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要旨 

 現在、消費者が買い物をして会計時に受け取るのは紙のレシートである。それは当たり

前のことで消費者も違和感を覚えることはない。しかし、紙のレシートに不満を持ってい

る人は数多く存在する。そんな不満を解消するのが電子レシートである。だが、電子レシ

ートは未だ世に普及していない。その理由として関連研究ではそれは魅力的な機能がない

からだとしたが、本研究ではその理由は根本的な基本的利用性がみたされていないという

課題があるからだと考える。 

 そこで本研究では、電子レシートの普及させることを狙いとし、静岡大学の大学祭にて

運用実験を実施し、その結果から候補モデルの提案を行った。 

 運用実験では、現在できうる機能を備えた大祭モデルを使用した。この大祭モデルを用

いて実際に運用実験を行うことで、現状の問題点を再確認することができた。そこで出て

きた問題点はやはり基本的利用性の問題であった。大きく分けて店舗業態等の環境面・イ

ンストール負荷・電子レシートの取得方法等のシステムの仕様の 3つである。 

 そして既存の電子レシートサービスもこの 3つの基本的利用性を十分に満たしてはいな

いとが調査により判明した。この基本的利用性を満たすモデルこそ普及モデルとなり、魅

力的な機能はこの基本利用性を満たした先のことであると考えた。 

 そこでその 3つの基本的機能性を満たすモデルとして、スマートフォン Felica電子決済

モデルを提案した。このモデルはいくつかの課題はあるものの 3つの基本的利用性を満た

すものであり、普及モデルとなり得ると考えた。 

 今後の課題としては「電子家計簿機能を実装した上での運用実験」「紙レシートを電子的

にする利点の深堀」「早期リリースの重要性」などが考えられ、今後の研究に期待したい。 
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1章  

序論 

1.1 研究背景 

 現在、お店で何かモノを買う時その売買の証明として渡されるのは紙のレシート(以下、

紙レシート) であるしかし、消費者はこの紙レシートを受け取ること自体を面倒だと感じ、

不満を抱いている。では、レシートそのものがいらないのかと言われればそれは違う。売

買の証明として発行されるレシートは返品・交換のトラブルを防止し、金銭管理に活用し

ている消費者も存在するからだ。よってレシートを廃止するわけにはいかない。 

 しかし、紙レシート自体に不満を持っている消費者も数多く存在する現状もまた事実で

あり、本来必要であるはずのレシートを不要としてしまうことは解決する必要がある。 

その解決策として提案されたのが電子レシートである。紙レシートで発生していた不満を

電子レシートならば打破することができ、かつメリットまでもたらしてくれるのである。 

 そんな電子レシートは現在普及されているとは言えない。すでに運用されている電子レ

シートサービスは存在する。それぞれ様々な工夫をして普及を試みているが、未だ普及に

は至っていない。電子レシートサービスの普及には何か大きな課題が存在するのだろう。 

 またこの電子レシートの先行研究として湯浦研究室卒冨田翔はAISASモデルを用いて消

費者が求めている機能を調査した。そして、それは電子家計簿機能・ポイント機能など、

消費者行動のプロセスに対応した機能を搭載したモデル(以下、AISAS 適合モデル)だと普

及するのではないかと結論付けた。 

1.2 研究目的 

 これらの背景を踏まえて、本研究では普及に必要となる基本的利用性を満たす電子レシ

ートサービスの普及モデルの提案を目的とする。 

 普及させるには現状を把握し、問題原因の解決が必須である。先行研究ではその解決策

として魅力的な機能がないこととしたが、もっと根本的な基本的利用性の問題ではないか

と考えた。なぜなら、現在すでに先行研究で魅力的な機能の一つとされている電子家計簿

との連携がなされているサービスが存在するにも関わらず、未だ世に電子レシートサービ

スが普及していないからだ。それはいくら魅力的な機能が搭載されていても基本的な利用

性が満たされていなければ消費者には使いたいとは思ってもらえず、普及しないのだと推

測する。 

 よってその基本的利用性をどのようにすれば満たすことができるのかを検証するため運
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用実験を行う。運用実験により、利用性の課題を見つけ、その利用性を満たすモデルを提

案する。 

1.3 論文構成 

 本論文は全 6章から構成される。 

第 1章では本研究の背景、目的を明示し論文の構成を述べる 

第 2章ではレシートの現状や既存の電子レシートサービス、先行研究について述べる 

第 3章では電子レシートの運用実験とそこからわかる利用性について述べる 

第 4章では他社の電子レシートの利用性について述べる。 

第 5章では利用性を満たすモデルについて述べる。 

第 6章では本研究の結論を述べ、今後の課題について述べる。 
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2章  

電子レシートの現状 

2.1 紙レシートの現状 

現在、モノの売買にはその購買証明として紙レシートが渡される。昨今の世の中ではこ

の行為は当たり前であり、消費者も違和感を覚えることはない。しかし東芝テック社の調

べでは消費者は紙レシートを受け取ること自体にメリットを感じておらず、69.2%もの人不

満を持っているという結果すらある [1]。紙レシートを受け取ると、そのレシートを保管す

る必要が生じ、財布に入れて保管しておくと財布が不恰好になってしまい、それを嫌って

紙レシートに対して不満を持っているのだと推測する [2]。 

では、レシートそのものを無くしてしまえばいいのではないかと考えることもできるが、

先にも述べた通りレシートには購買証明となる。もしレシートを無くしてしまえば、返品

詐欺やレジの打ちミスによる何等かのトラブルに対処できなくなってしまう。また、家計

簿をつけている等のレシートを必要としている消費者の存在を無視することになる。よっ

てレシートの必要性を否定することはできない。 

2.2 電子レシートとは 

レシートそのものは世に必要でも、紙レシートだとその保管に不満が生じてしまう。そ

こでその保管の不満を解消するべく考えられたのが電子レシートであり、電子レシートと

は紙レシートと同等の内容が電子端末で確認できるものである[1]。つまり、購買情報を紙

媒体ではなく、電子媒体で保管することができ、紙レシートで生じていた保管の不満が解

消されるのである。また、販売店側は今まで使っていた膨大な量のロール紙が不要となり、

サービス次第では「レシートはいりますか？」の一言も言わなくてよくなり無駄な時間の

節約にもつながる。 

電子購買データの通信手段としては Bluetoothを用いた手法・QRコード読み取り・個人

クラウドへの格納等があり、本研究ではそれらの電子的に購買情報を閲覧できるサービス

を電子レシートとする。 

2.3 既存の電子レシートサービス 

 現在日本では電子レシートサービスを提供している会社はいくつか存在するが、全国普

及している電子レシートサービスはなく、ほとんど普及していない。では、紙レシートで

生じていた不満が解消された電子レシートがなぜ普及されていないのだろうか。現在、日

本にある代表的な電子レシートサービスは主に「スマートレシート」「iReceipt」というも

のがあり、それぞれの特徴は以下のようになっている。 
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 スマートレシート 2.3.1

