
 

 

顔検知測温システム 

CW180 

運用マニュアル 
 

 

このたびは本製品をご採用いただき、ありがとうございます。取付工事

前・ご利用前には必ずこの運用マニュアルをお読みいただき、正しくご取

付け工事を実施し、正しくご利用ください。 

本書‘は大切に保管し、必要なときにいつでも読めるようにしておいてく

ださい。 

 

注意事項 

・ 本製品は屋内設置専用です。 

・ 本マニュアルは 顔検知測温システム CW180 を、顔検知＋温

度計測のシステムとして運用するに当たり必要となる設定と運用

を抜粋して説明するものです。本マニュアルに記載されていない

内容についてはメーカー提供のマニュアルを参照してください。 

・ 本書に記載されているスクリーンショットはあくまでも例であり、UI

レイアウト、表記はバージョンによって異なる場合があります。 

・ 本製品は人体がウィルスに感染しているかどうか判別する機器で

はありません。 

・ 本製品で計測されるのは、「体の表面温度(体表温)」であり、一

般的な体温計で測られる「体温」の値とは異なります。 

・ 体表温は計測時や計測前の環境条件、被計測者の状態により

変動する場合があります。 

・ 本装置により発熱の疑いが出た場合は、体温計での再検温をお

勧めします（再検温で発熱が確認された場合は、医師による診

察など必要な対応をお取りください）。 

・ 本製品は、薬事認証を取得した医療機器ではありません。 

・ 本製品を診断などの医療行為に利用することはできません。 
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システム概要 
ウィルス性感染症の大規模な流行などが発生すると、企業や公共施設などでは、出入り口を通る人の測温やマスク着用の

チェックを行う必要が生じる場合があります。 

現在このような作業は人力で行われていますが、人的リソースを非効率に消費するだけでなく交差感染のリスクが生じる非常

に危険な作業となっています。 

Uniview の顔検知測温システムでは、カメラの映像と、手首の温度を計測するインテリジェントデジタル検出モジュールの値を

基に、計測した温度が異常な人（設定された最高温度しきい値を超える人）やマスクをしていない人に対して、ビジュアルや

音声による警告を発することができます。 

 

各部の名称 
 IPC2422SA-ADETF40KC（カメラ） 

 

 

No. 説明 

1 LAN 端子です。カメラ＝NVR 間を接続するために使用します。 

2 

音声入出力端子です。別途スピーカーを接続する場合に、AUDIO OUT 端子を使用します。 

BROWN(茶) AUDIO IN 

BROWN/WHITE(茶/白) GND 

GREEN(緑) AUDIO OUT 

GREEN/WHITE(緑/白) GND 
 

3 

信号入出力端子です。カメラ=デジタル検出モジュール間で信号を通信するために 485P/485N 端子を使用

します。 

PURPLE(紫) ALM IN 

PURPLE /WHITE(紫/白) GND 

ORANGE(橙) 485P 

ORANGE /WHITE(橙/白) 485N 
 

4 
DC12V IN/OUT 端子です。カメラ=デジタル検出モジュール間で、モジュールに電源を供給するのに使用しま

す 

❶ 

 ❷ 

❸ 

❹ 
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 NVR301-04CW-P4(NVR) 

 

 
 

 

 

No. 説明 

1 LAN 端子です。外部のネットワークとの接続に使用します。通常使用しない端子です。 

2 PoE ポートです。NVR＝カメラ間を接続するために、Ch1 のポートを使用します。 

3 AUDIO OUT 端子です。通常使用しない端子です。 

4 HDMI 端子です。NVR=ディスプレイ間を接続するために使用します。 

5 VGA 端子です。HDMI 端子と同じ映像が出力されます。 

6 USB 端子です。マウスの接続や、バックアップ時の USB メモリの接続に使用します。 

7 電源端子です。付属の電源アダプタで電源を供給するのに使用します。 

 

 OEP-BTS1-BD-NB（デジタル検出モジュール） 

 

   

 

No. 説明 

1 

電源端子および信号入出力端子です。デジタル検出モジュール=カメラ間を接続するために使用します。 

RED(赤) VDD12V 

BLACK(黒) GND 

BLUE(青) RS485_P 

BROWN(茶) RS485_N 
 

2 距離測定部です。手首とモジュール間の距離を測定して温度を補正します。 

3 温度測定部です。温度の検知範囲は 1～4cm です。 

 

