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開発の背景

近年，企業や大学，公共分野におい
て，セキュリティや個人認証の重要性が
増しています．個人認証に用いられるデ
バイスも従来のICカードだけでなく，IC
チップを搭載したSDカードや，携帯電
話に搭載されているSIMカードなど，さ
まざまな種類のセキュアデバイスが利用
されるようになりつつあります．
NTTサービスインテグレーション基盤
研究所では，これらのさまざまなセキュ
アデバイスを，個人識別・認証情報の
設定・更新からアプリケーションの追
加・削除まで一元的に管理し，セキュ
アデバイスを安心・安全な社会インフラ
として効率的に管理・運用可能な基盤
の提供を目的として，セキュアデバイス
管 理 基 盤 （ SDM: Secure Device
Management platform）を開発しま
した．
本基盤は，事業会社でこれまで利用

されてきたICカード情報流通プラット
フォームNICE（Network-based IC
Card Environment）(1)～(3)からの置換
えや新たな顧客獲得のために利用される
ことが想定されます．

SDMの概要

ここではSDMの機能の概要について
紹介します．SDMはセキュアデバイスを
発行から運用まで統合的に管理可能な
基盤ソフトウェアです（図１）．SDMで
は，各サービスの利用者情報を取り込
み，セキュアデバイスを利用可能な状態
に設定する発行機能と，セキュアデバイ
スへのアプリケーション追加・削除や，
利用者が使用している複数種類・複数
枚のセキュアデバイス管理を行う運用機
能に分けることができます．
（1） 各サービスの利用者情報取込み
SDMでは，図１の①に示すように，

外部のシステムと連携するインタフェー
スを備えています．このインタフェース
を介して，社員情報データベースといっ
た外部のシステムから利用者情報を自動
的に取得することが可能となります．こ
れにより，セキュアデバイス発行の際に，
これまでに各種サービスサーバに登録・
蓄積された利用者情報を用いることがで
きるため，SDMで新たに利用者情報を
作成する手間を省くとともに，誤投入を
防止できるなど，セキュアデバイス発行
業務の効率化を図ることが可能です．

（2） セキュアデバイスへのアプリケー
ション追加・削除
SDMでは，利用者に配布済みのセ

キュアデバイスに対して図１の③に示す
ように，アプリケーションの追加・削除
を行うことができます．これにより，例え
ば社員証として発行・配布済みのセキュ
アデバイスに対して，入館システムやPC
ログイン，食堂システムや図書館システ
ム等，多様なサービス向けのアプリケー
ションを追加することができ，セキュア
デバイスを用いた社員証の利用範囲を順
次拡大・充実していくことができます．
（3） 複数種類・複数枚のセキュアデバ
イス管理
SDMでは図１の④に示すように，複

数種類のセキュアデバイスを発行し，管
理することが可能です．
複数種類のセキュアデバイスを管理でき
る機能により，例えば，暗号危殆化に対
応してセキュアデバイスを更改するといっ
た，セキュアデバイスのマイグレーション時
の運用を容易に行うことが可能となります．
また，利用者ごとに複数枚のセキュア
デバイスを管理できる機能により，例え
ば，社員が社員証を忘れたときに臨時社
員証を貸し出す際や，社員証を紛失し
たときに再発行する際に，元の社員証と
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同じアプリケーションを臨時社員証や再
発行する社員証に搭載したり，発行通
番や有効期限等を厳密に管理して発行
することができるため，セキュリティを
確保してより高度な運用を行うことが可
能となります．

SDMの技術的な特長

ここではSDMの技術的な特長につい
て紹介します．SDMは，クライアント・
サーバ型のWebサービスとして実現しま
した．このため，運用者はWeb端末を
利用してセキュアデバイスの発行・運用
業務等の各種操作が可能です．また，
オープンソースのフレームワークを使用
しているため，ユーザインタフェースの
カスタマイズやビジネスロジックの変更・
保守が容易です．
（1） スクリプトによる発行情報生成
SDMは，発行・運用のためのセキュ

アデバイスに対するコマンド生成ルール
や外部のシステムとデータ連携する際の

データ変換ルールを容易に記述すること
ができる簡易スクリプト言語（AML:
Apdu Markup Language）を開発し
たことにより，さまざまなソリューショ
ンに対応して容易にカスタマイズするこ
とが可能となりました（図２）．
さらに，このAMLの記述・変更によ

り，外部のシステムとの連携だけでなく，
各種ICカードや，ICカードに代わるIC
チップ搭載SDカードやSIMカードといっ
た新たなセキュアデバイスを扱うことを
可能にしています．
（2） ユーザ・オリエンテッド・データ
モデル
SDMでは，利用者ごとに保有してい

るセキュアデバイスの枚数，種類，状態
を管理するデータモデルを採用したこと
により，１人の利用者に対して，複数
種類・複数枚のセキュアデバイスを発行
し管理することを可能にしています．

