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はじめに

パワフルな AI 画像分析を搭載している Synology Deep Video Analytics (DVA) は、大量のオ

ブジェクト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。 

サポートされているアルゴリズムの 1つである顔認識は、顧客、従業員、または不審者を特定す

ることで、サービスの向上とセキュリティ強化を図るよう設計されています。

最適な精度を実現するため、このガイドでは、顔認識タスクを設定する際に重要となる要素につ

いて説明しています。最良の結果を得るには、可能な限り記載されている内容に従ってください。

システム要件
• Surveillance Station バージョン 9.0 以降の DVA シリーズ NAS。

• Synology の顔認識アプリケーション（デフォルトでインストール済み） 

注：顔認識アプリケーションに追加ライセンスは必要ありません。

はじめに
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カメラのクイックインストール

カメラのクイックインストール

適切なカメラの選択
ストリーム品質1920x1080@20 FPS 以上

光学ズームレンズ( オプション ) 歩行者が遠く離れているときに、より明確な顔の画像を取り

込みます

推奨事項と禁止事項

反射面十分な照明 バックライト パノラマカメラ

ステップ
1

設置環境の確認
最小照明300 ルクス

設置場所と向き屋内出入口を通る歩行者の流れに直接向き合う位置で、正面の画像を捉える

取り付け高さと角度

屋内出口屋内入口

ステップ
2



03

カメラのクイックインストール

設置高さ1.5 ～ 3 メートル 

カメラの傾き角度15 度以下

顔の解像度75 × 75 ピクセル以上 (125 × 125 ピクセル推奨 )

