＜目次＞
4.

IC カード分野セキュリティ技術マップ .............................................................4-3
4.1.

IC カードのモデル ......................................................................................4-3

4.1.1.

IC カードのアーキテクチャ ..................................................................4-3

4.1.2.

IC カードのライフサイクル ..................................................................4-9

4.1.3.

IC カード上の保護すべき資産 ............................................................4-14

4.2.

IC カードの動向 ........................................................................................4-18

4.2.1.

国内外の動向.......................................................................................4-18

4.2.2.

将来予測 ..............................................................................................4-23

4.3.

4.2.2.1.

3 年後まで ....................................................................................4-23

4.2.2.2.

3～5 年後まで...............................................................................4-24

4.2.2.3.

5 年後以降 ....................................................................................4-25

IC カードの脅威と対策 .............................................................................4-25

4.3.1.

脅威の定義 ..........................................................................................4-25

4.3.2.

IC カード分野脅威マップと分析表 .....................................................4-26

4.3.2.1.

脅威と対策の想定（3 年後まで）.................................................4-47

4.3.2.2.

脅威と対策の想定（3～5 年後まで） ...........................................4-50

4.3.2.3.

脅威と対策の想定（5 年後以降）.................................................4-52

4.3.3.
4.4.

組込みシステム周辺セキュリティに関する補足 .................................4-53

IC カード分野付録 ....................................................................................4-54

4.4.1.

IC カードの事例..................................................................................4-54

4.4.2.

参考文献 ..............................................................................................4-66

4.4.3.

添付資料 ..............................................................................................4-70

4-1

＜図表目次＞
図 4.1 IC カードのハードウェア構成 ................................................................4-4
図 4.2 IC カードのシステムモデル....................................................................4-5
図 4.3 IC カードのソフトウェア構成 ................................................................4-6
図 4.4 接触型 IC カード機能ブロックと ISO/IEC 7816 の関係 .......................4-7
図 4.5 非接触型 IC カード機能ブロックと ISO/IEC 7816 ISO/IEC 14443 の関係
....................................................................................................................4-8
図 4.6 ISO/IEC 標準と業界標準の関係 .............................................................4-9
図 4.7 IC カードのライフサイクル..................................................................4-10
図 4.8 IC カードの発行処理 ............................................................................ 4-11
図 4.9 IC カードフロー概要 ............................................................................4-12
図 4.10 端末装置模式図 ..................................................................................4-13
図 4.11 ISO 7816-4 コマンドを利用した内部認証・外部認証の例 .................4-13
図 4.12 IC カードにおけるライフサイクルと保護すべき情報資産 .................4-16
図 4.13 カードホルダ認証でのホルダ認証用情報の流れ ................................4-17
図 4.14 処理時の保護すべき情報資産の流れ ..................................................4-17
図 4.15 IC カードにおける脅威マップ（運用段階）.......................................4-29
図 4.16 IC カードにおける脅威マップ（開発・製造・廃棄段階） .................4-30
表 4.1 IC カードのハードウェア構成要素 .........................................................4-4
表 4.2 IC カードのシステムモデルにおける構成要素 .......................................4-5
表 4.3 保護すべき情報資産の一覧 ..................................................................4-14
表 4.4 物理攻撃の類型例.................................................................................4-22
表 4.5 IC カードにおける脅威の例..................................................................4-26
表 4.6 脅威発生ポイント.................................................................................4-28
表 4.7 IC カードにおける対策マップ（運用段階）.........................................4-31
表 4.8 IC カードにおける対策マップ（開発・製造・廃棄段階） ...................4-42
◎

記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

4-2

4. ICカード分野セキュリティ技術マップ
IC カードは、現在、金融・公共・交通等様々な分野に応用される基盤製品となって
いる。近年は接触型 IC カードに加え、非接触型 IC カードの普及が進んでいるほか、
携帯電話と融合したカード等、IC カードにも用途に応じた様々な形態が出現してきて
いる。
本章では、これら様々な IC カードに対して共通で存在する脅威と対策を網羅的に
抽出することを目的として調査を実施している。
なお、非接触型 IC カードと RFID（Radio Frequency IDentification）は基本技術
要素としては共通部分をもつため、同一製品・事例が両方に分類される場合も存在す
るが、本章においては主に、人が利用することを想定し、CPU や暗号用コプロセッサ
を持ち、人の認証及び情報保管を主目的とした製品を IC カードの基本的なモデルと
し、このモデルを基点として調査・脅威分析を進める。その他の事例は、応用事例と
して文中で都度参照する。1

4.1.

ICカードのモデル

ここでは、本章で想定する IC カードのアプリケーションシステムのモデルについ
て記載する。現在 IC カードはキャッシュカード・クレジットカード等の金融分野、
住民基本台帳カード・IC 旅券・IC 免許証等の公共分野、鉄道・バス乗車券等の交通
分野をはじめ、社員証、住居鍵等様々な場面で利用されており、利用方法・システム
構成等は用途により詳細が異なっている。また、IC カード自体もコストや技術要件の
異なるさまざまなアーキテクチャのものが存在している。
しかし、今回の調査の目的は個別システム・アーキテクチャの検討ではなく、IC カー
ド全般のセキュリティにかかわる脅威と対策を広く洗い出し、セキュリティ技術の俯
瞰図を作成することである。このため、ここでは用途・アーキテクチャに依存しない
共通要素を抽出し、IC カードの汎用的なモデルを提示し、以降の節では、ここで提示
した汎用的なモデルを基本として調査・分析を進める。

4.1.1. IC カードのアーキテクチャ
ここでは、本章で想定する IC カードの汎用なアーキテクチャを示す。
IC カードにはデータキャリア2及び証明デバイス3の二つの役割がある。1990 年代
前半には、磁気カードに比較して容量が大きく、セキュアにデータを保管できるデー

1 無記名の乗車券、電子マネー等も本章では IC カードに含める。本章ではこれらは、カードホルダ認証を簡略化も

しくは省略している点で基本モデルと異なる応用事例として捉える。
2 データの格納とその読み書きを目的とする。
3 個人情報を格納して個人を特定するを目的とする。
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タキャリア用途が注目を集めた。しかし 1990 年代後半以降は、ネットワーク時代に
おいて、遠隔からでも個人を特定できるキーデバイスとしての後者の役割へと変化し
てきている（[10]等）。
IC カードのハードウェア構成を図 4.1及び
表 4.1で示す。

外部通信端子
（接点端子
又は
アンテナコイル）

処理装置
（CPU)

コプロセッサ
（暗号回路）

ROM

RAM

不揮発性メモリ
（EEPROM
FeRAMなど）

ICチップ
（文献[11]より作成）

図 4.1 IC カードのハードウェア構成
表 4.1 IC カードのハードウェア構成要素

構成要素

説明

CPU

中央演算処理装置。IC カード内での判断、処理を行う。
性能は 製品 によ るが 内部 バス 8bit～32bit 、 内部ク ロッ ク
5MHz～66MHz 程度の製品事例が多い。

コプロセッサ
（暗号回路）

暗号処理を高速に実行するための専用プロセッサ。
RSA（～2048bit）を扱うものが多い。DES（Data Encryption
Standard）/AES（Advanced Encryption Standard）等を搭
載している場合もある。製品によってはコプロセッサをもたな
い場合もある。

RAM

一時的なデータを読み書きするためのメモリ。

ROM

読み出し専用のメモリ。IC チップ製造時に直接回路を焼き付
ける。OS、初期アプリケーション等が格納される。

不揮発性メモリ

データやカードアプリケーション等を格納するために使用す
る書き込み可能な不揮発性メモリ。容量は製品により 4Kbyte
～1Mbyte 程度の製品まで様々である。

接点端子（接触型） リーダ/ライタとの通信、IC チップへの電力供給を行う。
アンテナコイル
（非接触型）

リーダ/ライタとの通信、IC チップへの電力供給を行う。
（製品仕様は文献[52][53]等より引用）
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IC カードはカード内で処理判定を実施可能とする CPU と、暗号化・復号処理を高
速に行うための暗号回路（コプロセッサ）を保持する。また、不変データを保持し、
書き換え不能な ROM と、追記及び書き換え可能な不揮発性メモリを保持する。不揮
発性メモリは、物理･論理的にアクセス制限が行われる。WORM（Write Once Read
Many）として不変データを書き換えから保護したり、ISO/IEC 7816[1]に規定される
セキュリティ構造でカード OS によるアクセス制御が行われる。
図 4.2は本章で想定する IC カードシステムのハードウェア構成である。本章では
IC カード本体を保護すべき「組込みシステム」と定義して脅威と対策の分析を行う。
攻撃対象は IC カード本体であり、IC カード上の情報資産が保護すべき資産とする。
リーダ/ライタ・端末装置は組込みシステム（保護対象）には含めず、IC カードに脅
威を与える可能性があるものとして「組込みシステム周辺のセキュリティ」の調査対
象と捉え、IC カードへの脅威の発生源（攻撃側）とみなして調査・分析を行う。

リーダ/ライタ 端末装置

カードホルダ

ICカード

カード保持者
（カードの正当
な利用者）

ICカード本体

カードデータの
読み書きを実行

ネットワーク

リーダ/ライタに直結ま
たは一体化しカードと
の通信データを処理

リモートシステム

回線・ネットワークで接続
されたシステム装置

組込みシステム本体のセキュリティの検討範囲
組込みシステム周辺のセキュリティの検討範囲

図 4.2 IC カードのシステムモデル
表 4.2 IC カードのシステムモデルにおける構成要素

構成要素

説明

カードホルダ

正当 IC カードの正当な保持者であるエンドユーザ。

IC カード

カード本体。

リーダ/ライタ

IC カードとの通信のための接点又は無線インタフェースを保有
する装置。端末装置と直結または一体化されている。ISO/IEC
7816 で規定されるコマンドインタフェースを通じ、APDU（ア
プリケーションプロトコルデータユニット）を使い IC カードと
通信を行う。
非接触 IC カードでは、まず ISO/IEC 14443 で規定されるよう
な伝送プロトコル、衝突防止仕様を使い IC カードを活性化す
る。
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端末装置

リーダ/ライタと直結または一体化し、リーダ/ライタを介し IC
カードと通信を行う装置。本章では基本的にリーダ/ライタと端
末装置は一体化したモジュールとして扱う。これらが独立して
いる場合のセキュリティについては、本章の末尾で IC カード本
体のセキュリティとは別に補足分析を行う。PC と USB 接続の
リーダ/ライタや、外付けの POS レジとクレジットカードリー
ダ/ライタは、リーダ/ライタと端末装置が独立している例であ
り、自動改札機等はリーダ/ライタと端末装置が一体化している
例である。

ネットワーク

端末装置に接続され、端末装置とリモートシステムを結ぶ通信
回線

リモートシステム

ネットワークを介して端末装置に接続された遠隔システム。端
末装置と連動して、アプリケーションを実行するほか、ID カー
ドの証明書データや、カード本体にインストールされるカード
アプリケーションのダウンロード元となる。またユーザ（カー
ドホルダ）と IC カードの関連付けデータはじめ、各種のユーザ
アプリケーション情報が保持されている。

また、図 4.3は本章で想定する IC カードのソフトウェア構成である。

アプリケーションファイアウォール

カード
マネージャ
(*1)

カード
AP

カード
AP

…

カード
AP

共通ライブラリ
基本ソフトウェア
本書おけるカードOS

AP：アプリケーション
*1 発行後のカードAP追加・削除を行う場合のみ

図 4.3 IC カードのソフトウェア構成

IC カード内にはクレジットカード・電子マネー等の個別アプリケーションを実行す
るための実行コードとデータからなるカードアプリケーションが、一つないし複数書
き込まれている。同一 IC カード上のカードアプリケーション間にはセキュリティ侵
害が発生しないようアプリケーションファイアーウォールが設けられている。IC カー
ドには、カードアプリケーションが固定であるタイプと、発行後にカードアプリケー
ションの追加・削除が可能なタイプが存在する（前者のタイプは Native カードと呼
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ばれる）。
後者のタイプではカードアプリケーションは運用中にカードホルダの手に渡
ってから追加・削除される可能性がある。
カードアプリケーションは、IC カード共通の実行環境であるカード OS 上で実行さ
れる。カード OS は実際には伝送制御等を行う基本ソフトウェア部分、カードアプリ
ケーションの追加・削除を行うカードマネージャ、共通ライブラリ等が含まれる。な
お、Native カードの場合は発行後にアプリケーションを追加・削除を行わないため
カードマネージャは存在しない。
IC カードの基本仕様は ISO/IEC JTC1/SC17 で標準化が行われている。物理形状を
含めた物理的仕様、電気的仕様、伝送プロトコル、非接触型 IC カードの衝突防止方
式仕様、ファイル管理、アクセス制御、コマンドセット等のアプリケーションに依存
しない基本部分が ISO/IEC で定められている。
IC カードには接触型と非接触型が存在する。4
接触型は接点端子を介しリーダ/ライタと直接通信を行う。接触型 IC カードの基本
仕様は ISO/IEC 7816 で規定されている。ISO/IEC 7816 の規定範囲を模式的にあら
わしたものが図 4.4である（各パート規定内容は [添付 2]参照）
。ISO/IEC 7816 は基
本機能を全て網羅する構成となっている。

カード管理
仕様
ISO/IEC
7816 part9

個別コマンド仕様

ISO/IEC 7816 part11, 15

共通コマンド仕様

ISO/IEC 7816 part4

アクセス制御（セキュリティ管理）仕様

ISO/IEC 7816 part4, 8

ファイル管理仕様

ISO/IEC 7816 part4, 6

利用アプリケーション選択仕様

ISO/IEC 7816 part4, 5

伝送プロトコル仕様

ISO/IEC 7816 part3

電気的仕様

ISO/IEC 7816 part2

物理的仕様

ISO/IEC 7816 part1, 2

（検討委員会委員提供資料より作成）

図 4.4 接触型 IC カード機能ブロックと ISO/IEC 7816 の関係

この他に接触型と非接触型を 1 枚のカードで共用するデュアルインタフェースカードが存在する。内部に接触・非
接触両方のインタフェースを 1 チップ化して搭載しているもの（コンビカード)と、接触・非接触で別々の 2 つのチッ
プを搭載しているもの（ハイブリッドカード)の 2 つのタイプが存在する。
4
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非接触型は接点端子を持たず、IC カードとリーダ/ライタ間は無線を使って通信を
行う。非接触型 IC カードは更に密着型、近接型、近傍型、遠隔型の 4 種類に分類さ
れているが、近年の利用は主に近接型に収束しつつある。近接型の非接触型 IC カー
ドは物理的仕様・電気的仕様・伝送プロトコルの下位層が ISO/IEC 14443 で規定され、
その他の上位層の規定は ISO/IEC7816 で規定され、論理的機能仕様は接触型と同様
である。非接触型 IC カードの機能ブロックと ISO/IEC 標準の関係を模式的に表した
ものが下図である（ISO/IEC 14443 各パート規定内容は[添付 3]参照）
。

カード管理
仕様
ISO/IEC
7816 part9

個別コマンド仕様

ISO/IEC 7816 part11, 15

共通コマンド仕様

ISO/IEC 7816 part4

アクセス制御（セキュリティ管理）仕様

ISO/IEC 7816 part4, 8

ファイル管理仕様

ISO/IEC 7816 part4, 6

利用アプリケーション選択仕様

ISO/IEC 7816 part4, 5

衝突防止仕様

ISO/IEC 14443 part3

伝送プロトコル仕様

ISO/IEC 14443 part3, 4

電気的仕様

ISO/IEC 14443 part2

物理的仕様

ISO/IEC 14443 part1, 2

接触型と共通の部分（論理的な機能仕様）
非接触型独自規定部分（物理・電気的仕様、伝送プロトコル仕様）

（検討委員会委員提供資料より作成）

図 4.5 非接触型 IC カード機能ブロックと ISO/IEC 7816 ISO/IEC 14443 の関係

ISO/IEC 14443 で規定された方式には TypeA、及び TypeB の二種類が存在する。
その他に TypeC として審議されたが ISO/IEC 14443 には採用されなかった FeliCa
方式が存在する。
ISO/IEC での規定範囲は基本的な共通部分のみである。アプリケーションに依存す
る仕様は、その適用分野ごとに業界団体が標準化している。これらの業界団体仕様に
はユーロペイ、ビザ、マスターカードのクレジットカード国際ブランド 3 社が共同で
策定した EMV5仕様等が存在する。EMV 仕様はクレジットカード、キャッシュカー
ド等金融分野における業界標準となっており、EMV 仕様を土台として国内銀行キャ

