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特長

• 簡単で柔軟なインテグレーション 

8,300以上の IP カメラ、H.264/H.265、4K解像度をサポー
トし、監視のデプロイメントの新規導入やアップグレー
ドに時間はかかりません 1

• Deep Video Analytics 

混雑の警告、顔認識、人物および車両の検出、人数計測、
車両計測、訪問者の傾向、ナンバープレート認識を活用 2

• 集中管理システム 

録画サーバーをより大きなデプロイメントの一部として
運用管理し、映像を複製、リモートアップデートを実施

• デュアル録画のサポート 

システムの冗長性を高め、カメラからセカンドサーバー
または C2 Surveillance へのデュアル録画で、停止時中にも
映像にアクセス 3

プロアクティブな脅威の管理
とビジネス分析のための、ス
ケーラブルな監視プラットフ
ォーム

Synology NVR DVA3221 は、オンプレミス
の 4 ベイ デスクトップ NVR ソリューション

で、Synology のディープラーニングベースのア

ルゴリズムを統合して、高速かつ正確にスマー
トなビデオ監視ソリューションを提供します。
プッシュ通知を組み込みサポートすることによ
り、ユーザーに侵入の可能性を通知します。自
動ビデオ監視システムは、指定されたエリアで

人物、車両、不明な対象物を検出することによ
り、建物を保護するのに役立ちます。 
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内蔵のAI機能をもった完全な監視ソリューション

設定、監視、管理のツールが揃ってサポートされ、監視の分析がAIで大幅に
強化されることで、DVA3221は、ご自身のサイトで効率的な監視システムを
作るために必要なすべてが揃っています。

• あらゆる角度をカバー︓最大32台のIPカメラフィードを記録、管理4

• ディープラーニングを活用︓リアルタイムビデオ分析を12同時に実行2

• ライセンス付属︓追加ライセンスの購入なしに最大8台のIPカメラを追加4

• 拡張可能なソリューション︓ストレージ容量は、2台のSynology DX517拡
張ユニットでドライブベイを最大10追加

アシスト付きのカメラ導入でデプロイメントを高速化

カメラのオンボーディング ウィザードとカメラ設定のインポート機能を活用
し、大規模なデプロイメントの保護が素早く簡単になります。

• カメラの発見と追加︓指定のIP範囲内にあるカメラを自動的に見つけ、プ
ロセスが円滑に

• バッチインポート︓スプレッドシートを利用して、ひとつのカメラ設定を
移行、バッチインポート

• 設定のコピー︓カメラ間で設定を素早く複製することで、既存のインスト
レーションを容易に拡張

モニター センターで必要なこと

ビジネスをあらゆる角度からざっと眺め、問題がいつどこで検出されるの
か、メインの概要はそのままにものごとの最初に巻き戻す時間を考えます。

• 複数ビューの結合︓映像をリアルタイムに監視し、同じインタフェースで
タイムラインをシームレスにスクラビングしてイベントの調査が可能

• 柔軟なレイアウト︓ドラッグアンドドロップ、リサイズ、さらにはビデオ
映像を自由に入れ替えができ、ニーズに応じた監視ダッシュボードが作成
可能

• I/Oウィジェット︓基本的な制御機能をダッシュボードに置くことで、サ
イレンやスピーカーを鳴らしたり、ドアの施錠/解錠といったアクション
が容易に可能

• 警報の自動化︓デプロイメント全体で検出されたイベントのリストを手元
でリアルタイムに便利に維持し、すべてのカメラを同期させてある一時点
を再生

資産の保護
Surveillance Station はインテリジェントなモニタリ
ングとビデオ管理のツールを提供して資産と財産
を保護します。

簡単なスケールアップ
包括的で柔軟なツールにより、Surveillance Station
は多数のカメおラを追加や設定するプロセスを円
滑にします。
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マップによる優れた状況把握

ダイナミックマップは、カメラやイベントの場所を判断するのに役立つだけ
でなく、ビデオ映像に素早くアクセスし、効率的な監視ができます。

• 複数箇所での警告︓自動ズーム機能でトリガーされたイベントをマップ上
で直接プレビューでき、もっとも重要なビューに注意を向けることが可能

• 複数フロアを表示するレイアウト︓複数のフロア図をまとめることで、カ
メラの位置や発生したイベントの場所がはっきり理解

• オンラインマップの統合︓カメラと建物のレイアウトをGoogle Mapsや
OpenStreetMapに直接重ね、複数サイトや大規模サイト全体の状況をより
良く把握

