
For new normal society

フォークリフト
安全運転検知システム

車両ナンバー認証システム

AI検温ステーション

人数カウントシステム

顔認証システム

クラウド型
映像セキュリティシステム

REC
LIVE

監視カメラ映像のリアルタイムでの解析や、特定の来訪者や車両に対するスピーディーな認証により、施設の安全管理、業務効率化に貢献
します。複合型大型ビルや空港、物流施設、工場など、多くの人や車が利用する施設への導入が加速しています。

ドライバーのスマホで入庫予約。車両ナンバー認証システムと連携し、受付を自動
化。ドライバーの待機時間を減らし、アイドリングストップ・働き方改革を推進。

バース予約システム連携

施設の安心・安全に寄与する、画像解析＆映像セキュリティソリューション

2024年問題・カーボンニュートラルに対する、物流施設・工場向けソリューション

近年、物流施設や工場では、2024年問題（ドライバー労働時間）、カーボンニュートラル（環境負荷低減）といった社会課題に対し、働き方改革・
安全管理、省力化・生産性向上を推進しています。さまざまな情報を「見える化」する画像解析ソリューションが、お客様のビジネス課題を解決
いたします。

検温から防犯カメラまで、エッジ
AIとクラウドによる顔認証技術
を活用し、施設来訪者の検温
記録と映像記録を連携。

クラウド型映像
セキュリティシステム

車両ナンバー認証システム、
車両下部監視システム

施設内の人数をカウントし、
混雑度を見える化。顔認証で
セキュリティを強化。

人数カウントシステム、
顔認証システム

カメラ映像から人物の骨格
をリアルタイム検知。規定
人数（無人／有人）での作業
や、共連れ・立入り・侵入を
検出。

骨格検知による
安全管理システム

来訪者や従業員の検温を非接触で実現。温度の見える化で、
BCP対策を強化。

AI検温ステーション

接触の原因となる、一時停止違反を見える化。安全運転
指導で構内安全を向上。

フォークリフト 安全運転検知システム
車両の入退場記録をナンバー認証で自動化。重要
インフラ施設には、カメラで車両下部検査を自動化。

ビル・商業施設

交通・ターミナル

セキュリティ強化共連れや侵入者の検知

エビデンス不審者の特徴（顔情報）
による映像抽出

安全対策危険エリアへの立入検知

安全対策警戒エリアへの侵入検知

セキュリティ強化不審車両（車両ナンバー）
の検知

警備の省力化人物・車両検知と
ゲートシステム連携

物流施設・工場

セキュリティ強化警戒エリアへの
侵入自動検知

ガバナンス適正人数作業の検知

安全対策フォークリフト
接触事故の抑止

インフラ施設

セキュリティ強化外部侵入者の検知

安全対策危険エリアへの立入検知

環境負荷低減長時間待機車両の検知

●記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●画面はハメコミ合成です。
監視カメラの枠を超えた画像解析や映像セキュリティにより、
「安心・安全でスマートな社会」を実現します。
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AI ThermometerAI検温ステーション

■システム構成

Cloud Recording Surveillanceクラウド型映像セキュリティシステム
ニューノーマルの現代では、防犯や感染症対策として、来訪者と職員の安全を確保するため、新たな
セキュリティ対策が必要です。検温から防犯カメラまで、エッジAIユニットとクラウドによる顔認証技術
を活用し、施設来訪者の検温記録と映像記録を連携。スマートな映像セキュリティを実現します。

■AI検温ステーションをクラウド連携することで、顔認証機能を提供。
■防犯カメラとエッジAIユニットを接続し、クラウド録画を実現。AI検温ステーションもカメラとして活用可能。
■検温記録と防犯カメラ映像を、ダッシュボードで一元管理。写真検索・顔検索機能で対象人物を検索可能。

●本サービスを利用にあたり、システム構成機器のほかネットワーク機器、および上記ライセンスが必要です。また、別途通信料がかかります。
●AI顔認証対応クラウド型映像セキュリティシステムは、Atomrock社が提供するクラウドサービスを利用しています。
●Atomrock社は、AIoTエッジコンピューティングのプラットフォーム開発・設計・生産を行う会社です（本社、米国シアトル）。●画面はハメコミ合成です。

