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まえがき

パーソナルコンピュータ（パソコン）やインターネット

などの急激な普及拡大およびビッグバンによる金融規制緩

和が推進されたことによって高度情報化社会に適した新し

い決済手段として「電子商取引（EC）」が構想され，いろ

いろな事業者が推進協議会や研究組合を結成して全国各地

で仕様立案および実証実験を推進している。そのなかで，

小額の買物を対象とした「IC カードによる電子マネー」

は，自動販売機も参加可能となり，いろいろな推進事業者

と共同で実験に加わってきた。自動販売機における電子マ

ネー採用のメリットは，釣銭の払出しが不要になることに

よる利便性の向上や現金が自動販売機内に滞留しないこと

から盗難防止に役立つことなどである。

従来，この電子マネーに近いシステムとして，限られた

職域でのみ使用できる「プリペイドカードシステム」があっ

たが，現在開発されようとしている各地の電子マネー実験

は，全国規模で使用できることをめざしており，コピーや

偽造に強くするための暗号処理などを採用している関係か

ら，推進事業者によって仕様がすべて異なり，加盟店およ

び利用者から見ると分かりにくい傾向にある。しかし，こ

れらの実験はまだ始まったばかりであり，今後は統一され

標準規格化されていくものと予想される。

本稿では電子マネーの概要を紹介し，富士電機における

自動販売機への対応方法の現状および今後の情報化社会に

向けた取組みについて紹介する。

図１に電子マネー対応自動販売機の外観を示す。

電子マネーの概要

２.１ 電子マネーの現状

電子マネーとは，現金に相当する価値を暗号化し，媒体

となる ICカード内メモリに記憶させ，その価値の範囲で

買物をする電子財布のようなものである。

この電子財布を実現する方式が，各推進事業者によって

大きく異なっている。まず，媒体としての ICカードが接

触形 IC カード方式と非接触形 IC カード方式とに分かれ，

さらに現金価値の持ち方に残高管理形と電子紙幣形があり，

暗号方式にも違いがある。また，カードに価値を移しても

利息を付ける方式もあれば付かないものもある。さらに，

センター管理形や非管理形もあり，現在，非常に多くの推

進事業者がそれぞれ独自仕様を企画し，実験を行っている。

代表的な推進事業者は，銀行信販会社系，通信会社系，交

通事業者系である。

以上のようにさまざまな方式の電子マネーシステムが日

本ではここ 1～ 2年の間に各地で実験を開始しており，さ

らに新しい電子マネーの実験も予定されている。電子マネー

で買物をする場合の決済および精算の方法は，いずれのシ

ステムでもほぼ同じ仕組みとなっている。自動販売機の場

合には，自動販売機内に ICカード内価値データの読取り

および減算書込み装置（通称： ICカードリーダ）を取り

付け，電子マネーデータを通信ネットワークを介して，カー

ド発行事業者の売上げ精算分配センターへ転送し，月末に
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図１　電子マネー対応自動販売機の外観〔TRAMET（汎用電子

乗車券技術研究組合）金融実験対応機〕
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銀行振込みなどで精算される仕組みが一般的となっている。

