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生体認証（バイオメトリクス）

生体認証（バイオメトリクス）とは人の生体的・習慣的な特長を認証に利用する技術です。
生体認証の特長は、

無くさない 忘れない 盗まれない コピーされない

便利で安全な個人認証の技術です。主な生体認証技術としては・・・・・

指紋 顔 指静脈 その他静脈 虹彩

• 生体認証の老舗
• 低価格
• 乾燥・湿潤に弱い
• 汚れ、傷で劣化
• 静電気による故障
• 心理的抵抗
• 汚れ、感染の危険

• 1990年台から研
究開始

• なじみやすい
• スピーディ
• 他人受入しやすい
• 眼鏡起因本人拒否
• マスク起因拒否
• 光源による拒否

• 指紋の本人拒否の
対策として登場
（2000年以降）

• 使いやすい
• 血圧による誤差
• 細い指の問題
• 汚れ、感染の危険
• 手袋着用の問題
• コスト高

• 韓国で実用化（手
の甲）

• 日本で実用化（手
のひら）

• 使いにくい（手の
平）

• 装置が大きい
• 体毛等の問題（手

の甲）
• 本人拒否
• 接触に対する拒否

• 正確性の圧倒的な
高さ（FAR）

• 本人拒否の低さ
• 環境の影響を受け

にくい
• マスク・めがね・

ゴーグルも可
• 大規模使用にも対応

（5万人で1：N)
• 技術の進歩により現

実的な価格に



他人受容率比較

虹彩解像度

160pixels/cm

ISO 19794-6

国際規格

生体認証/虹彩認証優れたアルゴリズム

声紋認証
1/500

顔認証
1/1000

指紋認証
1/10,000

虹彩（片目）
1/1,000,000

虹彩（両目）
1/1,000,000,000,000

一兆分の一

個人認証技術である生体認証にとって最も重要なものが、本人以外は排除することです。認証に使用する値
（特徴点）が状況により変化する生体認証では、他人需要率（FAR）の値の小ささがその技術の優位性です。
虹彩認証は、他の生体認証に対して圧倒的なFARの値の小ささを誇ります。

DB

カメラとアルゴリズム: 사용편리성과 가격

1. 虹彩イメージ取得
ISO準拠規格 160ピクセル以上の画像が利用

1. 虹彩イメージ取得
ISO準拠規格 160ピクセル以上の画像が利用

利便性

より良い精度のイメージを取得する技術

マッチングアルゴリズム

生体認証/虹彩認証を実現するプロセス

虹彩認証は他の生体認証に比べて、環境、体調の影響を受けにくい生体認証技術です。それ故、生体認証の
泣き所である、冬場・朝の認証エラー、体調不良時のエラーが発生しにくく安定しています。それを実現す
るプロセスは・・・・・・



虹彩・顔・非接触ICカードマルチ認証入退室装置 EF-45

 光学技術の粋を集めた最先端虹彩認証入退室装置
近赤外線、可視光線カメラ、動体検知、自動顔追尾など最先端の光学技術が安全確実・便利な

虹彩・顔認証を実現します。

 ユーザの身長さを厭わない顔自動追尾カメラ機能
自動追尾カメラが虹彩認証で上下35ｃｍ、顔認証で80ｃｍの身長差を自動追尾・調整します。

 信頼の虹彩アルゴリズム
環境の影響、体調の影響を受けにくい虹彩アルゴリズムは本人拒否が少なく、世界的に定評の

高い正確性が10,000人登録時で≧0.0000001以下の低い他人需要を実現します。

 顔認証、非接触ICカードとのマルチ認証
顔認証・非接触ICカード認証とのAND/OR条件での組み合わせ認証が可能です。

 出退勤機能も標準対応
入退室管理システムCMID Managerとの連携により、出退勤管理が可能です。又、EF-45

には端末固定・時間固定・手動選択の勤怠モードが用意されています。

 10，000ユーザ（虹彩）登録可能、300万ログ保存可能
本体に10，000ユーザ（虹彩）登録可能です。又、認証ログはテキストで300万ログ。

認証時自動撮影の顔イメージで1万ログ保存可能です。(工場出荷時オプションで４０，０００
に増設可能）

 その他
LED照射によりゼロルックスの提唱でも認証可能です。 TCP/IPの他、RS232C

RS485、Wiegand、無線LAN＊等の通信に対応します。 USBメモリ標準対応（ファーム
ウェア更新ログ他データ転送）。 ケンジントンスロット対応。 ソフトウェア開発キット
（SDK)。FCC、CE、目に対する安全基準IEC62471準拠

