
アクセス制御認証情報技術の
変遷とこれから
脆弱性を低減する技術はいかに進化を遂げたか
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

数十年にわたり物理アクセス制御は多くの組織のセキュリティ戦略において主要な地位を占めてきました。現在のアクセス制御
ソリューションは、他の技術と同様に時とともに進化を続け、これまでにないセキュリティや利便性を可能にしました。

アクセス制御の選択肢もまた、もはや旧技術となりつつある磁気ストライプを用いたスワイプ技術から非接触技術やモバイルア
クセスを用いたクレデンシャル（認証情報）技術まで大きく広がりました。

しかしながら、セキュリティや利便性を強化した新しい選択肢が登場したものの、未だに旧式で脆弱なアクセス制御技術を使用
している組織も少なくありません。このような組織は、重要度の高いアップグレード計画を優先し実行すべき時期に来ています。

本書では、1980 年代から現在までのカードおよび認証技術の進化を振り返り、最新アクセス制御技術へのアップグレードの重要
性を解説します。現在利用できる最新技術とアクセス制御の明るい未来、そして古いアクセス制御技術の使用が招くリスクとその
理由を紐解きます。

はじめに

1  アクセス制御システムのトレンド調査、HID Global および Security Management 誌 (2019 年)

アクセス制御コンポーネントの老朽化が
顕著な中、多くの組織ではアップグレード
計画を数年後に実施予定1

アップグレード予定
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

新しいアクセス制御リーダーでレガシー（旧来の）カード技術を使用するリスク

リーダー機器を最新化する投資を行うものの、ユーザーの中には低価格なカードやクレデンシャル（認証情報）技術を使いコス
トを抑える試みが見られますが、これは間違った方策です。リーダーのセキュリティ性は、最も脆弱なクレデンシャル自体の性能
に限られてしまいます。カードを含めたエコシステム全体でセキュリティを確保するには、コスト主導の考えは正しくないと言えま
す。

よくある例として、ユーザーが第三者の販売者から低価格のカードを購入する場合があります。このようなカードやクレデンシャ
ルは最新リーダー機器対応として販売されています。しかしながら、このような低価格のクレデンシャルは簡単にハッキングや複
製できる技術を使用していることが多く、システム全体のセキュリティレベルの危殆化を招きます。

多くの企業にとってコスト削減は非常に魅力的ですが、省コストのためにセキュリティを軽視した結果、長期的にはより高額な対
応費用がかかる事態も少なくありません。セキュリティ侵害の対応費用は、性能の低いカードの脆弱性が原因で増大する可能性
があり、また最新型カードやクレデンシャルの購入費用よりも高くなる可能性があります。

本書では、最新アクセス制御技術へのアップグレードの重要性を、カードとクレデンシャル（認証情報）技術の進化の歴史から解
説します。

一つのウィークリンク（脆弱さ）が招く危険とは
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

クレデンシャル（認証情報）技術の変遷

1980 年代

初期のスワイプ技術は、管理、トレーサビリティ（追跡可能性)、フォレンジック（鑑識）の点で手動のロックや鍵によるセキュリティ
を大きく改善しました。特定区域へのアクセス権を持つ人物を把握し、これらの権限を効率的に管理することで、従業員の退職や
異動に伴う鍵の変更や交換が不要になりました。

接触型技術であるため、暗号化されていないクレデンシャルをリーダーで読み取るには手動によるスワイプが必要です。特定区域
にアクセスする必要がある場合は、ユーザーは物理的にカードをスワイプしていました。小売店でクレジットカードやデビットカー
ドを使う場合と同じです。

危険とリスク

クレデンシャルが暗号化されていないため、スワイプ技術は現在の技術と比べて安全性が低いものの、当時としては十分
なセキュリティの確保が可能でした。ハッカーがカードのデータを読み取り複製するには、物理的にカードを手に入れる必
要があったのもその理由の一つです。
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1990 年代

次第にスワイプ技術の限界が見られるようになりました。リーダーとクレデンシャル間の物理的接触が必要ことは、ユーザーにと
っては面倒で非効率的で、管理者にとってはカードの損傷やリーダーの物理的な摩耗にかかるコストと時間が負担となりました。 

非接触型技術の登場は、アクセス制御技術産業を一変しました。この時期に主流となった技術は、「低周波近接」としても知られ
る「Prox」でした。125 kHz の低周波技術が特徴で、リーダーに近接しかざしたカードのデータを検出します。Proxは、フォブやタグ
形状でも提供できるため、ユーザーは必ずしもカードを使用する必要がなくなりました。

