
安全で多機能な学生 ID カードと
HID® FARGO® カードプリンター/エンコーダー

高度な教育ソリューション



学生、教職員にとってキャンパ
スライフをより安全で便利に。
HID Global の高度な教育ソリューション：セキュリ
ティと柔軟性を兼ね備える。
今日の大学には、人、資産およびデータを保護する
だけでなく、物理的な施設や論理ネットワークへの
アクセスから、キャッシュレス支払い、時間と出席の
追跡にいたるまで、学生をキャンパス全域にわたる
無数のサービスやアプリケーションに接続させる
ための安全で柔軟なソリューションが求められて
います。20 年以上にわたり、キャンパスを保護し、
学生が必要とするサービスへのアクセスを効率化
するために、HID Global が世界中の大学で採用さ
れてきました。

HID Global はカード、リーダー、カード個人化ソフ
トウェア、カードプリンター/エンコーダーを含む完
全なエンドツーエンドのアクセス制御ソリューショ
ンを提供しています。これらすべてを組み合せるこ
とで、従来のインフラストラクチャーをコスト効率
的かつ戦略的に更新しながら、高度な教育機関に
必要な安全で多機能な証明書を提供します。

磁気ストライプからシンプルな近接型カードや最
新の非接触技術への切り替えによる新しいアクセ
ス技術の導入、または複数のアプリケーションやア
クセス権限を単一のスマート証明に統合すること
まで、HID Global がお手伝いします。

物理的アクセスを超えて 
キャンパスの安全を確保する。
大学は独特なセキュリティ問題を持っています。本
質的に、小規模な都市、大企業、研究センター、創造
的なシンクタンクすべてを一緒に保護することと同
じです。セキュリティとは、建物やイベントへの物理
的アクセスを制御することだけではなく、ネットワー
クや機密情報への論理的なアクセスを制御し、不正
なカード使用を防止することでもあります。

非接触式スマートカード技術を提供する HID のソ
リューションは、コンピューターやネットワークに必
要な高度なアクセス保護機能を提供し、文書、デー
タ、学生の健康状態や財務記録までも保護します。 

HID の iCLASS Seos® と iCLASS SE® 非接触技術
は、磁気ストライプカードの根本的なセキュリティ
問題を解消します。磁気ストライプカードの情報を
コピーや改ざんすることは比較的容易ですが、HID 
の非接触式スマートカードでは改ざんすることは
不可能です。 

最大のセキュリティターゲットのいくつかは
鍵の掛けられた部屋には隠れていません。
大学のコンピューターには機密情報が保
存されており、ネットワークではそれらの情
報がやり取りされています。このため論理
セキュリティは、物理セキュリティと同じくら
い重要になっています。非接触式の iCLASS 
SE と iCLASS Seos テクノロジーを搭載した 
HID スマートカードは、IT インフラストラク
チャー全体のエントリーポイントに安全に
アクセスし、学生記録、個人ファイル、医療カ
ルテ、研究データなどを保護します。



HID はまた、ID カード自体のセキュリティも保護し
ます。偽の学生証を販売する偽造業者が多く存在
しています。HID のセキュリティ証明書は、カスタム
ホログラムと視覚的セキュリティ要素が含まれてお
り、偽造は非常に困難です。

多くの機能、ひとつのセキュリティ証明。
写真付き身分証明、入館キーカード、図書館カー
ド、食堂パス、バスの定期券など、学生は何枚のカ
ードを持っていますか？これらの単一機能のカード
すべてを管理するためにどれほどの費用が掛かる
でしょうか？ 

非接触式スマートカードを使用すると、これらの機
能すべてを ひとつの非常に安全なキャンパス証明
に統合し、運用を効率化できます。HID の「ワンカー
ド」の基盤となるのは、アクセス制御、キャンパスサ
ービス、金融取引のための統一された技術プラット
フォームです。さらに、HID のスマートカード技術プ
ラットフォームは、柔軟性と拡張性を備えており、今
後もお客様のニーズに対応させることが可能です。 

未来のために。
HID Global の iCLASS SE® プラットフォームに
は、iCLASS SE® スマートカード、iCLASS Seos® 対応
スマートカード、multiCLASS SE® リーダーが含まれ
ており、現在の技術および新興技術の両方をサポ
ートすることで、大学は今後のアクセス制御インフ
ラストラクチャーを確保することができます。 
新しい多機能スマートカード技術へのアップグレー
ドは、刺激的なもので潜在的にコスト効率的です

