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コード決済3

コード決済について
〇〇ペイについて正しく理解するためのお話をしま
す。

目次です。
１．○○ペイって何？
２．チェックポイント
３．クイズ

４．トラブル事例紹介

はじめに、１．○○ペイって何？についてお話しします。
これからアクティブシニアの「夏久すみれさん」と賢い
お助けマン「ちょっと待ってくん」が○○ペイ（コード決
済）について解説をしてくれます。

皆さんがよく耳にする「○○ペイ」とは何でしょうか。

○○ペイとは、スマホで商品やサービスの代金を支
払うときに、自分が登録している〇〇ペイ（Payサービ
ス）のQRコードを提示するなどして支払う方法のこと
です。
スマホで店の機器に表示されたQRコードを読み取っ

たり、店の人がスマホに表示されたバーコードをバー
コードリーダーで読み取って支払いをする方法のため、
「コード決済」といいます。
〇〇ペイという支払方法があるわけではありません。
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色々な○○ペイがあります。よく名前を聞くPayPay
（ペイペイ）やLINEPay（ラインペイ）、携帯電話会社
系のⅾ払い、ａｕペイや、コンビニ系のファミペイ、海
外のアリペイ、ウィーチャットペイなど様々です。

○○ペイのしくみは、クレジットカードのような三者間
取引です。現金で支払う代わりに、○○ペイ会社の
コード決済（○○ペイ）で支払います。○○ペイの支払
いを銀行口座にしていれば、銀行口座から代金が引
き落とされます。クレジットカードに紐づいていれば、
後日クレジットカード会社から○○ペイの請求をされ
ます。

ここでちょっと待ってくんが「たくさんの種類の○○ペ
イがあるけど、やみくもに複数登録するより、自分が
使うものを登録するといいよ。」とすみれさんにアドバ
イスしています。すみれさんは複数の○○ペイを登録
しようと思っていたのですが、「なんでも登録すればい
いわけでもないのね。」と反省し、近くのコンビニで使
える〇〇ペイを登録しようと思っているようです。

すみれさんが、何も考えずに登録しようとしているの
を見たちょっと待ってくん。「○○ペイが全ての店で使
えるわけではないよ。」「また、登録前に規約をきちん
と読むことが必要だよ。」とアドバイスしています。

すみれさんも、「どの店で使えるかきちんと確認するこ
とが必要ね。面倒だけど、規約も読んでみるわ。」と
言っています。事前に規約を読むことはとても大切で
す。
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ちょっと待ってくんは、「会社によって店でチャージで
きたり、ポイントが付いたりつかなかったりするから、
ちゃんと比較するといいよ。」とも言っています。
では、つぎのページの比較表を見てみましょう。

AmazonPayは、Amazonギフト券でもチャージできます。
ゆうちょPayは、ゆうちょ銀行のデビットカード機能に
なっているのでチャージ不要です。
メルペイはメルカリの売上金（ポイント）が使えます。

ファミペイはファミリーマートの店舗でもチャージが可
能です。

では実際に○○ペイを登録してみましょう。○○アプ
リを登録するためには、アカウント（ID・パスワードな
ど）の登録が必要です。まずスマホに○○ペイのアプ
リをダウンロードします。
アンドロイドというOSを使っているスマホの場合は
「Google play」、iPhoneのようにiOS(アイオーエス)
というOSを使っているスマホは 「App store 」で○○ペ
イアプリをダウンロードします。
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ほとんどの○○ペイは、銀行口座からのチャージが可
能で、ポイントも付きます。それぞれの特徴です。
PayPayはコンビニATMでチャージできます。
LINEPayはLINEPayクレジットカードのみカードからの
チャージが可能です。
楽天Payは楽天市場やラクマでも使用が可能です。
ⅾ払いは、ドコモのスマホ利用者以外も登録可能です。
ａｕPayはポインタポイントと提携しています。
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アプリに電話番号とパスワードを入力します。

スマホに認証番号が届くので、それをアプリに入力し
ます。

まず、銀行口座払いを選択する場合の方法をお知ら
せします。
①本人確認をする

本人確認書類の提示（撮影して送信）と顔認証
（顔写真を送信）などで本人確認申請をします。
②銀行口座の登録

支店名、口座番号、生年月日 を入力して登録完
了です。
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次に支払方法を選びます。ちょっと待ってくんは、
「○○ペイは、銀行口座から支払ったり、クレジット
カードで支払ったり、キャリア決済、店で支払うことも
できるから、自分に合った支払方法を選ぶことが大切
だよ。」と言っています。

また、○○ペイの残高が数円でも足りないと「エラー」
になってしまいます。○○ペイの不足分に現金を足し
て支払うことはできません。残高不足を防ぐには、
オートチャージという選択肢もあります。
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クレジットカードの登録）①クレジットカード払いを選択
する場合の方法をお知らせします。
②クレジットカードをカメラで読み取るか、

カード番号を入力する。
③クレジットカードが登録される。

クレジットカードは後払いのため、実際は使ってから１
～2か月目に引き落とされます。

次に○○ペイにチャージする方法をお知らせします。
すみれさんは現金でチャージするようです。指定され
たコンビニなどのATMに行き、○○ペイの「チャージ」
を選んで、QRコードを読み取って、表示された企業番
号を入力してチャージしたい現金をATMに入金すると
チャージができます。

○○ペイアプリの中には、クレジットカードやキャリア
決済を選んで、チャージしたい金額を入力し「チャー
ジ」をすることもできます。クレジットカード会社が指定
されている場合もありますので、ご自身の登録してい
る○○ペイがクレジットカードでチャージができるか調
べておくことが必要です。