＜使用上のご注意＞■本製品は、薬機法が定める体温計ではありません。本製品は、スクリーニングを行うための体表面温度を測定するもので、測定結果は体温とは異なります。検温判定後に正しい体温を測定する場合は、体温計の使用を推奨し
ます。■本製品は被検温者のウイルス感染判断を行うものではありません。■本製品は屋内仕様です。直射日光は避けてください。■赤外線を放出する可能性のある高温または低温の背景を避けてください（例：キッチン調理面、熱器具、冷凍庫／
冷却器など）。■検温デバイスは起動中に自動調整（キャリブレーション）されます。自動調整には起動後10分間ほどかかります。■「顔情報」を扱う製品やシステムは、情報の取り扱いについて個人情報保護法の適用を受けます。設置にあたっては、
情報が個人情報に該当するかの判断（2条）、情報の適正な取得（20条）と利用目的の通知・公表（21条）、といった義務が伴うことを認識し、設置者による適切な対応が必要となります。
●画面はハメコミ合成です。

ユースケース 公共施設 病院
●施設入口や玄関に設置した検温器をカメラとして活用。昼夜を問わず入場者を鮮明に録画。
●特定人物や高温の人物が入場後にどのエリア／フロアに入ったか、「写真検索・顔検索」で行動を追跡。
●検温記録に加え、顔認証機能で従業員や職員の入退記録をダッシュボードで一元管理。

商業施設学校ビル・オフィス

ユースケース

セキュリティ強化
BCP対策

業務効率化

特長 特長
フルHD高画質でクラウド録画 顔認証AIでセキュリティを強化

クラウド録画

顔認証・検索

エッジAIユニットAI検温ステーション

Cloud
AI

WEBクライアント

LAN

PoE
HUB

ダッシュボード

モバイル
アラート通知

VA110

AEC100

JVC
VN-H58シリーズ

防犯カメラ

映像記録：１週間または１か月

顔情報登録（画像・テキスト）

顔認証
登録・照合

映像
記録・再生

VA110映像
（LIVE／記録再生）

防犯カメラ映像
（LIVE／記録再生）

顔検索 写真検索

AI検温ステーション
VA110 オープン価格

［スタンド別売］

HDネットワークカメラ
VN-H58 オープン価格

［レンズ別売］

エッジAIユニット
AEC100 オープン価格

［電源PoE Plus］

Atomrock社製

ライセンス
●AEC100 クラウド接続ライセンス（1年間）
●IPカメラ クラウド接続ライセンス（1年間）
●IPカメラ 顔検索ライセンス（1年間）
●IPカメラ 写真検索ライセンス（1年間）
●IPカメラ 31日間クラウド録画ライセンス（1年間）

CC-AEC100-1YR
CC-CAM-1YR
LIC-VAS-FS-AEC
LIC-VAS-PTOS-AEC
LIC-CR-31D

●IPカメラ 7日間クラウド録画ライセンス（1年間）
●VA110 クラウド接続ライセンス（1年間）
●VA110 顔検索ライセンス（1年間）
●VA110 写真検索ライセンス（1年間）

LIC-CR-7D
CC-VA110-1YR
LIC-VAS-FS-VA110
LIC-VAS-PTOS-VA110

各オープン価格　＊ライセンスはカメラおよびエッジAIユニットの台数分必要です。

パソコンやモバイル端末で、複数カメラのライブビュー＆クラウド録画
管理が可能。フルHDの高画質・低遅延のクラウド環境を提供します。※

AI検温ステーションのデータもクラウドへ連携。異常温度（高温）検出
でアラート通知。後から記録を検索できます。
クラウド録画は1週間または1か月間（オプション）。従来のレコーダーに
代わり、クラウド録画／再生／検索の機能を提供します。 顔認証AIはエッジAIユニットおよびクラウド上で提供されるので、解析

サーバーなどの専用機器追加は不要です。

AI検温ステーションの内蔵カメラ映像が、そのままLIVE／記録再生できます。

クラウド接続による「顔認証AI」機能を提供。従業員やゲストの顔登録を
行えば、セキュリティエリアへの入場と検温データを同時に記録できます。

非接触、0.3秒のスピード検温 音声アナウンスが可能
AI検温ステーションVA110では、学校や病院、
自治体、商業施設など、さまざまな施設に合った
音声アナウンスを設定できます。来訪者に対して
検温のご案内が可能です。

エッジAIユニットが、防犯カメラをインテリジェント化。AI検温ステーション
と防犯カメラを連携させることで、多彩なダッシュボードを提供します。
・複数の防犯カメラ映像から特定人物を検索する「写真検索」
・登録顔情報から検索する「顔検索」

