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ご利用の前に必ずお読みください
●この度はご購入いただき誠にありがとうございます。製品をご利用の前に、必ず別紙セットアップ
　ガイド及び、本操作ガイドをお読みの上、正しく安全にお使いください。
●別紙セットアップガイド及び本操作ガイドは大切に保管してください。
●万が一製品が正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。
●製品保証は製品本体及び付属品が対象です。（オプション品は保証の対象外となります。）
　またいかなる場合でも、本製品の使用により 1 次的、2 次的に発生した損失（設置交換工事費用、
　データ破損等含む）に関しては一切免責とさせていただきます。ご了承の上ご利用を開始してください。
●本製品はネットワーク接続を使用します。お使いのネットワーク環境（上り・下りの回線速度や
　通信機器のスペック、接続台数など）により意図通りに動作しない場合があります。
●本製品は、強盗・盗難・空き巣・いたずらなどの被害を未然に防ぐことを保証するものでは在りません。
　万一被害などが発生致しましても当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
●カメラを取り付ける前に、別紙セットアップガイドの手順に従って動作確認を行ってください。
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はじめに　　もくじ
安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止する為、必ずお守りい
ただく事をご説明します。
■誤った使い方をした場合に生じる危険や損害の程度
を区分けして記載しています。

必ずお守りください

「死亡や重傷を負うおそれが
大きい内容」の説明です。

「死亡や重傷を負うおそれが
ある内容」の説明です。

「軽傷を負う事や、財産の損
害が発生するおそれがある内
容」の説明です。

危険

注意

してはならない内容の説明です。

実行しなければならない内容の説
明です。

■お守りいただく内容を次の記号で説明しています。

危険

警告

火災・感電・事故などを防ぐために

禁止

●屋外の電源コンセントに AC アダプター
を繋がないでください。

●製品の接続端子は絶縁テープや自己融着
テープでしっかりと巻いて防水・絶縁処理
を行って下さい。（使用しない端子も同様で
す。）実行

警告
火災・感電・事故などを防ぐために

禁止

●分解・修理・改造しないでください。
修理は販売店へご相談ください。

●濡れた手で製品に触れたり、AC アダプ
ターの抜き差しをしないでください。

●雷が鳴ったら、本体や AC アダプターに
触れないでください。

●機器内部（製品本体、ケーブル類、AC ア
ダプター等）に金属物を入れないでくださ
い。

●ケーブルや AC アダプターを傷つけない
でください。

●コンセントや配線器具の定格を超える使
い方や、AC100V 以外での使用はしないで
ください。

●付属の AC アダプター以外使用しないで
ください。

●電源を入れたまま配線工事をしないでく
ださい。

●静電気を帯びた状態で製品に触れないで
ください。また、コネクター部分には直接
手を触れないでください。

●製品から煙や異臭、異音が発生した場合
はすぐに AC アダプターをコンセントから
外して下さい。

●コンセントから AC アダプターを外す時
は、AC アダプター本体（金属でない部分）
を持って外して下さい。また、コードを引っ
張って抜かないでください。

実行絶対厳守！！
付属の専用電源アダプターを使用してください。

また、付属の専用電源アダプターを本製品以外には
絶対に使用しないでください。
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はじめに

注意
事故やけがなどを防ぐために

禁止

●本製品を高温・多湿となる場所、ほこり
や油が多い場所で保管、使用しないでくだ
さい。

●強い衝撃や無理な力を与えないでくださ
い。振動のある場所で保管・使用しないで
ください。

●周囲に放熱を妨げるもの、加熱するもの
を置かないでください。また、布等を被せ
ないでください。

●製品にものを載せないでください。

●ケーブルにものをのせたり、引っ張った
り、折り曲げ・押しつけ・加工などは行わ
ないでください。

●パスワードを設定してご利用下さい。

●小さなお子様の手の届かない場所に設置・
保管して下さい。

●ねじを取り付ける際は無理な力を加えな
いでください。ねじの破損により落下や破
損の原因となります。

●お取付の前に、必ず動作確認を行って下
さい。

●再起動や電源を切る際には、必ず本体
シャットダウンの操作を行って下さい。

実行

設置場所について

●一部の蛍光灯や LED 照明の元でカメラを使用した際
には、光の周波数と映像のシャッタースピードの違い
により、画面上に点滅や波形が映る「フリッカー」現
象が発生する場合があります。その場合は出来るだけ
原因となる照明から離してご利用下さい。

●直射日光やハロゲン光など、高輝度の被写体を長時
間映さないでください。映像素子が破損する原因とな
ります。

●カメラの電源アダプターは、異常が起きた時にすぐ
にコンセントから抜けるようにしておいてください。

●高圧電線や高電圧機器の近くでは有線・無線に関わ
らず映像信号に干渉し映像が正常に映らない場合があ
ります。

使用上のお願い
製品お取り付けの前に…

●製品を取り付ける前に、別紙セットアップガイドを
基に、必ずご購入者様ご自身により「製品内容の確認」

「動作確認」を行って下さい。万一お取り付け後に製品
の不具合や破損が確認され場合でも、保証の対象は製
品及び付属品のみとなります。お取り付けにかかった
工賃やその他の損失など、製品以外の保証は一切致し
かねます。あらかじめご了承の上ご利用ください。
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はじめに

プライバシー・肖像権について
●カメラの設置や利用については、ご利用になるお客
様の責任で被写体のプライバシー、肖像権等を考慮の
上、行って下さい。

（「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないと
いう法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報
をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに
他人から自らの容ぼう、姿態を撮影されたり、公開さ
れない権利」と一般的に言われています。）

お手入れについて
●お手入れの際は電源アダプターをコンセントから外
し、製品の電源を切った状態で行って下さい。

●レンズのガラス部分に砂埃や粉塵が付着する場合が
あります。粉塵を水で軽く洗い流し、柔らかい布で軽
くふき取ってください。汚れが付いたままガラス部分
を強く擦りますと、キズになって赤外線照射を妨げる
場合があります。

●お手入れ時にはアルコール類、みがき粉、粉せっけん、
ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯等は使用
しないでください。

その他
●本製品は通信にデジタル信号を利用した傍受されに
くい商品ですが、パスワードを設定してご利用下さい。

●他社製品との互換性についてはサポートしておりま
せん。

●コネクタやケーブルの絶縁、防水処理を適切に行っ
て下さい。

●配線や接続は正しく行って下さい。

●録画機電源の ON・OFF の操作は、取扱説明書の手
順に従って正しく行って下さい。いきなりコンセント
を抜く、電源プラグを抜く等の取り扱いは、故障の原
因となります。

●取扱説明書に従って、正しく設置・ご利用下さい。
取扱説明書に記載の無い操作、ご使用は、故障の原因
になります。またこの場合の故障は保証対象外となり
ますのであらかじめご了承ください。

画質について
本製品の画質については、以下のような場合がありま
すが、異常ではありません。

●色合いが肉眼の実際の色とは異なる。

●逆光の際に、人の顔が暗くなる。

●夜間など光源が乏しい場合に、画質が低下する。

●街灯を映すと、周りがかすんだように見える。

●赤外線暗視モードの切り替わりのタイミングに個体
差がある。

●天候や時間帯によって、色調に違いがある。

●夜間や荒天時、動体検知が頻繁に反応する。

録画データについて
データの損失などにより発生した損害については、一
切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●電磁波、静電気、録画機本体や内蔵ハードディスク
の故障などによりデータが壊れたり消失する場合があ
りますので、必要なデータはこまめにバックアップを
取る事をお勧めします。
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基本的な操作

　録画機本体にはパスワード「12345」が設定されています。以下の操作で変更します。
録画機のパスワード設定

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「設定」をクリックします。

3.「ユーザー」をクリックします。

4.「admin」ユーザーの変更ボタン　　をクリックします。
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基本的な操作

5.「パスワード変更」のチェックボックスをクリックしてにチェッ
クを入れ、新しいパスワードを設定します。

　旧パスワード：12345
　新パスワード：好きなパスワードを入力
　OK（確認入力です）：新パスワードを再度入力
※パスワードは半角英数字を含む 8 桁以上を入力してください。
入力後、「保存」をクリックします。