* これらの値は参照値です。クリアな顔の画像が得られるよう、実際のカメラ構成で設置の高
さおよび角度を調整してください。

推奨事項と禁止事項

顔が横を向いている 顔の一部が隠れている顔の特徴がクリア 傾き角度が大きすぎる

ステップ
3

歩
行
者
の
身
長

カメラの傾き角度

顔の解像度

設
置
高
さ

歩行者の距離
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カメラの配置と環境

カメラの配置や環境を綿密に計画しても、顔が検出されない、あるいは誤って認識される可能性

があります。以下の状況は、AI による検出と認識に影響を与える可能性があります。

• カメラのレンズに直接光が当たると、画像に縞が残ったり、露出が大きくなることがあり、画

質に影響を与えます。 

• 照明が大きく変化する場所にカメラを設置すると、画質の一貫性が低下する可能性があります。 

• 顔の画像が露出過多または露出不足になると、AI による認識を妨げる可能性があります。背景

の照明が電球色の場合は、AI による認識を妨げる可能性があります。白色の照明をお勧めしま

す。

• 歩行者の移動が速すぎると、撮影した顔画像がぼやける可能性があります。 

• カメラの視野が変化すると、ビデオの分析結果 (フォーカスやズームレベルなど )に影響を与

える可能性があります。 

• 天候によって屋外カメラの鮮明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

の違いなどが検出や認識に影響する可能性があります。 

• ネットワーク接続が不安定になると、画像が不完全になったり、破損したりする可能性があり

ます。有線接続を強くお勧めします。 

• 泥や虫などの付着物がレンズの障害となることがあります。クリアな画像が撮れるように、レ

ンズは常にきれいにしてください。

カメラの配置と環境
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ソフトウェア設定の構成

カメラの取り付けが完了したら、要件に合わせて顔認識のソフトウェア設定を行います。この章

では、顔認識アルゴリズムに不可欠な設定について説明します。

顔認識タスクを設定する前に、まず顔データベースを作成することをお勧めします。ただし、以

前のデータベース情報が利用できない場合は、タスクを設定して、組織的に最初から顔データベ

ースを作成することもできます。

顔データベースの作成
異なるイベント（許可、ブロック、VIP、Registered）で人物を特定し分類するには、顔認識タ

スクを追加する前に顔データベースでユーザープロファイルとユーザーグループを作成する必要

があります。ユーザープロファイルは 1 つずつ作成することも、一括でユーザーデータや写真

をインポートすることもできます。 

顔データベースを管理するには、［顔認識］ > ［顔データベース］に進みます。

顔データベースの構築で最も効果的なのは、一括でユーザープロファイルをインポートする方法

です。プロファイルを一括でインポートするには、次のオプションを使用できます。

• カスタマイズしたプロファイルリストを使用したインポート

• ローカル DSM、ドメイン、または LDAP ユーザーのインポート

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

ファイルのインポートには、次の仕様が必要です (上記のインポート オプションのいずれか)。

• アカウント：各アカウントは 1 ～ 128 文字で一意の Unicode 文字、数字、または次の記号の

みを含む必要があります：.- _ @ \

• 写真ファイル名：アップロードした写真をアカウントと一致させるために使用します。

• 行 3 より前の内容を変更しないでください。元の XLSX 形式のみが受け付けられます。

注：グループを直接インポートすることも、DSM、ドメイン、または LDAP から新しいユーザー

のみをインポートすることもできます。

グループの定義
顔データベースのユーザーは、1 つ以上のグループに割り当てることができます。グループは、

顔データベースから手動で作成することも、ローカル DSM、ドメイン、または LDAP ユーザーを

インポートして作成することもできます。

定義されたグループは、顔認識タスクの 3 つのイベント ( 許可、ブロックまたは VIP) のいずれ

かに割り当てることができます。これにより、顔認識の結果と映像からすぐに結果をモニター セ
ンターで確認できます。

たとえば、設定した時間枠内に何人の VIP が現れたかを確認する場合は、認識結果からイベント

VIP を抽出処理します。モニター センターでビデオを見ている場合は、VIP が特定の色のフレー

ムで囲われ、素早く認識されます。

イベントを素早く認識するためのグループの利用に関する詳細は、「登録イベントと不明なイベ

ント」をご覧ください

注：各グループは 1 つのイベントにのみ割り当てることができます。ユーザー プロファイルま

たはグループが複数のイベント リストに含まれている場合、ブロック > VIP > 許可の順にマー

クされます。
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ソフトウェア設定の構成

検出精度の向上
最適な認識結果を得るには、優れたプロファイル写真として以下が必要です。

• 目と鼻の両方が見え、カメラに対して正面から捉えることができ、上または下向き、あるいは

横からの画像にならないようにしてください。

• プロファイルの作成には、3ヶ月以内に撮影した写真を使用し、定期的に更新してください。 

• 写真の解像度は 300 × 300 ピクセル以上にしてください。顔の幅は 75 ピクセル以上にして

ください。

• 顔の特徴が明確に確認できる画像を使用します。露出過多または露出不足にならないように注

意してください。

• 人物の肩まで含まれ、頭上に多少のスペースがある写真を使用してください。

• PNG、JPG、BMP 形式のファイルのみ使用できます。

顔認識タスクの作成
顔認識タスクは、顔データベースの設定後に作成できます（この方法を推奨しますが、必須条件

ではありません）。顔認識タスクを作成した後にのみ、モニター センターはストリームのユーザ

ーを認識して分類できます。 

注：1 つの顔認識タスクは、最大 25 の顔をリアルタイムで検出して比較できます。

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 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］ > [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。
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ソフトウェア設定の構成

登録イベントと不明なイベント

識別を容易にするため、顔フレームの色とグループを許可、ブロック、VIP などの既定のイベン

トに割り当てることができます。グループは割り当てられていないが、顔データベースでは特定

される人物は、登録済みとして分類されます。

同様にフレームの色が登録済みユーザーに割り当てられます。これにより、顔認識の結果とモニ
ター センターでビデオを表示する際に、探している識別結果を素早く抽出できます。同様に、顔

