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はじめに 

 
現在さまざまな電子決済サービスが行われています。コンビニエンスストアなど多くの

店や、駅の改札などで使われるほど私たちの身近になりつつあります。そんな中で利用す

る人はそこまで多くありません。それはセキュリティ面やサービス開始までの手間ややり

方を多くの人が把握していないからではないかと考えます。 
電子決算を行うことで今までと違ったどのようなことが可能になり、各企業ではどのよ

うな囲い込みやサービスを行っているのかを把握すること。それに伴って電子決済代行サ

ービスを行う企業の取り組みとシステムを明らかにし、多くの人に利用されるにはどうし

て行けばよいのか考えると共にどのような新たなサービスがあるのかを調べその必要性を

見出す。 
 

第１章 電子決済の概念 

 この章ではクレジット決済を考える前に基本的な電子決済の知識や、種類などはどのよ

うなものがあり、私達の生活の中でどんな役割を果たしているのかを見ていき、現在どの

くらいの人に利用されているかなど電子決済の現状を把握する。 
 
１－１電子決済とは？ 

（１）便利で簡単な支払い方法として 
商品の代金支払を、電子的に行う方法が電子決済で、ＩＣカード技術やインターネット

上の情報セキュリティ技術が最も活かされる分野である。たとえば自宅に居ながらにして

商品を注文し、その代金をクレジットや銀行口座の引き落としで支払ができるという便利

さがある。 
 広くとらえるならばオンラインバンキングによる振込みや、クレジットカード番号をイ

ンターネットで送信するカード決済なども含まれるが、狭くは、電子マネーのように新た

に開発された電子的な決済システムのことを指す。決済方式としては、プリペイド方式と

ポストペイ方式に分けられる。 

現在急速に実用化されつつあるのが、クレジットカードによる電子決済で、ネットワー

ク上での決済をより安全に行うための規格、すなわち SET（セキュアエレクトロニックト
ランサクション Secure Electronic Transaction）という規格だが、そこまで普及していな
い。 
（２）代表的な電子マネーの定義 
カード型、ネットワーク型 
カード型電子マネーとは、プラスチックカードに IC チップを搭載し、その IC カードに
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電子マネーを保存（チャージ）して利用する方法で、JR 東日本の Suica(スイカ)やビット
ワレットの Edy（エディ）などがこれに分類される。ICチップには接触型と非接触型があ
り、接触型 IC チップは、プラスチックカードの表面に 1cm 角程度のチップを埋め込み、
使用する際にはリーダー／ライターと呼ばれる読み取り機に ICカードを挿入して利用する。
非接触型 IC チップは、IC チップをプラスチックカードや携帯電話の内部に埋め込んであ
るため、一見して ICカードとはわかりにくい。利用する際には改札機やリーダー／ライタ
ーなどにタッチしたり、かざしたりして利用する。 
ネットワーク型電子マネーとは、電子マネーを電子マネー発行会社のサーバや個人のパ

ソコンの中の、「ウォレット」と呼ばれる財布としての機能を持つソフトに保存して利用す

るのもである。サーバやパソコンに電子マネーが保存されているので、その利用の場とし

てはインターネットが主流である。ウォレットがサーバに設定されているものを「サーバ

ウォレット型」、派損などに設定されているものを「クライアントウォレット型」という。

クライアントウォレット型は、通常、1台のパソコンに 1つ設定されるため、デスクトップ
の場合は現実的に持ち歩きが難しい。したがって一般にサービスとして提供されているケ

ースはほとんどないのが現状である。 
カード型、ネットワーク型 

 

カード型電子マネー 
接触型 ICカード 

接触型 ICカードはリーダー／ライターに挿入して利用する。 

・ モンデックス 

・ ちょコム（インターネットで利用） など 

非接触型 ICカード 

非接触型 ICカードはリーダー／ライターにかざして利用する。 

・ JR東日本 Suica 

・ ビットワレット Edy など 

サーバーウォレット型 

サーバーに電子マネーを保存して利用する。 

・ BitCash 

・ デジコイン など 

クライアントウォレット型 

主にパソコンにウォレットと呼ばれるソフトを設定する。 

設定したパソコンのみでの利用となるため、現状市場でサービスされている

ものはほとんどない。 

ネットワーク型電子マネー 
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図１ カード型とネットワーク型 
 

IC カードはハードウェア面、ソフトウェア面それぞれの視点で、いくつかの種類に分類
される。それぞれ性能や用途が異なるので、まずは種類別の特徴を見ていこう。 
 ハードウェアという切り口では、IC カードは「接触型」と「非接触型」に分類される。
接触型とは、カード端末機のリーダ／ライタ端子と接触するモジュール端子を持つタイプ

でカードと端子が直接接触して通信を行う。確実な通信を行える接触型は主に、より堅牢

（けんろう）なセキュリティが求められる決済や認証の分野で使われている。 
 一方の非接触型とは、カード内部にアンテナの役目を果たすコイルが内蔵されており、

端末のリーダ／ライタから発生している磁界にカードをかざすと無線通信でデータのやり

とりができる。Suicaや ICOCAに代表される鉄道改札や入退室管理など、より利便性を求
められるジャンルで活用されている。 
接触カードと非接触カード 

 

図 1 接触型 ICカードと非接触型 ICカード 

図 2 知っておきたい ICカードのタイプと使われ方 
 
さらに非接触型は、データの読み書きができる距離や通信方式の違いによって、より細

かく分類されている。まず距離の違いによって「密着型（～2mm）」「近接型（～10mm）」
「近傍型（～70mm）」などのタイプに分けられる。また、通信方式の違いによって Type A、
Type B、FeliCa方式の 3タイプに分類される。ちなみに Type Aは NTTの ICテレホンカ
ード、Type Bは住民基本台帳番号カード（住基カード）、FeliCa方式は Suicaや Edyにそ
れぞれ応用されている。 
 
