次世代の
認証技術

セキュア•柔軟 •スケーラブル

次世代の認証技術

長年にわたりセキュリティの脅威は増加しており、増大するリスクに対処するため
のテクノロジーは成熟しつつあります。
しかし、物理的セキュリティに関しては、多く
の組織は依然として、脆弱性が攻撃されやすい状態になっている、旧式のアクセス
制御テクノロジーを利用しています。
組織は、今日のダイナミックな世界の要求を
満たす最新のテクノロジーソリューションも見つけなければなりません。

Seos は、今日市場に出
回っている他のソリュー
ションよりも、今日の脅
威や脆弱性から組織を
より適切に保護します。

これこそが、HID Global が次世代の
認証技術、Seos® を開発した理由です。

Seos は、
すべての組織のためにセキュリティと柔軟性を兼ね備えた認証技術を提
供します。
非常に高度な暗号化とソフトウェアベースのインフラストラクチャのおか
げで、Seos は、
あらゆるフォームファクター上で信頼されるアイデンティティを保護
し、物理的アクセス制御を超えて、用途を拡大することができます。
Seos は、以下のような主要な利点を提供することにより、
レガシーおよび既存の
認証技術の代わりとなります。
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セキュリティ：クラス最高の暗号化技術が、他に類のないデータとプライ
バシー保護を提供するため、他の認証技術よりも安全な環境を生み出し
ます。
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用途：Seos は、物理的アクセス制御を超えて、用途を拡大することができ
ます。
これには、企業、教育、政府、
サービス業などの業界向け専用の使
用事例があります。
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モビリティ：Seos はソフトウェアベースであるため、基盤となるハードウ
ェアチップに依存せず、
モバイルデバイス、
スマートカード、
タグ等での
使用を含む、新しいレベルの柔軟なフォームファクターを提供します。

これらの高度な機能が、
より優れたセキュリティ保護を組織に提供する一方で、組
織は、独自のニーズを満たすように、
フォームファクターと用途を適切に組み合わ
せることができます。
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比類ないセキュリティ

Seosは、
レガシーおよび競合する認証技術よりも高いレベルのデータおよびプライバ
シー保護を提供します。
これは、Seos が階層化されたセキュリティアプローチを採用
し、
データ保護のための厳格なベストプラクティスを使用するためです。
セキュアな ID オブジェクト

Seos および、iCLASS SE®とmultiCLASS® SEリーダーの対応するプラットフォームは、
階層化されたセキュリティアプローチを利用します。
つまり、
このテクノロジーは複数の
緩和セキュリティコントロールを組み合わせて、
リソースとデータを保護します。

これらのセキュリティ階層の 1 つは、セキュアなアイデンティティオブジェクト、
すなわち
SIO で構成されています。
これは、
ユーザー ID などのセキュアな ID データを保管する
ための暗号で保護されたデータモデルです。

SIO は、多数の物理的なクレデンシャルに対してプログラミングが可能であり、
サードパ
ーティーのアプリケーションや製品で利用できるポータブル ID です。
Seos の SIO は独
自であり、強化されたセキュリティ保護を提供する 4 つの明確な特性があります。
¡
¡
¡
		
¡
		

ユーザーの独自のデジタル ID 情報が含まれています
暗号を使用してデバイスにバインドします

クレデンシャルが使用されるたびに、作成時に署名され、妥当性検査され、信
頼できるソースが確保されます

「Seos はドアアクセス

だけにとどまらず、
クレ

デンシャルをより適切に

管理し、部門の運命を自

らの手に戻すことがで
きます。
」

DANNY ANTHES
情報テクノロジーシニアマネージャ
ー、ジョージ・メイソン大学

未承認の相手が埋め込まれたユーザー ID を読み取るのを防ぐために暗号
化されます。

クレデンシャル保存モデル：Seos Core

Seos 認証技術は、
デジタルクレデンシャルを保存/使用するための一貫したモデルを
提供する安全な保管場所である Seos Core を中心としており、基盤となるフォームファ
クター、
ハードウェア、
および通信プロトコルに依存しません。

