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米国モバイルペイメント市場の行方
和田恭＠JETRO/IPA New York

1.

はじめに

クレジットカード社会の米国では、小売店舗での取引は､少額決済であってもクレジット
カード、またはデビットカードで行われる場合がほとんどとなっている。そうした中、スマ
ートフォンやタブレットの普及に後押しされる形で、利便性やセキュリティの向上を目指
して、携帯端末を利用した決済方法であるモバイルペイメントサービスが登場してきて
いる。日本の「おサイフケータイ」と比較して、米国におけるモバイルペイメントの普及
は遅れていたが、スマートフォンの OS 間の熾烈なシェア争いと並行して、モバイルペ
イメントの仕様（用いられるハードウェア）間での競争も進み、顧客を急速に増やしてい
るモバイルペイメントサービスなども出はじめている。
本稿では、小売店舗での決済手段の変化という視点から、米国のモバイルペイメント
の動向について報告する。

2.

モバイルペイメント市場の概況

(1) モバイルペイメントとは
「モバイルペイメント」とは､以下に例示するとおり事業者により定義内容が異なるが、
本稿では、「携帯電話を用いた商品・サービスの取引に関する支払い・決済」、具体的
には、オンライン販売のような Remote（遠隔）ペイメントではなく、実店舗における
Proximity（近接）ペイメントを携帯端末により行うものを指すこととする。なお、「ペイメン
ト」自体は途上国において盛んな SMS 送金など「携帯電話を用いた送金手続き」が含
まれ得るし、インドやアフリカなどにおいてはその意味での「モバイルペイメント」の用例
が多いようであるが、ここでは対象外とする。
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【図表 1：「モバイルペイメント」の定義例】
事業者名
Gartner
Research1

定義
携帯電話と下記のような方法を用いて行われる支払取引のこと。



Juniper
Research2

VISA
International3

米連邦準備制
度理事会4

現金、銀行口座、デビットカードまたはクレジットカードなどの支払い手段
ギフトカード、PayPal、モバイルウォレットなどのプリペイド型口座を利用
した支払い手段

また、同社は次のような取引はモバイルペイメントから除外されるとしてい
る。
・（電話会社などの）銀行系の支払インフラと統合していないビリングシステ
ムを通じた請求処理
・携帯電話を使ってサービスセンターに電話をし、自動音声応答装置(IVR)
をベースに行うテレバンキング処理。ただし、SMS や USSD などのモバイ
ルメッセージングサービスとの組み合せる形で IVR が使用される場合に
は、モバイルペイメントに含む
携帯電話、PDA などのモバイルデバイスを利用した商品やサービス購入・
支払処理のこと。
モバイルデバイスについては、同社ではその主要機能が「通信」であるも
のを指している。すなわち、デジタルミュージックプレイヤーやポータブルゲ
ーム機、GPS 搭載のナビゲーションデバイスと言った、エンターテインメン
トを主要機能とするものはモバイルデバイスから除外される。
①購入者が NFC 搭載の携帯電話を使って店舗で支払を行うこと。「モバイ
ル端末利用による POS (Mobile at POS)」
②売り手がクレジットカードによる支払を処理するためにモバイルデバイス
を POS レジスタとして利用すること。「POS としてのモバイル(Mobile as
the POS)」
携帯電話を用いて行われる購入、請求支払、寄付、他者への支払および
その他の支払処理。
消費者は、モバイルデバイス搭載のウェブブラウザでウェブページにアク
セスしたり、SMS を送信したり、モバイルデバイスにダウンロードしたアプリ
ケーションを使ってモバイルペイメント処理を行うことができ、支払い金額の
決済は、電話料金に加算されたり、クレジットカードに課金されたり、銀行
口座から引き落とされる、としている。

ここで、クレジットカード会社が定義する「モバイルペイメント」は、クレジットカード利用
に関することのみに着目しているように受け取れる。逆に、連邦準備制度理事会（FRB）
の定義は、最も広範で柔軟性のあるものとなっている。
1
2
3

http://www.gartner.com/it-glossary/mobile-payment/
http://www.juniperresearch.com/shop/download_whitepaper.php?whitepaper=172 (reg req’d)

https://www.visasecuritysummit2012.com/smart/view/events_current/cw/2012/vss/res_uploads/pdfs/VSS_To
pic%208_Risk%20Considerations%20for%20Mobile%20Solutions.pdf
4
http://www.federalreserve.gov/econresdata/mobile-devices/files/mobile-device-report-201203.pdf
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(2) モバイルペイメントの主な種類
モバイルペイメントには、近距離無線通信技術である NFC（Near Field
Communication）対応の非接触型 IC チップを用いるもの、従来型の磁気ストライプ型
のクレジットカードの読み取りにモバイル端末を利用するもの、小売店側で POS 端末
ではなく携帯端末で決済を行うもの、サーバー上で管理されたユーザーの口座から決
済額を引き落とすものなどさまざまな形態のものが存在する。以下、これらを大きく 3
つに類型わけした上で順に紹介する。
【図表 2：「モバイルペイメント」の類型】
① 新規ハードウェア利用型（NFC、EMV 対応チップ利用）
導入に際して必要なもの
消費者
NFC、EMV 対応チップ搭載の携帯電話
小売店舗
NFC、EMV 対応の POS 端末やカードリーダー
概要
消費者は NFC 対応のレジで、
（NFC を搭載した）自分の携帯電話を
近づけたり、振ったり、タップすることで
支払処理を行う。

仕組み
近距離無線通信（NFC）には、記憶しているクレジットカードやクーポンなどの情報を読み取
り用の端末に送り出す「カードエミュレーション機能」があることから、クレジット与信に必要と
なるクレジット番号等を SIM カードなど携帯電話端末内に記憶させておき、NFC によりレジ
スター側に送ることで、クレジットカード決済を行う。 EMV 規格の非接触 IC チップを用いた
決済スキームとして、VISA の payWave や、MasterCard の PayPass 対応の POS レジス
ター設置が数年前から進んできており、NFC による決済もこのインフラ利用が可能である。
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サービス例

② 従来型磁気ストライプクレジットカード利用型
導入に際して必要なもの
消費者
なし（従来型のクレジットカード）
小売店舗
スマートフォンやタブレット端末と端末に装着するカードリーダー（多くの
場合無料）、専用アプリケーション
概要
カードリーダーをスマートフォンやタブレット端末のヘッドフォンジャックに装着することで、ス
マートフォンやタブレットの通信・コンピューティング機能を利用したクレジットカード決済を実
現するサービス。消費者および小売店舗側にインフラ導入負担が少なく、クレジットカード手
数料が従来の設置型カードリーダーのものよりも、シンプルでわかりやすく、安価な料金体
系となっている点が特徴である。タブレット端末を POS として利用できるサービスなどもある
ほか、専用アプリケーションで顧客管理、商品管理などが行えるケースもある。

動向・サービス例
2009 年に Square 社がサービス開始以来、手軽にクレジットカード決済を利用できることか
ら、2012 年から競合企業が次々に参入し、中小の店舗や個人事業主を中心に市場が急成
長している。Square 社は 200 万以上のユーザーを獲得し、年間決済規模は 60 億ドルにの
ぼる5。

5

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405348,00.asp
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③ その他プラットフォーム型
Starbucks Card
Starbucks では自社専用のプリペイドカー
ドと連動するモバイルアプリケーションを提
供する。アプリケーションから商品を注文
すると、アプリケーション画面上にプリペイ
ドカード番号と購入金額の情報が QR コ
ードとして表示される。店頭でこのコードを
スキャンすると、プリペイドカード内にあら
かじめチャージされた金額内で決済が行
われる。
Square Wallet / PayPal Local
本サービスを利用するためには、専用モ
バイルアプリケーションに銀行の口座番号
やクレジットカードなどの支払情報を登録
しておく必要がある。ユーザーは支払いを
行いたい店舗をアプリケーションの一覧か
ら選んでチェックインし、店頭を訪れると、
店側には注文者の携帯電話の GPS 機能
をもとにユーザー入店の旨が通知される。
店側が氏名と顔を確認だけで、ユーザー
側は署名どころか携帯電話を取り出すこと
さえもなく決済を完了できる。Square 社に
Starbucks が出資したことで、Starbucks
も採用を開始予定。
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最後の「プラットフォーム型」は、ギフトカード用のサーバー上の口座資金管理システム
（Starbucks Card）や携帯電話の GPS 情報通知機能（Square Wallet/Paypal Local）
など、事業者は既存のインフラを最大限利用し、決済に必要なソフトウェアプラットフォ
ームを提供していることに特徴がある。このタイプのペイメントサービスは、NFC リーダ
ーなどのハードウェア導入の必要がない上に、小売店側から見ればクレジット決済イン
フラすらも利用しないことから、他の 2 方式に比べてコスト上の利点がある。一方、決
済代金については、事業者自身が与信を提供するか、ユーザーからプリペイドであら
かじめ調達しておく必要がある。
(3) モバイルペイメントを取り巻く市場概況
① 米国のリテール取引高
米国国勢調査局6によると、2011 年のアメリカ国内のリテール取引高は 4 兆 1,539
億ドルであり、うち、自動車およびパーツの売り上げを含まない、リテールおよびフー
ドサービスの取引高（季節調整値）は 3 兆 8,238 億ドルとされている7。POS ベース
でのデータによると、このリテール取引における決済手段はデビットカードが 31%、
クレジットカードが 29%、現金が 27%となっている8。
モバイルペイメントは、クレジットカードおよびデビットカードなどのプラスチックカード
のスワイプに代わる決済手段であることから、最大でこれらのカードを置き換える普
及余地があるが、現状ではその 1/5000 の 6.4 億ドルに過ぎない（市場規模予測に
ついては後述。）これは、携帯端末を利用した商取引全体（M-コマース、オンライン取
引における利用を含む）の市場規模が、2012 年に 116 億ドルと見込まれていること
と比較すると、店頭における近接型（Proximity）のモバイルペイメントは普及途上に
あるといえる9。

