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第1章 調査の概要



1. 背景と目的

 背景

 消費の成熟化・多様化の進展により、「マス」に対するマーケティング効果は薄れ、「個人」の正確な理解に基づく製品・

サービスの提供が必要となっている。近年は、 IoT、ビッグデータ、AI等テクノロジーの急速な発展により、大量のデータの

取得、分析等ができるようになりつつある。これらのデータの一つには消費者の購買履歴データも含まれ、誰が、いつ、どこ

で、何を買ったのかを示す情報を取得することができ、事業者にとって非常に有用な情報となる。

 現在、このような消費者の購買履歴データについては、消費者に対しては紙のレシートとして提供されているが、購買履

歴データの更なる活用のためには、①電子的に共有されること、②フォーマットが標準化されていること、③個人が起点と

なって統合管理できる環境整備をすること、が重要となる。そこで、経済産業省では、平成28年度から平成29年度にか

けて、流通業で汎用的に利用できるように、電子レシートのフォーマット及び電子レシートを参照するAPIに関する事業を

実施し、平成30年には標準電子レシートフォーマット仕様書及び電子レシートAPI仕様書を公開したところ。

 また、日本国内の消費者向け電子商取引（BtoC-EC）市場規模は、 拡大傾向が続いており、中でも、個人間取引

（CtoCマーケット）はECチャネルの一つとして急速に拡大している。これは、インターネット・オークションやスマホアプリ等を

活用することで、個人間取引が容易になっているためとみられている。特に、個人間取引の一類型であるフリマアプリの国

内の市場規模の伸びは大きく、2018年には6,392億円にのぼり、フリマアプリが誕生した2012年から6年間で巨大市

場に成長した。 （※）

 しかし、個人間取引の市場拡大は、消費者の購買スタイルを多様化し消費行動を活性化させる一方で、課題も生んで

いる。その課題の一つが、個人間取引のマーケットの活性化に伴う盗難品や偽造品の転売といった問題であり、個人間

取引のマーケットにおいて転売されるものが、適切に購入されたものであることの証明が求められている。

3

出所：

※ 経済産業省「平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）」



1. 背景と目的（つづき）

 目的

 そこで、本調査では、盗難品等の転売の抑制に向けて、ECや店舗で特定の商品を購入したことを電子的に証明する

「購買証明」として、電子レシートを活用することの可能性等について検討を行う。

 また、電子レシート標準フォーマットのさらなる普及に向け、以下についても検討を行う。

• 電子レシートを媒体とする一次流通と二次流通の連携

• 電子レシートのさらなる普及に向け、課題や今後のあり方

4



2.概況の整理

2.1. 電子レシートとは

 「電子レシート（購買履歴データ）」とは、スマホアプリ等を通じて電子的にレシートを発行する仕組み。電子

レシートアプリをスマホにダウンロードし、買物の際に個人認証（アプリをレジで提示等）すると、買物後にスマ

ホアプリへ電子レシートが送付される。

出所：経済産業省「電子レシート実証実験の結果概要」（2018年6月）

電子レシートとは
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2.概況の整理

2.2. 電子レシートの検討状況
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従来、レシートの印字項目（購買履歴データ）は、POSベンダー別、業種業態別、小売事業者別などで仕様が確立されていなかった。
そこで、本仕様では、それぞれのレシートの印字項目を網羅的に洗い出し、データ活用の観点から、同じ意味の項目は同じタグに格納する
などの整理を行うことにより、購買履歴データを流通させる際の基本的なデータフォーマットを定義した。言語はデータ型記述言語である
JSONを採用し、TOPタグやデータ保有時の構造タグ以外の全ての項目を任意で省略可能とすることで、利用方法に柔軟性を持たせた。

実証実験で構築した電子レシートデータセンターから、個人の許諾を受けてスマホアプリ等に電子レシートデータを連携させる際に用いる
APIを開発した。基本フローとして、電子レシートアプリユーザーがアプリケーションを通して認証APIを利用し、アクセストークンを取得するフ
ローと、自身のレシート情報を他のスマホアプリ等に連携させるために、当該アクセストークンを利用して電子レシートデータを取得するフロー
を定義した。

出所：経済産業省「電子レシート実証実験の結果概要」（2018年6月）

標準電子レシートフォーマット（標準フォーマット）

電子レシートAPI（標準API）

経済産業省における電子レシートの検討状況

 「平成29年度 商取引適正化・製品安全に関わる事業（購買履歴データの流通及び利活用に関する

調査）」では、電子レシートを導入する場合、導入する小売事業者の判断、電子レシートの利活用が可

能な範囲によって「クローズ」「アライアンス」「オープン」の3タイプの分類や、インターフェース、アプリ連携等に

より、サービスの提供形態がいくつかに分かれることが整理された。

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「IoTを活用した新産業モデル

創出基盤整備事業/電子レシートの標準データフォーマット及びAPIの開発（2017年度）」では、

2018年2～3月に、東京都町田市をフィールドとして、電子化された買物レシート（電子レシート）の標

準仕様を検証する実験を行い、併せて購買履歴データを扱う際の標準仕様と、蓄積された購買履歴

データを他のアプリ等と連携する際に用いる仕様（API）を策定した。



2.概況の整理

2.3. 消費スタイルの変化

昨今は、物を買って捨てるだけではなく、リユース・リサイクルといった再利用を行うことや、シェアリングエコノミー

（※1）の消費スタイルが求められるようになってきている。二次流通に製品が流れることによって、消費者

（売り手）が収入を得るほか、消費者（買い手）の選択肢が広がることや、環境への負荷軽減などがあると

される。

また、ファッションなどの製品分野においては、消費者（売り手）が二次流通市場を利用して保有する商品を

販売することによって、購買力を得て次に新しいものを購入したいという欲求が生まれることも想定される。さら

に、シェアリングでの売却が新規購入意欲を後押しするといった調査結果（※2）もあるなど、二次流通が活

性化することによって、一次流通も活性化する可能性がある。
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出所：
※1 総務省「平成27年版情報通信白書『ICTの過去・現在・未来』第4章第2節

「『シェアリング・エコノミー』とは、典型的には個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のものも含む）の貸出しを仲介するサービス
であり、貸主は遊休資産の活用による収入、借主は所有することなく利用ができるというメリットがある。」

※2 株式会社三菱総合研究所「シェアリング・エフェクトに関する意識調査」,2019年2月26日プレスリリース「メルカリとシェアリングエコ
ノミーに関する共同研究を実施」https://www.mri.co.jp/news/press/i6sdu60000006rd5-att/nr20190226.pdf

「洋服の新品購入が増加した理由として、77％が『フリマアプリでの売れ行きが良いから』（n=115）と回答。」

https://www.mri.co.jp/news/press/i6sdu60000006rd5-att/nr20190226.pdf


2.概況の整理

2.4. 万引き等による不正転売の概況

窃盗全体の検挙件数や万引きの検挙件数が減少する中、検挙された万引きのうち、盗品がインターネット・

オークションで処分された件数は、2018年には742件（万引きの検挙件数は70,851件であり万引きの検

挙件数全体の1.04％）となっている。

検挙された万引きのうち、盗品がインターネット・オークションで処分された件数の推移

出所：警察庁 犯罪統計 年間の犯罪 「35 窃盗 手口別 主たる盗品等の処分先別 検挙件数」より。グラフはみずほ情報総研作成
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2.概況の整理

2.5. 購買証明の活用イメージ

 『購買証明』とは、“正規の流通経路で正規品を購入したことを証明するもの”である。ただし、小売事業者が

購買証明情報のもととなる電子レシートを発行していることから、小売事業者が正規品を販売していることが

前提となる。

電子レシートを購買証明として活用するイメージとして、下記のものが考えられる。
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【購買証明の活用イメージ】

対象者 イメージ

消費者にとって

• 正規の流通経路で購入したことを証明することができる

• 盗品でないことを証明することができる

• 模造・偽造品でないことを証明することができる

• 保証がある正規品であることを証明することができる

• 入手品の製品仕様を証明することができる

一次流通事業者にとって • 万引き等の抑止力につながる可能性がある

二次流通事業者にとって
• 出品される商品に購買証明があると、適切な方法で購入された商品と認識して購入できる

• 購買証明を有するユーザーの信頼度を高く評価して（安心して）購入できる



3. 調査の全体像

 本調査の全体像は下記のとおりである。 「（１）電子レシートの「購買証明」への活用に関する検討会」 において課題と今後のあり

方を議論し、「（２）電子レシートの利活用拡大に向けた課題の調査」においてヒアリング調査を主軸に情報収集し、「（１）電子

レシートの「購買証明」への活用に関する検討会」へのインプットを行った。

 「（１）電子レシートの「購買証明」への活用に関する検討会」は、個人間取引のプラットフォーム提供者（※） 、電子レシート

サービス提供者及び小売事業者等関係者を中心に構成した。

 「（2）電子レシートの利活用拡大に向けた課題の調査」は、個人間取引のプラットフォーム提供者、電子レシートサービス提供者及

び小売事業者等関係者を中心にヒアリング調査を実施した。
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（３）報告書の作成

