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要旨 
 現在、消費者が買い物をして会計時にもらうのは紙のレシートである。そしてそのこと

を当然のこととして、ほとんどの人が受け取っている。しかし、紙のレシートに不満を感

じている人が多くいる。この不満を解消してくれるのが電子レシートである。期待される

電子レシートだが、現在ほとんど普及していない。そこには魅力的な機能が足りないとい

う課題があると考えられる。 
 そこで本研究は、今後期待される電子レシートを普及させることを狙いとし、調査から

候補モデル立案まで行った。 
モデルを立案するに当たり、リーンスタートアップ方式を用いた。リーンスタートアッ

プ方式により開発から検証、評価をモデリング・ワークショップ、学園祭、授業アンケー

トの計三回繰り返した。各回で出た結果を新たな検討材料にして、次回のモデル立案に生

かした。 
まず、モデリング・ワークショップではリーンキャンバスによるサービス立案、クラス

図とオブジェクト図によるモデリング、Application Craft を利用しプロトタイピングを作

成し、他グループから評価をして頂いた。独自機能として完璧な電子家計簿機能、ポイン

ト機能という案が出た。これらは、製作者側の人間としての案である。より消費者目線で

の考案が必要であることが分かった。 
つづいて学園祭では、来場者を消費者の一人だと考えてデモンストレーションを披露し、

ニーズ調査を依頼した。デモンストレーションは電子レシートの概要説明と実際の機器を

利用したプレゼンテーションを行った。消費者に電子レシートはまだあまり認知されてい

ないが、期待はされているようだった。消費者が求めるのは実際に既にありそうな堅実的

なものではあるが、多種多様にわたるものであった。求められているもの全てを機能とし

て採用するわけにはいかない。そこで消費者が本当に求めているのは何かをはっきりさせ

る必要がある。 
最後に静岡大学情報学部 1 年生に付加価値機能に関するアンケートを実施した。まず候

補機能を AISAS モデルに基づいて選抜した。そして、研究の概要や各候補機能の説明をし

たうえで調査を行った。順位をつけてもらい得点化して、得点から期待できる機能を見極

めた。結果は、電子家計簿機能の得点が飛びぬけて高かった。他の機能はどれも競り合い

で、甲乙つけがたかった。 
 リーンスタートアップのサイクルを 3 回行った結果、電子レシートの普及戦略としては、

電子家計簿機能を中核としたアプリケーションの連携が最も期待されることがわかった。 
 今後の課題としては、「リーンスタートアップ・サイクルの回数の増加」、「アプリの早期

実装」、「課題点の視点変更」、「根拠のあるプレゼンテーション力」などが考えられ、今後

のさらなる研究に期待したい。 
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第１章 序論 
1.1 研究の背景 

現在、消費者がお店で何かモノを買い、会計時に発行されるのは紙のレシート（以下紙

レシート）が当たり前である。そして、ほとんどの人がその紙レシートを受け取っている。 
しかし、レシートを受け取るがそのこと自体にメリットを感じている人は少ない。むし

ろ紙レシートに不満を感じている人が多い。このままではレシートがいらないように感じ

るかもしれないがそれは間違いである。レシートは商品の返品・交換や金銭管理などに活

用されている。そのためレシートを廃止にすることはできない。 
この現状を打開できると期待されているものがある。それは電子レシートである。電子

レシートなら消費者が感じている不満を解消できるはずである。それどころかさらにメリ

ットももたらしてくれる。 
そんな電子レシートは現在ほとんど普及していない。いくつかすでに提供されているサ

ービスがある。それぞれさまざまな工夫をして普及を試みているが、まだ全国的な普及に

は至っていない。電子レシートの普及には何か大きな課題があるようだ。 

1.2 研究の目的 
本研究は、将来的に普及するであろうと予測される電子レシートを早期に立ち上げる方

法を考案することが目的となる。 
普及させるにはその原因を解決することが必須である。原因はいくつかあるだろうが一

番大きな原因は魅力的な機能がないことだと考える。なぜなら普及するための設備、環境

が準備されており今すぐにでも使える状況だとしても消費者が使いたいと思わなければ利

用されないからである。もし設備、環境に障壁があったとしても、魅力的な機能があり消

費者がどうしても使いたいと思えばきどうにかして利用すると考える。この心理が全国的

な普及につながるはずである。そこで魅力的な機能を見つけるためにリーンスタートアッ

プ方式を用いる。リーンスタートアップ方式により開発から検証、評価を繰り返し、搭載

したら普及すると期待できる機能を見つけ出す。 

1.3 論文の構成 
 本論文は全七章から構成される。 
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電子レシートの既存システムについて述べる。 
第３章では本研究に利用するリーンスタートアップ、AISAS モデルについて述べる。また、

研究の日程についても述べる。 
第４章ではモデリング・ワークショップにおいてリーンキャンバスなどを用いて検討した
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ことを述べる。 
第５章では学園祭にて行った消費者のニーズ調査について述べる。 
第６章では本研究の最終モデルを考案するための付加価値機能に関するアンケート調査に

ついて述べる。 
第７章では本研究の結論を述べ、今後の課題についても述べる。 
 



8 
 

第２章 紙レシートの課題と電子レシートの 

普及の現状 

2.1 紙レシートの現状 
 何かモノを買ったときには紙レシートをもらう。消費者にとってこのことは当たり前の

話である。もし、レシートがもらえなかったりレシートが紙でなかったりしたら違和感を

覚えるに違いない。アイシェア社によると以下の表 1 のように紙レシートは受け取る、受

け取ることが多いと答えた人合わせて現在約 9 割の人が受け取っている。 
表 1 消費者がレシートを受ける割合 

 
（アイシェア社によるアンケート結果 [1]に基づく） 

しかし消費者は紙レシートをもらうがそのこと自体に嬉しさやメリットを感じていない。

むしろその逆である。東芝テック社の調べるによると以下の図 1 のように紙レシートに約 7
割の人がなにかしらに不満を感じている。その詳しい内容までは記述していない為わから

ないが消費者は現状に満足していない。紙レシートを財布に溜め込み財布が無駄に分厚く

なってしまう場合、保管するのに苦労している場合に不満を感じているのではないだろう

かと推測する。 

 

図 1 レシートに不満を抱える割合 
（東芝テック社によるアンケート結果 [2]に基づく） 

 

回答者数 割合
受け取る 338 59.7%
受け取ることが多い 162 28.6%
受け取らないことが多い 48 8.5%
受け取らないことが多い 18 3.2%

答え
全体　(n=566)
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2.2 レシートの必要性 
 レシートに不満があるならばそもそも必要ないのではという疑問が出てくる。それは間

