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はじめに

モバイルデバイスを使用して建物にアクセスすることで、特定の問題を解決するだけでなく、システムを改善することができます。

近距離無線通信（NFC）やBluetoothなどの非接触型アプリケーションやテクノロジーの使用に対する信頼性と教育は継続的に向上し
ています。モバイルとクラウドコンピューティングの時代を迎え、物理環境のセキュリティと保護に関心を寄せる企業が増えています。
正しく導入すれば、モバイルアクセスは私たちが扉を開く方法を革命的に変える可能性を秘めています。

これを念頭に、以下の2つの重要な疑問を解明するため、当社ではモバイルアクセス構成のガイドを作成しました。

	 •	モバイルアクセスを実現する基礎テクノロジーは何ですか？
	 •	モバイルアクセス制御を導入する際、どんな情報を知っておく必要がありますか？
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モバイルアクセステクノロジーについて把握するべき情報1
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現在、モバイルアクセスに使用できる通信規格は、近距離無線通信（NFC）およびBluetooth	Smart	の2つです。どの規格を選ぶかは、ソリ
ューションに求める機能や項目によって異なります。		

Bluetooth Smart

Bluetooth	Smart（Bluetooth	Low	Energy	[BLE]	とも呼ばれる）は、比較的新しいワイヤレステクノロジーです。Bluetooth	Smartは、通信範
囲は維持しながら、消費電力を大幅に削減し、実装コストを抑えます。

現在、Bluetooth	Smartは、決済、ホームエンターテインメント、セキュリティなどの業界で活用されています。2018年には、Bluetooth対応
のスマートフォンの90％がSmart	Readyデバイスになると予測されています。1

	 •	 Bluetooth	Smartの読み取り範囲は広く、10m以上離れても読み取りできます。
	 •	 信号の強度に影響を及ぼさない限り、リーダーは、扉の安全な面、あるいは見えない箇所のいずれかに取り付けて使用できます。
	 •	 Bluetooth	Smartは、AndroidとiOSのいずれのデバイスにも対応します。

 
 
 

主なポイント：Bluetooth	Smartは、近距離と遠距離のいずれでも動作し、iOSとAndroidのいずれにも対応。また、消費電力を低く抑えま
す。異種デバイスが混在する環境、あるいは遠距離からの起動（アクティベーション）が必要な環境では、この通信規格が最適です。

1		Bluetooth	SIG,	Mobile	Telephony	Market,	accessed	10	August,	2015.

通信規格
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NFC

NFCは、スマートデバイス（組み込みタグを含む）間の近距離（通常10cm未満）範囲での無線周波数通信を確立する無線通信テクノロ
ジーです。

NFC規格は、4つの動作モードをサポートします：	

	 •	 リーダー/ライター（読み書き）モード：スマートデバイスは、NFCを介して、組み込み型NFCタグ、ラベルなどに保管された情報	
	 	 を読み取ることができます。
	 •	 P2P（ピアツーピア）：スマートデバイスはNFCを介してデータを交換できる。	
	 •	 カードエミュレーション：スマートデバイスはNFCを介して非接触型スマートカードのように使用できる。	
	 •	 ホストカードエミュレーション：ソフトウェアアプリケーションは、非接触型認証技術をエミュレートする。

現在のところ、iOSはNFC規格に対応していません。

主なポイント：HCEモードで動作するNFC規格は、iOSデバイスを含まない近距離アプリケーション（10cm以内、または「タップ」で起動
する直接コンタクト）に最適です。
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NFC Bluetooth Smart

標準化機関 ISO/IEC Bluetooth	SIG

範囲 10cm以内	 10m以上	

チップには電源が必要 なし あり

無線データ転送速度 424	kbit/s 1	Mbit/s

対応するオペレーティングシステム（モバイル
アクセス制御アプリケーション用）

Android	6.0以降	
Windows	Phone	8.1以降

iOS	9以降
Android	6.0以降
Windows	Phone	8.1以降

認証情報の保管
デバイスのオペレーティングシステムでエンコード（ホストカードエミュ
レーション）：Trusted	Execution	EnvironmentまたはMDMシステムに
よって、さらに保護できる

