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はじめに 

現在、世界各国でキャッシュレス決済市場が急速に拡⼤している。しかし、⽇本ではカード、

電⼦マネー、プリペイドカード、QR コード決済など様々なキャッシュレス決済が普及してい

るにも関わらず⽇本のキャッシュレス決済の利⽤率が 18.4%と、韓国(89.1%)、中国(60.0%)、

カナダ(55.4%)などの海外に⽐べ低い。⽇本では「盗難が少ない」「ATM が多い」「借⾦を嫌

う国⺠性」などの理由がキャッシュレス化に対するハードルになっている。特に⾸都圏よりも

地⽅都市でのキャッシュレス化は進んでおらず、地域格差が広がっている。2020 年には東京

でオリンピックが開催され、外国⼈観光客が多く⽇本に訪れることが予想される。地域活性化

のためにも地⽅都市でもキャッシュレス化を進める必要があると私は考える。多くのキャッシ

ュレス決済⼿段の中でも私は特に QR コード決済に注⽬したい。QR コード決済は「PayPay」

が 2018 年 12 ⽉に実施した「100 億円あげちゃうキャンペーン」で、今まで知らなかった⼈に

までその存在を知れ渡らせることとなった。この決済⼿段は他の決済に⽐べ店舗側にとっては

導⼊⼿数料が低く、利⽤者側にとっては利⽤額が銀⾏⼝座からそのまま引き落とされ後払いに

ならず借⾦の⼼配もなく、双⽅にとって利点がある。この点から、QR コード決済は地⽅都市

でも受け⼊れられるのではないかと私は予想する。ここでは、どうすれば少しでもキャッシュ

レス社会に近付くことができるかを考えていきたい。 

 
 

  



第 1 章  取引の歴史 

・物々交換から「お金」の出現	

決済には 3000年を超える歴史があると言われている。ここでは決済がどのような変化を遂げ

てきたのかを述べていきたい。そもそも人と人との取引は物々交換から始まった。しかし自分

が欲しいものと相手が欲しいものが一致する確率は低く、利便性を考え物々交換の代わりに貨

幣で取引をするようになった。貨幣の機能には(1)支払い、(2)価値の尺度、(3)蓄蔵、(4)交換手

段があり、どれか一つに用いられれば貨幣とみなせる。貨幣の形は貝殻などを使用したトーク

ンから、金銀などの金属に変わり、現在でも使用される硬貨、紙幣になった。  

・元祖キャッシュレス 小切手・クレジットカード 

しかし、金額が大きな取引など、重要な場面においては貨幣だけでやり取りをするのは様々な

懸念、限界がある。そこでまずは契約書が生まれた。その後、小切手やトラベラーズチェック

の登場があり、1950年代アメリカでは消費ブームが起こっていた。その頃は多くの信販会社が

生まれ、消費者は月賦でものを買い、カードを持ち、毎月送られてくる何枚もの請求書が存在

していた。そのような状況の中で、何に対してでもどこでも使える汎用クレジットカードが登

場した。	

 ・取引の電子化  

1996年にソニーによって開発された非接触 ICカード技術「Felica」は、2001年に JR東日本

の IC乗車券「Suica」へ採用されたのをはじめとして、各地の交通機関で乗車券として採用さ

れ、その結果、多くの人が非接触 ICカードを携帯するようになった。また、2002年以降、大

手コンビニエンスストア等で「Felica」をベースとした電子マネー「Edy」の決済システム導入

が進み、非接触 ICカードによる決済に対応した店舗の数が大幅に増加した。これらの要因に

より、2000年代後半以降、非接触 ICカード型の電子マネーの利用が広がった。日本銀行の推

計によれば、IC型電子マネーは決済件数、決済金額ともに成長を続け、2008年には決済件数

で 10億 5,300万件、決済金額 7,581億円だったのが、2014年には決済件数で 40億 4,000万

件、決済金額で 4兆 140億円に達している。	

 ・QRコード決済の登場  

また、近年は QRコード決済が世界中で普及してきている。QRコードの技術自体は、1994年

にデンソーウェーブが開発したものだが、それが時を経て世界中の半数以上の人がスマホを持

つようになり、多くの人がスマホで QRコード決済ができるようになった。特に中国では、ア

リペイやウィーチャットペイなどの QRコード決済が幅広く普及し、屋台で店側が QRコード

を表示して、ユーザーはキャッシュレスで商品を購入できるレベルにまでなっている。 以上の

ように取引が時代とともに変化している。取引の変化の観点を整理すると、特に「より簡易



に」、「より早く、速く」、「より多数から多数へ」の 3つが急激に進み、世界中で取引の

「最適化」が行われている。	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 章  QR コードの利⽤状況 