1－2電子決済の種類と特徴 

（１）電子クレジット方式（電子デビット方式） 
加盟店、会員審査から利用の申し込み確認、売り上げ月次ご利用代金回収まで、クレジ

ット会社が自ら運営する。 
（２）クレジットカード方式（デビットカード方式） 
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クレジットカード会員でインターネットを利用する人にインターネット上の別番号を暗

号化し流す 。 
（３）クレジットカード番号事前登録方式 
運営会社がクレジット加盟店として、バーチャルショップの利用時の処理を代行し、代

金回収はクレジット会社が行う 。 
会員は、入会時保有するクレジットカードを登録する。  
（４）プリペイド方式（狭義の電子マネー） 
事前に、振込、クレジット、リアルの店等でネットワーク上のプリペイド金額をプール

しておき、利用時その中から払ってゆく。 
（５）回収代行方式 
注文、売上をインターネット上で完結させ、自動的に金融機関の口座振り替えをする。 
（６）コンビニ支払い（ネットワーク型） 
コンビニの振り替え用紙を事業者から送付するのでなく、利用者のパソコンでプリント

するか、コンビニ端末でプリントするかコンビニのレジで番号を伝える等で支払う。  
（７）ショッピングクレジット方式 
パソコン本体など高額品向け専用の分割払い（個品割賦方式）専用決済。 
個々の商品購入に際し、分割払い希望者の申し込みをインターネットで受ける。  
契約書は紙ベースでショップまたは信販会社から利用者に郵送 
 
１－3電子決済の認知度 

ネットリサーチの DIMSDRIVE（インターワイヤード株式会社）では、「電子マネーに関
するアンケート」を 2005年 12月 7日（水）から 12月 12日（月）にかけて行った。 
回答者は全国の男女 6,430人（男性：2,736人、女性：3,694人）。 
（１）「電子マネー」を知っていますか？ 

 
図３ ネットリサーチの DIMSDRIVE 
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（２）世代別 

 
図４ ネットリサーチの DIMSDRIVE 

図３をみると全員に、「電子マネーを知っていますか」と尋ねたところ、“仕組みは知らな
いがどんなものかは知っている”と回答した人が最も多く、37.9％であった。“仕組み・機能
なども知っている”という人は 28.1％、“名前を聞いたことがある程度”という人は 32.5％だ
った。 
電子マネーについて「どんなものかを知っている」人は 66.0％と 6割を超えた。また、“名
前も聞いたことがない”という人は 1.5％しかおらず、「電子マネー」という名前を知ってい
る人は 98.5％と多かった。 
認知度的には多くの人に知られているがことがわかる。 
図４は世代別に見た結果であるが男性がよく理解し、年齢が下がるにつれて理解してい

ることがわかる。 
 
（３）あなたが利用したことのある電子マネーはどれですか。 

 

図５ネットリサーチの DIMSDRIVE 
 
「利用したことがある電子マネー」を尋ねたところ、“Suica”が最も多く 22.9％、“Edy（カ
ードタイプ）”15.7％、“Web Money”8.5％、と続いた。 

“Edy（おサイフケータイ）”については、認知ではカードタイプよりも高かったが利用経
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験では 4.2％と少なく、カードタイプよりも少なかった。 
“電子マネーは使ったことはない”は 55.7％、“よくわからない”3.7％であった。 
いずれかの電子マネーを利用した事がある人は 40.6％（2572人）。回答者全体の 40.0％
であることが分かった。 
「電子マネー」を知っているというという人は多いが実際に使うとなると半数以上が使っ

たことがないという結果になった。理由としては少々気恥ずかしい、何となく怖い、支払

いは現金主義！無駄な出費が増えそうだから・・・など。 
 
考え 
 以上の電子決済に対する認知度などを見て行き私が注目した点は電子マネーがどのよう

なものなのかを知っている人が約 6 割もいるということでした。ということは裏を返せば
10人に 6人は電子マネーを使っていてもおかしくはないということになると思う。それを
妨げている理由としては試してもいないのに無駄な出費が心配だとかいう理不尽な日本人