 

  

❷ ❸ ❹ ➊ 

❺ 

➊ 

❷ ❸ 

❻ ❼ 
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機器間の接続 
以下の図に沿って各機器間を配線してください。 

 

 

   

 
注意 

・ AC100Vの電源を投入する際は、必ず他の配線がすべて終了した状態で行ってください。 

・ 電源投入後、システムの立ち上がりに時間がかかる場合がございます。電源投入後 5 分間

は各部電源の切断および配線の変更を行わないでください。 

・ 電源投入後に配線違い、配線忘れ等に気づいても、絶対に 5 分間は電源の切断および配

線の変更を行わないでください。システムが起動しなくなる恐れがあります。 

 

要点 ・ OA タップは本システムに付属していません。別途ご用意ください。 

BROWN 

RS485_N 

BLUE 

RS485_P 
BLACK 

GND 

RED 

VDD12V 

ORANGE 

485N 

ORANGE 

/WHITE 

485P 

BLACK 

GND 

RED 

DC 

ORANGE 

485N 

ORANGE 

/WHITE 

485P 

ORANGE 

485N 

ORANGE 

/WHITE 

485P 

DC12V IN 

カメラ 

NVR 

ディスプレイ 

OA タップ 

デジタル検出モジュール 

信号ケーブル 

(付属品) 

電源ケーブル 

(付属品) 

LAN ケーブル 

(付属品) 
LAN 端子 

PoEPort  

Ch1 

HDMI ケーブル 

電源アダプタ 

AC 100V 

マウス 
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初回起動 

電源の投入 

 

NVR およびカメラ、デジタル検出モジュール部に電源スイッチはありません。配線が正常にされていれば、NVR に AC100V を

供給することでシステムが起動します。 

 

システムを終了する際は、シャットダウン処理はありません。AC100V の供給停止でシステムは停止します。 

 

メイン画面 

CW180 のメイン画面の構成は以下の通りです。 

図 ４-1 メイン画面 

 

表 ４-1 メイン画面各部の説明 

No. 説明 

1 

ライブ映像表示部です。画面上に表示されている枠が、顔検知可能な範囲となります。 

顔を検知した際には「手首をセンサーに近づけてください」のメッセージ、温度計測時には計測した温度などの各

種メッセージが表示されます。 

2 直近に計測した人物の顔写真、温度、計測した時間、計測結果が表示されます。 

 

 

 
注意 

・ AC100Vの電源を投入する際は、必ず他の配線がすべて終了した状態で行ってください。 

・ 電源投入後、システムの立ち上がりに時間がかかる場合がございます。電源投入後 5 分間

は各部電源の切断および配線の変更を行わないでください。 

・ 電源投入後に配線違い、配線忘れ等に気づいても、絶対に 5 分間は電源の切断および配

線の変更を行わないでください。システムが起動しなくなる恐れがあります。 

 

注意 
・ NVR には HDD が搭載されています。HDD 保護のため、システムを停止してから 20 秒間は CW180 を移動させ

ないでください。 
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No. 説明 

3 

アラーム：その日の計測結果の中で、温度が異常と判断された件数がカウントされます。 

ノーマル：その日の計測結果の中で、温度が正常と判断された件数がカウントされます。 

合計：その日に計測した件数がカウントされます。 

累計数：計測を開始してから計測した件数が累計で表示されます。 

：上記カウントを全てリセットします。削除時に「検出スナップショットを削除します」にチェックを入れた場 

合、カウントだけでなく全ての計測結果のデーターが削除され、温度検索の結果として表示されなくなります。 

4 
画像表示部です。初期設定では、温度計測の方法を示す画像が表示されます。この画像は「カスタム画像を

インポートします」から任意の画像に変更が可能です。(4-5-1 画像表示部の変更) 

5 
動画表示部です。初期設定では、温度計測の方法を示す動画が表示されます。この動画は「カスタムビデオの

インポートします」から任意の動画に変更が可能です。(4-5-2 動画表示部の変更) 

 

 