7. ユーザー管理画面に戻ります。

以上でパスワードの変更が完了です。

※パスワードは忘れないようにご注意ください。

【自動ログアウト設定】
　録画機の操作が一定時間行われない場合、自動的にログアウトします。一度ログアウトをすると、再度
操作を行う際には、改めてログインします。自動ログアウトの時間は以下の操作で変更できます。

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「設定」をクリックします。

3.「スタンバイ時間（分）」に時間を入力します。（最大 120 分）
※初期値では 10 分に設定されています。
※「0」に設定することで、自動ログアウト機能をオフにすること
が出来ます。

入力後「適用」をクリックし、設定完了です。
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基本的な操作

　録画機の時刻を設定します。画面に表示された時刻が正しくない場合に操作を行ってください。時刻設
定には「自動設定」と「手動設定」の二通りの設定があります。
※「自動設定」は録画機をインターネットに接続した状態でのみ使用可能です。

時刻設定

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「設定」をクリックします。

3.「日付設定」をクリックします。
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基本的な操作

1.「日付・時刻の手動設定」のチェックボックスをクリックして
チェックを入れます。

【手動設定】

2.「日付・時刻を NTP から取得」のチェックボックスをクリック
して、チェックを入れます。
　
　「適用」をクリックして設定完了です。

2.「日付・時刻」の項目に現在の日時を手入力し、「適用」をクリッ
クします。

　以上で設定完了です。メニューを閉じて、画面上の時刻表示が変
わっていることを確認してください。

1.「タイムゾーン」の値をクリックし、プルダウンメニューから
「（GMT+09:00）東京、大阪、札幌」を選択します。

【自動設定】
※インターネット接続時のみ使用可。未接続の場合は「手動設定」を行ってください。
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基本的な操作

1. マウスを右クリックして「録画」をクリックします。

3.「初期設定に戻しますか？」と表示されたら、「OK」をクリック
します。

　録画方法は 3 種類あります。お好きな設定を行ってください。※録画にはハードディスクが必要です。
●常時録画：初期値はこの状態です。24 時間毎日録画を行います。
●スケジュール録画：設定した時間帯のみ録画を行います。
●動体検知録画：映像上に動きを検知して録画します。

録画設定

【常時録画】

2.「デフォルト」をクリックします。

4. 全ての曜日、時刻のタイムラインが緑色に塗りつぶされます。
　続けて「コピー」をクリックします。

　録画日数の目安としては、ハードディスク 1TB、カメラ 4 台使用の場合で約 2 週間程度保存できます。
（目安です。映している映像など環境により前後します。）
　内蔵ハードディスクの容量が録画でいっぱいになると、古い録画映像から自動的に上書き録画されま
す。古いデータは自動的に消えますので、必要な部分はバックアップしてパソコンなどに保存します。
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基本的な操作

5.「全て」にチェックを入れて、「保存」をクリックします。

6.「録画」画面（元の画面）に戻ります。
　「適用」をクリックして完了です。

1. マウスを右クリックして「録画」をクリックします。
【スケジュール録画】

2. 画面左下の「録画」（緑マーク）にチェックが入って選択されて
いることを確認します。　

3. タイムラインをクリックして、録画したい曜日、時間帯を緑色に
塗りつぶします。（録画しない時間は空白にします。）
　右図は「土日：終日録画 / 平日（月～金）：19 時～ 7 時に録画」
の設定例です。
　土日：全て緑色
　平日：0：00 ～ 7：00 / 19:00 ～ 24:00 を緑色
　設定したら「適用」をクリックします。

Q. コピーとは？
　各チャネルに同様の設定を行いたい場合、1 チャネルずつ操作を行うことなく、ひとつのチャネルの
設定値を他のチャネルにコピーすることで操作の手間を省きます。
　コピーするチャネルを選択する際、設定上では CH9 まで選択可能ですが、本製品で使用するのは
CH4 までです。（使用しないチャネルに設定を行っても問題はありません。）
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基本的な操作

4. 他のチャネルにも同様の設定を行いたい場合は、「コピー」をク
リックします。
　

5. コピーを反映したいチャネル番号をクリックして選択します。「全
て」にチェックを入れると、全チャネルに反映されます。

　選択したら「保存」をクリックします。

6.「録画」画面（元の画面）に戻ります。
「適用」をクリックして完了です。

1. マウスを右クリックして「録画」をクリックします。

2. 現在の設定を削除します。曜日最上部の「全て」のチェックボッ
クスをクリックし、全ての曜日を選択します。

【動体検知録画】
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基本的な操作

3. 画面左下の「録画」（緑マーク）にチェックが入って選択されて
いることを確認し、タイムライン右側の消しゴムマーク　　をク
リックします。（どの曜日でも可）

　タイムラインの緑色が消え、空白になります。続けて動体検知録
画のスケジュール設定を行います。

4. 画面左下の「動体検知」（黄マーク）をクリックして選択します。

　続けてタイムラインをクリックし、検知録画したい曜日、時間帯
を黄色に塗りつぶします。（録画しない時間は空白にします。）
　右図は「土日：終日動体検知録画 / 平日（月～金）：19 時～ 7
時に動体検知録画」の設定例です。
　土日：全て黄色
　平日：0：00 ～ 7：00 / 19:00 ～ 24:00 を黄色
　設定したら「適用」をクリックします。

5. 他のチャネルにも同様の設定を行いたい場合は、「コピー」をク
リックします。

6. コピーを反映したいチャネル番号をクリックして選択します。「全
て」にチェックを入れると、全チャネルに反映されます。

　選択したら「保存」をクリックします。

7.「録画」画面（元の画面）に戻ります。
　「適用」をクリックして完了です。

　※この時点ではまだ動体検知録画は実行されません。続けて動体
検知を有効にする設定を行います。
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基本的な操作

【動体検知の設定】

2.「チャネル管理」をクリックします。

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

3.「動体検知」をクリックします。

4. 各項目を設定します。
動体検知
チャネル：設定を行いたいチャネル番号を選択します。
エリア設定：映像内の検知エリアを設定します。（次項「エリア設
定について」参照）
感度：検知感度を 10 段階で設定できます。まずは「5」を設定し、
環境に合わせて感度を調整してください。
検知有効：チェックを入れます。
ブザーアラーム：チェックを入れると、検知時に録画機本体からブ
ザーが鳴ります。

メール送信　
Email 送信：チェックを入れると、検知時に通知メールを送信します。（P.46「メール設定」が必要です。）
週：メール通知を実行する曜日を選択します。
時間帯1.2：メール通知を実行する時間帯を設定します。

設定したら、「適用」をクリックします。
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【エリア設定について】
　エリア設定では、映像上で検知を実行するエリアと、動体があっても検知を実行しないエリアを指定す
ることができます。

初期値ではエリアが指定されていないた
め、動体検知が実行されません。画面上
のマス目をクリック・ドラッグで選択し、
エリアを指定します。

マス目が透明で、映像がクリアに見えて
いるエリアは、検知無効エリアです。マ
ウスをドラッグしてグレーに塗りつぶし
たマス目が検知有効エリアとなります。

エリアを指定したら、マウスを右クリッ
クして動体検知設定画面に戻ります。「適
用」をクリックして完了です。

＞＞検知エリアは「コピー」が反映されます。個別に指定したい場合は、コピーをせずに、手動で設
定を行ってください。（各 CH のエリアを指定した後にコピーを行うと、エリアが上書きされますので
ご注意ください。）
＞＞動体検知機能は、画面上の変化に対して機能します。動く人間だけではなく、動物はもちろん、
車のヘッドライト、照明の点灯消灯、雨や赤外線に反射した虫などに対しても機能します。感度やエ
リアの調整を行い、設置環境に最適な検知精度を調整してください。
　また、同程度の動きであっても、日中や夜間などの時間帯、接続するカメラの画質や種類によって
も検知精度がかわります。
＞＞動体検知録画に事前録画機能はありません。検知してから実際に録画が開始されるまで 1 秒程
度のタイムラグが生じます。より確実な録画のためには、常時録画またはスケジュール録画のご利用
をおすすめします。

