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Corsightは、顔認識のためのCorticaの子会社です。 独自の技術は、7千万ドルの研究開発プログラムの一環として13年間に開発された
AutonomousAI®に基づいています。
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私達のミッション

顔認識の世界を変える。

私たちは、最大限の安全性を確保するために、非
常に困難な状況に対して最も倫理的な顔認識技術
を提供します。
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照明、動き、距離、顔の範囲、被写体に
対する画角、カメラの品質が悪い

多くの個人を多くのデータベースと照
合するために使用される顔認識

リアルタイムおよびオフラインで応答
できるようにするために、リソースに
制約のあるデバイスでのエッジ推論の
必要性

法律と規制は世界中の多くの地域で拡
大しています

課題

状況

スケーラビリティ

オンデバイス、オフライン、リアルタイム

プライバシー
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Corsightは、市場のギャップを埋め、新しい課題に対処する独自の立場にあります

市場の景観は進化しています
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https://www.smartcitiesdive.com/

https://aithority.com/news/top-10-countries-and-cities-

by-number-of-cctv-cameras/

• 米国には現在、約5,000万台のCCTV
カメラがあります。 ドイツは520万
台、英国と日本はそれぞれ500万台
です。

• 英国ロンドン-1,000人あたり68.40台
のカメラ

• ジョージア州アトランタ（米
国))-1,000人あたり15.56台のカメラ

• イリノイ州シカゴ（米国）-1,000人
あたり13.06台のカメラ

CCTVカメラの数は増え続けて
います

アフリカ系アメリカ人に対する警察の
暴力についての世界的な抗議の後、ハ
イテクの巨人は彼らの技術で法執行機
関を支援することをやめることに決め
ました。

技術の巨人は彼らの技術の販
売を一時停止しています

• • IHS Markitによると、2018年の世
界の顔認識ビジネスのほぼ半分を
中国が占めています。

• 欧米の企業は、中国のソフトウェ
アとハードウェア全般、特に顔認
識を禁止しています。

• 中国の顔認識会社はプライバシー
の懸念に真に取り組んでいません
（一部の大手ベンダーは現在プラ
イバシーに関するイニシアチブを
開始しているだけです）

中国のベンダーが主導
権を握っている

COVID-19は顔認識要件を変
更しています

マスク普及の新しい規範は、次のよ
うな顔認識技術の必要性を生み出し
ています:

• 顔が部分的にマスクで覆われているに
もかかわらず、人々を認識する
（1：1、1：N、N：N）

• 人々が検疫命令を遵守しているかどう
かを監視します

• マスクが必要な場所で誰かがマスクを
着用していないかどうかを検出します

• 熱のある人を報告する

https://www.smartcitiesdive.com/
https://aithority.com/news/top-10-countries-and-cities-by-number-of-cctv-cameras/
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法執行機関のターニング
ポイント/企業協力

個人データプラットフォームと法執行
機関は互換性がありません

大規模な国民の抗議により、テクノロジー企業はポリ
シーを変更する

顧客データを記録および保存する企業は、現在、法執行
機関からのデータを保護しています

顧客はプライバシーを要求しています

規制はプライバシーに向かって進んでいます

個人データを保存する企業は、法執行機関によるテクノ
ロジーの不適切な使用を恐れています



私達が提供する事
Corsightは、リアルタイムのフォレン
ジック検出と認識を可能にする画期的な
テクノロジーを提供することにより、顔
認識の新しい世界を創造していきます。

群衆の中のある1人のPOI及び/又は多く
の人々

完全なプライバシーを維持しながら

（マスク/カバー、角度、暗さ、肌の色合い/民族
性）のある条件で比類のない精度

0010110110111
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Recorded in Juganu darkroom



私たちの提供は
すべてのユース
ケースに対応し
ます
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1：N – POI1人の識別
カメラでキャプチャされた個人を識別
または照合して、既知または以前に
キャプチャされた顔のデータベースと
照合します（非自発的認識）

N：N –  多くのPOIの識別

群衆の中で移動している多くの個人
を、多くのデータベースと照合します
（非自発的認識）

1：1-認証
個人を身分証明書または資格情報と照
合します（自発的な顔認識）

マルチプラットフォーム
オンプレミスアプリケーション、マル
チプラットフォームSDKとクラウド
API
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CORSIGHTは
N：Nの課題
を克服しま
す
困難な条件下で多くのデータベー
スに対して多くの個人を認識しま
す:

