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エリア管理システムASTREA AM1000
ASTREA AM1000 Area Management System

工場やプラントは，研究開発，事務，生産などのエリアに分類できる。今回開発したエリア管理システム

ASTREA AM1000は，各エリアに適した安心・安全を提供する。現在，研究開発エリアでは，企業情報やノウ

ハウ等の秘匿情報流失が，また，事務エリアでは，個人情報漏えいがそれぞれ大きな問題となっている。一方，生

産エリアでは，極限まで人員が削減されたために，安全確保が大きな課題になってきている。これらを解決する

ため，ASTREA AM1000では，研究開発エリア，事務エリアに対しては入退管理サブシステム，生産エリアに

対しては安全支援サブシステムを用意した。入退管理サブシステムは，Webカメラを用いた監査証跡管理が特長

である。また，防爆エリアでの非接触ICカードを利用するソリューションも提供する。安全支援システムは，作

業者の位置と状態（歩行，停止，倒れ）を，リアルタイムに把握し，緊急時に発報するシステムである。
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Factories and plants can be divided into areas of research and development, office work and production.

The ASTREA AM1000 Area Management System we hane developed this time offers security and safety

suitable for each area. There have been major problems of leaks of confidential information including

company information and know-how in R&D, as well as private information in offices. Also, in production,

human resources have been reduced so greatly that safety has become a major issue. To solve these

problems, The ASTREA AM1000 Area Management System offers an access control subsystem for

R&D areas and office areas, as well as a security support subsystem for production areas. The access

control subsystem features audit trail management using web cameras, and provides solutions using

contactless IC cards in explosion-protected areas. The security support subsystem grasps the location

and state of workers (walking, stopping, falling down) in real time, and reports them in an emergency.