5. 他のチャネルにも同様の設定を行いたい場合は、「コピー」をク
リックします。

＞＞動体検知後、通知メールを送信するまでには 1-2 秒のタイムラグが発生します。したがって、検
知メールの添付画像には動体が映っていない場合がありますが、異常ではありません。通知メール機能
は動体検知の通知を目的としたもので、添付画像から不審者などを特定することを目的とした機能では
ありません。

6. コピーを反映したいチャネル番号をクリックして選択します。「全
て」にチェックを入れると、全チャネルに反映されます。

　選択したら「保存」をクリックします。
　
　「動体検知」画面（元の画面）に戻るので、「適用」をクリックし
て完了です。
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録画再生
1. マウスを右クリックして「再生」をクリックします。

2. カレンダーから再生したい日にちを、下の番号から再生したい
チャネル番号をクリックして選択します。

3. タイムライン上の色の付いた部分をクリックすると、その時刻の
録画映像が再生されます。（200 万画素以上の録画映像の同時再生
可能数は 2 台までです。）
※表示される色は常時録画（緑）動体検知録画（黄）です。

操作パネル

①再生 /一時停止：再生 / 一時停止
②停止：再生を停止します。
③倍速：クリックで倍速再生します。クリックごとに 2・4・8・16・等倍速の順で切り替わります。
④全画面切替：全画面表示します。右クリックで戻ります。
⑤タイムライン拡大 /縮小：タイムラインの時刻表示目盛を拡大・縮小します。
⑥表示スクロール：拡大表示したタイムラインを左右にスライドしてスクロール表示します。
⑦録画種類選択：タイムラインに表示する録画の種類を選択します。再生中は選択できません。

　再生を終了してプレビュー画面に戻る場合は、再生を停止してマウスを右クリックします。
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2. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

3.「エクスポート」をクリックします。

1.USB メモリを録画機の USB 端子に接続します。（十分な空きが
あることをご確認ください。）

4. 日時やチャネル番号を指定して、録画映像を検索します。
　まずは検索するチャネル番号にチェックを入れます。
録画種類：録画映像の種類（通常録画・動体検知録画）を指定します。
チャネル：バックアップしたい録画映像のチャネル番号を指定します。
ファイル形式：avi（変更できません）
開始時刻：検索したい範囲の開始日時を指定します。
終了時刻：検索したい範囲の終了日時を指定します。

　入力したら、「検索」をクリックします。

5. 検索結果が表示されます。バックアップしたいデータにチェック
を入れて、「開始」をクリックします。
※リスト最上部のチェックボックスをクリックすると、一括選択 /
選択解除できます。
※大量のデータを一度にバックアップしないでください。

　録画した映像を USB メモリ（32GB まで対応）に保存し、パソコンにコピーしたり、再生することが
出来ます。

バックアップ（エクスポート）
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6. バックアップが開始されます。

7.「バックアップ完了」と表示されたら、「OK」をクリックしてバッ
クアップ終了です。録画機から USB メモリを取り外して、パソコ
ンに接続して映像を確認してください。

　録画機をインターネットに接続することで、離れた場所での遠隔監視が可能になります。
録画機をインターネットに接続する

＞＞ネットワーク通信を使用した遠隔監視及び操作について
　ネットワーク通信による操作は、ご利用のインターネット環境（回線速度や使用するインターネット
機器のデータ通信帯域、プロバイダのセキュリティ設定、スマートフォンやパソコンなど遠隔監視する
端末のスペックなど）によっては、意図通りに通信できない場合があります。よりスムーズにご利用い
ただくためには、上り回線速度が 30Mbps 以上の光回線のご利用を推奨します。

1. 録画機の LAN ポート（NET）に LAN ケーブルを接続します。

2.LAN ケーブルの反対側の端子を、ルーターの LAN ポートに接続
します。

【高速バックアップ】
　検索時間範囲が 30 分以内の場合、「高速バックアップ」ボタンをクリックすることで、検索を行わずに
該当する録画データをダイレクトにバックアップすることが出来ます。

3. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。
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4.「設定」をクリックします。

5.「ネットワーク」をクリックします。

　まずは録画機の「ネットワーク」画面の「P2P」をクリックし、
以下を確認します。

ステータス：「オンライン」と表示されていることを確認
P2P 有効：チェックが入っていることを確認

この画面を表示したまま、続けてスマートフォンの操作を行います。

【アプリのインストール】
　遠隔監視アプリ「FreeIP」をインストールします。

スマートフォンでの遠隔監視

6.「DHCP 有効」にチェックを入れて、「適用」をクリックします。
　
　以上でネットワーク設定が完了です。　

　スマートフォンアプリでの遠隔監視設定を行う場合は、このまま
次の操作に進みます。　

1.QR リーダーで上図 QR コードを読
み取ります。

3.QR コ ー ド を 読 み 取 れ な い 場 合
は、AppStore の 検 索 フ ォ ー ム で

「FreeIP」を検索してください

2.AppStore でアプリをインストール
します。

【iPhone】
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【Android】

2.プレイストアでアプリをインストー
ルします。

1.QR リーダーで上図 QR コードを読
み取ります。

3.QR コードを読み取れない場合は、プ
レイストアの検索フォームで「FreeIP」
を検索してください。

　アプリにお使いのデバイス（録画機）を登録します。2 つの登録方法があります。用途に応じてご利用
ください。

■SN（シリアルナンバー）ログインで登録
　録画機のシリアルナンバーを読み取って簡単に登録できます。
●複数台のデバイス（録画機）を登録することは出来ません。
●登録操作が簡単で、すぐに遠隔プレビューを開始できます。

■アカウントログインで登録
　メールアドレスを登録し、アプリのアカウントを作成します。
●複数台のデバイス（録画機）を登録できます。
●アカウントを介し、グループでデバイスを共有することが出来ます。
●メールアドレスなどの登録手続きが必要です。
●登録したデバイス（録画機）はアカウントにバインド（紐付け）されます。

＞＞初めてアプリを使用する際には、アプリによる「カメラへのアクセス」「写真フォルダーへのアクセ
ス」などの権限が求められます。全て「許可」を押して操作を進めてください。（権限を制限すると、ア
プリを正常に利用できない場合があります。）

＞＞デバイスのバインド（紐付け）について
　アカウントログインでデバイスを登録すると、登録されたデバイスはそのアカウントに対してバイン
ド（紐付け）され、他のアカウントでそのデバイスを登録することができなくなります。
　バインドされたデバイスは、アカウントから登録を削除する事でバインドが解除されます。アカウン
ト情報（アカウント名・パスワード）を忘れてログインできなくなるとバインドの解除ができないため、
新たにアカウントを作った場合でも再登録ができません。アカウント情報は決して忘れないようにご注
意ください。万一アカウント情報を忘れてバインド解除できない場合は、SN ログインで使用するか、
販売店までお問い合わせください。

【デバイスの登録】
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SNログイン

1. アプリ「FreeIP」を起動し、画面左上のメニューボタン　　　
をタップします。

2.「SN Login」をタップします。

3.QR コード読み取りボタン　　をタップします。

4.QR コード読み取り画面が開きます。モニターに表示された録画
機の QR コード（右端）を読み取ります。QR コードは全部で 3 つ
表示されていますので、間違いのないようにご注意ください。
※右端、13 桁の数字が表示された QR コードを読み取ります。
※ QR コードをうまく読み取れない場合は、前の画面に戻り、「Serial 
number」に 13 桁の数字を直接入力してください。

5. シリアルナンバーが入力されたら、続けて以下を入力します。

　ユーザー名：admin（これは録画機のログインユーザー名です）
　パスワード：12345（これは録画機のログインパスワードです）

※「Password」の”12345”は、録画機のパスワード（初期値）
です。P.6「録画機のパスワード設定」にてパスワードを変更して
いる場合は、変更後のパスワードを入力してください。
入力したら、「LOGIN」をタップします。

シリアルナンバー

ユーザー名

パスワード
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6. 映像が表示されます。
　プレビューを終了する場合は、画面左上戻るボタン（またはスマー
トフォンの戻るボタン）で前の画面に戻るか、アプリを閉じてくだ
さい。
※モバイル回線でプレビューする際は、通信容量にご注意ください。
※映像を表示していない状態であれば、映像データ通信は行われま
せん。

