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Ｉ
Ｃカードサービスのための個人情報管理システムの検討
高倉 健, 西田 玄, 林 良一, 櫻井 紀彦
ＮＴＴサイバーソリューション研究所
takakura@isl.ntt.co.jp, {nishida, ryo, sakurai}@dq.isl.ntt.co.jp
概要
Ｉ
Ｃカードサービス提供者が各々で管理している個人情報を、所有者であるユーザ自身が管
理するために、個人情報を安全に格納し、利用条件に合致した範囲で流通させる機能を有す
る個人情報管理システムについて検討した。本システムでは、Ｉ
Ｃカードに個人情報管理アプリ
ケーションを搭載し、サービス毎に設定している利用条件に基づいて個人情報の開示レベル
を判断するという利用制御機能を実現する。またシステムには、複数ユーザの個人情報を管理
する個人情報管理サーバを設けており、サーバに格納されている個人情報を各個人が定めた
利用条件の範囲内で処理し、ユーザの匿名性を保証しつつサービス提供者に開示する機能
を実現する。

Personal Information Management System for IC-card Services
Takeshi Takakura, Gen Nishida, Ryoichi Hayashi, Norihiko Sakurai
NTT Cyber Solutions Laboratories
Abstract
Most IC-card service systems want personal information(PI) to permit PI-management.
Users are worried about privacy and so want some buffer between themselves and the service
systems. This paper proposes a system that releases the service systems from having to
perform their own PI-management, which means that they do not have to keep PI. The user
accesses a service system and is given a service-system-generated-ID. The user then
registers the ID with a central independent PI server and indicates what type of PI is available
by the PI server. The PI server performs PI-management securely and makes the results
available to the service systems as permitted by the user.

１．はじめに

個人情報が電子化されることによる、ユーザが意

近年、Ｉ
Ｔサービスにおいて、個人情報を用い

図しない情報の流通、あるいは個人情報漏洩の

たマーケティングが盛んになり、ユーザとサービ

危険が高まるという問題が生じる。ここ数年のＩ
Ｃ

ス提供者(ＳＰ)の情報媒介手段としてＩ
Ｃカードを

カードの動向[1-3]を見ると、Ｉ
Ｃチップの性能向

用いたシステムが数多く構築されてきている。従

上から高機能化と大容量化が進み、1 枚のＩ
Ｃカ

来からＳＰは、会員証やポイントカードを用いて顧

ードで複数のサービスに対応できる多目的Ｉ
Ｃカ

客の個人情報を管理し、顧客の囲い込みや動向

ードが登場し、前者の問題は多少なりとも解決さ

分析に活用してきた。更に最近は、顧客情報管

れそうである。後者の問題については、ＳＰはユ

理の高度化や顧客情報の保護機能が求められ

ーザの信頼を得るために個人情報利用ポリシー

るようになり、プライバシーに関わる情報を扱うサ

を提示する、あるいは第三者に保証してもらう等

ービスや、公共サービスに関わる分野では、Ｉ
Ｃ

の対処が採られている。また社会制度的にも、個

カードの耐タンパー性が特に注目されている。

人情報保護の法制化が進みつつある。しかし結

このようなＩ
Ｃカードシステムが多数存在してく

局のところ、顧客情報(これは個人情報の一部で

ると、所持カード枚数が増すという単純な問題や、

ある)をＳＰが管理している以上、ユーザ自らが制
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御することは不可能である。

