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8-2 カメラ代表モデルの変更
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4/80操作の流れ

1. ログイン 2. 基本設定 3. 配置、設定、確認 4. リスト化・容量計算

完成するまで、この操作を繰り返し
てください。

- ユーザー登録(*1)
- ログイン(*2)
- プロジェクト新規作成
- プロジェクト再開(*2)

*1 初回利用時のみ
*2 プロジェクト再開、保存はログイン時のみ可能

- 図面取り込み
- 図面縮尺設定
- 単位(メートル/フィート)
- 設置高さ設定

- カメラ配置
- カメラ機種選択
- 各種設定（解像度など）
- 見え方確認
- 図面追加
- 設計図面出力

- 機器リスト表示、出力
- 帯域容量計算、出力
- レコーダー構成情報算出
- 設計図面出力
- プロジェクト保存(*2)
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5/801. アクセス / ログイン / 登録

1-1. システムデザインツールへの入り方（パナソニックブランドのカメラをご使用される場合）
a)監視・防犯システムサイトへアクセス (https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security)

ツール・アプリケーション → システムデザインツール

b) 下記のURLを直接貼り付ける:
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_sdt

最終的なリンクを記載

システムデザインツールを押下

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_sdt
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1-2. メイン画面

プロジェクト作成 : 新規にプロジェクトを作成、開始
プロジェクト一覧：すでに作成済みのプロジェクトを再開
レコーダー構成・情報算出ツール：詳細な録画容量計算ツール（該当サイトへのリンク） ログイン/登録 (1-3, 1-4を参照)

問い合わせフォーム

登録情報の確認・変更

1. アクセス / ログイン / 登録
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https://sdt.i-pro.com/register/fix/xxxxxxxxxxxx

1-3. ユーザー登録（初回のみ）

1-4. ログイン

「ログイン/登録」を押下して、メールアドレス、パスワードを入力

「ユーザー登録」を押して、画面に従いメールアドレスとパスワードを取得

*入力完了後、登録したメールアドレスに送られる登録確認メールの指示に従い、登録を完了
*ユーザー登録せずに使用することはできるが、プロジェクトの保存・再開は不可

登録確認メール(一部)

https://sdt.i-pro.com/register/input

スマートホンを使用してユーザー登録できます。

1. アクセス / ログイン / 登録

https://sdt.i-pro.com/register/fix/
https://sdt.i-pro.com/register/input
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1-5. プロジェクトの再開
保存済みのプロジェクトは「プロジェクト一覧」に保存
編集を再開する場合は「プロジェクト一覧」の対象プロジェクトをダブルクリック、またはページ内の「編集」ボタンを押下

このマークが表示されている項
目は並び順を変更することが
できます。

1. アクセス / ログイン / 登録

対象プロジェクトをダブルクリックすることで、編集を再開できます。
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2-1. 操作画面
この画面は、「メニュー領域」「作業領域」「確認領域」の３エリアで構成

メニュー領域
操作内容：

エリア追加/削除、図面インポート、
カメラ選択（追加）、リスト表示、

容量計算など選択し、実行

確認領域
顔、ナンバープレート、人物の
見え方、PPMを表示

作業領域
画面上にカメラを配置し

詳細設定などを行う

*矢印ボタンを押すとメニュー領域と確認領域を非表示にすることが可能
（作業領域を広く使用することができる）

2. 基本設定
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2-2. 図面インポート
「マップ読込」を選択し、ローカルフォルダにある図面を選択、作業エリアにインポートします。
必要に応じてトリミングすることもできます。
※対応フォーマット：png/jpg/bmp/pdf
最大ファイルサイズ：5MB 再読み込み

トリミング開始

2. 基本設定
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2-3. ローカルPCのMAP画像読込
ローカルPCに保存されているMAP画像を指定して読み込むことで、クラウド上にMAP画像を保存されることなく使用することが可能
※対応フォーマット：png/jpg/bmp/pdf

詳細設定からチェックボックスを有効にすることで、以後の
MAPの保存・読出は、ローカルPCの画像ファイルを使用します。
(プロジェクト保存時にMAP画像のクラウド上への保存はしない)

※ローカルPCのマップ画像データは
プロジェクト保存時に
プロジェクト名.sdtmp
のファイル名でダウンロードフォルダーに
出力されます。
(複数プロジェクト作成時の管理・選択が容易)

※プロジェクト再開時には、毎回
プロジェクト保存時にダウンロードした
ローカルPCのマップ画像データ
を選択する必要があります。

(1) 初回MAP読込時 (2) プロジェクト保存時

(3) プロジェクト再開時

2. 基本設定

※ アカウント設定で[ローカルPCの画像ファイルを使用]の初期値をOnにすることが
可能になります。 詳細は「13-4. その他(マップ読込)」にてご参照ください
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2-4. カメラ設置高さの初期値 / MAP画像の縮尺の設定
(1) カメラ設置高さ(デフォルト値)を設定
(2) 赤いスケールバーを基準となるものに合わせて長さを調整 *
(3) 赤いスケールバーの[Set]を選択して距離を設定。

カメラ設置高さの初期値

*縮尺を再設定したい場合は
「スケール再設定」を押下

MAP縮尺設定

[Set]を選択して距離設定を表示します。

縮尺の設定が完了すると
スケールが表示されます。

2. 基本設定
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13/803. カメラ配置

3-1. 設定するカメラをMAP上に配置
メニューの「カメラ選択」より配置したカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置

