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セキュリティ体制は新しい脅威への 
対応に苦慮するも正しい方向に進行中
境界セキュリティの保護から高価な資産の安全性確保まで、入退
室管理・アクセス制御システムは組織のセキュリティ部門が担う
基本的な責務です。セキュリティ責任者、マネージャー、コンサル
タントを対象に実施した最新の調査から、アクセス制御のインフ
ラが劣化し、現存するアクセス制御システムの確実性が揺らいで
いることが明らかになりました。

本書は ASIS インターナショナルの会員および顧客を対象に実施
したアクセス制御技術とその利用、重要トレンドおよび更新計画
についての調査結果レポートです。調査は ASIS インターナショナ
ルの会報誌 Security Management リサーチと HID Global が 
2019 年に実施した共同プロジェクトで、内容は 2017 年に完了
した同様の調査を踏襲しました。

調査結果からは、悪意を持つ攻撃者の手口の巧妙化とセキュリ
ティ脆弱性による潜在的コストの急速な増加により、複雑化する
物理セキュリティ管理の現状が浮き彫りになりました。2019 年と 
2017 年の調査結果の比較から、企業ではより高度で堅牢なアク

セス制御技術への投資が徐々に進み、また IT 部門との連携が引
き続き重要なことが示されました。モバイルアクセス技術への注
目度は引き続き高く、現在利用中、もしくは利用を計画中との回
答が増加しました。モバイルアクセス導入率の継続的な増加に加
え、多くの物理セキュリティ責任者がモバイルアクセスとモバイル
アプリは現在のアクセス制御システムを改善し、業界の未来を形
成するものであると指摘しました。

業界の動向—2020 年のトレンド
入退室管理・アクセス制御ソリューションには組織の業務ニーズ
とリスクプロファイル間の複雑な相互作用への対応が求められ
ます。アクセス制御ソリューションを構成する手順、プロトコルと
技術のシームレスな連動が不可欠です。全ての従業員、契約業者
と訪問者に関わる設備であるため、年単位の基準ではアクセス
制御ソリューション自体は組織や団体の体制によって大きく異な
るものではありませんが、企業では業務上のニーズ、リスクプロフ
ァイルの変化や技術発展に伴い、より堅牢で容易に導入、使用で
きる技術の採用トレンドが見られ、緩やかなペースながらも増加
傾向にあります。

•  モバイルへの移行：認証ツールとしてのモバイルデバイスの利用および利用計画が増加。モバイル活用は
今後の入退室管理・アクセス制御業界に最も影響を与える技術との認識。

•  インフラの老朽化：入退室管理・アクセス制御のインフラは老朽化が進み、多くのシステムが導入後 3 年以
上経過しているが、ほとんどの組織が陳腐化したシステムの更新を計画していない、もしくは 1 年以上先と
回答。

•  セキュリティニーズを充足できていない：セキュリティ専門家は既存の入退室管理・物理アクセス制御シス
テムは施設、人、データや知的財産の保護に対し不十分と認識。

•  物理セキュリティと IT セキュリティの連携：セキュリティのベストプラクティス構築や新技術に関する共通
の意思決定で複数部門の協働が多い

•  セキュリティ強化の機会：セキュリティ部門が IT と連携して入退室管理・アクセス制御の更新計画を優先
的に進めることで、セキュリティ体制、ユーザーの利便性と業務効率化にプラスの影響を与える大きな機会
となる

主要な知見
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老朽化するアクセス制御システム
調査では、ほとんどの組織でアクセス制御システムの基本コンポ
ーネントの老朽化が進んでいることが示されました。回答企業の
58% でクレデンシャル（認証情報）コンポーネントが導入から 3 年
以上が経過し、コントローラとリーダーについても、60% 以上の企
業が 3 年以上が経過。システムを支えるソフトウェアの老朽化も進
み、セキュリティ責任者の 49% がアクセス制御ソフトウェアの使用
期間が 3 年以上と回答しました。加えて、多くの企業では近い将来
の更新実施は優先度が低い現状が示されました。

