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必ずお読みください
●この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご利用の前に必ずこの設定ガイドを
　ご一読いただき、正しく安全にお使いください。
●設定ガイドは大切に保管してください。

【重要】
動作確認を行わないままカメラを設置しないで下さい。

本設定ガイド記載の「動作確認」を行った上でお取付け、ご利用ください。

●本製品はネットワーク環境が無い場所では使用できません。
●万一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。
●本保証は本製品及びその付属品が対象です。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（設置工事費用、データ破損等含む）
　に関しましては免責とさせていただきますので、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
　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。
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　　もくじ はじめに

■本システムは侵入や盗難といった犯罪行為を未然に防ぐ事を保証するものではありません。万一の事件・
事故および損害の発生等については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
■本システムはネットワーク通信を利用します。回線環境や混信等により意図どおりに機能を使用できな
い事がございます。これによる事件・事故および損害の発生等については、当社は責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。
■本システムを本来の防犯監視目的外の用途、及び取扱説明書に記述の無い使用方法にてご利用いただい
た場合の動作保証は致しかねます。またそれによる故障等は保証の対象外となります。あらかじめご了承
ください。

ご使用の前に必ずお読みください

●お取付設置の前（取付業者を手配する前）に、必ずご購入者様ご自身により製品及び付属品の動作確認を行っ
てください。またいかなる場合でも、お取付後の故障、交換等により再度お取付の工賃等が発生した場合でも、
当店では製品以外の保証は一切致しかねます。
動作確認後、正常に動作しない等の症状がございましたら、販売店まで速やかにご連絡ください。
●本製品を使用した事による、直接的または間接的に生じた製品外の損害・破損（データ含む）については、
弊社では一切責任・保証を負いません。予めご了承ください。
●製品の仕様や外観、付属品等は予告なく変更する事がございます。
●本書に記載されたイラストや画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
●本書ではスマートフォン・タブレットを総称して「スマートフォン」Windows パソコン（7 以上）を総称
して「PC」または「パソコン」と表記しています。

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

●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。

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
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はじめに

●機器内部（製品本体、電源ケーブル、延
長ケーブル、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。
●製品や AC アダプターをぬらさないでく
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。

禁止

●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。
●コネクタやケーブルを接続、取り外しの
際は、必ず本体電源をオフにして、電源コ
ンセントを抜いた状態で行って下さい。

実行

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
や油が多い場所や屋外で保管、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。

●セキュリティ向上のために、パスワード
を設定・変更してご利用下さい。
●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。
●コネクターやケーブルの接続は、取扱説
明書を元に正しく行って下さい。
●本製品を取り付け、使用する際には、必
ず各機器メーカーの提示する警告や注意、
マニュアルに従ってください。

実行

●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。

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。
●防滴・防塵ではありません。屋外やほこりの多い場
所で使用しないで下さい。
● AC 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。
●お取り付け、取り外しの際には、落下に十分ご注意
の上、作業を行って下さい。
●昼夜の温度差がある場合等に、カメラのレンズカバー
が結露する場合があります。一度カメラの電源を抜い
て、時間を置いて再度電源を入れて下さい。
●カメラの前に蜘蛛の巣等が付着し、映像に映り込む
場合があります。レンズカバー部分を良く拭いて、ご
利用下さい。



5

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 AC 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。
●製品に水をかけないでください。
●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。
●柔らかい布などを使用し、レンズにキズを付けない
様ご注意ください。

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、より高いセキュリティのためにも、
パスワードを設定・変更してご利用下さい。
●カメラを取り外す際は、以下の手順に従ってカメラ
を取り外して下さい。
1. 電源コンセントから AC アダプターを抜く。
2. カメラから接続ケーブルを外す。
3. ブラケットからカメラ本体を外し、ブラケットの取
り付けネジを外す。（落下にご注意ください。）
●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。
●過剰なタコ足配線を行わないでください。十分な電
力を確保出来ず正常に動作しないばかりか、思わぬ事
故の原因となります。
●取扱説明書に従って、正しく設置・ご利用下さい。
万一故障等の場合は保証の範囲で対応致します。
※製品・付属品以外の保証については対応致しかねま
す。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。
●光源を映すと、周りがかすんだように見える。

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 microSD カードの
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。

　本製品は単体でもご利用いただけますが、ACE セキュリティシステムの IP カメラ対応録画機（XVR）
に接続してご利用いただくことが可能です。XVR に接続し、ハードディスクへの録画する事で、長期
間の録画映像の保存を行うことが可能になります。詳しい接続方法は XVR の設定ガイドをご覧下さい。
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基本情報

セット内容・オプション品の確認

① カメラ本体……………………1 個
② 電源アダプター………………1 個
③ ソフトウェア CD-R …………1 枚
④ 木ねじ・ロールプラグ………各 3 本

セット内容

オプション
① microSD カード （128GB まで）
② 電源延長ケーブル（20m まで）
③ LAN+ 電源ケーブル（20m まで）
④ LAN ケーブル（50m まで）
※オプションの microSD カードはカメラに挿入済みです。
※ケーブルをつなぎ合わせてのご利用はお控えください。
正常に動作しない場合があります。
※ LAN ケーブルはオプション品にございません。（2018
年 2 月現在）使用する場合は別途ご用意ください。

各部名称・機能

① レンズ 映像を取り込むカメラレンズ部分です。
② 明るさセンサー 周囲の明暗を感知し、暗所では赤外線を照射します。（白黒での暗視モードに切り替わります。）
③ マイク カメラ周辺の音声を集音します。
④ スピーカー スピーカー（使用しません）
⑤ SD カードスロット microSD カード（128GB まで）を挿入します。
⑥ リセットボタン 10 秒間長押しするとカメラの設定が工場出荷状態に戻ります。
⑦ ブラケット 本体から取り外して天井に取り付けます。
⑧ 電源端子 電源プラグを接続してカメラを起動します。
⑨ LAN 接続端子 LAN ケーブルを接続し、ルーターとカメラを接続します。
⑩ 音声出力端子 スピーカーを接続するための端子です。（使用しません）
⑪ 音声入力端子 マイクを接続するための端子です。（使用しません）
⑫ BNC 端子 アナログ映像信号出力端子です。（使用しません）
⑬ アラーム入出力端子 外部アラーム機器を接続するための端子です。（使用しません）
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基本情報