1. は じ め に

企業ノウハウの流出，個人情報の漏洩は企業経営の大

きなリスクとなっており，万一個人情報が漏洩した場合

は，個人補償とブランドイメージの失墜は免れず，これに

伴う経済損失は計り知れない。それらを守るセキュリ

ティシステムは重要性を増してきている。

工場・プラントにおいても例外ではない。ただし，工

場・プラントの場合，事務エリア，研究所エリア，生産エ

リア等，エリアによって，セキュリティの対応が異なる。

事務エリアでは，個人情報漏えい対策，研究所エリアで

は，研究，開発等の情報漏えい防止対策が重要である。　

一方，生産エリアでは，安全管理がいままで以上に重要に

なっている。このように，多様なセキュリティの対応が必

要になる。この目的に開発されたのが，エリア管理システ

ムASTREA AM1000である（図1）。ASTREA AM1000

は，特に工場・プラントでの社員をはじめ，協力業者や外

部来場者の敷地内入出場，車両の入出場，特定建物の入出

室（棟）管理を行う入退管理サブシステムと，生産エリア

での作業者の安全を支援する安全支援サブシステムから

構成される。

ASTREA AM1000では，セキュリティ性能の向上だけ

でなく，建物の運用管理全般を意識した「人の動き」と

「所在管理」を実現しており，また，快適性，効率性，省

エネを追求した設備制御システムとの連携も可能となっ

ている。

2. 入退管理サブシステム

現在，各企業の防衛策としては，セキュリティ対策のグ

ローバルスタンダードである『ISMS認定』（1）の取得によ

古　川　　陽　太*1 田　中　　寿　一*2

FURUKAWA Yota TANAKA Hisakazu

安　藤　　嘉　朗*1 栗　原　　洋　介*1

ANDOU Yoshiaki KURIHARA Yousuke



エリア管理システムASTREA AM1000

18横河技報　Vol.51 No.3 (2007)90

る，セキュリティ運用ルール（セキュリティポリシー）の

策定，および「運用ルールの徹底」がある。営業活動の中

で個人情報を扱う企業であれば，さらに公的機関の「お墨

付き」として“プライバシーマーク”（2）の取得をするケー

スや，ISMSとPマークを併用する場合も少なからずあり，

そこで策定されたセキュリティポリシーの「運用ルール

の徹底」と「監査証跡の管理」の必要性から，入退管理シ

ステムの導入を急ぐケースが増えてきている。

「運用ルールの徹底」だけであればセキュリティ区画へ

のアクセスコントロールだけでも対処可能であるが，「監

査証跡の管理」のためには，入退室（場）の履歴を一元的に

把握し保存する必要がある。

当社では，これらユーザーの声に応えて，「監査証跡の

管理」性能を高めた入退管理サブシステムを開発した。次

節では，この入退管理サブシステムの概要を説明する。

2.1 入退管理サブシステムの機能概要

入退管理サブシステムハードウエアの基本構成は，入

退管理サーバー，コンソール，プログラマブルゲートコン

トローラー，非接触ICカードリーダーとなっている。非

接触ICカードを非接触ICカードリーダーにかざすと，プ

ログラマブルゲートコントローラーにカード情報が伝達

される。プログラマブルゲートコントローラーは，カード

情報から電気錠の開閉を行い，カード情報，開閉情報等を

入退管理サーバーに伝達する。管理コンソールは，Web

ブラウザ経由で，入退管理サーバーの各情報画面を表示

する。また，プログラマブルゲートコントローラーは，構

内入場管理に，セキュリティゲートやカーゲート，重要管

理区域に生体認証装置が接続でき，高度入退管理が可能

である。監視画像（映像）と連携したセキュリティが必要

な場合は，「静止画履歴管理」だけであればWebカメラの

追加，「動画履歴管理」まで必要な場合は，Webカメラと

メディアサーバーの追加で実現できる。

次に，ソフトウエア機能について説明する。

（1）コンソール画面

  ①表示画面：各ゲート（扉）の入退出の状況やアラーム

情報，設定したゾーンの在室情報・在館情報をリアル

タイム表示。

  ②グラフィック画面：ゲート（扉） ，侵入監視センサー

等の機器，Webカメラのライブ画像，在室情報など

の状態を間取図グラフィック画面上で表示可能。

各ゲート（扉）の動作モード（メンテナンス，常時施錠，

常時解錠，連続解錠，施解錠繰返し，通常）の設定お

よび機器状態をリアルタイムで表示し，遠隔操作も

可能。

  ③履歴検索：入退履歴およびシステム運用上の異常/故

障/操作情報をコンソールにて検索/表示。

通行履歴表示（画像履歴表示呼び出しを含む）操作履

図1　エリア管理システム構成
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歴表示，異常履歴表示，画像履歴表示。

