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キャッシュレスの世界

西村

隆男

＜お金が消える？＞
お金とは実に不思議なものである。ふだん何げなく財布にお札やコインを収め出し入れするが、見
ず知らずの多くの他人の手に触れ財布の中にやって来る。子どもの頃、母にお金を触ったら手を洗い
なさいと言われた記憶がある。日本社会では、お金は不浄な物とされ、家の中でお金の話を持ち出す
のはタブーとする観念が強い。
しかし、私たちはお金には強い興味がある。お金持ちになりたい、高価な品を身に付けたいと思う
人も少なくない。お金がなければ生活も成り立たない。お金はそれ自体に価値あるものなのだろうか。
何かと交換してこそその価値を発揮できるものなのではないか。とすると、現金（cash）は必要のな
いモノかも知れない。
お金のない世界など考えられないのだが、今、世界ではお金の現物が消えつつある。
＜海外では＞
先ごろ中国と、スウェーデンを訪問した。中国のスマホを使用したモバイル決済は有名だが、屋台
のような店でも、台に載せたアリペイ（支付宝）や WeChat ペイ（微信支付）のＱＲコードにスマホ
をかざして決済する姿がごく一般的になっていた。
ストックホルムは世界中の観光客で賑わっていたが、街中で現金お断りのカフェをいくつか見かけ
た。デパートのトイレの利用も、入り口でカードをかざし 10 クローナ（約 115 円）がかかった。地
元市民は銀行発行のデビットカード利用が主流で、店舗での支払いはほとんどこれ 1 枚で済ませてい
る。親が子どもにお小遣いを渡したり、友人間での貸し借り、割り勘などは、swish と呼ばれる電子
マネーの独壇場である。swish は 2012 年 12 月 12 日に登場した。銀行口座に紐づいた電子マネーである。
送金には、スマホのアプリに相手の電話番号と金額を打ち込んで送る。相手方には瞬時に送金があり、
アプリでその旨の確認ができる。もちろん送金の手数料もかからない。
学校訪問の際に 8 年生（日本の中学 2 年生）の約 20 名と意見交換する機会があった。はじめに現
金を持っているか尋ねたら、笑いながら全員持っていないと答え、続けてスマホをポケットからさっ
と出しながら、swish なら持ってるよと全員が口を揃えて言ってきた。両親から毎月 300 クローナ（約
3450 円）とか週に 100 クローナ（1150 円）もらってると、
小遣いについても積極的に発言してくれた。
＜日本では＞
日本のキャッシュレスは諸外国に比べて大幅に遅れているとして、経済産業省は 2019 年 10 月の消
費税アップと組み合わせて、カードやスマホを利用したキャッシュレス決済については「キャッシュ
レス・消費者還元事業」を打ち出した。日本は個人消費支出に占めるキャッシュレスの比率が 18％と
諸外国に比べ低い。そのためこの比率を、2025 年までに 40％に引き上げたいとして実施した苦肉の
策とも言えた。キャッシュレスによる買い物には最大 5％還元をするが、このキャンペーンにも期限
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をもうけ 2020 年 6 月までとなっていた。その結果、ある程度キャッシュレス比率は高まった。
スマホでＱＲコードやバーコードを読み取る決済も、今や花盛りの様相である。スマホにアプリを
ダウンロードし、銀行口座やクレジットカードに紐づける。いまや乱立状態で、それぞれに特典をつ
けて競争状態にある。
＜キャッシュレスの利便性と注意点＞
キャッシュレス決済には現金を持ち歩く必要がない、レジでの支払いに手間がかからないなどの特
徴があり、その利便性は高い。一方、カードやスマホによる決済は、リアルな現金が目前にないので、
残高管理が容易でないし、ややもすると使いすぎてしまう不安もある。また、すべて買い物の記録な
どの個人情報が事業者に掌握され、個人の嗜好や購入場所や時間帯、場合によれば買い物に係わる傾
向などもビッグデータとして活用されていく。
その点、現金は財布の中身を見て支払うので、残金がリアルに把握でき、財布が空になったら買い
