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はじめに

概要
Synology Deep Learning NVR は、高性能 AI 画像分析技術を搭載し、Surveillance Station の
Deep Video Analytics アプリケーションに組み込まれています。追加料金なしですべての機能を利
用でき、外部デバイスや追加のソフトウェアのインストールも不要です。

Synology Deep Learning NVR の内蔵 GPU ディスプレイ カードでは、ディープラーニング AI を活
用して、カメラのフレーム内で動いている人物を即座に検出、追跡し、高品質でフィルタリングし
ます。移動体が検出されると、Synology Deep Learning NVR がすばやく計算を実行して、頭や肩
の特徴を識別し、移動中の物体が人間かどうかを判断します。人が通過して頭または体の中心が検
出範囲を横切ると、カウンタが増えます。

Synology Deep Learning NVR モデルはマルチチャンネル画像解析をサポートしており、動いてい
る複数の人物を追跡およびトレースできます。たとえば、DVA3221 は走っている 20 人の人数計測
分析が可能です。

環境や設定が不適当であると精度に影響する可能性があるため、ドキュメントが、カメラを適切に
取り付けて設定するための重要な要素について説明します。正しいセットアップは次の通りです。

• インストレーションのプランニング

• 適したカメラのモデルと位置の選択。

• 適切なソフトウェア設定の構成。

システム要件
• Surveillance Station バージョン 9.0.2 以降の DVA シリーズの NAS

はじめに
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カメラの取り付け

カメラの取り付け

検出精度には画像が大きく明瞭であることが重要です。適切な取り付け位置と正しい環境により、
結果は大きく良くなります。

カメラの選択と位置決め
天井取り付けと壁取り付けという 2 種類のカメラの取り付けタイプからお選びください。 

位置決めとカメラの選択についての一般的なガイドライン
• ご自身の環境に合った、適切なカメラ取り付け位置を選択してください。環境が許せば、カメ

ラを天井に取り付けることで顔が重ならないようにして、検出精度を上げてください。 

• 柔軟なストリーム品質を実現するために、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。

• パノラマ カメラや魚眼カメラは使用しないでください。画像に歪みがあると、検出結果に影響
する可能性があります。

• カメラの信号をできるだけ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、その他の汚れが視野を遮らないように、レンズをきれいな状態にしておいてく
ださい。

• 通路付近を通る人が映らないようにしてください。検出エリアの周りで人がうろつかないよう
にしてください ( 何度も検出されてしまわないように )。自動ドアやエスカレーター、掃除ロボ
ットなどの移動する物体が、カメラのフレームに入らないようにしてください。 
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カメラの取り付け

天井取り付けカメラの位置決めに関するガイドライン
• 柔軟なストリーム品質を実現するために、天井取り付けカメラをお選びください。

• 床が光を反射したり、鋭角の影が落ちている場合、マットやカーペットで検出範囲を覆ってく
ださい。

• 検出対象の訪問者の髪の色と対照的な色の床面を使用してください。例えば、黒い髪には明色
のカーペットを、ブロンドの髪には暗色のカーペットを使用します。

• 複雑なパターンによって分析が影響されないように、単色の床面をご利用ください。

• カメラを入口の真上に取り付け、人の頭が完全に映るように真下に向けてください。 

• 通路から 2.5 ～ 4 m 以上（床から天井まで）の高さにカメラを取り付けます。カメラのモデル
とズームの設定に応じて、高さの範囲とカバーできる地面の範囲を広げることができます。
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カメラの取り付け

• 高い精度を達成するには、人間の頭が完全に映るようにする必要があります。人間の頭が常に
画面の端に表示される場合は、カメラの高さを調整するか、広い画角のカメラを使用してくだ
さい。 

• 120 cm 未満の人よりも小さい人の頭は、識別しずらい場合があり、画面上の頭のサイズの設定
で除外したりするには小さすぎる可能性があります。画面上の頭のサイズを小さくすると、動
いている他の小さな物体の影響が出る可能性が高くなるのでご注意ください。

• 帽子をかぶっている人、着ぐるみの人、傘をさしている人、頭を覆うアクセサリを着けている
人は、検出されなかったり、他の人の検出に影響したりする可能性があります。

• 精度を上げるには、動いている人物がカメラのフレームの中央に来るようにします。

• 通路の幅が 4m 以上の場合、2 台のカメラで頭の画像が完全に映るようにし、サイズが大きく
変わらないないようにしてください。 
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カメラの取り付け

• 次の表は、4m 幅の通路をカバーするための焦点距離と高さの推奨値を示しています。 
焦点距離（mm/ft） 高さ（m/ft）

2.8/0.082 3.0/9.85
4.0/0.13 4.0/13.1

位置決めとカメラの選択についての一般的なガイドライン
• カメラを少なくとも 2.5 ～ 4 メートルの高さに取り付けます。

• カメラのチルトアングルは、30 度未満に。 

Camera Tilt Angle
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Detection Area