動いている群衆    

質の悪いカメラ

顔はアングルやマスクなどで覆われています。

悪天候、照明不足

Jane Davis

Donald Miller

Ray Williams

Oliver Anderson

データベース内の
画像：20歳年下 マスクによる顔

認識

隠された顔

低解像度カメラ

ハイパフォーマンス
すべてのカメラとビデオ解像
度（赤外線レンズと魚眼レン
ズを含む）で動作します



Private & Confidential10

CORSIGHTは顔認
証の課題を克服し
ます
困難な条件下で、その人に固有で固有の認識可
能で検証可能なデータのセットを使用して、そ
の人を認証します。

アクセス制御：オフィスの入り口、立ち入り禁止区域、電車、空港、
建物の入り口など…

スマホのロック解除

困難な条件下での比類のない精度（例：不十分な光、顔が
覆われているなど）



主な機能
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ほぼ完全な暗闇での認識
ジュガヌ暗室で記録

悪天候での認識

赤外線照明（IR）による
認識

車のフロントガラス
越しの認識

すべての民族のための非
識別アルゴリズム

顔の露出が50％未満の認
識-マスクとPPEの克服

古い画像の一致-30年前
までの日付の画像と一致

します

極端な角度での顔
認識



私たちの提供は
すべてのニーズ
に対応します
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LIVE

ライブカメラストリームでPOIを
瞬時に特定します

アラートを即座に取得
大規模で移動する群衆での
処理用に最適化

FORENSIC(鑑識)
動画の数時間を数分で確
認します
すべての画像を分析する
リアルタイム処理の15倍高
速

SEARCH

アーカイブされたデータで
POIを即座に検索する
数秒で顔を見つける
システムによってシグネ
チャー形式で記録されたす
べての外観



Corsight 顔認識の仕組み
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Video Stream 

個々のフレームに      
デコード

Face Detector

各フレーム内のすべての顔
を検索し、それらを個々の
顔画像にトリミングします

Signature

署名は個人のデジタルID
です。軽量（1kb）で元
に戻せません（画像に戻
すことはできません）

Matcher

シグネチャーをDB内の既
存のシグネチャーと照合
します –  ある程度の境

界値を使用します

Indexer

ユニークな顔の特徴を
抽出し、それらをシグ
ネチャーに変換します



私たちの提供は
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1:1のPOIの識別

1:N多くのPOIの識別

暗闇 赤外線

車のフロントガラス
越し

悪天候

すべての民族に対
する無差別の認識

古い画像

50％以上の顔が覆わ
れています（マスク
とPPEを含む）

極端な角度
N:N 認証

ビデオ調査を加速する
Forensic

大規模なリアルタ
イムの顔認識

Live

最も困難な条件

Autonomous AI®
は独自の基盤技術

完全なプライバシー、最高の精度

Search

数秒で顔を見
つける
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AUTONOMOUSAI®で顔認識を
変革します

Corsightは、AutonomousAI®
を顔認識に適用した最初の企業
です

哺乳類の皮質の自然なプロセスをシミュレートします
それは、情報を処理するための教師なしの方法です
それは、機械が人間の入力なしで世界を学び、協力し、相
互作用することを可能にします

AutonomousAI®は既存の
顔認識を破壊します

30年前に撮影した1枚の写真に基づ
いて顔を認識します

マスクをし
た顔を認識
します

AutonomousAI®とは何ですか？
それは、人間の脳が顔を学習して認識する方法を模倣した独自の
ニューラルネットワークアルゴリズムセットです：



AUTONOMOUSAI®はディープラーニングを次のレベルに引き上げて
います
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Architecture

Learning 
process

Decision 
process

Autonomous AI® Deep Learning

フラット、ワイド、アダプティブ

監督されない
1枚で十分
ラベルなし
新しいオブジェクトは古いモデル
に影響を与えません

インデックス作成+一意の不可
逆シグネチャに基づくマッチン
グ

人工ニューラルネットワークの深い層

監視あり
たくさんのデータが必要です
データにはラベルを付ける必要があります
新しいオブジェクトは古いモデルに影響を
与えます->新しいアイテムごとに再起動する
必要があります