製品型番 XRP-884M-FE
カメラ仕様
イメージセンサー 1/2.9" SONY 低照度 CMOS センサー
解像度 4MP
有効画素数 2048 × 2048
ビデオ信号圧縮 H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG
信号形式 PAL/NTSC
シャッタースピード 自動 : 1/25-1/10000Sec
S/N 比 52dB 以上
走査方式 プログレッシブ
映像出力 ネットワーク / コンポジット映像信号
リセットボタン 本体に搭載
レンズタイプ
焦点距離 ボードレンズ 1.05mm　固定
総画素数 5MP
暗視機能
赤外線 LED 42µx 3PCS
照射距離 20M　
照射条件 10LUX 以下で自動照射
ネットワーク
イーサネット RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF ONVIF 2.4
P2P P2P 対応（QR コード読込み）
POE IEEE 802.3af
映像遅延 約 0.3 秒 （ローカルネットワーク）
メインストリーム 1 2048*2048@15fps / 1520*1520@20fps / 1024*1024@20fps
サブストリーム 720*720@15fps / 720*720@20fps
サードストリーム 512*512@15fps / 512*512@20fps
ブラウザ IE8 以上 （Windows7 以上）
スマートフォン iPhone, iPad, Android
カメラ機能
昼夜切替 自動切替　（フルカラー / 白黒）
イメージ設定 彩度 / 明るさ / コントラスト / シャープネス / ミラー / 3DNR / ホワイトバランス / FLK（フリッカー

コントロール）
動体検知 対応
プライバシーマスク 3 エリア設定可
言語 英語、他
外部インターフェース
音声 音声入出力 (3.5mm オーディオプラグ )
アラーム 入出力端子 x1
microSD カード 最大 128GB まで対応
その他
材質 カメラ本体：アルミニウム合金　 ブラケット：PVC
IR カットフィルター 対応
動作環境 温度：-20℃ ~ +60℃　湿度 95% 以下
保管環境 温度：-20℃ ~ +60℃　湿度 95% 以下
電源定格 DC12V ± 10%,　950mA
寸法 φ 120 x 49(H) mm
重量 約 500g

製品仕様

※製品の仕様は予告無く変更される場合があります。



8

準備

microSD カードの挿入
録画を行う場合はご利用の前にご利用の前に microSD カードをカメラ本体に挿入します。
※ microSD カードをオプションで製品と一緒にご購入いただいた場合や、録画を行わず監視のみでのご
利用の場合はこの作業は不要です。

1. カメラ側面のシリコンカバー
を外します。

2.microSD カードをカチッと音
がするまで挿入します。

3. シリコンカバーを閉じます。

※挿入時のカードの向きにご注意ください。
本体底面（取付面）方向が、カードの表になるように挿入します。

初期値では、microSD カードを挿入して電源を入れた時点から録画
が開始される設定になっています。

ルーターと接続する
カメラとルーターを LAN ケーブルで接続します。設置場所からルーターまで届く長さの LAN ケーブルを
ご用意ください。

1. カメラの LAN 接続端子に
LAN ケーブルを繋ぎます。

2.LAN ケーブルの反対側をルー
ターのLANポートに接続します。

※ルーターに LAN ポートの空き
が無い場合は、スイッチングハブ
等をご用意の上、ネットワークに
接続してください。

推奨する microSD カードは「SANDISK Ultra/Ultra PLUS」です。また SANDISK 製でも、格安
SD カードなど海外モデルなどをご利用の場合は、正常に動作しない場合があります。
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準備

電源を入れる
カメラに電源を入れ起動します。

1. 電源アダプターの電源プラグ
をカメラの電源端子に繋ぎます。

2. 電源アダプターをコンセント
に繋ぎます。

3. 赤色 LED が点灯しカメラが起
動します。LED は約 10 秒後に
自動で消えます。

アプリをインストールする
アプリ「FreeIP」をスマートフォンにインストールします。

【iPhone(iOS)】

1.AppStore を開き、アプリ検
索画面を開きます。

2. 検索フォームに「FreeIP」と
入力し、検索します。

3.「FreeIP」をインストールし
ます。（入手→インストール）

【Android】

1.Play ストアを開き、検索フォー
ムに「FreeIP」と入力し検索し
ます。

2.「FreeIP」をタップし、インスー
ルをタップします。

3.「同意する」ボタンをタップし、
インストールします。
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動作確認（スマートフォンで見る）

　カメラの登録には 2 つのモードがあります。お好きな方法で登録してください。
アプリにカメラを登録する

【SN Login（シリアルナンバーログイン）モード】
　アカウント登録を行わずに使用するモードです。登録したカメラの共有や複数台のカメラ登録が出来ま
せんが、登録の操作は比較的簡単です。以下のような場合はこちらがおすすめです。
●一人のユーザーが 1 台のスマートフォンで使用する場合
●カメラを 1 台のみ使用する場合
●アカウントの登録などの操作が面倒な場合

【アカウントログインモード】
　アプリ上でアカウント作成を行い使用するモードです。メールアドレスの設定が必要ですが、複数ユー
ザーでのアカウント共有、複数台のカメラの登録が可能です。以下のような場合はこちらがおすすめです。
●複数のユーザーが使用する場合（複数のスマートフォン端末からカメラにアクセスする場合）
●カメラを複数台登録したい場合
※このモードで登録したカメラはアカウントにバインド（紐付け）されます。

■カメラのバインド（紐付け）について
　アカウントログインモードでカメラを登録すると、登録されたカメラ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カメラを登録することができなくなります。
　バインドされたカメラは、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）を忘れてしまう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が解除できない場合は、SNLogin モードで使用するか、販
売店までお問い合わせください。

SN Login（シリアルナンバーログイン）モードで登録する

1. アイコンをタップしてアプリを起動します。
■ iPhone（iOS）

2. 画面左上の　　　マークをタップします。
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動作確認（スマートフォンで見る）

3.「SN Login」をタップします。

4.　　　マークをタップします。

5.QR コード読み取り画面が開きます。カメラ本体底面の QR コー
ドを読み取ります。

※「カメラへのアクセスを求めています」のメッセージが表示され
た場合は、「OK」をタップしてください。
※ QR コードを読み込めない場合は、画面右上の「input」をタッ
プし、本体ラベルの「S/N」（シリアルナンバー）を直接入力して
ください。入力後「Confirm」をタップします。

6. カメラの SN（シリアルナンバー）が入力されます。続けて以下
を入力します。

Please input the user name（ユーザー名）：admin
Please input the login password（パスワード）：admin

入力したら「Login」をタップします。

7. 映像が表示されます。

監視を終える場合は、iPhone のホームボタンを押してアプリ最小
化するか、アプリを閉じてください。
※モバイル回線での長時間の監視の際には通信データ量にご注意く
ださい。
※アプリを最小化して映像を表示しない状態であれば、データ通信
は行われません。



12

動作確認（スマートフォンで見る）

SN Login で一度入力した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 SN（シリアルナンバー）の直接入力）が必要です。
SN Login で別のカメラの映像を見た場合には、新しいカメラの情報に上書きされますので、古いカ
メラを見る場合には再度 QR コードの再読み込み（または SN（シリアルナンバー）の直接入力）が
必要です。備忘の為に SN（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。

