示するだけで紙の搭乗券なしに直接搭乗ゲートに進み座席指定を確認するだけ

で搭乗できる IC カードを使用した搭乗手続簡略化するシステムの実用テストを 1996 年 12

月に開始した。実験ではすでに、米国内 21 カ所に設置されたアメリカン航空のカード読み

取り機が使用されている。このようなサービスは、今後多く採用されるようになるだろう。

問題はこれらのチケットが航空会社から直接販売されることから旅行代理店の業務が不要

になる点で、旅行代理店からの反発が強くなることである。 
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全国 20代以上のインターネットユーザー300人（年齢層分布は 20代：29％、30代：47％、
40 代：19％、50 代：4％、60 代：1％）を対象に行った調査で、航空券やツアーの手配が
できるサイトで、航空券やツアーを購入したことがあるという人は 30％に留まった。旅行 
サイトを使った感想は「かなり便利だった」という人が 37％、「やや便利だった」と感じて
いる人は 48％と、あわせて 85％が便利さを感じたことがわかった。この調査での「旅行サ
イト」とは、航空券やツアーの手配ができるサイトを指しており、ホテル手配のみを行う

サイトは含んでいない。 
 
 支払い方法に注目してみると、購入をしたことがある人のうち「クレジットカード」で

支払ったという人が最も多く 62％（複数選択可）、次に多かったのが「銀行振込」で 35％
だった。しかし、全員に希望する支払い方法を聞いたところ、1位の「クレジットカード」
は同じだったが、次が「郵便振込」で 16％、「銀行振込」は 14％となった。その次に多か
ったのは「空港カウンター支払い」で 10％。手数料をかけたくないというニーズが現れて
いるものと思われる。 

 
 旅行サイトを利用する際、できたらいいと思うことは何か（2つまで選択）という質問で
一番多かった答えは「直前予約」で 41％、次に「オプションツアーの手配」「ホテルの単独
予約」がそれぞれ 37％、「レストランの予約」が 21％など。すでにこれらが可能なサイト
もあるが、利用者が必要だと思う機能がよく分かる結果となった。 

 
 最近、旅行サイトでの取り扱いが進められている e チケット（電子チケット）について
は、「使ったことがある」という人は旅行サイト利用者の 10％（7人）に留まった。米国で
は以前から当たり前になっている eチケットだが、日本での普及はまだまだのようだ。 

 
 この調査で、利用者が多く期待している航空券発行に伴う手数料の削除、直前予約など

は、eチケットでは全て可能になる。その事を利用者により多く知ってもらうことが eチケ
ットの普及につながると思う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
旅行会社に希望するサービス 
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（１）：コンチネンタル航空の電子チケットサービス 
 
コンチネンタル航空は 2004年 10月 5日、eチケットの利用を促進するため、2005年 1月
1日から同社便全ての紙の航空券の発券に対し、手数料を課す決定を発表した。 
 
 これは、同社の日本を含むアジア太平洋地域において実施するもの。同社では、eチケッ
トへの移行体制が整ったことから、顧客サービスと業務効率の向上のため、eチケットが利 
用可能な場合に、紙製の航空券を発券する際には、手数料を徴収することとなった。 
対象となるのは、同社便の全航空券で、渡航先や航空券の価格等の条件により対象外とな

る航空券はない(ただし、e チケットに対応していない他航空会社便を含む旅程や幼児割引
等のごく一部は例外)。手数料は、紙製の航空券 1件の発券につき一律 5,500円となる。 
 
 コンチネタル航空では 2004年 1月には日本全国全ての旅行代理店で、同社の eチケット
サービスを提供するためのシステム整備を完了し、また旅行会社へのセミナーを開催する

など、これまで積極的に eチケットの利用を促進してきた。 
 
またｅチケット利用の推進は、世界の航空会社の業界団体、国際航空運送協会（ＩＡＴ

Ａ）も推奨しているもので、以前に行われた年次総会では、２００７年までに全ての航空

券の電子化を目標とする条項を含む決議を採択している。コンチネンタル航空では、２０

０５年１２月末日までに同社便全ての航空券をｅチケットとすることを目標としている。 
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 現在コンチネンタル航空では、同社が就航する世界の９５％以上の国々でこの便利なｅ

