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は し が き

　世界は人工知能やバイオテクノロジー、ナノテクノロジーといった先端技

術を基礎に、「第四次産業革命」へと向かいつつあります。

　金融分野では、フィンテック（Fin Tech：ファイナンスとテクノロジーの合

成語）の加速で、従来の事業境界線が崩れるような動きが日本にも怒涛のよ

うに押し寄せています。

　たとえば、金融機関が口座情報や入出金の明細照会、振込みの指示など多

くの機能を金融機関以外の事業者と連携することにより、利便性の高い、革

新的な金融サービスの提供をする「オープン API（Application Programming 

Interface）」という動向があります。預金・融資・為替という金融機関基幹業

務の開放です。

　さらに決済面では、従来の現金通貨からカードへ、そしてペイパルなどの

オンライン決済、スマホによる決済（アップルペイやアリペイ）など、世界は

多様なキャッシュレス（非現金）ツールへ進化を速めています。そのうえ、

仮想通貨の登場などもあり、通貨自体の意味まで変わろうとしています。従

来の現金主体の金銭感覚では生きていけない時代を迎えているのです。

　キャッシュレスの主要目的は国によってさまざまですが、一口に「通貨の

匿名性を排除し、安心・安全で、暮らしやすい社会実現に向けた環境整備」

を目指している点は共通です。具体的にあげれば、

　①　生活利便性とサービスの向上

　②　レジの効率化＝人手不足対策

　③　消費活性化＝ GDP の拡大

　④　密輸やマネーロンダリング等不正資金の監視

　⑤　収賄・汚職等の公務員犯罪防止

　⑥　脱税防止

　⑦　現金発行と管理に関する経費の削減

　⑧　社会福祉の向上＝所得格差の解消

user
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などの目的が、複合的にキャッシュレスのエンジンになっているのです。

　もともと通貨とは、古代は物と物の交換、つまり物々交換の歴史から始ま

り、その選択範囲の不自由さから、汎用価値の高い塩や米、布、石、貝殻な

どを通貨とした時代へ変化し、そして金属硬貨、さらに紙幣へと移動しやす

い形態に進化していったとされます。実際、 １ 万円札は １ 円玉に比べ価値が

１ 万倍ですが、重量は同じ １ グラムです。

　一方、こういう説もあります。

　「これはミクロネシアのヤップ島です。

　ヤップ島という小さな島の中にフェイという

大石があります。

　このフェイが、お金の起源だと言われるので

すが、とても大きくて持ち運べないほどのもの

でした。これをどうしたかというと、持ち運ん

だのではなく、実はここにナマコ三匹とかヤシ

一個とか、お互いにもらったもの、あげたもの

を刻んでいったのです。

　つまり、お金という便利なツールが最初から

あったのではなく、記帳（記録）から始まって

いるということです。お互いの貸借の記帳がお金の起源だと言われていま

す。（中略）人々の間で行われた交換を相互に監視し合うことで信用が蓄積

していく、ある種の権威や信用になっているということです」（山口揚平『新

しい時代のお金の教科書』２４頁（ちくまプリマー新書））。

　“ お金で買えないものはない ” と信じ込んでいる現代人に、「信用はお金

で買えない」という痛烈な反証が、この古代の石貨にはあります。紙幣や硬

貨を介在すると、商品（モノ、サービス）との交換時点でその取引当事者の

相互関係は消滅します。その匿名性が経済の発展を促したといえるのです

が、同時に極めて無機質であり、無駄が多く、寒々しい世界だということに、

今人類は気づき始めたようです。一種の原始回帰が起こっています。

　　（同書２５頁
　　 イラスト・ＭＩＣＡＮＯ）
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　現在の日本は、先進国の中でも飛び抜けて多くの現金が発行され、使用さ