1. アイコンをタップしてアプリを起動します。

※ 2018 年 2 月現在、初めてアプリを起動した際には
「Update tip」という題目のメッセージが表示されます。
これはアプリ内アップデートを案内するメッセージですので、
右下の「Confirm」をタップしてアップデートを行ってください。
　インストール方法の選択では、「パッケージインストーラー」「1
回のみ」を選択してください。

■ Android

2. 画面左上の　　マークをタップします。

3.「SN Login」をタップします。

4.　　マークをタップします。
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5.QR コード読み取り画面が開きます。カメラ本体底面の QR コー
ドを読み取ります。

※ QR コードを読み込めない場合は、画面右上の「input」をタッ
プし、本体ラベルの「S/N」（シリアルナンバー）を直接入力して
ください。入力後「Confirm」をタップします。

6. カメラの SN（シリアルナンバー）が入力されます。続けて以下
を入力します。

Please input the user name（ユーザー名）：admin
Please input the login password（パスワード）：admin

入力したら「Login」をタップします。

7. 映像が表示されます。

監視を終える場合は、スマートフォンのホームボタンを押してアプ
リ最小化するか、タスクメニューからアプリを閉じてください。
※モバイル回線での長時間の監視の際には通信データ量にご注意く
ださい。
※アプリを最小化して映像を表示しない状態であれば、データ通信
は行われません。

動作確認（スマートフォンで見る）

SN Login で一度入力した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 SN（シリアルナンバー）の直接入力）が必要です。
SN Login で別のカメラの映像を見た場合には、新しいカメラの情報に上書きされますので、古いカ
メラを見る場合には再度 QR コードの再読み込み（または SN（シリアルナンバー）の直接入力）が
必要です。備忘の為に SN（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モードで登録する】

1. アイコンをタップしてアプリを起動します。
■ iPhone（iOS）
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2. 画面左上の　　　マークをタップします。

3.　　　マークをタップします。

4. ログイン画面が開きます。初めて使用する場合は「Register」
をタップします。

5. 各項目に入力します。
Please input the mailbox：メールアドレスを入力
Please input the login password：パスワードを入力
Please confirm the login password：パスワード再入力
Enter the above text：右図の数字を入力

入力後「Register」をタップします。
※パスワードは 6 桁～ 30 桁までです。

アカウントのパスワードは、アプリにログインするためのパスワードです。ご利用者様が好きなパス
ワードを設定します。カメラのパスワード（初期値：admin）とは違いますのでご注意ください。
設定したメールアドレス及びパスワードは、決して忘れないようにご注意ください。忘れてしまうと、
アカウント作成モードで遠隔監視が出来なくなってしまうだけでなく、カメラのバインド（紐付け）
を解除できずに、新しいアカウントを作成したとしてもカメラの再登録ができません。万一アカウン
ト情報を忘れてバインドが解除できない場合は、SNLogin モードで使用するか、販売店までお問い合
わせください。

動作確認（スマートフォンで見る）
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動作確認（スマートフォンで見る）

6. 再度ログイン画面が開きますので、登録したメールアドレスとパ
スワードを入力し、「Login」をクリックします。

ログインできたらアカウントの作成が完了です。
続けてカメラをアカウントに登録します。

7. 画面左上の　　　マークをタップします。

8.「Device」をタップします。

8. 最下部の「Serial number input」をタップします。

9.「SN Add」をタップします。
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13. カメラ名を設定します。英数字でお好きな名前を入力してくだ
さい。

10.QR コード読み取り画面が開きます。カメラ本体底面の QR コー
ドを読み取ります。

※「FreeIP がカメラへのアクセスを求めています」と表示された
場合は、「OK」をタップしてください。
※ QR コードを読み込めない場合は、画面右上の「input」をタッ
プし、本体ラベルの「S/N」（シリアルナンバー）を直接入力して
ください。入力後「Confirm」をタップします。

11. カメラの SN（シリアルナンバー）が入力されます。続けて以
下を入力します。

Please input device user name（ユーザー名）：admin
Please input device password（パスワード）：admin

入力したら「Submit」をタップします。

12.「Device name」をタップします。

動作確認（スマートフォンで見る）

入力後、キーボードの「Done」をタップします。
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15.「My device」をタップし、カメラが登録され、「ON」と表示
されていることを確認します。
※緑色の四角に白文字で「ON」と表示された状態が、カメラがオ
ンラインであること（ネットワークに接続されていること）を表し
ます。

以上でカメラの登録（iPhone）が完了です。

1. アイコンをタップしてアプリを起動します。

※ 2018 年 2 月現在、初めてアプリを起動した際には
「Update tip」という題目のメッセージが表示されます。
これはアプリ内アップデートを案内するメッセージですので、
右下の「Confirm」をタップしてアップデートを行ってください。
　インストール方法の選択では、「パッケージインストーラー」「1
回のみ」を選択してください。

■ Android

2. 画面左上の　　マークをタップします。

3.「Device」をタップします。

動作確認（スマートフォンで見る）
14. 画面最下部の「Done」をタップします。
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4. 画面最下部の「Add device」をタップします。

5.「SN Add」をタップします。

※初めてご利用いただく場合、操作ガイドが表示されます。
このガイドは読み飛ばしていただいて構いませんので、「I know」
をタップしてガイドを進めてください。ガイド終了後、「Add 
device」をタップします。

6. ログイン画面が開きます。初めて使用する場合は「Register」
をタップします。

7. 各項目に入力します。
Please enter the email address：メールアドレスを入力
Please enter password：パスワードを入力
Please enter the password again：パスワード再入力
Please enter the varification code：右図の数字を入力

入力後「Confirm」をタップします。
※パスワードは 6 桁～ 30 桁までです。

動作確認（スマートフォンで見る）
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6. 再度ログイン画面が開きますので、登録したメールアドレスとパ
スワードを入力し、「Login」をクリックします。

ログインできたらアカウントの作成が完了です。
引き続きカメラ登録を進めます。

5.「SN Add」をタップします。

10.QR コード読み取り画面が開きます。カメラ本体底面の QR コー
ドを読み取ります。

※ QR コードを読み込めない場合は、画面右上の「Input」をタッ
プし、本体ラベルの「S/N」（シリアルナンバー）を直接入力して
ください。入力後「Complete」をタップします。

11. カメラの SN（シリアルナンバー）が入力されます。続けて以
下を入力します。

Please enter the device account（ユーザー名）：admin
Please input password（パスワード）：admin

入力したら「Submit」をタップします。

動作確認（スマートフォンで見る）
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動作確認（スマートフォンで見る）

