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ホワイトペーパー

利益の維持
POSでの不正行為と盗難を防止する

支払った金額を取り戻す

米国給与協会は、給与の5%が不正であると述べています。 これは、ある従業員がまだ出勤
していない同僚の代わりに出勤を記録したり、すでに退勤した従業員の代わりに退勤を記録
したりすることで発生します。 出勤していない従業員に給料を支払うことは、まさに実質的
な支出です。 要求の厳しい顧客にきちんとしたサービスを提供するために出勤する従業員
が少ないほど、サービスレベルが低下します。これは、その場で売上を失い、顧客が将来再び
来店する可能性が失われるということです。 従業員の給与不正行為とサービスレベルの低

下は、いずれも人件費と売上額に悪影響を及ぼします。

エグゼクティブサマリー

小売業では、盗難に対して最も脆弱な要素の1つが販売時点情報管理(POS)です。 本文書で
は、現在のPOS従業員の盗難データを明らかにし、PIN、パスワード、スワイプカード、キー
などのPOSサインインの一般的な方法に頼っている小売業者が直面する被害状況を定量化
します。 従来の認証方法は、簡単に共有、紛失、盗難、または忘れられるため、POSでのリ
スクが高まり、責任を明らかにすることがほとんどできない可能性もあります。そのため、責
任の明確性の向上、給与不正行為の削減、従業員の盗難の防止のために、生体認証に目を
向ける小売業が増えています。 説明責任の向上によって、盗難を強力に抑止できることが証
明されています。 さらに、小売業者は指紋生体認証によってトランザクションにかかる時間
を短縮することができました。

従業員の盗難 - 課題とデータ

小売部門は、低賃金と従業員の高い離職率のために、従業員の盗難の影響を特に受けやす
い部門です。 従業員が信頼できない、不誠実だと考えたい雇用主はいないでしょうがデー
タが示す内容は異なります。

 � 従業員の40人に1人が雇用主からの窃盗により逮捕されました。²

 � 18～29歳の従業員の34%は、雇用主から盗むことが正当であると考えています。³従業員
は、自分が得ている以上の権利を持っていると感じているのです。

 � 不誠実な従業員は1件当たり平均で、万引き犯が盗む金額の約5.5倍(715.24ドル対
129.12ドル)を盗みます。⁴

POSでの不正行為と盗難を防止する

従業員の盗難は、北米での小売業のシュリンケージに占める割合が最も高く、従来の万
引きや組織化された小売犯罪による盗難よりも多い。 世界の他の地域では、万引きに
近いです。 最新の統計によると、従業員の盗難は毎年5.5%増加しています。¹ 5%の収
益を前提にすると、小売業者は、従業員が盗んだ100ドルを補うためには、商品を2000
ドル販売しなければならないことになります。 (2000ドルの5% = 100ドル) 明らかに、
従業員による盗難は収益に影響を与えているのです。

在庫シュリンケージの原因
従業員の盗難は在庫シュリンケージの最大
の原因

出典:全米国小売
セキュリティ調査

不明なミス ベンダーによるミス 管理者によるミス 万引き 従業員の盗難

4% 4% 14% 35% 43%

時代遅れの認証情報
•	PIN、パスワード、カード、キーで
構成

•	簡単に盗まれ、紛失し、忘れら
れる

•	責任が明確にされない

バイオメトリクス
•	給与不正行為と従業員の盗難の
減少

•	トランザクションの盗難の減少	
•	責任を明確にする
•	利益の拡大
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 � 平均シュリンケージ率は売上高の1.41%(小売売上高)です。⁴

 � 毎年発生する倒産の3分の1は、従業員の盗難に起因しています。⁴

盗難による小売業の全損失のうち、回収された金額は5%未満にすぎません。 回収された1
ドルに対して25ドルが、小売盗難により失われます。⁴従業員の盗難から失われたものを回
収しようとする試みは、時間とお金が失われる結果になるのです。⁴

損失防止の専門家は、内部犯行の大半はPOS端末で起こると指摘しています。 懸念される
のは、これらの盗難の多くが通常の監査手順では検出できないこと、そしてカウンターでのち
ょっとしたトランザクションにより最大損失発生の可能性があるということです。⁴

