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2020年の東京オリンピック開催を契機とし

て、現金に代わる決済手段の普及（キャッシュ

レス化）に期待が高まっている。英国、米国な

どのキャッシュレス先進国では、金融機関が

主導して、現金決済が強い個人間決済や小口

決済において利便性の高いサービスを提供し

ている。我が国においても、利用者と加盟店

の双方に利便性の高いサービスを提供するこ

とで、金融機関がキャッシュレス社会の実現

に大きく貢献することが期待される。

金融機関主導で利便性の
高いサービスの実現を

2020年に東京オリンピックが開催されるこ
とが決定し、我が国の様々な分野で、開催に
向けた準備が始まっている。その中でも、金
融分野においては、決済サービスを革新し、
訪日外国人の利便性を向上させることが期待
されている。諸外国と比較して現金決済の多
い我が国においては、現金に代わる決済手段
の提供・普及（キャッシュレス化）が、利便性
向上のカギとなる。

近年、我が国においても、利用者側、加盟店
側双方からキャッシュレス化を促進する動き
が認められる。一つは、利用者に提供される
決 済 手 段 の 多 様 化 で あ る。既 にSuicaや
WAONなどの電子マネーの普及が進み、現金
決済のニーズが強かった小口決済において、
利用者の利便性が向上している。加えて、
Visa、MasterCard、JCBといった国際カード
ブランドから、プリペイドやデビットといっ
た従来とは異なる商品が相次いで登場し、後
払いに抵抗のある利用者にもキャッシュレス
決済の新たな選択肢を提供している。

もう一つが、キャッシュレス決済が利用可
能な加盟店の拡大である。特に、これまで現
金決済が中心だった小規模事業者において、
スマートフォンを活用したモバイルPOSによ
るキャッシュレス決済が可能となった。我が
国においてもSquareに加え、PayPal Here、楽
天スマートペイ、CoineyなどのモバイルPOS

事業者が登場している（図表１）。
キャッシュレスな決済手段の拡大は世界的

潮流であるが、その大部分はPayPalやGoogle 

といった異業種の新規参入業者により牽引さ
れている。その一方で、金融機関が主導的に
キャッシュレス化に取り組み、新興の決済サ
ービスに対抗する動きも登場している。本稿
では、こうした金融機関主導で決済サービス
の多様化を目指す、英国や米国の先進事例を
基に、キャッシュレス時代の実現に向けた我
が国の銀行への示唆を求めたい。

英国：リアルタイム決済基盤活用した
利便性の高い決済サービスの提供

英国では、08年より民間のプラットフォー
ム事業者であるVocaLinkにより、リアルタイ
ム決済システムFaster Paymentsが構築され
ている。同システムでは、個人利用者は無料で
何度でも送金を行え、かつ24時間365日リア
ルタイムで決済が完了する。英国では、実に
個人間決済の３分の２がFaster Paymentsへと
移行しており、近年では、このFaster Payments

を活用して、より利便性の高い個人向け決済
サービスの提供が進められている＊１。

14年４月より、英国の主な大手金融機関で
は個人の携帯電話番号で送金が行えるPaym

と呼ばれる個人間送金サービスを開始した。

同サービスでは、自身の携帯電話番号と口座
番号を連携させることで、Paym利用者同士
であれば、相手の銀行口座番号を知らなくて
も、電話番号を指定するだけで送金が完了す
る。Paymのように無料で手軽に利用できる
リアルタイム決済サービスの登場により、現
金のニーズが根強い個人間決済のキャッシュ
レス化の促進が期待される。

加えて、今夏には、Zappと呼ばれるモバイ
ルウォレットサービスの提供が予定されてい
る。同サービスは、NFCやQRコードを活用し
て、日本のおサイフケータイのように携帯電
話を支払に利用できる。Zappでは、小売店な
どで支払いを行うと、即時に銀行口座から支
払処理が実施され、リアルタイムに決済が完
了する。このため、クレジットカードなどの
ような後払いに抵抗がある利用者でも使いや
すいサービスとなっている。