れている国です。その結果、ATM の保守管理経費や外食産業の現金取扱人

件費だけでも年間 ８ 兆円ものロスが生まれているという調査結果もありま

す。少子高齢化や所得格差が加速する日本にとって、キャッシュレス促進は

生活の利便性を高め、無駄や犯罪を排除し、結果的に幸福度を大きく改善す

る可能性があります。

　「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

（日本国憲法２５条）。「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会

保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」（同条 ２ 項）。

　本書は、各種カードから仮想通貨に至る専門家 ５ 名が共同執筆し、生活者

目線でキャッシュレスの過去・現在・未来を複眼的に解説しました。前例の

ない書籍だけに、読者の皆様には戸惑いを覚えるところがあるかもしれませ

ん。しかし、読了された後に何らかの充足感を覚え、未来を見つめ直す契機

になればと、執筆者一同切に願っております。

　２０１９年 １ 月

キッシュレスの未来を考える会
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第 ２ 部　キャッシュレス社会の実情と課題 

第 １章

日本のキャッシュレス事情と課題

はじめに

　福澤諭吉、伊藤博文、夏目漱石、樋口一葉、野口英世、新渡戸稲造、聖徳

太子、紫式部 ――彼らに共通するのは、お気づきのとおり日本の「お札」

に登場する歴史上の人物だということである。どんな歴史嫌いな人でも、こ

の中の一人や二人はご存知であろう。

出所：日本銀行ホームページ〈https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/valid/issue.htm/〉

　近代の日本人は、お金という価値を「お札」を通して感じ理解してきた。

そして文化的営み（生活）の代表格として「お札」があり、取引上の信用も「お

札」が大きな役割を果たしてきた。

　個人であっても法人であっても、消費経済活動には、便利で使いやすく安

全な通貨「お札」の仕組みが必要である。

　この「お札」が消える時代を創ろうと日本政府が動き出した。最終的には

限りなく現金ゼロ（キャッシュレス決済比率８０％）に近い国家に日本を生まれ

変わらせるというビジョンである。
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　初めて新札を手にしたときのある種の感動や、しわしわのお札を手で伸ば

したときのもの悲しさ、そんなノスタルジアな世界をもう味わえなくなる

「現金ゼロ」の時代は、我々人間にどんな夢を与えてくれるのだろうか。

　もしかしたら「お金」との向き合い方を根本的に変えてくれるかも知れな

い。キャッシュレスへの動きを単なる決済手段の変化ととらえるのか、新た

な文明の始まりととらえるのか、その判断は我々人間に託されている。

　２０１８年 ６ 月、政府は「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」を閣議決定し

た。

　その方針の中で「現行の金融・商取引関連法制の機能別・横断的な法制へ

の見直し、ブロックチェーン技術、タイムスタンプ等を用いて簡易かつ高セ

キュリティな本人確認手続を可能とする仕組みの構築、簡易かつ高セキュリ

ティな決済の仕組みを確保しつつ、二次元コード（QR コード等）のフォーマッ

トに係るルール整備等を図るなど FinTech・キャッシュレス化を推進する」、

「マイナンバーカードと実証稼働中の自治体ポイントの活用によりクレジッ

トカード等のポイントを合算し、地域におけるキャッシュレス化推進の仕組

みを全国各地に導入・展開する」などキャッシュレス化の推進を重点政策と

して取り上げている。

　先進的なイノベーションにより革新的なキャッシュレス環境の整備を国の

政策として推進するとしたもので、この革新的なキャッシュレス環境により

第四次産業革命を大きく前進させ、日本力のアップを実現し、その果実の多

くが国民生活にもたらされるという大いなるチャレンジだ。

　具体的には２０２７年を目途にキャッシュレス決済比率４０％を目指すことが再

確認された。それも２０２０年の東京五輪・パラを意識して、できうる限り前倒

しの実現（２０２５年を目途）をとの思いが強く、将来的には世界最高水準の

８０％を目指す方向である。

　ただ何がキャッシュレスなのか、キャッシュレス決済比率４０％といわれて

もピンとこない人も多いのではないか。どのようなキャッシュレス決済で

４０％に、はたまた８０％社会にしようとしているのか、こうしたことが漠然と
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したままでは、国民は蚊帳の外である。

