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１．会社紹介



１．会社紹介 – 会社概要

社名 東海理研株式会社
代表者 佐藤 明広
設立 昭和43(1968)年8月
資本金 9,675万円
従業員数 90名（令和2年9月現在）
事業内容 金属加工製品、セキュリティ商品の開発・製造・販売

本社所在地 岐阜県関市武芸川町谷口599

= 本社 = = 第一工場 =
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１．会社紹介 - セキュリティ商品

入退室管理システム

非接触ICカードリーダー

フリーアクセスゲート

共連れ防止ボックス

指静脈リーダー 6



２．ビジネス課題とその解決



２．ビジネス課題とその解決

災害等でサーバー自体が使用不能になると、復旧に時間がかかる・データが消失する課題1

入退室管理システムのオンプレミスでの運用における問題点

課題2
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サーバーのスペックアップ、ダウンができないため、将来的な拡張などに対応できない課題2

設置・初期セットアップからメンテナンスまで、ハードウェアの管理が必要になる課題3

解決策 ： AWSを活用したクラウドシステムの構築



２．ビジネス課題とその解決

クラウド化にあたりAWSを活用した理由

１．継続稼働能力
複数のデータセンターにWEBサーバー・DBサーバーを構築することで、
災害などの際にも安定して継続稼働が可能

２．拡張性
サーバーのスペックアップ、ダウンや稼働台数を柔軟に自動で変更できるため、
将来的なシステムの拡張に対応可能

３．保守性
設置・初期セットアップやハードウェアのメンテナンスが不要

４．Amazon Rekognition などの豊富なサービス
利用可能なサービスが豊富、Amazon Rekognitionを利用して顔認証が可能
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解決策 ： Rekognitionを活用した顔認証による入退室管理システムの構築

２．ビジネス課題とその解決

業務の効率化のため、鍵の受け渡しの手間をなくしたい課題1

宿泊施設での入退室管理システムの問題点
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鍵やカードの紛失による損失をなくしたい課題２

お客様が鍵を持ち歩かずに部屋への出入りをできるようにしたい
同室者も自由に出入りできるようにしたい課題3



２．ビジネス課題とその解決
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宿泊施設での入退室管理システムに顔認証を活用した理由

１．鍵の受け渡しの必要がない
鍵の受け渡しが必要なく、業務の効率化に繋がる

２．鍵やカードの紛失がない
鍵やカードの紛失による損失をなくすことができる

３．お客様が鍵を持ち歩く必要がない
部屋への出入りの際に鍵を持ち歩く必要がなく、顧客満足の向上に繋がる
同室者の顔も登録すれば、それぞれの人が自由に出入りできる



２．ビジネス課題とその解決

顔認証に Amazon Rekognition を活用した理由

１．低コストな顔認証エンジンとして利用可能

クラウド対応の顔認証サービスとして低コストで利用可能

２．高い認証精度
社内でのテスト運用の結果でも高い認証精度を記録

３．顔認証端末の低コスト化
顔認証端末側に認証エンジンを載せる必要がないため、
顔認証端末の低コスト化が可能

顔認証端末
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クラウド化により、クラウドと繋がる多種多様な端末において
共通の画像認識アルゴリズムが利用可能

２．ビジネス課題とその解決

オンプレミスで繋がるローカル環境ではそれぞれのアルゴリズムでの画像認識しかできない課題

東海理研がクラウド化を行ったもう１つの理由
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ホテル予約サイトでスマホの自撮り画像を撮影し、コテージのリーダーでの撮
影画像との顔認証が可能

クラウドの問題点であるネットワークが切断された場合の対策として、
QRコードを活用する



３．構築システムの概要



３．構築システムの概要
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３．構築システムの概要
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宿泊情報管理アプリケーション