6

http://www.census.gov/retail/
http://ycharts.com/indicators/us_retail_and_food_services_sales_excluding_motor_vehicle_and_part_deale
rs
8
http://www.retailtouchpoints.com/in-store-insights/1704-credit-debit-card-usage-increases-at-pos-mobilepayment-on-the-rise
9
http://www.emarketer.com/Article.aspx?id=1008714&R=1008714
M コマースの市場動向については、ニューヨーク便り 2012 年 6 月増刊「米国小売業界におけるオンライン・モバイ
ルコマースの普及動向」参照のこと。
7
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② 米国におけるスマートフォン、タブレットの普及状況
モバイルペイメントのインフラとしての携帯電話（特にスマートフォン）、タブレット端末
の普及動向について紹介する。米国の 14 歳以上の人口は 2 億 5 千万人であるが、
うち 2 億 3,700 万人が携帯電話を保有・利用しているとされている10。スマートフォン
のユーザー数は 1 億 2,600 万人（2012 年第 2 四半期）、タブレットユーザーは
7,700 万人であり11、普及率はそれぞれ、55%（2012 年 6 月）、31%（2012 年）とな
っている12。また、2012 年の第 2 四半期に新規販売された携帯電話の 3 分の 2 は
スマートフォンとされており13、今後引き続きスマートフォンの普及率は向上するもの
と考えられる。
【図表 3：スマートフォンユーザー数の推移14】

（単位：百万人）

10

http://www.businessinsider.com/us-smartphone-market-2012-9
http://internet2go.net/news/data-and-forecasts/us-smartphone-ownership-now-55-second-screenphenomenon-nearing-90
12
http://onlinepubs.ehclients.com/images/pdf/MMF-OPA_--_Portrait_of_Tablet_User-Wave_2_-_Jun12_(Public).pdf
13
http://www.businessinsider.com/us-smartphone-market-2012-9
14
http://internet2go.net/news/data-and-forecasts/us-smartphone-ownership-now-55-second-screenphenomenon-nearing-90
11
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【図表 4：スマートフォンおよびフィーチャーフォンの普及率15】
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【図表 5：タブレット普及率16】
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③ プリペイドカードの普及状況
その場で携帯電話を用いて消費者のクレジット、銀行又は電子マネー口座から代金
を引き落とし、決済を行うモバイルペイメントについて、決済手段という点で競合にな
りうるのがプリペイドカードである。（ただし、プリペイド口座からの引き落とし決済に

15

http://internet2go.net/news/data-and-forecasts/us-smartphone-ownership-now-55-second-screenphenomenon-nearing-90
16
http://onlinepubs.ehclients.com/images/pdf/MMF-OPA_--_Portrait_of_Tablet_User-Wave_2_-_Jun12_(Public).pdf 2012 年及び 2013 年は予測値。
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携帯電話を用いる場合もあることから、両者は一部代替関係にあると考えられる。）
以下では、プリペイドカード市場の概要について紹介する。
＜成長するプリペイドカード市場＞
米国における現在のプリペイドカードのユーザー数は 700 万人にのぼり、チャージさ
れた金額は過去 5 年平均で毎年 42%増加している17。取扱高は 2011 年で 570 億
ドルであり、クレジットカード、デビットカードの決済高が合計 2 兆ドル超（2011 年）で
あることと比較すると、まだその数パーセントを占めるに過ぎないが、2017 年には取
扱高が 1,394 億ドルにまで成長し、ギフトカードの取扱高を上回るとする予測もある
18

。

プリペイドカード普及の背景として、同カードを用いた決済の手数料が、デビットカー
ド（及びパーソナルチェック）を用いた決済、すなわち銀行の当座口座の維持管理手
数料と比較して低水準に抑えられている点がある。銀行の基本的な当座口座の維
持管理手数料は上昇傾向にあり、そもそも口座に入金された資金について無利息で
あることに加え、一定の口座残高（平均で 723 ドル）がないと、一定の手数料（平均
で 5.48 ドル）が発生してしまう19。このことから、クレジット、デビットカードと比較して、
プリペイドカードは保有資金の少ない若年層や貧困層にとって利用しやすいものとな
っていると考えられる20。
プリペイドカードの例としては、American Express 社と Walmart 社が 2012 年に共
同で発売した「Bluebird」カードがあり、使い勝手の良さと手数料の安さでヒット商品
となっている。

17

http://www.consumerfinance.gov/notice-and-comment/whats-the-deal-with-prepaid-cards/
http://www.retailtouchpoints.com/in-store-insights/1704-credit-debit-card-usage-increases-at-pos-mobilepayment-on-the-rise
19
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444897304578044313831625492.html
20
http://www.retailtouchpoints.com/in-store-insights/1704-credit-debit-card-usage-increases-at-pos-mobilepayment-on-the-rise
18
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【図表 6：プリペイドカードへのチャージ金額21】
(単位：10 億ドル)
57.2

60
50

40.8

40
28.6
30
19.5
20

12

10
0
2007

2008

2009

2010

2011

＜好調なギフトカード市場＞
伝統的にギフト需要の旺盛な米国では、ギフトカード市場も好調である。2009 年の
法改正で、ギフトカードの有効期限が廃止されたり、発行会社の財務情報開示義務
が強化されたりしたことを受け、市場環境は改善し、2011 年に市場規模 1,000 億ド
ルを突破した。ギフトカード市場は、今後とも堅調な成長が見込まれている。
【図表 7：米国ギフトカード市場の推移22 】
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http://www.consumerfinance.gov/notice-and-comment/whats-the-deal-with-prepaid-cards/
http://towergroupedge.exbdblogs.com/files/2011/11/Brian-Pic-1.png
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④ モバイルペイメントの普及に向けた課題
＜米国でスマートカード型クレジットカードが普及しにくい背景＞
米国におけるクレジットカードの詐欺被害額は甚大である。Nilson Report 社の
2011 年の報告によると、米国は世界中のクレジットカードおよびデビットカード詐欺
被害額の 47%に相当する 35.6 億ドルを占めており、カード詐欺被害大国となってい
る。米国でカード詐欺被害が集中している主な理由としては、EMV 対応のスマートカ
ードの普及が遅れていることが指摘されている23。
また、2006 年時点での米国におけるクレジット及びデビットカード詐欺被害総額は約
37 億であったとされており、同国ではカード詐欺被害はほとんど減少していない。当
時の被害総額の 53%にあたる 20 億ドル強をカード発行会社が、47%を小売店が負
担するという状況になっている。これらの被害金額はすべて保険でカバーされている
ので小売店などが直接負担を強いられているわけではないが、保険費用の高騰が
クレジット取り扱いコストの圧迫要因になっている。
【図表 8：カード詐欺被害額の状況（2006 年、米国）24】
カード発行会社
デビットカード（PIN）
デビットカード（サイン）
クレジットカード
ATM 引き出し
カード発行会社合計
小売業者
POS
インターネット、通販等
小売業者合計
被害総額

損失金額（百万ドル）
28
337
1,240
397
2,002
863
897
1,764
3,766

比率

53%

47%

一方で、EMV 対応のスマートカードの普及が進み、セキュリティが強化された英国で
は、クレジットカード詐欺被害額は、2008 年には 2004 年の 2 億 1,880 万ポンドか
ら 9,850 万ポンドへと減少しており25、欧州全体でも、クレジットカード詐欺件数が
2009 年から 2011 年にかけて 60%減少したという報告もある。このことから、EMV
23

http://www.nilsonreport.com/pdf/news/112111.pdf
http://blog.unibulmerchantservices.com/grocery-stores-atms-top-locations-for-credit-and-debit-card-fraud/
http://www.kansascityfed.org/Publicat/Econrev/pdf/10q2Sullivan.pdf
小売業者の被害金額を Appendix に基づき再計算したため、一部金額及び割合は参照文献と一致しない。
25
http://www.bankrate.com/finance/credit-cards/are-chip-and-pin-credit-cards-coming-1.aspx
24
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対応のスマートカードの普及はクレジットカード詐欺抑止に大きな効果があると言え
る26。（スマートカードの普及状況については後述。）
米国でも、セキュリティ面で強固な EMV チップ内蔵カード（スマートカード）への切り
替えが待たれるところであるが、米国で POS システムを EMV 対応に刷新するため
には総額 50〜130 億ドルものコストがかかるとの見積もりもあり27、小売業者側の負
担の大きさから、米国における EMV カード普及率はいまのところ 1%未満と、切り替
えは進んでいない28。米国では、従来型の磁気ストライプカード利用を前提に、エコシ
ステムが構築されており、上記のコスト追加負担の問題もあって、セキュリティ強化
のためのスマートカードへの切り替えはおろか、現行の磁気ストライプ型のクレジット
カード以外の支払い手段が普及しにくい状況にあるといえる。
＜NFC 型サービスの普及に向けた課題＞
NFC での決済には、EMV 対応スマートカードへの切り替えとほぼ同様に、販売者側
が対応 POS ターミナル、購入者側に対応チップ搭載携帯端末を用意することが必
要となる。従来型の磁気ストライプ型クレジットカードリーダー端末のコストは、1,500
ドルから 2,500 ドル程度29であるが、NFC 対応の POS ターミナルのコストはそれよ
り約 15%割高になるとされている30。
Android OS など NFC に対応したスマートフォンの普及により、購入者である消費
者側の携帯端末の NFC 対応は徐々に進むとみられるが、問題は小売店側におけ
る NFC 対応 POS ターミナルの導入コスト負担であり、これが NFC 型決済サービス
の普及に大きな影響を与えていると言える。
しかし、後述するように、クレジットカード各社は、EMV 規格に対応した安全なカード
決済を推進すべく、小売業者に対し 2015 年までに EMV 対応のカードリーダーを導
入しなければクレジット詐欺被害の補償をしない、と通告している31。また、NFC 決済
もサポートする EMV 対応のカードリーダーが出てきていることから、こうした状況が

