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日本発の IC カードについて
Smart Card Originated in Japan and Its Overview

吉川

博晴

Yoshikawa Hiroharu

鉄道やバスの自動改札機をワンタッチするだけのカード式定期券，何度もリチャージできる便利なプリペ
イドカード，ゲートフリーの ETC 用カード。いまや生活の必需品となりつつあるが，カード形状の媒体に IC
を組み込むという画期的なアイデアは，20 世紀半ば，ある日本人による特許によってもたらされた。
Season tickets passing through checking gate in railway and bus service with only one-touch, prepaid card with frequent recharging, and ETC card passing toll bar without paying currency, they are
essential system for our living style. The epoch-making idea including card-type medium implemented
with IC was brought about by a Japanese engineer in the middle of 20 century.
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1

IC カードとは

1.1

種類と形状

（2）スマートカード
カードにメモリ，プログラム ROM，CPU を内
蔵し，リーダライタを介して外部装置と情報を授

IC カードはクレジットカードサイズのプラス

受することのできる IC カードをさす。プログラ

チック媒体中に，メモリとプログラム ROM と

ムは追加・削除が可能で，特別な演算用のコ ･ プ

CPU を格納し，リーダライタを介して外部装置

ロセッサを搭載したものもある。従来の磁気式

とデータの処理を行うごく小型の IT 端末である。

カードシステムと共用するため磁気ストライプを

（1）広義の IC カード
広義には，情報の記録や演算処理のために IC
を組み込んだカードのことである。とくに接続装

付しているものが良く見られる。
磁気ストライプ

端子

置を介して外部のホスト端末から指示を与え，能
動的な情報処理を実行可能とするものを「スマー
トカード」と呼ぶ。CPU チップ（MPU）を搭載
したカード，といってもよい。

エンボス領域
CPU メモリ

図1

IC カード概要（左

チップと端子の断面）

さらには暗号機能を搭載し，高度なセキュリ

スマートカードではない IC カードの代表が，

ティ機能を実現したカードもある。これらは，電

PC カードや SD カード等で「IC メモリカード」

子現金システムや重要情報を授受する業務向け

と呼んで区別している。登場は 70 年代後半で，

カードとして使用される。

初 期 に は こ ち ら も 単 に IC カ ー ド と 呼 ば れ て い
た。ほかにメモリスティックやカメラ用マルチ

（3）SIM カード
ス マ ー ト カ ー ド の 一 形 態 に，
「SIM カ ー ド 」

メディアカードなど多種多様の仕様が存在する。

（Subscriber Identity Module Card 利用者識

PC カードは，90 年代後半より USB メモリの普

別用カード）がある。通常の IC カードと同様の

及により，記録媒体としての役割を終え，LAN

形状をしているが，CPU が組み込まれている外

カードや PHS カードなど PC 周辺装置として活

部端子部分がプラモデルの部品のように簡単に折

用されている。

り取れるようになっている。

このほか，ゲーム機のゲームソフトを搭載した

携帯電話の端末認証用に，電話機に内蔵され

ROM カードなども広義の IC カードに含まれる。

ている。チップ部分を折り取らなければ，従来の
カード式電話機にも使える構造である。
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SIMカード画像：DNP提供

直接アクセスすることはできない。IC カードの
CPU を介して情報を授受しており，ホスト装置
から独立した端末となっている。
（図 3）
ホスト装置
リーダライタ
ICカードCPU