ドラッグ＆ドロップ

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます
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3-2. カメラ機種選択、詳細設定
(1) カメラを選択すると表示される[カメラ設定]でカメラの品番や詳細設定(解像度などを設定。)

*詳細設定のうち録画に関する項目については4-2「簡易録画容量算出」でも変更可能

リサイズできます。

スクロールできます。

3. カメラ配置
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3-3. ブラインドスポット、PPM値のMAP表示
カメラの撮像領域で人の全体像が撮影されないエリアをブラインドスポットとして無色として表示します
またMAP上の各位置にPPM値を表示します

[ブラインドスポット]
人の全身(頭から足先まで)
がカメラの撮像に入らない
撮影推奨外エリア

[PPM値]
①[カメラ選択]から選択
・ブラインドスポット
・被写体
の2点にPPM値を表示

②[カメラ選択(用途別)]から選択
・ブラインドスポット
・被写体
・推奨エリア
・検知可能エリア
の4点にPPM値を表示

3. カメラ配置
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3-4. カメラ画角、被写体位置の調整
カメラ撮像領域は、画角端にあるドットを移動させて調整します
カメラからの距離は、人のアイコンを移動させて調整します
右の確認エリアにある人の全体イメージ、サイドビュー、顔、ナンバープレートの見え方を参考に、撮像可能範囲を確認します

確認エリアで見え方*(顔, ナンバープ
レート, 人の大きさ) とPPMを確認

カメラにマウスカーソルを
併せると詳細設定表示 撮影エリアのアイコンを

ドラッグして見え方を確認

画角端をドラッグして
画角調整

* 表示されている画像は実際の
カメラ映像の見え方をイメージ

* イメージ画像は変更することができません

大きさ確認

ぼやけ具合確認

*カメラの距離は、「撮像領域を表す
三角形のカメラと接する頂点」と

被写体(人アイコン)の距離

[カメラ設定]で現在の設置高さ、
距離や俯角、視野角(画角)を
確認 / 変更

PPM(1mあたり画素数)を確認
数値が大きいほど鮮明な映像が撮影できます。

[サイドビュー]で横から見たカメ
ラの設置高さ、距離や俯角を
確認

*被写体を近づけることで
確認エリアの顔画像が鮮明
になります

俯角ロックすると、カメラの向き
を変えても常に固定

3. カメラ配置
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3-5. 被写体位置の移動
カメラの設置俯角を変えずに、被写体位置を移動させることができます。

3. カメラ配置

被写体を後端位置に戻す
ことができる

被写体を右クリックして「被写体を移動」を
押下した後、被写体をドラッグしながら前に移動

被写体を右クリックして
「被写体を後端に固定」を押下

①前方移動 ②後端に戻す

被写体を前方位置に移動
ことができる

[カメラ設定]の[距離]は移動
後の距離が表示される

PPM値やサイドビュー、シュミレーション
画像も、移動後の距離に合わせて
表示される

※AI/ナンバー認識のガイダンスは、カメラと移動後の被写体アイコンの距離をもとに表示されます。
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3-7. AIカメラの推奨エリア、検知可能エリアの表示
[カメラ選択(用途別)]よりAIカメラを選択した場合、[推奨]エリアと[検知可能]エリアをそれぞれ色分けして表示します

ブラインド
スポット

推奨エリア

検知可能エリア

3. カメラ配置



i-PRO Co., Ltd.

19/80

3-8. サイドビュー（垂直画角表示）
カメラメニューに[サイドビュー]を表示し、設置高さや人の高さ、撮像エリア区分の垂直方向からの確認が可能です
[カメラ選択(用途別)]から選択した場合は[推奨]エリアと[検知可能]エリアを区別して表示します
[カメラ選択]から選択した場合は可視エリアを全て表示します

設置高さ

検知可能エリア

人の高さ

ブラインド
スポット

MAP表示

サイドビュー

推奨エリア

3. カメラ配置
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20/804. カメラ配置(AI動体検知)

4-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (AI動体検知)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[AI動体検知] からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置します。
用途別より配置するとAI機能の推奨設定をガイダンスとしておしらせできます。

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます

ドラッグ＆ドロップ用途別カメラ選択
(AI用途別)
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4-2. AIガイド設定
撮影エリアのアイコンをマウス右ボタンクリックし、[AI動体検知ガイド設定]を選択して設定を変更します。
この設定は[カメラ選択(用途別)][AI動体検知]から配置したカメラに対してのみ可能です。

カメラの視野角、設置高さ
を設定
被写体画素数範囲内の距離
(検知可能・推奨)と俯角の推奨値を
表示

[詳細設定]

4. カメラ配置(AI動体検知)
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4-3. AIガイド表示
推奨しない設置条件の場合に撮影エリアのアイコンが変わります。
ガイド表示対象は[カメラ選択(用途別)]から配置したカメラのみです。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。

4. カメラ配置(AI動体検知)
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4-4. 用途：AI動体検知カメラの設置条件

用途1/ アイコン カメラ設置条件

AI動体検知 ① 対象物の検知サイズ(撮影サイズ)
【推奨範囲】
Full HDカメラ :縦画角の1/12～1/2
4Kカメラ :縦画角の1/24~1/4
全方位カメラ :カメラ設置高さにより可変

【検知可能範囲】
Full HDカメラ :縦画角の1/15以上
4Kカメラ :縦画角の1/30以上
全方位カメラ :縦画角の1/100以上(人), 縦画面の1/50以上(車)

