
１、本体操作メニュー画面 ページ２

２、管理システムメニュー ページ３

３、アプリケーション設定 ページ３
3.1  デバイス名設定 　ページ４
3.2  体温設定 　ページ４
3.3  識別パラメーター設定 　ページ６
3.4  音量設定 　ページ６
3.5  起動設定 　ページ７
3.6  アプリケーション情報設定 　ページ７
3.7  認証結果表示 　ページ８
3.8  パスワード設定 　ページ８
3.9  カメラ解像度プレビュー設定 　ページ９
3.10  ロック画面の明るさ設定 　ページ９
3.11  再起動時間 　ページ１０
3.12  リレー設定 　ページ１０
3.13  その他 　ページ１１
3.14  アプリケーション初期化　 　ページ１１

４、顔データ入力 ページ１2
 4.1　社員情報などの個別登録 　ページ12
 4.2　社員情報の一括登録 　ページ13

５、アプリケーション情報 ページ１４

６、通過記録 ページ１５

７、顔データベース ページ１５

８、顔認証画面 ページ１６

９、日本語入力の設定方法(バージョン2.5.0.12以降) ページ１６

１０、多言語設定 ページ１７

非接触体温測定・顔認識システム

目　次

プライム・スター株式会社 〒 107-0052 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング8階
TEL  (03) 6869- 6606   FAX   (03) 6869- 6607  http://primestar.co.jp/       　 2020.10.22 1/17



１、本体操作メニュー画面
　　本体電源を入れ起動し、USBポートにマウスを接続します。

マウスホイールボタンをクリックします。

パスワード入力画面(ポップアップ)が表示されます。

初期パスワード："******"を入力します。

"決める"をクリックします。

マウスホイールボタン

非接触体温測定・顔認識システム
＋Clear 本体操作説明書

プライム・スター株式会社 〒 107-0052 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング8階
TEL  (03) 6869- 6606   FAX   (03) 6869- 6607  http://primestar.co.jp/       　 2020.10.22 2/17



２、管理システムメニュー

管理システムメニュー

・ログイン管理
・アプリケーション設定
・顔データ入力
・アプリケーション情報
・通過記録
・顔データベース

３、アプリケーション設定

アプリケーション設定メニュー
1 デバイス名設定
2 体温設定
3 識別パラメーター設定
4 音量設定
5 起動設定
6 アプリケーション情報設定
7 認証結果表示
8 パスワード設定
9 カメラ解像度プレビュー設定
10 ロック画面明るさ設定
11 再起動時間設定
12 リレー設定
13 その他
14 アプリケーション初期化
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3.1   デバイス名設定
デバイス名の初期設定はMACアドレスになります。
デバイス名及び、会社名設定は任意の社名に変更が可能です。

3.2  体温設定

 体温測定
 体温測定機能の"オン" 或いは"オフ"を選択可能です。初期設定:"オン"です。
1) "オン":顔を認識して、顔認証情報と体温予測値を表示します。
2) "オフ":画面の顔認識用枠が消え、温度測定をしません。(顔認識はします。)

 体温補正
体温補正の"自動"或いは"マニュアル"を選択可能です。
マニュアル：初期設定値：0℃、設定範囲：0℃～1℃ ※小数点第1位まで変更可能です。
                   初期設定：+(常温または低温の場合)；
                   例：補正+ 0.3℃、認識された体温36.1℃の場合、36.4℃と表示されます。
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 シーンセレクション
"屋内"或いは"アウトドア"を選択可能です。
※通常は変更する必要はありません。

体温モード
1)最初のスクリーニング：スピーディーに温度測定し、体温予測値を表示します。
2)細かいふるい：一定時間温度測定し、高精度の体温予測値を表示します。
                      ※一定時間温度測定するため、顔認識に時間が若干かかります。

 警告しきい値
アラームのしきい値を設定します。"オン"にすることで、検知された温度がしきい値を超えた
場合、アラームが鳴ります。 初期設定値は37.3℃になります。
30.0℃～45.0℃の範囲で、小数点以下1位まで変更できます。