  ④在館時間監視：ある一定時間以上在館している場合，

異常として記録するなど。

（2）設定・操作

  ①管理者権限の設定：コンソールの利用者権限に応じ

て，モニター画面や設定画面の表示を区別。

  ②遠隔操作：コンソールからの操作により，指定した

ゲート（扉）の動作モード設定変更を実行可。

  ③スケジュール制御：予め設定したタイムスケジュー

ルに従い，指定したゲート（扉）毎に，動作モードの設

定変更可。

（3）利用者登録

  ①利用者管理：利用者照会画面にて利用者の管理を実

施，利用者登録，利用者照会。

  ②人事データ受領：利用者情報データを，CSV形式の

ファイルとして入手し，利用者マスターへ登録可。

  ③貸出しカード管理：利用者照会画面にて，ICカード

の貸出し管理を実施。

  ④来客者へのゲストカード発行。

  ⑤従業員がICカードを忘れた場合の一時カード発行。

（4）入退管理

  ①セキュリティレベル管理：各ゲート（扉）の動作モー

ド設定による入退規制・通行制御を実施。ゾーン毎に

セキュリティレベルを設定し，利用者グループのセ

キュリティ権限でアクセス制御。

  ②アクセスライツ管理：ID毎に，どの扉に対してのア

クセスを許可するかを個別に設定可。セキュリティ

レベル通行の例外設定など，柔軟な対応が可能。

  ③アンチパスバック：一つのIDの「入室⇒退室」の認

証を必ず1セットで管理し，入室あるいは退室の操作

が連続した時や，入室履歴がないカードで退室しよ

うとした時は，アラートを出して通行制御をかける

ことが可能。

  ④画像履歴保存：カード操作（認証）時，Webカメラに

よる監視画像（静止画像JPEG）をサーバーが取得。操

作日時の画像履歴をサムネイルとして保存し，入退

履歴から一覧表示可能。メディアサーバーの追加で，

動画履歴を上記と同様に呼び出し表示管理が可能。

以下に，本システムの特長である画像を用いた「監査証

跡の管理」と「防爆対応」について説明する。

2.2「監査証跡の管理」

監査証跡の管理のためには，セキュリティ区画の入退

履歴（「いつ」「誰が」）を明確にする必要があるが，それに

は運用ルールの徹底が前提条件である。具体的には，不正

アクセスの排除が必要である。

不正アクセスの中には，意識の低い社員の‘つい’や

‘うっかり’も含まれる場合があるが，不正アクセスを排

除しないまま履歴を管理しても，‘監査証跡’としては有

効ではない。また，意図的に正規アクセス権限者が部外

者を引き入れるなどの不正（内部犯行）についてシステム

側で対処をするためには，大掛かりなセキュリティゲー

トを導入するなどの措置が必要となってくるため，コス

ト的な観点や実際の運用面から考えても，多くのユー

ザーにとっては現実的な対処とはなり得ない。

当社では，監査証跡としての履歴管理を強化するため，

監視カメラ（Webカメラ）とメディアサーバーとの連携によ

るソリューションを用意した。‘なりすまし’‘共連れ’‘す

れ違い’などの不正アクセスは上述の通り，システム側の

機能ではコストが掛かり対処が難しい面がある。運用ルー

ルを充分理解していても，‘つい’や‘うっかり’というの

は排除が難しい面もある。そこで活用するのが，映像監視

である。Webカメラが設置されていることで，「抑止」効

果が期待でき，なおかつ，画像履歴の検索によって，「不正

の確認」と有事の際の「監査証跡」として活用できる。

しかしながら，映像監視システムには，膨大な画像デー

タから，問題の発生した画像を検索するのに膨大な時間

と工数が掛かるという大きなデメリットがあった。当社

はこのデメリットを，入退場/入退室の「アクセス履歴」

「静止画履歴」「動画履歴」を“同一の履歴”としてユー

ザーに提供することで解消した。管理画面からクリック

一つで通行履歴・画像履歴（静止画）・動画記録の簡単に呼

び出しが可能であり，履歴分析や抽出などの工数が不要

となる。

2.3 防爆対応

石油・化学プラントなどの揮発性雰囲気での非接触IC

カードの運用を考えた場合，防爆対応は重要な課題であ

る。一見，非接触ICカードは，自身に電源を持っていな

いので，防爆の対象にならないと思われる。しかし，防爆

エリアでの使用には，非接触ICカードリーダーに非接触

ICカードをかざす時に，誘起されるエネルギーで発火し

ないこと，また，非接触ICカードのプラスチック部分の

帯電で発火しないことが重要である。

図2　防爆対応 非接触 ICカードリーダー
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非接触ICカードでは，これらの対策を行い認証を受け

る必要がある。また，非接触ICカードリーダーも防爆対

応が必要である。

今回，開発した非接触ICカードリーダーを，図2に示す。

この非接触ICカードリーダーは，日本の耐圧防爆（ExdⅡ

BT）の認定を取得している。

3. 安全支援サブシステム

日本国内の工場では効率化が進み，作業員の人数が極

限まで減ってきている。安全を確保するために，通常操業

中の作業は2人以上ですることが決められていることが多

い。ところが，パトロール，点検，突発的な故障時等で1

人作業が避けられなくなっている。特に夜勤等では，連絡

手段はあるが，安否確認手段がない状態が発生している。

このようなケースにおいても安全を確保したいという要

求から生まれたのが，安全支援サブシステムである。

3.1 安全支援サブシステムの特長

安全支援サブシステムの主な特長は，以下である。

・作業者の安全管理体制が確立できる。

・リアルタイムに作業者の位置，状態（動いている，止

まっている，倒れている）の確認ができる。

・発報で救援を要請できる。

以下に，本サブシステムの特長的な構成要素について

記述する。

（1）状態検知端末は，作業者の腰に装着する。状態検知端

末は，3次元の加速度センサー，緊急異常通知用のボ

タン，ブザーが搭載されている。加速度センサーから

の，3次元の加速度データを演算して，歩行，静止，

転倒等の作業者の状態を判定する。状態変化，無線の

強度から，現在一番近しい無線基地局を選定する。ま

た，作業者による緊急異常通知用のボタンで異常状

態を発報できる。状態監視コントローラーからの要

求により，ブザーをON/OFFする。

（2）無線基地局は，監視したい場所毎に設置する。無線基

地局は，無線通信，LANインタフェース，および，警

告装置に接続するための接点出力を実装している。

状態検知端末からの状態データを，無線，LAN経由

で状態監視コントローラーに送信する。状態監視コ

ントローラーの要求に応じ，接点出力をON/OFFし

て，異常を通知する機能ある。

（3）状態監視コントローラーは，無線基地局から送られ

てきた状態データを，無線端末情報として格納する。

システム管理サーバーの要求に対し，格納している

無線端末情報を提供（送信）する。作業者の状態が，転

倒等の異常な状態と判断される時は，下記を自動発

報する。

　・システム管理サーバーに異常発生を通知し，警報

メッセージなどの表示を促す。

　・監視室等にある状態監視コントローラーに接続され

た警告装置の点灯 （監視者への通知目的）

　・発生現場にある無線基地局に接続された警告装置の

点灯（発生現場近傍者の通知，発生現場の認識目的）

　・他の無線端末ブザーを鳴らし，警報が発生している

ことを通知することも可能。

（4）安全支援サーバーは，Webサーバー機能を持ち，外

部からの要求に対して応答する機能を持つ。すなわ

ち，複数のコンソールから，各情報画面データを閲覧

できる。また，データベース機能を持ち，無線端末の

利用者情報（氏名，所属 等）や無線基地局情報（設置場

所 等）など，システム管理情報を登録できる。

状態監視コントローラーの無線端末情報を収集し，

データベースに格納する。状態監視コントローラー

からの異常発生通知を受けて，各コンソールに警報

メッセージ等の表示も行う。

（5）コンソールは，Webブラウザ経由で，システム管理

サーバーの各情報画面を表示する機能を持つ。定周

期， もしくはユーザーの操作時にシステム管理サー

バーへ該当情報の画面を要求し，表示する。表示可能

な画面は次の通り。作業者の名前，現在の状態，現在

の位置（無線基地局単位）。（a）全体表示/無線基地局

別表示が可能，（b） 警報メッセージ，警報の履歴等，

（c） 各機器の稼動状態（正常稼動/異常），（d） 登録さ

れているシステム管理情報（利用者情報 等）。

4. お わ り に

本稿では，エリア管理システムASTREA AM1000の主

要な2つのサブシステムである入退管理サブシステムと，

安全支援サブシステムについて述べた。今後も，工場・プ

ラントにおける多種多様なセキュリティニーズに対応し

ていき，工場・プランと全体の「安心」と「安全」を実現

していきたい。
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