図2 携帯電話に装着されるSIM（左上：構造図 右上：SIM拡大）

（4）そのほかの形態

図3

厚みがクレジットカードサイズの 0.76mm を
超えているが，LCD 表示や電話機能を装備した

2.2

PIN,ID
PIN,ID

ファイル
ファイル

PIN,ID

ファイル

IC カードのファイルアクセス

セキュリティ機能

薄型 PDA（Personal Digital assistant：個人

磁気式カードは記録面が露呈しており，複写す

向け携帯型情報通信機器）タイプもあり，これ

ることが可能で，情報媒体としての安全性は高く

らは多機能カードと呼ばれる。また，非接触 IC

ない。また，不正改造した装置による偽造が容易

カードと同様の技術で，カード形状ではないもの

である。これに対してスマートカードは次のよう

に，「RFID タグ」「マイクロチップ」がある。物

な特徴を備えている。

流分野で貨物や部品の管理に活躍している。

① メモリ，回路配線が露呈していない
② CPU チップは封入されている

1.2

IC カードの規格

③ ファイルごとにアクセス管理が可能

過去，IC カード応用システムの記事で何度か紹

①については，露呈しているのは外部接続端

介されているため簡単に記載する。スマートカー

子のみで，PC ボードのように回路の各部をデジ

ドの基本規格は ISO/IEC7816，日本国内では

タルアナライザで解析できるわけではない。ま

JIS-X-6319 である。当初はカード形状，特性，

た封入された CPU 内部をすべて露出させるのは

リーダライタ間の接続に関して part1 ～ 3 が規

通常の技術では相当困難である。②については，

定されていたが，カードメモリの論理構造やアプ

セキュリティ上の理由ではなくチップの物理的な

リケーション識別，セキュリティ機能の標準化が

強度を維持するために行われたものであるが，不

必要となり，part4 ～ 11 が順次制定された。

正読み出しからの保護にも大きく寄与している。

表1

非接触式 IC カードの諸規格

形状 ISO/IEC7816
接触式以外の規格を適用。
接続 ISO/IEC10536 密着型 通信距離 2mm 以下。
ISO/IEC14443 近 接 型 通 信 距 離 10cm 以 下。TypeA，
TypeB がある。
サイバネ規格
当初 Type-C に提案されたが ISO 化を断念
（JIS6319-4）
しサイバネ協議会標準として制定された。
SUICA 方式。
ISO/IEC15693 10cm 以上（70cm 以下）。物流管理や商
品管理向け RFID タグ等。
ISO/IEC10536 70cm 以上の遠隔通信方式。

2

IC カードとセキュリティ

2.1

IC カードはコンピュータシステム

③については，アプリケーションの識別（AID）
と，ファイル自体の識別（FID）とがあり，いず
れも PIN 等の認証を設定可能であり単純には読
み出すことができない。
2.3

暗号機能

IC カードの最大の特徴は，CPU を用いた演算
機能であり，暗号機能を搭載することができる点
にある。一般的には共通鍵方式（DES 等）と公
開鍵方式（RSA 等）を組み合わせて実現する。

カード内部のメモリ情報は，内蔵された CPU

初期には DES の搭載さえ困難であったが，現

自体が管理している。IC カードは，リーダライ

在では 3-DES と 1024bit RSA 暗号レベルの搭

タを介して外部装置と接続されるが，フロッピー

載が可能となっている。最近では RSA2048bit

ディスクのように外部装置が IC カードの内部を

相当以上の楕円暗号も実装されている 3）。
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秘密鍵や公開鍵証明書をカードに格納し CPS

