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モバイルFeliCaによるオフィス入退室
管理システム 

Office Door Access Security Management Systems Using 
Mobile FeliCa 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

モバイルFeliCaは，携帯電話に搭載されたFeliCa ICチップおよびFeliCaを利用するプ

ラットフォームの総称であり，2004年7月よりこのモバイルFeliCaに対応したサービスが国

内各所で開始されている。モバイルFeliCaは，利用者がICチップに搭載するアプリケー

ションを自分で随時，追加・削除でき，いつでもどこでも利用できるユビキタス社会のキー

デバイスとなることを想定した様々な利用シーンへの適用が期待されている。富士通では，

ICカードソリューションの発展形態として，モバイルFeliCaを活用したソリューションの

提供を進めており，様々な業種のお客様へ，ICカード・モバイルの安全性・利便性を生か

したシステムを提供していくことを計画している。 
本稿では，モバイルFeliCaを富士通のソリューションに適用した事例として，東京ガス

都市開発株式会社様が運営する超高層複合ビル・新宿パークタワーに導入したオフィス入退

室管理システムを紹介する。 

Abstract 

Mobile FeliCa is a total-platform brand by using FeliCa IC chips which are embedded in 
mobile phones.  Nationwide Mobile FeliCa services began in Japan in July 2004.  Users 
can add or delete applications to or from the IC chips anytime by themselves.  These 
services are expected to be widely used anytime and anywhere because Mobile FeliCa is a 
key device for realizing a ubiquitous society.  Fujitsu provides many solutions for using 
Mobile FeliCa, for example, advanced IC card solutions, and is planning various systems 
that will take full advantage of the safety and convenience of Mobile FeliCa.  We introduce 
one of the solutions by applying Mobile FeliCa, which is an office door access security 
management systems’ use case of high-rise compound building Shinjuku Park Tower 
operated by Tokyo Gas Urban Development Co., Ltd. 
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ま え が き 

 “FeliCa”とは，ソニー株式会社が開発した非

接触ICカード技術(1)の名称であり，FeliCaカードは，

電子マネーや交通乗車券，会員証，社員証・学生証

など国内で最も普及している非接触ICカードであ

る。また「モバイルFeliCa」とは，携帯電話に搭

載されたFeliCa ICチップおよびFeliCaを利用する

プラットフォームの総称である。モバイルFeliCa
対応携帯電話は，2004年7月に株式会社エヌ・

ティ・ティ・ドコモ様（以下，NTTドコモ）から

発売されたことを皮切りに，2005年11月以降3キャ

リアから販売されており，モバイルFeliCa対応

サービスの拡大が図られている。 
 モバイルFeliCa対応携帯電話は一般に「おサイ

フケータイ(2)」という名称で広く知られており，決

済媒体としてのイメージが先行しているが，非接触

ICカードとモバイルの融合によってもたらされる

利便性・将来性から，決済分野のみならず，ユビキ

タス環境の様々な利用シーンへの適用が期待されて

いる。 
 本稿では，決済以外の新分野にモバイルFeliCa
を適用した事例として，NTTドコモ協力のもと，

富士通がグループ会社の株式会社エフ・エフ・シー

（以下，FFC）とともに開発・構築した新宿パーク

タワーのオフィス入退室管理システムを紹介し，富

士通の今後のモバイルFeliCaビジネスへの取組み

を述べる。 

新宿パークタワーの付加価値向上 

 日本を代表する超高層複合ビルの一つである新宿

パークタワー(3)は，東京ガス株式会社の不動産を一

手に管理する関連会社，東京ガス都市開発株式会社

様（以下，東京ガス都市開発）が所有・管理・運営

している。 
 東京ガス都市開発は，厳しい市場環境の中，他ビ

ルとの差別化を図るため「ファーストクラス 新宿

パークタワー」をキーワードに，「選んでもらえる

オフィスビル」を目指したブランド戦略を推進して

いる。具体的には，ビル運営に関するコンセプトを

「ファーストクラス」で統一し，新宿パークタワー

の独自性を演出していこうという試みである。 
 不動産会社である東京ガス都市開発の最大の課題

は，「テナントの確保（入居率の維持）」である。そ

のためには，ビルの魅力を維持・向上する施策の立

案が必須であり，その第一歩として，2004年4月に

竣工10周年を迎えた新宿パークタワーではセキュ

リティシステムの更新を検討していた。 
 新システムの導入に当たっては，以下のようなブ

ランド戦略を大前提として議論が進められていた。 
（1） ビルの付加価値向上 
・設備スペックによる他ビルとの差別化 
・サービスメニュー多様化による利便性向上 
（2） ビルのイメージアップ 
・「安心・安全な環境」の提供による信頼感の醸成 
 富士通とFFCは，「ビルの付加価値向上」に着目

