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News Release 
2005 年 2 月 28 日 

報道関係各位 

株式会社ネット・タイム 

株式会社日本システムディベロップメント 

（東証・大証第一部 コード番号・9759） 

 
 

 

 

 
 

株式会社ネット・タイム(東京都新宿区、代表取締役社長 中原 精一、以下ネット・タイム)

と株式会社日本システムディベロップメント(大阪市中央区、代表取締役社長 小岸 勲、以下Ｎ

ＳＤ)は、おサイフケータイを利用した会員証・クーポン・ポイント発行システムなどのサービス

を、利用者およびサービスを提供する事業者の両者にとって非常に使いやすく・簡単に導入でき

るシステム基盤となる「マルチブランド・アプリケーションプラットフォーム（以下ＭＢＡＰ）」

を共同で開発いたします。 

これにより、おサイフケータイにサービスを提供する事業者にとっては、モバイル FeliCa の詳

しい技術を習得することに投資するのではなく、それぞれの既存・新規の本来のビジネスへ資源

を集中させることができ、かつ早期にサービスを立ち上げることができるメリットがあります。 

一方、おサイフケータイを利用するユーザにとっては、この「MBAP」を導入したサービス事

業者のサービスを利用することにより、多数のおサイフケータイのサービスを「ワン・ストップ・

サービス」として、自分の持っているおサイフ以上の利便性・携帯性・安全性をもっておサイフ

ケータイを利用するメリットが得られます。 

「MBAP」の主な特長は下記のとおりです。 

 

＜ＭＢＡＰの特長＞ 

○ 会員証、クーポン、ポイントなどのサービス形態に応じたアプリケーションテンプレートが

用意されていますので、簡単にサービスを立ち上げることが可能です。 

○ 共通化されたデータフォーマットにより、異なるサービスを 1 つのデータ領域で集約して取

り扱うことが可能となります。また利用者のリクエストに応じて、サービスの預入れと引出

しを自由に行えます。 

○ オンラインでアプリケーションの追加を行えます。また、発行済みの iC アプリへのサービス

の追加や変更が可能です。これにより、iC アプリの書き換えをすることなくサービスの多様

化への対応を迅速に行えます。 

○ サービスの集約化により、より効率のよい、より安定したサービスの提供が可能となります。 

○ 安心して使っていただけるセキュアなサービスシステムを実現できます。 

○ ＭＢＡＰ上で展開される異なる事業者のサービスと連携することで、自社サービスの付加価

 

ネット・タイムとＮＳＤはＮＳＤの認証／情報金庫製品を利用した 

おサイフケータイの利用を促進するサービス基盤を共同で開発します 
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値の向上が行えます。 

 

製品提供は７月下旬を予定しており、「サイフから溢れるカードをひとつのケータイへ」を実現

すべく下記の事業者様をターゲットとして活動を展開します。 

 

＜ＭＢＡＰのターゲット＞ 

・会員証／クーポン／ポイントサービス提供事業者様 

 →上記のような事業者様に対し、プラットフォームサービスを提供される事業者様は、ひと

つの基盤で各事業者様や各サービスに対し、会員証／クーポン／ポイントサービスを提供

可能です。 

  また、上記事業者様のサービスと自社サービス（例：モバイルコンテンツ）との融合が可

能ですので、ポイントに応じて着信メロディーを提供したり、といったサービス事業者様

向けの付加サービスが可能となります。 

・テナント型コンプレックス（複合施設）様 

 →コンプレックスとしてのサービスと、テナントとしてのサービスの両方をひとつの基盤で

提供でき、また、既にテナントごとに導入されているサービスとの統合にも柔軟に対応可

能です。そして、コンプレックス事業者様にとっては顧客満足度とテナント満足度の両方

を獲得できます。 

・マルチブランドで展開している小売／飲食チェーン様 

 →各チェーン毎に活用できる顧客情報を管理しながらも、ブランド再編などの際に、柔軟に

サービスを再構築できます。 

 

 サービスの預け入れ、引き出し等のサービスを安全・安心なシステムとして利用・提供できる

ように、ＮＳＤの認証／情報金庫製品「ＮｅｔＳＩＡ」を利用したサービスシステムを提供しま

す。これにより、おサイフケータイの FeliCa 内部データのバックアップや、携帯端末が持つ情報

を保管する機能等も提供を予定しています。ＮｅｔＳＩＡを利用することにより、おサイフケー

タイの利用者が複数のサービスアプリケーションを利用する際により安心できるサービス環境を

提供できます。 

また、上記のような、サービス基盤の導入効果などをご検証頂くためのトライアルサービス環

境を提供することを検討中です。 

 