 スマートレシートは東芝テック社の電子レシートサービスである。スマートフォンにバ

ーコードを表示させ、そのバーコードを会計の際レジのバーコード読み取り機で読み取る

ことで会員情報を取得し、その会員の下へレシートの電子データを送信し、消費者は電子

レシートを取得できる。2014年にはみやぎ生活協同組合と協力し、3か月間 29店舗で試験

的に実施され、現在ではみやぎ生協、いわて生協、共立社、コープふくしま、よしや、マ

マーストアー、阪急 OASIS、マルイチなど東北・関東・中部・近畿・九州の全５地域まで

正式導入店を増やしている [3]。 

機能としては、お店のキャンペーン情報を見ることができたり、クーポンが発行された

り、懸賞に簡単に応募できたりと豊富に存在する。また、大日本印刷の「レシーピ！」と

連携しているのもこのスマートレシートの大きな特徴である。関係図を図 1に示す。この

レシーピとの連携により、スマートレシートで得られた電子購買データを自動的にレシー

ピ！で収支計算され電子家計簿を自動生成してくれるのである [4]。しかし、専用のプリン

タ等の専用機器の導入が必要となることから、初期費用の負担が大きくなってしまい、そ

れが課題となって普及するまでは至っていない。 

 

 図 1 スマートレシートとレシーピ！の連携 [4] 

 

 iReceipt と m!レシート 2.3.2

 ログノート社から iReceipt という電子レシートサービスが提供されている。電子レシー

トの配信から購買情報に基づくマーケティングまで行うトータルプラットフォームとして

売り出している。そんな iReceipt は 2016 年 7 月 5 日より、ドン・キホーテグループへの

導入が開始され、ドン・キホーテグループオリジナル電子マネーの「majica(カードアプリ)」

を利用する消費者は電子レシートを受け取れるようになった。その電子レシート機能を m!

レシートとしている。本研究ではこの majica アプリにおける m!レシートを iReceipt の代

表的な電子レシートサービスとして論じる。機能としてはmajicaによって作った消費者の
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動線を作り、majicaアプリの顧客情報と iReceiptの購買情報を掛け合わせ消費者をプロフ

ァイリングしてその消費者のための販促を行うことができるのである [5]。 

 ドン・キホーテグループというすでに全国展開がすでに成されている店に導入すること

で一気にユーザの規模を拡大できたことは確かだが、majica を使った決済でしか電子レシ

ート機能を使えないという問題もある。カードの利用方法に依存してしまっている部分が

あるので普及に至っていないと推測される。使用方法としては、アプリ内にカード情報を

登録していれば、レジ会計時にアプリを起動して表示されるバーコードを店員に読み取っ

てもらいmajicaの決済を行うことで自然とスマートフォンで電子レシートが確認できるよ

うになるのだ。また、カード情報の登録を行っていない場合は、majica カードで決済した

後、majica アプリで電子レシートを確認できるようにしている。アプリの画面イメージを

図 2に示す。 

 

図 2 m!レシート画面イメージ [6] 

 Allreceipts 2.3.3

 Allreceipts とはスター精密社が提案する電子レシートサービス・アプリである。もとも

とスター精密社では小売店向けに小型プリンタを提供していたことから、小売店市場への

参入がしやすく、販売店側のターゲットと小売店として電子レシートサービスを提供しよ

うと考えている。 

2.3.3.1 システム構成とアプリ機能 
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Allreceipts のシステム構成を図 3 に示す。買い物客が買い物をすると会計時に店舗から

紙レシートが発行される。それと同時にスター精密クラウドサービスに購買情報が電子的

に保存される。そして買い物客は Allreceiptsアプリを起動して、発行された紙レシートの

QR コードを読み取るか設置されているビーコンにタッチをすることで電子レシートがス

マートフォンに表示されるようになるのである。アプリの画面遷移を図 4 に示す。一度表

示された電子レシートは好きな時に表示することができるようになり、保管も簡単になる。

また、買い物客は電子レシートを受け取った段階でその店舗での買い物がどうだったかを 4

段階で評価することもできる。またレシートフリップ機能と言って、紙レシートの裏面の

ようなものを電子的にも実装し、そこに小売店それぞれのクーポン等を載せることができ

る。また、Engage機能として店舗が好きな URLを張ることができる。 

 

図 3 Allreceipts システム構成図 [7] 
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図 4 Allreceiptsアプリ画面遷移 [7] 

2.3.3.2 消費者メリット 

 Allreceipts の特徴の１つとして登録不要という点がある。これは誰でも気軽に使ってほ

しいというスター精密社の考えからくるものである。そしてこの登録不要というものは個

人情報の入力の手間を省けることによりアプリをダウンロードしてから実際に使い始める

までの時間を短縮し消費者のストレスを軽減することになる。また、プライベートの個人

情報を入力することを嫌がる人もいるので、その点においても消費者にとってはメリット

となる。また、Allreceipts は紙レシートと同様のレイアウトで電子レシートを電子レシー

トに表示するのでとっつきやすいというメリットもある。 

2.3.3.3 販売店のメリット 

コンセプトとして「使いやすく、大手と同じものを小売業に、無償で提供」という点が

ある。ターゲットとしている小売店に気軽に使ってもらえるようにと考えられたこのコン

セプトの下、いくつかのメリットを挙げていく。 

一つ目は導入コストの低さである。「小型レシートプリンタ」「iPad」「ビーコン」の３つ

の機器とサービスに加入さえあれば導入できるのである。もちろんサービスの加入は無料

であり、iPadは POSシステムの役割を果たし、そこから Bluetoothで小型レシートプリン

タとビーコンを繋ぎ、会計時にレシートが印刷され、それと同時にビーコンをタッチすれ
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ば電子レシートが得られるのである。これだけで電子レシートサービスを開始できるのは

