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PZ Vlas 警察導入事例
PZ Vlas は VASCO の DIGIPASS 820E-id リーダによりセキュリティを最優先に
このデジタル時代において、ベルギーは早い段階で E-id カードを導入を決め、市民に配布した国の 1 つです。新しい E-id カー
ドには、市民の氏名、カード番号、写真などのデータが印刷されているほか、住所情報などのデータがカードの IC チップ内
に保存されています。このチップ上の情報は E-id リーダを介してのみ閲覧できます。
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ソリューション
VASCO の DIGIPASS 820 E-id リーダは、 使
いやすいフラットなデザインのため、警官の制服か
ら簡単に取り出すことができます。E-id には耐震
性があり、ゴム製のキーパッドによりほこりや水滴
から保護されているため、あらゆる天候下での使
用が可能です。非常に使いやすく、警官は市民の
住所を数秒で閲覧することができます。

アルコール検査キット

PZ Vlasについて
2000年のベルギーの法律により、西フランダース地方の警察は19の警察区域に分割されました
（コルトライク、
クールネ、
レンデレーデが最大の区域）。警察区域は1
つまたは複数のコミューンで構成されています。この地域は亜麻(アマ)の栽培で有名なことから、
この警察区域は「PZ Vlas」
（亜麻の警察区域の意味）
と名づけられま
した。PZ Vlasには271人が所属しており、90,000人を超える市民の安全を守っています。

VASCOについて
VASCOは強力な認証や電子署名のソリューションおよびサービスのナンバー

お問い合わせ先

ワンサプライヤです。VASCOは、1,200以上の国際金融機関をはじめ、世界
110カ国以上の8,000を越す企業や組織で利用されている、
インターネット上
の安全を守る、世界のリーディングソフトウェアカンパニーです。VASCOのソリ
ューションは、金融、エンタープライズセキュリティ、電子商取引、電子政府で活
用されています。

www.vasco.co.jp

phone: 03.3507.5633

email: info-japan@vasco.com
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