13. カメラ名を設定します。英数字でお好きな名前を入力してくだ
さい。

12.「Device name」をタップします。

14. 画面最下部の「Complete」をタップします。

15.「My devices」をタップし、カメラが登録され、「ON」と表
示されていることを確認します。
※緑色の四角に白文字で「ON」と表示された状態が、カメラがオ
ンラインであること（ネットワークに接続されていること）を表し
ます。

以上でカメラの登録（Android）が完了です。
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動作確認（スマートフォンで見る）

アプリでリアルタイム映像を見る
アプリで現在のカメラの映像をプレビュー（表示）します。
この操作は iPhone/Android 共に同じ操作を行います。（ログインした状態で行います。）
この操作は「アカウントログインモード」での操作です。「SN Login」での操作は P.10 をご確認ください。

1. ログイン状態で画面左上の　　　マークをタップします。

2.「VR Panoramic」をタップします。

3. 画面中央の「+」マークをタップします。

4.「My devices」をタップし、登録したカメラ名をタップします。
※カメラがオンラインの状態　　であることを確認してください。
カメラがオフラインの状態　　では映像を見ることが出来ません。

カメラ名横のチェックマークが赤くなります。
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動作確認（スマートフォンで見る）

6. 映像が映ります。

5. 画面下部の「Preview」をタップします。

リアルタイム映像画面での操作
リアルタイム映像画面の各操作です。「SN Login モード」と「アカウントログインモード」や iPhone と
Android の違いで一部ボタンの配置等が異なりますが、基本的な操作は同じです。

【iPhone】
＜ SN Login モード＞
①戻るボタン：SN Login 画面に戻ります。
②録画再生ボタン：録画再生画面を表示します。
＜アカウントログインモード＞
③メニューボタン：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 VR 表示：VR 表示画面に切り替えます。
⑥魚眼表示：魚眼表示画面に切り替えます。（デフォルト表示）
⑦ 4 画面表示：4 分割画面表示に切り替えます。
⑧スクロール表示：円柱型スクロール表示に切り替えます。
⑨ 2 画面表示：2 分割画面に切り替えます。
⑩ 1 画面表示：1 画面パノラマ表示に切り替えます。
⑪天井設置モード：通常（天井設置）はこのモードで使用します。
⑫垂直設置モード：垂直な壁に設置した場合のモードです。（推奨
していません。）
⑬動画保存ボタン：プレビュー映像を iPhone 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。
⑭静止画保存ボタン：プレビュー映像の静止画を保存します。
⑮音声ボタン：カメラが拾った音声を再生します。
⑯プレビュー停止ボタン：映像プレビューを停止します。
⑰回転ボタン：映像を自動旋回します。※ 4 画面モードのみで使用

※表示によっては映像の一部が途切れて表示されます。
　通常は魚眼表示でご利用ください。
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動作確認（スマートフォンで見る）

【Android】
＜ SN Login モード＞
①戻るボタン：SN Login 画面に戻ります。
②録画再生ボタン：録画再生画面を表示します。
＜アカウントログインモード＞
③メニューボタン
④プレビュー画面：映像を表示します。
⑤ VR 表示：VR 表示画面に切り替えます。
⑥魚眼表示：魚眼表示画面に切り替えます。（デフォルト表示）
⑦ 1 画面表示：1 画面パノラマ表示に切り替えます。
⑧ 4 画面表示：4 分割画面表示に切り替えます。
⑨ 2 画面表示：2 分割画面に切り替えます。
⑩スクロール表示：円柱型スクロール表示に切り替えます。
⑪天井設置モード：通常（天井設置）はこのモードで使用します。
⑫垂直設置モード：垂直な壁に設置した場合のモードです。（推奨
していません。）
⑬動画保存ボタン：プレビュー映像を iPhone 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。
⑭静止画保存ボタン：プレビュー映像の静止画を保存します。
⑮音声ボタン：カメラが拾った音声を再生します。
⑯プレビュー停止ボタン：映像プレビューを停止します。

※表示によっては映像の一部が途切れて表示されます。
　通常は魚眼表示でご利用ください。

表示切替について
■魚眼表示
　カメラアクセス時に表示される標準表示です。通常はこの表示で
ご利用ください。

■ VR 表示
　手に持ったスマートフォンを上下左右に動かすと、スマートフォ
ンの向きにあわせて画面が移動します。
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動作確認（スマートフォンで見る）

■ 4 画面表示
　映像を 4 分割した状態で表示します。右下の画面は回転ボタンの
オン / オフで旋回表示可能です。

■ 2 画面表示
　2 画面表示です。フリック操作で映像をスライドできます。
　※フリックの速度でスライド方向や速度が変わります。

■ 1 画面表示
　1 画面でパノラマ表示します。フリック操作で映像をスライドで
きます。
　※フリック操作はゆっくり行ってください。フリックが速すぎる
と正常にスライドできません。

アプリで録画映像を再生する
microSD カードに録画した映像を再生します。

■スマートフォンアプリでの録画再生について
　スマートフォンアプリでの録画再生は「常時録画」「スケジュール録画」のみ再生可能です。「動体
検知録画」の映像を再生することは出来ません。動体検知録画の再生は、ローカルネットワーク上の
パソコンからご覧頂くことができます。
　microSD カードへの録画映像は、最大「720x720pixel」の解像度です。
　録画再生時には比較的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 Login モード」と「アカウントログインモード」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。
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動作確認（スマートフォンで見る）

SN Login（シリアルナンバーログイン）モードで再生する
1.SN Login で映像を表示します。（P.10 参照）
　画面右上の　　マークをタップします。

2. 録画再生画面が表示されます。この時点で microSD カードに当
日分の録画映像が保存されている場合は、最も早い時間の録画映像
が自動再生されます。

アカウントログインモードで再生する
1. ログイン状態で画面左上の　　　マークをタップします。
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動作確認（スマートフォンで見る）

2.「Play back」をタップします。

3. 分割画面が表示されますので、画面内のいずれかの「+」マーク
をタップします。

4.「My devices」をタップし、映像を見たいカメラをタップします。

チェックマークが赤くなったら、画面下部の「Play back」をタッ
プします。

5. 録画映像が再生されます。

録画再生画面での操作
録画再生時の各操作は次の通りです。
操作は全てのモード、端末（Android/iPhone）で共通です。
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動作確認（スマートフォンで見る）

①カレンダーボタン：再生したい日を選択します。
②タイムバー：録画再生可能な時間帯に色が付いて表示されます。
フリック操作でタイムバーをスライドし、見たい時刻を再生します。
③動画保存ボタン：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終了。
④静止画保存ボタン：再生中の画面の静止画を保存します。
⑤停止ボタン：再生を停止します。
⑥全停止ボタン：複数台再生時に全ての画面の再生を停止します。
⑦スピーカーボタン：再生時に録音した音声を再生します。

その他の操作
その他の良く使う機能です。

【登録したカメラの削除（バインドの解除）】
登録されたカメラをアカウントから削除します。これによりカメラはバインドが解除されます。この操作
は SN Login モードでは使用しません。