物はできず、諦めるか、ＡＴＭに行って現金を引き出すしかない。その意味での使いすぎの心配は少
ない。同時に、購買に関する個人情報のデータ蓄積もない（
「支払いにおける匿名性」と呼ぶ）
。
＜デビットカードの浸透＞
最近利用が拡大しつつあるデビットカード（debit card）は、従来のクレジットカードのような後
払いによる使い過ぎの懸念を払拭させた優れものである。デビットカードは銀行口座からリアルタイ
ムで引き落としが行われる。だから口座残高の範囲内での利用となるため、使いすぎの心配も少ない。
デビットとは借方（かりかた）を意味する。企業財務に詳しくなくても、貸借対照表（バランスシー
ト）という会計書類の名称は聞いたことがあるだろう。この表は左右対称になっていて、
左の欄を借方、
右の欄を貸方（かしかた）と呼ぶ。貸借対照表では借方には資産、貸方には負債と資本が表示される。
ちなみに貸方は英語表記では credit である。デビットカードはクレジットカードとは対照的に、負債
を生じさせない預貯金による決済カードとして、いわば資産の性格を持つ。
＜キャッシュレスの将来＞
キャッシュレスはどこまで進化していくのだろうか。たしかにキャッシュレスを進めた国々では、
銀行強盗やＡＴＭの襲撃などの犯罪は大きく減少したという。また、ネット上で資金移動を瞬時に把
握することで、犯罪による違法な資金を銀行口座などを通じ送金を転々と繰り返すマネーロンダリン
グなどの金融犯罪も防止できるメリットも大きい。
一方で、スマホやＰＣに不慣れな高齢者や、現金支払いにこだわる人々も少なくない。スウェーデ
ン滞在中に、「銀行の将来はどうなるのか」という見出しの新聞記事に出くわした。
大手の銀行に加えてインターネットだけの店舗をもたない銀行も、最近になって顧客と直接対面す
る店舗開設の動きが出てきたという。激しい競争の中で、顧客対応を重視する差別化戦略である。し
かし、キャッシュレスを後戻りさせるものではなく、現金に慣れ親しんでいる高齢者層などにも特に
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配慮した銀行の新展開なのである。高齢者の団体も現金利用の道を確保するための請願を政府に出し
ている。
たしかに現金の流通には莫大なコストがかかる。ATM 1 台をイメージしても、安全に現金を搬入、
搬出する人件費をはじめとするコスト、機械のメンテナンスコストなど。日本全国では ATM は２万
台を超える。2009 年には、ヘリコプターを使い世界最大の警備会社の屋上の天窓から、現金保管庫を
狙うという大胆な犯罪があったスウェーデンが、一気にキャッシュレスを進めたのは十分理解できる。
日本でもキャッシュレスは一定程度進むだろう。しかし、日本における現金に対する信頼をかんが
みると、キャッシュレス支払いがすべての現金にとって代わることは難しいのではないか。お年玉を
ポチ袋に入れて子や孫に手渡しをし、結婚式では受付でぴんとした新札の入った祝儀袋を差し出す。
しかも、お札の向きや外袋の折り返しにも気遣いをして。これも、やがてすべてスマホの送金アプリ
で「ピッ」とやってしまう形にとって代わるのだろうか。
キャッシュレス社会の行方を思い描いていた矢先、2020 年は中国に端を発した新型コロナウイル
ス感染症の蔓延で世界は大きく揺れ動いていた。各国政府は感染拡大に歯止めをかけるため都市封鎖
（ロックダウン）や感染防止策を進めている。日本でも、
「新しい生活様式」が推奨され、その中には
キャッシュレス決済の利用が挙げられている。IC カードやスマホ決済という非接触方式が、安全衛生
面でひと役買われることになった。ドイツやイタリアでも同様の事情でキャッシュレスの利用が拡大
しているという。
キャッシュレス社会の将来は未知数である。毎日使うお金の問題であればなおさらである。そうで
あるならばこそ、生徒らに深く考えさせ、私たちもともに議論し合う格好のテーマなのではないか。
消費者教育の基本は、ある事象を一面的に捉えることなく、批判的思考力を駆使して、最適解を探し
求めるものだろう。ある方向に社会が大きく変化しようとしているとき、その動きに敏感に反応しつ
つ、その是非を問う力を磨き上げていくことにこそ消費者教育のダイナミズムがある。
（横浜国立大学名誉教授）