HID Global の米州アメリカ物理アクセス制御プロダクトマーケテ
ィングディレクターのルーク・メレデューは、「セキュリティ専門家か
らは、組織のアクセス制御インフラには数世代前の旧型品が継続
使用されているが、堅牢な最新規格への更新は社内優先事項で
はないとの声が聞かれました。しかしながら、最近物理アクセスに
関連した IT セキュリティ侵害が多数報告されており、彼らももは
や手をこまねいてはいない状況です。」と明かしています。 

調査では、セキュリティ責任者に電子アクセス制御用クレデンシャ
ル技術の一覧を提示し、自社や団体で導入済みの技術を全て

選択するよう依頼しました。結果、51% が 125kHz 低周波近接型
カードを使用していると回答しました。無線周波数信号を用いる 
125kHz カードは、25 年前に登場したセキュリティ脆弱性が顕著
な技術です。さらに古く安全性の低い技術も使用されており、26% 
が磁気ストライプカード、17% がバーコードを使用していました。

iCLASS カードは 15 年以上前の技術ではあるものの、暗号化機
能を有するためより安全性の低い技術とは一線を画すセキュリ
ティ性の高い技術です。iCLASS カードは 45% の組織が用いてい
ます。また、iCLASS カードよりも安全性が高い技術については、
いずれも約 1／5 の組織が使用、内訳は、MIFARE Classic（21%）
、MIFARE DESFire（18%）、FIPS-201 規格（18%）、Seos（17%）で
す。 

総体的には、組織の 54% が 1 種類以上のより堅牢な技術を使用
していました。このことは、セキュリティ部門では一般的に複数の
異なるアクセス制御技術を併用していることを示しています。例え
ば、125kHz 近接型カード使用者のうち、22% は現在利用できる
最も先進的なクレデンシャル技術の一つである Seos を併用して
います。

セキュリティ責任者、マネージャー、コンサルタントを対象に実施した最新の調
査から、アクセス制御のインフラが劣化し、現存するアクセス制御システムの確
実性が揺らいでいることが明らかになりました。
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メレデューは、「多くの企業はアクセス制御を古い技術、つまり 20 
年以上前の技術に頼っていますが、これらは容易に複製できてし
まいます。コピーは数秒ででき、多くの場合は街のコンビニでも作
成できます。より安全なクレデンシャル技術に移行する際、物理セ
キュリティ担当者にとっての一番の目標は、将来のニーズに備え
た拡張性や適応性の選択肢を確保することです。特定のデバイス
や通信プロトコルに限定されない、モバイルアクセスの導入に向
けた更新の道筋を立てることが鍵となります。」と述べています。

最重要課題は、特にモバイル活用 
によるシステム効率性の向上
入退アクセス制御の用途は 2017 年も 2019 年も驚くほどに変
化がありませんでした。最も利用される用途は、顔写真入りネー
ムタグを含む ID（2019 年、2017 年ともに 80%）、IT リソースへの
論理アクセス（2019 年 68%、2017 年 71%）、駐車場やゲートの
管理 （2019 年 61%、2017 年 63%）で、少ない用途は、クローズ
ドループ決済（2019 年 27%、2017 年 24%） や自動車ナンバープ
レート登録 （2019 年 27%、2017 年 25%）でした。

少なくとも 1 つの高セキュリティ性を有すクレデンシャル（認証
情報）技術の使用は、2017 年の調査から 9% 増加し、アクセス制
御システムでのモバイル技術活用に対する高い注目度が示され
ました。モバイル技術を用いたソリューションの活用で、スピード
化、利便性、高度なセキュリティ（デバイス内蔵の生体認証スクリ
ーニングなど）と柔軟性を確保できます。従業員、契約業者や訪
問者は通常自身のスマートデバイスを携帯しています。クレデン
シャルの有効化と無効化はリアルタイムにワイヤレス経由で行う
ことができます。