違いである。アイシェア社の調べでは以下の表 2 のようにレシートをもらう理由には大き

く二つある。 
一つは商品の返品・交換の為である。レシートは商品をちゃんと買いましたという証明

になるので返品・交換には必要になる。もしレシートがなかったら返品などを行ってくれ

ない可能性がある。せっかくお金を払って買ったものが最初から欠陥品だったら悲しい。

紙レシートを保管していなかったがために交換も受け付けてくれなかったらなおさら悲し

い。基本的には必要ないかもしれないがトラブルに見舞われたことを考えてしっかりと保

管しておきたいものである。 
二つ目は金銭管理の為である。お金を使ってばかりではいつかなくなってしまう。そん

なことを防ぐためにも家計簿をつけることは大事である。細かく 1 円単位で計算をしなく

ても、ある程度何にどのくらい使ったかを把握するだけでも何も知らないのとは大きな違

いがある。家計簿をつけるためにはレシートは必須である。これがなければ計算ができな

い。そのためにも家計簿をつけるまでの一定期間は保管が必要になってくる。 
表 2 消費者がレシートを受け取る理由 

 
（アイシェア社によるアンケート結果 [1]に基づく） 

2.3 電子レシートとは 
 そもそも電子レシートとはなにかをはっきりさせておく。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。これによりレシートの紛失がなくなり、

買い物履歴が簡単に閲覧できる。またレシートを電子端末で保管ができるので財布が膨ら

んで困ることもない。レシートをもらう方法やシステムの構成はそれぞれの提供会社によ

り違う。 
 現在日本国内では、電子レシートはほとんど普及していない。導入されていてもある一

部のエリアだけなど限定的で見たことがある人も少ないだろう。普及はしていないものの、

電子レシートには潜在性がある今後期待できる技術である。電子レシートの一番の特徴で

ある紙のレシートと全く同じ情報を電子媒体で確認できることでレシートを保管するのが

回答数 割合
返品・交換の時に必要だから 272 54.4%
金銭管理（家計簿・小遣い張など）に必要だから 232 46.4%
領収書として必要だから 131 26.2%
なんとなく 105 21.0%
断るのが面倒だから 47 9.4%
断れないから 4 0.8%
その他 14 2.8%

答え
全体 (n=500)　※複数回答可
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一気に手軽になる。紙レシートだと量が増えるとかなりかさばるが、電子レシートならば

何枚になっても電子媒体一つに収まるので保管するのに苦労しない。これは財布がいつも

レシートなどで膨らんでいる人にはとても助かるはずである。また保管が楽になることで

紛失の危険性もなくなる。紙レシートの場合、せっかく保管していても場所がわからなく

なる可能性がある。もし見つからなかったらたくさんためた労力も水の泡である。 

2.4 電子レシートの既存システム 
 日本では電子レシートはあまり普及していないが期待されるものはいくつか存在する。

ここではそのうちの３つを紹介する。それぞれシステム形態や機能に特徴をだし独自性を

出している。 

2.4.1 スマートレシート 

スマートレシート [2]とは、バーコードを電子端末に表示させ、それをレジで読み取って

もらう。そして購買情報と電子端末をつなぐ方式の電子レシートであり、東芝テック社の

サービスである。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。同年 10 月から正式提携し、現在ではみやぎ生協、いわて生協、共立社、コープふくし

まで導入されている。会員数は約 10000 人になる。 
機能も豊富で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、

懸賞のようなものにボタンを押すだけで簡単に応募できたりする。また大日本印刷株式会

社が提供する家計簿アプリの「レシーピ！」と連携している点も特徴的である。連携する

ことによりスマートレシートで読み取ったレシート情報をレシーピ！で収支をまとめるの

である。これにより家計簿をつける手間もなくなる。ただし、専用プリンターなどの導入

が必要となり、店舗側は初期費用を負担しなければならない。 
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図 2 スマートレシートのシステム構成図 [2] 

 
2.4.2 iReceipt 

 iReceipt はログノート社とブシロード社とカードキングダム（遊縁社）と共同で運営し

ている。ブシロード社とカードキングダムはともにカードゲームに関係している。そこで

ログノート社が電子レシートアプリを提供し、ブシロード社がテレビ番組でアプリのダウ

ンロードを推奨する。そしてユーザーがカードキングダム直営店で買い物をして電子レシ

ートを受け取ると、ブシロード社のノベルティがもらえる仕組みである。それぞれの立場

をうまく利用し、ユーザーの増加を促している。これは画期的な共同運営である。機能と

してはクーポンやイベント情報がアプリから確認できるようになっている。 

2.4.3 レシートメール 

 これまでに紹介した二つはアプリであるがこのレシートメールは名前からもわかるとお

りメール形式であり、エイジア社が提供している。商品を買ったと同時に登録した電子端

末にメールが届きそこにレシート情報が記載されている。メール型にすることでキャンペ

ーン情報やおすすめ情報を表示し、すぐにアクセスできるようにしておく。アプリとして

電子端末に入れるわけではないので容量をとらないことも特徴である。 
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図 3 レシートメールのシステム構成図 [3] 

 

2.5 電子システムの研究事例 
 電子端末を使い、レシートに注目したシステムの研究はいくつもされているが実際には

提供、利用には至っていないシステムも存在する。ここでそのうちの 3 つを紹介する。 

2.5.1 買い物会計システム 

 この研究は店舗がタブレットなどの電子端末を利用した POSシステムを導入し始めてお

り、消費者はスマートフォンを利用した買い物支援サービスをよく利用している。しかし、

これらのシステムでは消費者のスマートフォンと店舗のレジが協調して動作することはで

きない。双方が互いに情報の送受信を行うことで得られる利点に着目している。そして店

舗のレジシステムと消費者のスマートフォンが連携した買い物会計システムを開発してい

る。これは筑波大学情報学群、筑波大学大学院システム情報工学研究科の鈴木和幸氏と田

中二郎氏による研究である。 [4] 
消費者は買い物をする際、買い物アプリケーションを利用して商品のバーコードをスキ

ャンして購入する商品を登録する。会計時にレジアプリケーションに情報を送信すること

で登録した情報をレジアプリケーションで利用できる。会計後にはレシート情報がレジア

プリケーションから買い物アプリケーションに送信され、消費者は過去のレシート情報を

閲覧できる。これにより店員が商品をスキャンする必要がなくなり、会計の時間を短縮で

きるというものである。 

2.5.2 レシートログを利用した買い物支援サービス 

 この研究はレシートに記載された購買履歴を蓄積して消費者向けサービスに役立てるレ

シートログの活用方法の一つとして、買い物における「二重購入」および「買い忘れ」を
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防止するサービスである。これは神戸大学の大櫛 章裕氏、徳永清輝氏、松本真佑氏、中村 
匡秀氏による研究である。 [5] 
 ユーザはログインをすると商品名からその商品をいつ買ったか、最近何を買ったかを確

