
アドバンテックテクノロジーズ株式会社
経営企画部 マーケティンググループ

COVID-19対策特集:
画像処理AIによる感染抑制ソリューション



2019 Industrial IoT Companies top.500
(IoT ONE : https://www.iotone.com/iotone500)

プロダクト
産業用コンピュータ
AI・IoT関連デバイス
PaaSサービス

サービスエリア(ドメイン)
Healthcare, Industrial 4.0 / FA
Smart City, Logistics 

売上(2019実績)
1.76 B US$

Advantech について

https://www.iotone.com/iotone500


● 標準品販売
(全ラインナップ)

● DMS (EMS/DMS)

● ショールーム

● 電子回路設計
● 筐体メカ設計
● ファーム開発

・OS組込み
● 規格対応・評価/対策

● PCB & システム機器
● CTOS(BTO)
● RMA・リペア
● 倉庫・物流

営業 開発設計 生産・物流

アドバンテックテクノロジーズ(ATJ)について

● 創業1966年
(旧 オムロン直方)

● 従業員数：130名(*1)

● 売上９９億円(*1)

会社概要

日本市場のお客様要望にお応えするDMS対応と豊富な商品ラインナップ

*1: 2019年(19年度)の情報に基づきます



Advantech Global Service Center
・DMS開発拠点 ・RMA(リペア)

・生産拠点(PCB, SYSTEM) ・ショールーム

・CTOS (現地BTO対応) ・営業機能

・物流・倉庫



入退者数
混雑度

行動・動作・挙動
ソーシャルディスタンス

AIとIoTを活用した医療向けソリューション

エッジAIコンピュータ

密・待ち行列
人気エリア

AIピープルカウント・カメラロケーション・タグ

性別
年齢
表情

個人認証

位置を知る 人数を測る 動きを視る 顔を視る

位置の把握
行動履歴



画像処理AI COVID-19 感染抑制ソリューション

人物スキャン ロケーション管理

1.サーモスキャン

サーモグラフカメラ Video AI 
顔認証システム

検温管理
システム

2. 混雑状況モニタリング

AI人検知
カウントカメラ

混雑状況
表示・警告AI

(非接触 体温検温システム)



#NewNormal
#新しい日常

人に頼らない感染抑制対策の社会実装
リスク管理の強化・自動化・省人化

AI IoT



Advantech ひとみるAI
感染抑制ソリューション

トラッキング

混雑モニタ

ソーシャルディスタンス

トレーサビリティ
エビデンスの確保

「密」の監視
混雑状況の把握・管理

社会的距離の監視・維持人をみるAIで、感染抑制対策の社会実装を推進

サーモスキャン

体温測定・履歴管理
感染リスクの早期発見



サーモスキャン・システム
非接触 体温検出システム



システム構成(顔認識機能・リモート管理対応)

PoEスイッチ

検温管理システム
Fever Screen Manager

(Standard/Pro)

+

感染抑制システム(CMS)

AI顔認証エッジPCシステム
Facial Recognition Edge

(FSM：Pro版のみ構成)

感染防御コントロールセンタ

データ・画像管理センタ(サーバー)ブラックボディ(温度校正用装置)
(Option)

UCAM-220TT-U01
(Lens: 3mm)

UCAM-220TB-U01
(Lens: 6mm)

システム単独稼働で、社内LANやインターネット外部接続は必須ではありません

マスクありでも顔認識OK！

検温精度・安定性UP

リモート管理・多拠点接続4台接続(FSM 1台あたり)
1 2 3

4 FSM

FRE



感染抑制ソリューションの「要」：「視る」から「管理」へ

 サーモグラフカメラと連携
 一度に最大30名を検温
 「顔」を特定。 マスク有無も検知
 警告、再検査
 顔認証機能で「個人」と連動可能

管理 検温 履歴 履歴

検温

管理

グローバルな抑制対策のノウハウを集約し、
高速に進化し続けるアプリケーション

 検温状況のグラフ化で傾向分析
 時間、日など
 カレンダー機能
 顔認証機能で、特定カテゴリの分類も

 履歴を一覧把握
 条件検索
 動画再生
 EXCEL出力
 顔認証機能で、追跡分析

Advantech 感染抑制CMS画面 (日本語・英語・中国語(2種)に対応)

* ライセンス形態により利用可能な機能が変わります

サーモスキャンシステムの機能



New: カメラによる初回検出
Fever: 再測定で異常
Pass: 再測定で問題なし

3
4

ライブ表示(体温オーバーレイ表示) ワーニング(警告)表示 検出者の履歴一覧 異常検出者の履歴一覧

再測定結果表示

• 従業員グループ
• 異常検出者(ブラックリスト)グループ
• 特定来場者グループ(VIP等)