チケットサービスを提供、米国内においてはすでに同社の利用客の約９７％がｅチケット

を利用している。日本においても２００３年４月より同サービスを開始、すでに同社の日

本地区コールセンターで直接予約発券する旅客の約９０％、旅行会社を通じて予約発券す

る旅客の約５０％がこのｅチケットサービスを利用している 

 

（２）：国内の電子チケットサービスの現状 

 

ANA は 2002年 2月に国際線の eチケットの取り扱いを開始した。しかし、2003年の国
際線における eチケット利用率は 1％程度である。2005年にはこれを 50％にまで高めてい
きたいとしている。また、JALでも 2000年 6月に国際線の eチケットの提供を始めている
が、2003年の利用率は「1割程度」である。 

 
 ちなみに ANAと JALは、国内線でも eチケットに似た「チケットレスサービス」を展
開している。これは、オンラインで予約を行い、航空券を空港で発券するもの。この場合、

航空券は紙で発券されるが、顧客の自宅に郵送することはない。国内線のチケットレスサ 
ービスの利用率は、全体の 20～30％に上るという。 
 
 一方、1999 年から e チケットの取り扱いを開始している NWA（ノースウェストエアラ
イン）では、旅行代理店を経由して eチケットを利用する人が全体の 6％、NWA に直接 e
チケットを申し込む人は 36％にのぼるという。NWAでは、2003年末には eチケットの取
り扱い率が 50％近くにまでなった。 
 
（３）：航空業界における eチケット普及の問題点 
 
国内線の e チケット普及率は目覚ましく、当然、国際線に反映させるのは時間の問題で

ある。ただ、自社（ANA/JAL）系の GDS が e チケット化への対応が遅れていること、旅行会

社の理解を得ることが必要などを e チケット化への課題としている。ただ、これまでの日

系航空会社と旅行会社の関係を考えると、旅行会社のために e チケット化を躊躇している

というのは考えにくい。システムが対応できれば、日系航空会社は直ぐに動くだろう。 

 

 ANA は旅行会社での発券を含め、全ての eチケット発券にボーナスマイルを付与するキャ

ンペーンを展開中だ。同社では、上期は直接 ANA の予約センターや、ANA の Web サイト経由

での予約のみにボーナスマイルを付与していたが、これを下期は拡大し「eチケット促進に

梶を切った」と説明している。 
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 ANA が e チケット発券に対してボーナスマイル、コンチネンタルやノースウエストが紙航

空券に対して手数料徴収と、いわば「アメとムチ」の対照的な方法ではあるが、旅行会社

に eチケットを促進させるという目的は同じだ。 

 

 個人旅行が一般的になっている今日、個人で動けば動くほど、eチケット化をはじめ煩わ

しさから開放されたいと思うだろう。 

 一方で、セキュリティ対策が今後、簡素化することは米国を中心としてまず考えられな

い。システムとしての合理化はあるとは思うが、テロ対策上、セキュリティ対策はさらに

厳しさを増すと思われる。 

 しかし、出国や入国検査までの空港における時間は短縮化されなくてはならない。成田

空港をはじめ各国際空港が「eエアポート」構想を進めるのも、それが背景にある。 

 利用者利便の向上、航空会社のコスト削減、セキュリティの強化と消費者、エアライン、

行政・空港とそれぞれが eチケットを受け入れる中で、何か旅行会社が eチケット普及の 

ネックのように見られるのは、旅行業界も心外だろう。 

 e チケット化への課題を整理し、旅行業界の電子化、合理化を徹底させるとともに、社会

にアピールすることが必要かもしれない。 
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JALの eチケットの利用方法 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

インターネットでお申し込みの場

合は、ご旅程が適用路線であれ

ば「e チケット」を発券いたします。

お電話でお申し込みの場合は、ご

予約の際に｢e チケット｣とご指定く

ださい。 

 