（２）電子レシートの利活用拡大に向けた課題の調査

①事前調査
②調査対象
選定

③実査の
実施

④結果の
取りまとめ

（１）電子レシートの「購買証明」への活用に関する検討会

第1回 第2回 第3回

※二次流通事業者には、オフライン店舗も持つ事業者とオンライン専業者があり、検討会では両者の関係者で
構成した。以降、本報告書内では、システムに関することなどの特にオンライン上での個人間取引に関する場
合は「個人間取引のプラットフォーム」、一般的な個人間取引の場合には「二次流通」と記載している。



4. 電子レシートの「購買証明」への活用に関する検討会 実施概要

 検討会体制図
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名前 会社名 役職

1 安倍 崇 ウエルシア薬局株式会社 取締役 情報システム本部長

2 江戸 将司 大日本印刷株式会社
出版イノベーション事業部 hontoビジネスセンター
ハイブリッドチャネル流通ユニット 書店事業推進部 部長

3 三部 雅法 東芝テック株式会社
リテール・ソリューション事業本部
技術統括部 技術推進部 技術戦略企画担当 上席主幹

4 久米 匡史 株式会社トレジャーファクトリー システム開発室長

5 林 直孝 株式会社パルコ 執行役 グループデジタル推進室担当

6 上村 篤 株式会社メルカリ 会長室政策企画 マネージャー

7 畠山 寛希 ヤフー株式会社 政策企画統括本部 政策企画部 マネージャー

8 土屋 信博 楽天株式会社 サービス事業 C2C事業部 企画・事業開発課 シニアマネージャー

9 佐々木 公志 株式会社ログノート 営業総括部 プラットフォーム推進部 部長

10 長谷川 秀樹 ロケスタ株式会社 代表取締役社長

主催：経済産業省

オブザーバー：警察庁

事務局：みずほ情報総研

（ご所属五十音順・敬称略）



4. 電子レシートの「購買証明」への活用に関する検討会 実施概要

 主要議題

 検討会での主要議題は、下記のとおり。
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検討会 実施日 主要議題

第1回 2019年11月21日

1. 本調査検討の趣旨及び事業の全体像の説明
2. 構成員によるプレゼンテーション
3. 購買証明としての電子レシートのあり方／不適切な方法で取得した物品の二次流
通で取引を防ぐ方策の検討①

4. ヒアリング調査の実施方針の検討

第2回 2020年1月24日

1. ヒアリング調査の結果ご報告
2. 購買証明としての電子レシートのあり方／不適切な方法で取得した物品の二次流
通で取引を防ぐ方策の検討②

3. 一次流通と二次流通の連携のあり方／商品利用シーンでの商品関連情報活用の
仕組みの検討①

4. 提言（仮）の骨子案の検討

第3回 2020年２月19日

1. 購買証明としての電子レシートのあり方／不適切な方法で取得した物品の二次流
通で取引を防ぐ方策の検討③

2. 一次流通と二次流通の連携のあり方の検討②
3. 提言（仮）案の検討
4. 報告書素案の検討



5. 電子レシートの利活用拡大に向けた課題の調査（ヒアリング調査）実施概要
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 ヒアリング対象先

種別 ヒアリング対象者数

1
小売事業者関係者

電子レシート導入済事業者 2事業者

2 電子レシート未導入事業者 2事業者

3
個人間取引のプラットフォーム提供者

オンライン専業者 2事業者

4 オフライン店舗を持つ事業者 2事業者

5 電子レシートサービス提供者 2事業者

対象 分類 項目

小売事業者
関係者

1電子レシート活用方策

①電子レシートの利用実態

②一次流通、二次流通における電子レシートの活用のあり方と展望

③消費者（生活者）における電子レシート活用のあり方

2購買証明の有用性
①不正防止を見据えた購買証明の有用性

②購買証明の有用性

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

1電子レシート活用方策
①一次流通、二次流通における電子レシートの活用のあり方と展望

②消費者（生活者）における電子レシート活用のあり方

2購買証明の有用性
①不正防止を見据えた購買証明の有用性

②購買証明の有用性

電子レシート
サービス提供者

1電子レシート活用方策

①電子レシートの利用実態

②電子レシートの技術的な課題と展望

③消費者（生活者）における電子レシート活用のあり方

2購買証明の有用性 ①購買証明の有用性

 ヒアリング項目
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第2章 調査結果の詳細



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.1. 購買証明による証明レベルとデータ項目

購買証明においては、電子レシートが持つデータ項目をどう使用するかに応じて証明の高低が変わってくること

から、証明レベルを次ページのとおり整理した。

証明レベルは、商品取扱店舗（正規品取扱店舗）での購入記録のみで当該商品の購入記録は必ずしも

ない『レベル1』（＝領収書レベル）、正規の流通経路での当該商品の購入を示す『レベル2』、レベル2 に

購入者の本人認証情報を加えた『レベル3』、レベル2 に購入品が不正入手品ではない現物であることを加え

た『レベル3’』、レベル3とレベル3’の両方を満たす『レベル4』、製造番号の改ざんが不可能でサプライチェーン

全体を通じて正規品であることを強固に示す『レベル5』に分類される。

 『レベル4』以下であれば現状の電子レシートに定義された情報で証明が可能であるが、『レベル5』は商品に

RFIDを付ける等の対応が必要である。『レベル4』以下であっても、現物を証明するために必要な製造番号を

電子レシートに入力する仕組みがなかったり、製造番号で管理されていない商品群もあるため、現物を証明

するためには課題もある。

 ヒアリング調査の結果によると、二次流通事業者では、ブランド品など特定の商品群については正規の流通経

路で購入したことを示す証明を重視しており、購買証明として少なくとも『レベル2』の証明が必要になる。ただ

し、詳細な流通経路情報ではなく、『正規の流通経路で購入した』証明であっても有効という意見が見られた。

二次流通において、『正規の流通経路で購入した』証明が広く用いられるようになれば、一次流通における転

売を目的とした万引きや偽造品、模造品の抑止効果につながる可能性がある。
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証明レベル（仮）
電子レシート
記載情報

（データ項目）

電子レシート外
の紐づけ情報 二次流通の不正防止観点

二次流通における
抑止力として機能するか

将
来
像

5

購入物品証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何の製造番号を」
買ったかが、「現物の出品者と現物の製造番
号」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• JAN・GTIN等※1
• 購入者1※2

• RFID等
• 購入者2※3

• 購入物品が正規入手されたものであることが
分かる（いつ、どこで、出品者が、この現物を
購入したことが分かる）

• 現物の流通も含めて購買の同一性が
担保でき、非常に高い抑止力になる可
能性がある

4

購入者・現物証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何の製造番号を」
買ったかが、「現物の製造番号」・「現物の出店
者」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• JAN・GTIN等
• 購入者1

• 購入者2
• 製造番号

• 購入者が正規にその物を購入したことがあると
分かる（いつ、どこで、出品者が、出品物と同
じものを購入したことがあることが分かる）

• 製造番号、購入者、購入日時の同一
性がそれぞれ担保できれば、相当高い
抑止力になる可能性がある

3’

現物証明レベル（保証書レベル）
（「いつ」「どの店で」「何の製造番号を」買った
かが、「現物の製造番号」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• JAN・GTIN等
• 購入者1

• 製造番号 • 製造番号により、万引き等不正入手されたも
のかどうか分かる

• 製造番号、購入日時の同一性がそれ
ぞれ担保できれば、高い抑止力になる
可能性がある

3

購入者証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何を」買ったかが、
「現物の出品者」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• JAN・GTIN等
• 購入者1

• 購入者2 • 購入者が正規に購入したことがあると分かる
（いつ、どこで、出品者が購入したかが分か
る）

• 購入者が本人確認レベルで担保でき
れば、高い抑止力になる可能性がある

2

購入品証明レベル（レシートレベル）
（「いつ」「どの店で」「何の商品コードを」買った
かが、「現物の商品コード」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• JAN・GTIN等
• 購入者1