が、その移行は特に限定された予算や IT リソース
で作業する場合には困難なことがあります。しかし、
心配はいりません。HID Global は現在のアクセス制
御システムのスムーズな移行と、多機能スマートカ
ード技術への更新を通して、多くの大学を成功に導
いてきました。HID のセキュリティ証明、リーダー、
プリンター/エンコーダーは、磁気ストライプ、近接
型、スマートチップ、携帯端末、スマートウォッチな
どのウェアラブル機器を同時にサポートするさまざ
まなテクノロジーに対応でき、予算とリソースが許
す限り、独自のペースでレガシーシステムから新し
いテクノロジーへ移行できます。

技術的な専門知識と導入サポート。 
もう ひとつの重要な要素は、専門家による支援で
す。HID Global と当社のインテグレーターパート
ナーのネットワークは、世界中の教育機関向けに何
千ものアクセス制御とセキュリティ証明システムを
構築してきました。私たちはスケジュール通り、かつ
予算内でプロジェクトを完了させるというニーズに
応えることができます。一部の移行の複雑さのため
に、HID の専門家を活用して、正しい移行方法を決
定できるようにする必要があります。

最高度に見栄えが良く、最高に安全なキャ
ンパスカード。
HID のカード製作サービスまたは FARGO 
カードプリンター/エンコーダーのどちら
を選択しても、校風を高める見栄えの良い
キャンパスカードを発行できます。しかし
見栄えが良いだけではありません。HID の
証明書は非常に安全です。カスタムホロ
グラムと視覚的セキュリティ要素が、偽造
を困難にしています。さらに、HDP® (High 
Definition Printing®) 技術を使用して印刷
されたカードは、改ざんが明白であり、カ
ード層を剥がす試みは印刷画像を破壊し
ます。

すべての利害関係者がプロセスに含まれているこ
とを確認することから始める。
IT、カードサービス、食品サービス、安全証明書コンプライ
アンス、外部ベンダーなどが含まれます。新しいカードサ
ービスが有効化され使用される方法を形成できるように
するために、この技術の恩恵を受ける可能性のあるすべ
ての関係者を含めます。利害関係者を含め損なうことが、
移行の成功を妨げる最大の要因であることが判明してお
り、これは重要です。

現在のキャンパスカードソリューションの基本的評
価を行う。

セキュリティ評価を完了する。

キャンパスカードソリューションの目標を明確に定
義する。 
カードを使って何を行うのか、およびその用途に最適なテ
クノロジープラットフォームを正確に含めます。

カードとリーダーの比率を特定する。 
これはテクノロジーの導入そのものを考えるときに重要
です。学生数の規模と所有しているカードリーダーの数
は、一度に新しいカードを全員に配布する完全な刷新な
のか、時間をかけて学生全体にゆっくりと普及させていく
のかを判断するのに役立ちます。各自の状況を評価し、正
しいソリューションを決定します。

カードプリンター/エンコーダー、カードセキュリティ
機能、個人化ソフトウェアを選択する。

外部サポートを活用し、サービスを連携する。
多くの大学は、外部の技術コンサルタントの支援を得て、
これらのサービスを連携させ、同じような移行を行なった
他大学と提携しています。

キャンパスワンカードへ移行する前の必須チェックリスト：



カード、リーダー、またはその両方を移行します
か？両方であれば、どちらを最初に移行します
か？HID Global は、最高の方法を決定することを
支援します。 

HID Global はまた、カスタムデザイン、安全な ID 
のエンコードと製作のサポートサービスも提供
しています。必要な枚数が 3 千枚であれ 3 万枚
であれ、HID のカード個人化と事前印刷サービ
スは、学生登録など年度の繁忙期に、学生証発
行業務の負担を軽減することが可能です。HID は
カードデザインについてお客様と協働し、カード
データのエンコードについて現在のデータベー
スを活用することができます。校章や学校カラー
と一致する事前印刷されたキャンパスカードを
注文し、大学内のカード発行システムでカードを
個人化することもできます。 

お客様がテクノロジー更新と証明書の作成プロ
ジェクトの方針を決定しましたが、 
HID Global と当社のインテグレーターパートナ
ーは、革新的な技術、専門知識、導入をスムーズ
に成功させるためのサービスを提供しています。

セキュリティ証明書、アクセス制御、カードの個人
化、印刷/エンコード、これらすべてを信頼できる
当社パートナー企業から提供します。
HID Global を採用する利点の 1 つは、当社が安
全な ID とアクセス制御のために統合されたエン