顔認識結果表示

「体温スクリーニング(検温)」画面のイメージ

1 2 3 4

日本語対応

AIが顔を特定し検温

1

2



ひとみるAI サーモスキャンの動作

 サーモグラフカメラと連携
 一度に最大30名を検温
 「顔」を特定。 マスク有無も検知
 警告、再検査
 顔認証機能で「個人」と連動可能

履歴

検温

管理
 検温状況のグラフ化
 時間、日など
 カレンダー機能
 顔認証機能でカテゴリ分類

 履歴を一覧把握
 条件検索
 動画再生
 EXCEL出力
 顔認証機能で、追跡分析



履歴画面(イベント分析)の動作イメージ

履歴一覧・動画再生



サーモスキャン・システム拡張性
管理レベル・規模に合わせた拡張性をご提案

感染抑制CMS

複数の
入口・導線
に対応

顔認証

1

2

3

4

しかも検温
履歴付き

！  職員・生徒 入退履歴
 ブラックリスト

 会員・VIP

“誰”が何時、
何処にいたかが
把握できる！

入口A

入口B

入口C

入口D

カメラ
x4ch

一括管理



サーモ
カメラ

エンタープライズ活用

ひとみるAI・サーモスキャン・エッジ運用

CMS

管理センタ

Data & Video Service Center

Web API
AMQP

 データの集約
 統計・分析

 マスタデータからの認証
 設定、管理

サーモスキャン・システム拡張性
エンタープライズ活用

 入口別
 フロア

別

 建屋別
 拠点別

1

2

3



混雑状況モニタリング・システム
Occupancy Monitoring System



UCAM-130(人検知・カウントカメラ)の特長と基本機能
•小型(161 X 78㎜、500g)
• 3Dステレオカメラ
•影や反射の影響を低減
• 95%~98%の正確性
• AIエッジコンピュータ

•顔認識不可(頭のみ)

「頭」を検出し人数計測

クロスカメラを駆
使した正確な検知

頭上から
身長測定

185.3

161.7

Uターン検知で
重複計測を防止

双方向計測で
入退館者を識別

•シンプル構成(サーバ不要)
•簡単立上(プログラムレス)
• AIアルゴリズム処理
•リアルタイム画像認識
•計測結果即確認
•ヒートマップ即確認
•データ出力可能



監視対象エリアに対する
全ての入退場所=ドアに設置
(1台で入出(In/Out)検出可能です)

VideoSense Edge

PoE HUB

LAN

キオスクやサイネージ

VideoSense Edge Software

(同梱)

LAN

HDMI

WiFi

LAN

モバイルアプリ

モニタ

SignageCMS Server Pro Software SignageCMS Client Pro Software

UCAM-130 
(3D AI人物カウント・カメラ)

IPカメラ
(指定品)

トラフィック・混雑状況
ダッシュボード

1. 混雑状況分析の為の
カウントデータの収集と処理

2. 注意喚起・警告の条件設定
3. クラウドシステムへのデータ出力

1. 対話型・ワーニング表示
2. サイネージへの情報展開

1. 混雑状況の表示
2. 注意喚起・警告の表示・アラーム

1. 混雑度の設定
2. 現場の状態把握

システム構成(サイネージ対応)

or

Video AI Edge
(for IPカメラ)



検知アルゴリズム(AIの効果)

風船は人間の頭ではない
(正しい判定）

風船は人間の頭である
(誤った判定)

ノーマル：対象

帽子：対象

段ボール：対象外

AI機能：OFF

AI機能：ON

※AI機能のON/OFFは製品ではできません

実際の動画(40s)



国内での運用事例

学校 病院

設置・運用事例
学校

病院・医療関連施設
工場

オフィス
イベント会場



・リアルタイムで人数をカウント
・混雑状況をモニタに表示
・一定数になると警告表示
・表示内容は変更可能

(文言、画像、レイアウト)

導入事例：病院待合室(IPカメラ編)

病院待合室



実証実験紹介-１(都度設置：乳幼児健診)

* 2020年8月4日 毎日新聞

「サーモスキャンシステム」＋「混雑状況モニタリングシステム」

身長差があっても検温抱っこしていても検温



実証実験紹介-2(常設：病院エントランス)

病院エントランス



Advantech ひとみるAI
感染抑制ソリューション

トラッキング

混雑モニタ

ソーシャルディスタンス

トレーサビリティ
エビデンスの確保

「密」の監視
混雑状況の把握・管理

社会的距離の監視・維持人をみるAIで、感染抑制対策の社会実装を推進

サーモスキャン

体温測定・履歴管理
感染リスクの早期発見



Accelerated YOLOv3 object detection included in
Edge AI Suite enables a simple and efficient way for
people flow intelligence . This sample can be
customized to produce a wide range of applications
for surveillance.

