
ワイヤレス対応NVR専用中継器

ACE-AP11 取扱説明書 V.22.01
各部名称

オプションでご購入いただいた場合

電源を入れて起動する

アンテナ

パイロットランプ

Sync ボタン
LANポート 電源入力端子

壁掛け溝

中継器をNVRセットのオプションでご購入の場合

…本ページの「オプションでご購入いただいた場合」か
らお読みください。

中継器を単品でご購入の場合
…4ページの「単品でご購入いただいた場合」からお読
みください。

　中継器は既にカメラ（最大4台）とマッチングした状態で
お届けしております。（カメラの台数が4台以上の場合は、
マッチング済みのカメラ（4台）の外箱にブルーのシールが
貼られています。）

1.NVR本体、中継器、各カメラの順番で電源を入れます。（電
波は本体→中継器→カメラと届きますので、この順番で電源
を入れるのがベストです。）

2.NVRのモニターに映像が映る事を確認します。

3. 中継器のパイロットランプが正しく点灯しているかを確認
します。（〇点灯 /●消灯）

「NVR」点灯　「IPCAM」1-4のうち、繋がっているカメラ
の台数分が点灯の状態になります。

　設置するカメラの位置や台数により、中継器の利用には接
続設定の変更が必要な場合があります。
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カメラ4台であれば
全て点灯

カメラ3台であれば
IPCAMの1-3が点灯

カメラが繋がっていない
場合はNVRだけ点灯

中継器の使い方の例

A. 中継器を中心に、各カメラが比較的均等に配置されている
場合

　この場合は初期設定（マッチングモード）の状態が最も効
果的ですので、接続の設定を変更する必要はありません。
NVR本体、中継器、カメラ本体の順番で電源を入れてご利
用ください。（カメラは完全に取り付けてしまう前に、一度
実際の場所で通電のみ行い、動作を確認してください。）

事務所

倉庫

B. カメラとNVR本体との距離が、中継器とNVR本体より
も近い場合や、NVR本体から見て中継器とは反対の方角に
カメラがある場合

　このような場合、①と②には中継器を経由するメリットが
無いため、カメラと中継器のマッチングを解除してご利用く
ださい。

事務所 倉庫

駐車場

C.1 ～ 2台のカメラだけが中継器が必要な遠い位置にある場
合（下図）

　このような場合は、中継器が無くてもNVR本体と十分に
接続可能なカメラのマッチングを解除し、遠い位置のカメラ
にのみ中継器や他のカメラを経由する「リピーターモード」
でご利用ください。
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「マッチングモード」と「リピーターモード」

中継器とカメラのマッチングを解除する

「マッチングモード」
　初期値はこの設定になっています。中継器に対し、カメラ
を並列接続します。（下図はNVR画面上で表示される、マッ
チングモードの接続相関図です。）

NVR本体のマウス操作にて行います。

1. マウス右クリック＞「チャンネル管理」＞「リピーター」を
クリックします。

2. カメラが中継器にぶら下がっている（マッチングされてい
る）ことを確認し、解除したいカメラの番号をクリックしま
す。

「NVR本体からは少し距離があるものの、中継器を中心に全
てのカメラが比較的同等の距離にある」といった場合に有効
です。ただし、一度マッチングを解除した後、再度マッチン
グする場合には、カメラと中継器を LANケーブルで接続し
て設定する必要があります。

「リピーターモード」
中継器を筆頭に、カメラ2台を直列接続します。

※これはカメラ同士を接続する「リピーター接続」と同じ機
能です。つまり中継器を1台のカメラと見做してリピーター
接続を行う使用方法です。
一部のカメラが、NVR本体からの電波が届きにくい遠い場
所にある場合に有効です。またマウス操作で設定を完結でき
るので、比較的扱いやすいモードです。

3. カメラの接続が中継器から外れ、NVR本体と繋がります。

4.「適用」をクリックします。

　映像がストップ（静止画状態）になり、1-2分ほどで再び
動き出します。再度「リピーター」画面を開いて、解除した
カメラがNVR本体と繋がっている事を確認します。

　また画面右側の信号の数値が、/（スラッシュ）の左側に
表示されていれば、解除成功です。（/の右側に数値がある場
合は、中継器や他のカメラのリピーター機能で繋がっている
ことを表します。）
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リピーターモードで使用する