の考え方からだろう。確かに事前に犯罪を防ぐ方法としては一番なのかも知れない。しか

し、欧米のように現金を持つことが危ない国では電子決済がかなり一般的である。普及が

難しい点に関しては日本人特有の歴史があるのである。 

第２章 クレジットの概念 

 この章ではクレジットとは何か、その仕組み、支払い方法などクレジットの基本を把握

する。 
 
2－1クレジットとは 

（１）クレジットとは 
日本語で信用販売といって、商品を販売店から購入する際に、商品の代金の支払いをク

レジット会社と呼ばれる会社に立て替えてもらって、その後、立て替え金をクレジット会

社に対して分割払いすることをいう。仕組みは後では２-２で説明する。 
 消費者・販売店のほかにクレジット会社の３当事者が存在するのが一般的であって、消

費者とお店との間で売買契約が交わされるほかに、お店と会社との間では加盟店契約、ク

レジット会社と消費者との間ではカードでの立て替え払い契約というものが結ばれていま

す。消費者である私たちは、カードを使ってクレジット会社の加盟店で買い物をし、現金

がなくても品物を購入でき、支払いは、以後月々クレジット会社へ分割払いをすることに

なるのである。ただし、便利な半面使い過ぎて気が付いたら借金だらけということにもな

りかねませんので、くれぐれも注意が必要である。 
 次に、トラブル事例としては、作った覚えがないのに、クレジット会社から支払い請求

書がきた場合など、勝手にカードを作られたケースでは、通常本人には責任がありません。

立て替え払い金の支払いを拒絶できますし、クレジット会社にＮＯといえば済むことです。



A3p21014岩崎司  
 

9 

ところが、友人に「絶対に迷惑を掛けないから」と言われ、カード名義を貸した場合には、

自分が貸し主になる可能性があることを知っていたわけで、支払いの責任を負わなければ

なりません。 
 また、カードを紛失したり、盗難にあった場合にそれを拾った人、盗んだ人がカードを

利用して本人に支払い請求がきた場合、原則としてカード名義人は、その責任を負わなく

てはなりません。大切なカードを注意して保管する義務を怠った後始末をせよ－というの

がその理由です。その時、カードの名義人である私たちは、まず警察に紛失・盗難届を提

出して、それと同時にカード会社に連絡して、その旨を伝えることです。クレジットカー

ドの規約には、通常紛失・盗難の際の連絡先が書かれていて、連絡があると、その日の前

後６０日（合計１２１日）は支払いを免除してくれたり、事前に盗難保険に加入させてい

たりして、その保険で損害を補てんするようになっていることが多いので、紛失・盗難の

届け出は必ず行ってください。 
 
（２）SET（Secure Electronic Transaction）  
 インターネット上のクレジットカード決済の標準規格。米ビザ・インターナショナルと

米マスターカード・インタナショナルが共同開発し、米マイクロソフト、米ネットスケー

プ・コミュニケーションズ、米 IBMなどと共同で標準化した。暗号化には DESまたは RSA
を、デジタル署名には RSAが採用されている。 

SET は、インターネット上でのクレジット決済などを安全に行うために、クレジットの
会員（顧客）、加盟店（電子商店）、決済金融機関（クレジットカード会社、銀行）の 3 者
が認証局に証明書を発行してもらって行う取引の手順を定めている。 
 ユーザー利用者がインターネット上の電子商店に送る発注関連情報と、クレジットカー

ド会社などの金融機関に送る決済関連の情報を完全に分離する点が特徴。これにより電子

商店でさえもユーザー顧客のクレジットカード番号を知ることができなくなり、決済の安

全性を高めている。電子商店にとっても、クレジットカード利用者を確実に認証できるよ

うになるため、不正購入などをチェックすることができる。 
 SETを使った取引の流れは以下のとおり。 
顧客／電子商店の双方が、所定の手続きにより、認証局から証明書を取得する  
顧客から電子商店に対し、商品購入の申し込みを行う  
電子商店からクレジットカード会社へ取引承認依頼を行う  
クレジットカード会社から電子商店へ承認結果を返信する  
電子商店から顧客へ販売承認の結果を返信する  
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SETの仕組み 

 
図６ ＠ＩＴより 

SET の具体的な仕組みは、ユーザーのパソコンに導入するウオレット・ソフト（電子財
布）と、電子商店のサーバに組み込むマーチャント・ソフト、さらに金融機関に設置する

ペイメント・ゲートウェイの 3 つで構成される。各ベンダが開発したウオレット・ソフト
やペイメント・ゲートウェイの相互運用性の確保が課題になっている。 
 
2－2．クレジットカード 

（１）クレジットカードの仕組み 
カード会社は申し込み者のうち、「信用」があると判断した人とだけ会員契約を結ぶ。そ

の会員が加盟店でキャッシュレスで買い物をすると、カード会社は、会員の買い物代金を

「引き落とし日」までに 銀行口座に用意するという前提で加盟店に立替払いをする。 
加盟店は「信用」の証として、会員のカード利用代金のうち 3%から 7%ていどを手数料
（加盟店手数料）でカード会社に支払う。 
カード会社は立替払いした代金を、約 1ヶ月以上後に会員から口座振替で徴収する。 

 
図７ クレジットカード 勧誘スタッフの裏話より 
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図７をご覧いただければ分かると思いますが、要は立替払いの仕組みです。会員は、お

金が無くともクレジットカードで支払いをする事ができ、加盟店は後日、その金額をカー

ド会社に請求します。そしてカード会社は、指定の支払日に改めて会員に請求するのです。 
クレジットカード会社は、会員に信用を与え立替払いをしている訳ですから、支払いに延

滞が発生すると、信用が無くなり、強制解約や利用制限をされる事もある。 
 
（２）クレジットカードの支払い方法 
①一括払い 
カードで買い物したあとで 25日から最長 57日間は支払いを猶予される仕組み。その間、
金利がかからないので日本では主流の支払い方法になっている。マンスリークリアとも言

う。 
②リボルビング払い 
カード利用残高に対して最低支払い額（ミニマムペインメイント）が決められ、この最

低額を払っておけば、翌月も限度額内なら繰り返し買い物ができる方法。金利は利用残高

に対してかかる。ミニマムペインメイントの設定では、定額制、定率制、残高スライド制

があるが、残高に応じて支払額がかわる残高スライド制が一般的。 
③分割払い 
買い物代金を何回か月ごとに分けて支払う方法。カード利用ごとに支払い回数を指定で

きるのが特徴で、金利は支払い回数に応じてつく。通常は 3 回、6 回、10 回、15 回、20
回の分割回数となるが、5回、12回、20回、36回など信販系カード会社でも分割回数は一
律ではない。 
④ボーナス一括払い 
通常ボーナス一括払いの支払月は 6月と 12月か、8月と 1月で、取り扱い期間は銀行カ

