
 

 

 

サーマルカメラ 

同時測定 

取扱説明書 
 

2020/08/04 作成 

2023/02/07 改訂 

 

 

 

 

本書の内容は製品の仕様変更などにより、加筆・修正が加えられることがあります。 

 



 

 

改訂履歴 

改訂日付 改訂内容 

2020/08/04 初版発行 

2020/09/03 「ソフトウェア動作環境」追記 

2020/09/11 「ソフトウェアダウンロード」「トラブルシューティング」追記 

2020/09/15 「パソコンとの接続」追記 

2020/11/06 「トラブルシューティング」追記 

2020/11/10 「設置場所」「トラブルシューティング」修正 

2020/11/26 「設置例」「その他の注意事項」追記 

2020/12/08 「使用上の注意」修正、「トラブルシューティング」追記 

2020/12/16 「パソコンとの接続」追記 

「IP アドレスの変更」「トラブルシューティング」修正 

2023/02/07 問い合わせ先の変更 



 

 

目次 

1. はじめに .................................................................................................................. 1 

2. 使用上の注意 ........................................................................................................... 1 

2.1. 設置場所 ................................................................................................................. 1 

2.2. 設置例 ..................................................................................................................... 1 

2.3. 設置環境基準 .......................................................................................................... 2 

2.4. その他注意事項 ...................................................................................................... 2 

3. 準備 .......................................................................................................................... 3 

3.1. ソフトウェアダウンロード .................................................................................... 3 

3.2. ソフトウェア動作環境 ............................................................................................ 3 

3.3. パソコンとの接続 ................................................................................................... 4 

4. サーマルカメラソフトウェア ................................................................................ 11 

4.1. メインウィンドウ ................................................................................................. 11 

4.2. パラメータ設定ウィンドウ .................................................................................. 13 

4.3. 記録を Excel へ出力 ............................................................................................. 17 

4.4. 動画の保存 ........................................................................................................... 18 

5. IP アドレスの変更 ................................................................................................. 19 

5.1. ソフトウェアダウンロード .................................................................................. 19 

5.2. IP アドレスの変更 ................................................................................................ 19 

6. トラブルシューティング ....................................................................................... 23 

7. お問い合わせ先 ...................................................................................................... 31 



1 

 

1. はじめに 

設置及び操作の前に本説明書を必ずよく読んで、注意を守ってください。 

本製品の測定温度は参考値となります。1 次スクリーニングにご活用いただけます。 

 

2. 使用上の注意 

2.1. 設置場所 

顔を撮影できる屋内に設置します。 

推奨設置高さ：約2m 

測定可能距離：1～4m 

※ただし 4ｍで設置した場合はお子様など測定者の顔の大きさによって測定されない場合

があります。設置距離を調整してください。 

 

2.2. 設置例 

出入り口付近で測定を行うと、測定対象者の皮膚表面温度が外気の影響を受け、正確に測

定できない可能性がございます。可能な限り時間をおいて、表面温度を安定させてから測

定できるよう、設置場所を検討してください。 

 

 2.3 設置環境基準、2.4 その他注意事項をご確認のうえ、設置してください。 

出入口 

測定エリア 
カメラの画角内に高温または低温のものを 

置かないでください 

測定対象者がサーマルカメラと同じ温度環境（屋内）に 

移動してからの時間が長いほど、表面温度が安定します。 
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2.3. 設置環境基準 

本製品は周囲環境に大きく影響を受けます。以下の環境を推奨します。 

 屋内使用 

 エアコンや出入口付近、窓の近くなどから離れた場所 

 無風、検温対象者やカメラに風が直接当たらない場所 

 バックライト、直射日光、間接日光を避けてください。 

 動作温度：約 10～35℃ 一般的な室温環境での使用を推奨します。 

 動作湿度：90％以下。カメラは防水ではありません。液体や蒸気から遠ざけてくださ

い。 

 強い光や影がなく、均一な明るさの環境を推奨します。また、顔を撮影するための十

分な明るさを確保してください。（250～800lux） 

 カメラ画角内に高温または低温の物体を置かないでください。 

 磁気の影響が少ない（周りに電化製品の少ない）場所 

 