青空市場でのカード決済可能の案内板

王立工科大カフェにおける現金お断り表示
（撮影場所：ストックホルム／撮影者：西村隆男）
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授業活用例
家庭科「家庭基礎」
、
「家庭総合」
Ｃ

持続可能な消費生活・環境

⑴

生活における経済の計画

※公民科「公共」においても、その目標及び内容（Ｂ

自立した主体としてよりよい社会の形成に参画する私たち）に

即して工夫することにより、実施することもできる。
＜授業のねらい＞
・キャッシュレスの現状や仕組みを知り、家計に与える利便性と問題点を理解する。
・自身の使い方を考察し、生活の中で適切な意思決定ができる意欲と態度を育成する。

＜授業展開（想定授業時間：50 分）＞

展開

導入

Ｔ：教師

Ｓ : 生徒

★：ワークシート

学習内容と活動

留意点

スライド

キャッシュレスについて興味・関心を高める
キャッシュレス社会を
考える

５分

©2020 Visa. All rights reserved.
1

Ｔ：これは何をしているところだと思いますか？
Ｓ：買い物をしている、代金の支払いをしている

な

ど
2

Ｔ：新型コロナウイルスの感染拡大がいろいろなとこ ・「増えたと思う人」に挙手を
ろに影響を及ぼしています。ではキャッシュレス

求める

決済の利用は、増えたと思いますか？
新型コロナウィルスの影響で、キャッシュレス
決済を以前より利用するようになりましたか？

Ｔ：実は増えたのです。では、どうしてでしょうか？
Ｓ：ステイホームの時間が増えたから

（N=7,827）

など

どちらでもない

Ｔ：レジでの支払いを素早く済ませるため、オンライ

29%

40%

はい

31%

いいえ

出典：マネーフォワード「コロナ禍の個人の家計実態調査」（2020年5月）

ンショッピングを利用する人が増えたため、とい

3

なぜキャッシュレス決済を利用するように
なりましたか？

うデータがあります。また、直接現金に手を触れ

（N=3,106）

その他

ネットショップでの
購入が増えたため

なくて済むという理由も挙げられます。

6%
23%
27%

44%

レジでの支払いを
素早く済ませるため
（接触時間を短縮
させるため）

現金に触れることに
よる新型コロナウィルス
感染を防ぐため
出典：マネーフォワード「コロナ禍の個人の家計実態調査」（2020年5月）
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Ｔ：皆さんはどんなときにキャッシュレスの支払いを ・発言を促し、テンポよく当て
る

していますか？
Ｓ：
（自分の生活を思い返して）駅、コンビニなど

どんなときにキャッシュレスの
支払いをしている？

Ｔ：それ以外にも、ゲーム課金やダウンロードした音 ・生徒がよく使う電子マネーや
楽の代金の支払いに、プリペイドカードを使った

プリペイドカードを提示する

ことはないですか？

と、興味を引き出しやすい

5

電車に乗るとき

ネットで買い物するとき

コンビニなどで買い物するとき

Ｔ：実は日常的に使ったり、見かけたこともあると思
6

います。

4

授業活用例
展開１

キャッシュレスの現状を知る

10 分

Ｔ：一度整理をすると、キャッシュレスとは、現金を

キャッシュレスとは？
現金を使わずに支払いをすることです

使わずに支払いをすることです。
7

クイズ①

クイズ①
T： 日本では、平均して１人何枚の支払いができるカード ・挙手を求める

日本では，平均して1人何枚の支払
いができるカードを持っている？
（ポイントカードをのぞく）

A．４枚
B．８枚
C．１２枚

を持っている？

8

Ｔ：世界の国と比べると、日本はキャッシュレスで支

各国の一人当たりのカード保有枚数 （2016年）

払いができるカードを多く持っています。

9

クイズ②

クイズ②

日本では，買い物のうちキャッシュレス
で支払われているのは何％くらい？

T： 日本では、買い物のうちキャッシュレスで支払わ

A．２０％
B．４０％
C．６０％

れているのは何％くらい？
Ｔ：２０％くらいで、世界の国と比べると、かなり低

10

いことが分かります。

各国のキャッシュレス比率 （2016年）

Ｔ：キャッシュレスで支払いができるカードを多く持っ ・グループ討論をしてもよい
ているのに、あまり使われていないのはなぜだと
思いますか？
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Ｓ：対応しているお店が少ない、使い方が分からない
など
Ｔ：日本は現金の利用率が高く、日常生活において現 ・訪日外国人増加に伴う
金決済に不自由さを感じにくいと言われています。