認証方法が鍵

POSへのログインに使用される認証方法の種類が、リスクの影響度の鍵なのです。 従来の
POSセキュリティ方法であるパスワード、PIN、スワイプカード、キーは簡単に共有できます。 
忙しい管理者は、頻繁に自分のパスワードを共有したり、従業員にスワイプカードやキーを
渡したりするため、トランザクションの割引やボイド（無効）が可能になります。 また、多く
の場合POS端末にスワイプカードやキーを置いたままにします。 生体認証の使用は、管理
者に自己の仕事を遂行させ、明確に個人をトランザクションに結び付けます。 この明確な責
任によって、不正行為が抑止されます。

パスワード、PIN、スワイプカード、キー:
効果がなく、費用のかかるソリューション

パスワード、PIN、スワイプカード、キーを使用して入力された不正なトランザクションについ
て尋ねられても、従業員は自分が関与したことを簡単に否定できます。 従業員は、「誰かが
私のパスワードを知っていたに違いない」または「誰かが私のスワイプカードを持っていたに
違いない」と簡単に言うことができます。これらの効果のないソリューションに頼っていると、
現金やクレジットカードが被害の対象になります。 POSシステムにアクセスしているユーザ

ーや特定のトランザクションに責任がある人物を特定することは困難です。

パスワードと暗証番号
パスワードと暗証番号は最も一般的に使用される認証方法であり、最も費用対効果が高い
と考えられています。 しかし小売業者は、盗難リスクの可能性がコスト削減を上回ってしま
う事態に頻繁に直面しています。 市場調査では、以下のような行為が明らかにされていま
す。

 � 多くの従業員が、パスワードや暗証番号を他の人と共有して業務を完了したり、不正に出
退勤時間の記録を行ったりしています。

 � パスワードや暗証番号は、近くで作業が行われるため、他の従業員が盗み見たり入手し
たりすることができます。

 � パスワードや暗証番号は、強度ではなく、覚えやすさに基づいて選択されることがよくあ
ります。

 � ほとんどの従業員は、複数のアプリケーションに対して同一または類似したパスワードや
暗証番号を使用します。

スワイプカードとキー
スワイプカードとキーは、新たな問題を提示します。

 � 簡単に借りたり盗まれたりします。

 � 従業員は紛失したり職場に携帯し忘れたりすることがよくあります。

 � 従業員の間で簡単に不正使用できます。

3人中 1人の
従業員（18～29）は

、雇用主から盗んでも正当化される
と考えている
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トランザクションのオーバーライド
日々の業務を急いで終わらせようとして、管理者は例外処理（ボイド、返品、払い戻し、割引、
ゼロまたは価格変更のオーバーライドなど）を完了するために、従業員とオーバーライドパス
ワード、PIN、キー、スワイプカードを共有することによって指針を回避することができます。 
管理パスコードに頼る小売チェーンの場合、従業員は将来の盗難のチャンスのために「暗証
番号を盗み見」て、パスコードを書き留めるなどの行為をするかもしれません。 従業員が管
理者のスワイプカードを手に入れたり、パスワードを知ると、トランザクションをボイドにし

て現金を着服することができます。

店舗数 1店舗あたりの
従業員数

年間人件費
(従業員数) x (10.00ド
ル/時) x (25時間/週) x 

(52週)

損益
給与不正行為が

2%の場合

損益
給与不正行為が

5%の場合

100 20 26,000,000ドル 520,000ドル 1,300,000ドル

店舗数 1店舗あたりの
端末数

U.are.U 4500
生体認証リーダーのコ

スト
回収期間

2%の損失の場合
投資収益率

2%の損失の
場合

100 5 35,600ドル 投資収益率
2%の損失の場合 1360%

図1:	バディパンチによるコストの見積もり	(2%または5%)、初期の生体認証コストと比較した場合

出退勤時間の不正行為
在庫や現金以外にも、損失には「出退勤時間の不正行為」や給与不正行為があります。 
2012年には、小売業従業員の60%が出退勤時間の不正行為を認めました。10 「バディパン
チ」、つまり別の人のために出退勤時間を記録する従業員の行為は、給与不正行為の最も典
型的なものです。

