次世代の
認証技術
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次世代の認証技術
長年にわたりセキュリティの脅威は増加しており、増大するリスクに対処するた
めのテクノロジーは成熟しつつあります。
しかし、物理的セキュリティに関しては、
多くの組織は依然として、脆弱性が攻撃されやすい状態になっている、旧式のア
クセス制御テクノロジーを利用しています。組織は、今日のダイナミックな世界の
要求を満たす最新のテクノロジーソリューションも見つけなければなりません。
これこそが、HID Global が次世代の
認証技術、Seos® を開発した理由です。

Seos は、今日市場に出
回っている他のソリュー
ションよりも、今日の脅威
や脆弱性から組織をより
適切に保護します。

Seos は、すべての組織のためにセキュリティと柔軟性を兼ね備えた認証技術を
提供します。非常に高度な暗号化とソフトウェアベースのインフラストラクチャの
おかげで、Seos は、あらゆるフォームファクター上で信頼されるアイデンティティ
を保護し、物理的アクセス制御を超えて、用途を拡大することができます。
Seos は、以下のような主要な利点を提供することにより、
レガシーおよび既存の
認証技術の代わりとなります。
¡
		
		

セキュリティ：クラス最高の暗号化技術が、他に類のないデータとプライ
バシー保護を提供するため、他の認証技術よりも安全な環境を生み出し
ます。

¡
		
		

モビリティ：Seos はソフトウェアベースであるため、基盤となるハードウ
ェアチップに依存せず、モバイルデバイス、
スマートカード、
タグ等での
使用を含む、新しいレベルの柔軟なフォームファクターを提供します。

¡
		
		

用途：Seos は、物理的アクセス制御を超えて、用途を拡大することができ
ます。
これには、企業、教育、政府、サービス業などの業界向け専用の使
用事例があります。

これらの高度な機能が、
より優れたセキュリティ保護を組織に提供する一方で、
組織は、独自のニーズを満たすように、
フォームファクターと用途を適切に組み合
わせることができます。
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比類ないセキュリティ
Seosは、
レガシーおよび競合する認証技術よりも高いレベルのデータおよびプライバ
シー保護を提供します。
これは、Seos が階層化されたセキュリティアプローチを採用
し、データ保護のための厳格なベストプラクティスを使用するためです。
セキュアな ID オブジェクト
Seos および、iCLASS SE®とmultiCLASS® SEリーダーの対応するプラットフォームは、
階層化されたセキュリティアプローチを利用します。つまり、
このテクノロジーは複数
の緩和セキュリティコントロールを組み合わせて、
リソースとデータを保護します。
これらのセキュリティ階層の 1 つは、セキュアなアイデンティティオブジェクト、すなわ
ち SIO で構成されています。
これは、ユーザー ID などのセキュアな ID データを保管
するための暗号で保護されたデータモデルです。
SIO は、多数の物理的なクレデンシャルに対してプログラミングが可能であり、サード
パーティーのアプリケーションや製品で利用できるポータブル ID です。Seos の SIO
は独自であり、強化されたセキュリティ保護を提供する 4 つの明確な特性があります。
¡

ユーザーの独自のデジタル ID 情報が含まれています

¡

暗号を使用してデバイスにバインドします

¡
		

クレデンシャルが使用されるたびに、作成時に署名され、妥当性検査され、信
頼できるソースが確保されます

¡
		

未承認の相手が埋め込まれたユーザー ID を読み取るのを防ぐために暗号
化されます。

「Seos はドアアクセス
だけにとどまらず、
クレデ
ンシャルをより適切に管
理し、部門の運命を自ら
の手に戻すことができま
す。」
DANNY ANTHES
情報テクノロジーシニアマネージャ
ー、
ジョージ・メイソン大学

クレデンシャル保存モデル：Seos Core
Seos 認証技術は、デジタルクレデンシャルを保存/使用するための一貫したモデルを
提供する安全な保管場所である Seos Core を中心としており、基盤となるフォームファ
クター、ハードウェア、および通信プロトコルに依存しません。
Seos Core は、
アプリケーション専用ファイル (ADF) と呼ばれるコンテナを使用しま
す。各 ADF 内には、デジタルクレデンシャルを格納する一意のオブジェクト識別子
(OID) があります。各 ADF はプライバシー保護されています。
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データとプライバシーの保護
Seos は、データ保護のベストプラクティスと広くレビューされたオープンスタ
ンダードに準拠しています。実際、電子パスポート、セキュアな署名作成デバイ
ス、Europay、Mastercard、Visa カードと同じ標準を使用しています。
これには、以
下が含まれます。

