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電子マネーEdyによる決済
Electric Money Service“Edy”for BIGLOBE
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要　旨

BIGLOBEは，電子マネー“Edy”で決済するコンテンツ

認証課金システムを開発しました。これにより，（1）

BIGLOBE会員が電子マネー“Edy”で有料コンテンツの支

払いができるようになるとともに，（2）これまで支払手段の

登録がないため有料コンテンツを利用できなかったBIGLOBE

カフェ（無料）会員でも，有料コンテンツを利用できるよ

うになりました。

The Internet service provider of NEC, BIGLOBE has

developed an authentication and payment system that

enables BIGLOBE members to settle the payment of

paid-contents by electric money services“Edy”. The sys-

tem provides the electric money services with both; (1)

BIGLOBE ISP members in addition to ordinary payment

method based on BIGLOBE member ID and its pass-

word, and (2) BIGLOBE Cafe members who are originally

able to enjoy free services and contents only due to no

payment information registered become also able to

enjoy paid-contents.

1．まえがき

NECのインターネットサービス「BIGLOBE」では，デジ

タル有料コンテンツの提供サービスをするために，Web上

での認証課金機構を提供しています。

本稿では，電子マネー“Edy”で決済するためにBIGLOBE

が開発したコンテンツ認証課金システムについて紹介します。

2．電子マネーEdyとは

電子マネーEdyは，物理的なICカードとしてのFeliCa1）

と，FeliCa上のアプリケーションとしての電子決済サービ

スEdy2）から成ります。
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2.1 FeliCa

FeliCa（フェリカ）は，ソニー㈱が開発した非接触型IC

カードの技術方式です。非接触型であるため取り扱いやす

く，偽造しにくい高い安全性を持っていることや，アプリ

ケーションと分離された設計方針から，今後の将来性が期

待されています。実績として，2004年7月時点で3,500万枚

が発行されています。

2.2 電子マネー決済サービスEdy

Edy（エディ）は，ビットワレット㈱ が開発した簡単に

支払いができるプリペイド型電子マネーサービスの名称で

す。非接触型ICカードFeliCa上のアプリケーションとして

機能しています。

あらかじめ，自分の財布にお金を入れるのと同様に，コ

ンビニエンスストアなどにあるEdyチャージ機で自分の

Edyカードにチャージ（入金）をすると支払いができるよ

うになります。支払うときは，お金を直接渡す代わりに，

店舗端末にEdyカードを接触させるようにかざすことで支

払いが成立します。ネットワーク上の店舗の場合には，パ

ソコンにICカードリーダ/ライタ「パソリ」をUSB接続す

ることで支払いができるようになります。ユーザの利用イ

メージとしては，パソリが接続されたパソコンから店舗に

対して購入申込をすると，店舗からパソリにEdyカードを

置くように指示されるので，これに従って処理をすること

で決済ができる仕組みです。この仕組みをCyberEdyとい

います（図1）。実績として，このEdyカードは2004年7月

時点で400万枚が発行されています。

iモードFeliCa携帯電話は，iモード携帯電話にFeliCaカ

ードを内蔵させたものです。リアル店舗でEdyカードとし

て利用することができることに加えて，ネットワーク上の

店舗に対しても利用することが可能で，この仕組みを

MobileEdyといいます（図2）。MobileEdyでは，購入時に

iモードFeliCa携帯電話のメールアドレスを入力すると，メ

ールが届くのでその記述に従って処理をすると決済できる

ような仕組みです。MobileEdyでは，iモードFeliCa携帯
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電話さえあれば，パソリなしに利用することができます。

