
のご提案
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発熱者検知ソリューションご提案の背景

2019年の年末、新型コロナ ウイルス（COVID-19）が突発しました。

人との接触で感染、発熱する可能性があるのが新型コロナウイルスの特徴です。

現在、新型コロナウイルスは世界中に広がっているため、感染拡大を食い止めなければなりません。

温度測定精度の高いHIKVISION社製品を利用した発熱検知ソリューションは、様々な方法で

体温上昇を検出、発熱者をスクリーニングし感染による被害を未然に防ぎます。

※日本経済新聞社 ４月２１日午前９時３０分時点



２０２０

発熱者検知ソリューションのアプローチ

予備検査

体温測定

体温記録

• 体温計と手持ち測温器は効率が悪い

• 人間と近距離で接触測温するので、
飛沫感染リスクが高い

• 手動で記録するため効率が悪く
人為的ミスが発生する

• タイムリーなフィードバックが難しい
現状の問題点

問題解決への本ソリューションのアプローチ

より早く よりスマートに

皮膚表面の温度検出に、
1人当たり1秒

異常温度対象者の即時通知

AI検出による誤報の大幅削減

より安全に

非接触自動温度測定
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サーマルテクノロジーによる本ソリューションの利点

●AIテクノロジーにより、サーモグラフィーカメラは人間の皮膚表面の温度のみを検出し、
他の熱源の誤警報を減らします。

●補正アルゴリズムにより、温度が周囲温度と測定対象の距離で補正され、精度が向上します。
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

2. サーマルカメラでクイックスクリーニング

発熱症状の疑いがある人は、体温計を使用して、体温を
再確認してください。

3. 温度計で二次測定

サーマルカメラによる発熱者スクリーニングを行うことで、
移動する群衆を迅速にスクリーニングでき、より高い
効率性が図れます。

1
屋内スペースに測定通路を設置して、スペースをいくつか
の部分に分けます。

1. 測定通路を作る

サーマルカメラを利用した発熱者検知
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

36.1 36.4

36.3

36.7

37.3

36.5

36.3

36.4

36.7

36.5

体温確認用PC

サーマルカメラ
ブラックボディ
（温度校正）

サーマルカメラを利用した発熱者検知 運用イメージ
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

サーマルカメラで
非接触体温測定

異常体温の
スクリーニング

手動で再測定
（耳式体温計/ 水銀体温計）

● 効率が良い：サーマルカメラは、わずか1秒で人の温度を測定することができます。
温度確認が必要な場所にサーマルカメラを設置することで、混雑を避けることができます。

● 安全性が高い：サーマルカメラは非接触温度測定をサポートしており、約1メートル
離れた場所から正確に温度を測定できます。これにより、物理的な接触による感染の
リスクが軽減されます。

サーマルカメラを利用した発熱者検知の利点
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

サーマルカメラを利用した発熱者検知の利点

最大30人までの複数同時測定可能 手に持つホットコーヒーなど他の熱源による誤報を減らします
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

Valueシリーズサーマルカメラによる発熱者検知

ソリューション構成：
サーマルカメラ+三脚+三脚アダプター+
iVMS-4200 + POEスイッチ

ソリューション利点：
・サーマルカメラは体温異常時の音声アラームを

サポートし、体温異常を検出した瞬間に、管理員に
伝えます

・AI顔検出、複数ターゲットの同時スクリーニング、
誤報フィルタリングに対応

・精度は±0.3度（ブラックボディ使用時）で、
発熱者の予備的スクリーニング要件を満たします

・4MPの光チャネルをサポートし、通常の監視要件を
満たします

・架設と設定が簡単

3ｍｍレンズ

1m0.67 m

カメラ部品

POE スイッチ

体温測定範囲

体温測定型サーマルカメラ

ブラックボディ

三脚

6mmレンズ

1.5m

0.92 m
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サーマルテクノロジーによる本ソリューションの利点

