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「キャッシュレス決済」とは

1. 現金を使わないで支払いを済ませる

2. 種類
①磁気カード 例）QUOカード、テレホンカード
②クレジットカード
③電子マネー
④デビットカード
⑤QRコード決済（スマホ決済）
⑥仮想通貨（暗号資産） などなど

3. 「現金お断り」のお店！？
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国によるキャッシュレス決済の推進

1. キャッシュレス決済の比率
👆「キャッシュレス・ロードマップ

2019」から引用

⇒2025年までに40％程度へ

2. なぜキャッシュレスを推進？
①会計処理・現金管理の手間
などを省く
②客数・客単価の増加
③訪日外国人への対応 など
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キャッシュレス決済の特徴

1. キャッシュレス・消費者還元事業
※期間限定の国の施策

（経済産業省・リーフレットから引用）

2. キャッシュレス決済業者独自のポイン
ト付与などのサービス

3. 使用履歴（いつ、どこで、何を、いくら
で購入したか）が残る
⇒家計簿アプリなどとの連動
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キャッシュレス決済と支払時期

支払時期 決済手段の種類 利用限度 利用開始の審査

前払い

（プリペイド）

プリペイドカード

電子マネー（プリペイド式）
前払いした額 ⇒ なし

即時払い デビットカード 口座残高 ⇒ なし

後払い

（ポストペイ）
クレジットカード 与信枠 ⇒ あり
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《クレジットカード》 決済方法の特徴

1. 後払い
①一括払い 例）翌月一括払い（いわゆるマンスリークリア）
②分割払い ※手数料
⇒商品ごとに設定された支払回数に従って、毎月一定金額を支払う
⇒支払額が把握しやすい（○回に分けて、総額△円を支払う）

③リボルビング払い（リボ払い） ※手数料

2. カード会社による包括的な審査 ⇒カードの発行
①本当に支払ってくれる人かをあらかじめチェック
②個々の買い物のときには審査されない
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《クレジットカード》 リボ払いとは何か

リボで購入した様々な商品代金の合計額について、あらかじめ設定した一
定の金額（定額方式、残高スライド方式などがある）を、月々支払う
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（一社）日本クレジット協会HPから引用
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《クレジットカード》 リボ払いのメリット！？

①三井住友カード（株） リボ払いキャラクター「ウリボー」の特設サイトから引用

※商品を買っても、毎月の支払金額が増えるとは限らない！

②１回払いと比べて、ポイントの付与率が高い

8K.UEDA



《クレジットカード》 リボ払いの怖さ

1. 「買いすぎ」になる怖さ
👆分割払いと違って、新たに商品を購入しても、毎月の支払額が当然に増え
るとは限らないので、目先の負担を感じにくい

⇒支払残高が増えていき、手数料（残高の一定割合）も増えていく

2. 「計算できない」怖さ
👆ある商品をリボ払いで購入しても、その後に別の商品を購入する可能性が

あるので、いつ個々の商品の代金の支払が終わることになるのか、手数料を
含めて総額いくらで購入することになるのかがよく分からない
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《クレジットカード》 気づけば「リボ払い」？

リボ払いの利用方法 特徴

利用時に選択する
カード決済時にリボ払いを選択する
※「あとからリボ」あり

リボ払いの登録

１回払いで指定しても、自動的にリボ払いになる
ように登録する（「マイ・ペイすリボ」など」）

※登録を解除すれば、１回払いを利用できる
ようになる

リボ払い専用カード すべてリボ払いでの支払になるカード
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《クレジットカード》 カード決済の仕組み①

1. イシュアー・・・クレジットカードを発行する役割
例）「三井住友VISAカード」であれば、三井住友カード株式会社

※販売代金を、販売店に対して、立て替えて払う
※立て替えても大丈夫かどうか、包括的な審査をする

2. アクワイアラー・・・販売店と加盟店契約を結び、カード決済を可能にさ
せる役割

3. 国際ブランド・・・カード決済のネットワークを構築・運営する役割
例）VISA、Master、JCB
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《クレジットカード》 カード決済の仕組み②
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（一社）日本クレジット協会HPから引用

