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第1章 ドキュメントの事前説明 

1.1 顔写真のエントリー要件 

顔写真の入力は、以下の要件に厳密に従って入力する必要があります。そうしないと、システム

が顔を配信できなかったり、デバイスが顔を認識できなくなったりします。 

 

 

  

頭を下 調べる 頭を傾 プロフ

ぼやけ 不均一な顔の明 顔が暗すぎ

誇張された解像度が低 不完全な顔 

レタッチが重

顔面閉塞 

写真が認識できない場合があります 

呼び出

複数の顔 

シンプルな背景 

写真の要件： 

写真はより小さくする必要があります 5M 

顔のサイズは写真全体の 1/3以上を占めています 

サンプル登録写真（男性版） 

前髪をとかす 眼鏡を外す 

発汗後 

デバイスが配置されているシーンでの顔の一般的な外観

によると、登録済みの写真を追加すると、認識エクスペリエ

ンスを向上させることができます。最大 3枚の登録写真。 

登録写真を追加する 

 頭 

 正規表現 

 レンズは無反射です 

 顔の光の強さは中程

度です 

 均一に明るい顔と暗

い顔 
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頭を下

 

調べる 頭を傾

 

プロフ

 

ぼやけ

 

不均一な顔の明暗 顔が暗すぎる 

誇張された

 

解像度が低す

 

不完全な顔 

レタッチが重す

 

顔面閉塞 

写真が認識できない場合があります 

呼び出

 

複数の顔 

シンプルな背景 

写真の要件： 

写真はより小さくする必要があります 5M 

顔のサイズは写真全体の 1/3以上を占めています 

サンプル登録写真（女の子版） 

前髪をとか

す 

眼鏡を外す 

メイク後 

デバイスが配置されているシーンでの顔の一般

的な外観によると、登録済みの写真を追加する

と、認識エクスペリエンスを向上させることがで

きます。最大 3枚の登録写真。 

登録写真を追加する 

 頭 

 正規表現 

 レンズは無反射

です 

 顔の光の強さは中

程度です 

 均一に明るい顔と

暗い顔 

ゆるい髪 
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予防： 

1、 解像度未満の写真は入力しないでください 300 * 300下の写真; 

2、 より小さい写真サイズは入力しないでください 30K下の写真 

3、 頭が 2つある写真は入力しないでください 

4、 ぼやけた写真を記録しないでください 

5、 逆光、強い光、または暗い光に対して撮影された写真を記録しないでください 

6、 その他の注意事項については、上記を参照するか、詳細なエントリー仕様要件ドキュメントを

参照してください。 

 

1.2 写真の一括インポートの要件 

人員をまとめてインポートする場合は、最初にテンプレートの写真をエクスポートする必要があり

ます。テンプレートをエクスポートした後、テンプレートの要件に従って、インポートした人員情報を作

成します。 

 

 

次の図に示すように、インポートした写真とテーブルを同じフォルダーに入れてバッチインポートし、すべ

ての写真を同じフォルダーに入れて、優れているテーブルはフォルダに配置されます。 
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フォームに記入するための要件は次のとおりです。 

表の写真に名前を付ける必要はありませんが、必須です。Excelの画像の名前は、画像の名前と 1対 1で対

応している必要があります。 

フォームにインポートされる必要なアイテムは、名前、人員番号、写真、すべての部門です。 

 

 

上記の要件に従ってバッチインポートドキュメントを作成した後、システムに人事データをバッチでインポートしま

す。 
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1.3顔をまとめて送る方法 

具体的な手順については、を参照してください。3.6.2手動で許可された担当者 

1.4一般的な問題 

1、 デバイス識別レコードがシステムにアップロードされないのはなぜですか 

コンピューターのファイアウォールをオフにし、コンピューターのウイルス対策ソフトウェアをオフ

にしてから、顔認識インテリジェント管理システムを再起動します。 

2、 発行された顔の数がインポートされた写真と一致しないのはなぜですか 

「顔認識写真の登録写真に関する規定」に従って、不当な写真がないか確認し、写真を入れ替えて

から顔写真を投稿してください。 

 

 

