
1

体温測定カメラシステム

～サーマルカメラのご提案～
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体温測定システムについて
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背景
新型コロナウイルス感染の主な症状として、「発熱」があげられています。
また、2020年5月4日に発表された、「新しい生活様式」実践例では、
毎朝の体温測定や、発熱時の外出控えを推奨しております。そのため、
人が多く集まる場所では、ウイルスを持ち込まないために、発熱者を早
期に発見するという取り組みが必要と言われています。

※出展：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

サーマルカメラとは？
温度が絶対零度（−273.15 ℃）より高い物体は、表面より赤外線を放出しており、温度が高いと赤外線が強く、温度が
低いと弱くなる性質があります。サーマルカメラは、赤外線を数値化し、温度を即時に測定しております。

メリット
• サーマルカメラが、人の温度を測定するのに要する時間はわずか1秒と効率が高く、多くの出入りがある場所でも測定

も可能です。
• サーマルカメラは非接触温度測定が可能であり、機種にもよりますが、1m離れた場所でも測定でき、物理的な接触

によるウイルス感染リスクを低減することが可能です。

※画面イメージ

サーマルカメラとは？

※1：サーマルカメラ（ハンディ）を除く

※1 ※2

※2：サーマルカメラ（ハンディ）及び顔認証端末を除く

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
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発熱者スクリーニングプロセス

① 施設入口といった、屋内のスペースにサーマルカメラを設置します。

② サーマルカメラで発熱者を簡易スキャン（スクリーニング）します。

③ 発熱者を検知（音声通知可）した場合、別室にて「体温計」で測定を行います。

注意事項

• サーマルカメラは、被写体がウイルスに感染しているかを判断するものではございません。
• サーマルカメラは、物体の温度分布を表示する装置です。医療器具ではございません。
• 測定しているのは「表面温度分布」であり、体温計ではございません。
• 帽子などを被っている場合は、帽子を外して測定することを推奨します。
• 設置環境、非測定者の状態で、測定結果は変動します。

別室で体温測定

入店

運用例



5

サーマルカメラ
（タレット型）

サーマルカメラ
（ハンディ）

額の温度計
※ご参考

測定距離 0.8～1.5m 約1m 1~5cm

測定速度 リアルタイム（約1秒） リアルタイム（約1秒） 1~5秒

測定人数 最大20名 - 1名

画面表示 熱画像・通常画像 熱画像 体温数値のみ

測定効率 最大1200人／分 60人／分 12人／分

情報保存 ビデオ スクリーンショット 温度情報

音声通知 あり - なし

サーマルカメラのメリット

• 測定者と対象人物の距離を保つことができ、感染リスクを減らすことが可能です。

• 測定速度が速いやめ、動いている物体でも測定を行うことが可能です。

• 測定効率が高いため、多くの人数が集まる場所でも測定を行うことが可能です。

• 潜在的感染者の証拠を残すことが可能です。

体温計との違いについて
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サーマルカメラ
①タレット型

サーマルカメラ
②ハンディ型

顔認証端末
③端末型

設置場所 入口 自由 入口

測定精度 ±0.5℃ ±0.5℃ ±0.5℃

測定距離 0.8～1.5m 約1m 0.5~1.5m

測定人数 最大20名 - 1名

画面表示 熱画像・通常画像 熱画像 -

情報保存 ビデオ スクリーンショット 人物＋温度情報

音声通知 あり ー あり

その他特長
• 人物情報と温度情報の管理

• ドアなどとの連動も可能

ユーザー
商業施設・病院・学校
・工場・オフィス

全業種 オフィス・工場・学校

①タレット型 ②ハンディ型 ③端末型

サーマルカメラの種類
• 3種類のサーマルカメラをご準備いたしました。それぞれの特長をご紹介します。

サーマルカメラの種類について

※サーマルカメラ（ハンディ型）は、AI顔認識機能はございません。
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販売ラインナップについて
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取り扱いラインナップについて

品名
セット販売内容

単品販売
完全お任せ お任せ 顔認証端末

発熱測定AI顔認識カメラ ○ ○ ○

ハンドヘルド発熱測定カメラ ○ ○

4K対応8chNVR(4TB) ○ ○ ×

21.5インチモニター ○ ○ ×

三脚 ○ ○ ○

三脚アダプタ ○ ○ ○

4ポートPoEスイッチ ○ ○ ×

LANケーブル(30m)×2 ○ ○ ×

LANケーブル(10m) ○ ○ ×

発熱測定AI顔認証端末LITE ○ ○

顔認証端末 専用スタンド ○ ○

ACアダプタ ○ ×

完全お任せセット ー

お任せセット ー

顔認証端末セット ー



セット
名

完全お任せセット お任せセット 顔認証端末セット

写真

セット
内容

サーマル
カメラ

サーマル
カメラ

（ハンディ）

4K対応8ch
NVR(4TB)