＞＞ SN ログインで一度入力したデバイス情報は記憶されますが、アプリをアンインストールすると消
えてしまいますので、その場合は QR コードの再読み込み（またはシリアルナンバーの再入力）が必要
です。また、SN ログイン で別のデバイス映像をプレビューした場合、記憶されるシリアルナンバーが
上書きされますので、以前のデバイスをプレビューする際には再度 QR コードの再読み込み（またはシ
リアルナンバーの再入力）が必要です。備忘の為にシリアルナンバーを控えていただくことをおすすめ
しますが、管理には十分ご注意ください。

【アカウントログイン】

■アカウント登録

2.　　　マークをタップします。

　iOS と Android で一部表示が異なりますが、基本的な操作は同じです。

1. アプリ「FreeIP」を起動し、画面左上のメニューボタン　　　
をタップします。

3. 再度　　マークをタップします。



23

ネットワーク設定

4.「Register」をタップします。

5. 各項目を入力します。それぞれ上から
メールアドレス
ログインパスワード
ログインパスワード再入力
認証コード
となります。以下の手順に従って入力します。

メールアドレス
お使いのメールアドレスを入力します。どのようなメールアドレス
でもかまいませんが、受信可能なメールアドレスを入力してくださ
い。

ログインパスワード /ログインパスワード再入力
アプリのログインパスワード（6 ～ 30 桁の半角英数字）を入力します。続けてパスワード再入力欄に同
じパスワードを入力します。
※お好きなパスワードを設定します。録画機のパスワードではありませんので、ご注意ください。
※決して忘れないようなパスワードを入力してください。
※備忘のために、パスワードをスマートフォン内のメモなどに記録しておくことをお勧めします。

認証コード
「Sending Verification code」（Android の場合は「Send Email Code」）ボタンをタップします。
入力したメールアドレス宛に、アプリからの認証コードが送信されます。
　メールを受信したら、本文に記載された認証コードをここに入力します。

　全て入力したら「Register」をタップします。

6. ログイン画面が表示されます。登録したメールアドレスとパス
ワードを入力し、「Login」をタップします。

　ログインできたら、続けてデバイスを登録します。

メールアドレス

パスワード

メールアドレス

パスワード

パスワード再入力

認証コード
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■デバイス登録
1. 画面左上のメニューボタン　　　をタップします。

2.「Device」をタップします

3. 画面最下部の「Add device」をタップします。

10.「SN Add」をタップします。

4. QR コード読み取り画面が開きます。モニターに表示された録画
機の QR コード（右端）を読み取ります。QR コードは全部で 3 つ
表示されていますので、間違いのないようにご注意ください。
※右端、13 桁の数字が表示された QR コードを読み取ります。う
まく読み取れない場合は次をご覧ください。
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5. 各項目を順に入力します。

　シリアルナンバー：既に入力されています
　録画機のユーザー名：admin
　録画機のパスワード：12345（または変更後のパスワード）
　キャプチャコード：録画機本体底面の製品ラベルに記載された

「Captcha」の値を入力します。

入力したら「Submit」をタップします。

　QR コードがうまく読み取れない場合は、画面右上の「Input」を
タップします。

7. デバイス名を設定します。英数字でお好きな名前を入力してくだ
さい。

6.「Device name」をタップします。

　13 桁のシリアルナンバーを手入力します。入力後「Confirm」
をタップします。

　右図の製品ラベルが本体底面に貼られています。
　スマートフォンでラベルの写真を撮っておくなどして、ラベルの
はがれ、印刷のこすれなどによるコード紛失を回避することをお勧
めします。
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10. 画面最下部の「Done」（Android では「Confirm」）をタップ
します。

8.「Group Name」（Android では「Grouping」）をタップします。

9.「My devices」をタップして選択し、右上の「Done」（Android
では「Confirm」）をタップします。

11.「Device」画面に戻ります。「My devices」にデバイスが追
加されていたら完了です。
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プレビュー
リアルタイム映像をプレビュー（表示）します。この操作はアカウントログイン時の操作です。SN ログ
インの場合はこの操作は行いません。

1. 画面左上のメニューボタン　　 をタップします。

2.「Real Time」をタップします。

3. 表示された 4 画面のいずれかの中央の「+」マークをタップしま
す。

4.「My devices」をタップし、デバイス名をタップします。

5. プレビューしたいチャネル番号をタップし、チェックマークを有
効（赤）にします。
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7. 映像が表示されます。

6. 画面下部の「Preview」をタップします。

SN ログインとアカウントログインでは、基本的な画面の操作は同じですが、一部異なる箇所があります。
＜ SN ログイン画面＞
①戻る：ログイン画面に戻ります。
②録画再生：録画再生画面を表示します。

＜アカウントログイン画面＞
③メニュー：メニューを表示します。
④プレビュー画面：映像を表示します。
⑤分割画面：表示された分割画面に切り替えます。
⑥画質切替：表示画質（DB：標準画質 /HD：高画質）を切り替えます。
　　　　　　全画面表示時のみ使用出来ます。
⑦動画保存：プレビュー映像を直接スマートフォンに保存します。
　　　　　　1 回タップして保存開始、2 回目のタップで保存終了
⑧静止画保存：プレビュー映像の静止画像を直接スマートフォンに
　　　　　　　保存します。
⑨ PTZ：使用しません。
⑩停止：選択したチャネルのプレビューを停止します。
⑪全停止：全チャネルのプレビューを停止します。
⑫音声：選択したチャネルの音声を再生します。
⑬お気に入り：選択したチャネルをお気に入り登録し、次回から
　　　　　　　アクセスしやすくなります。
※⑫⑬は画面の操作パネルを横にフリックして表示します。

【プレビュー画面の操作】
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遠隔録画再生
録画機の内蔵ハードディスクに録画された映像をアプリで再生します。

＞＞スマートフォンアプリでの録画再生について
　録画再生時には大きな容量のデータ通信を行います。ネットワーク環境や回線の混雑などに
よっては、正常に再生できない場合があります。

録画再生の操作は「SN ログイン」と「アカウントログイン」の違いで、アクセス時の一部の操作が異な
りますが、基本的な操作は同じです。※「Android」「iPhone」いずれの操作も同じです。
SNログインでの操作
1. 画面右上の　　ボタンをタップします。

2. 録画再生画面が表示されます。
　録画された時間帯は、画面下部のタイムラインに青く表示されま
す。タイムラインを指でスライドして、中央の赤い線に再生したい
時刻を合わせます。
※再生画面を開いた時点で、その日の最も古い時刻の録画映像が表
示されます。

　日にちを変更する場合は、画面右上のカレンダーボタン　　を
タップし、見たい日にちを選択します。

※日にちやタイムラインの時間を操作する際、コントロールできる
のは選択した（黄色枠もしくは全画面表示の）チャネルのみです。
複数のチャネルを同時に指定してコントロールすることは出来ませ
ん。
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ネットワーク設定

アカウントログインでの操作
1. 画面左上のメニューボタン　　をタップします。

2.「Play back」をタップします。

3. 分割画面が表示されます。4 画面のいずれかの中央の「+」マー
クをタップします。

4.「My devices」をタップし、デバイス名をタップします。

5. チャネル番号が表示されます。再生したいチャネル番号をタップ
し、チェックマークを有効（赤）にします。
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ネットワーク設定

7. 映像が表示されます。録画された時間帯は、画面下部のタイムラ
インに青く表示されます。タイムラインを指でスライドして、中央
の赤い線に再生したい時刻を合わせます。

　日にちを変更する場合は、画面右上のカレンダーボタン　　を
タップし、見たい日にちを選択します。

※日にちやタイムラインの時間を操作する際、コントロールできる
のは選択した（黄色枠もしくは全画面表示の）チャネルのみです。
複数のチャネルを同時に指定してコントロールすることは出来ませ
ん。