1. 前項の手順で全てのカメラのマッチングを解除します

2. 中継器の右側に表示された「+」ボタンをクリックし、リ
ピーター接続したいカメラの番号を選択します。

3. カメラは2台までリピーター接続できます。追加する場
合は今度は2でリピーター接続したカメラの右側の+をク
リックし、カメラの番号を選択します。

4.「適用」をクリックします。

　映像がストップ（静止画状態）になり、1-2分ほどで再び
動き出します。再度「リピーター」画面を開いて、中継器を
筆頭にカメラが数珠つなぎに繋がっていれば、完了です。

※この機能はカメラ同士でも設定する事が出来ます。上記の
操作で2台のカメラを中継器とリピーター接続したのち、残
りの2台を互いにリピーター接続するというやり方も可能で
す。（次の図）

解除したカメラを再度マッチングする

マッチングを解除したカメラを再マッチングするには、カメ
ラと中継器を LANケーブルで繋いで操作を行います。

※1～2台だけを中継器経由で接続したい場合で、LANケー
ブルを繋いでのマッチングが難しい場合は、NVR本体のマ
ウス操作で完結可能な「リピーターモード」をご利用くださ
い。

2. カメラと中継器を LANケーブルで繋ぎ、電源を入れます。

1. マウス右クリック＞「チャンネル管理」を開き、下段の追
加済みのカメラリストから、マッチングしたいカメラを選択、
「チャンネル削除」をクリックして削除します。

3. 中継器の sync ボタンを5秒間長押しします。

4.「IPCAM」1-4のランプが流れるように点滅を繰り返し
ます。（約3分）

5. マッチングが完了すると、繋がっているカメラの台数分の
IPCAMのランプが点灯します。

6. カメラから LANケーブルを外し、次のカメラに繋いだら、
再度1～の操作を行います。

7. マッチングが完了したら、中継器の LANケーブルを外し、
電源を入れた状態で「チャンネル管理」画面のサーチ（検索）
をクリックします。
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8. 上段のリストに中継器と、それにマッチングされたカメラ
の IPアドレスが表示されるので、カメラの IPアドレスをダ
ブルクリックして、1台ずつ下段のリストに追加します。

9. 映像が映っていることが確認出来たら、「チャンネル管理」
の「リピーター」を開き、当該カメラの信号の数値が
「--/XX」と右側に表示されていれば、中継器と接続されてい
ます。

※「マッチングしたのに中継器のランプが光っていない」「中
継器に繋がっているはずなのに、XX/-- と左側に表示されて
いる」このような場合は、一度中継器とカメラの電源を抜い
て、中継器→カメラの順番で電源を入れ、再起動を行ってく
ださい。

単品でご購入いただいた場合

　NVRと直接繋がっているカメラを、中継器経由で接続し
て使用します。大きく分けて2つの使い方があります。

「マッチングモード」
　初期値はこの設定になっています。中継器に対し、カメラ
を並列接続します。（下図はNVR画面上で表示される、マッ
チングモードの接続相関図です。）

「NVR本体からは少し距離があるものの、中継器を中心に全
てのカメラが比較的同等の距離にある」といった場合に有効
です。

3.「サーチ」をクリックすると、「REPEATER」という表示
で、中継器の情報が表示されるので、ダブルクリックします。

4.「一致」のボタンをクリックし、ステータスが「ワイヤレ
スが一致しました」と緑色で表示されていることを確認した
ら「OK」をクリックします。

「リピーターモード」
中継器を筆頭に、カメラ2台を直列接続します。

※これはカメラ同士を接続する「リピーター接続」と同じ機
能です。つまり中継器を1台のカメラと見做してリピーター
接続を行う使用方法です。
　一部のカメラが、NVR本体からの電波が届きにくい遠い
場所にある場合に有効です。またマウス操作で設定を完結で
きるので、比較的扱いやすいモードです。

リピーターモードで使用する

1. 中継器の電源を入れ、NVR本体と LANケーブルで繋ぎ
ます。

2.NVR本体のマウス操作で、右クリック＞「チャンネル管理」
を開きます。
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5.「チャンネル管理」の「リピーター」をクリックします。

6. 接続相関図が表示されます。その中に「RP1-Auto」の表
示があることを確認します。（この表示が中継器を表します。）

7.「RP1-Auto」の右側の+をクリックし、接続したいカメ
ラの番号を選択します。

8. 続けて接続する場合には、更に+をクリックし、カメラ
の番号を接続します。（リピーターモードは2台まで接続で

9.「適用」をクリックします。カメラが一度切断した後、再
度繋がれば完了です。

2. カメラと中継器を LANケーブルで繋ぎ、電源を入れます。

3. 中継器の sync ボタンを5秒間長押しします。

4.「IPCAM」1-4のランプが流れるように点滅を繰り返し
ます。（約3分）

5. マッチングが完了すると、繋がっているカメラの台数分の
IPCAMのランプが点灯します。

6. カメラから LANケーブルを外し、次のカメラに繋いだら、
再度1～の操作を行います。

9. 映像が映っていることが確認出来たら、「チャンネル管理」
の「リピーター」を開き、当該カメラの信号の数値が
「--/XX」と右側に表示されていれば、中継器と接続されてい
ます。