要点 

・ ライブ映像表示部左下に表示される数値は、計測モジュールで測定した温度の数値です。左からそれぞれ、 

1.温度検出部で検出した生の温度 2.環境温度 3.計測温度 4.背景温度 

を意味します。1 と 4 の間に約 0.5℃以上の温度差が生じたときに、計測モードに入ります。 

 
注意 

・ 本システムは 15 分間のウォーミングアップ時間が必要です。システム起動後、15 分以上経過してから運用を開始

してください。 

・ 条件によっては、上記ウォーミングアップに時間がかかる場合があります (計測モジュール本体の温度と設置環境の

温度に著しい差がある場合) 。その場合、画面左下、環境温度の安定を確認後に運用を開始してください。 

 

初期設定 

CW180 は電源投入直後の初期設定状態で基本的な温度計測動作が可能です。 

異常温度のしきい値等の設定変更を行う場合は、以下の手順で設定を行います。 

４-３-１設定開始 

レコーダーの設定を行うには、画面上右クリックで表示されるメニュー内の、「温度検出」をクリックします。 

図 ４-2 右クリックメニュー 
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４-３-２パスワード入力 

設定メニューを開く際には、パスワードの入力が必要です。「パスワードを入力してください。」の項目にパスワードを入力

し、「ログイン」をクリックしてください。パスワードの初期値は「123456」です。 

図 ４-3 パスワード入力画面 

 

初めて設定画面等を開く場合や工場出荷設定に戻した場合、パスワード入力後により強力なパスワードへの変更が

求められます。この場合、初期設定のパスワードからパスワードを設定し直す必要があります。設定方法は以下の通りで

す。 

（1） 「確認」をクリックすることで、パスワード設定画面へと移行します。 

図 ４-4 パスワード変更要求 

 

（2） パスワード設定画面の「古いパスワード」項目に初期パスワードである「123456」を入力します。 

（3） 「パスワード」欄に新規に設定するパスワードを入力します。 

（4） 「パスワード(確認)」欄に「パスワード」に入力したものを再度入力します。 

（5） 「確認」をクリックします。 

図 ４-5 パスワード設定画面 

 

 

 

要点 

・ パスワードは 9～20 文字で、英文字、数字、特殊文字の 3 つをすべて含む必要があります。(特殊文字のうち

/\:*?’”<＞|%&を使うことはできません。) 

・ 作成したパスワードはお客様の責任で大切に保管してください。 
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パスワード設定後、アンロックパターンの設定が可能です。設定することで、パスワードの代わりに認証に使用することが

可能です。 

（1） 9 つ並んだ〇をドラッグして、任意のパターンを作成します。 

（2） マウスをドロップするとパターンが確定します。 

（3） 再度パターンの入力を求められるので、同じパターンを入力します。 

（4） アンロックパターンを設定しない場合は「スキップ」をクリックします。 

図 ４-6 アンロックパターン設定画面 

 

 

顔検知設定の変更 

右クリックメニュー「温度検出」をクリックすることで表示されるアラーム＞VCA 設定画面から、顔検知に関する種々の設定を変

更可能です。 

図 ４-7 温度検出設定画面 

 

主に以下の設定が可能です。 

① 画面上で顔を検知する範囲の設定(4-4-1) 

② 異常と判断する温度のしきい値の設定(4-4-2) 

③ マスク着用を異常として検出するか否かの設定(4-4-3) 
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４-４-１検知範囲の設定 

カメラの映像上で顔を検知する範囲を変更したい場合、以下のように設定します。 

（1） 「検知範囲」を「エリアの設定」に変更します。 

（2） 「範囲指定」ボタンをクリックします。 

（3） 映像上でドラッグし、検知範囲とする箇所を黄色のフレームで囲みます。 

（4） 画面下部の「適用」をクリックします。 

図 ４-8 検知範囲設定画面 

 

 

４-４-２しきい値の設定 

計測した温度が正常か異常か判断する設定が、「異常しきい値」の設定です。「異常しきい値」以下の温度は正常、

「異常しきい値」より大きい温度は異常と判断されます。「異常しきい値」を変更する場合は、以下のように設定します。 

（1） 「異常しきい値」の設定を 35.0℃～42.0℃の範囲で設定します。 

（2） 「温度アラートのオフセット」を 0℃~0.5℃の範囲で設定します。 

（3） 画面下部の「適用」をクリックします。 

 

要点 

・ 計測した温度が計測温度 ＞ 異常しきい値だった場合、異常な温度として画面表示/音声メッセー

ジを流します。 

・ 計測した温度が異常しきい値 ≧ 計測温度≧ 異常しきい値－温度アラートのオフセットだった場

合、異常ではないが高温として、注意を促す画面表示/音声メッセージを流します。 
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４-４-３マスク着用検知の設定 

