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多くの国がキャッシュレス経済に向けて歩みを行っているが、あまり成功していない。現金が

死んでいるが、現実は全く異なるという誇大広告があります。約 50% 

現金は、金融取引のために世界中で使用されています。世界キャッシュレポートによると、現

金の需要は、電子またはモバイルの支払いオプションの増加のもかかわらず世界的に上昇し続

けています。         

Ōku no kuni ga kyasshuresu keizai ni mukete ayumi o okonatte iruga, amari seikō shite inai. 

Genkin ga shinde iruga, genjitsu wa mattaku kotonaru to iu kodai kōkoku ga arimasu. Yaku 50-

pāsento genkin wa, kin'yū torihiki no tame ni sekaijū de shiyō sa rete imasu. Sekai 

kyasshurepōto ni yoru to, genkin no juyō wa, denshi matawa mobairu no shiharai opushon no 

zōka no mo kakawarazu sekai-teki ni jōshō shi tsudzukete imasu. 

実際には、人々はデジタルマネーと比較して現金に対する信頼を持っています。それは日常生

活の重要な要素です。人々は政治的または経済的な混乱の中で、現金を手にすることは、必要

とされるニーズを満たすのに役立ちます。 

Jissai ni wa, hitobito wa dejitarumanē to hikaku shite genkin ni taisuru shinrai o motte imasu. 

Sore wa nichijō seikatsu no jūyōna yōsodesu. Hitobito wa seidjiteki matawa keizai-tekina 

konran no naka de, genkin o te ni suru koto wa, hitsuyō to sa reru nīzu o mitasu no ni 

yakudachimasu. 

 

 

多くの先進国では、現金はビットコイン、デジタ

ル決済やデジタルマネーの時代にも金融取引のた

めに広く使用されています。 

Ōku no senshinkokude wa, genkin wa bittokoin, 

dejitaru kessai ya dejitarumanē no jidai ni mo 

kin'yū torihiki no tame ni hiroku shiyō sa rete 

imasu. 

 



 

 



 

また、現金は死んでいないそれはまだ使用中です。多くの研究者が、人々の現金利用の様々な

視点を研究してきました。さらに, 

人々は、彼らが手元に現金を持っているときに安全を見つける.  

調査研究に従って;現金での支払いを行った人は、クレジットカードのユーザーと比較して、

借金が少なくなっています。これは、現金ユーザーがコストに多くの注意を払って、慎重に彼

らの支出を監視するようです. 世界の現金報告書によると、次の理由により、 

現金ユーザーのための現金管理が簡単であることが記載されています: 

コスト効率-一般的な人々のために、まだ多くの企業のための現金は、 

最もコスト効率の高い支払い方法です。      

インクルージョン-世界中の人々が現金を使用することを好む、 

と多くの人々のためにそれは唯一の実行可能な支払い方法です。一部の企業は、キャッシュレ

ス取引を採用して顧客を失いました。 

Mata, genkin wa shinde inai sore wa mada shiyō-chūdesu. Ōku no kenkyūsha ga, hitobito no 

genkin riyō no samazamana shiten o kenkyū shite kimashita. Sarani, hitobito wa, karera ga 

temoto ni genkin o motte iru toki ni anzen o mitsukeru. Chōsa kenkyū ni shitagatte; genkin de 

no shiharai o okonatta hito wa, kurejittokādo no yūzā to hikaku shite, shakkin ga sukunaku 

natte imasu. Kore wa, genkin yūzā ga kosuto ni ōku no chūi o haratte, shinchō ni karera no 

shishutsu o kanshi suru yōdesu. Sekai no genkin hōkoku-sho ni yoru to,-ji no riyū ni yori, 

genkin yūzā no tame no genkin kanri ga kantandearu koto ga kisai sa rete imasu: 

Kosuto kōritsu - ippantekina hitobito no tame ni, mada ōku no kigyō no tame no genkin wa, 

mottomo kosuto kōritsu no takai shiharai hōhōdesu. 

Inkurūjon - sekaijū no hitobito ga genkin o shiyō suru koto o konomu, to ōku no hitobito no 

tame ni soreha yuiitsu no jikkō kanōna shiharai hōhōdesu. Ichibu no kigyō wa, kyasshuresu 

torihiki o saiyō shite kokyaku o ushinaimashita. 

 

 

 

 

 

 



 

 

信託-買い手と売り手以外の現金支払に関与する第三者はありません。 

信頼性-現金は電子インフラに依存していないため、 

サービスの非アベイラビリティを引き起こしている停止の対象にはなりません。 

アクセシビリティ-現金はすぐに利用可能であり、顧客のための追加料金は発生しません。 

また、ユーザーは自分が持っているものだけを費やすことができるため、予算の改善も可能で

す。 

Shintaku - kaite to urite igai no genkin shiharai ni kan'yo suru daisansha wa arimasen. 

Shinrai-sei - genkin wa denshi infura ni izon shite inai tame, sābisu no hi abeirabiriti o 

hikiokoshite iru teishi no taishō ni wa narimasen. 

Akuseshibiriti- Genkin wa sugu ni riyō kanōdeari, kokyaku no tame no tsuika ryōkin wa 

hassei shimasen. Mata, yūzā wa jibun ga motte iru mono dake o tsuiyasu koto ga dekiru tame, 

yosan no kaizen mo kanōdesu. 

