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1.  おもてなしインフラと交通系ICカード 

持ち歩いて便利！ おもてなしサービスのドアオープナー 
※出展）平成28年11月 平成28年度IoTおもてなしクラウド事業の全体像 
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2.  交通系ICカードとFeliCa 
交通系ICカードに求められる機能 
• カードをかざすだけの使いやすさ 

– 通信距離10cm程度で安定した通信 
– できる限り低い処理エラー率 

• 高速のデータ送受信 
– 通信時間0.2秒以内 
– 1分間に60人の改札スループット 

• データの自在な読み書き 
– IC内のデータの効率的な読み書き 
– フレキシブルなアクセス権設定 

• セキュリティー 
– 偽造、情報改ざんの防止 
– ISO国際標準 EAL4以上の耐タンパ性 

 
2001年より交通系ICカードとして
日本全国で普及 
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3. 日本の交通系ICカードの普及状況 

道北バス・  
Doカード 

北海道北見バス・ 
 ICバスカード 

JR東日本・Suica 
モノレール・Suica 
りんかい・Suica 

平和交通バス・ 
タウンバスカード 

山梨交通・バスICカード 

浜松市遠州鉄道・ 
ナイスパス 

北九州市交通局・ 
ひまわりバスカード 

長崎県交通局・ 
長崎スマートカード 

宮崎交通・宮交バスカ 

スルッとKANSAI・PiTaPa 

JR西日本・ICOCA 

広島交通事業者 
・PASPY  

滋賀県近江鉄道・ 
バスＩＣカード 

愛媛 伊予鉄道・ 
ＩＣい～カード 

香川琴平電鉄・ 
IruCa（イルカ） 

北陸鉄道・ ICa(アイカ） 

鹿児島・いわさきICカード 

神姫バス・NicoPa 

静岡鉄道・LuLuCa 

JR東海・TOICA 

JR北海道・Kitaca 

富山ライトレール・ 
passca  

奈良交通・CI-CA 

首都圏交通事業者 
・PASMO 

三重交通 
emica 

両備バス、岡山電気軌道、 
下津井電鉄、他・Hareca 

岐阜バス・ 
ayuca 

西日本鉄道・nimoca  

JR九州・SUGOCA 

伊丹市交通局 
itappy 

札幌ICカード協議会 
SAPICA 

manaca 
名古屋鉄道・ 
名古屋市交通局 

福岡市交通局・はやかけん 

鹿児島市交通局 
・Rapica 

東急世田谷線・せたまる 

 ：鉄道 

 ：バス    

 ：鉄道／バス    

新潟交通・ 
りゅーと 
(RYUTO) 

高知・ 
ICカード ですか 

交通系ICカードの累計発行枚数 
1億枚以上 
（2015年5月時点、日経新聞） 

2013年3月23日 
全国10の交通ＩＣカード相互利用開始 

※主なサービスを記載しています。 

仙台市l交通局・icsca 

沖縄ICカード 
・OKICA 

阪急バス・hanica 
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4.  非接触ICカードの利用の拡がり 
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5.  技術要件：交通系ICカードがもつリソース 

IDm 

交通サービス領域 共通領域 

交通系ICカードが保持し、おもてなしインフラに利用できる情報は、
下記が存在する 

FeliCaポケット 

FP ナンバー 

ポケット 1 (26byte) 

ポケット 2 (26byte) 

インデックス情報 

 IDm  
 カードの製造IDで、リーダ／ライタが通信相手のカードを識別するために利用 
 IDmは容易に読み出せるため、当該IDmと同じふるまいをする装置の製作が可能  
 IDmに任意の情報を関連づけるためには、ネットに接続しサーバーで管理  

 
 FeliCaポケット 

 カード内の保存領域で、条件を満たせばこの領域にデータを書き込み可能  
 カード内にデータを保存し、オフラインでの動作が可能  
 セキュアにデータの読み書きが可能  
 ICカードは記憶領域が限られており、アプリケーション数やデータサイズに制約 
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5-1.  IDm 
製造ID（IDm）はリーダ／ライタが通信相手を識別するためのIDで、 
Polling に対するレスポンスコードの次から続く8バイトのバイト列 