Seos Core は、
アプリケーション専用ファイル (ADF) と呼ばれるコンテナを使用します。
各 ADF 内には、
デジタルクレデンシャルを格納する一意のオブジェクト識別子 (OID)
があります。
各 ADF はプライバシー保護されています。
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第三者機関による検証で確実
な保護

セ
 キュリティ担保を約束したところで、
その主張を裏付ける証拠がなければ意味は
ありません。
セキュリティベンダーによる強引で誤解を招きかねないマーケティン
グは、調達部門が適切な購入判断を下すことを非常に困難なものとしています。

このリスクを軽減するには、資格のある公平な第三者が独立し検証したソリューシ
ョンへ投資することが最も効果的な方法の一つです。
HID は、Seosご利用のすべてのお客様に対して、
このレベルの保証を提供すること
を目指しています。
2020年7月、Seos のテクノロジーは、TÜV による独自のセキュ
リティ評価において、最高レベルとなるSEAL-5 等級を達成しました。

したがって、Seos は、独立したセキュリティラボによって認証された世界初、
かつ唯
一の物理アクセスコントロールカードとなります。
TÜV で検証する理由

TÜV ブランドは、150年以上にわたり、世界のセキュリティ、信頼性、中立
性の代名詞となっています。
TÜV NORD グループの一部門である TÜV
Informationstechnik (TÜViT) は、IT セキュリティの検証サービスを提供するトッ
プ企業であり、情報技術におけるセキュリティに重点を置いた事業を展開していま
す。
 ÜV NORD グループはドイツ最大級の技術サービスプロバイダーであり、1万人以
T
上の従業員を擁し、世界70ヵ国で事業を展開しています。
TÜViT の詳細は、
こちらをご覧ください。
SEAL-5 等級とは？

TÜViT は、情報技術ソリューションを評価し、セキュリティ保証レベル（SEAL）でラ
ンク付けします。
SEAL-5 は、
この認証で得られる最高レベルの等級です。
セキュリティ保証レベルの評価基準については、TÜViT の
「Trusted Product
Security guide（信頼できる製品セキュリティガイド）」を参照してください。
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データとプライバシーの保護

Seos は、
データ保護のベストプラクティスと広くレビューされたオープンスタ
ンダードに準拠しています。
実際、電子パスポート、セキュアな署名作成デバイ
ス、Europay、Mastercard、Visa カードと同じ標準を使用しています。
これには、以下
が含まれます。
キー管理：アプリケーションとロールにのみバインドされているカード固有のキーを
計算する、単純な方法ではありません。

相互認証：クラス最高のメッセージ完全性保護を提供し、
カードとリーダーの信頼性
を検証し、後で使用されるセッションキーのシードを確立します。
セキュアなメッセージング：脆弱性を低減し、セッションの長さに関係なくセッション
全体の整合性を保護します。
メッセージの削除、挿入、再生、
または再順序付けが検
出され、拒否されます。

標準に準拠：Seos は、当局によって定期的にレビュー、検査および検証されているオ
ープングローバルスタンダードをプロアクティブに使用しているため、非常に透明性
のあるレベルのセキュリティを提供します。
これは、
ソリューションが侵害されない限
り通常は進化しない専有システムとは対照的です。
このようにして、
データ保護とプ
ライバシー保護の最高標準を厳格に順守することで、Seos は、市場の他のソリュー
ションよりも適切に、今日の脅威と脆弱性から組織を保護することができます。

Seos は、実績のあるオ
ープンなグローバル標
準に基づいて開発され
ました。
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出退勤登録

Seos のもう 1 つの特徴は、従
来の物理アクセスコントロー
ルを超えたアプリケーション
に対応できることです。

多くのアプリケーションと多く
の使用事例

一般的に組織は、異なる信頼ドメイン、権限の設定など異なるアプリケーションに使用されるデジタル認証技
術を独立して管理できる必要があります。
Seos は、
このようなデジタルIDを従来の物理アクセスコントロール
制御をはるかに超える複数のアプリケーションで実現し、幅広い業界で使用されています。
包括的なフレームワーク