（3） オンラインでのセキュアデバイス管
理技術
SDMでは，NTTが開発した，PKI

（Public Key Infrastructure：公開鍵
基盤）を活用したオンラインでのセキュ
アデバイス管理技術により，発行後のセ
キュアデバイスに対して，ネットワーク
経由でも安全にサービスを追加すること
ができます．オンラインでのセキュアデ
バイス管理技術は，セキュアデバイス内
の安全かつ柔軟な領域およびアプリケー
ション管理が可能という点が評価され，
国際標準（GlobalPlatform 2.2）(4)に
採用されました．

SDMの適用例

SDMの具体的な適用イメージを図３
に示します．
（1） 大学の学生証への適用例
新入生の入学時に，教務事務システ

ムに登録された学生情報を利用して，新
入生全員の発行情報の生成を行い，そ

図１　SDMの機能概要 
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図３　SDMの適用イメージ 

スクリプトエンジン 
 

カード発行機能 

コマンド１ 
●●● 
コマンド２ 
■■ 

入退室管理の 
スクリプトファイル 

 

利用者情報 

利用者A…，入退室管理，PCログイン 

利用者Z…，入退室管理，セキュアプリント 

コマンド１ 
□□□ 
コマンド２ 
◆◆ 

PCログインの 
スクリプトファイル 

 

コマンド１ 
○○○ 
コマンド２ 
◇◇ 

セキュアプリントの 
スクリプトファイル 

③スクリプトエンジンが，スクリプト 
　ファイルを解釈して，カードコマン 
　ド列をつくる 

④カード発行機能が，カード 
　コマンド列を受け取る 
 

①カード発行機能が，利用者 
　Ａの情報を読み込む 

②カード発行機能が利用者情報に対応した 
　スクリプトファイルを渡す 

⑤カード発行機能が，カードを 
　発行する 

情報の流れ 

図２　スプリクトによる発行情報作成 

案件による発行・運用サービスの変更時にスクリプトを追加・修正して対応 



Ｒ
＆
Ｄ
ホ
ッ
ト
コ
ー
ナ
ー

NTT技術ジャーナル 2012.2 37

の情報を用いて委託先印刷会社等で
「大量発行（大量のセキュアデバイスを
一括して発行すること）」ができます．
また，大学内の施設やサービスを新た
に利用する際，学生証にアプリケーショ
ンを追加するには，これまでは，大学の
キャンパスが複数にまたがっているケー
スではカード発行機があるところへ出向
く必要がありました．SDMでは運用者
端末が設置されている施設であれば，そ
の場でアプリケーション追加を行うこと
ができ，逆にサービス利用を停止したい
場合もアプリケーション削除を行うこと
ができるため，利便性の向上が図れます．
さらに，学生が学生証を忘れたときや紛
失したときには，学生証の悪用防止措
置や学生証に追加されたサービスを継続
利用できる臨時学生証の発行を行うこ
とができます．
（2） 企業の社員証への適用例
社員の異動時に，社員人事システム

に登録されている社員情報を利用した初
期発行や，有効期限が近づいた社員へ
の再発行のための発行情報の生成を行
い，その情報を用いて「即時発行（印
刷会社等へ委託することなく，その場
でセキュアデバイスの発行を行うこと）」
ができます．
また，社内OAにシンクライアントを

導入する際のアクセスカードや，セキュ
リティルームでの作業に伴う入退室カー
ドが必要となったときでも，社員証に必
要とするアプリケーションを追加するこ
とで対応できるため，新たなカードの購
入や発行作業等が不要になります．さら
に，社員が社員証を忘れたときや紛失し
たときには，社員証の悪用防止措置や
社員証に追加されたサービスの継続利用
や，利用範囲を限定した必要最低限の
アプリケーション付与のみとする，一時
貸出カードの発行を行うことができます．

今後の展開

これまでは，社員証・学生証など，

カードの利用範囲が限られている環境で
の既存システム更改や拡大，公的IC
カードの整理・合理化等，外部動向を
踏まえ，利用者情報の取込み，カード
の発行・運用など基本機能の拡充に取
り組んできました．
今後もコスト削減やBCP（Business
Continuity Plan）を目指した，クラウド
サービス型のビジネス，NFC搭載スマー
トフォンなどの一般市場動向や，政府・
自治体等の外部動向を踏まえ，国内は
もとよりグローバルな視点でニーズや課
題抽出に取り組みます．また，技術開
発を進めていくとともに，事業会社にお
ける優位なソリューションビジネスの展
開に寄与していきたいと考えています．
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ICカードのほか，SDカードやSIMカード
などのさまざまなセキュアデバイスは，今
後も活用シーンが増えていくでしょう．
我々はSDMを通じて，より快適なライフサ
ポートができるよう研究開発に取り組んで
いきます．
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