※「マッチングしたのに中継器のランプが光っていない」「中
継器に繋がっているはずなのに、XX/-- と左側に表示されて
いる」このような場合は、一度中継器とカメラの電源を抜い
て、中継器→カメラの順番で電源を入れ、再起動を行ってく
ださい。

マッチングモードで使用する

　マッチングモードで使用するには、カメラと中継器を LAN
ケーブルで繋いで操作を行います。
　※1～2台だけを中継器経由で接続したい場合で、LAN
ケーブルを繋いでのマッチングが難しい場合は、NVR本体
のマウス操作で完結可能な「リピーターモード」をご利用く
ださい。
1. マウス右クリック＞「チャンネル管理」を開き、下段の追
加済みのカメラリストから、マッチングしたいカメラを選択、
「チャンネル削除」をクリックして削除します。

※この機能はカメラ同士でも設定する事が出来ます。上記の
操作で2台のカメラを中継器とリピーター接続したのち、残
りの2台を互いにリピーター接続するというやり方も可能で
す。（次の図）
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中継器の特性について
・接続設定を行っても、ランプや相関図（リピーター画面）などの
表示が更新されない場合があります。その場合は中継器とカメラの
電源を抜いて、中継器→カメラの順番で電源を入れて再起動するこ
とで、更新されます。

・中継器とマッチングされたカメラの IPアドレスが
「192.168.1.XX」という数字になる場合があります。正しく映像
を映すためには「IPの変更」から「172.20.14.XX」（最後のXX
は他のカメラと重複しない、2-255の数字）のアドレスに変更す
る必要があります。

・マッチングを行うために中継器とカメラを LANケーブルで接続す
ると、中継器はカメラとの接続を優先するため、無線通信が一時的
に停止します。したがって既にマッチングが完了したカメラの映像
が映らなくなりますが、一時的なものであり異常ではありません。（他
のカメラとのマッチングが完了し、LANケーブルを外すと再び映る
ようになります。）

・中継器のSync ボタン（マッチングする際に押すボタン）には
「Reset」とも記載されていますが、中継器にはリセット機能はあ
りません。

・中継器をNVR本体と LANケーブルで接続した状態で、Sync ボ
タンを10秒長押しすると、NVRとの無線設定が実行されます。（ワ
イヤレス一致）ただ、より確実に設定するためにも、NVR本体で
のワイヤレス一致の操作を行ってください。

・NVRのバージョンによっては、中継器と有線LAN接続しなくても、
自動的にNVRと中継器が無線接続される事があります。正しく無
線接続したい場合は、LANケーブルで繋いでから、ワイヤレス一致
の操作を行ってください。

・中継器とマッチングしているにもかかわらず中継器の電源をオフ
にしても映像が映っている場合は、自動的にNVR本体と繋がって
いる状態です。カメラのバージョンによっては、中継器との接続が
切れてしばらく経つと、カメラがNVR本体と直接繋がる事があり
ます。

・NVRと中継器の接続方法は、有線・無線いずれでも使用できます
が、NVRと無線接続した中継器を、カメラと有線接続して使用す
ることはできません。

・中継器同士を接続することはできません。

※「マッチングしたのに中継器のランプが光っていない」「中
継器に繋がっているはずなのに、XX/-- と左側に表示されて
いる」このような場合は、一度中継器とカメラの電源を抜い
て、中継器→カメラの順番で電源を入れ、再起動を行ってく
ださい。

7. マッチングが完了したら、中継器の LANケーブルを外し、
電源を入れた状態で「チャンネル管理」画面のサーチ（検索）
をクリックします。

9. 上段に、マッチングしたカメラと中継器の情報が表示され
ていることを確認し、中継器「REPEATER」をダブルクリッ
クします。

11.「一致」をクリックし、緑色で「無線（ワイヤレス）が一致」
と表示されていることを確認したら、「OK」をクリックしま
す。

12. 上段のリストに表示されたカメラの IPアドレスをダブ
ルクリックして、1台ずつ下段のリストに追加します。

13.映像が映っていることが確認出来たら、「チャンネル管理」
の「リピーター」を開き、当該カメラの信号の数値が
「--/XX」と右側に表示されていれば、中継器と接続されてい
ます。