危険とリスク

Prox は、メンテナンス費用の低減、ユーザーの利便性向上や形状の選択肢拡大などの理由から電子物理アクセス制御の
普及を促進し、アクセス制御産業に利益をもたらしましたが、この技術は当初から問題を抱えていました。クレデンシャル
が暗号化されておらず、静的でプレーンテキストで情報を読み取れるため、簡単にカードの複製や偽造が可能でした。ま
た、Prox カードには複数の IDまたは他のデータ属性をエンコードできません。
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

1990 年代末 ～ 2010 年代

2000 年代に入ると、Prox よりもさらに高度な技術を搭載した非接触スマートカードが登場しました。MIFARE® や iCLASS® な
どのブランドを含むこれらのスマートカードは、高周波技術（13.56 MHz)と新しいクレデンシャル（認証情報）を採用しました。ま
た、Prox カードの2 つの制約を解消しました。

第一は相互認証で、クレデンシャルとリーダーの両方に一連の暗号化キー（パスワードのようなもの）を導入しました。まずクレデ
ンシャルをリーダーに提示すると、両者が複雑な数学的プロセスを用いてキーを比較します。キーが一致すると、クレデンシャルと
リーダーがバイナリデータを共有し、リーダーは正規のアクセスとして認証します。もしキーが一致しない場合は、クレデンシャル
はバイナリデータを機密として保存し、トランザクションを終了します。

第二に、これらのカードはキャッシュレス支払／デビットや生体認証テンプレートなど、ID 番号以外の多くの情報を保存できるよう
になりました。結果、セキュリティおよびマルチアプリケーション機能の両方の点で、機能性と性能を大きく向上しました。

危険とリスク

これらのメリットを持つものの、ほとんどの第一世代スマートカードは相互認証アルゴリズムに脆弱性を抱えていることが
研究者たちの文書発表によって明らかになりました。このような脆弱性は、ハッカーにまるで相互認証が存在しないかのよ
うにクレデンシャルの偽造/複製/スプーフィング（なりすまし）を許すものでした。
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

セキュリティを取り巻く環境が進化を続け、同時にアクセス制御クレデンシャル（認証情報）も進化しました。第二世代非接触スマ
ートカード（例：Seos® や MIFARE DESFire EV3）が登場し、変化が激しいビジネスニーズに対応するようになりました。  第二世代
の非接触スマートカードは、旧世代とはセキュリティとアプリケーションの2つの大きな点で異なります。

セキュリティ

第一世代のスマートカードで導入されていた独自プロトコルによる脆弱性を克服しました。独自プロトコルが持つ多くの弱点は、
企業一社で開発されたことにより単一の視点からの問題解決に終始し盲点が生じやすかったことにあります。このような盲点は、
より大きな脆弱性につながる恐れがあります。多くの場合ベンダーが指摘を受けるまで問題が修正されず、バグ修正パッチや新
バージョンのソフトウェアを開発しリリースするにはリソースの整備が必要になるためです。 

第二世代のクレデンシャルは、プライバシー保護の強化に加え、研究および学術界（例：ISO や NIST)で開発および承認され、幅広
く採用されたオープンスタンダードであることが特徴です。オープンスタンダードは常に更新や調整が図られるため、多様な技術
にわたり活用することができます。 

2010 年代 ～ 2020 年
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

拡がる用途（アプリケーション）

第二世代のスマートカードは、データとプライバシー保護を強化した実質無制限のアプリケーションに対応できるアーキテクチャ
の構築を可能にします。今日、組織では、装置の形状（およびマイクロプロセッサチップ）に依存せず、ユーザー ID を管理する機能
性が求められています。すなわち、カードだけでなく、携帯電話、タブレット、ウェアラブル機器やその他の形状のクレデンシャルを
用いた「安全な ID」を作成管理し、NFC や Bluetooth などの通信プロトコルで接続することです。 

これにより、スマートカードと論理アクセス（ネットワークと情報へのアクセスの識別、認証、承認を目的とした制御)のユースケー
スが増加し、物理アクセスと論理アクセスの収束が可能になりました。第二世代のスマートカードによって容易さと柔軟性を向上
できたアプリケーションの事例には、セキュアプリントとキャッシュレス支払があります。

モバイル機器がアクセス制御を含む生活のあらゆる面でユーザーの期待に変革をもたらしている時代です。 

このトレンドはセキュリティ対策やユーザー体験向上の点で組織のアクセス制御体制のあり方に影響を与え、クレデンシャル
（認証情報）の保管場所を物理カードからモバイル機器への移行などが迅速に進んでいます。 
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