流通させたい情報である。このように、Ｉ
Ｃカード

そこで、個人情報をユーザ自身が管理し、サ
ービスを利用する際にＳＰが要求する個人情報

サービスシステムで個人情報を扱う際には、保護
と流通の両立を図らなければならない。

を、ユーザが制御可能な形で提供する方法を考

顧客情報の中にはサービス利用時の履歴情

えた。個人情報を不正な利用から保護する技術

報が含まれているが、履歴情報はＳＰ側だけでな

としては、映像や音楽などのデジタルコンテンツ

くユーザ側でも収集できる。そこで本稿では、ユ

に用いられているカプセル化の技術[4-6]や、個

ーザが管理する個人情報としてプライバシー情

人情報に利用制約を付して公開するという開示

報と履歴情報を取り上げる。プライバシー情報を

制御技術 [7-9]が提案されている。筆者らは、Ｉ
Ｃ

保護しつつ、プライバシー情報と履歴情報とで構

カードを用いたサービスシステムに適用するため

成されるマーケティング情報を流通させるシステ

開示制御技術に着目し、個人情報を安全に格納

ムを目標に、検討を進める。

し、利用条件に合致した範囲で個人情報を流通

２．２．個人情報管理方法

させる機能を有する個人情報管理システムにつ

従来のＩ
Ｃカードサービスシステム（ＳＳ）では、

いて検討した。本稿ではＩ
Ｃカードサービスにお

図１に示すように、各ＳＳにユーザが個人情報を

ける個人情報管理のあり方について考察を行い、

提供しており、ユーザＡの個人情報インスタンス

試作中のシステムで実現する機能を紹介する。

がＳＳ毎に管理されていた。ＩＣカードは、各サー
ビスがユーザを識別するための情報と、各ＳＳに

２．Ｉ
Ｃカードサービスと個人情報管理

提供した個人情報の蓄積媒体としての役割を果

本章では、Ｉ
Ｃカードサービスシステムで取り扱

たしている。このため、ＳＳ毎に別々のＩ
Ｃカードが

われる個人情報の内容と利用方法、および、Ｉ
Ｃ

用意され、ユーザは複数のカードを持ち歩く必

カードサービスシステムにおける個人情報管理

要があった。また、カード枚数が多くなるだけで

の現状と、個人情報管理方法についての検討を

なく、個人情報の一元管理ができないという問題

行い、個人情報管理システムの目標を示す。

があった。すなわち、各ＳＳで個人情報が管理さ

２．１．個人情報

れているため、個人情報に変更（例えば転居に

Ｉ
ＣカードサービスシステムにおいてＳＰが取り

よる住所変更）が生じたときに、全てのＳＳに対し

扱うユーザに関する情報は、ユーザを特徴付け

て変更処理を行う必要が生じていた。これは、個

る情報（住所、氏名、趣味、嗜好、など）と、当該

人情報はユーザ自身の情報であるにも関わらす、

ＳＰにおけるユーザの顧客情報（顧客Ｉ
Ｄ、利用

本人が情報内容を制御できないという根本的な

日、購買品目、取引金額、ポイントカード得点、

問題に関わるものである。

など）とに分けられる。前者はユーザのプライバ

近年、処理性能と記憶容量が向上した多目的

シー情報であり、サービス利用にあたりユーザが

Ｉ
Ｃカードが登場し、図２に示すように、１枚のＩ
Ｃ

ＳＰに提供する必要がある。後者はＳＰが独自に

カードで複数のサービスに対応できる仕組みが

収集する情報である。

実現できるようになった。Ｉ
Ｃカードプラットフォー

コンテンツ流通の動向が記された文献[10]で

ムとして、サービスシステム開発およびサービス

は、情報をPrivacy, Knowledge, Privilege の３つ

提供のための共通基盤に関する研究[3] も行わ

に区分して考えている。プライバシー情報はユー

れている。しかし、個人情報はやはりＳＰ毎に管

ザが保護したい情報であるが、プライバシー情報

理されており、先述の問題は解決していない。

の一部と顧客情報を組み合わせると、ＳＰにとっ

そこで、図３に示すように個人情報のインスタ

て価値のあるマーケティング情報となり、ノウハウ

ンスをＩ
Ｃカードに持ち、ＳＳ毎に提供する仕組み

情報(Knowledge)、あるいは所有権を主張すべき

を検討した。Ｉ
Ｃカードの個人情報インスタンスを

情報(Privilege)と位置付けることができる。これは

ユーザ自身が更新できるようにすることで、個人
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情報のユーザ自身による一元管理が可能になる。