ドツーエンドソリューションを提供できることで
す。HID Global のカード、リーダー、カード個人化
ソフトウェア、プリンター、エンコーダーはすべて
連携して動作するように設計されています。そし
て、HID Global のオープンスタンダードな設計手
法によって、当社のソリューションは既存のテク
ノロジーまたは導入予定のテクノロジーとシー
ムレスに統合できます。

セキュリティ証明書。
HID Global は広範囲の個人化された証明書と安
全なカードテクノロジーを提供しています。HID 
は iCLASS SE®、MIFARE DESFire EV1、MIFARE 
Classic カード技術以外に、iCLASS Seos® 対応ス
マートカードを提供しています。画期的な証明技
術である Seos® は、本人確認ソリューションを保
護し、カードを含むまたはそれを超えるエンドユ
ーザー体験について新しい考え方を示します。こ
のように、HID Global の画期的な本人確認ソリ
ューションには、NFC や Bluetooth をサポートす
る Seos® を搭載した HID モバイルアクセスも含
まれています。スマートカードからスマートフォ
ンや携帯端末にいたるまで、デバイスを自由に
選択できるだけでなく、個人情報が安全で、プラ
イバシーが保護されているという安心感を持っ
て、さまざまなアプリケーションに安全にアクセ
スできます。 

信頼できるソリューションとサービス。 
HID Global と当社のインテグレーターパー
トナーはお客様のペースに合わせ、予算内で、
導入をスムーズに成功させる革新的な技術、
専門知識、利用可能サービスを提供していま
す。HID Professional Services™ は、その他 HID 
の製品やソリューションと共に、HID Advantage 
Partner™（HID アドバンテージパートナー）ネッ
トワークを通して販売、提供されます。 



レガシーシステムからの移行を簡単で、コ
スト効率の良いものにします。
非接触式スマートカードによる多機能キ
ャンパスカードシステムの導入は素晴らし
いものです。しかし、すでにキャンパスに設
置されている多くの近接型と磁気ストライ
プカードリーダーはどうなりますか？HID 
multiCLASS SE カードリーダーがその解
決策を提供します。これは iCLASS SE スマ
ートカード、キーフォブ、携帯端末、レガシ
ーカードに対応します。つまり、現在のアク
セス制御システムを中断することなく、予
算とスケジュールの許す限り、新しいカー
ド技術に更新することができます。 
*携帯端末と磁気ストライプサポートに利用できる追

加のハードウェアアクセサリが入手できます。磁気スト
ライプと multiCLASS SE を組み合わせて対応するカー
ドリーダーは NFC 機能を持ちますが、BLE はサポート
しません。

これは HID Global の階層化されたセキュリティ保
護アプローチによって実現されます。ユーザーの
個人情報は、暗号化と署名されたセキュアアイデン
ティティオブジェクト (SIO) 内にカプセル化されて
おり、これは基盤となるカード技術とは独立した追
加の信頼と保護層を提供し、iCLASS SE と MIFARE 
DESFire EV1 または EV2 を含む複数のカードタイ
プに搭載でき、HID やその他サプライヤーのカー
ドテクノロジーに証明書を提供することが可能で
す。Seos® は複数のセキュア ID または SIO の保管
と使用のための安全なストレージを提供するため
のハードウェアチップ上にソフトウェア層を追加す
ることで、これをさらに進めています。この階層化
され、チップに依存しない SIO は、カードやウェア
ラブル機器に階層化することができ、ユニークな機
能と利点を提供します。組織に必要なセキュリティ
を追加し、組織のニーズに最も適した証明書を選
択できます。 

スマートカード技術の他にも、身元証明システムは
カード自体の安全性と同じであるため、視覚的セ
キュリティはあらゆる証明書にとって重要な要素で
す。ID カードの改変や偽造が容易であれば、ハッカ
ーや個人情報窃盗犯に学校施設やネットワークに
侵入し、機密データにアクセスするための鍵を与え
てしまう可能性があります。HID Global の証明書
は、高度に差別化された、偽造防止セキュリティメ
ディアと、組み込まれたホログラム技術を特徴とし
ています。マイクロテキスト、ナノテキスト、隠し文
字、2D/3D 背景画像などの機能は、偽造者が再現
するのは困難ですが、確認が容易な証明書を生成
できます。 

アクセス制御
HID Global は、学生寮、建物、研究室、その他施設
への物理アクセスと、PC、ネットワーク、機密情報へ
の論理アクセス用の両方に、カードリーダーを提供
しています。 