5

EMV は Europay、MasterCard、VISA の頭文字である。
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ッシュカードの業界仕様である全銀協仕様、VISA によるクレジットカード仕様であ
る VIS 仕様、MasterCard による M/Chip 仕様等が策定されている。
ISO/IEC による基本仕様と、これら業界仕様をあわせたものが具体的なキャッシュ
カードやクレジットカード等 IC カードの仕様となっている。

アプリ
ケーション
仕様

全銀協仕様
VIS仕様
（キャッシュカード） （VISAカード）

J/Smart仕様
（JCBカード）

EMV仕様（金融分野）
接触型
ICカード

基本共通
仕様

非接触型
TypeA/TypeB

CJRC
ICカード規格
（鉄道乗車券）

非接触型
FeliCa

ISO/IEC 7816-4～9,
11,15

衝突防止
仕様
電気・物理
伝送プロトコル
仕様

M/Chip仕様
（MasterCard）

ISO/IEC
14443-4

ISO/IEC
7816-1,2,3

ISO/IEC
18092
(NFCIP-1)

JIS X
6319-4

ISO/IEC
14443-1,2,3

アプリケーション依存部分（業界標準）

組み合わせて具体的なICカードとなる
例) 接触型ICカード＋EMV＋VIS=VISAクレジットカード

基本部分（ISO/IEC）

（検討委員会委員ヒアリング及び CJRC ヒアリング等より作成）6

図 4.6 ISO/IEC 標準と業界標準の関係

4.1.2. IC カードのライフサイクル
図 4.7は本章における IC カードのライフサイクルのモデルである。

FeliCa 仕様は、日本鉄道サイバネティクス協議会（CJRC:Congress Japan Raiway Cybernetics)と日本 IC カード
システム利用促進協議会（JICSAP:Japan Ic Card System APplication council）、及び日本規格協会により JIS X
6319-4 にとりいれられている。
6
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開発

製造

運用

廃棄

製品開発段階
の脅威

量産化段階での
脅威

運用段階での脅威

廃棄時/廃棄後
の脅威

メーカ
イシュア

製造

0次発行

チップ製造

ICカード
個別化

メーカ

1次発行

ホルダ

2次発行

利用

パーソナライズ
追加AP
追加AP
1次発行
2次発行
メーカ
追加AP設定 追加AP用
または
パーソナライズ
イシュア
イシュア

AP設定

アプリ削除
追加AP削除

ホルダ

図 4.7 IC カードのライフサイクル

○開発段階
製造メーカにおいて製品の設計・開発が行われる。仕様書・設計書・テスト仕様書
等が作成され、カード OS 等ソフトウェアのソースコードが生成される。
○製造段階
IC カードが製造され、必要な各種情報がカード内に格納され、IC カードとしてカー
ドホルダが利用可能となる。本章では初期の発行処理までを「製造段階」と定義し、
カードホルダに渡ってからを「運用段階」と定義する。上記定義に基づいた場合、IC
カードの「製造段階」は更に以下のように細分化される。
製造
製造メーカの工場において IC チップやカード基板等 IC カードの部品が製
造される（Native カードにおいては、カードアプリケーションもカード
OS と同時にこの工程で ROM に焼きこまれる）。
0 次発行
製造メーカにおいて、IC カードにおける基本情報の書き込みが行われる。
ここでは、IC チップの初期化、IC カードに一意の識別子（以降カード個
別情報）の書き込み等が行われる。発行処理では輸送鍵（発行処理の過程
での不正な情報書込み防止のために設定される相互認証用情報）が設定さ
れる。
1 次発行
製造メーカ、またはイシュアにおいて、IC カード内のメモリのフォーマッ
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ト、及び初期設定情報・領域確保等利用アプリケーションに必要な設定や
設定情報の書き込み、初期アプリケーションの書き込みが行われる。発行
後のアプリケーション追加・削除が可能なカードにおいては、ここでアプ
リケーションがダウンロードされカードが活性化される。
2 次発行
イシュアにおいて、IC カードにユーザ個人用の設定や情報を書き込み、各
IC カードを特定のカードホルダ専用にカスタマイズする。イシュアにより
PIN（Personal Identification Number：暗証番号）等のホルダ認証用の
情報が仮設定される7。

製造メーカ発行の
場合
イシュア発行の
場合

製造メーカ
製造
チップ製造

イシュア

0次発行

1次発行

ICカード個別化

2次発行
パーソナライズ

AP設定

カード個別情報

ホルダ

カード個別情報

カード個別情報

カードOS

カードOS

カードOS

カードOS

アプリケーション

アプリケーション

初期アプリケーション

初期アプリケーション

輸送鍵

相互認証用情報

相互認証用情報
ホルダ認証用情報（仮）

Nativeカードの場合

カードホルダ個人情報

図中白抜きの

は本章における保護すべき情報資産（
「4.1.3」参照）

図 4.8 IC カードの発行処理

○運用段階
IC カードは、エンドユーザであるカードホルダに所有され、アプリケーションが利
用される。利用に伴い利用履歴やユーザ個別の設定情報等新たな情報が IC カード内
に蓄積されていく。
発行後のアプリケーション追加・削除が可能なタイプにおいては、IC カード内の
カードアプリケーションの追加・削除が行われる。この場合、アプリケーションの追
加時には追加するアプリケーションの領域確保・初期設定等の 1 次発行処理が発生す
る。また、追加されたアプリケーションの動作においても各カードホルダ固有の情報
が必要となり、こうした情報はアプリケーションごとに個別に保持しているため、追

7

イシュアにより発行されたホルダ認証用情報は本来は仮でありホルダが変更して本情報となる
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加アプリケーションのための 2 次発行処理も発生する。アプリケーションの削除時に
は、アプリケーション用の情報の消去、アプリケーション用の領域の開放が必要とな
る。
これらのフローは図 4.9のようにまとめられる。

カードホルダ

ＩＣカード

処理システム
リーダ/ライタ

端末装置

ネットワーク

リモートシステム

1. 認証
ホルダ認証

相互認証

2. 処理
2-1. 命令
2-2. 応答・効果発生

図 4.9 IC カードフロー概要

1.

認証
IC カード・カードホルダ・処理システム（リーダ/ライタ・端末装置、リモート
システム上のアプリケーション）間で認証を行う。認証は下記が存在する。
-

ホルダ認証：IC カードがカードホルダの真正性を確認する。ホルダ認証には
PIN やバイオメトリクス情報（身体・行動的特徴）等が利用される。
図 4.10は ATM、POS 端末等の模式図である。ホルダ認証ではリーダ/ライ
タモジュールに組み込まれた PIN パッドでカードホルダが入力した PIN や、
バイオメトリクス情報読み取り装置でカードホルダの指・掌等から読み取っ
たバイオメトリクス情報と IC カード内の情報を照合、比較することにより
行われる。照合は入力情報を IC カードに送り込み、IC カード内で照合する
が、IC カードの情報を読み出して IC カード外で実施する場合もある8。IC
カード外で実施する場合は、SAM カード等セキュリティが確保されたデバ
イス内で照合処理を行う。

8

キャッシュカードにおけるバイオメトリクス認証等での実施事例が見られる。
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ICカード

R/Wモジュール

PIN PAD

リーダ/ライタ

表示機能
セキュリティ機能

SAMカード

リーダ/ライタ

SAM

R/Wモジュール
・通信機能 ・表示機能 ・プリント機能
・キー入力機能 ・AP機能

SAM ：
Secure Access Module

ATM
POS
ゲート端末
（文献[50]より作成）

図 4.10 端末装置模式図

-

相互認証：IC カードと処理システム（リーダ/ライタ・端末装置もしくはリ
モートシステム上のアプリケーション）間でお互いの真正性を確認する。IC
カードが自己真正性を証明する「内部認証」と、IC カードが処理システムの
真正性を確認する「外部認証」が存在する。
図 4.11は相互認証の例である。公開鍵を認証に用いる場合は PKI（Public
Key Infrastructure）により全デバイスの個別鍵保有が容易だが、共通鍵を
認証に用いる場合は認証可能性のある全デバイスの個別鍵をあらかじめ保
有することは困難である。この結果、公開鍵での鍵漏洩に対する影響範囲が
固有デバイスに限定的であるのに対し、共有鍵では影響範囲が大きくなる。
また、公開鍵暗号を用いる認証では、カードと処理システム間では漏洩の脅
威がない公開鍵のみを互いに交換すればよいが、共有鍵暗号では共有した鍵
に対する漏洩が脅威となる。共有鍵暗号を利用する場合には、双方からの漏
洩が脅威となる。

【内部認証】

カード

INTERNAL AUTHENTICATE
送付

秘密鍵

カード

GET CHALLENGE

リーダ

チャレンジ要求

乱数発生
暗号化

暗号化

【外部認証】

リーダ

乱数発生

秘密鍵

送付

EXTERNAL AUTHENTICATE

送付

送付

照合

暗号化

秘密鍵

等しいか？

秘密鍵

暗号化
等しいか？

照合

結果応答

（文献[1][54]より作成）

図 4.11 ISO 7816-4 コマンドを利用した内部認証・外部認証の例
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2.

処理
処理は IC カードがリーダ/ライタの命令に応答する形で行われる。IC カードと
リーダ/ライタ間の通信には ISO/IEC 7816-4 で規定される共通コマンドにより行
われ、APDU によりアプリケーションデータがやりとりされる。
アプリケーション利用では、処理システムとの間で通信が発生し、改札やセキュ
リティゲートの開閉やクレジットカード決済等の効果が発生する。このとき、必
要に応じて IC カード内のアプリケーションデータが変更される。
アプリケーション追加では IC カード上のアプリケーション領域割り当て、アプ
リケーション保護用認証鍵その他付帯データ・コードの IC カードへの書き込み
が発生する。このときのアプリケーション付帯データにはカードホルダ固有情報
も含まれる。つまり追加アプリケーションについて 1 次発行と 2 次発行が発生し
ていると考えられる。
「アプリケーションの削除」では、追加とは逆に IC カード上のコードやアプリ
ケーションに付帯するデータ、認証鍵を削除し、アプリケーション用の領域を開
放する。
また、非接触型 IC カードの場合は、上記に加え ISO/IEC 1444-3,4 に規定された
伝送プロトコル、衝突検知を経て IC カードが活性化され、処理に入る。

○廃棄段階
IC カードが運用を終えた状態。クレジットカード等、定められた有効期限が到来し
たために運用を終える場合もあるが、一般に廃棄に関する統一的な運用・規定は存在
しない。

4.1.3. IC カード上の保護すべき資産
ここでは IC カード分野における組込みシステム本体である IC カード上の保護すべ
き情報資産についてまとめる。
表 4.3 保護すべき情報資産の一覧

○ 処理ロジック
IC カードの処理の実行コード。暗号方式、機密情報の通信方式・保管場所・保管方式等に関する情報が含まれて
いる。解析による脆弱性が発見できれば他の資産に影響を及ぼす恐れもある。処理ロジックには以下のものが含
まれる。

保護資産
カード OS

発生
製造段階

説明
カードマネージャ、共有ライブラリ等。
通常は製造時に IC チップ内のマスク ROM に書き
込まれ、読み込み専用となっている。
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カードアプリ
ケーション

製造段階

アプリケーション追加・削除対応可能なカードでは
EEPROM 上に書き込まれる。Native カードでは
カード OS とともに IC チップ内のマスク ROM に
書き込まれる。

○認証・識別用情報
カードホルダ、IC カード、リーダ/ライタ・端末装置の認証・識別用情報。

保護資産

発生

説明

カード
個別情報

製造段階

IC カードに固有の識別子。製造時（0 次発行時）
に製造メーカが書き込む。
書き込み後の改変は不能
とする。IC カードの一意性保証のために利用され
る。

カードホルダ
認証用情報

製造段階

ホルダ認証用の PIN コード、バイオメトリクス
データ等。IC カード利用時にカードホルダの真正
性を確認するために利用する。

製造段階

IC カードの認証用の共有鍵もしくは公開鍵ペア
等。IC カードが自身の真正性をリーダ/ライタ・端
末装置に証明するため（内部認証のため）に利用さ
れる。

リーダ/ライタ・
製造段階
端末認証用情報

リーダ/ライタ・端末認証用の共有鍵、もしくは公
開鍵等。IC カードがリーダ/ライタ・端末装置の真
正性を確認するため（外部認証のため）に利用され
る。発行段階においては、不正な書き込みを防止す
るため、
輸送鍵として暫定的な認証用情報が設定さ
れる。

カード認証用
情報

○アプリケーションデータ
上記以外のカードアプリケーションが利用する情報。

保護資産

発生

説明

製造段階

カードホルダの個人特定のための情報、もしくは個
人属性を表現するような情報。主に 2 次発行時に書
き込まれる。住所・氏名・生年月日・性別や嗜好等
のプロファイル、ID カードにおける個人用公開鍵ペ
ア・電子証明書等。

その他アプリ
ケ ー シ ョ ン 製造段階
データ

上記に該当しないようなアプリケーションデータ。
製造段階より格納されるキャッシュカードの利用限
度額、運用段階より格納される電子マネーバリュー
や乗車券・電子マネーの利用履歴等。情報の重要性
はアプリケーションに依存する。

カードホルダ
個人情報
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○その他
保護資産

設計情報

発生

開発段階

説明
開発中に生成される設計書・仕様書、ソースコード、
テスト仕様書、利用アルゴリズム等の脆弱性情報等。
直接 IC カード上に存在する資産ではないが、
IC カー
ド上の実装のもととなる情報であり、流出すれば、
処理ロジックが漏洩した場合と同等の影響があるた
め、ここでは保護範囲に含めて考える。

図 4.12は保護すべき情報資産を組込みシステムライフサイクルと合わせたもので
ある。

開発段階

製造段階
0次発行

カードOS

ICカード

1次発行

カード
アプリケーション

Nativeカードの
場合

カード個別情報

・個別ICカード識別用ID

2次発行

・ICカード内のカードアプリケーション

カードホルダ
認証用情報

・PINコード、バイオメトリクスデータ等

カード
認証用情報

・内部認証用カード公開鍵ペア等

リーダ/ライタ
端末認証用
情報

・外部認証用リーダ/ライタ公開鍵等
・住所/氏名/年齢/性別、個人証明用公開鍵ペア、
カードホルダプロファイル等

その他のアプリ
ケーション情報
設計情報

廃棄段階

・カードマネージャ、共有ライブラリ等

カードホルダ
個人情報

他

運用段階

・キャッシュカードの利用限度額等製造段階から格納される情報
・電子マネーバリュー、利用履歴等運用段階から格納される情報
・設計・仕様書、
ソース等

図 4.12 IC カードにおけるライフサイクルと保護すべき情報資産

各フローの中での保護すべき資産の動きを下記に示す。図 4.13は認証時のカードホ
ルダ認証用情報の動きである。
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カードホルダ

入力装置

入力

端末装置

リーダ/ライタ

ＩＣカード

問合せ

照合

カードホルダ認証用情報

応答
ICカード内部で認証

ICカード外部で認証

入力
読み出し

照合

カードホルダ認証用情報

※照合前にはリーダ/ライタの信頼性確保や、カードホルダ認証用情報の読み出し権限の確認が必要
(リーダ/ライタとの相互認証、バイオメトリクス情報読み出しのためのPINの設定など）

図 4.13 カードホルダ認証でのホルダ認証用情報の流れ

また図 4.14は処理時の保護すべき資産の影響範囲である。
（アプリケーション削除
の場合は、追加で示した各データが削除される）。

ＩＣカード

処理システム
リーダ/ライタ

端末装置

ネットワーク

リモートシステム

アプリケーション利用

カードホルダ
個人情報
その他AP情報

アプリケーション追加
カードAP
カード
認証用情報
カードホルダ
個人情報
リーダ/ライタ
認証用情報

図 4.14 処理時の保護すべき情報資産の流れ
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4.2.

