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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。
●本製品のネットワーク機能は、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ありません。
　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。
●本ガイドに記載のない操作・機能はサポート対象外となります。ガイドに記載のない操作については
動作の保証を致しかねますのであらかじめご了承ください。

本書の前に別紙セットアップガイドを先にお読みください。
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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

　本製品にはパスワード「12345」が設定されています。以下の操作で変更します。
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.「新しいパスワード」と「確認」にそれぞれ好きなパスワードを
入力します。※パスワードは半角英数字を含む 8 桁以上を入力して
ください。

6. パターンにチェックを入れます。（不要な場合は省略できます。）

　パターンとは、パスワードの代わりに使用できるパスコードのこ
とです。（スマートフォンのパスコードと同じような機能です。）
　パターンを設定すると、ログイン時にはパターンの入力が求めら
れ、成功するとパスワードの入力を省略できます。パターンを忘れ
た場合は、パスワードの入力でログインすることができます。

　右図のように、4 つ以上の点をマウスでドラッグして結びます。
　
　確認のためもう一度入力してパターン設定完了です。以降はパス
ワードを入力しなくても、パターンの入力でログインできます。
※パターンはログイン中であればいつでも変更可能です。

7. 質問とその回答を設定します。質問 1-3 のそれぞれ好きな質問
を選択し、その答えを回答 1-3 に入力します。設定画面を写真に撮
るなどして、忘れないようにご注意ください。

この操作は省略できません。
　

8.USB メモリが手元にある場合は、USB メモリを本製品の USB
ポートに接続し、「キーのエクスポート」をクリックします。USB
メモリがない場合やキーのエクスポートが不要の場合はこの操作は
省略できます。成功するとエクスポート完了と表示されます。「確認」
をクリックしてください。

※キーのエクスポートを行うと、USB メモリにリセットパスが保
存されます。パスワード紛失時にはその USB メモリを接続するこ
とでパスワードをリセットすることができます。

11. 保存をクリックします。
　保存ボタンがグレーアウトしてクリックできなくなったら設定完
了です。キャンセルをクリックして元の画面に戻ります。
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基本的な操作

■パスワードを変更しない場合
　パスワードを変更しない場合、初期値の「12345」でご利用いただくことが可能です。ただし、ログ
インのたびに「パスワードが簡単すぎます。変更しますか？」というメッセージが表示されます。
　また、一定時間経つと自動的に変更画面が表示され、変更を促します。この機能は自動ログアウト（P.10
参照）をオフにしていても無効にできません。

【パスワードを忘れたときは】
　パスワードを紛失した場合は、以下の 3 つのうちいずれかの操作でリセットを行うことができます。
　A. 秘密の質問（パスワード変更時に設定必須）
　B. リセットキーの保存（パスワード変更時に任意設定）
　C. セキュリティコード（AB いずれも不明な場合に販売者に確認）

1. ログイン画面で「パスワードを紛失」をクリックします。

2. パスワードリセット方法を選択します。

A. 秘密の質問

　1. 設定した 3 つの質問を選択し、それぞれ回答を入力します。
　　「次へ」をクリックします。

　2. パスワード変更にチェックを入れ、新しいパスワードと確認
　　パスワードをそれぞれ入力します。
　　※ここではパターンを設定しないでください。
　　　（後から設定できます。）

　　入力後「保存」をクリックします。
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B. キーをインポート

　1. キーをエクスポートした USB メモリを本製品に接続し、
　　キーをインポートをクリック

　2. パスワード変更にチェックを入れ、新しいパスワードと確認
　　パスワードをそれぞれ入力します。
　　※ここではパターンを設定しないでください。
　　　（後から設定できます。）

　　入力後「保存」をクリックします。

C. セキュリティコード

　1. 表示されたシリアル番号を販売元に伝え、販売元から受け取っ
たセキュリティコードを入力して「次へ」をクリックします。

※シリアル番号はこの画面を閉じると無効になります。セキュリ
ティコードを受け取るまで、画面を閉じないでください。
　シリアル番号を報告いただいてから、セキュリティコードを発行
するまで時間がかかる場合があります。できるだけ A.B の方法で復
旧を行うか、時間に余裕がある時に操作を行ってください。

　2. パスワード変更にチェックを入れ、新しいパスワードと確認
　　パスワードをそれぞれ入力します。
　　※ここではパターンを設定しないでください。
　　　（後から設定できます。）