• なし • 販売しているであろう正規店のいずれかで買っ
たことと、購入品の商品コードは分かる

• 購入者と出品者の同一性がある程度
担保できれば、一定程度の抑止力に
なる可能性がある

1

購入歴証明レベル（領収書レベル）
（「いつ」「どの店で」買ったかが、「現物を売って
いるであろう正規店のいずれか」と一致）

• 日時
• 店舗名
• 価格
• 購入者1

• なし • 販売しているであろう正規店のいずれかで買っ
たことは分かる（購入品情報はない）

• ほとんど抑止力にならない

0 なし（誰がどこで購入したものか分からない） • なし • なし • 不正防止できない • 抑止力にならない

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.1. 購買証明による証明レベルとデータ項目

証明レベル高

証明レベル低
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※1 「JAN・GTIN等」は、GTIN-13（JANコード標準タイプ）等、商品を識別するためのコード
※2 「購入者1」は、電子レシートの場合、何らかの情報（決済情報の一部、会員情報、端末情報など）が付属していると考えられる
※3 「購入者2」は、決済口座情報、住所等、本人確認ができるレベルでの情報



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.1. 購買証明による証明レベルとデータ項目

購買証明として用いる場合には、特に「現物」や「購入物品」を証明するために、今後データ項目の整備又は新

たな情報の付加が必要なものがある。

 ヒアリングの結果より、購買証明に必要とされるデータと技術的な課題、解決に向けた方策は下記のとおりである。

データ項目 理由
購買
証明に
必要

商品情
報獲得
に必要

技術的制約・課題 解決の方向感

1 JANコード
現在の電子レシートにエリアはあるが、商
品の情報を事業者間で共有するのであ
れば整備が必要

● ●

JANに自社独自のコードを設定し
ている場合、他事業者との間で商
品が一致しない。

商品マスタの標準
化やメーカー・小
売事業者による
商品マスタの公開

2 製造番号 現物の情報を取得するのであれば必要 ●

現在の電子レシートにエリアはある
が、店舗での運用上製造番号は
入力していない。

シリアル番号を用
いてPOSデータな
どと連携させて取
得

3 製品情報
製造年、製品の色、サイズ、消費期限な
どの他、鑑定書や防犯登録有無等、商
品から紐づく情報がほしいケースがある

△ ●

現在の電子レシートにはない情報
JANなどと紐づけて取得するが、
情報の公開はメーカーや小売事
業者に委ねられる。

商品マスタの標準
化やメーカー・小
売事業者による
商品マスタの公開

4
SGTIN等
個品識別子

購入物品を正規と証明するのであれば必
要。

●

偽造・改ざんが困難なRFIDや
QRコードの導入コスト等の制約が
ある。また標準電子レシートフォー
マットにはエリアが既に定義されて
いるが、データ登録方法の検討が
必要。

個品へのRFID貼
付実現タイミング
で検討
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【購買証明に必要なデータと技術的な課題】



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.2. 目的・商品名等ごとの証明レベル

購買証明は、万引き被害に遭うことが想定される商品、保証が求められる商品に付けることで、不正入手品

の転売の抑制効果につながることが期待できる。

また、商品によって必要な証明レベルが異なると考えられる。盗難リスクが高い商品、高額ブランド商品、限定

品はより高い証明レベルの付加が求められる。

目的 商品名等 証明レベル 理由等

不正対策

盗難リスクが高い商品 証明レベル5 正規の流通経路で正規品を購入したかどうか判別するため。

模造品対策が必要な商品
新作や発売したての商品

証明レベル3’～5 正規品又は現物の出品かどうかを判別するため。

不正入手対策が必要な商品 証明レベル2
二次流通で正規の流通経路で入手した証明が広く使われるようになれば、万引きの抑
止力につながる可能性がある。

保証

耐久財（家電・家具） 証明レベル3’ 保証が必要になるため。

高額ブランド商品
宝飾品

証明レベル3～5
何年製のどのような商品かという保証が必要になるため。
（鑑定書等が電子化されると有用性が高い）

その他

本、ドラッグストア製品等 証明レベル2 購買トランザクションがあったかどうかである程度の不正の抑止力になる可能性がある。

ドラッグストアの限定化粧品 証明レベル3’～5 シリアルナンバーのある限定化粧品は高い証明が求められる。

化粧品 証明レベル2
証明レベル2に加えて、製造年があると不具合があった場合の対応が取れる（実現する
には、商品コード等から商品情報が必要になる）。

スポーツ用品・楽器 証明レベル2
製造年やシリーズ情報、シリアルナンバーなどにより価値判定がされるものは一定レベルの
証明が必要（実現するには、商品コード等から商品情報が必要になる）。
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電子レシートを購買証明として利用する場合、電子レシート情報の保管場所としては次ページのように、「Ⅰ小売事

業者」「Ⅱセンター事業者」「Ⅲ一次消費者」の3種類に分類される。

 「Ⅰ小売事業者」が保管する場合、連携する個人間プラットフォーム事業者等は個別に各事業者の電子レシート

情報へのアクセスが必要になるため作業が煩雑になる。各小売事業者において、将来的な連携を想定する際には、

標準電子レシートフォーマットへの準拠が求められる。

 「Ⅱセンター事業者」が保管する場合、現状の運用としては、一次消費者の許諾が得られれば、個人間プラット

フォーム事業者とのデータ連携が可能となる。データ連携を行うためには、小売事業者が発行する電子レシートフォー

マットをセンター事業者が整備する必要があるが、小売事業者は、フォーマットを標準化する動機が少なく、センター

事業者による整備において発生する費用の負担が課題になると考えられる。一方で、データが一か所に集約される

ことで、二次流通で不正が疑われる出品があった際に、一次流通に速やかな問い合わせができる。

 「Ⅲ一次消費者」が保管する場合、小売事業者、センター事業者、プラットフォーム事業者、あるいは別のサービス

事業者のいずれかがアプリ等を提供する必要がある。

現状の紙のレシートと同程度の「レベル2」であれば、個人情報が含まれないため、集約して家計簿アプリ等で活用

することも考えられる。個人情報が含まれない情報ではあるが、情報の活用・集約が進むと特定につながる恐れがあ

るため、個人情報への配慮が必要になる。

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.3. 必要なシステム構成とシステム機能
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１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.3. 必要なシステム構成とシステム機能

Ⅰ
小売事業者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

メーカー・
小売事業者

②閲覧

①データ付与

③開示依頼・
許可

④提供

Ⅱ
センター事業者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

②閲覧

①データ付与

③開示依頼・
許可

⑤提供

センター事業者

④開示許可

Ⅲ
一次消費者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

①データ付与

②閲覧

③提供

二次消費者二次消費者二次消費者
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【電子レシート情報の保管場所別の整理】



 一次流通、二次流通における電子レシート・購買証明の流れは下記のとおり。

 『購買証明』を二次消費者以降に引き継ぐ場合、同じ購買証明情報を引き継いでいくのではなく、二次流通で売買が発生した際に、

二次流通事業者が新たな『購買証明』を発行する方法であれば技術的に可能である。しかしながら、現状、正規品を購入したことを

示す紙の保証書は商品とともに二次消費者以降に引き継がれる場合はあるが、レシート付きの商品を引き継ぐことは一般的にはな

いため、引き継ぐ必要があるかについては今後の検討課題である。

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.3. 必要なシステム構成とシステム機能
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一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での購入