キャッシュレス需要、消費

しかし、政府はキャッシュレス比率を２０２５年

税増税に合わせた消費者還

までに４０％に引き上げる目標を立てました。

元事業など、時宜にかなっ
た話題を取り上げる

Ｔ：世界を見ると、キャッシュレス化がかなり進んで ・社会のＩＴ化の流れに合わ
います。例えば、中国とスウェーデンの状況を見

せ、消費者と事業者の利便

てみましょう。

性に加え、購買履歴などの

Ｔ：中国ではモバイル決済が普及しており、街中の屋
台でも使うことができます。

ビッグデータを有益な企業
戦略に活用するなど官民一

Ｔ：スウェーデンでも、キャッシュレスでの支払いが
主流になっています。例えばこの看板の意味は分

各国のキャッシュレス比率 （2016年）
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中国のキャッシュレス事情
中国ではモバイル
決済が普及しており，
屋台でも使うことが
できる。

体で推進している点に触れ
る

13

かりますか？現金で支払いたいお客さんは、買い
スウェーデンのキャッシュレス事情

物ができないということです。

スウェーデンでは
現金禁止の店も
ある。
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Ｔ：なぜキャッシュレス化が世界で急速に進んでいるの
かを整理します。１つ目は、昔と比較して、金融分
野のＩＴ技術が発達し、より安全に使えるように
なったためです。２つ目は、現金管理のコストを削
減するためです。３つ目は、治安の悪い国では、盗
難の危険性を減らすためと言われています。
5

なぜキャッシュレス化が進んでいるのか？
① 昔と比較して，金融分野のIT技術が発達
し，より安全に使えるようになったため
② 現金管理のコストを削減するため
→ 現金の印刷・運搬・ATMの維持にお金がかかる

③ 治安の悪い国では，盗難の危険性を減ら
すため
15

授業活用例
展開２

キャッシュレスの仕組みを知る

10 分

Ｔ：キャッシュレスを２つの視点から整理してみましょ ・ワークシートを配布する

キャッシュレスを２つの視点
から整理してみよう

う。
★ワークシート１

第１の視点：支払のタイミング
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Ｔ：プリントの１番の表に、前払い、後払い、即時払

支払いのタイミングには

いのどれが入るかを考えて記入しましょう。

前払い

後払い

Ｔ：前払いは、事前に入金（チャージ）した金額の範 ・ひとつずつ表示させて説明
囲内で、買い物などに利用します。
（即時払い、後

即時払い

があります

する

17

支払いのタイミング

払いについても説明する）
Ｔ：皆さんはどの支払い方法が好きですか？

前払い

事前に入金（チャージ）した金額の範囲
内で，買い物などに利用する。

即時払い

利用と同時に，銀行口座の残高から代
金が支払われる。

後払い

利用代金をクレジット会社などが立て替
える。一括（一回）払いの他，分割払いや
リボ払い（毎月一定額を支払う）も可能。
18

★ワークシート２

第２の視点：決済手段
Ｔ：キャッシュレスの主な決済手段と説明文を、線で

0

結んでみましょう。
Ｔ：クレジットカードは持ち主の『信用』により、商 ・ひとつずつ表示させて説明
品やサービスを受け取った後で代金を支払うもの

主な決済手段
クレジットカード

電子データのやりとりによって決済を行うお金で，
コンビニ，スーパーなどで使える他，交通系であ
れば電車やバスの運賃も支払える。

モバイル決済

持ち主の『信用』により，商品やサービスを受け
取った後で代金を支払う。入会に際して審査が
行われる。

電子マネー

商品やサービスを受け取ると，登録した銀行口
座から代金が即時に引き落とされる。

デビットカード

スマホのアプリ上にカード情報・電子マネー・銀
行口座などを登録し，お店などで端末にタッチし
たり，バーコードやQRコードを読み取って支払う。
* 発行金融機関による。

