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はじめに

　　支払手段は多様化
　現金の代わりにクレジットカード、プ

リペイドカードなどの支払手段（キャッ

シュレスサービス）の利用が増えていま

す。店舗では現金で支払う人も多くいま

すが、インターネットやスマホでは直接

現金を払えないため、クレジットカード、

プリペイドカード、コンビニ決済など、

現金に代る何らかの支払手段を使わなけ

ればなりません。

　最近は支払手段の種類が増え、複雑に

なってきています。キャッシュレスサー

ビスを正しく使いこなすためには、利用

者自身がさまざまな支払手段のしくみや

特徴、使用上の注意事項などを理解する

ことが求められます。

　ビザ、マスターカード、ジェーシー

ビー、などのブランドマークがついたク

レジットカードは、最も普及している支

払手段といえるでしょう。クレジット

カードの利用額は10年で２倍に増加し、

2015年度は50兆円を超えました。

　クレジットカードをあまり利用しない

という現金派にも、SuicaやPasmoなど

の交通乗車やWAON 、nanacoなどの流

通業で利用可能なプリペイドカードは利

用するという人は多いようです。スマホ

を使う若年層はiTunesギフト、Google 

Playギフトなどのプリペイドカードを

よく利用します。代金をコンビニエンス

ストアで支払う「コンビニ決済」も一定

の人気があり、クレジットカードを持た

ない人などに利用されています。さらに、

最近はクレジットカードと同じブランド

マークのついたデビットカードやプリペ

イドカードも増えており、支払手段の多

様化が進んでいます。　以下、代表的な

支払手段ついて解説します。

１　クレジットカード
　一括払い（マンスリークリア）、リボ

払い（分割）での利用が可能な支払手段

です。また、ほとんどのクレジットカー

ドにはキャッシング機能がついていま

す。カード会社が利用者の支払い能力を

審査し、利用者に見合った利用限度額

を設定します。ビザ、マスターカード、

ジェーシービー、アメリカンエキスプレ

ス、ダイナースクラブなどの種類があり、

カードにはいずれかのブランドマークが

ついています。各ブランドマークは利用

可能な店舗やインターネットショップに

も表示されています。

　クレジットカードは他の支払手段に比

べ広く普及しており、使える場所も多く

便利です。世界各国で使えるので海外旅

行の必須アイテムの一つにもなっていま

す。しかし、後払い方式のため、利用者

が支払能力を超えて買い物を続けてしま

う「使いすぎ」の可能性がないとはいえ

ません。節度を守り、計画的な利用を心

がけるべきです。また、最近は盗難・紛

失したカードが悪用されたり、知らない

うちにカード番号が盗まれて第三者に利

用される被害も確認されています。カー

ドの管理には気をつけ不正な利用がない
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か利用明細を確認することも重要です。

　それでは、クレジットカードの特徴や

利用上の注意事項について具体的に説明

しましょう。

（１）発行にあたりカード会社が審査

　クレジットカードを発行するカード会

社は、発行にあたり利用者の支払い能力

などを審査します。具体的な審査方法は

カード会社によって異なりますが、割賦

販売法の規制により、カード会社には個

人信用情報機関＊の利用と登録に加え、

30万円を超える利用限度額を設定する

場合には申込者の収入を調査することが

義務付けられています。未成年者がクレ

ジットカードを申し込む場合は親の同意

が必要です。

（２）カードの管理は厳重に

　クレジットカードはカード会社から貸

与されるもので、大切かつ厳重に管理す

ることが求められます。例えば、子供が

勝手に親のカードを持ち出して高額利用

した、という事例がよくあります。親は

子供に勝手にカードを使われた被害者な

ので、代金を返してもらえないかと考え

る人もいるようです。しかし、このよう

な場合、親は善良な管理を怠ったとして

支払いから免れることはできません。ま

た、クレジットカードは家族や親しい人

も含め、他人への貸し出は一切禁止され

ています。

（３） 署名と暗証番号を確認

　クレジットカードが手元に届いたらす

ぐにカードの裏面のサインパネルにサイ

ン（自署）してください。裏面にサイン

がないまま紛失するなどして悪用された

場合は、被害にあっても救済されないこ

ともあります。

　最近増えているＩＣ付きクレジット

カード（図１）は、店舗で決済する際に

暗証番号の入力を求められるようになり

ました。ＩＣ付きクレジットカードは暗

証番号を知らないと利用できないことが

ありますので注意してください。

図 1　ＩＣチップ付きクレジットカード

（４） 紛失や覚えのない請求があった場合

　利用明細に覚えのない請求が含まれる

場合などは速やかにカード会社に連絡し

てください。カードを紛失した時は、

・カード会社への連絡

・最寄りの交番や警察署に出向いて遺失

　届けを提出

の２点を速やかに行ってください。

＊個人信用情報機関

会員であるカード会社などから支払状況や限度額な

どの客観的事実を含む個人情報を収集しています。

カード会社はカード発行時に個人信用情報を照会し

借入状況や他社債務額などをチェックします。
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２　デビットカード
　デビットカードは、支払いの際に銀行

