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セキュリティを取り巻く環境は、新しく複雑に進化を続けています。この進化は多くのレベルで変化をもたらすもので、中断や
混乱ではなく改善の機会となるものです。この概念の重要性は、今日私たちが直面している新技術、増え続けるセキュリティ脅
威やアクセス制御インフラに求められる役割の拡大への対応と、同時にますます複雑化するシステム統合の課題を解決する上
で、 これまで以上に高まっています。

旧来のレガシー技術から新しいアクセス制御標準へのアップグレードは大掛かりなプロジェクトと言えます。しかしながら、最
近は技術進化によって移行やアップグレードがより容易にできるようになりました。これまでのソリューションから、より大きな
価値を提供する、より動的なアクセス制御テクノロジーに移行することができます。新しい技術標準を採用することで、機能性
を強化し、より高いレベルのセキュリティメリットを享受できます。アクセス制御は、複数施設にも対応する多層セキュリティを
備えた、より統合されたシステムに移行しつつあります。今日のよりダイナミックなソリューションは新しいレベルの利便性と
実用性をもたらします。 

はじめに
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導入にあたっては、現在の要件への対応性だけでなく、将来のニーズを予測し対策を講じることが重要です。新しいアクセス制
御標準を採用する主な動機は、セキュリティ性の向上や、単一の標準による複数場所の管理の統合がほとんどです。しかしなが
ら、現在の最新アクセス制御を活用することで、予期しない変化や進化するセキュリティ脅威に対処するための基盤を構築する
ことができます。最新技術へのアップグレードで得られる機会を最大限に活用することが、強い組織づくりにつながります。  

新しい技術標準は、モバイルアクセスやキャッシュレス販売から、勤怠管理、セキュアな印刷管理やネットワークロ
グインなど、さまざまな価値の高い用途をサポートします。
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データプライバシーの保護

新しい法律または規制要件の結果として、組織のセキュリティ性強化が必要になる可能性があります。同様に企業では、新規顧客が
高レベルの安全性を要求する場合、取引先の要件に従いアクセス制御の向上が求められるかもしれません。また、ビルやキャンパ
スにおいては、新規テナントまたはテナントの親組織の保護を目的とした要件を満たすため、セキュリティを強化する必要性が生じ
るかもしれません。

新しく、よりダイナミックなアクセス制御テクノロジーを導入することで、旧来のより静的なテクノロジーを維持するよりも多くのメリ
ットを享受できます。組織が進化する脅威のある環境に直面する中、ID データのセキュリティおよびプライバシーの維持という課題
がますます増大しています。高レベルのセキュリティに対するニーズの拡大や、利便性向上ニーズに伴うアクセス制御のモバイル機
器の活用は変化を推進し、革新を後押ししています。

現実には、組織がアクセス制御システムをアップグレードする理由の中には、予期しない事象やセキュリティ侵害が発生したからと
いう場合もあります。より信頼性が高く最新のアクセス制御標準の導入には、正しいステップを踏むことでセキュリティとプライバシ
ーのニーズに自信をもって対応し、将来に向けた適切な投資をすることができます。

 

アップグレードする 3 つの理由 

Data  
Privacy

1



5入退室アクセス制御テクノロジーをアップグレードする 3 つの理由

ユーザーの利便性

アクセスの制御に、携帯電話、タブレット、リストバンドや腕時計などのウェアラブル機器を自由に活用することで、ドアやゲー
トをより便利に開ける方法が増え、またエンドユーザーにとっては選択肢が広がり、利便性が向上します。

今日、スマートデバイスは常に手元にあります。ユーザーは複数のカードやキーを保有し、持ち歩く必要がなくなります。たとえ
ば、駐車場や進入路 (私有地) に設置されたゲートでは、通信範囲が広いBluetooth Smart 通信規格を用いることで、リーダ
ー (読取装置) を作動するのに車のウィンドウを開けて手を伸ばしてデバイスをかざすことなく、ゲートまで車を寄せることが
できます。

一部のスマートデバイスのセンサー、特にジャイロスコープと加速度計を活用することで、ジェスチャーの検出が可能になり
ます。これにより、直感的なジェスチャーを感知し離れた場所からドアを開くなど、アクセス制御のさらなるメリットとして活用
できるようになります。また、このジェスチャー機能はセキュリティの点でも追加の認証レイヤーとしても機能します。

2019 年までに使用されるスマートウェアラブル端末の台数は約 1 億 5500 万台に及ぶと予測されました。2。これらのデバイ
スはまさに「常時接続」で、すぐに使える利便性は、アクセス制御用途での活用が自然な選択肢ということができます。

75%

84%

70%

セキュリティ専門家のうち 75% は従業員
からアクセス制御改善に対する強い要望
がある場合、アップグレードを実施する可

能性が高いと回答1

84% が個人の権限に応じた異なるレベル
のアクセスが必要と回答1

70%がドア・入口以外のエリアのアクセス
制御が必要と回答1

1 IFSEC Global、The Access Control Report 2016 (アクセス制御レポート、2016 年)：  Legacy Infrastructure and Motivations for Upgrading, 2016 (レガシーインフラス
トラクチャとアップグレードの動機、2016 年) (協賛HID Global)
2 IDC, Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, June 2015 (IDC、全世界四半期ウェアラブルデバイストラッカー 2015 年 6 月)
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柔軟性

プラットフォームに求められるのは、複数の用途に対応できる十分な柔軟性物理アクセス (例：建物) の管理だけでなく、論理
的アクセス (例：コンピュータ/ソフトウェアのログイン、時間や勤怠管理など) を含む複合的な管理が求められています。

