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TypeB ICチップ搭載携帯の

位置付け

ICカードビジネスプロデュースチーム

は，NTT研究所の開発したISO14443

T y p eB準拠の超多目的ICカード

ELWISE(1)とICカード情報流通プラッ

トフォームNICE（Network-based

IC Card Environment）(2)を軸に，

NTTグループのICカード分野での事

業展開を支援することを目的として活

動しています．ELWISEとNICEは総

合プロデュース制度開始以前から商用

化されており，特に行政分野において

トップシェアを確保していたため，プ

ロデュース活動では，さらに金融・交

通・職域等の民生分野へ事業展開す

ることを主な目標としてきました．

そうした中で，TypeB ICチップ搭載

携帯は，TypeB準拠の非接触ICカー

ドやICカードプラットフォームの基盤

技術を持つNTTと，携帯端末シェア

No.1のNTTドコモが協力して新たな

製品を生み出すことにより，NTTグルー

プに新たな収益機会をもたらし得るプ

ロジェクトとして活動を進めています．

TypeB ICチップ搭載携帯の概要

TypeB ICチップ搭載携帯の概要を

図１に示します．本製品は，TypeB準

拠の非接触インタフェースと，miniSD

コントローラを介して端末と通信可能

な接触インタフェースの，２つの通信

インタフェースを持つICチップを内蔵

したminiSDカードおよび，本miniSD

カードを収容可能なスロットおよびア

ンテナを内蔵した携帯端末から構成さ

れます．

非接触ICカードを携帯端末に搭載

することのメリットは，ICカード側か

ら見れば，携帯端末の画面やキーパッ

ドをICカードへのユーザインタフェー

スとして使えること，ｉモード網により

どこでもICカードへのバリューチャー

ジ（電子価値の入金）やアプリケー

ションダウンロードができること等が挙

げられます．逆に携帯端末側から見れ

ば，近接型無線インタフェースにより

リアル世界と利便性の高い連携が可能

になること，耐タンパメモリにより暗号

鍵やバリュー等を安全に保存できるこ

と等が挙げられます．

さらに開発中のICチップ内蔵mini

SDカードはICチップとしてELWISE

を搭載しているため，１MBの耐タンパ

フラッシュメモリを生かした多数のア

プリケーションの発行後追加・削除や，

公開鍵暗号方式によるセキュリティ保

護といったELWISEの長所をそのまま

引き継いでいます．

また本miniSDカードは携帯端末か

ら着脱可能なので，モバイルコマース

拡張仕様対応のSDカードスロットさ

えあれば，PCやデジタル家電に差し替

えて使用することもできます．

ｉモードFeliCa搭載携帯との違い

TypeB ICチップ搭載携帯と類似の

製品に，NTTドコモが昨年７月にサー

ビス開始したｉモードFeliCa(3)搭載携

帯があります．現時点での違いを表に

示します．主な違いは，搭載するIC

チップとその搭載方式にあります．

まず搭載チップとしては，ｉモード

Fe l i C a搭載携帯がSONY独自の

FeliCaをベースとする携帯端末用チッ

プに限定されるのに対し，TypeB IC

チップ搭載携帯は前述したような

TypeB ICチップ搭載携帯のプロデュース活動

NTT第三部門ICカードビジネスプロデュースチームとNTTサービスインテ
グレーション基盤研究所は，NTTドコモと共同で，ISO14443 TypeB方式準拠
の非接触ICチップを搭載できる携帯電話の開発を進めています．本稿では，
このTypeB ICチップ搭載携帯およびプロデュース活動の概要について紹介し
ます．
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TypeB ICチップ内蔵miniSDカード

