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前回は、EC（インターネット上での電子商取引）を

高い信頼性で実現する認証・決済プラットフォーム（以

下、認証・決済PF）について紹介した。今回は、認

証・決済PFにおいて、なりすまし防止対策として使用

したICカードを取り上げ、ICカードの仕組みやICカー

ドを用いたセキュリティ対策について解説する。

ICカードは、古くはクレジットを代表とする磁気カ

ードの偽造防止や磁気カードでは扱えない大量データの

保管に利用されてきたが、近年、非接触でも読み書きで

きることから、JR東日本のSuicaカード等の交通カー

ドで使用されるようになった。また、セキュリティの高

さから、BSデジタル放送や携帯電話機での端末認証お

よびインターネットでの電子申請に使用される等、用途

が広がっている。

ICカードは、1チップからなるコンピュータであり、

サービスに応じたソフトウェアによって制御され、専用

のリーダ／ライタ（以下、R/W）を介して端末やPCと

通信する。ICカードに搭載される ICチップの構造を図

１に示す。通常のコンピュータと同様に ICカードのソ

フトウェアにおいても、共通的な機能を実現するOSと

各サービスを実現するアプリケーション・プログラム

（AP）とに分かれている。ICカードのOSには、ICカー

ドメーカー独自のNative OSと、ICチップやメーカー

に依存しないMULTOSやJavaCard OS等があり、後

者の場合にはAPの互換性がある。

ICカードの種類を図２に示す。ICカードには、ICク

レジットやETCカードで使用されている接触型と、交

通カードや ICテレカで使用されている非接触型が存在
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する。また、接触と非接触の両方の通信インタフェース

を備えた ICカードも存在し、1つの ICチップで両方の

通信インタフェースをサポートしCPUやメモリを共用

するコンビ型と、接触用と非接触用の２種類の ICチッ

プを1枚のカードに納めたハイブリット型がある。接触

型のICカードが、端子を通して直接R/WからICチップ

へ電力を送るのに対して、非接触型の ICカードでは、

R/Wから発する電波を ICカードのアンテナで受信して

電力に変換する。したがって、一般に電力消費量が大き

くなる高性能の非接触 ICカードの製造には高度な技術

が要求される。また、プログラムがハードウェア（固定

回路）で実現される安価なCPU無しのICカード（一般

にメモリーカードと呼ばれる）もある。種類はさまざま

であるが、基本的な構造や機能は同様である。

セキュリティ対策として ICカードが利用される最大

の理由は、カードの偽造が防止できることである。これ

までの磁気カードでは、磁気ストライプ上のデータや偽

造対策のホログラムは、外部からの参照が可能であり、

技術力さえあれば理論的に完全なコピーを作成すること

ができる。しかし ICカードでは、ICチップの耐タンパ

性（ハードウェアレベル）とOSのデータ管理機能（ソ

フトウェアレベル）の両方で ICカード内のデータが守

られており、認証等で使用する秘密鍵をはじめとする秘

密情報の外部からの参照を完全に防ぐことができる（図

３参照）。

ICカードの認証方式には、ICカードから認証データ

を読み出すだけの静的認証と、毎回異なるチャレンジデ

ータに対応したレスポンスデータを ICカード内で計算

する動的認証の２種類がある。代表的な動的認証の例を

図４に示す。この例は、公開鍵暗号（PKI）を使用した

ものであるが、共通鍵暗号やハッシュ関数を使用しても

同様な機能を実現することができる。動的認証の場合に

は何れの暗号方式を使用した場合でも、この例で示すと

おり、認証用の秘密情報であるカード固有の秘密鍵が

ICカードの外に一切出ない。したがって、いくら ICカ

ードを解析しても秘密情報が分からないため、同じ秘密

情報を持った ICカードのコピーを作成することができ

ない。

このように、ICカードと動的認証を組み合わせるこ

とにより、リアルのオフラインの世界においても、イン

ターネットのバーチャルな世界においても、安全確実な
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ICカード認証を実現することができるのである。また、