AI検温ステーション
VA110 オープン価格

［スタンド別売］

フロアスタンド
VA110-STD-4 オープン価格

デスクスタンド
VA110-STD-2 オープン価格

ニューノーマル時代では、施設の感染リスク対策として、検温によるスクリーニングが行われるようになりました。来訪者だけでなく
従業員・職員も検温をすることで、内外要因のリスクを低減する必要があります。BCP対策として、非接触・セルフ式検温システム
「AI検温ステーション」をご提案します。

■音声と画面ガイダンスで、素早く（0.3秒）、高い精度（±0.2℃※）で体表面温度を測定。高温異常やマスク未着用を検出しアラート通知。
■測定結果は、本体に記録可能（最大100万件、スナップショットは最大2万件）。管理者はUSBメモリにデータ出力可能。
■スタンドアローン（検温記録）運用に加え、防犯カメラ＋エッジAIと連携したクラウド（顔認証、画像検索）運用への拡張が可能。

こちらの画面で
検温を

お願いします

幅広い利用シーンに対応

オフィス 工場
物流

商業施設 病院 ホテル

学校 幼稚園
保育園

アミューズ
メント

イベント
スペース

高性能赤外線センサーの採用
により、検温誤差±0.2℃※、
検出時間0.3秒を実現。マスク
着用のままでのセルフ検温
なので、対面による接触感染
リスクを抑えられます。高温
異常やマスク未着用検出時は
アラートで通知するので高温
発熱者を漏らしません。
※性能保証動作温度において
 ＊アフターコロナでは、マスク検知オフの
　設定切替も可能です。

＊音声メッセージは製品ホームページでユーザー登録後、ダウンロード可能です。

最大100万件の検温記録※

測定結果はVA110本体に記録。測定時刻と温度の記録に加え、検温時のスナップショット
（顔情報）の記録有無選択が可能。異常検知（高温・マスク無し）者の特定ができます。また、
USBメモリでデータ取り出しが可能です（CSV、HTML）。
※スナップショットは最大2万件
＊顔情報は個人情報保護法における個人識別符号に該当し、取得する事業者は適正な公表と安全管理措置が義務化されております。
＊VA110単体では、顔認証機能を有しておりません。

VA110組み合わせ全高 約440mm

VA110仕様 ディスプレイ：8インチ、電源：専用ACアダプター付属（入力AC100V、出力DC12V/3A）、消費電流：DC12V/3A、
外形寸法：幅128mm×高さ303mm×奥行27mm（マウントポール部含まず）

●セルフ式検温なので、対面による接触リスクを低減できます。
●従業員や職員の検温を励行することで、組織の検温データを記録・管理できます。

●高速検温で、入場がスムーズ ●非接触検温でスムーズなおもてなし ●施設利用者の全員検温実施

オフィス、学校、学習塾、スポーツクラブ（特定利用者の施設） 商業店舗、ホテル、飲食店（不特定利用者の施設） 公共施設、商業施設、イベント施設（不特定・多数利用者の施設）

リスク対策
ガバナンス強化

VA110組み合わせ全高 約1,500mm

Atomrock社製

●顔認証AI（カメラ2台まで接続）
●クラウド録画（カメラ8台まで接続）

Atomrock社製

※解像度はカメラの解像度に依存します。VA110の解像度は720pです。

公共施設 病院商業施設学校ビル・オフィス
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近年、商業施設や事業所での車両の入退場の自動化が加速しています。「車両ナンバー認証システム」は、入場から退場まで車両ナンバー情報
をデータ化。カメラ映像から車両ナンバーを認証し、非接触・非対面での入場受付チェックの自動化と車両管理工数の省力化を実現します。

商業施設・ビル・公共施設

■認証結果のモニター表示やインターカムへの通知、認証結果に応じた信号灯など外部機器との連動が可能。
■入退場の認証結果は自動的に記録。データベース化され、あとから検索・編集することが可能です。
■ご当地ナンバー、図柄ナンバーに対応。システム導入をする上で、これからの新型ナンバーへの対応は不可欠です。

●あらかじめ登録した要注意車両の来店を自動で知らせることで、警備体制を素早く指示・対応できます。
●入場台数や滞留台数をリアルタイムに確認できるので、スタッフの配置や人数を最適化できます。
●データを活用し、お客様の平均滞留時間や来店エリアの傾向などをつかめます。

セキュリティ強化

■メインメニュー画面

物流施設・工場
●認証結果をインターカムに音声通知。離れた場所にいる担当者に素早く情報を伝えることが可能です。
●あらかじめ登録した社有車や納入業者車両の受付記録（入退場）を自動化することで、警備員の受付業務を削減できます。
●長時間滞留の待機車両を特定し、ドライバーの業務負担軽減のための改善に生かせます。