デバイスのオペレーティングシステムでエンコード：Trusted	
Execution	EnvironmentまたはMDMシステムによって、さらに保護で
きる

トランザクション体験 タップ
タップ
遠隔でトリガー可能
ジェスチャー（動作）

一般的なアクセス制御事例

標準（ドア1枚）
近くに複数のドアがある場所（例：コンファレンスセンター）
セキュリティ要素の組み合わせ（例：電話+PIN）
トランザクションをカウントする必要がある場合

標準（ドア1枚）
遠距離（例：駐車場のゲート、車庫）
見えない場所に設置されたリーダー

NFCとBluetooth Smart – 比較表
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インフラストラクチャ 

モバイルデバイス、リーダー（読み取り装置）、ロックは、強力な暗号化や多層認証などのセキュリティ技術によって保護された統合イ
ンフラストラクチャの一部です。これらの装置は、クラウドべベースのポータルアプリケーションで管理できます。テクノロジーの接続
方法の概要を以下に説明します。

ネットワークテクノロジー

比較的新しい概念（コンセプト）がIAN（Internet	Area	Network）です。これは、IP（Internet	Protoco）を介してクラウド環境内の音声と
データエンドポイントを接続する通信ネットワークとして定義されます。LAN	/	WAN（ローカル/ワイドエリアネットワーク）など、これ
までの「地理的に狭いネットワーク」の概念を排除します。つまり、物理的な場所に縛られずに、仮想化アプリケーションやサービスを
サポートします。

主なポイント：IAN（Internet	Area	Network）は、クラウドの仮想化アプリケーションをサポートできる。モバイルアクセスアプリケーシ
ョンでは、IANはクラウドベースのオペレーションをサポートする。
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ポータルテクノロジー

クライアントサイドスクリプトを使用すると、開発者は使い慣れたデスクトップオペレーティングシステムの動作を使用して、ユーザーインターフェイスを設計できます。クライアント
サイドスクリプトとサーバーサイドテクノロジーを組み合わせることで、管理者の作業がより柔軟になります。セキュアネットワーク接続を介して、ウェブブラウザ上で管理、設定、レポ
ート、トラブルシューティングタスクをリモートで実行できます。

API（Application	Programming	Interfaces）により、ポータルとバックエンドシステムを統合することができます。モバイルアクセス制御の場合は、管理ポータルを会社のACS（アクセ
ス制御システム）およびMDM/EMM（モバイルデバイス管理）システムと統合して、ユーザーとユーザーグループ、役割とアクセス権、IDとデバイスをシームレスに管理できます。	

主なポイント：ポータルテクノロジーは、ユーザーフレンドリーなウェブ操作で管理やレポート作成機能を実行できる。また、バックエンドシステムに接続できるという付加的なメリッ
トもあり、運用効率とシームレスなユーザー体験を実現します。	

カスタマーバックエンドシステム
（例：ID管理システム、予約システム、
アクセス制御システム、人事システムなど）
「Tap」または「Twist and Go」

HID Mobile Access Portal®
新人研修、管理、

ACSセットアップ、在庫目録

エンドユーザーセキュリティ管理者
による管理、端末、独自のビジネス
アプリケーション（アクセス制御
システムなど）を通じたユーザー

およびMobile ID
Mobile IDは無線経由で安全に
iCLASS SE®リーダと通信します

電話へと転送されます

Mobile ID データは iCLASS SE®
リーダに検証され、信頼済みのID
データは適切な操作を実行するパ

ネルへと送信されます

モバイル端末は、HID Mobile App
（または HID Mobile App SDK
を利用したサードパーティ製アプリ）

を通じてSeos®技術により、
Mobile IDは無線経由で安全に
iCLASS SE®リーダと通信します

HID Mobile Access
Portal API

「Tap」または
「Twist and Go」
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クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングとは、ネットワークを介して、「サービスとしての（as	a	service）」（共有）コンピューティングリソース（例：ス
トレージスペース、コンピューティング能力、サーバーなど）アクセスし、使用することです。クラウドコンピューティングソリューション
は、通常はサードパーティのサービスプロバイダーが所有するリモートサイトのデータセンターにデータを保存し、処理する機能を備
えています。これらのサービスには、ローカルブラウザ機能、定義済みのインタフェースおよびプロトコルを使用してアクセスします。	