ICカードの動向

4.2.1. 国内外の動向
○利用動向
公共サービス分野：
国内では住民基本台帳カード【事例 M1】、IC 旅券【事例 M3】、IC カード免許証【事
例 M4】等がある。これらには ISO/IEC 14443 TypeB に基づく非接触型 IC カードが
利用されている（住民基本台帳カードは接触型とのコンビネーションカード）
。
・ 住民基本台帳カード：2003 年 8 月発行開始、公的個人認証サービス（JPKI）
【事
例 M2】における個人用証明書格納デバイスとしても利用、マルチアプリケーショ
ン利用を想定[13]。
・ IC 旅券：パスポート偽変造防止を目的とし 2006 年 3 月 20 日より申請受付開始。
各国間相互運用のため ICAO（International Civil Aviation Organization 国際民
間航空機関）で標準仕様を策定、改竄、偽造防止、無線区間の盗聴防止等の手法
を規定。
・ IC 免許証の偽変造防止を目的として 2007 年 1 月導入。免許券面と同様の情報を
IC チップ内に記録し、記録内容の読み取りには二種類の暗証番号が必要。
その他 IC カードは 2010 年を目標とした「IT 新改革戦略」においても認証及び安
全なデータ保管を行う重要デバイスとして位置づけられ、健康診断結果等健康情報を
活用するための基盤づくり、公的個人認証に対応した電子申請システム整備、アジア
諸国との出入国管理等空港手続きに関する相互運用モデル構築等の項目で IC カード
の利用が想定されている[13]。
海外では米国政府によるスマートカード相互運用可能性仕様 GSC-IS（Government
Smart Card-Interoperability Specification）に準拠した米国防総省の CAC（Common
Access Card）等政府機関での ID カードとしての利用例、EU・台湾における医療保
険カードの利用例等がある。ドイツ国内の医療健康カード推進団体 gematik では、EU
共通の医療保険カードに公的個人証明書と署名用アプリケーションを搭載する動きが
あり、2006 年に eHC として仕様が公開されている[9][12]。
金融・決済分野：
キャッシュカード、クレジットカード、電子マネーとして普及している。キャッシ
ュカード、クレジットカードでは従来、EMV 仕様に基づく接触型 IC カードが利用さ
れてきた。
国内においては、キャッシュカードでは磁気カードの偽造等による被害でカードホ
ルダが損害を被ることから社会問題となり接触型 IC カードの導入が加速した。偽造・
不正利用の防止が背景のためバイオメトリクス認証との併用例が見られる [添付 4]。
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全国銀行協会（以降全銀協）は金融機関におけるキャッシュカード IC 化推進のため
2001 年 3 月に「全銀協 IC キャッシュカード標準仕様」（以降全銀協仕様）を策定し
ているが9、ATM 側の IC カード対応のコストや既存カードから IC カードへの再発行
コスト 等が 移行 時の 問題 となっ てお り、 対応 完了は まだ 先と なる 見込 みであ る
[17][18][19]検討委員会委員ヒアリング等）
。
クレジットカードでも偽造・不正防止への要請が背景となって接触型 IC カードの
導入が進んできた。フランス・マレーシア等では日本より先行してすでに 100%の普
及となっている。国内におけるクレジットカードの例を [添付 5]に掲げる。接触型と
非接触型のデュアルインタフェースカードの事例がみられる。
国内における電子マネーでは、非接触型の FeliCa を使った小額決済向けサービス
の事例がみられる。ビットワレット Edy（2001 年 11 月サービス開始）は ANA マイ
レージカード・金融機関キャッシュカードとの提携・携帯電話搭載等により 2000 万
枚以上（2006 年 8 月時点[21]）が流通している。Edy はプリペイド型であり、チャー
ジ金額内なら利用時に PIN 入力が不要、取得時の本人確認もない。
小額決済向け電子マネーとしては他にポストペイド型サービスがある。乗車券利用
額を後払決済するサービス等が初期導入事例であり、改札時の PIN 入力は不要だが
カード取得時に決済口座の確認のため本人認証が必要となる。ポストペイド型電子マ
ネーは携帯電話との融合例で多く見られる [添付 8]。
金融分野での IC カード導入は、フランスがもっとも早く磁気ストライプカードの
偽造問題や、政府の推進策を背景に進展した。1992 年には CB カード10（フランス国
内で発行されている銀行カードの呼称）の IC カード化が完了、その後、セキュリテ
ィ上の理由等から、EMV 仕様に準拠した IC カードへの移行が進められ、2004 年に
EMV 化が完了している[22]。
米国では引き出し限度額引き下げやモニタリング等による防御により被害を防い
でいるため、接触型 IC カード導入は進んでいなかったが、2005 年後以降、クレジッ
トカードの小額取引用として PayPass（MasterCard）等非接触型 IC カードの普及が
急激に進んでいる[17][18][34]。
運輸・交通：
交通機関乗車券として FeliCa の利用例が多い。2001 年 11 月 JR 東日本に始まり全
国の交通機関でサービス導入され、相互利用事例も増えている11。交通系カードは首
都圏ラッシュ時の要件から、利便性・処理速度が課題とされ、改札機（リーダ/ライタ）
9

全銀協 IC キャッシュカード標準仕様は 2006 年 3 月に改訂され第 2 版となっている

10フランス国内で発行されている銀行カード（キャッシュ・デビッド・クレジットカード）統一ブランド呼称[25],CB

はフランス銀行カード協会（Groupment des Cartes Bancaires)の意。
11首都圏の JR 東日本 Suica とパスネット協議会 PASMO、広域では JR 東日本 Suica と JR 西日本 ICOCCA 等。
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にかざすだけで運賃清算が終了する仕組みとなっている。FeliCa はマルチアプリケー
ション対応可能となっており、電子マネーとの共用例が多い。
企業内・教育：
社員証、大学の職員証、学生証としての利用例がみられ、入退室管理等のオフィス
のセキュリティ管理に利用されている。企業等では他に PC アクセス等の認証用 IC
カード・トークン等を利用している。これらの製品仕様統一をめざして、SSFC
（Shared Security Formats Cooperation）アライアンス設立[27][28]等の動きがある。
携帯電話との関連：
SIM（Subscriber Identity Module）カードは、GSM や 3G（3rd Generation 第三
世代）の携帯電話に内蔵され、現在最も発行枚数の多い IC カードである。加入者識
別子である IMSI（International Mobile Subscriber Identity）等個別携帯電話認証用
の情報を保持している[29]。現在は 64Kbyte,128Kbyte 程度の容量のタイプが流通し
ているが、今後についてはネットワーク経由でのコンテンツ配信に絡み動画・音楽等
の格納を要望するニーズから、さらに大容量のタイプの開発が進められている。
国内携帯電話には、SIM カードとは別に携帯電話を非接触型 IC カードとして利用
可能な機能を搭載した事例がみられる。これは非接触型マルチアプリケーション IC
カードとして利用可能である。これらにはモバイル FeliCa チップが利用され、FeliCa
と 共 通 す る サ ー ビ ス の ほ か 、 電 子 マ ネ ー と の 融 合 例 が 多 い 。 NFC(Near Field
Communication)等非接触インターフェースチップを利用した類似の事例は海外にも
出現しつつある【事例 M5】[添付 8]。
その他：
その他の事例としては、ポイントカード、住居鍵、CAS（Conditional Access System）
カード、ETC（Electronic Toll Collection system、ETC 自体に関しては 9 章参照）
等がある。
○標準化動向
国際標準：
ISO/IEC JTC1/SC17 で主に策定されている。RF（Redio Frequency）インタフェー
ス に 関 す る 連 携 に お い て 、 特 に 携 帯 電 話 で の 応 用 に お け る ETSI （ European
Telecommunication Standards Institute：欧州通信規格協会）とのリエゾンの検討、
バイオメトリクス情報のカード内照合（On Card Matching）検討（ISO/IEC 24787）
、
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住基カード検討成果を生かしたアプリケーションダウンロード仕様策定12等に関する
動きがある。また金融取引での IC カード利用に関する国際標準化については、
ISO/TC68 が担当しており、JTC1/SC17 がリエゾン参加している。
業界標準：
金融系カード分野では国際クレジットブランド 3 社による EMV 仕様が標準である。
2004 年に IC カード及びリーダ/ライタ・端末装置に対する詳細要件規定を改定してい
る[2][3]。
国内では全国銀行協会が EMV 仕様に基づきキャッシュカード、デビットカード等
の IC カード、端末装置仕様を規定し IC カードの普及促進を図っている。平成 13 年
「全銀協 IC キャッシュカード標準仕様」では移行時の認証処理の観点から「経過期
間」
（端末のみ IC カード対応）及び「基本形」
（ネットワーク及びホスト・システム
も IC カード対応）を定義している13。
「経過期間」から「基本形」への移行は、当初
平成 17 年度末までとしていたが、現時点で金融機関の対応は途上であり平成 22 年度
末に延長された[19]。
クレ ジ ット カー ド につ い ては 他 に PCI DSS （Payment Card Industry Data
Security Standard）[4]がある。PCI DSS はカード情報や取引情報の保護を目的に策
定された処理システム・情報管理に関するセキュリティ基準であり、仕様ではない。
加盟店・決済代行業者に基準従属が要求され、準拠のためのプログラムは各クレジッ
トカードブランドが策定・推進している。
その他国内標準：
JIS（日本工業規格）規格は基本的には ISO の完全翻訳となっているが、JIS X 6319
シリーズは JICSAP（日本 IC カードシステム利用促進協議会）仕様をもとに策定さ
れた国内標準である（ISO 化を目指して活動中）。JIS X 6319 は各業界にまたがるブ
リッジ仕様として最小限の互換性、相互運用性確保を目的としている。JIS X 6319-4
は CJRC（日本鉄道サイバネティクス協議会）との共同策定による高速処理用カード
規格であり、FeliCa[6][7][8]を指す。
○研究動向
システム LSI チップが秘密情報を用いて演算を行う際に発生する電力消費量情報や
処理時間情報から秘密情報を推定する等のサイドチャネルアタックが現実的脅威とし

12

ISO/IEC 7816-13 として制定されている。

13 「経過期間」での処理ではカード認証を ATM が代行し、
「基本形」での処理ではカード認証はカード発行金融機

関のホストで実施される。

4-21

て指摘されている。サイドチャネルアタックは漏洩電磁波・電力消費等のサイドチャ
ネル情報から暗号鍵推定等を行う非破壊攻撃である。SPA（Simple Power Analysis）
単純電力解析、DPA（Differential Power Analysis）差分電力解析、タイミング攻撃
等が存在し、暗号鍵の非線形更新等の対策が指摘されている[40]。
こうした物理攻撃は、一般にはあまり注目されていないが、インシデントが発生す
れば状況が一気にかわる可能性がある。
表 4.4はサイドチャネルアタックを含む物理攻撃の類型例である。物理攻撃は、シ
ステム LSI チップを破壊する「破壊攻撃」と、サイドチャネルアタック等の破壊を伴
わない「非破壊攻撃」に大別できる。なお本章では、[44]に従いサイドチャネルアタ
ックへの対策も耐タンパー性の範疇に含めるものとして考える。
表 4.4 物理攻撃の類型例

攻撃類型
破壊攻撃

説明
システム LSI チップを破壊し、回路にアクセス（光学的観察、
信号波形観察、回路の改造・破壊等）する。

チップの配線パターン（バスライン等）に直接針をあてて信号
物理プロービン
（情報）を読み取る、または電子ビームテスタにて信号（情報）
グ
を非接触にて読み取る。
物理マニピュ
チップ上の特定回路の破壊、改造を行う
レーション
リバース
チップを詳細に観察し、機能やセキュリティメカニズムに関す
エンジニアリン
る情報を得る。
グ
非破壊攻撃

外部から観察できる情報や、外部から操作できる手段を利用す
ることにより、チップを破壊せず攻撃を行う。
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サイドチャネル
アタック

漏洩電磁波、電力消費量等処理に伴って発生するサイドチャネ
ル情報を利用して解析を行う。
・ SPA（Simple Power Analysis）単純電力解析
チップが暗号処理を行っているときの消費電力波形の変化
を直接解析して暗号鍵を推定する。
・ DPA（Differential Power Analysis）差分電力解析
多数の消費電流波形に対し統計的処理を行うことで暗号鍵
を推定する。
・ タイミング攻撃
暗号処理のタイミングが暗号鍵の論理値に依存して変化す
ることに着目し、処理のタイミングを統計的に解析して暗
号鍵を推定する。

フォルト
アタック

異常動作を利用して解析を行う。
・ DFA（Differential Fault Analysis）
暗号処理実施中に、チップに加熱、放射線照射、光照射し
たり、クロック端子へのインパルス印加（グリッチ）等に
よって故障動作（計算誤り）を発生させ、正常動作時と故
障動作との出力の違いから暗号鍵を推定する。
（文献[40]より作成）

他に銀行キャッシュカードに関連して各種の研究がある。バイオメトリクス認証に
関するシステム固有の脆弱性は、日立製作所による「バイオメトリクスセキュリティ
評価基準の研究開発」（2004 年）に網羅的に整理されており[41]、脆弱性に関する研
究として、安価な素材での人工物受け入れ[36]、その対策としてのる生体検知の研究
等がある[41]。また、IC カード物理的デバイスそのものに対する真正性確認として株
券等で利用事例のある人工物メトリクス適用の可能性も考えられる[43]。
また、非接触 IC カード普及に伴い、IC カードと RFID タグの境界が接してきてお
り、利便性を重視し、ホルダ認証を伴わない利用例が出現している。
【事例 R2】では
「IC タグ」に関連して ID によるトラッキング等に伴うプライバシ問題の指摘と個人
属性情報の有無等でのカード区分け等が提言されている。

4.2.2. 将来予測
4.2.2.1. 3 年後まで
○IC カードの利用拡大
IC カードの普及枚数は、2003 年で 9 千万枚弱、2006 年で 1 億 9 千万枚弱となって
おり急速に広まっている14。
IC 旅券や IC カード免許証等公共分野でのサービス開始、
政府 IT 基本戦略等において重要インフラと位置づけられていること、乗車券サービ
スの広がりや交通機関での乗車券での相互乗り入れの拡大、偽造・不正利用防止の要
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求からの金融系カードの完全 IC カード化等の背景から、IC カードの発行枚数は今後
も増加、一層、消費者への普及が進むと予測される。
また、公共分野での TypeB ID カード、交通分野における IC カード乗車券サービ
スの広がり、
携帯電話搭載等から、
今後非接触型カード普及が加速すると考えられる。
そのなかで、発行枚数に比較して利用件数はまだ少なく[51]、これら非接触カード
を基盤とした電子マネーサービスにはまだ成長の余地があること、従来のプリペイド
に加え、各社が携帯電話を基盤としてポストペイドのサービスを開始していること等
から、今後も小額決済市場をターゲットとした電子マネー用途は成長すると考えられ
る。
○IC カードの多目的化
現在、クレジットカードや銀行キャッシュカード等、金融関係の IC カード化が進
んでおり、これらのカードには非接触型・接触型両用のデュアルインタフェースカー
ドとして電子マネーや交通乗車券機能の搭載も可能なものが多く見られる。また、携
帯電話に FeliCa を搭載した「おサイフケータイ」、クレジット会社による法人向けオ
フィス入退室管理機能の搭載等、多目的 IC カードの普及は着実に進んでいる。行政
サービスの要となる住民基本台帳カードの事例や、すでに策定から 5 年以上が経過し
ている JICSAP 仕様や全銀協仕様がマルチアプリケーションを想定していることから
3 年後には、1 枚の IC カードが多目的化する流れは進むと予測される。
4.2.2.2. 3～5 年後まで
○統一規格の策定と多目的化の進展
現在、ISO7816-13 やカードフォーマットの共通化を目指す SSFC、ID/IC カード相
互運用問題の指摘等の動きがある。IC カードの多目的化、マルチアプリケーション
カードの運用には現在問題もあるが、IC カードの普及を背景にこれらの規格の統一が
進展すると予想される。規格統一との相乗効果により、多目的化はさらに進展すると
考えられる。
○大容量化と非接触型 IC カード融合への流れ
ISO/IEC JTC1/SC17 と ETSI とのリエゾン検討等、NFC をも含めた RF（Redio
Frequency）インタフェースの携帯電話での応用に向けた動き、各国での RF インタ
フェースを応用した携帯電話による非接触 IC カードサービスの実験開始等の動き
【事
例 M5】から、非接触型 IC カードと携帯電話の融合が進んでいく可能性があると予想

14社団法人ビジネス機会・情報システム産業協会 カード生産統計分科会平成 18 年度予測
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される。また、コンテンツ格納の要求や、マルチアプリケーションカードの搭載アプ
リケーション数の増加要求等から IC カードは大容量化していくと予測される。
○新旧世代カードの混在
こうした中、新規に策定される国際標準・業界標準への対応、様々な脅威への対応
等により、IC カードの実装は随時、更新されていくと想定される。しかしながら、現
在、
普及しつつある ATM 端末やリーダ/ライタ等をその都度、
一斉に置換することは、
コスト的に難しく、市場には新しい技術・規格に基づく新世代カードと旧世代カード、
信頼性が高いリーダ/ライタと旧式のリーダ/ライタが混在することが懸念される。
4.2.2.3. 5 年後以降
○NGN の本格展開とネットワークを介した組込みシステムの連携
独立行政法人情報通信研究機構「次世代ネットワークアーキテクチャ検討会報告書
（平成 18 年 11 月）
」[48]によれば、2010 年頃には、現在通信事業者が取り組んでい
る次世代ネットワーク（NGN）が普及し、2015 年以降には、ユビキタス・ネットワー
キングが進展することにより、ネットワークに接続される端末に占めるユビキタスア
プライアンス（センサーや電子タグ）の割合が増えることで、何らかのパラダイムシ
フトが起こると予測されている。
その中間に当たる 5 年後においては、本格展開された NGN に、PC や情報家電、
カーナビ等の組込みシステムがネットワークに接続されていると予想される。これら
の機器のユーザの真正性を確認したり、電子決済を行う基盤として IC カードのニー
ズが高まる可能性がある。具体的には、PC だけでなく、大画面テレビやカーナビ等
の組込みシステムにもリーダ/ライタが装備され、ショッピング等を安全かつ手軽に行
えるとともに、サービス側の企業からユーザを確実に認証するためのユーザ識別子と
しての役割も果たしていくと期待される。
現在、一部携帯電話に搭載されている双方向通信が可能な携帯電話内蔵非接触型 IC
カード等も、上記背景の中で具体的な利用シーンが増加し、ETC カードへの決済アプ
リケーション搭載によるショッピング、情報家電における新たな連携例、利用例が出
現することが予想される。

4.3.