が認識されない、不明瞭、あるいは撮影角度がよくない場合、識別しやすいようにフレームの色

が割り当てられます。 

不明瞭あるいは認識されない顔を無視する

効率を高めるために、画面上で識別可能な顔の最小サイズを微調整して、不明瞭な顔やサイズが

小さい顔を誤検出しないようにすることができます。[ イベント ] タブで、不明瞭な顔でトリガ

ーされるアラートを無視するように設定できます。検出された顔が不明瞭な場合、または不適切

な角度から取得された場合、イベント アラートは送信されません。 
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ソフトウェア設定の構成

パラメータタブで、[ 編集 ] ボタンをクリックし、物体を囲む青色の枠を調整して、最小サイズ

の画面上の顔を定義します。パーセンテージは、カメラの画像サイズに対する顔のサイズを表し

ます。定義した顔サイズより小さい顔は除外されます。

認識結果でも、不明瞭な顔を無視するオプションを有効にできます。曖昧な顔や、撮影角度が悪

い顔は、結果から除外されます。

類似性パラメータを調整

プロファイル写真と検出された顔の類似性が 類似性パラメータで指定された値を超えた場合、

検出された顔は顔データベースから一致するとして識別されます。 

顔認識の誤りが多い場合には、 類似性パラメータを調整します ( デフォルト値は 80%)。
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ソフトウェア設定の構成

検出ゾーンの定義

パラメータタブの下で、検出ゾーン ( 含むまたは含まない ) をニーズに合うように設定できま

す。検出ゾーンは極端に狭くしたり、小さくしたりしないでください。検出ゾーンは、認識対象

の顔の 2倍以上にする必要があります。1つの画面に最大 3つのゾーンを設定できます。 
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認識結果の検索と管理

認識結果の検索と管理

詳細な設定オプションに加えて、顔認識は、認識結果を表示および管理するための 2つの方法を

提供しています。1つはモニター センター、もう 1つはアプリの認識結果を使用する方法です。

モニターセンターで認識結果を管理する
認識結果をモニター センターで確認するには、1 つ以上の顔認識イベントを警告トリガーとして

構成する顔認識タスクを設定し、そのタスクをソースとしてレイアウトに追加する必要がありま

す。顔認識結果は、アラート パネルで確認できます。

たとえば、アラート パネルで VIP をフィルタリングして、VIP アカウントが表示されるすべて

のインスタンスを表示できます。 

顔認識タスクによってラベル付けされた顔を右クリックすると、（識別されるかどうかにかかわ

らず）その結果に対するオプションが表示されます。 

認識されない顔は、そのスナップショットを用いてデータベースに登録できます。類似の顔を不

明な結果のところで選択することもできます。
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認識結果の検索と管理

顔がグループの一員、登録された人物などで特定された場合、顔データベースに登録されている

その人の個人情報を表示したり、ユーザー プロファイルやスナップショットで検索したり、顔

データベースから別のプロファイルで識別を修正したり、不明として識別をマークすることがで

きます。 

認識結果履歴の検索
認識結果履歴を見るには、［認識結果］に進みます。

顔認識アプリケーションでは、タスク、イベント、日付で認識結果をフィルタリングしたり、結

果の中から特定の人を検索することができます。 
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認識結果の検索と管理

プロファイル情報で特定の人物を検索する場合は、名前、アカウント、または説明を使用して検

索するか、顔画像をアップロードして検索できます。結果が見つかった場合、顔認識によって特

定の人物が検出されたすべての時間が表示されます。

特定の結果をアーカイブ保存ポリシーで自動削除されないようにロックしたり、バックアップ用

にダウンロードすることができます。また、結果を不明としてマークしたり、識別を別のユーザ

ー プロファイルに設定したり、誤った識別結果を訂正することができます。 

顔が顔データベースに登録されていない場合は、顔の画像をアップロードし、その画像を使用し

て類似する結果を検索することで顔データベースに登録できます。他にも、スナップショットで
検索オプションを使用して、認識結果を直接検索できるオプションがあります。類似性のレベル