19

する

です。入会に際して審査が行われます。（モバイル ・実物のカードなどがあれば
決済、電子マネー、デビットカードについても説

提示する。モバイル決済は、

明する）

バーコードが表示された支
払い画面や決済完了画面を
提示して見せると分かりや

Ｔ：デビットカードは即時払いの支払い方法です。買

すい。

デビットカードの仕組み

い物をするとすぐに銀行口座から代金が引き落と

使用

される仕組みのことです。事前にチャージする必

ネットワーク

SHOP

すぐ引落し

要はなく、後払いでもありません。限りなく現金

20

に近い使い方ができます。使ったらすぐにスマホ

使ってすぐに，スマホに口座引き落と
しの確認通知が来る

に口座引き落としの確認通知が来るので、万が一
不正に利用された時でも、すぐに気付くことがで
きます。

* 通知画面はイメージです。

クイズ③

・キャッシュレスの２つの視点

Ｔ：次のうち、借り入れになるのは、どの支払い方法？

の確認として、クイズをする

クイズ③

次のうち，借り入れになるのは，
どの支払い方法？
A．前払い
B．即時払い
C．後払い

Ｓ：後払いです。
・支払いのタイミングと決済

クイズ④
Ｔ：次のうち、前払いで支払うことができる方法はど
れ？
Ｔ：この選択肢の中で、前払いで支払うことができる
方法は電子マネーですが、即時払いや後払いが設
定できる電子マネーもあります。

手段（特に電子マネーやモ
バイル決済）の組み合わせ
は、預金口座からの引き落
とし（即時払い）とクレジッ
トカードとの連携（後払い）
を選択できる例もあり、一
通りではないことに留意す
る
・最後に、デビットカード

Ｔ：では、デビットカードは何払いですか？

の支払い方法について質問

Ｔ：そう、即時払いでしたね。

し、学習の定着をはかる

6
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クイズ④

次のうち、前払いで支払うことがで
きる方法はどれ？
A．クレジットカード
* 即時払い，後払
いが設定できる
B．電子マネー
方法もあります。
C．デビットカード
23

授業活用例
展開３

キャッシュレス決済の特徴を考える

10 分

グループ討議

Ｔ：現金決済とキャッシュレス決済の特徴をグループ
で考えましょう。
Ｓ：
（現金決済）たくさんの小銭を数えるのに時間がか ・グループごとに発表させる
かる、残金がいくらあるか見てすぐに分かる、即 ・キャッシュレス決済の「支
払いの記録が分かる」につ
時払い など
（キャッシュレス決済）支払い方法を選べる、銀行
でお金を下ろす必要がない
まとめ
15 分

グループ討議

★ワークシート３

など

いては、利用明細などを提
示して説明する

現金決済とキャッシュレス
決済の特徴を考えよう
24

現金決済

誰でも，どこでも使える

現金を持ち歩かなくてもよい

残金がすぐ分かる

ポイントがたまる

手持ちの金額以上は使えない

利用状況の確認が必要

お金の出し入れに手間がかかる

使い過ぎに注意が必要
25

キャッシュレス時代の生き方を考える
Ｔ：日本は今後デジタル化が進んでいき、キャッシュレ ・完全無人化の店舗などの最
ス決済が利用できる場面も増えていくと言われてい
新事例を紹介するのもよい
ます。また、新型コロナウイルスの感染拡大防止に
より、キャッシュレス決済が推奨されています。
Ｔ：SNS のアカウントが乗っ取られて、友達や知り合 ・アカウント乗っ取りによる
詐欺被害や、個人情報漏洩
いにプリペイドカード番号を聞き出す詐欺を聞い
で不正利用された事例を話
たことはないですか？また、モバイル決済につい
す
て、安全対策が不十分で、不正利用される被害が
・モバイル決済は参入企業が
広がったものもありました。
多く、ポイント獲得を売り
キャッシュレス化は便利なことも多いですが、セ
にして競争している現状に
キュリティのリスクや安全性についても考えない
も触れる
といけません。
★ワークシート４
グループでまとめる
Ｔ：これまで考えた特徴をふまえて、キャッシュレス ・これまで学んだことを自分
を安全かつ上手に利用する３か条を考えましょう。 の言葉で表現させ、生徒自
身で学習をまとめ上げるよ
うにする
Ｓ：自分が支払える範囲内で買い物をする、自分に合っ
た支払い方法と決済手段を選択する、管理をしっか ・グループごとに発表させる
（３か条を書かせ、共有す
りとする など
る方法もある）
Ｔ：さまざまなキャッシュレス決済や支払い方法を理 ・ 本 時 の 学 習 内 容 を 振 り 返
り、消費者として常に冷静
解した上で、自分に合ったサービスを選択しましょ
う。情報を鵜呑みにせず、購入金額、場所、商品
によって合理的に判断し、使い分けていきましょ
う。

