
HID Mobile Access®
便利、スマート、安全

安心して 
モバイルに移行する



モバイル技術によってアクセス制御に導入
された新たな水準の選択肢を受け入れる
準備は整っていますか？スマートフォン、ウェ
アラブル端末、タブレットなどのモバイル端末
は現在のオフィス環境に欠かせないものと
なり、身近な様々な用途のために役立ってい
ます。モバイルは新世紀の主力技術となり、
利便性と携帯性を提供しています。こうした
進展状況を考慮すると、ネットワークおよび
その他の企業向けのアプリケーションに加え
て、ドア、駐車場、ゲートなどにアクセスするた
めにモバイル技術を活用することは、アクセス
制御の進化における論理的な一歩であると言
えます。 

HID Global は、利便性と選択肢を求めるエン
ドユーザーの要求に応えることを各組織に可
能にする、受賞歴を持つ HID Mobile Access®
ソリューションにより、イノベーションをリード
しています。アクセス制御機能をモバイル端
末にまで拡張することにより、エンドユーザー
は常に身近にある自身のスマートな端末を使
用して、安全かつ利便性の高い状態でオフィ
スへとアクセスできるようになります。駐車場
ゲートからドア、ネットワークやさらにその他
のものまで、HID Mobile Access は、モバイル
ファースト業界で利便性に対する高まる需要
に応えられるよう各業界を支援できます。

より多くの選択肢 – モバイル性へのニーズ
と利便性への要求に応える 

モバイル接続の提供する利便性は、私たち
の生活、仕事、娯楽の方法を変えています。
HID Mobile Access は、アクセス制御を電話、
タブレット、時計、その他のウェアラブル端末
まで拡張する自由をもたらします。このソリュー
ションはお客さまのニーズに最適に合うよう
に採用できます。このソリューションは純粋
なモバイルソリューションとして実装したり、
または既存のカードをベースにしているアク
セス制御システムに統合したりできます。希望
するアプリケーションやエンドユーザーエク
スペリエンスに応じて、近距離の Tap や離れ
た場所から Twist and Go アクティベーション
を使用してドアやゲートを開くことが可能です。
また、このソリューションは現在の業界で使用
されている幅広い範囲のモバイル端末をサ
ポートしているため、お客さまの組織に適し
たモバイル体験を定義できます。

さらにモバイルな世界を実現
するためのスマートアクセス

「ひとつの端末だけを携帯するこ
とで、これだけ多くの日常行為
に対応できることは卓越してい
ます」

Alison Brown

Netflix、ファシリティ・オペレーション 
兼イベントマネジャー



Bluetooth Smart 用と NFC 用の新し
いアプリケーションに対するグローバ
ル認証のポートフォリオ拡張により、
HID Global は業界で最も幅広く利用
でき、適合可能なモバイルアクセスソ
リューションの一つを提供しています。
信頼される ID における弊社のマーケッ
トリーダーシップにより、モバイル端末
を経由した ID データの安全な通信が
確保され、プライバシーが保護されます。

より多くのアプリケーション – モバイルソリュ
ーションによる環境への接続

アクセス権があなたの手のひらにぴったりと収
まる世界を想像してください。 

HID Mobile Access は、モバイル接続を提供す
る様々な製品で利用できます。ゲートやドアを
開けるのに使用するのと同じ端末でネットワー
クへのログオン、電子錠の解錠、さらにはプリン
タから安全な文書の公開が可能です。また、同じ
端末を時間や勤怠記録、自動販売機からのスナッ
クの購入、電気自動車の充電ステーションへの
アクセスに使用できます。HID Mobile Access は
これまでにない方法で環境に接続します。 

IT セキュリティと施設管理は統合されたアクセ
スプログラムに移行できるようになります。中央
アクセス管理で得られる効率性と潜在的な費
用削減は、少ない労力でより多くを要求される
組織にとってより魅力的になりつつあります。
HID Mobile Access は、モバイルファースト業界
における現在の組織のニーズをサポートする
モバイルソリューションにより、業界をリードし
ています。

利便性の高いモバイルソリュー
ションの需要に応える 



さらに多くの安心感を
これまでにない ID データのセキュリティと
プライバシーの保護

HID Mobile Access は革新的な Seos® 認証
情報技術を採用し、アクセス制御に対して利
用できる最高水準のセキュリティとプライバ
シー保護を提供します。受賞歴のあるこの技
術は ISO 規格に基づいており、アメリカ政府
および世界各国の組織により、機密データや
センシティブなデータの暗号化に使用されて
います。 

現在、センシティブな ID データのプライバシー
を保つことはかつて無いほど重要になってい
ます。モバイルファースト業界でプライバシー
を保護するには、より多くの労力と配慮が必要
です。HID Global はデータプライバシーを巡
る法規制遵守に高い関心を持ってきました。
HID Mobile Access ソリューションはサービス
で必要な情報のみを収集します。個人特定可
能情報 (PII)、財務データ、健康管理データは
保存されません。また、弊社は情報の相互共
有のために相互関係を確保しています。

統合と技術サポート

お客さまのモバイル統合が可能な限りスムー
ズに進行することに自信を持ってください。
HID Global Professional Services™ は、自社ア
クセス制御システムにモバイルを採用する際
にサポートを希望する組織を対象に追加サ
ポートを提供します。このサービスは、戦略的な
相談、ソリューションデザイン、導入、トレーニン
グまでを網羅し、各サービスは Mobile Access
の導入におけるベストプラクティスを活用する
公認コンサルタントにより実施されます。 

HID Mobile Access は、EU から EU/EEA
外への個人データの移転を可能にする
EU データ保護指令 95/46/EC に準拠し
ています。継続的な見直しと更新により、
EU の各規制に対応したプライバシー
保護を保証しています。



インサイド HID Mobile Access

最高の Mobile Access を体験してください。
HID Global の直感的な HID Mobile Access 
Portal と App を利用することで、各組織は安心
してモバイルユーザーを効率的に管理できるよ
うになります。HID Mobile Access は受賞歴のあ
る Seos® 技術を採用し、より優れた ID 管理を実
現し、現在利用できる最もダイナミックなモバイ
ルソリューションを提供します。モバイル対応リー
ダと安全な Mobile ID、クラウドベースの管理ポー
タルまで、HID Mobile Access 技術はシームレス
に機能するよう設計されています。

•  HID Mobile Access Portalは、ユーザーフ
レンドリーな管理者用インターフェイスを
特長としています

•  弊社の直感的なAppによるエンドユーザー
の簡単な登録

•  一意な各トランザクションによりプライバ
シーを確保

•  アクセス権限は管理者によりいつでも簡単
に管理可能

•  高度な安全性

ユーザーを効率的に管理する
「このソリューションはま
さに最高の技術とセキュ
リティにおける次の段階、
アクセス制御の利便性を
象徴しているものです」 

Adrian Noriega 
RFI Enterprises, Inc.、 
フィールドプロジェクトマネジャー
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Position of Rollovers
HID Mobile Access Portal®
新人研修、管理、
ACSセットアップ、在庫目録

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

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、
iCLASS SE®リーダと通信しますMobile IDは無線経由で安全に

電話へと転送されます

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）

「Tap」または
「Twist and 

Go」
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