
わかりやすい OSDP  
(Open Supervised Device Protocol)
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新しい脅威が台頭し、脆弱性が特定され、セキュリティプロトコルが更新され、統合の要件が高まる中、物理アクセス
制御テクノロジーは引き続き進化しています。物理的アクセス制御システム (PACS) の開発とテストを統制している標
準が段階を追って進化し続け、これによりアクセス制御とセキュリティの製品の間でセキュリティや相互運用性が向上
しています。

Open Supervised Device Protocol (OSDP) が 10 年前に導入されてから、アクセス制御機能の世界はがらりと変わり、
長いこと続いている古いクロックおよびデータ (Clock-and-Data) やウィーガンドのプロトコル以外の選択肢も提供さ
れるようになりました。このような古いプロトコルは、ユーザーを攻撃に対して脆弱なまま放置していることがわかって
きました。レガシーの PACS の脆弱性について詳細な情報を入手できるようになり、全体のセキュリティに対する姿勢
を正し、現在そして将来のテクノロジー要件をサポートする OSDP のようなプロトコルを採用することがユーザーにと
ってますます重要になっています。

エンドユーザーは、レガシーシステムに存在する脆弱性について認識していないこともよくありますが、新しい標準に
従っているアクセス制御システムへのアップグレードが重要なイニシアティブであることは感じています。しかし、更新
済みのプロトコルの採用にはメリットが多数あります。このようなプロトコルは柔軟性が高く、導入するとユーザー内
のセキュリティや施設の部門にセキュリティや運用に関して高い効率を長期的に確保できます。 

セキュリティの高さと操作の効率の良さが
現代のテクノロジーを推進
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1980 年代には、より多くの企業が従来のロックと鍵 (lock-and-key) によるアクセス制御を一元化されたアプローチに
移行しようとしている中、セキュリティー最高責任者 (CSO) が外部の脅威から施設を引き続き保護する方法を模索し
ていました。クロックおよびデータやウィーガンドのプロトコルは、アクセス制御リーダーと物理的アクセスコントロー
ラの間の相互運用性を確保していたため、デファクトスタンダードとして広く普及しました。これらのデファクトスタン
ダードは後年の 1990 年代になって Security Industry Association による業界標準として公式に認定され、採用され
ています。 

クロックおよびデータ 
磁気ストライプカードリーダーの場合、クロックおよびデータの信号方法が導入されました。これは、「クロック」と「デ
ータ」と呼ばれる 2 本のワイヤを使用するものです。すべてのバイナリデータをパネルに送信するためにデータライン
が使用され、データラインのサンプリングをいつ行うかをパネルに通知するためにクロックラインが使用されます。デ
ータビットがデータラインに送信される度に、パルスがクロックラインに送信されます。これは、パネルにデータライン
の「サンプリング」を行い、そのビットを記録するように指示します。磁気ストライプ信号は、新しいアクセス制御パネル
の多数でサポートされているだけでなく、古いウィーガンドのシステムでもサポートされています。しかし、この古い通
信プロトコルは安全ではなく、磁気ストライプカードは簡単にコピーされます。また、コントローラやソフトウェアのバ
ックエンドシステムの徹底的な総点検を行わずに、リーダーや認証情報がアップグレードされることもあります。 

レガシーシステムの脆弱性と課題
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ウィーガンド
今日設置されている PACS の 90% 以上がウィーガンドのプロトコルを使用していて、ウィーガンドは、カードリーダー
からコントローラに情報を送信するためにアクセス制御デバイスが使用する最も一般的な通信方法となっています。
これは、このプロトコルが内包する潜在的な脆弱性が、送信データの安全性に大きな影響を及ぼす可能性があること
を意味しています。広く使用され続けているためです。 

ウィーガンドの標準は、今日の企業ユーザーのセキュリティ需要、ならびに現在台頭している複雑な脅威についていく
ようには設計されていません。このため、データ送信を安全な状態に保持するために、これらのユーザーはさらなる課
題に悩まされることになります。根本的に、ウィーガンドは今日のアクセス制御システムに欠かせないセキュリティ機
能が不足しています。暗号化されておらず、制限のある距離オプションを提供しているため、そしてファームウェアアッ
プグレード、構成変更、状態変更、および他の重要な更新のためにコントローラがリーダーと通信するのを防止する上
で操作が非効率であるためです。さらに、ウィーガンドに対して開発されたプロトコル言語を学習できる者、そしてす
ぐに利用できる既製のハッキングデバイスをどれか調達できる者なら誰もが、その脆弱性を簡単に悪用できるため、
保護することが義務づけられているユーザーに対して深刻なセキュリティ問題を生じさせます。 