6.「Playback」をタップします。

①カレンダー：録画日を選択します。
②タイムライン：時間帯を表示します。
　　　　　　　　録画されている時間は青く表示されます。
③動画保存：再生中の映像をスマートフォンに保存します。1 回タッ
　　　　　プして保存開始、2 回目のタップで保存を終了します。
④静止画保存：映像の静止画をスマートフォンに保存します。
⑤表示切替：分割画面・全画面を切り替えます。
⑥停止：選択したチャネルの再生を停止します。
⑦全停止：表示された全ての再生を停止します。
⑧音声：選択したチャネルの音声を再生します。
※⑧は画面の操作パネルをフリックして表示します。

【再生画面の操作】
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ネットワーク設定

その他の操作
【デバイスの削除（バインド解除）】
アカウントに登録したデバイスを削除します。これによりバインドが解除されます。アカウントログイン
でのみ行う操作です。

2.「Device」をタップします。

1. 画面左上のメニューボタン　　　をタップします。

3.「My devices」をタップして、削除したいデバイスの　　ボタ
ンをタップします。

4. 削除します。
　iOS の場合：画面下部の「Deleting the device」をタップ
　Android の場合：画面右上の「Delete」をタップ

iOS

Android
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ネットワーク設定

5.「Confirm」をタップします。

　以上でデバイス削除完了です。

【アカウントパスワードの変更】
アプリのパスワードを変更します。アカウントログインでのみ行う操作です。
※録画機のパスワードではありません。

1. 画面左上のメニューボタン　　をタップします。

2. メニュー上部のアイコンをタップします。

3. 再度アイコン部分をタップします。

4.「Change Password」をタップします。

5. パスワードを変更します。

　Old password：現在のパスワードを入力します。
　New password：新しいパスワードを入力します。
　Confirmation password：新しいパスワードを再入力します。

入力後「Save」をタップして完了です。
パスワードが変更され、ログイン画面に戻ります。変更したパスワードで再度ログインしてください。
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パソコンでの遠隔監視

アプリのインストール

＞＞この操作は外部ネットワーク（録画機とは別の場所にあるネットワーク環境のパソコン）でご利用
いただく操作方法です。ローカルネットワーク（録画機と同じ場所のネットワーク環境のパソコン）で
の操作は、P.39「ローカルネットワークでの操作」をご覧ください。

パソコンでの遠隔監視

1.InternetExplorer などのインターネットブラウザを開き、アドレ
スバーに以下の URL を入力してエンターキーを押します。

https://www.acesecurity.jp/support/download/
software/xvr_software.zip

インターネットからソフトウェアをダウンロードし、インストールします。

2. ファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードした zip
ファイルを展開し、　「autorun.exe」をダブルクリックします。

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」の
メッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

（右図は Windows7 の例です。）

3.「Install The Software」をクリックします。

4.「VMS Lite Client」をクリックします。

5.「English」の状態のまま「OK」をクリックすると、インストー
ル画面が表示されます。
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パソコンでの遠隔監視

6. デスクトップのアイコンを右クリックし、プロパティを開きます。

「Next」をクリックして操作を進
めます。

「Install」のボタンが表示された
らクリックし、インストールを開
始します。

「Finish」ボタンが表示されたら、
クリックして完了です。

※「要求された操作には管理者特権が必要です」のメッセージが表
示された場合は、「OK」をクリックしてください。

7.「詳細設定」をクリックします。

8.「管理者として実行」にチェックをいれて「OK」をクリックします。
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パソコンでの遠隔監視

デバイス登録・プレビュー
ソフトウェアにデバイス（録画機）を登録し映像をプレビューします。
1.「VMS Lite」のアイコンをダブルクリックして開きます。

9. プロパティの「OK」をクリックします。
「これらの設定を変更するには管理者のアクセス許可を提供する必
要があります」のメッセージが表示されるので、「続行」をクリッ
クします。

以上でインストール完了です。

2. ログイン画面が開きます。初めて使用する場合は VMS ユーザー
設定を行います。
　User：好きなユーザー名を入力します。
　Password：好きなパスワードを入力します。
　Repeat Password：パスワードを再入力します。

「Add」をクリックします。

3.VMS Lite が起動します。初めて使用する場合は、
続けてデバイス（録画機）を登録します。

画面左下の「Add」をクリックします。

4.「Add P2P Device」の欄に登録します。
　「Series Num」…録画機のシリアルナンバーを入力します。
　「User」…admin
　「Password」…録画機のパスワードです。（初期値は 12345）
　「Channel Num」…接続チャネル数を選択します。（Protocol
選択後に入力します。）
　「Protocol」…P2P NVR を選択します。



37

パソコンでの遠隔監視

5. デバイス情報を入力したら、「Next step」をクリックします。

6. デバイス（録画機）がオンラインであれば、「Connect ok」と
表示されますので、「Add」をクリックします。

7. デバイス（録画機）が登録されます。続けて「Views(2x2)」の
タブをクリックします。

8. 画面左のカメラリストに登録したデバイスが表示されます。ク
リックすると「XXXXXXXXXX_1」と表示されたチャネル番号が
表示されますので、分割画面上にドラッグ & ドロップします。

9. 映像が表示されます。
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パソコンでの遠隔監視

録画再生
外部ネットワークのパソコンから録画再生を行います。

1. メニュータブの「Playback」をクリックします。

2.「Device」をクリックします。

3. 再生したいチャネル番号をドラッグ＆ドロップします。

4. 録画データがある場合は、タイムラインに色がつ
きます。タイムライン上で再生したい時刻をクリッ
クすると、録画が再生されます。

＞＞外部ネットワークからの操作は、プレビューと録画再生のみのご利用を推奨していますが、通信環
境によっては意図通りに動作しない場合があります。またそれ以外の設定や操作を遠隔で行うことは推
奨しておりません。各設定は録画機本体のマウス操作にて行ってください。
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ローカルネットワークでの操作

サーチツールのインストール
インターネットからソフトウェアをダウンロードし、インストールします。
1.InternetExplorer などのインターネットブラウザを開き、アドレ
スバーに以下の URL を入力してエンターキーを押します。

https://www.acesecurity.jp/support/download/
software/xvr_software.zip

2. ファイルのダウンロードが開始されます。ダウンロードした zip
ファイルを展開し、　「autorun.exe」をダブルクリックします。

5.「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」
のメッセージが表示された場合は、「はい」をクリックします。

（右図は Windows7 の例です。）

＞＞この操作はローカルネットワーク（録画機と同じ場所のネットワーク環境のパソコン）でご利用い
ただく操作方法です。外部ネットワーク（録画機とは別の場所にあるネットワーク環境のパソコン）で
の操作は、P.34「パソコンでの遠隔監視」をご覧ください。

ローカルネットワークでの操作

6.「Installation is complete!」と表示されたら「OK」をクリッ
クします。

　以上でインストール完了です。

3.「Install The Software」をクリックします。

4.「IP Search Tool」をクリックします。
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ローカルネットワークでの操作定

1. パソコンのデスクトップに作成された「IPCSearch」のアイコ
ンをダブルクリックして開きます。

2.「Search」をクリックします。

3. ローカルネットワークに接続された録画機の情報（IP アドレス）
が表示されますので、ダブルクリックで開きます。

※ InternetExplorer 以外のブラウザで開かれてしまう場合、Windows のコントロールパネルから「既定
のブラウザ」に InternetExplorer を選択した上で再度アクセスするか、先に InternetExplorer を開き、
アドレスバーに録画機の IP アドレスを直接入力してアクセスしてください。

録画機にアクセスしてプレビューする
ローカルネットワークのパソコンから映像をプレビューします。

4.InternetExplorer が起動し、録画機のログイン画面が表示されま
す。録画機のユーザー名とパスワードを入力してログインします。
　User Name：admin
　パスワード（下段）：12345（または変更したパスワード）
を入力し、「Login」をクリックします。

※ここのパスワードは、録画機本体のパスワードです。
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ローカルネットワークでの操作

5. 画面上に表示された
「Please click here to download the browser plug-in, please 
close the browser when the download is finished」
クリックし、プラグインをインストールします。※この操作ははじ
めてアクセスした場合にのみ行います。