 上位2バイトの製造者コードはソニーがカード製造者に対して採番 
 （ただし下位１バイトがFEHとなるものは、別途カード識別番号の体系有り） 

 下位6バイトのカード識別番号は、カード製造者が規定する体系に従って付与 
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IDm読み取りと属性情報に基づくサービス提供 

 
IoTおもてなしクラウド基盤 

連係 
個人ID 

DB 
属性情報 

DB 

サービス提供 
• 情報提供 
• 情報登録 
• I/F切替 
• 言語切替 
• 表示選択 
• 音量調整 
• 権利行使 
     ￤ 

IDm 属性情報 
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5-2.  FeliCaポケット 
FeliCaポケット®は、ポイント・クーポン・会員証など複数のサービスを1枚
のFeliCaカードや1台のおサイフケータイ®に集約できるアプリケーション
フォーマット。 
 

カード発行時にFeliCaポケットを搭載 
 
 
カード発行後でも対応端末にタッチする
だけで、サービスの追加・削除が可能 
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＜参考＞FeliCaポケットのおもてなし活用例 

• 基本的な属性情報をカード内に保持し、オフライン処理 
- FP － 5ポケット：「姓/名」のFP鍵なし/鍵あり両方で構築 
- セキュリティー：物理媒体（パスポート/カード）→ ポケット記録 
- ETAフォーマット：端末アクセシビリティーの国際標準  

 
 

旅券番号 
 

IDm 
 

プレミアム 
旅行/商品券 

 

 
姓/名 

 

ETA 国籍 性別 
生年 
月日 

 
電話番号 

 

 
基本属性情報 

 

 
姓/名 

 

未定/在留資格等 
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ETA（ISO/IEC12905）データフォーマット 

・Tagの例： 
    - 優先言語    “5F2D” 

    - 文字サイズ “9F51” 

    - 画面の色     “9F52” 

    - 音量増幅     “9F56” 

    - 話す速度     “9F63” など 

T L V 

FeliCaポケットに “即時発行”で格納 

・Valueの例： 
   - 言語（最大4）を優先順で登録 
    - 中国語             “7A68” 

   （ISO639-1“zh”簡体字に“ZH”繁体字） 
    - 英語                 “656E” 
    - フランス語      “6672” 
    - ドイツ語          “6465” 
    - 日本語              “6A61” 
    -  韓国語             “6B6F”  
    -  ポルトガル語   “7074”  
    -  ロシア語          “7275”など 
                                      （約200言語） 

ETA：「カード所持者に適合した端末利用アクセシビリティ向上」の規格 
ISO/IEC 12905  2011年7月15日発行。JIS X6905 2013年12月20日制定 

データの構造 
Tag（優先言語等），Length（データ長），Value（言語指定等）でセット 

アクセシビリティサンプル 
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6. おもてなしインフラ ICカード利用サイクル 

出典）平成28年3月 おもてなしインフラ報告書 

交通系ICカード発行主体（交通事業者等） 

①カード入手 
（カード未保有の場合） 

⑦カード利用再開 
（既にカード保有の場合） 

⑥カード利用休止 
（カードを保持する場合） 

②カード登録 ④カード 
登録抹消 

⑨カード 
入替登録 

⑧カード 
追加登録 

⑤カード 
返却 

③カード利用 

おもてなしインフラ運用主体 
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7.  交通系ICカードの付加価値向上 

交通系ICカード 

公共交通乗車 電子マネー決済 

 
IoTおもてなしクラウド基盤 

連係 
個人ID 

DB 
属性情報 

DB 

宿泊 買物 

観光 イベント 

飲食 

街ナカ 
おもてなしサービス 



SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。  
各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。  
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