②カメラの俯角
0°～45°

③カメラの設置高さ(推奨) 2.5m～5.0m ※AI全方位カメラのみ対象

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

：水平を基準とした下方向の角度俯角Camera

4. カメラ配置(AI動体検知)
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4-5. 推奨しない設置条件への対処

おしらせ 対処方法

撮影サイズが推奨最大値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を大きくする。
・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を大きくする

撮影サイズが推奨最小値を満たしていません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの俯角が推奨値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
俯角の推奨値：45°以下
以下設定値を調整してください。
設置高さ / 距離

■俯角が45°を超えている場合
・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を小さくする。

■用途：AI動体検知の場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

俯角

(1) を右ボタンクリック。
(2) [AI動体検知ガイド設定]を選択。
[おしらせ]が表示されます。

-

4. カメラ配置(AI動体検知)
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おしらせ 対処方法

カメラの設置高さが推奨値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
設置高さの推奨値：2.5m以上5m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内
にする。

2.5m以上5m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：AI動体検知の場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

4. カメラ配置(AI動体検知)
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おしらせ 対処方法

撮影サイズが検知可能最小値を満たしてい
ません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが検知可能な値を超えてい
ます。
対象物を検知できない可能性があります。
検知可能な設置高さ：6m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内
にする。

6m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：AI動体検知の場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

4. カメラ配置(AI動体検知)
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27/805. カメラ配置(AIプライバシーガード)

5-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (AIプライバシーガード)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[AIプライバシーガード] からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置します。
用途別より配置するとAI機能の推奨設定をガイダンスとしておしらせできます。

ドラッグ＆ドロップ用途別カメラ選択
(AI用途別)
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5-2. AIガイド表示
推奨しない設置条件の場合に撮影エリアのアイコンが に変わります。
ガイド表示対象は[カメラ選択(用途別)]から配置したカメラのみです。

5. カメラ配置(AIプライバシーガード)
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5-3. 用途：AIプライバシーガードカメラの設置条件

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。

用途1/ アイコン カメラ設置条件

AIプライバシーガード ① 人物の検知サイズ(撮影サイズ)
Full HDカメラ ：32～1400pxl
4Kカメラ ：64～2800pxl
全方位カメラ ：撮像モードにより可変

②カメラの設置高さ(推奨) 2.5m～5.0m ※AI全方位カメラのみ対象

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。

5. カメラ配置(AIプライバシーガード)
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■用途：AIプライバシーガードの場合
5-4. 推奨しない設置条件への対処

原因 対処方法

撮影サイズが推奨最小値を
満たしていません。

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さを小さくする。

カメラの設置高さが推奨値を
超えています。
対象物を検知できない可能
性があります。
設置高さの推奨値：2.5m
以上5m以下
以下設定値を調整してくださ
い。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲
内にする。

2.5m以上5m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

5. カメラ配置(AIプライバシーガード)
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■用途：AIプライバシーガードの場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

5. カメラ配置(AIプライバシーガード)

原因 対処方法

撮影サイズが検知可能最小
値を満たしていません。

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さを小さくする。

カメラの設置高さが検知可能
な値を超えています。
対象物を検知できない可能
性があります。
検知可能な設置高さ：6m
以下設定値を調整してくださ
い。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲
内にする。

6m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。
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32/806. カメラ配置(ラインクロス人数カウント)

6-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (ラインクロス人数カウント)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[ラインクロス人数カウント] からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置します。
用途別より配置するとAI機能の推奨条件をガイダンスとしておしらせできます。

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます

ドラッグ＆ドロップ
用途別カメラ選択
(AI用途別)
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6-2. AIガイド表示
推奨しない設置条件の場合に撮影エリアのアイコンが変わります。
ガイド表示対象は[カメラ選択(用途別)]から配置したカメラのみです。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。

6. カメラ配置(ラインクロス人数カウント)
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6-3. 用途：ラインクロス人数カウント設定カメラの設置条件

用途1/ アイコン カメラ設置条件

ラインクロス人数カウント ① 対象物の検知サイズ(撮影サイズ)
【推奨範囲】
カメラ設置高さにより可変

【検知可能範囲】
カメラ設置高さにより可変

②カメラの設置高さ(推奨) 2.5m～5.0m ※AI全方位カメラのみ対象

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

6. カメラ配置(ラインクロス人数カウント)
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6-4. 推奨しない設置条件への対処

おしらせ 対処方法

撮影サイズが推奨最小値を満たしていません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離

・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが推奨値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
設置高さの推奨値：2.5m以上5m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

2.5m以上5m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：ラインクロス人数カウントの場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

(1) を右ボタンクリック。
(2) [ラインクロス人数カウントガイド表示]

を選択。
[おしらせ]が表示されます。

6. カメラ配置(ラインクロス人数カウント)
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おしらせ 対処方法

撮影サイズが検知可能最小値を満たしてい
ません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離

・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが検知可能な値を超えてい
ます。
対象物を検知できない可能性があります。
検知可能な設置高さ：6m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

6m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：ラインクロス人数カウントの場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

6. カメラ配置(ラインクロス人数カウント)
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37/807. カメラ配置(エリア内人数カウント/混雑検知)

7-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (エリア内人数カウント/混雑検知)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[エリア内人数カウント/混雑検知] からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置します。
用途別より配置するとAI機能の推奨条件をガイダンスとしておしらせできます。

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます

ドラッグ＆ドロップ
用途別カメラ選択
(AI用途別)
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7-2. AIガイド表示
推奨しない設置条件の場合に撮影エリアのアイコンが変わります。
ガイド表示対象は[カメラ選択(用途別)]から配置したカメラのみです。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

