
顔認証式非接触検温システム



システムの特徴

サーマルカメラで
非接触で検温

AI技術で顔認証
AI 技術での顔認証システム

非接触検温システム

36.2 ℃

38.8 ℃

・登録済みAさん

Aさん認証 OK
体温 OK

Bさん認証 NG
体温 NG

入室 OK

入室 NG
・未登録Bさん

認証できません
38.8℃

事務所入室認証の場合

３つのモードで対応します。

・体温測定
・顔認証
・体温測定＋顔認証

※登録データが無い場合体温測定のみ

顔認証方式の非接触検温システム「Face Sec」を提案致します。

～ 体温の確認は感染拡大防止の重要な手段です。



データ通
信

クラウドサービス

来訪者管理
システム

アクセス制御
システム

データ解析
システム

システム拡張

異常の通報
クラウドサーバーでの運用で、
・多くの端末の効率的運用
・測定データの効率的解析・運用
が可能になります。

スタンドアロン

スタンドアロンで、
体温測定・顔認証
が行えます。

製品ラインナップ

5.5Inchmodel 8.0Inch model

セキュリティゲート

画面を見るだけで、顔認証と体温測定を同時に行い
迅速に発熱者を特定してアラームを発信します。
又、クラウドサーバーと連携し、データ活用する事も可能です。
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OS Android8.1

ディスプレイ 5.5インチLCDタッチスクリーン720*1280画素

モード 温度測定、顔認証、顔認証＋温度測定

顔認証時間 0.3秒以内

登録ユーザー数 最大100,000人

温度センサー 非冷却焦点面アレイ（FPA）160*120

測定距離 2M以内

温度計測精度 ±0.2°C

動作温度範囲 -10°C～55°C

通信 Ethernet/WIFI/Bluetooth/BLE

IOポート
RS485、Wiegand In/Out、 RJ45、 Audio 
Jack、 dry contact、 alarm

取付方式 壁掛け、 スタンド、ゲート、ボックス内設置

防水・防塵規格 IP65

高いコストパフォーマンスと汎用性に優れた製品です。
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デザインにも優れた製品です。

・頑丈なボディ

- 超々ジュラルミン(7075®アルミニュウム合金)

・デザインと機能の融合

- ミニマルデザインを追求した形状と機能の融合

・カラーバリエーション

- 選べる５色
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Hardware – 製品ファミリー



⚫ 入場者と店員全員の検温
⚫ 発熱判定の場合入場拒否
⚫ トレーニングなしですぐに導入
⚫ 安心な環境を消費者に提供
⚫ 顔認証無の場合簡単に導入

⚫ 長期体温観測によって安心・
安全な職場を実現

⚫ 発熱検知の場合指定アドレス
へ警報（メール、Lineなど）

⚫ 既存管理業務システムと接続
⚫ 検温観測、入退室管理、勤怠管理、

来客管理などを統合

事務所

受付

店舗セキュリティーゲート

様々な場所でお役に立ちます。



２、デスクトップ運用（受付）

４、自動車車搭載使用
（免許センターの運用実例です）

３、スピードゲート運用１、地面に置く使用
（或いは固定使用）

様々な場所でお役に立ちます。 応用事例



https://www.youtube.com/watch?v=YsUDP522K7E

デモンストレーション動画

https://www.youtube.com/watch?v=YsUDP522K7E


・クラウドサーバー上で全てのデータ管理を行い、端末では認証・測定と分担して処理を
行う、Edge Computingの仕組みです。
・サーバー上で、ユーザー登録、適用ルールを決め各端末へ転送します。
各端末では、認証・測定データをサーバーに通信し、サーバー上で管理します。

#1 #2 #3

クラウドサーバー

工場

事務所

識別情報・体温データ

入場ゲート
制御

サーバーの登録情報を端末へ転送

認証・測定データをサーバーに転送

登録情報

システム概要



登録データ

認証結果

データ例 ： クラウドサーバー

※氏名、登録写真、認証された時の写真が表示されます。 ※体温表示です。
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データ例 ： 社内活用例

2021/3/22 2021/3/23 2021/3/24 2021/3/25 2021/3/26 2021/3/27 2021/3/28

山田　太郎 35.9 35.9 36.0

岩城　一郎 36.0 36.0 36.3 36.0

林　敏美 35.9 35.9

李　春蘭 35.8 35.9 35.8 35.8

近衛　静子 36.3 36.1

伊集院　隼人 36.7 36.2 36.4

文屋　康秀 36.0

菅原　結翔 36.2 36.4 36.3 36.0

里中　悠斗 36.0 36.2 35.7 36.0 36.0

弊社ではクラウドデータをダウンロードし、支店毎のエクセルシート一覧表に
集計して管理しています。

例）



・従来の識別方式(間接認証：印鑑、鍵、身分証明書)は、
偽造、盗用などの脆弱性が高くなります。
・顔認証は、本人を直接認証するために、安全性が高いと
考えられます。

