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非接触ICカードとは

非接触ICカードとは電気的な接点を持たず，電磁波を

用いてデータの読み書きを行うチップ付きカード全般を

指します（1）～（4）．RFID（いわゆる無線タグ）とはかな

り混用されていますが，ここではISO/IEC14443で規定

されている近距離の通信機能，およびセキュリティ機能

を併せ持つ，近接型カードに絞って説明します．一般的

な非接触ICカードの機能構成を図１に示します．

非接触ICカードの特徴

■非接触ICカードが持つ長所

① カードサイズはISO/IEC7810で規定されている

85.6×54.0×0.76 mmの大きさ（ID-1）におお

むね準拠しています．このサイズは持ち運びやいろ

いろなサービスを受ける際の提示に便利な大きさで

す．また，このサイズはプラスチックや磁気のカード

としてICカードが広がるずっと前から広く使われて

いました．広く使われている規格のため，このサイ

ズに合わせて安心して機器やサービスを開発できる

というメリットもあります（5），（6）．

② 非接触ICカードはリーダライタ（読み書き用の装

置）に対してかざす，もしくは置くことにより動作

します．そのため，接触ICカードのようにユーザが

いちいちケースから取り出して挿入する必要がなく，

所有者が立ち止まらずに高速で動作させることが可

能です．

③ 現在主流の近接型カードは通信，電力供給に使う

【非接触ICカード技術】

第1回 非接触ICカードシステムをめぐる動向
第２回 サービスに応じた非接触ICカードとリーダライタ
第３回 非接触ICカードとリーダライタのインタフェー

ス（物理レイヤ）
第４回 非接触ICカードとリーダライタのインタフェー

ス（通信プロトコル）
第５回 非接触ICカードシステムとセキュリティ認証

制度

ICカードは認証や決済を伴う権利行使の手段として広く使用されるようになりました．その中で非

接触ICカードは多くの優れた特徴を持ち，普及が進んでいます．本講座では５回にわたり非接触IC

カードの技術的な側面を中心に解説します．第１回目は非接触ICカードの総論として，その特徴，機

能と市場の動向について説明します．

カード形状 

ID-1（ISO規格） 
縦 53.975 mm±0.05 mm 
横 85.595 mm±0.125 mm 
厚 0.76 mm±10%

カード用チップ 

図１　一般的な非接触ICカードシステムの機能構成 
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電磁波の帯域として13.56 MHz帯（HF帯）を用い

ており，1～10 cm程度の距離でリーダライタと通

信します．この帯域を使うことでID-1の形状にアン

テナを埋め込み，電力供給を行うことが可能になり

ます．また，カードとリーダライタの通信距離は長

すぎても，短すぎても使い勝手に影響します．使用

者がかざす・置くという使い方を前提にした場合，1

～10 cmは，適切な通信距離です．

④ 接点を持たないため，リーダライタと擦れること

がなく，表面の磨耗が生じにくいため，カードが長

持ちします．またリーダライタ側も磨耗に起因する

メンテナンスが不必要になるなど，コストを抑える

ことができます．

⑤ 電池を内蔵しておらず，電磁波により電力を供給

するためリーダライタさえあれば動作します．電池

を内蔵しているカードでは，安定した電力供給がで

きる反面，電池切れの心配が常にあり、その対策が

必要になります．

■短所とその対処法

(1) 通信に電磁波を用いるため，盗聴されるリスクが

ある

これに対してはカードとリーダライタ間で，通信開始

時の認証や，セキュリティ上重要な情報の暗号化を行う

ことにより対処できます．また，接触ICカードを使って

もケーブルに機器をはさんで情報を盗むワイヤータッピン

グなどのリスクはあるため，非接触ICカードのセキュリ

ティが接触に比べ劣るという説は正しくありません．

(2) カードとの通信の途中に電源が切れる（電源断）

ことによるカードの内部状態の異常や破損をきたす

恐れがある

これは必ず起こり得るため，次の機能の導入が必要

です．

・トランザクション処理機能：ICカード内のある処理

（トランザクション）は，完全に終了するか，全く痕

跡を残さないか，のどちらかになること（アトミシ

ティ）を保障する機能

・ハードウェア診断機能：電源断によるメモリ不整合

やその他のハードウェアの問題がないかを診断し，

回復する機能

これらの機能を確実に実装すれば，通常の使い方で大

きな問題が起きることはありません．

(3) カードやリーダライタのコストが高い

通信用のアンテナや回路を組み込むことで，接触型IC

カードに比べて製造コストが若干上昇しますが，生産数

量が増加すれば接触型とのコストの差は小さくなります．

ただし，接触型ICカード用リーダライタなどのカード

インフラがすでにかなり普及しており，それを活用する

ことがカード利用者の利便性を高めることにつながりま

す．そのため，接触通信用の端子と，非接触通信用のア

ンテナの両方を持ったコンビネーション型（コンビ型）

のICカードもかなり広く使われるようになっています．

非接触ICカードの機能

一般にセキュリティシステムには次の３つの機能が存

在します（7）．これらの観点でICカード（非接触・接触を

問わず）の機能を分類することができます．

(1) 識別（Identification）

識別とは，カード所有者があるカテゴリに属している

（ある社の社員であるなど）ことを区別することです．

識別は，①カードの所持や，それに加えてカード券面

に刷ってある写真等の情報を人間が確認する，②カード

のチップに格納されているID情報をシステムが読み出し

確認する，のいずれかが普通使われます．これはもっと

も簡単に実現できますが，これだけでは拾ったカードや券

面を偽装したカードを使用されるリスクを防げません．

(2) 認証（Authentication）

認証は，あるサービスに対して，それを受ける正当性

（legitimacy）があることの証明を行うことです．ICカー

ドを使った認証は次の３種類が存在します．それぞれの

流れを図２に示します．

① 本人認証（Personal Authentication）：カード

を使って権利行使を行おうとする人が正当な所有者
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である（その人に対して発行されたカードである）