クラウドコンピューティングを実現する主要なテクノロジーは仮想化です。仮想化とは、基盤となる物理ハードウェアおよびソフトウェ
アから分離された仮想マシン、論理デスクトップ、サーバー、またはストレージスペースを作ることです。仮想リソースは、複数の顧客
によって共有できます。需要に応じて使い分けることで、効率を最大化します。

クラウドベースのリソースとアプリケーションをさまざまな目的に使用する組織が増えています。そのほとんどは、ブロードバンドネッ
トワークとコンピューティングハードウェアの容量とパフォーマンスの拡張に関するものです。以下のようなメリットを提供します：

	 •	 コスト削減（ハードウェアやソフトウェアを別途購入・管理する必要がない）
	 •	 スケーラビリティ
	 •	 場所に依存しない
	 •	 緊密な共同作業により生産性を向上

主なポイント：クラウドを通じてアクセスされるモバイルアクセスソリューションは、迅速な拡張性や複数の場所を一元管理する機能
など、優れた運用効率を実現します。	
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セキュリティテクノロジー

ネットワークとクラウドリソースを使用してクリティカルなデータを保存、アクセス、処理する場合、最も重要なのはセキュリティです。
インターネットなどの信頼性の低いパブリックネットワークを介して、プライベート（企業）ネットワークにセキュアアクセスを行う場
合、仮想プライベートネットワーク（VPN）を通して、アクセスを確立します。	

復号化キーがなければデータの読み取りができないような方法で暗号化することで、機密情報を保護することができます。	

暗号化で保護できるのは情報の機密性だけで、信頼性を守ることはできません。これとは別の重要なセキュリティ手法であり、ベスト
プラクティスを挙げるなら、多層認証です。ログイン時に、ユーザーは多層認証プロトコルを使用して、自分が本物の承認されたユー
ザーであることを証明する必要があります。	

さらに重要なことに、サービスプロバイダーは、アプリケーションとデータのセキュリティを維持するには、ファイアウォールや侵入防
止システム、高度なセキュリティポリシー、サーバーOSの強化、セキュリティパッチ管理などの適切な対策を講じる必要があります。

主なポイント：ベストプラクティスに準拠するモバイルアクセスソリューションは、多層認証を使用する必要がある
システムへの不正な侵入を防ぎ、機密性の高い個人情報を保護するためのプロトコルと保存データの保護



11モバイルアクセスの導入を成功させるために必要な知識とは？

モバイルアクセス制御を導入する際、どんな情報を知っておく必要が
ありますか？

2
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システムアーキテクチャー

モバイルアクセス制御を導入する場合、基盤となるアーキテクチャーは複数のモバイルデバイスで構成されています。また、選択した
リーダー、トランザクションセキュリティ、モバイルアプリ統合、（潜在的な）バックエンド統合から成ります。	