小売店にとって非常にメリットとなる。 

二つ目は電子レシートの取得方法である。他社の電子レシートサービスではスマートフ

ォンの画面に表示されたバーコードを読み取ってもらわなくてはいけなかったり、カード

決済と限定してしまっているので誰でもビーコンにタッチするだけで電子レシートがもら

えるというのは、客層等を問わないので販売店にとってメリットは大きいだろう。 

三つ目は消費者の評価が一目でわかることである。これはサービス加入店が観られるサ

イトにログインしてもらえれば、買い物客が自身の店舗の評価を数値、グラフで分かりや

すく示してくれる。これは経営戦略の１つの指標として小売店の助けとなることが推測さ

れる。 

最後はその安全性である。クラウドサービスにはMicrosoftAzureを利用している。この

MicrosoftAzure は業界最高基準でデータを保護しているので安全面は保障されている。こ

の安全性の高いクラウドサービスを無料で使用できるのは小売店にとってもメリットであ

る。 

2.3.3.4 消費者デメリット 

 電子レシート取得方法として、QRコードからの取得方法と Bluetoothを用いた専用ビー

コンからの取得方法が可能となっているが、取得時にかかる時間が消費者にとってストレ

スとなる可能性がある。レシートの取得頻度の多さを考えるとデメリットだと考える。 

2.3.3.5 販売店デメリット 

 経営戦略の手助けとなるようデータ分析等をサービスのメリットとしているが、消費者

に個人情報の入力を強いていないことから、そのデータ分析に限界があると考える。 

2.4 電子レシートに関する関連研究 

 本研究と同様に昨年もスター精密との共同研究という形で湯浦研究室卒の冨田翔が電子

レシートに関する研究を行った [2]。その研究では電子レシートの普及案の考案を目的とし、

その手法としてリーンスタートアップを実施していた。そしてそのリーンスタートアップ

を利用するにあたり、AISASモデルを参考にして新しいモデルの立案を行っている。 

 リーンスタートアップとはエリックリース氏が提唱したマネジメント手法である。起業

や新規事業を立ち上げる時に使うもので、これを使うことで最低限の資本と時間、手間で

短期的に効率よく事業を前進させることができるのが特徴である [8]。 

また、AISAS モデルとは消費者行動モデルの一つであり、購買行動モデルの AIDMA モ

デルの改良版である。AIDAM モデルとは消費者が商品を購入するまでにする行動の

Attention(認知)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Motive(動機)、Action(行動)の頭文字をと

ったものだ。この AIDAMモデルを現代のネット社会用に改良したものが AISASモデルと
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なっており、Attention(認知)、Interest(関心)、Search(検索)、Action(動機)、Share(共有)

となる。ネット社会となった現代の消費者はネットで購入する前に検索したり周りと共有

しようとすることから Desire、Actionが Search、Shareに変更されたのである。 

 研究結果 2.4.1

 普及戦略を検討する上でリーンスタートアップを 3回サイクル回した。1回目ではモデリ

ングワークショップで電子家計簿機能とポイント機能の搭載が普及するのではないかとい

うモデルができあがった。しかしそれが消費者の求めていることと合致しているかがわか

らなかった。 

 そこで２回目は学祭で消費者の期待する機能を知るためデモンストレーションとアンケ

ートを実施した。そこでの結果、消費者は電子レシートの存在はあまり知らないが期待は

しているようだった。そして期待する機能として電子家計簿機能が１位となった。 

 最後に AISASモデルに基づいて候補となる機能を選抜した。静岡大学の学生にアンケー

トで選抜された候補に順位をつけてもらい、得点化して集計したら電子家計簿機能が 1 位

となった。 

 つまり、電子レシートサービスには電子家計簿機能という付加価値を搭載することが

AISASモデルに基づいてリーンスタートアップを行うことでわかった。 

2.5 電子決済の動向 

 昨今、公共交通機関でつかえる ICカードが自販機・一般の店舗でも使えるようになるな

ど、実際のお金の決済とともに電子マネーの決済も当たり前と化してきている。そして 2016

年 10月に発表された iPhone7には電子決済サービス「Apple Pay」に対応するように非接

触 ICカード技術「Felica」が搭載されたのである [9]。図５からわかるように iPhoneは日

本で 66％のシェアを有し、しかも世界的なトップ企業である Apple社が電子決済事業に乗

り出したことは世間の流れを大きく変えることが期待される [10]。 
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図 5 日本国内におけるスマホのシェア率のグラフ [11] 
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3章  

Allreceipts と運用実験による利用性の検証 

3.1 スター精密社との共同研究 

 スター精密社は精密機器やコンピュータ通信機器を主に扱う企業である。精密加工技術

に先端エレクトロニクス技術を融合し独自のメカトロニクス技術を生み出して、小型プリ

ンターやカードリーダーライター等も製造している。近年注目されているモバイルプリン

タもこの技術を生かしており、携帯型のプリンタで無線通信により電子端末と連動させ、

スムーズな精算を実現している。また、レシートに付加価値をつけ、新しいサービスとし

て電子レシートアプリの「Allreceipts」を提供している。 

 本研究はこの Allreceipts の普及戦略に関するスター精密社との共同研究の一環として実

施された。 

3.2 Allreceipts 運用実験 

 Allreceipts の普及のため、2015 年度に行われたスター精密社との共同研究では AISAS

に基づいた付加機能を搭載した理想となるAISAS適合モデルが考案された。しかしながら、

現在の Allreceipts はデータの送受信・保存と電子レシートサービスの基本となる機能しか

搭載されておらず、理想となる AISAS 適合モデルには遠く及ばない。そこで現在の

Allreceipts が AISAS 適合モデルとどれだけ離れているのか、現在の Allreceipts は何が足

りないのかをしっかり理解しなくてはならない。 

 大祭モデル 3.2.1

本研究ではスター精密社協力の下、利用性の必要性を知るために静岡大学テクノフェス

タ in浜松(以下、大祭)にて Allreceipts運用実験を行った。 

 今回の大祭ではデータの送受信・保存といった電子レシートサービスの基本機能に加

えレシートフリップ機能・Engage 機能といったコミュニティへ適合した機能も実装した。

このモデルを静岡大学の学祭で運用実験を行ったことから大祭モデルと呼ぶ。今回のこの

大祭モデルと AISAS適合モデルの位置づけを図 6に示す。 

今回の運用実験を大祭で行った理由としては、大祭という非日常のイベント事であれば、

電子レシートサービスという聞きなれないサービスも受け入れられやすいと期待したこと

と大祭にクーポンなどのコミュニティへ適合した機能もマッチすると期待したためである。 
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図 6 大祭モデル関係図 

 実験概要 3.2.2

 2016年 11 月 12 日(土)、11 月 13 日(日)に開催された静岡大学テクノフェスタ in浜松の

１つの屋台に「iPad」「小型レシートプリンタ」「ビーコン」の 3つを設置し、実際に POS

機能を使ってお客様に電子レシートを受け取ってもらえるように運用実験を行った。 

 実験のイメージ図を図 7に示す。 
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図 7 大祭運用実験イメージ図 