 体温警告
 "オン"または"オフ"で選択可能です。初期設定:"オン"
1) "オン"：検出された温度がしきい値より高い場合、表示画面に体温を表示し、
    アラームが鳴ります。温度がしきい値を下回っていた場合アラーム鳴りません。
2) "オフ": 検出された温度に関係なく、アラームは鳴りません。

 温度表示
温度表示単位として"摂氏"、"華氏"、"摂氏＋華氏"から選択設定できます。

 ファン
"オン"または"オフ"の選択可能です。
※通常は変更する必要はありません。

 マスク検出
 マスク検出機能、"オン" 或いは"オフ"を選択可能、初期設定:"オフ"
1) "オン"：マスク着用していない人を検出します、画面背景は赤になり、 
   "マスクを着用してください"と音声が流れます。
2) "オフ"： マスク着用の有無を検出しません。

 未登録者モード
未登録者モードの設定を"オン"或いは"オフ"で設定できます。
"オン"にすることで、未登録者のアラートが表示されなくなります。

 見知らぬ人の記録（未登録者の記録）
未登録者の記録設定を"オン"或いは"オフ"で設定出来ます。
"オン"にすることで、通過記録に顔認識、温度測定、時間などの情報が記録されます。
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3.3  識別パラメーター設定

 テストしきい値
識別写真の要求精度を設定できます。設定値は高い方が写真に対する要求が低くなります。
初期設定:17
※通常は調整する必要はありません。

 識別回数
登録されている人との照合回数を設定出来ます。初期設定:3 
※通常は調整する必要はありません。

 生体
識別時に生体確認をします。"オン"或いは"オフ"を選択可能、初期設定"オフ" 
"オン"にする事で、スマートフォンなどで顔画像を表示しても顔認識し難くなります。

3.4  音量設定
音量の設定ができます。
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3.5 起動設定

 自動起動
"オン"或いは"オフ"で設定可能です。"オン"にしたときは、端末起動時に、本アプリケーションが
自動起動します。

 アプリケーション デーモン
アンドロイドの画面から、約30秒で開始画面に自動で戻ります。
"オフ"にすると自動的に開始画面に戻りません。

 アプリケーションスレッドデーモン
"オン"を選択した場合、アプリケーション起動時に、カメラ異常が発生した場合、再起動します。

3.6 アプリケーション情報設定

 画面下部の情報表示有無の設定
1)非表示：画面下部の情報を表示させません。（カメラ画像が全画面表示されます。)
2)表   示:  画面下部の情報を表示させます。
初期設定: "表示"
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3.7 認証結果表示

 顔認証時
認証成功時： "画像を表示する"または、"名前の表示する"のどちらかを選択出来ます。
認証失敗時：" 赤ライト点灯"または、"赤ライト消灯"を選択できます。
台座ライト： "三色光"または、"単色ランプ"を選択できます。

3.8  パスワード設定
1段目は現在のパスワード入力してください。
2段目は新パスワードを入力してください。
3段目は新パスワード再入力してください。
※パスワードは1桁-6桁で、空欄にはできません.
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3.9  カメラ解像度プレビュー設定
顔認識カメラの解像度を設定できます。
初期設定：1280＊720
※通常は調整する必要はありません。

3.10  ロック画面の明るさ設定
ロック画面の輝度を変更できます。
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3.11  再起動時間設定
デバイス再起動時間を設定：時ー分（初期設定:03:00）もしくは24時間制での再起動を
選択した場合、設定時刻通り再起動します。選択しなければ再起動はしません。 
初期設定: 再起動

3.12  リレー設定
リレーモード

モード0: 手動モード
自動閉鎖しないので、手動で操作する必要があります。

モード1: 自動クローズモード(初期設定）　※通常はこちらを使用してください。
設定された遅延秒数後に、リレー信号を出します。

モード2: 自動クローズモード
モード1とは逆のリレー信号を出します。設定された秒数後にリレー信号を出します。

※遅延：初期設定値は5秒、最大値は63秒です。
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3.13  その他

