
主主なメリット

ライイブビデオスト
リーームからの最速
のリアルタイム顔
認識アラート

広大な群衆の中の複
数の顔の同時顔認識

カメラにとらわれ
ない-文字通り全て
のカメラをサポー
ト

フォレンジック分
析は、数分以内に
何時間ものビデ
オを分析します

クロスプラット

-
フォーム

既存のセキュリ
ティシステムと簡
単に統合できます

ユニークな外観で数
える正確な人

ハードウェアにとら
われない

-専用のハードウェ
アは必要ありません
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イインストール実例Corsightを使用して、多目的の顔認識システムを展
開することができました。

Corsight Fortifyの「インタレストリスト」を使用し
て空港の出発ゲートエリアを監視し、使用中に地元
の警察とセキュリティチームによって指定された容
疑者を探します。

乗客や許可されていない人員が立ち入らない空港の
無菌ゾーンを監視する「許可リスト」を強化しま
す。 Corsightは、信頼性の高いソリューション、瞬
時のリアルタイムアラート、およびフェイスマスク
を着用している旅行者の現在の状況でも誤検知ア
ラートはほとんど提供しませんでした。

Corsightの並外れた認識機能は、私たちに次のよう
な安心感をもたらしました。
当社のソリューションはGDPR要件に準拠していま
す。

Israel Police Border Crossing
of Brazil

Thailand Police Mexico Police

Gold Mine
South Africa

Airports Hospitals

“

”
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使使用例

安全な都市
公共のプライバシーを維持
しながら安全な環境を作成

します

交通機関
乗客の安全と全体的な旅行
体験を向上させます

教育
学生、教職員の安全性を高

めます

病院
患者と医療スタッフの健康と
安全の保護を強化します

重要なインフラストラクチャ
私たちの日常生活を支える
サービスや施設を守ります

スポーツ＆エンターテインメント
群衆の安全を確保し、全体的な顧
客体験をアップグレードします

小売
ショッピング体験を向上させ
ながら健康と安全を守ります

銀行
本人確認により銀行を詐欺か

ら保護します



複数のウォッチリストを
管理する

最も欲しいリスト、テロ
容疑者、性犯罪者、犯罪
者リスト

フェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

行方不明者を見つける

認知症の子供や大人の
行方不明または行方不
明者を探す

都市の安全

効率的なイベント後の
調査

数分以内に何時間もの
ビデオを分析します

コンタクトトレーシン
グ調査

効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節
約できます
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フフェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

交通機関
�

ライダー認証
カードやタップに代わる
摩擦のないエントリーに
より、高スループッ
ト、スムーズで改善さ
れたライダーエクスペ
リエンスを実現

効率的な過去の出来事
の調査

数分以内に何時間もの
ビデオを分析する

地方警察官に警告する
テロ容疑者、犯罪者、
スリが特定された場合

コンタクトトレーシン
グ調査

効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節
約できます



乗乗客の体験を向上させる

シームレスなチェックイ
ン、パスポート管理、搭
乗

制限区域の管理

HB�（手荷物の積み込
み）、滅菌ゾーン

セキュリティと税関
複数の容疑者リストに
関する即時アラート：
犯罪者、テロリスト、
飛行禁止リスト、密輸業
者、VIP

従業員管理
摩擦のない時間と出席、
場所と損失の防止

空港

フェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

コンタクトトレーシング
調査

効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節約
できます
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教教育

出欠管理
学生と教職員の出席を
自動的に記録します

フェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

コンタクトトレーシン
グ調査

効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節約
できます

緊急事態
緊急避難時に学生と教
職員を見つけるのに役
立ちます

安全とセキュリティ
追放され問題を抱えた学
生、監護権のない親、登
録された性犯罪者を検出
したときの即時アラート

検疫を実施する
体温の上昇が検出され
てから24時間後に学生
がキャンパスを離れてい
ることを確認します

�



病病院およびヘルスケアクリニック

フェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

コンタクトトレーシン
グ調査

効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節
約できます

マスク付きの摩擦のない
アクセス制御

フェイスマスクやフェイ
スシールドを外したり、
カメラを止めたり見たり
することなく、移動中に
アクセスできます

検疫を実施する
体温が高いことが検出さ
れた個人は、検疫期間が
終了するまで戻ってこな
いようにします

フェイスマスク検出
従業員がフェイスマスク
ポリシーに準拠していな
い場合のリアルタイム通
知

安全とセキュリティ
既知のギャングメン
バー、性犯罪者の疑い、
および指名手配犯のリス
トに関するその他の犯罪
警告の即時通知
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制制限区域の管理
許可されていない人員や
シフトスケジュール外の
個人から無菌ゾーンを遠
ざける