は、検索範囲を広げたり、狭めたりして調整できます。 

システムによって顔が識別されない現象がシステムのエラーにより生じる可能性があります。認

識結果を名前、アカウント名、説明などで検索する場合、元のタスクとは異なる類似レベルで、

その人物のデータベース写真を認識結果と比較できます。[ 顔の比較 ] をクリックすると、類似

度を調整できる [ 画像検索 ] が表示されます。
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認識結果の検索と管理

覆い隠された顔の検出
顔認識は、マスクを使用中かどうかを検出できます。結果をフィルタリングして、覆われた顔ま

たは覆われていない顔をすべて表示し、アラートをモニター センターで、ある人物の覆われた顔

および覆われていない顔が検出されたときに通知するアラートを構成することができます。

たとえば、マスクをしている人物が銀行に入った場合、セキュリティ担当者に注意アラートを通

知するように構成できます。

認識結果の向上
認識結果は、取り込んだ顔画像を使用して以下の操作を行うことで改善できます。

• 新しいプロファイルを作成する（顔データベースが作成されていない場合は、この方法で新し

いデータベースを構築できます）。 

• 手動で認識結果を修正し、認識された人物のデータベース写真を取り込んだ顔画像に置き換え

て顔データベースを更新する。 

• 顔認識が誤って対象を識別した場合は、対象を見知らぬ人物（不明としてマーク）にリセット

して、認識結果を修正する。
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レポート

レポート

レポートでは、顔認識結果のトレンドを簡単に見ることができます。顔認識では、2種類の

レポートを提供します。レポートを生成するには、［認識結果］>［アクセス レポート］に

進みます。 

検知された人全員の全記録
このレポートは、検知された人全員の記録すべてを表示します。不明瞭な顔や未登録の人は、不

要であれば非表示にできます。 
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レポート

登録した人々の最初の入場と最後の退出
このレポートは、最初に入った人と最後に退出した人を表示します。不明瞭な顔は、不要であれ

ば非表示にできます。 
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付録

付録

プライバシーの保護
顔認識は、ビジネスインテリジェンスを生み出すためや、アクセス認証用に利用するなど、優れ

たツールですが、この技術の導入にあたっては、人々のプライバシーや人権を守ることも必要で

す。適切な規則を定めていない場合には、顔認識を公の場で使用することは推奨できません ( 法

的な問題だけでなく )。同様に、Synology は、肌の色で検出した顔を分類するような、レイシャ

ルプロファイリングが可能な機能はサポートする予定はありません。

私的な場での利用の場合 ( スマートリテールや施設のセキュリティ目的など )、管理者が利用で

きる機能がいくつかあります。

• ユーザーへの細かなアクセス権の付与は、知る必要がある人にだけ行ってください。たとえば、

外部委託の警備員に対しては、施設に入る社員の名前や詳細な内容を非表示にした上で、その

人物が許可、ブロック、VIP のどのリストに属するかはわかるようにします。

• さらに、カメラビューの中で機密エリアをカバーするライブフィードには、テキストウォータ

ーマークやプライバシーマスクを追加します。

• 匿名ログ記録を有効化します。多くの場面では、DVA シリーズのモデルで検出した顔をデータ

ベースに照らし合わせる必要はありません。その代わり、検出した顔をログしておき、管理者

だけが何らかの事件が発生した時に調査に利用できるようにします。

• スケジュールをセットアップして、検出結果は一定期間後 (7 日後など ) に自動的にローテー

ションされるようにします。

強化されたセキュリティ
どの Synology NAS/NVR でもそうですが、DVA シリーズモデルは外部からの攻撃に対抗する多重の

安全機構が備わっています。

• 管理者、セキュリティマネージャー、ユーザーは皆、2要素認証によるログインが必須となっ

ており、資格情報が漏洩した場合のデータ損失のリスクを下げています。 

• 同じ IP アドレスや信頼されていないクライアントデバイスからの連続したログインの失敗が検

出された場合は、自動ブロックが総当たり攻撃を抑えます。 

• ベースとなっているオペレーティングシステム (DSM) および Surveillance Station パッケー

ジは、迫り来る脅威からシステムを保護すべく、継続的に更新されています。
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