HID カードリーダーは、現在使用されている主要
なカード技術が動作します。当社の複数の技術に
対応したリーダーは、従来の磁気ストライプ、近接
型技術、MIFARE DESFire などのエンドユーザー
キー標準ソリューションから HID の SIO (Secure 
IdentityObject®) 対応スマートカードなどの最新の
安全性の高いセキュリティ証明書まで同時にサポ
ートしています。SIO に対応した証明書は、複数の
セキュリティと安全に分離されたアプリケーション
領域を特徴とする相互認証と暗号化データ転送に
より、セキュリティと性能を向上しています。当社の
複数の技術に対応したリーダーは、レガシーインフ
ラストラクチャーから最新の物理アクセス制御技術
へのアップグレードが、簡単かつ独自のペースで導
入することを可能にします。 
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複数の技術に対応したカード
HID カードを用いて、ユーザーは多くの技術を持
つ単一の証明書によって、複数のアプリケーション
と移行プロジェクトをシームレスに管理できます。 

Seos
アクセス制御コミュニティのための単一のエン
トリーポイントとロック、リーダー、カードのグロ
ーバルな相互運用性を提供しながら、高いセキ
ュリティ、扉を開け身分を認証するためのデジタ
ルキーの生成、配信、無効化のための標準シス
テムを提供します。デジタルキーは通常、ユーザ
ーの NFC 対応携帯端末に保存されます。

SIO 対応 (SE)
Secure Identity Object™ (SIO) は、身元情報を
単一のオブジェクトに格納し、転送するためのデ
ータモデルです。SIO は物理的なアクセス制御（
カード番号など）、指紋テンプレート、電子マネ
ーなど、複数の独立しながらも、関連するデータ
オブジェクトから構成されています。 

コンタクトチップ
HID® のスマートカードには、業界標準のコンタ
クチップと組み合わされた多くの非接触技術が
含まれています。HID Global は、市販されてい
る広範な接触チップから選んで組み込むことも
できます。



カードの個人化
Asure ID® カード個人化ソフトウェアによって、
学生 ID カードの製作が簡単で効率的になりま
す。Asure ID ファミリーのカード個人化ソフトウェ
アソリューションの一部である Asure ID Exchange 
の先進的で直感的なカード設計プロセスにより、
カードテンプレートの設計やカード所有者デー
タの入力速度が飛躍的に向上します。Asure ID 
Exchange には HID Global の iCLASS SE エンコ
ーダープラットフォームがサポートされており、ユ
ーザーが一回で物理アクセス制御ソリューション 
(PACS) 証明書を作成、エンコード（読み込み/書き
込み）、および管理することが可能で、注文、在庫
管理および発行プロセスを一元化します。Oracle®
、MySQL®、Microsoft® SQL Server®、Microsoft 
Active Directory/LDAP とのリアルタイムデータ交
換により、一般データベースからカードを印刷する
ことができます。 

さらに、Asure ID Exchange と組み合わせること
で、iDIRECTOR モジュールは、迅速かつ簡単にカ
ードメモリを管理し、複数のスマートカードアプリ
ケーションをロードし、1 回のシームレスなプロセ
スで iCLASS Seos などのスマートカードの視覚的
な個人化が可能です。そして、Asure ID Exchange 
は、25 種類以上の主要なアクセス制御システムと
密接に統合されているため、ソフトウェアから直接
証明書を登録することが非常に簡単です。Asure ID 
Exchangeを 使用すると、学生と職員の ID を効率
的に、必要なだけ大量に設計し、お客様のニーズに
合わせて必要なすべての機能を利用できます。  

印刷/エンコード
HID Global は、安全な身元証明書を発行するため
のソリューションを提供する顧客が求めるプロバイ
ダーです。HID Global は、安全な ID カードプリンタ
ーとエンコーダーの最も広範なポートフォリオを提
供し、簡単な使用、優れた画質、信頼性とセキュリテ
ィを実現します。

HID Global の次世代 FARGO HDP® (High 
Definition Printing®) と Direct-to-Card® (DTC®) プ
リンター/エンコーダーは、学生や職員 ID だけでな
く、訪問者バッジ、駐車券、乗り物パス、特別なイベ
ント ID などさまざまな個人化された証明書をオン
デマンドで作成することができます。 

エネルギー効率の良い GreenCircle® 認定の優れ
た連続階調のための DTC4500e と DTC5500LMX 
プリンター、印刷品質重視の HDP5000 と 
HDP5600 プリンター、高性能の HDP8500 業務用
プリンターまで、独自のニーズに合わせた適切な安
全発行ソリューションを提供しています。