26

http://investors.fico.com/phoenix.zhtml?c=67528&p=irol-newsArticle&ID=1647676&highlight=
ただし、その一方で、オンライン上のクレジットカード詐欺（Card-Not-Present/CNP）が同期間で 72％増加してお
り、犯罪者の焦点がオンラインに向けられている実態もあきらかになりつつある。
http://www.iovation.com/blog/adaptive-fraudsters-turning-to-internet-in-the-uk
27
https://www.icma.com/ArticleArchives/EMVJune12.pdf
28
http://www.cscu.net/images/uploads/EMV%20Essentials%20CSCU%20Mercator%20Final%20Web.pdf
29
http://smallbusiness.costhelper.com/point-of-sale.html
30
http://www.telecoms.com/52005/mobile-industry-still-placing-far-too-much-emphasis-on-nfc/
31
http://blog.unibulmerchantservices.com/emv-nfc-mobile-wallets-and-credit-card-fraud-liability/
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NFC の普及を後押しする可能性が出てきている。NFC 対応の POS 端末は米国で
はこれから急速に拡大し、2017 年には 86%の浸透率になるとする予測などもある32。
(4) モバイルペイメントの市場規模
e-Marketer 社によれば、米国のモバイルペイメントの市場規模は、2012 年に取扱高
ベースで 6 億 4 千万ドル程度と見込まれており、金額としては非常に少額であるとい
わざるを得ない。しかし、前年比でみると 283%の上昇となっており、モバイルペイメン
トはまさに 2012 年から始まった市場と言える。今後、2016 年には 622 億ドルに達す
ると予想されている。
【図表 9：米国のモバイルペイメント取扱高の予測33】
(単位：100 万ドル)
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世界市場については、複数の調査会社が予測値を発表している（下図参照）。最も強
気の予想を出している Juniper でも、2017 年に 1 兆 3 千億ドルであり、世界のリテー
ル取扱高の 4%に過ぎないとしている34。しかも、これらの市場規模はいわゆる SMS
送金など、途上国における送金サービスがほとんどを占める見込みであり、本稿で取
り扱うモバイル端末を用いた店頭決済サービスはその一部を占めるに過ぎない。

32

http://www.mobilepaymentstoday.com/article/195511/Merchant-deployment-of-NFC-terminals-to-seesharp-increase
http://www.directionsmag.com/pressreleases/shipments-of-nfc-ready-pos-terminals-doubled-to-2.5million-in-2011/257753
33
http://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-proximity-mobile-payments-set-explode/
34
http://www.fiercemobilecontent.com/story/forecast-nfc-physical-goods-sales-boost-m-payments-13-trillion2017/2012-08-15

- 13 -

ニューヨークだより 2012 年 11 月

【図表 10：各調査機関によるモバイルペイメント取扱高の予測： 世界ベース】
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NFC 利用に限ったモバイルペイメント市場規模予測については以下のとおりである。
【図表 11：各調査機関によるモバイルペイメント取扱高予測、NFC のみ：世界ベース】
2011
NPD In-Stat
（2012 年 4 月）40
Informa Telecoms &
Media（2011 年 9 月）41
ABI Research
（2012 年 10 月）42
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ただし、NFC を利用するためのインフラは今後急速に整備が進むと予想されている。
NFC 対応の POS 端末は、米国ではまだ導入が限定的であるが、全世界で見ると、
2011 年の出荷台数は前年比約 2 倍にあたる 250 万台となっている。今後も同 POS
端末の出荷は年成長率 50%で推移、2017 年には 4,340 万台に達するとされている。
この結果、NFC 対応の POS 端末を装備する小売店舗は、2011 年の 8%から、2017

35

http://techcrunch.com/2012/05/29/gartner-over-172b-in-mobile-payments-in-2012-with-212m-users-smsweb-most-popular-transaction-methods/
36
http://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-proximity-mobile-payments-set-explode/
37
http://www.nfcworld.com/2012/08/16/317265/juniper-m-payments-to-hit-us1-3tn/
38
http://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-proximity-mobile-payments-set-explode/
39
http://www.nfcworld.com/2011/11/01/311057/new-report-compares-the-prospects-for-mobile-paymentstechnologies/
40
http://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-proximity-mobile-payments-set-explode/
41
http://www.emarketer.com/newsroom/index.php/emarketer-proximity-mobile-payments-set-explode/
42
http://www.abiresearch.com/press/nfc-mobile-payment-transaction-spend-to-hit-the-10
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年には 53%に上昇する見込みである。北米も 2017 年頃には NFC 対応の POS 端末
の店舗普及率が 86%にのぼると見られている。43
NFC 搭載の携帯電話についても普及が進むと予想されている。2011 年の流通台数
は世界で 3,000 万台に過ぎなかったが、2016 年には 7 億台に達するという見通しも
ある 44。 また、2017 年には､欧米の携帯電話ユーザーの 4 人に 1 人以上が NFC で
店舗での支払いを行うようになるという予測もあり 45、NFC 技術を活用したモバイルペ
イメントインフラの整備は、時間の問題となっていると言える。

43

http://www.mobilepaymentstoday.com/article/195511/Merchant-deployment-of-NFC-terminals-to-seesharp-increase
http://www.directionsmag.com/pressreleases/shipments-of-nfc-ready-pos-terminals-doubled-to-2.5million-in-2011/257753
44
http://www.berginsight.com/ShowReport.aspx?m_m=3&id=136
45
http://www.nfcworld.com/2012/06/06/316093/juniper-nfc-payments-to-exceed-us180bn-in-2017/
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3.

具体的なサービス動向

(1) 新規ハードウェア利用型
① Google 社電子ウォレット「Google Wallet」

2011 年 5 月、米 Google は NFC を利用したスマートフォン向けモバイル決済サー
ビス「Google Wallet」を発表、9 月よりサービスを開始した。同社は「スマートフォンと
NFC、GPS を使って、リアル・コマースとバーチャル・コマースを結びつけ、新しいコ
マースサービス分野を開拓する」との意向であり、CitiBank、MasterCard、モバイル
キャリア Sprint を開業時の提携事業者（ローンチパートナー）として、既存の Google
Checkout や Google Offers、Google Product Search と連携したサービスを展開し
ている。Google 社は同サービスの機能強化に向けて M&A も行なっており、ポイント
カードアプリケーションの Punchd（買収額:約 1,000 万ドル）、クーポン情報アグリゲ
ーターの TheDealMap（買収額:約 3,000 万ドル）買収により人材およびサービスリ
ソースを強化している。
同社は 2012 年 8 月には、Google Wallet のクラウド対応を発表、これまで利用が
MasterCard に限定されていたクレジットについて、Visa, American Express,
Discover カードにも対応した。なお、このクラウド対応により、店頭での支払処理に
は Bancorp Bank が発行する「Google Wallet Virtual Card」が使われるが、実際の
決済はこれとリンクする Google のクラウド上のサーバー内の登録クレジットカードで
行われる仕組みとなっている46。

46

http://www.fiercemobilecontent.com/story/google-wallet-expands-cloud-support-all-credit-cards/2012-0802?utm_medium=nl&utm_source=internal
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【図表 12 ：Google Wallet 機能一覧47】
ペイメントカードの管理と利用

オファーカード、リワードカード

Google プリペイドカードの追加
クレジットカードのポイント管理
取引履歴参照
ギフトカードの追加
タップして支払
返品に伴う返金処理
登録カードの削除
クレジットカード、デビットカードの追加
オファーを受け取る
オファーを管理する
リワードカードを追加、削除する

② モバイルキャリア大手 3 社による ISIS Mobile Wallet

ISIS は、2010 年 11 月、米国モバイルキャリア業界の大手 3 事業者である AT&T
Mobility, Verizon Wireless, T-Mobile USA により設立された NFC ベースのモバイ
ルペイメントービス展開に向けた合弁会社である。設立時には Discover Financial
Services 社、Barclaycard US 社のクレジットカード会社と提携し、独自の決済インフ
ラの構築を目指していたため、Visa、Master Card、American Express というクレジ
ットカード大手と直接競合する野心的な試みとして注目を浴びた。
しかし、ISIS は 2011 年 5 月になって方針を転換、システムをすべてのカード発行者
や銀行に公開し、既存のクレジットカード決済インフラを活用すると発表、7 月には
Visa、MasterCard、Discover、American Express の 4 大カード会社と提携すること
になった。この方針転換について、ISIS に出資する AT&T の John Stankey 氏は、
2010 年 7 月に成立した金融改革法の修正条項（ダービン修正）により、ビジネスモ

47

http://support.google.com/wallet/?hl=en&topic=2446102
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デルの見直しが必要になったとコメントしている48。ダービン修正とは、デビットカード
発行会社が小売店から徴収する手数料に上限を設けるというもの。連邦準備理事会
（FRB）により、従来は 1 取引あたり平均 44 セント程度であったが、これを 12 セント
に制限するという提案がされているため49、決済インフラを構築した上でのモバイル
ペイメント事業は十分な収益が得られないとの判断になったようである。
この方針転換により、「ISIS のサービスはオープン化され、普及に弾みが付くのでは
ないか」と見る向きもあるが、実態としては、当初は独自の決済網の構築という野心
的な計画が、大手クレジットカード会社の既存の決済インフラを活用しながら、ダービ
ン修正で薄くなった利幅の一部確保を目指すプロジェクトへと変化したとの意見も出
ている50。
なお、ISIS のサービスは、トライアルとして Salt Lake City および Austin にて 2012
年 10 月 22 日から開始されている51。現在の対応端末は Android 搭載の 9 機種で、
希望ユーザーは契約先のモバイル事業者の店舗で ISIS 対応の SIM カードを受け
取った上で、Google Play よりダウンロードする専用アプリケーション（ISIS Mobile
Wallet）を利用してカード情報などを登録すると、加盟する小売店で利用 NFC 決済
が行える仕組みとなっている52。
③ 大手モバイル事業者 Sprint 社の「Touch」53