 実験目的 3.2.3

 消費者・販売店の双方が Allreceipts を使う上での問題点の明確化。そして現在の

AllReceiptsに足りない利用性を明確にするため。 

 実験方法 3.2.4

 運用実験を行う屋台の前に Allreceiptsアプリのインストール用 QRコードを設置して消

費者には会計前にはアプリをインストールした状態になってもらうようにした。そして会

計時にアプリを起動してもらい、屋台のビーコンにタッチして電子レシートを取得しても

らうようにした。そして取得した後、その屋台の評価をし、Allreceipts の機能の１つであ

る Engage 機能を使い、アンケートに答えてもらうようにした。消費者の動きを図 8 に示

す。 

屋台側はあらかじめスタークラウドサービスに加入してもらい、iPadを POSレジとして

使い会計をしてもらった。その時、トラブルの回避のため小型レシートプリンタから印刷

されるレシートをお客様に渡すようにしてもらった。 

アプリの使い方の説明やインストールのお願い、POS システムの不具合など、いくつか

の想定されるトラブルのため１人を屋台に常駐させるようにした。 
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図 8 大祭運用実験における消費者の動きのフローチャート 

3.2.4.1 実験機材 

 iPad…Star ｍPOS をインストールし、この iPad を POS レジの代わりとして会計を

行った 

 小型レシートプリンタ…iPadと Bluetoothで繋ぎ、送られた購買情報を紙レシートと

して印刷する。この紙レシートには、電子レシート取得のための QR コードが印刷さ

れているのでトラブル回避のため渡すようにした。 

 ビーコン…iPad と Bluetoothで繋ぎ、iPadから購買データを取得し、ビーコン自体か

らも Bluetooth で購買データを飛ばす。その飛ばされた購買データをアプリを開いた

状態のスマートフォンでタッチするという形で電子レシートとして取得する。 

 スマートフォン…消費者はスマートフォンを用意して、店前にある QR コードからア

プリをインストールした状態にしておく。 

 

3.2.4.2 屋台情報 

浜松学生連鰻陀羅の協力で、その屋台で運用実験をさせてもらうことになった。販売し

た物はペットボトル飲料である。1本 120円で売るようにした。 
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図 9 屋台位置 

図 9の中の 11月 12日は 39番、11月 13日は 31番で販売を行った。 

3.2.4.3 アンケート 

 Allreceipts にはレシートフリップ機能と Engage 機能という 2 つの特徴的な機能が存在

し、運用実験では店舗で好きな URLを貼ることのできる Engage機能を用いてアンケート

の実施を行った。アンケートは Googleフォームを用いて作成し、電子レシートを受け取っ

た人には答えてもらうようにした。 

 実験結果 3.2.5

2 日間での屋台での会計回数が初日 653 回二日目 503 回の合計 1,156 回であった。それ

に対して実際に電子レシートサービスが使われた回数は初日 12 回二日目 5 回の 17 回であ

った。また、アプリのUIが不十分であり、アンケートまでたどり着いた消費者が少なくア

ンケートは 6件しか集まらなかった。 

また、アンケート結果は以下のようになった。 
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図 10 実験結果 

 

図 11 実験結果 

 

図 12 実験結果 
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図 13 実験結果 

 

 アンケートを実施したはいいもの、そもそも電子レシートを受け取ってくれた人が少な

すぎることから、このアンケートの結果は使い物にならない。1 つの結果としては

Allreceipts アプリは今のままの仕様だと使ってすらもらえないということだ。やはり、利

用性が満たされていない部分があったと推測される。 

 また、iPad から小型レシートプリンタへのデータ送信が上手くいかずプリントミスにな

ったり、ビーコンからスマートフォンへのデータ送信がスマートフォン毎に個体差があり、

10秒近くかかるスマートフォンもあったのでそのあたりの精度の低さも目立った。 

 考察 3.2.6

 紙レシートを電子的に電子レシートとして受け取ることができ、保存もでき好きな時に

閲覧することができるという基本的な機能は満たしているはずの Allreceipts が使ってもら

えなかった理由として、考えられるのはやはり利用性の問題であり、大きく分けて販売環

境の問題・インストール負荷の問題・システムの仕様の問題の 3つであった。 

3.2.6.1 販売環境の問題 

 ここで考えられる理由としては、屋台の販売形態である。今回の運用実験を行った屋台

というものは本来、会計は口頭で手渡しで行うことが普通であり、商品もすぐに手渡しで

渡されるのが当たり前である。そこで、電子的であろうがわざわざレシートを受け取ろう

とする人がいなかったと推測する。 

そして、販売した商品である。今回の運用実験を実施した屋台では飲み物を販売してい

た。何か料理をして販売するといった屋台ならば、注文を受けてからその料理ができるま

での待ち時間にアプリをインストールしてもらえるかもしれないが、屋台という販売形態

に加えて注文から商品を受け取るまでの時間が極端に少ない飲み物の販売ではアプリをイ
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ンストールさえしてもらえないのである。 

 この環境面での問題は今の Allreceiptsでは利用条件に店舗環境が影響を及ぼしてしまい、

利用範囲を制限してしまうことがわかる。 

3.2.6.2 インストール負荷の問題 

 ここで考えられる理由は、大学祭であったということである。大祭という非日常のイベ

ントならではの期待もあったが、年に１度しか行われない大学祭のためにアプリをインス

トールするのはめんどくさいと思う消費者も多くいたと推測される。 

 販売環境とリンクするが、アプリのインストールを屋台の前で行うようにしたことであ

る。当たり前のことだが、商品を買いに来ているお客様はその商品を欲しいがために屋台

に来る。その商品が手に入る前にアプリのインストールをするという時間のかかる行為は

お客様にとって邪魔でしかなく、アプリのインストールをしてもらえなかったと推測する。 

また、アプリをインストールすること自体のも考えられる。アプリをスマホにインスト

ールする際、消費者は「通信量が心配」「ウイルスとかはないか」「時間がかかるのでは」「ス

マホの容量を無駄に使いたくない」といったようにアプリインストールに対していくつか

の壁が存在する。自ら欲しいと思ったアプリならばストレスなくインストールできるが、

お願いされてインストールするのではこの壁を超えることは少ないのだと推測する。 

3.2.6.3 システムの仕様の問題 

ここで考えられる理由は、アプリを起動しないと電子レシートを受け取れないとしてい

る仕様だ。会計時に財布を出して金銭の授受を行うことにプラスしてスマートフォンを取

出しアプリを起動するという行為は消費者にとって煩わしい行為であることが推測される。 

次に考えられる理由はレシートを取得するという行為である。現在紙レシートは会計後

に渡されるという消費者にとっては受動的なことである。しかし電子レシートは自らレシ

ートを取得するという消費者にとっては能動的な行為になってしまっているのである。紙

レシートをもらわないとしている人も多い中、消費者が能動的にレシートを取得しようと

するかは疑問である。 

最後に考えられる理由としては、AllreceiptsのUIである。チュートリアルや使い方の説

明がなく、ただアプリを開いただけではどのようにすればレシートが取得できるかがわか

らないようになっている。実際に、インストールはしたもののそのあとどのようにすれば

わからなくてめんどうくさいからアンインストールしたといった人もいた。 

3.3 運用実験からわかる AISAS 適合モデルへの道 

 基本的な利用性を満たすステージ 3.2.7

大祭モデルでは環境・インストール負荷・システムの仕様が原因でうまく運用できなか
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った。そしてそれは普通の小売店でも十分考えられる問題である。いかに魅力的な付加機

