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今号から２回にわたって IC カードのセキュリ
ティについて解説します。

し込みます。接触型の IC カードの表面には端
子と呼ばれる部品が見えており、この下に IC
チップが埋め込まれています。端子部分が読み

割賦販売法の改正によってクレジットカード

取り機に刺さって IC チップが動作します。同

会社や加盟店などに
「IC 化対応」
が義務づけられ

じ接触型の IC チップは通信会社の SIM カード

ることになりました。IC 化対応とは、クレジッ

にも採用されています。

トカードを磁気カードから IC カードに更新し、

● 非接触型 IC カード

カードを受け入れる店舗
（加盟店）
の決済端末装
置を IC カード対応にすることを意味します。

非接触型に端子はなく、外見はただのカード
にしか見えませんが、カードの中に IC チップ
とアンテナが組み込まれています
（図２）
。非接

ICカード方式の違い

触方式の読み取り機が発する電磁波にアンテナ

IC カードにはいくつかの方式があります。例

が反応し、IC チップが動作するしくみです。日

えば、クレジットカードで用いられる
「接触型」
、

本で普及する非接触型の IC カードはソニーが

交通乗車券や電子マネーなどで用いられる
「非

開発したフェリカと呼ばれる IC チップを使用

接触型」、などがその代表例です。

しており、交通乗車券、IC カード型電子マネー

● 接触型 IC カード

などで利用されています。海外ではフェリカに

接触型は専用の IC カード読み取り機にカー

代わり国際標準機関の ISO が定めるタイプ A ／

ドを差し込んで使用します
（図１）
。クレジット

タイプ B という規格の IC チップが用いられてお

カードの場合は、店舗の決済端末などに IC カー

り、交通乗車券、ID カードなどで広く普及して

ド読み取り機が付いており、そこにカードを差

います。

図１ 接触型IC カード

図２ 非接触型IC カード
接触型 IC カードの使い方

非接触型 IC カードの使い方

決済端末
読み取り機
SIM カード
（参考）

カード断面

読み取り機

端子

IC チップ

アンテナ
カードを読み取
り機に差し込む

IC チップ

※アンテナと IC チップは表面から 読み取り機にカードを近づける
見えない
（タッチまたはかざす）

用途：クレジットカード、国際デビットカードなど

用途：交通乗車券、電子マネーなど
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接触型と非接触型の両方を備える
「多機能カード」
通常 ICカードは接触型または非接触型のどち

して支払う場合に有効です。インターネット決
済ではカード番号やセキュリティコードを入力
して支払うため、せっかくの IC カードも意味が
ありません。
インターネット決済では、
認証サー