■各決済⼿段の利⽤実態調査 

これは、2019 年 7 ⽉に全国の 15〜69 歳の男⼥約 3000 ⼈にインターネット調査を⾏ったもの

である。  

・各決済⼿段の利⽤実態 各決済⼿段の利⽤状況に関しては、普段よく利⽤するものとして、

現⾦(96.4%)、クレジットカード(73.6%)、電⼦マネー(43.7%)、QR コード型スマホ決済

(18.7%)、タッチ型スマホ決済(13.2%)という結果になった。また、各決済⼿段において最も利

⽤するチャネルとしては、現⾦はスーパーマーケット(68.8%)、クレジットカードはオンライ

ンショップ(76.1%)であったのに対し、電⼦マネー/スマホ決済はコンビニエンスストアが 6 割

越えと最も多い。⽀払⾦額に関しては、現⾦は 1000 円〜3000 円の買い物、クレジットカード

は 3000 円以上の⾼額な買い物、電⼦マネー/スマホ決済は 1000 円未満の少額決済に最もよく

利⽤される。 

 ・各決済⼿段の利⽤期間 クレジットカード、電⼦マネーでは 5 年以上使⽤しているという回

答が半数以上だったのに対し、QR コード決済の項⽬では使⽤期間が半年未満と答えた⼈が 6

割にも上った。 このことから、QR コード決済はまだ利⽤期間としては短いが、多くの⼈がこ

の半年間で使い始めていることがわかる。 

 ・各決済⼿段の利⽤理由と⾮利⽤理由 決済⼿段の利⽤理由として⼀位に上がったのは、現⾦

が「使い慣れている」で、クレジットカードと QR コード型スマホ決済は「ポイントが貯まる

から、還元されているから」であった。また、⾮利⽤理由に関しては、クレジットカードは

「⽀払った感覚がなく使いすぎが不安だから」、電⼦マネーやタッチ型スマホ決済は「必要だ

と感じていないから」が理由の 1 位だったのに対し、QR コード型スマホ決済は「セキュリテ

ィが不安だから」という理由が⼀位になった。このことから QR コード決済の強みは「ポイン

ト還元」、弱みは「セキュリティ」であることがうかがえる。  

・今後の利⽤意向 決済⼿段の今後の利⽤意向については現⾦とクレジットカードが 7 割越え

であるのに対して QR コード型スマホ決済やタッチ型スマホ決済の利⽤意向は 3 割弱である

が、年齢別で⾒ると 10 代-20 代の若年層の利⽤意向が⾼く、年齢が上がるにつれて下がるとい

うことがわかる。 

 

 



■QRコード決済		利用者推移と利用場所 

モバイル Suica などを含む、スマートフォンで利⽤する既存の電⼦マネー利⽤者は、2017 年度

は 893 万⼈だったところが 2018 年度末には 1157 万⼈に増加し、2021 年度末には 1953 万⼈ま

で伸びると予測されている。⼀⽅、⽐較的最近になって登場した、スマートフォンの QR コー

ド決済を利⽤する決済サービスの利⽤者は、2017 年度末は 187 万⼈だったところが、2018 年

度末 は 512 万⼈に急増し、2019 年度末は 960 万⼈、2021 年度末には 1880 万⼈と、電⼦マネ

ーに迫る勢いで利⽤者が拡⼤すると予測されている。 スマホ決済利⽤者に、スマホ決済 1 回あ

たりに抵抗なく使える⾦額はいくらか聞いてみると、10,000 円未満という回答が 7 割を超え

た。最も多い回答は「1,000 円〜3,000 円未満」で 26.1％となり、「どんな⾦額でも抵抗はな

い」という回答は 15.2％だった。 また、スマホ決済利⽤者に普段利⽤している場所について

聞いたところ、「コンビニエンスストア」が 76.9％でトップ、次いで「ドラッグストア」

45.9％、「スーパー」28.6％となった。 続いて、スマホ決済の利⽤経験に関わらず、スマホ決

済を利⽤したいと思う場所について聞いたところ、トップは「コンビニエンスストア」で

37.4％、次いで「スーパー」が 27.9％、「ドラッグストア」が 23.8％となった。 

 
 

 

  



第 3 章 地⽅での QR コードの導⼊事例・ケーススタディ 
■成功例 

キャッシュレス FUKUOKA（要修正） 

福岡県福岡市は、「キャッシュレス FUKUOKA」構想を掲げ、複数の決済サービス事業者と組

む実証実験を 2018年 6月から 2019年３月まで実施した。市が後押しする形で公共施設や商店

街、屋台など約 300店舗以上で QR決済を一斉導入した。QR決済を導入するに当たって、各

施設で割引やキャッシュバックキャンペーンを実施した。 福岡市と手を組んだ決済サービス事

業者としては、LINE株式会社をはじめ、paypay株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社マネ