○○ペイで支払う方法を案内します。例えばランチを
した飲食店で○○ペイを使って支払いをするときは、
QRコードを店の機器に提示したり、店の人がバーコー
ドを読み取ったりして支払います。

ネットショッピングのときは、支払方法の中で○○ペイ
を選択し、アプリの支払い画面で「支払う」をタップしま
す。
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○○ペイでは、 じ○○ペイを登録している友だちな
どに○○ペイを送ることができます。

また、全員が じ○○ペイを登録している必要があ
りますが、飲み会や贈り物の代金を均 に分ける割
り勘機能もあります。割り勘をする相手のQRコードを
読み取ったり、割り勘をしたい相手の電話番号やID
にあてて○○ペイを送ることもできます。

自身が登録している○○ペイにどのようは機能があ
るのか確認してみましょう。

便利な○○ペイですが、電子データなので、ID・パス

ワードなどを読み取られてトラブルになることもありま
す。たとえば○○ペイで心当たりのない請求をされた、
などのトラブルにあった場合、すぐに○○ペイの窓口へ
問い合わせましょう。組織的な犯罪のこともあるので、
念のため、地元の警察へも届けておくことが必要です。
場合によっては、○○ペイ会社が審査をして被害金額
を補償してくれることもあります。

被害を防ぐために○○ペイ各社は様々な対策をして
います。以下はほとんどの会社で行っています。。
①2段階認証
これはID・パスワード入力の に、アプリでのログイン

可否の選択や、セキュリティコードの入力を追加する
など、認証作業を2回以上行うことです。そのほかに
多要素認証と言ってID・パスワード入力の に指紋や
顔認証を行うこともあります。
②24時間365日の監視体制。
人やシステムにより、24時間体制で怪しい動きがない
か監視しています。
③決済保留・利用制限

怪しい動きを察知したら、○○ペイが使えないように
利用制限をかけることもあります。

チェックポイントです。

コード決済21

コード決済23

コード決済22

コード決済24

          

                                     

                

               

               

             

              

                                     

              

      

               

          

        

 

            

                                     

                

                 

                

           

                 

         



7

チェックポイントは以下の通りです。
〇〇ペイとは、スマホ決済サービスの総 です。

○○ペイに登録するときは、 意する前に、規約に目
を通すことが必要です。

自身が使う機会の多い○○ペイを登録するようにしま
しょう。
ID・パスワードの管理は厳重に行うことが必要です。

また、クレジットカードの利用明細や銀行口座の残高
や履歴を常に確認することが大切です。

おかしいと思ったら、即○○ペイの窓口へ問い合わせ
るとよいでしょう。

では○○ペイについて振り返る意味でクイズをします。

2問クイズをします。

第1問目です。
○○ペイとは、QRコードやバーコードを使って払う方
法のことである。

ＹＥＳかＮＯで答えてください。 ＹＥＳの人、ＮＯの人、
（挙手してもらう）
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正解はＹＥＳです。○○ペイとは、スマホ決済サービス
の総 で、QRコードやバーコードを使って支払う方法
のことです。スマホで、〇〇ペイのQRコードを提示す
るなどして支払う方法のことです。

第2問目です。
家族が私の○○ペイをこっそり使ったときは、補償
サービスを受けることができない。
ＹＥＳかＮＯで答えてください。 ＹＥＳの人、ＮＯの人、
（挙手してもらう）

2問目も、正解はＹＥＳです。

 居の家族などが契約者の 意なく○○ペイを使っ
たときは、契約者の○○ペイに対する管理責任を問
われてしまうので、補償サービスを受けることはでき
ません。ちょっと待ってくんも「自分の管理が悪い、ま
たは家族がグルになって使ったとみなされるので、補
償の対象にはならないよ。」と手厳しいですね。
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事例1は、〇〇ペイ会社から身に覚えのない請求
が来たというトラブルです。
自分の利用している○○ペイで、5千円請求されて
いた。まったく身に覚えがないという内容です。

この場合、第三者による不正利用の可能性があり
ます。事業者によっては補償サービスを設けている
ところもあります。
例えばPayPayの場合、損害発生日から60日以内の

申請であれば、不正利用された金額を補償可能で
す。ただし、家族や 居人の場合や、前回の申請
から1年未満の場合は対象外です。

補償サービスがあるかどうかは、各社のサイトで確認
しましょう。

事例2は、利用停止になったというトラブルです。コン

ビニで○○ペイを使おうと思ったら、「エラー」の表示
が出てしまい利用することができません。〇〇ペイ会
社へ連絡しましたが、理由を教えてもらえず不満、と
いう内容です。

これは一般に、不正利用が疑われていると思われま
す。○○ペイ会社では、利用制限の理由は教えてくれ
ませんが、利用制限解除申請フォーム から問い合
わせてみましょう。怪しい場合に調査していますので、
不審な動きではなかった場合は、再開できることもあ
ります。

短期間に、複数の異なる端末で○○ペイを次々利用
すると、不正利用を疑われることもあります。
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○○ペイはこれからどんどん利用が進んでいくと思い
ます。皆様も、○○ペイを利用するときは、利用規約
や補償内容、どの支払方法ができるのかなど、自分
に合ったものを選んで賢く使うようにしましょう。そして
利用履歴や利用金額の明細を確認するようにしましょ
う。これでコード決済のお話は終わります。
ありがとうございました。