 

 

 

 

 

 



 

機密性-現金は直接です。1つは、個人情報を引き渡す必要はありません。 

Kimitsu-sei - genkin wa chokusetsudesu. 1Tsu wa, kojin jōhō o hikiwatasu hitsuyō wa 

arimasen. 

したがって、現金を保持することは心の心理的な平和を与えます。ポストの一つで, 

サンフランシスコ連銀の大統領は、多くの国では、ノートやコインの需要が強いと減速の兆候

を示していないことを述べました. 

人々がオンライン購入のための現金支払いを行うことも観察されています。.欧州では 80% 

の取引が現金で行われ、北米ではカードの支払いが最も頻繁に使用されていますが、現金の使

用は依然として 31% を占めています。アジアでは、オンライン購入の増加は、 

現金が使用されていないことを意味するものではありません。しかし、すべての4オンライン

購入のために、それらの3は、多くの国での配信に現金で支払わ. 

ドイツでは、多くのレストランやショップがカード決済を受け付けていません。平均的には、

ドイツ人は現金で100ユーロ以上を運びます。 

ドイツの人々はまだクレジットカードやデビットを使用することについて消極的です。彼らは

自分の個人データを共有したくないし、それが安全ではないと信じて. 

Shitagatte, genkin o hoji suru koto wa kokoro no shinri-tekina heiwa o ataemasu. Posuto 

no hitotsu de, Sanfuranshisuko Rengin no daitōryō wa, ōku no kunide wa, nōto ya koin no 

juyō ga tsuyoi to gensoku no chōkō o shimeshite inai koto o nobemashita. Hitobito ga 

onrain kōnyū no tame no genkin shiharai o okonau koto mo kansatsu sa rete imasu.. Ōshū 

dewa 80-pāsento no torihiki ga genkin de okonawa re, Hokubei dewa kādo no shiharai ga 

mottomo hinpan ni shiyō sa rete imasuga, genkin no shiyō wa izentoshite 31-pāsento o 

shimete imasu. Ajia dewa, onrain kōnyū no zōka wa, genkin ga shiyō sa rete inai koto o imi 

suru monode wa arimasen. Shikashi, subete no 4 onrain kōnyū no tame ni, sorera no 3 

wa, ōku no kuni de no haishin ni genkin de shiharawa. Doitsude wa, ōku no resutoran ya 

shoppu ga kādo kessai o uketsukete imasen. Heikin-teki ni wa, doitsunin wa genkin de 100 

yūro ijō o hakobimasu. Doitsu no hitobito wa mada kurejittokādo ya Debitto o shiyō suru 

koto ni tsuite shōgyokutekidesu. Karera wa jibun no kojin dēta o kyōyū shitakunaishi, sore 

ga anzende wa nai to shinjite. 

 



 

現金はまだ私たちの社会で非常に目立つ場所を持っています。業界は、効率と信頼性の両方で、

キャッシュプロセスを最適化する方法を継続的に模索しています。現金には、次のような固有の

値属性があります。 100% 可用性、信頼性、匿名性、 

および技術的なインフラストラクチャを必要とせずに直接決済します。世界のグローバル・レポ

ートは、以下の表における支払いの主要な特質を提示しました (Source G4S and Payments Advisory 

Group analysis, 2018): 

Genkin wa mada watashitachi no shakai de hijō ni medatsu basho o motte imasu. Gyōkai wa, 

kōritsu to shinrai-sei no ryōhō de, kyasshupurosesu o saiteki-ka suru hōhō o keizoku-teki ni 

mosaku shite imasu. Genkin ni wa,-ji no yōna koyū no atai zokusei ga arimasu. 100-Pāsento 

kayōsei, shinrai-sei, tokumei-sei, oyobi gijutsu-tekina infurasutorakucha o hitsuyō to sezu ni 

chokusetsu kessai shimasu. Sekai no gurōbaru repōto wa, ika no hyō ni okeru shiharai no 

shuyōna tokushitsu o teiji shimashita (Source G4S and Payments Advisory Group analysis, 2018): 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、現金ユーザーは、必要に応じて支払を選択します。Uber 

は、現金決済システムを導入した例の1つです。彼らは商売の飛躍的な成長を見出した。したが

って、現金は常に需要があり、現在需要があり、近い将来需要が見込まれています。レポートの

1つによると、韓国とスウェーデンの2つの国だけが現金支払の減少を示しています。(Source: 

World Cash Report2018) . しかし、このフレーズは、今日でも本当に適用可能です-

“収益は虚栄心であり、利益は正気ですが、現金は王です”。 

Sarani, genkin yūzā wa, hitsuyōniōjite shiharai o sentaku shimasu. Uber wa, genkin kessai 

shisutemu o dōnyū shita rei no 1tsudesu. Karera wa shōbai no hiyaku-tekina seichō o miidashita. 

Shitagatte, genkin wa tsuneni juyō ga ari, genzai juyō ga ari, chikai shōrai juyō ga mikoma rete 

imasu. Repōto no 1tsu ni yoru to, Kankoku to suu~ēden no 2tsu no kuni dake ga genkin shiharai 

no genshō o shimeshite imasu. (Source: World Cash Report2018) . Shikashi, kono furēzu wa, kyō 

demo hontōni tekiyō kanōdesu – “shūeki wa kyoei kokorodeari, rieki wa shōkidesuga, genkin wa 

ōdesu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


