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製品紹介：可視光顔認識とは

可視光顔認識

ZKBioSecurityをサポートし、出勤ソリューションを一括して提供する

オフィスビルソリューション

能動的顔認識

アンチスプーフィングの新しい高さ

迅速な認識

広いポーズ角度の受け入れ
より良い衛生のためのタッチレス
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製品仕様

ZKBioSecurity Software

シンプルな構造とスムーズな作業

多合一解决方案

 

 

 

 

 

 

 

実用的なアプリケーション

強化された可視光顔認識は、以前の顔認識テクノロジーを全面
的にアップグレードしたバージョンであり、一般的なアプリケ
ーションに適しているだけでなく、動的な環境下での高度な認
識タスクにも適しています。 機能、高レベルのセキュリティ
ニーズを持つビジネスは、他のビジネスよりも信頼性の高いテ
クノロジになります。

したがって、これはまさに強化された可視光認識が開発したものであり、このブレークスルーの鍵はディ

ープラーニング技術を組み込むことです。ディープラーニングは、上記の3つの技術的能力の不足に適応

し、継続的なトレーニングを通じて能力を向上させています。

可視光顔認識強化可視光顔認識は
製品紹介：可視光顔認識とは何ですか？強化された可視光顔認識はZKTecoの最新技術であり、以前の顔認

識の欠点を克服し、ディープラーニングを使用してあらゆるパフォーマンスと信頼性の総合的なアップグ

レードを実現することを目的としています。 顔の認識は、増加しつつある生体認証技術の1つと見なされ

ており、多くは将来の開発について楽観的です。 しかし、顔認識の技術的能力の欠如は、主にアンチス

ポーションの能力において、私たちの日常生活での使用の増加とともに明らかにされています。

迅速な認識
広いポーズ角度の受け入れ
より良い衛生のためのタッチレス

アンチスプーフィングの新しい

高さマルチドア管理能力



新しい技術は可視光の顔の識別です

可視光顔認識

顔認識システム ディープラーニン
グテクノロジー



Matching

3 meter distance

Alignment

Feature Extraction

  

 

  

                
           

               

 

 

 

強化された可視光顔認識

①検知システム

システムは、最初に画像またはビデオに人間の顔があるかどうかを識別し、それ以外は無視

します。検出中、高精度でリアルタイムの検出機能を備えたディープラーニングは、さまざ

まなサイズの人間の顔を検出する機能に遊びを与えました。

② ポーズ推定(ディープラーニング)

深度学習を通じて,姿勢角の精確な同定モデルを確立した。正確な姿勢角度を学習すること

は有益である

③ 品質レビュー

A入力顔のポーズ角度を推定した後、画像は明るさ、明瞭さ、ポーズ角度の3次元で品質レ

ビューを受け、画像の品質が許容範囲に入ることを保証し、認識できないものとして分類

された画像をスクリーニングします処理能力の無駄を防ぎます。

④ アライメントと特徴の抽出

顔の位置合わせとは人の目、鼻、口を指定された位置に合わせること。このプロセスは、

動き、スケーリング、対映、および回転を含む2次元アフィン変換を必要とする。定点後

の顔画像は検証アルゴリズムにより検証されやすい。このプロセスは、動きやスケーリン

グを含む二次元アフィン変換を必要とする。反対派とスピン。検証アルゴリズムに基づく

顔画像検証の方が効率が良い。

⑤ 認識

認識は、検出、整列、および正規化された顔を分類する最終プロセスです

テンプレート上の抽出された機能をクロスチェックすることにより、既知のアイデンティ

ティを認識します。認識は通常、トレーニング目的または識別タスクのために行われ、さ

まざまなアプローチまたはテクニックがいずれかの方法で適用されます

検証に失敗しました検証に成功しました

⑥ロック解除され、ドアを
開けることができる ⑥ドアをロックし続ける



強化された可視光顔認識
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オフィスビル 倉庫

工場

施工レストラン

可視光顔認識のアプリケーション

可視光顔認識システムは、ビデオ内の顔を自動的に認識して追跡することができますインストール後、シス

テムは顔画像を積極的に収集し、照合と識別を実行することができます

可視光顔認識システムは、オフィス、倉庫、診療所、製造工場、レストラン、建設現場で広く使用されてい

ます。 並んで待つことにうんざりしている従業員の場合、指紋や顔の確認のために従来のパッシブ認識シス

テムの前を歩くのに長く待つ必要はなくなりました。 代わりに、可視光の顔認識システムによってもたらさ

れる優れた利便性と効率性を使用して、スタッフはまっすぐ歩くだけでよく、Svstemは顔とデータを積極的

に一致させることができます。 

診療所



Visible Light Facial Recognition
Fingerprint Time Attendance

& Access Control Terminal
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Visible Light  Facial Recognition System

ZKBioSecurity Server

O�ce corridor, carpark, entrance area…etc

Server room…etc

Real-time monitoring, real-time snapshot, video surveillance,...etc

Visible light facial recognition

Alarm Security o�ce, o�ce corridor…etc Smart alerts

PC Computer Security o�ce…etc E�ectively manage an export your company's time attendance
data via Computer

Smart Phone All locations
Web based mobile attendance system helps in managing
employees attendance

Key product Installation loaction Function

❺

Server Room

System topology

オフィスビル
ソリューション



 

全員を自動認識

この最先端技術により、複数の人を同時に識別でき、認識距離を3メートルに大幅に延長できま

す（並ぶ必要はありません）

可視光認識はアクティブな顔認識デバイスであり、ユーザーはカメラの前に静止する必要がなく
なりました。 ユーザーが特定の領域を通過すると、自動的に識別される場合があります。

