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●事前に現金を入金（チャージ）し
　て使う。

●チャージの上限額は2万円～5万円
　くらい。

●オートチャージにすると残金が
　一定額以下になったときに、リン
　クされているクレジットカードか
　ら自動入金される。

●クレジットカードなどの決済
　（支払い）手段を使って利用金額
　を後から支払う。
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Electronic
 money
現金以外の「お金」が増えている

お金の代わりをするカードを前払い・即時払い・後払いに仕分けてみよう！

　あなたの財布にはカードが何枚入っていますか。
最近はお金の代わりをする電子マネーが増えています。
　カードなら一瞬で支払いが済み、小銭もいらないため手軽に利用できます。ただし、財布に
入っている現金とは違い、「見えないお金」の管理は意外と難しいのです。

Mission 1

寸劇「電子マネーの泉」を演じてそれぞれの電子マネーの特徴を知ろう！

Mission 2

あっ、マズイ！
ケータイを
泉に落とした！

すると、泉の精が現れて…

メリット

使える場所

●電車（改札）、バス
●コンビニエンスストア
●スーパーマーケット
●ネットショッピング
　　　　　　　　　　 など

●小銭が不要
●少額の支払いに便利

●子どもでも使える
●ポイントがたまる

　電子マネーにはインターネットのサーバー上に
記録させるタイプもあります。主にネットショッ
ピングやオンラインゲームの支払いに利用されて
います。

先に現金を払うか、
後で払うかに分かれて
いるんだね。

こんな電子マネーもあるよ   サーバー型電子マネー

Elec
tron

ic

 money

Electronic
 money

Electronic
 money

ここからスタート

電子マネーの泉電子マネーの泉電子マネーの泉

それも、
ミッションを
クリアして
からです。

ようこそ、電子マネーの泉へ。
このエリアで4つのミッションを
クリアすれば、次のエリアで必要な
アイテムをあげましょう。

あのー、僕のケータイは…

　電子マネーは、前払い式（プリペイド）と
後払い式（ポストペイ）の2種類があります。
　クレジットカードなどから引き落とす
タイプの電子マネーは「残高不足で使え
ない」ことがなくなるため、更に便利に
利用できます。
　ただし、カードに入金されている残高が
見えないため、いくら使ったかがわかりに
くくなります。 

■電子マネー発行枚数と決済金額の推移

CHAPTER 1 電子マネーの泉

Electronic
 money
電子マネーってどんなもの？

Electronic
 money
電子マネーの特徴

　電子マネーとは、お金の価値を電子データ
として記録させ、代金の支払いに利用するも
のです。
　よく目にするカード型電子マネーは、プラ
スチックカードの中のICチップにお金の価値
が記録されています。ICチップは携帯電話や
スマートフォンにも搭載することができ、読
み取り機にかざすだけで精算ができます。
　ただし、現金とは違い電子マネーの発行会
社ごとに使える場所が決まっています。

とうさい

ポチャ
ン！

ポチャ
ン！

ここが
「電子マネーの泉」か。
きれいだなぁ。

！

日本銀行決済機構局

電子マネー
決済金額（兆円）

電子マネー
発行枚数（億枚）

前払い式
（プリペイド）

後払い式
（ポストペイ）
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　電子マネーは便利ですが、「何にいくら
使っているか」わからなくなることがありま
せんか。カードを何枚も持つのは、財布の数
が増えるのと同じです。また、クレジット
カードなどから引き落とすタイプの電子マ
ネーを使うと、後から代金を支払うため、更
に管理が難しくなります。自分に合った電子
マネーを選んで、使い方を決めてから利用す
ることが大切です。

放っておくと使われて
大変なことになるんだね。

便利なものほど
しっかりとした
管理が必要です。

信用樹を育てる
キーワード

Next
クレジットの森クレジットの森

今日の学習を振り返って、わかったこと、これから取り組みたいことについて書いてみよう。

Mission 3

ミッションクリアおめでとう。
では、約束通りあなたのケータイを返しましょう。
ごほうびに金のジョウロもつけてあげますよ。
それを使って、次のエリアも頑張ってくださいね。

クレジットカードを持てるようになったらどこで使うか、考えてみよう！Mission 1

使える場所 メリット
●お店
●ネットショッピング
●海外での買い物
●電車の改札でのオートチャージ
●高速道路料金ゲート（ETC)の支払い  など

　無記名式はなくしても補償されません。
個人情報を登録させる記名式は、ほとんど
の場合電子マネー発行会社の補償が受けら
れます。
　クレジットカードから引き落とすタイプ
の電子マネーを利用している場合は、後払
い式ならクレジット会社の補償が受けられ
ます。なくしたことに気づいたら、電子
マネー発行会社とクレジット会社、警察
にすぐに連絡しましょう。

