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生体認証 - 小売業の知る人ぞ知る秘密

小売業界ではデジタル化が進んで新しい基準となり、小売業者はこの新しいビジネスモデル
に適応するか、そうでなければ暗く先細りの未来に直面することを余儀なくされています。 
先進的な企業は、実店舗型の小売業者とはどういう意味かを再考し、店舗での顧客体験と
ほぼリアルタイムの製品の提供を行いながら、顧客を店舗に引き付ける新しい方法を再考し
ています。 これらの技術革新はすべて、顧客に再び来店したいと思わせる体験を作り出すよ
うに設計されています。

このデジタル化により、これまで以上にIT部門は、小売というものを再考案し収益獲得を促
進する戦略的パートナーとして注目されています。 しかし、小売業を変革する「チャンス」は
危険もはらんでいます。 小売業は従来リスク回避に努める業界であるため、現代の市場で
競争するために必要な技術とシステムへ巨額の投資を行うことは気の進まない現実となって
います。 ですから小売業者は、このIT投資をしかるべき速度で実施し、競争力を維持してい
くという課題に直面しています。 こうした懸念に加わるのが、望ましい結果が達成できない
かもしれない、または一見オープンエンド投資が景気減速が同時に起こるかもしれないこと
が現実に起こりうるということです。 

現実問題として収入拡大、少なくとも持続は、収益を構成する要素の重要な部分です。 も
う1つの部分は損失防止と資産保護であり、主要な要素となっています。 実際、Cスイート（

「C」がつく管理職）は、損失防止が顧客体験の向上と利益への貢献において重要な役割を
果たすことをますます期待しています。 成功のための新しい損失防止の測定基準は、組織
が利益をどれだけ高めることができるかに基づいて作られています。 多くの場合、従来の損
失防止部門は「損失防止」から「資産保護」へ、そして現在は「資産・利益保護」へと進化し

ています。

問題

小売業は相変わらずシュリンケージに悩まされています。これは多くの小売業者にとって良い
年か悪い年かを示す重要な指標なのです。 2018年の全米小売安全調査(NRSS)によると、シ
ュリンケージによる2017年の米国の小売経済の損失は468億ドルにのぼりました。 シュリン
ケージの目標だけ達成ということにもはや甘んじているべきではありません。 Cスイートによ
って指示される新しい基準は、組織がどれだけ目標を達成できるかです。 シュリンケージ削
減プログラムが損失防止担当者にとって問題であり続ける中、盗難(社内外)に対抗するため
の新しい技術とプログラムもより高度になってきています。 拍車がかかるこの高度化は、職
業の教育ニーズが変化し、損失防止財団、その認定コースのLPQUALIFIEDとLPCERTIFIED、
損失予防研究評議会などの団体の設立につながっている理由ですが、理由はそれだけでは
ありません。

店舗外逮捕に伴う危険とコスト、刑事司法対応のための負担、不利な訴訟の公開、これらす
べてにより、多くの企業トップが、店舗外逮捕すべきかどうか疑問に思い続けています。 外
部問題の一要素に過ぎない代替万引きプログラムでさえ難問が続出し、疑問を呈され、放
棄されています。 従来の民間対処法は、州の法令によって規制されているように、依然とし

て多くの小売業者にとって非常に効果的な逮捕後プログラムのようです。 JACK L. HAYES 
INTERNATIONAL第29回小売盗難調査によると、回収できた額は、小売盗難損失全体のわ
ずか7.8%でした。 では、業界の店舗内外逮捕の取り組みの費用対効果はどの程度でしょう
か。

これらの厳しい事実に基づいて考えてみた場合、事後の発見と逮捕に頼りすぎている小売業
者は、負け戦を戦っています。 盗まれた商品の回収を試みる際、特に小売業者は顧客や従
業員の傷害に関連するリスクとコストに対処し続けているため、良い結果をもたらす方法を
理解し実行できないのは確かな事実です。

2017年のNRSSによると、従業員の不正行為は依然として損失総額の33%を占めており、販

簡単に言えば、生体認証とは、その人の特徴から

個人を特定するデータを引き出す測定基準です。 

指紋、掌紋、目(眼 

虹彩スキャン)、顔、筆跡、声、DNAなどが例であり、

指紋生体認証が最も頻繁に使用されています。 
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売時点管理(POS)によってこの損失を容易に減少させることができるという考えが大勢を占
めています。 従業員の盗難は、実際に対処すべき最も手っ取り早い損失要素の1つです。 限
られた地域や管理地域で非常に多くのケースが発生するため、万引きでも同じことが言える
ように、店舗全体よりもこうした地域に焦点を当てる方が簡単です。 残念ながら多くの専門
家は、効果が限られている従来のプログラムやポリシーに頼っています。