従業員管理
従業員の時間と場所を自
動的に記録します

高度な訪問者の識別
施設に近づく前に、そ
の場でドライバーの身
元を確認します
複数のウォッチリスト
を管理する

容疑者、既知のテロリス
ト、解雇された従業員の
即時アラート

効率的な過去の出来事の調査
数分以内に何時間ものビデオ
を分析する

召集管理
施設内の従業員と訪問者の場
所、およびそれらが最後に特
定された場所を監視します

重要なインフラストラクチャ�
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シシームレスエントリー
最大のエントリスルー
プットを達成し、キュー
を減らし、訪問者のエク
スペリエンスを向上さ
せ、社会的距離のルール
を維持するのに役立ちま
す
安全とセキュリティ

疑わしいフーリガン、ス
リ、犯罪者への即時通知

非接触型決済
ターミナルに触れたり
フェイスマスクを外した
りせずに支払いを行うこ
とで、顧客体験と安全性
を向上させます

ゲスト
プレミアムエリアへの選
択されたエントリーを確
保しながら、VIPゲスト
を早期に特定して歓迎す
ることにより、VIPエク
スペリエンスを向上させ
ます

行方不明者
迷子になった子供の場所
を検索して即座に特定

検疫を実施する
体温が高いことが検出さ
れた個人は、検疫期間が
終了するまで戻らないよ
うにしてください

スポーツ＆エンターテインメント
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摩摩擦のないアクセス制御
フェイスマスクを外すこ
となくスムーズなアクセ
スで顧客体験を向上させ
る
お客様の性別・年齢が認

識ができる
これはマーケティングに
非常に有効です

���のお客様
価値の高い顧客を特定
し、店内での体験を最適
化する

小売

非接触型決済
ターミナルに触れたり
フェイスマスクを外した
りせずに支払いを行うこ
とで、顧客体験と安全性
を向上させます

ロスプリベンションとの
戦い

既知の万引き犯の即時通
知。 シフトスケジュール
で許可された担当者のみ
が制限区域にアクセスで
きるようにする

フェイスマスク検出
従業員がフェイスマスク
を脱いでいるときに即座
に警告を受け取ることに
より、店舗の責任を軽減
します
コンタクトトレーシング

調査
効率的な調査機能によ
り、時間と労力を節約で
きます
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効効率的な過去の出来事
の調査

数分以内に何時間もの
ビデオを分析する

非接触型決済
ターミナルに触れたり
フェイスマスクを外し
たりせずに支払いを行
うことで、顧客体験と
安全性を向上させます

��	の検証
ATM取引中にカードま
たはアカウントの所有
者を認証する

フェイスマスク検出
屋内と屋外でCovid19
ルールの施行を支援

制限区域
銀行の金庫室と高セキュ
リティゾーンの訪問者を
管理および確認します

武装
��
従業員を確認し、許可さ
れていない存在について
警告します

銀行
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安安全とセキュリティ
既知の詐欺師、問題の
ある訪問者、登録さ
れた強迫的なギャン
ブラーの早期発見と警
告によって家を保護し
ます

���クラブ
VIPがシークレット
モードになりたい場合
でも、到着時および滞
在中に適切に扱われ、
サービスが提供される
ようにします。

コンタクトトレーシン
グ調査

効率的な調査機能に
より、時間と労力を
節約できます

安全な制限区域
スケジュールを変更す
る権限のある担当者の
みが制限区域にアクセ
スできるようにする

規制コンプライアンス
従業員または常連客のい
ずれかが必須の場合に
フェェイスマスクを脱いで
いるときのリアルタイ
ム通知

フェイスマスク検出
従業員が必須のフェイス
マスクを脱いでいるとき
に即座に警告を受け取る
ことにより、カジノの責
任を軽減します
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