実践的な情報および自動化アクション

ディープラーニングベースの高度なアルゴリズムが組み込まれたDVA3221

は、非構造化ビデオデータをビジネスインテリジェンスとセキュリティに関
する洞察に変換し、セキュリティを強化し、自動化します。

• 顔認識︓97.04%5 の精度でカスタム データベースから人物を即座に特定

• 人物および車両の検出︓人や車両が駐車禁止ゾーンや店先などの予め決め
られたエリアでうろうろしている場合に通知します。

• 人物および車両のカウント︓安全や分析目的で、エリアに出入りする人物
や車両の数を双方向カウンターを用いてカウント

• 侵入検知︓人物や車両が境界線を超えたことを検出し、侵入の危険性を警
告するために警報を発報

• ナンバープレート認識︓車両を許可あるいはブロックするよう異なる自動
アクションを事前定義するオプションをもち、施設へ出入りする車両を監
視6

• 混雑の警告︓自己定義された境界を横切る、あるいはその中に留まる人の
数が定められた値を超えたことを検出し、特定のエリアが過密になること
を防止

カメラをひと目で把握
マップにより、直感的な複数フロア、複数サイト
のマップビューでカメラの設置場所やイベント発
生の場所、その他がすぐにわかります。

スマートなサイトセキュリティ
Synology DVA と Surveillance Station はビデオ監視
をリアルタイムのセキュリティ ソリューションに
レベルアップさせ、瞬時にフィードバックと通知
を提供します。
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強力なビデオ管理プラットフォーム

Synology DSM上で動作するSynology Surveillance Stationの能力によ
り、DVA3221は、新規あるいは既存のカメラのデプロイメントを素早く効率
的に行えると同時に、便利で強力な動画録画管理および分析機能を提供しま
す。

• サブスクリプション料金ゼロで完全なデータ所有権︓DVA3221の録画はす
べて、装置の他人に見られない場所に保存され、料金はかかりません。

• 8,300以上のカメラを利用可能︓ベンダーロックインを回避。ONVIFサポ
ート1 で、ご自身の要件に合わせて、幅広いカメラオプションから選択で
き、複数デバイスを一括で素早く追加あるいは移行

• リモートからの管理とコントロール︓監視システムにはブラウザベースの
アクセス、デスクトップクライアント、モバイルアプリでどこからでもア
クセス

• 自動化および通知︓動きが検出されたり、システムがデータベースにあ
る顔を認識した場合にスナップショットを撮るといった、事前定義され
たイベントの発生時のカスタムアクションをセットアップ。電子メー
ル、SMS、プッシュ通知で通知することで、タイムリーに適切な対応が可
能

• セキュアなストリームと保存︓HTTPSおよびSRTPを利用することで、カメ
ラのビデオストリームを盗聴から保護し7、特殊なパスワードで録画を暗号
化することでアーカイブへのアクセスを制限します。

一元化された監視の管理

Surveillance Station Centralized Management Server (CMS) で、複数のサイトに
わたる大規模な監視ネットワークの中のひとつのインタフェースから、複数
のSynology Deep Learning NVRおよびNASシステムを監視、管理、および保護
します。

• 集中監視︓任意の録画サーバーに接続されたカメラからのストリームを、
集中管理ホストのモニターセンターに表示し、分析

• リモートアップデート︓オフラインおよびオンラインのサーバーに対し、
すべてのシステム上にCMSからリモートでインストールされるアップデー
トをチェック

• 録画のフェイルオーバー︓N+Mフェイルオーバーを設定し、緊急時にもサ
ービスの可用性を保つよう、録画タスクを別のサーバーに自動的に切り替
え8

• データ保護︓Archive Vaultによりサーバー間で映像をバックアップ、また
はデュアル録画を使用して2台のサーバーに同時に映像を録画

冗長化オプション
ビデオ バックアップ、録画フェイルオーバー、セ
カンダリサーバーやC2 Surveillanceへのデュアル録
画により、お客様のデバイスの破壊や切断時にも
重要な監視映像へのアクセスを維持します。

どこでも監視
DS camにより、監視ビデオフィードの視聴、スナ
ップショットの取得、PTZコントロールによるズ
ームインおよびカメラ位置の調整、録画されたイ
ベントのブラウズ、双方向オーディオによるコミ
ュニケーション、離れた場所での警報の受信が可
能です。
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正面 背面