7. カメラ配置(エリア内人数カウント/混雑検知)

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。
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7-3. 用途：エリア内人数カウント/混雑検知設定カメラの設置条件

用途1/ アイコン カメラ設置条件

エリア内人数カウント/
混雑検知

① 対象物の検知サイズ(撮影サイズ)
【推奨範囲】
カメラ設置高さにより可変

【検知可能範囲】
カメラ設置高さにより可変

②カメラの設置高さ(推奨) 2.5m～5.0m ※AI全方位カメラのみ対象

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

7. カメラ配置(エリア内人数カウント/混雑検知)
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7-4. 推奨しない設置条件への対処

おしらせ 対処方法

撮影サイズが推奨最小値を満たしていません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離

・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが推奨値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
設置高さの推奨値：2.5m以上5m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

2.5m以上5m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：エリア内人数カウント/混雑検知の場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

(1) を右ボタンクリック。
(2) [エリア内人数カウント/混雑検知ガイド

表示]を選択。
[おしらせ]が表示されます。

7. カメラ配置(エリア内人数カウント/混雑検知)
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おしらせ 対処方法

撮影サイズが検知可能最小値を満たしてい
ません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離

・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが検知可能な値を超えてい
ます。
対象物を検知できない可能性があります。
検知可能な設置高さ：6m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

6m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：エリア内人数カウント/混雑検知の場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

7. カメラ配置(エリア内人数カウント/混雑検知)
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8-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (ヒートマップ)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[ヒートマップ] からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置します。
用途別より配置するとAI機能の推奨条件をガイダンスとしておしらせできます。

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます

ドラッグ＆ドロップ
用途別カメラ選択
(AI用途別)

8. カメラ配置(ヒートマップ)
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8-2. AIガイド表示
推奨しない設置条件の場合に撮影エリアのアイコンが変わります。
ガイド表示対象は[カメラ選択(用途別)]から配置したカメラのみです。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。

8. カメラ配置(ヒートマップ)
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8-3. 用途：ヒートマップ設定カメラの設置条件

用途1/ アイコン カメラ設置条件

ヒートマップ ① 対象物の検知サイズ(撮影サイズ)
【検知可能範囲】
カメラ設置高さにより、被写体距離ともに可変

②カメラの設置高さ(推奨) 2.5m～5.0m ※AI全方位カメラのみ対象

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

8. カメラ配置(ヒートマップ)
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8-4. 推奨しない設置条件への対処

おしらせ 対処方法

カメラの設置高さが推奨値を超えています。
対象物を検知できない可能性があります。
設置高さの推奨値：2.5m以上5m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

2.5m以上5m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：ヒートマップの場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

俯角

(1) を右ボタンクリック。
(2) [ヒートマップガイド表示]を選択。

[おしらせ]が表示されます。

8. カメラ配置(ヒートマップ)
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おしらせ 対処方法

撮影サイズが検知可能最小値を満たしてい
ません。
対象物を検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離

・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの設置高さが検知可能な値を超えてい
ます。
対象物を検知できない可能性があります。
検知可能な設置高さ：6m以下
以下設定値を調整してください。

設置高さ

・設置高さの数値を下記の範囲内に
する。

6m以下
※AI全方位カメラのみ対象となります。

■用途：ヒートマップの場合
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

8. カメラ配置(ヒートマップ)
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9-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (AIアプリケーション)
メニューの「カメラ選択(用途別)」の[AIアプリケーション]
[マスク非着用検知] [混雑検知][汎用]からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置
用途別より配置するとAI機能の推奨設定をガイダンスとしておしらせできます。

※カメラアイコンを「Cnt+C」でコピー , 「Cnt+V」で張り付けができます

ドラッグ＆ドロップ用途別カメラ選択
(AI用途別)

[汎用]から配置した時には、「9-6. ガイダンス条件」の画面が開きます。
条件を設定または選択してご使用ください。

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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9-2. マップ上の被写体位置・振り角設定
マップ上の車の位置・カメラに対する振り角などをシミュレーションすることができます。

撮影エリアのアイコン
をドラッグして見え方
を確認

画角端をドラッグして
画角調整

カメラに対する
被写体の向き
(振り角)を変更
できます。

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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9-3. AIガイド設定
撮影エリアのアイコンをマウス右ボタンクリックし、[AIガイダンス]を選択して設定を変更します。
この設定は[カメラ選択(用途別)][AIアプリケーション]から配置したカメラに対してのみ可能です。

カメラの画素数、俯角を確認
振り角を設定

[現在の値]

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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9-4. 用途：AIアプリケーションカメラの設置条件

用途1/ アイコン カメラ設置条件

AIアプリケーション ① 対象物の被写体画素数(撮影サイズ)
用途に応じた推奨範囲と検知可能範囲が設定されています。
[汎用]の場合は推奨範囲と検知可能範囲を設定の上使用します。

② カメラの俯角範囲
用途に応じた推奨範囲と検知可能範囲が設定されています。
[汎用]の場合は推奨範囲と検知可能範囲を設定の上使用します。

③ 被写体の振り角範囲
用途に応じた推奨範囲と検知可能範囲が設定されています。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

AI用途のカメラは以下設置条件をチェックしています。

：水平を基準とした下方向の角度俯角Camera

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは検知しない設置条件です。
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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おしらせ 対処方法
被写体の画素数が推奨値/検知可能値を超えています。 ・視野角の数値を大きくする。