口座の残高から支払うカードです。残高

が不足していると利用できないため、ク

レジットカードのように後で高額の請求

がきてびっくりする、という心配はありま

せん。デビットカードには、銀行のキャッ

シュカードでそのまま買い物ができる

「ジェイデビット」と、クレジットカード

と同様なビザ／マスターカード／ジェー

シービーなどのブランドマークのついた

「国際デビットカード」があります。

（１） ジェイデビット

　店舗で銀行のキャッシュカードを使っ

て直接支払うことができるサービスです。

利用に際しＡＴＭで現金を引き出す場合

と同じ暗証番号を入力する必要がありま

す。代金は銀行口座の残高から支払われ、

即座に口座残高から引き落とされます。

　多くのキャッシュカードがジェイデ

ビットの機能を持っていますが、一部に

機能しないカードもありますので詳しく

は銀行に確認してください。クレジット

カードほど多くの場所で利用できるわけ

ではありませんが、百貨店、スーパー、

家電量販店など、比較的広い範囲で利用

できます。

（２）国際デビットカード

　クレジットカードと同様、ビザ／マス

ターカード／ジェーシービーなどのブラ

ンドマークがついたデビットカードで

す。クレジットカードが使えるほとんど

の店舗やインターネットショップなどで

利用でき、その用途はほぼクレジット

カードと同じです。しかし方式はデビッ

トカードですので、利用の都度代金が銀

行口座の残高から引き落とされます。

　国際デビットカードを持つには、国際

デビットカードを発行している銀行に口

座を持つ必要があります。発行にあたり

クレジットカードのような審査はありま

せん。

表 １  クレジットカードとデビットカード
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３　プリペイドカード

　プリペイドカードは現金をあらかじめ記

録媒体に入金しておくもので、たくさん

の種類があります。プリペイドカードの価

値がカードなどに記録されている商品券

（紙型）、磁気カード（磁気型）、ＩＣカー

ド（ＩＣ型）などや、プリペイドカードの

発行会社が管理するサーバーに価値が記

録され、プリペイドカードのＩＤ番号をイ

ンターネットなどで入力して使用する方

式（サーバー型）などがあります。　

　クレジットカードほどではないもの

の、現金よりも余計に使う傾向がありま

すので注意が必要です。

（１）ＩＣカード型

　一般に「電子マネー」とも呼ばれるこ

の方式には交通乗車券を兼ねる「Suica」、

「Pasmo」、イオングループの店舗で使え

る「WAON」、セブンイレブンなどで使え

る「nanaco」、主なコンビニなどで利用可

能な「楽天Edy」などがあります。いずれ

もコンビニ、スーパーなど、主に少額の

利用を目的とし、小銭を出さずに買い物

ができて便利なサービスです。最近は自

動販売機、タクシー、家電量販店など利

用できるところが増えています。

　ＩＣカード型プリペイドカードの多く

は無記名式となっており、万一紛失した

場合は財布を落としたのと同様、拾得物

として無事手元に戻らない限りあきらめ

るしかありません。しかし一部のプリペ

イドカードは申込みの際に氏名、住所な

どの連絡先を登録するものがあり、発行

会社に連絡すれば利用停止などの措置を

とってもらえる場合もあります。

（２） サーバー型

　インターネットやスマホで英数字など

のＩＤ番号（表２）を入力して支払うプ

リペイドカードです。残高が発行会社の

サーバーで管理されるため「サーバー

型」と呼ばれます。この方式は、最近イ

ンターネットやスマホでの支払いによ

く用いられています。アマゾンで利用

可能な「アマゾンギフト」、iPhoneで利

用可能な「iTunesギフトカード」、アン

ドロイド方式のスマホ＊で利用可能な

「Google Play ギフトカード」、などがあ

ります。

＊アンドロイド方式のスマホ

グーグル社による基本ソフト（ＯＳ）を採用し、

同社が定める仕様や規格に準拠したスマホです。

iPhone 以外のスマホの多くがこの方式です。

表 ２　サーバー型プリペイドカードのＩＤ番号の例
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　コンビニではさまざまなサーバー型プ

リペイドカードが販売されており、誰で

も簡単に購入することができます。購入

方法は、裏にＩＤ番号が印刷されたカー

ドを購入する「カード方式」、チケット

販売用の端末を操作してＩＤ番号が印刷

されたチケットを購入する「端末操作方

式」があります。チケット販売用の端末

には、ファミリーマートのFamiポート、

ローソンのLoppiなどがありますが、セ

ブンイレブンではマルチコピー機を使い

ます。以前は額面が定額のタイプが多

かったのですが、最近は購入する価値

（金額）を自由に設定できるタイプが増

えています。

　詐欺業者がお金をだまし取る手口とし

て、サーバー型のプリペイドカードを利

用した「プリペイドカード詐欺」が増え

て深刻化しています。

　事例のように、言われるままに大量の

プリペイドカードを購入し送り続けてし

まう人も少なくありません。

 

