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販売企画統括部 生体・画像認識販売企画部

システムベンダーや警備会社などの外部パートナー
とも協業しながら、お客様のニーズに応えていく
最適なソリューションをご提供いたします。

G-REKONO（ジーレコノ）は、グローリーの生体・画像認識システムのブランドネーミングです。通貨処
理で培った認識・識別技術を応用し、生体・画像認識技術を開発。世の中のニーズに応える精度の高い認
証でセキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献していきます。

グローリーの生体・画像認識システム G-REKONO

仕様

※「G-REKONO」はグローリー株式会社の登録商標です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※製品写真は、警告・注意シールなどを省略している場合があります。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
※ご利用される際には、個人情報保護法をはじめとした法令を遵守し、お客様の
プライバシーに配慮した活用、情報管理の徹底をお願い致します。

顔認証システムについて詳しく知りたい場合は、

グローリー　顔認証 検索

その他のシステムとの連携について

来訪者検知システム
カメラ接続台数

認証速度

検出顔数

登録可能数

通知方法

認証履歴保存数

動画／静止画保存期間

操作権限管理

顔向き／上下角度

外部システム
インターフェース

最大50 （照合PC7台）

1秒未満

最大30

最大20,000 （顔と車両ナンバーの合計）

Eメール、パトライト、接点信号

最大5,000 （365日以内）

最長 14日/60日

最大100人（10グループまで）、
操作履歴保存 最大365日

左右顔向き登録対応/上下5～15度以内推奨

接点信号、リモートシェル、API（またはファイル共有）

入退室管理システム／入館管理システム
標準仕様 備考

機能

スペック

登録

認証

記録

カメラ接続台数

登録可能人数

同時認証

映像録画

データセキュリティ

画像ファイル登録

録画映像から登録

登録支援

認証速度

録画映像

最大6

最大2,000人

最大3人（1カメラあたり）

7日間

暗号化および
DBファイル分割

画像ファイルから対象者を選んで登録（デジカメ登録）

録画映像から対象者を選んで登録（現場履歴登録）

登録を推奨する顔があるときに通知

リアルタイム認証

顔を検知した時と画像に変化があった時の映像を保存

カメラ接続台数に応じたライセンスが必要

登録人数に応じたライセンスが必要

PCのアップグレードにより、録画期間を延長することが可能

イメージ情報（顔写真など）およびテキスト情報（氏名など）は、
それぞれ暗号化して、異なるDBファイルで分割管理

顔認証SDK
登録可能数

特徴量サイズ

画像形式

入力画像画素数

解像度

階調

照明

画質

顔向き／上下角度

10万～100万件　※ライセンスにより上限がかわります

490Byte

JPEG（非プログレシップ）
Windowsビットマップ（8bitグレー/24bitカラー/32bitカラー）

50×50～8,000×6,000

左右のそれぞれの目の中心の間隔が30画素以上
（斜め顔の場合は、正面向きに換算したときの両目の間の画素数）

顔領域においてダイナミックレンジ128階調以上で飽和なきこと

顔領域内で左右の照明むらがない（平均輝度比が1:1.5を超えない）こと
逆光・直射日光がないこと。顔に300Lux以上の光が照射されていること

カメラの焦点が合っている（ボケ画像でない）こと
画像圧縮などによるノイズがないこと

左右45°、上下30°（推奨値は左右３０°上下１５°以内、正面に近いほど認証性能は向上）

監視
カメラ

入退室
管理

人数
カウント

決済
端末

顔認証
システム

※当内容は予告なく変更される場合がある旨、ご了承願います。

グローリー 顔認証ソリューション
総合カタログ
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声紋認証技術

高度にシステム化された社会では、精度の高い個人認証が必要です。
さまざまな認証技術のなかでも、
精度の高さで最も注目されるのが顔認証システム。
テロ防止などの社会のセキュリティー対策はもとより、
顧客サービスの向上、人件費削減などの業務効率の改善にも、
顔認証システムの可能性は大きく広がっています。
先進の技術と豊富な実績で、
人と社会の「新たな信頼」を創造するグローリーの「顔認証技術」。
安心・安全そして快適な社会環境をつくり出す
私たちのソリューションを、ぜひご活用ください。