認できる。これにより二重購入を防ぐことができる。また、買い忘れをする典型的な商品

を購入履歴から調べ、なくなっている可能性があれば購入を促す機能がある。商品名から

購入履歴を検索し、いつ買ったか自分で確認もできる。これにより買い忘れを防止できる。

これらの機能により買い物支援をしようという研究である。 

2.5.3 レシートログを用いたユーザ行動認識の支援機構 

 この研究は、携帯端末上のアプリケーションから入力される購買情報と GPS による位置

情報を利用することにより、ユーザの消費行動分析を試みている。これは鈴木和希氏、堀

見宗一郎氏、新井イスマイル氏、西尾信彦氏による研究である。 [6] 
 ユーザは商品を購入した際にアプリケーションに購入した品目、価格などを入力する。

アプリケーションは携帯端末の GPS を利用して購買情報と位置情報を結び付ける。これに

よりユーザがどのエリアでどのくらい消費活動を行っているか、また現在地の周囲何 km 以

内でいくらの消費活動が行われるかを推測し、提示する機能をもたせるという研究である。 

2.5.4 研究事例との比較 

 ３つの研究事例と本研究の違いを記述する。 
買い物会計システムは店舗と消費者両方に目を向けているのは同じである。しかし研究

の方向性が違う。どうしたらその両者がつながるかを研究し、結果として共通のアプリケ

ーションを開発することで解決している。本研究ではもうその両者はつながっているので、

どうしたらこのシステムが普及できるかを考えるのが目的となる。このように似てはいる

が求めているものが違う。 
レシートログを利用した買い物支援サービスは、二重購入と買い忘れ機能に特化してい

るサービスである。機能を特定して実際に開発することが研究の目的になっている。本研

究では、あらゆる機能を検討し最善の機能と思われるものを選抜している。開発には重点

を置かず、現実的にどんな機能が必要かを検討している。つまり、この二つの研究を合わ

せて考えると、本研究をしてから買い物支援サービスの研究を行うとさらに良い結果が出

たかもしれない。 
 最後に、レシートログを用いたユーザ行動認識の支援機構は買い物支援サービスと似て

おり、自分たちでシチュエーションを設定して課題をみつけそれをどうしたら実装できる

かを研究している。繰り返すようだが本研究は、どういうシチュエーションでどんな機能

を使ってもらうかを検討している。つまり、抱えている問題が違っており、求めている答

えが違う。 
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第３章 普及戦略の立案方法 
3.1 リーンスタートアップの利用 
 本研究は第 1 章で述べたとおり、電子レシートの普及する方法を考案するのが目的であ

る。ただ頭で考えただけでは良い案は出てこない。あらゆる環境で多方面から考えてみる

ことがよい案を出すという方法である。そこでリーンスタートアップを用いる。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。これを使うことで最低限の資金と時間、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。本研究でもリーンスタートアップを利用

することで普及のカギとなる消費者が求めている魅力的な機能に最短で近づくことができ

ると考えた。無駄な討論を省くことで効率性が上がることも期待される。 [7] 
リーンスタートアップではよく図 3 のようなリーンキャンバスというものを使うことが

ある。書いてある数字の順番に記入していく。1 の顧客セグメントとはターゲットにする顧

客を記入する。2 の課題については現在抱える課題を記入する。3 の価値提案には他と差別

化要因を単一で明確なメッセージを記入する。4 の解決策は 2 の課題を解決するための機能

や、方法を記入する。5 のチャネルは顧客への経路を記入する。6 の収入の流れは収益モデ

ルや粗利益を記入する。7 のコスト構造は顧客獲得コストや流通コストなどを記入する。8
の主要指標には計測するうえで主要となる活動を記入する。9 の圧倒的優位性には簡単に真

似や購入ができないものを記入する。9 個の枠は全て埋めなくても良い。システムを新たに

考える場合は、この図を埋めると最低限のシステムモデルが立案できるようになっている。 
[8] 
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図 4 リーンキャンバス 

 
 リーンスタートアップを使い、より良いモデルを作るには何度もサイクルを回すことが

必要である。サイクルとは図 5 のような流れで、まずはとにかくアイデアを出す。そして

そのアイデアをもとに最小限に構築する。構築したものが試験的な製品となり、その製品

でデータを計測する。出てきたデータをもとに何がよくて何が悪かったのかを学ぶ。そし

てそこで得た情報を次のアイデアに生かす。このサイクルを繰り返すのがリーンスタート

アップである。 
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図 5 リーンスタートアップのビジネス開発サイクル 

3.2 AISAS モデルの利用 
 リーンスタートアップを利用するに当たりまずは必ず新しいモデルを立案する。本研究

では、このときに参考にできる AISAS モデルというものがある。AISAS モデルとは消費者

の購買行動モデルの一つである。購買行動モデルのAIDMAモデルの改良版である。AIDMA
モデルとは消費者が商品を購入までにする行動の 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である。AIDMA にのっと

り分析することで店舗がマーケティングや広告営業などに活用できるのである。このモデ

ルを現代のネット社会用に改良したものが AISAS モデルである。AISAS モデルは

Attention（認知）、Interest（関心）、Search（検索）、Action（動機）、Share（共有）と

なる。AIDMA モデルと変更された点は、Desire、Motive がなくなり Search、Share が加

わり順番を少し並び替えられた点である。ネットが身の回りにあるのが当たり前になり消

費者は商品を購買する前に商品について検索したり、商品を買ってみての感想を共有した

りするようになった。このことを購買行動の一つとして取り入れたのである。この AISAS
モデルを利用し、消費者が求めているもの考えやすくする。 [9] 
 

3.3 リーンスタートアップ・サイクルの実施  
 本研究はリーンスタートアップを利用して候補モデルを立案しモデルを披露、それを評
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価してもらう。評価してもらった内容をもとにさらに改良を加えたモデルを立案する。こ

の流れを 1 サイクルとして図 6 のように 3 回サイクルを回した。 

 

図 6 本研究におけるリーンスタートアップ・サイクルモデル 
 

3.3.1 リーンスタートアップ・サイクルの概要  

各サイクルではそれぞれ狙いを定めてリーンスタートアップを実施する。実施してわか

ったことを次に生かして、より正確な研究結果が出るようにした。 
1 回目は研究序盤ということであらゆることに可能性を込めて発想重視でアイデアをた

くさん出した。2 回目は消費者のことを理解し、方向性を決める為に、消費者ニーズ調査を

行った。3 回目は本研究の最終的なモデルを立案するための重要なポイントである。そこで

AISAS モデルを利用し候補機能を検討し、付加価値機能に関するアンケート調査を行った。 

3.3.2 リーンスタートアップ・サイクルの日程 

 3 回サイクルを回したが、その日程は以下のとおりである。 
1. 2015 年 9 月に静岡大学情報学部湯浦研究室のモデリング・ワークショップにてリーン

キャンバスの作成やモデリング、アプリ試作 
2. 同年 11 月に第 16 回静大祭 in 浜松にて消費者ニーズ調査 
3. 2016 年 1 月に静岡大学情報学部 1 年生対象にした授業でアンケート調査 
 これを 4 章から 6 章にかけて各サイクルを各章にまとめて述べている。 

授業アンケート 

学園祭 

モデリン
グ・ワー
クショッ

プ 
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3.4 スター精密社との共同研究 

3.4.1 共同研究の検討 

本研究はスター精密株式会社（以下、スター精密社）との共同研究によるものである。 
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会社である。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なども製造している。最近注目を浴びているモバイルプ

リンターもこの技術を生かしている。携帯型のプリンター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 All Receipts を提供している。 
創業は 1947 年、資本金 127 億円で 2014 年時点では売上高は 430 億円を超えている。従