一次消費者向け
購買証明
データの発行

データの利用許諾

購買履歴

• 通常の電子レシートの機
能（購買証明、保証書と
しての機能）

• 購買証明情報の引き渡
し・参照

• 他者（事業者、消費
者）への閲覧申請・許可
の仕組み

• 商品情報（商品マスタ
等）の提供

• 改ざん対策

• 一次消費者の購買証明
情報の取得

• 商品情報（商品マスタ
等）の取得

• 購買証明付きの商品で
あることのフラグ付け

• 二次流通事業者から二
次消費者への購買証明
情報等の引き渡し

• 購買証明のある出品、
出品者の優遇

• 悪用対策（開示の回数
履歴保持等）

• ユーザの購買履歴情報
の一次流通への提供

二次流通での販売

小売事業者、センター事業者（電子レ
シート保管事業者）が用意する

システム機能

個人間取引のプラットフォーム事業
者が用意するシステム機能

一次消費者向け
購買証明
データの取得

二次消費者向け
購買証明
データの発行

電子レシート

データの利用許諾

購買証明（一次流通）購買証明（二次流通）



脅威 説明 対策

1.購買証明の改ざん
購買証明情報を書き換えて、個人間取引のプラットフォーム提供者の証明に
用いることを想定

購買証明を書き換えずに運用する場合、データの受け渡
しをせず、参照のみとすることで、改ざんは発生しない
（サーバ攻撃の脅威は残る）

電子署名を利用（一次消費者のIDをレシートが持つ）

2.購買証明の重複利用

悪意を持って、複数の個人間取引のプラットフォーム提供者に購買証明を登
録したり、何度も同じ購買証明をプラットフォーム提供者に登録したり、既に手
元にない商品の購買証明を登録する（異なる商品と購買証明を紐づける）
ことを想定

購買証明の受け渡し回数を購買証明情報に追記
または1回しか購買証明として利用できないようにする

3.データの偽造 電子レシート（決済情報、購入者情報等）、購買証明情報の偽造 通常のセキュリティ対策を実施

4.データの紛失・喪失 電子レシート（決済情報、購入者情報等）、購買証明情報の紛失、喪失 通常のセキュリティ対策を実施

5.攻撃・盗難・漏洩
電子レシート（決済情報、購入者情報等）、購買証明情報への攻撃、盗
難、漏洩

通常のセキュリティ対策を実施

6.データの消去 電子レシート（決済情報、購入者情報等）、購買証明情報の消去 通常のセキュリティ対策を実施

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.4. 購買証明の真正性担保のあり方-データの流れを守るセキュリティのあり方

 購買証明として電子レシートを流通させる場合に、下記の1.~6.のセキュリティ関連の脅威が想定される。

 購買証明の改ざんについては、現状の購買証明を書き換えない運用であれば改ざんの可能性は低い状況であるが、将来的にブ

ロックチェーン技術等の活用も想定される。
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一次消費者
個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者 二次消費者

真正性の維持 真正性の維持一次消費者による購買
証明情報の引き渡し

購買証明情報

【想定される脅威・悪用】

購買証明情報

購買証明情報 購買証明情報



 ヒアリング結果より、不正対策と購買証明の課題は下記のとおり。

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.5. 不正対策と購買証明の課題
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分類 内容

購買証明の課題・
悪用

購買証明が引き継がれた場合、二次消費者から商品の保証を求められた場合に対応するかについての検討が必要。

一枚のレシートに商品が複数記載されている場合、商品ごとに購買証明をどのように対応させるか検討が必要。

二次流通で、一次流通の購買証明が付いた商品のみを販売するのは現実的でない。購買証明がどこまで不正の抑止力となるかは検証
が必要。

購買証明を別の商品に付け替えて悪用するケースが想定される。購買証明があることが商品の売れ行きに影響を与えることになると、購買
証明の偽造も考えられ得る。

真正性の継続的な担保という意味では、購買証明として使われた過去のデータを残しながら、現在の購買証明として最新のデータを特定
できる機能が必要。

購買証明の重複利用については、現状の電子レシートには、購買者キャンペーンの応募で、応募情報を記録する仕組み（景品表示法
で、複数回応募してはならない）を活用することが考えられる

技術的課題

小売事業者が電子レシートの標準フォーマット、標準APIを使っていれば、二次流通事業者は簡単に連携することが可能。
小売事業者で電子レシートの標準フォーマットを使っていない場合は、二次流通事業者はそれぞれのフォーマットに応じたAPIで電子レシー
トデータにアクセスが必要になる。

現在の電子レシートには製造番号が入っていない。電子レシートに製造番号を入れるのは技術的に難しい。

購買証明の付いた一つの商品を複数の個人間取引（CtoC）プラットフォームに重複して出品する場合、現状のポリシーでは、電子レ
シート（購買証明）の書き換えは行わないので、あるCtoCプラットフォームで取引が成立したら、別のCtoCプラットフォームへの出品取りや
めは一次消費者（ユーザー）で行うことが想定される。

宝石の品質証明など、流通の過程で必ず付いて回る書類がある。価値のある商品を取引する際には、電子的に所有権を移して付いて回
ることのできる証明機能が将来的に求められるかもしれない。

【購買証明の課題】



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細①

レベル1：購入歴証明レベル（領収証レベル）

証明内容

 製品現物と電子レシートを結びつける情報は無く、その店舗で何らかを購入したことを証明できる（ただし、現状、品名がわからないことは

ほとんどないとされる）。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際に、購入品の正しいデジタルデータが一次消費者から二次流通事業者に提示・提出

（参照・引き渡し）できる

 電子レシートの購入者情報と、（二次流通の）出品者のユーザー情報が紐づけできる

 二次流通事業者側で、購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる

製品現物 電子レシート

購入日時

購入者※1

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など

店舗名

ほとんど抑止力にならない

結びつき
なし
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電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1※ 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、
Name

価格

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



レベル2：購入品証明レベル（レシートレベル）

証明内容

 製品現物と電子レシートは、商品コード等で紐づけるため、同一の物品かどうかは証明できないが、その店舗で同じ商品コードの商品を

購入したことを証明できる。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際に、購入品の正しいデジタルデータが一次消費者から二次流通事業者に提示・提出

（参照・引き渡し）できる

 商品コード等を製品情報として小売事業者と二次流通事業者で管理できる（画像が取得できる等）

 電子レシートの購入者情報と、 （二次流通の）出品者のユーザー情報が紐づけできる

 二次流通事業者側で購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる

電子レシート

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細②

製品現物

商品コード等
※2

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など
※2 JAN等、商品識別コードなど

JAN・GTIN等

購入者と出品者の同一性がある程度担保できれば、一定程度の抑止力になる可能性がある
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電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、Name

• JAN・
GTIN等

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx

購入日時

購入者1※1

店舗名

価格

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細③

レベル3：購入者証明レベル

証明内容

 製品現物と電子レシートは、商品コード等で紐づけるため同一のものかどうかは証明できないが、購入者情報と二次流通における出品者

の情報が本人確認可能なレベルで紐づけすることで購入者が正規に購入したことが証明できる。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際に、購入品の正当なデジタルデータが提示・提出（参照・引き渡し）できる

 商品コード等を製品情報として小売事業者と二次流通事業者で管理できる（画像が取得できる等）

 電子レシートの購入者情報（購入者1）と、出品者のユーザー情報（購入者2）が紐づけできる（両者で本人確認が取れる）

 二次流通事業者側で購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる

購入者が本人確認（住所・口座情報等）で担保できれば、高い抑止力になる可能性がある

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など
※2 購入者情報が、本人確認可能レベル
※3 JAN等、商品識別コードなど

製品現物

商品コード等
※3

電子レシート

購入者1※1

JAN・GTIN等

購入者

購入者2※2
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電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時
刻

ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）
ＩＤ

@@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1※ 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、
Name

• JAN・
GTIN等

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx

• 購入者2※ 外部顧客マスタを参照する必要がある。

購入日時

店舗名

価格

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細③’

レベル3‘：現物証明レベル（保証書レベル）

証明内容

 製品現物とメーカー保証（電子）は製造番号等で紐づける。購入日時（メーカー保証と電子レシートの発行日時）が同一であれば、

同一調達であることが証明できる。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 メーカー保証と電子レシートを小売事業者またはメーカーのアプリ内で管理できる。あるいは両者が別アプリでも正しく紐づけて管理ができる

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際に、正当なメーカー保証と電子レシート情報を一次消費者から二次流通事業者に提示・提出

（参照・引き渡し）できる

 二次流通事業者側で購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる（二次流通事業者が、メーカー保証情報を二次消費者に引き渡す。）

製品現物

製造番号

メーカー保証
（電子）

製造番号

電子レシート

購入日時 購入日時

購入者1※1

製造番号、購入日時の同一性がそれぞれ担保できれば、高い抑止力になる可能性がある

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など
※2 JAN等、商品識別コードなど

27

電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1※1 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、
Name

• JAN・GTIN
等

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：
S/N0000000001

店舗名

価格

商品コード等
※2

JAN・GTIN等

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細④

レベル4：購入者・現物証明レベル

証明内容

 製品現物とメーカー保証（電子）を製造番号等で紐づけたうえで、購入者情報と二次流通における出品者の情報を本人確認可能な

レベルで紐づける。購入者が正規に購入し、購入日時（メーカー保証と電子レシートの発行日時）が同一であれば、同一調達であるこ

とが証明できる。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 メーカー保証と電子レシートを小売事業者またはメーカーのアプリ内で管理できる。あるいは両者が別アプリでも正しく紐づけて管理ができる

