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必要な情報を探す

Synologyは、幅広い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SynologyCommunity 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
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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、ユーザーは簡単かつ効率的にイベントを制御できます。

サポートされているアルゴリズムの 1 つである人物と車両の検出は、特定の領域に進入した人物や車
両を検出することに特化しています。さまざまなシナリオやセキュリティ レベルに対応するため、追跡す
る対象の種類（人物、車両、またはその両方）を決めて、独自のトリガ時間をカスタマイズできます。

最適な精度を実現するため、このガイドでは、人物と車両の検出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、記載されている内容に可能な限り従ってください。

システム要件
• Surveillance Station バージョン 8.2.9 以上 

• Synology のディープラーニング NVR（Synology Deep Video Analytics （DVA）はデフォルトでインス
トール済み） 

注：人物および車両検出機能用の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

サンシェード( オプション ) 屋外カメラに追加して、レンズに直射日光がかからないようにします 

ステッ
プ1

設置環境の確認
最小照明300 lux

ステッ
プ2

推奨事項と禁止事項

Backlight

対象物を正面
から捉える

障害物がある 対象物が遠す
ぎる

パノラマ カメ
ラ使用しない

取り付け高さと角度
設置高さ2.5 ～ 4 メートル 

カメラの傾き角度30 度以下

検出領域10 ～ 15 メートルを推奨

詳細は、「トリガーの仕組み」セクションをご確認ください。

ステッ
プ3

Camera Tilt Angle
In
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H
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Detection Area
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検出精度の向上

カメラの配置や環境を綿密に計画しても、対象物が検出されない、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 による検出と追跡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。

• 等身大パネルや鏡の反射など、実際の物体と似た外観の物体があると、AI が本物と間違える場合が
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。

• カメラが不安定な場所に取り付けられていると、カメラが揺れて画像がぼやけてしまい、検出や認識
を妨げる可能性があります。

• 上や下、あるいは正面に反射する物がある（鏡、光沢のある床や天井など）。

• 照明の光がカメラのレンズに直接あたっている。

検出精度の向上
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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 DVA ソフトウェア設定を構成します。この章では、人物
と車両の検出アルゴリズムに不可欠な設定について説明します。

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 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。

検出ゾーンの定義
DVA では、次の 2 種類のゾーン：「包括」と「排他」を使用できます。包括ゾーンは、定義されたゾーン内で
検出が行われることを意味します。排他ゾーンは、定義されたゾーンの外部で検出が行われることを意
味します。どちらもさまざまなシナリオとの互換性が高く、本当に重要な領域をカバーすることができま
す。

ノードをドラッグするだけで、検出ゾーンの位置を調整できます。ゾーンの境界を左クリックしてノードを
追加したり、ノードを右クリックして削除したりできます。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、少なくとも最も小さい対象物の 2 倍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。物体が検出ゾーンに十分に重なり合っていないと、検出されません。  

詳細は、「トリガーの仕組み」セクションをご確認ください。

ソフトウェア設定の構成
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検出精度の向上

トリガリングメカニズム
人物および車両の検出は、物体と検出ゾーンの間のオーバーラップしているエリアを追跡することで動
作します。ひとつの物体は、それがゾーンに入った時に、オーバーラップしているエリアがしきい値を超え
た場合、とどまっていると認識されます。イベントは、物体が検出された時、物体が設定時間の間とどま
っている時、あるいはゾーン内の物体の数が設定値に達した時のいずれかにトリガーするよう設定でき
ます。( イベントのトリガーは、いずれかまたはすべてのルールが満たされた場合にも設定できます。)  
人物と車両の検出は、指定した人物、車両、またはその両方を検出します。

人物

人物検出イベントは、人物の境界ボックスの下中央から高さの 10% が検出ゾーンに入り、次の事前設
定条件の 1 つまたはそれ以上が満たされた場合にトリガーされます。

• 少なくとも一人の人物が検出されている時。

• 人物の数が設定数に達した時。

• 少なくとも一人の人物の滞在時間が設定時間に達した時。
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検出精度の向上

車両

車両検出イベントは、車両の 10% が検出ゾーンに入り、次の事前設定条件の 1 つまたはそれ以上が満
たされた場合にトリガーされます。

• 車両が検出されている時。

• 車両の滞在時間が設定時間に達した時。
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検出精度の向上

人物および車両の検出は、次の車両タイプを認識します。乗用車、ピックアップ、バン、トラック、バス、二輪車。
ただし、独特の外観をした車両は検出されないかまたは誤って認識される場合があります。

ナンバープレート認識

ナンバー プレート認識を有効にし、認識されたすべてのナンバー プレートを記録し、それらを認識結果に
ラベルします。特定の地域では、より高い検出精度が得られます。 

結果をナンバー プレート データベースと比較するためには、[ 検出結果に許可またはブロックのアイコ
ンを追加 ] を有効にします。ナンバー プレート データベースをクリックすると、認識されたナンバー プレ
ートの追加や、既存のナンバー プレートの削除や編集といったナンバー プレートの管理が可能です。 
 

詳細は、をナンバープレート認識管理者ガイド

を参照してください。

小さい物体の無視
小さい物体の誤検知をなくすには、対象物の最小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、物体を囲む青色の枠を調整して、最小物体サイズを定義します。（パーセ
ンテージは、カメラの画像サイズに対する物体のサイズを表します。）これで、定義した物体サイズより小さ
い移動物体を除外できます。

https://kb.synology.com/Surveillance/tutorial/What_regions_does_license_plate_recognition_support
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/AdminGuide/Package/SurveillanceStation/All/enu/DVA_License_Plate_Recognition_AG_enu.pdf
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/AdminGuide/Package/SurveillanceStation/All/enu/DVA_License_Plate_Recognition_AG_enu.pdf
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検出精度の向上

下の画像を例にすると、最小物体サイズは、0.2% に設定されています。このサイズよりも小さい物体は、と
どまっていてもいなくても、システムは無視します。 
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高度な機能の活用

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。

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、「人物」ラベルを追加して、人物が検出さ
れたすべてのビデオに印を付けることができます。

パラメータ設定の最適化
パラメータ調整機能は、以前のカメラ記録または 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、このクリップを用いてノードをドラッグし、検出ゾーンを必要
に応じて調整します。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

以下の画像を例として使用して、このカメラの対象エリアに留まっている人物を検出する場合は、画像内
で検出された人物とその周辺エリアをカバーするようにゾーンを調整します。
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高度な機能の活用

synology.com

Synology では仕様・製品説明を随時予告なく変更する場合があります。Copyright © 2022 Synology Inc. All 

rights reserved.® Synology および Synology 製品のその他の名称は、Synology Inc. の商標または登録商標で

す。本書に記載されているその他の製品名および会社名は各所有権利者の商標です。 
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電話：+33147176288
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DüsseldorfDeutschland
電話：+4921196669666
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China
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電話：+44（0）1908048029

Synology
Japan 株式会社

〒101-0031東京都千代田区東神田
3-1-2ユニゾ東神田三丁目ビル4F


	はじめに
	カメラのクイック インストール
	検出精度の向上
	ソフトウェア設定の構成
	高度な機能の活用