マスク着用の有無の検知について設定する場合は、以下のように設定します。 

（1） 「マスクを着用しない検出」のタブをクリックします。 

（2） 「検出を有効にします」にチェックを入れます。 

（3） 画面下部の「適用」をクリックします。 

図 ４-9 マスク着用検知設定画面 

 

 

画像/動画変更 

メイン画面下部の画像表示部および動画表示部は、任意の画像、動画に変更することが可能です。 

４-５-１画像表示部の変更 

使用可能な画像の仕様は以下の通りです。 

表 ４-1 画像要求仕様 

項目 条件 

解像度 
500 万画素(2522×1944)以下 

推奨：1280×360 

幅：高さ比 32:9 

フォーマット JPEG 

容量 1MB 以下 
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画像を変更するには以下の手順で行います。 

（1） 変更する画像が入った USB メモリを NVR に挿入します。 

（2） メイン画面上で右クリックし、表示されたメニューから「カスタム画像をインポートします」をクリックします。 

図 ４-10 右クリックメニュー 

 

（3） 表示されたメニュー上で変更する画像ファイルを選択し、「読み出し」をクリックします。 

図 ４-11 画像ファイルの選択 

 

（4） メイン画面下部、画像表示部の表示が変更されます。 

図 ４-12 下部画像の変更 
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４-５-２動画表示部の変更 

使用可能な動画の仕様は以下の通りです。 

表 ４-2 動画要求仕様 

項目 条件 

解像度 
500 万画素(2522×1944)以下 

推奨：1920×1080 

幅：高さ比 16：9 

フォーマット MP4 

容量 200MB 以下 

動画を変更するには以下の手順で行います。 

（1） 変更する動画が入った USB メモリを NVR に挿入します。 

（2） メイン画面上で右クリックし、表示されたメニューから「カスタムビデオのインポートします」をクリックします。 

図 ４-13 右クリックメニュー 

 

（3） 表示されたメニュー上で変更する動画ファイルを選択し、「読み出し」をクリックします。 

図 ４-14 動画ファイルの選択 

 

（4） メイン画面下部、動画表示部の表示が変更されます。 

図 ４-15 動画表示部の変更 
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録画設定 

本システムを初期設定で運用した場合、各イベントに対する録画動作は以下の表のように行われます。 

表の「録画」項目が「〇」ならば、温度検索時の録画再生(6-1(4)参照)および通常の録画再生 (6-4 参照)が可能です。

「スナップショット」項目が「〇」ならば、温度検索(6-1 参照)の履歴として検索が可能です。 

表 ４-3 初期設定時の録画動作 

 録画 スナップショット 

常時 〇 X 

顔検知 〇 X 

正常温度検知 〇 〇 

異常温度検知 〇 〇 

高温検知 〇 〇 

マスク非着用検知 

(初期設定無効) 
- - 

低温検知 〇 X 

設定を変更することで、運用方法に応じて各イベントに対して録画を行う/行わないの設定が可能です。 

以下の項目は、すべて初期設定から設定を変更する場合を想定しています。 

 

４-６-１常時録画停止設定 

常時録画を停止して、顔検知時のみ録画映像を保存する設定に変更する場合、以下の手順で行います。 

表 ４-4 常時録画停止設定時の録画動作 

 録画 スナップショット 

常時 X X 

顔検知 〇 X 

正常温度検知 〇 〇 

異常温度検知 〇 〇 

高温検知 〇 〇 

マスク非着用検知 

(マスク着用検知有効時) 
〇 〇 

低温検知 〇 X 

 

（1） メイン画面上で右クリックし、表示されたメニューから「メニュー」をクリックします。 

図 ４-16 右クリックメニュー 
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（2） 表示された設定メニュー画面の左側メニューから、「ストレージ」をクリックします。 

図 ４-17 設定メニュー画面 

 

（3） 表示されたストレージ＞録画メニュー画面内、右側の録画設定選択メニューで「     イベント」をクリックしま

す。 

図 ４-18 ストレージ＞録画メニュー 

 

（4） スケジュールマス上でドラッグし、全てのマスを「     イベント」の色に変更します。 

（5） 検知前、検知後の録画時間を変更する場合、「事前録画時間」および「事後録画時間」の設定を変更しま

す。事前録画時間は 0~60 秒、事後録画時間は 5~600 秒の範囲で設定可能です。 

図 ４-19 録画設定変更 

 