■認証結果画面

■システム構成

ボトムカメラ映像で車両下部を鮮明に
表示・記録。入構車両の不審物検査を
省力化。大型車両のシャーシ腐食などの
確認にも活用可能。

入口 事務所内

出口

フルHDカメラ

外部機器
ゲートなど

I/F
PoEハブ ナンバー認証用PC＋無停電電源装置

警告灯 インターカム

業務効率化
マーケティング活用

業務省力化
働き方改革

作業効率化

仕 様

基本カメラ構成：各PCに2台（合計で最大10台）、車両登録件数：25,000件、記録保存：最大300万件（最大3年間）、認識対象ナンバープレート：日本国内のナンバープレート（大型
車、普通車、軽自動車）、ただし、次のナンバープレートは除く（字光式、アクリルカバー付き、フレーム付き、外交官、米軍、自衛隊、仮ナンバー）
●特長的なGUI：混雑状況の見える化や指定車両・滞留車両の状況表示、認証を知らせるポップアップ画面のデザインを3種用意（文字サイズ＝大・中・小）●車両の登録・検索・
レポート出力機能●インターカムや外部機器との連携機能●ご当地ナンバー・図柄ナンバーに対応（2022.4.18に交付開始された新全国版図柄ナンバーにも対応済み）●有効
期限付き車両登録：期間作業員や出入り業者など、期限を設けて入構を許可する機能●バース予約連携機能

働き方改革関連法により、2024年4月から物流業（自動車運転業務）の時間外労働は、年間960時間と上限規制されます。また、トラック運送
業界全体でCO2排出を減らすカーボンニュートラルの実現に向けて、運送の効率化に注力。物流施設では、待機トラックを減らすために、バース
予約システムの導入が加速しています。当社の車両ナンバー認証システムをバース予約システムと連携し、待機車両の解消や庫内作業の効率化
をご提案します。

■バース予約システムと連携することで、入場から受付を自動化。
■入場・退場記録などの受付業務を自動化。車両の検索も可能。
■ゲートシステムとの連携もでき、登録済み車両／未登録車両の入場制御が可能。

ユースケース

認証用モニター

Car Number Plate Recognition車両ナンバー認証システム
アプリケーション 車両ナンバー認証システム ～「バース予約システム」との連携

バース予約システム連携による、運用イメージ

①荷物を積んだトラックが
　工場から出発

車番認証用
カメラ

②車両ナンバー認証で
　自動入場

車番認証用
カメラ

④車両ナンバー認証で
　自動退場

●ナンバー認証（予約済み）→事務所受付へ誘導 ●ナンバー認証（予約済み）→バース・待機所へ誘導 ●ナンバー認証（予約無し）→事務所受付へ誘導

配送

連携

オプション：車両下部監視システム

待機時間の削減
業務効率化・エビデンス

セキュリティ強化

レーン制御・予約案内モニター（サイネージ）表示例

③2つのシステム連携で
　スムースに入庫

屋外用赤外線
LED投光器
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フォークリフトによる接触事故を撲滅したい。その課題を「フォークリフト安全運転検知システム」で見える化。安全指導に貢献します。

●骨格検知はオープンソースプログラムを使用しています。●被写体や周辺の撮影条件（大きさ、明るさ、コントラスト、色、反射など）によっては、検出できない場合があります。●本システムは顧客要求仕様に基づく設計となります。

People Counter人数カウントシステムForklift Safety Drive Detectionフォークリフト安全運転検知システム

Skelton Detection骨格検知による安全管理システム
作業場の適正人数照合、危険エリアへの侵入、入場時の共連れなどの課題に、カメラ映像の画像解析で人物を検出、アラート発報。
適正・安全作業のために、骨格検知による安全管理システムをご提案します。

カメラ映像からリアルタイムに人物の骨格を検知し、人数や位置情報・方向と組み合わせ、適正・安全な状態と照合します。

社会課題である「ソーシャルディスタンス」「３密回避」。カメラによる人数カウントで、人手に頼らず24時間
リアルタイムに計測しオペレーションを支援。施設運営の改善、省力化・効率化に貢献します。

●フォークリフト天面にカメレオンコードを取り付け。カメラ映像
からカメレオンコードを認識し、動態・停止を検知するアプリ
ケーションを開発。
●加えて、どこの営業所／どのフォークリフトの停止違反か、検知
履歴を本部で確認できるよう、ダッシュボードを開発。

