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1 事業の概要

クレジット取引におけるセキュリティ対策推進事業
●目的・概要

　インバウンド需要の更なる獲得のためは、「観光先進国」として、
日本を訪れるすべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫で
きる環境を整備することが重要です。

　現状、多くの訪日外国人は決済手段としてクレジットカードを
利用していますが、わが国においては、セキュリティの脆弱な磁
気情報での取引が大半を占めており、偽造クレジットカードによ
る不正利用が行われるリスクがあります。特に、POSシステムを
導入しているクレジットカード加盟店では、IC取引が普及してい
ません。そのため、不正利用の発生しにくいIC取引を、早急に普
及することが求められています。

　このため、安全・安心なクレジットカード利用環境を整備する
ため、業界単位で取組むセキュリティ水準の高い共同決済システ
ムの導入・実証に対する費用の支援を実施し、2020年までに、
POSシステムを導入しているクレジットカード加盟店を含め、ク
レジットカードによる100％IC取引化を目指します。

Co n t e n t s

2 3

A5+A5



１．クレジット取引におけるセキュリティ対策推進事業の概要 ･････････････････････ 3

２．事業の効果･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 4

　（１） スーパーマーケット POSレジのセキュリティ対応 ･･････････････････････････ 4
株式会社シジシージャパン、エス・ビー・システムズ株式会社

　
　（２） ホテル POSのセキュリティ対応･･････････････････････････････････････････････････ 9
            一般社団法人日本ホテル協会、三菱UFJニコス株式会社

３．申請・採択等の状況･･････････････････････････････････････････････････････････････････････14

1 事業の概要

クレジット取引におけるセキュリティ対策推進事業
●目的・概要

　インバウンド需要の更なる獲得のためは、「観光先進国」として、
日本を訪れるすべての旅行者がストレスなく快適に観光を満喫で
きる環境を整備することが重要です。

　現状、多くの訪日外国人は決済手段としてクレジットカードを
利用していますが、わが国においては、セキュリティの脆弱な磁
気情報での取引が大半を占めており、偽造クレジットカードによ
る不正利用が行われるリスクがあります。特に、POSシステムを
導入しているクレジットカード加盟店では、IC取引が普及してい
ません。そのため、不正利用の発生しにくいIC取引を、早急に普
及することが求められています。

　このため、安全・安心なクレジットカード利用環境を整備する
ため、業界単位で取組むセキュリティ水準の高い共同決済システ
ムの導入・実証に対する費用の支援を実施し、2020年までに、
POSシステムを導入しているクレジットカード加盟店を含め、ク
レジットカードによる100％IC取引化を目指します。

Co n t e n t s

2 3

A5+A5



2 事業の効果 1

（1） スーパーマーケット
　　POSレジのセキュリティ対応
◆株式会社シジシージャパン、エス・ビー・システムズ株式会社
●事業実施の目的と背景

　食品小売業界では、レジ精算の時間をスピーディに行うことを
重視するため、クレジット処理をPOSレジ本体に内蔵された磁気
リーダーを使いクレジット番号を読み取り、決済システムを利用
してクレジット処理を行うのが一般的であるため、現状ではPOS
レジにカード情報を保持する運用になっている。

　CGCグループでは主要なPOSメーカーの主要レジ機種に対応
した共同決済システムを構築済みで、2011年にPCI DSS準拠し、
安全なカード情報の運用を行っている。
　2020年に向けてクレジットIC化の対応を推進するに当たり、
食品小売業が抱えている課題を克服するため共同利用センターの
クレジット決済IC処理化、POSレジのカード情報非保持化のシ
ステム改修を行う。

　今回の対応により店舗のセキュリティを維持するための運用負
担を最小限に抑えるとともにPOSレジでの決済処理に係るス
ピードを落とすことなく、クレジットIC化対応とカード情報非保
持化に対応した高いセキュリティ決済サービスを安価に提供でき、
食品小売業をはじめとするセルフサービス業態に対してキャッ
シュレス化の促進と訪日外国人のインバウンド需要の獲得に寄与
することを目的とする。

2 事業の効果 2
●成果目標

　各社が個別対応する際には、既存の決済システムのPCI DSS準
拠とクレジットIC化対応に加えPOSシステムのカード情報非保
持化及びクレジットIC対応、クレジットIC端末の設置を行う必
要があり、これは今回のセキュリティ対策推進事業と同等の期間
を要すると考えられる。従って、共同決済システムを利用するこ
とで、各社個別対応の期間と比較して12 ヶ月程度早期対応を実
現することができる。