しかし、希望はあります。 あるテクノロジーが、従業員の盗難防止と業務効率の向上の両方
に非常に効果的であることが証明されています。それは生体認証です。 

生体認証とは

簡単に言えば、生体認証とは、個人を特定する人間の特徴からデータを引き出す測定基準で
す。 指紋、掌紋、目(眼と虹彩スキャン)、顔、筆跡、声、DNAなどで、指紋生体認証が最も頻
繁に使用されています。 

スマートフォンやその他のテクノロジーデバイスへの実装により、指紋認識はごく一般的なり
ました。 事実、あっという間にパスワード、PIN、スワイプカード、キーといった簡単に共有さ
れたり、盗まれる可能性のある従来の認証情報に置き替わる最も安全で便利な方法になり
ました。 これら従来の認証方法の利用による盗難の証拠をつきつけられたとき、従業員は
単に「誰かが私のパスワードを盗んだに違いない」と言うことができます。言い換えれば、こ
れらのケースで過失を証明することは小売業者側の義務なのです。 

多くの方が、空港や大規模なプロスポーツイベント開催施設でCLEARによる違いに気づき
経験しているでしょう。 旅行者がTSA PRECHECKまたはグローバルエントリーを持ってい
る場合でも、CLEARがあれば、身元を確認してもらうことでスクリーニングをより迅速に行
い、セキュリティゲートまで直接歩いて行くことができます。 CLEARは、指紋と目の生体認
証により身元を確認します。 HERTZ FAST LANEなどのレンタカー業者でさえ、この技術を
利用してサービスをスピードアップしています。

医療、旅行、行政などの他の業界は何年も指紋生体認証を使用しており、今ではこの技術が
小売業界でも大きな牽引力を獲得しつつあります。 生体認証は大半の小売技術システムと
非常に互換性があり、投資利益率も高いので、収益アップに直結します。 さらに、生体認証
は安全で実証済みの技術となり、組織に容易に勝利をもたらします。これらの組織は、オム
ニチャネルなどの新しいビジネスモデルのためにインフラストラクチャを改造するリスクと複
雑さに対処しているため、特に重要になっています。 

指紋生体認証の仕組み

指紋生体認証は、キーなどの持ち物やパスワードなどの認証情報の代わりに、指紋の物理
的特徴を利用して識別・認証します。 指紋生体認証システムの利用には、次の2つの個別段
階があります。

登録 登録時に個人の指紋がスキャンされ、隆線が収束または分離される場所など、固有の
属性を識別します。 特徴点と呼ばれるこの固有属性は、テンプレートと呼ばれる数学的抽
象化に保存されます。 市販の指紋生体認証システムは、実際の指紋画像を保存しません。
代表的なバイナリコードのみを保存します。 このコードは、次の手順である検証で使用され
ます。

検証 この手順では、個人の指紋を再びスキャンして、指紋リーダーに触れたときに固有の特
徴点のデータポイントを抽出します。 続いてこの特徴点は、保存されたテンプレートのもの
と比較されます。 一致する場合は、個人の身元が証明されます。 全体の検証プロセスにか
かる時間はわずか数百ミリ秒で、非常に正確な照合結果が得られます。

ソリューション

POS端末が小売業務を管理する上で重要な焦点となっていることはよく知られています。 
問題は、このシステムが従業員の盗難の機会も増やしているということです。 実際、給与計
算記録管理を含む非常に多くの金融取引が経由するため、システムそのものが盗難や不正
行為の標的になりやすくなっています。 当社の業界は、高度な例外報告、ビデオ分析などを
製作することで「盗難後」のソリューションに重点を置いてきましたが、多くの小売業者は、
そもそも盗難の機会を防止・排除することを単純に怠っています。
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小売業者が生体認証の使用を検討すべき理由

生体認証技術は、小売業者がPOSで盗難を防ぐことができる最も迅速かつ簡単で、費用対
効果の高い方法の1つです。 驚くほど投資利益率が高く、すぐに結果が表れます。 指紋認証
は、現在使用されている大半の小売技術とシームレスに接続するため、実装が容易になりま
した。 すぐに接続しない場合でも、変更を加えるのは比較的簡単です。 

生体認証技術のさらなる利点：

 � 損失を削減します。 これは、従業員の盗難を思いとどまらせることによってPOSでの従
業員の盗難損失を大幅に防止・削減するための、最も迅速かつ費用対効果の高い方法
の1つです。 