1. ログイン状態で画面左上の　　　マークをタップします。

2.「Device」をタップします。
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動作確認（スマートフォンで見る）

3.「My devices」をタップし、削除したいカメラをタップします。

4. 画面下部の「Deleting the device」をタップします。

5. 確認メッセージが表示されたら、「Confirm」をタップします。

　カメラが削除されます。

【アカウントのパスワード変更】
アプリのアカウントパスワードを変更します。このパスワードはカメラのパスワードではありません。

1. ログイン状態で画面左上の　　　マークをタップします。

■カメラのパスワードについて
　カメラのパスワード（初期値：admin）は、スマートフォンアプリから変更できません。カメラの
パスワードを変更する場合は、ローカルネットワーク上のパソコンからカメラにアクセスして行いま
す。
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動作確認（スマートフォンで見る）

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」をタップします。

パスワードが変更され、前の画面に戻ります。そのまま引き続きご利用いただけますが、一度ログアウト
したり、他のスマートフォンでログインする際には新しいパスワードを入力します。
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カメラの取り付け

カメラを設置する
カメラは屋内の天井に設置します。防水ではありませんので屋外では使用しないで下さい。
取り付け箇所が石膏ボードなど脆い材質の場合は、落下防止のために必ず内部の梁にねじで固定できるよ
うに取り付けてください。

1. カメラのブラケットを取り外します。ツマミを押さえ、反時計回
りにブラケットを回して外します。

2. ブラケットには 2 箇所のネジ穴と 1 箇所の予備穴があります。
予備穴を使用する場合は先の尖った錐などで貫通します。
※取付時は必ず 2 箇所以上ねじ止めしてください。

3. ブラケットを取り付け位置に押し付け、目標穴位置を鉛筆などで
マークします。（目印をつけます。）ずれが生じないようにご注意く
ださい。

4. マーキングした場所に下穴をあけます。
　付属の木ねじで直接固定する場合…
　φ 2 ～φ 2.5 のドリル錐（刃）で下穴を開けます。
　コンクリート用のアンカー（ロールプラグ）を使用する場合…
　φ 5 のドリル錐（刃）で下穴をあけアンカーを打ち込みます。

※下穴は必須ではありませんが、作業の労力のほか、ねじの損傷リ
スク、壁材への負担の点からもあけることを推奨します。
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カメラの取り付け

5. 木ねじを使い、ブラケットを天井に固定します。ねじは必ず 2
箇所以上固定してください。

6. 固定したブラケットにカメラを取り付けます。カメラとブラケッ
トのフックを合わせて「カチッ」と音がするまで回します。

■カメラの接続端子について
　カメラの接続端子の露出を避けたい場合は、カメラ横にプルボックス等を取り付け、端子をその中
に収めるか、または天井に穴を開け端子を天井裏に隠す形でも取付が可能ですが、いずれの場合でも、
故障や動作異常の際に備えて、電源はすぐにコンセントから外せるように設置を行ってください。

接続端子の保護
カメラの接続端子は、各ケーブルを接続した後に付属のビニルテープを巻いての端子の保護を推奨します。

1. ビニルテープを切り出し、電源端子、LAN 端子にそれぞれ巻き
つけます。

2. 使用しないその他の端子も同様にテープを巻きつけます。

※端子は折り曲げたり、切断しないで下さい。（製品の加工は保証
の対象外となります。）
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

ソフトウェアのインストール
付属の CD-R からソフトウェアをインストールします。
1.CD-R をパソコンに挿入し、ディスクドライブを開きます。
　「Auto run」（または「Auto run.exe」）をダブルクリックして開
きます。

2.「Install The Software 」をクリックします。

3.「IP Search tool」をクリックします。

4.「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 Windows10 の例です。）

「Installation is complete!」のメッセージが表示されたら、「OK」
をクリックし、インストール完了です。

■ローカルネットワークとは、カメラとパソコンが同じルーターに接続されたネットワーク環境を指
します。外部ネットワークのパソコン及びカメラと異なるセグメントにあるパソコンからは、この操
作ではご利用いただけません。

パソコンで見る（ローカルネットワーク）
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

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カメラの情報（IP アドレス等）
が表示されますので、ダブルクリックで開きます。

4.InternetExplorer が起動し、カメラのアクセス画面が表示されま
す。「Download」をクリックして、プラグインをインストールし
ます。（この操作は最初のアクセス時のみ行います。）
※ 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カメラにアクセスするか、先
に InternetExplorer を開き、アドレスバーにカメラの IP アドレス
を直接入力してカメラにアクセスしてください。

リアルタイム映像を見る
ローカルネットワークのパソコンからカメラの映像をプレビューします。

5.「実行」をクリックします。（プラグインのインストールが開始
されます。）
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6. インストールが完了すると、ログイン画面が表示されます。
　User Name：admin
　パスワード（下段）：admin
を入力し、「Login」をクリックします。

※途中「Please close your IE browser first!」のメッセージが
表示されたら、「キャンセル」クリック後、一度 InternetExplorer
を閉じて、再度カメラにアクセスしてください。

パソコンで見る（ローカルネットワーク）

7. カメラの映像が表示されます。

リアルタイム映像画面での操作

7. パスワード変更案内のメッセージが表示されます。パスワードは
後から変更可能ですので、ここでは「After 60 mins」（60 分後
に再通知）をクリックします。

※約 60 分後にカメラ画面が自動的にパスワード変更画面に移行し
ます。パスワード変更の手順は P.。37 をご覧下さい。

①リアルタイム映像を表示します。
②録画映像を再生します。
③各種設定を行います。
④現在のログインユーザー名が表示されます。
⑤ヘルプ（英語）を表示します。
⑥ログアウトします。
⑦画面表示切替（4:3/16:9/1:1/ 全画面表示）
⑧表示解像度を変更します。
　Main Stream：高画質
　Sub Stream：標準画質
　Tri Stream：速度優先画質（低画質）
⑨プレビューを停止します。
⑩表示映像をパソコンに保存します。
　クリックで保存開始、再度クリックで保存停止
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

⑪表示映像の静止画をパソコンに保存します。
⑫部分拡大（デジタルズーム）ボタンです。クリックして画面上でドラッグで拡大、右クリックで戻ります。
⑬トークボタンです。本製品では使用しません。
⑭チェックを入れると、カメラのマイクの音をパソコンで聴く事ができます。

リアルタイム映像は回線環境により遅延が発生する場合があります。「Main Stream」で遅延が発生
する場合は、「Sub Stream」「Tri Stream」の表示で映像をご覧下さい。