• 柱や障害物、フェンス、門、木など、カメラの視野をブロックするものを避けてください。 

• カメラは対象エリアにできるだけ近く取り付けます。 

• 可能であれば、カメラのズーム機能を使ってください。

適切な照明の準備
適切な照明は非常に重要です。周囲が暗すぎると、映像がぼやけて細部が認識できなくなる可能性
があります。また、過度の照明があると、画像が露出オーバーになり、明瞭度が損なわれる可能性
があります。可能であれば、次の操作を行ってください。

• 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。動いている人物は、
暗い画像で認識が困難になるという特性があります。

• 検出範囲に直射日光が当たらないようにしてください。直接光は、画像に筋が残ったり、露出
オーバーの原因になったりすることがあり、画質に影響する可能性があります。

• カメラを直接光に向けないでください。露出オーバーになります。

• カメラの暗視モード（IR モード）では、不十分な光を補正できません。必要に応じて照明を追
加してください。

• ネオン ライトなど、ちらつきや光を発する物体を取り除いてください。

• 不均一な照明を避けてください。暗い部分の動きが正しく検出されない可能性があります。
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カメラの取り付け

• 影があると、人物の特徴の形状がぼやける可能性があるので、影を発生させる斜めの光源を取
り除いてください。

• 髪の毛と衣服が同化しないように、実際の環境に合わせて照明の色を調整してください。髪の
毛と身体の色が照明をすぎていると、人間を簡単に検出できなくなる可能性があります。暗い
部分の動きが正しく検出されない可能性があります。

• 影があると、人物の特徴の形状がぼやける可能性があるので、影を発生させる傾いた光源を取
り除いてください。

考えられる干渉に関する注意
カメラの取り付け環境を念入りに計画した場合でも、人の顔は誤認識したり、まったく検出されな
い場合があります。干渉で誤算が生じたとしても、人数計測は意図したように動作し続けることに
注意してください。

• 動物や車両など無関係な動く物体は避けてください。  

• 近づいて並んで歩いている人は、正しく認識されない場合があります。 

• カメラの前を素早く通り過ぎる人は検出されないことがあります。

• 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干渉する可能性があります。
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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。

この章では人数計測の精度を高めるために必要な重要な設定について説明します。次の図は、例と
して天井取り付けを用います。

マウントタイプを選択する
実際の取り付けタイプに応じた適切なモードを選択します。 

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 IntelligentVideoAnalyticsRecording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、設定するカメラを選択
してください。次に［編集］ > ［編集］ > ［録画］ > ［詳細設定］ > ［IntelligentVideoAnalytics
Recording］をクリックし、ストリーム プロファイルを設定します。

ソフトウェア設定の構成
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ソフトウェア設定の構成

検出ラインの定義
人数計測は、人の身長を示す正中線により、カメラの画角に人が入った時に人の場所を連続的に追
跡します。イベントは、人の身長 ( 一番下から測定 ) の 10% が検出ゾーンを超えた時に発生します。

10%

検出ラインはカメラ画面の中央の地面に設置し、通路の幅全体におよぶ必要があります。ラインが
短すぎると、人がラインを横切らずに入口を通過し、検出できなくなる可能性があります。最大の
長さは 4 m です。
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足取りデータの収集

人数計測タスクを設定すると、足取りデータの収集と追跡を開始できます。この章では、人数計測
で役立つ機能のいくつかをご紹介します。

群衆検出の有効化
特定の施設内の人数が設定数を超えると、群衆検出でイベント通知を送信し、モニターセンターで
アラートをトリガーできます。これは、スタジアムやショッピング モールなど、安全上の問題か
ら入場制限が必要な場所に適しています。その人数は大きく変化します入力。人数は、入ってくる
人数から出ていく人数を引いて計算されます。 

足取りデータの収集
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レポートの作成

レポートの作成

足取りデータを収集したら、［検出結果］ページに進み、人数計測レポートを生成します。 

報告は、指定された日時内に出入りする人数が一覧表示されます。柔軟な表示設計により、時間幅
を日から年に簡単に調整できます。複数の入口があるスペースに対応するために、異なるタスクか
らデータを同時に表示することもできます。レポートのコピーを保存する場合は、［エクスポート］
をクリックして、HTML または Excel ファイルでダウンロードします。 
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人数カウンタのリセット

人数カウンタのリセット

デフォルトでは、このカウンタは毎日零時にリセットされます。このリセットスケジュールは、必
要に応じて変更できます。 
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人数カウンタのリセット
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