体温測定ファームウェアのバージョン更新
  ファームウェア更新を手動で行う時に使用します。※通常は使用しません。

コールバック 設定
  "オン"或いは"オフ"の設定が出来ます。
 オン: コールバックURLを入力する事が出来ます。
顔認識成功時に、設定したURLにJsonデータ方式で識別情報を自動送付します。

通信アドレス設定
通信アドレス設定を"オン"にすると、IPとポート番号を入力できます。
初期設定："オフ"

3.14  アプリケーション初期化　
アプリケーション内のすべての設定とデータを消去します。
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４、顔データ入力
デバイスに社員情報、顔データ、社員ID、名前、性別を保存して登録する事が出来ます。

 4.1　社員情報などの個別登録
顔データ、名前、社員ID、性別を登録してセーブします。
顔データの登録画面 顔の撮影、名前など入力
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 4.2　社員情報の一括登録
個別登録以外で、USBメモリを使用する事で社員データの一括登録が可能です。
登録方法は、指定されたフォーマットのExcelファイルを使います。

一括登録手順
1) USBメモリのディレクトリにimportVipフォルダを作成します。

2) importVipディレクトリに、用意したExcelファイルを保存します。
 ※  Excelフォーマットは指定された形式が必要で、参考画像をご参考ください。
   ※Excelファイルは一つのみにしてください。

3) imagesフォルダを作成し、その中に登録人員の顔データ写真を保存してください。
   顔データ写真名は、社員IDにしてください。画像はpngまたはjpgを使用できます。 
　※顔画像は顔が明瞭で、きちんと認識できるものをご用意ください。解像度は680×480。
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4) 作成ファイルを保存したUSBメモリを本体USBポートに接続すると
    自動的にインポートが開始されます。
　インポート完了後、総人数、成功人数、失敗人数の情報が表示されます。

5) インポートが完了すると、USBメモリー内にfailフォルダーが作られ、
　インポートが失敗した原因が明記されたExcelファイルを生成します。

５、アプリケーション情報
デバイスに関する情報を表示します。
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６、通過記録
通過記録を見る事が出来ます。日付を検索し、通過記録データを見る事が出来ます。
出力でUSBメモリーに通過記録をExcelファイルで出力する事が出来ます。
出力されたファイルでは、氏名、通行時間、体温、認証時の顔画像などが表示されます。

７、顔データベース
顔データベースでは、登録されている顔データ情報などを確認する事が出来ます。
データを1件ずつ削除する事が出来ます。
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８、顔認証画面

顔認証画面の説明 

1) 上段：日時情報欄、　ネットワークに繋げる事で
自動的に正しい日時に同期されます。

2) カメラ画面：カメラ画面は全画面表示され、顔認識の
結果を表示します。 

3) 下部情報欄：会社名、人数、写真数、MACアドレス、
IPアドレス、バージョンが表示されます。

９、日本語入力の設定方法(バージョン2.5.0.12以降)
アンドロイド設定にて仮想キーボードの日本語設定をOnにする事で、日本語入力が出来ます。
会社名設定、名前入力、編集などで入力可能です。数字の入力箇所は日本語入力が出来ません。

　　マウス右クリック2回 Password：123456 アンドロイドホーム画面

　”設定”アイコンクリック 設定⇒言語と入力⇒仮想キーボード キーボード管理⇒Japanese IME

を左にスライドし開く。
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スペースキーを長押します。 日本語のキーボードに変更します。

１０、多言語設定
アンドロイド設定画面にて言語を変更する事で、表示言語の変更が可能です。

　”設定”アイコンクリック 設定⇒言語と入力⇒言語 変更言語を一番上に移動します。

※管理システムメニュー画面の多言語表示は対応している言語に限ります。
対応していない言語の場合は、管理メニューは英語表示になります。
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