（6） 画面下部、「適用」をクリックします。 

（7） 左側メニュー「アラーム」をクリックします。 
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（8） 表示されたアラーム＞動体検知メニュー内、「有効」のチェックボックスを外します。 

図 ４-20 アラーム＞動体検知メニュー 

 

（9） 画面左側の「VCA」メニューをクリックします。 

（10） 表示されたアラーム＞VCA メニュー内、「連動動作  」をクリックします。画面上に 2 つ存在しますが、画面

上側、「顔検知感度」項目直下のアイコンをクリックしてください。 

図 ４-21 アラーム＞VCA メニュー 

 

 

（11） 表示された連動動作メニュー内、「録画」タブの「D1」にチェックを入れます。チェック後「適用」をクリックして設

定を保存してから「確認」をクリックします。 

図 ４-22 連動動作設定画面 

 

（12） 画面下部、「終了」をクリックして設定画面を終了します。 
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４-６-２異常時録画設定 

計測結果が異常な場合(異常温度検知とマスク非着用検知)にのみ録画を行い、計測結果が正常な場合は録画

映像を残さずスナップショット画像のみ残す、といった設定に変更する場合、以下の手順で行います。 

表 ４-5 異常録画設定時の録画動作 

 録画 スナップショット 

常時 X X 

顔検知 X X 

正常温度検知 X 〇 

異常温度検知 〇 〇 

高温検知 X 〇 

マスク非着用検知 

(マスク着用検知有効時) 
〇 〇 

低温検知 X X 

（1） メイン画面上で右クリックし、表示されたメニューから「メニュー」をクリックします。 

図 ４-23 右クリックメニュー 

 

（2） 表示された設定メニュー画面の左側メニューから、「ストレージ」をクリックします。 

図 ４-24 設定メニュー画面 
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（3） 表示されたストレージ＞録画メニュー画面内、右側の録画設定選択メニューで「     イベント」をクリックしま

す。 

図 ４-25 ストレージ＞録画メニュー 

 

（4） スケジュールマス上でドラッグし、全てのマスを「     イベント」の色に変更します。 

（5） 検知前、検知後の録画時間を変更する場合、「事前録画時間」および「事後録画時間」の設定を変更しま

す。事前録画時間は 0~60 秒、事後録画時間は 5~600 秒の範囲で設定可能です。 

図 ４-26 録画設定変更 

 

（6） 画面下部、「適用」をクリックします。 

（7） 左側メニュー「アラーム」をクリックします。 

（8） 表示されたアラーム＞動体検知メニュー内、「有効」のチェックボックスを外します。 

図 ４-27 アラーム＞動体検知メニュー 

 

（9） 画面左側の「VCA」メニューをクリックします。 
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（10） 表示されたアラーム＞VCA メニュー内、「連動動作  」をクリックします。画面上に 2 つ存在しますが、画面

上側、「顔検知感度」項目直下のアイコンをクリックしてください。 

図 ４-28 アラーム＞VCA メニュー 

 

 

（11） 表示された連動動作メニュー内、「録画」タブの「D1」のチェックを外します。チェックを外した後「適用」をクリッ

クして設定を保存してから「確認」をクリックします。もともとチェックが入っていない場合は、そのまま「確認」をクリ

ックしてください。 

図 ４-29 連動動作設定録画オフ画面 

 

（12） 画面下側、「温度アラートのオフセット」直下の「連動動作  」をクリックします。 

（13） 表示された連動動作メニュー内、「録画」タブの「D1」にチェックを入れます。チェック後「適用」をクリックして設

定を保存してから「確認」をクリックします。 

図 ４-30 連動動作設定録画オン画面 
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（14） マスク着用検知設定をオンにしている場合は、「マスクを着用しない検出」タブをクリックしてください。 

マスク着用検知がオフの場合は、「終了」をクリックして設定画面を終了してください。 

図 ４-31 マスク着用設定画面 

 

（15） タブ内の「検出を有効にします」直下、「連動設定  」をクリックします。 

（16） 表示された連動動作メニュー内、「録画」タブの「D1」にチェックを入れます。チェック後「適用」をクリックして設

定を保存してから「確認」をクリックします。 

（17） 画面下部、「終了」をクリックして設定画面を終了します。 

 