4色のカラーコードをカメラで認識。
一般のバーコード、QRコードと異
なり、複数のカラーコードを同時に
認識することができ、動画・静止画
どちらでも入力できます。

「フォークリフト安全コックピット」 株式会社 日立物流 様導入事例

日立物流様では、営業所の構内安全を図るため、フォークリフトの一時停止を見える化。
カメレオンコードによる動態・停止検出で、フォークリフトの一時停止を検知。

お客様のご要望

「フォークリフト安全コックピット」を導入

■カメレオンコード®

構内フォークリフト接触の原因の一つが、一時停止の違反。
本部で停止違反を見える化し、
営業所への安全指導を行いたい。

カメレオンコード検出画面 カメラ画面

ダッシュボード画面
全国の営業所、および稼働
するフォークリフトの「違反
なし」「一時停止違反」を、
サーバーで一元管理。本部
管理者はレポートを確認し、
是正の安全指導を行って
います。

Chameleon code®

※説明画像内の荷物には、ボカシを入れております。

ユースケース
●カメラ映像からリアルタイムに人数を検出。適正人数との照合・判定。
●危険エリアにいる人物を検出し、警告灯で瞬時にアラート発報。
●人の位置情報や方向を検出し人数をカウント。不正な入室などへの対策。 セキュリティ強化

安全管理
ガバナンス強化

検知イメージ

画像の中から
人物を検出

カメラ映像 骨格検知映像

Face Recognition顔認証システム
近年、重要施設ではテロ脅威に対する監視カメラの設置が加速。民間でも迷惑行為者の対策など、セキュリティが強化されています。「顔認証
システム」は特定人物の顔情報を事前登録し、リアルタイムに来訪を検知して自動で通知。セキュリティを高め、省力化を実現します。

■犯罪者、迷惑行為者、VIPなどの顔情報を事前登録可能で、ウォークスルー認証が可能。
■事前登録された顔との認証一致時にアラートを発報。警告灯・接点などの外部機器との連携が可能。
■サーバー間連携も可能な「統合管理型顔認証システム」の構築も可能。

ユースケース 大規模公共施設 インフラ施設ビル・オフィス空港
●統合管理を可能とし大規模施設に対応。正面顔から31アングルを自動作成し高い認証率。 セキュリティ強化

■システム構成■メインメニュー画面 施設A
本部

NETWORK

照合
PC

施設B

照合
PC

施設C

照合
PC

統合管理PC
・情報配信機能
・本部通知機能
・来訪履歴表示機能

●顔認証システムは、通常の監視カメラと異なり、画像認識のための被写体照度やカメラ設置条件（距離・角度など）が規定されています。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。
●「顔情報」を扱う製品やシステムは、情報の取り扱いについて個人情報保護法の適用を受けます。設置にあたっては、情報が個人情報に該当するかの判断（2条）、情報の適正な取得（20条）と利用目的の通知・公表（21条）といった義務が伴い、
取得事業者による適切な対応が必要となります。

＊カメレオンコード®は、株式会社シフトの登録商標です。

＊画像はイメージです。

■カメラ単体で人数をカウント。追加のハードウェアは不要（サーバー機能はカメラ組込型）。
■カウントデータは、カメラ内部に3ヶ月間保存。CSVやJSON形式でのデータ取り出しも可能。
■クラウド型「統合管理アプリケーション」（オプション）で、施設別／時間帯別／対前年比などのダッシュボードを用意。

ユースケース
●曜日や時間帯別に、来訪者数に応じて従業員のシフト作成に。
●来訪者の人数を分析し、入店制限などの運営活用に。
●チェーン各店舗の入店者数を本部でリアルタイムに統合管理※し、分析対応。

生産性向上

交通・ターミナル アミューズメントビル・オフィス商業施設

見える化
業務効率化

※統合管理アプリケーション「ViPoRe」（オプション）を使用。

■システム構成

※サンプルソフトは、通過人数または滞留人数を表示するソフトで、サポート対象外、無保証の条件となります。お客様のニーズに合わせた新規開発も可能です。

人数カウントにネットワークカメラを使用。既存のネットワーク設備も活用できます。

人数カウントカメラ

集計・表示用パソコン

警告灯など（オプション）

ネットワーク

集計・表示にはサンプルソフト※を用意（無償提供）。

直上カメラ設置で高精度の人数カウント（IN/OUT）を実現。
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