
顔認証ソリューション紹介



CONTENTS

▪ 背景

▪ 製品 & アプリケーション



背 景
-顔認識の予測可能な価値



安全ため、命を守るため

2017年5月22日、マンチェスタースタジアムで自爆テロリストが攻撃され、22人が死
亡、59人が負傷した。

2015年11月13日、パリでテロリストが攻撃され、132人が死亡し、数百人が負
傷しました。
…

商用マーケティング - 効率性の向上

なぜ顔認証必要？

商業統計によると、銀行の収益の80％はVIP顧客の20％からのものです
…



セキュリティ業界の悩み＆要求

解像度の向上により、
ビデオストレージの課
題が生じます複数台監視カメラ必要

膨大なデータから有用な
（〜5％）情報を抽出する

従来の認識では満足できな
い精度と効率

Hikvision顔認識ソリューションの問題を解決する

特定の人だけが許可されます、どのよ
うにこれを行うには？

この10枚の顔の写真は、10
年の間に隙間があっても同じ
人物だと誰が教えてくれるの
ですか？

人の特性を区別し、合理的な戦略を
変える？



製品 & アプリケーション
紹介
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主なアプリケーションタイプ

顔の比較 - 1：1の比較

リアルタイムの顔の比較とアラーム

顔検索 - 1：N比較



次の製品がどれくらいの線量でつながっていますか？

顔認識システムのフローチャート

オリジナル ビデオ 顔のキャプチャ モデリング アプリケーション



iDS-2PT9122IX-D/F

DeepinView PTカメラ

iDS-9600NXI-I8/4F

DeepinMindシリーズ

NVR

iDS-2CD8426G0/F-I

DeepinViewデュアルレンズ

顔認識カメラ

DS-IE63XX-E/FA

DeepinMind顔認識

サーバ

iDS-2CD6026FWD-A/F

従来の顔認識カメラ

iDS-96000NXI-I16



iDS-2CD6026FWD-A/F

オリジナル ビデオ 顔のキャプチャ

顔の検出とキャプチャ

特徴による統計

 1/1.8” progressive scan CMOS

 Full HD1080p

 DarkFighter ultra low light

 120dB WDR

 3D DNR

 Auto Back Focus

 Audio/Alarm IO

従来の顔認識カメラ

顔
キャプチャ



iDS-2PT91x2IX-D/F

iDS-2PT91x2BX-D/F

顔の検出とキャプチャ

Deep Learning

DeepinView PTカメラ - 顔のキャプチャ

遠景カメラ
 1/2.7" progressive scan CMOS
 Up to 2MP resolution
 120dB WDR

トラッキング PTZ カメラ
 1/2.7" progressive scan CMOS
 Up to 2/4MP resolution
 120dB WDR
 Eagle vision focus
 4/10× Optical Zoom, 16× Digital Zoom

顔
キャプチャ

オリジナル ビデオ 顔のキャプチャ



DeepinView PTカメラ

顔認識システムでは、より高いキャプチャレートと高品質を実現するため、また重複顔データ減少を
実現するために、顔の撮影モードを推薦します。
注：フェイスキャプチャモードでは、PTZカメラは固定IPCとして動作し、顔をキャプチャします

オブジェクトキャプチャ
モード

顔キャプチャモード

周辺監視モード

ボディー 顔 車

顔

ボディー 顔 車



iDS-2CD8426G0/F-I

顔の検出とキャプチャ

リアルタイム比較とアラーム

Deep Learning

フェイス ライブラリ

DeepinViewデュアルレンズ顔認識カメラ

 1/2.8″ Progressive Scan CMOS

 1920× 1080 @ 30fps
 120dB WDR

 H.265+, H.265, H.264+, H.264

 5 video streams

 IR range up to 10 m

オリジナル ビデオ 顔のキャプチャ モデリング アプリケーション

顔
キャプチャ

顔
比較



DeepinViewデュアルレンズ顔認識カメラ

顔検出
➢ 同時に30人までの顔

顔のキャプチャ
➢ 1080P 写真 及び顔画像を同時に
トリミングする

顔の比較
➢ リアルタイム顔比較とアラーム



DeepinViewデュアルレンズ顔認識カメラ

ピクセルとサイズ:

⚫ 40 <最小.瞳の距離<300 (recommended: 60)ピクセル.

