Small

Office

Kit

Plus

企業情報システムを情報漏えいから守る、
本人認証ソリューションをスモールスタート用に安価にご提供！！
多くのシステムで運用されているID/パスワード認証。しかし、パスワード漏えい、なりすましなど、その運用課題は情報シス
テムに脆弱性をもたらす原因になっています。EVE FA-Smartはそうした企業情報システムのセキュリティレベルを格段に向
上する本人認証ソリューションを様々な管理運用メリットと共に提供し企業情報システムを情報漏えいの脅威から守ります。
特 徴
■指紋認証に必要なサーバソフトウェアを低価格でご提供
■認証ユニットを計５０台まで設置可能なスモールスタート用
■標準で付属している「IDマネージャ」の利用で、Webサイト・
アプリケーションのサインインを手軽に指紋認証化
■堅牢でメンテナンスフリーの高性能センサ

指紋認証ユニット

・小型軽量
・メンテナンスフリー
・壊れにくく堅牢な設計

IDマネージャライセンス

■高次元の認証精度とユーザビリティを実現するハイブリッドな
指紋認証方法を実現

指紋認証

サーバソフトウェア

・異なる2つの指紋認証アルゴリズムによる複合照合エンジン
・簡単操作でラフな入力にも対応。これまでにない高いユーザビリティ
・指紋の特徴情報をサーバで一元管理
・100%の登録率ですべての人が利用可能
・高い登録情報指紋検索性と高速照合を実現
・1台を複数ユーザで共有可能

カード認証

EVE FA-Smart Small Office Kit Plus
指紋認証ユニット

一部の担当からの導入に！ トライアルに！
50以下ではじめられるライセンスをご用意しました！

指紋管理用
サーバソフトウェア

IDマネージャライセンス

EVE FA-Smart
サーバソフトウェアに加えオプションの
ＩＤマネージャライセンスをセットで！

50万円でご購入

(税別価格)

通常価格

必要個数分(上限５０個)
をご購入いただけます

50インストールまで
ご利用になれます

50ユーザまで
ご利用になれます

サーバライセンス
166万円
IDマネージャライセンス（ 50ライセンス） 62.5万円

合計：228万5千円

※通常はサーバライセンスに別途、IDマネージャライセンス(オプション)が必要となります。

EVE FA-Smart 指紋認証ソリューション

DDSの次世代指紋認証テクノロジ
「ハイブリッド指紋認証」に対応

高セキュリティレベルを実現する
アーキテクチャ
EVE FA-Smart
Server

２つのアルゴリズムの優位性の融合に成功したハイブリッドアルゴリズム
ハイブリッド指紋認証方式は当社独自の周波数解析法を用いた指紋認証アルゴリズムとマ
ニューシャ方式の2つのアルゴリズムを組み合わせ、優位性を融合しました。最高レベルの指
紋認証性能を実現する次世代指紋認証方式です。
ハイブリッド指紋認証方式では、ひとつの入力装置から得られたひとつの指紋画像から、
2種類の指紋認証アルゴリズムを使用して、ひとつのハイブリッド用特徴情報を作成します。
照合時も2つのアルゴリズムの照合結果をもとに、複合的なスコア算出を行います。これによ
り2つのアルゴリズムの優位性を兼ね備えた高性能な認証精度が実現します。

指紋照合エンジン
DBアクセス

指紋照合
エンジン

クライアント
通信モジュール

指紋照合
エンジン

キャッシュによる
ローカルサインイン

管理ツール

２つのアルゴリズムの優位性の融合
EVE FA-Smart
Database Server

周波数解析法(DDS社独自方式)

生体情報
ログオン先情報
ログ情報
管理情報
システム情報
EVE FASmart
ID Manager

高いセキュリティレベルと
レスポンスを実現する
サーバサイド認証

Windowsドメイン
Active Directory

モバイル

EVE FASmart
Client
デスクトップ

モバイルユーザをサポートする
クライアントキャッシュ機能

EVE FASmart
Client
シンクライアント
シンクライアント
にも対応

指紋紋様パターンをスライスした断面を、
波形として特徴情報をとらえる。
＜長所＞
●登録拒否がなく、すべての人が利用可能
●指紋紋様の特徴情報の作成が早い

マニューシャ法(一般的な方式)
指紋紋様の盛り上がった部分の端点や分岐
点の位置関係を特徴情報としてとらえる。
＜長所＞
●粗い入力(指回転や先端のみ入力)でも認
証可 能