・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を大きくする

被写体の画素数が推奨値/検知可能値を満たしていま
せん。

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの俯角が推奨値/検知可能値を超えています。 ・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を小さくする。

カメラの俯角が推奨値/検知可能値を満たしていません。 ・距離の数値を小さくする。
・設置高さの数値を大きくする。

被写体の振り角が推奨値/検知可能値を超えています。 ・被写体アイコンの振り角を小さくする。

9-5. 推奨しない設置条件への対処
■用途：AIアプリケーションの場合

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

(1) を右ボタンクリック。
(2) [AIガイダンス]を選択。
[おしらせ]が表示されます。

-

俯角

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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9-6. ガイダンス条件
用途：[AIアプケーション][汎用]から配置したカメラは設置推奨条件をカスタマイズすることができます。

被写体の画素数の以下の上限／
下限を設定可能(0～3500pix)

-検知可能／-推奨

[選択]で「-マスク非着用検知」、
「-混雑検知」を選択可能
被写体の高さ、大きさを設定可
能

俯角範囲の以下の上限／下限を
設定可能

-検知可能／-推奨
振り角範囲の以下の上限／下限を
設定可能

-検知可能／-推奨

カメラ名称の設定・保存

9. カメラ配置(AIアプリケーション)
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10-1. 設定するカメラをMAP上に配置 (ナンバー認識)

ドラッグ＆ドロップ

用途：ナンバー認識
カメラ選択

メニューの「カメラ選択(用途別)」の[ナンバー認識]からカメラを選択し、作業エリアへドラッグ＆ドロップして配置
用途別より配置すると認識機能の推奨設定をガイダンスとしておしらせできます。

10. カメラ配置(ナンバー認識)
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10-2. マップ上の自動車位置・振り角設定
マップ上の車の位置・カメラに対する振り角などをシミュレーションすることができます。

撮影エリアのアイコンを
ドラッグして見え方を確認

カメラに対するナンバーの
向き(振り角)を変更でき
ます。

用途：ナンバー認識のカメラExズームが使用できます。

振り角は±35°が上限でそれ以上は回りません。

10. カメラ配置(ナンバー認識)

画角端をドラッグして
画角調整
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10-3. ナンバー認識ガイド設定
撮影エリアのアイコンをマウス右ボタンクリック、[ナンバー認識ガイド設定]を選択して設定を変更します。
この設定は[用途別：ナンバー認識]から配置したカメラに対してのみ可能です。

10. カメラ配置(ナンバー認識)

カメラの視野角、設置高さ
を設定
被写体画素数範囲内の距離
(検知可能・推奨)と俯角の推奨値を
表示

[詳細設定]
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10-4. ナンバー認識ガイド表示
制限事項となる設置条件の場合に自動のアイコンに が表示されます。
推奨しない設置条件の場合に自動のアイコンに が表示されます。
ガイド表示対象は[用途：ナンバー認識]から配置したカメラのみです。

10. カメラ配置(ナンバー認識)
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10-5. ナンバー認識用カメラの設置条件

用途 アイコン カメラ設置条件
ナンバー認識 ① ナンバーの検知サイズ(撮影サイズ)

推奨値：120pxl以上
制限値：160px～480pxl

②カメラの俯角
30°以下

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨できる設置条件です。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは推奨しない設置条件です。

(注)ガイダンスは設置条件の一部のみを対象としています。

撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときは制限事項となる設置条件です。

用途：ナンバー認識のカメラは以下の設置条件をチェックしています。

：水平を基準とした下方向の角度俯角Camera

10. カメラ配置(ナンバー認識)
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10-6. 制限となる設置条件への対処
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

お知らせ

俯角

(1) を右ボタンクリック。
(2) [ナンバー認識ガイド設定]を選択。
[おしらせ]が表示されます。

おしらせ 対処方法

撮影サイズが制限値を超えています。
ナンバープレートを検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください・

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を大きくする。
・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を大きくする

撮影サイズが制限値を満たしていません。
ナンバープレートを検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください。

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さを小さくする。

カメラの俯角が制限値を超えています。
ナンバープレートが検知できない可能性があります。
俯角の制限値：30°未満
以下設定値を調整してください。
設置高さ / 距離

・距離の数値を大きくする。
・設置高さの数値を小さくする。

10. カメラ配置(ナンバー認識)
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10-7. 推奨しない設置条件への対処
撮影エリアのアイコンがこのように表示されているときの対処方法です。

(1) を右ボタンクリック。
(2) [ナンバー認識ガイド設定]を選択。
[おしらせ]が表示されます。

おしらせ 対処方法

撮影サイズが制限値を超えています。
ナンバープレートを検知できない可能性があります。
以下設定値を調整してください・

設置高さ / 距離 / 視野角

・視野角の数値を小さくする。
・距離の数値を小さくする。
・設置高さを小さくする。

撮距離が不足しています。
距離5m未満ではナンバーが認識できない可能性があります。
距離の制限値：5m以上
以下設定値を調整してください。
距離

・距離の数値を大きくする。

10. カメラ配置(ナンバー認識)

お知らせ

俯角
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11-1. 図面追加
(1) 同一プロジェクトで設計図面を追加する場合は、「エリア追加」を押下
(2) 図面の切り替えは操作エリア下部のページ送りで切り替え