1.5 mリアルタイム
VMS モニター

1 ~1.5 m

Valueシリーズサーマルカメラによる発熱者検知 パフォーマンスビデオ
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サーマルカメラ × 1台（バレット型またはタレット型）
ブラックボディ × 1台
専用三脚＋取付金具 × 各2台

確認用ソフトウェア（無料）

ハブ

※1.カメラとPCはハブを介してLANケーブルで接続します。
※2.映像の録画が必要な場合は、別途レコーダのご購入が必要です。
※3.体温確認用PCが別途必要です。

サーマルカメラ ブラックボディ
（温度校正）

専用三脚＋取付金具

発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

Valueシリーズサーマルカメラによる発熱者検知 システム構成
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ソリューション構成：
高解像度サーマルカメラ+固定用アクセサリー+ 
iVMS-4200 + POEスイッチ

ソリューション利点：
・384 * 288の熱解像度により、より多くの

画像詳細を提供し、より広い温度測定範囲を
カバー可能

・15mmの熱レンズにより、3〜5メートルの
熱スクリーニング距離を提供し、長距離の使用にも
対応可能

・一時的な使用だけでなく、長期間の使用ニーズにも
応えられます

・精度は±0.3度（ブラックボディ使用時）で、
発熱者の予備的スクリーニング要件を満たします

・4MPの光チャネルをサポートし、通常の監視要件
を満たします

カメラ部品

5m1.7 m

体温測定範囲

最小範囲

3m1.3m

体温測定型サーマルカメラ

ブラックボディ

POE スイッチ

最大範囲

Proシリーズサーマルカメラによる発熱者検知

発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

Proシリーズサーマルカメラによる発熱者検知 パフォーマンスビデオ

仮設置＆モニタリング

熱＆光
パフォーマンスビデオ1.7 m
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サーマルカメラ × 1台（バレット型）
ブラックボディ × 1台
専用三脚＋取付金具 × 各2台

確認用ソフトウェア（無料）

ハブ

※1.カメラとPCはハブを介してLANケーブルで接続します。
※2.映像の録画が必要な場合は、別途レコーダのご購入が必要です。
※3.体温確認用PCが別途必要です。

サーマルカメラ ブラックボディ
（温度校正）

専用三脚＋取付金具

Proシリーズサーマルカメラによる発熱者検知 システム構成

発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知



２０２０

●サーマルグラフィー タレット型カメラ
·サーマルチャネル解像度:160×120 
·光学チャネル解像度:2688×1520 
·光学レンズ:3mm / 6mm 
·バイスペクトル画像融合
·精度: ±0.5°C (黒体±0.3°C) 
·測定範囲:30-45°C 
·オーディオアラーム
·作業温度:10-35°C 
·AI人検出、誤報低減
·複数人の同時温度スクリーニング(30名まで)

●サーマルグラフィー バレット型カメラ（Pro）
·サーマルチャネル解像度:384×288 
·光学チャネル解像度:2688×1520 
·光学レンズ:6mm 
·バイスペクトル画像融合
·精度: ±0.5°C (黒体±0.3°C) 
·測定範囲:30-45°C 
·オーディオアラーム
·作業温度:10-35°C 
·AI人検出、誤報低減
·複数人の同時温度スクリーニング(30名まで)

●サーマルグラフィー バレット型カメラ
·サーマルチャネル解像度:160×120 
·光学チャネル解像度:2688×1520 
·光学レンズ:3mm / 6mm 
·バイスペクトル画像融合
·精度: ±0.5°C (黒体±0.3°C) 
·測定範囲:30-45°C 
·オーディオアラーム
·作業温度:10-35°C 
·AI人検出、誤報低減
·複数人の同時温度スクリーニング(30名まで)

発熱者検知ソリューション① 製品概要
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発熱者検知ソリューション① サーマルカメラを利用した発熱者検知

病院 売り場 地下鉄 空港

駅 企業 学校 ビル

混雑した場所

高リスクの場所

入場
セキュリティチェック

一時的制御

利用シーン
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発熱者検知ソリューション② 温度測定顔認証端末