ードで、夏季は 4月 1日から 6月 15日、冬季は 9月 1日から 10月 15日までであるが、
最近は通年で取り扱うところも多い。 
⑤2回分割払い 
カード利用代金を 2 ヶ月に分けて支払う方法。分割払いといっているが、割賦販売法の
範疇に入らないので金利がつかないのがメリット。 
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第 3章 携帯電話を使った電子決済クレジットサービス 

 この章では携帯電話での電子決済方法を紹介し、現在普及している中で特にクレジット

払いのシステムのクレジット型電子マネーの３社の狙いや、携帯電話会社の取り組みなど

を把握する。 
 
3－1携帯電話電子決済 

（1）携帯電話電子決済とは？ 
携帯電話による決済には、大きく分けて二つの種類があります。ひとつはクレジットカ

ード情報をＵＩＭカード（ＩＣチップ）の形で携帯電話に入れて、携帯電話自体をクレジ

ットカード（後払い）として利用するもの。 
もうひとつは、携帯電話の中の電子財布に事前に電子マネーをチャージしてプリペイド

カード（前払い）のように活用するというものです。また、決済を完了させるためには、

携帯電話から店舗やゲートの読み取り機に向けて個人情報や金銭情報を伝送しなければな

りません。じつはその伝送方式にも、赤外線通信、バーコード、非接触型ＩＣカード（電

波）などいくつかの種類があります。 
 
（2）目的別クレジットサービス 
クイックペイ、スマートプラス、iD 
ポストペイ方式でおサイフケータイを使っている点が共通しているため、ほとんど変わら

ないと思われているが、その設計思想は大きく違う 
基本的な違いを示す 
①クイックペイ 
・狙い 
上限 2万円までの小額決済向けの規格であり、「基本的に Edy、Suicaと戦うために作ら

れたもの」。2万円というと Suicaと同じ上限金額だから、いってみれば擬似プリペイドで
ある。 
・詳細 
お店の QUICPay端末にカードや携帯電話をかざすだけでお支払いができる、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

のサービスです。QUICPayのご利用代金は、すでにお持ちのクレジットカードご利用代金
とあわせてのご請求となり、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

ます！ 
＊ ポストペイ： クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいた
だく方法です。事前にチャージ（入金）する手間もありません。 
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②スマートプラス 
・狙い 
クレジットカードの高速処理を目的に作られている。フェリカの特徴である処理スピー

ドを生かして、行列のできる店を中心に設置し、加盟店のレジの混雑を緩和するのが狙い。

クイックペイスマートプラスとも専用カードの発行も受けられるし、ケータイでダウンロ

ードして利用してもよい。 
・詳細 
おサイフケータイ®やカードをかざすだけでご利用いただける、事前のチャージやサイン
がいらない「スピーディー」「安全」「新しい」スマートなクレジットサービスです。スマ

ートプラスのご利用代金はすでにお持ちの UFJ カード（VISA・MasterCard）または、
NICOSカードご利用代金とまとめてのご請求となりますので、各種ポイントプログラムの
ポイントも貯まります。 
 
③iD 
・狙い 
プラスチックカードを希望すれば発行してくれるが、基本はケータイを使っての決済で

ある。つまり、携帯電話の形をしたクレジットカードと考えればよい。また、利用限度額

は iDとスマートプラスは親のクレジットカードの分をそのまま使うことができる。 
「かざすだけ」で使える、少額決済向きクレジットカードサービス 

・詳細 

NTTドコモはおサイフケータイで利用できるクレジットサービス「iD」を発表した。店
頭に設置された読み取り機におサイフケータイをかざすだけで、サインや PIN番号を入力
することなくクレジットカードが利用できる。iD の名は、自己証明、存在証明を意味する
“Identity”と、身分証明書を意味する“ID”から付けられたという。 
a.利用金額が少額であれば、おサイフケータイをかざすだけでクレジット決済ができ、サイ

ンなどの本人確認が不要な点だ。高額決済（ドコモの規定するルールでは 1 万円以上、加

盟店がより高額に変更することも可能）の場合には、読み取り機に暗証番号を入力して利

用する。 
b.利用分は後から請求されるため、Edyや Suicaといった現行の電子マネーのようなチャー

ジが不要になる。 

c.少額利用を想定して盛り込まれた、不正利用防止機能だ。おサイフケータイを落とした場

合には、ユーザーが紛失した旨を届け出ると、紛失したカード番号（ネガ情報）が iDの読

み取り機に配信され、端末を拾ったユーザーが端末をかざしても決済できないようになる。

高額利用の場合は従来のクレジットと同じく、暗証番号入力と、店舗がセンターに問い合

わせることによる本人照会で不正利用を防ぐ。 
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④ＤＣＭＸ 
・狙い 

DCMX はおサイフケータイひとつで、料金の支払いができるケータイクレジットです。DCMX

はカンタンなお申込み方法、充実したセキュリティ機能などドコモならではのサービスで、

あなたのライフスタイルをサポートします。 

・詳細 

サービスのポイント 
a.チャージレス 

DCMX はクレジットカードと同様「後払い」なので、事前にチャージをする必要があり
ません。また、サインの必要がないのでちょっとしたお買い物でも気軽に使えます 
b.簡単申し込み 

DCMXのサイトにアクセスしたら、お申込み操作はとってもカンタン。DCMX miniな
らたったの 3 ステップで入会可能です。あなたのおサイフケータイがあっという間にクレ
ジットカードに。 
c.セキュリティ機能の充実 
（おまかせロック）ドコモにお電話いただくだけで、あなたのケータイをロックし、操

