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HID® Signo Biometric Reader: 
ドアにセキュリティと利便性を提供
何百万人もの人々が指紋を使ってスマートフォンのロックを解除したり、ATMを利用したり
している現在、生体認証は私たちの日常生活に急速に拡大しています。物理的なアクセス
セキュリティに指紋生体認証を使用することは、顧客にとって便利です。指紋は一意であり、
忘れたり、紛失したり、盗まれたりする恐れありません。

HID Signo Biometric Reader 25B 指紋デバイスは、卓越した資格情報とクラストップのマ
ルチスペクトルイメージングテクノロジーを融合し強力な PACS ソリューションを実現しま
す。

「現実」のための設計
「現実」では、人々の指紋は濡れたり、汚れたり、脂ぎったり、乾いたり、摩耗したりしていま
す。しかし、HID Signo Biometric Reader にとっては問題になりません。特許取得済みのマ
ルチスペクトルイメージングは、表面と表面下の両方の指紋をキャプチャ。ほぼ毎回鮮明な
画像を提供し、他の従来の指紋技術よりも一貫して優れたパフォーマンスを実現していま
す。

生体認証デバイスを使用する場合、エンドユーザーは、認証失敗が繰り返されるとストレス
を感じることから、指紋一致のしきい値を下げるのが一般的です。しかし、この場合意図せず
誤って許可される恐れも高くなります。HID Global のマルチスペクトルテクノロジーでは、利
便性のためにセキュリティが損なわれることはありません。どちらの長所も維持できます。  



極めて優れた柔軟性
生体認証指紋や非接触カードまたはモバイル資格情報を含む単一のリーダープラットフォー
ムにより、複数の認証モードを実装します。指紋テンプレートをカードに保存するか、指紋とモ
バイルの組み合わせを求めることで、2 要素認証を実装するタイミングを選択してセキュリティ
を強化できます。 

各デバイスは、HID Mobile Access、Seos、MIFARE DESFire EV1/EV2、iCLASS などのさまざ
まな非接触認証技術と相互運用することができます。

2 要素認証 「2 要素認証を 
実装する 

タイミングを 
選択して 

セキュリティを 
強化できます」

あなたが持っている
もの

あなたが誰で
あるか



「マルチスペクトル 
イメージングは、 
外部の表面指紋と 
内部または 
表面下の 
指紋をキャプチャするこ
とで、 
比類のないセキュリティ
と 
使い勝手を実現します」

比類のないパフォーマンス
特許取得済みのマルチスペクトルイメージングセンサーは、信頼できる活性検出を実装。
指紋が本物であることをリアルタイムで検証すると同時に、一般的に使用される何百
ものなりすまし素材に対する優れた保護を保証します。NIST 認定の Impostor Attack 
Presentation Match Rate of 0% を備えた、クラストップの活性およびなりすまし指紋の検
出に投資しましょう。

このパフォーマンスをすべて 1 秒未満で実現。重要なエントランスでの潜在的な遅延や待ち
行列を大幅に削減します。

まだ見ぬ未来の技術に備える 
時代はモバイルです。従来の物理カードと同じように、短距離でモバイルデバイスを使用し
て認証することも、「Twist & Go」機能を有効にして、到着する前の長距離からドアのロック
を解除することもできます。HID Signo Biometric Reader は、Bluetooth または近距離無
線通信 (NFC) 経由の HID モバイルアクセスをネイティブサポートします。 

また、Open Supervised Device Protocol (OSDP) も利用可能です。これにより、ドアコント
ローラとの双方向通信をサポートします。これには、セキュアチャネルを通じてこの通信を
暗号化するオプションによるセキュリティ強化が含まれます。 

各 HID Signo Biometric Reader は、現場で構成、アップグレードできるように設計。数回ク
リックするだけで最新の機能と拡張機能を利用できます。
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「指紋 
画像 
キャプチャの 
信頼性は 

99.9％」

安全性と信頼性の高い生体認証 
パフォーマンス
データのセキュリティとプライバシー
データ保護は、特にこの常時接続環境において常に重要な考慮事項です。 

各ユーザーの生体認証データのエンドツーエンドのセキュリティにより、コストを要する脆
弱性から保護します。生体認証画像は「テンプレート」  
(データの文字列) に変換。つまり、指紋の画像は保存されません。デバイスやサーバーに保
存されているテンプレートも AES-256 で暗号化。サーバーとデバイス間の通信は業界標準
のトランスポート層セキュリティを経由して行われます。 