顔認証 ： 直接認証
（生体認証技術）

従来の認証：間接認証

安全性 生体認証で偽造が困難 メディア中心で偽造が容易

利便性 物理メディア不要で使いやすい。
物理メディアの持ち運び・管理が必要
で手間が掛かる。

柔軟性
権限/記録/ポリシーが自由自在
に対応可能で柔軟性が高い。

決められた事にした対応できず、柔軟
な対応が出来ない。

使い勝手

アプリケーションと簡単に連携
スマートフォンで管理可能
クラウドで管理
等、自在な使用が可能。

多様性に乏しく使い勝手が悪い。

顔認証vs 従来の認証
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・他の生体認証と比較すると、簡単な装置にAI技術を用いた仕組みを構築するため、
安価で安全性の高く利便性の良いシステムが実現できます。

顔認証 他の生体認証
（指紋、静脈、虹彩他）

登録方法 写真1枚
（スマートフォンで必要十分）

専用の登録装置が必要

遠隔認証 可能

対象者の写真が取れれば、認
証自体は何処でも可能

専用の装置の設置場所に限定され
る

先端性 AI認証 特徴点抽出、パターンマッチング

応用範囲 カメラがあれば対応可能なため、
広い分野で対応できる。

専用の装置の制限で少人数対応に
限定される。

顔認証vs 他の生体認証



・2015年創立の中国由来のシンガポール企業

http://www.facesec.com/solution-education.html

日本駐在

有力顧客

2019年顔認証式非接触検温システム ： 300億円売上

FaceSec社： AI 顔認証技術で、端末及びセキュリティソリューションを
販売しています

http://www.facesec.com/solution-education.html
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東京支店

国内顧客

仕様打合せ
受発注

設置工事

技術サポート
（運用、保守）

お客様の使用形態に合わせてシステム構成を設計
（FaceSecの基本システムベース）

協業A社,B社,C社、、

アプリ開発
保守

マルエム、協業A社,B社,C社

マルエムの提供ソリューション



付録



項目 説明

サービス体制 メーカーの日本法人がサポート
自社開発・生産、独自のサプライチェーンを構築。顧客要望による機能強化対応。

医療機器認定 申請着手中。※業界初。

薬機法対応 体温表示・非表示切替 ※薬機法上医療機器でない場合体温表示不可。
非表示の場合、高体温として表示

体温測定 軍用用技術民間転用の非冷却焦点面アレイ（FPA）センサーでより正確な測定。
※多くがサーモパイル。廉価であるが低性能。

FPAセンサー：±0.2 ℃℃< 1.5 meters サーモパイル:±0.4 0.5 ℃℃< 0.5 meters
基準の体温異常が検出された場合、管理者にメールされる。

アルゴリズム 自社開発のアルゴリズムで、白光カメラの写真と赤外線写真のマッピング
皮膚温度からコア温度の BigData 統計より算出

認証精度 ・識別精度 99.99999% ※0.3秒以下で認証。
・誤識別率 1/3,750 万

マスク着用時 マスクを着用時でも認証可能でマスク着用の有無も検出する。

他機種連携 セキュリティゲート、ジョブカン等の勤怠システム、パトライト等との接続
※顔認証による、セキュリティゲート操作、ドアロック等に対応。

FaceSec製品の特徴



項目 説明

データ管理 クラウドサーバーAWSベース (@東京）上で、ユーザー登録、端末管理、測定結果管理が可能。
エクセルデータとしてダウンロード可能。
プライベートクラウドとの併用も可能。

アプリケーション WebAPI(RESTful API)等インタフェースを公開しており、ユーザー側で製品を組み込んだ
システム開発が可能。

薬機法対応 体温表示・非表示切替 ※薬機法上医療機器でない場合体温表示不可。
非表示の場合、高体温として表示

ネットワーク対応 有線・無線LAN対応。
クラウドサーバーサービスを利用し、クラウド上で機器・データ管理可能。

実績・ユーザ側実証 2000社以上が、FaceSec製品を導入。
※顔認証によるセキュリティシステムとして広く使用されている。

FaceSec製品の特徴



工場のオペレータ認証に
利用者のトレーニングメニュー
表示に

クリニック受付時の
患者のカルテの自動検索に

予約受付 登録運転者の確認。
レンタカーのドライバー認証

制限エリアへの許可者認証
クレジットカードの本人確認に

FaceSec製品の応用例



詳しくは、弊社までお問合せ下さい。

https://www.maruem.jp/

https://www.maruem.jp/