技術仕様 

ハードウェア 

CPU Intel® Atom C3538クアッドコア2.1GHz

ハードウェア暗号化エンジン あり (AES-NI) 

GPU NVIDIA® GeForce® GTX 16509

メモリ 8 GB DDR4 非ECC SO-DIMM (4 GB x 2、16 GB ECC SO-DIMM x 2 により最大 32 GB まで拡張可能)10

互換性のあるドライブ タイプ 4 x 3.5" または 2.5" SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)

ホットスワップ ドライブ あり

外部ポート • 3 x USB 3.2 Gen 1 ポート
• eSATA ポート x 2

サイズ (HxWxD) 166 x 250 x 237 mm

重量 4.92 kg

LAN ポート 4 x 1GbE RJ-45

Wake on LAN/WAN あり

電源オン/オフタイマー あり

システムファン 1 (120 x 120 x 25 mm)

AC 入力電源電圧 100V～240V AC

電源周波数 50/60Hz、単相

動作温度 0°C～40°C（32°F～104°F）

保管温度 -20 °C～60 °C（-5 °F～140 °F）

相対湿度 5%～95% RH 

最大動作高度 5,000 m (16,400 ft)

ハードウェア概要

1
ドライブトレイとステータスイン
ジケータ 2 ステータス インジケータ 3 警告インジケータ 4 LAN インジケータ

5 ドライブ トレイ ロック 6 電源ボタンとインジケータ 7 USB 3.2 Gen 1 ポート 8 システムファン

9 電源ポート 10 Kensingtonセキュリティ スロット 11 コンソール ポート 12 Resetボタン

13 eSATA ポート 14 1GbE RJ-45ポート

1

3
2

5

6

4

7

8

9

12

10

13 1314 7

11
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一般 DSM 仕様

ネットワーク プロトコル SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN （PPTP、OpenVPN™、L2TP）

ファイル システム • 内部︓Btrfs、ext4
• 外付ディスク︓Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT11

対応RAIDタイプ Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10

ストレージ管理
• 最大シングル ボリュームのサイズ︓108TB
• システム スナップショットの最大数︓65,53612

• 最大内部ボリューム︓64

SSDキャッシュ 読み書きキャッシュをサポート

ファイル共有機能

• 最大ユーザーアカウント数︓2,048
• 最大ローカル グループ︓256
• 最大共有フォルダ数︓512
• 最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続︓2,000

特権 Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原

ディレクトリ サービス Windows® AD 統合︓ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン

セキュリティ ファイアウォール、共有フォルダ暗号化、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS, SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's 
Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) 

対応ブラウザ Chrome®

インターフェイス言語  
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,         

Surveillance Station

最大 IP カメラ台数 • 最大12のリアルタイムDeep Video Analyticsタスク13を含む、32チャネル (720pとH.264合計で960 FPS)
• 8 カメラライセンス無料、追加のカメラには追加のライセンス購入が必要

Deep Video Analyticsの機能

• 顔認識
• 人数計測
• 人物および車両の検出 
• 侵入検知
• ナンバープレート認識
• 車両数計測

IP カメラのサポート

• ビデオ コーデック︓H.264、H.264+、H.265、H.265+、MJPEG、MPEG-4、MxPEG (Deep Video Analyticsタスクでは未サポート)
• オーディオ コーデック︓PCM、AMR、G.711、G.726
• 固定ビットレートと可変ビットレート コントロールでカメラのビットレートを微調整
• ONVIF™ 2.6、Profile S 認定、エッジ録画用 Profile G

ライブ ビュー

• PTZ 速度を設定できる PTZ (Pan Tilt Zoom) をサポート
• カメラズーム、フォーカス、絞り調整、自動ペン、自動オブジェクト追跡を含むオンスクリーン カメラ コントロール
• E マップ、スナップショット、スナップショット撮影後すぐに編集できるスナップショット エディタ サポート
• 画質設定︓ビットレート コントロール、画質、解像度、および FPS
• ナビゲーションが楽になるジョイスティック サポート
• 直近で発生したイベントを素早く表示するアラート パネル
• カスタマイズ可能なレイアウトと連続的なカメラ ビューをサポート

録画

• サポートされる録画モード︓手動、連続、モーション検出、I/O アラーム、アクション規則、およびカスタマイズ
• 画像形式︓MP4
• カスタマイズした録画モードは、モニター検出、自動検出、破棄検出、アラーム入力などの条件付きイベントを組み合わせるこ
とで設定できます