Application Scenario
Video Surveillance/People 
Counting
The inference result can be further used in people counting, area invasion alarm 
and so on. Furthermore, it’s noted that the YOLOv3 inference in Edge AI Suite is 
able to leverage the VPU computing power as more as possible.



混雑状況モニタリングシステムとその応用例

人数
移動方向
スピード
身長
持ち物 導線分析

ヒートマップ
混雑スポット分析

年齢層
性別

カテゴリ分類



ソーシャルディスタンス・モニタリング・システムの構成

IPカメラ
Surveillance IP CAM

Video AI Counting Edge
(最大3台のカメラ接続に対応)

LAN

ビデオ管理システム VMS (録画/再生)

Video
イベント検出

ソーシャルディスタンス管理ツール

• 状態監視
• ルール遵守できてない

人物への改善通知

ソーシャルディスタンス



ソーシャルディスタンス・モニタリング・システム
既設カメラ利用可能。 対象エリア内の社会的距離を管理

ソーシャルディスタンス



カスタム対応
専用システムの開発を加速するAIプラットフォーム事例



履歴
分析

リアルタイム
認証

グループ別
通知

SDK/API
拡張性

ひとみるAI FaceView
高精度AI顔認証エンジンが非接触・リモートアクセスサービスの展開を加速



リアルタイム AI 顔認識・認証
エッジ処理で99.7%の認識精度
性別・年齢・表情(感情)推定
マスクの有無
 Intel / NVIDIA GPU/VPU対応

99.7%
ACCURACY RATE

ID

Learn More

進化するエッジAI 顔認証エンジン FaceView

ビジネスに直結した分析用データ
ホットスポット解析
履歴管理・ダッシュボード
通知・警告
外部DBとの接続

リモート制御・システム拡張
WEBカメラ、IPカメラ接続
サーモカメラ連携
ドアやゲートとの連携
セキュリティロック



リアルタイム AI 顔認識・認証
エッジ処理で99.7%の認識精度
性別・年齢・表情(感情)推定
マスクの有無
 Intel / NVIDIA GPU/VPU対応

ID

進化するエッジAI 顔認証エンジン FaceView

ビジネスに直結した分析用データ
ホットスポット解析
履歴管理・ダッシュボード
通知・警告

リモート制御・システム拡張
WEBカメラ、IPカメラ接続
サーモカメラ連携
ドアやゲートとの連携
セキュリティロック



Advantech FaceView®
Software

 Human-centric design
 Excellent hardware performance integrated 
with   

NVIDIA® JETSON™ Xavier NX & FLIR Thermal 
Cam.

 AI facial recognition software 
 Body temperature detection technology

FaceView搭載 OEM用カスタムカメラ開発・評価キット (EBC-X03)



Building Retail

• Contactless Elevator
• Access Control

Factory

• Equipment Access
• Access Control

• Self-Service KIOSK
• Mask Detection

Transportation

• People Counting
• Social Distance

特定アプリケーション・ユースケースへの組込み事例



医療用製品のご紹介：
医療用タブレット(AIM-55/58)



Advantechの医療用タブレット
8インチ・10インチのラインナップ

AIM-55 
8インチ

AIM-58
10インチ



Mobility & Ambulance

PACS & Video Capture

Asset Management & RTLS

Physical Data 
Collection & Retrieval

Clinical Identity & Medication

EHR & HIE

Application 
Scenario



Product View

Power Button

Volume Key 
UP/Down

Micro HDMI 
Door

Light Sensor
Front Camera Speaker

Power Led

SIM & SD Card
Door

Pogo Pin
USB3.0+Power

Programmable  
Key
(Default BCR)

Micro USB 
Door

Extension Module

NFC
Rear 

Camera 

Battery Cover



オプションモジュール： バーコードスキャナ(20°)

Main Function : 
1. Medical staff can easily get patient related 

information. 
2. All patient data can be easily read and 

record into HIS.

Nursing 
Station

CT / MRIEmergency 
room

X-RayWard 

Item : BCR (20°) Standard Module :
Honeywell N3680



Main Function : 
1. Support medical staff to getting the 

goods relate info easy & efficiently.
2. All of the goods data can be easy & 

speedy to catch & record into HIS.

Operation 
room

Testing 
laboratoryPharmacy

Item : BCR (70°) Standard 
Module : Honeywell N3680

Equipment 
room

オプションモジュール： バーコードスキャナ(70°)



Extension Flexibility 

VESA Mount Kit

Hand  & Shoulder StrapExtension Module

Table Stand

EETi Stylus

Multi Tablet Charge station (x6)

Multi Battery Charge station (x4)



The Ease of Cleaning & Daily Work Use

4ft
(120cm)

衝撃耐性 防塵設計 防水設計 幅広い動作温度



その仕事に
真心を
込める
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