エリア(フロア)名称を入力

(1) エリア追加

(2) 画面切り替え

Status(設計状況)の
Open(編集中) / 
Close(完了)を選択

自由コメント入力

*Closeでも編集可能

11. 図面操作
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11-2. 設計図面の出力
(1) 作業エリア下側の[画像の保存]を選択。
(2) [マップ表示エリア画像]を選択。

png形式で設計図面が出力

XXXX.png

11. 図面操作

設計図面出力

8. 図面操作
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11-3. シミュレーション画像の出力

シミュレーション画像出力

(1) 作業エリア下側の[画像の保存]を選択。
(2) [シミュレーション画像]を選択。

zip形式でシミュレーション画像が出力

11. 図面操作
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11-4. 距離の測定
マップ上の距離を知りたいときには測定することができます。
(1) [距離測定開始/終了]を選択。
(2) マップ上を繰り返しクリックして、距離測定対象線を描画する。
(3) 測定を終了するときは[距離測定開始/終了]を選択。

クリック

距離測定開始/終了

11. 図面操作
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11-5. 表示オプション
マップ上に表示されるカメラの撮影エリア表示をオプション指定により切り替えることができます。

11. 図面操作

①ブラインド
スポット

②カメラ番号
③カメラ形状

④被写体

⑤PPM値

⑥ガイダンス

⑦検知可能
範囲

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

撮像エリアの表示オプションをON/OFFにする

表示オプションアイコンをクリック
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12-1. リスト表示, CSV出力
(1) 左側のメニューエリアの「一覧表示」を押下すると、配置したカメラを一覧化し、各種リスト項目を表示
(2) 一覧化された内容はCSVファイルで出力が可能

(1) リストページに遷移

(2) CSVファイル出力

リスト項目は以下の通り
・エリア名
・品番
・カメラタイプ
・用途
・カメラ名
・カメラ設置高さ
・被写体までの水平距離
・視野角
・ズーム率
・PPM
・俯角
・振り角(ナンバー認識用)
・ナンバープレート傾き近似値(ナンバー認識用)
・圧縮方式
・解像度
・フレームレート
・画質
・音声(ON/OFF)
・ビットレート

このマークが表示されている項目は
並び順を変更することができます。

カメラ名を変更することができます。

12. リスト化 / 容量計算
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12-2. 容量計算結果の表示
(1) 左側メニューエリアの「簡易録画容量算出」ボタンを押下すると、リストから必要な帯域、ディスク容量を確認

(圧縮率・解像度などのパラメーターは、この画面上で変更可能)
(2) 一覧化された内容はCSVファイルで出力が可能

リスト項目は以下の通り
・エリア名称
・モデル名
・カメラ名
・撮像モード
・解像度
・フレームレート
・画質
・音声(ON/OFF)
・モード
・ビットレート
・録画日数(24時間固定)
・総データ量
・総ビットレート

(1) 帯域・ディスク容量を確認
(2) CSVファイル出力

12. リスト化 / 容量計算
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12-3. レコーダー構成情報算出
(1) 左側メニューエリアの「レコーダー構成情報算出」ボタンを押下すると、対象レコーダー(NX400/NX300/NX200/NX100)

の構成情報算出画面に遷移
(2) スケジュール設定、録画詳細設定、拡張設定、レコーダー設定・構成条件の各項目を入力することでレコーダーの構成情報を算出

レコーダー構成情報算出

各必要情報を入力

12. リスト化 / 容量計算
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12-4. プロジェクトの保存
- 作成したデータをプロジェクトとして保存
- 一度登録したプロジェクトから、機器の追加、削除、変更などの更新を行うことが可能

* 既存プロジェクトの保存/編集はログイン時のみ可能

プロジェクト名称を入力

データを保存

12. リスト化 / 容量計算
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13-1. アカウント設定
アカウント情報を変更することができます。(ログイン時のみ)
(1) [アカウント設定]ボタンを選択。
(2)  アカウント情報を変更して[変更]を選択。

13. アカウント設定
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13-2. カメラ代表モデルの変更
カメラ配置時に最初に選択されているカメラ品番を変更することができます。(ログイン時のみ)
(1) [アカウント設定]ボタンを選択。
(2) [代表モデル設定] / [代表モデル(用途別)]を必要に応じて選択。
(3) カメラ品番を変更して[変更]を選択。

13. アカウント設定
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13-3. その他(被写体の位置)
カメラ配置時に最初に表示される被写体の位置を変更することができます。
(1) [被写体の位置：画角の後端]:初期値
(2) [被写体の位置：画角の中央]:従来バージョン(V2.50)

13. アカウント設定

※ [被写体の位置：画角の後端]が推奨の設定となります。

(1)画角の後端 (2)画角の中央
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13-4. その他(マップ読込)
「ローカルPCの画像ファイルを使用する」をOnにすることで、[詳細設定]で毎回チェックを入れずに
ローカルPCのMAP画像を読込むことができます。

13. アカウント設定

※詳細の設定につきましては、「2-3. ローカルPCのMAP画像読込」にてご確認ください。

常に有効となる
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No. カテゴリー 免責事項
1 ブラウザ ブラウザはChrome、FireFox、Safari、MicrosoftEdgeをご使用下さい。（InternetExplorerでは正しく動作しません。)

2 主機能 シミュレーション画像 顔 /ナンバープレート/人物の見え方やPPM値は、特定条件下での評価に基づく推測によるものであり、実際の見え方は撮影条件により差異が生じる場合が
あります。設置時には、実際の撮影画像をご確認の上設置位置、高さ、各種条件を調整ください。