作できなくする便利な機能 
（遠隔ロック）あらかじめ登録した他の電話機や、公衆電話から遠隔操作することで、

第三者による使用を未然に防ぐことができます。 
（ＩＣカードロック）端末暗証番号を入力して ICカードロックを設定するとおサイフケー
タイをかざしての利用やおサイフケータイ対応 iアプリの利用ができなくなります。 
（パスワード設定） 
ケータイを紛失したときにそなえて、あらかじめ iDアプリにパスワード（数字 4桁）を

設定しておくことができます。 
d.ドコモポイントが貯まる 
月々のご利用額に応じてドコモポイントがたまります。 
ケータイの機種変更などの割引や、商品との交換にも使うことができます。 
以上のことなどから同じような方式といっても、4規格は狙い、目的が微妙にずれている
ため、使える利用方法や店舗もかなり異なっています。 
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４規格の比較表 

  
三井住友カード

iD 
DCMXmini クイックペイ スマートプラス

運営主体 三井住友カード ＮＴＴドコモ JCB UFJ ニコス 

利用限度額 
契約利用限度

額の枠内 
1 カ月あたり 1万円 

１回につき 2 万

円以内 

契約利用限度

額の枠内 

対応する携

帯電話 
NTT ドコモ ＮＴＴドコモ 

NTT ドコモ、

au、ボーダホン 

NTTドコモ、au,

ボーダホン 

その他 普及で先行 
ＮＴＴドコモの携帯を持

つ人が利用可能 

JCB の加入者

が利用 

UFJ ニコス加

入者が利用 

表１ 種類別比較 
3―2携帯会社別の電子決済への取り組み 

ドコモは iDをメインにして、ＫＤＤＩ（ａｕ）とボーダフォンは、それぞれクレジット
カード各社と提携し、読み取り機に携帯電話をかざせば支払いできる「携帯クレジット」

サービスを本格展開する。ａｕは 7 社と、ボーダフォンは 4 社と提携、各カードの加盟店
で利用可能にする。クレジット事業で先行するＮＴＴドコモに対抗すると同時に、サービ

ス強化で加入者増を狙う。利用のすそ野が一気に広がりそうだ。 
 ａｕは提携済みのＪＣＢに加え、2006年４月にトヨタファイナンス、６月以降にクレデ
ィセゾンなど５社と順次提携。ボーダフォンも現在のＪＣＢに加え、４月以降、ディーシ

ーカードなど 3社と提携する。「クイックペイ」方式と呼ばれるクレジットサービスを提供。
１回当たりの決済額の上限は、１万―２万円とみられる。 
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携帯会社とカード会社の関連図 

  
図８ カード会社との提携 

 
 図 8 は各携帯電話会社のクレジット払いを使う上でのカード会社との提携状況を示し
た図であり、これから携帯電話を使用した決済サービスは今後も拡大すると見るのは各

社共通の考えだ。事実、電子マネーの利用はここにきて急増している。いまや「エディ」

と「スイカ」の合計発行枚数は直近で 2600万枚に達し、国民の 5人に 1人が持っている
計算になる。このエディとスイカの急激な利用拡大にも携帯電話を利用した「おサイフ

ケータイ」の存在は大きい。今後はさらに小額決済の分野において電子マネーの利用が

進むと思われ、その際に大きな役割を果たすとされている携帯電話への期待はますます

大きくなっている。 
 

三井住友カード 

JCB 

トヨタファイナンス 

DC 

セントラルファイナンス 

オリエントコーポレーション 

セゾン 

ジャックス 

オーエムシーカード 

ＮＴＴドコモ 

KDDI(au) 

ボーダフォン 
（ソフトバンク） 

携帯会社 カード会社 

 

iD 

ＵＦＪニコス スマートプラス 
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第４章 セキュリティー 

 この章では私達が携帯電話での電子決済を安全に行えることを理解していただくために

おサイフケータイのセキュリティや、事件に会わないためにはどうすることが良いのかな

どを把握する。 
 
4－1 3方向からの視点  

（１）おサイフケータイの場合 
携帯電話についているセキュリティを使って利用を停止します。ドコモの携帯電話の場

合「遠隔ロック」「IC カードロック」「おまかせロック」など、携帯電話会社ごとに様々な
セキュリティがあります。これらのセキュリティについてはあらかじめ携帯電話ショップ

で説明を聞いたり取り扱い説明書を読んだりして、万が一のときにスムーズに対応できる

ようにしましょう。紛失した際は遠隔ロックなどのサービスを使ってまずは利用を停止し

ましょう。最新のドコモの機種には「おまかせロック」が搭載しており、電話をするだけ

で機能を停止してくれます。 
  
（２）カードの場合 
①カードを落した場合は？ 
カードを落としたと気付いたらすぐにカード会社や金融機関に連絡して指示を仰ぎまし

ょう。また、盗難が疑われる場合には警察にも出向いて説明し、届け出をだしておくこと

が大切です。カード会社は不正利用を防ぐためにそのカードの利用を停止します。素早く

再発行の手続きをとり、新しいカードを発行してもらいましょう。 
②覚えのない請求や引き落としがあった場合 
カード犯罪にあわないためには毎月送られてくる明細書をチェックしておく必要があり