４-６-３録画停止設定 

温度計測のみを行い、録画映像、スナップショット画像、計測履歴を保存しない設定に変更する場合、以下の手順で

行います。 

表 ４-6 録画停止設定時の録画動作 

 録画 スナップショット 

常時 X X 

顔検知 X X 

正常温度検知 X X 

異常温度検知 X X 

高温検知 X X 

マスク非着用検知 

(マスク着用検知有効時) 
X X 

低温検知 X X 

（1） メイン画面上で右クリックし、表示されたメニューから「メニュー」をクリックします。 

図 ４-32 右クリックメニュー 
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（2） 表示された設定メニュー画面の左側メニューから、「ストレージ」をクリックします。その後さらに、「ハードディスク」

をクリックします。 

図 ４-33 設定メニュー画面 

 

（3） 表示されたメニュー内右側の設定   ボタンをクリックします。 

図 ４-34 ストレージ＞ハードディスクメニュー 

 

 

（4） 表示された画面内「プロパティ」項目を「読取専用」に変更します。その後、「確認」をクリックします。 

図 ４-35 ハードディスク設定画面 

 

（5） 画面下部の「終了」をクリックします。 

  

 

要点 
・ すでに録画済みの映像を消去したい場合、設定変更前に、番号 1 にチェック後、画面下部の「フォーマ

ット」をクリックしてください。 
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（6） メイン画面上のカウント表示部右下にカーソルを合わせ、表示された アイコンをクリックします。 
 

図 ４-36 メイン画面カウント表示部 

 

（7） 「検出スナップショットを削除します」にチェックを入れて「確認」をクリックしてください。今までに保存された計測

結果がすべて削除されます。 

図 ４-37 検出統計削除画面 

 

 

  

 

要点 
・ メイン画面上にスナップショット画像が残っている場合、NVR を再起動してください。 

・ 本設定に変更した場合、計測の履歴も保存されません。以降、計測結果の検索はできなくなります。 
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運用 

基本操作 

システムの基本的な操作方法は以下の通りです。 

(1) ディスプレイ上の黄色い枠内に顔が表示されるように立ちます。距離が遠く正常に検知できない場合は以下の画面表示

画面表示および音声メッセージが流れます。 

表 ５-1 検知範囲外の表示と音声メッセージ 

条件 音声メッセージ 

人物が顔検知範囲外 カメラに近づいてください 

画面表示 

  

 

(2) 枠が緑色になり、以下のような画面表示および音声メッセージが流れます。 

表 ５-2 顔検知時の表示と音声メッセージ 

条件 音声メッセージ 

顔検知 温度を測ってください。 

画面表示 
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(3) デジタル検出モジュールの温度計測部に手首の内側を近づけます。 

 

要点 
・ デジタル検出モジュールの設置環境温度は 10℃～40℃です。 

・ 温度計測部と手首の距離は 1cm～4cm です。 

 
注意 

・ 手首が服の袖などで隠れていると正常に温度が計測されません。手首の皮膚が露出するようにして温度計

測を行ってください。 

・ 低い温度や高い温度に皮膚が長時間さらされた直後は、正常に温度が計測されない場合があります。 

・ 温度測定部に直射日光が当たっていると正常に計測ができません。必ず避けて運用してください。 

(4) 計測が終了すると計測結果とともにメッセージが表示され、音声が流れます。内容は以下の通りです。 

表 ５-3 温度計測時の表示と音声メッセージ 

条件 音声メッセージ 

計測結果が正常 

(異常しきい値以下) 
温度正常です。 

画面表示 

 

 

条件 音声メッセージ 

計測結果が異常 

(異常しきい値より高い) 
温度異常です。 

画面表示 
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条件 音声メッセージ 

計測結果が異常ではないが高温 

(温度アラート) 
温度が高いです。 

画面表示 

 

 

条件 音声メッセージ 

計測結果が正常+マスク非着用 

(マスク着用検知設定が有効の場合) 
マスクを着用してください。 

画面表示 

 

 

