
NTTドコモは、FOMAに代表され

るモバイルマルチメディア事業を展

開していく上で、携帯電話の普及と

変化に伴って生じるセキュリティに

関わる課題に取り組んでいる。「携帯

電話の利用拡大に伴い、より高度な

セキュリティ機能のサポートが強く

求められるようになってきました。

携帯電話が有すべきセキュリティ機

能としては、例えば部外者による不

正アクセスの防止や携帯電話内の情

報を守ることなどがあげられます。

NTTドコモでは、最新シリーズの

P903iに携帯電話置き忘れへの対応と

してあんしんキー機能を搭載し、携

帯電話と身につけたあんしんキーと

の距離が有効範囲を超えると自動で

ロックがかかる機能を実現するなど、

コンシューマ向けセキュリティ機能

の応用や、ビジネスユース特有のセ

キュリティ機能の開発により、携帯

電話をより安全・安心な環境で利用

していただくため、さまざまなソリ

ューションを提供しています。」（㈱

NTTドコモ　法人営業本部　プロダ

クトビジネス部　第二プロダクト開

発担当部長　平田昇一氏）

本稿では、携帯電話活用におけるセ

キュリティソリューションとして、「i

アプリ 電話帳」、「FirstPass」ソリュ

ーション、「QRコードセキュリティシ

ステム」についてそれぞれ紹介する。

最近の携帯電話の利用シーンは、例

えば営業マンが外出先から携帯電話で

自社内にアクセスして、メールを送受

信したり、社内システムを利用するな

ど、高度化する傾向にある。このよう

に、企業の競争力を高めるツールとし

て携帯電話を活用し、業務の効率化を

図っている企業が増えており、企業の

ビジネス推進の上で、携帯電話は欠か

せないアイテムになりつつある。

一方では、2005年４月より個人

情報保護法が全面施行されたことに

より、企業のコンプライアンス（法

令遵守）の徹底が求められ、情報セ

キュリティの重要度に対する認識が

一段と高まっている。またその上で、

どのようなセキュリティ対策を施し

ているかが、企業の信頼性に大きく

関わってくる。
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まざまなデータが蓄積されている。

しかし、携帯電話を持つ社員ひとり

ひとりが、こうした個人情報を個人

の責任で管理するのは難しい。また、

万が一の携帯電話紛失などによる個

人情報流出の発生や、データ復元の

必要性など、トラブル発生時の対応

も考慮しておかなければならない。

近年、企業内の個人情報対策が義

務づけられているが、社員が各自で

所持している携帯電話のデータも例

外ではない。業務用の携帯電話には、

登録されている電話帳のような個人

情報、あるいは外部からの着信履歴

や相手先のリダイヤル履歴など、さ
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そこでNTTドコモでは、携帯電話

を業務利用する企業や社員を対象に、

「iアプリ電話帳」を提供している。

iアプリ電話帳は、企業の社内ネッ

トワーク内に設置したサーバで電話帳

データを一元管理し、専用のiアプリ

からサーバへアクセスして電話帳デー

タを利用するソリューションである。

このソリューションでは、サーバ

に電話帳データを最高 1000件まで

登録でき、これらの電話帳データを

携帯電話にダウンロードし、スクラ

ッチパッドと呼ばれる特定領域に保

存する。これにより圏外でも電話帳

データが利用でき、氏名、フリガナ、

会社名、電話番号、グループ名によ

る検索を可能としている。

iアプリ 電話帳は、第三者による

使用を防ぐため、サーバにアクセス

する専用 iアプリの起動にはパスワ

ード入力による認証を必須とし、た

とえパスワード入力を試みたとして

も３回間違った段階で、携帯電話内

部の電話帳データを全て消去する。

さらに、遠隔から携帯電話上の電

話帳データを削除する機能も用意し

ており、万が一携帯電話が紛失や盗

難に遭ったとしても、企業の社内ネ

ットワーク内PCの管理画面から削

除操作を行なうことにより、電話帳

データを全て消去し、iアプリを起

動不可にすることができる。

なお削除されたデータは、サーバ

からダウンロードすることにより、

何度でも復元することが可能であ

る。サーバ上の電話帳データの管理

についても個人個別に行い、電話帳

データへ第三者からのアクセスがで

きないようにしている。

これらの機能により、さまざまな

紛失の場面に対応できる（図 1参

照）。

図2は、iアプリ 電話帳を導入し

た際のシステム構成例である。ログ

イン ID、パスワード、携帯電話の

製造番号の3つで認証し、なりすま

しを防いでいる。SSL通信にも対

応し、通信時のセキュリティを確保

できる。

「今後の展開として、iアプリ 電

話帳の機能拡張版の提供を予定して

おります。携帯電話の中に電話帳デ

ータを保存せず、電話をかけるたび

にサーバへアクセスし電話帳検索を

行なう『データレス』方式も従来方

式に加えて実現し、さらにセキュリ

ティを強化します。その他、電話帳

データをグループで共有する機能や

メール送受信機能、などを追加しま

す。」（㈱NTTドコモ　法人営業本

部　プロダクトビジネス部　第二プ

ロダクト開発担当　永川愛璃氏）
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図2 iアプリ 電話帳のシステム構成