＜ＮｅｔＳＩＡの特長＞ 

○ ３－Ｋｅｙ ＲＳＡ技術による公開鍵暗号方式を用いた強力な認証が可能です。 

○ 保管するバックアップデータは、サービス利用者（個人）の秘密鍵とサーバの秘密鍵で厳重

に暗号化することで漏洩を防げます。 

○ 権限によるアクセスコントロール機能を利用することで、サービス利用者（個人）の情報は、

サービス利用者（個人）のみが参照可能で、管理者の参照を不可能にできます。 

 

※ ３－Ｋｅｙ ＲＳＡ 

従来の公開鍵暗号方式と違い、完全な秘密鍵がどこにも存在しません。 
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その性質を利用し、パスワードやデバイスのシリアル番号を秘密鍵の一部として活用するこ

とで、使いやすさとセキュアさを両立したＰＫＩを実現します。 

 

また、おサイフケータイを展開されておりますＮＴＴドコモ様よりこの度のリリースについての

コメントを頂戴しましたので、ご紹介させて頂きます。 

 

＜NTT ドコモ プロダクト＆サービス本部マルチメディアサービス部長の夏野 剛氏のコメント＞ 

こういったサービス基盤の登場は、現在利用者を大幅に伸ばしつつあるおサイフケータイ向けの

サービス導入を加速するもので、決済系、交通系と並んでメインとなる会員･顧客サービス系の、 

特に小売・飲食業での質の高い顧客サービス提供に寄与すると確信します。 

 
※ システム構成は、別紙参照ください。 
※ おサイフケータイは、NTT ドコモグループ各社の商標です。 
※ Ｅｄｙは、ビットワレット株式会社が運営するプリペイド型電子マネーサービスの名称です。 
※ ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社の登録商標です。 
※ ＦｅｌｉＣａは、ソニー株式会社が開発した非接触ＩＣカードの技術方式です。 
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＜株式会社ネット・タイム＞ 

・ 所在地 (本  社) 東京都新宿区新宿１－３４－５ 御苑直田ビル 

・ 代表者 代表取締役社長 中原 精一 

・ ＵＲＬ http://www.nettime.co.jp/ 

・ 事業内容 IC カードを利用した情報セキュリティ製品の開発・販売 

モバイルソリューションの開発・販売 

・ お問合せ先 

本件に関するお問合せ 

 営業本部 

 （電話: 03-5360-7761、メール: mbap-info@nettime.co.jp） 

 

＜株式会社日本システムディベロップメント＞ 

・ 所在地 (本  社) 大阪府大阪市中央区高麗橋３－３－７ 

(東京本社) 東京都新宿区西新宿２－７－１ 新宿第一生命ビル 

・ 代表者 代表取締役社長 小岸 勲 

・ 従業員数 3,370 名 (連結、2004 年 3 月末現在) 

・ 事業規模 売上高  36,002 百万円 (連結、2004 年 3 月期) 

経常利益  3,690 百万円 (連結、2004 年 3 月期) 

・ 上場状況 東証・大証 第一部 (コード 9759) 

・ ＵＲＬ http://www.nsd.co.jp/ 

・ 事業内容 システム分析・設計の受託 

プログラム開発及び受託 

コンピュータ室運営管理 

ソフトウエアプロダクト 

・ お問合せ先 

報道関係者様よりのお問合せ 

 広報室 室長 山本 健二 

 （電話: 03-3342-1250、メール: IR@nsd.co.jp） 

製品・サービス内容のお問合せ 

  新規事業開発本部 大鐘 博子 

  （電話: 03-3342-0468、メール: SIA@nsd.co.jp） 

 

以 上 

http://www.nettime.co.jp/


09-Feb-2005
NET TIME Confidential

サービスの提供を簡単に

顧客管理

ポイント

クーポン

会員証

会員証

ログ
バックアップ

サービス固有の情報（サービス名、ロゴなど）を定義

ポイント

電子マネー

電子貸金庫

電子貸金庫

発行

データ分析

アプリケーションテンプレートの組み合わせで、
サービスを容易に実現

サービス形態に応じた用意された
アプリケーションテンプレート

アプリケーションに必要な様々な機能を実装し、
テンプレート化
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従来方式と新方式(MBAP方式)
従来方式による

会員証／ポイント／クーポンサービスシステム

新方式(MBAP方式)による

会員証／ポイント／クーポンサービスシステム

C社 C社B社

利用

利用

2005年中に1,000万台超へ

・

・カードの購入および配布は不要

→おサイフケータイは2005年中に1,000万台を超える

　　と予測されています

・各社または各サービスでのシステム構築は不要

→初期費用が抑えられ導入しやすくなります

　　サービスブランド・テナントの追加が容易にできます

・カードの購入および配布が必要

・各社または各サービスでシステム構築が必要

高いＲＯＩを実現します

・ ・ B社
A社A社

購入

利用

構築

利用
会員証 会員証

配布
ポイント ポイント

クーポン クーポン

ユーザ
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