2.4. その他注意事項 

 カメラの動作を安定させるために、起動後 10～15 分間程度の予熱を行う必要がありま

す。 

 測定対象者ごとの表示温度は、検出された顔エリアの最高温度です。 

 測定対象者を正面から撮影できる場所での設置を推奨します。 

 カメラおよび測定対象者が温度環境の異なるところから移動した直後は正確な測定が

できません。おおよそ 10～30 分間待ってから、測定してください。また、測定対象者

がアルコールを飲んだり、食べ物を食べたり、運動をした直後の場合は正確な測定は

できません。 

 小さなお子様は体温調節中枢が未熟なため、皮膚の表面温度が外気や室温の影響を受 

けやすく、実際の体温と大きく離れた測定値を表示する場合があります。本製品ご利

用の際は、設置環境に十分に配慮してご利用ください。 

 本製品は医療用の体温計ではありません。1 次スクリーニングに使用することを目的と

しており、高い温度が検出された場合、医療用の体温計で正確な体温を計測してくだ

さい。 
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3. 準備 

サーマルカメラの動作にはソフトウェアとの接続が必須です。 

3.1. ソフトウェアダウンロード 

下記ウェブサイトから専用ソフトウェアをダウンロードできます。 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/51159b/ 

ダウンロードした Zip ファイルを解凍します。Zip ファイルのアイコンを右クリックし、表

示されるメニューから「すべて展開」を選択します。「圧縮(ZIP 形式)フォルダーの展開」

ダイアログが開きますので、ダイアログの指示に従って展開してください。すでに解凍用

ソフトウェアが別途インストールされている場合は、「解凍」を選択してください。 

フォルダに含まれる IPCFaceId.exe を実行するとソフトウェアが立ち上がります。 

※ダウンロードしたフォルダを日本語が含まれるフォルダ下に配置するとエクセル出力時

に画像が表示されません。デスクトップ等、日本語を含まない場所に解凍してください。 

例 〇 C:\Users\Username\Desktop 

〇 D:\folder\AIThermalCameraHH 

× D:\フォルダー\AIThermalCameraHH 

 

 

3.2. ソフトウェア動作環境 

対応 OS：Windows 10/7 

別途サーマルカメラの電源供給に AC アダプターDC12V/2A（DC プラグ外径：5.5mmφ/ DC

プラグ内径：2.1mmφ/ 極性：センタープラス）、サーマルカメラと PC を接続するための

LAN ケーブル（ストレートケーブル）が必要です。 

 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/51159b/
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3.3. パソコンとの接続 

 

 

① カメラに AC アダプターを接続します。白いフラッシュが発光されることを確認してく

ださい。 

 

② LAN ケーブルを介してカメラと PC を直接接続します。 

 

  

AC アダプター 

PC 

LAN 

サーマルカメラ 

発光部 
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③ PC の IP アドレス設定を行い、カメラと PC を同一ネットワーク上に設定します。 

サーマルカメラの初期 IP アドレス：192.168.1.18 

・Windows10 をお使いの場合 

[1] スタートボタンをクリックし、［Windows システムツール］－［コントロールパ

ネル］を選択します。 

 

[2] [ネットワークとインターネット]をクリックします。 

 

[3] [ネットワークと共有センター]をクリックします。 
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[4]  [アダプターの設定の変更]をクリックします。 

 

[5] 設定したい接続アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

 

[6] [インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をク

リックします。 

 

  

PC と LAN ケーブルのアイコン 
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[7] 以下のように設定を変更します。 

 

※赤文字箇所は接続機器と被らない 1～254 のどれかを設定します。本カメラの 

IP アドレスが 192.168.1.18 なので、18 以外の 1～254 を指定してください。 

※サーマルカメラご使用後は元の設定（「IP アドレスを自動的に取得する」「次の

DNS サーバーのアドレスを使う」）に戻してください。 

[8] 入力後[OK]をクリックし設定完了です。 

  