ことを認証します．今でももっとも広く使われてい

る 手 段 は 個 人 識 別 番 号 （ PIN: Personal

Identification Number）をその人に入力させるこ

とです．ただし，PINの欠陥（忘れる，盗まれる）も

よく知られており，指紋，虹彩などの生体識別情報

（Biometrics）を用いた認証はすでに実用化されて

います．現在はカードから生体識別情報を取り出し

て認証する方式（Store On Card）が広く使われて

いますが，より安全にカードから情報を取り出さず

カード内で認証演算まで行うOn Card Matchingも

すでに実用化されています（8）．

② 内部認証（Internal Authentication）：カード

が正当なものである（偽造された，盗まれたもので

ない）ことを認証する行為です．現在，規格となっ

ている方式はカードに対して外部から乱数を送って

カードで暗号演算を施し，その結果を外部で検証を

行うチャレンジレスポンス方式です．使用する暗号

演算は公開鍵暗号，共通鍵暗号のいずれでも可能で

すが，公開鍵暗号のほうがカード外部で秘密鍵を管

理する必要がなく，高いセキュリティを確保するこ

とが容易にできます．

③ 外部認証（External Authentication）：内部認

証とは逆に，カードにアクセスする装置（システム）

が正当なものである（偽装されたものでない）こと

を認証します．カードで発生した乱数を外部で暗号

演算し，それをカードで検証する方式が規格で定め

られています．

これら３種類の認証をすべて行えばもっともセキュリ

ティ強度を高めることができます．ただし，例えば通常

の入退出管理システムでその都度本人認証を行うと処理

時間が増し，著しく処理能力が低下するため，コンピュー

タルームのような特定の場所を除き，省略することが普

通です．この場合においても，カードから読み出せるID

による識別だけでは偽造カードに対する対策がないため，

内部認証のみ実施することは広く行われています．

①PIN（もしくは生体識別情報）送信 

②カードで照合，結果返信 

① チャレンジ（乱数）送付 

②カードで署名，結果返送 

③ 端末側で結果を検証 

①  チャレンジ（乱数）要求（Get Challenge） 

②チャレンジ返信 

③端末側で署名演算，結果送信 

④ ICカード内で検証演算，結果送信 

チップ 

チップ 

チップ 

本人認証 
 
所有者はホンモノ 

内部認証 
 
カードはホンモノ 

外部認証 
 
カードにアクセスする 
システムはホンモノ 

図２　ICカードにおける認証の一般的な流れ 
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(3) 許可（Authorization）

許可とは，認証がなされたカード所有者に対して，規

定された範囲のサービスを提供することを認めることで

す．カードを使ったサービスとしては，例えば次のものが

あります．

・カードに格納されている電子マネーを用いて支払い

を行う．支払った額だけカード内の残高を減らす．

・カードに格納されているID，パスワードを読み出し

てシステムにログインする．

・カードに格納されている暗号鍵を用いて外部から送

られてきた電子署名を検証する．

・カードに格納されている個人情報（例えば健康情報）

を読み出す．

・カードでセッションごとに使い捨てにする暗号鍵

（セッション鍵）を生成する．

ICカードには耐タンパ性が高い（内部のデータの不正

な読出し，改ざんが困難）（9）という特長があるため，こ

こで述べたようなセキュリティを必要とするサービス提供

には最適なデバイスであるということがいえます．

非接触ICカードの市場動向

現在，非接触カードはIDカードや交通系が主な適用先

です．2007年の時点では，発行されているカードのうち

で接触カードが６割以上を占めています（10）．これは現在

もっとも発行枚数が多い金融カード（ICキャッシュカー

ド，ICクレジットカード）がほとんど接触型ICカード

であることが最大の理由です．そのほかにも携帯電話に

内蔵されるSIMカードや高速道路での支払いに使われる

ETCカードなど，接触ICカードを使っている分野は多く

あります．ただし，銀行が非接触電子マネー一体型のコ

ンビ型カードの発行を開始する，クレジットカード会社

が非接触電子マネーを国内外で開始するなど，金融分野

でも非接触化の流れが定着しつつあります（3）．

この結果，今後は急速に非接触ICカードの枚数が増加

すると予想されます．また，これまで金融，交通などの

分野に比べてICカードそのものの普及が遅れていた公共

分野でもe-パスポートやIC免許証の発行開始，公的個人

認証サービスを利用した電子申告・電子納税の推進，た

ばこ自販機用の成人認証カードの導入決定，さらには社

会保障カードの実現に向けた検討など話題が目白押しで

非接触ICカードの普及を牽引すると予想されます．これ

ら公共分野ではISO/IEC14443タイプBのカードが主に

使われています．

なお，ISO14443の中の各方式の違いについては，第

３回で説明します．
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