48

http://www.fiercemobilecontent.com/story/isis-adds-visa-mastercard-and-amex-mobile-commercenetwork/2011-07-19?utm_medium=nl&utm_source=internal
49
http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/161247-dodd-frank-put-brakes-on-new-mobile-paymentnetwork
50
http://www.prepaid-press.com/wordpress/?page_id=4397
51
http://news.cnet.com/8301-1035_3-57534288-94/isis-yet-another-mobile-payment-outfit-to-launch-trialsoct-22/
52
http://news.paywithisis.com/2012/10/22/isis-launches-austin-slc/
53
http://www.androidcentral.com/leaked-sprint-touch-wallet-slides-show-sprint-serious-about-building-theirown-nfc-wallet-app
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米国モバイルキャリア業界第 3 位でソフトバンクによる買収で話題となっている
Sprint-Nextel 社は、他の大手キャリアが合弁会社 ISIS を通して NFC 型のモバイ
ルペイメントサービス事業を展開する中で、同事業には参画せず、独自のサービス
展開を目指している。具体的には、2011 年に Google と提携して Google Wallet サ
ービスを提供していたが、2012 年 6 月にはこれに加えて「Touch」という独自の NFC
ベースの電子ウォレットの開発を推進していくことを発表している54。Google Wallet
と Touch をどのように併存・共存させていくのかについては、今のところ明らかになっ
ていないが55、2012 年 10 月に日本のソフトバンクに買収されたことで、日本や韓国
で進んでいる電子ウォレットの技術を導入していくのでは、との予測もみられる。
④ 小売事業者による MCX の結成
2012 年 8 月、Wal-Mart 社と Target 社を始めとする小売店業者 20 数社56は、
Merchant Customer Exchange（MCX）57と呼ばれる企業を設立し、小売業者自ら
が主導する独自のモバイルペイメントサービスの実現に向けて活動を開始すること
を発表した58。モバイルペイメントの実現には小売事業者側のインフラ整備も必要で
あることから、小売事業者側は自らがイニシアチブをもつモバイルペイメントシスステ
ムを構築する必要があると考えたようである。
実際、MCX に参画する Walmart 社の Vice President である Mike Cook 氏は、
「MCX は誰とでも提携していくが、会員企業である小売事業者の利益になるような
条件での提携が大前提である。追加コストがかかるだけの提携は歓迎しない。」とコ
メントしている。また、同じく MCX に参画する Target 社の Terry Scully 氏は、「MCX
こそが､消費者に最も充実したモバイルペイメントサービスを提供できると確信してい
る。小売事業者の立場から、斬新なアプローチをもってサービスを展開していきた
い。」と語っている。
2012 年 11 月現在、MCX はサービスインの時期やサービス内容など詳細を明らか
にしていないが、参加を表明している小売事業者の年間売上高は計 1 兆ドルにのぼ
54

http://www.fiercemobilecontent.com/story/sprintsoftbank-tie-could-escalate-mobile-payment-wars/2012-1012
55
http://nfctimes.com/news/sprint-plans-launch-nfc-mobile-wallet-us-wallet-war-heats
56
参加企業（2012 年 10 月現在）：7-Eleven 社、 Alon Brands 社、Bed Bath & Beyond 社、 Best Buy 社、
CVS/pharmacy 社、 Darden Restaurants 社、 Dillard's 社、 Dunkin' Brands 社、 Gap 社、 HMSHost 社、
Hy-Vee 社、 Lowe's 社、 Michaels Stores 社、 Publix Super Markets 社、 Sears Holdings 社、 Sheetz 社、
Shell Oil Products US 社 Sunoco 社、 Target 社, Wakefern Food 社、 Wal-Mart Stores 社など
57
http://www.mcx.com/
58
http://money.cnn.com/2012/08/15/technology/mcx-mobile-wallet/index.html
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る59ことから、モバイルペイメント市場に与えるインパクトは大きく、その動向には注
目が集まっている。
⑤ スマートカードの動向： MasterCard 社「PayPass」、Visa 社「payWave」
世界規模のクレジットカードブランドである米 Visa International 社（現在の Visa
World Wide 社）や米 MasterCard International 社（現在の MasterCard World
Wide 社）は 2002 年頃から、それまで推進していた EMV 仕様の接触型 IC カードに
加え、少額決済を対象とした非接触 IC カードサービスを開始している。サービス名
は、Visa が payWave（当初の名称は Visa Wave）、MasterCard が PayPass であ
り、いずれも欧州を中心として普及が進んでいる。
例えば、オランダの大手金融機関である ING と ANG Amro などは、それぞれ 2013
年中ごろをめどに、MasterCard PayPass の非接触型デビットカードサービスの提
供を開始する予定であると発表している60。PayPass サービスは、ING の顧客 820
万人、ANG Amro の顧客 680 万人にリーチすることになるため（オランダの人口は
1,680 万人）、同地での普及が期待されている。MasterCard はまた、PayPass
Wallet という電子ウォレットアプリをリリース予定となっている61。
他方で Visa 社は、2012 年夏のロンドンオリンピックにおいて Samsung 社と提携し
て payWave 搭載のスマートフォン（Galaxy S III）を大々的に広告すると共に、五輪
会場近辺やロンドン市内中心に対応端末 14 万台を配備し、モバイルペイメントの利
便性をアピールした62。また、同社は、電子ウォレットアプリの「V.me」を欧州で先行リ
リースする予定となっている。

59

http://www.fiercemobilecontent.com/story/walmart-target-best-buy-team-cross-merchant-mobilewallet/2012-08-15
60
http://www.computerworlduk.com/news/mobile-wireless/3408497/abn-amro-ing-introduce-mastercardpaypass-contactless-debit-cards/
61
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2404098,00.asp
62
http://www.thestreet.com/story/11633922/1/mobile-payment-at-the-point-of-sale-with-a-visa-paywaveenabled-olympic-games-phone-from-samsung-galaxy-s-iii-more-than-140000-payment-terminalsthroughout-the-uk-will-accept-visa-paywave-enabled-cards-and-phones-photo-business-wire.html
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(2) （従来型）磁気ストライプクレジットカード利用型
① 携帯端末への外付け型カードリーダーベースのサービス
従来型の磁気ストライプクレジットカードのリーダーを用いたモバイルペイメントサー
ビスは、Square 社がサービスを開始して以来、新規参入が続々と続いている分野で
ある。購入者ではなく小売店側で携帯端末を利用するため、購入者の決済手段はこ
れまでのクレジットカードのままで変わりはない。コストの面からこれまでクレジットカ
ードリーダーが導入できなかったような中小の小売店、個人事業主などにとって最適
なサービスとなっている。
以下の表の通り、Square のサービス開始以降、会計ソフト Quickbook で知られる
Intuit 社、POS 端末ベンダーとして知られる VeriFone 社、eBay 社傘下の P2P ペイ
メント事業者として知られる Paypal 社、フラッシュセールス型クーポンサービスで知
られる Groupon 社、イベント開催管理プラットフォームサービス事業者 Eventbrite
社などが続々と同市場に参入しており、Amazon.com 社も近々参入するのではない
かとされている。
【図表 13：携帯端末への外付けカードリーダーベースのペイメントサービス】
事業者

サービス名

開始時期

対応端末

カードリー
ダー費用
実質無料
（$9.95 で
の店頭販
売もリベー
ト有）
無料

Square 社

Square
Card
Reader63

2009 年
12 月64

iOS
Android

VeriFone 社

Sail65

2012 年
5 月66

iOS
Android

2010 年68
（2012 年

iOS
Android

Intuit 社

GoPayment
67

無料

63

手数料
スワイプ
直接入力
2.75% or 月
額$275

1.95%+月
額$9.95 or
2.7%
1.7%+月額
$12.95 or

3.5%＋
15¢ or 月
額$275

レシート
メール
機能

○

○
N/A
2.7%+月
額$12.95

○

https://squareup.com/card-reader
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2009/12/square.html
65
http://www.slashgear.com/verifones-mobile-credit-card-reader-comes-to-android-27236103/
66
http://www.pcworld.com/article/255126/verifone_to_announce_new_mobile_payment_processing_system.
html
67
http://intuit-gopayment.com/free?cid=ppc_google_payments_intuit-brand_top-terms_us_pc_g-s_intuitcard-reader-exact_intuit-cardreader_exact&gclid=CJSR8deSlbMCFU6d4AodGDoA3g&ef_id=UGMMcAAADVxPfE6z:20121022172729:
s
68
http://betanews.com/2012/01/25/intuit-launches-new-gopayment-mobile-credit-card-swiper/
64
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PayPal 社
Groupon 社

PayPal
Here69
Groupon
Payments71

1 月リデ
ザイン）
2012 年
3 月70
2012 年
9月

iOS
Android
iOS
Android

2.7%

or 3.7%

無料配布

2.7%

N/A

○

無料配布

1.8%+15¢

2.3%+15¢

○

（Visa,
Master,
Dicover カー
ドの場合）

（Visa,
Master,
Dicover カ
ードの場合）

3.0%+15¢

3.25%+15
¢

（American
Express カー
ドの場合）

Eventbrite 社

Eventbrite
At the
Door72

2012 年
3 月73

iPad

Amazon.com
社

未定74

未定

N/A

実質無料
（$10 のデ
ポジットも
返却後返
金）
N/A

（American
Express カ
ードの場合）

2.5%+99¢

N/A

○

1.9%

N/A

N/A

＜Square 社の 「Square Card Reader」75＞
Square は、小売事業者が保有するスマートフォンやタブレ
ットに専用のカードリーダーを装着し、専用決済アプリケー
ションをダウンロードするだけで、クレジットカード決済を受
け付けられるようにするサービスである。