ーフォワードなどがあげられる。	

キャンペーン例： ・LINE →屋台での毎日半額キャンペーン  

・paypay→paypay支払いで全品半額  

・YOKA!Pay→薬局や学園祭、マラソン大会で QR決済を導入、割引キャンペーンを実施	

・マネーフォワード→カフェに QR決済やクレジットカードを導入  

実証実験結果： ・屋台において、現金のみの決済のときは 40〜50代の顧客が中心で顧客の７

割が観光客だった客層が、QR導入後は決済者の内 20〜30代の顧客が 72％、福岡県内の顧客

が 48％になり、新規顧客の獲得に繋がった。（LINE Pay）  

・一度利用したユーザーはキャンペーン後も恒常的に利用する。キャンペーンを実施すること

により消費購買活動の活性化につながった。（paypay）  

・実証実験で福岡市全体でのキャッシュレス化機能が生まれ先進的な都市のイメージがさらに

進み、そのことにより加盟店、消費者の前向きな協力体制を得られた。加盟店、消費者共に実

際に使ってみたら想像していたよりも操作が簡単で便利だと実感してもらえた。また、割引分

が牽引して決済平均単価が上がった。（YOKA！Pay）  

・導入から３ヶ月で現金購入者が１.8倍であるのに対し、キャッシュレス購入者は 6.2倍増加

した。（マネーフォワード）  

今後の展望・課題： ・国内顧客だけではなく、Wechat Pay、Alipay連携による海外顧客の拡

大 ・中小企業への「キャッシュレス・消費者還元事業」の周知強化 ・導入後の QR決済を活

用した集客ノウハウの提供 ・割引キャンペーンが終了した後の顧客管理、リピート促進 ・決

済データ活用による効果的なマーケティング 実証実験により、福岡においてゆるやかにではあ

るがキャッシュレス意識が浸透し、新たな客層の獲得や売上増加につながった。キャッシュレ

ス普及のカギとして、新しい決済サービスを使い始める「きっかけ」が必要であり、お得なキ

ャンペーンを実施し人々にキャッシュレスの利便性を実感してもらうことが必須だ。また、利

便性向上のためには QR決済を使える範囲の広さと、施設ごとに最適な決済方法を選べること

が重要である。  



ビックカメラ	

ビックカメラは今年の 4月、2019年 8月期第２四半期決算説明会開き、連結決算の売上高が

4418億 9700万円と前年同期より６.5%増加したことを発表した。 ビックカメラの宮嶋社長は

「PayPayをはじめキャッシュレス決済サービスで各社が行った消費を促すキャンペーンが売上

を牽引した」と述べている。 ビックカメラは PayPay効果により、2018年 12月に例年の 20％

以上の売上をあげることができた。月次売上報告での品目別売上高では、「音響映像商品」、

「家庭電化商品」、「情報通信機器商品」、「その他の商品」の４項目の商品全てが前年度よ

り 10％上がっていることが示されている。 ただ、同じく PayPayを導入したヨドバシカメラと

のポイント還元競争により、売上に比べ利益の伸びは限られた。しかし、キャンペーン期間中

初めてビックカメラで買い物をした顧客は平時の２倍になっている。これらのことから新規顧

客の再来店やネット通販の拡大が期待できる。 

 

■失敗例 

セブンペイ（加筆分） 

QR コード決済の失敗例に、セブン&アイ HD の「7pay」がある。7pay は 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇に

サービスを開始したが、同年の 9 ⽉末には廃⽌され、サービス開始からわずか 3 ヶ⽉で撤退を

迫られた。他⽅、同時期にサービスを開始した「ファミペイ」は順調にサービスを提供してい

る。セブンペイの失敗は、政府が推し進めるキャシュレス化に⽔を差すうえに、コンビニエン

スストアなどでのスマホ決済への信頼を損なうものであり、その影響は⼤きい。 

7pay の失敗原因は主に 3 つある。 

1 つ⽬は、「リスト型アカウントハッキング」だ。 

リスト型アカウントハッキングとは、攻撃対象のサイトとは別のサイトで漏洩した ID とパス

ワードの⼀覧（リスト）を使い、攻撃対象のサイトへログインを試みる⼿法である。 

そしてログインに成功すると、そのアカウントユーザーになりすまして、クレジットカードを

不正利⽤する。 

そして 2 つ⽬が、2 段階認証の⽋如だ。 

2 段階認証は、従来のパスワード認証などの単⼀認証の弱点をカバーし、認証を強化するため

のものである。その特徴は「認証プロセスが 2 段階に分けて⾏われる」ことである。セブンペ

イには 2 段階認証が実装されていなかった。セブンペイと同じく 7 ⽉ 1 ⽇にサービスを開始し

たライバルであるファミリーマートの「ファミペイ」には 2 段階認証が実装されていた。「フ

ァミペイ」は、登録時に携帯電話番号を使った SMS 認証を採⽤している。 

最後の 3 つ⽬は、セブン-イレブンアプリの会員システム「7iD（セブンアイディ）」の仕様の

不備だ。 



セブン-イレブンアプリは、7iD に会員登録することにより各種サービスを利⽤できる。 

セブンペイも、7iD に会員登録することによってスマホ決済が利⽤できるようになっていた。

そのため、7iD のセキュリティの脆弱性がそのままセブンペイのセキュリティの脆弱性となっ

たと考えられる。 

正規の利⽤者がセブンペイでクレジットカードの初期登録を実⾏した後、悪意のある者が、セ

ブンペイ、つまり 7iD の脆弱性を突いて、正規利⽤者のアカントを乗っ取り、その上で登録さ

れたクレジットカードで追加⼊⾦して換⾦可能性の⾼い商品を購⼊するという形で今回は被害

が発⽣したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



結論（要加筆） 

 

 

おわりに（要加筆） 
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