IP アドレス：192.168.1.11 

サブネットマスク：255.255.255.0 

デフォルト ゲートウェイ：192.168.1.1 

 

優先 DNS サーバー：192.168.1.1 

※チェック不要 
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・Windows7 をお使いの場合 

[1] スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネ

ット]-[ネットワークと共有センター]を選択します。 

 

 

[2] [アダプターの設定の変更]をクリックします。 
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[3] 設定したい接続アイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 

 

[4] [インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をク

リックします。 

 

[5] 以下のように設定を変更します。 

 

※赤文字箇所は接続機器と被らない 1～254 のどれかを設定します。今回カメラ

の IPアドレスが 192.168.1.18なので、18以外の 1～254を指定してください。 

※サーマルカメラご使用後は元の設定（「IP アドレスを自動的に取得する」「次の

DNS サーバーのアドレスを使う」）に戻してください。 

 

[6] 入力後[OK]をクリックし設定完了です。 

 

PC と LAN ケーブルのアイコン 

IP アドレス：192.168.1.11 

サブネットマスク：255.255.255.0 

デフォルト ゲートウェイ：192.168.1.1 

  

優先 DNS サーバー：192.168.1.1 

※チェック不要 
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④ IPCFaceId.exe を実行して、ソフトウェアを起動し、正常に接続されていることを確認

します。 

正常に接続できていれば、プレビュー、サーモグラフィにオンラインと表示され、カメ

ラからの映像を見ることができます。 

左上に撮影している画角内の最高温度が表示されます。体温よりも高い温度が表示され

ている場合（画角内に高温のものが置かれている場合）は設置場所を再検討してくださ

い。 

 

 

※本製品には下記写真のような端子が付属していますが、こちらは使用しません。 

 

画角内の 

最高温度 
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4. サーマルカメラソフトウェア 

4.1. メインウィンドウ 

 

① カメラと PC が正しく接続されると、リアルタイムで映像が表示されます。 

② 【デバイスの取り外し／デバイスと接続】 

接続したいデバイスの IP アドレスを入力します。 

③ 【検出回数／高温検出回数】 

人物を検出した回数と高い温度の人物を検出した回数を表示します。下に検出された人

物のスナップショット、日時、測定温度が表示されます。 

④ 【記録出力】 

検出した記録を Excel ファイルに出力します。詳細は 4.3 記録を Excel へ出力を参照し

てください。 

⑤ 【記録削除】 

検出した記録を削除します。検出回数／高温検出回数のカウントがゼロになります。削

除された記録は Excel ファイルに出力されません。 

（スナップショットは削除されずに残ります。） 

⑥ 【マニュアル録画】 

撮影データを動画ファイルで保存します。詳細は 4.4 動画の保存を参照してください。 

⑦ 【録画フォルダ】 

動画ファイルの保存先を開きます。 

① ② 

③ 
④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
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⑧ 【スナップショットフォルダ】 

検出された人物のスナップショットの保存先を開きます。 

⑨ 【パラメータ設定】 

カメラの設定を変更します。 

⑩ 【アラーム OFF】 

アラームを停止します。 

 

  

【検出エリア】 

青枠内に検出した顔の温度を測定します 

【顔検出最大サイズ】 

青枠より小さい顔の温度を測定します 

【顔検出最小サイズ】 

青枠より大きい顔の温度を測定します 
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4.2. パラメータ設定ウィンドウ 

 

※【画像保存先】を変更するとエクセル出力に対応できないため、変更しないでください。 

※本製品は【黒体検出】、【黒体補正】、【保存期間】には対応していません。変更しないで

ください。 

① 【高温アラーム】 

⑪で設定する温度より高い温度の人物が検出されたときに高温アラームを鳴らす場合

はオンにします。アラームは接続した PC から鳴ります。 

② 【アラーム時間】 

アラームを鳴らす時間を設定します。 

単位は秒です。30 秒以下で設定してください。（推奨：3 秒） 

③ 【撮影間隔】 

検出された顔を撮影する間隔を設定します。単位はミリ秒です。（推奨：1000 ミリ秒） 

④ 【重複削除】 

同じ顔を検出したときに記録しない場合はオンにします。オフにすると撮影間隔ごとに

認識した顔を撮影します。（推奨：オン） 

※顔の角度が変わると同じ顔と認識せずに記録する場合があります。 

⑤ 【通常アラーム】 

測定温度に関わらず、顔を検出したときに通常アラームを鳴らす場合はオンにします。

アラームは接続した PC から鳴ります。 

人通りが多い場所でご使用される場合はオフを推奨します。 

  