Seos は、暗号的に強力な認証を使用して、
これらのデジタル人情情報へのアクセスを保護する安全なフレー
ムワークを作成します。
これは、許可されたシステムのみがこれらの資格情報を読み取ることができる、真のマ
ルチアプリケーションカードの基礎となるものです。

ダイナミック ADF
デジタル資格情報はADF に保存され、
それぞれが選択と認証によって保護されます。
これは、複数の鍵を用い
て最高のセキュリティとプライバシーレベルを使用します。
ADF は動的に作成および破棄することができ、資格
情報の存続期間中に使用可能なメモリの使用を最適化します。

セキュア印刷

駐車場
管理

キャッシュレス自動販売

ネットワーク
ログイン

メモリオプション
8KB または 16KB のメモリオプションを使用してアプリケーションを保存します。
Java カードベースのプラット
フォームでは、Seos はセキュアなメモリ領域にロードすることができ、利用可能なメモリは最大144KBとなり
カスタムアプリケーション開発をサポートします。
ワンタイムパスワード
静的パスワードを保存し、Oath HOTP 規格に基づいたワンタイムパスワードを生成します。
これは、
コンピュー
タネットワークおよびアプリケーションへの安全なリモートアクセスのためのワンタイムパスワードトークンに
代わる信頼性の高いものです。

次世代の認証技術

何十年も前の認証技術は、今日の組織のニーズを満たし、今後の成長に対応するのにはもはや十分ではあり
ません。
認証技術は、物理アクセスコントロールがセキュリティチェーンの弱点ではないことを確保するだけで
なく、新しいレベルのユーザー利便性を従業員また管理者へ提供する必要もあります。

クラス最高のセキュリティ、
フォームファクターの柔軟性、
そして最先端のアプリケーションに対応する機能を備
えたSeosは、今日、明日、
そしてその先も、認証技術の最適な選択肢となります。
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ソフトウェアベースにより、
フォ
ームファクターの柔軟性を提供

現在の資格情報は、基盤となるハードウェアチップに依存しないことが必要です。
これにより、信頼できる資格
情報として、
スマートフォン、
カード、
ウェアラブル、
およびその他のフォームファクターを交互に使用することが
できます。

Seos はソフトウェアベースの認証技術です。
つまり、基盤となるハードウェアチップに結び付けられていませ
ん。
この独立性により、
このセキュアな認証技術を、
より多様なフォームファクターと通信プロトコルに拡大する
ことができます。
ポータブル機能 - Seos は、複数のフォームファクターで配信できるように、異なるマイクロプロセッサデバイス
に移植することができます。

Seos について
は、hidglobal.com/seos

をご覧ください。

カスタマイズ可能なソリューション - セキュリティチームは、従業員の好みに合わせて、
スマートカードとモバ
イルデバイスを一緒に発行することができます。
Seos は、受賞歴のある HID Mobile Access® ソリューションを
提供します。

選択可能なプロトコル - Seos Core は、通信プロトコルを柔軟に選択でき、通信方法に関わらず、
アクセスコン
トロールリーダーに一貫したインターフェースを提供します。
さらなる利便性と効率性 - HID Mobile Access を使用すると、従業員はスマートデバイスを使用して、
ドア、ゲ
ート、
ネットワークなどにアクセスできます。

リモートで導入可能 - チップベースの認証情報を再発行するのではなく、必要に応じてソフトウェアによりリモ
ートで導入することも可能です。
対応デバイスの詳細については、hidglobal.com/mobile-access-supported-devices をご覧ください。

スマートカード

モバイルデバイス

HID Global は、世界中の何千もの組織が Seos をシームレ
スに導入できるよう支援してきました。
Seos へのアップグ
レードを開始するには、今すぐ getHID@hidglobal.com
までお問い合わせの上、
ご相談下さい。
ウェアラブル

7

北米：+1 512 776 9000 • フリーダイヤル：1 800 237 7769
ヨーロッパ、中東、
アフリカ：+44 1440 714 850
アジア太平洋：+852 3160 9800 • ラテンアメリカ：+52 55 9171 1108
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