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必要な情報を探す

Synology は、さまざまなサポート	ドキュメントを公開してい
ます。

お客様は、ナレッジセンターで役に立つヘルプおよび FAQ記
事やビデオ	チュートリアルをご覧になり、プロセスを使いやす
いステップに分割していくことができます。お客様はさらに、
ユーザーガイド、ソリューション	ガイド、ブローシャ、ホワイ
トペーパーもご覧いただけます。経験豊かなユーザーや管理者
は、管理者ガイドや開発者ガイドで答えや手引きを見つけられ
ます。

解決したい問題に関する情報が見つからない場合、ユーザーや
サポートスタッフによる多数の回答を Synology	Community 内
で検索したり、ウェブフォームやメール、電話で Synology サ
ポートと連絡をとることができます。

https://community.synology.com/
https://www.synology.com/company/contact_us
https://www.synology.com/company/contact_us
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はじめに

概要
パワフルな AI 画像分析を搭載している	Synology	Deep	Video	Analytics	(DVA)	は、大量の物体属性
を瞬時に計算し、環境への干渉を除外し、正確な検出結果を得ることができます。実績のあるスマ
ート	タグ技術と包括的な管理インターフェイスで、侵入検知はユーザーに簡単かつ効率的イベン
トの制御を可能にします。

サポートされる複数のアルゴリズムの中で、侵入検知は指定エリアでの異常な行動を監視するよう
設計されています。それは次のようなさまざまな分野に応用できます。

•	 危険区域：線路、海岸、湖

•	 立ち入り制限ゾーン：軍事区域、コンピューター施設

•	 ホーム	セキュリティ：ガレージ、裏庭、私有財産

このガイドは、最良の結果を得るための、侵入検知タスクをセットアップする際の主要な要素をカ
バーします。記載されている内容に可能な限り従ってください。

クイックスタート

カメラの選択

•	 1920x1080@20	FPS をもつマルチストリーム	カメラを選択します。

•	 可能ならば、IR をサポートするカメラを選択してください。

•	 安定したストリーミングのために、有線接続を使用してください。

カメラの取り付け

•	 カメラは床から 2.5 ～ 4 メートル上方に置いてください。

•	 カメラの角度は、壁に対して 60 度を超えないようにします。

•	 カメラをターゲットエリアをまっすぐ向け、スクリーンを傾けないでください。

•	 周囲の照明は 300 ルクス以上の明るさにしてください。

ソフトウェア構成

•	 スクリーンの中央に検知フェンスを置きます。

•	 検知フェンスを描き、片方向または双方向検知を適用します。

•	 人、車両、または全物体に検知を絞ります。

•	 精度を最良にするためには、小さなオブジェクトの無視を選択してください。

•	 実際の検知場面に合うよう、パラメータ	アジャスターによる微調整を行います。

はじめに
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はじめに

精度の強化

•	 潜在的な干渉の除去

•	 周囲の高さの違いによって起きる妨害を避けます。

•	 交通量の多い幹線道路を除外します。

•	 複数のカメラを使って、広いエリアをカバーします。

詳細は、次の章を参照してください。
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カメラの取り付け

この章では、カメラの取り付け方法や、検出精度を高めるために鮮明な映像を撮る適切な照明の配
置を説明します。

カメラの選択と位置決め
カメラ	モデル、インストール、構成は、録画の品質に直接影響します。

一般的なガイドラインは次のとおりです。

•	 柔軟なストリーム品質のために、	1920x1080	@20	FPS 以上のマルチストリームをサポートする
カメラを選択してください。

•	 壁に対して 60 度より小さい角度に傾けることができ、地面から	2.5 ～ 4	m	上に取り付けること
ができる壁取り付けカメラを選択してください。

•	 パノラマ	カメラや魚眼カメラは使用しないでください。画像の歪みは検出に影響を与えます。

•	 カメラを傾けないでください。傾いた画像は、検出エラーにつながります。

•	 侵入する物体やその動線がはっきり検出されるよう、検出エリアがスクリーンの中央にくるよ
うにします。

•	 カメラはあらゆる角度から鮮明な映像が得られるようにします。周囲の高さの違いによる妨害
は、誤検出を起こします。

•	 カメラの信号は極力安定させてください。有線接続を強くお勧めします。

•	 ほこり、昆虫、その他の汚れが視界を遮らないように、レンズをきれいな状態にしておいてく
ださい。

•	 クリアな画像が得られるようにカメラをしっかり固定します。

適切な照明の準備
適切な照明は非常に重要です。周囲が暗い場合、細部が見えなくなり、照明が強すぎると、画像が
ぼやけます。

カメラのセットアップ時には、次の事項に留意してください。

•	 十分な照明を準備し、できれば	300 ルクス以上の明るさにしてください。動いている物体は、
暗いところでは認識しづらくなります。

•	 可能な限り、IR 機能を有効にしてください。(IR は鮮明な画像を得るのに役立ちますが、照明不
足を補うことはできませんのでご注意ください。)

•	 レンズに直射日光が当たらないように、屋外カメラに防水カバーを付けてください。直接光は、
画像に筋が残ったり、露出オーバーになる、あるいは、動画品質に影響する可能性があります。

