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1.【ネットワーク接続とログイン】 

1-1.製品と設定用 PC を同一ネットワークに接続 

 

製品の初期 IP アドレス / サブネットマスクは、「192.168.100.223 / 255.255.255.0」です。 

※もし、社内ネットワークなどの DHCP が利用可能なネットワークに接続した場合は、DHCP にて IP アドレスが自

動的に割り振られます。その場合の MAC アドレスは、製品背面のシールにてご確認ください。 
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1-2.設定用 PC のブラウザで、製品にアクセス 

設定用 PC のブラウザ(Google Chrome など)を開き、アドレス欄に「192.168.100.223」（※DHCP の場合は、割り

振られた IP アドレス）を入力します。するとユーザーインタフェース画面が表示されます。 

 

  



6 

 

1-3.設定画面へログイン 

画面左上の「Login」をクリックし、ユーザー名とパスワードを入力します。 

製品の初期ユーザー名 / パスワードは、「admin / password」です。 

 

のボタンをクリックすると、設定画面へログインします。 
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2【基本設定】 

2-1.機器名称変更とタイムゾーン/タイムサーバー設定 

左の設定項目「構成設定」をクリックし、設定画面上の「全般」タブを表示し、それぞれの項目を設定することが出

来ます。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

 

· この中の「全般」の「名前」にて機器名称を変更することが出来ます。 

 

· この中の「時間設定」の「NTP1 / 2」でタイムサーバーを設定することが出来ます。 

 

· この中の「時間設定」の「タイムゾーン」でタイムゾーンを設定することが出来ます。「Asia→Tokyo」を設定

してください。 
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2-2.IP アドレス設定 

左の設定項目「構成設定」をクリックし、設定画面上の「ネットワーク」タブを表示します。設定後は、必ず設定画

面右上の をクリックして保存してください。 

 

· この中の「ネットワークインターフェース」で「固定」に切り替え、「IP アドレス / サブネットマスク / ゲ

ートウェイ」を設定します。 

 

· 必要に応じて DNS サーバーを設定します。 
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3【パスワード設定】 

3-1.パスワード設定 

左の設定項目「ユーザー」をクリックし、「admin」の をクリックします。 

 

「パスワード」と「パスワード再入力」に、新しいパスワードを入力します。 

 

設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 
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4【検温設定】 

4-1.検温レベル設定 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「スマートスキャン」タブを表示し、「体温」にて、それぞ

れの検温レベルを設定していきます。 

    

項目 内容 温度範囲 
本体 

LED バー 
初期値 

最低被写体温度(℃) 被写体の最低温度 - - 28 

平熱(℃) 平熱者の最低温度 35.0℃~37.8℃ 
 

35 

発熱レベル 1(℃) 発熱者レベル 1 の最低温度 37.9℃~38.3℃ 
 

37.9 

発熱レベル 2(℃) 発熱者レベル 2 の最低温度 38.4℃~39.3℃ 
 

38.4 

発熱レベル 3(℃) 発熱者レベル 3 の最低温度 39.4℃~ 
 

39.4 

体の中心温度に補正 

コア体温修正 

例:2.0 の場合、測定された結果に「＋2.0℃」 

※実際の体温計との差を設定することが出来

ます。 

- - 2.0 

DTC (動的補正) 
強く冷却された皮膚を検出した際に

コア体温を修正します。 
- - 中 

設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 
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5.【イベントログ(検温履歴)の確認方法】 

5-1.イベントログの表示／検索／ダウンロード方法 

左の設定項目「ダッシュボード」をクリックし、設定画面上の「イベントログブック」タブを表示すると、検温履歴

を確認することが出来ます。右上で日付範囲を設定し をクリックすることで、範囲した時間のイベントログを表

示することが出来ます。また、 でイベントログをダウンロード(*.csv)できます。 

  

発熱者(レベル 1~3)の履歴を確認したい場合は、 をクリックし、「イベント：体温（アラームのみ）」を選択し

て、 をクリックします。 

  

  

※イベントログの一番右の をクリックすると、下に追加情報を確認することが出来ます。MicroSD カードを挿入

し、ネットワークカメラ設定をしていると、 をクリックすると検温時の前後の画像を確認することが出来ます。

詳しくは【8.ネットワークカメラ連動 P19~】を参照ください。  
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6.【信号入出力】 

6-1.システムポートのピンアサイン 

 

※接点による出力連動をする場合は IO アダプター(製品型番：KIO3)が必要になります。詳しくは、詳しくは【6-4. 

信号出力から接点出力切り替え方法 P13~】を参照ください。 

6-2.平熱者の時の信号出力設定(出力 1 による信号出力) 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「マルチセンサー」タブを表示します。この中の、「システ

ムポート」から設定します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

  

項目 
デジタル出力 1 

(システムポート出力 1) 

Name 

(名前) 
出力時間 

設定例 平熱者の検知時 DO1 5 
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6-3.発熱者の時の信号出力設定(出力 2 による信号出力) 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「マルチセンサー」タブを表示します。この中の、「システ

ムポート」から設定します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

 

項目 
デジタル出力 2 

(システムポート出力 2) 

Name 

(名前) 
出力時間 

設定例 発熱者の検知時 DO2 5 

 

6-4.信号出力から接点出力切り替え方法 

接点による出力連動をする場合は IO アダプター(製品型番：KIO3)が必要になります。 

KIO3 製品写真 
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KIO3 構成図 

 

※スマートスキャンと KIO3 の接続は、LAN ケーブル(ストレート)最大 10m となります。 

KIO3 回路図 

 

KIO3 ピンアサイン 

ピン 内容 

1 デジタル入力 2(ポテンシャルフリー) 