6.「実行」をクリックします。

7. インストール画面が開きます。「Next」をクリックしてインストー
ルを進めます。

　「install」ボタンが表示されたら、クリックします。

8.「Finish」をクリックしてインストール完了です。
一度 InternetExplorer を閉じて、再度「IPCSearch」から録画機
にアクセスします。

9. 分割画面が表示されます。

10. 画面を一つ選択（黄色枠）した状態で画面左に表示されたチャ
ネル番号をクリックすると、選択した画面にプレビュー映像が表示
されます。
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ローカルネットワーク上のパソコンから、録画機に録画された映像を再生します。
録画再生

1.「Playback」をクリックします。

① … リアルタイム映像を表示します。
② … 録画再生画面を開きます。
③ … 設定画面を開きます。（使用しません。）
④ … チャネルリストです。
　　　　　　: チャネル番号です。クリックしてプレビュー映像を表示します。
　　　: プレビュー中の映像をパソコンに保存します。クリックで開始、再度クリックで停止します。
　　　: プレビュー画質を切り替えます。「Main Stream」高画質 /「Sub Stream」標準画質
⑤ … 表示の切り替えを行います。
　　　: 画面の分割数を変更します。
　　　: プレビュー画質を切り替えます。「Main Stream」高画質 /「Sub Stream」標準画質
⑥ … コントロールパネルです。プレビュー映像に対し各操作を行います。
　　　: 全チャネルのプレビューを停止します。再度クリックするとプレビューを再開します。
　　　: 選択した映像のスクリーンキャプチャ（静止画）をパソコンに保存します。
　　　: プレビュー中の映像をパソコンに保存します。クリックで開始、再度クリックで停止します。
　　　: デジタルズームです。クリックしたのち、映像上でドラッグして拡大表示します。
　　　　　: 使用しません。
　　　: 選択した映像の音声を有効にします。
　　　: プレビュー画面をフルスクリーンで表示します。元に戻す場合は Esc キーを押します。
⑥ … PTZ 制御パネルです。使用しません。

＞＞回線環境や映像のデータ量によってはスムーズに映像が表示されない場合があります。映像がう
まく表示されない場合は、プレビュー画質切替ボタンで「Sub Stream」を選択してプレビューして
ください。

ローカルネットワークでの操作
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2. 分割画面の一つをクリックして選択（黄色枠）し、チャネルリス
トから見たいチャネル番号を選択します。

3. カレンダーから見たい日付を選択し、検索ボタン　　　をクリッ
クします。

※この際、「File Type」にて「Record」を選択すると常時録画（ス
ケジュール録画）を、「Motion」を選択すると動体検知録画を、そ
れぞれ表示します。

4. 録画データのある時間帯は、画面下部のタイムラインに色がつき
ます。ラインをドラッグして見たい時刻に合わせ、再生ボタン　　
をタップします。（常時録画：青　動体検知録画：赤）

※表示画面とチャネル番号を選択して複数チャネルの録画映像を再
生できますが、同期再生（複数チャネルの時刻を一致させて再生す
る）はできません。

＞＞ネットワークでの操作は、プレビューと録画再生のみのご利用を推奨していますが、通信環境によっ
ては意図通りに動作しない場合があります。またそれ以外の設定や操作をネットワークを介して行うこ
とは推奨しておりません。各設定は録画機本体のマウス操作にて行ってください。

ローカルネットワークでの操作
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【画面表示切替】
　4 画面表示と全画面表示を切り替えます。

録画機のその他の機能

① 4 画面表示→全画面表示
●マウスを右クリックして「全画面」をクリックし、全画面表示し
たいチャネル番号を選択
●または、全画面表示したいチャネルの映像をダブルクリック　

②全画面表示→ 4 画面表示
●マウスを右クリックして「4 画面」をクリックし「CH1-CH4」
をクリック
●または、画面をダブルクリック

【ポーリング（画面巡回）】
　映像を 1 画面ずつ切り替えて巡回表示します。
1. マウスを右クリックして「ポーリング」をクリックします。

その他の操作

2.
　有効：チェックボックスをクリックしてチェックを入れます。
　間隔：切り替える間隔（画面を表示する長さ）を入力します。
　　　　（10-255 秒）
　モード：「1」を選択します。

設定したら「保存」をクリックします。

＞＞設定を保存すると、その時点からポーリングが開始されます。
＞＞ポーリングで画面が切り替わる際に 1.2 秒のタイムラグが発生し、一瞬映像が消え、「ACE」の文
字が表示される場合がありますが、異常ではありません。

【画面の色調補正】
表示画面全体の色を調整します。通常は操作不要です。
1. マウスを右クリックして「NVR イメージ」をクリック
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その他の操作

2.「明るさ」「コントラスト」「彩度」「色相」を調整します。
　調整したら「保存」をクリックします。
　初期値に戻す場合は、「デフォルト」をクリックします。
　※この操作では、モニターに表示した画面自体の色を調整します。

【映像の反転表示】
　映像を上下反転表示します。
1. 反転したいチャネルの映像をマウスでクリックし、ツールボタン
を表示します。
　「表示回転」ボタン　　をクリックすると、画面が時計回りに回
転します。2 回クリックすると上下反転、4 回クリックすると元の
位置に戻ります。

【簡易再生（5 分前再生）】
　5 分前の録画映像をワンタッチで再生します。
1. チャネルの映像をマウスでクリックし、ツールボタンを表示しま
す。
　「簡易再生」ボタン　　をクリックします。

2.5 分前からの映像が再生されます。画面下部に表示されたシーク
バーで操作できます。
　再生を停止する場合は、シークバー右の×ボタンをクリックしま
す。

【音声出力】
　カメラの音声を再生します。HDMI 音声出力対応のモニターで使用出来ます。
1. チャネルの映像をマウスでクリックし、ツールボタンを表示しま
す。
　「音量」ボタン　　をクリックします。
　音声を止める場合は、再度ボタンをクリックします。
　ボリュームを上下して音量を調整できます。
※音声は 1 チャネルずつ出力できます。複数チャネルを同時に音声
出力することは出来ません。
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その他の操作

【拡大表示（デジタルズーム）】
　映像を拡大表示します。（望遠ではありません。）
1. チャネルの映像をマウスでクリックし、ツールボタンを表示しま
す。
　「ズーム」ボタン　　をクリックします。

3. 映像内でマウスをドラッグして離すと、ドラッグした範囲を拡大
表示します。
　右クリックで拡大表示を解除します。

【チャネル別色調補正】
　映像の色を補正します。
1. チャネルの映像をマウスでクリックし、ツールボタンを表示しま
す。　「画像」ボタン　　をクリックします。

3.「明るさ」「コントラスト」「彩度」「色相」を調整します。
　調整したら「保存」をクリックします。
　初期値に戻す場合は、「デフォルト」をクリックします。
　※この操作では、選択したチャネルの画面のみを調整します。

【メール設定】
　メール設定を行うことで、動体検知設定時に画像付きメールによる通知を実行することができます。設
定は Gmail アドレスを使用します。Gmail アドレスをお持ちでない場合は、Gmail のホームページから
メールアドレスを取得してご利用ください。
※メール通知を使用する場合、P.14「動体検知の設定」で、Email 送信を有効にしてください。
1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。
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その他の操作

2.「設定」をクリックします。

3.「ネットワーク」をクリックします。

4.「Email」をクリックします。

5. 各設定値を入力します。

Emai 警報有効：チェックボックスをクリックしてチェックを入れます。
SMTP サーバー：smtp.gmail.com
SMTP ポート：465
ユーザー名：Gmail アドレスを入力します。
パスワード：Gmail のパスワードを入力します。
送信者：Gmail アドレスを入力します。
受信者 1-3：通知を受け取りたいメールアドレスを入力します。
件名：メール件名（変更不要）
メッセージ間隔（分）：メールを送信する間隔を指定します。（変更不要）
暗号化：SSL
添付ファイル：チェックボックスをクリックしてチェックを入れます。
自動メール送信有効：チェックを入れると、指定した時間毎にメールを
送信します。
メール間隔（分）：自動メール送信間隔です。（1-1440 分）