カードリーダーは全米規模の大手リテールチェーン 2 万店舗で販売されており（ドラッ
グストアチェーン Walgreens7,000 店舗、オフィス機器チェーン Staples1,500 店舗、
FedEx ストア 1,500 店舗、Apple Store など）で 9.95 ドルにて販売されているが、新規
69

https://www.paypal.com/webapps/mpp/credit-card-reader
http://www.entrepreneur.com/article/223216#
71
http://www.pcworld.com/article/2010290/groupon-introduces-mobile-payments-system.html
72
http://www.eventbrite.com/atthedoor/
73
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2401910,00.asp
74
http://techcrunch.com/2012/09/27/amazon-could-be-working-on-a-square-competitor/
75
https://squareup.com/reader
70
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登録者にはリベートがあるため、実質的に無料となる（Square サイトからの新規申し
込みの場合は、カードリーダーへの支払い手続きなし）。iOS および Android OS を搭
載するスマートフォンから、専用アプリケーションと連携する形で利用できる仕組みとな
っている76。
Square の利用手数料は、1 回の決済ごとに決済額の 2.75%となっているが、2012 年
7 月からは 275 ドルの月額固定料金のスキームも追加されている。ユーザーの銀行
口座には、取引翌日に手数料を差し引いた額のキャッシュインがあるため、キャッシュ
フローが大切な中小企業や個人事業主にとっては非常にメリットの大きいサービスと言
える（他のサービスの場合、2～5 日後が主流）。また、クレジットカードの加盟店になる
際のように、厳しい審査をクリアすることや、専用端末を導入する必要もないため、今ま
でクレジットカード決済を提供できなかった個人事業主やローカルストア、フリーマーケ
ット出店者などが気軽に導入している。また、iPad アプリの 「Square Register」を利用
すれば、既存の POS と同様の機能を利用することも可能となる。
Square のサービスは 2012 年 6 月時点において、既に 200 万ものユーザーを得てお
り、年間の取引金額は累計 60 億ドルに上るとされている。
以下では、Square 社以外のカードリーダー型のモバイルペイメントサービス例を紹介
するが、いずれも基本的な仕組みは先行する Square Card Reader とほぼ同様であ
る。現在のところ、主だった差別化要因は手数料率の違い（安さ）である。
＜VeriFone 社の「Sail」77＞
VeriFone 社は POS 端末向けのハードウェア、ソフトウェアを開発する大手ベンダーで
ある。顧客ターゲットを既存の POS 端末の設置先である大口の小売店に絞り込むこと
で、Square との差別化を図っている78。

＜PayPal 社の「PayPal Here」79＞
76

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405348,00.asp
http://blog.laptopmag.com/hands-on-with-sail-verifones-mobile-payment-card-reader
78
http://www.slashgear.com/verifones-mobile-credit-card-reader-comes-to-android-27236103/
77

- 23 -

ニューヨークだより 2012 年 11 月

Paypal 社は Square のサービスを意識し、
より安価な手数料体系をもってサービスを
開始している。

＜Intuit 社の「GoPayment」80＞
Intuit では Verizon Wireless と提携し、同社のリテール店舗 2,300 店舗と法人営業リ
ソースを使ってリーダーを配布している。
＜Groupon 社81の「Groupon Payments」82＞
フラッシュセールス型のクーポン発行事業
者の Groupon 社は、既にクーポン発行サー
ビスを利用している小売店に対して、非常に
安価な手数料体系を提示している。

＜Eventbrite 社の「Eventbrite at the Door」83＞

イベント開催管理プラットフォームサービスを展開し、イベントチケットの発行を支援す
る Eventbrite 社も、チケット業界をターゲットとしたカードリーダー型サービスを展開し
79

http://www.freshtechweb.com/paypal-unleashes-its-mobile-payment-system-paypal-here.html
http://business.verizonwireless.com/content/b2b/en/wireless-products-services/intuit-gopayment.html
81
http://www.pcworld.com/article/2010290/groupon-introduces-mobile-payments-system.html
82
http://www.geeky-gadgets.com/groupon-launches-mobile-payment-service-similar-to-square-20-09-2012/
83
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2401910,00.asp
80
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ている。Eventbrite は通常、チケット販売時にはチケット価格の 2.5%+99 セントの販売
仲介手数料とクレジットカード手数料 3%を徴収しているが、当面クレジットカード手数
料は無料にするとしている。チケットを印刷できる専用プリンターなども提供するほか、
チケットの残席数をビジュアル表示するチケット販売管理機能などもサポートしている。
＜Amazon.com 社＞
大手業界誌 TechCrunch は、Amazon.com 社も Square と同様のカードリーダー型サ
ービスを市場に投入する予定と報じている。後発のため手数料率を大幅に下げ、1.9%
程度の料率で参入するのではないかとされている。カードリーダーは中小規模のフィジ
カルな小売事業者や個人事業主を対象としたソリューションであるため、E コマース事
業者に加えて実店舗を構える小売事業者までも顧客としてターゲットしようとしている
のではないかと見られている。実際、TechCrunch 誌は、Amazon.com 社が 2011 年
に NFC ベースのモバイルペイメントサービスを検討していたという噂があったことも報
じている84。
② POS 機能も含めた外付けカードリーダー型ペイメントサービス
上記で紹介したのは、携帯電話にカードリーダーを接続することで、POS 端末におけ
るクレジット処理機能を代替しようとする動きであるが、POS システムそのものを携帯
端末で実現しようという動きもある。上記で紹介したようなカードリーダー型モバイルペ
イメントの仕組みをベースに、在庫・メニュー管理、座席マネージメント、出退勤管理な
どの機能を組み込んだものが登場している。
【図表 14：POS 機能も含めた外付けカードリーダー型ペイメントサービス】
事業者
Groupon 社

サービス名
Breadcrumb

Gopago 社

GopagoLive

85

88

開始時期
2012 年
10 月86

対応端末
iPad

端末価格
顧客自ら用意

2012 年 8
月89

iOS、
Android

無料で配布

84

利用料
月額 99 ドル
〜87+
Groupon
Payment 手
数料
手数料
2.85%+モバ

ターゲット
主に
Groupon の
顧客、レスト
ランなど
主に小規模
店舗

http://techcrunch.com/2012/09/27/amazon-could-be-working-on-a-square-competitor/
http://www.breadcrumbpos.com/
86
http://techcrunch.com/2012/10/10/groupon-gets-down-to-commerce-releases-newly-acquired-point-ofsale-app-breadcrumb-bundled-with-a-free-ipad/
87
http://www.breadcrumbpos.com/pricing.html
88
http://gopago.com/live
85
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Shopkeep90

Shopkeep
社

N/A

スマート
フォン
iPad

顧客自ら用意

イル決済
2.15%
月額 49 ドル
〜+Paypal
などのカード
リーダーサ
ービス手数
料

主に小規模
店舗

＜Groupon 社「Breadcrumb」＞
Groupon 社は 2012 年、外食産業向け POS ソフトウェアを開発する Breadcrumb 社
を 2011 年に買収し、加盟企業向けのレジスタサポートを展開している。この背景には
クーポン事業の成熟があり、Groupon 社は、「ローカルコマースの活性化」を戦略基盤
とした上で、Breadcrumb を前述のクレジットカードリーダー型決済サービス Groupon
Payments（前述）と組み合わせて展開している91。アプリケーションはアップストア経由
でユーザー企業の iPad 上にインストールされ、同社のサーバーからライセンスに応じ
て同時実行台数などを管理する仕組みとなっている。
Breadcrumb のレジスタサポート機能としては次のようなものがある92。
 オーダーテイク機能







テーブルマネジメント（フロアプランの作成、空席確認など）
コースやメニューの管理作成（メニュー、コースの作成など）
業務管理（売上集計、分析レポート、ダッシュボード機能、グラフ機能など）
従業員管理（タイムカード管理、チップ管理、担当業務管理）
決済サポート機能（伝票の分割や合併、サービス品や割引品の管理、集計、
レシートの印刷もしくはメール送信など）
現金管理（シフトの終わり毎に現金残高を集計）

＜Gopago 社「GopagoLIVE」＞
Gopago 社は 2012 年 8 月に GopagoLIVE と呼ばれるハード・ソフト一体型の携帯端
末ベースの POS レジスタシステムの提供を開始している。同社のサービスは「機材一
式無償提供」を特徴としており、ユーザーの小売業者には、Motorola 社製 Android タ
ブレット Xyboard 10.1（500 ドル相当、欧州では XOOM2 として発売中）に必要なソフ
89

http://www.gopago.com/2012/08/gopago-live-launches-free-pos-tablets-and-software-for-mobile-and-instore-payments/
90
http://www.zdnet.com/tablets-signal-turning-point-for-small-business-pos-solutions-7000001438/
91
http://techcrunch.com/2012/10/10/groupon-gets-down-to-commerce-releases-newly-acquired-point-ofsale-app-breadcrumb-bundled-with-a-free-ipad/
92
http://www.merchantmaverick.com/category/pos-software-reviews/
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トウェアをプリインストールした上で無償提供している。GopagoLIVE の運用に必要な
Verizon Wireless 社の LTE 回線費用も無料となっており、機器に組み込まれた磁気
ストライプ式のクレジットカードリーダーをベースとする決済手数料 2.85%でコストを賄
っている93。
同社はまた、一般消費者向けに GoPago という iOS/Android アプリを無料で提供して
おり、これは上記の GopagoLIVE と連携する。具体的には、店舗情報を確認したり、
支払いに利用するクレジットカードを予め登録したりすることが可能となっている94。
なお、Gopago は 2012 年 2 月、JPMorgan Chase 社から出資を受けている95。この
経緯もあってか、クレジットカード決済処理は同社系列の Chase Paymentech 社96が
担当している。
＜Shopkeep 社「Shopkeep」＞
Shopkeep 社とは、New York の Brooklyn で食品店を経営していた Jason Richelson
氏が、自身のビジネスニーズに最適な POS ソフトソフトウェアが見当たらなかったこと
から、自ら設計開発するために立ち上げた企業である。POS システムに相当する機能
をもつアプリケーションをクラウドベースで提供する形態をとっており、小売業者は自身
が保有する iPad を 1 台あたり月額 49 ドルで POS 化することができる。そのほか、同
社は POS アプリケーションをプレインストールした iPad、レシート用プリンター、キャッ
シュドロワー、クレジットカードリーダーをセットで提供している（販売価格 1,155 ドル）97。
Shopkeep アプリケーションはあらゆる小売業に対応するが、設立経緯から特に食品
店やレストランを重視しており、これらの業種に対しては追加オプションが用意されてい
る。また、決済に関しては、クレジットカードリーダーでのスワイプのほか、PayPal
Local（後述）や Dwolla、LevelUp（今後対応予定）などのサードパーティのモバイルペ
イメントサービスと連携も開始している98。