認証システムの現状

指紋認証

オンサイト登録
間接接触で病気
に感染しやすい

顔認証

高額

カード認証

紛失し易い 持ち主以外も
認証可能

すべての状況を考慮すると、指紋認識は最近のアクセスと受け入れ流通市場における
認識業界の最も一般的な方法であるが、感染を拡大させる可能が大きい。
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ディープラーニングアルゴリズム
登録速度と検証精度を大幅に向上させる

業界トップの顔認証スピード
認証速度最速0.2秒以下

顔詐称防止
デュアルカメラで出勤代替を防ぐ

ｚ

長距離温度スクリーニング
認証距離: 0.3-2 m.

マスク 検出
マスク着用警告と 強制マスク着用警告

各種認証方法
温度測定と顔／カード認証

アクセス制御機能

温度スクリーニング
測温範囲: 30°C to 45°C,
測温精度:±0.5 °C.

勤怠管理ステータス
出勤状態・休憩状態・残業状態

体温スクリーニング統合型顔認証端末 機能ハイライト

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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“ ”ディープラーニング学習技術では、
顔認証の平均精度が38 %増加する。

通常アルゴリズム

ディープラーニング

38%
小さなターゲット 一般的に側面ぼやけたイメージ

ディープラーニングアルゴリズムによる高速登録と精度向上

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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強化された認証速度
認証時間＜0.2秒

暗闇での認識
認証時間＜0.2秒

高速認証と暗闇での認証

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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顔詐称防止
(写真／ビデオでは認証不可能)

• より高いセキュリティレベル
• より正確な認証精度
• 不正侵入の防止

デュアルカメラ

顔の詐称防止

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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ソリューション構成：
体表温度測定顔認証端末

ソリューション利点：
・温度測定範囲：30~45℃、測定精度：±0.5℃

・同時にアクセス認証と体温測定：人物情報と温度情報を
バインドし、体温を測定しながら、人物情報を特定し、
通過効率を向上させます

・測定速度選択：実際のニーズに応じて、クイック測定
モードに切り替えることで、人物情報を確認せず、
体温測定を行うだけで、高速通過が実現可能

・早急な対応が実現可能：ローカルで測定結果がリアル
タイムに表示され、異常体温を検出した場合、アラーム
を出力して管理員に伝えます

体温スクリーニング統合型顔認証端末による体表面温度測定

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末

壁付
タッチレス認証で電気錠の解錠

専用スタンド

フレキシブルに設置可能
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発熱者検知ソリューション② 製品概要

●体温スクリーニング統合型顔認証端末

●ターゲットの温度を測定するための酸化バナジウム非冷却センサーをサポート
●温度測定範囲: 30 °C ～ 45 °C (86 °F ～ 113 °F), 

精度: 黒体キャリブレーションなしで± 0.5 °C
●認識距離: 0.3 ～ 2 m
●高速温度測定モード：顔を検出し、身元認証なしで体温測定
●複数の認証モードが利用可能：カードと温度、顔と温度、カードと顔と温度など
●マスク着用警告

認識している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーを
促します。同時に、認証又は出勤が可能

●強制マスク着用警告
認識している顔がマスクを着用していない場合、デバイスは音声リマインダーを
促します。同時に、認証又は出勤が制限

●認証画面に温度測定結果を表示
●発熱を検知すると音声プロンプトをトリガー
●発熱を検知した場合の設定可能なドアステータス（開/閉）
● TCP / IP 通信を介してオンラインおよびオフラインの温度情報を

クライアントソフトウェアに送信し、データをクライアントソフトウェアに
保存します。

●顔認識時間 ＜ 0.2 秒／ユーザー、顔認識精度率 ≥ 99%
●50,000 顔画像保存、50,000 カード情報保存、100,000 ログ情報保存
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工場の入口 学校の入口

スーパーの入口会社の入口

病院の入口

利用シーン

発熱者検知ソリューション② 体温スクリーニング統合型顔認証端末
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