グローリーは、1918年の創業以来、通貨処理機のパイオニアとして、
「認識･識別」と「メカトロニクス」の二つのコアテクノロジーで、
ミスの許されない通貨識別の分野において、揺るぎない評価を得てきました。
100年を超える確かな実績と経験のもと、さまざまな市場で実績を残してきた
その技術を応用して、スピーディーで高精度な「顔認証システム」を開発。
開発からメンテナンスまで自社一貫体制で対応。
お客様のニーズに的確かつスピーディーに対応することで
安心･安全な社会の発展をサポートします。

2,000人の顔データをベースに作成
した「平均顔」と、対象人物の顔の
「100カ所」の特徴を検出して比較
し、認証を行います。メガネなどの
「局所的な変化」に強く、経年変化に
も対応します。

信頼を創造し、安心を支える、
グローリーの顔認証ソリューション。
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通貨処理で培った
認識・識別技術を顔認証に展開

厳格性の高い画像識別技術

グローリーの
顔認証技術のソリューション

Solut ion

グローリーの顔認証システムの特長
実績と自社一貫体制による精度の向上

顔を中心に100カ所の特徴を検出
グローリーの顔認証技術❶

自動的に「任意角度の顔」を推定し、
「角度ごとに特徴量を補正」すること
ができます。カメラ撮影条件を緩和
できるため、運用性の向上や利用
シーンの拡大に寄与します。

斜め顔の検出でも認証が可能に

グローリーの顔認証技術❷

来訪者検知システム

認証・識別技術応用ソリューション

VIP検知

不審者検知

離院事故予防

車両ナンバー認識

性別年齢推定

P.4

入退室管理システム

入退室管理

顔認証ゲート

P.6

顔認証エンジンの
提供

顔認証SDK

顔認証WebAPI

顔認証システムの
開発サポートサービス

P.7

Facial Recognition System

グローリー
画像認識・識別
技術の展開

硬貨識別技術

紙幣識別技術

手書き文字認識

印鑑照合技術

指紋照合技術

硬貨・紙幣の識別

文字・画像の識別

人の識別

生体・動体の識別

通貨処理製品を中心に、さ
まざまな分野で実績を残し
てきた画像識別技術を活か
した「顔認証システム」を開
発。最高クラスの顔認証精
度を誇ります。

画像識別技術を活用
顔認証技術の研究からシス
テム開発、販売・保守メンテ
ナンスまで、自社一貫体制で
対応。社会のニーズをとら
え、お客様の要望に応える製
品を開発・提供しています。

自社一貫体制

顔の撮影から認証完了ま
で、平均1秒以内の業界トッ
プレベルの高速認証を実
現。顔認証がスムーズにで
きるので、認証する時間の
ストレスを感じません。

スピード認証 日常の変化に対応

※当社の独自評価

眼鏡の有無といった日常の
変化に対し、安定した認証が
可能。他人受入率：0.01%、
本人拒否率：0.5%※という
高い認証精度を誇ります。

対象者平均顔

特徴比較

高精度な
顔認証を可能とする

グローリー
画像識別技術
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検査端末へのログイン

高度な認証により、ユーザーの利
便性を損なうことなくセキュリ
ティーを強化。

■開発例

顔認証による厳正な扉の解錠。
なりすましを防止し、セキュアな入退室を実現。
鍵やIDカードなどの
媒体を使用しないため、
盗難などによるなりすましを防止。
入退室もスムーズです。

入退室管理／入館管理
顔認証SDK

顔認証エンジンを活用するためのソフトウェア開発キットをご提供。
顔認証SDKをご活用いただくことで、お客様ご自身で顔認証システムの導入を容易に対応いただけます。

セキュアな
入退室管理を実現

ハンズフリーで
衛生面でも有利

鍵の盗難による
なりすましを防止

入退室履歴の
検索・確認が容易

導入によるメリット

▲顔認証入退室履歴 ◀顔認証端末

顔認証と連動してゲートを自動開放、
セキュリティー性向上と警備の省力化を両立。
登録済みの社員や顧客の顔を認証してゲートを開放。
登録者以外の入場をシャットアウトし、
施設のセキュリティー性を向上します。