条件 音声メッセージ 

計測結果が低温 

(35.5℃未満) 
温度が低いです。 

画面表示 
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運用上の各種調整 

５-２-１異常となる温度を変更したい 

温度計測の結果、異常と判断するしきい値の変更は、アラーム＞VCA 設定内、「異常しきい値」で設定します。 

詳細は 4-4-2 しきい値の設定をご確認ください。 

５-２-２マスク着用のチェックをしたい 

マスクの非着用をチェックして警告したいときの設定は、アラーム＞VCA 設定内、「マスクを着用しない検出」で設定します。 

詳細は 4-4-3 マスク着用検知の設定をご確認ください。 

５-２-３常時録画を止めたい 

常時録画を止めて顔検知時のみ映像を保存したい場合、録画スケジュール設定等が必要です。 

詳細は 4-6-1 常時録画停止設定をご確認ください。 

５-２-４異常時のみ録画して録画期間を延ばしたい。 

計測結果が正常の場合にはスナップショットのみ保存し、計測結果が異常の場合にのみ録画するように設定することで、

より長い期間の録画データーを残すことが可能です。 

詳細は 4-6-2 異常時録画設定をご確認ください。 

５-２-５計測した情報を保存したくない 

温度計測は行うが、計測した温度や録画映像などの情報を一切保存したくない場合、ハードディスクの保存設定の変更

が必要です。詳細は 4-6-3 録画停止設定をご確認ください。 
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検索 

計測結果検索 

過去の計測結果を検索するには、以下の手順で行います。 

(1) 画面上で右クリックして表示されるメニューの中から、「温度検索」をクリックします。 

図 6-1 右クリックメニュー画面 

 

(2) 表示された「VCA 検索」画面で、検索条件を指定します。 

表 6-1 検索条件詳細 

検索条件 説明 

マスク 

マスク着用の有無で検索結果を絞り込みます。すべて/マスクを着用しない/マスク着用 から選択します。 

マスク着用検知の設定(4-4-3 参照)を計測時に有効にしていなかった場合、マスク着用の有無では絞り込め

ません。 

温度 
計測した温度の範囲で検索結果を絞り込みます。 

「異常」にチェックを入れると、最低値が異常しきい値の値で固定されます。 

開始時刻 

終了時刻 
検知を行った時間帯を開始時刻～終了時刻の範囲で絞り込みます。 

 

図 6-2 VCA 検索画面 
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(3) 検索結果の一覧が表示されます。もし異常と判断された計測結果が検索結果に含まれる場合、その計測結果は赤文

字で表示されます。 

図 6-3 検索結果画面 

 

 

(4) 検索結果をクリックして選択後、画面右上の をクリックすることで、計測時前後 5 秒間の映像が確認可能で

す。 

 

csv データー出力 

検索結果画面で画面下部、「書き出し」をクリックすると、Excel 等で閲覧可能な csv 形式でのバックアップが可能です。バッ

クアップの際は、検索結果として表示されたすべての計測結果が保存されます。 

(1) NVR の USB 端子に USB メモリを接続します。(USB メモリは FAT32 形式のものをご使用ください) 

(2) 検索結果画面下部、「書き出し」をクリックします。 

(3) 表示された画面でデーターの保存先を指定し、「書き出し」をクリックします。 

図 6-4 csv データー保存先指定画面 
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(4) 「バックアップ終了しました」と表示されたら「確認」をクリックして USB メモリを取り外します。 

図 6-5 csv データーバックアップ終了画面 

 

(5) USB メモリをパソコンに接続しファイルを確認します。 

csv データーは「ReportExport」フォルダ内にとして保存されます。また、「ReportExport」フォルダ内、「Image」フォル

ダに計測時のスナップショット画像が保存されます。 

(6) csv データーのファイル名は、「ReportExport.csv」です。csv データー内には以下の項目が格納されます。 

表 6-2 csv データー内項目 

項目 説明 

異常な温度カウント csv データー内に含まれている、異常と判断された計測結果の件数です。 

正常の温度カウント csv データー内に含まれている、正常と判断された計測結果の件数です。 

温度検出カウント 異常、正常にかかわらず、csv データー内に含まれる計測結果の件数です。 

カメラステータス カメラのチャンネル番号です。通常「1」が格納されます。 

名前 カメラの名称が格納されます。 

時刻 計測した日時が格納されます。YYYY/MM/DD hh:mm の形式で格納されます。 

温度 計測結果の温度が格納されます。 

結果 計測結果として、「ノーマル」もしくは「異常」が格納されます。 

パス スクリーンショットの保存場所が格納されます。 

image フォルダ内のスクリーンショットは、以下のファイル名で命名されます。 

D1_＋名前＋_+時刻(YYYYMMDDhhmmss)＋_＋温度+.jpg 

 