ICカードの脅威と対策

4.3.1. 脅威の定義
本章では、IC カードを組込みシステム本体と捉え、IC カード上に存在する保護す
べき情報資産に対する「機密性」、
「完全性」及び「可用性」を脅かすものを脅威と定
義する。
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一方、リーダ/ライタ・端末装置、リモートシステムについても、セキュリティ侵害
が発生した場合は IC カードに影響を与える可能性があるため、あわせて検討が必要
である。ここではこれらの脅威に関しては「組込みシステム周辺」に対するセキュリ
ティとして補足する。
脅威の分類には、2 章で説明を行った、
「漏洩」
、「改竄」
、
「なりすまし」、
「権限昇
格」
、
「否認」
、「DoS」の 6 分類を使用している。IC カードにおけるそれぞれの脅威の
具体例を表 4.5に掲げる。
表 4.5 IC カードにおける脅威の例

脅威

説明

例

漏洩
（Information
disclosure）

第三者による IC カード内の情報資
IC カードの PIN の類推、
産の読み出し・類推、または IC カー
ハードウェア破壊による
ドとシステム内の通信エンティティ
カード回路の解析等。
の間での通信の傍受。

改竄
（Tampering）

権利を持たない者による IC カード
内のデータ、ソフトウェアの変更、 暗 号 鍵 等 IC カ ー ド 内 の
または IC カードとシステム内の通 デ ー タ の 不 正 な 書 き 換 え
信エンティティの間での通信データ 等。
の変更。

なりすまし
（Spoofing）

第三者による ID 偽装等。
不正なリーダ/ライタ、習得
IC カードに対する通信相手の偽装。 カード利用等。

権限昇格
（Elevation of
Privilege）

IC カードへアクセスするエンティテ
無関係なアプリケーション
ィ に よ る 権 利 の 範 囲 を 超 え た IC
領域のデータアクセス等。
カード上の情報資産へのアクセス。

否認
カードホルダによるサービス利用の ショッピングサービスの利
（Repudiation） 事実の否定。
用事実を否定する、等。
DoS
（Denial of
Service）

IC カード利用の妨害。

非接触型カードでの無線区
間、ネットワークの輻輳等。

なお、IC カードの物理的な破壊によるサービス不能、情報逸失は検討の対象外とす
る。IC カードの物理的な破壊による内部資産の漏洩は検討の対象内とする。

4.3.2. IC カード分野脅威マップと分析表
以下では、
「4.1.3 IC カード上の保護すべき資産」で整理した情報資産及び「4.1.2
IC カードのライフサイクル」で整理した組込みシステムのフローをもとに、脅威の分
類と対策の整理を実施する。なお、脅威マップの見方については、「2.3 マップのイ
メージ」を参照のこと。
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○保護すべき情報資産と脅威のリストアップ
「4.1.3 IC カード上の保護すべき資産」で整理したライフサイクルの各段階におい
て存在する情報資産（図 4.12）に、組込みシステム本体を加えたものを縦軸とし、脅
威の発生箇所（システム・アーキテクチャ内に存在するエンティティと通信路）を横
軸として、IC カード分野における保護すべき情報資産の流れを整理した（図 4.15及
び図 4.16）
。その上で、事例調査等に基づいて、脅威と対策を整理している（表 4.7
及び
表 4.8）
。
なお、IC カードの技術や応用分野の動向は変化するため、本節の脅威と対策の内容
はこれらに伴って変わりうる。
○IC カード分野における脅威マップ及び分析表の記載方針
ここでは、脅威マップ及び分析表における IC カード分野に特有の注意事項、記載
方針について補足する。
脅威マップの記載：
脅威マップにおける改竄・漏洩の発生箇所については、論理的に発生しうる箇所を
記載している。運用段階では、カードアプリケーション追加において、カードアプリ
ケーション、カード認証用情報、カードホルダ個人情報、リーダ/ライタ認証用情報が
リモートからダウンロードされる可能性があり、その際に改竄・漏洩の発生可能性が
あるため、これらについてもリモートシステムから IC カード本体におけるすべての
箇所での改竄、漏洩を記載している。
分析表の記載：
IC カード分野においては、すべての脅威と対策は現在から将来にわたり存在する。
このため、脅威の期間については、その脅威が存在しなくなる期間ではなく、より注
目される期間として記載している。
IC カード本体には基本的な対策技術が施されているため、3 年後までにおいては、
現状と同様にネットワークやリモートシステム、端末装置、カードホルダによる不正
利用等での脅威に起因するインシデントの発生、対策が重要となる。将来については、
非接触カードの普及による無線区間での脅威の増大、家庭等への普及により一般ユー
ザとの接触機会が増大するリーダ/ライタに起因する脅威、サイドチャネル攻撃等新た
な物理攻撃による本体への脅威が増大すると予測している。
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運用段階での脅威：
運用段階において保護すべき資産が脅威をうけるポイントは「4.1.1 IC カードの
アーキテクチャ」より表 4.6のとおりである。
表 4.6 脅威発生ポイント

脅威発生ポイント

説明

カードホルダ

ここでは、ホルダ認証時に照合用の情報が授受されることに
起因する脅威が存在する。

IC カード

ハードウェアに対する破壊・サイドチャネルアタック等の攻
撃、プロトコルやソフトウェアへの攻撃等、様々な実装レイ
ヤでの脅威が存在する。

無線区間
（非接触のみ）

IC カードとリーダ/ライタ・端末装置間のインタフェース。
IC カードとリーダ/ライタ間の無線区間である。非接触型
カードでのみで存在する。通信データに対する盗聴・改竄・
なりすまし等の脅威が存在する。

リーダ/ライタ
端末装置

IC カードとの通信データ内に含まれる IC カード内の情報資
産が攻撃される脅威が存在する。なお、リーダ/ライタ・端末
装置自体への攻撃に対しては「組込み装置周辺セキュリティ
への補足」で補足する。

ネットワーク

盗聴、改竄、第三者介入等 IC カードとの通信データ内に含
まれる IC カード内の情報資産が攻撃される脅威が存在す
る。

リモートシステム

IC カード及び端末装置と連動するアプリケーションソフト
ウェアが存在している。アプリケーションデータが保存され
るほか、アプリケーションの追加・削除ではここから証明
書・鍵発行、カードアプリケーションの送付も実施される。
ここでは、不正な遠隔アプリケーションによる盗聴等の脅
威、リモートアプリケーションシステムのなりすまし等の脅
威が存在する。

開発・製造・廃棄段階での脅威：
開発・製造・廃棄段階の脅威は IC カード本体でのみ発生するため、マップ上の脅
威の発生ポイント（横軸）は基本的に IC カード本体のみである。ただし、開発段階
では設計情報に対する脅威（IC カード本体への脅威ではない）取り扱いのため、「そ
の他」を加える。
また、開発段階では製品は存在せず設計情報のみが保護すべき資産として存在する。
製造段階・廃棄段階では運用時と同様の保護すべき資産が存在する。なお、廃棄段階
では、廃棄カードがそのまま不正利用されるケースが考えられるが、この場合の脅威
は運用時のカードホルダのなりすましと同様である。運用時のマップを参照のこと。
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以降では、脅威マップと脅威･対策の分析表を、それぞれ「運用段階」及び「開発・
製造・廃棄段階」の順で示す。

ICカード – 運用段階
ライフ
サイクル

対象

保護すべき
情報資産

全体

（全体）

１

２

３

４

５

６

カードホルダ

ICカード

無線通信
（非接触のみ）

リーダ/ライタ
端末装置

ネットワーク

リモート
システム

なりすまし
Ａ

Ｃ

Ｅ

漏洩 改竄

漏洩

漏洩

カード
アプリケーション

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

カード個別情報

漏洩 改竄
漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

カード
認証用情報

Ｆ

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

Ｇ

リーダ/ライタ
端末認証用
情報

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

カードホルダ
認証用情報
IC
カード

権限昇格

漏洩 改竄

Ｄ

運用

権限昇格

なりすまし
DoS

漏洩 改竄

カードOS

Ｂ

なりすまし
DoS

否認

漏洩

H

カードホルダ
個人情報

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

I

その他のアプリ
ケーション情報

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

漏洩 改竄

図 4.15 IC カードにおける脅威マップ（運用段階）

4-29

ICカード – 開発・製造段階

J

１

ライフ
サイクル

対象

保護すべき
情報資産

開発

IC
カード

設計情報

カードOS
K
製造

ICカード

２

ICカード – 廃棄段階
ライフ
サイクル

その他

漏洩

漏洩 改竄

S

対象

廃棄

T

１
保護すべき
情報資産

ICカード

カードOS

漏洩 改竄

カード
アプリケーション

漏洩 改竄

カード個別情報

漏洩 改竄

カードホルダ
認証用情報

漏洩 改竄

カード
アプリケーション

漏洩 改竄

カード個別情報

漏洩 改竄

V

カードホルダ
認証用情報

漏洩 改竄

W

カード
認証用情報

漏洩 改竄

カード
認証用情報

漏洩 改竄

X

リーダ/ライタ
端末認証用
情報

漏洩 改竄

P

リーダ/ライタ
端末認証用
情報

漏洩 改竄

Y

カードホルダ
個人情報

漏洩 改竄

Q

カードホルダ
個人情報

漏洩 改竄

Z

その他のアプリ
ケーション情報

漏洩 改竄

R

その他のアプリ
ケーション情報

漏洩 改竄

L

M

N

O

IC
カード

U

IC
カード

図 4.16 IC カードにおける脅威マップ（開発・製造・廃棄段階）
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表 4.7 IC カードにおける対策マップ（運用段階）
※表中の矢印は、脅威が重視される期間を示すものであり、脅威が存在する期間と一致するものではない。
※１電気通信事業者が提供するネットワークのセキュリティ対策に関しては、総務省の「情報通信ネットワーク安全・信頼性基準」が参考となるが、組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため詳細には触れない。
※２サーバ上のセキュリティ対策に関しては、経済産業省の「情報システム安全対策基準」が参考となるが、組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため詳細には触れない。

No.

A-1

脅威
分類

なりすまし

A-1

否認

A-3

DoS

A-4

なりすまし

3年

内容

正当ではないカードホルダによる IC カードの利用
・暗号プロトコルの脆弱化によるなりすまし
【事例 T3】クレジットカードの不正利用に関する問題
（磁気ストライプへのフォールバック、CNP（Card Not
Presentfaud：カード不在詐欺）、BFC（クレジットカー
ド現金化））
【事例 M10】及び[41] 偽生体情報の受け入れ
各種バイオメトリクス装置の脆弱性[42]
【事例 R2】住基カードにおける PUPI（疑似固有 PICC
（Proximity IC Card）識別子）の固有 ID としての利
用によるプライバシ侵害の可能性、リプレイ攻撃

正当なカードホルダによるサービス利用の否認
【事例 T2】
独銀行カードに対する電子署名の脆弱性問題
無線通信区間の輻輳等による通信妨害
リーダ/ライタ・端末装置の偽装
・認証用暗号プロトコルの脆弱化によるなりすまし
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5年

対策
【事例 M1】【事例 M4】暗証番号による情報資産保護、暗証番
号連続失敗時の処理停止
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M3】ICAO IC 旅券 AA(Active Authentication)
【事例 M5】国内携帯電話 非接触 IC カード機能用暗証番号・
遠隔ロック
【事例 M8】【事例 M9】クレジットカードにおける非対面取引
での不正利用防止策（3D-Secure 等）
【事例 M9】クレジットカード会社での異常取引モニタリング
[41]バイオメトリクス認証での脆弱性対策（生体検知、マルチ
モーダル）
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】住基カードにおける PUPI の固有 ID の利用防止策
としての PUPI 乱数利用
【事例 M2】JPKI（公的個人認証サービス）等の電子署名
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
バイオメトリクス認証によるホルダ認証強化
より外乱に強い IC カード及びリーダ/ライタの開発
【事例 M1】IC カード・システム間の相互認証
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

No.

脅威
分類

3年

内容

5年

対策

A-4

権限昇格

リーダ/ライタ・端末装置による IC カード上の情報資産
の、権限を越えた書き込み・変更・削除
【事例 T5】POS 端末操作による電子マネー不正入金

【事例 M1】IC カード・システム間相互認証、カード内の情報
へのアクセス制御、アプリケーションファイアーウォール

A-5

DoS

ネットワーク回線の輻輳等による通信妨害

組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

A-6

なりすまし

A-6

権限昇格

B-2

漏洩

B-2

改竄

B-3

漏洩

B-3

改竄

端末装置を通じて IC カードと通信するリモートシステ
ム上のアプリケーションの偽装
【事例 T2】
独銀行カードに対する電子署名の脆弱性問題
・認証用暗号プロトコルの脆弱化によるなりすまし
書き込み権限のないリモートアプリケーションによる
IC カード上の情報資産の書き込み・変更・削除
IC カード上のカード OS（暗号化プロトコル、処理手順
等）の漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード OS（暗号化プロトコル、処理手順
等）の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
無線通信区間でのカード OS（暗号化プロトコル、処理
手順等）の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
無線通信区間でのカード OS（暗号化プロトコル、処理
手順等）の改竄、man in the middle 等
【事例 R2】リプレイ攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
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【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]

【事例 M1】IC カード・システム間相互認証、カード内の情報
へのアクセス制御、アプリケーションファイアウォール）
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

No.

脅威
分類

3年

内容

B-4

漏洩

リーダ/ライタ端末装置上でのカード OS（暗号化プロト
コル、処理手順等）のプローブ等
・暗号プロトコルの脆弱化

B-4

改竄

リーダ/ライタ端末装置上のカード OS（暗号化プロトコ
ル、処理手順等）の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

B-5

漏洩

B-6

漏洩

C-2

漏洩

C-2

改竄

C-3

漏洩

C-3

改竄

ネットワーク上でのカード OS（暗号化プロトコル、処
理手順等）の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカード OS（暗号化プロトコル、
処理手順等）の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
カードアプリケーションの IC カードからの直接の漏洩
[40]耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
カードアプリケーションの IC カードを対象とした直接
の改竄
[40]耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
無線区間でのカードアプリケーションの漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取り
無線通信区間でのカードアプリケーションの改竄
man in the middle 等
・暗号プロトコルの脆弱化
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5年

対策
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】カードへの最大読み取り距離の表示
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

No.