• 対応するカメラの SD カードでエッジ録画
• 録画前後の時間設定

再生

• タイムラインで再生レイアウトをカスタマイズ
• 一時停止、停止、前の録画、次の録画、早送り、スロー モーション、フレーム バイ フレーム、 
デジタル ズーム イン/アウトなどの再生操作

• 本物証明用ウォーターマークの埋め込み
• 輝度、コントラスト、彩度、シャープネスなどの画像属性の向上（ウェブクライアント専用）

管理

• 異なるユーザー 権限の作成と管理
• アーカイブ日時または保存領域のサイズで録画ビデオを並べ替え
• DS cam から SMS、電子メール、モバイル デバイスによるイベント通知
• 録画内容は外部ストレージまたはリモート サーバーへバックアップ可能
• NTP サーバー内蔵
• サポートされるトンネル︓MPEG-4、TCP、UDP、および HTTP 上で RTSP を介した H264

iOS/Android™ アプリケーション Synology LiveCam、DS cam、DS �le、DS �nder

Surveillanceデスクトップ クライ
アントをサポート Windows® 7 以上、macOS® 10.12 以上
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環境とパッケージング
環境の安全性 RoHS準拠

パッケージ内容

• 1 x DVA3221本体
• クイック インストール ガイド １ 冊
• 1 x アクセサリ パック
• 1 x AC 電源コード
• 2 x RJ-45 LAN ケーブル

オプションのアクセサリ
• 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM (D4ECSO-2666-16G)
• Synology拡張ユニットDX517
• Surveillanceデバイス ライセンス パック

保証 3年14

*モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。最新情報については、www.synology.com を参照してください。
1. Surveillance Stationは、プロファイル Tで、ONVIF Pro�le SおよびPro�le GをH.265と共にサポート。サポートされているすべてのカメラについては、互換性リストをご参
照ください。DVA3221は4K解像度のカメラをサポートしますが、4K動画出力はサポートしません。

2. 顔認識、ナンバープレート認識、特定の侵入検知設定では、2つのDVAタスクに相当するシステム リソースを消費します。それらのタスクは最大6つまで実行できま
す。4K録画では、DVAタスクの最大数は8に制限されます。詳細情報

3. C2 Surveillanceへのデュアル録画には、年間サブスクリプションの購入が必要です。Synologyアカウントごとにフリートライアルがご利用いただけます。
4. DVA3221には、8つのカメラライセンスが付属します。それ以上のカメラをサポートするには、追加ライセンスが必要です。
5. テスト実施は、National Institute of Standards and Technology (NIST︓ 米国国立標準技術研究所) Face Recognition Vendor Test (FRVT)、WILDデータセットで行ったもので

す。DVA3221は、最大12のDeep Video Analyticsタスクをサポートします。ただし現実の数は、どのタスクがアクティベーションされるがや、使われるカメラの解像度
によって変わります。詳細情報     

6. ナンバープレート認識は、英数字を含むナンバープレートをサポートします。高い認識精度が可能なのは、フランス、ドイツ、スイス、アメリカ合衆国、台湾のナン
バープレートです。サポートされるナンバープレートの最新リストについては、この記事をご確認ください。

7. ビデオストリームの暗号化には、SRTPまたはHTTPSが可能な対応するIPカメラが必要です。モデルについては、互換性リストで確認できます。
8. Deep Video Analyticsと顔認識は、フェイルオーバーサーバーとして動作しているサーバーではサポートされません。
9. ディスプレイ出力には対応していません。
10. DVA3221 には、8 GB DDR4 非 ECC SO-DIMM (2 x 4 GB) がプレインストールされています。オプションのECCメモリモジュールを取り付ける前に、非ECCメモリモジュール

を取り外す必要があります。
11. exFAT Accessは、DSM 7.0のPackage Centerから無料でインストールできます。DSM 6.2以前のバージョンでは、exFAT AccessはPackage Centerでの購入が必要です。
12. システムのスナップショットには、 SAN Manager、 Snapshot Replication、および Virtual Machine Manager で取得されたスナップショットが含まれます。これらのパッ

ケージの可用性はモデルによって異なります。
13. DVA3221モデルは、12のDeep Video Analyticsタスクをサポートします。ただし現実の数は、どのタスクがアクティベーションされるがや、使われるカメラの解像度に

よって変わります。詳細情報
14. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。限定製品保証の詳細はこちらから。
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