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概要 
Person Detection & Counting プラグイン(以下 PDC プラグイン)は THETA に写り込ん

だ人を検知して人数を IFTTT(※)に投稿します。 

設定した時間間隔で検知した人数の投稿を繰り返します。 

 

※ IFTTT は Twitter、Facebook、Google ドライブといった異なるサービスを連携させ

る Web サービスです。 

 

利用例 1: 

店舗の人数を検知して Twitter に投稿する 

  

利用例 2: 

イベントでの人数をカウントして Google スプレッドシートに入力する 

このガイドで使用する動作環境 
� RICOH THETA Z1ファームウェア 1.50.1以上 

� Person Detection & Countingプラグイン バージョン 1.0.0以上 

仕組み 
PDC プラグインを利用するために必要なものと全体の構成および情報処理の流れを

説明します。また、IFTTT について概要を説明します。 

必要なもの 

■ PDCプラグインをインストールした THETA 

プラグインに対応している機種は THETA Z1 および THETA V です。 

PDC プラグインのインストール方法は後述します。 

 



■ THETA基本アプリ（スマートフォン） 

THETA のネットワーク設定、プラグインの選択と起動のために THETA 基本アプリが

必要です。お持ちのスマートフォンにインストールしてください。 

 

■ IFTTTアプリ（スマートフォン） 

後述する IFTTT の設定のために IFTTT アプリが必要です。 

IFTTT のウェブサイトで設定することも可能です。 

 

■ 三脚(任意) 

必要であれば、THETA を固定するために三脚等の固定器具をご準備ください。 

 

■ 電源、USBケーブル(任意) 

必要であれば、USB ケーブルで THETA を電源につないでください。 

 

IFTTTとは 

IFTTT(イフト  IF This Then That  https://ifttt.com)は 2 つのウェブサービスを連携

するためのサービスで IFTTT 社によって運営されています。 

 

通常、異なる 2 つのウェブサービスを連携するためには連携するためのプログラムを

別途作成する必要がありますが、IFTTT を使うことでウェブの画面上の操作のみで連

携させることができます。 

 

例えば、メールサービスの GMail とチャットサービスの LINE を連携して、「GMail に特

定のメールが届いたら、LINE にも通知する」といった連携や「写真共有サービス

Instagram に投稿した写真を、クラウドストレージの Dropbox に保存する」といった連

携が可能です。 

 

PDC プラグインでは THETA が検知した人数入力をするアプリケーショとして

Webhook(IFTTT が発行した URL へのアクセス)を指定します。この取扱説明書では、

出力をソーシャルネットワークサービスの Twitter、Google スプレッドシートの 2 パタ

ーンを説明します。連携方法については「IFTTT の設定」の項で説明します。 

 

 



処理の流れ 

 

 

1. PDCプラグインは撮影した 360度画像に写り込んだ人を検知して、
THETA内で人数を割り出します。 

2. １．で割り出した人数を IFTTTのWebhookに投稿します。 

3. 投稿を受け取った IFTTTは設定にあわせて Twitterに投稿したり、Google 
スプレッドシートに人数を記録したりできます。 

 

投稿は一回きりではなく、設定した時間間隔毎に検知した人数の投稿を繰り返しま

す。 

 

検知処理用に撮影した 360 度画像は検知処理後破棄されますので、THETA 内やク

ラウドに画像が残ることはありません。 

 

IFTTTの設定 

[1] IFTTTアカウントの作成 

[1-1] スマートフォンで IFTTT アプリを立ち上げる。 

[1-2] 下記画面の「Continue」をタップする。 



 

 

[1-3] 下記画面から IFTTT のアカウント作成に利用したいアカウントを選択。 

ここでは「Continue with Email」を使ってメールアドレスを使った登録を行う。 

 

[4] Email とパスワードを入力する。 



 

 

[2] Webhookの設定 

[2-1]Create ボタンを押す 

 



[2-2]「If This」の横の「Add」をタップする。 

 

[2-3]入力のサービス選択画面で Webhooks を選択する。 

「Webhooks」と入力検索 

 

 



Webhooks のアイコンをタップする。 

 

 

[2-4] Webhooks の画面で「Receive a web request」をタップする。 

 

 



[2-5] 「Event Name」を入力 

Event Name とは入力の内容を識別するのに使用 

ここでは「test」と入力。 

入力後「Create trigger」をタップする。 

 



以下の画面が出力されたら Webhooks の設定は終了。 

 

 