脅威
分類

3年

内容

C-4

漏洩

リーダ/ライタ・端末装置上でのアプリケーションの漏
洩
・暗号プロトコルの脆弱化

C-4

改竄

リーダ/ライタ・端末装置上でのアプリケーションの改
竄
・暗号プロトコルの脆弱化
ネットワーク上でのアプリケーションの漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
【事例 M9】クレジットカードトランザクションの電話
回線ワイアータッピング
ネットワーク上でのアプリケーションの改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのアプリケーションの漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのアプリケーションの改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

C-5

漏洩

C-5

改竄

C-6

漏洩

C-6

改竄

D-2

漏洩

IC カード上のカード個別情報の漏洩
[40]耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

D-2

改竄

IC カード上のカード個別情報の改竄
[40]耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

E-1

漏洩

カードホルダ認証用情報のカードホルダからの漏洩
[41]指摘の各種のバイオメトリクス装置脆弱性
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5年

対策
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
カードホルダ操作時の漏洩防止（【事例 R1】テンキーシャッフ
ル、PIN のかな・英文字等への利用文字の拡大）等
バイオメトリクス認証

No.

脅威
分類

3年

内容

漏洩

IC カード上からのカードホルダ認証用情報の漏洩
【事例 T3】
ジーメンス電子署名用チップの脆弱性を利用した鍵漏
洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・総当たり攻撃等による暗証番号漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化

改竄

IC カード上のカードホルダ認証用情報の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

E-3

漏洩

無線通信路でのカードホルダ認証用情報の漏洩
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取り
・暗号プロトコルの脆弱化

E-3

改竄

無線通信路でのカードホルダ認証用情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

E-4

漏洩

リーダ/ライタ・端末装置上でのカードホルダ認証用情
報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化

E-4

改竄

リーダ/ライタ・端末装置上でのカードホルダ認証用情
報改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

E-2

E-2

4-35

5年

対策
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
推測容易な PIN の設定禁止（【事例 R1】生年月日入力でのカー
ド受付拒否等）
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】最大読み取り距離の表示
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
IC カード外への情報読み出し機会の減少（【事例 M1】パスワー
ドのカード内照合等）
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術

No.

脅威
分類

E-5

漏洩

E-5

改竄

E-6

漏洩

E-6

改竄

F-2

F-2

F-3

漏洩

改竄

漏洩

3年

内容
ネットワーク上でのカードホルダ認証用情報漏洩
【事例 M9】クレジットカードトランザクションの電話
回線ワイアータッピング
・暗号プロトコルの脆弱化
ネットワーク上でのカードホルダ認証用情報改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカードホルダ認証用情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカードホルダ認証用情報改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カードからのカード認証用情報漏洩
【事例 T1】
仏 CB カードの偽造問題
【事例 T3】
ジーメンス電子署名用チップの脆弱性を利用した鍵漏
洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード内のカード認証用情報改竄
仏 CB カードの偽造問題
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
無線通信路でのカード認証用情報の漏洩
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取
・暗号プロトコルの脆弱化
【事例 T1】

4-36

5年

対策

組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】最大読み取り距離の表示

No.

脅威
分類

3年

内容

改竄

無線通信路でのカード認証用情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

漏洩

リーダ/ライタ・端末装置上でのカード認証用情報の漏
洩
・暗号プロトコルの脆弱化

F-4

改竄

リーダ/ライタ・端末装置上でのカード認証用情報の改
竄
・暗号プロトコルの脆弱化

F-5

漏洩

F-5

改竄

F-6

漏洩

F-6

改竄

F-3

F-4

G-2

G-2

漏洩

改竄

ネットワーク上でのカード認証用情報の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
ネットワーク上でのカード認証用情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカード認証用情報の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカード認証用情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リーダ/ライタ・端末装置認証用情報の IC カードからの
漏洩
【事例 T1】
仏 CB カードの偽造問題
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
リーダ/ライタ・端末装置認証用情報の IC カード上での
改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

4-37

5年

対策
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

No.

脅威
分類

3年

内容

G-3

漏洩

無線通信路でのリーダ/ライタ認証用情報の漏洩
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取
・暗号プロトコルの脆弱化

G-3

改竄

無線通信路でのリーダ/ライタ認証用情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

G-4

漏洩

リーダ/ライタ端末装置からのリーダ/ライタ認証用情報
の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化

G-4

改竄

リーダ/ライタ端末装置でのリーダ/ライタ認証用情報の
改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

G-5

漏洩

G-5

改竄

G-6

漏洩

G-6

改竄

ネットワーク上でのリーダ/ライタ端末認証用情報の漏
洩
・暗号プロトコルの脆弱化
ネットワーク上でのリーダ/ライタ端末認証用情報の改
竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのリーダ/ライタ端末認証用情報
の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのリーダ/ライタ端末認証用情報
の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

4-38

5年

対策
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】最大読み取り距離の表示
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

No.

脅威
分類

3年

内容

H-2

漏洩

カードホルダ個人情報の IC カードからの漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

H-2

改竄

カードホルダ個人情報の IC カード上での改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

5年

対策
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M1】カード記録情報アクセス権限制御
【事例 M2】暗号プロトコルの定期検査、住民票コードの変更
規定
【事例 M4】二重暗証番号
【事例 M5】暗証番号、遠隔ロック
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M1】カード記録情報アクセス権限制御
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M3】ICAO IC 旅券 PA(Passive Authentication)
【事例 M5】国内携帯電話 非接触 IC カード機能用暗証番号・
遠隔ロック

H-3

漏洩

無線区間でのカードホルダ個人情報の漏洩
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取り
・暗号プロトコルの脆弱化

H-3

改竄

無線区間でのカードホルダ個人情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

4-39

【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M3】ICAO IC 旅券 PA(Passive Authentication)
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】最大読み取り距離の表示
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M3】ICAO IC 旅券 PA(Passive Authentication)
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

No.

H-4

H-4

脅威
分類

3年

内容

5年

対策

漏洩

リーダ/ライタ端末装置からのカードホルダ個人情報の
漏洩
【事例 T6】電子決済端末不正操作によるクレジット
カード情報の流出
・暗号プロトコルの脆弱化

【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

改竄

リーダ/ライタ端末装置でのカードホルダ個人情報の改
竄
・暗号プロトコルの脆弱化

【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
リーダ/ライタの耐タンパー技術
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

H-5

漏洩

H-5

改竄

H-6

漏洩

H-6

改竄

ネットワーク上でのカードホルダ個人情報の漏洩
【事例 M9】クレジットカードトランザクションの電話
回線ワイアータッピング
・暗号プロトコルの脆弱化
ネットワーク上でのカードホルダ個人情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカードホルダ個人情報の漏洩
リモートシステムでの漏洩
【事例 T8】米国データセンターからの
クレジットカードデータの大量流出
・暗号プロトコルの脆弱化
リモートシステム上でのカードホルダ個人情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
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組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

No.

I-2

I-2

脅威
分類

漏洩

改竄

3年

内容

その他アプリケーション情報の IC カードからの漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
【事例 R2】乗車券での第三者の入場履歴等の閲覧可能
・暗号プロトコルの脆弱化

その他アプリケーション情報の IC カード上での改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

その他アプリケーション情報の無線区間での漏洩
【事例 R2】RFID（非接触型 IC カード）における想定
外の遠隔距離からの情報読み取り
・暗号プロトコルの脆弱化

5年

対策
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M1】カード記録情報アクセス権限制御
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】国内携帯電話 非接触 IC カード機能用暗証番号・
遠隔ロック
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】記録内容タイプの区分け表示
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M1】カード記録情報アクセス権限制御
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】暗証番号、遠隔ロック
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
【事例 R2】最大読み取り距離の表示

I-3

漏洩

I-3

改竄

その他アプリケーション情報の無線区間での改竄
・暗号プロトコルの脆弱化

【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定

漏洩

その他アプリケーション情報のリーダ/ライタ端末装置
での漏洩
【事例 T6】決済端末不正操作によるクレジットカード
情報流出
【事例 T7】CAS カード送出鍵の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化

【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術

I-4
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No.

脅威
分類

I-4

改竄

I-5

漏洩

I-5

改竄

I-6

漏洩

I-6

改竄

3年

内容

対策

5年

【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M11】国内銀行におけるキャッシュカード専用 IC カー
ドの有効期限設定
リーダ/ライタの耐タンパー技術
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）。

その他アプリケーション情報のリーダ/ライタ端末装置
での改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
その他アプリケーション情報のネットワークでの漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
その他アプリケーション情報のネットワークでの改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
その他アプリケーション情報のリモートシステムでの
漏洩
【事例 M9】クレジットカードトランザクションの電話
回線ワイアータッピング
・暗号プロトコルの脆弱化
その他アプリケーション情報のリモートシステムの改
竄
【事例 T8】
クレジットカードデータの大量流出
・暗号プロトコルの脆弱化

組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※2）。

表 4.8 IC カードにおける対策マップ（開発・製造・廃棄段階）
※表中の矢印は、脅威が重視される期間を示すものであり、脅威が存在する期間と一致するものではない。
※1 管理体制強化、情報公開範囲の限定等。オフィス・製造現場におけるセキュリティ基準に準ずる。

No.
J-2

脅威
分類
漏洩

3年

内容

5年

対策
組込みシステム本体のセキュリティ対策から離れるため省略
（※1）

[42] 製造メーカ等開発関連者からの設計情報漏洩
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No.

脅威
分類

K-2

漏洩

K-2

改竄

L-2

漏洩

L-2

改竄

M-2

漏洩

M-2

改竄

O-2

漏洩

O-2

改竄

P-2

漏洩

3年

内容
IC カード上のカード OS（暗号化プロトコル、処理ロジ
ック）等の漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード OS（暗号化プロトコル、処理ロジ
ック）等の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
カードアプリケーションの IC カードからの直接の漏洩
[42] 発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
カードアプリケーションの IC カードを対象とした直接
の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード個別情報の漏洩
[42] 発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード個別情報の改竄
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上からのカード認証用情報の漏洩
[42] 発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのカード認証用情報の改竄
[42] 不正な公開鍵証明書の書き込み
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのリーダ/ライタ・端末装置認証用情報の
漏洩
[42] 発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
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5年

対策
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]

No.

脅威
分類

P-2

改竄

Q-2

漏洩

Q-2

改竄

R-2

漏洩

R-2

改竄

S-1

漏洩

S-1

改竄

T-1

漏洩

3年

内容
IC カード上でのリーダ/ライタ・端末装置認証用情報の
改竄
[42] 不正な公開鍵証明書の書き込み
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのカードホルダ個人情報の漏洩
[42] 発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのカードホルダ個人情報の改竄
[42] 不正な公開鍵証明書の書き込み
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのその他アプリケーション情報の漏洩
[42]発行段階での機密情報漏洩
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上でのその他アプリケーション情報改竄
[42] 不正な公開鍵証明書の書き込み
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上の暗号化プロトコル、処理ロジック等の漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上の暗号化プロトコル、処理ロジック等の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
カードアプリケーションの IC カードからの直接の漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
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5年

対策

【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】輸送鍵の設定
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め

No.

脅威
分類

T-1

改竄

U-1

漏洩

U-1

改竄

3年

内容
カードアプリケーションの IC カードを対象とした直接
の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード個別情報の漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
IC カード上のカード個別情報の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

V-1

漏洩

IC カード上からのカードホルダ情報の漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

V-1

改竄

IC カード上のカードホルダ情報の改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

W-1

漏洩

カード認証用情報の IC カードからの漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

W-1

改竄

X-1

漏洩

カード認証用情報の IC カードへの改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
リーダ/ライタ・端末装置認証用情報の IC カードからの
漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化
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5年

対策
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め

No.

脅威
分類

3年

内容

改竄

リーダ/ライタ・端末装置認証用情報の IC カード上での
改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