録画再生
カメラの microSD カードに録画された映像を再生します。
1.「Playback」をクリックします。

2. 画面右上のカレンダーから映像を見たい日付を選択し、検索ボタ
ン　　をクリックします。

※ 動 体 検 知 録 画 を 再 生 す る 場 合 は、「File Type」 を「Alarm 
Record」に変更して検索ボタンをクリックします。

　録画データがある時間帯は、画面下部のタイムバーに色が付きま
す。

3. 再生ボタン　　をクリックすると録画映像が再生されます。見た
い時刻を変更する場合は、画面下のタイムバーを左右にドラッグし、
バーの中央の黄色い線に時刻を合わせます。

倍速ボタン　　をクリックすると、約 2 倍速で再生されます。低速
ボタン　　をクリックすると標準再生に戻ります。

その他のボタン操作は以下の通りです。
①拡大表示ボタンです。ドラッグして拡大、右クリックで戻ります。
②静止画を保存します。
③映像を保存します。クリックで保存開始、再度クリックで停止。
④バックアップボタンです。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

録画映像のバックアップ
microSD カードに録画された映像パソコンにダウンロードします。
1. バックアップしたい日時の映像を再生中にバックアップボタン　
　　をクリックします。

2. 時刻ごとの録画ファイルが一覧で表示されます。バックアップし
たい時刻のファイルにチェックを入れ、「Download」をクリック
します。

3. ダウンロードが開始されます。表示右端の「Progress」が
100% になったらダウンロード完了です。

指定したダウンロードフォルダに録画データが保存されます。
※ダウンロードフォルダは P.44「ローカル保存の設定」の操作で
確認・変更できます。

保存したい映像が数秒程度であれば、映像保存ボタンでの操作がお
すすめです。録画再生中、クリックして映像の保存を開始し、再度
クリックすると保存を停止します。

保存した映像ファイルは、指定したレコードフォルダに保存されま
す。
※レコードフォルダは P.44「ローカル保存の設定」の操作で確認・
変更できます。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

よく使う機能

【カメラパスワードの変更】
　パスワードの初期値は（admin）です。このままでもご利用いただけますが、ログイン後 60 分経つと
強制的にパスワードの変更画面に切り替わります。任意に変更する場合は以下の操作で行います。

これらの設定は、「Configuration」画面から行います。
まずは「Configuration」をクリックして設定画面を開きます。

1.「System」>「Security」をクリックします。

2.「User」（ユーザー設定画面）が表示されます。
「admin」ユーザーの「Edit」をクリックします。

3. 以下の項目を入力します。
　Password：新しいパスワードを入力します。
　Confirm Password：新しいパスワードを再入力します。

※パスワードは 8 桁以上 31 桁以下の、英数字を含む半角文字で入
力してください。
※「Whether the following issues are set」のチェックは外し
ます。

　入力後「Save」をクリックして保存します。

　設定後自動的にログアウトしますので、新しいパスワードを使用して再度ログインしてください。
　ログイン画面が表示されない場合は、一度 InternetExplorer を閉じて、再度カメラにアクセスしてく
ださい。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）
【時刻設定】
　時刻がずれた場合、変更したい場合は以下の操作で修正します。（インターネット接続時）

1.「System」>「System Configuretion」>「Time Setting」
をクリックします。

2. 以下のように設定します。

　Time Zone：「GMT+09 Tokyo, Osaka,…」を選択
　「NTP」のラジオボタンクリックして選択
　SNTP Server：「time.windows.com」を選択
　

「Save」をクリックすると、変更のメッセージが表示されるので
「OK」をクリックし、変更完了です。

インターネット未接続時は以下のように設定します。

●パソコンの時刻とカメラの時刻を同期させます。
「Synchronize with computer time」のラジオボタンクリックし
て選択
　

「Save」をクリックすると、変更のメッセージが表示されるので
「OK」をクリックし、変更完了です。

●手動（時刻を直接入力）で設定します。
「Set Manually」のラジオボタンクリックして選択し、時刻を直接
入力します。

「Save」をクリックすると、変更のメッセージが表示されるので
「OK」をクリックし、変更完了です。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）
【カメラの再起動】
　カメラに不調がある場合、変更した設定が反映されない場合は、再起動によって改善することがあります。
1.「System」>「System Confi guretion」>「Maintenance」
をクリックし、「Reboot System」ボタンをクリックします。

確認メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

再起動が開始されます。
再起動後ログイン画面に戻りますので、再度ログインしてください。

【カメラの初期化・リセット】
　カメラの設定を初期化します。カメラに不調がある場合は、初期化によって改善することがあります。
　カメラの初期化は 2 つのパターンがあります。
■パソコンからの操作で初期化する（IP アドレスは初期化されません）
1.「System」>「System Confi guretion」>「Maintenance」
をクリックし、「Restore Factory Setting」ボタンをクリックし
ます。
確認メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

再起動が開始されます。
再起動後ログイン画面に戻りますので、再度ログインしてください。
※ログイン後正常にアクセスできない場合は、一度ブラウザを再起
動してください。

また、電源アダプターの抜き差しでもカメラを再起動することが可能です。

■リセットボタンで初期化する（全設定が初期化されます）
1. カメラ本体のリセットボタンを、細い棒で約 10 秒間長押ししま
す。
　赤外線 LED が点灯したらボタンを離します。

　初期化の操作は以上です。
　IP アドレスも初期化されるため、続けて IP アドレスの最適化（自
動割り当て）を行います。

2.「IPCSearch.exe」を開きます。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

3.「Search」ボタンをクリックして、カメラを検索します。

4. 表示されたカメラをクリックして選択（青反転）し、画面右の
「Edit」の項目を以下のように設定します。

　「DHCP Enable」にチェックをいれます。
　「Password」に「admin」を入力します。

「Modify」をクリックします。

5.1 ～ 2 分程度待って、再度「Search」ボタンをクリックします。
再度カメラ情報が表示されますので、ダブルクリックしてカメラに
アクセスし、ログインしてご利用ください。
※ログインパスワードは初期値（admin）になります。

高度な設定
これらの設定は、ネットワーク通信やカメラ操作に詳しい方が操作を行うことを推奨します。
これらの設定は、「Configuration」画面から行います。

「Configuration」をクリックして設定画面を開きます。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

1.「System」>「SDCard」>「Rec Setup」
をクリックし、録画設定画面を開きます。

2.「Enable Record 」にチェックを入れます。
　Record Mode：「Overwrite」（自動上書き）を選択します。
　「All Day」にチェックがある場合はクリックして外します。

　続けて、曜日や時間を指定します。右図は「火曜日の 00:00 ～ 7：
00、10:00 ～ 14:00、20:00 ～ 23:59」にスケジュール録画
を行う設定例です。
　設定後「Save」をクリックし保存します。