(3) プラットフォーム利用型

93

http://mashable.com/2012/08/07/startup-free-tablet/
http://www.gopago.com/#home
95
http://www.businesswire.com/news/home/20120223005503/en/JPMorgan-Chase-Invests-GoPagoprovider-Emerging-Mobile
96
https://www.chasepaymentech.com/
97
http://shop.shopkeep.com/
98
http://www.bizreport.com/2012/09/shopkeep-pos-integrates-dwolla-levelup-to-give-retailers-a-h.html#
94
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①

Starbucks Card （自社専用会員制度のモバイルアプリ化）

米 Starbucks では Starbucks Card という自社製プリペイドカードをベースとするモバ
イルペイメントサービスを提供している。StarBucks 社のプリペイドカードは、他社のギ
フトカードと同様、店頭やスーパーマーケットなどで購入ができ、会員が店舗利用時に
レジでカードを提示し、カード裏面に刻印された QR コードを読み取ってもらうと、プリペ
イドカードの残高から引き落としがされる。また、ウェブサイトで会員登録を行うことで、
ポイント制プログラム「My Starbucks Reward」99を利用することが出来る。プリペイドカ
ードへの追加入金も可能であり、決済方法は PayPal もしくはクレジットカード（VISA,
MasterCard, Discover, American Express）となっている100。

同社はこのプリペイドカードという決済プラットフォームを活用し、2011 年 1 月に携帯
端末ベースのモバイルペイメントサービスに参入している。具体的には、iPhone およ
び Android 対応の専用アプリケーションを提供しており、ユーザーはこれにプリペイド
カードを登録すると、プリペイドカードを保有しなくても、注文後の決済を携帯端末上か
ら行える形となっている。
同アプリケーションは、Starbucks 専用の電子ウォレットアプリケーションという位置づ
けにあると言える。決済時の処理も、携帯端末上のアプリケーションからプラスチック製
のプリペイドカードと同じ要領で行われる形となっている。具体的には、ユーザーが携
帯端末のアプリケーション上に表示される QR コードを示すと、レジスターについている
スキャナで読み取り、自社内サーバーで管理されているユーザー口座から金額を引き
落とす仕組みとなる101。
【図表 15：Starbucks Card アプリケーションのスクリーンショット】

99

https://www.starbucks.com/card/rewards
https://www.starbucks.com/card/manage/guest-reload
101
http://www.starbucks.com/blog/starbucks-card-mobile-goes-national/652
100
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なお、この専用アプリケーションからは、ウェブサイトのマイページ同様の方法でプリペ
イドカードにチャージが出来たり、リワードプログラムの状況を確認することが出来るほ
か、メニューを確認したり近隣店舗の所在を調べたりすることもできる。
なお、実際の決済処理は、携帯端末上では行われず同社のサーバー上で管理するプ
リユーザーのプリペイドカード情報を用いて行われる102。このような仕組みは、クラウド
ベースペイメントとも呼ばれ、原則としてハードウェアに依存しないという利点がある。
ユーザーが必要なアプリケーションを対応端末にダウンロードしさえすれば実行できる
点で、スマートフォンを利用したモバイルペイメントとして、普及に最も適しているとも言
える103。
Starbucks 社のように、ロイヤリティプログラムなどを通じて顧客との関係強化に努め
たい小売事業者は、NFC チップ（を搭載したスマートフォン）など特定のハードの普及
を待つことなく、上記のように自前でモバイルペイメントの仕組みを確立しはじめている。
ギフトカードとしては、Macy’s 、Amazon.com などが非常に有名で成功例とされている
が、Starbucks の場合は、携帯端末から利用できるアプリケーション化したことで広く普
及しており、既にアプリケーションベースの取引件数は累計 6,000 万件以上、アプリケ
ーション経由でのチャージ額は 1 億 1 千万ドルにのぼっている。同社創業者で CEO

102
103

http://www.starbucks.com/coffeehouse/mobile-apps
http://www.telecoms.com/52005/mobile-industry-still-placing-far-too-much-emphasis-on-nfc/
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の Haward Schultz は、「モバイルペイメント取引高で、当社は米国とは言わず世界で
ナンバー1 だ」と語っている104。
②

Square Wallet

Square 社は、上記で紹介した磁気ストライプクレジットカード利用型の携帯端末への
外付け型カードリーダーベースのサービスを展開する以外にも、「Square Wallet」と呼
ばれるスマートフォンプラットフォームを活用したモバイルペイメントサービスも展開して
いる。同サービスは、スマートフォンの GPS 機能、スマートフォン上のアプリケーション
に登録するクレジットカード、そして氏名と写真による本人確認を組み合わせることで、
署名不要、携帯電話を取り出す必要もなく支払いを完了させるというもの。具体的な仕
組みは次のようなものとなっている。






サービスを利用したいユーザーは、あらかじめスマートフォンにアプリケーショ
ン（無償）をダウンロードし、顔写真やクレジットカード情報を入力しておく。
アプリケーションから利用したい加盟店舗を選択し、チェックインする。
アプリケーションを搭載するスマートフォンを持参の上で注文した店舗に入店
すると、スマートフォンの GPS 機能が入店を認識し、発注店舗側の対応アプ
リケーションを搭載した端末（現時点では iPad にのみ対応）に入店の旨を通
知する。
発注者はレジで名前と注文内容を告げると、店舗側はそれらとリンクする訪
問者の顔写真（アプリケーション上に表示）をもとに注文者を認証する105。

このように、発注者は発注店舗の店頭で店員に名前を告げるだけで、クレジットカード
を出すこともなく、また署名をすることもなく、そして携帯電話を取り出すこともなく、ハン
ズフリーでクレジットカード決済および商品の受け取りが行える仕組みとなっている106。
加入小売事業者は「初来店割引」「10 回目ご来店プレゼント」などのオファーを提供す
ることも可能である。
なお、この Square Wallet の仕組みは、Starbuck 社によりクレジットカードリーダーベ
ースのモバイルペイメントソリューションと共に採用される予定となっている。この両者
のパートナーシップにより、Square 社のモバイルペイメントソリューションの普及には
104

http://www.forbes.com/sites/limyunghui/2012/08/12/to-square-up-the-starbucks-experience-potentialsand-potholes/
105
http://www.youtube.com/watch?v=8pJOVOtJpoc&feature=related
106
http://www.nytimes.com/2012/07/19/technology/personaltech/as-pay-by-phone-advances-square-takesanother-leap-state-of-the-art.html?_r=0
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弾みがつく形となり、いまのところ同社がモバイルペイメント戦争の勝者になったと評価
する記事もある107。
③

PayPal

PayPal 社も 2012 年 5 月、従来型磁気ストライプ方式踏襲型の携帯端末への外付け
型カードリーダーベースのサービスで Square 社を追随したことに続き、同社の
「Square Wallet」と同様のサービス「PayPal Local」の提供を開始した108。同サービス
は、クラウドベースの POS サービスプロバイダ Erply 社との提携により、PayPal アカ
ウントをベースに「Square Wallet」と同等の内容の、署名不要で、携帯電話を取り出す
必要もなく支払いを完了させられるというものである。加盟する小売事業者側は Erply
社の POS アプリケーションを活用すると、「PayPal Here」対応のクレジットカードリー
ダーを活用することなく、また顧客にクレジットカードや携帯端末を取り出させることなく、
注文内容および発注者の氏名と顔写真をもとに決済プロセスを完了させることが可能
となる。
発注者側についても、スマートフォンに Erply 社の POS アプリケーションと連携するア
プリケーション「PayPal Mobile Payments」をダウンロードし、クレジットカードを登録し
ておくだけで、同アプリケーションから注文先店舗を選択し発注処理を行うだけで、店
頭でクレジットカードや携帯端末を取り出すことなく、決済処理および商品の受け取り
が行える109。発注者には当然、電子メールにて電子レシートが送信される仕組みとな
っている110。

107

http://blogs.forrester.com/denee_carrington/12-08-08the_square_starbucks_deal_will_accelerate_digital_wallet_adoption
108
http://erply.com/
109
http://www.nytimes.com/2012/07/19/technology/personaltech/as-pay-by-phone-advances-square-takesanother-leap-state-of-the-art.html?pagewanted=all
110
http://erply.com/erply-integrates-paypal-for-new-seamless-mobile-payment-solution/
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【図表 16：PayPal Mobile Payments アプリケーションのスクリーンショット】

なお、参考までに、PayPal 社は現在、これまでのオンライン上の E コマース決済のサ
ポートだけでなく、上記のような店頭での決済の簡便化に取り組んでおり、携帯端末を
利用したモバイルペイメントサービス以外の決済ソリューションの展開も進めている。具
体的には、小売事業者の店頭に既設のクレジットカードリーダー対応 POS に、商品の
購入者が PaypPal アカウントと紐付く電話番号と PIN を手入力すると、PayPal アカウ
ントの残高をベースに決済ができるというもので、同社は既に同サービスのトライアル
を展開している。このサービスの場合、小売事業者側は POS システムを NFC 対応の
新機種に取り換えことなく、買い物客に簡便な支払い手段を提供することができるため、
既に一部の小売事業者から支持を受けているとされている111 。

111

http://www.computerworld.com/s/article/9220048/PayPal_unveils_mobile_payments_for_in_store_shoppin
g
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4.