　　入力後「保存」をクリックします。

基本的な操作
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基本的な操作
【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.「自動ログアウト」の時間を設定します。
※初期値では 10 分に設定されています。
※「なし」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。

　時刻設定の初期値は、インターネットから自動的に調整を行う設定（日付・時刻を NTP から取得）に
設定されています。通常はこのままでも時刻は正しく表示されますが、時刻が正しくない場合で、またイ
ンターネットに接続をしない場合は以下の手順で手動で調整できます。
※インターネットに接続して使用する場合には、しばらくすると自動で時刻が調整されます。

時刻設定

※パスワードが初期値のまま変更されていない場合は、自動ログアウトの時間に関係なく、一定時間が
経つとパスワード変更画面が自動で表示されます。これはパスワード変更を促すための機能であり、異
常ではありません。

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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3.「日付設定」をクリックします。

4.「タイムゾーン」を「（GMT+09:00）東京、大阪、札幌」に設定し、
「日付・時刻の手動設定」にチェックを入れます。

「日付・時刻」に現在時刻を入力し、「適用」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：映像上の動きを検知して録画します。

録画設定

　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 10 日～ 14 日間程度
保存できます。（録画する映像のデータ量により前後します。）
　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、必要なデータはバックアップしてパソコンなどに保存します。

1. マウスを右クリックして「録画」をクリックします。

【常時録画】

2.「デフォルト」をクリックします。

基本的な操作
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基本的な操作

3.「デフォルト値に戻しますか？」と表示されたら、「確認」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。

5.「全て」をクリックしてチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※コピーにより他のチャネルにも同じ設定が反映されます。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。）

6.「適用」をクリックします。

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】



13

基本的な操作

2. 画面左下の「録画」（グリーン）にチェックが入っていることを
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や時間帯をグリーン
に塗りつぶします。（録画しない時間帯は空白（背景色）で表示さ
れます。）
　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。

4. 他のチャネルも適用する場合はコピーをクリック

5.「全て」をクリックしてチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※コピーにより他のチャネルにも同じ設定が反映されます。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。）

6.「適用」をクリックします。
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基本的な操作

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】

1. マウスを右クリックして「録画」をクリックします。

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。

　

4. 他のチャネルも適用する場合はコピーをクリックします。
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基本的な操作
5.「全て」をクリックしてチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※コピーにより他のチャネルにも同じ設定が反映されます。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。）

6.「適用」をクリックします。

※この時点ではまだ動体検知録画は実行されません。次の手順で動
体検知機能を有効にします。

【動体検知の設定】

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.「チャネル管理」をクリックします。

3.「動体検知」をクリックします。

■プリレコード
「詳細設定」をクリックすると、検知前数秒にさかのぼって録画できる
プリレコードの長さを変更できます。
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基本的な操作

4. 各項目を設定します。
チャネル：設定するチャネル番号を選択します。
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。
　数値が大きいほど検知感度が高くなります。（0 は検知しません。）
検知有効：チェックを入れます。
ブザー：チェックを入れると検知時に本製品からブザーが鳴ります。
Email 送信：チェックを入れると、検知時にメールで通知します。

（メール設定が必要。P.40 参照）
録画：チェックを入れると、検知録画を行います。
録画時間（秒）：検知録画の長さ（30-255）を入力します。
曜日：実行する曜日を選択します。
時間帯 1.2：曜日ごとに検知する時間帯を設定できます。常に実行する場合は時間帯 1 を 0：00 ～ 24：
00 と指定し、チェックを入れます。

※エリア設定（画面右上）は最後に設定しますので、まずはそのまま捜査を進めてください。

設定したら、「適用」をクリックします。

【エリア設定について】
　エリア設定では、映像の中で検知を実行する部分としない部分を
それぞれ指定することができます。
※先にエリアを設定してコピーを行うと、設定したエリアもコピー
されるので、エリア設定は 1CH ごとに行ってください。

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.「全て」をクリックしてチェックを入れ、「保存」をクリックします。
※コピーにより他のチャネルにも同じ設定が反映されます。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。）

7.「適用」をクリックします。
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基本的な操作

初期値では全エリアが有効エリアに指定
され、赤いマス目状に表示されています。
変更する場合はマウスで画面をドラッグ
します。

マス目が消えた部分は検知しないエリア
になります。

変更したらマウスを右クリックして前の
画面に戻り、適用をクリックします。

　　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、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
も検知精度が異なります。
　　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。