⚫ 20KB <写真サイズ<300KB

顔角度：

Left/Right<45° (推薦: <25°)

Up/Down<25° (推薦: <15°)

顔ライブラリの
画像

➢ 三つの顔ライブラリ, 90000 写真, 3Gストレージスペース

要件:



DeepinMind顔認識NVR

iDS-9600NXI-I8/4F

• Built-in GPU and built-in deep 

learning algorithm for quick 

and effective data modeling 

and analysis

• 4-ch real-time face 

comparison

• 4 face libraries with up to 

50,000 pictures
顔検索 - 1：1比較

顔のキャプチャ モデリング アプリケーション

顔キャプチャ
（オプション）

顔
比較

顔の検出とキャプチャ

リアルタイム比較とアラーム

フェイス ライブラリ



iDS-96064NXI-I16

iDS-96128NXI-I16

• up to 32-ch facial recognition

• up to 32-ch human detection 

• 16 Face picture libraries, up to 

100,000 pictures

DeepinMind顔認識Super NVR

顔検索 - 1：1比較

顔のキャプチャ モデリング アプリケーション

顔の検出とキャプチャ

リアルタイム比較とアラーム

フェイス ライブラリ

顔キャプチャ
（オプション）

顔
比較



DeepinMind NVRベースのソリューション

顔検出及び写真キャプチャ
する

一般的なカメラ

HIKVISION/ONVIF/
Third-Party/RTSP 

Protocol

iDS-9632NXI-I8/4F 顔データモデリング
（顔の比較に使用）

アラームメッセージと顔写真
を受信する

顔キャプチャカメラ

顔キャプチャまたは認識カメラは、
人間の顔を検出し、画像を
キャプチャする



顔写真 フェイスライブラリ

顔マッチ

結果: ALARM!
(ノーマルモード)

1:N

類似度>80 %

顔認識 - リアルタイム顔の比較



顔比較アラーム - 見知らぬ人の検出

顔写真 フェイスライブラリ

顔マッチ

結果: Stranger!  

1:N
類似度 < 70%



顔写真を使用して、NVRの同じ顔を含むビデオフッテージを検索します。 手動検索と比較して、
顔検索ははるかに効率的で正確です。

顔認識 - 顔検索



DS-IE6308-E/FA     DS-IE6316-E/FA

DS-IE6332-E/FA     DS-IE6364-E/FA

スタンドアロンサーバー

リアルタイムの顔キャプチャとブラックリストア
ラーム

ブラックリストでトリガーされた写真を検索する

撮影したすべての画像を検索する

顔検索1：N比較

1：1の比較

顔認識サーバ

モデリング アプリケーション

顔
比較



ブラックリストでトリガーされた写真を検索するリアルタイムの顔キャプチャとブラックリストアラーム

応用シーン — ブラックリストアラーム



顔検索1：N比較撮影したすべての画像を検索する

応用シーン — 顔検索



応用シーン ー 類似性チェック（1：1比較）



顔認識ソリューション

•顔認識カメラ

•iVMS-4200

1. カメラ + IVMS

•顔認識/キャプチャカメラ（推薦）、通常カメラ

•DeepinMind NVR

•iVMS-4200

2.  カメラ + NVR + IVMS

•顔認識/キャプチャカメラ

•顔認識サーバ

3.  カメラ + サーバ



顔のキャプチャ

iDS-2CD8426G0/F-I

iVMS-4200

顔のキャプチャフェイスデータモデリング
（顔の比較ため）

顔比較アラーム

リアルタイムプレビュー＆キャプチャ

ソリューション①: カメラ + IVMS



背景
顔認識システムは、VIP顧客を認識するために銀行の入口に配置さ
れる。 VIP顧客が到着すると、スタッフは一度に通知を受け、到着
時に1対1の特別な顧客サービスを提供することができます。

機能
顔認証カメラiDS-2CD8426G0/F-Iを利用して、銀行に来た人の
顔をキャプチャしてからIVMS4200 でのVIP顔ライブラリと比較し、
一致するとVIP顧客を認識し、VIPサービスを提供します。