今後の展望と課題

(1) スマートカードの普及に伴う NFC 利用インフラの整備
米国統計局の予測によると、米国のクレジットカードの流通枚数は 2012 年現在、13
億枚、デビットカードは 5.8 億枚と見積もられている112。これと比較すると、セキュリティ
機能を強化した EMV 規格対応のスマートクレジットカードの普及は、米国ではまったく
といっていいほど進んでいない。
【図表 17：EMV カードおよび端末の普及率（2011 年第 3 四半期）113】
地域
カナダ、ラテンアメリカ
アジア太平洋
アフリカ、中東
ユーロゾーン 1
ユーロゾーン 2
米国

EMV 対応カード
普及率
38.0%
20.2%
20.2%
80.6%
13.3%
<1%

EMV 対応カー
ド発行数（千枚）
259,550
317,316
25,883
708,915
31,739
〜 100

EMV 対応端末
普及率
80.0%
49.5%
66.4%
93.8%
71.1%
—

EMV 対応端末
出荷数（千台）
4,342
4,174
380
10,985
586
〜 100

なお、ここでいう EMV 規格とは、IC チップを搭載したカード（スマートカード）と対応する
カードリーダー端末が安全に取引処理を行うための規格のことである。同規格は、本
人確認、リスクマネジメント、決済のオーソリゼーションなどについての仕様からなって
おり、1999 年に Europay 社、MasterCard 社、Visa 社が設立した団体 EMVCo が仕
様を策定し、EMV 仕様に沿った IC カードの普及を推進している。現在は American
Expresss 社、Visa 社、Mastercard 社、JCB 社も EMVCo に参加している114。
EMV 仕様に準拠した IC チップを搭載したカードとしては、接触型通信方式、非接触型
通信方式の 2 種類がある。接触型通信規格は、1999 年に ISO/IEC7816 を基本とし
て Europay（後に MasterCard に買収）、MasterCard 、VISA の三社により共同開発
された115。一方、非接触型通信規格は、ISO/IEC 14443 を基に 2001 年に開発され、
のち NFC もサポートしている。
112

http://www.paymentssource.com/news/Plastic-Cards-In-No-Danger-Of-Leaving-Us-Soon-Experts-Agree3010162-1.html
http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s1188.pdf
ただし、実際に通用するクレジットカード口座の数は 2012 年に 3.8 億件とのデータもある。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM0703D_X00C12A9000000/
113
http://www.cscu.net/images/uploads/EMV%20Essentials%20CSCU%20Mercator%20Final%20Web.pdf
114
http://datacardedge.com/articles/emv-vs-nfc-technology-setting-the-record-straight/
115
http://www.emvco.com/faq.aspx?id=41
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非接触 IC カードについては、かつて ISO/IEC14443 が策定されたが、Philips が開発
した Type A と Motorola が開発した Type B が規定されたのみであった。その後通信
距離 10cm 程度の近接無線通信規格として、ISO/IEC14443 と、Sony ほかが開発し
た Felica（JIS X6319-4）の通信技術も包含する形で NFC（Near Field
Communication）規格が制定され、ISO/IEC18092（2003 年）として標準化された116。
NFC 規格は 2003 年に策定された ISO/IEC18092、2005 年に策定された
ISO/IEC21481 からなっている117。
＜EMV 対応カード普及に向けた動き＞
EMVCo の設立メンバーで EMV 規格の浸透を目指す Visa 社は 2011 年 8 月、EMV
対応カードの普及の促進に向けて、以下の通りいくつかの発表を行った118。


Visa は、2012 年 10 月 1 日から，Technology Innovation Program (TIP) を米国
でも展開する。TIP により、Visa との取引の 75%以上を IC カード決済対応端末
で処理している加盟店は，その年度の PCI データセキュリティ基準(PCI DSS)の
認証審査が免除されることになる。



Visa は、米国のアクワイアラーと呼ばれる加盟店契約会社およびサービスプロバ
イダに対して、加盟店が IC カード決済に対応できるようにサポート体制を 2013
年 4 月 1 日までに整えることを求める。



Visa は、米国において米国内外の偽造カードが POS 端末で使用された場合の
責任分担の見直しを、2015 年 10 月 1 日から行う予定とする。ガソリンスタンドに
関しては、2 年後の 2017 年 10 月 1 日から適用する。現在，偽造カードが POS
端末で使用された場合、カード発行会社が責任を負う規定となっているが、最低
限の EMV 端末の要件を満たさない加盟店で使用された場合、偽造カードの使用
による損失は、その加盟店の契約先アクワイアラーに課されることになる。

その後の 2012 年 1 月には MasterCard が、同年 6 月には American Express が同
様の対応を発表し、アクワイアラー、サービスプロバイダ、小売事業者（加盟店）には、
店頭のカードリーダー機器について EMV 対応のものへの更新を促すこととなった。

116

http://www.nfc-world.com/en/glossary/index.html
http://stackoverflow.com/questions/10186887/nfc-standards-nfc-forum-iso-iec-ecma
118
http://corporate.visa.com/newsroom/press-releases/press1142.jsp
117
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これにより、欧州で先行していた EMV 規格への対応が米国でもようやく進む可能性が
出てきており、米国では 2017 年までに 9 億 3,500 万枚のスマートカードが普及すると
の予測もある119。PCI DSS の認証審査は一定規模以上の小売事業者（加盟店）でな
ければそもそも関係がないため、クレジットカードリーダーを導入する小規模の小売事
業者や個人事業主などにとっては、上記の内容では EMV 対応へ向けたインセンティ
ブにはならないという指摘もあるが120、大手小売事業者には大きなインセンティブが働
くため、前向きに対応する動きが出てきている。
例えば、小売大手の Wal-Mart は、クレジットカード詐欺防止効果を期待して、スマート
カード導入に賛成しており、すでに米国内店舗の POS のカードリーダーシステムは
EVS 対応のものに更新済みとなっている。米国で EMV 対応の決済が普及しない背景
には、小売事業者側が POS のカードリーダーシステムのアップグレードコストを敬遠し
ているという見方があるが、同社の Jamie Henry 氏は、「サインはもはや時間の無駄、
カード取引には EMV にもとづく PIN コードベースのものが必須だ」とした上で、「EMV
対応システムを導入したのに、EMV 決済をスタートできないのはカード発行事業者側
の対応が遅れているからである。現在では、署名によるカード処理より、PIN ベースの
カード処理の方がカード発行業者による手数料が低く定められているため、カード発行
事業者は EMV 対応カードを発行しないことで、（手数料が多くとれる）署名ベースのカ
ード処理を延命させようとしているのではないか」」と語っている121。
なお、上記の通り、EMV 仕様では NFC ベースの決済についても定めており、EMVCo
は NFC を推進する業界団体 NFC Forum と共同で、NFC 決済でのセキュリティ強化
（詐欺利用の回避）を目的とした技術的なテストも開始している122。また、POS システ
ムベンダが提供する最新の EMV 対応ターミナル機器の中には、スマートカード決済と
NFC 決済の双方に対応するものが出てきている。例えば、POS システム業界大手の
Verifone 社は新たな POS ターミナル端末（EMV 対応）全てに NFC 機能を搭載すると
発表123、2012 年 9 月には過去 1 年間で 100 万台の NFC 対応の POS を出荷したと
アナウンスしている124。

119

http://www.imsresearch.com/japan/pressr/Smart_Payment_and_Banking_Cards_Shipments_to_Rise_to_
35_Billion_By_2017
120
http://www.paymentsjournal.com/Blog.aspx?id=11239
121
http://www.americanbanker.com/bulletins/-1019771-1.html
122
http://www.nfc-forum.org/news/pr/view?item_key=ef49d7903166ae05d561306260d1165daa703f12
123
http://gigaom.com/2011/03/04/verifone-all-new-point-of-sale-terminals-will-get-nfc/
124
http://blog.verifone.com/technology-innovations/mobile-technology-innovations/what-chicken-what-eggverifone-ships-more-than-1-million-nfc-pos-systems-in-12-months/
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(2) 今後のモバイルペイメントサービスの展開
現在、モバイルペイメント市場には、VISA、Master、American Express のクレジットカ
ード企業、Google、Amazon といった IT サービス事業者、ISIS で連合する携帯電話
通信キャリア、そしてハードウェアメーカーといったグループが存在し、それぞれが、IC
チップ搭載スマートクレジットカードベースの決済、NFC ベースの決済、ハードウェアに
も依存しないプラットフォーム型の決済などを並行的に進めている状況にある。
今後のモバイルペイメント市場は、いかに消費者と小売事業者の双方に使いやすさと
低コストを両立させたサービスを提供できるか、セキュリティが確保できるかがポイント
であるが、同時に、利用端末であるスマートフォンとタブレットが装備する決済関連ハー
ドウェアとその普及状況が絡み合って、発達していくと考えられる。
以下、それぞれのモバイルペイメントサービスや主要プレーヤの将来の展望について
みていくこととする。
① （従来型）磁気ストライプクレジットカード利用方式
今後少なくとも短期的に市場を席巻するであろうサービスは、Square 社に代表され
る従来型の磁気ストライプクレジットカードを利用する携帯端末への外付け型カード
リーダーベースのサービスである。消費者に対しては、これまでクレジットカード支払
いが利用できなかった小売事業者でもクレジットカードが利用できるようになり、特に
従前のクレジットサービスとは変わらない点、小売事業者に対しては、スマートフォン
などにカードリーダーを取り付けるだけという容易さ、わかりやすく安価な手数料体系
を提供している点などから、これまでクレジットカード会社が対象としてこなかった小
規模店やフリーマーケットにも市場を広げることに成功している125。同分野を開拓し
た Square 社に続き企業の参入も相次いでおり、携帯端末への外付け型カードリー
ダーベースのサービス市場は当面、活況を呈するであろうと考えられる。
Square 社はさらに Starbucks 社と業務提携を行い、Starbucks 店内で Starbucks
Card Mobile 並んで、デジタルウォレットサービスの Square Wallet の提供をはじめ
ている126。Wallet では、単なる決済にとどまらず、新たな顧客サービスやショッピン
グ体験、本人確認の強化などの付加価値を実現している。
125