録画再生
1. マウスを右クリックして「録画再生」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。
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基本的な操作

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。
※再生を終了して元の画面に戻る場合は、マウスを数回右クリック
して戻ります。

操作パネル

①再生 / 一時停止：再生 / 一時停止
②逆再生：約 3 秒おきに逆再生します。
③停止：再生を停止します。
④コマ戻し：クリックする毎に 3 秒ずつ前に戻ります。
⑤コマ送り：クリックする毎に１フレーム（1 コマ）ずつ先に進みます。
⑥スロー：スロー再生します。速度を戻す場合は倍速ボタンをクリックします。
⑦倍速：クリックで倍速再生します。（最大 16 倍速）速度を戻す場合はスローボタンをクリックします。
⑧全画面切替：全画面表示します。右クリックで戻ります。
⑨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。
⑩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。
⑪時刻指定：時刻を指定して再生します。
⑫クリップ：タイムラインをクリップして好きな時刻の録画データをバックアップします。
⑬バックアップ状況：バックアップを開始した際の進行状況を表示します。

【時刻指定について】
　時刻指定を行うと、詳細な時刻の再生が可能です。
1. 時刻指定ボタンをクリックします。

2. 時刻を入力し、「保存」をクリックすると、指定した時刻からの
再生が開始されます。

【クリップについて】
　クリップした時間帯の録画映像をバックアップします。

1. クリップボタンをクリックすると、現在の再生時刻がクリップさ
れ、新たに「クリップタイム」「クリップバックアップ」のボタン
が表示されます。
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基本的な操作

2. クリップタイムをクリックすると、クリップする時間帯を指定で
きます。

※終了時刻は表示されたタイムライン目盛りの最後の時刻（タイム
ラインが 24 時間表示の場合は 23:59:59 になります。）が表示さ
れますが、好きな時刻に変更できます。（※開始時刻よりも前の時
刻は指定できません。）

入力したら「保存」をクリックします。

3.USB メモリを本製品の USB ポートに接続し、クリップバック
アップをクリックします。

4.「バックアップキューに追加しました」と表示され、バックグラ
ンドでバックアップが開始されます。

5. バックアップ状況ボタンをクリックすると、進行状況を確認でき
ます。100% になったら「戻る」ボタンをクリックして USB メモ
リを外してください。

　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
できます。十分な空きがある USB メモリを本製品に接続します。

バックアップ

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.「バックアップ」をクリックします。
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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（常時録画・動体検知録画）を指定します。
※スケジュール録画は常時録画に含まれます。
※（常時録画・動体検知録画）以外の録画はサポートしていません。
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すると、膨大な時間がかかる
だけでなく、HDD に負荷がかかり正常な動作を妨げる恐れがある
ため、お控えください。

基本的な操作

高速バックアップについて
指定した時刻の範囲が 30 分以内であれば、高速バックアップをクリックすることで速やかに指定した
チャネル、時間帯のバックアップが開始されます。

6.「バックアップ完了」の表示が出たら、「確認」をクリックして
完了です。

　　バックパップしたデータはパソコンで再生できます。推奨する再生ソフトは「VLC メディアプレー
ヤー」（無料）です。インターネットで検索してインストールしてください。
　　バックアップした動画をパソコンで再生した場合、映像と一緒に録音された音声がずれて聞こえ
る場合があります。これは再生プレーヤーによって映像のみのフレームレート（コマ数）が強制的に
30 フレームに引き伸ばされる事によって起きる現象で、異常ではありません。
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　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。
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。

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.「ネットワーク」をクリックします。

ネットワーク設定
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ネットワーク設定

【アプリのインストール】
　遠隔監視アプリ「Bitvision」をインストールします。下記の QR コードをスマートフォンで読み取り、
アプリをインストールしてください。

4.「DHCP 有効」にチェックが入っていることを確認します。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。

　スマートフォンアプリでの設定を行う場合は、このまま次の操作
に進みます。　

【iPhone】

　iOS/Android のスマホ、タブレットで使用できます。まずは画
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。
※オンラインにならない場合は、再起動をお試しください。（P.49）

スマートフォンでの遠隔監視

【Android】

　　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」
「通知権限」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。）