第2章 ソフトウェアのインストールとアンインストール 

2.1 ソフトウェア操作のハードウェア要件 

プロセッサー：Intel I3または上記のプロセッサ 

メモリ：最小要件 4ギガバイト 

ハードディスク：500Gハードドライブの上 

解決策：推奨 1920 * 1080解像度以上で監視する 

システム：Windows XP sp3、Windows 7、ウインドウズ 10オペレーティングシステムを待ってい

ます  

データベース：無料インストールデータベース 

  

2.2 ソフトウェアのインストール 
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1、 最初にファイルを解凍します 

2、 解凍したインストールパッケージをダブルクリックして、次の手順に進みます 

 

3、 システムのデフォルトのインストールパスは RV ディスクのメインディレクトリ。ユーザーは必要

に応じてインストールパスを変更できます。次のステップはインストールです。 

 

4、 インストール後に完了を確認する 
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2.3 ソフトウェアをアンインストールします 

システムプログラムの機能メニューに入り、右クリックして顔認識インテリジェント管理システム

をアンインストールします 

 

 

選ぶ はい、ソフトウェアファイルはアンインストールされて削除されます。 

 

 

 知らせ 

システムをアンインストールした後、システムはデータベースデータを削除します。率先してアンインス

トールしてください RV：\顔認識インテリジェント管理システム\ SQLite バックアップ下のフォル

ダが保存されます。 
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第3章 ソフトウェアの基本操作 

3.1システム使用プロセス 

システムを迅速に使用するために、システムは基本データを確立しており、使用中は以下の手順

に従うだけです。 

機器を追加したり、人事情報を入力したりするときに、プリセットグループを直接選択できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ログインシステム 

デバイスの追加（デバイスの IP アドレスを

確認してデバイスを追加します。デバイス

担当者の登録（コンピューターのカメラを

使用するか、コンピューターの写真を直接

デバイスでの顔認識 

（権限管理が必要な場合は、機器のグルー

プ化と人員のグループ化を追加して、人事

出席管理（必要に応じて設定） 
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3.2ログイン 

デスクトップの顔認識スマート管理システムアイコンをダブルクリックします または、スター

トメニューの[顔認識スマートマネジメントシステム]フォルダの下にあるアイコンからログインインタ

ーフェースに入ります。ログインインターフェイスは次のとおりです。 

注：システムを管理者として実行する（管理者として実行するにはデスクトップアイコンを右ク

リックする）か、右クリック属性の互換性を確認する必要があります このプログラムを管理者とし

て実行します。 

 

アカウントとパスワードを入力し、[ログイン]をクリックしてシステムのメインインターフェースに

入ります 

 デフォルトのアカウント：admin 

 パスワード：123456 

[パスワードを記憶する]にチェックを入れると、システムはログインアカウントとパスワードを記憶し、

再度ログインするときにアカウントとパスワードを入力する必要はありません。  

 

 注意！！ 

 パスワード：123456 

ユーザーがパスワードを変更した後は、パスワードを紛失したためにシステムがログインできなくな

るのを防ぐために、パスワードに注意してください。 
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3.3システムのメインインターフェース 

次の図は、システムのメインインターフェイスを示しています 

 

 

次の図に示すように、各領域の機能の説明は次のとおりです。 

 

1エリアはシステム名表示です 

2エリアは機能リストです 

3エリアは認識結果の詳細情報です 

4エリアには、キャプチャされた写真が表示されます 
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5エリアには認識結果の情報が表示されます 

 

3.4機器管理 

デバイス管理の主なインターフェースを以下に示します。主に機器のグループ化、機器の追加、パ

ラメータ設定、削除操作を管理します。 

 

3.4.1デバイスのグループ化 

実際のニーズに応じてデバイスのグループ化を設定してください。 

システムを初めて使用する場合、デフォルトですべてのデバイスグループが作成され、新しく追加

されたデバイスをすべてのデバイスグループに直接入力できます。 

デバイスグループを変更する必要がある場合は、下の対応する[追加]、[変更]、および[削除]ボ

タンをクリックして、関連する操作を完了します。 

システムはプリセットされています プリセットデバイスグループ 、デバイスをプリセットデバイス

グループに直接追加できます。 
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デバイスグループを追加 

 