① 

② 

③ 

④ 
⑤

￥ ⑥

⑦

￥
⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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⑥ 【検出エリア指定】 

検出エリアを指定する場合はオンにします。検出エリア外にいる人物は認識しません。 

オフにすると画角全体を検出します。 

 

[検出エリア詳細]から検出エリアの設定を行います。 

  

[ドラッグ]をクリックし、検出したいエリアに赤枠を描きます。赤枠が描けたら、[OK]

をクリックして枠の範囲を確定させます。その後、[適用]をクリックし、検出エリアの

設定を保存します。 

  

検出エリア 
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⑦ 【顔検出サイズ指定】 

顔検出サイズを指定する場合はオンにします。 

オフにすると距離に関わらず全ての人物を検出します。 

 

顔検出サイズ詳細から顔検出サイズの最小サイズ、最大サイズの設定を行います。 

 

遠くにいる人を検出したくない場合は最小サイズを大きく設定します。近くにいる人

を検出したくない場合は最大サイズを小さく設定します。 

[ドラッグ]をクリックし、検出したいエリアに赤枠を描きます。赤枠が描けたら、[OK]

をクリックして枠の範囲を確定させます。その後、[適用]をクリックし、検出エリアの

設定を保存します。 

⑧ 【マスク検知】 

マスクの着用の有無を検知します。オンにするとマスク未着用の人物を検知したとき

にアラームが鳴ります。 

顔検出最大サイズ 

顔検出最小サイズ 
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⑨ 【画像保存】 

検出された顔の写真を保存する場合はオン、保存しない場合はオフを設定します。 

⑩ 【温度補正モード】 

自動補正を選択してください。黒体補正、デバッグモードには対応していません。 

⑪ 【最高温度】 

正常な温度と扱う最高温度を入力してください。最高温度よりも高い温度が検出される

と①で設定した高温アラームが鳴ります。 

⑫ 【最低温度】 

検出者の測定温度として扱う最低温度を入力してください。（推奨：35℃） 

⑬ 【温度単位】 

摂氏（℃）を選択してください。 

⑭ 【自動スタート】 

データの空き容量が不足した場合に古いファイルが自動的に上書きされ、最新のファイ

ルが保存されます。容量はご使用のパソコンに依存します。（推奨：チェック） 
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4.3. 記録を Excel へ出力 

 

メインウィンドウの【記録出力】をクリックして、出力先を指定し、Excel ファイル形式で

記録を出力します。Excel ファイルには測定温度、高温アラームの有無、撮影日時、撮影さ

れたスナップショットが出力されます。 

 

※エクセルにスナップショット（visible light/thermal）が表示されない場合、ダウンロード

したソフトウェアフォルダを、日本語を含むフォルダ下に置いている可能性があります。

デスクトップ等日本語を含まないフォルダにソフトウェアフォルダを配置してご使用くだ

さい。（参照：3.1 ソフトウェアダウンロード） 
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4.4. 動画の保存 

 

メインウィンドウの【マニュアル録画】をクリックして撮影を開始します。 

撮影中はアイコンが赤色に変わります。 

撮影した動画はダウンロードしたフォルダの record に保存されます。 

メインウィンドウの【録画フォルダ】からもアクセスできます。 

※約 10 分ごとに保存されます。 
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5. IP アドレスの変更 