初めてアプリを起動した際には、サービスアグリメント（利用規約）
が表示されます。画面右下の「Agree」（同意）をタップして操作
を進めてください。

　　本アプリ「Bitvision」は完全無料の遠隔監視アプリです。
アプリ内課金などの有料システムは一切ございませんので、安心
してご利用ください。
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ネットワーク設定

　本製品（以下デバイスと言います）をアプリに登録します。（iOS/Android）
【アプリに本製品を登録する】

1. アプリを起動し、画面右上のデバイスボタン　　　をタップしま
す。
1. アプリを起動し、画面右上のデバイスボタン　　　をタップしま

2. 追加ボタン　　をタップします。

※ Android の場合は続けて「Add device」をタップします。

2. 追加ボタン　　をタップします。

3.「IP/DDNS/SN」をタップします。

4.「SN」をタップします。
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ネットワーク設定

5.「Device number」（android は「S/N」）の右の　　マークをタッ
プします。
5.「Device number」（android は「S/N」）の右の　　マークをタッ

6. モニターに表示された画面（P.22）の一番右端の QR コードを
読み取ります。

※カメラへのアクセス権限を求めるメッセージが表示された場合
は、権限を許可してください。また Android の機種によっては、設
定画面からカメラの権限を有効にする必要があります。不明な場合
はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。

7.13 桁のシリアル番号が入力されていることを確認します。

続けて以下を入力します。

Device name：デバイス名です。好きな名前を入力します。
Device account(Android は「Account」)：admin
Device password(Android は「Password」)：デバイスに設定
したパスワード（初期値は 12345）を入力します。

入力後「Save」をタップします。

8.「Local device」が 1/1 と表示されていることを確認できたら、
登録完了です。

左上の戻るボタン　　でトップ画面に戻ります。　左上の戻るボタン　　でトップ画面に戻ります。　
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【プレビュー】
　スマートフォンでリアルタイム映像を確認します。

　　データ通信量の制限のため、プレビューは 15 分で自動的に停止します。
　　長時間のプレビューは通信が膨大になり、携帯端末の故障に繋がります。携帯端末をモニター代わ
りにした使用方法などは正常に見れなくなる可能性もあるため、お控えください。

1.「Real time」タブが開かれている状態である事を確認し、分割
画面の 1 つをタップします。

ここをタップここをタップ

確認確認

2.「Local device」をタップ

3. デバイス名をタップ

4. 表示する CH 番号をタップしてチェックを入れ、右上の「Done」
をタップします。

5. 映像が表示されます。
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【プレビュー画面の見方】

①アカウントメニュー：この機能は使用できません。
②デバイス管理：デバイスの追加や削除を行います。
③リアルタイムプレビュー：この画面です。
④プレイバック：録画映像を再生します。
⑤ VR：この機能は使用できません。
⑥ギャラリー：保存した静止画を確認します。
⑦表示画面変更：画面の表示数を変更します。
⑧表示画質：画質を変更します。HD>BD>Fluent
※画質が高いとデータ容量が大きくなり通信に負荷がかかります。
⑨動画保存：この機能は使用できません。
⑩静止画保存：表示されている映像をキャプチャし静止画保存しま
す。
⑪ PTZ：この機能は使用できません。
⑫表示 / 非表示（1CH）：プレビュー中の映像の表示 / 非表示を切
り替えます。
⑬表示 / 非表示（全 CH）：プレビュー中の全チャネルの映像の表示
/ 非表示を切り替えます。
※ボタンを横にスクロールすると以下のボタンが表示されます。
⑭スピーカー：音声を有効にします。
⑮お気に入り（iOS のみ）：この機能は使用できません。
⑯マイク：この機能は使用できません。

【録画再生】
　内蔵ハードディスクに保存した録画映像をアプリで再生します。

1.「Playback」タブが開かれている状態である事を確認し、分割
画面の 1 つをタップします。

ここをタップここをタップ

確認確認

2.「Local device」をタップ

3. デバイス名をタップ
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4. 表示する CH 番号をタップしてチェックを入れ、右上の「Done」
をタップします。