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際に、正当なメーカー保証と電子レシート情報を一次消費者から二次流通事業者に提示・提出

（参照・引き渡し）できる

 二次流通事業者側で購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる（二次流通事業者が、メーカー保証情報を二次消費者に引き渡す）

 電子レシートの購入者情報（購入者1）と、出品者のユーザー情報（購入者2）が紐づけできる（両者で本人確認が取れる）

製造番号、購入者、購入日時の同一性がそれぞれ担保できれば、相当高い抑止力になる可能性がある

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など
※2 購入者情報が、本人確認可能レベル
※3 JAN等、商品識別コードなど

製品現物 電子レシート

購入日時

購入者1※1

購入者
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製造番号

メーカー保証
（電子）

製造番号

購入日時

購入者2※2

電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1※1 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、
Name

• JAN・GTIN
等

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：
S/N0000000001

• 購入者2※2 外部顧客マスタを参照する必要がある。

店舗名

価格

商品コード等※3 JAN・GTIN等

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.6. 購買証明のレベル別システム機能詳細⑤

レベル5：購入物品証明レベル

証明内容

 製品現物とメーカー保証（電子）、電子レシートは製造番号等で紐づける。現物に偽造・改ざんが困難なRFIDやQRコード等に格納

されたSGTIN等の個品識別子があり、製品現物と電子レシートの購入情報の同一性を担保できる。また購入日時（メーカー保証と電

子レシートの発行日時）が同一であれば、同一調達であることが証明できる。

一次流通と二次流通を連携する際に必要なシステム機能

 メーカー保証と電子レシートを小売事業者またはメーカーのアプリ内で管理できる。あるいは両者が別アプリでも正当に紐づけ管理ができる

 一次消費者が、二次流通で購入品を登録する際にその正当なデジタルデータが提示・提出（参照・引き渡し）できる

 二次流通事業者側で購買証明の提示・提出の履歴等が管理できる

製品現物

製造番号

メーカー保証
（電子）

製造番号

電子レシート

購入日時 購入日時

購入者2※2 購入者1※1

現物の流通も含めて購買の同一性が担保でき、非常に高い抑止力になる可能性がある

※1 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など
※2 購入者情報が、本人確認可能レベル

SGTIN等の
個品識別子
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製造番号

電子レシート
記載項目

目次 説明 項目名

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1※ 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、Name

• JAN・
GTIN等

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：49xxxxxxxxxxx

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：S/N0000000001

• 購入者2※ 外部顧客マスタを参照する必要がある。

• SGTIN等
個品識別子

3.17.1 商品情報 @@Type：SGTIN、#value：
SGTIN96.xxxxxxxxxxxx

店舗名

価格

JAN・GTIN等

出所:標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0



１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.7. 購買証明における電子レシートAPIの利用イメージ

30

一次消費者

小売事業者

一次流通での購入

一次消費者向け
購買証明
データの発行

データの利用許諾
レシート一覧取得（API）
レシート詳細取得（API）

明細の選択

購買履歴

二次流通での販売

一次消費者向け
購買証明
データの取得

電子レシート

購買証明（一次流通）

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

利用するAPI名 URI メソッド 概要

レシート一覧取得API /receipts GET 認証された会員のレシート一覧情報を取得

レシート詳細取得API /receipts/{receiptId} GET 認証された会員の指定されたreceiptIdのレシート詳細情報を取得

出所：電子レシートAPI仕様書v1.2.6

電子レシートAPIの利用イメージ

一次消費者の利用イメージ（電子レシートサービス事業者
あるいは個人間取引のプラットフォームが提供するアプリ等）

1. （前提）電子レシートの購入者情報とアプリの持つ会
員情報が紐づけされている

2. APIでレシート一覧を取得し、該当のレシートを選択する

3. APIでレシート詳細を取得し、明細を選択する

4. 個人間取引のプラットフォーム提供者に、出品情報とし
て明細情報を引き渡す。出品登録と同時に製造番号
やJANの紐づけにより購買証明を行う

5. 個人間取引のプラットフォーム提供者は、ユーザーの会
員に購買証明利用の履歴を保持する



証明レベル（仮）
電子レシート
記載情報

（データ項目）

標準電子レシートフォーマット仕様書上の記載
備考

目次 説明 項目名

将
来
像

5

購入物品証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何の製造番号を」買ったか
が、「現物の出品者と現物の製造番号」と一致）

• RFID等 3.17.1 商品情報 @@Type：SGTIN、#value：
SGTIN96.xxxxxxxxxxxx

RFIDを購入時登録
する必要がある。

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：
S/N0000000001

製造番号を購入時
登録する必要がある

• 購入者2 なし なし なし 他の顧客マスタ情報
との紐づけが必要

レベル2と同じ項目 － － －

4

購入者・現物証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何の製造番号を」買ったか
が、「現物の製造番号」・「現物の出店者」と一致）

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：
S/N0000000001

製造番号を購入時
登録する必要がある

• 購入者2 なし なし なし 他の顧客マスタ情報
との紐づけが必要

レベル2と同じ項目 － － －

3’

現物証明レベル（保証書レベル）
（「いつ」「どの店で」「何の製造番号を」買ったかが、「現
物の製造番号」と一致）

• 製造番号 3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：
S/N0000000001

製造番号を購入時
登録する必要がある

レベル2と同じ項目 － － －

3

購入者証明レベル
（「いつ」「どの店で」「誰が」「何を」買ったかが、「現物の
出品者」と一致）

• 購入者2 なし なし なし 他の顧客マスタ情報
との紐づけが必要

レベル2と同じ項目 － － －

2

購入品証明レベル（レシートレベル）
（「いつ」「どの店で」「何の商品コードを」買ったかが、
「現物の商品コード」と一致）

• JAN・GTIN等 3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx

レベル1と同じ項目 － － －

1

購入歴証明レベル（領収書レベル）
（「いつ」「どの店で」買ったかが、「現物を売っているであ
ろう正規店のいずれか」と一致）

• 購入日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

• 店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

• 価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• 購入者1 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、Name

１.不適切な方法で取得した物品の二次流通で取引を防ぐ方策の検討結果

1.8. 購買証明の証明レベルに用いるデータ項目と使用する標準フォーマット項目

証明レベル高

証明レベル低
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※1 「JAN・GTIN等」は、GTIN-13（JANコード標準タイプ）等、商品を識別するためのコード
※2 「購入者1」は、電子レシートの場合、何らかの情報（決済情報の一部、会員情報、端末情報など）が付属していると考えられる
※3 「購入者2」は、決済口座情報、住所等、本人確認ができるレベルでの情報

標準電子レシートフォーマット仕様書v1.1.0を参考に作成



分類 一次流通と二次流通の連携のイメージ 連携のパターン

①
一次消費者に情報
提供する連携

一次消費者の商品を二次消費者が買い取ると、小売事業者が一次消費者向け
に情報（新製品や特典情報等）提供する。また、小売事業者と連携した個人間
取引のプラットフォーム事業者から、小売事業者の情報を一次消費者に提供する。

二次流通→一次流通の購買
履歴情報連携

②
不正出品検知のた
めの連携

ブランド等の一次流通事業者が、購買履歴情報を個人間取引のプラットフォーム
事業者と連携することで、個人間取引のプラットフォーム事業者は同ブランドの大量
出品があった場合に不正な出品かどうかを確認することができる。正確な検知には、
商品現物の製造番号等と購買履歴情報の紐づけが必要。

一次流通→二次流通の購買
履歴情報連携

③
出品情報登録のた
めの連携

二次流通上のユーザーが一次流通における電子レシートの情報を利用して商品情
報を得ることで出品時の利便性が上がる。

一次流通→二次流通の購買
履歴情報連携

④
顧客の嗜好分析の
ための連携

一次流通事業者のアプリと個人間取引のプラットフォーム事業者のアプリを連携する
ことで、二次流通で商品を出品している一次消費者の属性や嗜好が分かれば、該
当者にアプローチすることができる。