 � 米国給与協会によると、バディパンチは総給与の最大5%を占めています。11

 � 4つのうち3つの組織でバディパンチが行われています。12

 � 調査によると、従業員の19%が少なくとも1年に1回は互いに「バディパンチ」を行ってい
ます。13

バディパンチはその会社が生産性を失い、最高レベルで顧客にサービスを提供していないこ
とを示します。14従業員の不在が顧客サービスを低下させ、売上とリピーター数に悪影響を
及ぼします。 忠実な従業員は不正行為を行う従業員に与えられるフリーパスに憤慨するた
め、バディパンチは士気にも悪影響を及ぼします。 生体認証は、予定された従業員のみが
自分の出退勤時間の記録を確実に行う予防的ソリューションです。 生体認証実装による典
型的な投資収益率は、上記のように、給与不正行為が2%低下すると仮定すると、4週間未
満です。

組織的コスト
従来の認証方法では、多くの場合、気付かれない組織的コストが大幅に発生します。 例えば、
ユーザーがパスワードを忘れたり、自宅にカードを忘れたりすると、ヘルプデスクの稼働時間
とレジの中断時間の両方が増加し、POSのコストとサービスレベルの両方に影響を与えます。 
管理者が新しいPINやスワイプカードを忘れた従業員に作成して割り当てるのに忙殺される
と、貴重な時間が失われます。 経営陣は、さらにコストをかけてカードやキーの在庫を監督・
維持しなければならなくなり、一方で生産性は低下します。

総給与の最大 5% 
が 「バディパンチ」により失われる
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効率の低下 = 顧客満足度の損失
POS端末の効率は、顧客サービスと顧客認識に影響を与えるため、非常に重要です。 2013
年の買物客体験調査16による、1(最も重要でない)から5(最も重要)段階評価によると、

 � 非効率的または不正確なレジ処理(4.3)は、店舗での支払い時に「嫌だ」と評価されるト
ップ項目です。

 � 迅速で簡単なレジ処理(3.9)は、店内購入の決定に影響を与える最も評価の高い要因で
す。

顧客満足度は、カウンターでのトランザクション時間だけでなく、待ち行列の時間に左右さ
れます。17パスワードやPINの入力、キーの挿入、カードのスワイプを繰り返すことによりトラ
ンザクションの速度を低下させ、待ち時間が長くなり、ブランドの劣化が生じます。 POS端
末は、短時間使用されていない間にタイムアウトに設定されることがよくあります。 顧客が
商品を選択するのを手伝った後にPOS端末に戻る店員は、端末に再度ログオンする必要が
あります。生体認証があれば、指でさっとタッチするだけで即時認証を行いPOS端末にログ
オンできます。

ID、効率性、責任：指紋生体認証が解決
指紋生体認証技術は、従来の認証方法に代わるより安全で効率的な代替手段として、急速
に人気が高まっています。 NetWorldアライアンス小売・食品サービス調査によると、「調査
回答者の70%以上が生体認証への切り替えを検討している」とのことです。18 指紋生体認
証の使用には6つの主要な利点があります。

1. 勤務時間や出勤の不正行為をなくす
従業員に指紋のスキャンによる出勤時間の記録を要求することで、バディパンチの可能性が
なくなります。 指紋生体認証は、一貫して正確な出退勤時間の情報を提供し、人件費を削減
し、生産性を向上させます。19この技術により、他の従業員が出退勤時間の不正行為に及ぶ
のを助ける、仲間内の圧力に起因する職場の緊張もなくなります。

POSステーションで出勤時間を記録する従業員からさらにコスト削減を達成することができ
ます。 これにより、所定時間に顧客にサービスする準備が整っているようになります。 「ロ
リギャグ」(管理事務所のタイムレコーダーから歩き、POSステーションに向かう途中で他の
部門を訪問すること)のために失われる時間を短縮します。

小売チェーンのMeijerは、従業員がタイムレコーダーからPOSステーションまで歩いて少なく
とも1日12分費やしていたと見積もっています。 75000人を超える従業員を抱えるMeijerは、
生体認証の実装により大きな恩恵を受けました。