次世代クレデンシャルの多くはすでに登場しています。モバイル機器は、日常生活のあらゆる場面に深く根付いています。たとえ
ば、ビルの居住者の管理区域にへの入場にカードの補助あるいは代替品としてスマートフォン、タブレットやウェアラブル機器の
使用に異論が出ることは少ないでしょう。

企業と従業員の両方にとってのメリットも明らかです。まず、従業員にとっては持ち歩くアイテムが少なくて済むという利便性とし
ての要素があります。ほとんどの人がどこに行くにもモバイル機器を携帯するため、カードの紛失や持ち忘れによる問題がなくな
ります。また、モバイルクレデンシャルの場合、離れた場所から非接触でドアの入室や認証ができるため、例えば寒い時期には駐
車場のゲートを開けるためにわざわざ自動車のウィンドウを開ける必要がなくなります。

次に、モバイルクレデンシャルはアクセス制御の管理をより簡素化します。デジタルプロセスでアクセス制御もしくは訪問者管理
システムを統合することで、業務を効率化できます。リモートワーク中の従業員や訪問者に無線経由でクレデンシャルを提供する
ことで、物理的なクレデンシャル管理をデジタル化することができます。セキュリティの問題が発生した場合は、ユーザーのクレデ
ンシャルを迅速かつ効率的にプロビジョン解除できます。時間やリソースの節約に加え、ムダを減らし、物理的な接触箇所を減ら
せることでより持続可能な結果が得られます。

次世代のクレデンシャル（認証情報）技術

モバイル認証は、1台の機器のみでクラウド
アプリケーション、データおよび物理ドアへ
のセキュアなアクセスを実現します。適切な
導入で可能になる：

コスト低減

ユーザー体験の向上

管理のシンプル化

セキュリティの強化

実現には - 高性能のリーダーとクレデンシャ
ルを含むセキュアなアクセス制御エコシス
テムを構築する適切な設備の導入が不可欠
です。 
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アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

HID Mobile Access® は、アクセス制御に新たな時代の利便性と機能性を可能にします。よりスマートでモバイルファーストな世界
への増え続けるニーズに応え、同時にIDデータの安全性とプライバシーの保護の信頼性を高める画期的な技術です。

拡がる選択肢

モバイル技術の応用は急速なペースで進んでいます。アクセス制御は、電話、タブレット、リストバンド、腕時計、その他ウェアラブ
ル機器など、エンドユーザーの好みに合わせて自由に移行できます。プラットフォームに依存しないニュートラル（中立）なソリュー
ションであるHID Mobile Access® は、今日業界で最も豊富な種類のモバイル機器に対応しています。また、従来のカードアクセス
に追加し使用することもできます。

拡がる用途（アプリケーション）

組織の ID管理の方法は変化しつつあり、IT、セキュリティおよび施設管理の各部門では統合型のアクセスプログラムの開発に取
り組んでいます。HID Mobile Access® は複数の安全な ID を1台のスマート機器に格納することで、物理的アクセスと論理アクセス
の両方を制御するシングルデバイスソリューションの構築を可能にします。

より高い信頼性

Seos技術を搭載した HID Mobile Access® は、米国政府や世界的な組織が機密データや極秘データの暗号化に使用する ISO 規
格をベースとし、かつてないほどの高いレベルでID データのセキュリティとプライバシー保護に優れた性能を発揮します。

HID Mobile Access® ソリューション

11



アクセス制御認証情報技術の変遷とこれから

まとめ 

カードとクレデンシャル（認証情報）技術は、40 年以上前に初めて導入されて以来、長い道のりを歩んできました。

今日の業界のプロトコルに準拠した非接触スマートカードは、旧世代に比べて高い安全性を確保します。アクセス制御技術の役
割が単なる物理的アクセスを超えるに従い、モバイル機器の活用はコスト効率に優れた形状でセキュリティと利便性の向上だけ
でなく、アプリケーションの形でも機能を強化できる相乗的な方法として認識されています。 

今日の組織が直面する変革するトレンドに対応できるのは、最新のエコシステムだけであると言えるでしょう。

幸いなことに、物理的なアクセス制御システムのアップグレードは想像より簡単です。ほとんどの場合、新しいリーダーをインスト
ールして、新しいクレデンシャルを発行するだけで完了します。

最新のアクセス制御エコシステムがビジネスにもたらすメリットについて詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ
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