して，テナントサービス向上の観点から，最新のオ

フィス入退室管理システムで鍵として利用するセ

キュリティICカードをキャッシュレスサービスに

拡大するとともに，さらに「おサイフケータイ」に

も対応する提案を行った。具体的なポイントを以下

に説明する。 
（1） 電子マネー“Edy(4),(5)”による館内キャッシュ

レス 
 ビットワレット株式会社様（以下，ビットワレッ

ト）の電子マネーEdyによるキャッシュレス環境を

整備し，テナントへの優待価格の提供やポイント導

入を容易にすることにより入居者の利便性を向上さ

せ，館内にある自動販売機の稼働率の向上，および

ショップ全体の活性化を実現させる。 
（2） 「おサイフケータイ」の入退室鍵化 
 おサイフケータイの活用による先進性で新宿パー

クタワーのブランドイメージ向上を実現させ，さら

に，ICカードあるいは携帯電話という二つの選択

肢をテナントへ提供することにより，サービスの多

様化と利便性の向上を実現させる。 
 以上の提案が高い評価となり，おサイフケータイ

を活用した入退室管理システムの構築が実現する運

びとなった。これは，超高層複合ビルとしては日本

初の試みであった。 

オフィス入退室管理システムの概要 

 新宿パークタワーは，地上52階地下5階の超高層

複合ビルである。当初のキーボックスによる運用か

ら，セキュリティと利便性の向上を実現させるべく，

地下5階から地上37階まで（ホテル階を除く全フロ
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図-1 モバイルFeliCaオフィス入退室管理システムイメージ 

Fig.1-Image of office door access security management systems using Mobile FeliCa. 
 

ア）を非接触ICカードとカードリーダ，および電

気錠による運用へと一新した。セキュリティIC
カードは，電子マネーEdyとおサイフケータイに対

応させるため，FeliCa仕様とした。以下に，オ

フィス入退室管理システム（図-1）の概要を示す。 
● 機能 
（1） ICカードによる入退室 
・各エリアの警戒セット/解除および入室 
（2） 監視・制御 
・電気錠の運用状況（施錠中・開錠中など）の監視 
・施錠・開錠制御 
・入退室の履歴管理 
・他設備（空調，照明，エレベータ，防災）連携(注) 
（3） ICカードの発行管理 
・カード発行，変更，取消，紛失などの窓口業務 
● システム構成 
・監視サーバ： 
 FUJITSU PRIMERGYサーバ 
 （Windows 2003 Server）1台 

                                                      
（注） 警戒セットによる，空調停止，消灯，エレベータ不停止

など。 

 監視クライアント端末（Windows XP）1台 
・カードリーダ：221台 
・ゲートコントローラ：22台 
・カード登録器：1台 

モバイルFeliCaシステムの仕組み 

 おサイフケータイを新宿パークタワーの入退室管

理システムで鍵として利用するためには，「ICアプ

リ」と呼ばれるモバイルFeliCa対応のアプリケー

ションを携帯電話にダウンロードする必要がある。

新宿パークタワーでは，このICアプリを「モバイ

ルオフィスSPT」という名称でサービス提供して

いる。 
 テナントオフィスの入居者は，利用申請書を東京

ガス都市開発に提出し，専用サイトのURLおよび

アクセスキーを取得してICアプリをダウンロード

する。その後，ICアプリを起動して登録操作を行

い，携帯電話へのカード情報（入退室鍵）のダウン

ロードや，FeliCa ICチップへのカード情報のオン

ライン書込み（パーソナライズ）を行う。これは，

フェリカネットワークス株式会社様（以下，フェリ
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図-2 モバイルFeliCa ICチップオンライン発行フロー 
Fig.2-Online issuing flow of Mobile FeliCa IC chips. 

カネットワークス）が提供するリモート発行サービ

ス(6)との連携によって実現している。以降は，携帯

電話をカードリーダにかざすだけで，エレベータフ

ロア制御やオフィスのドア施錠・開錠の利用ができ

るようになる（図-2）。 
 携帯電話にダウンロードするICアプリやカード

情報は，図-1に示されるICアプリサーバ上で，富

士通が開発した「モバイルIC運用管理システム」

によって管理される。本システムは，Webアプリ

ケーション形態のシステムであり，東京ガス都市開

発の運用管理者が携帯電話のFeliCa ICチップに書

き込むすべてのカード情報をシステムで管理し，テ

ナント入居者が容易にモバイルFeliCaへ移行でき

る環境を実現している。 
 さらに，モバイルIC運用管理システムは，ICア

プリをダウンロードしたモバイルFeliCa対応携帯

電話の発行～削除や有効・無効，事故などの各ス

テータス管理や一連のライフサイクル管理を一元的

に行っており，運用管理者が新宿パークタワーにお

けるモバイルFeliCaの発行・利用状況などを随時

に確認できる機能を実現している。 

 このICアプリサーバは富士通のデータセンター

で専用サーバとしてホスティング運用を行っている。

システム環境の高度な堅ろう性・信頼性を図るとと

もに，24時間体制での運用監視を行い，東京ガス

都市開発のトータルのサーバ運用コスト低減を実現

している。 

モバイルFeliCaの利点 

 新宿パークタワーでは，モバイルFeliCaの採用

により，カード形状のFeliCaでは実現が不可能で

あった以下に示す効果を得た。 
（1） セキュリティの向上 
 従来のFeliCaカードでは，紛失・盗難にあった

際に入退室管理システム側で事故登録をして不正利

用を防ぐ対処が必要であった。モバイルFeliCaで
は，システム側での対処はもちろんのこと，携帯電

話の通信機能を活用した遠隔操作によりFeliCa IC
チップをロックする機能を実現している。 
 さらに，通常は携帯電話のFeliCa機能を無効化

しておき，利用するときにのみ暗証番号や生体認証

によってロックを解除し有効化するICカードロッ
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Fig.3-Function image of thru command of Edy 

Reader/Writer. 
 