2. 責任を明確にして盗難を防止
各個人のユニークな指紋テンプレートにより、確実に識別されます。 指紋リーダーは、この
レベルのデータ整合性を達成するための唯一の方法であり、個人をその出退勤記録に明確
に結び付けます。20指紋によるIDがトランザクションに結びついていることを知ることによ
って、盗難や不正行為を防止し、同時に倫理的行為も奨励します。 カナダの小売業者Holt 
Renfrewは、こうした理由から生体認証を取り入れています。 生体認証を使用すると、頼ま
れた従業員が他の従業員のサインオンに対して返品処理を行うことを防ぐことがわかりまし
た。

指紋認証は、従業員にしかるべき信用を与え、不正行為の責任を取らされることを防ぐこと
によって従業員を保護します。 これにより、権限を持つ担当者のみがシステムにアクセスで
き、また承認時にその場に存在しているということが保証されます。

指紋の使用で従業員が受ける影響:

 � 自分たちの行動がそのIDに結びついていることを知ります。

 � いない人のなりすましができません。

 � 認証情報を共有したり、他の手段で認証情報を侵害したりすることができません。

 � 各トランザクションに対する責任が明確になります。

トランザクションごとの 
説明責任

4



ホワイトペーパー

hidglobal.com

3. 管理者のオーバーライド不正行為の削減
指紋生体認証により、認証情報を他の従業員と共有する行為がなくなり、権限のある管理
者のみがボイドと払い戻し処理ができるようになります。 生体認証があれば、オーバーライ
ド時に管理者が存在していたことがわかります。 管理者は、例外を承認するために指紋リー
ダーに触れるだけです。

4. トランザクション時間を高速化
従業員は、指紋リーダーにタッチするだけですぐに認証され、POSトランザクションを実行
する準備が整います。 小売業者は、指紋認証を使用することにより、トランザクション時間
の短縮という恩恵を受けています。 顧客は従業員がサインインするのを待つ必要がなくなり
ます。 他の方法とは異なり、指紋生体認証を使用すると中断時間がなくなります。指を忘れ
ることはできないからです。 効率性と生産性の向上により、顧客満足度が向上します。

5. 業務コストの削減
指紋認証により、他の認証方法によってかかる以下のような多くの費用を削減できます。

 � キーやスワイプカードの交換にかかるコスト。

 � 忘れたパスワード、PIN、紛失したカードに対応するための、コストのかかるヘルプデスク
への問い合わせ。

 � 想定外の人為的ミス。21

6. CISP/PCI DSS準拠を簡素化
クレジットカード業界は、小売業者にデータへのアクセスの保護を求めています。 指紋を使
用することで、小売業者は以下のPCIの厳しい認証要件を簡単に満たすことができます。

#2 ベンダーが提供する初期設定のパスワードを使用してはならない。

#3 保存されたカード所有者のデータを保護する。

#7 カード所有者データへのアクセスを制限する。

#8 従業員ごとに固有のIDを割り当てる。

サマリー:
指紋生体認証技術は、従業員の勤務時間や出勤に関する情報を収集する最も正確で費用対
効果の高い方法です。22

 � 反駁できないデータの整合性を達成するための唯一利用可能な方法を提供し、明確に
個人を自己の出退勤記録に結び付けます。23

 � 意図的な不正行為や想定外の人為的ミスをなくします。24

 � 一貫して正確な出退勤時間情報を提供し、人件費を削減し、生産性を向上させます。25

HID®指紋リーダー - 競争優位性
多くのHIDのお客様には、POSの指紋生体認証を、コスト削減、セキュリティ、顧客サービス
の向上による明らかな競争上の優位性と考えていただいております。 お客様は通常、コスト
削減効果がすぐに表れたとされ、導入後4週間以内にROIを達成されています。 Meijerを含
む多くの企業は、HID指紋生体認証リーダーの使用を戦略的に拡大して従業員の盗難を減
らし、同時にサービスレベルを向上させています。 ソリューションに生体認証を導入するハー
ドウェアおよびソフトウェアベンダーの90%以上がHIDテクノロジーを採用しています。 ほと
んどのPOSソフトウェアには、HID生体認証対応機能が既に組み込まれています。 お使いの
ソフトウェアのバージョンが生体認証に対応しているか確認するには、HIDまたは POSソフト
ウェアプロバイダーにお問い合わせください。
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HID Globalの生体認証ソリューションの詳細については、こちらをクリックしてください。  
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