業員数も連結では 1800 人、単体でも 568 人いる成長企業である。 
湯浦研究室の先輩である河原崎氏がスター精密社で働いていることを知り、コンタクト

をとった。All Receipts の普及戦略を考案中ということで、共同して普及戦略を考えること

となり共同研究に至った。 

3.4.2 スター精密社の電子レシートシステム All Receipts 

 スター精密社が提案する All Receipts とは電子レシートアプリである。スター精密社は

もともとプリンターを製造していたので、プリンターと関連してレシートに新たな付加価

値をつけ提供しようと考えたのである。 
3.4.2.1 システム構成図 

All Receipts のシステム構成図は図 7 のようである。店舗で買い物をするとレシートが発

行される。それと同時にレシート情報がスター精密社のクラウドサービスに保存される。

買い物客が All Receipts アプリを起動し、スマートフォンを専用機器にかざすか紙レシー

トに表記された QR コードを読み取り、満足度を選択すると電子端末に電子レシートが表

示される。満足度はレシートデータと紐付けされクラウドサービスに保存されている。そ

のため店舗側は満足度やレシート発行状況を専用サイトから確認できる。今までは店舗が

レシートを買い物客に一方的に渡すだけだった関係が All Receipts を導入することで All 
Receipts が仲介役となり、買い物客の満足度や購買情報などが店舗にフィードバックされ

る。つまり買い物客と店舗がつながるようになる。 
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図 7 All Receipts のシステム構成図 [10] 

 
3.4.2.2 店舗のメリット 

まず店舗側のメリットを述べていく。コンセプトは「使いやすく、大手と同じものを小

売業に、無償で提供」である。とにかく小売店に気軽に使いやすくしようとしている。こ

の精神が随所にみられる。 
一つ目に導入が簡単であること。スター精密のプリンターをすでに利用していればすぐ

に導入できるのである。プリンターのドライバーをアップデートし、専用 WEB サイトでサ

ービスの利用登録をする。そして使用許諾とキー情報を入力すればすぐに利用できる。 
二つ目は店舗で商品を買った消費者がレシートを読み込む際に満足度を評価してくれる。

その結果は専用サイトをチェックすることで把握できる。専用サイトでは図 8 のように各

プリンターがレシートをどのくらい発行しているか、プリンターの状況などを確認するこ

ともできる。それらのデータから今後の店舗の経営戦略を考えることができる。
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図 8 専門サイトで見られるコンテンツ [10] 

三つ目に、サービスが無料であること。先ほど述べたとおり店舗がするのはドライバー

のアップデートと簡単な登録手続きだけである。新しく何かを買う必要も、店舗スタッフ

に新たに教育を何時間もする必要もない。便利なものはそれ相応の値段がするので導入す

るか迷う経営者の方も多いだろうが、All Receipts はそんな悩みは全くない。無料で利用で

きるのは図 9 のビジネスモデルのおかげである。All Receipts を利用する小売店からお金を

もらうのではなく、紙レシートに広告を載せることができる。その広告主からの広告費で

システムを運営するのである。 

 
図 9 All Receipts のビジネスモデル 

四つ目に、安全にグローバルで利用できること。各プリンターで発行されたレシートデ

ータは図 9 のようにスター精密社のクラウドサービスに預けられる。クラウドサービスに

は MicrosoftAzure を利用し業界最高水準でデータを保護しているので安全である。またレ

シートデータはクラウド上にあるのでどこからでもグローバルに利用できるのである。 
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図 10 All Receipts のレシートデータの流れ [10] 

3.4.2.3 消費者のメリット 
 電子レシートは既存システムもいくつか存在するので他と差別化できるものが欲しい。

先述したとおりスター精密社は店舗が気軽に使いやすいように配慮している。その考えは

同じで消費者にも負担をかけないようにしている。 
まずは既存システムではほとんどの場合要求されるユーザー登録が不要なのだ。アプリ

を利用することで便利になるかもしれないがすぐに使えないと消費者にとっては面倒であ

り不便である。ユーザー登録不要ということで名前などの個人情報はもちろん e-mail アド

レスの設定も必要ない。登録するものがない為、プライバシーに気を使っている人も安心

して使えるだろう。 
また、e-mail でレシートを受け取る方式だとほかのメールにまぎれて見つからなくなっ

てしまうリスクがある。いざ必要となった時にすぐに見つからないようでは紙レシートと

なんら変わらない。All Receipts のようにアプリであれば起動すればすぐにレシートの履歴

を確認することができる。レシートを受け取った日時と購入店舗により検索することがで

きるので見つけたいレシートをすぐに見つけることができる。 
そして電子レシートは紙レシートと仕様が変わってしまい、慣れていない消費者には見

づらくなってしまうことがある。All Receipts は紙レシートと同じ仕様で見ることができる

ので消費者はとても使いやすい。 

3.4.3 共同研究の実施 

3.4.3.1 サイクル 1 回転目 
まず、報告者側はモデリング・ワークショップにてグループでリーンキャンバスの作成
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によるサービス立案と議論、クラス図・オブジェクト図によるモデリング、画面遷移を含

めたアプリ試作を行った。そして他のグループ、企業の方に評価して頂いた。 
スター精密社側にはまず、All Receipts のコンセプトなどの詳細を紹介して頂いた。また、

モデリング・ワークショップの結果の評価をして頂いた。 
3.4.3.2 サイクル 2 回転目 

 この時に報告者側は、学園祭で来場者にスター精密社から提供して頂いた専用機器も利

用し、新しく考案したモデルのデモンストレーションを披露。そして消費者ニーズ調査を

実施。 
スター精密社側にはデモンストレーション用に All Receipts の機器提供をして頂いた。

そして、ニーズ調査の結果の評価もして頂いた。 
3.4.3.3 サイクル 3 回転目 

 ここでは報告者側は AISAS モデルを参考に付加価値機能の選抜・検討をし、学生にアン

ケート調査を実施。調査結果から最終的なモデルを立案。 
 スター精密社側には All Receipts の他社との機能連携動向を紹介して頂き、アンケート

結果の評価をして頂いた。 
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第４章 モデリング・ワークショップ 

における普及戦略開発 

4.1 モデリング・ワークショップ 
報告者が所属する静岡大学情報学部湯浦研究室においては、毎年度に 3 日間かけて学生

全員が参加するモデリング・ワークショップを行っている。モデリング・ワークショップ

では 4,5 人でグループを組んで情報サービスの企画、モデリングとプロトタイピングを実施

する。報告者は同期および先輩、後輩の計 5 名のグループで、電子レシートの普及モデル

をテーマに選んでこのワークショップに参加した。モデリング・ワークショップでは以下

三つのことを実施する。 
1. リーンキャンバスによるサービス立案と議論 
2. クラス図、オブジェクト図によるモデリングと評価 
3. 画面遷移のプロトタイピングと評価 