カメラと PC を直接お繋ぎする方はこの設定は不要です。 

ご利用の環境に合わせてサーマルカメラの IP アドレスの変更が可能です。以降の項目より

別途 IP アドレス変更用ソフトウェアをダウンロードしてください。 

5.1. ソフトウェアダウンロード 

下記をクリックするとサーマルカメラの IP アドレス変更用ソフトウェアのダウンロードが

始まります。（測定時に使用されているソフトウェアとは異なるソフトウェアです） 

https://www.artec-kk.co.jp/dl/51159b/data/IPWizard.zip  

ダウンロードした Zip ファイルを解凍し、フォルダに含まれる 

IPWizardIII_2.x.x(English).exe を実行するとソフトウェアが立ち上がります。 

 

5.2. IP アドレスの変更 

① 3.3 パソコンとの接続を参考に PC とカメラを接続します。 

IPCFaceId.exeのメインウィンドウで正常にPCとカメラが接続されていることを確認

します。 

 

  

https://www.artec-kk.co.jp/dl/51159b/data/IPWizard.zip
https://www.artec-kk.co.jp/dl/51159b/data/IPWizard.zip
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② IPWizard III_2.x.x(English)を立ち上げます。 

 

 

③ Search をクリックすると接続しているデバイスが表示されます。 

※PC の Wi-Fi 等が起動しているとデバイスが表示されないことがあります。コントロ

ールパネル\ネットワークとインターネット\ネットワーク接続から無効にしてください。 
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④ IP アドレスを変更したいデバイスの行をクリックすると、 

Equipment network information に現在の Device IP、Gateway、Subnet mask が入力さ

れます。 

 

 

⑤ ご利用のネットワーク環境に合わせて Device IP、Gateway、Subnet mask を変更しま

す。変更後の Device IP、Gateway、Subnet mask をメモや写真等で必ず記録してくだ

さい。次にカメラに接続する際に必要です。 

※変更前に必ず①でカメラと PC が正しく接続されていることを確認してください。変

更後の IPアドレスを忘れた場合にも、過去に接続したPCであれば、PCとカメラを LAN

ケーブルで直接接続することで IP アドレスの検索が可能です。 

 

⑥ Modify をクリックして変更を適用します。 
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⑦ 正しくカメラの IP アドレスが変更されているか確認します。 

同一ネットワーク上の PC を使って IPCFaceId.exe のメインウィンドウでカメラの変

更後の IP アドレスを入力し、接続します。プレビュー、サーモグラフィの映像が映る

ことを確認してください。 
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6. トラブルシューティング 

本製品を使用した際のトラブルシューティングを下記に記します。発生した問題が以下に

記載した手順で解決できない場合や発生した問題が記載されていない場合は、お手数です

が末尾のご連絡先までお問い合わせください。 

 

●PC の IP アドレス設定時に IP アドレスの競合が検出される場合 

 

原因：IP アドレスを 192.168.1.11 ではなく、192.168.1.18 に設定している可能性が考えら

れます。 

対策：再度入力した IP アドレスをご確認ください。 

 

 

●PC の IP アドレス設定時に Windows ネットワーク診断が開始される場合 
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原因：IP アドレス設定終了時に設定を検証している可能性が考えられます。（上記の表示が

されていても、カメラと PC は正常に接続されております。） 

対策：IP アドレス設定画面にて「終了時に設定を検証する」にチェックが入っていないか

ご確認ください。チェックが入っていますと、Windows ネットワーク診断の画面が表示さ

れます。 

 

 

●PC の IP アドレス設定時に以下のエラーが表示される場合 

 

 

 

チェック不要 
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原因：サーマルカメラ以外のネットワーク接続（Wi-Fi 等）にサーマルカメラと同様の IP

アドレス設定を割り当てている可能性が考えられます。 

対策：他のネットワーク接続の設定を確認してください。 

①  [コントロールパネル]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワーク接続]より

PC のネットワーク接続を確認します。 

 

 

 

 

② ①赤枠の接続（Wi-Fi やサーマルカメラ以外のイーサネット）を右クリックし[プロパ

ティ]を選択します。 

 

③ [インターネットプロトコル バージョン 4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリッ

クします。 

   