新しい用途を追加したい場合 - 勤怠管理、セキュアな印刷管理、生体認証、キャッシュレス販売など -には、関連するカードを
ユーザーに発行する必要が生じます。このようなプロセスが手間である場合は、アクセス制御に様々な機能を付加できる非接
触型ウェアラブル機器やスマートフォンに移行する機会であるかもしれません。従業員は一つのデバイスを多くの目的に。

これらの用途や機能の管理を効率性と費用対効果に優れた一つのシステムに一元化しておく企業ネットワーク、システム、お
よび設備全体にわたり完全に相互運用できる多層的なセキュリティソリューションを構築できます1 つの効率的で費用対効
果の高いシステムに集中する必要があります。そうすることで、将来的に利便性、編集可能性やセキュリティ性に優れたデジタ
ルキーやクレデンシャルをスマートフォンやその他のモバイル機器に移行することができます。
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組織は、物理的アクセス制御 (PACS) インフラストラクチャに影響を与えるさまざまなテクノロジーの変更に対応していかな
くてはなりません。これらの変更には、2 年間の PC リフレッシュサイクル、18 カ月間のモバイルデバイスの平均寿命、「私物端
末の業務利用(BYOD)」への移行にかかるポリシー変更などがあります。さらには、タブレット、ラップトップ、スマートフォンの
急速な普及による、モバイル機器経由のネットワークアクセスの増加があります。  

従来のセキュリティソリューションは独自の静的テクノロジーを用いることが多く、これらは機能拡張の可能性がほとんどもし
くは全く無く、より高いレベルのデータプライバシーに引き上げることが困難でした。このような適応能力の不足は、攻撃の標
的になりやすく脆弱性となります。多くの場合、レガシーテクノロジーは陳腐化したソフトウェア、デバイス、プロトコルや製品
で固定化されており、アクセス制御インフラストラクチャの変更は容易ではありません。    

画期的な技術をもとに構築された最新の高周波アクセス制御システムは、ハードウェアやメディアに依存しないセキュリティ
を可能にします。これにより、組織ではこれまでに比べ容易に新機能やより高レベルのデータプライバシーに対応できるよう
になります。また、スマートデバイスに対するセキュアな ID クレデンシャルのプロビジョニングも可能になることから、組織で
はスマートカード、モバイルデバイス、またはその両方を使用する選択肢を得ることができます。  加えて、新システムはプリン
ターの安全なリリース、ネットワークアクセス、勤怠管理やキャッシュレス販売など、ドア管理を越えたアクセス制御の機能性を
提供します。    

データプライバシー、ユーザーの利便性、柔軟性を同時に
実現
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旧式技術への投資を継続すると、クラス最高のアクセス制御セキュリティ、データプライバシー管理を取り入れ、これらに付随
する利便性と機能性を得る機会を失います。古いシステムから新しい技術標準への移行を始めることで、将来の重大なセキュ
リティ侵害の発生リスクを最小限に抑えることができます。移行は、段階的に進めることもできます。積極的に実施していくこと
が、最良のアプローチです。  

組織が変更を避けたり遅らせたりする理由は多くあります。主なものには予算制限、生産性やワークフローに与える影響など
があります。変更を遅らせることは特にアクセス制御インフラストラクチャに対する危険を招く可能性があります。陳腐化した
テクノロジーとセキュリティ脅威の増大という要因の組み合わせは、組織の人、施設やデータ資産を保護する能力を迅速に損
う可能性を有します。  

アクセス制御ソリューションは、進行中のビジネスオペレーションを中断させることなく、将来の機能を導入できるもので無くて
はなりません。変更には投資が必要ですが、投資に見合う利点を得ることができます。実現する費用対効果（ROI）には、リスク
管理の改善によるセキュリティオペレーションの改善、ワークフローの効率化や保険料の削減などがあります。従業員または
顧客データに損害を及ぼすセキュリティイベント回避の対策を講じることで、コストのかかる長期的な法的問題や、回復には
数年を要すブランドの毀損を防ぐができます。

アクセス制御テクノロジーのアップグレード：確実な投資  

44%

32%

セキュリティ専門家のうち44%がアクセス
制御システムのアップグレードを計画して

いると回答1

48% が新システムに求める最も重要な利点
に「使いやすさ」を挙げた1

32% が新システムでは「権限に応じた複
数レベルのアクセス」が最も重要と回答1

48%

1 IFSEC Global、The Access Control Report 2016 (アクセス制御レポート、2016 年)：Legacy Infrastructure and Motivations for Upgrading, 2016 (レガシーインフラスト
ラクチャとアップグレードの動機、2016 年) (協賛HID Global)
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まとめ 

変化の肯定的な側面を受け入れるには、今日の要件を満たし、将来のニーズに十分に対応できる柔軟性のあるアクセス制御
プラットフォームが必要で、すべて最高レベルのデータプライバシー、ユーザーの利便性、柔軟性を満たす必要があります。    

既存のシステムのアップグレードに向け、 HID Global では数々のソリューションをご提供しています。詳しくは、当社までお問
い合わせください。 

施設、資産、ネットワークやクラウドリソースの保護で世界中の企業から信頼されるHID Global。 
詳しくは https://www.hidglobal.jp/access-control 。

お問い合わせ

https://www.hidglobal.jp/access-control
mailto:insidesales%40hidglobal.com?subject=
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