能が付け加えられ AISASモデルに適合しようとも、この基本的な利用性を満たすものでな

ければ、普及することはないと考える。 

つまり、AISASに適合するモデルにするには図 14のように基本的利用性を満たすステー

ジは必ず必要となる。 

 

図 14 基本的利用性を満たすステージ 

3.2.7.1  基本的利用性を満たすモデルとは 

 まず、環境面である。その小売店の販売形態を絞ることでアプリのインストールにかか

る消費者の負担を軽減するモデルである。 

そして、レシートは本来消費者にとって受動的であくまで「受け取る」ものだというこ

とを満たさなくてはならない。これは、会計時に自らが何もすることなくいつも通り会計

を済ませたら自動的にスマートフォンアプリで電子レシートが閲覧できるようになるモデ

ルである。 

 また、誰の説明を受けなくてもアプリを起動しただけで、そのアプリの使い方がわかる

直観的なUIを設計するか、アプリのチュートリアル等の説明を加える工夫がされたモデル

である。 

 最後に、アプリインストールの負荷に関しては、すでに普及されている電子レシートと
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連携できそうなアプリの１つの機能として電子レシート機能を組み込んでもらう等の、プ

ラットフォームとしてのモデルである。 

 そしてそれらを 1つだけでなく、すべてが解決されたモデルが必要となるだろう。 
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4章  

他社の電子レシートサービスのステージ 

3章では運用実験をした結果、Allreceiptsは AISAS適合モデルに行くまでに基本的利用

性を満たす必要があることがわかった。 

では、他社の電子レシートサービスは基本的利用性を満たしているのだろうか。未だに

普及には至っていない現状を考えるとどこか満たしていない部分があるのではないかと推

測する。 

4.1 スマートレシート 

2 章でも記述したがスマートレシートは東芝テック社が提供する電子レシートサービス

であり、スマートフォンにバーコードを表示させ、店員がそれを読み取ることで消費者は

電子レシートサービスを受け取ることができる。また、レシーピ！というアプリと連携す

ることで電子家計簿も実現している。 

 基本的利用性の評価 4.1.1

4.1.1.1 販売環境 

 生協であったり食品スーパーという業態はレジにて商品を 1 つ 1 つカウントすることか

ら、待ち時間も多く適した業態かもしれない。使用範囲では未だ全国展開とはいかないま

でも、全 5 地域にある店舗で使えるようにはなっている。しかしその店舗は地域に依存し

ている店舗もあり、全国的に使えるかと言われれば疑問が残る。 

4.1.1.2 アプリインストールの負荷 

 アプリインストールの負荷についてだが、スマートレシートは独自のアプリを消費者に

インストールさせているのでその壁も残っていると考える。 

4.1.1.3 システムの仕様 

 レジの会計時にわざわざ消費者にスマートフォンを取り出させ、アプリの起動を強いる

ことを考えると満たしているとは言えないだろう。しかし、生協や食品スーパーといった

業態においては、待ち時間もあるのでポイントカードを取り出す感覚で取り出せるかもし

れない。 

4.1.1.4 まとめ 

 スマートレシートは完全に基本的利用性を満たしているとは言えない。販売環境の問題
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は販売店の規模が満たされていない。アプリインストールの負荷は満たしていると言えな

い。システムの仕様は販売形態に依存しているものの、満たしていると言える。 

 そしてこのスマートレシートは独自の価値提案としてレシーピ！との連携で電子家計簿

機能が存在する。しかし、未だ世に普及していないのはやはり基本的利用性を満たしてい

ない部分があるからだと考える。 

4.2 m!レシート 

 2章でも記述した通りログノート社が提供する電子レシートサービス iReceiptをドン・

キホーテグループに提供し、ドン・キホーテグループ専用アプリ「majica」に電子レシー

ト機能m!レシートが組み込まれている。このmajicaで電子レシートを受け取るにはmajica

アプリにカード情報を登録していればアプリを起動したのち、表示されるバーコードを店

員に読み取ってもらうことで電子決済を行い、カード情報を登録していなければドン・キ

ホーテグループで使える「majicaカード」というクレジットカードで決済を行うことでア

プリに電子レシートが貯まっていくようになっている。 

 基本的な利用性の評価 4.1.2

4.1.2.1 販売環境 

 ドン・キホーテという全国展開された販売店に電子レシートサービスを提供することに

より、電子レシートサービスが全国で使えるようになっている。 

4.1.2.2 インストール負荷 

m!レシートはドン・キホーテグループで使える mjica というアプリの 1 つの機能として

存在するものであり、電子レシートサービスのためにアプリをインストールするのではな

く、ドン・キホーテグループで使えるmajicaというアプリをインストールすることで自然

に電子レシートサービスが利用できるようになっている。このことからインストールの負

荷は軽減されていると言える。 

4.1.2.3 システムの仕様 

アプリ内にカード情報をいれてない場合レジの会計時にわざわざ消費者にスマートフォ

ンを取り出させることなく、カードで支払いを済ませてしまえば自動的にアプリで電子レ

シートを閲覧できる仕様になっている。また、アプリ内にカード情報を入れている場合は

アプリ内のバーコードを店員さんが読み込むだけで決済も電子レシートの受け取りもする

ことができる。しかし、やはりレジの前でアプリを起動しなくてはいけないのは基本的利

用性を完全に満たしているとは言えない。 
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4.1.2.4 まとめ 

m!レシートは基本的利用性をほとんど満たしているだろう。しかしながら、レジ前でア

プリの起動を強いてしまっている点であったり、ドン・キホーテグループのmajicaカード

に利用範囲を依存してしまっているあたりは満たされていないと考える。 

4.3 まとめ 

他社サービスも基本利用性を完全に満たすとは言えないことがわかった。そして、他社

サービスが普及していないのはやはりこの基本的利用性を満たしていないからだと言える。 

スマートレシートとm!レシートのステージを図 15に示す。 

 