　設定したら、画面右下の「適用」をクリックします。その後「Email
テスト」をクリックします。

　「送信完了」と表示されましたら、テスト送信成功です。
　以上で設定完了です。
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その他の操作

＞＞メール設定を行うだけでは、動体検知メールはまだ届きません。P.14「動体検知の設定」を元に設
定を行ってください。
＞＞動体検知後、通知メールを送信するまでには 1-2 秒のタイムラグが発生します。したがって、検知
メールの添付画像には動体が映っていない場合がありますが、異常ではありません。また、通知メール
機能はあくまで「動体検知のお知らせ」を目的としたもので、添付画像から不審者などを特定すること
を目的とした機能ではありません。
＞＞「自動メール」は録画機の接続状態を確認するための診断通知です。画像は添付されません。

【ハードディスクのフォーマット（初期化）】
　必要に応じてハードディスクのフォーマット（初期化）を行います。フォーマットを行うと、ハードディ
スクに保存された録画内容はすべて削除されます。
●新しいハードディスクを取り付けて初めてご利用いただく場合（「HDD 無し」でご購入いただいた場合）
●録画した映像を削除したい場合
●録画機の動作に異常（録画できない、録画再生できない等）が見られる場合

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「HDD」をクリックします。

3. ハードディスクのチェックボックスをクリックして選択し、
「フォーマット」をクリックします。

4. メッセージが表示されます。問題なければ「OK」をクリックし
ます。
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その他の操作

5. フォーマットが開始されます。完了までお待ちください。

6.「フォーマット完了」と表示されたら、「OK」をクリックして終
了です。

＞＞フォーマットを行うと、録画した映像が全て削除されます。フォーマットの際は十分にご注意くだ
さい。故障の原因となりますので、フォーマット中は絶対に電源を切らないで下さい。

【設定初期化】
　ネットワーク設定や録画スケジュールなどの設定は、初期化によって工場出荷時の設定に戻すことがで
きます。
※設定の初期化を行うと、パスワードや録画設定、ネットワーク設定などが全て初期状態に戻ります。

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「メンテナンス」をクリックします。
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その他の操作

4. 全てのチェックボックスをクリックして選択し、「適用」をクリッ
クします。

5. メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

　初期化後再起動が行われます。再起動したら初期化完了です。

※初期化されない設定が一部あります。「動体検知の設定」「エリア
設定」は初期化されませんのでご注意ください。

3.「初期化」をクリックします。

【セキュリティ設定】
　録画機のパスワードを忘れてしまった場合に備え、復旧方法を設定します。
1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「設定」をクリックします。
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4.「セキュリティ設定」をクリックします。

5. 各設定を行います。

　安全なメール：メールアドレスを入力します。
　質問 1 ～ 3：秘密の質問を選択します。
　回答 1 ～ 3：質問の答えを入力します。

　入力したら、「保存」をクリックします。
　以上で設定完了です。

3.「ユーザー」をクリックします。

その他の操作

【パスワード紛失時の操作】
1. ログイン画面で「パスワード紛失」をクリックします。

2.「確認モード」で、「メール」または「質問」のいずれかを選択し、
「次へ」をクリックします。
※「質問」のほうが操作が簡単ですぐに復旧できますので、こちら
を推奨しております。
※「メール」では、USB メモリを使用します。予めご用意ください。
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その他の操作

■「質問」を選択した場合
　自身で設定した質問を選択し、その回答を入力します。全ての回
答を入力したら、「次へ」をクリックします。
　

　パスワード設定画面が表示されます。

　「新パスワード」に新しく設定するパスワードを、
　「OK」にそのパスワードを再入力し、「保存」をクリックします。

　※パスワードは半角英数字を含む 8 桁以上を入力して下さい。
　

　ログイン画面が表示されます。

　新しく設定したパスワードでログインできます。
　

■「メール」を選択した場合
　USB メモリを録画機の USB 端子に接続し、「エクスポート」を
クリックします。

　この画面に記載された "resetpasswd@hotmail.com" のメール
アドレスは後ほど使用しますので、メモなどに控えます。
　

　「エクスポート完了」と表示されたら、「OK」をクリックして、
USB メモリを取り外しパソコンに接続します。
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　エクスポートしたファイル（～ .out）をパソコンに保存します。
　録画機の画面で確認した、"resetpasswd@hotmail.com" 宛に
メールを作成し、保存したファイルを添付して送信します。
　

　しばらくすると返信メールが届きます。メールに添付のパスワー
ドファイル（～ .in）を USB メモリにコピーして、録画機に接続し
ます。
　
　※返信メールが届くまで数時間～数日かかる場合があります。

その他の操作

　録画機の画面（パスワード紛失画面）の「インポート」ボタンを
クリックします。

　パスワード設定画面が表示されます。

　「新パスワード」に新しく設定するパスワードを、
　「OK」にそのパスワードを再入力し、「保存」をクリックします。

　※パスワードは半角英数字を含む 8 桁以上を入力して下さい。
　

　ログイン画面が表示されます。

　新しく設定したパスワードでログインできます。
　



54

故障かなと思ったら
製品が正常に動作していないと感じたら、まずは一度、録画機本体の再起動をお試しください。

1. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「シャットダウン」をクリックします。

3.「再起動」をクリックします。
　
　再起動が開始されます。起動後動作を確認してください。

　※再起動で問題が解決しない場合は、次に「内蔵ハードディスク
のフォーマット」（P.48）をお試しください。

Q. 電源が入らない

A. 以下の順番で原因の切り分けを行います。原因が特定され、製品の故障である場合はサポートデスクま
でお問い合わせください。

◆電源アダプターが通電しているかを確認してください。
　正常に通電している場合、アダプター本体のパイロットランプ（緑）が点灯します。ランプが点滅している、
消灯しているなどの症状が見られたら、一度別のコンセントでアダプターだけを繋いでください。ランプ
が変わらず点灯しない状態であれば、アダプターの故障が考えられます。販売店までお問い合わせください。

◆録画機本体の Power ランプが点灯しているか確認してください。
　録画機に電源が入っている場合、本体正面右上の Power ランプが赤く点灯します。ランプが点灯状態で、
モニターに画面が表示されない場合は、モニターへの映像出力に異常が発生していると思われます。「モニ
ターに何も映らない」をご参照ください。

◆電源アダプターのパイロットランプが正常で、録画機の録画機の Power ランプが点かない場合は、本
体の異常が考えられます。販売店までお問い合わせください。

故障かなと思ったら



55

その他の操作

Q. モニターに何も映らない（映像だけでなく操作画面も映らない）
A. 以下の順番で原因の切り分けを行います。原因が特定され、製品の故障である場合はサポートデスクま
でお問い合わせください。
◆録画機に電源が入っているかをご確認ください。
　正常に通電している場合、本体正面の「POWER」ランプが赤く点灯します。これが消灯している場合、
電源に問題がある可能性があります。前項「電源が入らない」をご確認ください。

◆モニターの入力切替が接続した信号に切り替わっているかをご確認ください。
　HDMI ケーブルで接続した場合は、モニターの入力切替を「HDMI」に合わせなければ、画面が表示さ
れません。

◆接続ケーブルに問題が無いかをご確認ください。
　モニターと接続したケーブルに問題が無いかを確認してください。HDMI 接続でご利用であれば、別の
HDMI ケーブルを使用して接続してみてください

◆ VGA ケーブルでモニターと接続し、画面が表示されるかをご確認ください。
　※ VGA 端子が付いたモニターが必要です。

◆モニターの入力解像度が録画機の出力解像度に対応しているかをご確認ください。
　録画機の出力解像度は、一般的なデジタル映像機器で採用される HD 解像度（1080P）です。
1080P に対応していないモニターの場合、映像が表示されません。その場合はモニターの表示解像度に、
録画機の出力解像度を合わせるか、録画機の出力解像度に合った解像度のモニターをご用意いただく必要
があります。
　録画機の出力解像度は「1024x768」「1280x720」「1280x1024」「1920x1080」です。