大規模運用を支えるスケーラビリティ
エンタープライズのアクセスセキュリティ
環境を実現するスケーラビリティ
EVE FA-Smartではアプリケーション層
であるFA-Smart Serverとデータ管理層
の多層構造により、スケーラブルなシス
テム構成を可能にします。

高い管理運用性

各種負荷分散ソリューションへの対応

充実した管理機能

Active Directoryとの連携

FA-Smart Serverではロードバランサーな
どの負荷分散装置を利用することでDNS
ラウンドロビンなどの各種ロードバランシン
グを行うことが可能です。また、FA
Database ServerではRDBMSが備えるフェ
ールオーバー、クラスタリングなどの冗長
構成機能を適用することができます。

管理者はFA-Smart管理ツールにより、
ユーザ管理を一括で行うことが可能で
す。また、IDマネージャによるアプリケ
ーションアクセス管理も一元的に設定
可能です。さらにユーザのアクセスロ
グの保持機能も実装し、リスクマネー
ジメントをサポートします。

EVE FA-Smartで企業情報
システムの中核となるActive
Directoryとの親和性を実現し
ています。これにより、従来の
Windowsネットワーク内でのID/
パスワードサインインを指紋認
証に置き換えることを可能とし
ます。

アプリケーションログオンへの対応
（ID Manager）

ID/パスワードでの運用

アプリケーションログオンにも指紋認証を容易に
設定可能なIDマネージャを標準実装

アプリケーション

A

EVE FA-Smart (IDマネージャ/OCXモジュール)で運用

アプリケーション

B

アプリケーション

C

アプリケーション

A

アプリケーション

アプリケーション

B

C

IDマネージャ管理ツールからドラッグ＆ドロップの簡単
操作でアプリケーションログオンに指紋認証を適用可
能です。Webアプリケーションなど様々なアプリケ

ーションサインインにおけるユーザビリティとセキ
ュリティを同時に向上することが可能です。
指紋入力するだけ

アプリケーション毎にID／パスワードを入力
パスワードを
忘れる

セキュリティと
ユーザビリティが向上！
指一本で
スムーズな
サインイン！

パスワード
管理が大変

EVE FA-Smart Small Office Kit Plus 仕様
キット内容
EVE FA-Smart SOKP Server

構成
メディア・キット（CD-ROM１枚)
・指紋認証サーバソフトウェア（EVE FA-Smart）
・管理ツール
・EVE FA-Smartクライアント用指紋認証ソフトウェア
・指紋認証ユニット用ドライバ
・マニュアル（PDF形式）
EVE FA-Smartサーバライセンス（50ユーザ）
ID Managerライセンス（50インストール）

価格（税別）

1セット

500,000円

【UBF-neoの場合】
24,800円/ユニット

指紋認証ユニット
・センサユニット(e-UBF neo または e-UBF Tri)
・USBケーブル（1.2ｍ）
1年間・無償保障（センドバック対応、ソフトウェア保守は下記）

認証 ユニット

個数

ご希望数
【UBF-Triの場合】
15,600円/ユニット

オプション
EVE FA-Smart Small Office Kit
Plus
年間保守

保守内容：バッチ供給 / マイナーバージョンアップ / Q&A
受付・対応時間：10:00～17:00 / 営業日
受付窓口：FAX / E-mail（回答については、電話対応も行います）

1年間

105,000円

・EVE FA-Smartは、株式会社ディー・ディー・エス提供のもとNTTコムウェア株式会社が販売する商品です。
・Windowsは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標です。
・他の会社名、商品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
・EVE FA-Smart SOKP Serverのご利用条件は50ユーザ&50端末までになります。（上限を超えてのご利用はできません）

「EVE FA-Smart Small Office Kit Plus」 の詳細な情報はWEBで

http://www.nttcom.co.jp/EVE/
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