ます。そこで覚えのない請求がないかを確認します。もし、該当する請求があった場合に

は、すぐにカード会社に連絡して対処してもらいましょう。こちらの思い違いのミスを防

ぐためには、カード利用のたびにもらう利用控を保管しておき、毎月一回、明細書と照ら

し合わせるようにするとよいでしょう。こうすれば、自分の思い違いを防ぐことができま

す。また、銀行の通帳はこまめに記帳し、中身をチェックしましょう覚えのない引き落と

しがあればすぐに金融機関に問い合わせてください。 
 
（３）インターネットの場合 
暗証番号の変更をする。暗証番号は定期的に変えることを推奨します。長く使っている

と他人に盗まれて不正に利用される危険性が大きくなりますので、期間を決めて積極的に

変更するようにしましょう。暗証番号は自分だけしかわからない数字がいいでしょう。例

えば希望の大学に受かった時の受験番号、ダイエット中なら目標としている体脂肪率など、
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そうした数字をうまく拾って暗証番号を作るようにしましょう。 
 
４－２カード犯罪の実態 

（１）スキミング 
他人のクレジットカードやキャッシュカードの裏面にある磁気テープに記録されている

各種データ（会員番号や口座番号など）を、スキマー(スキミングマシン)と呼ばれる、カー
ド情報読み取り装置で盗み取る行為を指す。 
抜き取られたカード情報は、情報の入っていないカードに書き込まれ、偽造クレジットカ

ードや偽造キャッシュカードとして第三者に現金の引きおろしや高額商品の購入などに悪

用される。 
クレジットカードやキャッシュカード自体の盗難と異なり、盗み取られるのはカード情

報のみである為、カード所有者がスキミング被害にあっている気が付きにくい。 
実際に気が付くのは、クレジットカードの利用明細書が来た時点であったり、銀行の通帳

記入を行った時点である。 
 
（２）被害額 

偽造カード被害額 
年度 総被害額 

被害額 

平成 9年 188 12 

平成 10年 216 28 

平成 11年 271.7 91 

平成 12年 308.7 140.2 

平成 13年 275.7 146.4 

平成 14年 291.4 165 

平成 15年 271.8 164.4 

※（単位：億円） 
表２【日本クレジット産業調べ】 

 表 2 は日本クレジット産業が調べたここ数年のクレジットカードの被害額を表したもの
です。左側は総被害額、右側はそのなかでの偽造カードの被害額を表しています。数値で

見ると総被害額の推移は少ないものの偽造カード被害額は年々増えています。つまり、犯

罪者側のスキルは昔に比べ高くなってきたことを表しています。 
 
（３）日常的な対策 
①カードの暗証番号をこまめに変える。 
（誕生日や電話番号などの番号は使用しないようにする） 
②通帳記入を定期的に行う。 
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（１ヵ月に１回を２回に増やし、被害を最小限に食い止める） 
③カードは必要なとき以外は持ち歩かない。 
（ただし、空き巣には注意が必要） 
④キャッシュカードを作成しない 
 
4－3 安全性を高めるために 
（１）磁気ストライプ式 
銀行のキャッシュカードで多く採用されていて、磁気テープに情報を書き込んだものを

プラスチックのカードに貼り付けて使うタイプのものである。それを磁気ストライプ用の

カードリーダーに通すと、磁気テープに書き込まれている情報を読み取ることが出来る。 
問題－銀行のキャッシュカードが入った財布をバッグごと預けて外出したいりする場合、

財布の中からキャッシュカードを取り出してカードリーダーでデータを読み取り、また財

布の中に戻しておけば、本人に気付かれることなくキャッシュカードのデータの読み取り

が出来てしまう。詳しくは図９ 

 
図９磁気ストライプカード 

（２）ICチップ 
チップ自体にスキミングを防ぐ耐タンパー性という機能を持つ。IC チップに対して正し
いリーダー/ライター以外との接触や通信が行われ場合、保存されているデータを自ら壊し
てデータの漏洩を防ぐ機能。仮に読み取られたとしても、データ自体は暗号化されている

ので暗号化を解く鍵を持っていなければ内容を読み取ることが出来ないようになっている。

IC チップがこじ開けられた時などにも、耐タンパー性により、データの読み取りが不可能
になる。詳しくは図 10 

磁気ストライ

プカード 
不正なカード

リダー 
偽造カード 

データを読み取られてしまい、偽

造カードを作ることができる。 
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図 10 ＩＣカード 

（３）ICチップの暗号化処理 
IC チップに保存されている電子マネーのデータは暗号処理されて保存されている。接触
型の電子マネーを利用する際には IC カードをリーダー/ライターに挿入したり、非接触型
ICチップのカードや携帯電話の場合はタッチパッド（リーダー/ライター）にかざしたりす
るが、その際に）ICチップ側の暗復号化の鍵とリーダー/ライター側で持っている暗復号化
の鍵がお互いに利用できるものでなければ、電子マネーが利用できない仕組みとなってい

る従って仮に ICチップの情報が読み書きできるリーダー/ライターを作ったとしても、暗復
号化の鍵も入手しなければデータの読み書きは出来ないのだ。決済端末にはこの暗復号化

の鍵が設定されているため、端末から鍵を取り出そうとして端末を開けたりした場合、IC
チップと同じく決済端末側も重要な情報を自ら破壊する機能を持っている。（ICチップと同
様耐タンパー製という）。 
①共通鍵方式 
暗復号のための鍵を同じものを利用するのが共通鍵方式。後悔鍵方式と比較して鍵の管

理が簡便であること、暗復号化のスピードが速いことから電子マネーに多く用いられてい

る。 
②公開鍵方式 
暗復号のための鍵は異なるものを利用するのが公開鍵方式。利用する鍵は一般に広く公

開されるものを公開鍵、そうでないものを秘密鍵という。 
 
 