※複数の CH 番号を選択して同時再生させることは機能上可能です

5. 映像が表示されます。

【録画再生画面の見方】

①カレンダー：録画日を指定します。
②タイムライン：録画がある場合は色が変わって表示されます。
③動画保存：この機能は使用できません。
④静止画保存：表示されている映像をキャプチャし静止画保存しま
す。
⑤マルチプル：この機能は使用できません。
⑥表示 / 非表示（1CH）：再生中の映像の表示 / 非表示を切り替え
ます。
⑦表示 / 非表示（全 CH）：再生中の全チャネルの映像の表示 / 非表
示を切り替えます。
※ボタンを横にスクロールすると以下のボタンが表示されます。
⑧スピーカー：音声を有効にします。
⑨画面切り替え：画面数を切り替えます（１画面 /4 画面）
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【デバイスの削除】

1. デバイス管理ボタンをタップします。

2.「Local device」をタップします。

3. デバイス名右側の　　をタップします。3. デバイス名右側の　　をタップします。

4. 右上の「Delete」をタップします。

4.「OK」をタップします。

5. 削除完了です。

　　Bitvision での操作は以上です。アプリ上にはその他の操作ボタンがありますが、本製品では使用
しません。仮に操作した場合のサポートは致しかねますのであらかじめご了承ください。
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本製品の IP アドレスを確認します。

　　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.33「パソコンでの遠隔監視（外部ネットワーク）」をご覧ください。

パソコンでの遠隔監視（ローカルネットワーク）

【IP アドレスの確認とプレビュー】

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.「ネットワーク」をクリックします。

4. 表示された「IP アドレス」をメモなどに控えます。

5.InternetExplorer を起動してアドレスバーに控えた IP アドレス
を直接入力し、エンターキーを押します。

※ Windows7 以上のパソコンでご利用いただけます。
※ InternetExplorer 以外のブラウザはサポートしていません。
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6. ログイン画面が表示されます。本製品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）：本製品に設定したパスワード（初期値は
12345）
を入力し、「Login」をクリックします。

7. 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 fi nished」
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。

8.「実行」をクリックします。

9. 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。

10.「Finish」をクリックしてインストール完了です。
一度 InternetExplorer を閉じて再起動し、もう一度 IP アドレスを
入力してエンターキーを押します。

11. 分割画面が表示されます。
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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。

① … プレビューを表示します。
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 … 静止画検索画面を開きます。
⑤ … チャネルリスト
　　　　　　: 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。

　　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。
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ローカルネットワーク上のパソコンから、ハードディスク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。

ネットワーク設定

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 Ditection」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。

※設定後はこのページをお気に入りに登録しておくと、次回からスムーズにご覧いただけます。
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アプリのインストールとデバイス登録

　　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.29「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（外部ネットワーク）

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。

http://www.acesecurity.jp/support/download/software/
ivms_9.2.33.1.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. ダウンロードした zip ファイルを展開（解凍）し、
　「iVMS320Setup_9.2.33.1.exe」をダブルクリックします。
　※「SearchTool_setup9.2.44.4.exe」は使用しません。

「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。

3.「OK」をクリックします。

「次へ」をクリックして操作を進
めます。（しばらく「次へ」が続
きます。）

「インストール」のボタンが表示
されたらクリックします。

「完了」ボタンが表示されたら、
クリックして完了です。

ネットワーク設定
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5. ログイン画面が表示されます。
　ユーザー名：好きなユーザー名を入力します。
　パスワード：好きなパスワードを入力します。
　パスワード再入力：パスワードを再入力します。
入力後「追加」をクリックします。

※このユーザー名・パスワードは録画機のものではありません。

6.iVMS が起動します。

※デスクトップに iVMS のショートカットアイコンが作成されま
す。次回からはそのアイコンをダブルクリックして起動してくださ
い。

7.「デバイス管理」をクリックします。

8. 画面上段の「追加」をクリックします。

9. 以下を入力します。
シリーズ番号：本製品のシリアル番号を入力します。
パスワード：本製品に設定したパスワード（初期値 12345）
パスワード再入力：パスワードを再入力します。
チャンネル番号：プロトコルを入力した後に 4 と入力します。
プロトコル：P2P NVR/XVR を選択します。

　入力したら、「次のステップ」をクリックします。

10.「接続 OK」と表示されたら、「追加」をクリックします。

ネットワーク設定
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映像プレビュー

11. 上段のリストにデバイスが登録されます。

1.「ライブ」をクリックします。

2.「Server」の横の矢印をクリックします。

3. 表示されたデバイス番号の横の矢印をクリックします。

4. 表示されたチャネル番号をダブルクリックするか、分割画面まで
マウスでドラッグします。

5. 映像が表示されます。

ネットワーク設定
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録画再生
1.「リモート再生」をクリックします。