【動体検知録画】
動きを検知して録画します。※動体検知録画映像は、アプリ（FreeIP 及び VMS）上では再生できません。

【スケジュール録画】
時刻を指定して録画を行います。

1.「System」>「SDCard」>「Rec Setup」
をクリックして録画設定画面を開き、「All Day」のチェックを外し
ます。これにより常時録画が無効になります。

「Save」をクリックします。

※ microSD カードの容量を気にしない場合、また動体検知録画、
常時録画いずれも有効にしたい場合は、この設定は不要です。

2.「Events」>「Motion Detection」を開きます。

　「Enable」にチェックをいれます。
　「Select All」をクリックし、検知エリアを全範囲に指定します。
　※検知エリアはマウスのドラッグで好きな範囲を指定できます。
　　赤枠の部分が検知を行うエリアです。
　「Sensitivity」で感度を設定します。まずは標準の「5」でご利
用ください。
　設定後「Save」をクリックします。
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3.「Linkage Method」をクリックし、「Record Via SDcard」
にチェックをいれ、「Save」をクリックします。

以上で動体検知録画の設定が完了です。

※「Record Via SDcard」にチェックをいれずに設定を行うと、
次項の「通知メール設定」によって、録画は行わずに通知だけ行う
ことも可能です。

【通知メール設定】
動体検知時に通知メールを送信します。使用するメールアドレスは Gmail 推奨です。

パソコンで見る（ローカルネットワーク）

1.「Network」>「Advance Setup」>「SMTP」をクリックしてメー
ル設定画面を開きます。

2. 以下のように設定します。
　Sender：Gmail アドレスを入力します。
　SMTP Server：「smtp.gmail.com」を入力します。
　Port：「465」を入力します。
　Upload Via SMTP ：
　　Massage…メールのみ送信します。
　　JPEG…メールに静止画が添付されます。
　　AVI…メールに動画が添付されます。
　Alarm Duration：送信間隔です。（「10s」（10 秒）を推奨）
　My Server Requires Authentication：チェックをいれます。
　User Name：Gmail アドレスを入力します。
　Password：Gmail のパスワードを選択します。
　Confirm Password：パスワードを再入力します。
　Email1-3：メールを受信したいメールアドレスを入力します。

設定後「Save」をクリックして保存します。

3.「Events」>「Motion Detection」＞「Linkage Method」
をクリックします。
　「Upload Via SMTP 」にチェックを入れ、「Save」をクリック
します。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

●ご利用いただく送信者メール（Sender）は Gmail アドレスを推奨します。万一 Gmail アドレスで
正常にご利用いただけない場合、Yahoo! メールアドレスや、その他のメールアドレスでお試しくださ
い。（2 段階認証のメールアドレスはご利用いただけません。）
●仕様として通知メールに静止画（JPEG）及び映像データ（AVI）を添付する機能がございますが、デー
タ容量などにより正常に受信できない場合があります。特に映像データは容量が大きくなりますため、
正しく送受信されない場合は静止画（JPEG）や文章のみ（Message）のご利用を推奨します。

【プライバシーマスク】
映像上の見せたくない部分にマスク（塗りつぶし）を表示して隠すことができます。
1.「Events」>「Privacy Mask」をクリックします。

2. プレビュー画面上でマウスをドラッグしてマスクを作成します。
3 箇所まで設定できます。

　設定後「Save」をクリックして保存します。

3. 映像にマスク（塗りつぶし）が表示されます。

【音声機能について】
　本製品のマイク機能では、リアルタイムプレビュー時の音声再生、録画再生時の音声再生が可能です。

スマートフォンでのリアルタイムプレビュー / 録画再生 いずれも○音声再生可
InternetExplorer でのリアルタイムプレビュー / 録画再生 リアルタイム○音声再生可 / 録画再生時×音声再生不可

VMS でのリアルタイムプレビュー ○音声再生可

ダウンロード（バックアップ）映像 ○音声再生可

マイク機能を使用する場合は、事前に次の設定を行います。
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パソコンで見る（ローカルネットワーク）

1.「Video」>「Audio」をクリックします。

2. 以下のように設定します。

　「Audio Enable」にチェックをいれます。
　「Audio Input」：「Mic Input」を選択します。
　「Audio Output」：「Built-in」を選択します。
　「Audio Encode」：「G711U」を選択します。

設定したら「Save」をクリックします。

以上の操作で遠隔操作時のマイク機能をご利用いただけます。音声再生の操作は各アプリケーションの操
作案内をご覧下さい。
※トーク機能（カメラからの音声出力）は使用できません。

回線環境や周辺のノイズ等によって、音声にノイズや途切れが発生する場合があります。
特に交通量の多い道路沿いの建物内などに設置の場合は、自動車の振動が地面や建物を伝いノイズと
して音声に乗ってしまう場合があります。予めご了承ください。

【ローカル保存の設定】
　InternetExplorer から保存するデータ（ダウンロードファイル、録画及び静止画保存ファイル）の保存
先フォルダを確認・変更します。

1.「Local Configuration」をクリックすると、各保存先のパスが
表示されます。

　Record File Settings（映像保存フォルダ設定）
　　Save record files to（プレビュー時の動画保存先）

　　Save downloaded files to（SD カード録画映像ダウンロード先）

　Picture and Clip Settings（静止画保存フォルダ設定）
　　Save capture files in live view to（プレビュー時の静止画保存先）
　　Save capture files when playback to（録画再生時の静止画保存先）

　　Save clips to（録画再生時の動画保存先）

保存先はそれぞれ任意のフォルダに変更できます。
変更したら「Save」をクリックします。
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ソフトウェアのインストール
外部ネットワーク接続用ソフトウェア「VMS」をインストールします。
1.CD-R をパソコンに挿入し、ディスクドライブを開きます。
　「Auto run」（または「Auto run.exe」）をダブルクリックして開
きます。

2.「Install The Software 」をクリックします。

3.「VMS Lite Client」をクリックします。

4.「コンピューターへの変更を許可しますか？」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。）

■外部ネットワークとは、カメラとパソコンがそれぞれ異なるネットワーク環境化にある状態を指
します。外部ネットワークのパソコンからのカメラへのアクセスは、この操作にて行います。ロー
カルネットワークのパソコンからでもこの操作は可能ですが、より快適にお使いいただくためには、
InternetExplorer でのアクセス（P.32）を推奨します。

パソコンで見る（外部ネットワーク）

パソコンで見る（外部ネットワーク）
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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。

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。

パソコンで見る（外部ネットワーク）
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カメラを登録してリアルタイム映像を見る
ソフトウェアにカメラ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。

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。

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、
続けてカメラを登録します。

「Add」をクリックします。

パソコンで見る（外部ネットワーク）
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4.「Add P2P Device」の「Series Num」の下、チェックボッ
クス右横をクリックし、カメラのシリアルナンバーを入力します。
続けてカメラのユーザー名とパスワードをそれぞれ入力し、

