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アクセスコントロールの設計を再見直し
セキュリティと現代性の融合。それは、HID Global が提供するアクセスコントロールリーダーの
銘品HID Signoを通じて実現しました。なめらかなアップスケールデザインの HID Signo リー
ダーは、HID が誇る従来クラス最高のパフォーマンスに革新的な機能を追加し、自社組織のセ
キュリティを維持します。

絶え間なく変化する世界のセキュリティニーズを自社組織が充足する事ができるように、HID Signo リ
ーダーは未来に繋がる高度な多様性と力強さを備えるように設計されています。

 ¡ 高い多様性 
 ネイティブな Bluetoothや近距離無線通信 (NFC) の機能を介した HID Mobile ア クセス は 
 最も幅広い認証技術をサポート。さらに、Apple の Enhanced Contactless Polling (ECP) によ 
 り、Apple Wallet を用いた認証情報をサポート。

 ¡ 比類なきパフォーマンス 
 認定済みのセキュアな機器の中に究極に安全に保管された暗号鍵に加えて、新しい表  
 面検出機能によって、リーダー自身が読取範囲の補正と最適化を自動で行う機能を実現。

 ¡ 将来に備えた接続性 
 すべてのリーダーに箱から出してすぐ利用可能な Open Supervised Device    
 Protocol (OSDP) のサポートがあり、双方向の通信を確保。また、各リーダーは「潜入通 
 信」や物理的に接続する必要なく、遠隔での接続や管理が行えるように設計されています。 

さらに、HID Signo リーダーは、注文や設置が容易で、アップグレード手順が誰にとっても簡単です。

「この最先端の技術を有する
リーダーは、多様性を念頭に
置いて設計され、カスタマイ
ゼーションへの高い顧客要求
を高水準で満たすことが可能
となりました。」



市場で最も多様性の高いリーダー
最も広範囲の認証技術を現場でサポート

アクセスコントロールにおいては、選択することは重要です。高周波数技術をカバーする
幅広さにおいて、 HID Signo にかなうアクセスコントロールリーダーは現在の市場にはあ
りません。事実、HID Signo リーダーは、柔軟性が高く設計されており、15 以上の認証技術
への互換性があります。これには、Seos、HIDモバイルアクセス、MIFARE  
DESFire EV1/EV2、iCLASS およびその他多くが含まれています。 

また、この比類ない認証情報のサポートは、今日の技術を超えた領域まで拡張されていま
す。単一の HID Signo リーダーは、以下のレガシーの認証技術をすべてサポートできるの
です。  

 ¡ HID Proximity®

 ¡ Indala Proximity®

 ¡ AWID Proximity 

 ¡ 125 kHz ID-1 single

この機能は選択の幅を広げてくれるだけでなく、現在の認証技術への移行をシンプルにす
ることもできます。

各HID Signo リーダーには、Apple社の Enhanced Contactless Polling (ECP) が組み込ま
れており、Apple Wallet の認証情報がサポートされています。

「HID Signo リーダーには 
特許取得済みの速度検出機能
があり、パスワード強制解除攻撃
(Bruto Force Attack)や高速攻撃
(Rapid Attack)に対する保護も行
えます。」



Signo = セキュリティ
アクセスコントロールのニーズがどれだけ複雑であろうと、セキュリティは第一優先で
考えなければなりません。

HID Signo リーダーは、シンプルで効果的なアプローチをとることにより、比類なきセキュリ
ティを提供し、ほぼ全てのシナリオに対してアクセスコントロールを提供することができます。
これは、複数レイヤーのセキュリティモデルにより実現され、データの信頼性 とプライバシー
を確保できます。

追加のセキュリティ機能には以下が含まれます。

 ¡ 認定 (EAL5+) セキュアハードウェアにより、暗号鍵を安全に保管

 ¡ 箱から出してすぐに利用できる OSDP Secure Channel Protocol をサポートする事によ 
 り、リーダーとドアコントローラーの間の双方向の暗号化通信を実現。

 ¡ HID Secure Identity Object™ (SIO) により、一つのオブジェクトにID情報を格納し、転送 
 可能なデータモデルを実現する事で、信頼性と安全性の高い認証を確保。

 ¡ HID  iCLASS Elite と Corporate 1000 のプログラムをサポートする事で、セキュリティの 
 プロに認証キーのカスタム化を提供し、セキュリティを向上。

