HID Mobile Access®

シンプル•安全•スマート

現代のモバイル世界のための
物理的アクセス
スマートな手法の物理的アクセス - モバ
イル
モバイルへのアクセスは、生活、仕事、娯楽
の在り方を刷新しました。
スマートフォンか
らウェアラブルやタブレットまで、
モバイル
デバイスは今日のオフィス環境で存在感を
高めていて、
常にオンになっており、様々な
目的のために使用されます。
モバイルは今
日移動の際も利用できるテクノロジーで、
利便性と移植性を提供しています。
これは、
アクセスコントロールの進化にける論理的
ステップとなっています。
可動性のニーズと利便性の希望を満たすこ
とに成功
HID Global は受賞歴のある HID Mobile
Access® ソシューションという最先端の
革新技術を誇っている企業です。
これを利
用することにより組織は利便性や設備に対

するエンドユーザーの需要を満たし、
セキュ
リティに対する IT の需要を満たすことが
できます。
アクセスコントロール機能をモバ
イルデバイスに拡張することで、
エンドユー
ザーは、
スマートデバイスを使用して、駐車
ゲートからドア、
ネットワークなどに安全か
つ便利に職場にアクセスできます。
HID Mobile Access は今日、業界で最も
幅広い種類のモバイルデバイスをサポート
しています。純粋なモバイルソリューション
を採用する場合も、fを既存のカードベース
のアクセスコントロールシステムに統合す
る場合も、組織にとって適切なモバイルエク
スペリエンスを定義できます。
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利便性とチョイス
手のひらでアクセス可能

電話をキーとして使用でき

ること、電話に入るための

パスコード、
およびキーを

アクティブにする方法を知

っていることが必要である
ため、物理的なセキュリテ

ィは優れています。
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HID Mobile Access は、
モバイルファースト
の世界において今日の組織のニーズをサポー
トするソリューションにより業界をリードし
ています。
これまでにない方法で環境を接続
し、一元化されたアクセス管理によって得ら
れる効率とコスト削減に向かって進みます。
短距離タップまたは Twist＆Go でアクティ
ベーションを使用して遠くからドアとゲート
を開きます。
そして、
同じデバイスを使用して
ネットワークにログオンし、電子ロックを開
き、
プリンターからドキュメントを安全にリリ
ースし、時間と出勤を追跡し、
自動販売機か
らスナックを入手するか、電子車両充電ステ
ーションにアクセスします。

モバイルソリューションの需要を満たすこと
に成功
HID Mobile Access には、様々なデバイス
やオペレーティングシステムにまたがって一
貫したエンドユーザーエクスペリエンスを提
供する機能、
ならびに直感的なモバイルとリ
ーダーとの やりとりを実現する機能があり
ます。従業員、学生、
ビジターが自分達が既に
採用しているアプリと連携してデバイスを使
用できる場合、
アプリケーションはさらに強
力になります。HID Global は、HID Mobile
Access をあらゆる職場または組織のアプリ
に組み込むことができる統合ツールを提供し
ます。
バックエンド統合のためのアプリ SDK
とコンパニオン API は、弊社のパートナーサ
ービスチームによりサポートされる強力なツ
ールです。

NFC の短距離のタップ
安全なインフラストラクチャー

Twist & Go

安全なモバイルアクセス
ID データにおけるかつてない高度なレベル
のセキュリティとプライバシーの保護

最高レベルのセキュリティとプライバシー
により安心

今日、機密性の高い ID データのプライバシ
ーを維持することはかつてないほど重要に
なっています。
ソフトウェアベースでフォーム
ファクターに依存しないクレデンシャルテ
クノロジーで、下層ハードウェアチップに結
び付けられていない画期的な Seos® によ
り、HID Mobile Access はアクセスコント
ロールで利用できる最高レベルのセキュリ
ティとプライバシーの保護を提供していま
す。受賞歴のあるテクノロジーは、ISO 規格
に基づいていて、機密データを暗号化する
ために、米国政府や世界中の組織に使用さ
れています。

HID Global は、信頼できる ID の市場に
おいてリーダーシップを発揮していて、
モ
バイルデバイスを介した ID データの通信
が安全に行われることを保証します。HID
Global は、近い将来整備されるポリシーや
法律に遅れをとることがなく、継続的な確
認作業を行うことによりプライバシーの保
護を保証しています。HID Mobile Access
ソリューションは、
サービスに必要な情報だ
けを収集します。

Mobile Access により、
弊社の従業員やお客様が
高い品質のカスタマーエ

クスペリエンスを享受する

保護の標準を維持
HID リーダーは、
レイヤー化されたセキュ
リティのアプローチを採用しています。
これ
は、
リソースやデータを保護するために、複
数のセキュリティコントロールがテクノロジ
ーで組み合わされていることを意味します。

接続性が確保されている安全なアクセスコントロール

ことができるようになりま

した。
これは、非常に利便

性が高く、革新的なもので

あると評価されています。
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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

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）

Mobile IDは無線経由で安全に
電話へと転送されます

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

「Tap」または
「Twist and Go」

HID Mobile Access
Portal API

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

ユーザーを効率的に管理

シンプルなエンドユーザー登録
HID Mobile Access の内部

学生に対して、安全な方

法でビルにアクセスする

方法を提供し、
全体に対し

て品質の高いエクスペリ

エンスを提供します。大学
そのものに対して、
これは
入学する学生に提供でき

る募集ツールとなってい
ます。

HID Mobile Access のユーザーは、使い
やすいオンライン管理ポータルにより効率
良く登録されます。
モバイルをサポートする
リーダーから安全な Mobile ID まで、HID
Mobile Access のテクノロジーはシームレ
スに操作をおこなえるように設計されてい
ます。
拡張性とコスト削減HID Mobile Access ポ
ータル機能：
• 管理者のための使いやすいインターフェ
イス
• 直感的なアプリを利用したエンドユーザー
のためのシンプルな登録

• プライバシーを確保するための独特なトラ
ンザクション
• 管理者がいつでも統制できる簡単な管理
アクセス権限
• 非常に安全
HID Mobile Access を利用すると、組織は
サブスクリプションベースの請求モデルに参
加し、柔軟な価格設定やコスト削減を実現
できます。Mobile Access はフォームファク
ターに依存しない Seos® を利用しているた
め、物理的アクセスコントロールを超えた部
分まで拡張することができます。

MARK MULLANEY
ハル大学、
コマーシャルサービス担当アシ
スタントディレクター
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