カメラの取り付け
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ソフトウェア設定の構成

ソフトウェア設定の構成

カメラが正しく取り付けられたら、ニーズに合うようDVA のソフトウェアを設定します。この章
では、重要な設定について述べます。

ストリームプロファイルの選択
最適な検出精度を得るには、1920x1080@20FPS 以上の解像度を選択してください。ストリーム プ

ロファイルは、ペアリングされたカメラの Intelligent Video Analytics Recording の設定で設

定されます。ストリーミング プロファイルを編集するには、 IP カメラ に進み、構成するカメラ

を選択してください。次に [ 編集 ] > [ 編集 ] > [ 録画 ] > [ 詳細設定 ] > [Intelligent Video 

Analytics Recording] の順に進んで、ストリーミング プロファイルを設定します。

検出フェンスの設定
ノードをドラッグして、検出フェンスの位置を調整します。フェンスの上で左クリックし、18 ノ

ードまでを追加でき、右クリックでそれを削除します。
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ソフトウェア設定の構成

検出方向の定義
対象の周囲環境に基づいて、単一方向または双方向の検出を適用できます。単一方向のみを監視す
る場合は、検出方向を示す紫色の矢印がフェンスに表示されます。矢印をクリックすると、向きが
逆になります。イベントは、対象物が矢印が示す方向にフェンスを横切るとトリガーされます。

メカニズムのトリガー
侵入検知は主に、壁取り付けカメラで高い位置からのショットで用いられ、DVA で、移動するオ
ブジェクトの低い部分をトラッキングしてイベントをトリガーします。仮想フェンスを横切るもの
すべてを検出するか、人、車両、またはその両方に絞るかを選択できます。	
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ソフトウェア設定の構成

•	 すべての物体：このオプションは、あらゆる種類の侵入を含むため、警戒レベルが高い場所に向
いています。オブジェクトエリアの 30%がフェンスを横切った場合に、イベントがトリガーさ
れます。	
	
移動する物体がはっきり目立ち、正しく検出されるよう、できるだけカメラの背景を検出対象
と異なる色にしてください。

•	 特定の物体：このオプションは、人や交通機関の形を判別する精度が高くなります。これは、人
や車両の異常な動きを検出し、報告するのに適しており、これらとは違う物体による誤認アラ
ームを極力少なくします。		
	
人や車両がカメラの画角にはいると、それらの高さを示す中間ラインが定義され、分析が続け
られてそれらの場所を追跡します中間ラインの下 10 パーセント位置が検出フェンスを横切る
と、イベントがトリガーされます。

注：
•	 このオプションが人に注目する場合、壁宙をするなど大きな動きが人の形の認識に影響しない
よう、すべての物体を選択してください。
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ソフトウェア設定の構成

小さい物体の無視
画像ノイズ、昆虫、小動物などの干渉を除去するには、最小物体サイズを微
調整することが重要です。パラメータ	ページで、［編集］	ボタンをクリック
し、物体を囲むシアン色の枠を調整して、最小物体サイズを定義します。
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検出精度の向上

ソフトウェアのパラメータ設定を調整した後でも、検出精度に影響する可能性のある要因がまだい
くつかあります。この章では、考えられる原因と解決策について説明します。

周囲の障害物の除去
周囲が単純であるほど、侵入検知で物体を簡単に分析できるようになり、正確なレポートを提供で
きます。

次のガイドラインを参考にしてください。

•	 検出エリアを設置する場所の近くに幹線道路がある場合は、フェンスを道路から少し離します。
これにより、安定性が増し、偶発的なトリガーの回数が減ります。精度は影響受けません。

検出精度の向上
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検出精度の向上

•	 検知フェンスを画面の中央に配置し、鉢植えの植物や柱などの障害物を取り除いて、フェンス
の両側で物体を正しく検知できるようにします。

•	 カメラの映像がカバーする範囲がかなり広い場合、遠くにある小さい物体が正しく検出されな
い可能性があります。遠くのコーナーがはいるよう、カメラの位置を調整、あるいは新しいカ
メラを追加します。

考えられる干渉に関する注意
カメラのインストレーションを綿密に計画しても、見込み違いは起こり得ます。

次の事項に留意してください。

•	 天候によって屋外カメラの精度が影響を受ける場合があります。雨や雪、影の変化、昼と夜の
違いなどもすべてカメラの精度に影響する可能性があります。

•	 揺れている茂みや波打つ水の中など、比較的不安定な場所に検知フェンスを設定すると、精度
が低くなる場合があります。

•	 ネオン	ライトなどの、ちらつきや光を発する物体は、分析を妨害する可能性があります。
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高度な機能の活用

詳細設定オプションのほかに、DVAには、ファイル管理を容易にするラベル貼り機能が装備され、
パラメータ	アジャスターでパラメータを微調整できます。

モーション検出との統合
侵入検知を	Surveillance	Station のモーション検出と統合することで、侵入イベントが検出された
ときに、カメラの録画、通知、アクション	ルール、その他の設定をトリガーすることもできます。

ラベルとコメント
DVAの検出結果には、ラベルや説明を追加できます。たとえば、関連するイベントに印をつけたり、
後で動画ファイルにアクセスしやすくなるよう、「人」ラベルをつけることができます。	

高度な機能の活用



11 Synology 管理者ガイド     

高度な機能の活用

パラメータ設定の最適化
パラメータ	アジャスターは、以前のカメラ録画または	DVA 検出結果を使用してタスク	パラメータ
を微調整できます。こうして実際の使用シナリオに適合できるようにします。

ビデオ	ソース	パネルからクリップを選択し、ノードをドラッグして、検出ゾーンを調整します。
左パネルの基本設定とパラメータも編集できます。	
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高度な機能の活用
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