　最近新聞紙上やテレビ番組で、中国や北欧のキャシュレス決済の報道が目

に付くようになり、国民の認知度も上がっているように見えるが、写真や映

像で流れる風景は、必ずといってよいほどスマホ QR コード決済である。無

意識のうちに、キャシュレス決済＝スマホ QR コード決済というイメージだ

けが刷り込まれてしまうのではないかと危惧を抱くのは筆者だけだろうか。

　クレジットカードも賢く使えば生活の幅も広がり、計画的な家計管理も可

能になるが、「労働なき富」（ガンジー）により手軽に得られた経験が仇とな

る人生も一方の現実である。

　１９８０年代に激増した「サラ金地獄」、１９９２年～９７年に大発生した多重債務、

自己破産による社会問題は、カード業界に大きな影を落としたのである。

キャッシュレス化の促進が、このような負の遺産を残すようではならない。

　本章では、まず現金大国といわれる日本の現金社会事情にふれてみたい。

何が現金大国なのか、その実態を知ることが、そのままキャッシュレス理解

の近道と思うからである。

１ 　現金大国「日本」を垣間見る

　外出時に、財布に現金が入っていないとなぜか心配になる。それが一般的

な日本人の姿であろう。現在では全国の CVS（コンビニエンスストア）に設

置（約 ５ 万台以上）されている ATM（現金自動預け払い機）のおかげであろ

うか、とりあえずキャッシュカードさえ持っていればという人も多く見かけ

る。

　ATM が財布代わりとなり、３６５日２４時間必要なときに必要なお金を引き出

せるサービスを日本人は獲得し、手数料は別にして CVS での ATM 利用に

満足をしているのである。

⑴　市中（国内）にどのくらいの現金がばら撒まかれているのか

　日本銀行が公表している通貨流通高というデータがある。毎年どの程度の

通貨（紙幣・貨幣）が流通しているかを示したものだ。通貨とは法定通貨を
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　ATM は現金決済には欠かせないインフラではあるが、それを維持するた

めのコストも事業者に大きな負担となっており、そのしわ寄せは高い手数料

（消費者から見て）として消費者に還ってくることも忘れてはならない。

ｂ　POSレジ・関連機器事情

　経済産業省「平成２８年経済センサス－活動調査」によると、小売業、生活

関連サービス業（娯楽含む）、宿泊・飲食サービス業など日常的に店頭等で

現金を取り扱う事業者だけでも約２５０万あり、それぞれに POS レジなどが １

台から数百台設置されていると推定できる。

　さらに自販機、券売機など自動機（ビルバリ：通貨判別機内臓）の設置台数

は約４２７万台（日本自動販売システム機械工業会）で、販売・提供された商品・

サービスの年間販売額は約 ４ 兆７０００億円（２０１６年度）に達している。

　みずほフィナンシャルグループによると、小売・外食関連のキャッシュレ

ス化による削減効果は約 ３ 兆円と試算されており 5、サービス業の生産性を

向上させる有効な手段であることは間違いない。

　店頭というショッピングの最前線では POS レジは最大の武器であり、近

年では、タブレット型 POS レジ、セルフレジ、ウェアラブル POS と省人型

や無人型店舗を意識した製品が市場に投入されている。現金決済も POS レ

ジなしではスムーズな処理は不可能であり、現金大国を支えるインフラに

なっている。

　キャッシュレス化とは、このような現金社会を支えているインフラをハー

ドからソフトまで入れ替えること、それはそこでビジネスを展開する企業や

人間が排除されるイメージが付きまとうことも一方の事実である。

　しかし技術の進歩、キャッシュレス化が人間を社会から切り離すものでは

ないこと、営みを奪うものではないと筆者は信じている。キャッシュレス化

により受ける恩恵が、現金社会から受けてきた恩恵よりもはるかに優ってい

ることを、国民・事業者に説明できるだけの説得力が必要である。

5　みずほフィナンシャルグループ・前掲（注 ４ ）
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２ 　日本のキャッシュレス決済事情を俯瞰する