 まずはキャンバスを埋め、システムのほつれをグループで話し合い見つける。そしてよ

り質の高いシステムモデルを立案する。キャンバスがしっかり埋まったら実際にクラス図、

オブジェクト図を書いてモデリングをしてみる。モデリングをすることでシステムの目的

や機能などの関係性が見える化される。すると曖昧だった事柄がはっきりしてくる。そこ

を明確にきめることで、不備のない最良のシステムが構築される。その後、Application 
Craft を利用しデモンストレーション用のアプリ試作をする。 

Application Craft とはブラウザ上で作業するビジュアル重視の開発ソフトである。CUI
でも作業はできるが GUI で作業できるのでプロトタイピングするのに向いている。 

アプリ試作は画面遷移なども考慮して製作する。ボタンの配置、画面遷移の順番など利

用者が使いやすいように設計する。アプリ試作をすることで利用者が実際に使うときに不

満を感じる点もみえてくる。作るのに夢中になりデザインなどに懲りすぎて逆に使いづら

くなることに注意する必要がある。アプリ試作を終えたところでこれまでのグループ方針、

リーンキャンバス、根拠などを発表しデモンストレーションを披露する。 

4.2 結果・考察 

4.2.1 リーンキャンバス 

リーンキャンバスを順に書くと以下の図 11,12 のようになった。考える立場により顧客が

小売店と消費者の二者が存在する。スター精密社の立場に立てば顧客は小売店になる。そ

の小売店の立場になると顧客は消費者になる。このシステムは二つのビジネスモデルを考

えなければ上手に回らない。その為、2 枚のキャンバスを用意し検討した。 
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4.2.1.1 顧客が小売店の場合 
まず小売店の顧客パターンからみていく。課題の所にある利用者増加は絶対条件である。 
その下の付加価値創造とは利用者増加につながる魅力的な機能のことである。やはり魅

力的な機能がないということが普及するための大きな課題である。これが解決できれば全

国的普及へ大きく前進できる。この機能がどんな機能になるかによりどのくらい普及する

か決まってくるだろう。 
価値提案の所の手軽、気軽とは All Receipts の良い特徴である。スター精密社が小売店

のためを思って考えたビジネスモデルにより生み出されている。通常であれば電子レシー

トを導入するには高額なプリンターが必要である。しかしそこを無償で提供するのである。

そんなことは他の電子レシートシステムではできないので独自の価値だと考えられる。 
次にチャネルのところでは営業となっている。スター精密社のもともとからの顧客も電

子レシートの顧客になりうる。もちろん今までかかわりのなかった小売店も新たな顧客の

候補である。その顧客へのアピールはスター精密社の営業力に頼るしかない。そのため営

業となる。 
特別なビジネスモデルにより収入はプリンターを導入する小売店からではなくレシート

に広告を載せる広告主からの広告費である。スター精密は各店舗での消費者の購買情報を

把握できる。情報も価値のあるものなので収入とした。情報を何かほかのサービスに利用

することも可能である。 
 

 
図 11 顧客が小売店の場合のリーンキャンバス 



25 
 

 
4.2.1.2 顧客が消費者の場合 

次に消費者が顧客のパターンを見る。課題は小売店パターンと同じで利用者増加は絶対

条件。そのために家計簿機能を搭載してみる。 
独自の価値提案としてその家計簿機能とポイント機能という 2 つの機能を考えた。 
1.  家計簿機能とは電子レシートとして読み込んだ情報を自動で計算し、なににどの

くらいお金を使ったかわかりやすく表示してくれるものである。家計簿機能は電子

レシートが導入されているお店では自動的に電子端末にレシートの情報がはいるの

で自動で計算できるが導入されていなお店でも写真を撮ることで文字を認識して情

報を読み込み、利用できる想定である。電子レシートが導入されていないお店では

家計簿機能が使えないとなると、消費者にとっては一部の収支しかわからないので

あまり意味がない。つまり消費者は自分の収支が完璧にわかることを求めている。

そのため、お店が電子レシートを導入していてもしていなくても使える完璧な家計

簿機能が必要になる。ここが他の電子レシートとの差別化になると考える。 
2.  ポイント機能とは 100 円で 1pt 貯まり、1pt を 1 円として使えるものである。理

想としては購入金額 100 円につき 1pt 付与され、レシートを読み込むとさらに 1pt、
また一か月に一定回数以上来店するとボーナスポイントがもらえる。使うときはや

はり 1pt を 1 円として購入時に使用できるのが理想である。ポイントがもらえたり

利用できたりするのは電子レシートを導入している店舗全体で共通ポイントなのか

各店舗でオリジナルのポイントを設けるかどちらにするかまでは決めきられなかっ

た。実際に搭載する場合はポイントがもらえるタイミング、どの範囲でポイントが

使えるかのこの 2 点をはっきりさせないといけない。 
チャネルには口コミ、レシートが最適だと考える。やはり利用者の声というのは大きな

影響力を持つので誰か一人が便利だと思えばそこから一気に広まるので口コミがチャネル

になると思う。また電子レシートを導入している店舗では紙レシートの最下部に QR コー

ドが表記されている。すでにアプリをダウンロードしている人は電子端末を専用機器にか

ざすか、QR コードを読み取ると紙レシートの情報が電子レシートとして取り込まれる。ま

だアプリをダウンロードしていない人はアプリダウンロードの画面に飛ぶことになる。そ

こからダウンロードを催促するのでチャネルの一つになる。店舗に来店して商品を買って

くれた人全員が目に触れるチャネルなのでこれも大きな力を発揮しそうである。 
消費者と小売店の間でシステムを介しての収支の流れはないので省略する。 
圧倒的な優位性は独自の価値提案のところで先述したとおり電子レシートを導入してい

ないお店でも使える完璧な家計簿と、小売店が消費者の購買情報からなにがどんな人によ

く売れるかを判断し、今後の仕入れ状況に利用できる購買情報の活用がある。購買情報は

その人が何歳などの属性はわからなくても、ある人はどんなものを買うことが多いという

傾向からある程度推測できる。分析をしっかり行えば売り上げ向上につながるだろう。 
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図 12 顧客が消費者の場合のリーンキャンバス 

 

4.2.2 モデリング 

 キャンバスが埋まったので次はクラス図とオブジェクト図でモデリングを行う [11]。ク

ラス図を描くことでチームでのシステムの認識の誤りがないか確認していく。クラス図で

はあくまでも抽象的な関係性を見ているのでオブジェクト図まで書くことでより細かいレ

ベルでのシステム設計ができる。モデリングを行っても大きな問題は出てこなかった。つ

まり家計簿機能、ポイント機能はシステムの一部として稼働しそうである。つまり無謀な

話ではなく現実的な機能として考えることができる。 
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図 13 ワークショップにおけるクラス図 

 

4.2.3 画面設計 

 実際のシステムの設計準備ができたのでプロトタイプとして Application Craft [12]を利

用して設計する。デモンストレーション用に画面を試作するところまでする。試作するの

も Application Craft では GUI を利用する。実際に利用者の使うタイミングを考えて専用

サイトではなくアプリを設計する。アプリが重くなるのは好まれないので、できる限りシ

ンプルで使いやすいようにした。家計簿機能で支出を一目でわかるように円グラフを利用

した。支出額をジャンル分けし、どのジャンルへの投資が多いかを見やすくした。 
 予定では画面遷移を考えたので、ボタンを押したら次のページに飛ぶことができるよう

にするつもりだったが、一部バグによりデモンストレーションするときは奇麗に見せるこ

とができなかった。 

4.2.4 評価、結果 

 すべての作業が終わったのでグループ方針や成果物などをすべて発表し、他グループか
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ら評価を受ける。家計簿機能があるとやはり便利であり使ってみたいという意見があった。