サーマルカメラ
4K対応8ch
NVR(4TB)

21.5インチ
モニタ

顔認証
端末

専用スタンド ACアダプタ

21.5インチ
モニタ

LANケーブル
（3本）

4ポート
PoEスイッチ

LANケーブル
（3本）

4ポート
PoEスイッチ

利用
シーン

商業施設／病院／学校 商業施設／工場／オフィス 学校／工場／オフィス

選定
ポイ
ント

• 工事、PCの準備も不要なパッケージです。
• 据え置き型のサーマルカメラに加え、ハンディ

タイプのサーマルカメラも活用することで、柔
軟な測定が可能です。

• 工事、PCの準備も不要なパッケージ。
• 複数人を一度に測定できる効率的なシステム

構成です。
• 温度情報と人物情報の紐づけ可能
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※初期設定時はPCが必要です。

セットプラン



製品名 発熱測定顔認識カメラ ハンドヘルド発熱測定カメラ 発熱測定AI顔認証端末LITE

写真

機能

焦点距離
3.1mm

測定精度
±0.5℃

160×120
(温度画素数)

焦点距離
3.1mm

測定精度
±0.5℃

160×120
(温度画素数)

測定精度
±0.5℃

160×120
(温度画素数)

測定距離
0.8~1.5m

測定温度
30~45℃

測定距離
約1m

測定温度
30~45℃

測定距離
0.5~1.5m

7インチ
タッチスクリーン

測定温度
30~45℃

特長

• AI顔認識機能搭載で、誤報を減らし
ます。

• 複数人を瞬時に計測できるため、効率
的な検知が可能です。

• 音声アラーム機能を搭載しております。
• 光学カメラも搭載しており、通常映像

も記録可能です。

• 携帯型のため、持ち運んで計測を行う
ことが可能です。

• 異常な温度を検知した場合は、画面
上でカラースケールが表示されます。

• 撮影画像は、MicroSDカードへの保
存が可能です。

• カード6,000件、顔6,000件、イベン
ト100,000件の容量です。

• カードと温度、顔と温度、カードと顔と
温度などの情報管理が可能です。

• 異常な温度を検出した際、音声通知
が可能です。

• マスク着用していない場合、警告を出
すことが可能です。

保証 3年 3年 3年

10

カメラ単体
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製品名 21.5インチモニター 三脚 三脚アダプタ 4K対応8chNVR(4TB)

画像

詳細

• スクリーンサイズ：21.5インチ
• ディスプレイタイプ：LEDバック

ライト
• 入力：HDMI／VGA
• 寸法：

511×377×170(mm)

• 高さ（最大延長時）：
1850mm

• 高さ（最小時）：485mm
• 重量：2.4kg
• 最大耐荷重：30kg

• KN-TC0001用アダプタ
• 重量：119.8g

• 8ch
• 4TB

保証 1年 1年 1年 3年

製品名 顔認証端末 専用スタンド ACアダプタ 4ポートPoEスイッチ LANケーブル

画像

詳細

• KN-TC0007用スタンド
• 素材：SPCC
• 重量：6.7kg
• 98.5×1342×225mm

• KN-TC0007用アダプタ • 4×10/100Mbps自動
MDIX PoEポート

• PoEポートあたり最大30W
• PoE電力バジェット60W

• 30m×2
• 10m×1

保証 1年 1年 1年 1年

その他
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サーマルモジュール

最大解像度 160×120(出力画像の解像度は320×240)

レンズ 焦点距離3.1mm

最低焦点距離 0.2m

光学モジュール

最大解像度 2688×1520

最低照度 カラー:0.0089Lux, 白黒:0.0018Lux

レンズ 焦点距離4mm

スマート機能

温度測定
3つの温度測定ルールタイプ、
21のルール（10ポイント、10エリア、1ライン）

測定温度範囲 30°C ～ +45°C±0.5°C

赤外線

IR 距離 最大 15m

IRの強度と角度 自動調整

ネットワーク

ビデオ圧縮 H.265/H.264/MJPEG

統合

アラーム入力 1-ch 入力 (0-5VDC)

アラーム出力 1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション

オーディオ入力 マイク イン/ラインイン インターフェース。

オーディオ出力 線形レベル; インピーダンス:600Ω

SDカード MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256G)

全般

電源 12VDC±20%,2コア端子台、PoE(802.3af, クラス 3)

動作環境 10°C ～ 35°C（屋内および無風環境でのみ使用）95% 以下

保護レベル IP66 標準,TVS6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護

寸法 138.3mm×138.3mm×123.1mm(5.45"×5.45"×4.85")

重量 940g(2.07lb)

製品名
発熱測定顔認識AIカメラ

特長

• 測定温度精度：±0.5℃
• 異常値判定時にアラート可能
• 最大20名測定可能
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発熱測定顔認識AIカメラ 測定映像イメージ