■クレジットカード発行枚数と信用供与額の推移

日本クレジット協会

ショッピング  　　キャッシング　　   クレジットカード発行枚数

ふん、高校生か。
クレジットの森には、
ちと、早いのう。
まあ、いい。若いうちから
知っておくことも大事じゃ。

Electronic
 money
電子マネーをなくしたらどうする？

CHAPTER 1 電子マネーの泉 CHAPTER 2 クレジットの森

Electronic
 money
見えないお金の管理は難しい

　クレジットとは「信用」という意味で、  クレ
ジットカード＊は、買い物の代金を後で支払
うことができるカードです。
　高度情報化の進展に伴い、クレジットカー
ドは私たちの生活のいろいろな場面で登場
するようになりました。スーパーマーケットや
デパートでの買い物、ネットショッピング、海
外旅行や電子マネーのオートチャージなどで
クレジットカードを利用する機会が増えてい
ます。つまり、現金以外の「見えないお金」
で支払う割合が増えているということです。

Credit
card
生活に浸透したクレジットカード

しん    とうしん    とう

●現金がなくても買い物ができる
●後払いにすることができる
●分割払いができる
●ポイントがたまる
●海外でも買い物ができる

＊クレジットカードを持つことができるのは高校生を除く18歳以上。
　ただし、20歳未満は保護者の同意が必要。

＊H25（2013）年より集計方法の見直しを行っているため
  H24（2012）年以前の数値との連続性はない。

Credit
card
クレジットカードはなんで便利なの？

この森には信用が
ないと育たない
「信用樹」がある。
4つのミッションを
クリアして「信用樹」
を育ててくれ。

何のこと
ですか？

ここがクレジットの森か。
あれ、木の手入れを
している人がいるぞ。
こんにちは。

？ ？

信用樹を育てる

クレジットの森クレジットの森クレジットの森
●届け出後、利用停止になった時
　点の残額が補償される。
　（利用停止までの間に使用された
　分は補償されない。）

●クレジットカードと同様に届け
　出た日から原則60日間遡って補
　償される。
　（届け出ないと不正に使用された
　分も支払わなければいけない。）

前払い式
（プリペイド）
の記名式

後払い式
（ポストペイ）
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毎月の返済額は元金と利息の合計額
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　利息はお金のレンタル料です。借りた期間の分だけ利息を支払います。 　金融機関と消費者との二者間契約です。
　金融機関によって、金利、貸出金額、審査に必要な要件などが異なります。

お金を借りるとして、利息を計算してみよう！

Mission 2

ローンやキャッシングの広告を見て、違いを調べてみよう！

Mission 3

利息の計算方法

金利によって返済総額が変わってくる

　金利が高いと、利息は多く
なります。借りる金額が多け
れば多いほど、借りる期間が
長ければ長いほど利息は増え
てしまいます。
お金を借りるときは「利息は
いくらで、返済総額がいく
らになるか」確認することが
大切です。

保証人の責任は重い

　親しい友人から「絶対に迷惑をかけないから保証人になって」とお願いされたらあなたはどうしますか。
もし友人が借金を支払わないと、代わりに保証人が支払わなくてはいけません。
どんなに親しい間柄でも、お金と友人関係は切り離して考えましょう。

クレジットカードのもうひとつの機能　お金が借りられるカード

　クレジットカードは買い物だけではなく、お金を借りる機能も付いています。これをキャッシングといいます。ATM
から簡単にお金を借りることができますが、利息は教育ローンや住宅ローンに比べると、とても高くなっています。

■金利の違いによる利息と返済総額
　（リボ払いで毎月1万円ずつ返済する場合）

■「元金」……借りた金額のことです。
■「金利」……一定期間に支払う利息の割合のことで、ローンの場合実質年率で計算します。

元金 × 金利（実質年率）× 借入期間
がん きん

借りる目的や借り手の信用力に応じて、借りられる金額や利息などの条件が変わります。

ローンを比較すると…

利息支払い額

金額

⇒

返済回数⇒

元金返済額
金額

⇒

返済回数⇒
●1回当たりの支払額

元金
元金（一定額） 利息

元金+利息（一定額）
元金（利息により変動） 利息

●銀行
●信用金庫
●クレジット会社
●信販会社
●消費者金融会社

●日本信用情報機構
●全国銀行個人信用情報センター
●シー・アイ・シー

返　済

借金
の申し込み

審　査

担　保

金　利

●カードローン（キャッシング）
●フリーローン

●教育ローン
●自動車ローン
●住宅ローン　など

厳しい

原則必要

安い

緩い（簡単に借りられる）

原則不要

高い

使い道が決まっているローン 使い道が自由なローン

CHAPTER 3 ローンの海

Loan ローンを利用すると利息がかかる

利息支払い額

元金返済額

●元金均等返済方式（利息は外付け）
がん きん きん とう

●元利均等返済方式（利息は内付け）
がん   り  きん とう

消費者

信用調査　貸付
かし つけ

　担保とは、借金が返済できないときに備え、貸し手が借り手の資産などを仮押さえすることです。
　担保には土地や建物、自動車などの資産があり、借金が返済されないときは、借金の返済に充て
ます。資産などの担保の代わりに借金を返済する保証人を立てる場合もあります。

たん  ぽ

Loan ローンの仕組み

金融機関 個人信用情報機関

0 10 20 30 5040 60 70 80 90 100

元利均等返済
（金利　年18％）

元利均等返済
（金利　年5％）

（万円）

支払回数
（支払期間）

元金＝500,000円

元金＝500,000円 利息＝
430,277円

利息＝
61,747円

返済総額  930,277円

返済総額  561,747円

94回
（7年10か月）

57回
（4年9か月）

リボ払い→P6参照
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