分類

加法学習 高速マッチング教師なし学習 パワフルで軽量



競争上の利点
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角度

競合他社

+ - 90 degrees + - 45 degrees

仰角

部分的な顔

最小顔サイズ

サングラス

イルミネーション

黒い肌

古いデータベース

+ - 45 degrees

露出した顔のわずか50％
が必要です

40x40ピクセル（認識、検
出、登録）

サングラスで認
識します

2-3ルーメンで十分です

すべての民族を認識する

15～30年前の画像をサ
ポート

+ - 30 degrees

顔全体の70％を露出す
る必要があります

少なくとも50x50ピク
セルが必要です

認識が大幅に低下

十分に照らされた顔が
必要

誤警報の頻度が高い

10年まで



プライバシー
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登録されたPOIは参照画像なし
で保存され、数学的シグネ
チャーマッチングのみに基づい
てアラートとマッチングを継続
します

リバーシブルシグネチャー

ウォッチリストにないすべての顔
は、オペレーターのビデオディス
プレイでぼやけています

ぼやけた顔 契約上のコミットメント

お客様は、プライバシー規則と適
切な使用法を尊重することを契約
上約束します

Corsightは、プライバシーを専門とする諮問委員会を設立しました



アプリケーション分野
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政府機関の法執行機関 実際のセキュリティ

警察

麻薬取締局 税関と国境警備局 国土安全保障省

シークレットサービス連邦政府機関

犯罪者を特定して追跡する

行方不明の子供や混乱した大人を見つける

調査を支援し、加速する

ユースケースの例:
大規模なイベント中に容疑者を特定する

イベント後/調査のフォレンジック分析

許可されていない訪問者へのアラート

フェイスマスクの着用が義務付けられている地域でマスクを着用していない人を

特定するセキュリティ

搭乗をより速く、より安全な方法で人々を移動させるのに役立ちます

空港 スポーツ＆エンター
テインメント

教育(学校) 小売り

重要なインフラス
トラクチャ

スマートシティ
ユースケースの例 :



アプリケーション分野
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顧客サービス アクセス制御

不正防止：銀行の支店やATMで
顧客の顔を検出し、詐欺師の
データベースと照合します

群衆/列/入り口のVIPを特定
し、自動的にアクセスを許可し
て、エクスペリエンスを向上さ

せます

Banks

ATMの顔認識

軍事施設/政府の建物/職場
指定された領域の周囲に生体認
証が適用された境界を確立する

政府IDの確認

パスポートなどの政府発行の
文書の信憑性を検証する

Phones

スマホのロッ
クを解除する



ケーススタディ

Private & Confidential21

空港のケーススタディ（ヨー
ロッパ）

多目的顔認識Corsightシステム
は以下を実行しています :

いくつかのブラックリスト
• 空港のセキュリティ（テロリスト、スリ、違法タク

シー運転手）

• 税関（密輸業者）向け

• 連邦警察向け（インターポールが最も望んでいた）

滅菌ゾーンのホワイトリスト

Israel police Thailand police

Broder crossing 

of Brazil

Mexico police

Gold mine South 

Africa

hospitalsAirports

顧客



概要
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破壊的な技術

Corsightは、人間が顔を学習
して認識する方法を模倣する
AutonomousAI®テクノロジー
を適用した最初の企業です

独自の技術

250件の特許に裏打ちされてい
ます

独自の利点

群衆の中の一人および/または
多くの顔のリアルタイムでの
法医学的な検出と認識

困難な条件下で比類のない精
度（マスク/カバー、角度、暗
さ、肌の色/民族性、どの様な
カメラなど）

完全なプライバシー

エッジデバイスで実行

10社以上の顧客

15のパートナー

世界中で数十のPOC

警察組織、国境管理、空
港、病院に配備されたシス
テム

現場で実証済みStrong Team

一流のAI専門家と経験豊富な
起業家のグループによって設
立されました

一流のAIタレントで構成され
るコアチーム



Corsight.com

IST株式会社

https://www.corsight.ai/