ク機能も実現しており，スキミング対策として有効

に機能する。 
 以上のようにセキュリティ面においても，カード

形状のFeliCaより数段の進歩を遂げており，利用

者に一層の安心・安全を提供している。 
（2） サービスの向上 
 新宿パークタワーではビジネスレストランや各

ショップ，自動販売機に電子マネーEdyを導入し，

館内キャッシュレスを実現している。ビジネスレス

トランにおいてはモバイルオフィスSPTアプリを搭

載した携帯電話でEdy決済を行うと，通常価格より

も割引された優待価格が適用される。 
 本サービスは，Edyリーダライタの「スルーコマ

ンド」機能を採用し，テナント入居者であることを

システムが識別することによって実現した。スルー

コマンド機能とは，EdyリーダライタからFeliCa 
ICチップのEdy領域以外のFeliCa領域に対しても

アクセスができる機能である。本機能の適用は，富

士通とビットワレットとの調整により可能となった。 
 本機能を有するEdyリーダライタを決済端末とし

て導入することにより，携帯電話にモバイルオフィ

スSPTアプリのFeliCa領域（入退室鍵領域）を搭

載しているテナント入居者は，図-3に示すフローで

優待価格が適用される。その結果，セキュリティ

ICカードをモバイルFeliCaに移行したテナント入

居者は，Edyの各種ポイントプログラムとの連携が

容易な携帯電話上でEdyバリューの一元管理が可能

となるため，その利便性が数段向上する。 
（3） 運用者側の利便性 
 サービス運用者は，カード媒体の物理的な在庫管

理およびカード情報のデータ書換え時の煩雑さから

解放される。 
 モバイルFeliCaは，媒体ではなく情報を管理す

ることから，必要なときに必要なだけオンラインで

の即時発行が可能となる。これにより，新宿パーク

タワーでのモバイルFeliCa移行が進むにつれて，

FeliCaカードよりも容易なサービス提供が実現さ

れる。また，新宿パークタワーにおけるセキュリ

ティICカードの運用は，セキュリティサービスの

有効期限が近づくと物理的な再発行・再配布が必要

となるが，モバイルFeliCaの場合はオンラインで

FeliCa ICチップのデータをセキュアに更新する機

能を実現しており，サービスの有効期限更新におけ

る運用者側での事務作業負担を最小限にしている。 

む  す  び 

 新宿パークタワーでは，おサイフケータイを所有

しているテナント入居者であれば，携帯電話を「電

話」「鍵」「財布」として利用できるモバイルオフィ

ス環境を実現した。現在，一般市場でのモバイル

FeliCa対応携帯電話の割合がまだ少ないため，モ

バイルFeliCaへの全面的な移行は今後の課題かと

思われるが，新たなサービスを段階的に追加してい

くことも可能であるため，近い将来，館内で携帯電

話をかざすというシーンが一般的な状況になってい

くであろう。 
 携帯電話は，カメラ機能やバーコードリーダ機能，

FeliCa機能などの様々なインタフェースを搭載す

るようになり，有望なユビキタスデバイスの一つと

なった。とくにFeliCa機能は，携帯電話をかざす

という行為を利用者に意識させ，新たな利用シーン

を創出している。 
 富士通は，1999年より ICカードシステムソ

リューションを提供している(7)が，近年のユビキタ

ス時代の到来によりICチップはカード形状にとど

まらず，携帯電話に搭載されることで新たなソ

リューションの提供が可能となった。富士通は，提

供しているICカード発行サービスをカード形状の
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発行業務のみならず携帯電話に搭載されたFeliCa 
ICチップの発行業務へと拡大させ，ICカードの各

種利用システムをリアルとバーチャルとの融合によ

る多彩な利用シーンで適用すべく準備を進めている。 
 富士通は，モバイルFeliCaのプラットフォーム

事業を運営しているフェリカネットワークスの

「フェリカネットワークス パートナーシッププログ

ラム」に積極的に参加し，密接な協力関係によって，

モバイルFeliCaを活用したサービスやソリュー

ションをワンストップで提供していく。モバイル

FeliCaビジネスの市場は，今後大いに拡大してい

くことが期待されており，富士通グループの各業種

ソリューションとの連携を速やかに進めつつ，モバ

イルFeliCaを活用した新たなソリューションを創

出し，お客様の様々な要望にこれからも応えていき

たい。 
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