Ｉ
ＣカードＡＰ、および、個人情報管理サーバＡＰ

これは電子名刺、あるいは個人情報管理代行ア

として構築する。

プリケーションに相当し、Ｉ
Ｃカードではないが、
Ｉ
Ｃカード

実際のインターネットサービスにも類似サービス

SP １

が登場[12-15]し、シングルサインイン機能などの
各種機能を提供している。

サービスシステム１

Ｉ
Ｃカード

図３のシステムをＳＰ側から評価すると、ＳＳが
個人情報を管理しなくなり、また、Ｉ
Ｃカードの個

SP ２

サービス
提供者２
（ＳＰ２）

ＡＢ ・・・
Ｎ

Ｉ
Ｃカード
SP ３

もできないので、ＳＰにとってみれば、ユーザに働
できない等、サービス遂行に差し障りが生じる。

サービスシステム２

ユーザA

人情報インスタンスにＳＳ側からアクセスすること
きかける手段がない、あるいは顧客動向が把握

サービス
提供者１
（ＳＰ１）

ＡＢ ・・・
Ｎ

サービスシステム３
サービス
提供者３
（ＳＰ３）

ＡＢ ・・・
Ｎ

個人情報インスタンス
個人情報ＤＢ

顧客情報ＤＢ

図１．従来のＩ
Ｃカードサービスシステム

個人情報の複製をサービスシステムで管理する

サービスシステム１

方法も考えられるが、ユーザの中には、ＳＰに提

サービス
提供者１
（ＳＰ１）

ＡＢ ・・・
Ｎ

供した個人情報の漏洩、あるいは個人情報の意

多目的ＩＣカード

図しない使われ方を懸念する意見があり、望まし

ＳＰ１
ＳＰ２
ＳＰ３

い解決方法にはならない。

サービスシステム２
サービス
提供者２
（ＳＰ２）

ＡＢ ・・・
Ｎ

ユーザA

そこで、ＳＳで複製を持つことなくＳＳから個人

サービスシステム３

情報インスタンスへのアクセスを実現するために、

個人情報インスタンス
個人情報ＤＢ

図３において、Ｉ
Ｃカードそのものをアクセス可能
にする方法を検討した。Ｉ
Ｃカードそのものにアク

サービス
提供者３
（ＳＰ３）

ＡＢ ・・・
Ｎ

顧客情報ＤＢ

図２．多目的Ｉ
Ｃカードを用いた場合

セスするには、Ｉ
Ｃカードを更に高機能化して表
サービスシステム１

示機能や通信機能を付加する必要がある。Ｉ
Ｃチ

サービス
提供者１
（ＳＰ１）

ップ搭載の携帯電話も開発されており、筆者らは、
多目的ＩＣカード

近い将来にＩ
Ｃカードが（
Ｉ
Ｃカードの形を取るかど

ＳＰ１
ＳＰ２
ＳＰ３

うか分からないが）携帯電話や携帯端末の一部
として利用されると予想している。しかし、Ｉ
Ｃカー

ユーザA

ドの高機能化は現時点での実現は難しい。

サービスシステム２
サービス
提供者２
（ＳＰ２）

Ａ

ユーザＡ
個人情報
インスタンス

サービスシステム３
サービス
提供者３
（ＳＰ３）

そこで、個人情報インスタンスをアクセス可能
な場所に置く方法を考えた。本稿では、個人情
報管理サーバを設置して、Ｉ
Ｃカードの個人情報
インスタンスの複製を蓄積管理する仕組みを提

顧客情報ＤＢ

図３．Ｉ
Ｃカードに個人情報インスタンスを格納
個人情報管理サーバ

案する。図４．の構成をとることにより、ＳＳは個人

サービスシステム１
サービス
提供者１
（ＳＰ１）

ＡＢ ・・・
Ｎ

情報管理サーバにアクセスす ることで従来のサ
サービスシステム２

ービスレベルを遂行できる。同時に、個人情報管

サービス
提供者２
（ＳＰ２）

理サーバには、個人情報の漏洩や、ユーザが意

多目的ＩＣカード

図しない個人情報の利用を防止するために、個
人情報に利用条件を付してＳＰに提供する開示
制御機能を設ける。ＳＳが個人情報インスタンス
にアクセスする仕組みは、Ｉ
Ｃカードと個人情報管
理サーバの二系統があるため、開示制御機能を
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ＳＰ１
ＳＰ２
ＳＰ３
ユーザA