ポイント1

能動的顔認識

カメラの前に立たずにドアを開ける

最新の可視光認識技術を利用して、ユーザーが許可区域に入ろうとすると、認識を維持するために

端末の近くに留まる必要がなくなり、システムはビデオの顔を自動的に再識別して追跡できます
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適用されたCNNディープラーニングアルゴリズムにより、アンチスプーフィング機能が大幅に強化

され、偽造の顔、写真、ビデオ攻撃を防ぐことができます。

ポイント 2
アンチスプーフィングの新しい高さ

写真攻撃に対するスプーフィング防止

  

Aアンチスポーイングは、侵入者がシステ

ムをごまかして、建物への入り口を許可

することを許可しません。

許可されていない訪問者が偽の写真を使

用することにより、この認識は実際の人

と写真を分離することができ、侵入者が

建物のロックされた領域にアクセスする

ことを無効にします

ビデオ攻撃に対するスプーフィ
ング防止

ディープラーニングは、特定の領

域にアクセスするために偽のビデ

オを使用する侵入者に対して導入

され、テクスチャと解像度の観点

から、生きている人間の顔とビデ

オで再生された人間の顔の違いを

識別するようにトレーニングされ

ており、その結果、ビデオ攻撃も

可能です防御。

複数の生体認証を使用したアンチスポーイング標準の強化

可視顔認識システムはユーザーの二要素認証をサポートし、セキ

ュリティレベルを向上させた。例えば、システム認証に成功した

後、指紋/手のひら認証による、ドアを開け、安全レベルを全面

的に高め、完全な安全基準を満たした。



Recognition
Time

<0.6S
Recognition

Distance

3m

ポイント 3
迅速な認識

超高速は0.6秒未満である

最先端の顔認識アルゴリズム

業界をリードする高速処理を実現

1秒未満で認識されます。

高速処理時間

画像処理サイズが小さいため、可視光顔認識の処理

速度は従来の赤外線顔認識の3倍です。

可視光認識による、以前の近赤外線顔認識よりもはるかに高速であり、認識距離は最大3メート

ルまで大幅に延長されており、最大速度が大幅に向上しています。



ポイント 4
広いポーズ角度の受け入れ

CNNディープラーニングアルゴリズムが適用されると、端末は顔を正しく認識できるようになり

、3Dレンダリングを適用することでポーズ角度の許容範囲を拡大できます。

+/- 30 degrees

+/- 30 degrees

+/- 30 degrees

超広角識別(+/-30度)

ほとんどのアルゴリズムは15度の顔認識しかサ

ポートしていますが、ZKBioFaceは30度の顔認識

をサポートしています。

化粧、眼鏡と異なる造型を受ける 

ディープラーニング技術は人々に化粧、眼鏡と異なる造型

を受けることを喜ばせ、現在の識別技術は基本的なピクセ

ルレベルから人類を識別でき、化粧、眼鏡と造型の許容度

を大幅に拡大した。  

広いポーズ角度の受け入れ

ディープラーニング技術により、ピッチ、ロウ、ヨーなどのll角度で認識のポーズ角度を最大30

度に豊かにしました。



ポイント  5
より良い衛生のためのタッチレス

可視光認証は、汚れによって広がる病気を防ぐタッチレス生体認証ソリューションです。

診療所 ビジネス 施工ホテル　　　　病院

                
                

               

タッチレス&衛生

診療所、病院、建設現場、工場など、比較的高い環境での特定のシナリオ衛生レベル、安定した

信頼性の高い顔認識技術がドアを開けるには時間が必要です

このテクノロジーの優れた利便性により、システムが顔とデータを照合した後、ドアが自動的に

開かれます。



Admin 1 Admin 2 Admin 3 Admin 4

USA Australia IndonesiaFrance
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マルチロケーション

ユーザは、集中型システムにウェブブ

ラウザを介してどこでもアクセスする

ことができ、広域ネットワーク(WAN)下

の数千の独立した端末およびコントロ

ーラを遠隔管理することができる

 ZKBioSecurityをサポーツ

ウェブサイトの「一体化」に基づいた生物認証安全管理プラットフォーム

ZKBioSecurityは「オールインワン」セキュリティプラットフォームであり、視覚的な光の顔認

識デバイスは、ZKBioSecurityのWebベースの出退勤モジュールをサポートしています。 管理者

は、インターネットにアクセスできる場所ならどこからでも、勤怠管理モジュールを管理できま

す。 さらに、これは強力な時間と出席のシステムであり、複雑な時間と出席の状況のほとんど

に対応できます。

柔軟なグループスケジューリング

ZKBioSecurityは時間と出勤モジュールの

中で柔軟なグループスケジューリングを

提供し、ユーザーがその従業員、会社全体

と各部門に対して同じ出勤規則を提供する。

ユーザーはサインイン、チェックアウト、

残業などの出席パラメータを設定できる。



Recognition
Approved
Get access

to door

Sel�e

Upload images while registration

あ勤務モジュールは管理者のために報告書を生成することをサポートし、例えば毎日報告書、休

暇の総括、毎月の明細、毎月の統計、部門報告書など、仕事の効率を最大限に高める

ユーザーフレンドリーなモバイルアプリのセレ登録とアラートポップアップ

ユーザーフレンドリーなモバイル写真キャプチャの顔登録機能は、iOS / Andriodバージョンをサ

ポートしています。

管理者は、携帯電話またはタブレットデバイスを使用してセルフイメージをキャプチャし、

ZKBioF aceにアップロードして登録するだけで済みます。登録後、顔はブラックリストまたはホワ

イトリストとして便利に設定することができます。
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指紋認証

セキュリティと時間管理ソリュ
ーションのリーダー

顔認証　　　　　　　　　手のひら認証　　　　　　　静脈認証 虹彩認証 カード認証