　また、各社が個別対応する際には、既存システムを改修して、
ICクレジット及びPOSレジのカード情報非保持化対応を行う必
要があり、POS機器やPOS連動端末の開発など、今回のセキュリ
ティ対策推進事業と同等の費用が必要と考えられる。従って、共
同決済システムを利用することで、開発費用等を大幅に削減する
ことが可能となり、各社個別対応の費用と比較して80％程度の
コスト低減化を実現することができる。

●実施内容
　IC化対応した共同決済システムとセンターIC端末をPOSレジ
を通さずに直接通信させることでPOSシステム内のカード情報
非保持を実現した。
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2 事業の効果 3
●共同決済システムの現状と実証事業後のシステムの概要
　現状は、クレジットカード利用時、POSレジでカードを読み取
り共同決済システムを経由してカード会社に通信となるが、実証
事業導入後は、POSレジに接続されたセンターIC端末でカード読
み取りを行い、POSレジを通すことなくIC処理対応された共同
決済システムからカード会社への通信となる。

2 事業の効果 4
●導入後のシステム
　POSレジに接続されたIC端末でカード読み取りを行い、POS
レジを通すことなくIC処理対応された共同決済システムから、
カード会社への通信を行う。

5メーカーのPOSレジに対応した。
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2 事業の効果 5
●実施の成果

共同システムの導入を予定する企業数　4社5店舗
POS台数　64台

●共同システム導入の効果
　PCI DSS準拠の決済センターシステムを共同利用することで、
各社が個別にPCI DSS準拠し、ICクレジットセンターを維持・運
用するよりも、低コスト運用が可能となり、中堅・中小スーパー
マーケットにおけるクレジットIC対応の促進が期待でき、今後増
加するインバウンド需要の中で消費拡大に寄与するとともに、利
用企業の成長及び経営改善に繋がる効果が期待される。

2 事業の効果 6

（2） ホテル
　　POSのセキュリティ対応
◆一般社団法人日本ホテル協会、三菱UFJニコス株式会社
●事業実施の目的と背景

　一般にホテルは、都市または都市近郊に立地し、宴会場とレス
トランを備えたホテル（シティホテル）、観光地や保養地などに立
地するホテル（リゾートホテル）、宿泊特化型ホテル（ビジネスホ
テル等）の3つに大別される。
　日本ホテル協会には、シティホテルあるいはリゾートホテルに
分類されるホテルが加盟し、ホテルで利用されている宿泊管理シ
ステム、レストラン・物販等のPOSシステムも、それぞれのホテ
ルのこだわりを反映した独自仕様のものが多い。
　加盟ホテルのクレジットカード決済環境は、①POSと決済セン
ターとの直接接続型、②POSと決済端末とをケーブル接続する連
動型、③決済端末単独利用型の3形態が混在している。決済環境
の半数近くを占める①②のホテルがクレジットカード情報非保持
化、IC取引処理等の変更対応を行うためには、各ホテルでのPOS
の改修が必要なため、対応時期はPOSの更改のタイミングに依存
せざるを得ず、早期に対応する上での障害となっていた。

　PCI DSS準拠等のセキュリティ基準を満たすクラウド型決済セ
ンターであるJ-Mupsを共同決済システムに採用することで、安
全な決済環境への移行を可能にする。
　さらに、共同決済システムと主要なホテル向けPOSとの
J-Mups POS連動標準化モジュール（POSソフトウェア）開発を
先行し、対象POSを利用する個々のホテル向けPOSに標準化モ
ジュールの組込みを行うことで、ホテル個社でのPOS改修負荷を
軽減する。
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2 事業の効果 7
●成果目標

（1） 日本ホテル協会加盟ホテルごとにPOSのセキュリティ対策
（カード情報の非保持化、IC化）を行う場合に比べ、ホテル各
社でのPOS改修コストを削減。

（2） 日本ホテル協会加盟の247施設の約3割でのPOSクレジッ
トカード情報の非保持化とIC取引処理を実現。

（3） 本事業完了後も、他の業界団体等から当該システム導入の要
望があった場合に、POS改修負荷の軽減化を実現。

2 事業の効果 8
●導入前のシステム

　日本ホテル協会加盟ホテルのクレジットカード決済環境は、以
下の3形態が混在しており、①②の決済環境のホテルがクレジッ
トカード情報非保持化、IC取引処理等の変更対応を行うには、ホ
テル各社でのPOS改修負荷が課題となっていた。
　①POSと決済センターの直接接続型。
　②POSと決済端末との連動型。
　③決済端末単独利用型。
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社でのPOS改修コストを削減。