2.「Server」の横の矢印をクリックします。

3. 表示されたデバイス番号の横の矢印をクリックします。

4. 表示されたチャネル番号をダブルクリックするか、分割画面まで
マウスでドラッグします。

5. 画面下のタイムラインにタイムラインにグリーン（または赤）の
色がつくので、色のついた部分をクリックすると再生が開始されま
す。

　　画素数の高い録画映像の場合、録画データと再生プレーヤーのフレームレートに差があるため、録
画データが数秒ごとに止まっては動き出す、という症状が発生する場合がありますが、仕様です。より
スムーズな録画再生を確認するためには、ローカルネットワークでの再生または録画機本体での再生を
行ってください。
　　再生は 1CH ずつ行ってください。
　　回線環境により再生がスムーズに行えない場合があります。
　　遠隔再生を行う場合は、ライブ（リアルタイムプレビュー）を停止して行ってください。

ネットワーク設定
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【画面表示切替】
　4 画面表示と 1 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→ 1 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 1 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。

2. 設定します。
　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。
　　ポーリングによる画面切り替わりの際、映像の表示までに 1 秒程度のタイムラグが発生することが
あります。気になる場合は 4 分割画面にてご利用ください。

【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。
■各チャネルごとに調整する場合

1. 画面をクリックして表示されるツールボタンから、「色調補正」
をクリックします。

その他の操作
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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。

1. マウスを右クリックして「色調補正」をクリックします。

■画面全体を調整する場合

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。

【画面キャプチャー】
プレビュー映像の静止画をハードディスクに保存します。

1. 画面をクリックして表示されるツールボタンから、「キャプ
チャー」をクリックします。

以上で画面キャプチャー完了です。

■確認方法
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.「バックアップ」をクリックします。
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3.「画像」をクリックします。

4. チャネル番号と日時を選択し検索をクリックします。

5. 検索結果の右側の表示ボタン　　をクリックすると画像が表示さ
れます。

　　分割画面ではサブストリーム、全画面（1 画面）表示のときはメインストリームの解像度で保存さ
れます。つまりきれいな静止画を保存した場合は、映像をダブルクリックして 1 画面表示したうえでキャ
プチャしてください。
　　バックアップをクリックすると、選択した画像を USB メモリに保存します。

【簡単再生】
再生画面を開かずに、プレビュー画面のまま 5 分前の映像を再生します。

1. 画面をクリックして表示されるツールボタンから、「簡単再生」
をクリックします。

2. プレビュー画面のままで 5 分前の映像が再生されます。動体検知
録画の場合は最後の検知録画が再生されます。
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【音声出力】
HDMI 音声出力対応のモニターで使用できます。

1. 画面をクリックして表示されるツールボタンから、「音量」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。

【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. 画面をクリックして表示されるツールボタンから、「ズーム」を
クリックします。

2. 画面が 1 画面表示に切り替わります。マウスカーソルを回してを
拡大・縮小を操作できます。

【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。往
診元には 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.16「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。

2.「設定」をクリックします。
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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 通知有効：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。
曜日：メールを送信する曜日を選択します。
時間帯 1-2：メールを送信する時間帯を入力します。
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、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。

　　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。
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【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. データが削除される旨のメッセージが表示されます。「確認」を
クリックします。

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。
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6.「フォーマット完了」と表示されたら、「確認」をクリックして終
了です。
　本製品が再起動します。

　　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値に戻ります。

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。

3.「初期化」をクリックします。

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。
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5. メッセージが表示されますので、「確認」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。

【OSD】
　映像上のチャネル番号や時刻表示などの表示状態を変更します。

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.「チャネル管理」をクリックします。

3.「OSD」をクリックします。

4. 各設定を行います。
　チャネル：チャネル番号を選択します。
　チャネル名：画面上に表示するチャネル名を入力します。
　数：チェックを入れると時刻を表示します。
　テキスト：チェックを入れるとチャネル名を表示します。
　日付表示形式：年月日の表示の並びを変更します。
　表示位置：チャネル名や時刻などの表示位置を変更します。
　反転：映像の反転表示を設定します。
　
　設定したら「適用」をクリックします。
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【ビデオ信号ロス】
　映像信号が途切れた場合の動作を設定します