Y-1

漏洩

カードホルダ個人情報の IC カードからの漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

Y-1

改竄

カードホルダ個人情報の IC カード上での改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

Z-1

漏洩

その他アプリケーション情報の IC カードからの漏洩
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

Z-1

改竄

その他アプリケーション情報の IC カード上での改竄
[40] 耐タンパー性の防御対象となる物理攻撃
・暗号プロトコルの脆弱化

X-1

5年

対策
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
【事例 M5】ユーザによるアプリ削除
廃棄規定の取り決め
【事例 M1】及び[40] IC カードの耐タンパー技術
【事例 M2】暗号方式又は強度の定期的検証[47]
廃棄規定の取り決め
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前記図表に基づいて、IC カードの脅威と対策について分析を行う。
4.3.2.1. 脅威と対策の想定（3 年後まで）
○インシデント事例
IC カードはセキュリティデバイスとしての実績があり、現在までに起きた事例では、
IC カードのデバイスに由来する脅威（
【事例 T1】【事例 T2】等）は存在するものの、
比較的少ない。カードホルダや端末装置、ネットワーク、リモートシステムに由来す
る脅威が多くみられる（
【事例 T5】
【事例 T6】
【事例 T7】
【事例 T8】等）。また、クレ
ジットカード分野においては磁気ストライプとの移行期であることに起因する事例が
問題となっている【事例 T1】
。
一方で、利用拡大に伴い、非接触 IC タグの共有鍵暗号が破られたとのうわさが流
れた【事例 T10】等 IC カードのセキュリティに関する関心を示す事例がみられ、ま
た、可用性にかかわる事例（
【事例 T9】
）等がみられ、IC カードが社会に与える影響
は大きくなっている。
以下ではこれら事例を踏まえた上で、3 年後までの脅威と対策の想定を行う。
3 年後までについては、前述のように IC カードの普及、多目的利用の傾向が続くと
想定される。IC カードの重要性が高まり、万一 IC カードを紛失した場合に不正利用
を防ぐ対策の必要性がより高まると想定される。現状に引き続きリモートシステムか
らの漏洩や端末装置への不正操作等に関わる問題が発生していくと考えられる。
○IC カード本体上での漏洩及び改竄（表 4.7 B‑2,C‑
2,D‑2,E‑
2,F‑
2,G‑
2,H‑2,I‑
2）
本調査では基本的に、IC カードはその中の情報資産の機密性を保つことを基本とし
た組込みシステムと考えている。
IC カード内の情報資産の機密性及び完全性を守るためには、IC カードの分解やサ
イドチャネルアタック等の破壊・非破壊による攻撃から情報資産を保護する耐タン
パー性をもったハードウェア/ソフトウェア設計、万一読み出された場合でも漏洩を防
ぐ情報資産の暗号化、不正なリーダ/ライタによる情報資産の読み出しや改竄を防ぐア
クセス管理、認証機能等が考えられる。
交通乗車券や電子マネー等の IC カードでは、市販のリーダ/ライタを購入すること
により、カードホルダの認証を行わずに乗車データや電子マネーの残額等の一部の
データを読み出すことが可能である。これらはアプリケーションデータの開示が設計
者及びユーザの意図している範囲として適切かどうかの問題である。アプリケーショ
ンレベルでの明確な要件定義とそれに応じたアクセス管理、あわせてユーザ周知等も
有効と考えられる。
こうした物理設計から、通信プロトコル、アプリケーションレイヤまでの各段階で
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適切なデータの権限管理と対策が必要となる。
■基本的対策
・耐タンパー性
・搭載する情報資産の暗号化機能
・認証機能
・IC カード内の情報資産へのアクセス管理機能等
○IC カード－リーダ/ライタ間における漏洩及び改竄（表 4.7 B‑
3, C‑
3, E‑
3, F‑
3,
G‑
3, H‑
3, I‑
3）
非接触式 IC カードの場合、IC カードとリーダ/ライタ間の通信を傍受されることに
より、IC カード上の情報資産を不正に入手されたり、IC カードのレスポンスの記録
により IC カードになりすますリプレイアタックや秘匿する通信プロトコルの漏洩の
危険性が考えられる。これに関しては、通信暗号化等の対応が考えられる。
■基本的対策
・IC カード－リーダ/ライタ間の通信暗号化・認証
・データの正当性確認情報（MAC 等）の付加等
○リーダ/ライタ上での漏洩（表 4.7 B‑
4, C‑
4, E‑
4, F‑
4, G‑
4, H‑
4, I‑
4）
ここで発生する脅威は、リーダ/ライタに対する不正改造やプローブ等により、IC
カード間での処理プロトコルやリーダ/ライタ端末認証用情報等の情報を不正入手し、
IC カード OS やカードアプリケーションの処理ロジックを解析したり、情報を不正入
手する脅威を想定している。また、本章では端末装置とリーダ/ライタを一体化して扱
っているが、これらが別筐体である場合、また、PIN パッド等リーダ/ライタの周辺装
置が一体化していない場合はその間の通信路での漏洩、接続機器の不正改変等も考え
られる。リーダ/ライタの耐タンパー性強化、不正リーダ/ライタを検知できる認証機
能等が対策として考えられる。
■基本的対策
・リーダ/ライタの耐タンパー性の強化
・認証機能
○その他、周辺における漏洩及び改竄（表 4.7 B‑
5～6, C‑
5～6, D‑
5～6, E‑5～6, F‑5
～6, G‑
5～6, H‑
5～6, I‑
5～6）
ここに含まれる脅威は、電気通信事業者のネットワークやリモートシステム上にお
いて、IC カードとの通信において通信プロトコルや情報資産が漏洩、改竄されるとい
う脅威を想定している。これらの脅威に対しては、通信暗号化、VPN 等暗号化された
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通信路の利用等が挙げられるが、基本的には一般的なネットワークセキュリティ対策
や情報セキュリティ対策により対処可能と考えられる。
■基本的対策
・情報システム安全対策基準（経済産業省）への対応
・情報通信ネットワーク安全・信頼性基準（総務省）への対応
・PCI DSS 等の基準への対応
○なりすまし（表 4.7 A‑1, A‑4, A‑6）
なりすましとして「IC カードを拾った第三者による利用」、
「不正なリーダ/ライタ
による IC カードへのアクセス」
、「不正なリモートシステムによる IC カードへのアク
セス」が想定される。
カードホルダのなりすましに対しては、IC カード内に格納されたバイオメトリクス
情報によりホルダ認証を行う等の事例が存在する。また、IC カードとリーダ/ライタ
間においては通信規約やデバイス間の相互認証機能により真正性を確認する等の例が
ある。IC カードとリモートシステム間に関しては、マルチアプリケーション IC カー
ドにおいて、IC カード側がリモートシステムを認証して、情報資産へのアクセス制限
を行っている例がある。
■基本的対策
・IC カードによるホルダ認証機能の強化（バイオメトリクス認証機能等）
・IC カード－リーダ/ライタ間での認証機能（相互認証機能等）
・IC カード－リモートシステム間での認証機能（相互認証機能等）
○権限昇格（表 4.7 A‑
4, A‑
6）
アプリケーションやリーダ/ライタによる正当な権限を越えた IC カード内の情報資
産へのアクセスに関しては、基本的には IC カード内のアクセス制御により IC カード
自身がアプリケーション追加/削除やアプリケーション利用といったライフサイクル
の中で防御を行う。
正当なリーダ/ライタを正当なユーザが権限を越えて利用を行うケース（端末操作に
よる電子マネーの不正入金等）に関しては、IC カードやリーダ/ライタといった組込
みシステムレベルでの対策ではなく、アプリケーションレベルの対策（入金と IC カー
ドへの入金を比較する等）が必要となる。
■基本的対策
・アクセス制御
・アプリケーションレベルでの対策等
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○DoS（表 4.7 A‑
3, A‑
5）
IC カードアプリケーションに関しては、特にサーバ間との通信を行うケースにおい
て、通信妨害を行うことによりサービスの停止を行うことが可能となる。電気通信事
業者の通信設備を破壊したり、回線を切断する等の通信妨害は、IC カードという組込
みシステムのセキュリティ調査とは乖離しているため、詳細には触れないが、非接触
式 IC カードにおける IC カード及びリーダ/ライタ間の無線通信妨害については、考
慮が必要な可能性もある。
■基本的対策
・より外乱に強い IC カード及びリーダ/ライタの開発等
○設計・開発・廃棄段階での脅威（表 4.8）
上記では運用段階でのセキュリティ（表 4.7）について記述してきた。ここではそ
の他の段階の脅威について記述する。
IC カードにおいては、製造における発行過程で、製造メーカからイシュアへとカー
ドが引き渡されながら保護すべき資産が IC カード内に書き込まれていく。発行途中
のカードの盗難、権限をもたない者による改竄（不正な情報書き込み）から保護する
ことが必要となる。正当な権限を認証するための認証用情報（輸送鍵）の設定が対策
となる。
また、廃棄カードについては、運用時と同様に改竄による不正カードの作成や、カー
ド内の資産の漏洩の脅威の他、廃棄カードの不正利用の脅威も存在する。廃棄カード
の不正利用には廃棄規定の制定や、有効期限の制定等の対策事例がある。
■基本的対策
・輸送鍵の設定
・廃棄規定
・有効期限の設定等
4.3.2.2. 脅威と対策の想定（3～5 年後まで）
技術的事項
技術的には、無線化による無線通信区間での脅威、サイドチャネル攻撃等物理攻撃
の具体化等が考えられる。
1 枚のカードへの要件の異なるアプリケーションの混在：
複数アプリケーションを搭載した多目的カードの普及進展により、1 枚のカードに
要件の異なるアプリケーションが混在することが予想される。
例えば、キャッシュカード・クレジットカードとプリペイドカードの組み合わせは

4-50

セキュリティインシデント発生時のリスクが極端に異なるほか、発行時の本人確認の
厳密性、利用時におけるホルダ認証の有無等極端に要件の異なる事例である。こうし
た事例が増加していくと考えられる。
特に発行時の本人確認の厳密性を要するアプリケーションと、匿名性のあるアプリ
ケーションがカード上で混在することで、匿名性のあるアプリケーションでも本人追
跡が可能となる等のプライバシ侵害の問題の発生の懸念もあるが、こうした事例は、
増加していくと考えられる。
また、開発時の実装や、サービスの設計においても、厳密性を要するデータとそう
ではないデータの扱いがあいまいとなり、
【事例 R2】でみられるような、タグのセキ
ュリティ用途への適用と類似した利用例が出現する可能性がある。
リーダ/ライタに対する脅威の増大：
IC カードの利用が増えることから、不特定多数の人がリーダ/ライタに触れる機会
が増大する。また、不正改造されたリーダ/ライタが設置され、消費者が気づかずに利
用する可能性もある。
新旧カードの混在：
新規に策定される国際標準・業界標準への対応、様々な脅威への対応等により、IC
カードの実装は随時、更新されていくと想定される。しかしながら、現在、普及しつ
つある ATM 端末やリーダ/ライタ等をその都度、一斉に置換することは、コスト的に
難しく、市場には新しい技術・規格に基づく新世代カードと旧世代カード、信頼性が
高いリーダ/ライタと旧式のリーダ/ライタが混在することが懸念される。
さらに、IC カードの普及と技術進歩により、新技術と旧技術に基づく IC カードが
市場に混在することも想定される。この場合、後方互換性確保のためのセキュリティ
レベルの向上が困難であったり、新カードを前提としたシステムで旧カードを利用す
ることによる脆弱性が問題になると考えられる。
特に 3～5 年後に懸念される脅威と対策を以下に示す。
○リーダ／ライタ上での漏洩（表 4.2 B‑
4, C‑
4, E‑
4, F‑4, G‑4, H‑
4, I‑
4）
家庭やオフィス向けのリーダ/ライタが普及することにより、リーダ/ライタに対す
る不正改造やプローブ等による、IC カード間での処理プロトコルやリーダ/ライタ端
末認証用情報等の情報の不正入手の脅威が増大する可能性がある。
■基本的対策
・リーダ/ライタの耐タンパー性の強化
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・PC 等外部接続機器との通信の保護等
○なりすまし（表 3‑
2 A‑
1, A‑
4, A‑
6）
PC 向けのリーダ/ライタを改造/偽造し、ホテルやビジネスセンターの PC に設置し
たり、家庭に送りつける等によるなりすましの可能性が考えられる。
■基本的対策
・IC カード－リーダ/ライタ間での認証機能（相互認証機能等）
○マップ外の脅威
トラッキングによるプライバシ侵害や、不適切な技術と利用の組み合わせによる予
想外の侵害事例の発生、新旧技術の混在を背景とした後方互換確保のための脆弱性の
発生等が考えられる。
■基本的対策
・サービス企画時
アプリケーションで扱う情報、
インシデント発生時のリスクを慎重に評価、
その際に同一カードに搭載される他のアプリケーションのセキュリティ要
件との組み合わせを勘案する。
旧世代のカードが長期間流通しないよう、カードに有効期限を設ける。
・開発時
アプリケーションデータ等の各データの価値、ライフサイクル・フローに
おける取り扱いの明確化を行い、適切なアクセス制御とデータ配置を実施
する。
有効期限切れのカードの利用を不能とする。
・利用時
IC カードまたはアプリケーションのセキュリティレベルの策定と明示に
より消費者が不適切な利用を避けられる仕組みの策定。例えば【事例 R2】
は IC カードにおけるレベル表示の例である。
4.3.2.3. 脅威と対策の想定（5 年後以降）
5 年後については、多目的 IC カードはある程度集約されると想定されるが、NGN
等の普及により、IC カードの用途も拡大すると期待される。すでに携帯電話（SIM/
非接触型インタフェースチップ）・情報家電（CAS カード等）・自動車（ETC/イモビ
ライザ）・金融端末（キャッシュカード）等、IC カードは本報告書の全調査対象の組
込みシステムと関連しているが、ネットワークを介したユーザ認証・決済手段として
IC カードの重要性は高まり、より多種多様な組込みシステムがユーザを認識する手段

4-52

として IC カードを利用していくことが考えられる。
組込みシステムと IC カードは、組込みシステムへのリーダ/ライタ搭載のみならず、
携帯電話のように全体で単一組込みシステムとして融合していく事例も考えられる。
携帯電話の事例では、アプリケーション保管やアプリケーション処理に携帯電話側の
CPU やメモリを利用することにより、ユーザに対しては高機能の次世代 IC カードと
してふるまう。こうした融合が発生し、融合した機器同士がネットワークを介して通
信を始めたとき、現在の IC カードの概念では見落とされる新たな脅威が発生する可
能性がある。これに関しては、他の組込みシステムと併せて検討することが必要とさ
れる。

4.3.3. 組込みシステム周辺セキュリティに関する補足
本節では端末装置の組込みセキュリティについて補足する。
本章では組込みシステム本体を「IC カード」として調査をすすめてきたが、組込み
システムはリーダ/ライタ・端末装置と IC カードが対となる。このためここではリー
ダ/ライタ・端末に関するセキュリティに関する補足を行う。
リーダ/ライタ・端末上には、下記の資産が存在する。
処理ロジック
リーダ・ライタ制御用モジュール、IC カードアクセスコマンド処理、業務用アプ
リケーション等。
認証用情報
カード認証用情報

カードの真正性を確認するための情報。

リーダ/ライタ用認証用情報

リーダ/ライタの真性正を証明するための情報。

アプリケーションデータ
アプリケーション処理によって発生する各種のデータ。
認証用情報は、IC カード同様、認証方式（共有鍵/公開鍵等）により実際の配置、
リスクが異なるが、攻撃の対象となりうる資産である。また、端末側にアプリケーシ
ョンデータが蓄積される可能性があるが、
【事例 T6】にみるように、これも守るべき
資産と考えることが妥当である。
上記は常時リーダ/ライタ・端末内に保管されるデータであるが、そのほかにホルダ
認証時における PIN やバイオメトリクス情報等のホルダ認証用データや、利用時の
IC カードと処理システム間で通信されるアプリケーションデータがリーダ/ライタ・
端末装置を通過する。
このため、リーダ/ライタ・端末装置は静的保護データの保護、通信データの保護が
必要となる。
こうした点に関しては、
EMV 仕様の中で PIN を取り扱う場合の暗号化、
耐タンパー性、物理セキュリティの確保等の記載の例があるが、リーダ/ライタ・端末
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装置の機能分割、通信インタフェース等について汎用的な規定は存在しない。

4.4.

ICカード分野付録

4.4.1. IC カードの事例
IC カード関係の事例について、以下に挙げる。事例については、
「脅威」
、「対策」
、
「研究開発」の 3 つに分類し、それぞれ「T」、
「M」
、
「R」の頭文字を付けた通し番号
で識別するようにした。
【事例T1】 仏 CB カードの偽造問題
フランス銀行カード協会の IC カード（CB カード）が技術者により偽造・利用され
た。技術者はカードの「買取」を要求したとされている。偽造はカードの RSA 公開
鍵暗号の鍵長が
（当時の計算機能力に比較しても）短かったことに起因するとされる。
事件は 1999 年から 2000 年にかけて発覚・報道され問題となった。
参照文献、URL：
・文献[23][55]
・Bruce Schneier, Crypto-Gram Newsletter Decembter 15 1999,
1999 年 12 月, http://www.schneier.com/crypto-gram-9912.html
【事例T2】 独銀行カードに対する電子署名の脆弱性問題
ドイツの銀行業界が策定した電子署名用 IC カードの規格で利用が定められていた
ISO/IEC 9796 に基づくメッセージ復元型の電子署名方式に 1999 年、カッパースミス、
ハレビ、ジュルタらによって新たな攻撃法の存在が明らかになり、情報セキュリティ
技術者や欧州金融機関で関心が高まった。
参照文献：
・文献[23][24]
【事例T3】 ジーメンス電子署名用チップの脆弱性
ドイツで利用されているジーメンスの電子署名用チップにメモリ内容ダンプを許
してしまうテストモードが存在、コードが解析され秘密鍵が脅威にさらされた。
参照 URL：
・Bruce Schneier, Crypto-Gram Newsletter Decembter 15 1999,
1999 年 12 月, http://www.schneier.com/crypto-gram-9912.html
【事例T4】 クレジットカードでのセキュリティ関連の問題
磁気ストライプ処理へのフォールバック
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磁気ストライプカードと IC カードの両用システムでは、IC カードが利用できな
い場合に磁気ストライプカードの処理にフォールバックしてしまうことを利用し
た問題。磁気ストライプと IC の両用カードを磁気カード用端末で利用すると、
磁気ストライプカードの処理にフォールバックしてしまう。また、IC チップと磁
気カードの両用端末で IC チップを利用できなくしたカードを使った場合も同様
となる。完全 IC カード化すれば解消される。
CNP Card not Present : 非対面取引でのセキュリティ低下
インターネット等で番号のみでの決済取引ができることを利用した犯罪。対策と
して 3-D セキュア等の技術が開発されている（【事例 M8】
【事例 M9】
）
。
BFC Border Fraut Card : セキュリティレベルが低い国への犯罪流出
カードの国外で不正利用。国際ブランドのクレジットカードは、国外での互換性
確保が必要となることによる。完全 IC カード化されたマレーシアでは偽造は減少
したが、国外犯罪が増加した等事例がある。
【事例T5】 Edy カード不正入金
コンビニ端末不正操作により電子マネー250 万円分作成。（2 月 21 日 読売新聞）
【事例T6】 スーパーでの端末不正操作によるクレジットカード番号流出
米国でスーパーマーケット Stop&Shop のローズアイランドの 2 店舗において、の
ETF（電子決済端末）の不正操作によって顧客のクレジットカード番号が盗難され、
不正利用された。
参照 URL：
・”Stop & Shop Finds Card Fraud at Checkouts via Pin Pad Tampering”,
2007 年 2 月 2 日,
http://www.progressivegrocer.com/progressivegrocer/headlines/article_display.js
p?vnu_content_id=1003547336
【事例T7】 CAS カードの復号鍵の流出
2005 年、欧州でデジタル TV の CAS カードから定期的に送出される、スクランブ
ル解除用データを盗難、インターネットに流出させる犯罪が発生した。インターネッ
トではほぼリアルタイムでの鍵の送付が可能であるため、CAS カード保持者以外でも
コンテンツ視聴が可能となった。CAS カード自体の偽造は困難であっても、CAS カー
ドを送入する端末側については、誰でも製作が可能であり、送出される鍵は誰でもプ
ローブすることが可能となっている。
（現在、国内の CAS カードはコンテンツ暗号化
に利用していないため、国内での同様のインシデントの発生可能性はない。）
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【事例T8】 クレジットカードデータの大量流出
2005 年 6 月、米国カードシステムズソリューションズ社の運用センターが不正侵
入をうけ、4000 万件以上のクレジットカード顧客情報の大量流出が発生。マスター
カード・インターナショナル、アメリカンエクスプレス等のカード会社のカード情報
が被害を受けた。中には 7 万 7000 人分の日本人カード利用者の情報流出の可能性も
あること、また、約 740 件、約 1 億 1000 万円の不正使用があったことが判明し、経
済産業省からも発表がだされた。
原因は悪意のプログラムとする記事も流れ、PCI DSS にしたがっていれば防止可能
であったとする報道も流れた。
参照 URL：
・http://www.meti.go.jp/policy/commerce_distribution/kouhyouyou.htm
米国におけるカード会員情報の流出について
経済産業省