サービスシステム３
Ａ

ユーザＡ
個人情報
インスタンス

サービス
提供者３
（ＳＰ３）

顧客情報ＤＢ

図４．個人情報管理サーバに個人情報
インスタンスを格納

３．個人情報管理システム

情報ＤＢをＳＳの顧客ＤＢと連携させて得られた

３．１．システム概要

処理結果に基づくアクションを各ユーザにとる場

個人情報管理システムは、図５．に示すように、

合、管理サーバ AP はＳＳとユーザの仲介を行う。

主としてＩ
Ｃカード(カード)、サービスシステム（Ｓ

またサーバは、ユーザやＳＳに対しチャレンジ＆

Ｓ）、個人情報管理サーバ(サーバ)の３つの要素

レスポンスを用いた相互認証を行う。

から構成される。個人情報管理システムで実現

個人情報管理サーバ

すべき機能には、

ＡＢ ・・・
Ｎ

・ Ｉ
Ｃカードに蓄積された個人情報インスタンス

管理サーバＡＰ

を、ＳＰ毎に開示制御する機能

サービス提供者

個人情報ＤＢ

ＡＰＩ

個人情報要求

サービスシステム

開示制御した
個人情報

カード端末
サービスＡＰ

個人情報管理
サービス提供

・ 個人情報管理サーバの個人情報ＤＢへの処

カードリーダ

顧客情報ＤＢ
ＡＰＩ

サービス提供
ネットワーク

理要求を、利用条件に基づき実行する機能

個人情報提供＆
開示制御情報提供

・ ＳＰを利用するユーザの匿名認証機能

カード端末

がある。これらを実現するための、各構成要素の

開示制御した
個人情報の提供

ユーザ
Ｉ
Ｃカード
管理ＡＰ

カードリーダ

機能について説明する。
Ｉ
Ｃカード

サービスＡＰ[1]
サービスＡＰ[N]

図５．個人情報管理システム概要図

カードには、各種サービスＡＰの他に、個人情報
管理ＡＰ(管理ＡＰ)を搭載しておく。管理ＡＰは、

３．２．開示制御機能

個人情報インスタンスを蓄積し、サービスＡＰに

本稿で提案しているシステムは現在試作中だ

応じ開示制御した個人情報をＳＳに提供する。サ

が、これに先立ち、Ｉ
Ｃカードの管理ＡＰで簡単な

ービス利用時には履歴情報を収集し、個人情報

開示制御機能を実現しているので、その画面を

インスタンスに追加する。また、個人情報インスタ

図６に示し説明する。
図６上図は、Ｉ
Ｃカードを挿入したカード端末上

ンスのユーザが定めた情報と、該情報の利用条
件情報をサーバに送信する。

で参照されるＩ
Ｃカードの個人情報および開示制

サービスシステム

御情報の設定画面である。カードに蓄積する個

ＳＳには、ＳＳが提供するサービスＡＰと、サーバ

人情報としてカラムに記された値を設定し、開示

を利用するためのＡＰＩ
を搭載しておく。サービス

制御対象とするAP への各カラムの開示レベルを、

ＡＰはユーザの要求に応じサービスを提供する。

OK/NG の二値で制御している。

その際にカードとＳＳの間でチャレンジ＆レスポン

該当するＳＳでカードから個人情報を入手しよ

スを用いた顧客認証を匿名で行う。また、サーバ

うとした場合、図６下図の個人情報開示結果が、

に対しＡＰＩ
を用いて個人情報ＤＢの利用要求を

サービス提供者のカード端末上に表示される。

送信する。

開示制御の結果、非開示のカラムは(比較しやす

個人情報管理サーバ

いように)空白カラムとして表れる。

サーバには、個人情報管理サーバＡＰ（管理サ

本試作システムにおいて、カード側の開示制

ーバＡＰ）と、サーバの個人情報ＤＢに対するリク

御機能は、同様の管理ＡＰで実現する。一方、サ

エストを処理するためのＡＰＩ
を搭載しておく。管

ーバ側の開示制御機能は、カードの開示制御に

理サーバ AP は、ユーザが送信した個人情報と

加え、利用条件を判断した処理が求められる。サ

利用条件情報の蓄積管理サービスをユーザに

ーバは、個人情報を各ユーザに代わって提供し

提供する。また、個人情報ＤＢ処理リクエストを、

ており、いわば情報流通仲介サービスを提供し

サーバがＳＳから API を介して受信すると、各個

ている。つまり、サーバ側に求められる機能は、

人情報を開示制御情報に基づく利用範囲内で

情報仲介機能[11]に求められる機能を含む幅広

処理し、ＳＳに結果を返送する。特にＳＳが、個人

いものである。当面試作システムでは、開示制御
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情報として設定可能な利用条件のみを対象とし

ための仕掛けが必要になる。両者のＤＢを関連

た処理を実現することとする。

付ける方法はいくつか有るが、本システムでは、
ＳＰのＩ
Ｄ(SSID)とＳＰが個人に払い出した顧客Ｉ
Ｄ

個人情報開示制御設定画面 (カード側の情報)

のセットを用いている。
SSID と顧客Ｉ
ＤによるＤＢマッチングをより安全
に実現するために、カードとＳＳの間では、ユー

12345678

ザが匿名のままでもＳＳに信頼してもらえるよう、
公開鍵暗号方式の鍵ペアをＳＳ毎に使い分けて
いる。複数のＳＳに共通の公開鍵を利用すると、
公開鍵を主キーとして相関をとることで複数ＳＳに
またがった個人情報が結び付けられ、利用者像
が割り出される危険がある。公開鍵のＳＳ毎の使
い分けは、これを防ぐための措置である。