2 デジタル入力 2(ポテンシャルフリー) 

3 デジタル入力 1(ポテンシャルフリー) 

4 デジタル入力 1(ポテンシャルフリー) 

5 利用できません 

6 利用できません 

7 リレー出力 2 COM(Common)、C 接点 

8 リレー出力 2 NO(Normal Open) 

9 リレー出力 2 NC(Normal Close) 

10 リレー出力 1 COM(Common)、C 接点 

11 リレー出力 1 NC(Normal Close) 

12 リレー出力 1 NO(Normal Open) 
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6-5.信号入力時のみ検温対応設定 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「スマートスキャン」タブを表示します。「全般」の「マニ

ュアル測定スタート」を「On」に設定します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してくださ

い。 

 

 

次に、左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「マルチセンサー」タブを表示します。この中の、

「システムポート」から設定します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

項目 
デジタル入力 1 

(システムポート入力 1) 

Name 

(名前) 
アラーム条件 

設定例 体温測定 DI1 クローズ / オープン 
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7.【WEBHOOK(変数付き IP パケット発信)】 

7-1. WEBHOOK 設定 

Webhook を利用すると、他のシステムに対して、IP 通知（変数付き）をすることが出来るため、システム連動が可

能になります。まず、左の設定項目「構成設定」をクリックし、設定画面上の「Webhook」タブを表示、 をクリ

ックします。 

 

Webhook を設定します。まず、「有効」に を入れて、下記を参照に、それぞれの項目を入力します。設定後は、

必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

項目 内容 設定例 

名前 名前 検温結果 

HTTP メソッド HTTP のタイプを選択 POST / GET / PATCH / DELETE 

URL 通知先 URL http://192.168.100.1 

認証 認証方法を選択 なし / Basic Auth 

→Basic 

Auth 

ユーザー ユーザー名 - 

パスワード パスワード - 

コンテンツタイプ 通知内容のタイプ 

text/plain 

application/json 

application/xml 

データ 
通知内容 

※次ページ参照 

body-temperature-value: "$BODY_TEMPERATURE_VALUE$", 

body-temperature-level: "$BODY_TEMPERATURE_LEVEL$", 

body-temperature-alarm: "$BODY_TEMPERATURE_ALARM$", 

 

  



17 

 

Webhook で通知できる変数一覧 

変数 内容 

$TIME$ 検温時間 

$DATE$ 検温日付 

$LOCATION_STREET$ 住所 

$LOCATION_CITY$ 市 

$LOCATION_POSTAL_CODE$ 郵便番号 

$LOCATION_COUNTRY$ 国 

$BODY_TEMPERATURE_VALUE$ 検温結果 

$BODY_TEMPERATURE_LEVEL$ 検温レベル(0 = 平熱, 1 = 微熱, 2 = 発熱, 3 = 高熱) 

$BODY_TEMPERATURE_ALARM$ 体温 – アラーム状態 

$OUTDOOR_TEMPERATURE_VALUE$ 外気温 

$INDOOR_TEMPERATURE_VALUE$ 室内温度 

$HUMIDITY_VALUE$ 湿度 

$SEQUENCE_NUMBER$ 検温のシーケンス番号 

 

で通知テストを実施できます。 
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7-2.平熱者の時の WEBHOOK 設定 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「マルチセンサー」タブを表示します。この中の、

「Webhook」から設定します。 

 

 

をクリックし、下記の設定を実施します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

項目 アラームの割り当て 名前 

設定例 平熱者の検知時 
通知したい Webhook の名前を指定 

例：検温結果 
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7-3.発熱者の時の WEBHOOK 設定 

左の設定項目「センサー」をクリックし、設定画面上の「マルチセンサー」タブを表示します。この中の、

「Webhook」から設定します。 

 

 

をクリックし、下記の設定を実施します。設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 

項目 アラームの割り当て 名前 

設定例 発熱者の検知時 
通知したい Webhook の名前を指定 

例：検温結果 

 

8.【ネットワークカメラ連動】 

8-1.MICROSD カード挿入 

MicroSD カードを、MicroSD カードスロットへ挿入します。MicroSD カードの対応要領は、最大 128GB です。 

  

1. Kentix システムポート 

2.イーサネット LAN-PoE 

3. MicroSD カードスロット（最大 128 GB） 
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8-2.ネットワークカメラ設定  

左の設定項目「構成設定」をクリックし、設定画面上の「ネットワークカメラ」タブを表示します。 

 

まず「有効」にチェックマークを入れます。次に、ネットワークカメラの設定を入れていきます。 

項目 設定例 参考情報 

接続タイプ HTTP or HTTPS  

アドレス 192.168.100.201 
ネットワークカメラの IP アドレスを入力し

ます。 

HTTP コマンド /axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=640x480 

ネットワークカメラの画像を取得するパス

を入力します。 

【MOBOTIX の場合の例】 

/cgi-bin/image.jpg?size=640x480 

ユーザー名 root 
ネットワークカメラにログインするためユ

ーザー名を入力します。 

パスワード root 
ネットワークカメラにログインするための

パスワードを入力します。 

※製品から、ネットワークカメラに対して画像を取得しに行くため、ネットワークカメラの性能や画像サイズ等によ

って取得できる画像のフレーム数が異なります。 

設定後は、必ず設定画面右上の をクリックして保存してください。 
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8-3.イベントログと連動表示 

イベントログの一番右の をクリックすると、下に追加情報を確認することが出来ます。MicroSD カードを挿入し、

ネットワークカメラ設定をしていると、 をクリックすると検温時の前後の画像を確認することが出来ます。イベ

ントログの確認方法は【5.イベントログ(検温履歴)の確認方法 P11~】を参照ください。 

 