平成 17 年 6 月 28 日

・http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050623102.html
カード流出事件:問われる業界安全基準
HotWired 2005 年 6 月 22 日
・http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050623102.html
カード情報流出事件：不正侵入が多発する背景
HotWired 2005 年 6 月 24 日
・http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20050623102.html
個人情報大量流出事件の容疑者を直撃インタビュー
HotWired 2005 年 5 月 25 日
【事例T9】 JR 東日本「Suica」でトラブル
2006 年 12 月 1 日 0:00 から自動改札システムエラーにより首都圏 JR 東日本の一部
駅で Suica が使用不能となった。
参照 URL：
・http://www.rescuenow.net/japan_world_now/japan/other/crisis2006.html
災害ニュースクリッピング 2006 年 日本国内編
【事例T10】 FeliCa 暗号鍵が破られたとのうわさ
2006 年 12 月、FeliCa の暗号が破られたという記事が雑誌に掲載された。開発元で
あるソニーは全面否定のコメントを発表した。事件については IT 関連のニュースサ
イトで取り上げられ、事件の信憑性はさておき、組込みシステムのセキュリティに関
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する議論をすべき、等の記事が掲載された。
参照 URL：
・http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0612/20/news103.html
「FeliCa の暗号がやぶられた？－ソニーは完全否定」 IT media 2006.12.20
・http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0612/26/news053.html
「議論すべき時が来た組み込み機器のセキュリティ」 IT media 2006.12.26
【事例M1】 住民基本台帳カード
サービス開始： 2003 年 8 月 25 日から希望者へ交付開始。
目的：

住民サービス向上（証明書等自動交付、公共施設予約等の利用想定
全国どこでも住民票交付可能等）。公的個人認証サービス（JPKI）証
明書・秘密鍵保管用カードとしても利用。

格納情報：

住民票コード等本人情報。鍵ペア、都道府県知事発行証明書（JPKI
用）
。

タイプ：

TypeB 非接触型コンタクトレスカード、もしくは TypeB 非接触型・
接触型デュアルインタフェースカード。

発行手続き：

運転免許証、パスポート等写真つきの公的署名書による本人確認、
有効期限は 10 年。

その他特徴：

多目的利用（マルチアプリケーション利用）を想定、チップ内には
住基ネット利用領域に加え、独自利用領域が設けられ、カード AP は
随時ダウンロードが可能。印鑑登録証、図書館カード、地域通貨・
ポイントサービス等の事例がある。

セキュリティに関連する事項：
暗証番号
発行時に設定、利用時に本人確認のために利用。入力を 3 回間違うとカードは読
みだし不能となる。
「住民基本台帳カードに関する技術基準（総務省告示第 392 号）
」での規定事項
・ 暗証番号設定
-

住民基本台帳カードに設定し、外部から読み取ることができな
いようにすること。

-

照合は住民基本台帳カード内で行うこと。

-

照合ができない場合が続いたときは暗証番号の照合ができず、
照合を必要とする処理ができないようにすること。

・ 発行前の不正利用を防止するための情報の設定
・ 相互認証を行うための情報の設定（交付後の住民基本台帳カードと住民基本
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台帳ネットワークシステム相互間の認証）
・ アクセス権限の制御（住民基本台帳カードに記録された各情報への認証・暗
証番号によるアクセス制御）
・ 情報の読み取りまたは解析ができない仕組みの保持
（半導体回路への物理的・電気的攻撃による情報取得行為に対する防御措
置）
・ アプリケーションごとの独立性を確保するための仕組みの保持
【事例M2】 公的個人認証サービス（JPKI）
サービス開始： 2004 年 1 月導入（総務省）
。
目的：

デジタル社会における課題（｢成りすまし」
「改変」
「送信否認」の解
決としての電子署名技術導入、住民票交付・競争入札等様々な国、
地方自治体の手続きに利用可能。

その他特徴：

証明書有効期間 3 年。

セキュリティに関連する事項：
「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会 報告書」第 9
章 セキュリティの確保
暗号方式又は強度は定期的に検証を行い、脆弱性が検知された場合等は速やかに
適切な対策を取りうる体制・仕組みをあらかじめ整備することが必要。 II-9-1（1）
住民基本台帳法 第 30 条
民基本台帳内に記録される ID について市町村長以外が住民票コードの告知を求
めることの禁止、及び本人による住民票コードの記載の変更請求を認めること。
参照 URL：
・総務省

住民基本台帳ネットワークシステム,

http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/juki_card.html
・公的個人認証サービスポータルサイト, http://www.jpki.go.jp/
・総務省

公的個人認証サービスの概要, 2007 年 2 月

http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/kojinninshou.pdf
・住民基本台帳法, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
・財団法人地方自治情報センター研究開発部, IC カードシステムの概要について,
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/juki_card_04.pdf
・文献[47]
【事例M3】 IC 旅券
サービス開始： 2006 年 3 月 20 日申請受付開始（外務省）
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目的：

偽変造・不正利用防止。

格納情報：

本人情報（旅券面データ）、バイオメトリクス情報（顔画像等）。

タイプ：

TypeB 非接触型（国により TypeA）
。

発行手続き：

旅券発行手続きに準じる（戸籍謄本または抄本による本人確認等）。

その他特徴：
ICAO（International Civil Aviation Organization 国際民間航空機関）において
国際標準化作業が進められ、IS 化が目標とされている（ISO/IEC JTC1/SC17
WG3 が公式リエゾンとして技術支援）
。
セキュリティに関連する事項：
ICAO による規定
１） PA（Passsive Authentication 静的認証）
偽造検証（改竄検知）のため、パスポート内に記録された情報をバイ
オメトリクスデータも含めて、非対称鍵を用いた電子署名により保護
する。検証に必要となる公開鍵の維持管理・配布は PKD（Public Key
Depositiory）と呼ばれる ICAO のシステムで実施する。
２） AA（Active Authentication 動的認証）
改竄検知手法である PA に対し、データ複製の検知を行う技術（オプ
ション）
。公開鍵暗号を用いたチャレンジ&レスポンスにより別 IC チ
ップへの複製を検知する。
３） BAC（Basic Access Control）
非接触インタフェースの無線区間での盗聴防止のための暗号手順。パ
スポート券面の OCR データを暗号鍵としてデータを暗号化する。通
信データは、OCR データを読み取った場合にのみ読み取ることがで
きる。
参考 URL：
・外務省, パスポート AtoZ,
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
・外務省, IC 旅券発行開始リリース, 2006 年 3 月,
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic.html
・ITSCJ, 電子パスポート, 2006 年 6 月 13 日,
http://www.itscj.ipsj.or.jp/topics/passport.html
・ICAO, MACHINE READABLE TRAVEL DOCUMENTS Doc 9303,
http://www.icao.int/mrtd/publications/doc.cfm
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【事例M4】 IC カード免許証
サービス開始： 2007 年 1 月 4 日導入（警察庁）
。
目的：

偽変造・不正利用防止。

格納情報：

本人情報（免許証表面と同一内容）
。

タイプ：

TypeB 非接触型。

発行手続き：

免許証発行手続きに準じる（住民票等による本人確認）
。

セキュリティに関連する事項：
記録内容の読み出しには暗証番号必要。
暗証番号は暗証番号 1（氏名・生年月日、免許交付年月日、有効期限、免許種類、
免許証番号確認用）と暗証番号 2（本籍、顔写真確認の際に暗証番号 1 に加えて
必要）の二種類。
暗証番号を 3 回間違えた場合 IC チップの内容読み取りは不可能、回復には警察
署や運転免許センターでの復旧が必要。暗証番号の免許証発行後変更不可。
参考 URL：
・警視庁, 運転免許証手続き案内

IC カード免許証,

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/ic/ic.htm
・警察庁交通局, 運転免許証の IC カード化について, 2003 年 6 月 12 日
http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo3/ic_card.pdf
・文献[10]
【事例M5】 携帯電話における非接触型インタフェースによるサービス
サービス開始： 2004 年 7 月。
タイプ：

FeliCa 非接触型。

発行手続き：

携帯電話サービス加入手続きに加え、各サービスに依存した手続き。

セキュリティに関連する事項：
下記のような機能を利用可能[30][32][33]。
遠隔操作、携帯電話操作等からのサービス利用ロック。
サービス利用のための暗証番号設定。
その他特徴：
カードホルダ（携帯電話利用者）によるアプリケーションの追加、削除が可能。
・

大日本印刷（株）
「携帯電話向けリモート発行サービス」の仕組みの例[31]
(1) サービス事業者から申し込み会員情報を伝送で受け取り、パーソナ
ライズ情報を生成。
(2) 会員が携帯電話用アプリケーションを DNP のアプリケーションダ
ウンロードサーバからダウンロード。
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携帯電話アプリケーションを起動し、ID、パスワードを入力すると、DNP のパーソ
ナライズ情報ダウンロードサーバから会員情報をダウンロードし、携帯電話に登録。
主な利用可能サービス
分野

事例

乗車券

JR 東日本 モバイル Suica（鉄道）

航空

JAL

電子マネー
（プリペイド）

ビットワレット Edy

ファイナンス

JCB QUICPay （クイックペイ）、三菱 UFJ ニコス
Smartplus、
ソ ニ ー eLIO 、 VISA VISA TOUCH 、 NTT ド コ モ
DCMX

IC ポケット

会員 証/ポ イン トカ ー GEO、SEGA、第一興商、ビックカメラ、マツモトキ
ド
ヨシ等
鍵・ID

KesakaSystem、TOPPAN FORMS 等
（NTT ドコモウェブサイト[30]より作成）

海外での類似サービス例：
韓国
http://www.cardtechnology.com/article.html?id=20070306ULWW38BQ
携帯電話事業者 2007 年 6 月までに導入（乗車券/電子マネー）
オランダ
http://www.cardtechnology.com/article.html?id=200702206ZCBWN9L
2007 年銀行による実証実験（電子マネー）
台湾
http://www.cardtechnology.com/article.html?id=20070209MOG3XRL3
2007 年マスターカード実証実験（電子マネー/クーポン）
米国
http://www.cardtechnology.com/article.html?id=20070126271QVDLR
2007 年 1 月 HSBC 実証実験計画発表（電子マネー）
フランス
http://www.cardtechnology.com/article.html?id=20070125W0JCJB28
2007 年主要移動体通信事業者協業（電子チケット）
【事例M6】 全銀協 IC キャッシュカード標準仕様における記述 [20]
標準仕様に規定するアプリケーションの DF 強制閉塞/閉塞解除機能、キーの自動
閉塞/閉塞解除機能サポート。
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一定累積利用限度内における「PIN 照合解除機能」、最新オンライン取引日付を
チェックしてオフライン取引が可能であるか否かをチェックする「オフライン取
引管理機能」をサポート（国内オフラインデビットカード業務要求によるもの）。
セッション鍵生成機能、端末公開鍵設定機能、認証コード生成機能・確認機能、
静的データ認証、動的データ認証機能及びセキュアメッセージング機能のサポー
ト。
【事例M7】 PCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard） [4]
JCB、VISA、MasterCard、AMEX、Diners、Discover の国際クレジットブランド
5 社が共同策定。EMV 仕様、3-D Secure が不正利用対策を扱うのに対し、情報漏洩
対策を扱う。PCI DSS 認知拡大のために 2006 年 9 月には米国で上記 5 社により共同
組織 PCI セキュリティー・スタンダード・カウンシル設立、業界統一のデータセキュ
リティー基準の策定、適用維持を通したカード会員情報の保護を目指す独立機関とな
っている。
【事例M8】 非対面取引におけるクレジットカードの不正利用防止策。
3-D Secure （JCB 名称 J/Secure）
本人認証（本人があらかじめカード会社に登録したパスワードを利用して本人確
認を実施）
。VISA が開発した技術だが、業界標準となっている。パスワードは加
盟店が介在することなく、カード会社が利用者を直接確認・認証する。
セキュリティコード（JCB 名称 CAV2）
カード存在確認（ショッピング時にカード券面に記載のコードをあわせて入力し、
カードの存在を確認）。
属性認証（JCB 名称

