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項目 内容

設置高さ 2.4ｍ～3.5ｍ

検知エリア 6ｍ×5ｍ

設置角度 45-90度

イメージセンサー 1/3 IL CCDイメージセンサー

画素数 最大41万画素

解像度 470TVL

最低照度 0.08Lux/F1.2

ビデオ出力 1.0Vp-pコンポジット,75Ω（BNC）

S/N比 52db以上（AGCオフ）

ガンマ補正 0.45

電子シャッター 自動（1/50（60）～1/100,000sec.）

ホワイトバランス ATW,3200°～10000°K

レンズ f3.6ｍｍ

動作温度 -20°～60°C

動作湿度 85%以下

赤外線LED 8個、850nm

サイズ W228×H74×D50mm

重量 700g

電源、消費電力 12Vdc,10Ｗ/1.5A

Argos Saviour

3Dカメラ（アナログ）

MTC-WD817EF

3Dカメラ 仕様

3Dセンシング ソリューション

※ 本製品は、犯罪の抑止等を意図した製品ですが、その抑止効果を保証するものではありません。又、本製品利用にあたり検知･記録内容等の補償及びそれに起因するあらゆる損害に関して､当社は一切の責任を負いません。

「共連れ検知システム」 基本構成

3Dカメラ

マルチ認証端末

（AC-7000）

IVSサーバ
（ソフトライセンス込み）

◆ 3D画像センサー

◆ バーチャルセキュリティドア
ソフト

マルチ認証端末（AC-7000）製品仕様

※1 Server管理の拡張システム時

※2 顔・指紋・カード認証は3つまで同時使用が可能です。パスワード認証は同時使用が計2つまでとなります。

項目 内容

CPU 1GHz

メモリ eMMC 4G / Micro SD Card 8G

LCD 480×800Pix 5.0インチタッチパネル

カメラ 1.5Mピクセル 可動式デュアルカメラ

指紋センサー 光学式 500dpi

音声/音量 ボリュームコントロール（マルチ言語対応）

ユーザー登録数 250,000ユーザー（カード） / 25,000指紋 ※1 / 10,000顔

ログ保存数 10,000,000ログ※1 / 20,000画像

カード種類 FeliCa / MIFARE

認証方法 ※2 顔・指紋・カード・パスワード

通信 TCP/IP,Wiegand IN/OUT,RS232C,RS485

認識速度 1sec以下

使用環境 環境温度 -20℃～50℃ / 湿度90％以下

サイズ W150×H206×D46mm

電源消費電力 12VDC, 10.8W/900mA

重量 約600g

正面

150mm

206mm

側面

206mm

46mm

顔 カード

パスワード 指紋

マルチ
認証

21インチモニタ スマートフォン



「共連れ」による入室管理区域への不正入室を防止
共連れ検知システム

現在普及しているオートロックシステムは共連れを検知する方法が無く、

不審者が侵入する可能性があります。

Argos Saviourは3D画像センサーによる「バーチャルセキュリティドア」と

「認証端末」のシームレス連携で従来困難であった共連れを正確に検知し、

事件・事故を防止します。

認証確認で電子錠ドアが解錠。

同時に3Dカメラが認証OKの信号を受け取り

人物に「認証確認」のタグを設定。

3Dカメラが別の人物も認識。

その人物には「認証無し」のタグが

設定される。

「認証確認」した人物はそのまま通過。

「認証無し」の人物もそのまま、共連れし、

入ろうとする。

3Dカメラが「認証無し」の人物を検知。

自動音声で警告し注意を喚起。

同時に担当者へ通知。

不正入室を検知すると前後10秒を

自動で録画し保存。

担当者に通知が届き、スマホやPCで

共連れ時の状況を把握。

注意・指導が可能。

人物の認証確認 検知・警告 自動録画 通知・映像確認

■ 活用イメージ

別人物は認証無し

●REC

共連れし入室

3D画像センサー 環境に左右されない正確な検知

3Dカメラ

3D画像センサーは奥行を認識する為、複数の人物の動

きを正確に追跡可能です。また、物体の体積も認識する

為、日差や影、車のライト等、体積が無いものを誤認識

する事がほとんどありません。

● 物体の高さ・奥行を認識

複数の人物 車のライト 豪雨・雪光・影
従来の画像センサーで

誤認識が起こりやすい

要因

3Dバーチャル
セキュリティドア

3Dカメラ

■活用シーン

工場・倉庫や病院の毒・劇物庫、新生児室、

RI管理室・ガンマ線照射室等、様々なシーンで

活用可能です。

製造業 病院 福祉施設

マルチ認証 使いやすく、強固なセキュリティ

マルチ認証端末

顔認証、指紋認証、ICカード認証、パスワード認証の

4つの認証方法の中から、複数の認証方法を組み合わせ

て利用する事が可能です。

● 複数の認証を自由に組み合わせ可能

顔 カード パスワード指紋

FeliCa／MIFARE対応

・組み合わせ可能な認証方法※

※ 顔・指紋・カード認証は3つまで同時使用が可能です。パスワード認証は同時使用が計2つまでとなります。