　キャッシュレスという用語は和製英語で、BIS（Bank for International 

Settlements：国際決済銀行）や世界銀行等のレポートでは見かけない。

　キャシュレスに関して、キャッシュレス・ビジョンでは「物理的な現金（紙

幣・貨幣）を使用しなくとも活動できる状態」と定義したが、海外ではキャッ

シュレスをその定義とおりには理解されていないようである。いい換えれ

ば、キャッシュレスは日本独自のカテゴリーである。

⑴　政府が発表したキャッシュレス決済の範囲

　経済産業省が２０１８年 ４ 月に公表した「キャッシュレス・ビジョン」では、

「キャッシュレス支払の主体としては、消費者（C：Consumer）、事業者（B：

Business）、政府（G：Government）が存在する。我が国におけるキャッシュ

レスの推進には、これらＣ、Ｂ、Ｇ全てについて検討が行われるべきである

が」としつつ、国際比較やデータ取得が可能で、かつ時間的制約などの関係

〈図表 3〉　キャシュレスビジョンでのキャッシュレス決済の範囲

出所：キャシュレス・ビジョン ５ 頁　　　　
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から、広義のキャッシュレスに対して狭義のキャッシュレスの枠内で検討を

行ったとしている（〈図表 ３ 〉）。

⑵　広義のキャシュレスと狭義のキャッシュレス

　狭義のキャッシュレスの枠の中で検討した結果、対象にしたのがクレジッ

トカード、デビットカード、電子マネー（代表 ８ 社）の ３ 決済である（〈図表 ４ 〉

参照）。キャッシュレス・ビジョンや「未来投資戦略２０１８」（２０１８年 ６ 月閣議

決定）で使用されているキャッシュレス決済は、この ３ 決済を指している。

ただ同ビジョンで対象とした決済手段に関して「実社会の状況を正しく反映

しているとは言えない部分も存在する」とも断り書きを付している。

　一方で、金融調査研究会（全国銀行協会内）では、キャッシュレスを「各

種取引において紙幣や貨幣といった現金通貨を用いないこと」と定義して、

具体的なキャッシュレス手段として、①預金取扱金融機関による振込／口座

振替、②振込／口座振替を前提とする決済手段（クレジットカード・デビット

〈図表 4〉　広義のキャッシュレス・狭義のキャッシュレス

出所：「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」　（金融調査研究会）、
「キャッシュレス・ビジョン」等を参考に筆者作成 　　　　　　　　　



49

第 １ 章　日本のキャッシュレス事情と課題

カード・ペイジー）、③振込／口座振替を前提としない決済手段（資金移動に

よる送金・前払式支払手段〈電子マネー・プリペイドカード等〉・デジタル通貨〈仮

想通貨・中央銀行デジタル通貨・民間デジタル通貨〉）を挙げ、当初から広義の

キャッシュレスを含めた検討が行われた。

　キャッシュレス・ビジョンで示されているキャッシュレス決済比率の内訳

と計算方法とを見てみよう（〈図表 ５ 〉）。

　①　クレジットカード決済額（２０１６年決済額：５３兆９２６５億円）

　②　デビットカード決済額（２０１６年決済額：８９２１億円）

　③　電子マネー決済額（２０１６年決済額： ５ 兆１４３６億円）

　以上の①～③に示された決済手段の合計がキャッシュレス決済比率の基礎

となる決済額（分子）である。

　そのうえで民間最終消費支出（内閣府。２０１６年：３００兆４９３６億円）を分母に、

キャッシュレス決済の比率を算出しているのだ。実額で算出すると、

〈図表 5〉　2０1６年度　日本のキャシュレス決済（カード決済）比率

（出典）
・民間最終消費支出：内閣府「 ２０１６年度国民経済計算」 
・クレジット：（一社） 日本クレジット協会調査（注）２０１２年までは加盟クレジッ

ト会社へのアンケート調査結果を基にした推計値、平成２５ 年以降は指定信用情
報機関に登録されている実数値を使用。 

・デビット：日本デビットカード推進協議会 ( ～２０１５年 )、２０１６年は日銀レポート
・電子マネー：日本銀行「電子マネー計数」

出所：キャッシュレス・ビジョン２２頁　　　　　　　　　　　　　　
「図表１７　キャッシュレス支払額と民間消費支出に占める比率」
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第 ３ 部　デジタル視点で考えるキャッシュレス社会の未来 