・宿泊情報 管理
・QRコード/顔登録用URL 発行
・履歴情報 閲覧



S3スマートフォン

顔画像

３．構築システムの概要

Web・電話より宿泊予約

運用の流れ 事前予約

顔画像登録案内メールを送信
（顔登録用URL、QRｺｰﾄﾞを添付）

スマホから顔画像の仮登録を実施

S3に撮影した顔画像を保存

スマホ 顔登録画面
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３．構築システムの概要

スマホからの顔画像の仮登録
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３．構築システムの概要

運用の流れ チェックイン

チェックイン予定時間に顔登録実行

フロントまたは部屋前で顔登録実施

部屋前で顔認証して入室

S3の顔画像を
Rekognitionに登録

※事前登録していない場合
同室者の顔を追加登録する場合
顔認証端末からRekognitionに顔登録

RekognitionS3

顔登録

Rekognition顔認証端末

顔登録

Rekognition顔認証端末

顔認証 撮影した顔画像で
Rekognitionでの顔認証を実施
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※ 事前に手動での登録も可能



３．構築システムの概要

チェックイン処理（手動・自動顔登録）
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３．構築システムの概要

コレクションへの顔登録
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３．構築システムの概要

部屋前での顔認証
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３．構築システムの概要

運用の流れ チェックアウト

チェックアウト予定時間に顔削除実行

部屋前で顔認証すると認証NG

Rekognitionから
該当の顔を削除

RekognitionWebアプリ

顔削除

Rekognition顔認証端末

顔認証 撮影した顔画像で
Rekognitionでの顔認証を実施
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※ 事前に手動での削除も可能



３．構築システムの概要

チェックアウト処理（手動・自動顔削除）
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３．構築システムの概要

本プロジェクトにおいて苦労した点 Rekognitionの性能評価
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１．太陽光が及ぼす顔認証への影響

２．照明が及ぼす顔認証への影響

３．眼鏡などが及ぼす顔認証への影響

時刻、天候、顔認証端末の設置環境（方角）を変え、
Rekognitionの性能評価を実施

太陽光が直接カメラに写りこみ、画像がハレーションを
起こすなど特殊な場合を除けば、認証は問題なし

照明の種類・設置場所によって顔認証にどのような影響
を与えるかを確認

・光源が顔の前方から照らす状態が望ましい
・日没後、照明がない状態でもある程度まで認証可能

様々なタイプの眼鏡を使用して、
顔認証にどのような影響を与えるかを確認

・眼鏡の形状にかかわらず、認証は問題なし
・眼鏡なしで登録、眼鏡ありで認証も問題なし



４．湯の山 素粋居 様での運用事例



４．湯の山 素粋居 様での運用事例

湯の山 素粋居（そすいきょ）

湯の山「素粋居」は、2020年 7月 に三重県菰野町にオープンしたアートと癒しを融合させた至極の
新感覚のヴィラ12棟を備えた宿泊施設。お部屋は全室独立した源泉かけ流し露天風呂付の離れ宿。

住所 三重県三重郡菰野町菰野4842-1
URL https://sosuikyo.com/
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４．湯の山 素粋居 様での運用事例

フロントおよび各部屋の入口に顔認証端末を設置
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５．今後の展望



５．今後の展望

免許証のICチップに保存された
顔画像と撮影された顔画像を照合
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事前にWebより入館申請

データセンター向け無人入館システム 運用の流れ

管理者が入館許可すると案内メール
を送信（QRコードを添付）

入館端末でQRコードをスキャン

免許証の暗証番号を入力して
顔画像データを取得

顔を撮影して免許証の顔画像
と本人照合

認証OKで顔画像を登録
入館処理完了

入館端末



５．今後の展望
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データセンター向け無人入館システム構成図

入館端末

鍵管理機 顔認証端末



５．今後の展望

エッジコンピューティングの活用へ

クラウドコンピューティングのメリットを活用して、
数msでの通信を可能とするため、

クラウドコンピューティングとエッジコンピューティング
の共存したネットワークの構築が必然となる
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５．今後の展望

顔から物の画像認識へ

ECサイトにおける画像検索、製造業における外観検査など、
様々な分野で機械学習を利用した画像の業務活用が広がっている

今後、弊社としても顔認識だけでなく、物の画像認識を活用した
製品開発を行い、新たな需要の創出に繋げていきます
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ご清聴ありがとうございました

本件に関するお問い合わせは下記の連絡先までお願い致します

会社名： 東海理研株式会社
担当者： 開発設計部 武藤 嘉章
ＴＥＬ： 0575-46-1111
メール： mutoh@tokairiken.co.jp