EF-45

EF-45の利用シーン 研究施設・工場

ポイント

 ノンコンタクト入退室
眼鏡、マスク、ゴーグル着用での認証可能。サニタリー・エアーシャワーでの衛生的

入退室管理を実現します。

 大規模ユーザにも余裕で対応
10,000ユーザ登録可能です。大規模な企業、パート/アルバイトの多い企業

不定期来訪者の多い企業でも余裕で利用可能です。

 厳格な認証管理
生体認証技術の中でも、正確性の高い虹彩認証に加え、顔・非接触ICカードと

の複合認証により、より厳格なセキュリティ管理を実現できます。

 入退室者の顔情報が保管できる
入退室管理システム CMID Managerでは、入退室履歴に認証時のユーザの顔を

撮影・保存できます。認証エラー時の顔情報も保存できますので、不正使用の
実体把握に役立ちます。

 出退勤管理との連携
CMID Managerには、便利な勤怠管理機能が標準で用意されています。労務管理

に欠かせない、入退室と出退勤管理が1台で実現できます。

 豊富なレポート形式
セキュリティマネジメントに欠かせないのがレポートです。入退室履歴はPDF、XLS

CSV、XML等幅広い形式で出力可能です。

入退室履歴

出退勤管理画面



EF-45仕様

サイズ 166 ｘ 166 ｘ 43 mm （本体のみ）
重量 630g （本体のみ）

内蔵メモリデータサイズ
10,000 ペア虹彩情報 1：1認証、１：N 認証に使用可能

デュアル認証対応

虹彩情報出力 ISO 19794‐6 2011に準拠
虹彩解像度 640 x 480 ピクセル、8bit階調 マルチフォーマット対応
虹彩アルゴリズム Delta ID （ISO 19794‐6 準拠）
動作虹彩距離 35～45cm （登録、認証共）
虹彩位置表示 青：遠すぎる 緑：適切 赤：近すぎる
自動上下動作 有り、内部構造による、＋25度～‐20度まで
瞳孔間距離 45～85mm
虹彩取時間 0.5秒 （最適位置に目がある場合）

赤外線照射
デュアルLED 名目波長850nm（約50％）、名目波長750nm (

約50％）

虹彩最大近接速度 秒速125mm
顔イメージ取得 スタンダード24ビットカラー
顔認証 オンボードエンコーディング、マッチング

音声 24ビット、1.8W 組込スピーカ、ラインアウト出力（外部スピーカ）

動作温度 ０～45℃
湿度 10～90RH、結露無きこと
目に対する安全基準 IEC62471準拠
ネットワーク 10/100Base‐T、Wifi 802.11bgn (オプション)
他外部ポート USB
標準マウント 1/4 ‐20UNC（三脚用）

物理的入退室管理、その他設
定通信ポート

ターミナル・有線コネクタ：Wiegand In/Out、RS232C、RS485、TTL、
USB Host、USB Slave、無電圧接点（1）

カードリーダ 標準：Mifare オプション：HID マルチクラス
壁取付け 壁取付け金具標準、タンパー機能
電源 110～240V AC、 12V DC、3.5A AC/DCアダプタ標準

入退室管理システム CMID Manager

CMID
Manager

LAN ( TCP/IP )

CMID ManagerはEF-45をネットワーク（TCP/IP)経由で一元管理する入退室管理システムです。
。

バージョン 説明
CMIDManager V2 ネットワーク管理マネージャーソフト １台/１ライセンス

CMID Manager要求仕様

DBMS MS SQLServer 2014 Express

OS Window7, Windows10, Windows Server 2012

メモリ 4GB以上

HDD空き容量 100GB以上

その他 .Net Framework 3.5 SP1がインストール済みであること

管理PCが別途必要です。



標準入退室管理装置導入

1450m
m

通電金具

12V
AC/DC

24V 
AC/DC

電源線

CPEV
線

LANケーブル（HUBへ）

電気錠
（通電時解錠
施錠電気錠の
場合）

 EF-45設置位置は中心で床から1450mm
オフィス使用の場合の標準的な高さです。マンション等で子供が多い場合は
台を設置する等の対策を講じてください。

 通電時解錠・施錠電気錠の場合は電源機
右図は国産電気錠（通電時施錠、解錠）の場合の構成例です。

 モータ錠、瞬通電型電気錠の場合は電気錠制御盤
この場合、電気錠制御盤（アート社製、Miwa製等）が必要になります。

 設置上の注意事項

① 防水・防滴対応されていませんので屋外には設置
できません。又、外光（太陽光）は強すぎる為、
認証（顔・虹彩）が出来なくなる場合があります。

② 屋内でも太陽光が直接当たる場所への設置は避け
てください。

③ LANケーブルを挿すHUBのポートは10/100ベース
にしてください。Gigaイーサには非対応です。

その他、ご不明点はお問い合わせください。

宜しくご検討御願い申し上げます。

Access control security system with most reliable Biometrics…..Iris!

株式会社アーク・システムマネジメント
プロダクト・ソリューション営業部

TEL：０３－５８１２－３３８１ FAX：０３－５８１２－３３８２
sales@ark‐sm.com

URL：http://www.ark‐sm.com

お問い合わせは下記へ