第 １章

デジタルがもたらす変革

　キャッシュレス社会の未来、という言葉からどんな世界を想像するだろう

か。現金は日本人にとって身近な存在である。現金を使うことがなくなる、

それは「買い物で現金で支払うことがなくなる」ということだろうか。

　これからの時代はキャッシュレスが浸透する、という話をすると、次のよ

うに聞かれることがある。

・現金が電子マネーで置き換わるの？

・クレジットカードを使うようになるの？

　確かにそうした変化も見られるだろう。だが、キャッシュレスの未来を考

えるときには、デジタルによる構造の変化を考えるほうがよさそうだ。デジ

タルの考え方は本質的で重要な変化をもたらす。それは、取引の形を変え、

経済活動をも変えるかもしれない。

　本章では次の二つの問いについて考えてみたい。

・デジタルの考え方は取引や経済活動をどう変えるだろうか？

・キャッシュレスの先にはどんな社会がくるだろうか？
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　デジタルテクノロジーは生活、ビジネス、あるいは経済活動に大きな変革

をもたらした。最近では、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、AI、フィ

ンテック、ロボティクスなどに注目が集まっている。もっとも、次々と新し

い言葉が生まれ、その度にメディアや企業が大騒ぎをする様子は今に始まっ

たことではない。個々の技術の隆盛をここで取り上げるつもりもない。以下

では、少し長期的な視点から、その変化の本質を考えてみたい。

　３０年という単位で変化を俯瞰すると、１９９０年代前半にインターネットが市

場で広く使われるようになって以降、さまざまな場面でデジタルの世界を前

提とするようになった。たとえば、ウェブ（World Wide Web）は広く浸透し、

企業はもちろん、公的な機関であっても情報公開にウェブという媒体は欠か

せない。Twitter や Facebook、LINE などを介して企業の公式アカウントが

さまざまな情報を提供している。

　昔は、満員の通勤電車でつり革を片手に四つ折りにした新聞を読む姿を見

かけたが、今では、その代わりに、電車の中はもちろん、喫茶店やレストラ

ン、公園、道路や交差点、あらゆるところでネットにアクセスしているのを

目にする。人々は、常時、ネットを介してさまざまな情報を入手し、発信し

ている。コミュニケーション手段もネットを使うが当たり前である。思い返

してみれば、普段の生活はネットの存在を前提にするようになって久しい。

　経済活動も変化しつつある。EC（電子商取引）は自宅で買い物をすること

を可能にした。今でも近所のスーパーマーケットや郊外のスーパーマーケッ

トは繁盛しているようだが、書籍や衣類などをネットで購入する人も増えて

きている。都内で即日、地方でも翌日に商品が届くまでに進化したオンライ

ンショッピングは、驚くほどに便利である。

　音楽もデジタル化の影響が大きい分野である。レコードはもちろん、最近

では CD を見ることも少なくなった。今では、必要に応じてネットから好き

な曲をダウンロードすることもできる。テレビの視聴スタイルも大きな転機

を迎えている。最近の若者はテレビよりもネットの動画を見る時間のほうが

圧倒的に長い。放送型からオンデマンド型への変化ともいえるだろうか。
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　都内では、電車に乗るときに切符を買う人を見ることは減った。ほとんど