設置が簡単で管理がより簡単に。
セキュリティビジネスでは、時は金なりです。 

HID Signo リーダーは、新しいターミナルブロックワイヤリングの設計のお陰で、設置が簡単
で、追加のスペーサーなしに平面取付を可能にします。これらのリーダーは、追加のガスケッ
トを必要とせずに 屋外使用IP65 （防水防塵仕様）も大々的に宣伝されています。

一旦設置された後でも、HID Signo リーダーは付属の BLE および OSDP 機能を利用して、ア
ップグレードや管理を行う事が簡単です。これらはHID Reader Manager Appと完全に互換
性があり、現場でファームウェアを設定、更新する際に便利です。OSDP を介したコントロー
ラーを通じて、設定作業を合理的に実施することもできます。

「HID Signo リーダーは、新しいタ
ーミナルブロックワイヤリング設
計のお陰で、設置が簡単です。」



スマートで、接続性が向上したアク
セスコントロール
HID Signo にアップグレードする事で、ビルオーナーは将来的にも柔軟に対応できるセキ
ュリティシステムを構築することができます。これは過去には実現できなかったことで、ビ
ルオーナーは真に変化し続ける事が可能なツールを完備し、新たな脅威にも対応し、将来
必要となる拡張機能を実装することができます。

HID Signoリーダーは、現代の分散されたエコシステムの中でも接続され、管理されること
により、従来のドアの安全を守る手段を超越できるように設計されています。この機能によ
り、アクセスコントロールシステムがパワーアップされ、新しいニーズ、構成、脅威が生じて
も動的に対応できます。

このようなクラス最高級のリーダーにより、自社組織は将来に渡って対応可能とな
る体験を保証されます。

 ¡ ネイティブなモバイルアクセス機能を提供 
 —準備ができているときにはいつでもモバイルアクセスを導入

 ¡ ウィーガンドから OSDP への簡単な移行を確保 
 —リーダーとドアコントローラーの間の 
 暗号化された通信を確保可能

 ¡ レガシーと将来の認証技術をサポート 
 —既存の認証情報をアップグレードし、 
 技術を自分のペースで確保

「いったん HID Signoリーダー
を設置・構成した後、ユーザーは
高い信頼性を保持して、思い通
りに容易に使用することができ
ます。」



未来の技術が今ここに登場
HID Signo リーダーは現在の自社組織に、将来的に対応できるアクセスコントロー
ルを提供します。

なめらかで現代的なデザインであるだけでなく、この最先端のリーダープラットフォームは、
柔軟で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。また、最も幅広い認証技術をサポートし
ます。HID Signo は、追加された新機能による比類なきセキュリティ機能と、強化されたパフ
ォーマンスを施設に提供する事で、HID Global のアクセスコントロール業界におけるリーダ
ーシップをさらに強化します。

アクセスコントロールリーダーを HID Signo にアップグレードすると、利便性とセキュリティ
を今すぐに確保することができ、将来的に何が来ようとそれに対して用意することができま
す。これが Signoとお客様とのお約束です。

より詳細を確認するには、hidglobal.com/signoにアクセスしてください

「HID Signo リーダーは HID 
Origo に統合されるように構築

されています。 
これはパワフルなクラウドプラッ

トフォームで、HID Global が提
供するあらゆるクラウドベースの

ソリューションに対する土台を
提供します。」

信頼性の高いパフォーマンス
HID Signo リーダーは、信頼できるパワフルなアクセスコントロール性能という 
HID の伝統を継続します。 

これらのリーダーは、幅広いユースケースにまたがって信頼性を確保でき、あらゆる規模
の組織のために効率性を確保できる機能拡張性を保持しています。

 ¡ 新しい表面検出機能を活用すると、リーダーはカードが金属に取り付けられていると 
 きにでも感知できるほどに、読み取り補正や範囲の最適化を自動的に行います。

 ¡ 静電容量式タッチキーパッドの導入により、非常に信頼性の高いパフォーマンスを過 
 酷な条件で確保でき、例えば屋外での過酷な環境下での取付利用に理想的です。

 ¡ iBeacon のサポートにより、リーダーに提示される前にモバイルデバイスアプリが「ウ 
 ェイクアップ」されるようになります。これにより、一日の最初の読込みおよび読込範囲 
 の一貫性が劇的に向上されます。  

 ¡ インテリジェントパワーモードによる省エネルギー機能を通じて、リーダーが休止状 
 態の場合にエネルギーの消費を削減することにより、環境に優しい利用が可能となり 
 ます。
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