一次流通←→二次流通の相
互情報連携

⑤
プライシングのための
連携

一次流通事業者が、二次流通上で流通している商品でお客様が反応する価格
帯を知り、値付けの参考にすることができる。

二次流通→一次流通の購買
履歴情報連携

⑥
潜在顧客の発掘の
ための連携

一次流通事業者が二次流通上の同ブランド商品の検索者や購入者情報を知り、
二次流通における自社ブランドロイヤリティや、まだ自社ブランドを買ったことがないが
関心を持っている潜在顧客を把握することができる。

二次流通→一次流通の購買
行動情報連携

⑦ 送客のための連携
二次流通上の同ブランド商品の検索者や購入者情報と、そのユーザーの決済情報
を連携することで同ブランドに関心はあるが、店舗には行ったことのない商圏上のユー
ザーに送客のアプローチができる。

二次流通→一次流通の購買
行動情報とその他の情報
（地域決済情報）の連携

２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例
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 電子レシートを活用した一次流通と二次流通を連携する仕組みには、下記のような方策が考えられる。ヒアリング調査の結果

からは、購買証明等による不正対策を除き、一次流通事業者にとって二次流通事業者との電子レシートを通じた連携への

関心は必ずしも高いとは言えず、一次流通事業者にとってメリットのある連携の仕組みを検討することが必要である。



２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例①

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾

一次消費者への
提供用の情報発行

二次流通での売買成立後、情報提供

一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

 『一次消費者の商品を二次消費者が買い取ると、小売事業者が一次消費者向けに情報（新製品や特典

情報等）提供する仕組み』がある。また、小売事業者と連携した個人間取引のプラットフォーム事業者から、

小売事業者の情報を一次消費者に提供する仕組みもある。

二次流通で売買が成立すると一次消費者
に情報提供が行われるケース
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購買履歴

情報提供（新製品
情報・特典情報等）

情報提供（新製品
情報・特典情報等）

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得

二次流通での売買
成立後、情報提供



２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例②

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾

小売事業者への
通知

一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

ハイブランド等の一次流通事業者が、購買履歴情報を個人間取引のプラットフォーム事業者と連携することで、

個人間取引のプラットフォーム事業者は同ブランドの大量出品があった場合に不正な出品かどうかを確認でき

る。ただし、電子レシートの情報と商品の現物情報の紐づけがされている必要がある。

不正出品検知のための連携ケース
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購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得不正？



２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例③

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾

商品情報を使って
出品情報を登録

一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

一次消費者が一次流通における電子レシートの情報を利用して小売事業者から商品情報を得ることで個人

間取引のプラットフォーム提供者への出品登録を行う際の利便性が向上する。

出品情報登録のための連携ケース
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購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得

情報提供（購買品
の商品情報）



２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例④

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾
一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

一次流通事業者のアプリと個人間取引のプラットフォーム事業者のアプリを連携することで、二次流通で商品

を出品している一次消費者の属性や嗜好を分析し、情報提供（嗜好に合った製品情報等）を行うことがで

きる。

顧客の嗜好分析のための連携ケース
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購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得

データの利用許諾

情報提供（嗜好に
合った製品情報等）

情報提供（属性・
嗜好情報等）



２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例⑤

一次流通事業者が、二次流通上で流通している商品でお客様が反応する価格帯を知り、値付けの参考に

することができる。

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾
一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

プライシングのための連携

購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得

情報提供（二次流
通での取引価格帯）

小売事業者への
通知

小売事業者が商品の
価格設定に活用
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２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例⑥

一次流通事業者が二次流通上の同ブランド商品の検索者や購入者情報を知り、二次流通における自社ブ

ランドロイヤリティや、まだ自社ブランドを買ったことがないが関心を持っている潜在顧客を把握することができる。

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾
一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

潜在顧客の発掘のための連携

購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者向け
購買情報
データの取得

データの利用許諾

潜在顧客の把握

情報提供（属性・
嗜好情報等）

二次消費者の情報を
小売事業者へ通知潜在的

一次消費者
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２.一次流通、二次流通の連携のあり方の検討結果

2.1. 電子レシート活用事例⑦

二次流通上の同ブランド商品の検索者や購入者情報と、そのユーザーの決済情報を連携することで同ブラン

ドに関心はあるが、店舗には行ったことのない商圏上のユーザーに送客のアプローチができる。

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での販売
二次流通での購入

一次消費者向け
購買情報
データの発行

データの利用許諾
一次消費者

データ（一次流通）

電子レシート兼購買証明

情報提供

送客のための連携

購買履歴

購買情報（一次流通）

一次消費者・潜在的
一次消費者向け
購買情報
データの取得

データの利用許諾

潜在顧客へアプローチ

情報提供（属性・
嗜好情報等）

潜在的

一次消費者

二次消費者の情報を
小売事業者へ通知

データの
利用許諾

39



40

第3章 電子レシート利活用拡大に向けた課題と今後の展望



1. 電子レシート導入のメリット・デメリット

 電子レシートの導入には、消費者のメリットをまずは追求することが必要であるとのヒアリングと検討会における声もふまえ、消費

者、一次流通事業者、二次流通事業者のそれぞれに分けてメリットとデメリットを整理した。

 一次消費者のメリット・デメリットは、下記のとおり。
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メリット デメリット

内容 必要な
情報*

① 紙レシートがなくなり、財布が軽くなる。
② レシートの保管・紛失がなくなる。
③ 紙レシート以上の明細情報が得られる。
④ 購買行動の変容

a. 一次流通からの情報やレコメンドが受けられる。
b. ロイヤルカスタマーとして優遇を受けられる。
c. 二次流通への出品・売却のレコメンドが受けられる。
d. 二次流通で売却後に、一次流通での購買レコメンドが受けられる。

⑤ 購買情報が蓄積されたデータから、消費者の行動分析ができる。
a. 家計簿代わりにできる。
b. セルフメディケーション税制等の利用。
c. 健康に関するレコメンドを得られる。

⑥ 税務手続の簡略化、経費精算が行える可能性がある。
⑦ 購買情報の活用

a. 出品が楽になる。
b. 二次流通でのユーザーの信用度が上がる。
c. 二次流通で購入してもらえる・高額での売却可能性が高くなる。

イ
イ
ウ

イウ
イウ
イウ
イウ

ウ
ウ
ウ
ウ

ウ
ア
ア

① 携帯電話を忘れたら使えない。携帯電話を必
ず提示する必要がある。

② 自身で個人情報の管理をしなければならない。
③ 消費者が望まない情報が来る可能性がある。
④ 経費精算に対応していない。(将来的に対応し
ている可能性があるとすれば、メリットになりうる)。

⑤ 情報が様々なところで結びつき不快になる。
⑥ 個人情報の漏洩を懸念する。

*必要な情報

ア：購買証明として正規購入か否かだけ渡すケース

イ：電子レシートの情報を購買証明として、内容(金額、日付、店名)ごと渡すケース

ウ：電子レシートの明細情報や商品情報も含めて渡すケース



1. 電子レシート導入のメリット・デメリット

 二次消費者のメリット・デメリットは、下記のとおり。
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メリット デメリット

内容 必要な
情報*

① 正規入手品を二次流通で購入することができる。
② 不正に加担しない。
③ 二次流通の店舗やアプリを安心して使うことができる。

ア
ア
ア

① 電子レシート・購買証明が付いているものと付
いていないものが混在している。

*必要な情報

ア：購買証明として正規購入か否かだけ渡すケース

イ：電子レシートの情報を購買証明として、内容(金額、日付、店名)ごと渡すケース

ウ：電子レシートの明細情報や商品情報も含めて渡すケース



1. 電子レシート導入のメリット・デメリット

 一次流通事業者のメリット・デメリットは、下記のとおり。
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メリット デメリット

内容 必要な
情報*

① 耐久財等の保証を電子レシートの購買証明で行える。
② 紙レシートを悪用した返品不正がなくなる。
③ 紙レシートでかかっていたロール紙コストの削減ができる。
④ 二次流通での商品の動きのデータが、一次流通での商品開発に活
かせる。

⑤ 家電量販店でエアコン設置作業等の領収書等を取り扱う際、紙でか
かる印紙税がデジタルだとかからないことで数億円のコスト削減となる
場合がある。

⑥ ドラッグストアで消費者のセルフメディケーションに役立つ、あるいは医
療費控除に手間なく使えるとなると、店舗選択のインセンティブになる。

⑦ ホームセンター等は家電量販店と近いが、農機具や機材等の販売に
おいて、保証書をなくさない、期限管理してくれる、製造元へ故障時
等のコールができるといった電子の特徴が消費者メリットになるほか、
買い替え需要の喚起ができるといったメリットもある。