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.「チャネル管理」をクリックします。

3.「ビデオ信号ロス」をクリックします。

4. 各設定を行います。
　チャネル：チャネル番号を選択します。
　有効：ビデオ信号ロス検知を有効にします。
　画面表示：発生時に画面にメッセージを表示します。
　メール送信：発生時にメールを送信します。
　ブザー：本製品からブザーを鳴らします。
　
　設定したら「適用」をクリックします。

【プライバシーマスク】
　映像に表示し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. マウスを右クリックして「メニュー」をクリックします。

2.「チャネル管理」をクリックします。
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3.「プライバシーマスク」をクリックします。

4. チャネルを選択し、マウスをドラッグしてマスクエリアを作成し
ます。

「適用」をクリックして保存します。
マスクを消すときは、すべてクリアまたはそれぞれのエリアクリア
ボタンをクリックします。

【ディスプレイ解像度の変更】
　画面の表示解像度を変更します。

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。

3.「ディスプレイ」をクリックします。

4. 設定を確認します。
　解像度：表示解像度を変更します。
　UI 透明度：操作画面背景の透け具合を調整します。
　時刻表示：チェックを入れると画面右上に本体時刻を表示します。
　　　　　（カメラの時刻表示ではありません。）
　表示画面数：起動時の分割画面数です。4 画面を設定します。

設定したら「適用」をクリックします。
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　　解像度を変更する場合はモニターに適した解像度をあらかじめ確認の上変更してください。
　　初期値は 1920 ｘ 1080（1080P）に設定されています。この解像度は一般的な液晶モニター
に最も多く適した解像度ですので、不要な変更はお控えください。
　　解像度の変更を行うと変更後の解像度がモニターに対応していない場合、画面が映らなくなり一切
の操作ができなくなる恐れがあります。変更はできるだけ控えていただくか、万一映らなくなった場合
に備えて別のモニターあるいは VGA 接続ケーブルと対応のモニターをご用意いただくことをお勧めし
ます。

【画面表示位置の入れ替え】
　通常左上から順番に CH1-2-3-4 となっていますが、
マウスのドラッグで画面を入れ替えることができます。
　
　画面をマウスでクリックして掴んで放すイメージで、
画面の位置を自由に入れ替えることができます。

【異常警告】
　特定の異常が発生した場合の動作を設定します。

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。

3.「異常警告」をクリックします。
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4. エラーを選択して発生時の動作を設定します。
■ディスク異常
内蔵ハードディスクにトラブルが発生した際に動作します。
ディスク無し：ハードディスクを認識できなくなった場合の設定を
行います。
ディスクエラー：その他のハードディスクの異常が発生した場合の
設定を行います。

■ネットワーク異常
ネットワーク異常：ネットワークの切断などが発生した場合の設定を行います。
IP 競合：カメラや本製品の IP アドレスが重複した場合の設定を行います。

　有効：チェックを入れると異常時の動作を有効にします。
　画面表示：画面にエラー情報を表示します。
　メール送信：通知メールを送信します。
　ブザー：本製品からブザーを鳴らします。

設定したら「適用」をクリックします。

【自動メンテナンス】
　定期的に自動再起動を行います。※初期値では毎週水曜日午前 3 時に再起動を行います。

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。

3.「自動メンテナンス」をクリックします。

4. 再起動する時刻や曜日を設定します。
自動再起動をやむを得ず無効にする場合は、定期的に手動で再起動
を行ってください。

設定したら適用をクリックします。
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Q&A
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.42）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。
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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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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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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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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。「セキュリティ」をクリックし
ます。

4.「安全性の低いアプリのアクセス」の「アクセスを有効にする：（非
推奨）」をクリックします。

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

4.「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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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）を入力されていることを確認します。

　「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。

1.InternetExplorer のツールボタン　　をクリックし、「インター
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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/

Q. カメラを増設したい。追加するには特別な操作が必要ですか？

A. 特別な操作は不要です。追加するカメラを Cat6 以上の LAN ケーブルでつないでください。自動的に
映像が表示されます。
※すでにカメラを 4 台使用している場合は、4 台以上カメラを増設することはできません。録画機とカメ
ラのセットをもう 1 セットお買い求めください。

Q. 録画機が熱を持っています。大丈夫ですか？

A.HDD が常に稼働しているため、筐体が熱を持つのは異常ではありません。（手で触って熱いと感じる程
度の熱が発生致します。）できるだけ録画機周辺には物を置かず、空気のこもらない場所に置いてご利用く
ださい。