 

　プリペイドカード詐欺の被害に遭わな

いために、

・身に覚えのない請求等に返信・連絡を

しない

・脅されたり知人に成りすました依頼で

あっても、プリペイドカードを購入し

たりプリペイドカードのID番号を教

えない

・トラブルとなった場合は早急にプリペ

イドカードの発行会社に連絡する

などを心がけてください。

表 ３  主なプリペイドカードの種類

【プリペイドカード詐欺の事例】

スマートフォンに「アダルト動画サイ

トの料金が未納」と表示された。慌て

て表示された問合せ窓口に連絡する

と、「プリペイドカードをコンビニで

20万円分購入し、ＩＤ番号を知らせる

ように」といわれたので、言われるま

まにした。友人に話すと詐欺ではない

かと言われ不審だ。
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（３）国際プリペイドカード

　クレジットカードと同様、ビザ／マスター

カード／ジェーシービーなどのブランドマー

クがついたプリペイドカードです。クレジッ

トカードが使えるほとんどの店舗やインター

ネットなどで利用でき、その用途はほぼク

レジットカードと同等です。カードも一見ク

レジットカードとは区別がつきにくいデザイ

ンとなっています。発行にあたりクレジット

カードのような審査はありません。

４　代金をコンビニで支払う
「コンビニ決済」

　クレジットカードではなく専用の請求書

や支払番号を使ってコンビニで現金払い

する支払手段です。古くから公共料金、通

信販売、インターネットショッピングなど

でよく利用されています。インターネット

サイトは、利用者の支払いを確認した後で

商品を発送するのが一般的ですが、最近

では「後払い方式」と呼ばれるコンビニ決

済が増えています。この方式は商品に請求

書が同梱されて送られますので、利用者は

商品を受け取ってから支払えば良い（後払

い）点が特徴です。この方式は万一支払

いが遅れた場合、弁護士事務所などが支

払の督促、回収を行ないます。うっかり支払

いを忘れていたら弁護士事務所から督促状

が送られてきた、ということもありますので

注意してください。後払い方式は一度支払

いが滞ると以後同じ決済会社によるコンビニ

決済を利用できなくなることもあります。

５　携帯電話の料金と一緒に支払う
「キャリア決済」

　インターネットショッピングなどでの代

金をスマホ（携帯電話）の利用料金とまと

めて支払うサービスです。もともとは携帯

電話会社が運営する公式サイトと呼ばれる

サービスに限定したサービスでしたが、最

近は広くインターネットショッピングでも

利用できるようになり、携帯電話やスマホ

に限らずパソコンからも利用できるように

なっています。

　利用の際には携帯電話会社のＩＤ、パス

ワードを入力します。契約する携帯電話会

社（キャリア）によってサービス名称が異

なり、NTTドコモは「ドコモケータイ払い」、

au（KDDI）は「auかんたん決済」、ソフト

バンクモバイルは「ソフトバンクまとめて

支払い」または「S!まとめて支払い」となっ

ています。

表 ４　キャリア決済
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６　スマホで用いられる支払手段

　スマホでは、クレジットカード、プリペイド

カード、キャリア決済など、ほぼ全ての支払

手段が利用できますが、サービスやアプリの

種類によって利用できる支払手段が異なりま

す。例えば、アップル、グーグルなどのプラッ

トフォーマーが提供するアプリでは、クレジッ

トカード、プリペイドカード（iTunesギフトま

たはGoogle Playギフト）、キャリア決済が使え

ます。また、スマホのブラウザを通じてイン

ターネットショッピングなどを行う場合は、各

ショッピングサイトが提供する支払手段を

利用しますので、その種類はさまざまです。

 スマホの普及は特に若年層の支払い習慣を

大きく変えました。大学生のアンケート結果

では、過去３年連続してスマホ保有率99％

です。クレジットカードを使いたがらない傾

向にある多くの学生は、スマホを使った課

金アイテムの購入やネットショッピングでは

iTunesギフト、Google Playギフト、などのプ

リペイドカードを積極的に利用しています。

　一方、多くの社会人はスマホのアカウ

ントに登録したクレジットカードで支払

うので、スマホ利用者もiTunesギフト、

Google Playギフトはあまり利用していま

せん。このように、キャシュレスサービス

の利用形態は世代によって大きな違いが

生じています。

７　まとめ

　多様化した支払手段を使いこなすに

は、自分にあった支払手段を選択し、節

度ある利用を心がけることが大切です。

不要な支払手段を持たないことも重要で

す。例えば一度も利用したことのないク

レジットカードは解約するなど、適切な

管理を心掛けましょう。

表 ５　スマホで用いられる支払手段
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