大容量パフォーマンス。
FARGO のプリンターは、大学の大量の印刷
ニーズに対応するように設計されており、
デュアルカードホッパー付きのものが入手
できます。また、高い生産性、フルカラーリ
ボン、ラミネート消耗品をサポートしてお
り、コストを最小限に抑えながら生産性を
最大化します。

いつでも、どこでも印刷。
イーサーネット対応プリンター用のオプシ
ョン Wi-Fi® アクセサリを使って、いつでも、
どこからでも、学生と職員の ID を遠隔で印
刷できます。

FARGO® DTC4500e 
（ラミネーションあり）

FARGO® HDP8500

FARGO® HDP5000（ラミネーションあり）FARGO® DTC5500LMX オールイン
ワンプリンター（廃棄物の少ないラミネ

ーション）

FARGO® HDP5600（ラミネーションあり）と 
デュアルカード入力ホッパー



HID Global の GreenCircle® 認定 FARGO DTC プ
リンターは市販されている他のカードプリンター
より最大 66% 省エネであり、お客様の組織の持続
性と環境保護への取り組みをサポートします。エネ
ルギー消費以外にも、DTC5500LMX の特徴として、
シングルコア、廃棄物の少ないラミネーションがあ
ります。これはラミネートのゴミを大幅に減らすだ
けでなく、大量生産での消耗品コストを 40% 節約
します。 
HID Global の FARGO HDP プリンターは、画像や
文字が鮮明、色鮮やかで、大学のブランドと校章の
価値を反映します。また、HDP フィルムは近接型ま
たはスマートカードの表面に溶着されるため、内蔵
の電子機器が形成する凹凸に自然に適合し、耐久
性があり、シャープな見た目の証明書となります。 

さらに、FARGO プリンターにはスマートカードエン
コーダーが内蔵されており、自分でオールインワン
の時間節約パスカードに個人化し、印刷し、ホログ
ラムオーバーラミネートを適用し、物理/論理アクセ
スと金融取引のための複数のカード技術のエンコ
ードすることが可能であり、非常に安全なキャンパ
ス「ワンカード」を 1 回のシームレスステップで製
作できます。

HID Global：実績。
あらゆる規模の学校がすでに、高いセキュリティと
コスト効率の良い HID Global の高等教育ソリュー
ションが提供する、安全で耐久性のあるキャンパス

「ワンカード」の恩恵を受けています。最近では、バ

ージニア最大の公立大学であるジョージ・メイソン
大学の例があります。ジョージ・メイソン大学には 3 
万人の学生、5 千名の教員、2 千名の契約業者がキ
ャンパスにいます。HID Global と協力し、ジョージ・
メイソン大学は、食事代の支払い、図書館貸出、ジ
ムのチェックイン/チェックアウト、駐車代、施設への
アクセスなどが一枚の ID カードで行える、コスト効
率の良い、包括的なエンドツーエンドソリューショ
ンを設計することができました。HID の高等教育ソ
リューションが持つ柔軟性によって、大学は従来の
インフラストラクチャーとテクノロジーを保持しな
がらも、予算が許す限りプログラムを段階的に展開
していくことができました。 

自信を持って投資する。
長い革新の歴史と、20 年以上の経験を持つ HID 
Global は、世界中の大学にクラス最高のソリュー
ションを提供する信頼できるパートナー企業です。
教育機関のセキュリティと効率的な運用は非常に
重要です。HID Global がどのようにその両方の実
現を支援するかをご覧ください。hidglobal.com/
education をご覧ください。

組織全体で、HID の非接触型スマート
カード技術に基づいたキャンパスワン
カードは、次のような多くの機能を実行
できます。
• 写真付き身分証明書
• 教室、研究室、事務室、学生寮、レクリ 
 エーション施設への物理的アクセス
• 学校の売店、食品サービス、自販機、 
 コインランドリーなどのキャッシュレ 
 ス支払い
• ワークステーション、ネットワーク、情 
 報への論理アクセス
• 時間と出席
• 図書館貸出
• 安全な印刷認証
• 駐車場と輸送

MANY FUNCTIONS     ONE SECURE CREDENTIAL

Physical Access to Campus
Buildings, Labs, Residence Halls

Photo ID

Time and Attendance

Library Check-out

Cashless Payment for School Store,
Food Service, Vending, Laundry

Logical Access to
Workstations and Networks

Parking and Transit

Secure Print Authentication
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