Faster Paymentsやその基盤を活用して提
供されているPaymやZappといった利便性の
高い個人向け決済サービスの普及は、英国国
内におけるキャッシュレス決済の促進要因と
なるだろう。

＊１   VocaLink社アニュアルレポートより（2013年）

図表１　我が国における決済サービス環境の急激な変化
決済サービスの変化 2009年時点 2014年時点

商
品
多
様
化

デビットカード ・発行銀行数２行のみ
　─スルガ銀行
　─楽天銀行

・ 発行銀行数7行、全国規模の銀行がサービス提供を開始
   新規参入行：三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、あおぞら
銀行、ジャパンネット銀行

プリペイドカード
バーチャルカード

・ 汎用・チャージ可能な商品少数
・ 利用シーン限定的（海外旅行）
（代表的な商品）
　─JTB （Global Money）

・ 汎用・チャージ可能なプリペイドカードの新規発行が増加
・ 利用シーン拡大（海外旅行・オンライン決済・会員カード）
（代表的な商品）
　─JTB （Money T Global Card）
　─クレディセゾン（Neo Money、ココカラクラブカード）
　─ライフカード （V-Preca）

加
盟
店
拡
大

モバイルPOS ・なし ・モバイル POSソリューションの登場
　─PayPal Here（2012/5/9）
　─Coiney（2012/10/25）
　─楽天スマート・ペイ（2012/12/6）
　─Square（2013/5/23）
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提供される新しい決済手段の多くが、対面で
現金を手渡す手軽さに勝る価値を提供できて
いないことをうかがわせる。

キャッシュレス化の推進にあたっては、単
に基盤を整備するだけでなく、利用者や加盟
店の視点で、真に利便性が高く、安全な決済
手段を提供することが肝要である。新技術を
駆使して、斬新な決済環境を構築するだけで
なく、利用者になじみのある決済手段を漸進
的に高度化し、安全で利用しやすい決済サー
ビスを提供するアプローチも必要であろう。
現に、米国の新興企業では、決済の仕組みを
大きく変えることなく、創意工夫により、利
用者の利便性を大きく改善するサービスが数
多く発表されている（図表２）。一見、アナロ
グなサービスの中からも、キャッシュレス化
を促進するヒントが得られると考える。

おわりに
現在、我が国においては、決済サービスの革

新に向けた機運が高まっている。与党自民党
や全銀システムを所管する全国銀行協会など
において、決済のリアルタイム化に向けた本
格的な議論が始まりつつある。リアルタイム
決済の導入をはじめとする決済サービスの革

新は我が国決済システムの高度化に必要不可
欠なものだが、キャッシュレス社会の実現に
は、一般利用者や小規模加盟店にとって分か
りやすい価値提案が重要となる。

キャッシュレス化の促進には、金融機関が
果たす役割が大きい。2020年の東京オリンピ
ック開催に向け、キャッシュレス化への期待
が高まる中、金融業界が中心となり、我が国
ならではの高品質な決済サービスを実現し、
金融の面からも内外の利用者に「おもてなし」
を提供することが期待される。

米国：情報通信業界のサービス活用に
よるキャッシュレス化の進展

個人における小額のクレジットカード決済
が一般的な米国は、古くからのキャッシュレ
ス先進国である。近年では、PayPal、Google、
Squareといった新興企業が主導する決済サー
ビスも数多く誕生し、キャッシュレス化を牽
引している。このような潮流に対抗して、金
融機関でも、個人間送金やモバイルウォレッ
トといったサービスを通じて、キャッシュレ
ス化を推進している。

現在、米国で約1,600の金融機関に採用さ
れ、最も普及している個人間送金サービスが
Popmoneyである。米大手ICTベンダー Fiserv

社により提供される同サービスは、高い決済
性と利便性を特長とする。

Popmoneyでは、電話番号、メールアドレ
ス、Facebookのユーザー名などを送金先に指
定できるほか、受取人は、銀行口座やクレジ
ットカードだけでなく、スターバックスのギ
フトカードまで受取口座にできる柔軟性を有
している。