図 15 他社電子レシートサービスのステージ 
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5章  

基本的利用性を満たすモデルの提案 

 他社の電子レシートサービス、特に m!レシートは基本的な利用性を満たしつつある。そ

んな中、Allreceipts は今できる基本的な機能を満たし、レシートフリップ機能・Engage

機能といったコミュニティに適合するための機能を付け加えて大祭モデルを作ったが、基

本的な利用性を満たすことができず、運用実験に失敗してしまった。 

よって Allreceiptsも基本的な利用性を満たすようなモデルを考えなくてはならない。 

そしてそのようなモデルこそ普及モデルとなるだろう。 

5.1 スマートフォン Felica 電子決済連携モデル 

 基本的利用性を満たすモデルとして「スマートフォン Felica 電子決済モデル」を提案す

る。このスマートフォン Felica電子決済モデルとはスマートフォンによる Felica技術を用

いた電子決済を用いて消費者にレシートそのものを意識させることなく電子レシートを受

け取ってもらうというモデルである。 

 スマートフォンによる電子決済の動き 5.1.1

 2章でも記述した通り日本で半数以上のシェアを誇る iPhoneの最新機種である iPhone7

に Felicaが搭載され、さらに iPhoneを販売する世界的企業 Appleが日本で Apple Payと

いう電子決済サービスを開始した。これは日本でスマートフォンによる電子決済が常識化

していく流れになることも予想される。 

 Apple は 2007 年 1 月 9 日に iPhone を発表しており、日本では 2008 年 6 月 9 日に

iPhone3Gが発売された。今では日本国内において 66％ものシェアを誇る。そして 2016年

7 月段階でスマートフォン自体の普及率は 72.2%となっている [10](図 16)。今でこそこれ

ほどスマートフォンが普及しているが、Appleが iPhoneを発表した当初、日本では「売れ

ない」と専門家は口にしていた [12]。 

 しかし結果としては国内 iPhone シェア率世界第 1 位。iPhone の新作が発売される度に

ニュースとなり、Apple 信者と呼ばれる人達まで存在する。日本国内では Apple の持つ力

は大きいと言える。 

 今はまだ、Apple Pay もサービスが開始されたばかりでかつ Felica も最新機種である

iPhone7 にしか搭載されていないが、日本で絶大な力を持ち日本の常識を作る Apple がス

マートフォンによる電子決済を開始したことは今後の日本の会計の常識を左右するものと

なることを予想する。 

 よってこのスマートフォン Felica 電子決済モデルはこれからの世の中のニーズに合った

ものであると考える。 
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図 16 スマートフォン利用推移 [10] 

 モデルの構造 5.1.2

 まず、Felica を搭載した消費者のスマートフォンに電子決済用のアプリがインストール

されていることが前提である。そして、Allreceipts アプリをインストールしてもらうので

はなく、電子決済用のアプリに電子レシート機能を組み込むように Allreceiptsのプラット

フォームを組み込んでもらう。そして消費者は何か買い物をした際にスマートフォンによ

る電子決済を行う。レジでの会計の際スマートフォンでリーダーにタッチし決済を行うの

だが、その際スマートフォンの識別を行う。決済を済ませるとすでに電子決済のアプリで

電子レシートを閲覧できる状態になっているようにする。店舗側としては、従来の Felica

による電子決済と同様の決済方法を取ればいいようになっている。 

 スマートフォン Felica 電子決済モデルにおける問題対策図・利用イメージ図・消費者の

動きを表すフローチャートをそれぞれ図 17・図 18・図 19に示す。 
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図 17 スマートフォン Felica電子決済モデルの目的 

 

図 18 スマートフォン Felica電子決済モデル利用イメージ図 



32 

 

図 19 スマートフォン Felica電子決済モデル消費者の動きフローチャート 

 基本的利用性の評価 5.1.3

5.1.3.1 環境 

すでに Felica による電子決済が可能な店舗が全国的に数が多いことから利用性の問題点

は心配ないだろう。また、Felica による電子決済が可能な店ならば、販売業態等も考えな

くていい。 

5.1.3.2 インストール負荷 

電子決済用のアプリに Allreceipts のプラットフォームを組み込んでもらう形にしている

ため、アプリのインストールの壁も軽減される。 

5.1.3.3 システムの仕様 

 会計時にスマートフォンを取り出すことは基本的な利用性の面から考えると良しとしな

い部分であった。それは、消費者が何か買い物に来た際、レジの会計をしている段階とい

うのはもはや買い物は終わっている状態であり、後は財布からお金を出してすぐに会計を

済まして帰りたいと思っており、そこでわざわざレシートを受け取るためにスマートフォ
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ンを取り出すという行為は利用性に欠ける行為であるからだ。 

 しかし、レシートを受け取るためにスマートフォンを取り出すのではなく会計時の支払

いのためにスマートフォンを取り出すことについてはどうだろうか。何かモノを買う上で

お金による支払いという行為は必要な行為であり、そのためにスマートフォンを取り出す

ことは何ら不思議なことではない。そしてスマートフォンで電子決済を行えば自然に電子

レシートがアプリで閲覧できるようになっているということになっていたら、それはレジ

での会計時にスマートフォンを取り出していても利用性を満たしているといえる。また、

UI においても電子決済するのみで電子レシートが受け取れることからわかりやすい UI と

することは容易だろう。 

5.1.3.4 まとめ 

以上のことからこのスマートフォン Felica 電子決済モデルは 3 章の運用実験からわかっ

た基本的利用性の環境面・インストールの負荷・システムの仕様の 3 つを満たしていると

言える。 

 他社の電子レシートサービスとの比較 5.1.4

 4 章で他社の電子レシートサービスがどの程度基本的利用性を満たしているかを検証し

た。そこで、本研究で提案するこのスマートフォン Felica 電子決済連携モデルが基本的利

用性の 3つの要件において他社の電子レシートサービスと比較した場合どこが優れていて、

劣っているのかを検証していく。 

5.1.4.1 販売環境 

5.1.4.1.1 スマートフォン Felica電子決済モデルとスマートレシートの比較 

 スマートレシートは現在全 5 地域の生協や食品スーパーでの運用を行っている。スマー

トフォン Felica電子決済モデルは Felicaによる電子決済が可能な店舗での運用を想定して

いるので、利用可能規模においてはスマートレシートよりスマートフォン Felica 電子決済

モデルの方が大きいと言える。 

 また、スマートレシートが商品を 1 つ 1 つバーコードで読み取るような店舗の販売形態

に限定しているのに対し、スマートフォン Felica 電子決済モデルは店舗の販売形態を限定

していない。 

つまり、スマートフォン Felica電子決済モデルの方が優れていると言える。 

5.1.4.1.2 スマートフォン Felica電子決済モデルとm!レシートの比較 

m!レシートは全ドン・キホーテグループで利用可能であり、その利用可能規模は大きい。

しかし Felica による電子決済が可能な店舗すべてを対象としているスマートフォン Felica

電子決済モデルと比べる小さいと言える。 
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5.1.4.2 インストールの負荷 