図1 iアプリ 電話帳のセキュリティ機能
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用されている。このようにお客さま

にとって利用しやすい形態を模索

し、機能の高度化を図っている。

FirstPassは標準化された電子証明

書を携帯電話で利用できるようにし

ているため、無線LANの認証などに

も活用されている。FirstPassに対応

した製品は、グループウェア、PCセ

キュリティ、SSL-VPN、Radius、モ

バイル認証など、多数用意されてい

る。図3はヤマハ㈱様に導入された

社内イントラネットの例である。図

4は三谷コンピュータ㈱様に導入さ

れた、N900iLを活用して、無線LAN

認証とグループウェアのシステム認

証に活用した例である。

「最新のFOMA903iシリーズにも新

機能を用意しております。電子認証

サービスを既に提供又は今後提供予

定の各サービスプロバイダ、企業、

金融機関、自治体等重要な個人情報

を取り扱う際に利用する電子証明書

がFOMAでご利用いただけるように

なります。」（㈱NTTドコモ　法人営

業本部　プロダクトビジネス部　サ

ービス推進担当主査　山本博昭氏）

近年はフィッシング詐欺など、イ

ンターネット利用者を脅かすよう

な、手の込んだ悪質な事件が増えつ

つある。この傾向は携帯電話も同様

であり、生活空間と密接につながっ

ているために、同様の危険に巻き込

まれる可能性もある。

そこでNTTドコモは、PKIを利用

した「FirstPass」の提供により、携帯

電話を所有している人に向けて、業務

活動や生活空間支援と組み合わせた電

子認証システムを実現している。従来、

電子証明書を利用する際には、本人確

認の手続きや期限切れ時の更新など

が、煩雑であるという欠点があったが、

FirstPassは、携帯電話の契約と連動

しているため、簡単に取得でき、更新

も簡単、いつでもどこでも安全に利用

できるようにしている。このサービス

は2003年６月から開始し、現在では

ほぼ全てのFOMAで利用可能となっ

ている。なお、携帯電話でこの様な電

子認証サービスを可能にしたものとし

ては世界初である。

FirstPassのサービス開始後、さ

まざまな企業での利用が増えつつあ

る。初期は社内イントラへのアクセ

スツールとしての利用が多かったが

最近ではPCと連動してFirstPass

を利用するケースも少なくない。ま

た、PCを起動してログインする時

の鍵の役割としてもFirstPassが利
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NTTドコモの携帯電話を活用し

た情報漏洩対策ソリューションとし

て「QRコードセキュリティシステ

ム」がある。

このシステムは、企業で扱う重要

な情報を基幹システムより抽出し、

暗号化・QRコード化してペーパー

に出力、利用者は携帯電話から専用

の iアプリを起動してQRコードを

読み取ることにより情報を閲覧する

ことができるシステムである（図５

参照）。

外出先に顧客情報などの重要な情報

を持ち出す機会が多い企業にとって、

高いセキュリティ性を安価に構築でき

るシステムとして注目を集めている。

QRコードセキュリティシステム

では、個人情報データ保護に何重も

の対策を施している。

まず、暗号化されたQRコードの

読み取りは、専用iアプリをダウンロ

ードした携帯電話からのみ可能とし

ている。もしも専用iアプリではなく、

一般のバーコードリーダーで読み取

りを行なっても意味不明な文字列が

表示されるだけである。専用iアプリ

のダウンロードは、対象となる携帯

電話をダウンロードサーバ側で制限

できる。また、万一携帯電話を紛失

したとしても、遠隔操作によりロッ

クすることが可能である。

さらに、QRコード読み取りの際

にはパスワードによる認証が必要と

なる。そして、QRコード自体にも

読み取り有効期限が設定されてお

り、期限が過ぎるとQRコードの読

み取りができなくなる。

QRコードセキュリティシステム

では、携帯電話という使い慣れたツ

ールを使っているため、操作性の観

点からも違和感なく、スムーズな運

用が実現できている。

また、最小限の通信で利用できる

システムであるため、運用に関わる

コストを低く抑えることができるの

も魅力である。

「現在、主に金融業界に導入して

いただいておりますが、その他にも

個人情報を扱う業界に幅広く展開し

ていきたいと考えています。」（㈱

NTTドコモ 法人営業本部 プロダク

トビジネス部　第一プロダクト開

発・第二担当　三浦智氏）
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