[3] 出力設定 

出力の設定内容は検知した人数の利用方法によります。想定される例として 2 つの

ユースケースに沿った説明を行います。ご自身の利用方法にあわせて、より近い方

の説明を参考にしてください。 

l 【出力設定 1】 Twitterとの連携 
人数を Twitterでツイートするための設定です。例えば、店舗の人数を
Twitterでフォローしている方に通知する、といった使い方を想定していま
す。 

l 【出力設定 2】 Google スプレッドシートとの連携 
人数を Google スプレッドシートに時刻とともに追記します。例えば、イベ
ント等での人数カウントを自動化する、といった使い方を想定していま

す。 

 



[3.1] 出力設定 1 Twitterとの連携 

 

[3.1-1] 「Then That」をタップする。 

 

[3.1-2] 検索画面で「twitter」と入力検索する。 



 

 

[3.1-3] twitter アイコンが表示されるので、タップする。 

 

 

[3.1-4] 「Post a tweet」をタップする。 



 

 

[3.1-5] 「Connect」をタップする。 

 

 

[3.1-6] 情報を配信したい Twitter にログインしてアプリ連携を許可する。 



 

 

 

[3.1-7] 「Tweet text」の内容を下記を参考に編集する。 

 



「Add Ingredient」をタップすると「Value1」「Value2」の入力が可能。「Value1」には

THETA が検知した人数が入り、「Value2」には検知した時刻が入る。 

画像では例として「Value1 人います。Value2 現在」という文章になっているが、ここは

任意に編集してよい。 

 

 

文章の入力が終わったら「Create 

Action」をタップする。 



 

 

[3.1-8] 下記画面が表示されたら IFTTT の出力設定は完了。 

 

 



[3.2] 出力設定 2 Google スプレッドシートとの連携 

[3.2-1] 「Then That」をタップする。 

 

[3.2-2] 検索画面で「google」と入力する 

 



 

[3.2-3] Google スプレッドシートのアイコンが表示されるので、タップする 

 

 

[3.2.-4] 「Add row to spreadsheet」をタップする 

 



[3.2-5] 「Connect」をタップする 

 

 

[3.2-6] Google アカウントへのアクセスを許可 

 

 



 

[3.2-7]「Spreadsheet name」「Formatted row」「Drive folder paｔh」を編集する。ここで

は「Spreadsheet name」「Drive folder path」は初期値のままで、Formatted row を下図

のように編集する。ここで Value1 には検知した人数、Value2 には撮影した日時が入

る。入力後「Create action」をタップする。 

 

[3.2-8] 下記画面が表示されたら完了。「Continue 

」をタップする。 



 

 

[4] Keyの確認 

IFTTT の設定が終わると、あなた専用の Key が発行されます。IFTTT 

は Key の値によって、あなたからのアクセスであることを判別します。Key の値はプラ

グインの設定値として入力する必要があります。ここでは Key の確認方法を説明しま

す。 

 



[4-1] トップ画面で作成した条件を選択 

 

 

 

[4-3] 赤い囲みの Webhook マークをタップする 

 



[4-4] 「Documentation」をタップする 

  

 

[4-5] 「Your Key is:」に続く文字列が Key なので、これをコピーする 

 

 



 

プラグインの使用方法 

PDCプラグインを THETAにインストールする 

プラグインのインストール方法(https://www.thetalab.ricoh/plugin/install/)を参照し、

下記ダウンロードリンクから PDC プラグインをインストールします。 

� PDCプラグインダウンロードリンク: 
https://pluginstore.theta360.com/plugins/com.theta360.persondetectiona
ndcounting/ 

 

無線 LANクライアントモード(CLモード) 

THETA の無線 LAN クライアントモードの設定を行い､Wi-Fi に接続します。設定方法

は下記 URL をご参照ください｡ 

 

THETA Z1 使用説明書: 

https://support.theta360.com/ja/manual/z1/content/prepare/prepare_08.html 

THETA V 使用説明書: 

https://support.theta360.com/ja/manual/v/content/prepare/prepare_08.html 

動画による説明: 

https://www.youtube.com/watch?v=jE9_VqaVuLM 

 

PDCプラグインの起動 

[1] スマートフォンアプリ「RICOH THETA」を開く 

[2] ｢カメラの選択｣画面で｢無線 LANクライアントモードで接続｣を押す 



 

[3] 「カメラ設定」をタップする 



 

[4] 「プラグイン」をタップし、「Person Detection & Counting」がアクティ
ブなプラグインであることを確認する。 
「Person Detection & Counting」がアクティブでない場合、「プラグイ
ン」をタップしてインストール済みプラグインのリストから「Person 



Detection & Counting」を選択する 

 