 � エンドユーザー組織のリスク評価を支援します。また、一般データ保護規則 (GDPR) に
基づくデータ保護影響評価 (DPIA) などの規制およびコンプライアンス義務を果たせる
ようサポートします。

 � SEOS資格情報（Device BLE 設定と一致する1:1 識別を実現）にあるカード上のテンプ
レートを使用して ID をコントロールします。

なめらかで力強いデザイン 
屋内・屋外どちらにも設置できるよう設計された HID Signo Biometric Reader は、なめら
かなデザインを採用。その強靭さは目立ちません。このデバイスは、耐破壊性に関する IK9 
衝撃等級と、防水防塵に関する IP67 等級の屋外利用性能を備えています。また、独自のク
リッピング機能とネジ 1 本の構成により、迅速な設置が可能。設置時間はわずか数分です。 

HID Biometric Manager™ ソフトウェア
各デバイスには、Web ベースの HID Biometric Manager ソフトウェアへの無料アクセスが
含まれており、一度に管理可能な最大数は 2000 個のリーダーと 100 人の同時ユーザーに
のぼります。



この Windows アプリケーションでは、ネットワーク経由のファームウェア更新などの、リーダ
ーの構成と管理を実行できます。 

構成オプションには次のものがあります。

 � 安全にユーザー登録し (ユーザーあたり最大 10 本の指)、カードにテンプレートをエン
コード

 � 認証モードを選択 

 � 資格情報の互換性を有効/無効化 

 � 現場で HID エリートキーをロード

 � オーディオビジュアル設定を調整 

HID Signo Biometric API
HID Signo Biometric API は、HID Signo Biometric デバイスをパートナーのアクセスコント
ロールシステムに完全に統合することを可能にする最先端のオンプレミス API です。 

開発者向けの RESTful API/SDK は、システムと最大 2000 の HID Signo Biometric Reader 
デバイス間のデータフローをコントロールするための包括的で使い勝手に優れたメカニズム
を実現します。これによりデバイス構成、ユーザー登録、アクセスコントロール機能を提供しま
す。

現場でのアップグレードが可能
HID Signo Biometric Reader ファームウェアと HID Biometric Manager ソフトウェアは、現
場でのアップグレードが可能です。新しい機能、能力、セキュリティ拡張機能をシームレスに導
入できます。

「現場でのアップグレ
ードが 
可能な設計。 
新しい機能、能力、セキ
ュリティ拡張機能を
シームレスに 
導入できます」



既存のアクセスコントロールシステムにシームレスに導入
従来のカードリーダーから生体認証ソリューションへのアップグレードがかつてないほど簡
単になりました。PACS データ転送用の Wiegand または OSDP (v2.1.7) をサポートするこ
とで、膨大な範囲の既存のドアコントローラとの相互運用を実現。これにより、HID Signo 
Biometric Reader を既存のアクセスコントロールシステムにシームレスにスライドさせ、ユー
ザーの生体認証による保護を強化できます。

エッジデバイスとして導入
デバイスのデフォルトはリーダーモードで動作しますが、認証機能とローカルアクセス認証機
能の両方を実行するシングルドアアクセスコントローラとして動作するように構成することも
可能です。

 � アクセスコントロールポリシーを設定するだけで、 
ネットワークから切断されてもデバイスは動作を継続します

 � 自律型デバイスは、一時的なネットワーク遅延や停止の影響を受けません。 
これは、高価値エリアの保護には不可欠です

 � 外部コントローラハードウェアに依存しない 
リアルタイムアクセス決定

 � 遠隔地の建屋へ 2 要素認証を導入

グローバルなニーズへの対応
HID Signo Biometric Reader は、50 以上の国レベルの認証で世界的に認定されています。
また HID Biometric Manager ソフトウェアは、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語など、複
数言語をサポートしています。

コントローラの機能

2 階 
サーバールーム

1 階
ロビー

PACS

コントローラ
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