自動で計算してくれるということがありがたいのだろう。またポイント機能もあれば嬉し

いし、それがどこでも使えるようなポイントであればさらに嬉しいということだった。他

グループからの評価を聞く限りグループで考えた案はなかなか良いものができたといえる

だろう。 
しかし他グループからの意見で面白い意見があった。買い物リスト機能はどうかという

ものである。買い物リストとは買い物に行く前に買うべきものをリストに記入しておき、

買い忘れを防止し二度手間にならないようにするというものである。一度にたくさん買い

物をする主婦や、買い出しに頼まれた学生などに喜ばれそうである。またいろいろ欲しい

が優柔不断ですぐに買えない人も、とりあえずキープして買うのを忘れないようにできそ

うだ。これは自分たちの発想にはなかった。おそらく買い物リスト機能があるアプリもあ

まりないだろう。この他にももっと良い案が出てきそうである。 

4.3 まとめ 
 ここでわかったことは独自性をもつ機能が必要である。またその独自機能とは自動で支

出を計算してくれる家計簿機能と、使えば使うほどたまるポイント機能で挑戦できそうで

ある。しかしもっと独自性があり魅力的な機能があるかもしれない。モデリング・ワーク

ショップで出たこのモデルは自分たちで考えられる範囲での案である。一人の消費者では

あるが製作者側という立ち位置での考えである。もっと消費者の立場に立って考えればよ

り使いやすくなる機能が出てくるかもしれない。そこで次は消費者が何を求めているかを

調査する。ニーズ調査をし、どんな機能をつけるべきかを検討していく。 
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第５章 学園祭での消費者ニーズ調査 
5.1 消費者ニーズ調査 

前回のモデリング・ワークショップでは自分たちの考えによる答えは出たがそれが最善

なものかどうかはわからない。より消費者目線での考えが必要である。そこで 2015 年 11
月に開催された第 16 回静大祭 in 浜松の来場者 64 人に調査を依頼した。来場者というのは

一般人、学生、地域の方で、男女年齢を問わない。この方達全員が消費者であり、アプリ

利用者となりうる。対象者にデモンストレーションを披露し、ニーズ調査を実施する。デ

モンストレーションは報告者による All Receipts アプリのプレゼンテーションと図 14のポ

スター掲示、実際に使うときのイメージをつかみやすいようにスター精密社から提供して

いただいたプリンターを利用し実演。ただし当日は機器の不具合により稼働できなかった

為、展示のみとなった。アンケートを書いてもらいながら個々に感想を聞き、じっくり話

をした。 

 
図 14 学園祭で掲示したポスター 
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アンケート内容は以下の５点である。 
 電子レシートを知っているか 
 紙レシートと電子レシートはどちらがいいか 
 レシートを普段どうしているか 
 買い物で困ったことがあるか 
 どんな機能があったら嬉しいか 
このニーズ調査で消費者はどんなことに困り、どんなものを求めているかを明らかに

する。困っていることがわかれば、そこから消費者にとっての魅力を導き出せると考え

る。そしてその魅力を機能として搭載しようという意図である。また電子レシートはど

のくらい認知されていて、どのくらい求められているかをはっきりさせる。なぜならこ

の数字が悪かったらそもそもの電子レシートアプリを開発する理由がなくなってしまう

からである。 

5.2 結果・考察  

 
図 15 電子レシートの認知度 

まず電子レシートを知っているかという問いに対して知っている人は 19％ととても少な

かった。やはりまだ日本ではあまり普及しておらずこれからの技術だということがわかる。

しかし反対に考えると、まだ当たり前ではない電子レシートを 19％の人は知っていた。静

大祭 in 浜松はテクノフェスタを同時開催している。テクノフェスタとは科学技術の面白さ

や楽しさを体験できたり、最新の研究テーマに触れたりできるイベントである。そのため今回の

対象者は最新の IT 技術にも興味がある人が多かったのかもしれない。 
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図 16 電子レシートの期待割合 

 上の図 16 の数値を見てわかるとおり電子レシートを６割以上の人が求めている。一つ目

の質問で認知している人は２割もいなかった。それに比べて３倍くらいの人が求めている。

これは電子レシートのような便利なものがあるならば使ってみたいということである。つ

まりは電子レシートへの期待が高いということがここからわかる。よって電子レシートア

プリを作れば使ってくれる人はたくさんいるということである。この質問での電子レシー

トとは紙レシートを電子媒体に読み込めるということだけを考えている。それにもかかわ

らず 6 割以上の人の心をつかんでいる。これに魅力的な機能をつけたらもっと多くの人が

電子レシートを選んでくれると推測できる。 
 

 
図 17 レシートの活用状況 

この質問ではレシートの活用状況を調査している。レシートを捨てる人の割合が一定期

間は保存するという人も含めると約８割にもなる。つまり現在ほとんどの人は紙レシート

をもらうが捨てるだけということである。これは紙レシートに何も価値を見いだせていな
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い、または保管することに煩わしさを感じていることを表している。家計簿などに活用し

ている人は約２割ととても少ないことがわかる。これでは電子レシートアプリを作っても

利用するのは全体の２割とターゲットが小さい。もし全国的に普及してもユーザー数を伸

ばすには限界がる。つまり、現在レシートをあまり活用できていない人たちにも使っても

らえるようにする必要がある。すると紙のレシートを電子化するだけでは物足りなくなる。

やはり魅力的な機能が付加価値としてあればより多くの人に受け入れられ、普及しやすく

なるだろう。 
次は買い物で困ったことがあるかという問いである。この問いで意見の多かったものと

して 
 商品の在庫があるか気になる 
 所持金の不足 
 荷物が重くて持ち帰るのが大変 

この三つが上がった。買い物に行って商品の在庫がなく、商品を発注し商品が届き次第

再度お店に出向かないといけない、または他のお店に行かなければならない。これでは消

費者が不便に思うのは明らかである。商品名、メーカー名、色などから検索できる在庫検

索機能があればこれらは解決できる。自宅から在庫検索できれば無駄足になることを防ぐ

ことができ、消費者は便利さを実感できるであろう。これは魅力的な機能の一つとして期

待できそうな機能である。 
所持金の不足に関しては誰もが一度は経験のあることだろう。クレジット機能を搭載す

ることで解決できる。電子端末を機械にかざす。するとあらかじめ登録しておいた口座か

ら引き落とされるという仕組みである。もしこの機能の為にカードを作ると、利用者は既

に多くのカードを持ち歩いておりまた財布が膨らむことになるのでむしろないほうがいい

となるかもしれない。そのため電子端末かざすだけで決済できるようにする。 
荷物が重くて持ち帰るのに困るのは主に車をつかえない人、または重いものを持つのが

大変なご年配の方だろう。これを解決するにはアプリの機能としてなにかを搭載するので

はなく、新たなサービスとして宅配サービスを始めるべきである。スーパーなどでは実際

に運用している会社もあるようである。しかし本研究では幅が広がりすぎてしまうので検

討外とする。 
最後に、あったら嬉しい機能で多かった意見は主に以下の二つである。 

 ポイント機能 
 電子家計簿機能 
ポイント機能は圧倒的に多かった意見である。集中講座の時にも考え付いた機能だが、

やはり消費者には求められていたのである。ポイント機能とは購入金額１００円で１pt 貯

まったり、レシートを読み込むことで貯まり、１pt＝１円で利用できる機能のことである。

どうしたらポイントをもらえるかは明確になっていないがいつのまにかたまったポイント

がお金として利用できるのは消費者には喜ばしいことである。ポイントの為にリピーター
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になるのも期待できこの機能も有力候補である。 
 こちらもモデリング・ワークショップの際に出てきた案の電子家計簿機能は求めるレベ