（2） 日本ホテル協会加盟の247施設の約3割でのPOSクレジッ
トカード情報の非保持化とIC取引処理を実現。

（3） 本事業完了後も、他の業界団体等から当該システム導入の要
望があった場合に、POS改修負荷の軽減化を実現。

2 事業の効果 8
●導入前のシステム

　日本ホテル協会加盟ホテルのクレジットカード決済環境は、以
下の3形態が混在しており、①②の決済環境のホテルがクレジッ
トカード情報非保持化、IC取引処理等の変更対応を行うには、ホ
テル各社でのPOS改修負荷が課題となっていた。
　①POSと決済センターの直接接続型。
　②POSと決済端末との連動型。
　③決済端末単独利用型。
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2 事業の効果 9
●導入後のシステム

　PCI DSS準拠等のセキュリティ基準を満たすクラウド型決済セ
ンターであるJ-Mupsを共同決済システムとして採用し、安全な
決済環境への移行を可能にする。
　次に、ホテル向けPOSでのJ-Mups POS連動標準化モジュー
ル（POSソフトウェア）開発を先行し、事業参加ホテルのPOSへ
の標準化モジュール組込みを行うことで、ホテル個社でのクレ
ジット決済関連でのPOS改修負荷を軽減する。

2 事業の効果 
●実施の成果

　事業期間内に、選定した主要なPOS（注1）全てで標準化モジュー
ル開発を終え、事業に参画した日本ホテル協会加盟ホテルで利用
を開始。
　ホテルでのクレジットIC化対応のPOS改修費用を想定通り（約
250～1,000万円／ POS1機種あたり）削減。
　共同決済システムは、日本ホテル協会加盟247施設のうち4施
設、加盟ホテルの関連施設を含め35施設で利用開始。
注1） 対象のPOSベンダー

　　　日本電気株式会社、東芝テック株式会社、株式会社日立システムズ、
　　　シャープマーケティングジャパン株式会社

●共同決済システム導入後の効果等
▶ 将来に渡って見込まれる導入コスト低減の効果

　事業完了後も引き続き、新たに共同決済システムを導入しようとする
ホテルでのPOS改修費用を低減し、改修にかかる期間（約3 ～ 6 ヶ月）
を短縮することが見込まれている。

▶ 決済メニューの多様化（拡張性）
　クラウド型決済センターでは、世界的なFinTechの進展に伴い登場する
多様な決済サービスに積極的に対応しており、共同決済システム利用の
ホテルでは、消費者の多様な決済要望に応えた機能の追加が容易となる。

▶ インバウンドの促進
　標準化対応の中では、ICクレジット対応のみならず、DCC（海外発行
カードによる発行国通貨決済）機能、銀聯カード決済（磁気対応（IC化に
ついては共同決済システム側の機能を開発中））の連動利用についても対
応している。
　ホテルにとってのスピーディでミスのない会計処理と、訪日外国人客
が求める安全で便利な決済機能を両立させることでキャッシュレス決済
の利用に貢献することが見込まれる。

実証事業において導入するシステム 
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なお、本事業の補助対象は、ＰＯＳソフトウェアにおけるＩＣクレジット連動部分の標準化モジュールの開発
費が該当し、ホテルごとのＰＯＳソフトウェアカスタマイズ開発費、あるいはＰＯＳ及び決済端末ハードウェ
アは対象に含まれない。 
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3 申請・採択等の状況
●事業公募
　平成28年11月1日（火）～平成28年11月18日（金）

●申請の状況
　申請書を送付した応募者は4件であった。

●審査結果
　応募者数4件に対し、1件は応募要件である他の事業者との共
同申請とならないことから審査対象外とした。
　残りの3件に対し、審査評価基準による採点に基づき「補助事
業採択審査委員会」において審査した結果、交付を決定したのは2
社であった。

●交付決定
・株式会社シジシージャパン、エス・ビー・システムズ株式会社
・一般社団法人日本ホテル協会、三菱UFJニコス株式会社
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