不正なカード

リダー 
異常な電圧や

通信 
こじあけ 

ＩＣカード 

 

中に保存されているデータをＩＣ

チップ自身が破壊する。 
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第５章 将来性 

この章ではこれからの電子決済がどのように展開していくのかなどを紹介し、新たなサ

ービスを把握することでさらに電子決済への理解を高める。 
 
（１）携帯電話を用いた電子決済の推進 
ＮＴＴドコモは４月、自社ユーザーを対象にクレジットカードサービス「ＤＣＭＸ ｍ

ｉｎｉ」を開始。同社の「おサイフケータイ」を専用読み取り機にかざすと、月額１万円

まで買い物ができる。コンビニを中心に小額決済の市場を狙う。 
 また５月からは、ｍｉｎｉをアップグレードした「ＤＣＭＸ」の申し込み受け付けを開

始。こちらのサービスでは、利用限度額は 20万円以上に設定できる。両サービスとも、入
会金と年会費は無料である。（読売新聞 2006年 6月 29日） 
 
（２）Taspoシステム 

TIOJ と全国たばこ販売協同組合連合会（全協）、日本自動販売機工業会（JVMA）の 3
団体が、成人喫煙者に対して、ICカード「taspo」を発行し、そのカードを自販機にかざさ
ない限り、自販機からたばこを購入できなくするもの。購入時に ICカードを必須とするこ
とで、未成年者の喫煙防止を図る。07年 12月から申し込み受付を開始し、08年 7月まで
に全国での導入を完了する予定。  
 IC カードは非接触型カードを採用。データセンターと自販機は無線通信網で接続する。
また ICカードには、JCBが提供する電子マネー「Pidel（ピデル）」も導入し、電子マネー
を搭載したカードとしては、国内最大規模の発行枚数となる見込み。  
 8社は TIOJが発行する ICカードの申し込み受付からデータ入力、ICカードの製造・発
行、各種問い合わせ対応、関係書類の印刷、コンピュータセンターの構築・運用などを行

う。各社の役割としては、NTTデータが元請けとして全体のプロジェクト管理を担当。NEC
トーキンが IC カード製造、NTT ドコモが自販機ネットワーク関連、大日本印刷が印刷業
務、トッパンフォームズが ICカード発行業務、トランスコスモスが申し込み処理業務、日
立製作所がデータセンターシステム構築、ベルシステム 24が問い合せ対応業務をそれぞれ
担当する。 
 
（３）Suicaと Edyが端末共通化、電子マネー普及は新段階へ 

JR東日本、NTTドコモ、JCB、ビットワレットの 4社は 9月 27日、それぞれが運営す
る非接触電子マネー・決済サービス（Suica、iD、QUICPay、Edy）を、来年 1 月をメド
に 1台の決済端末で利用できるようにすると発表した。4社以外の決済事業者の参加も呼び
かける。  
 現在の利用者は Suicaは 1日に約 37万件、Edyは同じく約 48万件ある。ID、QUICPay
も含めて、有力な非接触決済サービスが提携したことで、少額電子決済の普及に弾みがつ



A3p21014岩崎司  
 

22 

く予想。電子マネーを巡る競争は、従来の加盟店・端末数の拡大から、サービスやブラン

ド力の勝負に移行することになる。  
 既に NTTドコモと JR東日本は、インフラ共通化のための組織「共通インフラ運営有限
責任事業組合（LLP）」の設立を発表しており、10月に 4億円を折半出資して設立される。
JR東日本（Suica）と NTTドコモ（iD）の 2社は既に共通インフラの開発を進めており、
ららぽーと（千葉県船橋市）が運営する 4 つの大型商業施設に導入すると発表していた。
この共通インフラの枠組みに、新たに JCB（QUICPay）とビットワレット（Edy）が参加
することになる。ららぽーとのほか、イオンも新決済インフラを採用する予定。  
 
（４）セブン-イレブンが独自の電子マネー発行 
セブン＆アイ・ホールディングスは 11 月 29 日、ジェーシービー（JCB）と提携し、非

接触 IC チップを搭載したプリペイドタイプの電子マネーカードを、2007 年春をめどに独
自に発行すると発表した。グループ店舗で相互利用できるポイントサービスも、2007年春
以降に始める。 
 電子マネー、ポイントサービスとも、当初は全国 1 万 1000 店以上のセブン-イレブン店
舗で利用できるようにし、将来はイトーヨーカドーなどグループ計 1万 2500店舗で利用可
能にする。買い物で貯めたポイントの電子マネー化など、電子マネーとポイントが連動し

たサービスも準備するほか、グループ外の企業とのポイント連携も推進していく。 
 JCB に開発ノウハウを提供してもらうほか、申し込み手続きやデータ管理を委託する方
向で検討する。JCBの非接触 IC決済サービス「QUICPay」などといった後払いシステム
や、他社の電子マネーにも対応したシステム構築も検討する。 
 同社グループの店舗には毎日約 1300万人が訪れているといい、電子マネーの発行枚数は
1000万枚と「国内最大規模」（同社）を見込む。カードの発行はセブン＆アイグループのア
イワイ・カード・サービスが主体になって行う。 
 セブン＆アイグループは、セブン銀行を設立するなど金融サービスに注力してきた。独

自の電子マネー発行とポイントサービスで金融・決済サービスの幅を広げる。 
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まとめ 