セキュリティ責任者の 57％ は、近い将来のアクセス制御業界で
最も重要なトレンドとして、モバイルアクセスやモバイルアプリの
利用を挙げています。モバイルソリューションの導入率は引き続
き上昇しており、25% が完全導入済み、部分的に導入済み、また
は導入過程であると回答しています。さらに 6% が今後 1 年以内
にモバイル対応リーダーの導入を予定しています。

より安全なクレデンシャル技術に移行する際、物理セキュリティ担当者にとっ
ての一番の目標は、将来のニーズに備えた拡張性や適応性の選択肢を確保す
ることです。
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2020 年に直面する課題
本調査で明らかになったトレンドは、セキュリティ責任者が指摘す
る課題と一致します。人と資産の安全を守るための新技術や機
能への投資ニーズの高まりは、技術が老朽化し、セキュリティ上
の脅威が拡大・多様化している現状を反映しています。

日々のセキュリティ対応の 
ニーズを妨げる技術的制限
調査では、セキュリティ責任者に日常のアクセス制御における 9 
つの課題から最も重要な 3 項目の選択を依頼しました。結果、技
術に関する項目が上位を占め、セキュリティ責任者の 45% が、他
のどの課題よりも「企業内の他システムとの統合性の向上」を挙
げました。入退室管理・アクセス制御システムのデータは事業分
析において貴重なツールとしての価値が高まる一方、他のシステ
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ムのデータをアクセス制御に活用することで、リスクの軽減、プロ
セスの最適化、より高い安全性の確保とより良いセキュリティ上
の意思決定を行うことができます。

システムの統合性と並び重要な課題は「新技術の機能活用」
で、39% のセキュリティ責任者が選択しました。セキュリティ責任
者が前進と考える主な技術は、前出のとおりアクセス制御システ
ムへのモバイルデバイス導入で、他の例には、生体認証や高度な
暗号化を利用した、より高度で偽造が困難なクレデンシャルやリ
ーダーシステムが挙げられました。このほか、リアルタイム位置情
報サービスのような新たな用途にも大きな期待が寄せられてい
ます。

調査ではまた、セキュリティが対処すべき問題の複雑化が強調
されました。38% が「セキュリティ脆弱性から増加する脅威に対
する保護」を主要課題に挙げました。セキュリティのインシデント
数、深刻度と集団化の増加に伴い、多くのセキュリティ責任者は
アクセス制御に対する考え方を変化させています。悪意を持つ攻
撃者の手口が進化を続け巧妙化する中で、セキュリティ責任者
は増大するプレッシャーと厳しい目線に晒されていると感じてい
ます。

本調査では、現在のシステム統合の進行度を背景を含めて理解
するために、セキュリティ責任者に組織で用いられるネットワー
クアプリケーションに対するアクセス保護の全ての手段を選択す
るよう依頼しました。ユーザー名とパスワードの使用率は予想通
りかなり普遍的で、およそ 90% でした。追加またはその他の方
法は、デジタル証明書 （28%）、トークン （21%）、スマートカード 

（20%）でした。生体認証、SMS、プッシュ通知を使用する組織は 
15% 未満でした。

セキュリティインフラの老朽化がもたらす結果の一つには、タス
クへの現在使用する入退室管理・物理アクセス制御ソリューショ
ンの対応性に対する疑念の高まりがあります。2017 年の調査で
は、73% が現在使用しているソリューションが全ての要件を満た
している、もしくは上回っていると回答しました。2019 年の調査
では、これが 50% に減少しました。インフラの使用年数が 1 年増
えたことも原因の一つと考えられますが、同時に、組織が増大す
る脅威の数、複雑さ、深刻さに直面していることも事実です。

2017 年の調査では、73% が現在使用しているソリューションが全ての要件を
満たしている、もしくは上回っていると回答、2019 年の調査では、これが 50% 
に減少しました。 
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更新の長期計画はあるものの、 
ほとんどが将来投資に留まる理由
インフラが老朽化する一方で、多くの企業が更新実施を 1 年以上
先の計画に留めています。セキュリティ責任者の 40% が、いずれ
のコンポーネントについても更新計画がない、もしくは計画の存
在を知らないと回答しています。 