一般企業

セキュリティーゲートの警
備の手間を軽減しながら、
確実な管理が行えます。

イベント会場

あらかじめ登録した人物だ
けにゲートを開放。不正な
入場を防止します。

食品工場

登録した社員･スタッフ以
外の入場を制限し、食の安
全を守ります。

顔認証ゲート（オプション）

■導入施設例

オフィス

鍵や ICカードが不要なス
ムーズな入退室を実現、情
報漏えい対策にも有効。

マンション

不審者の侵入を防止。安心･
安全な環境を守ります。

病 院

薬品庫などの特定エリアへの入
退室をより厳正に管理。警備の
省力化を実現、記録も残せます。

■導入施設例

■システム概要 ●管理モニター画面

不正入場、
とも連れを防止

施設への入場者の
把握・管理が可能

警備の
省力化を実現

スピーディーな
入館を実現

導入によるメリット

監視カメラに映った顔を自動検出
し、登録済みの人物であればセ
キュリティーゲートを自動解放。
鍵や IDカードを使わなくてもスト
レスなく入館が可能です。 ゲート

自動開放

顔認証技術を活用した独自アプリケーションの開発をご希望のお客様に、
顔認証ソフトウェア開発キットや顔認証エンジンをご提供しています。
また、開発内容に応じたサポートもしています。

キャッシュレス決済

特別なお客様を対象としたキャッ
シュレス決済で、充実した顧客
サービスを。

電子カルテへのログイン

顔認証によるログインは、職員に
よる患者情報の漏えい予防に効
果的です。

顔認証による会員システム

会員証を携帯しなくても認証で
きるため、顧客サービスを向上で
きます。

■開発例

顔認証WebAPI

顔認証エンジンをWebでご提供、
独自アプリケーションの開発が可能。
クラウドやオンプレミスで、OSやハードウェアに制限されずに
現在のシステムに後づけで顔認証システムの導入を実現。

出退勤管理

顔認証により出勤者の人物を特
定、入出館の時刻を記録して
CSV出力。勤怠管理システムと連
携します。

ロボットをビジネスツールとして
活用するために、認証精度の高い
顔認証エンジンをクラウド経由で
提供。

ロボットで顔認証

問合せ対応 技術情報提供

システム開発される過程での組み
込み支援。ソフトウェア仕様の確認、
障害調査を対応します。

専用ホームページにて、よくある
質問（Q&A）、各種資料をご提供し
ます。

■サービス提供内容

顔認証システムの開発サポートサービス

お客様専用ページをご用意し、多種多様な情報をご提供いたします。
自社開発の顔認証SDKや顔認証WebAPIを活用してのシステム導入をスムーズに行える様、開発を支援するサービスです。

修正情報提供

修正情報の提供、瑕疵による不具合
修正対応を行います。

入退室管理システム 顔認証エンジンの提供

グローリー
顔認証エンジン

顔認証サーバー

顔サーチ

顔認証

顔登録

属性推定

顔認証SDK

パートナー様
アプリケーション

動画フレーム入力 静止画入力

顔認証WebAPI

SSL
暗号化通信

登録ID・
性別・年齢

●提供フロー



声紋認証技術

高度にシステム化された社会では、精度の高い個人認証が必要です。
さまざまな認証技術のなかでも、
精度の高さで最も注目されるのが顔認証システム。
テロ防止などの社会のセキュリティー対策はもとより、
顧客サービスの向上、人件費削減などの業務効率の改善にも、
顔認証システムの可能性は大きく広がっています。
先進の技術と豊富な実績で、
人と社会の「新たな信頼」を創造するグローリーの「顔認証技術」。
安心・安全そして快適な社会環境をつくり出す
私たちのソリューションを、ぜひご活用ください。