な判断力により意思決定し
ていくことの大切さを確認
する

キャッシュレス決済

まとめ
キャッシュレス時代の
生き方を考えよう
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「新しい生活様式」の実践例
日常生活の各場面別の生活様式

□
□
□
□
□
□

通販も利用
１人または少人数ですいた時間に
電子決済の利用
計画をたてて素早く済ます
サンプルなど展示品への接触は控えめに
レジに並ぶときは、前後にスペース
出典：厚生労働省「新しい生活様式」の実践例
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キャッシュレスを安全かつ上手に
利用する３か条を考えよう

29

さまざまなキャッシュレス決済や
支払い方法を理解した上で，
自分に合ったサービスを選択しよう
30

＜キャッシュレスを安全かつ上手に利用する３か条：例＞
・利用履歴をこまめに確認する

・本当に必要かよく考えて決済する

・ＩＤ、パスワード、暗証番号をしっかりと管理する

・ポイントやキャンペーンに惑わされない

・支払う前に、どんな支払い方法か確認する

・カードやスマホを貸し借りしない

＜参考となる資料＞
・内閣府「成長戦略フォローアップ」
（令和 2 年 7 月 17 日）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2020.pdf
・一般社団法人キャッシュレス推進協議会「キャッシュレスガイド

一般向け」

https://www.paymentsjapan.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/Brochure_for_adults.pdf
・動画「Introducing Amazon Go and the world’s most advanced shopping technology」
https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
※完全無人化の店舗の例として、レジなしコンビニ「Amazon Go」の様子が分かる動画がある。AI を活用した、ショッピングの自動化に
よる新しい決済の事例を見せることで、キャッシュレス社会の未来を予言するイメージが伝わりやすい。

7

ワークシート
年

組

番 氏名

「キャッシュレス社会を考える」ワークシート
1.

キャッシュレスの支払いのタイミングを分類してみよう。
事前に入金（チャージ）した金額の範囲内で、買い物などに利用する。
利用と同時に、銀行口座の残高から代金が支払われる。
利用代金をクレジット会社などが立て替える。一括（一回）払いの他、
分割払いやリボ払い（毎月一定額を支払う）も可能。

2.

キャッシュレスの決済手段と説明文を、線で結んでみよう。
電子データのやりとりによって決済を行うお金で、コンビ
・ ニ、スーパーなどで使える他、交通系であれば電車やバス
の運賃も支払える。

クレジットカード ・

3.

モバイル決済

・

・ 持ち主の『信用』により、商品やサービスを受け取った後
で代金を支払う。入会に際して審査が行われる。

電子マネー

・

・

デビットカード

・

スマホのアプリ上にカード情報・電子マネー・銀行口座な
・ どを登録し、お店などで端末にタッチしたり、バーコード
や QR コードを読み取って支払う。
＊決済事業者による

商品やサービスを受け取ると、登録した銀行口座から代金
が即時に引き落とされる。

現金決済とキャッシュレス決済の特徴を考えよう。
現金決済

キャッシュレス決済

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

4.

キャッシュレスを安全かつ上手に利用する３か条を考えよう。
第 1 条：
第 2 条：
第 3 条：
8

企画 ： 金融リテラシー教育推進委員会
制作 ： 公益財団法人消費者教育支援センター
協力 ： ビザ ・ ワールドワイド
http://www.practicalmoneyskills.jp/