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2405348,00.asp
http://www.forbes.com/sites/limyunghui/2012/08/12/to-square-up-the-starbucks-experience-potentialsand-potholes/
126
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② プラットフォーム型サービス
既存の決済インフラを活用し、ハードウェアに依存しない決済環境を提供するプラット
フォーム型サービスも、今後は有望と言える。特に、モバイルペイメントで世界一と自
負をする Starbucks 社が Square 社と提携し、同社のプリペイドカードベースのモバ
イルペイメントサービスに Square 社のプラットフォームを組み込むことを決定したこ
とで、プラットフォーム型サービスは一層進化していく可能性は高い。
Starbucks 社はまた、Square 社が推進する利便性の高い（氏名・顔認証ベースで店
頭でカードや携帯端末を取り出す必要さえもない、署名不要の）モバイルペイメント
サービスを採用することも決定しており、プラットフォーム型サービスと携帯端末への
外付け型カードリーダーベースのサービスが相互補完的に成長していく方向性も見
えてきた。今後、消費者に対してカード決済を受け付けながら、同時にカードどころか
携帯端末までも取り出さずに決済できるという利便性も訴求するようになれば、外付
け方カードリーダーベースのサービスからの切り替えが円滑に進み、プラットフォー
ム型の決済サービスがモバイルペイメントの主役になる可能性も十分にある。
③ NFC をめぐる動き
一方で、上記のような GPS 情報を併用した氏名・顔認証ベースのモバイルペイメン
トサービスが普及する可能性もあるが、上記でも述べたとおり、NFC インフラは欧州
での普及にけん引される形で米国でも中長期的な整備が進んでいくとみられており、
今後、セキュリティ確保の観点からも NFC がモバイルペイメントの主役となる可能性
は高いと考えられる。
クレジットカード各社が、EMV 規格対応スマートカードの普及を推進すべく、小売事
業者に対し 2015 年までに対応するカードリーダーを導入しなければクレジット詐欺
被害の補償をしないと通告したこと127なども、NFC 対応の新しいカードリーダーの普
及を後押しすると考えられる。POS システムベンダは、小売事業者の POS システム
の更新を視野に入れ EMV 規格対応の新製品開発を始めていたところ、NFC ベー
スの決済システムの登場を受け、EVM 対応のスマートカードと NFC の双方に対応
したものをラインアップしている。

127

http://blog.unibulmerchantservices.com/emv-nfc-mobile-wallets-and-credit-card-fraud-liability/
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NFC はこの 5 年ほど、「NFC 搭載の携帯電話端末が普及しないから NFC 対応
POS の導入が進まない、NFC 対応 POS の導入が遅れているから NFC 搭載携帯
電話が出回らない」という、「鶏か卵か」の議論を繰り返してきたが、上記のようにイン
フラ整備がようやく進みはじめている。市場調査会社 Forrester Research は、2012
年から 2013 年までは、NFC は依然としてニッチな存在にとどまるものの、その後は
インフラが整ってくるにつれて単なる決済分野だけではなく、さまざまな情報交換用
途に用いられるようになるとされている128。

（参考）NFC とプラットフォーム型ペイメントをめぐる駆け引き
Google 社は、NFC 対応の Google Wallet を運用しながら、Google Wallet アプリを iPhone にも
普及させるために、NFC 技術以外の方式の併用も検討しているのではないか、という予想も出てお
り129、Google Wallet 決済プラットフォームの複数 OS 展開を模索している可能性がある。
Apple 社は iPhone5 及び iPad4 などの今年の新製品発表において噂されていた NFC の搭載を
見送っており、モバイルペイメントの方向性について明確な姿勢を示していない。同社の Senior
Vice President of Worldwide Marketing の Phil Schiller 氏は、「NFC が何の問題への解答なの
かが明らかでない。ワイヤレス支払い（非接触決済）と言っても、新たなコンポーネントをプラグしな
いと使えないのであれば、実際には物事は複雑化するだけだ」と語り、NFC の技術主導のサービ
ス展開に疑問を呈している130。Apple 社は iOS 6 に Passbook という自社開発アプリを搭載し、飛
行機のチケット、小売事業者のクーポン、映画のチケットなど、決済ではないがリテールトランザクシ
ョンに関連するデータを一括収納・管理・利用できる仕組みを確立した。Starbucks 社、Target 社、
United Airline 社、Fandango 社などがサービスに参画131しており、Passbook エコシステムを作り
上げつつあることから、モバイルペイメント分野周辺の機能強化を図った上でモバイルペイメントサ
ービスに進出するのか、それともモバイルペイメント分野には参入せずに周辺領域の機能について
主導権を握ろうとしているのか、業界でも注目が集まっている。

128
129

http://blogs.forrester.com/thomas_husson/12-08-02-nfc_what_lies_beyond_contactless_payments
http://www.fiercemobilecontent.com/story/google-wallet-expands-metropcs-hints-iphone-support/2012-10-

23

130

http://allthingsd.com/20120912/interview-phil-schiller-on-why-the-iphone-5-has-a-new-connector-but-notnfc-or-wireless-charging/
131
http://www.cio.com/article/719025/Apple_iPhone_Passbook_The_Future_of_Mobile_Payments_
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なお、カードリーダーソリューションの雄 Square 社でも、Google 社で Google Wallet 開発に携わ
ったエンジニアの Rob von Behren 氏を引き抜き、NFC 対応の技術開発に取り組んでいると伝え
られており132、同社もモバイルペイメント市場で全方位戦略を進める可能性が出てきている。

(3) モバイルペイメント普及の課題と対策
上記で紹介したように、モバイルペイメント市場にはすでに多種多様なサービスが存在
しており、事業者の新規参入も続くとみられている。現在は、もパイルペイメントサービ
ス勃興期であり、メディアで賑やかに報じられることは認知度アップにつながるとは言
え、あまりたくさんの種類があると、消費者も小売事業者側も、どのサービスを選択し
たら良いかがわからない。ことに新しいハードウェアの導入が必要な場合その必要性
や、モバイルペイメントというサービスの利点、どれほどのセキュリティ対応が図られて
いるのか、などについての理解が進まなければ、消費者及び小売事業者に混乱を与
えかねない。
例えば、連邦準備制度理事会が 2012 年 3 月に行った消費者向けの意識調査では133、
「あなたは過去 12 ヶ月間にモバイルペイメントを利用しましたか」という問いに対して、
「はい」と答えた人は 12.3%、「いいえ」が 87.3%であった(N=2002)。「いいえ」と答えた
人に、モバイルペイメントを利用しない理由をたずねた結果は、以下のようになってい
る。
【図表 18：モバイルペイメントを利用しない理由】
理由

割合

モバイルペイメントのセキュリティ面が心配

41.5

モバイルペイメントの何が良いのかわからないから

36.7

キャッシュやクレジットカードで支払う方が簡単だから

36

携帯電話の機能が十分でない

30.8

テクノロジーを信頼していないから

19.7

通信料金が高すぎる

15.3

その他

12.4

携帯電話の設定が面倒だから

9.1

132

http://www.quora.com/Square-Inc-1/Is-Square-going-to-get-into-the-NFC-payments-platform-or-even-apayment-processor
133
http://www.federalreserve.gov/econresdata/mobile-devices/files/mobile-device-report-201203.pdf

- 39 -

ニューヨークだより 2012 年 11 月

携帯電話を使っての支払が出来る店舗を知らない

9

利用している銀行でそのようなメニューがない

4.3

モバイルペイメントに銀行が手数料を取るから

1.9

NA

1.7

(単位：%、N=1780)

上述のようにクレジットカード各社としては、従来の磁気ストライプクレジットカードから
スマートカードへの切り替えを進めようとしているところであるが、消費者と小売事業者
から見れば、従来のカードスワイプから決済方法を替えるインセンティブに乏しいのが
現状である。この決済インフラの更新が滞っている状況で、現状は消費者とクレジット
カード会社の間に割り込む形で、磁気ストライプクレジットカード利用型のモバイルペイ
メントへの参入が相次いでいるようにも見える。これらの事業者が、サービス内容の向
上を通じた差別化を図らなければ、今後、手数料引き下げの価格競争が進みかねな
い。
こうした中、必要になってくると考えられるのが、新たな付加価値の提案である。例えば、
徐々に種類が増えつつある「デジタルウォレット」サービスは、複数の資金源からの支
払を承認でき、さらにオファーやクーポン、チケット、ロイヤリティリワード、電子レシート、
商品情報提供といった関連機能を統合的に提供するものとなっている。このように、周
辺ビジネスまでを視界に入れ、例えば、オンライン販売への対抗策として以前紹介した
Geo-fencing のように、消費者の所在地、関心事項などに合わせた、リアルタイムの
様々なイベント案内・販売促進などを提案していくことなどができれば、モバイルペイメ
ントアプリケーションが、単に決済を簡易化するだけでない様々なサービスへのポータ
ルとなることも期待できる。
モバイルペイメントの類型としては､現在活況の携帯端末への外付け型カードリーダー
ベースのサービス、プラットフォーム型サービスから、長期的には NFC ベースのもの
が主流になっていくと予想される。しかし、モバイルペイメント市場の将来は、店頭での
クレジットカードスワイプが、こうしたサービス種別のどれに置換されていくのかというこ
とではなく、むしろ、小売事業者、ロイヤリティ・クーポンプログラム、さらにはイベント興
行（チケット販売）、公共交通機関やソーシャルメディアなどの周辺ビジネスを、いかに
決済サービスと連携させていけるのかにかかっている。
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本レポートは、注記した参考資料等を利用して作成しているものであり、本レポートの
内容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切について、執筆
者及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありません。また、本レ
ポートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被った場合も、執筆者及
び執筆者が所属する組織が如何なる責任を負うものでもありません。
なお、このレポートに対するご質問、ご意見、ご要望がありましたら、
takashi_wada@jetro.go.jp までお願いします。
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