ウィーガンドは広く普及していますが、その脆弱性はほとんどのエンドユーザーに知られています。  IT 専門家、施設管
理者、物理的セキュリティのリーダーを対象にして HID Global が行った調査では、ウィーガンドプロトコルに関して、
回答者の 39% がセキュリティリスクを認識している、そして 36% がセキュリティリスクを若干認識しているが使用を
継続すると語っています。一方、25% の残りの回答者がこのセキュリティリスクについて全く認識していないと報告し
ています。 

ウィーガンドプロトコルに関してセキュリティリス
クがあると信じていますか？

はい、セキュリティリスクについ
て 

認識しています

39%

セキュリティリスクについて若
干認識しています

36%

いいえ、セキュリティリスクにつ
いて認識していません

25%
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リーダーからコントローラまでを「中間者」攻撃や
脆弱性から保護するための暗号プロトコルが欠落

しているなど、これらの早期の PACS には複数の
弱点が存在しています。 

脆弱な部分
リーダーからコントローラまでを「中間者」攻撃や脆弱性から保護するための暗号プロトコルが欠落しているなど、こ
れらの早期の PACS には複数の弱点が存在しています。また、レガシーシステムと併せて新製品を設置するのも、販売
パートナーにとって複雑であり、ユーザーにとっても高額になります。リーダーの大半が専用のホームラン (home-run) 
配線を必要とするためです。学校や企業の敷地などで大規模プロジェクトの広範囲な配線を行うと、PACS の設置に非
常に高いコスト (ときには禁止されるほど高いコスト) がかかります。  

クロックおよびデータとウィーガンドのプロトコルの弱点は、セキュリティ業界に新しいプロトコルを採用するように促
し、それにより送信される重要なデータの保護を強化しました。

PACS
コントローラ

リーダー
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ウィーガンドや他のレガシープロトコルの欠点を認識していため、業界としては一丸となって新しい標準を開発するこ
とが重要でした。通信プロトコルを強化し、PACS を通じて収集されている重要なデータを保護できるものが必要だっ
たのです。この成果が OSDP でした。Mercury Security と HID Global が 2008 年に初めて開発したアクセス制御の通
信標準です。この後、アクセス制御とセキュリティの製品の間の相互運用性を向上するために、OSDP は知的財産が免
除され Security Industry Association (SIA) に寄付されました。 

OSDP を標準で実装するのはなぜでしょうか？ 
今日のユーザーがシステムの相互運用性を (特にセキュリティの分野で) 評価することはよく知られています。動画や
物理的アクセス制御など、IP ネットワークデバイスの台頭により、可能性が大いに広がりました。しかし、ユーザーを攻
撃から守るために、これらのデバイスから収集されるデータに関して、セキュリティの措置を講じることは最重要事項
でした。OSDP は、リーダーとコントローラの間の通信に対する唯一の安全でオープンなプロトコルであるだけでなく、
リーダーやコントローラの業界をリードするメーカーを含めて、複数のメーカーにも広く採用されています。 

OSDP の参入: セキュリティを強化するための 
新しくオープンな標準 

OSDP の定義:

アクセス制御とセキュリティの製品
の間で、セキュリティと相互運用性を
向上するために、2008 年に開発さ
れたアクセス制御の通信標準。
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Open Supervised Device Protocol  
(OSDP) について認識していますか？

インターネットに接続されるデバイス (コネクテッドデバイス) の開発を合理化する多くの他の標準と同様に OSDP も
進化している「生きている標準」であるという事実は、物理的アクセス制御システムを統制するための将来も有効に使
い続けられる安全で堅牢なオプションを提供することを意味しています。 

しかし、ウィーガンドプロトコルの脆弱性と OSDP へのアップグレードがもたらすメリットについて引き続き、認識を
高め、啓蒙していく必要があります。最近の HID Global の調査では、OSDP に対応しているデバイスを保有していない
回答者の中での認識していない人の割合はかなり高く、80% もの回答者が OSDP という言葉を聞いたこともないと語
っています。そして、20% の回答者が聞いたことはあるが代替プロトコルを使用しているシステムを選択したと語って
います。 

しかし、波はそこまで押し寄せてきています。OSDP のことを認識している回答者のうち、33% が OSDP に対応してい
るデバイスを設置するか、アップグレードする計画を立てていることを報告しているのです (45% が計画について知ら
ないと語っていて、22% という低い割合の回答者だけがこのような計画を立てていないと語っています)。 45%

知りません
はい

33%

いいえ
22%

回答者の 80% が OSDP という言葉を聞いたことがないと語っています。一方、20% は聞いた
ことがあるが、代替プロトコルを使用しているシステムを選択したと語っています。

