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CISO、Mark Ruchie からのメッセージ

金融機関にとって、顧客や会員の皆様に最高の体験を提供することは非常
に重要です。顧客を維持・獲得するうえで最も効果的な方法の一つが、カ
ードを即時発行できるようにすることです。しかし、今日の世界では、ス
ピードを求めて安全性を犠牲にすることは許されません。

セキュリティ関連のあらゆる事柄に一貫して挑戦し続けることが、情報セ
キュリティ最高責任者である私の責務です。顧客や会員の皆様のデータを
保護する責任を少しでも負っている方であれば、同じ様にセキュリティ、
特に支店におけるカード発行のセキュリティについて関心をお持ちのこと
でしょう。

Entrust は、隅々まで考え尽くされたワールドクラスのソリューションを
ご用意しています。この eBook では、カードの即時発行がどのように顧
客体験に付加価値を与え、リスクを限定できるのか、さらに当社の金融カ
ード即時発行ソリューションが顧客、従業員およびカードプログラムに最
高の結果をもたらす理由を、お客様のセキュリティチームに理解していた
だきたいと考えています。

ご不明な点がありましたら、私まで直接ご連絡ください。

Mark Ruchie
情報セキュリティ最高責任者
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シンプルでセキュアな即時発行を実現
消費者はカードの即時発行を求め、銀行員はシンプルさを期待し、必要としています。そうした中、非常にセキュアなソリューションの確保
は IT チームにかかっています。続くページでは、すぐに使えて、完全にアクティベートされ、完全にカスタマイズ可能なデビットカードを発
行することで、すべての人のニーズを満たすことができるということについてご説明します。また、即時発行カードのトータルソリューショ
ンを構成する3つの要素として、 ハードウェア、ソフトウェア、サービスの内容も取り上げます。

しかしまずは、金融カードの即時発行に関するあらゆる事柄について、なぜ Entrust をアドバイザーとして信頼できるのでしょうか。第一の
理由は、当社はこの分野の先頭の第一人者であるということです。カード即時発行のパイオニアである当社は、お客様やカード所有者に安心
して利用していただけるよう、今でもソリューションの設計を通じてイノベーションを続けています。



カード即時発行およびカード
所有者の体験

必要な時（今すぐ）、必要なもの（新規カードや交換用カード）を顧客に提供

金融サービスを提供する組織にとって、データ保護は極めて重要であるため、顧客や会員の体験よりもセ
キュリティが優先されがちです。しかし、この状況は変わり始めています。気軽に支店を訪れたカード所
有者が、すぐに使用できる、アクティベートが完了したデビット カードを持って数分以内に支店を出ら
れるような支店内のカード発行が実現するのです。

カード即時発行のテクノロジー自体はそう新しいものではありませんが、セキュリティが改善したこと
で、レガシー システムやオンプレミスのホスト環境に特有のリスクを受け入れることに慎重だった金融
機関にとって、この技術は魅力的なものになっています。

Entrust は、エンドツーエンドのソリューションのセキュリティを高めるために、Trusted Platform 
Module（TPM）やセキュアブートの起動プロセスなど重要なセキュリティ技術をはじめとする、セキュ
リティを強化した新しいソリューションを設計しています。

これらは、支店やカード所有者の体験を損なうことなく、金融機関のセキュリティを満たすことができる
技術です。

Entrust のソリューションにより、発
行の段階でカード所有者のセンシティ
ブな情報を保護するため、リスクと複
雑さを軽減しつつ、通常カードの即時
発行を求めるカード所有者のニーズを
満たすことが可能になります。
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セキュアな決済用カードの条件

中央から発行されるカードと同
じ、あるいは同様の見た目、質感
のカードでなければなりません。

その場でアクティベートする必要があ
ります。

タッチレスで発行できるオプシ
ョンは非常に魅力的です。

様々なデザインのカードを提供
し、個々のカード所有者のニー

ズを満たします。
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カード即時発行用のハードウェアのセ
キュリティを向上

ハードウェアのセキュリティを懸念して、顧客にカード即時発行を提供しない金融機関も
存在します。しかし、この数年間でハードウェアを物理的・論理的に保護するツールが飛
躍的に改善されています。

Entrust のソリューションは、システムが起動すると同時にプロアクティブな保護を適用
します。セキュアブートのプロセスにより、システムにマルウェアが侵入していないこ
とを保証します。また、セキュアな暗号プロセッサの国際規格である Trusted Platform 
Module（TPM）により、システムが扱う機密データがすべて安全に暗号化されます。
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包括的なソフトウェア セキュリティでカード
即時発行サービスを保護

適切なプロバイダーを選ぶためには、即時発行ソリューションを総合的に評価する必要があります。Entrust 
は、よりセキュアで保守しやすい統合ソリューションを意識的に設計・開発している数少ないプロバイダーの
一つです。

既存の IT スタックと連動するソリューションを開発しているベンダーを選択してください。プロバイダーの要
件への準拠が、支店のオペレーターやエンド ユーザーにとってより難しいものになるのはよくあることです。