【モニターの表示解像度に、録画機の出力解像度を合わせる】
1. お使いのモニターのマニュアルやメーカーホームページなどで、対応解像度をご確認ください。

2.VGA ケーブルをご用意ください。

3.VGA ケーブルを使用してモニターと接続し、画面が表示されるかをご確認ください。

4. 画面が表示されたら、右クリック「メニュー」→「設定」→「ディスプレイ」を開き、「解像度」の値を、
モニターに対応した解像度に変更します。「適用」をクリックして保存します。

5. 録画機を元々のモニターに HDMI 接続し、画面が表示されるかをご確認ください。

※モニターの対応解像度が不明な場合は、VGA 接続で 1 つずつ解像度を変更し、適合する解像度をご確
認ください。

※モニターに VGA 端子が無い場合、別の HDMI モニターで画面を表示し、解像度を変更することでも可
能です。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

Q. 一部のカメラの映像が映らない
A. 以下の順番で原因の切り分けを行います。原因が特定され、製品の故障である場合はサポートデスクま
でお問い合わせください。
◆カメラに電源が入っているかをご確認ください。
　夜間や暗所で、カメラの LED が赤く点灯しているかをご確認ください。点灯していない場合、正常に
通電していません。カメラ・LAN ケーブルもしくは、録画機本体の POE 給電機能、あるいは電源アダプター
の異常が考えられます。

◆ LAN ケーブルが、カメラと録画機それぞれにしっかりと接続されているかをご確認ください。
　録画機本体背面の LAN ケーブルが外れかけてはいませんか。また、正しく接続されている場合は、
LAN ポートの黄緑ランプが点灯し、橙ランプが点滅します。ランプが点いていない場合は、端子が外れて
いないかご確認ください。

◆カメラの設定に異常がないかをご確認ください。
　マウスで右クリック→「メニュー」→「チャネル管理」を開くと、接続されたカメラの IP アドレスが表
示されます。映らないカメラの IP アドレスだけがセグメントが異なっていないかをご確認ください。
　例：カメラ1-3のIPアドレスは「192.168.250.xx」となっているのに、カメラ4だけが「192.168.11.
xx」となっている等。この症状が発生している場合は、設定の変更で復旧が可能です。販売店までお問い
合わせください。

◆電力の供給に異常がないかを確認します。
　例えば、カメラが 4 台接続されていて、1 台だけが映らない場合、映らない一台だけを録画機に繋いで、
他の 3 台は LAN ケーブルを外して、1 台だけの映像が映るかをご確認ください。
　また、LAN ケーブルの差込口を、他の正常に映ったカメラの差込口と差し替えてみてください。差し
替えて、正常なカメラが映らなくなった場合、（映らなかったカメラが正常に映った場合）録画機本体の
LAN ポートの問題が疑われます。販売店までお問い合わせください。

◆ LAN ケーブルまたはカメラに異常がないかを確認します。
　上記いずれでも原因が特定できない場合、LAN ケーブルまたはカメラの原因が考えられます。お手数
ですが、カメラを一度取り外し、他の正常なカメラの LAN ケーブルに繋いでみるか、または市販の短い
LAN ケーブルをご用意いただいて、それを繋いで映像が映るかをご確認ください。
　つまり、別の LAN ケーブルで接続して映像が映れば、LAN ケーブルの異常、映らなければカメラの異
常であることが確認できます。原因が特定できましたら、修理交換などのご案内がスムーズに可能になり
ますので、お手数ですがご確認をお願い致します。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

Q. 全てのカメラの映像が映らない、または不安定
A. カメラまたは録画機のの IPアドレスが他のネットワーク機器と競合している可能性があります。

◆録画機をインターネットに接続している場合、インターネットから外してみてください。
　インターネットに繋がない状態であれば映像が安定する状態であれば、ネットワーク間での干渉が発生
しています。以下の操作で改善が見込めます。

1. 録画機を再度インターネットに接続し、5 分ほど待ちます。

2. マウスで右クリック「メニュー」→「設定」→「ネットワーク」を開きます。

3.「DHCP 有効」にチェックが入っていることを確認してください。チェックが入っていない場合は、チェッ
クを入れて「適用」をクリックします。
　※意図的に無効にして IP アドレスを固定している場合は、無効のままで構いません。

4. 一度メニューを閉じて、再度ネットワーク画面を開きます。
　「内部ネットワークカード IP」が、上部の「IP アドレス」と同じセグメントの場合
　（「IP アドレス」が 192.168.11.xx で、且つ「内部～」も同じ 192.168.11.xx というアドレスであ
る場合は、同じセグメントの状態です。）
　これらは異なるセグメントに設定する必要があります。「内部ネットワークカード IP：192.168.11.
xx」の "11" を "250" に変更して、「適用」をクリックします。（192.168.250.xx になります。）
　その後安定するかどうかをご確認ください。

◆本製品を複数セット、または他社製 POENVR を併用していませんか？
　同一ネットワーク上に POENVR が複数存在する場合、特に同一仕様の製品（弊社製品 2 セットなど）
の場合は、録画機がカメラに割り当てる IP アドレスが競合するなどして、通信が不安定になる場合があり
ます。この場合は、セットごとにカメラの IP アドレスセグメントを分けることで解決します。
　
1. マウスで右クリック「メニュー」→「設定」→「ネットワーク」を開きます。

2.「内部ネットワークカード IP」を確認し、それぞれの録画機が同じ値である場合（例えば、両方の録画
機がともに「192.168.250.2」である場合）、次の手順で片方の値を変更します。

3. いずれかの録画機の「内部ネットワークカード IP」の "250"（3 番目の数字）を、250 以外で且つ録
画機のセグメントとも重複しない "1 ～ 255" のいずれかの数字に書き換え、「適用」をクリックします。

※録画機の IP アドレスが”192.168.11.xx”である場合、"11" 以外の数字が「録画機のセグメントと
も重複しない」数字です。つまり、上記例の場合、書き換え可能な数字は、「"250" と "11" 以外の "1 ～
255" のいずれかの数字」になります。

設定後、通信が安定するかをご確認ください。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

Q. 通知メールが届かない
A. 送信者メールアドレスにGmail をお使いの場合、Gmail のアカウント設定で、外部アプリからのアク
セスが制限されている場合があります。以下の設定で外部アプリの操作を有効にします。

1. インターネットブラウザを起動し、Google のホームページ
（https://www.google.co.jp/）にアクセスします。

　「ログイン」をクリックしてログインします。

2.　　マークをクリックして、「アカウント」のアイコンをクリッ
クします。

3. アカウント設定画面が開きます。「ログインとセキュリティ」項
目内の「アカウントにアクセスできるアプリ」をクリックします。

4. 表示された画面最下部の「安全性の低いアプリの許可」のスイッ
チをクリックし、有効（青色）にします。

　以上で設定完了です。メールを受信できるかをご確認ください。

※「安全性の低いアプリの許可」が表示されない場合は、Gmail の
2 段階認証が有効になっています。2 段階認証を解除してご利用い
ただくか、新しいアカウントをご用意の上ご利用ください。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

Q. ローカルネットワークで映像が見れない（InternetExplorer）
A. ブラウザのセキュリティによりプラグインの実行が制限されています。以下の操作を行ってください。

1.InternetExplorer のツールボタン　　をクリックし、「インター
ネットオプション」をクリックします。

2.「セキュリティ」＞「信頼済みサイト」＞「サイト」ボタンをクリッ
クします。
　

3.「この web サイトをゾーンに追加する」の欄に、カメラの IP ア
ドレス（192.168.xx.xx）を入力します。

　「このゾーンのサイトには全てサーバーの確認 (https) を必要と
する」のチェックを外し、「追加」ボタンをクリックします。

　「Web サイト」の欄にアドレスが追加されたら、「閉じる」をクリッ
クします。

4. インターネットオプションの画面に戻ります。「レベルのカスタ
マイズ」をクリックします。
　

5.「ActivX フィルターを有効にする」のラジオボタンで「無効に
する」を選択し、「OK」をクリックします。

　インターネットオプションの画面に戻るので、「OK」をクリック
したのち、InternetExplorer を閉じて、再度録画機にアクセスして
ください。



製品の情報は下記サポートページでもご確認いただけます。

ACE セキュリティシステムサポートページ
http://www.acesecurity.jp/