グローリーは、1918年の創業以来、通貨処理機のパイオニアとして、
「認識･識別」と「メカトロニクス」の二つのコアテクノロジーで、
ミスの許されない通貨識別の分野において、揺るぎない評価を得てきました。
100年を超える確かな実績と経験のもと、さまざまな市場で実績を残してきた
その技術を応用して、スピーディーで高精度な「顔認証システム」を開発。
開発からメンテナンスまで自社一貫体制で対応。
お客様のニーズに的確かつスピーディーに対応することで
安心･安全な社会の発展をサポートします。

2,000人の顔データをベースに作成
した「平均顔」と、対象人物の顔の
「100カ所」の特徴を検出して比較
し、認証を行います。メガネなどの
「局所的な変化」に強く、経年変化に
も対応します。

信頼を創造し、安心を支える、
グローリーの顔認証ソリューション。
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通貨処理で培った
認識・識別技術を顔認証に展開

厳格性の高い画像識別技術

グローリーの
顔認証技術のソリューション

Solut ion

グローリーの顔認証システムの特長
実績と自社一貫体制による精度の向上

顔を中心に100カ所の特徴を検出
グローリーの顔認証技術❶

自動的に「任意角度の顔」を推定し、
「角度ごとに特徴量を補正」すること
ができます。カメラ撮影条件を緩和
できるため、運用性の向上や利用
シーンの拡大に寄与します。

斜め顔の検出でも認証が可能に

グローリーの顔認証技術❷

来訪者検知システム

認証・識別技術応用ソリューション

VIP検知

不審者検知

離院事故予防

車両ナンバー認識

性別年齢推定

P.4

入退室管理システム

入退室管理

顔認証ゲート

P.6

顔認証エンジンの
提供

顔認証SDK

顔認証WebAPI

顔認証システムの
開発サポートサービス

P.7

Facial Recognition System

グローリー
画像認識・識別
技術の展開

硬貨識別技術

紙幣識別技術

手書き文字認識

印鑑照合技術

指紋照合技術

硬貨・紙幣の識別

文字・画像の識別

人の識別

生体・動体の識別

通貨処理製品を中心に、さ
まざまな分野で実績を残し
てきた画像識別技術を活か
した「顔認証システム」を開
発。最高クラスの顔認証精
度を誇ります。

画像識別技術を活用
顔認証技術の研究からシス
テム開発、販売・保守メンテ
ナンスまで、自社一貫体制で
対応。社会のニーズをとら
え、お客様の要望に応える製
品を開発・提供しています。

自社一貫体制

顔の撮影から認証完了ま
で、平均1秒以内の業界トッ
プレベルの高速認証を実
現。顔認証がスムーズにで
きるので、認証する時間の
ストレスを感じません。

スピード認証 日常の変化に対応

※当社の独自評価

眼鏡の有無といった日常の
変化に対し、安定した認証が
可能。他人受入率：0.01%、
本人拒否率：0.5%※という
高い認証精度を誇ります。

対象者平均顔

特徴比較

高精度な
顔認証を可能とする

グローリー
画像識別技術
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検査端末へのログイン

高度な認証により、ユーザーの利
便性を損なうことなくセキュリ
ティーを強化。

■開発例

顔認証による厳正な扉の解錠。
なりすましを防止し、セキュアな入退室を実現。
鍵やIDカードなどの
媒体を使用しないため、
盗難などによるなりすましを防止。
入退室もスムーズです。

入退室管理／入館管理
顔認証SDK

顔認証エンジンを活用するためのソフトウェア開発キットをご提供。
顔認証SDKをご活用いただくことで、お客様ご自身で顔認証システムの導入を容易に対応いただけます。

セキュアな
入退室管理を実現

ハンズフリーで
衛生面でも有利

鍵の盗難による
なりすましを防止

入退室履歴の
検索・確認が容易

導入によるメリット

▲顔認証入退室履歴 ◀顔認証端末

顔認証と連動してゲートを自動開放、
セキュリティー性向上と警備の省力化を両立。
登録済みの社員や顧客の顔を認証してゲートを開放。
登録者以外の入場をシャットアウトし、
施設のセキュリティー性を向上します。