5.1.4.2.1 スマートフォン Felica電子決済モデルとスマートレシートの比較 

 スマートレシートは独自のアプリをインストール消費者にさせているのに対し、スマー

トフォン Felica 電子決済モデルは独自のアプリを作成することなく、電子レシートサービ

スを電子決済のアプリの一つの機能とすることで、インストールの負荷を軽減している。

よってインストールの負荷においてスマートフォン Felica 電子決済モデルの方が優れてい

ると言える。 

5.1.4.2.2 スマートフォン Felica電子決済モデルとm!レシートの比較 

 m!レシートは電子レシート機能が主な独自のアプリではなく、mjicaアプリの一つの機能

としての電子レシートサービスである。スマートフォン Felica 電子決済モデルも同様に電

子決済アプリの一つの機能としての電子レシートサービスとすることを想定している。よ

ってどちらが優れているかではなく、両者ともに基本的利用性を満たしていると言える。 

5.1.4.3 システムの仕様 

5.1.4.3.1 スマートフォン Felica電子決済モデルとスマートレシートの比較 

 スマートレシートはレジの会計時にスマートフォンと取出し、アプリの起動を強いてい

る。スマートフォン Felica 電子決済モデルは会計時にアプリの起動させることなく電子レ

シートを受け取ることができる。よってシステムの仕様においてスマートフォン Felica 電

子決済モデルの方が優れていることがわかる。 

5.1.4.3.2 スマートフォン Felica電子決済モデルとm!レシートの比較 

 majicaアプリにおいて、アプリ内にmajicaカードの情報を入力しているかしていないか

でレシートの取得方法が違う。カード情報を入れていない場合、カードでの決済をするだ

けで電子レシートが取得できる。会計時にスマートフォンを出すかカードを出すかの違い

であるためどちらが優れているかは断言できない。しかし、カード決済等の電子決済がス

マートフォン 1 つで管理できるというのが電子決済アプリの利点であることを考えると、

スマートフォン Felica 電子決済モデルの方が優れていることがわかる。また、カード情報

をアプリ内に入力している場合、会計時にアプリを起動する必要があり、スマートフォン

Felica電子決済モデルの方が優れていることがわかる 

5.1.4.4 まとめ 

 他社サービスとスマートフォン Felica 電子決済モデルの基本的利用性における比較を表

1に示す。 
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表 1 基本的利用性の比較 

 

 スマートフォン Felica 電子決済連携モデルの問題点 5.1.5

 スマートフォンによる電子決済の利用増加が見込まれ、今後それが当たり前になってい

く可能性がある現状で、基本的利用性を満たすこのスマートフォン Felica 電子決済モデル

について他社の電子レシートサービスと比較し言及してきたが、基本的利用性とは別にこ

のスマートフォン Felica電子決済モデルには問題点がいくつか存在する。 

5.1.5.1 実現までにかかる時間 

 このスマートフォン Felica 電子決済モデルを実現するためには莫大な時間がかかること

が予想される。それは、連携が必要となる企業が多いからだ。まず、スマートフォンの Felica

による電子決済を可能としているアプリを開発している企業との提携が必要である。それ

はそのアプリに電子レシート機能を追加してもらわなくてはいけないからだ。この提携に

は時間が当然かかるものとなっている。また、現在 Felica で決済可能な電子マネーは数多

く存在し、そのすべての電子決済履歴を電子レシートで管理するにはその電子マネーを管

理している企業とも提携しなくてはいけないのでこちらも時間がかかるだろう。 

5.1.5.2 電子決済に限定してしまっている 

 Appleがスマートフォンによる電子決済に乗り出したことから、スマートフォンによる電

子決済がこれから拡大することが想定され基本的利用性を欠くことはないという前提にお

いても、やはり決済方法を電子決済に限定してしまうことへのリスクは存在すると推測す

る。関連研究の結果で出た電子家計簿機能においても、電子決済とそうでない場合での購
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買データの保存の仕方等の問題も想定され、電子決済に限定してしまうことは問題点とい

えるだろう。 

 評価 5.1.6

 このスマートフォン Felica 電子決済モデルに関して、共同研究を行っているスター精密

社の方から評価をもらった。評価を以下に示す。 

 POS 業界には、内回り接続と外回り接続が存在する。前者はマルチサービスリーダー

を使用して POSレジを経由して店舗自体のインターネット回線をしようして「決済金

額」「電子マネーのオーナー情報」を電子マネー管理サーバとやり取りするものである。

後者は店舗自体にインターネットを持たない店舗においてしようするもので、3G回線

の接続機能と電子マネーのリーダーが一体化したマルチサービスターミナルを利用し

て、レジを介さずに通信をするものである [13]。そして内回り接続は店舗自体のイン

ターネット回線を持っていることを想定していることから、大手の企業がよく使用し

ている。しかし、スター精密社は外回り接続しかできないような小店舗をターゲット

としているので、このモデルでは Allreceiptsに適応できないかもしれない。そして、

外回り接続ではデータとして合計金額くらいしかレシートとして扱えるデータがない

ので、このモデルでは成り立たなくなる。 

 このモデルの課題としても記載されているが、他企業との交渉が多すぎて実現は難し

いことが予想される。 

 このモデルは内回り接続の店舗においてはすごくいいモデルであり、消費者の感じる

壁がよく分析されていて、求められているモデルではある。 

 まとめ 5.1.7

このスマートフォン Felica 電子決済モデルは基本的利用性の問題とは別に問題を抱えて

いるものの、電子レシートサービスが満たすべき基本的利用性を満たすものだと考えてい

た。しかしスター精密社の方からの評価から内回り接続の POSレジでしか使えないことが

わかった。Felica による電子決済が可能な店舗すべてがこのスマートフォン Felica 電子決

済モデルが適応すると考えていたが、その認識は間違っており販売環境の面で完全に基本

的鵜利用性を満たしているとは言えなくなった。 

スマートフォン Felica電子決済モデルのステージを図 20に示す。 
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図 20 スマートフォン Felica電子決済モデルの位置づけ 
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6章  