Seos は、実績のあるオー
プンなグローバル標準
に基づいて開発されま
した。

キー管理：アプリケーションとロールにのみバインドされているカード固有のキ
ーを計算する、単純な方法ではありません。
相互認証：クラス最高のメッセージ完全性保護を提供し、
カードとリーダーの信頼
性を検証し、後で使用されるセッションキーのシードを確立します。
セキュアなメッセージング：脆弱性を低減し、セッションの長さに関係なくセッショ
ン全体の整合性を保護します。
メッセージの削除、挿入、再生、
または再順序付け
が検出され、拒否されます。
標準に準拠：Seos は、当局によって定期的にレビュー、検査および検証されてい
るオープングローバルスタンダードをプロアクティブに使用しているため、非常
に透明性のあるレベルのセキュリティを提供します。
これは、
ソリューションが侵
害されない限り通常は進化しない専有システムとは対照的です。
このようにして、
データ保護とプライバシー保護の最高標準を厳格に順守することで、Seos は、市
場の他のソリューションよりも適切に、今日の脅威と脆弱性から組織を保護するこ
とができます。
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ソフトウェアベースにより、
フォー
ムファクターの柔軟性を提供
現在のクレデンシャルでは、基盤となるハードウェアチップに依存しないことが必要
です。
これにより、信頼できるクレデンシャルとして、
スマートフォン、
カード、
ウェアラ
ブル、およびその他のフォームファクターを交互に使用できるようになります。
Seos はソフトウェアベースの認証技術です。つまり、基盤となるハードウェアチップ
に結び付けられていません。
この非依存性により、
このセキュアな認証技術を、
より
多様なフォームファクターと通信プロトコルに拡大することができます。

スマートカード

ポータブル機能 - Seos は、複数のフォームファクターで配信できるように、異なるマ
イクロプロセッサデバイスに移植することができます。
カスタマイズ可能なソリューション - セキュリティチームは、従業員の好みに合わせ
て、
スマートカードとモバイルデバイスを一緒に発行することができます。Seos は、
受賞歴のある HID Mobile Access® ソリューションを提供します。
選択可能なプロトコル - Seos Core は、通信プロトコルを選択し、通信方法に関係な
く、
アクセスコントロールリーダーに一貫したインターフェースを提供する柔軟性を
提供します。
追加の利便性と効率性 - HID Mobile Access を使用すると、従業員はスマートデバ
イスを使用して、
ドア、ゲート、ネットワークなどにアクセスできます。

モバイルデバイス

リモートで導入可能 - ソフトウェアパッチは、チップベースのクレデンシャルを完全
に再発行するのではなく、必要に応じてリモートで導入することもできます。
対応デバイスの詳細については、hidglobal.com/mobile-access-supporteddevices をご覧ください。
ウェアラブル
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時間と出勤

幅広い用途向けの
多数の使用事例
Seos の機能のもう 1 つ
の独自の基盤には、従来
の物理的アクセス制御
を超えて、用途を拡張す
る能力があります。

組織は、様々な信頼の領域を設ける能力を含めて、様々な用途に使用されるデジタ
ルクレデンシャルを自主的に管理できる必要があります。Seos は、従来の物理的な
アクセス制御をはるかに超えた複数のアプリケーションにわたって、
このようなデジ
タル ID を活用し、幅広い業界で使用できるようにしています。
総合的枠組み
Seos は、暗号的に強力な認証を使用して、
これらのデジタルクレデンシャルへのア
クセスを保護するセキュアなフレームワークを作成します。
これは、承認されたシス
テムのみがこれらのクレデンシャルを読み取ることができる、真のマルチアプリケ
ーションカードの基盤です。
ダイナミック ADF
デジタルクレデンシャルは ADF に保存され、それぞれが選択と認証によって保護
されます。
これは、複数のキーで最高のセキュリティとプライバシーレベルを使用し
ます。ADF は動的に作成および破棄することができ、
クレデンシャルの存続期間中
に使用可能なメモリの使用を最適化します。

セキュア印刷

パーキング
管理
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キャッシュレス自動販売

ネットワーク
ログイン

メモリオプション
8KB または 16KB のメモリオプションを使用してアプリケーションを保存しま
す。Java カードベースのプラットフォームでは、Seos はセキュアなメモリ領域にロー
ドすることができ、
カスタムアプリケーション開発をサポートするために使用可能
なメモリは最大 144KB です。
ワンタイムパスワード
静的パスワードを保存し、Oath HOTP 標準に基づいてワンタイムパスワードを生成
します。
これは、
コンピュータネットワークおよびアプリケーションへの安全なリモー
トアクセスのためのワンタイムパスワードトークンの信頼できる代替手段です。

次世代の
認証技術
何十年も前の認証技術は、今日の組織のニーズを満たし、今後の成長に対応する
のに十分ではありません。認証技術は、物理的アクセス制御がセキュリティチェー
ンの弱点ではないことを確認する必要があるだけでなく、新しいレベルのユーザ
ー利便性を従業員と管理者に提供する必要もあります。
最先端アプリケーションのための、そのクラスで最高のセキュリティ、
フォームファ
クター、柔軟性、および機能により、Seos® は、今日、明日、そしてその後も、認証技
術の最適な選択肢であり続けます。

Seos の詳細について
は、今すぐ hidglobal.
com/seos をご覧くださ
い。

HID Global は、世界中の何千もの組織が Seos
をシームレスに導入できるよう支援してきまし
た。Seos へのアップグレードを開始するには、今すぐ
insidesales@hidglobal.com まで連絡して予約を入
れてください。
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