ルに少しばらつきがあった。簡単に支出額を計算できればよいという意見と、それだけで

なく統計から何に使いすぎているか指摘して欲しいという意見まであった。これをどこま

での精度で作るかは難しい線引きである。先の質問であったレシートを活用している人が 2
割しかいなかったのは家計簿としてまとめるのが手間だったからではないだろか。もし紙

レシートでもなにかに読み込ませたら自動で計算してくれるのであればもっと活用する人

がいたはずである。これはあったら嬉しいというより必須機能の一つと考えてもよいだろ

う。 

5.3 まとめ 
 消費者ニーズ調査から電子レシートを知っている人はまだほとんどいないということが

わかった。しかし、電子レシートは必要とされており多くの人に利用してもらうには魅力

的な機能が必要である。そして欲しい機能としては他のアプリなどで実際に搭載されてい

るような機能の需要が高かった。これらの機能をすべて搭載してもいいが、使わない機能

があるとアプリが重くなるだけで邪魔だと考える人もいる。もっとシンプルにして皆が欲

しいと思えるようにしたい。これらの機能の中でも本当に欲しい機能が何かはわからない。

そこで次は本当に求めている機能は何かを突き詰めようと考える。 
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第６章 付加価値機能に関するアンケート調査 
6.1 付加価値機能に関するアンケート調査 

ここでは静岡大学の情報学部 1 年生対象の授業で 2016 年 1 月にアンケートを実施した。

回答者数は 88 人で男女比率は 7 対 1 である。授業の 10 分ほど時間をもらい、本研究の目

的や概要について説明する。そして選抜された機能を一つずつ紹介してアンケートに回答

してもらった。 
これまで出てきた機能案は電子家計簿、ポイント、買い物リスト、スタンプラリー、電

子チラシ、クーポン、自動献立、アンケート、くじ、天気予報、クレジット、賞味期限ア

ラーム、商品詳細情報表示、在庫検索、おすすめがある。 
ここでこれらの機能の動向を述べる。 
まず、電子チラシと電子家計簿は専用アプリがいくつか存在する。その中でも電子チラ

シとしては Shufoo!というアプリが有名である。これは全国のスーパーなどのチラシを無料

で閲覧できる凸版印刷株式会社の提供するサービスである。電子家計簿として有名なのは

マネーフォワードだろう。銀行やカードもつなげれば利用履歴が見れたり残高を確認でき

たりする。株式会社マネーフォワードが提供しており、300 万ダウンロードを超えた無料で

利用できる全自動家計簿アプリである。この二つが連携をスタートさせている [13]。それ

ぞれだけでも人気のアプリが連携したのはお互いターゲットの幅を広げるのが狙いで、こ

れからもユーザー数が増えることに期待しているのがわかる。 
次にクレジット機能の動向について述べる。昨年の apple 社による新型の iPhone6、

iPhone6 plus の発表時に appleplay という機能が発表された [14]。これは事前にクレジッ

トカードの情報を登録しておくと、対応店舗にて iPhone をかざすだけで支払いができると

いうものである。世界中から注目を浴びる apple 社がクレジット機能を iPhone に搭載した

ということは、今後世界中でクレジットの簡単決済が普及すると考えたからだろう。これ

はアメリカだけでのサービス開始になるので近いうちに日本でもサービス開始をするのを

願う。 
クレジット機能と関連して考えたいのがポイント機能である。クレジットカードには専

用ポイントがよくついてくる。他には現在あらゆる店舗で使えるポイントといえば T ポイ

ント、ポンタリクルートポイント、楽天スーパーポイントがある。推定利用者数はそれぞ

れ 4800 万人、7000 万人、9000 万人いる。各ポイントの加盟店舗数が増えてきたことによ

り多くの場面で利用できるので利用者数も徐々に増えてきたのだろう [15]。 
在庫検索を機能とするアプリはまだあまり存在しない。例を挙げるとすると探している

本がある店舗や図書館が検索できる株式会社SpinningWorksが提供するテイクストックと

いうサービスである [16]。2012 年の 11 月にリリースされ、1 年たたないうちに毎月数万

冊もの本が探されている。つまり本というジャンルに絞られてはいるが、検索機能の需要
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は高いということが言えるだろう。 
献立機能専用アプリも少ないがいくつかある。その一つに 2012 年よりキッコーマン株式

会社が提供する今日の献立というアプリがある [17]。簡単に献立をたててくれたり、料理

を作るためのレシピが見られたり、過去の献立表を閲覧できるものである。これは便利そ

うではあるがターゲットがあまり多くないのか話題になることはあまりなかった。 
これまで候補に挙がってきた機能の中から現在の動向と購買行動モデルのAISAS モデル

に基づいてさらに選抜した。AIDMA モデルでは提唱されたのが 1920 年代と古いため、よ

り現代的なネット社会に適応する AISAS モデルを利用した。AISAS モデルに基づき選抜す

れば、消費者が行動するとき求めているものに近づきやすくなると考えた。 
選抜された機能は電子チラシ、買い物リスト、在庫検索、クレジット、電子家計簿、ポ

イント機能の 6 つである。 

 
図 18 AISAS モデルに対応した候補機能 

Attention は電子チラシ、Interest は買い物リスト、Search は在庫検索、Action はクレ

ジット、Share は電子家計簿とそれぞれ AISAS に対応している。ポイントはニーズ調査で

多くの意見があったので特別に候補に入れた。 
これらの機能の中から 1 位から 3 位まで順位をつけて選んでもらった。この結果から、

All Receipts の付加価値機能はどの機能が一番適任なのかを見極めるのが目的である。順位

をつけてもらったものを得点化し、得点の高いものから期待できる機能とした。順位によ

り点数を決め、１位は３点、２位は２点、３位は１点とした。結果は以下のとおりである。 

A •電子チラシ 

I •買い物リスト 

S •在庫検索 

A •クレジット 

S •電子家計簿 

•ポイント 
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6.2 結果・考察 

 
 