更新を妨げている最大の要因は予算で、45% が更新の妨げや遅
延の主な障壁として予算不足を挙げています。回答者の 5 人に 1 
人が物理アクセスシステムの更新は組織の優先事項ではないと
しています。他に最大の障壁として挙げられたのは、業務の中断
や混乱、変更への抵抗、レガシーシステムとの統合でした（各項
目を約 10% が最大の障壁として選択）。

更新の機会を得るには
セキュリティ責任者は、アクセス制御システムが組織のセキュリ
ティを支える上での 2 つの最も重要な方法として、物理セキュリ
ティ違反の制限 （34%） と、内部関係者による脅威の発生と影響
力の制限（28%）を挙げています。これらを実現し、高度なアクセ
ス制御システムの他の利点を活用するための企業の取り組みに
は、セキュリティと IT の相乗効果を構築することや、システムへ
の機能追加が有効です。

IT との連携と予算の共有
本調査では、物理セキュリティと IT の関係と協働体制に関する
問題について複数の側面とトレンドを精査しました。ほとんどの
セキュリティ責任者は、自社施設のセキュリティベストプラクティ
スの構築 （61%） と新テクノロジーの模索 （55%） において IT 部
門と連携があると回答しました。しかし、20% は、物理セキュリテ
ィ部門と IT 部門の連携がない、もしくはほとんどないと回答しま
した。

予算構成は部門間の連携状況を理解する目安です。調査で
は、14% が物理セキュリティ部門と IT 部門が予算を共有してい
ると回答しており、これらの組織では 2 つの部門の機能が集約さ
れていることが示されています。しかし、業務が集約されている組
織であっても、物理セキュリティ部門と IT 部門が独自の予算を維
持することは珍しくありません。物理アクセス制御ソリューション
の更新決定にかかる権限の度合いについての設問では、46% が 
IT 部門と全てのプロセスで協議、22% が最終的な提言または決
定に IT 部門が関与、10% は IT 部門の関与や影響がないと回答
しました。

全体的に良好な統合の必要性が示唆される一方、物理アクセス
と論理アクセスの制御システム統合に関する懸念事項として、セ
キュリティ責任者の 50% が新技術の導入や優先順位付けの難し
さを指摘、43% が技術的な複雑さの増大、36% が複数の認証シ
ステムを管理の難しさを挙げています。こうした難しさにもかか
わらず、組織全体のアクセス制御システムの改善に最も大きな影
響を与える技術的進歩に、28% が「物理・論理アクセス制御の統
合」を選択しています。 

メレデューは、「今日の組織では、物理セキュリティの重要度と取
り扱いを IT ネットワークと同じレベルに位置付ける事は必須で、
これを認識している組織では、対応力が進化を遂げています。方
法の 1 つには、古い物理アクセス制御システムの脆弱なリンクへ
の対処や、監査、レビュー、更新の同期など、物理セキュリティの
包括的な更新に対するごく一部のIT 予算の割り当てがあります。
」と述べています。
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回答者の 1/3 は、施設内の従業員や訪問者の人数
や位置を把握できていない。

「つながる体験」を 
高めるための意思決定とは
働く場での暴力行為や大規模な自然災害などのセキュリティ上
の重大事象が発生した場合、セキュリティ専門家の最優先事項
は、影響を被る範囲の人々を保護し安全を確保することです。 

従業員や訪問者の所在を何らかの方法で監視している組織で
は、追跡方法として主に ID カードのスキャンが用いられていま
す。70% が従業員に、47% が訪問者に対して ID カードのスキャ
ンを導入しています。訪問者に対する紙の名簿の使用（28%）も
少なくなく、また従業員のモニタリングには勤怠管理システムも
使用（21%）されています。SMS や携帯電話システムの利用はあ
まり広く普及しておらず、従業員または訪問者に対してこれらを
使用するとの回答はわずかに 2% でした。