測定結果について

• AI顔検知機能により、顔のみを測定します。 ※顔以外の熱源による誤報を減らすため。

• 最大20人の顔の検知が可能です。

• 各顔に対して、測定を行った温度を顔の上部に表示します。

• 設定温度より低い場合は緑色、設定温度より高い場合は赤色で、顔枠及び温度が表示されます。

＜通常温度の場合＞ ＜設定温度より高い場合＞
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製品名

サーマルモジュール

最大解像度 160×120
ピクセルピッチ 17μm

レンズ 焦点距離3.1mm
視野 37.2°×50°

最低焦点距離 150mm以下
絞り F1.1

表示

モニター 320×480 2.4インチ LCD ディスプレイ
パレット ブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、アイアンボウ

温度測定

温度測定 最大温度、最小温度、中心温度

測定温度範囲 30°C ～ 45°C、±0.5°C（測定誤差）

バッテリー

バッテリー
タイプ

充電式リチウム電池

バッテリー
稼働時間

8時間

ストレージ

ストレージ MicroSDカード（8G）
画像 サーマル画像

全般

ハードウェアイン
ターフェース

micro USB

言語 英語
電源 3.7VDC/0.4A、最大1.2W

動作環境 -10°C ～ 50°C
保護レベル IP54、落下試験高さ2m

寸法 196mm×117mm×59mm
重量 350g

付属品
電源アダプタ、USBケーブル、8GBメモリーカード、リストストラップ、
ユーザーマニュアル、ディスク

ハンドヘルド発熱測定カメラ

特長
• 持ち運び可能で柔軟な使用可能
• 温度測定精度±0.5℃
• 撮影情報保存可能
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ビデオ／オーディオ入力

IPビデオ入力 8ch、最大12MP解像度
2wayオーディオ 1-ch、RCA(2.0Vp-p、1kΩ)

受信帯域幅 80Mbps
送信帯域幅 256Mbps
同時接続数 32

録画解像度
12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF
/QCIF

HDMI出力解像度
4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、
1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、
1024×768/60Hz

VGA出力解像度
1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、
1024×768/60Hz

オーディオ出力 1-ch、RCA(Linear,1KΩ)

デコーディング

デコーディング
フォーマット

H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

ライブビュー／
再生解像度

12MP/8MP/6MP/5MP/

同時再生 8-ch

ネットワーク

プロトコル
TCP/IP1、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、NFS、
iSCSl、UPnP™、HTTPS

ハードディスク

容量 4TB

外部インターフェース

USB
インターフェース

前面：1×USB2.0、背面：1×USB3.0

アラーム入出力 4入力/1出力

ネットワーク
インターフェース

1 RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernetインターフェース

全般

消費電力／電源 AC100V/180W

動作環境 -10°C ～ 55°C、10~90%（湿度）

寸法 約385×315×52mm

製品名
4K対応8chNVR(4TB)

~

特長

• 8ch
• 4TB搭載
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温度測定

温度範囲 30℃～45℃
センサー 酸化バナジウム非冷却センサー
解像度 120×160

フレームレート 25fps
精度 ±0.5℃（黒体校正なし）

測定距離 0.5～1.8m

スクリーン

サイズ 7インチ
タイプ タッチスクリーン

カメラ

ピクセル 2MP
レンズ デュアルレンズ

ネットワーク

有線
ネットワーク

対応、10/100/1000 Mbps 自己適応

インターフェース

インター
フェース

ネットワークインターフェース、RS-485、ウィーガンド、ロック出力、終了ボ
タン、ドア接点入力、タンパー

容量

カード 6000
顔 6000

イベント 100,000

認証

カードタイプ Mifare 1枚
カード読込距離 0~5cm
カード読込時間 1秒以下
顔認証時間／距離 0.2秒／人、0.5~0.8m

機能

顔なりすまし 対応
ライブビュー 対応

オーディオプロンプト対応

全般

電源 12VDC/2A

動作環境
0°C ～ 50°C、10℃～35℃（温度測定用）、10~90%（湿度・結露なし）
屋内、無風環境のみ使用可能

製品名
発熱測定AI顔認証端末LITE

特長
• 温度情報と人物情報の紐づけ可能
• 異常値検出時音声アラーム設定可能
• マスク着用なしの場合の警告可能。



■神戸本社 〒653-0037　神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
 TEL：078-643-1901　　FAX：078-643-1902

■ 堺 〒590-0078　堺市堺区南瓦町1番19号 グランビルド堺東507
 TEL：072-232-6440　　FAX：072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851　名古屋市千種区今池南29番24号 川島第一ビル
 TEL：052-251-8748　　FAX：052-733-0375

URL:http://www.tokaisecurity.net       Mail:  info@tokaisecurity.net

【販売会社】
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