お客様の組織は  
OSDP 対応のデバイスの 
設置/アップグレードを計画していま
すか？

いいえ、 
OSDP という言葉を聞いたこと

がありません

80%
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OSDP は幅広いメリットを提供

強化されたセキュリティ 
OSDP 標準を実装すると結果として、高いレベルのセキュリティを確保できます。Secure Channel Protocol (SCP) 付き
の OSDP が、米国連邦政府の用途で必要な AES-128 暗号をサポートしているためです。さらに、OSDP は、改竄に対し
て保護を強化するために、常に配線を監視します。暗号化と認証が事前に定義されているため、これにより当て推量
が行われるのを排除するのです。OSDP は、「中間者」攻撃の増大している脅威を克服し、対処するのを支援します。安
全な場所へアクセスできるようにするために、「悪人」がツールを使用して、侵入し、リーダーとコントローラの間の通
信をこっそりと変更する場合などです。 

双方向の通信 
OSDP 標準は、デバイス間の双方向通信をサポートします。早期には、ウィーガンドのような通信プロトコルは一方向
で、外部カードリーダーは一元化されているアクセス制御プラットフォームに情報を一方向で送信していました。しか
し、OSDP は、双方向通信の追加により情報が収集、共有、作動する機能を変換しました。これは、リーダーが一元化さ
れている管理プラットフォームに直接「通話」できるだけでなく、システムがリーダーと直接通信を行えることを意味し
ています。結果として、この双方向通信は、以下を含む多数のメリットを提供します。

• リーダーの構成を、PACS ソフトウェアで指定し、コントローラを介してリーダーに送信可能
• リーダーステータスの継続的な監視、ポーリング、問い合わせ
• 改竄や誤動作の検出、ならびに物理的にリーダーを点検せずに表示
• 「ようこそ」メッセージを含む高度なユーザーインターフェース、ならびにテキストプロンプトをリーダーにより表
示可能 

セキュリティ管理システムとリーダ
ーの間の OSDP 双方向通信

セキュリティ 
管理 

システム
(コントロールパネル) 

リーダー

リーダー
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オープンで高い相互運用性
オープンプラットフォームプロトコルには、多数のメリットがあります。これには、周辺デバイス (同じメーカーのものと
は限りません) がますます追加されるに伴い、時間の経過と共にエンドユーザーのために非常に柔軟性の高いソリュ
ーションを提供することも含まれます。OSDP は IP 通信とポイントツーポイントシリアルインターフェースをサポート
し、ニーズが変化し、ユーザーに対して新しい脅威が台頭するに伴い、顧客が自分達のシステムの機能を時間の経過
と共に追加のツールで拡張できる機能を確保できるようにします。OSDP は、オープンプラットフォームの性質により、
企業が物理的アクセス制御システムを通じて収集した受信データや送信データを保護する機能を劇的に向上する新
しいテクノロジーを導入する機会を、ユーザーに提供できます。これにより、従業員、訪問者、資産の安全性やセキュリ
ティに対して、企業は積極的なアプローチを取り続けることができます。 

設置コストの削減 
OSDP は 2 つのワイヤを使用 (これに対しウィーガンドは潜在的に 11 ワイヤ) し、これによりマルチドロップの設置、リ
ーダーの誤動作を表示するための監督される接続、追加のフィールドデバイスを接続するための拡張性が確保され
ます。マルチドロップ (Multi-drop) 機能とは、多数のリーダーを単一のコントローラに接続し、各リーダーのホームラ
ン配線のニーズを排除するために、2 導体ケーブルの 1 つの長さのデイジーチェーンを容易に行えることを意味しま
す。2 つのデータラインにより、OSDP は 4 導体ケーブルを使用できるようにし、これによりリーダーとコントローラー
の間にウィーガンドと比較したときに最大 10 倍の長い距離が確保できます。そして、これはリーダーに動力を提供し、
データの送受信を行えます。配線のコスト削減にはユーザーに対して直接的な効果があり、これにより結果として埋め
込みデバイスに低コストで実装することができます。設置を行う者には、建物全体を通じて必要なケーブルが少なくな
るというメリットもあります。これは、プロジェクト全体にかかる時間が短縮されることを意味します。 
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使いやすい
認証情報の保持者に対して、OSDP は非常に使いやすく、着色光、視聴可能なビープ音、リーダーでアラートを表示す
る機能など、オーディオとビジュアルのフィードバックを利用できます。セキュリティ管理者にとって、OSDP に対応する
リーダーを管理し、修理点検することも非常に便利になりました。OSDP に対応するリーダーをネットワーク接続のあ
る場所からリモードで構成できるためです。ユーザーは、リーダーのポーリングやクエリを一元化された場所から行う
ことができ、これにより診断のために物理的に誤動作しているデバイスを確認する必要が排除され、時間とコストが削
減されます。 