であれば任意です．このようなカード

はMOPASS(4)コンソーシアムでも提唱

され，現時点ではELWISEのほかに松

下電器産業のsmartSDが発表されて

います．ｉモードFeliCa搭載携帯で

は，不揮発性メモリ容量，カードOS，

暗号方式等がすべてFeliCa方式に限

定されますが，その分導入がスムーズ

に進み市場が早く立ち上がっています．

これに対し，TypeB ICチップ搭載携

帯ではサービスに合ったICチップや方

式を，標準準拠のベンダから選択可能

であるという特長があります．

一方，搭載方式については，ｉモー

ドFeliCa搭載携帯がICチップを携帯

端末の基板に内蔵するオンボード方式

なのに対し，TypeB ICチップ搭載携

表　TypeB ICチップ搭載携帯とｉモードFeliCa搭載携帯の比較

搭載方式

搭載ICチップ

通信規格

カードOS

プラットフォーム

セキュリティ

不揮発性メモリ容量

TypeB ICチップ搭載携帯 ｉモードFeliCa搭載携帯

携帯端末のメモリスロットに，ICチップ内蔵miniSDカードを挿入（着脱可能）

miniSD対応デュアルインタフェースチップ
（注）NTTで開発中のチップはELWISEベース

ISO7816（接触型ICカード規格）
ISO14443 TypeB（非接触型ICカード規格）

JavaCard（プログラム型），JICSAP（ファイル型），ネイティブOS など

Global Platform，NICE方式

共通鍵暗号方式および公開鍵暗号方式

32Ｋ～１Ｍバイト（ICチップに依存）

ICチップを携帯内部の基板に直付け

FeliCaベース携帯用チップ

ISO/IEC18092（機器間通信規格）

FeliCaOS（ファイル型）

FeliCa方式

共通鍵暗号方式

５Ｋバイト
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帯ではminiSDインタフェースを利用

したスロット方式を採用しています．

オンボード方式が通過性能に優れ，交

通系，コンビニ等のスピードを重視す

るサービスに親和性が高いのに対し，

スロット方式は機種変更の際に容易に

アプリケーションやデータを引き継げる

ばかりではなく，将来はSDメモリとIC

チップを連動させたサービスや，SDス

ロットを持つPCやデジタル家電と連携

したサービスを展開できるようになると

期待されます．

プロデュース活動の概要

本プロジェクトは冒頭で述べたよう

に，研究所の既存の技術やプロダクト

を直接商品化するのではなく，NTTド

コモとNTT双方の技術・プロダクトを

組み合わせて新たな商品をプロデュー

スする活動として進めてきました．

(1) プロジェクトの企画と技術評価

TypeB ICチップ搭載携帯に関する

プロデュース活動は，2003年４月より

プロデューサとNTTドコモｉモード企

画部（当時）とのサービス検討からス

タートしました．

当時NTTドコモではすでにｉモード

FeliCa搭載携帯のプロジェクトを推

進中でしたが，調査会社による市場調

査等を経て，TypeB方式も将来的に

市場性があるとの見通しに基づき，開

発に着手することとなりました．そこ

で，商用化の目標時期を設定して技

術評価・プロトタイプ開発・実証実

験等を行う計画を立案するとともに，

FOMA・スロット方式・miniSDイン

タフェースなど方式の大枠を両社協議

のうえで決定しました．

2003年度はまず評価用のアンテナ

内蔵FOMA端末と携帯用ELWISE

チップ搭載ボードを試作して技術的な

実現可能性の評価を実施することと

し，NTTドコモ移動機開発部とNTT

サービスインテグレーション基盤研究

所に開発体制を立ち上げて，2003年

９月から開発を開始しました．

(2) プロトタイプ開発

2003年度の試作評価の結果，両社

で設定した目標を達成したため，本年

度は実証実験に向けたFOMA端末，

ELWISE内蔵miniSDカード，およ

び本カードを発行・運用するプラット

フォーム等のプロトタイプ開発を実施

しています．できるだけ実用レベルの

検証ができるよう，プロトタイプには

可能な限り商用に近い仕様を盛り込む

ことを目指しました．

TypeB ICチップ搭載携帯のような

多様なサービスの基盤となる製品では，

あらかじめさまざまなサービスや利用

方法を想定し，制約が少なく利便性の

高い仕様とすることが重要です．そこ

で，まずNTT研究所の開発チームと

プロデューサでチケット等いくつかの