 � 勤務時間や出勤の不正行為を排除します。 従業員が指紋を使用して出退勤時間を記録
しなければならなくなると、物理的に打刻する必要があり、「共謀者による打刻」はでき
なくなります。 さらに、共謀者による打刻が横行する環境には存在しがちな仲間内の圧
力や恨みもなくなります。

 � 業務効率が向上します。 PINやパスワードを探しまわったり忘れたりすることがなくなり
ます。 トランザクション時間が大幅に削減されるため、顧客にはより迅速にサービスが
提供され店内体験に満足します。 従業員は指紋リーダーにタッチするだけでPOS端末
にログインできます。

 � 業務コストを削減します。 摩耗もしくは紛失したスワイプカードの交換、コストがかかる
ヘルプデスクへの問い合わせによる忘れたパスワードのリセットやPINの再入手が不要に
なるため、支出が削減されます。 指紋生体認証には、これらの費用がかかりません。 

 � 従業員の責任が明確になります。 指紋生体認証は入退室の証明を提供し、個人を明白
にトランザクションに結びつけます。 従業員の責任が明確になります。他人になりすまし
たり、認証情報を共有したりすることができません。 指紋生体認証では、管理者も必ず
業務手順に従うようになります。オーバーライドや割引を承認する権限を従業員に委任す
ることはできません。

 � 従業員の離職費用がなくなります。 POSでの盗難がなくなるため、不正を行った従業員
の捜査、逮捕、解雇、起訴に伴うコストもなくなります。 新入社員の採用、雇用、トレー
ニングのコスト、彼らが現社員と同レベルまで熟練するまでの待ち時間も削減され、収益
にプラスの影響を与えます。 

 � 窃盗発生時の安全性を向上させます。 指紋生体認証は、窃盗発生中の重傷や死亡のリ
スクを軽減します。 極度のストレス下では、従業員は自分のパスワードを忘れる可能性
があります。 指紋生体認証により、従業員はより短時間で窃盗犯をなだめることができ、
従業員と顧客の安全を図ることができます。

 � 利益向上ツールと見なされています。 生体認証技術の業務上の利点のすべてを管理職
に伝えるとき、損失防止が収益性向上に精通したやり方を取っていることを簡単に証明
できます。 管理職は、従来の損失防止方法の性能が低いと見なす傾向があります。 あら
ゆる損失防止戦略に生体認証技術を加えることで、収益を改善することにより正真正銘
のビジネスパートナーへと存在価値が高まります。

特徴点と呼ばれるこの固有属性は、テンプレートと

呼ばれる数学的抽象化に保存されます。 一般の指

紋生体認証シ 

テムは、実際の指紋画像を保存しません。代表的な

バイナリコードのみを保存します。
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プライバシーに関する懸念 

指紋生体認証は、システムの外部では使用できない指紋画像からデータポイントを抽出しま
す。 指紋画像は保存されないので、生体認証データの使用に関するプライバシー上の懸念
は簡単に対処できます。 実際、生体認証データの取り扱いは、大半の組織がすでにポリシー
と手順を保有している他の機密性の高い個人情報を取り扱う方法と同様です。 要約すると、
同意書を取得しデータ管理ポリシーを作成するということになります。 組織は、次の4つの
基本的な業務を遂行することによって、個人のプライバシーを保護しつつ生体認証のメリット
を享受できます。 

 � 生体認証識別子が収集されていることを書面で知らせます。

 � 生体認証情報が収集、保存、使用される具体的な目的と期間を書面で知らせます。

 � 生体認証情報がいつどのように破棄されるかを書面で知らせます。

 � 個人が受け入れた書面による同意書を受け取ります。

指紋生体認証は小売業でどのように使用されているでしょうか。

薬局/ドラッグストア。 独立系薬局や他店舗内の薬局は、指紋生体認証を使用して処方箋
調合手順を管理しています。 処方箋を調合する際のミスは莫大な費用を伴う影響を及ぼし、
重傷を負わせたり死を引き起こしたりします。 小売薬局事業では、指紋生体認証を使用して
すべての業務手順を文書化し、検証することの利点が発見されました。 従業員が手順の一
部を完了するたびに、指紋をスワイプして次の人に渡します。 作業を渡された人は、手順を
完了する前に、前の人がきちんと作業を行ったか確認しなければなりません。 確認後、自分
の担当作業が完了する毎に指紋をスワイプし、最終的に処方薬が顧客に渡されて支払いを
受け取るまで次の担当者も同様の作業を行います。 指紋生体認証は、非常に効果的な抑制
と均衡のシステムを構築することで費用が発生してしまうエラーを防ぐ晴らしいツールとなっ
ています。 