[5] ｢プラグイン｣画面で｢プラグイン起動をタップする｡ 

 



プラグインの設定 

[1] プラグイン起動画面でブラウザ起動ボタンをタップする。起動後のページ
をWebUIと呼ぶ。 

 



[2] IFTTTで設定した「Event Name」と Keyを入力する。また、投稿する間
隔を分単位で設定する。設定が完了したら「Set」ボタンをタップする。 

 

検知・投稿の開始 

本体のシャッターボタンを押下すると検知と投稿を開始します。 

 

エラーの確認 

エラーが発生した場合は WebUI の「Latest result」および Z1 の OLED にはエラーコ

ードが表示されます。エラーコードとその内容は以下になります。 

 

ERROR: INVALID VALUE 

設定値 Key の値が不正です。 

IFTTT で発行された Key の値と一致していることをご確認ください。 

(「制限事項」もご確認ください。) 

 

ERROR: NO SETTING VALUE 

Key や Event Name の値が設定されないまま、本体シャッターボタンを押下して検知

を開始しようとした場合のエラーです。 



 

ERROR: IFTTT DOWN 

IFTTT に障害が発生し、投稿できない場合のエラーです。 

IFTTT の障害情報は以下をご確認ください。 

https://status.ifttt.com/ 

 

ERROR: NETWORK DOWN 

ネットワークの疎通に失敗しています。ご利用のネットワーク環境をご確認ください。 

 

ERROR: NOT CL MODE 

無線 LAN クライアントモードになっていない場合のエラーです。 

「プラグインの使用方法 無線 LAN クライアントモード(CL モード)」を参照して 

CL モードにしてください。 

 

ERROR: UNKNOWN 

原因不明のエラーです。THETA の再起動を推奨します。 

 

注意事項 
PDC プラグインを利用する際の注意点についてまとめています。ここに記載したもの

は「連続稼働時間」を除き、すべて IFTTT の仕様、制限によるものなので更に詳細な

情報をお求めの場合は下記「IFTTT 関連 ヘルプ」を御覧ください。 

 

Twitterの投稿制限について 

IFTTT を介した Twitter への投稿は 1 日あたり 25 回までです。 

 

Google スプレッドシートの投稿制限について 

IFTTT を介した Google スプレッドシートへの投稿は 1 日あたり 2000 回までです。 

 

Event Nameの入力間違いについて 

プラグインの設定画面の Event Name に間違えた値を設定してもプラグインでは検知

できません。IFTTT もエラーを発生させません。ただし、投稿には失敗します。エラー



は何も出ていないのに投稿に失敗するようなら IFTTT で設定した Event Name と、プ

ラグインに設定した Event Name が一致していることをご確認ください。 

Event Name の IFTTT アプリの確認方法は以下のとおりです。 

[1] Event Name を知りたい「条件」を選択 

 

 

[2] 右上の設定アイコンをタップ 



 

 

[3] 「Event Name」に書かれている値をチェック 

 



Keyの入力間違いについて 

プラグインの設定画面の Key の設定値として以下の形式の不正値を設定した場合、

プラグインでは検知できません。IFTTT もエラーを発生させません。ただし、投稿には

失敗します。エラーは何も出ていないのに投稿に失敗するようなら IFTTT が発行した

Key と、プラグインに設定した Key が一致していることをご確認ください 

 

形式: 「<文字列> + <正しい Key>」 

例: 

正しい Key の値を「abcdefg」とした場合 

プラグインの Key の設定値として「HOGEHOGEabcdefg」を設定してもエラーは発生し

ない。 

 

連続稼働時間について 

連続稼働は 8 時間以内を推奨します。 

IFTTT関連 
 

ヘルプ 

IFTTT の Help Center へは「https://help.ifttt.com/hc/en-us」からアクセスできます。 

iPhone アプリでアクセスする手順は以下になります。 

[1] IFTTT アプリトップ画面の自分のメールアドレスをタップ 



 

 

[2]「Help Center」をタップ 

  

 



[3] 「Help Center」が表示される 

 

IFTTTからの情報取得 

下記手順で IFTTT からの情報をメールで取得することができます。 

「重要なアラート」「ニュース、ティップス、機能」の通知については初期状態で有効に

なっています。 

 

[1] IFTTT アプリトップ画面の自分のメールアドレスをタップ 



 

 

[2] アカウントをタップ 

 

 

[3] 下までスクロールして「Email communication」の必要な情報を有効にするにする 



 

 

障害情報 

IFTTT に障害が発生した場合は下記でアナウンスされます。 

https://status.ifttt.com/ 

 