HID Global ロケーションサービス、グローバルビジネス開発マネ
ージャーのテイラー・ブレイハンは、「商業ビルのオーナーや管理
者は、テナントとオーナー両方のユーザー体験を向上するため、
管理物件で起きていることをリアルタイムで知りたいと考えてい
ます。組織では様々なポリシーや対策を取り決めていますが、そ
れらは本当に効果があるのか考えてみます。例えば警報が発報し
建物内の全員避難をする場合、入退室管理・アクセスの制御のみ
では、中に取り残された従業員や訪問者を見つけることができま
せん。」と述べています。

この分野のセキュリティ管理は、リアルタイム位置情報サービス 
（RTLS）の登場とアクセス性の向上に伴い進展しています。緊急

時に施設内にいる全ての人の数と現在位置を知ることは、人と
財産を守る上で非常に大きな価値となります。一般的な位置情
報システムには RFID が用いられますが、Wi-Fi や Bluetooth を
利用した常時価値の高い資産の正確な位置を特定・監視するシ
ステムも導入が進んでいます。RTLS は、アクセス制御を補完する
技術で、取得したデータを用いてスペース利用の最適化、立入禁
止区域の保護、訪問者と資産の位置認識、空調設備や照明の使
用状況を分析することで、働く場の効率性と安全性の向上に寄
与します。

セキュリティ、ユーザーの利便性と 
運営効率の向上
まとめ：入退室管理・物理アクセス制御産業では、より現代的で
安全なアクセス制御技術の導入トレンドがより顕著に現れてい
ます。2017 年には、1 種以上のより安全性の高いクレデンシャル

（認証情報）技術を使用する組織は 45% に留まっていました
が、2019 年には 54% に増加しました。モバイル認証の導入増加
もまた、組織がアクセス制御システムの最新化に取り組んでいる
ことを示しています。 

ただし、取り組むべき課題も多く残されています。施設の物理アク
セスに関するセキュリティの重要性は、かつてないほど高まって
います。最新の入退室管理・物理アクセス制御システムに移行す
ることで、脆弱性を取り除き、マルチアプリケーション機能を追加
し、モバイルアクセスなどのユーザーフレンドリーなクレデンシャ
ルの導入に道を開き、結果的にリスクを軽減することができます。
また、アクセス制御技術が進化を続けるなか、将来を見据えた組
織体制を整えることで、従業員と資産を守る能力を飛躍的に強化
できるだけでなく、アクセス制御データを使用して業務を改善す
ることができます。



調査方法
本レポートは、Security Management リサーチと HID Global が実施した「2019 年アクセス制御システム動向調査」の回答を基に作成
しました（回答者数473 ）。25 問で構成される調査票へのリンクを 2019 年夏に 5 万人以上の ASIS 会員および顧客に E メールで送付す
るとともに、ASIS のニュースレターなどで周知を行いました。回答者の企業規模、業種、役職などのデータは、Security Management リ
サーチが最近実施した他の調査プロジェクトと一致しており、実態を反映した良好な抽出サンプルであることを示しています。95% の信
頼度における本調査の誤差は約 ±4.5% です。

HID Global について
HID Global は世界中の人々、場所、そしてモノの信頼あるセキュリティ認証を支えています。HID Global の認証ソリューションは、人があ
らゆる物理的そしてデジタルな場所に簡単にアクセスでき、モノをデジタルでつなぐことで特定、認証や追跡できる信頼の技術をお届けし
ます。世界中で数百万の人々が HID の製品とサービスを利用し、20 億を超えるモノが HID の技術でつながっています。 

Security Management について
Security Management は ASIS インターナショナルが発行する主にセキュリティ専門家向けの代表的な会報誌です。世界のセキュリティ
の発展を目指す ASIS インターナショナルの取り組みを反映し、セキュリティに関する重要な情報を専門家だけでなく、一般のビジネスパ
ーソンにもわかりやすく紹介しています。読者に新たなセキュリティの脅威や実用的なソリューションなど、人、財産や情報の保護に役立
つ最新情報を提供しています。
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