K.UEDA



《クレジットカード》 加盟店手数料

1. カード会社の収益の一つとしての「加盟店手数料」
・・・カードでの売上に応じて、販売店がカード会社に負担する数％の手数料
※実際は、カード会社が、加盟店手数料分を差し引いて販売店に立替払いをする
例）１万円の商品についてカード決済がされ、加盟店手数料が３％の場合
⇒カード会社は、9700円を販売店に立替え払いする

2. 加盟店手数料を支払ってまで、販売店がカード決済を導入するのはなぜか？
①クレジットカードが利用できることで顧客単価が高くなる
②後払いによる不払いのリスクが回避でき、集金の手間もない

3. クレジットカード利用の場合、客から手数料をとる販売店の存在
⇒販売店とカード会社との加盟店契約において、「現金での販売」と「カードを利用
した販売」で異なる代金を請求することは禁止されている
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《クレジットカード》 クレジットカードを見てみよう

①会員番号
②有効期限
③カード会員名
④国際ブランドマーク
⑤署名欄
⑥セキュリティーコード
⑦クレジット会社の連絡先

（一社）日本クレジット協会HPから引用
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《クレジットカード》 クレジットカードの不正利用①

1. ネット通販でのカード決済・・・会員番号と有効期限の入力により商品を購入
⇒カード券面情報の重要性
※カード自体を盗まれなくても・・・（子どもが親のカードを盗み見るなど）

2. セキュリティーコードの意味
⇒スキミング（カードの磁気情報を盗む）対策
※カード券面に載っている情報であり、不正利用対策としては限界がある

3. 自分のカードを他人に利用させると・・・
⇒カード利用代金の請求を受けるのは、カードを貸したカード名義人
※カードを人に見せたり、渡したりすることは、とても危険！
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《クレジットカード》 クレジットカードの不正利用②

1.カードが不正利用された場合の一般的なカード会員規約の定め

2. クレジットカードは誰のもの？
⇒クレジットカードそのものの所有権は、カード発行会社（イシュアー）にある
⇒会員であるカード利用者は、カードの利用・保管に関して、高度の義務を負う
⇒カードの不正利用の場合に、会員の管理義務違反を問いやすくする
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原則 会員負担

例外
カード会社と警察へ連絡するという手続が行われ、連絡日の６０
ないし６１日前までの利用であれば会員は負担しなくてよい

例外の例外
（会員負担となる場合）

例）「家族、同居人、その他関係者」による利用
例）会員が、カード情報の管理を怠ったとき
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《クレジットカード》 利用にあたっての注意点（まとめ）

後払いは、支払を先送りすること。使いすぎに注意！

リボ払いは多重債務への第一歩。目先の支払だけ見ていて
はダメ！

クレジットカードの「情報」は、家族も含めて取扱注意。「カード
がなくなっていないから安心」ではない！

不必要なカードは、そもそも持たない！
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《電子マネー》 ２つのタイプ

1. ＩＣカード型電子マネー 例）ICOCA、Suica、楽天Edy、WAON
⇒金額情報が記録されたカードが決済に用いられる
※カードリーダーが必要なので、実店舗などで使われることが多い

2. サーバ型電子マネー 例）ウェブマネー、Amazonギフト券
⇒金額情報がサーバで管理され、特定の文字列（１６桁のひらがな、
英数字など）を入力することでサーバの中の情報と結びつき決済に用
いられる
※文字列が記載されたカードなどに金額情報は記録されていない
※ネット上での取引で利用されることが多い
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《電子マネー》 サーバ型電子マネーの使い方

「ウェブマネー」のホームページから引用
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《電子マネー》 特徴

1. プリペイド式が主流
①チャージ ⇒ ②残高 ⇒ ③電子マネーの利用

2. 「チャージ」の方式
①現金でチャージ
②紐付けられたクレジットカードから電子マネーにチャージ
③銀行口座からチャージ

3. 即時に決済 ⇔ クレジットカード・・・後日、まとめて請求

4. スピード決済 ⇔ クレジットカード・・・署名や暗証番号入力

5. 原則として、払戻しができない
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《電子マネー》 不正利用への対応

1. 各社の利用規約
例）WAON（イオン株式会社）
「利用者がWAON カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて

WAON の全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その
責任を負いませんので、ご了承ください。」
例）ウェブマネー
「当社は、WebMoneyや媒体の盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切

責任を負いません。」

2. ICカード型は、誰でも使うことができ、使われてしまうと補償は難しい。サーバ
型は、金額情報に結びつく文字列を知られてしまうと補償は難しい
※もっとも、プリペイドの場合、「残高」が損害の上限となる
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《電子マネー》 プリカ詐欺に注意①

① 悪質業者が電子マネーのアカウント（口座）を開設

② 架空請求などにより、被害者をだまして、コンビニに行かせる

③ 電子マネーを購入させ、被害者にレジで支払いをさせる

④ カード等に記載のあるプリペイド番号を悪質業者に伝えさせ、悪質業者のアカウントに電子マ
ネーを集める

⑤ 電子マネーでAmazonギフト券などを購入

⑥ Amazonギフト券などを換金して、現金化
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《電子マネー》 プリカ詐欺に注意②

1. プリカ詐欺の特徴
①お金を支払った被害者ではなく、悪質業者に対して電子マネーが発行されている
②振り込め詐欺（銀行口座への送金）の電子マネー版
③前払い ⇒匿名でOK ⇒悪質業者の特定が困難

2. 集めた電子マネーを使って換金しやすいものを購入し、買取業者で換金する
👆買取業者に、本人確認義務はない
※Amazonギフト券細則により、換金は禁止。違反すれば、利用できない場合あり

3. 被害に遭った場合の対応
①悪質業者のアカウントのロック（振り込め詐欺における銀行口座の凍結に類似）
②ロック後の未使用残高（残っていれば・・・）の被害者への返金
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《QRコード決済》 特徴

1. スマホにアプリをダウンロードし、コードを読み取ることで決済を行う
例）PayPay、LINE Pay、楽天ペイ

2. インターネット環境が必要 ⇔通信障害

3. シェア争い⇒今のところ、各社が派手なキャンペーン（高い還元率）で競う
例）PayPayの100億円還元キャンペーン
※国のキャッシュレス還元とは別物 ⇒ダブルでポイント還元

4. 店側のコストが比較的安い（さらに、今のところ、キャンペーン中）
①初期費用（端末など）
②ランニングコスト（決済手数料など）
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《QRコード決済》 現実に支払うタイミング

1. クレジットカード登録（後払い）

2.ひも付けた銀行口座などから
残高にチャージ（プリペイド）
⇒電子マネーの枠組み

※銀行口座からのチャージ例
（PayPayのホームページから引用）
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《QRコード決済》 店舗での使い方

1. 店舗に表示しているコードを、スマホで読み
込んで支払いをするタイプ
（「客側」で読み込むタイプ）

2. スマホに表示されるコードを、店側が専用の
設備で読み込んで支払いをするタイプ
（「店側」で読み込むタイプ）

例）楽天ペイ（ホームページから引用）⇒
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《QRコード決済》 不正利用への対応

1. 「スマホ」決済
⇒紛失や盗難には気づきやすい
⇒スマホそのもののセキュリティの仕組み

例）スマホ画面のロック
例）遠隔操作によるロック

※財布を落とした場合との比較

2. 不正利用があった場合の各社のルール
⇒クレジットカードの場合のルールに近いものが多い
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《QRコード決済》 使ってみる場合の注意点

1. 自分にとって、使い勝手がよいか、安心して使えるか
①加盟店の数や種類はどの程度か
②自分の行動範囲・行動パターン内にある加盟店か
③すでに自分が使っているサービスとの連携ができるか
④不正利用の場合のルールはどうなっているか

2. スマホの管理（大きな損害につながりかねない）

3. スマホが破損や紛失した場合のことをあらかじめ想定しておく
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キャッシュレス決済のまとめ

キャッシュレスの流れの中にある「カードレス」の流れ

「キャンペーンによる還元＋消費増税に伴う還元」は終わる・・・

フィッシング被害（パスワードなど）に遭わないように！
※メールなどのリンクに注意！

すぐに異変（不正利用など）に気づけるように、利用明細や利用履
歴をこまめにチェック！

困ったときには、消費生活センターに急いで相談！
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