ウ
イ
イ
イウ

イ

ウ

ウ

① 不正抑止のための購買証明は複雑な仕組みになってし
まう。仕組みが複雑すぎると運用が回らない。小売事業
者が運用できないと使われないし、コストを誰が負担する
かといった問題が残る。

② 購買証明が偽造されてしまう。
③ データ開示のインセンティブがない。

*必要な情報

ア：購買証明として正規購入か否かだけ渡すケース

イ：電子レシートの情報を購買証明として、内容(金額、日付、店名)ごと渡すケース

ウ：電子レシートの明細情報や商品情報も含めて渡すケース



1. 電子レシート導入のメリット・デメリット
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 二次流通事業者のメリット・デメリットは、下記のとおり。

メリット デメリット

内容 必要な
情報*

① 購買証明があることで不正の抑止につながる可能性がある。
② 購買証明のある商品の価値が高まる（顧客が高く売買できる）。
③ 高額ブランド品で確認している流通保証がデータで受領できると
検品引取が簡素化され、顧客にも便利になる。

④ 決済手段に依存せず、電子レシートの標準データが連携でき、よ
り多くの購買データが入手できる。

⑤ 出品される商品の情報が自動で連携できることで検品引取の手
間も削減される。

⑥ ユーザ－が一次流通で購入した商品を把握できれば、二次流通
からプライシングの相場観を提供できる。

ア
ア
ウ

イウ

ウ

イウ

① 購買証明があることで、購買証明を偽造する悪用（電子
レシート画面をスクリーンショットして表示するなど）が発生
してしまう。

② 購買証明（電子レシート）の売買が発生してしまう。
③ 電子レシート情報のフォーマットが小売事業者ごとに異なる
場合、システム化が難しくなる。

④ 多くの小売事業者が電子レシートを発行していないと対応
するプライオリティが下がる（一部のユーザ向けの機能の開
発優先度が低い）。

*必要な情報

ア：購買証明として正規購入か否かだけ渡すケース

イ：電子レシートの情報を購買証明として、内容(金額、日付、店名)ごと渡すケース

ウ：電子レシートの明細情報や商品情報も含めて渡すケース



2. 電子レシート利活用拡大に向けた課題

購買証明による不正防止の可能性

個品の識別が完全にでき、かつ、個品の識別子と購買証明（電子レシート）が関連付けられていなけれ

ば不正の完全な防止は難しい。ただし、購買証明を利用することにより、二次流通における出品者の信

用度が上がることで、結果として不正抑止につながる可能性はある。

電子レシートそのものの可能性

レシートのデータは、全ての小売事業者が保有しているデータであり、電子レシートは、紙レシートの電子

化にとどまらない情報活用のプラットフォームとなりうる。標準電子レシートフォーマットを活用し、製品情報

や購買明細情報の一部を公開可能な共通データとして事業者間・消費者間で共有することで、消費者

の利便性向上や新たなサービスの創出につながる可能性がある。

さらに中長期的には、購買トランザクション以降だけではなく、製造・物流・流通間でのデータの活用につな

げていくことで、製造・物流・流通を通して、製品管理の効率化も展望できる。

電子レシートの普及に向けて

消費者の利便性向上に向けたデータ整備などの取組みが必要となる。消費者に電子レシートのメリットが

浸透し、消費者が電子レシートのある一次流通事業者の店舗を優位に選ぶようになると、電子レシートの

導入がより一層進むものと考えられる。

現在は、電子レシート導入事業者が先行しているが、POS導入の機会等に応じて小売事業者が標準電

子レシートフォーマットと電子レシート標準APIへの準拠を進めていくことで、電子レシート利用環境の普及

が進み、電子レシートによるデータ活用が可能となる。
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3. 電子レシートの利用拡大イメージ ①購買証明

短期的には、現状の電子レシートのデータ項目でも実現可能な、正規の流通経路で購入したことを証明す

る『レベル2』の購買証明（1回限り）が広く利用されることを想定し、その結果として二次流通における出品

者の信用の向上が図られたり、一次消費者の購買時の電子レシート取得が促進される。
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一次消費者

小売事業者

二次消費者

一次流通での購入

二次流通での購入

一次消費者向け
購買証明
データの発行

データの利用許諾

購買履歴

二次流通での販売

一次消費者向け
購買証明
データの取得

二次消費者向け
購買証明
データの発行

電子レシート

データの利用許諾

購買証明（一次流通）

不正出品の減少と
市場信頼性向上

安心して利用

不正流通の抑止

出品者の信用向上

電子レシート利用者が増え、
不正対策として購買証明への
利用も進むことで、不正抑止に
もつながる可能性がある

電子レシート製品現物

商品コード
等※1

購入日時

購入者
※2

※1 JAN等、商品識別コードなど
※2 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など

JAN等
店舗名
価格

1回のみ購買証明が可能

個人間取引の
プラットフォーム
提供者



3. 電子レシートの利用拡大イメージ ②購買証明以外

キャッシュレス決済等に応じて購買履歴情報がデジタル化・可視化されるなかで、家計簿アプリ等で購買履歴

が使われることが増え、一次消費者の購買履歴情報活用要望が高まる。

また、購買履歴データについては、経費精算、税務申告、医療費控除等の各種手続きの簡素化や、リコー

ル製品の発見といった活用も考えられる。これらはいずれも一次消費者の利便性を高めるほか、メーカー・小

売事業者などの一次流通事業者のメリットにつながるため、検討が進むことが期待される。
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リコール製品の発見

電子レシート

提示
二次流通事業者

アラート

一次流通事業者
（メーカー等）通知

リコール対象製品

外部情報
リコール情報公開

登録

参照

各種手続きへの活用

各種手続き電子レシート

電子提出 ① 経費精算への利用

② 税務申告への利用

③ 医療費控除への利用



3. 電子レシートの利用拡大イメージ ③中長期的な将来像

中長期的な将来像としては、製造・物流・流通の間で共通した情報がデータとして維持され、それぞれの段

階で必要な情報を付与して次の段階に進むこともあり得る。

製造段階で製造番号等がデータとして管理され、流通まで維持されれば、一次流通でのオペレーションを増

やさずに購入品が現物であることを示す『レベル3’』以上の購買証明への活用も可能となる。
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製造

製造番号

物流

製造番号

一次流通

販売者

購入日時

店舗

一次購入者

SGTIN等
個品識別子

価格

製造番号

二次流通

店舗

JAN等 JAN等 JAN等 JAN等

評判情報・
使い勝手

二次購入者

二次価格希望小売
価格

製造番号

製品情報・
画像

製品情報・
画像

製品情報・
画像

製品情報・
画像

二次購入
日時

情報追加 情報追加

情報利活用



4. 今後の検討事項

電子レシート利活用拡大に向けた今後の検討事項・実施事項の一覧は下記のとおり。
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内容

① 電子レシートの利便性向上のための標準フォーマットのデータ項目の活用及びAPIの整備

② 購買証明による不正抑止に必要なデータを取得・トレースするための仕組みの整備

③ 購買証明が悪用されないための仕組みの整備

④ 電子レシートに連携するデータの整備・標準化



現在未整備のAPI

4. 今後の検討事項① 電子レシートの利便性向上のための標準フォーマットのデータ項目の活用及びAPIの整備

電子レシートが幅広く利用されるには、さらなる電子レシートの利便性を高める方策が必要になる。電子レ

シートは、紙のレシートと異なり記載できる情報に制限がないため、電子レシートで消費者が必要な情報を提

供することで利便性を上げられる。そのため、現状の標準電子レシートフォーマットにエリアはあるが必ずしも情

報が含まれていない、あるいは活用されていな明細情報、製造番号、商品情報といった情報を活用しやすくし

ておくことが求められる。また、電子レシート標準APIで事業者間での情報の受け渡しができるようにしておけば、

消費者に有用な新サービスの開発にもつなげることができる。

電子レシート情報を小売事業者、センター事業者、一次消費者のどこで保管する場合においても、標準電子

レシートフォーマットとAPIの準拠により必要なシステム開発のコストを抑制できる。
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電子レシート