このようなICTベンダーの活用に加えて、11
年よりBank of America、Wells Fargo、JP Morgan 

Chaseの大手３行を中心に、独自の決済サー
ビスClearXchangeが提供されている。同サー
ビスは、個人の利用者が無料で利用できる決
済基盤であり、大手３行の他にも参加金融機
関を募り、サービス拡大を目指している。携帯電
話番号やメールアドレスで送金することがで
きる利便性に加え、金融機関が構築した決済
基盤という特長を生かした高いセキュリティ
ーを訴求している。

米国金融機関では、こうした個人間決済に加
えて、通信事業者が共同事業として推進する
モバイルウォレットサービスを導入し、小口決
済のキャッシュレス化を推進している。

米国の大手通信事業者AT&T、Verizon、
T-Mobileの共同事業であるISIS社は、NFCを
活用したモバイルウォレットサービスISIS 

Walletを構築し、Wells Fargo、JP Morgan Chase、
American Expressといった大手金融機関との
提携を通じて、全米でサービス拡大を目指し
ている。ISIS Walletは、サービス開始当初こ
そ利用者が伸び悩んだが、現在では１日約
２万人のペースで利用者が増加しており、金
融機関が主導的な役割を果たす非接触決済サ
ービスとして注目されている＊２。

米国は、諸外国と比較して非接触型決済サ
ービスの普及が遅いと言われていたが、金融
機関が中心的な役割を果たすことでこうした
状況に変化が生じている。

キャッシュレス化推進に向けた
課題と展望

これまで見てきたように、英国や米国にお
いては、大手金融機関を中心に、業界を挙げて
決済サービスの革新を進めており、キャッシ
ュレス化の推進が求められる我が国金融業界
にとっても示唆に富む。その一方、キャッシ
ュレス社会の実現に向けた課題も明らかとな
りつつある。14年４月、米国内における消費
者の決済動向に関する報告書が公表された。
同報告によると、米国内の決済の４割はいま
だに現金であり、年齢を問わず最も利用され
る決済手段となっている＊３。このことは、近年
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＊２  ISIS社報道発表資料より（2014年５月）http://news.paywithisis.com/2014/05/14/isis_momentum_update_5_2014/
＊３  The Federal Reserve System’s Cash Product Office公表資料「Cash Continues to Play a Key Role in Consumer Spending」より（2014年４月）

図表２　米国スタートアップ企業による既存決済スキームを活用した新サービス
サービス 提供事業者 概要

決済手段の
集約化

Coin（米）
GoNow（米）

利用者が所有する全てのカード情報を一枚の万能型カードに集約して決済を可能とするサービ
ス。スマートフォンのイヤホンジャックに差し込んだカードリーダーでカード情報を読み取り、
NFC通信によりスマートフォンから万能型カードにカード情報を移して利用。

既存決済端末での
モバイル決済

Loop（米）
Pixeliris（仏）

NFC等の非接触決済に未対応である旧型決済端末においてもモバイルによる非接触決済を可能
とするサービス。スマートフォンに特殊な装置などを装着することで決済端末を作動させる磁気
（Loop）や超音波（Pixeliris）を発生させ、モバイル決済を可能にする。

スマートフォンで
カード利用管理

Ondot（米）
RedGiant（米）

利用者のクレジットカードを制御するサービス。予め利用者のクレジットカード番号を登録し、
利用できる場所や加盟店の種類、一回あたり利用金額の上限を設定し、登録と異なる決済が行わ
れると利用が直ちに停止され、カード所有者に通知される。

ATMでプリペイド
カード発行

Better ATM 
Services（米）

ATMから現金ではなく、プリペイドカードを発行するサービス。ATM本体にマイクロチップを埋め
込み、ソフトウェアを更新することで紙幣の代わりにカードを発行できる。ATMで利用金額を設
定すると、指定された利用金額が口座からカードにチャージされる。