一般企業

セキュリティーゲートの警
備の手間を軽減しながら、
確実な管理が行えます。

イベント会場

あらかじめ登録した人物だ
けにゲートを開放。不正な
入場を防止します。

食品工場

登録した社員･スタッフ以
外の入場を制限し、食の安
全を守ります。

顔認証ゲート（オプション）

■導入施設例

オフィス

鍵や ICカードが不要なス
ムーズな入退室を実現、情
報漏えい対策にも有効。

マンション

不審者の侵入を防止。安心･
安全な環境を守ります。

病 院

薬品庫などの特定エリアへの入
退室をより厳正に管理。警備の
省力化を実現、記録も残せます。

■導入施設例

■システム概要 ●管理モニター画面

不正入場、
とも連れを防止

施設への入場者の
把握・管理が可能

警備の
省力化を実現

スピーディーな
入館を実現

導入によるメリット

監視カメラに映った顔を自動検出
し、登録済みの人物であればセ
キュリティーゲートを自動解放。
鍵や IDカードを使わなくてもスト
レスなく入館が可能です。 ゲート

自動開放

顔認証技術を活用した独自アプリケーションの開発をご希望のお客様に、
顔認証ソフトウェア開発キットや顔認証エンジンをご提供しています。
また、開発内容に応じたサポートもしています。

キャッシュレス決済

特別なお客様を対象としたキャッ
シュレス決済で、充実した顧客
サービスを。

電子カルテへのログイン

顔認証によるログインは、職員に
よる患者情報の漏えい予防に効
果的です。

顔認証による会員システム

会員証を携帯しなくても認証で
きるため、顧客サービスを向上で
きます。

■開発例

顔認証WebAPI

顔認証エンジンをWebでご提供、
独自アプリケーションの開発が可能。
クラウドやオンプレミスで、OSやハードウェアに制限されずに
現在のシステムに後づけで顔認証システムの導入を実現。

出退勤管理

顔認証により出勤者の人物を特
定、入出館の時刻を記録して
CSV出力。勤怠管理システムと連
携します。

ロボットをビジネスツールとして
活用するために、認証精度の高い
顔認証エンジンをクラウド経由で
提供。

ロボットで顔認証

問合せ対応 技術情報提供

システム開発される過程での組み
込み支援。ソフトウェア仕様の確認、
障害調査を対応します。

専用ホームページにて、よくある
質問（Q&A）、各種資料をご提供し
ます。

■サービス提供内容

顔認証システムの開発サポートサービス

お客様専用ページをご用意し、多種多様な情報をご提供いたします。
自社開発の顔認証SDKや顔認証WebAPIを活用してのシステム導入をスムーズに行える様、開発を支援するサービスです。

