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カメラで顔を認識し、性別、年齢、表情などを分析

顔認識システム

主にマーケティングデータの取得に使用

顔認識≠顔認証
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カメラで顔を認識し、性別、年齢、表情などを手軽に簡単に分析3



①年齢、性別 ②注目時間 ③表情
④ヘッドポーズ（視聴者の向いている方向）
⑤通行人数（カメラの前を通り過ぎただいたいの人数）

取得できる主なデータ
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既存の大手メーカーの提供する
顔認識システム

■クラウド型でネットワーク接続が必要
■コストが高い

手軽に使用する事は難しい
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■エッジコンピューティング
（スタンドアロン運用）

様々な分野で活用可能！

■ローコスト(約1/5～1/10）

大きな特徴
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幸せ 驚き 悲しみ 怒り ニュートラル

表情認識が可能
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表情認識が可能
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男性向け
コンテンツ

女性向け
コンテンツ

■曜日・時間ごとの再生スケジュール設定が可能
■複数のプレイリストを設定して曜日や時間ごとに最適なコンテンツを再生
■視聴者に合わせたコンテンツの表示切替が簡単に設定可能
（性別・年齢・注目時間・感情）

基本をおさえたスタンドアロンサイネージプレーヤー機能
（Android版のみ）

曜日・時間ごとの再生スケジュール設定
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デジタルサイネージ等に取り付けたカメラ等でデータを取得
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Android/Windows

・横顔での顔認識を実現❕
・計測スピードの大幅向上❕
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・マスク装着でも認識可能❕

Android/Windows
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マスク装着でも顔認識可能
（監視カメラ映像）
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オフィスのご相談は
エイコム商事へ

デジタルサイネージマスクしていない通行人

マ
ス
ク
を

着
用
し
て
く
だ
さ
い

マスク検知イメージ（非装着）
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鼻からマスクがでている通行人 デジタルサイネージ

オフィスのご相談は
エイコム商事へ

マ
ス
ク
か
ら
鼻
が

で
て
い
ま
す

マスク検知イメージ（鼻マスク）
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顔認識に顔認証機能を実装

店舗等でのスタッフの計測の除外

Android/Windows
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顔認証機能
・店舗スタッフを登録する事で、計測から排除
・VIP、リピート顧客の来店数の把握等

17
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死活監視機能
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①Android版 ：どこでも手軽に活用可能
②Windows版：処理速度が速い

使用用途により使い分け
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選べるOS



①Android版
■TypeM :  顔認識/表情認識/通行人カウント(簡）

サイネージプレーヤー

■ TypeMⅡ : 顔認識/表情認識/通行人カウント(簡）
サイネージプレーヤー/認証機能
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■ TypeMⅡ : 顔認識/表情認識 /認証機能
■ TypeM+ : 顔認識/表情認識 /認証機能

人数カウント

■ Counting   :  人数カウント

②Windows版
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TypeMⅡプラス ( 顔認識＋人流カウント）

監視カメラ映像からの解析が可能 22



360°パノラマビューカメラを用いて人物カウントが可能

TypeMⅡプラス ( 顔認識＋人流カウント）



360°パノラマビューカメラを用いて人物カウントが可能

TypeMⅡプラス ( 顔認識＋人流カウント）

360°パノラマビューカメラを用いて人物カウントが可能



人物カウント



人物カウント
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顔面画像データは一切保存しないので安心
画像データはデバイス内で数値データ（CSV)に変換

個人情報保護法には抵触せず

CSVデータ
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導入事例

【confidential】
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顔認識機能付き
小型デジタルサイネージ(電子POP)

棚前行動分析

29



ドラッグストア デジタルサイネージ視聴計測

カメラ
24時間営業
大セール!
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スーパーマーケット デジタルサイネージ視聴計測
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コーヒーショップ サイネージ設置
（顔認識機能付、46インチキオスク型）
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千葉県内ショッピングモール
（顔認識機能付、43インチスタンド型）
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ショッピングモール内キッズルーム

キッズルーム内笑顔（顔認識）コンテスト機能付き 34



寺院 屋外デジタルサイネージ 視聴計測
（IPカメラ設置）
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交通機関内のデジタルサイネージ

■属性に合わせたコンテンツの出し分け/視聴計測

Aecom MOTORS

イメージ
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レストラン入店分析 実地調査（クルーズ船）
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レストラン入店分析 実地調査（クルーズ船）

カメラ内蔵デジタルサイネージ

MAIN RESTAURANT
2019.05.20. 12：00
M A L E 054
FAMALE 064

レストラン厨房

リアルタイムに
入店情報を通知

（食材のロスの低減）

（Windows版）
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１０インチ業務用タブレット設置

既存自動販売機にサイネージ設置しIoT化
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今後の取組みの一例
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顔認識+マスク検知+体温検知 体温検知（サーモグラフ）

検温機能付きデジタルサイネージ(開発中）
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真鶴半島はゴルフ日和

【広告表示エリア】【サーモグラフ表示】

【顔認識表示】

検温機能付きデジタルサイネージ(開発中）
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顔認識機能付きセルフオーダー券売機(開発中）
■メニューごとの購買属性（年齢/性別）の計測
■顧客の属性に相応しいお勧めメニューの表示
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デジタルサイネージと防犯カメラが融合

カメラ

サイネージコンテンツ再生
+

顔認識マーケティング
+

画像認識：行動分析/不審者検知機能
+

クラウドでの常時録画
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集計データは専用Webページで簡単に解析可能
■解析CSVデータをサーバーに送れば基本的な集計データが見える化！
■ネットワークに接続があれば、自動的に集計データをアップロード

期間毎の集計機能
・視聴者数集計
・年代集計
・性別集計
・注目時間
CSVダウンロード
機能を実装
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BeeSight Analyzer サンプル（※データは2020年4月のみ）
https://analyze.beesight.top/ Email : sample1005v@aecom.co.jp PASS : Mf3ybzH8

https://analyze.beesight.top/
mailto:sample1005v@aecom.co.jp


BeeSightのライセンス価格

ライセンス数により提供価格は大きく変わります
担当者までお問い合わせください
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受賞歴/メディアへの露出

47



48



東京都主催2019世界発信コンペティション

特別賞
受 賞
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https://www.youtube.com/watch?v=UpgBYxMbfEQ

https://www.youtube.com/watch?v=DIpNgZCQ2GM&t=104s
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2020.07.10
フジテレビ
でんじろうのTHE実験

https://www.youtube.com/watch?v=5C05300iSk0&t=30s 51



スマホでサバイバル顔撮り合戦
『カメラアタック』

当社のBeeSightシステムで判定

撮影協力：TBS アイアム冒険少年 2021年3月22日放送
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撮影協力：TBSテレビ サンドウィッチマンのスポーツ『ネンイチ！』
2021年12月29日放送

https://www.youtube.com/watch?v=5ni4ZxbCL1w

https://www.youtube.com/watch?v=5ni4ZxbCL1w


beesight
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