ATV）

属性認証（決済時に電話番号、生年月日等の個人情報をあわせイシュアが照合）。
参考資料・URL：
・株式会社ジェーシービー,
国際クレジットカードブランドにおける情報漏えい、不正利用対策について,
2006 年 1 月 25 日,
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60202c03j.pdf
・UC カード,
広報誌 GRAN マスターカード広告記事 対策進むカード・セキュリティーの現状
第 10 回 VISA に聞く、カード不正使用の傾向と対策
第 16 回マスターカードが取り組むカード犯罪撲滅へのセキュリティー対策
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【事例M9】 クレジットカード会社のセキュリティに関する広報
DC カード広報誌「GRAN」掲載記事より。
クレジットカードの不正使用には「偽造」
「盗難・紛失」
「非対面取引（サイン不
要な取引）でのカード番号不正利用」の 3 つがある。
IC カードは偽造対策。日本の普及率は 40％弱で、アジア・太平洋地区ではもっ
とも発行枚数が多いがまだ普及余地あり。イギリス、マレーシアはほぼ 100％普
及しており、偽造被害は顕著に減少している。
DC カードでは異常取引を監視するモニタリングシステム等にいち早く取り組ん
できた。
以上第 10 回より：
暗証番号の盗難例としてソシアルエンジニアリング、ウィルスによる「回復ソフ
ト購入のためのクレジット番号入力ダイアログ」の事例。
以上第 1１回、12 回より：
DC カードのオンラインショッピング認証サービス（フィッシング対策）
。
DC の Web サイトであらかじめ事前登録したパスワード（ひらがな可能 25 文字
まで）を加盟店 Weｂに表示することによる加盟店確認。
以上第 13 回より：
偽造の手口としてワイヤータッピング（ショップとカード会社の間で電話回線を
通じてやりとりされる決済情報の盗聴。）がある。電話回線に流れるデータの暗号
化で対策可能。
以上第 15 回より：
対面・非対面とわず、すべて決済チャネルにおいて取引の安全性を担保する「ユ
ニーク・トランザクション」を次世代技術として導入。
以上第 16 回より：
参照文献：
・DC カード, 広報誌 GRAN マスターカード広告記事 対策進むカード・セキュリテ
ィーの現状
【事例M10】 [41]における指摘事項
バイオメトリクスシステムに固有の脆弱性の例：
コップや携帯電話等の残留指紋からの人口指の作成。
上質紙に印刷された画像での虹彩照合装置での受け入れ。
生体検知技術の事例：
電気特性（静電容量、インピーダンス、比誘電率等）
。
光学特性（光の反射･吸収・透過率等）。
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生理的特性（脈拍、体温、発汗等）
。
身体的特徴偽造への対策：
生体検知（生体検知情報への攻撃も可能性としてはありうる）
。
マルチモーダル（複数の身体的特徴の組み合わせによる認証）
。
人による登録・認証プロセスの監視
【事例M11】 国内における IC 銀行キャッシュカードの有効期限設定の事例
磁気ストライプカードでは有効期限は設定されていなかったが、IC キャッシュカー
ド化された際に有効期限が導入された事例が存在する。キャッシュカード専用カード
の事例（クレジット共用キャッシュカードではクレジットカードの有効期限がカード
有効期限となっている。
）
東京三菱 UFJ 銀行（旧東京三菱銀行）
希望でキャッシュカード専用 IC カード（クレジット共用無）に変更可
発行手数料 2100 円、有効期限 5 年、更新時無料
バイオメトリクス情報（掌）登録可能、磁気ストライプ無し
三井住友銀行
希望でキャッシュカード専用 IC カード（クレジット共用無）に変更可
有効期限 5 年で更新、更新時無料
バイオメトリクス情報（指静脈）登録可能で磁気ストライプが無いタイプと
磁気ストライプ有りでバイオメトリクス情報登録不能なタイプの 2 タイプ
参照 URL：
・三井住友銀行 IC キャッシュカード
http://www.smbc.co.jp/kojin/sonota/ic/card.html
【事例R1】 金融庁偽造キャッシュカード問題スタディグループ
偽造キャッシュカード問題について金融庁が平成 17 年に設置したスタディグルー
プによる報告書[35]からの脅威対策案での記載事項：
暗証番号の英字、かな、カナへの拡張。
暗証番号入力に関してテンキーシャッフル機能の導入。
生年月日等を入力した場合にカードを受け付けない機能の導入。
カードへの有効期限付加、更新時以前と同じ暗証番号を受け付けない機能の導入。
ATM とホストコンピュータ間の電文の暗号化。
スタディグループでの資料中での記載事項：
生体認証における生体ではない対象物の受け入れ：
ゼラチン、シリコーンゴム、大根、人口雪剤とエポキシ樹脂を使った対象物（人
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口指）での指紋照合システム登録、照合の実験[36]。
国内における偽造キャッシュカード問題の背景：
預金者が損害を被ることによる社会的なインパクト。
ISO9564 に準拠して入力された暗証番号を直ちに暗号化して照合システムに送
信する仕組みが整備された欧米とは異なり、専用回線（クローズドネットワーク）
の利用を前提として暗号の利用実績が少ない日本では ATM 接続回線からの盗聴
される可能性がある[37]。
【事例R2】 IC タグに関するプライバシ問題
独立行政法人産業技術総合研究所高木浩光氏による「IC タグ」の ID によるトラッ
キング等に伴うプライバシ問題の提起。（IC タグには FeliCa や住民基本台帳カード
等非接触 IC カードも含む。）
指摘されている脆弱・セキュリティ上の指摘、対策例：
タグに対するなりすまし（ID のみの認証の場合、ID 偽装や単純なリプレイ装置
で可能）。
見守り用 IC タグによるプライバシ侵害、行動パターン把握による危険性増大。
共用 ID と氏名等との関連付けによるトラッキングの危険。
Suica の入場履歴読み取りの危険性。
市販携帯端末で誰でも読み取り可能、満員電車内で読み取られる可能性。
何が記録されていて、どういうとき、誰に読まれるのかの情報が公開されていな
い。
→対策として記録内容タイプの区分けの提言。
想定していない距離からの読み取り。
（運用時 1cm の距離しか読めない RFID カードが、別のリーダでは 30ｃｍの距
離からよめる）。
→対策として最大通信距離の明示の提言。
非接触 IC カードの PUPI が固有 ID として機能する問題
住民基本台帳カードの仕様で、衝突検知用の PUPI が一時的に発生した乱数また
は固定値の一部をきりとったもの となっている。
→対策として乱数のみとする等の提示。
参照 URL：
・次世代電子商取引推進協議会

電子タグ/トレーサビリティ特別部会

普及促進・社会受容性検討推進 WG,
RFID のプライバシ問題とその解決策, 2006 年 10 月 30 日（後日配布）,
http://java-house.jp/~takagi/paper/ecom-rfidprivacy-2006-takagi-dist.pdf
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・IC CARD WORLD 2004

併設セミナー

パネル討論 配布資料,

ユビキタス社会を支える IC タグの現状と課題

プライバシ問題解決の観点から,

2004 年 3 月 4 日, http://java-house.jp/~takagi/paper/iccard-world-2004-takagi.pdf
以上いずれも

独立行政法人産業技術総合研究所

高木浩光
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4.4.3. 添付資料
[添付1] IC カード用セキュリティチップ 製品仕様例
性能概要
メーカ

Infineon

製品

SLE 50C
1320PE

SLE 66CX
80PE

SLE 88CFX
2921P

AE350

AE44C

AE56C

概要

GSM 用途

金融用途

High end

Low end

Middle

High end

CPU
バス

外部 8bit
内部 16bit

外部 8bit
内部 16bit

内部
内部 16bit
32bit（RISC）

内部 16bit

内部 32bit

CPU
クロック

外部
1-7.5MHz
内部
5-30MHz

外部
1-7.5MHz
内部
5-33MHz

内部
5-66MHz

内部
5MHz
（5V）

内部
10MHｚ
（3V）

内部
16MHｚ

292Kbyte

32.5Kbyte

18Kbyte

72Kbyte

16Kbyte

3Kbyte

4.5Kbyte

12Kbyte

なし*2

48Kbyte

128Kbyte

480Kbyte

なし

DES
RSA
（1024bit）

DES
RSA
（2112bit）
AES

EEPROM 132Kbyte
RAM

4352 byte

ROM

136Kbyte

コプロ
セッサ

なし

備考

ルネサステクノロジ

8Kbyte
5052 byte
96Kbyte
DualKey
3DES
RSA
（1100bit）*1
*1 2048bit は
ソフトウェア
対応

Crypt@1408*3
*2 130Kbyte
hidden ROM
*3 RSA
（2048nbit）対
応

（文献[52][53]等より作成）

暗号処理性能 SLE88CFX2921P Crypt@1408 Library Run Times
Oeration

Modules

Exponent

Run time（ms）
5MHz

33MHz

66MHz

RSA key gen

1024bit

1024bit

13200

200

1000

RSA Sign （with CRT）

1024bit

1024bit

184.8

28

14

RSA Verify

1024bit

F_4

26.4

4

2

RSA key gen

2048bit

2048bit

52600

8000

4000

RSA Sign （with CRT）

2048bit

2048bit

818.4

124

62

RSA Verify

2048bit

F_4

369.6

56

28
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暗号処理性能 SLE66CX80PE Crypt Engine
Oeration

Modules

Calculation time（ms）

Exponent

5MHz

15MHz

33MHz

Modular Exponentiation
RSA Encrypt / RSA Signature Verify

1024bit
2048bit

17bit
17bit

20
630

3
210

2
96

Modular Exponentiation
RSA Decrypt / RSA Signature Generate

1024bit

1024bit

820

273

124

Modular Exponentiation using CRT
RSA Decrypt / RSA Signature Generate

Eq.1024bit
Eq.2048bit

Eq.1024bit
Eq.2048bit

250
1840

49
614

26
279

DSA Signature Generate

512bit

160bit

97

32

15

DSA Signature Verify

512bit

160bit

117

39

18

DSA Signature Generate

1024bit

160bit

438

146

66

DSA Signature Verify

1024bit

160bit

711

237

108

暗号処理性能 SLE66CX80PE DDES-Accelerator
Oeration

Data Block
Length

Encyption Time for an 8-Byte Block incl. Data
Transfer
5MHz

15MHz

33MHz

56bit Single DES Encryption

64bit

23μs

8μs

3.5μs

112bit Triple DES Encryption

64bit

35μs

12μs

5.3μs
（文献[52]より引用）

[添付2] ISO/IEC 7816 規定内容
ISO/IEC 7816

規定内容

Part1

材料、形状、寸法、強度及び耐静電気特性

Part2

外部端子の数、位置と寸法

Part3

IC カードと端末間の電気的信号及び通信プロトコル手順

Part4

基本コマンド、ファイル構造、セキュリティの基本構造

Part5

アプリケーション ID、ID 登録方法、業務の選択基準

Part6

業界間で共通に使用されるデータの要素の ID、名称、内容及びフォーマット

Part7

IC カードが利用する SCQL 関連コマンド

Part8

セキュリティ関連コマンド

Part9

カード管理に必要なコマンド

Part10

同期式 IC カードと端末間の電気的特性及び通信プロトコル

Part11

生体認証で本人確認を行う場合の手段

Part15

暗号化されたトークンカードでの取り扱い
（検討委員会委員提供資料より作成）

[添付3] ISO/IEC 14443 規定内容
ISO/IEC 14443

規定内容

Part1

材料、形状、寸法、強度、及び耐静電気特性

Part2

パワー伝送と信号インタフェース

Part3

初期動作と衝突防止手段
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Part4

伝送プロトコル
（検討委員会委員提供資料より作成）

[添付4] 銀行系キャッシュカードへの IC カード導入事例
銀行

詳細

「スーパーIC カード『東京三菱-VISA』
」
（2004 年 10 月 12 日）
東京三菱銀行
掌静脈認証、FeliCa とのデュアルインタフェースカード
（現・三菱東京 UFJ 銀行）
http://www.bk.mufg.jp/kouza/card/visa/index.html
UFJ 銀行
オールワン IC カード（2004 年 11 月導入）
（現・三菱東京 UFJ 銀行） http://www.bk.mufg.jp/kouza/card/allone/index.html
三井住友銀行

IC キャッシュカード（2005 年 2 月 21 日）
指静脈認証（2005 年 12 月 19 日から）
http://www.smbc.co.jp/kojin/sonota/ic/index.html

日本郵政公社（郵便貯金）

IC キャッシュカード、指静脈認証、電子マネー「Edy」機能 （2006 年
10 月 2 日）
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sc000500.htm

みずほ銀行

「みずほ IC キャッシュカード」
（2005 年 3 月 7 日）
IC キャッシュカード、指静脈認証。
（2006 年 10 月 2 日）
http://www.mizuhobank.co.jp/start/iccard/

広島銀行

「<ひろぎん>バリューワン」クレジット&IC キャッシュカード、
掌静脈認証（2005 年 4 月）
「<ひろぎん>IC キャッシュカード」IC キャッシュカード、
掌静脈認証。 （2006 年 8 月 28 日）

新銀行東京

IC キャッシュカード（2005 年 4 月 1 日）
、
セーフティパス機能、
（2005 年 7 月 1 日）Suica 機能。
http://www.sgt.jp/interest/ic/

池田銀行

「+sa-ica（プラスサイカ）
」IC キャッシュカード、掌静脈（2005 年 6 月
20 日）
http://www.ikedabank.co.jp/k/k0816.html

中国銀行

｢DREAMe-W（ドリーミーダブル）｣クレジット&IC キャッシュカード
（2005 年 12 月 2 日）
http://www.chugin-dreame.info/

りそな銀行
埼玉りそな銀行

IC キャッシュカード、指静脈認証。
（2006 年 10 月 10 日）
http://www.resona-gr.co.jp/saitamaresona/security/service/iccard.htm

[添付5] クレジットカードへの IC カード導入事例
事例

詳細

三井住友 VISA カード

三井住友カード（株）2000 年 5 月
特徴
・法人カードをはじめとする社員証、学生証、ETC 等機能を付加。
・クレジット決済による食堂精算、経費精算等の決済が可能。
・クレジットカードに入退出管理。PC セキュリティ管理機能を付加。
構成・機能
・非接触 IC カード、接触 IC カード。

IC クレジットカード

セントラルファイナンス 2004 年 10 月
目的
・偽造カードの被害防止。
・セキュリティ向上対策。
・カードの付加価値の創造。
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特徴
・クレジットカードのセキュリティ強化には接触 IC カードを利用。
・社員証カードは「ｅLWISE」を使用、入退室管理に利用。
・社員証にはクレジット機能はなし。
構成・機能
接触 IC カード、非接触カード。
オーエムシー 2002 年 3 月
目的
・リスクマネジメントの強化。
特徴
・接触 IC にてセキュリティを強化。
・電子マネーEdy 搭載の多機能社員証カードを発行。
構成・機能
接触 IC カード、非接触 IC カード（FeliCa）
。

OMC カード

（文献[26]より作成）

[添付6] 物理攻撃への対策
項目

説明

配線の多層化

大事な部分はできるだけ下位層に配線し、上位層を剥ぎ取ったら回路が破
壊されることが望ましい。

配線の工夫

アドレスのスクランブリング。
切断されたら困るラインのそばにはセンサラインを配置。

各種センサ

周波数センサ、電圧センサ、温度センサ、光センサ。

動作クロックの内部生成

アタックタイミングの同期を取りにくくする。

メモリチェック

1 ビットだけの改変を防ぐ。
ECC（Error Crrecting Code）
、パリティチェック等。

消費電流波形の加工

消費電流波形の振幅を小さくする。
乱数発生器を用いてランダムにダミー電流を流す。

テスト回路の使用不能可

出荷後はテスト回路が使用できないようにする。

暗号アルゴリズム
実装方法の工夫

全ての演算がデータによらず一定時間で終わるようにする。
同一の演算でも処理時間がことなるようにする。

ブラインド署名アルゴリズ チップ内部処理では攻撃者が入力したメッセージとは異なるメッセージ
ムの応用
を使用する（SPA/DPA 防御策）
。
暗号鍵の非線形な更新

暗号鍵を非線形に更新する（DPA 防御策）
。例えば SHA を用いて 160bit
暗号鍵のハッシュ値をとり、それを用いて演算を行う、等。
（文献[38]より作成）

[添付7] 日立製作所によるバイオメトリクス装置の脆弱性整理
脆弱性の名称
他人受け入れ

対象

概要

生体システム特有

自分の生体特徴情報を提示すると偶然他の利用者として受け入
れられる。

狼

複数のテンプレートに対して高確率で他人受け入れを可能にす
る生体特徴を有する利用者が存在。

子羊

複数の生体特徴情報に対して高確率で他人受け入れを可能にす
る生体特徴を有する利用者が存在。

類似性

双子等、類似の生体情報を有する人が複数存在してしまう。

擬似生体情報

生体特徴情報を物理的に偽造し、それが受け入れられる。

公開

生体情報が本人の同意なく容易に他人の手にわたる。
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推定

テンプレートや照合結果が生体特徴情報の手がかりとなる。

利用者状態

生体特徴情報が自身の事情で変化し、システムに受け入れられ
ない。

入力環境

生体特徴情報のよみとりデータが環境要因で変化し、システム
に受け入れられない。また、品質の劣る生体特徴情報を登録し、
他人になりすましされる。

認証パラメータ
登録
データ漏洩

不適切な認証パラメータにより他人受け入れの可能性がある。
個人認証システム
に共通」

本人確認が不適切であり、他者の生体情報が登録される。
システム内部で処理・保管されるデータが漏洩する。

データ改竄

システム内部で処理・保管されるデータが改竄される。

単独

生体特徴情報のみを提示する場合に、IC カード等のトークンを
利用する方式に比較して、攻撃を相対的に容易に実行可能。

代替手段

代替手段による本人確認手段のセキュリティが生体認証に比較
して低い。

提供

利用者本人の意思で自分の生体情報を他人に提供可能。

サイドチャネル

システムからからの各種情報（処理時間、消費電力等）の漏洩。

センサ露出

外部に露出した生体特徴情報読み取りセンサからの生体情報の
入手、または生体特徴情報読み取りセンサの破壊。

構成管理

システムを構成する要素間の不整合。

（日立製作所「バイオメトリクスセキュリティ評価基準の研究開発」2004 年より

表は[41]]表１より引用）

[添付8] 携帯電話内蔵非接触 IC カードによる決済サービス例
エヌ・ティー・ティードコモ
・ NTT DoCoMo ケータイクレジット「QUICPay」
http://www.nttdocomo.co.jp/service/osaifu/usage/finance/
・ NTT DoCoMO eLIO
http://www.nttdocomo.co.jp/service/osaifu/usage/online_shopping/index.h
tml
・ NTT DoCoMo ケータイクレジット「iD」,
http://www.nttdocomo.co.jp/service/osaifu/id/index.html
・ NTT DoCoMo ケータイクレジット「DCMX」,
http://www.nttdocomo.co.jp/service/dcmx/index.html
KDDI au
・ KDDI au ケータイクレジット「QUICPay」
http://www.au.kddi.com/ezweb/service/ez_felica/quicpay.html
ソフトバンクモバイル
・ ソフトバンクモバイル QUICPay
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/s_felica/service_quicpay.html
・ ソフトバンクモバイル SmartPlus
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/s_felica/service_smartplus.html
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・ ソフトバンクモバイル VISA TOUCH
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/s_felica/service_visa.html
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