3 簡易容量計算

本ツールで算出される帯域/容量は特定条件下での評価に基づく推測値であり、実際の録画可能時間や必要機器員数は撮影する被写体等により差異が生じる場合があります。
以下の様な内容に留意し、HDD容量に十二分に余裕を持たせたシステム設計・設定をお願いします。
- H.265/H.264など動画圧縮方式は、被写体の状況により設定したビットレート値を超えることがあります。
- 人通りが多い場所や動きの多い被写体、複雑な柄が背景にある場所などでは、設定したビットレート値を超えることがあります。
- 秒1コマの場合、映像生成(Iフレーム間隔)の仕組み上、規定値より余裕を持たせた計算値にしています。
- レコーダー設定時にカメラをネットワークに接続していなかった場合、カメラの設定を更新できず、カメラの既存の設定によっては計算より高いビットレート値で録画される可能性が
あり、 想定の日数録画できない場合があります。

4 簡易容量計算 解像度 / 画質 / レートの設定項目はネットワークディスクレコーダー WJ-NXシリーズでの設定に準じています。
そのため、カメラで可能な設定のすべてをサポートしてるわけではありません。

5 簡易容量計算 本バージョンでは以下、マルチセンサーカメラ指定時にはカメラ１、カメラ２、カメラ３、カメラ４の合計の帯域/容量計算結果になります。
WJ-S8530 / WJ-S8531 / WJ-X8570 / WJ-X8571

6 主機能 本バージョンでは、圧縮方式[H.265 / H.264]をご指定の場合、カメラの画質設定で[配信モード：フレームレート指定]を選択すること前提としています。
7 主機能 全方位カメラの場合、PPMから水平距離計算が正しく計算できず、PPMを入力することができません。
8 主機能 図面取り込みファイルフォーマット PDF、JPEG、PNG、BMPの４タイプのみになります、最大サイズは５MBになります。

9 上限数

■マップ数の上限：1プロジェクトにつき 20枚まで (操作制限あり)
プロジェクトにすでに20枚のマップが読み込まれていると、エリアにマップを読み込む時にエラーメッセージが表示され、読み込みができません。

■カメラ台数上限：1エリアにつき200台まで、1プロジェクトにつき 500台まで。 (操作制限なし)
推奨環境における上限台数です。
上限を超えるカメラ台数の場合、操作や処理速度に問題を生じる可能性がございます。
他プログラムなどの動作状況や負荷状況によっては上限台数以下でも操作や処理速度に問題を生じる場合がございます。
推奨環境よりも低スペックのクライアントPCの場合には、これ以下の台数でも操作や処理速度に問題を生じる場合がございます。

10 推奨PCスペック CPU： Intel(R) Core(TM) i5 1.70GHz 以上
メモリ：8GB以上

11 操作端末 タッチパネル（スマホ、タブレット）では操作不可です。
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No. カテゴリー 免責事項

12 シミュレーション カメラの視野角が広くなるにつれ中央が大きく、周辺が小さく映る傾向にあります。
そのため見え方やPPM値他のシミュレーション結果は実写と一致しないことがあります。

13 AIガイダンス機能
AI動体検知/AIプライバシーガードガイダンス境界はAI機能を効果的に使用するための推奨値を基準としています。
推奨値は昼間の十分な照度が得られる撮影条件を前提としています。
撮影対象アイコンの表示が！になる条件でもAI機能が有効である場合もありますが十分な実写検証の上運用ください。

14 AI動体検知ガイダンス

AI動体検知の設置要件としては以下のものがありますので設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
俯角：0～45°
検知サイズ(*1)：

Full HDカメラ 縦画角の1/12～1/2
4Kカメラ 縦画角の1/24～1/4

システムデザインツールのシミュレーション対象外
照度(*2)：3lx以上

カメラの向き：検知対象がカメラ画角を横切るような設置を推奨します。
〇：横切る場合 → 画面上の移動量を確保しやすいため
△：直進する場合 → 画面上の移動量が小さいため

*1 環境により異なるため、現場での動作確認が必要です。
*2 内蔵IR-LED環境では、カメラのモデルに関係なく、カメラから被写体までの

有効検知距離の目安は10mになります。
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No. カテゴリー 免責事項

15 AI動体検知ガイダンス
(AI全方位カメラ)

AI動体検知(AI全方位カメラ)の設置要件としては以下のものがありますので、設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
設置場所：天井
カメラ高さ：2.5~5.0m

システムデザインツールのシミュレーション対象外
照度(*1)：10lux以上
カメラの向き：地面に対して水平に設置することを推奨します

*1 内蔵IR-LED環境下での使用は非推奨です。
ご使用の場合は、使用環境での動作を十分ご確認の上、ご使用ください。

16 AIプライバシーガード
ガイダンス

AIプライバシーガードの設置要件としては以下のものがありますので設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
検知サイズ※1：

Full HDカメラ 32～1400pxl
4Kカメラ 64～2800pxl

システムデザインツールのシミュレーション対象外
最大同時人数 99人
映っている範囲 対象の2/3以上
モザイク対象[顔]選択時 向き※2 左右90°以内 上下45°以内

回転※3 ±90°以内

※1 モザイク対象[顔]設定時：顔の横幅
モザイク対象[人物]設定時:人の横幅

※2 カメラ光軸と顔の角度
※3 画像垂直方向を0°としたときの顔の角度
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17
AIプライバシーガード
ガイダンス
(AI全方位カメラ)

AIプライバシーガード(AI全方位カメラ)の設置要件としては以下のものがありますので、設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
設置場所：天井、壁
カメラ高さ：天井設置の場合 2.5~5.0m