図 19 付加価値として欲しい機能の得点図 
図 19 を見れば一目瞭然で電子家計簿が独走状態。消費者のニーズ調査ではレシートを活

用している人が少なかったのは手間がかかる為だと推測される。家計簿をつけるのはレシ

ートを１枚１枚丁寧にやらなければならず、それなりの時間と労力がいる。これを自動で

計算してくれるならば利用したいと考えているのだろう。つまりレシートを活用したいと

思っている人は多いがうまく活用できていないという現状がある。やはり電子家計簿抜き

では電子レシートアプリは完成しないのである。 
電子家計簿に次いで在庫検索、ポイント、電子チラシは僅差であった。在庫検索は学生

の移動手段は主に徒歩が自転車、または良くても原動機付自転車だろう。そこでわざわざ

店舗に出向いたのに欲しい商品がなかったとなれば悔しいだろう。そんな思いを何度もし

ており、この問題を解決してほしいのだろう。電子チラシなどは電子レシートを導入する

お店のジャンルにより導入すべき機能は見極める必要がある。 
注目してほしいのはポイント機能が２番目に選ばれることが多いということである。こ

れはどんなジャンルのお店にもポイント機能はあってほしいという消費者の意見が隠れて

いるようである。ポイント機能は学生がお金にはタイトなので数字がより伸びやすかった

かもしれない。しかし一般の人も事情は同じだろう。ポイント機能は誰もが望む機能とな

るはずである。買い物リストは思いのほか伸びなかった。学生が対象のアンケートになる

ため、一度の買い物にたくさん買うことが少ない。すると買い忘れるリスクが減るのだろ

う。これが主婦などを対象にアンケートをすると変わってくるかもしれない。 
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6.3 まとめ 
 このアンケートは All Receipts を彩る付加価値機能にはどれが最適かを見極める為の調

査である。このアンケート結果からは消費者が最も求める機能は電子家計簿機能というこ

とがわかった。今はレシートに価値を見いだせていない消費者も電子家計簿機能を利用す

ればすぐに価値を見いだせるだろう。そしてもう一つ機能を搭載するとしたら、在庫検索

機能である。消費者は買い物を短時間で効率よく終わるために必要とするだろう。最後は

ポイント機能である。消費者はあらゆる場所でポイントをためて使いたいと思っている。

そのためどんな小売店にも対応できるポイント機能もあっても喜ばれるだろう。できる限

りシンプルにするため電子家計簿以外の機能を搭載するならば導入する小売店のジャンル

により合っている機能を厳選すべきである。 
 リーンスタートアップ・サイクルの 1 回目のモデリング・ワークショップの思いつきに

検討が戻った。しかし、ここまでの研究が無駄だったわけではない。モデリング・ワーク

ショップではただ自分たちの考えで出した案であった。そこから消費者のニーズを調査し、

消費者は電子レシートの期待をしており、レシートを活用したいがうまく活用できずに困

っていることがわかった。消費者は電子レシートに家計簿機能が搭載されることを望んで

いるようである。そして、学生へのアンケートで他のどの機能よりも電子家計簿機能を一

番強く望んでいることがわかった。 
 ただし電子家計簿機能の認識が報告者とアンケート対象者の間で完全に一致していたか

定かではない。各機能を提示するときに電子家計簿については読み取ったレシート情報か

ら自動で計算してくれるものだと説明した。電子レシートが読み取れない時には消費者に

入力する手間が出てくる可能性がある。つまり電子家計簿が完全な自動ではなくなってし

まう。誤認識している人がいれば数値は変わってくるかもしれない。 
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第７章 結論 
7.1 結論 

本研究はまだあまり普及していない電子レシートの一つである「All Receipts」の普及戦

略を検討することが目的となる。普及戦略を検討するうえでリーンスタートアップを利用

して、3 回サイクルを回した。 
1 回目のモデリング・ワークショップでははまだどんなものが良いのかわからず、あらゆ

ることに可能性をこめて発想重視で検討した。リーンキャンバスを作図し、クラス図とオ

ブジェクト図を描きアプリ試作までした。そこで期待される機能を考案した。電子家計簿

機能とポイント機能を搭載することで普及するのではないかというモデルが出来上がった。

しかし、消費者が求めていることとあっているか確かではなかった。 
そこで 2 回目は調査重視で検討した。学園祭で消費者が期待する機能などを知るため、

デモンストレーション披露とアンケートを実施した。消費者に電子レシートはまだあまり

知られていないが期待はされていた。欲しい機能は電子家計簿やポイントもあったが他に

も候補がいくつか出てきた。 
そこで本当に欲しいものは何かをはっきりさせるために 3 回目はAISAS モデルに基づき

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ところ電子家計簿機能が第 1 位となった。 
つまり電子レシートには電子家計簿機能という付加価値機能を搭載することで普及して

いくことが期待される。今回の研究においては、普及させるための候補となる機能を整理

することができた。また、他にも求められている機能はあるので搭載する場合は小売店の

ジャンルにより厳選する必要がある。 

7.2 今後の課題 
 本研究ではリーンスタートアップを利用して今後普及すると期待されるモデルを検討し

てきた。そこで結論に記述したとおり電子家計簿機能を搭載したモデルが立案された。こ

れはモデリング・ワークショップと学園祭での消費者ニーズ調査、付加価値機能に関する

アンケート調査においてモデル立案から評価を繰り返し行ってきた結果をもとにしている。

しかしこれが本当に正解かどうかは実際にアプリを実装し、消費者に提供してそのリアク

ションを見ないとわからない。もしかしたら期待するものと全く違うかもしれない。リー

ンスタートアップは何度も繰り返し修繕していくことでよりよいものが作られる。本研究

では 3 回しかそれが行えなかった。もっとサイクルの回数を増やして検討する必要がある。

回数を増やすことにより、幅広い年齢の方の様々な意見がもらえただろう。 
 回数だけでなく質を上げる必要もある。リーンスタートアップ法を利用しリーンスター

トアップサイクルを回した。本研究ではアイデアから学ぶまでの各 6 項目に時間をかけて
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検討することが出来なかった。研究結果の精度を上げるためには各項目により慎重に検討

し、サイクルの質を上げる必要がある。 
また、本研究は普及戦略の構想が始まったばかりの為しっかりと実装されたものがなか

った。もし実装が早く進んでいれば実際に消費者に利用してもらえ、より多くの消費者の

評価がもらえただろう。それにより考察も本研究とは変わり、違うモデルを立案できたか

もしれない。 
また、本研究では付加機能が大事だと判断して研究を進めてきた。全く別のところに重

点を置き研究したら、研究方針が変わってくる。すると調査の内容なども大きく変わり、

異なる結果になったかもしれない。 
そして、モデル立案をして披露をしてもその内容がしっかりと消費者に伝わっているか

曖昧である。消費者にモデル内容が伝わっていなければ結果も間違った情報が混じること

になる。イメージをつかみやすいようにデモンストレーションの仕方を工夫する必要があ

ったかもしれない。 
このように本研究は普及すると期待できるモデルを立案したに過ぎない。今後、専用機

器などを含め研究するための環境が向上するはずである。それを上手に利用し、来年以降

の研究者がさらに深い研究結果を出すことに期待したい。 
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