図２に自動販売機における電子マネーの仕組みを示す。

２.２ 電子マネーの利点および課題

電子マネーの第一の利点としては，現金の保管・移動が

ない点であり，運搬費用の削減が可能な点である。また，

現金が自動販売機の中に入っていないことから防犯上から

も安全である。第二の利点は，集計業務が合理化できる点

である。すべてコンピュータ処理が最初の段階から行われ

るため，釣銭の手渡しミスや売上金集計ミスなど人的なミ

スが発生しにくく，集金後の集計業務も発生しないため，

大幅な業務改善が期待できる。

一方で，このような利点を得るためには課題もある。第

一の課題は，電子マネーにまつわるイニシャル費用やラン

ニング費用が発生することである。IC カードリーダなど

の追加機器や売上げ精算分配センターへ取引データを送信

するための通信機器などの費用が必要であり，さらには，

通信費用や加盟店手数料などの費用も発生する。実験段階

においては手数料を無料としている事業者もいるが，本格

稼動の場合には有料になってくると思われる。第二の課題

としては，電子マネーの安全性と取引データ履歴のプライ

バシー問題である。現在実験を行っている電子マネーは，

高度な暗号処理を行っており，すぐには破られることはな

いといえるが完ぺきではない。またすべての取引データを

センターで一括管理する方式もあり，感情的に拒否反応を

示す人もいる。

自動販売機への対応

富士電機では，缶飲料や紙パック飲料，カップ飲料，た

ばこなど非常に多種類の自動販売機を開発・生産している。

電子マネー対応自動販売機が普及していくためには，これ

らすべての機種へ容易に対応できることが重要なポイント

となる。また，一般店舗と異なり，無人販売，点在設置な

ど自動販売機固有の特性もある。

以上のことから個別機種対応ではなく，標準化思想を持

ちながら，しかも高セキュリティ，高信頼性を確保したシ

ステムとすべく，以下の開発コンセプトを立て開発を推進

した。

電子マネーシステムの仕様差および自動販売機の機種

変動を吸収する汎用制御方式の開発

電子マネー自動販売機トータルの高セキュリティを確

保

電子決済データの信頼性向上

SS（Spread Spectrum）無線機や携帯端末，モバイ

ル端末の活用

３.１ 汎用制御方式の開発

まず大きく異なっているのが IC カードである。図３に

分類を示す。自動販売機は無人販売であることから，IC

カードのいたずら操作を防止する必要がある。さらには，

非接触形カードではかざすだけでよいなどの操作の容易性

を低下させないことが大切ではあるが，現金による販売時

と操作手順を大きく変えないことも重要である。そこで，

IC カードは，自動販売機前面から挿入する方式で統一し，

減算処理が完了するまでカードを保持させる制御方式を採

用することで ICカードの種類差を吸収した。

一般的に ICカードのデータを読み書きする機能と電子

決済データを記憶する機能をつかさどる装置のことをCAD

（Card Accepting Device）と呼んでいるが，電子マネー

システムの種類によりこの CADの構成に仕様差がある。

図４にその構成を示す。一つは一体形であり，ICカードと

のデータ通信およびセンターとのデータ通信を一つのユニッ

トで行い，セキュリティを確保しようとしたタイプである。

（4）

（3）

（2）
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図２　自動販売機における電子マネーの仕組み
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二つ目は分離形であり，ICカードリーダでは ICカードと