チケットデリバリーサ－ビスより、

e メール・郵送（宅配）または FAX

で「e チケットお客様控」をお送り

いたします。 

 

空港へ｢eチケットお客様控｣

をお持ちください。自動チェ

ックイン機またはチェックイ

ンカウンターにて搭乗手続

きが可能です 
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５．「ぴあ」の電子チケットサービス 

 

 

 

：ぴあの電子チケット購入の流れ 

 

 

（１）：ぴあの提供する電子チケットの利用形態 

 

１．パソコン(“＠電子チケットぴあ”)か携帯電話(“電子チケットぴあ i”)でチケットの

検索・予約・決済・購入を行なう 。 

 

２．購入されたチケットは、ぴあデジタルライフラインが運営するサーバー“電子チケッ

トセンター”で個人別に管理する電子的な私書箱“デジタル・セキュリティ・ポケット(通

称：デジホケ)”に保管される。未使用であればユーザー同士がデジポケ間でやりとり(い

わゆる“転々流通”)も可能。 
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３．電子チケットを利用する際には、携帯電話にデータをダウンロードするか、パソコン

を使って非接触型 IC カードに保存する(この際、デジポケにはチケットがサーバーから取

り出された旨が記録される)。パソコンを使わずに、コンビニエンスストア“ファミリーマ

ート”に設置された情報キヨスク“Fami ポート”で IC カードに保存することも可能  

入場(鑑賞)の際に、ぴあが各会場に設置するデータ認証装置“デジゲート”でデータの真

贋を確認 。 

 

 

 

 

 

：ぴあの「デジポケ」 

 

 

 

 

このサービスは、インターネットをベースに、チケットの検索・購入・決済から入場ま

でがワンストップで可能となる『電子チケットぴあ』と、加えてイベントに連動した各種

クーポン情報等が配信される『電子クーポンぴあ』の複合サービスで、レジャー・エンタ

テインメント活動をより便利で楽しくする、他に例のない世界初のサービスとして注目で

ある。  
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従来のインターネットによる販売では取り扱うことが難しかった、映画館やレジャー施

設やスポーツ観戦の当日券販売も可能となるため、チケット取り扱いの一段の拡大が見込

め、また、イベントに付随するさらなる楽しさを、クーポンなどの情報として利用者に提

供することにより、新たなマーケットの創造も期待されている。  

 

従来どおり“紙のチケット”での入手を希望する場合には、(1)の段階でチケットの郵送

を申し込むか(郵送料 600 円が必要)、(3)で Fami ポートもしくはチケットぴあの各スポッ

トから受け取ることができる(発券手数料 100 円が必要)。  

 

電子クーポンは、電子チケットに付随する割引サービスなどのクーポン(お得情報)で、

視聴する場所(エリア)やイベントの開催時間帯などに応じた店舗紹介やサービスを提供で

きる。このサービスを利用するには“＠ぴあ会員”への登録が必要で(無料、同時にデジポ

ケの利用権が発生する)、従来のチケット代のほかに電子チケット 1枚あたり 210 円のサー

ビス利用料がかかる(映画など低額のチケットについては当面無料)。電子チケットを分配

する(2 枚買って知人に渡すなど)には、相手も＠ぴあ会員登録を行ない、デジポケを保有し

ている必要がある。また、登録時によく行くエリア(銀座、渋谷、新宿、池袋、上野の 5エ

リアが対象)を指定すると、電子クーポンのみをメールマガジン形式で配信するサービスも

予定している。  

 

非接触型 IC カードで利用するには、NTT Com が専用に開発した Type B 方式の“セーフテ

ィパス”に申し込む必要がある。カード発行料金が 500 円、年会費 1000 円(2004 年 3 月 31

日までに申し込むと 1 年目の年会費は無料)で、パソコンに接続するカードリーダー/ライ

ターが無償で貸し出される。なお、将来的には鉄道の定期券/プリペイドなどで導入実績が

ある“SUICA”などの Type C 方式にも対応していくほか、iモード以外のキャリアーにも展

開を予定している(ただし認証には赤外線通信が必要)である。 

 