「Protocol」の「P2P Fisheye」を選択します。

「Next step」をクリックします。

5. カメラ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。

6. カメラが登録されます。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カメラが表示されます。クリッ
クすると「XXXXXXXXXX_1」と表示されたデバイス名が表示さ
れますで、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。

パソコンで見る（外部ネットワーク）
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■外部ネットワークパソコンからのアクセスでは、双方の回線環境や使用するパソコンのスペック、
P2P サーバーの混線など様々な要因により意図通りの表示ができない場合があります。
　また、本ソフトウェアでは、映像のプレビューのみをサポートしており、その他の機能は本製品に
対応していないため、サポートの対象外となります。
●回線速度やＰＣスペックによっては映像の遅延、強制停止、画質劣化などが発生します。
●録画映像の再生はできません。
●常時遠隔監視には対応しておりません。長時間の視聴の場合は映像がフリーズする事があります。

パソコンで見る（外部ネットワーク）
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故障かなと思ったら

　遠隔監視できない、スムーズに見れないなど、カメラの調子がおかしいと感じた場合には、P.39 を
ご覧の上、カメラの再起動または初期化を行ってください。
※初期化を行うと、設定した内容は全てリセットされますので、ご了承の上操作を行ってください。

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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故障かなと思ったら

Q.FreeIP でカメラがオンラインにならない。
A. カメラの初期化（リセット）を行うと、DHCP が無効となり正しくアクセスできない場合があります。
まずはローカルネットワークのパソコンからのアクセスをお試しください。（P.32）参照
　ローカルネットワークのパソコンからアクセスできる場合は、ルーターに正常に接続されています。同
じルーターに接続されたパソコンやスマートフォンで正常にインターネットに繋がるかどうかを確認して
ください。インターネットに繋がらない場合はルーターのメーカーまたはプロバイダにお問い合わせくだ
さい。
　ローカルネットワークのパソコンからアクセスできない場合は、以下の操作をお試しください。

1.IPCSearch.exe を起動し、「Search」をクリックします。

2. 表示されたカメラ情報の「IP address」を確認し、IP アドレス
が「192.168.1.xxx」（x は 1 ～ 3 桁の数字）になっている場合は、
IP アドレスが正しく割り当てられていない可能性があります。
　カメラ情報をクリックし、選択（青反転表示）します。

3. 画面右の「Edit」内で以下の操作を行います。

　「DHCP Enable」：チェックを入れます。
　「Password」：「admin」を入力します。

「Modify」をクリックします。

4.1-2 分程度待って、再度「Search」をクリックします。
再度カメラ情報が表示され、IP アドレスが変更されていれば完了で
す。パソコンとスマートフォンから正常にアクセスできるかお試し
ください。
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故障かなと思ったら

Q.SD カードに録画されない
A. 使用できる microSD カードは 128GB までです。128GB を超える microSD カードはご利用いただ
けません。また、推奨する microSD カードは「SANDISK Ultra/Ultra PLUS」です。また SANDISK
製でも、格安 SD カードなど海外モデルなどをご利用の場合は、正常に動作しない場合があります。
　カメラの初期化（リセット）を行った場合、SD カードへの録画がオフになります。以下の操作で録画
の再設定を行います。

1. ローカルネットワークのパソコンからカメラにアクセスします。
（P.32）

2.「Configuration」＞「System」＞「SDcard」をクリックします。

3.「Rec Setup」をクリックし、以下のように設定します。

　Enable Record ：チェックをいれます。
　Record Mode：「Overwrite」を選択します。
　Week：「Every」を選択します。
　All Day：チェックをいれます。

　入力したら、「Save」をクリックします。

以上で録画の再設定が完了です。録画が実行されているかを「Playback」から再生を行い確認してくだ
さい。
　録画ファイルが生成されるまで数分かかります。
　動体検知録画を設定する場合は、P.41 の手順に従って再設定を行ってください。

　以上の操作でもカメラにアクセスできない場合は、LAN ケーブルの断線またはお使いのネットワーク環
境との相性の問題が考えられます。別の LAN ケーブルを使用して、正常にアクセスできるかをお試しく
ださい。
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故障かなと思ったら
Q. ローカルネットワークのパソコンからカメラにアクセスできるが、ログインできない。
A. ログインユーザー名、パスワードを入力しても、プラグインのダウンロードボタンが表示されてログイ
ンできない場合、カメラのプラグイン（アドオン）が正常に読み込まれていない可能性があります。
以下の操作でアドオンを有効にします。

1.InternetExplorer のツールボタン　　をクリックし、「アドオン
の管理」をクリックします。

2. アドオン（プラグイン）の一覧が表示されます。一覧の中に下記
のアドオンがあることを確認します。

名前：plugin development
発行元：HEROSPEED TECHNOLOGY LIMITED

このアドオンの「状態」が「無効」となっている場合は、アドオン
をクリックして選択し、画面右下の「有効にする」ボタンをタップ

3. 一度 InternetExplorer を閉じて、再度カメラにアクセスし、正
常にログインできるかをお試しください。
　

Q. アドオンを有効にしてもログイン画面が表示されない場合
A.ActivX フィルターによりアクセスが制限されています。下記の操作で ActivX フィルターを解除します。

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。
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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」を選択します。

「OK」をクリックします。
　

6. インターネットオプションの画面に戻ります。「OK」をクリック
します。一度 InternetExplorer を閉じて、再度カメラにアクセス
してください。
　

故障かなと思ったら
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平日　10：00 ～ 20：00（土日・祝　休日）

お電話が繋がりにくい場合がございます。FAX またはメールにて
ご連絡先やお電話可能なお時間をご連絡下さいませ。
サポートデスクよりお電話をさせていただきます。

取扱説明書について
　本製品には設定ガイドに記載の無い設定項目がございますが、設定ガイドに記載の無い
機能・設定及び操作はサポートの対象外となります。環境によっては設定を行っても正常
に動作しない可能性があるだけでなく、その他の機能の正常な動作を妨げる恐れがあるた
め、ご利用をお控えください。

本製品の動作について
　本製品の機能は、一般的なご家庭やオフィス等の環境に幅広く対応した仕様となってお
りますが、あらゆる環境に対し正常な動作を保証するものではございません。予めご了承
くださいませ。

製品保証について
　製品の保証につきましては、別紙保証書をご確認ください。本保証の対象となるものは
以下の通りです。

保証対象になるもの 保証対象にならないもの

カメラ本体・ブラケット
電源アダプター

CD-R/ 木ねじ・ロールプラグ
microSD カード、LAN ケーブル、電源

延長ケーブルなどのオプション品

また、製品に関する情報は以下のページでもご覧いただけます。

https://acesecurity.jp/

※サポートページに記載の無い製品や情報がございます。
予めご了承くださいませ。


