
アプリケーション:
HID iCLASS® 13.56 MHz リード/ライト非接触式スマートカード技術は、アクセスコントロール、バイオメトリクス、 
キャッシュレス販売、交通、航空券発券、顧客ロイヤルティープログラムなど、幅広いアプリケーションにご利用い
ただけます。安全に分割された複数ファイルにより、数多くのアプリケーションの実装が可能で、将来的な拡張が
サポートされています。
iCLASS ウィーガンドカードは iCLASS 13.56 MHz 非接触式リード/ライトスマートカードとウィーガンド技術を一つに 
統合したカードで、さらに磁気ストライプやバーコード、またカスタムアートワークやフォト ID といったクレデン 
シャルに直接組み込む偽造防止技術を追加することができます。アクセスコントロール、ネットワークログオンの 
セキュリティ、車両認識、キャッシュレス販売、出退勤管理、バイオメトリック認証などの多様なアプリケー 
ションを使用するために、ウィーガンドから HID iCLASS リーダに移行する場合には、既存のウィーガンドと新たな 
iCLASS 技術を一枚のカードに実現した統合ソリューションが御利用いただけます。iCLASS ウィーガンドカードは、
全ウィーガンドリーダ、大半のダイレクトイメージプリンタ、および公称厚 0.94 mm (0.037”) の磁気ストライプ 
リーダで使用できます。

機能:
w	 	13.56 MHz リード/ライト非接触式スマートカードおよび 125 KHz 近接技術は、データの高度な完全性を 

保ち、高速かつ信頼性の高い通信を実現します。
w	 	iCLASS 技術は、相互認証、暗号化によるデータ通信、およびリード/ライト機能で使用される 64 ビットの 

多様化キーにより高いセキュリティを保証します。
w	 	既存の HID フォーマットであれば、いずれも出荷時または現場にて安全な HID アクセスコントロール 

アプリケーション領域にプログラムすることが可能です。
w	 	2 K ビット (256 バイト) と16 K ビット (2 K バイト) の二種類のコンフィギュレーション。

2K ビット（256 バイト）) iCLASSクレデンシャルはすべて下記の特徴を持っています:
w	 	二つのアプリケーション領域設定のみのコンフィギュレーション。
w	 	HID 標準アクセスコントロールアプリケーション領域以外にもう一つのユーザカスタマイズ用 

アプリケーション領域を設定。
w	 	非接触式通信用 ISO15693 に準拠。
w	 	既存のアクセスコントロール設備のセキュリティを低コストで機能アップ。

16K ビット（2K バイト）iCLASSクレデンシャルはすべて下記の特徴を持っています:
w	 	十分なリード/ライトメモリにより複数のバイオメトリックテンプレートを格納可能。
w	 	2 または 16 のアプリケーション領域を持つコンフィギュレーション。
w	 	安全に分割された複数ファイルにより、HID 標準アクセスコントロールアプリケーションを含む、 

数多くのアプリケーションの実装が可能で、将来的な拡張がサポートされています。
w	 	非接触式通信用 ISO15693 および 14443B に準拠。

ACCESS flexibility.

非接触式スマートカードおよびウィーガンドワイプカードのコンビネーションカード
基本モデル番号: 2040、2041 および 2042
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iCLASS® はアクセスコントロールの機能と多様性、そして安全性を
強化することを主眼に設計されています。カードとリーダ間で行
われる RF データ通信はすべて安全なアルゴリズムによって暗号化 
されています。iCLASS は業界標準の暗号技術を使用しており、データ
漏洩やカード偽造のリスクが低く抑えられています。さらに高い 
セキュリティが必要な場合には、カードデータを DES またはトリプル  
DES による暗号化で保護することもできます。安全に分離された
複数のアプリケーション領域はそれぞれ 64 ビットの多様化リード/
ライトキーにより保護されており、複合アプリケーションの実装や
将来的な拡張が可能です。

相互認証や暗号化といったセキュリティ機能が、高速処理および
データ通信とともに効率的に組み合わされており、通常の安全な
電子パースのトランザクションの場合、100 ミリ秒を超す高速の
トランザクションが可能です。

きわめて安定性の高い可読領域。人体保護シールディングやさま
ざまな環境条件による影響を受けない。

バッテリを必要としないパッシブカードなので、最低でも推計
100,000 回のリードが可能。

高い強度と柔軟性を持ち、割れや破損にも強い材質。

 • ウィーガンドストリップ
 • 磁気ストライプ
 •  表面へのカード番号印刷 (インクジェットまたはレーザー 

エングレーブ)
 • 縦型または水平スロット穴
 • カスタムアートワーク (テキストまたはグラフィック)

永久保証 (詳細は保証規約をご覧ください)

 •  2040－2 つのアプリケーション領域が設定された 2 K ビット 
(256 バイト)カード

 •  2041－2 つのアプリケーション領域が設定された 16 K ビット 
(2 K バイト)カード

 •  2042－16 のアプリケーション領域が設定された16Kビット 
(2 K バイト)カード

13.56 MHz 非接触式スマートカードおよびウィーガンド技術

標準最大可読領域*
R10: 5.0-7.6 cm (2.0-3.0”)
R30/RW300: 5.0-8.9 cm (2.0-3.5”)
R40/RW400: 6.3-11.4 cm (2.5-4.5”)
RK40/RWK400: 2.5-7.6-10.1 cm (1.0-3.0-4.0”)
*設置条件による

寸法
最大 5.40×8.57×0.084 cm (2.127”×3.375”×0.033”)

重量
6.3g (0.22oz) 

カード構成
PVC ラミネート

動作温度
-40°～70°C (-40°～158°F)

動作湿度
10～95%、結露しないこと

動作周波数
13.56 MHz

トランザクション時間
通常 100 ms 未満

データ保持期間
10 年

ボーレート
14443B モード: 106 Kbps
15693 リード/ライト: 26 Kbps

メモリタイプ
EEPROM、リード/ライト

マルチアプリケーションメモリ
2 K ビット (256 バイト) カード: 2 アプリケーション領域
16 K ビット (2 K バイト) カード: 2 または 16 のアプリケーション領域

多機能メモリ 
アプリケーションに 

対応したリード/ 
ライト機能

実績ある信頼性の 
高い技術
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保証
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