NTTコミュニケーションズ（NTT Com）は、ぴあ株式会社、および NTT Comとぴあ株
式会社との合弁会社であるぴあデジタルライフライン株式会社（PDL社）との 3社共同で、
IC カードや携帯電話を活用した電子チケットシステムの開発・構築をこのほど完了し、ぴ
あ株式会社を通して 2003年 10月 22日より電子チケットサービスの提供を開始した。  

 
 今回の電子チケットサービスの提供に伴い NTT Comでは、非接触 ICカードを用いた電
子チケット機能付きセーフティパスの提供を合わせて開始する。これにより利用者は、自

宅のパソコンで電子チケットを購入して ICカードにダウンロードすることで、イベント会
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場では ICカードによる入場が可能となる。また、電子チケットの支払いに用いられる NTT 
Com 提供の電子マネー「ちょコム」を携帯電話対応とするほか、コンビニ店での「ちょコ
ム」購入（チャージ）を可能とするなど、若年層に向けて「ちょコム」決済のサービスを

拡充する。  
 
 
1．ぴあ株式会社との電子チケットサービス開始とその背景 
 NTT Comは、平成 11～13年に邦銀 24行と共同で実施した ICカードの電子マネー「ス
ーパーキャッシュ」における電子チケット商用実験を皮切りに、平成 14年度のぴあ株式会
社と共同で実施したジュビロ磐田スタジアムにおける実証実験を経て、同年 8 月には電子
チケットサービスのプラットフォームを提供するPDL社をぴあ株式会社と合弁で設立する
など、NTT Com のセキュリティ技術をベースに電子チケットサービスの準備を進めてき

た。  
 今回提供するサービスは、NTT Com、ぴあ株式会社および PDL社の 3社共同で構築し
た電子チケットシステム（電子チケットセンター、会場端末、IC カードおよび携帯電話の
アプリケーションなど）により、ぴあ株式会社が取り扱う各種公演チケットを電子チケッ

トで発行するもので、IC カードおよび携帯電話の多目的利用をさらに促進していく予定で
ある。  

 
2．ぴあ株式会社の電子チケットサービスに伴う NTT Comのサービス展開 
 今回提供を開始した電子チケットサービスの普及促進を図るため、NTT Comは「電子チケット
機能付きセーフティパス」の提供を促進していく。 
（1）「電子チケット機能付きセーフティパス」の提供  
 ICカードが電子チケット格納媒体として極めて使い勝手の良いものであることから、NTT Com
では現在サービス提供中の認証・決済プラットフォーム「セーフティパス」用の ICカード上に、
電子チケット機能を搭載した ICカードを新たに発行した。  
 この IC カードは、国際標準に準拠した接触・非接触（ISO14443 タイプ B）インターフェー
スをワンチップで構成したコンビネーション型の ICカードである。 
 これにより利用者は、自宅からインターネットを介して電子チケットの申込、抽選、決済および

電子チケットのダウンロードが可能となり（接触インターフェースを利用）、また、電子チケット

がダウンロードされた ICカードを用いて、イベント会場の専用ゲーティング端末から入場するこ
とができる（非接触インターフェースを利用）。 NTT Comでは、2003年 9月 29日から電子チケ
ット機能付きセーフティパスの受付を開始した。すでにセーフティパスサービスを利用されている

利用者も、電子チケット機能付きセーフティパス対応の ICカードへの切り替えが可能となった。
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セーフティパスとは 
 

 
 

 

 

 

 

セキュリティ、プライバシーについて 
セーフティパス会員に提供する ICカードは、インターネット上での IDカードのような
ものである。オンラインでのサービス利用や決済など、本人の確認が必要な場面で、IC カ
ードとパスワードを使うことによって、確実に本人だと確認されます。しかも、IC カード
は偽造不可能であるから、利用者をなりすましの被害からがっちり守ってくれる。さらに

万が一のなりすまし被害に備えて、セーフティパス保険もついている。 
住所、氏名、利用する決済情報など、セーフティパス入会時に登録した情報は、NTT コ
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ミュニケーションズが厳重に管理している。そしてセーフティパスを通したインターネッ