ジックを実行可能とする「装置」として発明され

ド ラ イ バ（micro soft） や PKCS ド ラ イ バ

た 4）。発明者の名前をとって「アリムラ特許」と

（RSA）などを実装したカード対応のクライアン
ト端末により，電子署名や SSL 通信，情報秘匿
（暗号化）を実現している。
暗号鍵

RSA
（秘密鍵）

もよばれる。
74 年，フランス・イノバトロン社のローラ
ン・モレノ氏による発明も行われた。こちらは，
カード状の「端末装置」と，ホスト装置を接続す

RSA
（公開鍵）

るカードリーダライタを含むシステムの発明であ
る。同時に関連する多数の特許群を世界各国で取

DES

得し通称「イノバトロン特許」と呼ばれ，IC カー

DES

平文

暗号
図4

平文

ドシステムとしての実質的な特許となった。

暗号通信の概念図

3.2
2.4

課題と対策技術

SPOM 特許

1976 年， さ ら に 画 期 的 な 発 明 5） が 行 わ れ

① リーダライタは信頼できるか

た。ブル CP8 社，モトローラ社による複数の特

銀行 ATM や改札機などは相手側端末を信頼す

許で，通称，SPOM 特許 ＊ とよばれる。ハード

ることで成り立っているが，IC カードシステムが

ウェアまたはシステムとしてのアリムラ特許，イ

普及するにつれ偽端末問題はいずれ浮上する。対

ノバトロン特許に対し，ハードウェア資源を用い

策としては，ホスト端末との通信を暗号化するほ

て，さまざまな機能をプログラムできるよう IC

かに，リーダライタの正当性を別な手段で証明さ

カード上の CPU を構成したことが発明上の特徴

せる，ユーザ側がリーダライタを認証する仕組み

として成立し，特許となった。

の導入などが考えられる。

こ れ が 今 日 の 一 般 的 な IC カ ー ド（ ス マ ー ト

② 解析法

カード）の基本特許となっている。

カード内部の情報を解析する研究も多く行わ
れている。非破壊攻撃法 1） には故障利用解析法

3.3

そのほかの基本的な特許

や，消費電力の変動パターンなどを観測するサイ

前出の有村氏は，もうひとつの画期的な発明を

ドチャネル攻撃などがある。これらは理論研究で

行っている。それが，非接触式カードの発明であ

あって，直ちに悪意を持つ第三者がそれを利用し

る。また，カードの外部端子は中心線から外れた

て内部情報を解析できるほど容易ではない。ただ

位置に配置されている。磁気ストライプを併用し

しこれらの研究と同時に対策も進んでいる 。

た際に重複しないこと，エンボス面を避けること

③ 紛失と盗用

のほかに，前後の逆挿しを防止する効果があり，

2）

紛失や盗用に関しては，カード固有の問題では
ないが，内部情報にエスクロー性（信頼の置ける

形状配置特許となっている。

第三者への預託）を担保させる，情報の有効性に

4

IC カード事始め

期限を設定するなどの対策がある。

4.1

カード用 CPU

3

IC カードと特許

3.1

有村特許とイノバトロン特許

特許は成立したものの，実際のところ1980年
頃までは，ICカード向けには独自仕様の4bitマイ
コンしかなく，汎用CPUは実用化されていなかっ

IC カードの最初の特許は 1970 年，有村国孝

た。ファイルのアクセス管理や簡単な認証を行うこ

氏の発明による。カード状のプラスチック等の媒

とはできたが，複雑なプログラムを搭載することは

体に，外部装置と接続する端子と，IC を搭載して

不可能であった。日本では85年日立のHD65901

外部ホストから信号と電力を与え，いくつかのロ

＊：スポム特許と呼ぶ。

10
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が最初で，本格的なICカード用CPUとしては89

いため再生産が必要であることから大規模な市場

年，日立のH8/310シリーズとされる。

に成長し，標準化とコストの引下げを促進した。

表2
分 野
通信・放送
金融
身分証
会員証

企業団体
学校
レジャー
流通

行政
公共サ
ービス 交通
医療
そのほか

4.2

カードの用途

用 途
携帯電話 公衆電話 映像配信
キャッシュカード クレジットカード
電子マネー
身分証明証（社員証 学生証）
入退管理
ルームキーカード 施設利用カード
自販機利用 ショッピングカード
住民基本カード 免許証
印鑑証明カード パスポート
ETC 定期券 回数券・乗車券
健康保険証 診察券
ゲームソフト 電子署名カード

普及に向けた課題

交通機関の違いによる乗換え時の不便を解消した
ことも普及の大きな要素となった。
また，磁気式カードによるスキミング（不正読
み出し）とそれに伴う偽造カード問題が浮上し，
そのセキュリティ対策として金融業界でのスマー
トカードへの切り替えも進みつつある。
4.4

今後

今日のカード CPU は 32bit，メモリも 1M バ
イト程度あり，少し前のパソコンを凌ぐ性能を有

90 年代から IC カードの本格導入を目指して商

している。非接触における薄膜化やフレキシブル

店街のポイントシステムや保健医療応用など各種

化も進んでおり，カード以外の形状での利用形態

の実証実験が行われた。IC カード内部で共有鍵を

や電子ペーパーへの連携などが期待されている。

生成し，かつ，カード内部で情報を暗号化するな
どの試みもすでに行われている 6）7）。
IC カード実証実験や技術開発が進む中，大き
な問題が 2 つ浮上してきた。ひとつは，カード内
部のメモリ利用，アプリケーション実装について
は規格がなく，カードシステムごとに異なる仕様
が混在したことだった。同じ保健医療カードでも
導入している病院ごとに仕様が異なっていた。も
うひとつはコスト問題であった。当時の IC カー
ドは従来の磁気式カードに比較して十数倍高価で
あり，システム導入上の障壁になっていた。実装
仕様の標準化については，国内では JICSAP（IC
カード利用促進協議会）が中心となって推進が行
われ 1997 年 JICSAP 仕様（JIS-X6319）の制
定により共通利用の技術的な基盤が整備された。
また，コスト面では多品種小規模市場から大規
模市場への転換を行うため，国内標準のカード利
用の実用化が意図された。次世代 ICカード推進協
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議会が中心となって行政サービス向けのカード導
入が検討され，住民基本カードとして結実した。
4.3

転機

しかしながら，日本において IC カードが普及
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する直接の転機となったのは，携帯電話の大規模
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な普及と，PASMO ＋ SUICA の成功であろう。
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