システムデザインツールのシミュレーション対象外
照度(*1)：10lux以上
カメラの向き：地面に対して水平、または垂直に設置することを推奨します

*1 内蔵IR-LED環境下での使用は非推奨です。
ご使用の場合は、使用環境での動作を十分ご確認の上、ご使用ください。

18
ラインクロス人数カウント
ガイダンス
(AI全方位カメラ)

ラインクロス人数カウント(AI全方位カメラ)の設置要件としては以下のものがありますので、設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
設置場所：天井
カメラ高さ：2.5~5.0m

システムデザインツールのシミュレーション対象外
カメラ設置位置と入り口の距離 1.0m以上(図1参照)
カウントラインと出入口の距離：1.0m以上(図1参照)

人の流れ：図2を参考にしてください

照度：50lux以上
カメラの向き：地面に対して水平に設置することを推奨します

図1

図2
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19
エリア人数カウント/
混雑検知ガイダンス
(AI全方位カメラ)

エリア人数カウント/混雑検知(AI全方位カメラ)の設置要件としては以下のものがありますので、設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
設置場所：天井
カメラ高さ：2.5~5.0m

システムデザインツールのシミュレーション対象外
照度：50lux以上
カメラの向き：地面に対して水平に設置することを推奨します

20
ヒートマップガイダンス
(AI全方位カメラ)

ヒートマップ(AI全方位カメラ)の設置要件としては以下のものがありますので、設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
設置場所：天井
カメラ高さ：2.5~5.0m

システムデザインツールのシミュレーション対象外
照度：50lux以上
カメラの向き：地面に対して水平に設置することを推奨します

21 ナンバー認識
ガイダンス機能

ナンバー認識ガイダンス境界は認識機能を効果的に使用するための制限値/推奨値を基準としています。
推奨値は昼間の十分な照度が得られる撮影条件を前提としています。
撮影エリアのアイコンに！が表示される条件でも認識が有効である場合もありますが十分な実写検証の上運用ください。
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22 ナンバー認識

ナンバー認識の設置要件としては以下のものがありますので設置時にはご注意ください。

システムデザインツールのシミュレーション対象
検出可能な画角：俯角30度以内、振り角±35度以内
ナンバーの検知サイズ 推奨：120pxl以上

制限：160～480pxl
カメラ被写体距離 5m以上

システムデザインツールのシミュレーション対象外
検出可能な画角：振り角±30度以内(カタログスペック)
カメラ被写体距離

Full HDカメラの場合 : 12 m以内
4Kカメラの場合 : 11 m以内

対応照度※1 (プレート位置における照度)
前方ナンバー・後方ナンバー、どちらかを撮影対象にする場合 : 40 lx以上
前方・後方ナンバー両方撮影対象にする場合 : 200 lx以上

撮影幅※2
Full HDカメラの場合 : 4.8 m以内（推奨 : 3.6 m以内）
4Kカメラの場合 : 9.6 m以内（推奨 : 7.2 m以内）

車速 20 km/h以下

※1 : 対応カメラ機種に内蔵IR搭載ですが、上記照度未満でご使用の場合は、別売りの外部IR-LEDをご使用ください。
※2 : カメラとナンバープレートの距離により撮影幅は変動します。
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23 マップ読込

マップ画像のサイズが制限を超えているとマップの読込時にリサイズする場合があります。

画像サイズ制限は以下の通りです。

・ブラウザーGoogle Chrome/Microsoft Edge/Apple Safariをお使いの場合
高さ ：21,845px以下
幅 ：21,845px以下
画素数：29,825,336px以下
用紙サイズと解像度の目安：

用紙サイズA4の場合、解像度555dpi以下。
用紙サイズA3の場合、解像度392dpi以下。
用紙サイズA0の場合、解像度138dpi以下。

・ブラウザーMozilla Firefoxをお使いの場合
高さ ：8,476px以下
幅 ：10,922px以下
画素数：13,887,848px以下
用紙サイズと解像度の目安：

用紙サイズA4の場合、解像度397dpi以下。
用紙サイズA3の場合、解像度268dpi以下。
用紙サイズA0の場合、解像度94dpi以下。

24 メンテナンス
メンテナンス中はシステムデザインツールの操作をすることができません。
メンテナンスが発生する場合は、編集中のマップ表示の上部に、メンテナンスお知らせが表示されます。
表示右上の×ボタンを押下することで、表示を消すことができます。

25 プロジェクト編集 V2.50以前に被写体を画角の中央で作成されたプロジェクトは使用できますが、V2.60以降対応の
被写体を画角の後方との混在で作成することは出来ません。
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1 カメラ配置 PPM
撮影される被写体映像の1mあたり画素数です。
カメラから被写体までの高さ/距離が遠くなるほど数値が小さくなります。
また、ズーム率が大きくなるほど数値が大きくなります。
数値が大きいほど鮮明な被写体映像が撮影できます。

2 レコーダー構成情報算出 ストリーム数
レコーダーに録画される映像の1単位です。
通常は1台のカメラからの録画は1ストリームです。
全方カメラで[撮像モード：4ストリーム]を指定した場合は1台のカメラで4ストリーム分の録画ができます。
また、マルチセンサーカメラでは最大4ストリーム分の録画ができます。
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https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_sdt

System Design Tool URL:

https://sdt.i-pro.com/register/input

System Design Tool ユーザー登録URL:

https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_tools_sdt
https://sdt.i-pro.com/register/input
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