特定のテクノロジーを決定する前に、考慮すべき事項を以下に紹介します：

	 •	 どのようなアクセス制御のシナリオを解決する必要がありますか？
	 •	 このシナリオでは、モバイルアクセス制御はどのような役割を果たしますか？
	 •	 ここでの目的は、モバイルデバイスとスマートカードを組み合わせて使用することですか？それとも、モバイルデバイスのみ	
	 	 に移行することですか？
	 •	 すべてのアクセスシナリオ（ドア、データ、クラウドアプリケーションへのアクセス）でセキュリティ、プライバシー、利便性を確保	
	 	 するにはどうすれば良いですか？
	 •	 このシステムがサービスを提供するユーザーの数は？
	 •	 どのような役割とアクセス権を割り当てて管理する必要がありますか?
	 •	 どんな新規プロセスやポリシーを確立する必要がありますか？
	 •	 モバイルアクセス制御をバックエンドシステムに組み込むにはどうしたら良いですか？
	 •	 アクセス制御と認証情報管理を、モバイルデバイス管理（MDM/EMM）、ディレクトリサービスなどのシステムと統合すること	
	 	 はできますか？
	 •	 駐車場、正面玄関ドア、エレベーター、オフィスのドアなど、モバイルアクセスをサポートする必要があるエリアはどこですか？
	 •	 対応する必要がある事例をサポートする通信規格は何ですか？
	 •	 サーバー、モバイルデバイス、リーダー間の無線通信はどのように保護されますか？
	 •	 モバイルへの投資を今後も有効に活用するにはどうしたら良いですか？
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セキュアなモバイルアクセス環境の整備

質の高いモバイルアクセス制御ソリューションは、多層認証を介してセキュアなIDを処理
するため、IDが実際に確立されており、IDデータが信頼できる情報源（ソース）からのもの
であることを確認します。	

モバイルIDの管理	

モバイルIDは、一元化された管理プラットフォームで作成・管理を行います。アクセス制御
システムとモバイルデバイスの両方に機密IDデータを送信する場合、通信のセキュリティ
とプライバシーを確保する必要があります。

物理アクセス制御と論理アクセス制御のための多層認証	

従来の低周波テクノロジーが推進するフォームファクターとは逆に、スマートデバイスは
多層認証によって全体的なセキュリティを向上させることができます。	

リーダーとロックを選択 

リーダーとロックは、選んだモバイルアクセス制御ソリューションをサポートする必要があ

ります。コンプライアンスイニシアチブまたはプライバシーと保護を強化する要件がある
使用事例では、ソリューションがこれらの機能をサポートするか否かを考慮する必要があ
ります。

モバイルIDのプロビジョニング	

紛失または盗難された認証情報を作成、発行、取り消すには、モバイルIDの無線送信が適
切なセキュリティインフラストラクチャに対応する必要があります。管理ポータルにも、セ
キュリティパラメーターを監視および変更する機能が必要です。

モバイル環境

モバイルアクセス制御を導入するには、スマートデバイス、モバイルID、リーダー（読み取り装置）、ロック、サービスから成るシームレスなエンドツーエンドシステムが必要です。モバイ
ルアクセス制御を導入する組織は、次の事項について重点的に検討する必要があります：	
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検討事項

管理の検討事項

モバイルIDの管理方法は、さまざまな要因によって異なります：

	 •	 範囲（物理的アクセスのみ、または統合アクセスソリューション）
	 •	 ユーザーとロール（役割）
	 •	 セキュリティのレベル
	 •	 場所の数
	 •	 サポートが必要なユーザーごとのデバイス数

管理ポータルは、モバイルIDのライフサイクル全体をサポートする必要があります。モバイルIDのセキュアな無線管理によるクラウド
ベースの一元管理が非常に望ましいです。モバイルIDの自動設定、複数ユーザープロファイルの一括アップロード、一括通知機能に
より、管理効率が向上します。
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セキュリティの検討事項

モバイルアクセスソリューションは、セキュリティを最優先して設計する必要があります。モバイルデバイスで機密性の高いIDデータを管理するには、エンドツーエンドのセキュリティの
全体像を把握する必要があります：モバイルIDの生成方法は？ライフサイクル全体の管理方法は？モバイルIDを携帯電話に安全に保存するには？サイバー攻撃は、ツールや手法を変
えながら、さまざまな方向から仕掛けられます。	