の通信のみセキュリティを確保し，センターとの通信にお

けるセキュリティなどは上位機器側で確保する考え方のタ

イプである。両タイプとも，上記 ICカード上位制御ユニッ

トを ICカードスレーブという形でスレーブユニット化し

て自動販売機の機種変動を吸収した。具体的に対応した自

動販売機の基本内部構成を図５に，機種変動吸収の考え方

を図６に示す。なお，プリンタは，飲料メーカー（ボトラー）

や自動販売機運営会社（オペレーター）における売上げ管

理用である。

３.２ 高セキュリティの確保

IC カードは，利用者個人が持ち歩き，コピーや偽造，

データ改ざんなどに会いやすいことから，最優先でセキュ

リティ性を確保する必要がある。しかしながら ICカード

リーダより上位の機器やセンターとの通信におけるセキュ

リティ性についてはまちまちであり，確実に確保しておか

なければ大規模な電子マネー展開に支障をきたしてしまう。

そこで，後述する暗号技術や認証技術を開発し，IC カー

ドスレーブ内にセキュリティ機能を一括して処理するSAM

（Secure Application Module）を開発，搭載し対応した。

３.３ 電子決済データの信頼性向上

自動販売機は機械であり，絶対故障しないとはいえない。

現金販売であれば，自動販売機内に硬貨を投入した段階で

売上金は保証されるが，電子マネー販売の場合は，決済デー

タが自動販売機に記憶されるだけであり，集計センターへ

送信され精算処理が行われないと売上金とはならない。そ

のため自動販売機の停電や機器の故障などによる制御ユニッ

ト交換によって決済データが消失することのないような高

い信頼性が必要である。そこで決済データの記録保持に冗

長性を持たせるとともに自動販売機の各種トラブル発生時

のログデータも記録し，後で追跡調査しリカバリーができ

るような配慮をした。具体的にはメモリカードを搭載し，

内部RAMとの二重記録化を図っている。

主要構成技術

今回開発した電子マネー対応自動販売機の主要構成技術

について以下に紹介する。

４.１ セキュリティ技術

電子マネーシステムでは，貨幣の価値を電子データとい

う形で扱うことから，不正などに対してのセキュリティ技

術は最も重要な基本必須（ひっす）要件である。セキュリ

ティにおける課題には「データ盗聴」「複製などによるな

りすまし」「データ改ざん」への技術的対策や仕組みなど

がある。その解決に必要な技術として図７に示す暗号技術，

認証技術，実装技術，システム設計技術，運用技術がある。

４.１.１ 暗号技術

暗号化は「データ盗聴」に対して，通信データの秘匿性

を確保することを目的としている。図８に示すような各種

方式の暗号技術が存在するが，大別すると，共通鍵（かぎ）

暗号と公開鍵暗号の二つになる。共通鍵暗号方式は，送受

信で共通の鍵を用いて暗号，復号を行う方式である。それ

に対して公開鍵暗号方式は，暗号化と復号化で用いる鍵が

異なる方式であり，送信側は送信相手の公開鍵で暗号化し，

受信側は自分の秘密鍵で復号化することが基本原理となっ
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図５　基本内部構成
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図７　各種セキュリティ技術