次に、セキュリティ ソリューションの最も重要な個別の技術やコンポーネントを確実に導入します。

 •  ハードウェア セキュリティ モジュール（HSM）は、デジタル キーを保護・管理し、デジタル署名の
暗号化・復号化機能を実行し、信頼できる認証を可能にし、カード発行デバイスを出入りするあらゆる
通信の暗号エンジンとして機能します。クラウド ホスト型のソリューションの場合、お客様に代わっ
て HSM を管理します。オンプレミス型のデプロイメントの場合は、カード発行者のデータセンターに 
HSM を設置することになります。

 •  Trusted Endpoint（TEP）技術は、カード発行をサポートするクラウド サービスが、安全であること
が確認されたデバイスとのみ通信していることを保証し、上流または下流にマルウェアを伝播させない
ようにします。

 •  キー管理システム（KMS）は、キーを配信・使用するプロセスにおいて包括的な保護、セキュリティを
提供します。

カード発行プラットフォームを保護するためには、デプロイメントのあらゆる要素を総合的に管理し、必要な
セキュリティ ツールを確実に導入して効果的に機能させることができなくてはなりません。
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シームレスな即時発行オペレーショ
ンを実現する包括的なサービス

どの金融カード即時発行ソリューションを選ぶにしても、支店のスタッフにとって使い
やすいものでなければなりません。即日発行のプロセスに問題があり、不満を生じさせ
るものであったり、信頼性が低かったりすると、支店のスタッフやカード会員に大きな
悪影響が及びます。そのため、最高クラスのサービスが不可欠です。

デバイスにエラーが生じると、顧客や支店のスタッフに不便をかけることになりま
す。IFI パートナーによるメンテナンスやサービスのプロセスは、迅速かつシンプルなも
のでなければなりません。また、消耗品の管理にも気を配り、消耗品が入手可能で安全
に管理されている必要があります。

銀行および信用組合の従業員は IT、サイバーセキュリティやデバイス管理の専門家では
ありません。彼らは顧客や会員と良好な関係を築くエキスパートです。お客様の IFI ソリ
ューションを最も良い状態に保つことができるのは、それを構築した企業です。パート
ナーが大規模なスタッフやその訓練にしっかりと投資していれば、それがサービスに対
して真剣にコミットしている証になります。
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金融カード即時発行のパートナーに
求める上位 5 つの事柄 

最高クラスのサービスを提供することに努めている、お客様の組織に最適なパートナー
を見つけるためには、提供している具体的なサービス内容およびその実施者を吟味する
必要があります。重要なサービス内容やサービスに対するコミットメント

 1.  即時発行デバイスは、顧客体験を低下させることのないよう、素早く稼働状態に
復帰させることができなければなりません。レスポンスタイムに基づいてサービ
ス レベルを保証できるパートナーを探してください。

 2.  サービスおよびメンテナンスを支店で提供できなければなりません。それができ
ないベンダーは、コミットメントが不十分であるということになります。

 3.  セキュリティの強化

 4.  確実な消耗品管理

 5.  導入が簡単で使いやすいこと
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セキュアなカード発行ソリューシ
ョンの分野をリードする Entrust

お客様やカード所有者にいつまでも安心してご利用いただくために

50 年以上にわたり、金融カード即時発行ソリューションの改良に取り組んでき
た Entrust は、その専門家として次のような知見を持っています：即時発行プロ
グラムを成功させるには、多くのプロバイダーが提供するもの以上に多くのこと
が関係しています。今日の市場では、セキュリティに対する包括的かつ総合的な
アプローチ、包括的かつ統合されたソフトウェア セキュリティ、セキュアな支店
内およびリモートのサービス一式により、支店のスタッフおよびカード所有者に
シームレスな体験を提供する必要があります。

Entrust の金融カード即時発行ソリューションではカードの有効化率が最大限に
高まり、また他の方法でカードを提供した場合と比べて、クリティカルな最初の 
30 日間における利用量が多くなります。

当社のワンストップの金融カード
即時発行ソリューションは、次の
様々なものに対応しています

-  カード タイプ
-  デザイン
-  カスタマイズのオプション
-  セキュリティ
-  市場におけるデプロイメント
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ENTRUST CORPORATION について
Entrust は、信頼できるアイデンティティ、支払い、データ保護を可能にすることで、世界の安全に寄与して
います。国境の有無に関係なく、商品やサービスの購入、電子政府サービスへのアクセス、企業ネットワーク
へのログインなど、今日ますますシームレスで安全な体験が求められています。Entrust は、こうしたやり取
りのすべてのまさに核心部において、非常に幅広いデジタルセキュリティやクレデンシャルの発行ソリューシ
ョンを提供しています。2,500 名を超える社員、グローバルパートナーのネットワーク、150 か国以上の顧客
を抱える当社に、世界で最も信頼されている組織が信頼を寄せるのも不思議ではありません。

詳細はこちらから

888.690.2424 
+1 952 933 1223 

info@entrust.com

entrust.com

Entrust および六角形のロゴは、米国およびその他の国、またはそのいずれかにおける、Entrust Corporation の商標、登録商標およびサービス
マーク、またはそのいずれかです。他のすべてのブランド名や製品名は、それぞれの所有者に帰属します。Entrust Corporation は製品およびサ
ービスを継続的に改善しており、事前の通知なしに仕様を変更する権利を留保します。Entrust は機会均等雇用者です。 
©2021 Entrust Corporation. All rights reserved. FS22Q2-instant-financial-issuance-security-eb
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