この ICカードが持ち主にしか使用されないという前提

条件が成り立つ場合には、ICカードの持ち主である本

人の認証も実現される。したがって、約款や運用ルール

で、ICカードの管理を本人の責任としたり、本人しか

知らないパスワードを入力しないと認証ができないよう

にしたりすることにより、ICカードを用いた確実な本

人認証が可能となる。

ICカードは秘密情報の保管庫として強力な媒体であ

りながら、磁気カードと同じコンパクトなサイズで持ち

運びも容易である。したがって、金庫の中にしまうこと

も、肌身離さず持ち歩くこともできる。また、認証に必

要な秘密情報は ICカードの外には出ないため、家庭や

オフィス、インターネットカフェの共用パソコンでも安

心して利用できる。

確実な本人認証が実現できるという ICカードの特長

は、店舗でのクレジット支払い等のリアルの世界でも有

効であるが、ここではバーチャルの世界に注目してネッ

トワークにおけるセキュリティ対策の例をいくつか紹介

する。

【例１】ネットワークでの確実な本人認証

問題点：一般に行われているID、パスワード方式では、

推測可能なパスワードを使用したり、パスワードを書い

た紙を端末に貼り付ける等、パスワードの管理に問題が

あったりする場合には、本人の IDとパスワードを利用

して他人がサーバーにログインする、なりすましが可能

となる。また、IDやパスワードをPC上に保存している

場合には、他人が本人のPCを使用することにより、な

りすましが可能となる。
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対策： ID入力の代わりにICカードの動的認証を利用す

る。これにより、ICカードがなければサーバーにログ

インできなくなるため、ICカードとパスワードの両方

を入手しない限りなりすましができなくなる。さらに、

指紋認証等のバイオメトリックスと組み合わせればより

厳密な本人認証が可能となる。

【例２】電子申請での本人確認

問題点：各個人に対して発行された公開鍵証明書に対応

するPKIの鍵ペアを用いて、個人のPCで電子申請デー

タにデジタル署名を付加する場合を考える。PCでデジ

タル署名を作成するにはPKIの秘密鍵が必要である。

秘密鍵は、PCのハードディスク（HD）もしくはFDや

CD-ROM等のリムーバルメディアから読込むこととな

り、HD内の秘密鍵を用いたなりすましやリムーバルメ

ディア内の秘密鍵の複製によるなりすましが考えられ

る。

対策：PKIの秘密鍵を ICカード内に格納し、デジタル

署名の作成も ICカード内で実施する。これにより、本

人の秘密鍵は ICカード内にしか存在しないこととなる

ため、ICカードが無ければデジタル署名を作成できな

くできる。ただし、ICカードの盗難や紛失に備えて、

ICカードにパスワードを入力しないとデジタル署名の

作成をできない様にしておく必要がある。また、PKIの

鍵ペアを ICカード内部で生成すれば、ICカード発行時

の秘密鍵漏洩対策となる。

【例３】個人所有PCの第三者利用防止

問題点：不在時や離席中に、第三者にPC内のファイル

やメールを見られたり、本人になりすましてネットワー

クアクセスされたりする可能性がある。対策として、パ

スワードを入力しないとPCを利用できなくする機能が

通常搭載されている。しかし、安易なパスワードを使用

したり、パスワードの管理に問題があったりする場合に

は、パスワードがばれてしまう可能性がある。

対策：本人所有のICカードを挿入していないとPCを使

用できなくする製品が販売されており、これを利用する。

PCで作業中に席を離れる際にICカードを抜くと自動的

にPCがロックされるため、常にICカードの携帯を心掛

けていれば、他人にPCのデータを見られたり、本人に

なりすまされてネットワークにアクセスされたりするこ

とが無くなる。さらに ICカード内の秘密鍵を用いて

HD内のデータを暗号化する機能も利用すれば、HDを

取り外されて他のPCで読まれた場合でもデータの復号

ができないので安心である。

いくらセキュリティの高い ICカードを使用したとし

ても、セキュリティを確保できない場合がある。例えば、

インターネット上で ICカードを利用した本人認証を導

入した場合でも、Webサーバー自体にセキュリティホ

ールがあれば ICカード認証無しでアクセスができてし

まう可能性がある。また、ICカード内に保持したデー

タがいくら安全だといっても、間違ったセキュリティ属

性を設定した場合や、端末やセンターに ICカード内の

秘密情報と同じデータが存在し、これらの管理に問題が

ある場合には、秘密情報が漏洩し ICカード偽造の可能

性が生まれる。したがって、ICカードはシステムを実

現するための部品の１つであることを認識し、システム

全体でセキュリティ対策を考えなければならない。

また、ICカードを利用するためには ICカードの発行

や管理、R/Wの導入などのコストがかかる。しかし、

ICカードの普及とともにこれらの導入コストは下がっ

ており、ICカードを用いたセキュリティ対策は費用対

効果が高いと考える。よって、ネットワークのセキュリ

ティ対策目的での ICカード利用は今後増えると思われ

る。セキュリティは高めようとすればする程コストがか

かるものである。したがって、第1回連載で解説したセ

キュリティマネジメントにおけるセキュリティポリシー

を明確にし、必要以上のコストをかけないことにも注意

すべきである。
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