トショッピングやオンラインサービス利用時には、必要な情報の伝達は暗号路を通して行

われる。先端技術を駆使した万全なセキュリティ対策を講じているため、ネット上での個

人情報漏洩の心配はない。 

 

 
３．今後の展開 
 NTT Comでは、インターネットを活用したパーソナルソリューションとしての電子チケ
ットサービスを、コンシューマに対してユビキタス時代の新しいライフスタイルを提供す

る重要なサービスと捉えているようだ。  
 特に、現在提供している電子チケットサービスは、IC カードにおける接触・非接触コン
ビネーションカードのコンシューマ向けサービスとしては、世界初のサービスであり、今

後も交通系や金融系の IC カード、および公的 IC カード上でのサービス提携を推進してい
く予定である。また、携帯電話事業者に協力して、ICチップ搭載の携帯電話の開発を進め、
より使い勝手の良い電子チケットサービスの実現を目指していく。  
 
 
６：今後の課題と対策 
 
現在の航空業界では、オンラインショッピングへの高い定着率から、インターネットを

活動の中心に据えてきており、更に e チケットによる低コスト、低運賃での航空が多くな
ってきている。欧米では 90%以上の利用率に及ぶが、現状では、単純な往復券にしか対応
できないなど、課題はある。 
そして、電子チケット全体のことを考えると、まず大きな課題として、電子チケット

を持ち運ぶ「いれもの」が整備されていないことがある。電子チケットのためだけに、

「いれもの」として IC カードを発行すると、採算がとれない。そのため、既存の携帯
電話やクレジットカード、電子マネーカードなどが候補にあがっているが、携帯電話は

一部機種のみしか使えなかったり、クレジットカードは 10 代のユーザーが持っていな
かったり、電子マネーカードは発行枚数が少なかったりと、いろいろな問題が多い。 
 また、ユーザーの使い勝手の向上も望まれる。いくつかの実証実験では、うまくチケ

ットデータを携帯電話から取り出せなかったり、入場ゲートがなかなか開かなかったり

と、改善の余地がまだまだあるようだ。 
電子チケットサービスにおいては、主にカード等の媒体に記録された個人 IDを入場用端
末で読み取り、あらかじめ用意しておく個人 IDのリストと突き合わせることで入場処理を
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行う。しかしながらその方式は、ユーザビリティにおいて諸々の問題点が存在した。イベ

ント運用者は事前に「チケット購入者リスト」を作成し、入場用端末に用意しておく必要

がある。また、複数台の入場用端末を運用しようとする場合には、全ての端末がそのリス

トをオンラインで即座に参照可能としなくてはならない。したがって、本方式は小規模な

イベントでは運用可能であっても、数万人規模の大規模なイベントに対応することは極め

て難しい。また当日券の運用も、リストの更新を随時行う必要があるため相当の困難が見

込まれる。 
 紙チケットの場合、イベント会場のスタッフがチケットを視認することで入場処理を行

っている。それと同様のユーザビリティを実現するには、セキュリティ技術を利用するこ

とでチケット情報（バリュー）自身の正当性を確認すれば良い。電子データ自体に価値を

持たせ、媒体にダウンロードすることで利用する、いわゆる「バリューダウンロード方式」

である。さらに多様なイベント会場で入場処理を可能とするために、入場用端末はオフラ

イン環境で運用可能とするべきである。 
 イベントのチケットは金券に相当するため、偽造・複製は絶対に許されない。一般に電

子データの複製・偽造は極めて容易であり、また電子チケットをネット上で広く流通させ

る際には、高度なセキュリティが必要とされる。また、同時にユーザビリティの確保・コ

スト削減も求められるため、適切なセキュリティ技術を適切な箇所に用いることが重要で

ある。今後更にオンラインショッピングの利用率は加速度的に上がってくる中で、電子チ

ケットは、航空券にとどまらず、他の交通系、金融系、そして、免許証や保険証などの公

的なものまで対応できるようにしていき、その使い勝手の良さをアピールしながら利用者

を増やしていくべきである。 
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