結論 

6.1 結論 

 本研究では未だに普及していない電子レシートサービスの普及モデルの提案を目的とし

ている。2015 年度にスター精密社と行った共同研究では AISAS モデルをもとに消費者が

求める機能が電子家計簿機能であるとし、その機能を搭載すれば普及するのではないかと

結論づけられていた。もちろん消費者の求める機能は重要なことだが、基本的利用性が満

たされていなければいくら魅力的な機能があっても普及しないのではないか。消費者の求

める機能はその基本的利用性を満たした先にあるのではないかという仮定のもと、基本的

利用性の要件と現在の Allreceipts のその達成度を明らかにするため本研究では大祭にて大

祭モデルを用いて運用実験を行った。 

そこで、現在の Allreceipts は基本的利用性を満たしていないことがわかり、基本的利用

性の 3 つの要件が明らかとなった。それは販売環境・インストール負荷・システムの仕様

である。 

引き続き、その３つの要件を満たすスマートフォン Felica 電子決済モデルの提案と既存

の電子レシートサービスとの比較を行った。スマートフォン Felica 電子決済モデルはレジ

での会計時にスマートフォンを取り出す動機付けを「レシートを取得するため」ではなく

「電子決済のため」にするという点が特徴となっている。 

その結果、3つの要件からなる基本的利用性を完全に満たすとは言えないものの、普及案

として今後発展していくことが期待されるモデルの提案ができた。 

6.2 今後の展望 

 電子レシートサービスはまだまだこれからのサービスであり、考え方・視点を変えると

一気にブレイクスルーすることも考えられる。よって本研究で残ってしまった課題と大学

祭でできたらおもしろいのではないかというものをここに示す。 

 課題 6.2.1

 本研究では運用実験の結果をもとに基本的利用性の必要性を見出し、その基本的利

用性を満たすモデルであるスマートフォン Felica 電子決済モデルを提案した。しか

し、内回りの店舗でしか扱えないことがわかった。基本的利用性を満たすためにす

べての店舗に適用できるように改良、または全く違うモデルの提案を期待する。 

 本研究では関連研究の結果として提案された電子家計簿機能を実装できずに運用実

験を行った。もしかしたらこの電子家計簿機能がしっかりと実装されれば結果は変
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わっていたかもしれない。次また運用実験が成されるのであれば、その点において

も検証することを期待する。 

 電子的である利点をもう少し模索したい。紙レシートから電子レシートに代わるこ

とでのメリットが管理のしやすさ、電子家計簿へのしやすさだけでは弱い気もする。

せっかく電子データになるのだから、紙ではできなかったことができるともう少し

面白いものになるのではないかと考えるので、その点においての検証も期待する。 

 本研究では UI のことを言及できなかった。よって UI 面においても今後検証してい

くことを期待する。 

 他社の電子レシートサービスはすでにリリースされており、Allreceipts は未だ運用

を開始していない。理想形を作ってからのリリースというのが理想ではあるが、実

験ではなく実際に運用してみてわかることもあると思われるのでまず基本機能を搭

載したモデルをリリースした後、理想形に近づけていくのも一つの手なのではない

かと考えるのでその点においての検証も期待する。 

 今後大学祭での実験をやるならば 6.2.2

 本研究では大学祭での運用実験を行ったが、今後大学祭で運用実験を行うならばこのよ

うにしたらおもしろいのではないかというものを紹介したい。基本的利用性を満たさずと

も、大学祭という特殊な空間において電子レシートをおもしろいものにすれば、みんなに

使ってもらえるのはないかという提案である。しかし大学祭という特殊な空間での運用し

か考えておらず、普通の小売店では運用できないことから、実現可能性は考慮しておらず、

あくまで一つの提案として考えてほしい。 

6.2.2.1 レシートラリー 

 提案するのは「レシートラリー」である。電子レシート式スタンプラリーと考えてほし

い。方法としては大学祭で１つの大きなアプリを制作し、そのアプリを来場者にダウンロ

ードしてもらう。そのアプリの中身としては、スタンプラリーの用紙がそのままアプリに

なったようなものを想定する。大学祭では約 50店舗の屋台が出展されることが想定さるの

で、9種の色違いのレシートレイアウトのフォーマットを用意しておく。よって１つの色の

レシートフォーマットを約５店舗の屋台が持つことになる。(図 21)そして、各屋台はその

フォーマットに従い各屋台は自分たちの屋台特有のレシートデザインを行う。 
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図 21 レシートラリー 

 

6.2.2.2 消費者の動きとアプリイメージ 

消費者は屋台で買い物をしたら各店舗がデザインした個性あるレシートを受け取ること

ができ、同時に色によってスタンプラリーのようなことができるのだ。そして全 9 色のレ

シートを集めることができた消費者には番号が与えられ、大学祭の最後に行われる抽選会

に参加できるようにする。そうすることで消費者にこのアプリをダウンロードしてもらう

のだ。各店舗が何色なのかを教えないことで販売促進にもつながるだろう。ちょうど商店

街の福引のような仕組みをアプリ化し、収集意欲が湧くように電子レシートを用いたスタ

ンプラリー形式にしたものだと想定してもらえればいいだろう。そして簡単なアプリの画

面イメージが図 22である。 
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図 22 アプリイメージ 

 

6.2.2.3 各屋台のモチベーション 

 しかしこれでは各屋台が個性的なレシートを作り出すメリットがないだろう。よって、

グッドデザイン賞なるものを用意する。賞をもらえるようなレシートを作った屋台には何

か景品等を渡すようにしてやれば、各屋台のモチベーションにもつながりしっかり個性的

なレシートを作ってくれるだろう。 

6.2.2.4 課題 

 レシートラリーならおもしろいことができそうではあるが、このレシートラリーが実現

するのは極めて厳しいと推測する。それはまずこのアプリを誰がつくるのか。そして作っ

たはいいもののどのようにして大学祭全体で使えるようにするのか。静岡大学には大祭委

員なるものが存在するが、ここまではできないだろう。また、これは各店舗が今回の運用

実験で用いた「iPad」「小型レシートプリンタ」「ビーコン」を設置している想定となる。

まずそれだけの機材を用意しなくてはならないことと、１つの屋台で成り立たなかった電

子レシートサービスの運用が大学祭全体でできるとは思えない。 
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6.2.2.5 まとめ 

 課題は山積みで解決するのも困難ではあるが、閉じた特殊な空間においてこのようにレ

シートを集めること自体にゲーム性を持たせて意味を持たせることで電子レシートに興味

をもってもらう。このようにすることによってまた違った形で電子レシートが普及するこ

とも期待したい。また、これはもしかしたら大学祭だけでなく大型ショッピングモールや

商店街、テーマパーク等でも活用できるかもしれないだろう。 
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