制限のないアプリケーションの機能拡張 
OSDP は高度なスマートカードテクノロジーアプリケーションをサポートします。これには PKI/FICAM や生体認証、な
らび連邦情報処理標準 (Federal Information Processing Standards (FIPS)) のコンプライアンスならびにインタラクテ
ィブな端末の機能が必要なアプリケーションに使用される他の拡張認証プロトコルも含まれます。オーディオビジュア
ルユーザーフィードバックのメカニズムは、優れたユーザー中心のアクセス制御環境を提供します。
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実際の OSDP
ユーザーが OSDP を検討する際、アップグレードのコストを上回る様々なメリットがあります。これは調査データで証
明されている事実です。実際は、OSDP に対応しているデバイスの使用がユーザー全体のアクセス制御エクスペリエン
スに良い影響をもたらすという内容に対して、回答者の 85% が賛成し、そのうち 44% が大いに賛成し、41% が賛成し
ています。

ユーザーで OSDP を実装した調査の回答者は、多数のメリットを享受できたことを確認しています。セキュリティの強
化 (70%)、管理の利便性 (45%)、機能の強化 (43%)、機能の高い柔軟性 (27%) となっています。

OSDP の強化されたセキュリティが攻撃に対して強化された保護をユーザーに提供する一方で、セキュリティインフラ
ストラクチャーを管理している者に対して、実際の効率性の高さがすぐに明らかになります。OSDP の相互運用性によ
り、顧客は多数のメーカーによるシステムを利用できるようになります。これは、今日のセキュリティ環境では重要な要
素です。CSO が、様々なチャネルをまたがって送信されている重要なデータを最大限保護できる形で、システムをアッ
プグレードし、インフラストラクチャーに投資を行おうと模索しているためです。

次の内容に同意しますか、それとも同意しませんか？  
「OSDP デバイスを使用することにより、ユーザー全体のアク

セス制御のエクスペリエンスに良い影響が現れました。」

大いに同意します

44%

同意する

41%

まあまあ同意します

15%

同意しません

0%



12	 わかりやすい	OSDP

病院であろうと学校であろうと敷地の環境では、リーダーが従来のウィーガンドプロトコルを使用して追加された場
合、効果的に拡張するためには、高額な設置費用に加えて追加の配線が必要です。しかし、OSDP では、セキュリティリ
ーダーは、劇的にコストが削減されることを認識できます。これは、設置が合理化されている結果です。また、このオー
プンな機能は、機能が豊富な新しいリーダーの追加を容易に行えるようにし、新しいアクセス制御ソリューションを実
装する場合にすべてのリーダーを交換する必要があるためユーザーに課せられる追加コストを削減できます。 

また、OSDP へ移行しているユーザーは、サービスやメンテナンスでメリットを認識できます。OSDP は監視システムの
連続的稼働を促し、リーダーのリモート構成やリーダーへのリモートアップグレードを可能にします。OSDP を使用す
ると、ユーザーはリーダーの構成 (つまり、セキュリティキーまたは LED の色) を、任意のネットワーク接続の場所から、
リモートで変更できますまた、販売パートナーは、オープンな標準を促進し、これにより新しい顧客関係を構築して、追
加のプロジェクトを獲得することにより、OSDP の導入を利用することができます。

OSDP がお客様の組織にインパクトを与えた
のはどのような側面でしょうか？ 

(あてはまるものすべてを選択してください)

強化されたセキュリティ

70%

管理するのに便利

45%

拡張された機能

43%

設置が簡単

32%

高い柔軟性と複数の機能

27%

他のシステムとの統合

23%



OSDP の将来
物理的アクセス制御データの配信と保護の進化は、この 10 年の間に中心的な役割を担うようになっています。エンド
ユーザーの顧客のためにセキュリティ、効率性、柔軟性を獲得するために、OSDP が広く採用されているためです。

「OSDP の採用率が高まっていることは知っていますが、ユーザーが PACS の投資を最大限利用できるように、知識の
普及を引き続き行う必要があります。OSDP では、これらの企業のより多くが、人と資産を今後数十年にわたって本当
の意味で保護するために、引き続き行われているセキュリティ投資を将来も有効に使い続けられるものに保持できま
す。」と HID Global のプロダクトマーケティング担当ディレクターである Brandon Arcement は語っています。 

HID Global のような業界リーダーは、物理的アクセスコントロールソリューションを顧客に提供し、外部の脅威に対し
て最高レベルのセキュリティを保証しようとする中で、これらの標準の開発で主要な役割を担ってきました。HID 
Global は本当の意味でのパートナーであり、セキュリティ業界で指導的立場を担い、革新を起こし続けています。販売
パートナーとエンドユーザーの顧客と協業することにより、HID は保護レベルの向上を目的とする様々な製品で機能
拡張されたプロトコルを提供しています。
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