ユーザーのメリット
• 低コスト、高効率、高精度
• VIPを認識し、銀行のスタッフにVIPサービスの手配を通知し、

VIPユーザーの経験を向上させます。

製品リスト
• カメラ: iDS-2CD8426G0/F-I
• IVMS: iVMS-4200

成功事例：銀行におけるVIP顧客の認識



顔のキャプチャ

iDS-9632NXI-I8/4F
iDS-96000NXI-I16

顔のキャプチャとデータモデリング
（顔の比較に使用）

iVMS-4200

顔写真最大4chの顔のキャプチャのカメラ

ソリューション ②: カメラ + NVR + IVMS

顔検索1：N比較

iDS-2CD8426G0/F-I
iDS-2PT91x2IX-D/F

顔比較アラーム

リアルタイムプレビュー＆キャプチャ



一般的なカメラ

顔のキャプチャとデータモデリング
（顔の比較に使用）

iVMS-4200

ビデオストリーム

最大4chの通常のIPC

!
撮影された画像の品質は環境に大きく影
響されます

ソリューション ②: カメラ + NVR + IVMS

iDS-9632NXI-I8/4F
iDS-96000NXI-I16

顔検索1：N比較

顔比較アラーム

リアルタイムプレビュー＆キャプチャ



报警记录查看 关联视频查看

成功事例：花火工場の見知らぬ顔認識

背景
危険な製品メーカーとしての花火工場は、厳格なアクセ
ス管理のコントロールを持っています。 見知らぬ人は入
場できません。 8台顔キャプチャカメラと2人の
DeepinMind NVRが導入されました。

機能
工場スタッフの顔写真はDeepinMind NVRにホワイト
リストとしてインポートされます（カスタマイズが必要で
す）。 フェイスキャプチャカメラが工場に入るホワイトリスト
に載っていない人物を認識すると、警備員に知らせるた
めに警報が発せられる。

製品リスト
• カメラ: face capture camera
• NVR: iDS-9632NXI-I8/4F
• VMS: iVMS-4200



顔のキャプチャ

DS-IE6364-E/FA

フェイスデータモデリング
（顔の比較に使用）

顔写真
最大64chの顔のキャプチャのカメラ

リアルタイムブラックリストアラーム

1V1比較

ソリューション ③: カメラ + サーバ

iDS-2CD8426G0/F-I
iDS-2PT9122IX-D/F

顔検索1：N比較

リアルタイムプレビュー＆キャプチャ



背景
いくつかの囚人が刑務所から脱出した。 安全都市計画に配置された顔キャ
プチャカメラと顔認識サーバは、エスケープを認識するために使用できます。

機能性
顔認識カメラiDS-2CD8426G0 / F-Iは、さまざまな場所で人の顔の画像
を取得するために使用されます。 顔のブラックリストと比較するために、顔キャ
プチャがサーバDS-IE6364-E / FAにアップロードされます。 一度一致する
とアラームがトリガーされます。

ユーザーのメリット
高効率、高精度
逃亡した囚人を認識し、警察にそれらをうまく捕まえるよう知らせます。

プロジェクト一覧
カメラ：iDS-2CD8426G0 / F-I
サーバ：DS-IE6364-E / FA
VMS：iVMS-8200

成功事例：スマートシティプロジェクト



システム構成 顔認証 顔写真で検索 類似性チェック フェイス ライブラリ 顔写真の要求

support _ _

• 3 Libraries: up to 

90,000 pictures

• Face Library 

storage: up to 3GB

40 <Min. Pupil Distance 

<300 (recommend 60) 

pixels.

20KB <Photo Size<300KB

JPEG

support support _

• iDS-9632NXI-I8/4F: 

4 libraries, up to 

50,000 pictures

• iDS-96000NXI-I16:

16 libraries, up to 

100,000 pictures

40 <Min. Pupil Distance 

<300 (recommend 60) 

pixels.

20KB <Photo Size<4MB

JPG, JPEG

support support support

• 16 Libraries: up to 

300,000 pictures

40 <Min. Pupil Distance 

<300 (recommend 60) 

pixels.

20KB <Photo Size<8MB

JPG, JPEG

ソリューションの比較
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危険防止
事後調査から予備
警報まで、犯罪活動
を効率的に減少/防
止する

VIP 認識
VIP顧客を認識し、
より良いサービ
スを提供する

見知らぬ人の検証
許可されていない人物
を禁じられた/危険な場
所に置かないようにす
る

出席、本人確
認
アイデンティティを
自動的に確認し、
効率を向上させる

適用ケース

人物検索
膨大なデータベース
から指定されたター
ゲットを見つかる

?

公共安全;小売店; バンク バンク; 売店;産業パーク バンク; 売店; 学校; カスタマイズ, 空港 公共安全



ありがとうございました。