 
今回電子決済、特にクレジット型電子決済の研究を行いました。現在ではさまざまな電

子決済があります。特に携帯電話を使用したクレジット決済などのサービスが大きく取り

上げられています。ドコモなどを見てもＤＣＭＸといったサービスがあり近年クレジット

決済に対して日本人が少しずつ理解を示していることがわかります。このクレジット決済

へというのにはただ単に便利になるといったことだけではなくもっとクレジット決済がも

っと普及してほしいという願いもこめられているのではないでしょうか。 
そこで私は日本人の特性なども含めて先払い（チャージ）と後払い（クレジット）の比

較をします。 
（1）先払い（チャージ）と後払い（クレジット）の比較 
・先払い 
メリット：代金回収のリスクがないこと 
デメリット：インターネットバンキングや電子マネーでは、ユーザーは取引時に資金が不

足していると購入できない。予約商品などでは欠品があると返金の手間がかかる。 
・後払い 
メリット：ユーザーが資金の都合が付くときに支払える。商品の品質を見てからの支払い

が可能となる。予約商品などの場合、欠品などがあっても返金の手間がかからない。 
デメリット：代金を回収できないリスクを伴う。決済機関に請求情報を通知する仕組みが

必要となる。 
 
（2）日本と欧米の文化の違いによる普及の壁 
アメリカでは小切手で家賃や電話代、電気料金などを支払うのが一般で、クレジットカ

ードがあれば、さまざまなところで支払いができる。  
対して日本ではお金を扱っているという感覚がないと抵抗があるように思える。 銀行振
込みも口座間のお金の移動という直接的な意味合いを持っているし、Suica などのプリペ
イドカードや商品券やギフト券のようなものも、お金を先に払って形を変えたモノという

認識があるから使える。 しかし、クレジットカードとなると、まだまだ使うことに抵抗が
ある人が多いのではないだろうか。  
しかし、後払い（クレジット）は日本的な現金主義的な概念を除けば先払いの決済方法

と比べても第三者に不正利用された場合は支払いを拒否でき、カードの紛失・盗難保険も

あったり、分割払いやボーナス一括払いなどが可能なので先を見た買い物が可能となりま

す。 
手軽なものとして「DCMX mini」などは 12歳以上から、月々1万円まで、支払いは携帯
電話料金と一緒に、利用履歴をいつでも確認できるといったサービスがＮＴＴドコモ 2006
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年 4月 28日（金曜）から開始されました。このサービスでも盗難、紛失時に他人による不
正利用を防止するため、携帯電話の遠隔ロック機能、ICカードロック機能、iDアプリのパ
スワード設定機能などセキュリティが充実しています。 
ＩＣカードの可能性としては未成年者へのたばこの販売を防止する「taspo」という年齢
を識別できるものができ、JCB が提供する電子マネー「Pidel（ピデル）」を導入するため
たばこを買う人は電子決済を行う必要が出てくるだろう。 
 
（3）決済端末の統一化による普及率の上昇 

 
共通端末（リーダー・ライター） 

 

日経情報ストラテジー2006/09/27より 

図 11 4社の取り組み 
電子マネーでは今回紹介したように Suica、iD、QUICPay、Edyといったものがあげら
れるが従来の問題点として挙げられることは端末機の問題だろう。いままでは各社ごとに

端末機が違い、その電子マネー専用の電子決済端末が必要であった。これによって消費者

は利用する場所などを限定させられ、利用意欲が失う原因となっていたと思う。しかし、

ＪR東日本、NTTドコモ、JCB、ビットワレットの 4社が、2007 年 1 月をメドに 1 台の
決済端末で利用できるようにすると発表しました。4社以外の決済事業者の参加も呼びかけ
るといいます。これにより各社の競争は利用する場所を増やすということではなく、サー

ビスやブランド力の勝負に移行することになり各社は消費者に対し積極的に利用してもら

える努力を行うことができる。 
 

（4）これから普及する支払い方法を予想 

規格別会員数 

Suica 
（ＪR東日本） 

iD 
（NTTドコモ） 

QUICPay 
（JCB） 

Edy 
（ビットワレット） 
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決済方式 QUICPay iD 
スマートプ

ラス 
Edy Suica 

前払い／後払い ポストペイ ポストペイ ポストペイ プリペイド プリペイド 

会員数（人） 7万 約 36万 約 4万 約 1920万 約 1291万

利用可能店舗数
1万 約 4万 約 3000 約 3万

5000 
約 6700 

表３ ＩＴmedia2006年 09月 12日 
現在携帯クレジットでは iDが最大勢力となっているが将来的にスマートプラスが普及し
ていくのではないかという見解がある。理由としては日本一の金融グループＭＵＦＧがバ

ックについているだけでなく、ＶＩＳＡインターナショナルもサポートすると正式に発表

したことにあります。これから、東京三菱ＵＦＪ銀行、ＤＣカード、ジャックス、セント

ラルファイナンス、オーエムシー、スルガ銀行など８社がスマートプラス方式を導入する

予定。このようなことからスマートプラスがくるのではないか。 
 
最後に 
今では携帯クレジットは私達の生活にとって欠かせないアイテムの一つです。そのアイ

テムで買い物という人と人とが関わる場で便利に使われることに対して今に生きる私にと

ってすごく魅力的であります。それと同時に不安もあります。やはりいくら手軽に使うこ

とが出来るといっても身構えてしまいます。興味を持っているのに使おうとしない。これ

は一番もったいないことです。だから私は今回調べていったことをもとにさらに理解を深

めていき、私だけでなく周りの方にも携帯クレジットの魅力を訴えていこう。 

 まずは挑戦である。 
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