不正利用を防ぐには、モバイルIDの暗号化が必要です。あらゆるモバイルIDとユーザー情報は、暗号化操作によって保護する必要があります。モバイルIDを管理するアプリケーション
は専用のサンドボックスで実行し、不正なアプリケーションからのデータのアクセスや変更を防ぐ必要があります。ベストプラクティスは、ジェイルブレイクまたはルート化されたデバイ
スはビジネスで使用しないことです。	

物理的なカードと同様、モバイルデバイスも紛失する可能性があります。プロビジョニングされたデバイスが紛失、盗難、または危険にさらされた場合、モバイルIDは簡単に解約手続き
できます。デバイスが見つかった場合、または交換した場合、簡単に再プロビジョンできます。組織の健全なポリシーの一環として、レポート作成プロセスを確立する必要があります。

デバイスの盗難による影響を抑えるため、デバイスのロックが解除された場合のみ、リーダーと通信できるように設定することができます。当然のことながら、アクセス制御センター、
管理ポータル、モバイルデバイス、リーダー間の通信を保護する必要があります。通信のエンドツーエンドの暗号化で個人データを保護し、クローン作製を防ぎます。ベストプラクティス
は、実際の通信プロトコルとは独立して動作する、信頼性の高いバックエンドサービスを使用することです。	

モバイルIDのプロビジョニングを許可するための招待コードも、ワンタイムパスワード（OTP）セキュリティを使用して保護する必要があります。また、クラウドベースの管理アプリケーシ
ョンが確実に適切に保護されるようにしてください。多層認証法をおすすめします。
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モバイル対応リーダー

選択した通信規格に対応するリーダーが必要です。段階的な移行が望ましい場合は、混在するアクセス制御テクノロジーをサポートす
るため、可能な限り、相互運用性の高いリーダーを選びます。

異なるモバイルアクセス制御アプリケーションを実装する場合、重要な要因の一つが読み取り範囲です。非接触テクノロジーの性質
を考えると、リーダーを設置している環境によって、可能な読み取り範囲が変わります。使用するスマートデバイスの種類によって、読
み取り範囲が左右されます。環境に応じて読み取り距離を微調整したり、	読み取り装置を適切な起動モード（長距離、タップ、ジェスチ
ャーベースの動作）に設定するオプションも重要な機能です。

ユーザー体験

ユーザー体験と受容（承諾）は成功に不可欠な要素なので、モバイルアクセス制御ソリューションを採用する企業は、ユーザー体験に重
点を置く必要があります。

新しい種類のソリューションを実装する場合は、ユーザーや毎日のルーティンにもたらす影響を丁寧に考察することが重要です。広く
受け入れられるには、新しいモバイルアクセス制御ソリューションは、他のフォームファクターよりも優れたユーザ体験を提供しなけ
ればなりません。第一印象は長く続くものです。	

モバイルアクセス体験は、合理化去れ、直感的かつ便利であることが重要です。モバイルソリューションを適切に導入することで、アク
セス制御にイノベーションをもたらすことができます。
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テクノロジーに関係なく、モバイルデバイスによって、ドアを開ける方法が大きく変わります。ただし、組織にとって、従業員に最
適なアクセス体験をもたらすモバイル関連のテクノロジーはどれかを検討することが重要です。

企業がモバイルアクセス制御を導入する前に、以下の項目をチェックする必要があります：

	 •	NFCは、近距離アプリケーション（10cm以内、または「タップ」によるダイレクトコンタクト）に最適です。
	 •	Bluetooth	Smartは、近距離と遠距離のいずれでも動作します。iOSとAndroidをいずれもサポートします。
	 •	クラウドを介してアクセスするモバイルアクセスソリューションは、拡張性に優れ、一元化された管理を行います。
	 •	モバイルアクセスソリューションでは多層認証プロトコルを採用し、機密データを保護する必要があります。

モバイルアクセスが組織にもたらすメリットを知る

まとめ

詳細を読む

https://www.hidglobal.jp/solutions/access-control/hid-mobile-access-solutions 
https://www.hidglobal.jp/solutions/access-control/hid-mobile-access-solutions 
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