画像/映像データー出力 

検索結果画面で画面下部、「全てバックアップ」もしくは「バックアップ」をクリックすると、画像、映像データーでのバックアップが可

能です。 

(1) NVR の USB 端子に USB メモリを接続します。(USB メモリは FAT32 形式のものをご使用ください) 

(2) 計測時の画像データーをバックアップする場合は、画面左下、「バックアップ画像」にチェックを入れてください。 

(3) 計測前後 5 秒間、計 10 秒間の映像データーをバックアップする場合は、画面左下、「バックアップ録画」にチェックを入れ

てください。 

(4) 検索結果すべてについてバックアップする場合は画面右下の「全てバックアップ」をクリックしてください。 

検索結果の中の一部のみバックアップする場合は、バックアップしたい検索結果の左上チェックボックスにチェックを入れ、画

面右下の「バックアップ」をクリックしてください。 
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(5) 表示された画面でデーターの保存先を指定し、「バックアップ」をクリックします。 

図 6-6 画像/映像データー保存先指定画面 

 

(6) 「バックアップ終了しました」と表示されたら「確認」をクリックして USB メモリを取り外します。 

図 6-7 画像/映像データーバックアップ終了画面 

 

(7) USB メモリをパソコンに接続しファイルを確認します。 

画像データーは、以下のファイル名で命名されます。 

Ch1_＋検査時刻(YYYYMMDDhhmmss).jpg 

映像データーは、以下のファイル名で命名されます。 

Ch1_＋再生開始時刻(YYYYMMDDhhmmss).mp4 

映像データーの再生には、mp4 ファイルを再生可能な動画再生ソフトを使用してください。. 

 

録画再生 

計測結果に限らず録画映像を再生する場合は、以下の手順で行います。 

(1) 画面上で右クリックして表示されるメニューの中から、「再生」をクリックします。 

図 6-8 右クリックメニュー画面 
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(2) 録画再生画面が表示されます。左下のカレンダーから、録画再生する日付を選択してください。 

図 6-9 右クリックメニュー画面 

 

 

(3) 画面下部の時刻バーで録画再生する時間が指定可能です。 

(4) 画面下部のボタンで再生、一時停止、再生速度変更等が可能です。 

表 6-3 録画再生時ボタン操作 

ボタン 説明 

 
録画の再生を開始します。 

 
録画再生を一時停止します。 

 再生時間を 30 秒戻します。 

 再生時間を 30 秒進めます。 

 録画の逆再生を開始します。 

 録画再生を停止します。 

 再生速度を変更します。 

 録画のコマ送りを行います。 

 録画再生を終了します。 

 

録画映像バックアップ 

録画映像を外部の USB メモリに保存する場合、以下の手順で行います。 

(1) USB メモリを NVR に挿入します。 

(2) 録画再生画面左下のクリッピング開始ボタン をクリックします。 

(3) タイムバー上に  と表示されます。マウスでドラックして、間にバックアップする時間帯が含まれるようにしてください。 

図 6-10 クリッピング時タイムバー 

 

(4) 画面左下、クリッピング終了ボタン  をクリックします。 

(5) ファイル管理ボタン をクリックします。 
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(6) 表示された「ファイル管理」ウィンドウ内、「ビデオクリップ」タブに、クリッピングした時間帯の録画映像ファイルの一覧が表示

されます。バックアップしたい時間帯が含まれるファイルのチェックボックスにチェックしてください。 

図 6-11 バックアップファイル選択 

 

(7) バックアップするファイルすべてにチェックを入れたら、「バックアップ」をクリックしてください。 

(8) 保存先を選択後、「バックアップ」をクリックしてください。 

図 6-12 バックアップ保存先選択 

 

(9) バックアップが終了したら「確認」をクリックし、USB メモリを引き抜きパソコン等で確認してください。 

バックアップしたデーターは、以下のファイル名で命名されます。 

Ch1_＋再生開始時間(YYYYMMDDhhmmss).mp4 

データーの再生には、mp4 ファイルを再生可能な動画再生ソフトを使用してください。 

図 6-13 バックアップ終了画面 
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販売店 

・ 仕様、デザイン等は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

・ 不具合、不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお申し出ください。 