個人情報開示結果（ SS 側の情報）

３．４．個人情報管理システムの処理の流れ
ここで、個人情報管理システム全体としての処
理の流れを図７にまとめておく。
ユーザ（カード）およびＳＳには、固有Ｉ
Ｄとして
ユーザＩ
Ｄ(UID)とSSID が各々割り当てられる。個
人情報管理システムを利用するユーザはサーバ
に個人情報を登録しておく。これは、サーバの個
人情報ＤＢにインスタンスとして蓄積される。
ユーザが新しいサービスを利用するには、最

図６．個人情報開示制御の実現例

初にＳＳに利用申請を行う。ユーザは公開鍵暗
３．３．個人情報ＤＢ連携機能

号方式で用いる鍵ペアをＳＳ用に生成し、公開鍵

次にサーバの個人情報ＤＢとＳＳの顧客情報
ＤＢの連携機能について説明する。

(PKU1,S2)をＳＳに送付する。ＳＳはユーザに顧客Ｉ
Ｄ(図の例では S2ID)を発行し、S2ID と公開鍵

従来ＳＳ内で管理していた個人情報を外部の

(PKU1,S2)にＳＳの秘密鍵(SKS2)を用いて証明証

サーバに蓄積するシステムアーキテクチャの変

を生成する。ＳＳはユーザに、利用許可情報とし

更は、個人情報を含めて顧客情報管理を行って

て、証明証とＳＳの公開鍵(PKS2)とSSID を送付す

いたＳＰにとって問題である。ＳＰたちに本システ

る。ユーザは送付された情報から顧客Ｉ
Ｄ等を抽

ム構成を受け入れてもらうためには、サーバに正

出し、利用サービスとして SSID とS2ID のセットを

確で鮮度の良い情報を蓄積すること、そしてＳＳ

サーバに登録する。

から容易にアクセスできることが求められる。

ユーザがサービスを利用するには、ＳＳによる

ユーザに、正確で鮮度の良い情報をサーバに

顧客認証が必要である。特にユーザのプライバ

提供してもらうには、サーバの信頼性が重要であ

シー情報の流通機会を抑えるため、試作システ

る。試作システムでは、先に述べた開示制御機

ムでは匿名認証を行う。ユーザがＳＳから受け取

能に加え、各システム構成要素間で公開鍵暗号

っていた証明証をＳＳに送付すると、ＳＳは証明

方式によるチャレンジ＆レスポンスを用いた相互

証を解析し、ＳＳへのアクセスが利用申請済のユ

認証を行う。

ーザの顧客Ｉ
Ｄであることを確認する。またＳＳは、

一方、サーバへのアクセスを容易にするには、

アクセスしてきたユーザが信頼できる顧客である

個人情報ＤＢをＳＳの顧客情報ＤＢと連携させる

かどうか、必要に応じてサーバにサービス登録状
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況を確認しても良い。

ービス提供者から個人情報にアクセスでき、また、

サービス履歴はＳＳとユーザの双方において
蓄積可能である。ユーザが収集した履歴情報は、

ユーザの意思に基づき個人情報を開示制御す
るシステムを提案し、現在試作中である。

ユーザの意思に基づき、サーバの個人情報ＤＢ

本システムの目的として、個人情報の漏洩や、

に追記される。またＳＳでは、利用履歴を顧客Ｄ

ユーザが意図しない個人情報の利用の防止を

Ｂで管理する。

挙げた。しかし、個人情報管理サーバの開示制

ＳＳがサーバの個人情報を参照するには、サ

御の結果としてサービス提供者に渡された情報

ーバに SSID とS2ID のセットで個人情報照会要

については、漏洩や流通を防ぐことができない。

求を送信する。サーバはこのセットをキーとして

今後は、個人情報の開示制御後の利用を制御

ユーザを特定する。サーバは、該当ユーザの個

するために、カプセル化技術の導入についても

人情報に対し、要求元ＳＳに対し定めた利用条

検討していきたい。

件に基づいて、開示しても良い情報をＳＳに提供
する。ＳＳでは、受け取った個人情報を、ＳＳが所
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を両立する仕組みを検討した。その実現方法と
して、筆者らは個人情報管理サーバを用いてサ
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