らかの方式を取りますが、最近は１枚に接触型

ビスなど IC カードとは異なる対策が必要です。

と非接触型の２つの方式を備える
「多機能カー

店舗での支払いに限定されるとはいえ、IC
カードは従来の磁気カードとは比べものになら

ド」も増えています。
日本では、接触型のクレジットカードと、非

ないほど高いセキュリティ機能をもたらしま

接触型のフェリカを使用した電子マネーの２つ

す。先行して IC 化対応を終わらせたイギリス

の方式を備えた多機能カードが増えています。

では、対応後、偽造カード被害額が 70%、盗難・

海外には日本で普及しているような電子マネー

紛失カードによる被害額が 60% も減少すると

は少なく、それに代わって、接触型と非接触型

いう効果がありました＊２。

（タイプ A ／タイプ B）のどちらでもクレジット

IC カードのセキュリティ機能の主なポイント

カードやデビットカードが使える多機能カード

をまとめると次のとおりです。

が増えています。

①スキミングが極めて困難
磁気カードの情報はスキマーで簡単に読み取

クレジットカード用
ICカードの仕様

ることができますが、IC チップの情報を読み取
るには専用の読み取り機が必要です。IC カード

クレジットカードに用いられる IC カードは、

には読まれてもよい一般情報と秘匿情報が別々

ビザ、マスターカード、JCB などの国際決済ブ

の領域に格納されており、秘匿情報の内容は読

ランドが策定した標準仕様
（EMV 仕様＊１）に準

み取ることができないようになっています。IC

拠しています。接触型が必須となっており、前

カードを偽造するには秘匿情報を再現する必要

述した多機能カードに限りタイプ A ／タイプ B

があるうえに、高価な発行設備も必要です。実質

の非接触型にも対応できます。

的にICカードの偽造は不可能といえるでしょう。

EMV 仕様はクレジット、デビット、プリペ

しかし、ICカードは磁気カードも兼ねるため、

イドのすべての決済手段に対応しており、その

磁気カードの情報をスキマーで読み取られ、磁

ためクレジットカードだけでなく国際デビット

気の偽造カードが作られてしまう可能性が残り

カード、国際プリペイドカードも IC カードに

ます。磁気の偽造カード悪用を防ぐためにも、

対応することが可能です。実際に日本で発行が

加盟店の決済端末のすべてが IC カードに対応

進む国際デビットカードのほとんどのものがク

することが強く望まれます。

レジットカードと同じ EMV 仕様の IC カードと

②認証のしくみを高度化

なっています（以下、EMV 仕様に準拠した IC

カードを利用する際に、まず IC カードのデー
タが変造されていないことをチェックする認証

カードを単に IC カードと記します）
。

ICカードによるセキュリティ対策
まず、IC カードの効果は店舗でカードを提示

機能が働きます。データ変造が検出されると取
引を中止するなどして不正使用を防ぎます。次
にイシュアー＊３による利用承認
（オーソリゼー

＊１

ビザ、マスターカードなどの国際決済ブランド組織が策定した決済用 IC カードの仕様。EMV とは Europay、MasterCard、Visa の３つの決済
ブランドの頭文字をとった名称。現在 Europey は MasterCard と合併したことにより消滅。

＊２

イギリスの金融機関による業界団体“Payments UK”の統計データから分析。

＊３

クレジットカード会社、銀行、前払式支払手段発行者。
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ション）の際に、取引ごとに個別に暗号化した

の際の悩ましい課題です。

情報を用いてイシュアーと IC カードが相互に

◦暗証番号の課題

認証しています。このしくみを破って不正取引

日本では 2002 年ごろに IC カードへの移行

を行うことは極めて困難です。従来の磁気カー

が始まりましたが、当時はクレジットカードの

ドは、イシュアーが取引の承認・否認の回答を

暗証番号がまだ一般的でなく、利用者が暗証番

決済端末に返すだけの単純なしくみですので、

号を認識していない問題点が指摘されました。

決済端末に仕掛けを施して全取引を承認してし

そのため、救済策として IC カードで支払う際

まう、という不正が発生したこともあります。

に暗証番号を知らない人はサインでよいとする

③通信機能がない環境でも安全

運用が行われました。現在多くの店舗が暗証番

例えば機内販売では、決済端末に外部との通

号を求める運用に変えていますが、一部に IC

信機能がないため利用承認をイシュアーに求め

カードでの支払いでもサインを認める店舗が

ることができません。IC カードは、このような

残っています。

取引でも IC チップ内のプログラムが取引の安

前号＊４でも紹介したとおり、海外の ATM や

全性を評価して自ら取引を承認・否認すること

チケット券売機などで暗証番号が盗まれる被害

ができます。その機能を生かすために、イシュ

が発生しています。この被害を防止するために、

アーはカード発行時にさまざまなパラメーター

海外旅行の際に専用の国際プリペイドカードを

（指示事項）を IC カードに設定します。

持参するのは効果的な対策の１つです。帰国し

④暗証番号による本人確認に対応

た際に暗証番号を変更することもよい対策です。

本質的な機能とは異なりますが、ほとんどの

現在まだ一部ですが、コンビニの ATM で簡単

IC カードには暗証番号が格納され、支払いの際

に暗証番号を変更できる IC カードもあります。

には決済端末に付随する PIN パッドに暗証番号

該当カードを持つ人は頻繁に暗証番号を変更す

を打ち込む必要があります。暗証番号で利用者

るのが最も有効な対策でしょう。

本人の確認を行うことで、盗難・紛失カードの

◦加盟店での課題

悪用を抑制します。

IC 化対応は、イシュアーによるカードの IC

磁気カードでは、ATM でのキャッシングな

カードへの更新と、店舗の決済端末の IC 対応の

どを除き、原則として署名
（サイン）
で本人確認

両輪で成り立ちます。両方が一斉に対応をすま

を行っています。日本では、店員がカード裏面と

せればその効果は最大となりますが、残念なこ

レシートのサインを照合することは少なく、盗

とにその足並みはなかなかそろいません。カー

難・紛失カードが第三者によって簡単に利用さ

ドは更新時にあらかた IC カードに置き換えられ

れやすい状況であることが指摘されています。

ると考えられますが、店舗の決済端末の置き換
えが思うように進まない問題が指摘されていま

ICカードが残す課題

す。せっかくの ICカードも、店舗の決済端末が

IC カード化は、とても優れたセキュリティ対
策ですが、人の手による運用やしくみが抱える

磁気専用の場合は磁気カードとして処理されて
しまい、その効果が発揮されません。

問題までは解消できません。例えば暗証番号に

このように事業者が絡む課題や、政府が推進

関する運用や、IC カードに対応する決済端末の

する実行計画の内容については次号で詳しく解

導入に時間がかかることなどは、IC カード導入

説します。

＊４
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