3．BIGLOBEカフェ会員とは

BIGLOBEには，サービス全般の提供を受けることがで

きるBIGLOBEサービス会員と，無料サービスのみ提供を

受けることができるBIGLOBEカフェ会員３）の2つの会員制

度があります（図3）。

BIGLOBEサービス会員は有料サービスの提供を受けら

れるため，事前に支払手段（クレジットカード情報や口座

情報など）の登録が必要です。一方，BIGLOBEカフェ会

員は登録が必要な情報が少ない（メールアドレス程度）無

料サービスを対象とした会員制度の基盤であり，BIGLOBE

サービス会員へステップアップするための前段階の会員組

織として位置付けられています。

4．電子マネーEdyによるWeb認証課金機構

BIGLOBEでは，非接触型ICカードFeliCaを用いた電子

マネーEdyと，BIGLOBEカフェ会員という会員制度を組

み合わせることで，事前に決済情報を登録しなくても電子

マネー“Edy”で決済できるコンテンツ認証課金システム

を実現しました。これにより，支払手段の登録がない

BIGLOBEカフェ会員でも，有料コンテンツを利用できる

ようになり，またBIGLOBE会員においても電子マネー

“Edy”で有料コンテンツの支払いができるようになりました。

CyberEdyは，パソリが接続されたパソコンからBIGLOBE

に対して購入申込をすると，ID/パスワード認証後にガイ

ドに従ってパソリにEdyカードを置くことで決済ができる

仕組みです（図4）。MobileEdyは，パソコンからBIGLOBE

に対して購入申込をすると，ID/パスワード認証後にiモー

ドFeliCa携帯電話に決済方法が記述されたメールが届くの

で，これに従ってiモードFeliCa携帯電話を操作すると決

済ができる仕組みです（図5）。

有料のBIGLOBEサービスをEdy決済で提供する場合，

対象ユーザについて完全に匿名なままで決済することも仕

組み上は可能です。しかし，Web上での有料サービスでは

購入後のユーザサポートが必要なサービスが存在していて，

匿名ユーザへのサポートは非常に難しくなってしまいます。

このサポート力を向上させるため，BIGLOBEでは，

BIGLOBE会員へユーザ登録する方式を採用しました。こ

図1 CyberEdy決済Web認証課金の利用イメージ
Fig.1 Service image of CyberEdy Web payment system.

図2 MobileEdy決済Web認証課金の利用イメージ
Fig.2 Service image of MobileEdy Web payment system.

図3 BIGLOBEサービス会員とBIGLOBEカフェ会員
Fig.3 Relation between BIGLOBE ISP members and

BIGLOBE Cafe members.

図4 CyberEdyページのイメージ
Fig.4 Web pages image of CyberEdy service for BIGLOBE.
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カフェ会員も含めたBIGLOBE会員全体をBIGLOBE IDで

管理できるようになりました。これにより，比較的少ない

工数で機能を実現することができ，メンテナンス力も向上

することができました。

6．今後の展望と課題

今後，本システムを様々なコンテンツに展開することで，

コンテンツ利用層の拡大を図ります。

さらに将来構想として，EdyカードとBIGLOBEの認証

連携を行うことで，単なる決済手段としてだけでなく，様々

なユーザサービスを向上させる手段として活用していくこ

とを計画しています。

＊ iモードは，㈱NTTドコモの登録商標です。
＊ FeliCaは，ソニー㈱の登録商標です。
＊ Edyは，ビットワレット㈱が運営するプリペイド型電子マネーサービス
のブランドです。
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のときのBIGLOBE会員は，BIGLOBEサービス会員だけで

なく，無料で入会しやすいBIGLOBEカフェ会員も対象と

することで，多くのユーザに利用していただくことができ

ました。

BIGLOBEでは，あるコンテンツを参照できるかどうか

の認証を，BIGLOBEが管理するコンテンツ契約者データ

ベースにIDが登録されているかどうかで確認（会員契約認

証）しています。実装としては，Edy決済が完了して，

BIGLOBEにある会員契約DBを更新することで実現してい

ます（図6）。

5．BIGLOBEカフェ会員のメンバー名認証

BIGLOBEカフェ会員では，認証のIDとしてBIGLOBE

IDとは異なった自由な形式のメンバー名が入会時に発行さ

れ，このメンバー名で認証します（図7）。

BIGLOBEカフェ会員はもともと無料サービスを提供す

ることを目的につくられた会員制度であるため，有料サー

ビスや課金システムといった考慮はされていませんでした。

単純にBIGLOBEカフェ会員に認証課金機構を設けようと

すると，莫大な開発工数がかかりますし，同様のシステム

が並存することにもなります。そこで，BIGLOBEの認証

課金システム中のメンバー名=ID変換システムでメンバー

名にBIGLOBE IDを紐づけることで，システム上はBIGLOBE
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図5 MobileEdyページのイメージ
Fig.5 Web pages image of MobileEdy service for BIGLOBE.

図6 Edy決済Web認証課金機構
Fig.6 Structure of Edy Web payment system.

図7 メンバー名で認証する仕組み
Fig.7 Structure of authentication by member-name.
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