 

デバイスグループを変更する 
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デバイスグループを削除する 

 

 

 

 命令 

機器担当者が認証できないようにするため、事前に削除が必要な機器グループ内の機器を他のグル

ープに移動してから、機器グループを削除してください。 
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3.4.2機器管理 

 新しい機器 

新しいデバイスを追加する前に、まずデバイスのを確認する必要があります IP アドレスをクリッ

クし、[デバイスの追加]をクリックして、デバイスを入力します IP、実際のニーズに応じて、デバイスの

名前と設置場所、および機器の入口と出口の IDを入力します。 

 

 デバイスを追加するときに選択します RVシリーズ、入力デバイス IP、デバイス名とインストール場所

は、ユーザー、およびデバイスのユーザー名によってカスタマイズされます E3、パスワードは

123456。 

 

説明：追加 RV シリーズ製品には入力デバイスのみが必要です IP、 ポート番号 （80）、デバイス名、インストー

ル場所、ユーザー名とユーザーパスワードを入力する必要はありません。 

追加が成功すると、次の図に示すように、デバイスのステータスをリアルタイムで表示できます。 
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3.5 人事管理 

人事管理の主なインターフェースを以下に示します。主な管理者は部門ごとにグループ化され、

人員の追加、変更、削除が行われます。 

 

3.5.1部門管理 

ユーザーは実際のニーズに応じて部門グループを設定できます。 
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システムを初めて使用するときは、デフォルトですべての部門が作成され、新しく追加された担当

者をすべての部門に直接入力できます。 

部門を変更する必要がある場合は、下の対応する追加、変更、および削除ボタンをクリックして、

関連する操作を完了してください。 

 

 

新しい部門 

 

 

 

部門名を編集する 
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部門を削除する 
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3.5.2人事管理 

 人事情報の照会 

ユーザーは、個人情報名、ID 番号、携帯電話番号などの条件に基づいて個人データを検索でき

ます。 

 

3.5.2.1新しいスタッフ 

 担当者を追加するときは、担当者の名前、番号、写真を入力し、担当者の部門を選択する必要があり

ます。出勤スケジュールがある場合は、担当者を追加するときに対応する出勤スケジュールルールを

直接選択できます。 

 
 

新しい人員を追加するときは、地元の写真を選択するか、コンピューターのカメラを使用して写真を

撮り、記録することができます 
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 写真の説明を入力 

 

予防： 

7、 解像度未満の写真は入力しないでください 300 * 300下の写真; 

8、 より小さい写真サイズは入力しないでください 30K下の写真 

9、 頭が 2つある写真は入力しないでください 

10、 ぼやけた写真を記録しないでください 

11、 逆光、強い光、または暗い光に対して撮影された写真を記録しないでください 

12、 その他の注意事項については、詳細なエントリー仕様要件文書を確認してください。 

  

シンプルな背

景 

サンプル登録写真 

前髪をとかす 眼鏡を外す 

メイク後 

デバイスが配置されているシーンでの顔の頻繁な

出現によると写真を入力してください。 

 

登録写真を追加する 

 頭 

 正規表現 

 レンズは無反射で

す 

 顔の光の強さは中程

度です 

 均一に明るい顔と暗

い顔 

ゆるい髪 
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3.5.3人をまとめてインポートする 

人員をまとめてインポートする場合は、最初にテンプレートの写真をエクスポートする必要があり

ます。テンプレートをエクスポートした後、テンプレートの要件に従って、インポートした人員情報を作

成します。 

 

 

下の図に示すように、インポートした写真とテーブルを同じフォルダーに入れてバッチインポートします 
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フォームに記入するための要件は次のとおりです。 

 

 

上記の要件に従ってバッチインポートドキュメントを作成した後、システムに人事データをバッチでインポートしま

す。 

 

 

3.6権限管理 

次の図に示すように、使いやすさのために、システムは基本的なユーザー権限を自動的に作成し

ました。 
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3.6.1自動的に承認する担当者を設定します 

自動人事承認を設定すると、人事入力操作を効果的に削減し、人事情報をすばやく入力し、人事

許可を自動的に発行して、ユーザー操作を減らすことができます。 

 