セキュアプリントの基本や現在および将来のニーズを理解することは、プリンタメーカーやマ
ネージドプリンティングソリューションをるパートナーとのやりとりを支援てくれます。 それ
は、セキュアプリントを実装する際に最も重要な要因で、組織が必要としていることや、必要
としないことについての正確なアドバイスにつながります。 適切なセキュアプリントソリュー
ションは安全性と利便性を兼ね備え、コネクテッドワークプレースに一歩近づきます。 組織
は、パーソナルプリンターや不必要に印刷された書類を排除し、無駄を削減し、コストを適
切に割り当てることによって、大幅な節約が実現できます。 

何よりも、ユーザーやIT部門で既に普及している現在の認証情報を活用すれば、トレーニン
グがほぼ不要になります。 セキュアプリントソリューションは、信頼できるIDソリューション
の拡張であり、コネクテッドワークプレースへの次のステップであると確信できます。 

実際、生体認証データの取り扱いは、大半の組織

がすでにポリシーと手順を保有している他の機密

性の高い個人情 

を取り扱う方法と同様です。 要約すると、同意書

を取得し、データ管理ポリシーを作成するというこ

とになります。
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市場をリードするセキュアプリントリーダー製品ラインナップ 
の詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。

一般小売業。 大半の組織では、勤務時間や出勤、POSへのログインとログアウト、取引管理
各ポイント（ボイド、払い戻し、割引の承認）に生体認証を使用しています。 また多くの小売
業者は、パスワードの紛失やログインの手間を排除し、顧客サービス業務を迅速にし、不要
な遅延を最小限に抑えることで、追加コストの削減を実現しています。

ホームセンター・物流センター。 ゴミ圧縮機、牽引モーター、フォークリフトなどの危険な
機器を操作するために適切に訓練された、または許可された従業員の管理は、指紋認証を
実装することで簡単に行うことができます。

家電量販店。 店舗の下取り制度は、下取り制度を運営する小売業者に必要とされる特定の
自治体の「古物営業規則」準拠のため、下取りを依頼する顧客の指紋を取得する必要があり
ます。 これにより、下取り品が盗難品であった場合に警察が捜査することができるようにな
ります。 

企業・オフィス。 データセキュリティの向上を目的として、多くの企業の事業所ではパスワー
ドの共有、複製、または盗難をなくすため、事務所のデスクトップやノートパソコンに指紋生
体認証をインストールしています。 指紋生体認証により、「誰かが私のパスワードを使って
私のデバイスに侵入したに違いない」という言い逃れはできなくなりました。

レストラン・ファーストフード。 生体認証は、この小売部門で非常に幅広く利用され、多くの
現金取引とボイド作業が混在する大量のPOS取引環境に関わる問題を制御しています。 従
来の損失防止策や運用管理策によって対応できない弱点を排除することで、現場のPOS担
当従業員による盗難が大幅に減ります。 摩耗もしくは紛失したスワイプカードの交換、コス
トがかかるヘルプデスクへの問い合わせによる忘れたパスワードのリセットやPINの再入手が
不要になるため、ここでも支出が削減されます。

他の生体認証ではなく指紋生体認証を使用する理由 

指紋生体認証は、ハードウェア、ソフトウェア、ITサポート、および全体的なコストの観点から
見て、最も簡単に実装できる生体認証です。 顔認識などの他の生体認証はより魅力的かも
しれませんが、実装に関する問題も同様です。 店舗の従業員、中間管理職、上級職は多くの
場合、新しいプログラムや手順に非常に抵抗を感じます。 損失防止プログラムと業務管理を
実施するには、通常、職場の文化に影響を与える業務活動の変更が必要です。 指紋生体認
証は、単純にリスクが最も低く、実装が最も簡単で、採用できる最も信頼性の高い生体認証

です。 多くの従業員は、すでに自分のスマートフォンデバイス等で使用しているでしょう。 ま
た、指紋バイオメトリクスの導入の成功は、企業のニーズの拡大に応じて、他の高度なソリュ

ーションに移行するための信頼とサポートを得るための基盤となります。

指紋生体認証は、非常に多くの費用対効果の高い利点を提供するため、ますます多くの小売
業者に採用されています。 実装が容易で、必要となるITサポートも最小限で済み、投資利
益率への反映も早く、POSでの従業員による盗難や業務上の欠陥につながる他の多くの問
題も解決します。また、損失防止策が適切なオムニチャネル戦略に貢献していることを広め
る取り組みを支援してくれることもよくあります。顧客のPOS戦略を直接向上させる業務上の
改善点がたくさんあるため、業務にすぐ現われるプラスの影響を示すからです。 指紋生体認
証は、現代の小売業損失防止戦略の不可欠な要素としてよく検討する必要があります。 
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