修正情報提供

修正情報の提供、瑕疵による不具合
修正対応を行います。

入退室管理システム 顔認証エンジンの提供

グローリー
顔認証エンジン

顔認証サーバー

顔サーチ

顔認証

顔登録

属性推定

顔認証SDK

パートナー様
アプリケーション

動画フレーム入力 静止画入力

顔認証WebAPI

SSL
暗号化通信

登録ID・
性別・年齢

●提供フロー



大切なお客様のご来訪を、
スピーディーにキャッチ。
おもてなしのタイミングを逃しません。

5

顧客情報のシステムと連携することで、登録済みVIP顧客の
来訪を顔認証で検知して、金融機関やホテルなどで
重要なお客様への特別なおもてなしを可能にします。

監視カメラに映った顔を
自動検出し、登録済みの
V I P顧客情報を管理者
モニター画面に通知し
ます。

金融機関

特別なお客様の来訪を素早
く把握。お客様の目的に合っ
た案内がスムーズに行えます。

ホテル

お客様の来訪を瞬時にお
知らせ。上質なサービス
へと結びつけます。

レストラン

VIP顧客の来店をお知ら
せして、予約確認やお客様
情報の把握ができます。

4

自動車のナンバーを読み取り、文字として認識。
事前に登録したナンバーと照合し同じ番号であれば発報します。

VIP検知

■導入施設例

■システム概要

お待たせしない接客で
顧客満足度向上

VIP顧客を見逃さず
確実におもてなし

ニーズに合わせた
サービスの提供

過去の来訪履歴を
瞬時に確認

導入によるメリット

●管理者モニター画面

予期せぬ外出を顔認証システムで検知。
交通事故や行方不明を予防し、
患者の安全性が向上。
見守りが必要な入院患者様が病院外へ出ようとされた際、
顔認証カメラが検知して発報。無断離院を未然に防止し、
患者の安全性を確保。施設の信頼性を向上します。

監視カメラが離院患者の
顔を検知すると、リアルタ
イムで登録者情報と照合し
て、複数拠点にアラームや
メールなど、さまざまな方
法でお知らせします。

病 院

複数の出入口や多層階ご
との無断離院を予防。病院
の信頼性を向上します。

介護施設

予期せぬ外出による事故を
予防。事故防止を最小限の
ヒューマンリソースで実現。

高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅
の安全性を強化し、入居者の
ご家族の安心を向上します。

離院事故予防

■導入施設例

■システム概要

離院にともなう
事故を予防

出口を特定できるため
対応も容易

スタッフの
負担軽減

安全管理の
一元化と省力化

導入によるメリット

●管理者モニター画面

要注意人物の来場を、いち早く検知。
防犯準備、万引き防止に
効果を発揮します。
登録済み要注意人物の来訪を検知して、
管理者モニター画面に不審者情報を通知。
施設セキュリティーのご担当者様をサポートします。

顔認証システムを複数店展開さ
れているユーザーにて、本部から
の操作・管理を行い、現場店舗業
務の負担を軽減します。

スーパー

要注意人物の来店を把握
し、監視体制を強化。万引き
等を未然に防止できます。

ショピングセンター

要注意人物の来訪を検知
して、迷惑行為を予防でき
ます。

空 港

入国時に大勢のなかから要
注意人物を自動検出し警備
の厳正化を実現します。

不審者検知

■導入施設例

物 流

物流拠点等への車両入
出庫管理や守衛業務の
効率化を実現します。

百貨店

車両ナンバーと顧客情
報をリンク、顧客満足
度向上をサポート。

一般企業

登録車両、非登録車両
の検出や、入退場情報
などを容易に管理。

■導入施設例

■システム概要

万引き防止による
商品ロスの削減

警備の省力化を
実現

要注意人物の
来訪を一元管理

不正行為や
トラブルの事前防止

導入によるメリット

顧客への
サービス向上

違法な駐車の
防止・排除

エリアマーケティング
の分析

車両の
使用履歴管理

導入によるメリット

●来店リスト管理画面

●画面イメージ

入力画像表示

ナンバー
確認結果表示 CSVファイル

出力

車両ナンバー認識
車両ナンバーを認識・照合して発報。
サービスの向上や、防犯対策の強化を実現します。

本部管理システム

お客様の性別、年齢推定結果を自動的に記録。
CSVファイル出力もでき、マーケティングデータの収集が可能です。

飲食店

性別、年齢と注文情報
をひも付け、メニュー
開発に活かせます。

GMS

お客様の購買傾向を
把握し、マーケティング
に活用できます。

カラオケ店

年齢を推定し、深夜帯
の未成年入店の防止
に役立ちます。

■導入施設例

店舗や施設への
来訪者の属性分析

マーケティングへの
活用

リピート率や
滞在時間の把握

DMやPRに
対する効果測定

導入によるメリット

●運用イメージ

性別年齢推定
監視カメラに写った顔を自動検出し、
性別、年齢を判別して記録します。

来訪者検知システム

認証・識別技術応用ソリューション

・通過人数1人
・女性28歳


