Case Study

株式会社 日専連旭川
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指静脈認証と連携した映像記録システムで
フィジカルセキュリティの強化を実現
キュリティ強化に向け生体認証

日立の指静脈認証装置と防犯カ
メラを組み合わせた新システム
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指静脈による生体認証
生体内部の指静脈パターンを利用して個人を特定する生体認証
です。偽造が極めて困難、認証精度が高いなどの特長があります。

指静脈による入退室管理と映像記録の連携
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指静脈認証
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クレジットカード事業、
キャッシング事業、
携帯電話事業、
レンタル事業、駐車場業務

「どのベンダーさんも生体認証と防犯
カメラの連携という要件は満たしていまし
たが、数ある生体認証の中でも指静脈
認証が最も使いやすく、利便性が高いこ
とが大きなポイントとなりました。防犯カメラ
との連携についても、他社は これから作
り込む というレベルでしたが、
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すでにプロトタイプを開発中で、
当社の要
望に応える機能を盛り込んでいただける

株式会社 日専連旭川
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ち出さないことを前提に、
オフィス内の入
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田氏は笑顔を見せます。

に限定しているため、不審者が入るリス
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今後、
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と
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現在クレジットカード業界では、会員情
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お問い合わせ先
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日立製作所 産業・流通ビジネスユニット
（株）
日立産業制御ソリューションズ
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