「Wi-Fi」や他の「イーサネット」 

IP アドレスを自動取得に設定します。 

以下②～の手順を参考にしてください。 

サーマルカメラ 

3.3③に従い、IP アドレスを設定します 
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④ 以下のように IP アドレスが割り振られている場合、「IP アドレスを自動的に取得する」

「DNS サーバーを自動的に取得する」に変更してください。 

※3.3③に記載している IP アドレスの設定はサーマルカメラと接続しているネットワ

ークのみに適用してください。 

 

⑤ プロパティの画面を閉じます。 

 
 

  



27 

 

 遠くにいる人（4m 以内）が測定されない場合 

原因：遠くにいる人を測定しない設定がされている可能性が考えられます。 

対策：顔検出サイズの設定を確認してください。（【顔検出サイズ指定】15 ページ参照） 

①【パラメータ設定】をクリックします。 

 

②【顔検出サイズ表示】が「オン」に設定されていることを確認して、【顔検出サイズ詳細】

をクリックします。 
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③「最小サイズ」の【ドラッグ】をクリックすると現在の顔として検出する最小サイズが

赤色の四角で表示されます。 

 

④今の四角よりも小さくなるよう左上から右下へドラッグします。 

※最小サイズは検出する顔の最小サイズを指定しています。こちらのサイズを小さくする

ことで小さい顔（遠くにいる人）も検出可能です。 
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⑤【OK】をクリックすると、最小サイズの数値が変化します。 

 

⑥【適用】をクリックして、【OK】を押すとウィンドウが閉じられます。 

 

⑦以下の画面で再度【適用】、【OK】をクリックしてください。 
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※もしくは、以下の【顔検出サイズ表示】をオフにしていただくと、顔のサイズに関わら

ず（測定者の距離に関わらず）、全ての人物を測定します。 

 

※設定を変更しても遠くの人が測定できない場合は 2.3 設置環境基準も併せてご確認くだ

さい。 

※お子様など測定者の顔の大きさによって測定されない場合があります。設置距離を調整

してください。 

 

 

 一時的に立て続けて高温検出される場合 

原因：何らかの状況で低温の測定値を続けて検出すると、ソフトウェア側で補正値が加算

されるプログラムとなっています。（自動補正機能） 

 

例として以下の状況の際に症状が発生することが考えられます。 

（例①）低温環境下で顔の表面温度が通常より低くなってしまっている人を数人連続で測

定した後に、常温の環境下にいた人を測定した場合。 

（例②）ポスターなど実際の人ではない顔を誤検出し測定してしまった直後に常温の環境

下にいた人を測定した場合。 

 

本製品の温度表示の原理としては、顔を検出した際に表示される四角枠内の最高表面温度

を測定し、最高表面温度から体温を推測してソフトウェア画面上に表示しています。 

通常より低い測定温度が続いた場合、体温推測のプログラムに環境影響を考慮した自動補

正が加わり、表示体温が高くなるようになります。 

その結果、低い測定温度の直後に通常の測定温度を検出すると、ソフトウェア画面上では

体温より明らかに高い表示が出てしまう結果となります。 

 

対策：設置環境を次ページのようにカメラを設置し、環境影響による顔表面温度の影響を

無くしてください。 

可能な限り時間をおいて、表面温度を安定させてから測定できるよう、設置場所を検討し

てください。 
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また、一時的に立て続けて高温が検出される症状が発生してしまった場合は、常温の表面

温度を複数測定することで再度自動補正がかかり、症状が治まりますが、症状が治まらな

い場合は、一度ソフトウェアを再起動させることで自動補正がリセットされ、正常に戻り

ます。 

 

7. お問い合わせ先 

株式会社 アーテック お客様相談窓口 

お電話によるお問い合わせ 072-990-5656 

お問い合わせフォーム https://www.artec-kk.co.jp/contact/ 

出入口 

測定エリア 
カメラの画角内に高温または低温のものを 

置かないでください 

測定対象者がサーマルカメラと同じ温度環境（屋内）に 

移動してからの時間が長いほど、表面温度が安定します。 

https://www.artec-kk.co.jp/contact/