まず、部門に関連付けられた機器グループを設定します。複数の機器グループを選択して保存で

きます。確認後、システムによって入力された人事情報は、対応する機器グループに自動的に送信さ

れます。 
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主なプロセスは、顔認識端末デバイスを顔アクセス制御出席システムに追加し、デバイスパラメータを

変更することです。 

 

3.6.2手動で許可された担当者 

 

1、 許可するデバイスグループを選択します 

2、 承認が必要な部門を選択してください 

3、 次に、承認が必要な人を選択します 

4、 バッチで右に移動できます（ >> 選択した部門のすべての担当者を承認するには） 

または、選択した人だけを移動します（ >> 選択した担当者のみを承認するには） 

5、 許可の確認（担当者が対応する機器に対して許可されていることを確認してください） 

6、 機器の配送（機器への人事情報の配信） 

7、 再同期する必要がある場合は、[人事承認の再同期]をクリックします。 
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歴史記録 

次の図に示すように、[クエリ統計]の下の関数テーブルで[履歴]をクリックして、履歴クエリウィ

ンドウにジャンプします。 

 

履歴レコードクエリは、主に、さまざまな条件で履歴レコードを検索および比較し、履歴レコードを

エクスポートすることを実現します。 

 履歴クエリ 

ユーザーは、履歴レコードの名前、ID番号、機器、識別結果、およびその他の条件から履歴レコー

ドを検索できます。 
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3.7出席管理 

3.7.1シフト管理 

 

 出席シフト管理に新しいシフトを作成し、通勤時間に応じてシフトを設定します 

出勤前のチェックインの有効時間：設定された作業時間から設定された事前時間までのチェックイン

時の通常の出席を指します。 

降車前のチェックインの有効時間：チェックアウトが設定されたオフデューティ時間から設定された早

期期間までの時間の通常の出席を指します。 

 

仕事を辞めた後にサインアウトする必要がない場合は、仕事を辞めた後にサインアウトする機能

のチェックを外してください。 

残業としてオンになっている場合、その時点でサインインしている人はルールに従って残業を計

算します。サインインしていない人は欠席としてカウントされません。 
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出席スケジュール 

出席スケジュールメニューで、クリックして開くと、開いた後に次の図が表示されます。 

 

 

シフトを追加するときは、シフト名と月曜日から日曜日までのシフトスケジュールを入力します。 

 

このルールでは、複数の出席シフトを設定できます。各シフトは、1週間（7日）の出席シフトに対

応します。月曜日から日曜日までの毎日に対応する出席シフトを設定でき、毎日異なる出席シフトを設

定できます。 

3.7.2スタッフ名簿 

 シフトスケジュールを設定した後、担当者の出席ルールを指定するために、担当者の出席スケジュー

ルを調整する必要があります。次の図は、担当者スケジュールのインターフェイスを示しています。 
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3.7.2.1新しいスタッフのスケジュール 

次の図に示すように、必要な人員を選択してから、右側のスケジュールルールを選択して、人員を

個別にまたはバッチで対応する植字ルールに移動し、人員のスケジュールを完了します。 

次の図に示すように、スケジュールに新しい人員を追加するには、スケジュールルールと部門を

選択し、スケジュールする人員を選択してから、対応するスケジュールルールに移動して保存します。 

スタッフレイアウトの定義： 

 

左側の部門の下のリストには予定外の担当者のみが表示され、右側のリストには予定されている担当

者のみが表示されます。 

注：人事スケジュール情報は、新しい人事ウィンドウまたは人事変更ウィンドウのいずれかで変更でき

ます。 



アトモ サーマルカメラ ARTomo-RV シリーズ リモート管理システムのユーザーマニュアル 

30 
 

3.7.3管理を離れる 
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3.7.3.1タイプ管理を離れる 

 

3.7.4休日管理 
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3.7.5チェックイン 
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3.7.6月次出席レポート 

 

3.7.7出席レポート 
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第4章 システム設定 

 

1、 顔画像の保存パスを設定する 

2、 履歴写真の保存パスを設定する 

3、 データベースの自動バックアップストレージパスと自動バックアップ間隔を設定します。 