価格 明細

店舗名 シリアル番号

商品コード等
※1

項目を格納するエリア
はあるが、情報の登
録方法などの手法が
確立しておらず、活
用されていない

項目を格納するエリ
アはあるが、RFIDの
普及までにまだ制約
があり、活用されてい

ない

製造番号

商品情報

RFID等

事業者

電子レシートAPIに
よる情報連携

レシート一覧

レシート明細

購買証明OK／NG

明細の使用有無 購入日時

※1 JAN等、商品識別コードなど



4. 今後の検討事項① 電子レシートの利便性向上のための標準フォーマットのデータ項目の活用及びAPIの整備
（つづき）

標準電子レシートフォーマットにおけるデータ項目とフォーマット上の表現方法は、下記のとおり。
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対応時期 目的 必要な情報
フォーマット上の表現

制約・課題
目次 説明 項目名

中長期的な将来像に
向けて

購入者の本人認証プロセス
を加えたうえで正規の流通経
路で購入したことを示す『レベ
ル3』や購入品が現物である
ことを示す『レベル3’』以上の
購買証明の実現

入手品の製品仕様や購入
品の明細情報の利活用が実
現

製造・物流・流通の間で共
通した情報の利活用が実現

SGTIN等
個品識別子

3.17.1 商品情報 @@Type：SGTIN、#value：
SGTIN96.xxxxxxxxxxxx

フォーマット上に定義はあるが、現在
はRFID導入コスト等の制約がある。

製造番号
3.17.1 商品情報 @@Type：PSN、#value：

S/N0000000001
フォーマット上に定義はあるが、現在
の電子レシートに製造番号は入って
いない。データの取得が必要。

本人確認が
できる購入者
情報

定義なし

個人情報であり、電子レシートに持
つべきかの議論がある。持たない場
合は外部の顧客マスタ等との連携が
必要。

JAN等と紐づ
く製品情報

3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：
49xxxxxxxxxxx フォーマット上に定義はあるが、現在

の電子レシートに製品仕様等の情
報は入っていない。データの取得が
必要。

対応時期 目的 必要な情報
フォーマット上の表現

目次 説明 項目名

短期的な将来像に
向けて

正規の流通経路で購入した
ことを証明する『レベル2』の活
用が浸透

購買履歴情報の活用が浸
透

•日時 3.11 レシート日付時刻 ReceiptDateTime

•店舗名 3.3.1 拠点(店舗）ＩＤ @@Name：拠点(店舗)名称

•価格 3.17.6 実販売単価 ActualSalesUnitPrice

• JAN等
3.17.1 商品情報 @@Type：JAN、#value：

49xxxxxxxxxxx

•購入者情報の一部 3.28 顧客情報 Customer、CustomerID、Name



4. 今後の検討事項② 購買証明による不正抑止に必要なデータを取得・トレースするための仕組みの整備

電子レシートを購買証明として利用する場合、電子レシート情報は小売事業者や電子レシートサービスを提

供するセンター事業者（電子レシート保管事業者）、一次消費者のいずれかが保管する。それぞれが保管

するケースに応じて、電子レシート情報の授受の仕組み・機能や閲覧コントロールの仕組みの検討が必要で

ある。
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• 開示するデータ、しないデータの選択

• 開示回数の設定

• 開示の許可設定

• データの保管年数の設定

• 通常の電子レシートの機能（購買証明、保証書としての
機能）

• 購買証明情報の引き渡し・参照

• 他者（事業者、消費者）への閲覧申請・許可の仕組み

• 商品情報（商品マスタ等）の提供

• 一次消費者の購買証明情報の取得

• 商品情報（商品マスタ等）の取得

• 二次流通事業者から二次消費者への購買証明情報の
引き渡し

• 購買証明のある出品・出品者の優遇、出品者の購買証
明付与回数（信用スコア）

• 購買証明付きの商品であることのフラグ付け

小売事業者、センター事業者（電子レシート保管事業
者）が用意するシステム機能

個人間取引のプラットフォーム事業者が
用意するシステム機能

Ⅰ
小売事業者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

メーカー・
小売事業者

②閲覧

①データ付与

③開示依頼・
許可

④提供

Ⅱ
センター事業者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

②閲覧

①データ付与

③開示依頼・
許可

⑤提供

センター事業者

④開示許可

Ⅲ
一次消費者が

電子レシート情報を保管

一次消費者

個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者

①データ付与

②閲覧

③提供

二次消費者二次消費者二次消費者

【電子レシート情報の保管場所別の整理】

電子レシート情報保管者が
行う閲覧コントロールの仕組み



4. 今後の検討事項③ 購買証明が悪用されないための仕組みの整備

電子レシートを購買証明として利用する場合、購買証明が悪用されないためには、重複利用（複数の個人

間取引のプラットフォームに購買証明を登録したり、何度も同じ購買証明を個人間取引のプラットフォームに

登録すること）を防止する仕組の整備が求められる。また、電子レシートのデータが改ざんされず、データの真

正性を継続的に担保できる仕組みの整備も必要になる。

一次消費者
個人間取引の
プラットフォーム
提供者

小売事業者 二次消費者

真正性の維持
一次消費者による購買証明情報の引き渡し

購買証明情報 購買証明情報
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付け替えや偽造防止の仕組み（例）

• 事業者が相対でシステム連携して情報を
授受する仕組みにより、スマートフォン画面
のハードコピー等での偽造防止を行う

重複利用の防止の仕組み（例）

• 受け渡しや閲覧記録の保持

改ざん防止の仕組み（例）

• データを参照のみとする

• ブロックチェーン技術でデータハッシュを
取る

• 電子署名技術を利用する



標準化・公開・提供

4. 今後の検討事項④ 電子レシートに連携するデータの整備・標準化

購買証明による不正の抑止効果を高めるには、正規の流通経路で購入したことを証明する『レベル2』の購

買証明だけではなく、正規品保証等のさらに高次のレベルの証明ができるようになる必要がある。そのためには、

電子レシートの情報と連携するデータ（商品マスタ、商品ID、購入者ID）の整備や標準化が必要である。

商品情報の活用要望が高まることを想定し、JANの利用標準化や業種別商品マスタの整備の検討が必要

である。なお、一度に全ての商品マスタを整備するのは難しいと想定されるが、例えばキャッシュレス決済の電

子レシートに限定する形で、商品情報を利用できる仕組みを整備する方向性も考えられる。
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電子レシート

購入日時 明細

店舗名
価格

製造番号シリアル番号

商品コード等
※1

商品情報

SGTIN等
個品識別子

商品マスタ

購入者ID

商品ID

購入者※2

※1 JAN等、商品識別コードなど
※2 購入者情報は、決済情報の一部、会員情報、端末情報など

購入者情報

限定的な公開

商品情報
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おわりに



おわりに

キャッシュレス決済の普及に伴い、スマートフォン等で購買履歴を管理することが身近になっている昨今、これら

と親和性の高い電子レシートのより一層の普及が期待される。

本事業においては、電子レシートの活用事例を創出することで普及促進を加速させるべく、活用方法の一つ

として購買証明に注目し、その使用について検討を行った。結果として、特定の電子レシートの情報の項目を

活用することで一定程度の不正抑止効果が認められる可能性があるとされたものの、より不正防止効果を高

めるためには電子レシートに製品番号やＲＦＩＤに関する情報の項目を追加し証明レベルを高めることが重

要であるという結論に達した。

電子レシートを購買証明として活用した場合の不正の抑止効果や、電子レシートを活用した流通活性化の

効果等、本調査における検討結果の有効性については、さらに今後の検証が求められる。

また、電子レシートは、紙レシートの電子化といった概念にとどまらず、購買トランザクションにおける情報伝達と

いう位置づけも持っており、その活用により流通の活性化や効率化につながる可能性がある。本事業では、消

費者向けに電子レシートが発行された場合を仮定して検討を行ったが、たとえ消費者向けに電子レシートが

発行されなかったとしても、購買データの一部を事業者間で共有し、利活用することによる効果について検討

することも必要であろう。例えば、一次流通と二次流通が相互に連携することで流通全体を活性化させる仕

組みや、製造から流通までの間で商品情報を連携していく仕組みを目指すことなどが考えられる。

特に、電子レシートの情報のうち、正規の流通経路で購入したことを証明する情報（現状の紙のレシートと

同程度の情報）であれば、個人情報は含まれないため、ある程度積極的な活用を進めることも可能である。

一方、電子レシート情報を購買行動データとして活用することが進むと、機微な個人情報を扱う場合や個人

情報が含まれていない情報でも情報の集約が進むことで個人の特定に繋がる恐れがある場合が想定される。

そのため、本人同意をいつ、どのように取得するのか等、本人同意の仕組みの検討が求められる。
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