暗　号 共通鍵 
ブロック 
　DES，IDEA，FEAL，MULTI， 
　MISTY，RC2，RC5など 

ストリーム 
　RC4，SEAL，カオス暗号など 公開鍵 

　RSA，EIGamal，だ円曲線暗号など 

図８　各種暗号方式
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ている。

４.１.２ 認証技術

電子マネーでは暗号技術を利用して秘匿性を確保するほ

かに，相互認証技術やメッセージ認証技術を利用してさま

ざまな不正利用を防止している。

相互認証とは「なりすまし」に対抗するためにデータ送

受信相手が意図した相手であることを確認することである。

図９にその一例を示す。

また，メッセージ認証とはデータ送受信の間でデータが

「改ざん」されていないことを保証する技術である。図

にメッセージ認証の概念を示す。一見領収書に押される印

鑑に類似しているが，ICカード内データに ICカードの秘

密鍵で暗号化してサインとしているために，データが改ざ

んされたとしても（例えば，領収書の金額欄に「0」を一

けた追加する），サインとの比較から一致していなければ

改ざんされたと判明する。

４.１.３ 実装技術（耐タンパ性）

前述の暗号技術，認証技術だけでは電子マネー機器類の

セキュリティは確保できない。さらに，耐タンパ（変造さ

れない）技術が電子マネー機器としては求められる。これ

は電子マネーシステムの運用性にもかかわることであるが，

自動販売機が廃棄され，またはリサイクルされるときに電

子マネー処理を施すボードが流出し，内部の暗号処理アル

ゴリズムソフトウェアまたは秘密の暗号鍵が解析され，同

様の複製品ができた場合に電子マネーシステムは崩壊する。

これを防止する実装技術が電子マネー対応自動販売機では

求められる。

４.２ SAMの開発

上記の耐タンパ性を実現するためには暗号アルゴリズム，

秘密鍵，認証データを保持し，外部から読み出せないよう

にすることが必須である。今回の開発では，耐タンパ性を

確保するために分離形 CAD内部において暗号，認証，耐

タンパ機能などのセキュリティ機能を実現する部分をSAM

という形で LSI 化した。

今回は 2種類の SAMを開発した。その SAMの主要諸

元を表１に示す。特に自動販売機における対面販売では高

速化が要求されるため暗号・認証処理アルゴリズムの高速

１０
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図１０　メッセージ認証の概念

表１　SAMの主要諸元 

暗 　 号 　 方 　 式  

相 互 認 証 方 式  

メッセージ認証方式 

暗 　 号 　 鍵 　 長  

鍵　　　管　　　理 

電 子 マ ネ ー 形  

処 　 理 　 時 　 間  

項　目 電子マネーA方式 電子マネーB方式 

共通鍵方式 

共通鍵方式 

共通鍵MAC方式 

56，112ビット 

階層形 

残高管理形 

5　s/64ビット 

共通・公開鍵併用方式 

共通鍵方式 

公開鍵ディジタル署名 

756，1,024ビット 

集中形 

電子紙幣形 

500 ms/1,024ビット 

乱数生成部 

相互認証部 

メッセージ 
認証部 

メモリ 
制御部 暗号処理部 

LSI 
全体制御部 

コマンド 
デコード 

CPU 
インタ 
フェース 

図１１　SAMの機能構成

図１２　SAMの外観
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電子マネー対応自動販売機

化に重点を置いた開発を行った。図 に A方式の SAM

の機能構成を，図 に今回開発した SAMの外観を示す。

今後の電子マネー対応自動販売機

今までは，電子マネー自動販売機を各電子マネー推進事

業者計画に合わせる対応にて開発を行ってきたが，今後は

きたる高度情報化社会に貢献できる自動販売機として位置

づけ，電子マネー対応を開発していくべきと考える。

自動販売機は，店舗展開よりきめ細かなロケーション展

開をメリットとし，全国津々浦々に設置されその普及台数

の多さが一方で社会問題化し，道路へのはみ出し問題やデ

ザインによる景観問題や空缶ごみ問題，エネルギー問題な

どで指摘を受けてきている。このことは，自動販売機が飲

料食品などを無人で販売するだけの一方向の単機能販売機

械として，スタンドアロン形で展開されてきたためと考え

る。

そこで，逆の発想をし，すべての自動販売機に ICカー

ドリーダを搭載し，双方向の通信インフラストラクチャ

（インフラ）端末を装備するとどうなるかを考えることに

よって，今後の高度情報化社会に貢献できる自動販売機を

提案する。

例えば，本人を証明する ID付電子マネーの場合，その

個人への固有サービス（誕生日サービスなど）のほか，そ

の IDを被害や災害に合ったときに自動販売機の IC カー

ドリーダに入れることで通信が自動的に行われ，最寄りの

警察への自動通報に使えるといったことが考えられる。ま

た，定期券と一緒になった電子マネーカードの場合，乗ろ

うとする路線の車両遅れ状況案内などもできる可能性を持

つ。商店街などにおいては，通信インフラを共用すること

で自動販売機の表示機へ各種イベント案内も行える。さら

には，自動販売機にカメラを搭載することによって，自動

販売機周辺の監視もできることになり，交通渋滞監視や交

通事故監視，通行人状況把握もできる。また，マイクロホ

ンを搭載すればトラブル時の音声案内も可能であり，騒音

測定にも使えることになる。スキー場や大形レジャー施設

などでは迷子探しにも使え，一種の監視装置的役割も持た

せられる。

このような構想をしていくと，自動販売機における電子

マネーは，いろいろな推進事業者に多数参加し，自動販売

機の台数規模を積極的に活用するサービスを提供していく

ことで，より一層の利便性のある情報社会システムに貢献

できるものと考えられる。そのためには，できるだけ早く

周辺機器の標準化を進め，通信インフラの整備を行ってい

くべきと考える。そして，その費用負担は，システム利用

者を広げることによって，浅く広く負担していただく仕組

みを提案していきたい。

あとがき

電子マネーは，まだ生まれたばかりであり，各推進事業

者間の競争状態になっているが，うまく育てると利便性の

高い社会を作れる可能性を持っている。そこでできるだけ

多くの人に参画していただき，ご意見，ご提案を期待する

次第である。また，自動販売機もこの電子マネー対応を契

機に，より社会全体に貢献できる自動販売機へと転換を図

るべく，新しい役割・機能を持った自動販売機を提案して

いく所存である。

最後に本開発に際し，ご援助，ご協力を賜った顧客なら

びに関係各位に対し深謝の意を表す次第である。
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