想定サービスをユースケース分析＊し，

TypeB ICチップ搭載携帯の機能要件

を明確化したうえで，それらの実現方

式と基本仕様を携帯端末，ELWISE

内蔵miniSDカードについて検討しま

した．

一方，この作業と並行して，ELWISE

カードを事業展開しているNTTコミュ

ニケーションズに依頼してビジネス的

観点から要件抽出を行い，基本仕様の

妥当性を評価してもらいました．例え

ば，既存ELWISEカードのアプリケー

ションや端末資産を共用可能にするた

めの要件などは，ビジネス的観点から

導かれたものです．

その後，これらの機能要件と基本仕

様を叩き台に，実現期間や優先度を

考慮してプロトタイプの実装範囲を決

定しました．

(3) 事業化検討

プロトタイプ開発と並行して，本年

度から事業化の検討を進めています．

TypeB ICチップ搭載携帯の商用化

に向けては，サービス開拓とそれに基

づく市場見通しが求められました．そ

こで，将来TypeB ICチップ搭載携帯

を用いたソリューション事業やプラッ

トフォーム事業に参画し得る，NTTコ

ミュニケーションズの協力を得てサー

ビス開拓を行うことになりました．

３社で市場を検討した結果，市場

規模・TypeB方式の親和性・事業会

社のビジネス展開・家電との連携等の

観点から，クレジット・行政・職域・

コンテンツの４分野が有望ではないか

との結論を得ました．今後，これらの

分野の市場性について，検証を実施し

ていきます．現時点では，コンテンツ

分野はまだ未着手ですが，他の分野に

ついては行政やサービス事業者から実

証実験の要望を受け検討を進めてい

ます．

またサービス開拓の一環として，展

示会等におけるプロモーションも実施し

ています．特に，昨年10月のCEATEC

Japan 2004では，NTTグループ・NTT

ドコモ両ブースにおいて展示を行い

（図２），多くの来訪者やマスコミの注

＊ユースケース分析：利用シーンや利用方法を分
析するソフトウェア工学上の手法．
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目を受けました．

現在の状況と今後の課題

プロトタイプ開発はおおむね順調に

進んでおり，2005年度は行政やサービ

ス事業者と協力していくつかの実証実

験を行う予定です．また並行して商用

化時期や事業の枠組みについて検討を

進めています．

今後商用化を進めるうえでの主な課

題は以下の２点と考えています．

(1) ICチップ内蔵miniSDカード発

行運用の枠組み

ICカードは一般にカード発行事業者

がICカードを所有し，管理プログラム

やアプリケーションを搭載のうえで利

用者に貸与しています．一方，メモリ

カードは市販品として販売され，購入

者が自由に利用できます．このように

流通経路や運用形態の異なる，２つ

のデバイスを合体させたICチップ内蔵

miniSDカード発行運用の枠組みは，

まだ十分に検討されていません．

(2) TypeB ICチップ搭載携帯のキ

ラーサービス

TypeB ICチップ搭載携帯は，さま

ざまなサービスが相乗りする一種のイ

ンフラと位置付けられるため，普及を

牽引するキラーサービスが望まれます．

クレジット・行政・職域・コンテンツ

の４分野の中では，SDメモリやPC・

デジタル家電との連携を生かせるコン

テンツ分野が，消費者市場を牽引する

うえで有望と考えています．

本プロジェクト開始以降，ｉモード

FeliCa搭載携帯により，ICチップを

搭載した携帯電話の利便性が世の中に

認知され始めました．一方，MOPASS

陣営の日立製作所・松下電器産業が

ICチップ内蔵メモリカードを発表し，

ボーダフォンがプロトタイプ端末を発

表する等，TypeB ICチップ搭載携帯

も商用化の機運が高まってきています．

今後は実証実験やMOPASS等との連

携を通じ，商用化に向けた技術開発・

事業化検討を進めていく予定です．
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ICカードはまさに社会インフラとして世
の中に普及し始めた段階にあります．NTT
研究所の技術とプロダクトを生かして新た
な製品開発とビジネス開拓に取り組んでい
きます．

◆問い合わせ先
NTT第三部門
ICカードビジネスプロデュースチーム
TEL 03-5205-5943
FAX 03-5205-5803
E-mail r.toji@hco.ntt.co.jp

図２　CEATEC Japan 2004における展示