の人が交通系 IC カードで自動改札を通っている。乗った駅と降りた駅の情

報から瞬時に乗車賃が計算され IC カードで支払われる。交通系 IC カード

は、他の電子マネー同様、買い物時の支払いにも使われている。

　スマートフォンも経済活動に大きな変化を与えた。電子書籍や新聞の記

事、音楽、動画を探し（時には購入して）楽しむこともあれば、ゲームや英

会話の勉強で使うこともある。コンサートはスマートフォンでチケットを購

入し、そのスマートフォンが入場チケットの代わりになる。ホテルの予約・

支払いもスマートフォンで行うことができるし、そのままスマートフォンが

部屋の鍵として機能することもある。スマートフォンがあれば目的地を入力

するだけでタクシーを呼べるし、目的地についたら暗黙的に支払いが完了し

ている。お店の会員証にもなるし、クーポンも届く。最近では、電子レシー

トを管理するのもスマートフォンだったりする。考えてみると、今では、あ

らゆる場面でスマートフォンが活躍していることに驚く。

　デジタルはビジネスにも大きなインパクトを与えた。デジタルテクノロ

ジーが生活に広く浸透するに従って、デジタルの考え方を活用したサービス

を提供する企業も多数登場した。GAFA と呼ばれるハイパージャイアント ４

社（Google、Apple、Facebook、Amazon）をはじめ、Netflix や Uber、Airbnb

などのユニコーン企業、Alibaba や Tencent に代表される中国大手企業など、

イノベーティブな企業の多くは、明らかにデジタルな考え方に強みの源泉を

持つ。１９９０年代初めと現在で世界の時価総額トップ１０企業の顔ぶれが大きく

入れ替わったことを見れば（〈図表 １ 〉）、構造の変革が起こっていることは

容易に想像できる。

　デジタルに強みを持つ企業を調べてみると、経営モデルも以前とは異なる

ことに気づく。従来のヒト、モノ、カネに依存する経営資源モデルでは企業

の規模は経営資源の量で表現できた。一方、デジタルカンパニーと呼ばれ

る、デジタルの強みを最大限に活かした企業モデルでは、デジタルによるス

ピード、スケール、スコープをテコに指数的な成長を可能にすることを強み
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とする。従来のモノづくり型の企業が職人的な技やノウハウを重視してきた

ことに対して、デジタルカンパニーはユーザ（サービスの利用者）にかかわ

るデータを最重要視していることも大きな違いであろう。

　この第 ３ 部では、特に、デジタルが経済活動に与える変化について考えて

みたい。たとえば、取引は経済活動の基本的な単位の一つである。お金（現

金）を支払い、商品を受け取る（サービスを受ける）、というシンプルな取引

の行為でさえ、デジタルが浸透する世界では多様に変化する。第 ３ 部では、

これを「取引のデジタル化」として説明している。本書の主たるテーマは

「キャッシュレス」であるが、取引のデジタル化は、現金が電子化されると

いう単純な変化ではなく、もっと本質的な構造変革をもたらす。

　以下では、取引のデジタル化の本質的な意味について紹介し、それがビジ

ネスや市場、あるいは経済活動にもたらす大きな変化について考える。第 ３

部で考察するのは、デジタルの考え方が浸透する時代を見据えた、キャッ

シュレス社会の将来像である。 〔第 ３部第 １章　中川郁夫〕

〈図表 １〉世界の時価総額トップ１０の企業――１９９０年と２０１８年の比較

１９９２年 ２０１８年

会社名 時価総額 会社名 時価総額

１ エクソン・モービル ７５９ １ アップル ９,０９８

２ ウォルマート・ストアーズ ７３６ ２ アマゾン・ドット・コム ８,２４８

３ GE ７３０ ３ アルファベット ７,７９５

４ NTT ７１３ ４ マイクロソフト ７,５７６

５ アルトリア・グループ ６９３ ５ フェイスブック ５,６２５

６ AT&T ６８０ ６ テンセント・ホールディングス ４,８７２

７ コカ・コーラ ５４９ ７ アリババ・グループ・ホールディングス ４,６９３

８ パリバ銀行 ５４５ ８ バークシャー・ハサウェイ ４,６２１

９ 三菱銀行 ５３４ ９ JP モルガン・チェース ３,５４８

１０ メルク ４９９ １０ エクソン・モービル ３,５０３

( 億ドル、１９９２年１２月 ) ( 億ドル、２０１８年 ６ 月 )

出所：株価データから筆者作成
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