WBW シリーズ NVR 専用

ACE-AP11 取扱説明書

無線中継器

【ご注意】

NVR セットと同時にご購入の場合は、お届けの時点でマッチング接続が設定されています。オプションでご

購入いただいた場合の操作は、「A」にお進みください。

内容の確認

①ACE-AP11 本体
①

②専用電源アダプター

②

③壁掛け用ねじ・プラグ（各 2 本）
本製品は屋内専用です。

③

屋外で使用することは出来ません。

ACE-AP11 を既に使用中の NVR に導入する場合は、お使いの NVR 及びカメラとのマッチングを行う必要がご

ざいます。「B」の操作にお進みください。
A. オプションでご購入いただいた場合

■リピーター接続

初期状態（全てのカメラが ACE-AP11 とマッチングされている状態）では、リピーター接続を行うことがで

きません。はじめに ACE-AP11 とカメラのマッチングを解除します。
1.（NVR 本体での操作）

マウスを右クリック＞「チャネル管理」＞「リピーター」をク

リックして開きます。

名称・機能

①

⑤

②

① アンテナ

⑥

② スピーカー

⑦

音声ガイド（英語）が流れます。

③ アクセスランプ

③
④
④ 操作ボタン
⑤ LAN ポート
⑥ 電源端子

NVR やカメラが接続されると

2. ルーターと無線接続（点線表示）されたカメラの番号をク

リックするとマッチングが解除され、カメラが NVR 本体と直
接接続されます。

点灯します。
3 秒長押でマッチングを行います。10 秒長押で NVR とのマッチングをリセットします。 3. ルーターの「+」ボタンをクリックし、リピーター接続し
たいカメラを選択します。設定したら「OK」をクリックし、
LAN ケーブルを接続し、有線 LAN 接続を行います。
設定完了です。

電源アダプターを接続します。

⑦ 壁掛けねじ穴

壁掛け使用時にねじを引っ掛けます。

主な使い方

リピーター接続
従来のリピーター接続と同様の接続方法です。
中継カメラ 1 台の代わりに ACE-AP11 を中継器と
無線接続
または有線接続

して接続します。

無線接続

4. 従来のリピーター接続で、他のカメラもリピーターの設定
が可能です。

【この設定の配置イメージ図】
※ACE-AP11 を NVR 本体と有線 LAN 接続すると
より安定した接続が期待できます。

マッチング接続
ACE-AP11 に複数のカメラを接続します。NVR 本体
のアンテナを離れた場所に設置するイメージです。
【駐車場】

■マッチング接続

【事務所】

【倉庫】

B. 既に使用中の NVR に導入する場合

初期状態で既にカメラ 4 台がマッチングされている状態ですので、そのまま使用できます。以下の操作で一

部のカメラのマッチングを解除し、解除したカメラ同士でリピーター接続することも出来ます。

■リピーター接続

1.（NVR 本体での操作）

※NVR をインターネットに接続している場合は、スイッチングハブなどを使用してください。

マウスを右クリック＞「チャネル管理」＞「リピーター」をク

リックして開きます。

1.ACE-AP11 と NVR を LAN ケーブルで有線接続します。

2. マウスを右クリック＞「チャネル管理」＞「リピーター」をク
リックして開きます。

2. ルーター（ACE-AP11）と無線接続（点線表示）されたカメ
ラの番号をクリックするとマッチングが解除され、カメラが

NVR 本体と直接接続されます。ここでは例として 2 台のカメ

3. ルーターの「+」ボタンをクリックし、リピーター接続し

ラのマッチングを解除します。

たいカメラを選択します。設定したら「OK」をクリックし、
設定完了です。

3. 解除した 2 台のカメラをリピーター接続します。NVR によ
り近いほうのカメラの「+」ボタンをクリックし、もう一台
のカメラを選択し、「OK」をクリックします。

4. 従来のリピーター接続で、他のカメラもリピーターの設定
が可能です。

4. カメラ 2 台は ACE-AP11 とマッチングされたまま、マッチ

ングを解除した 2 台はリピーター接続として接続されました。

【この設定の配置イメージ図】

【この設定の配置イメージ図】
※ACE-AP11 を NVR 本体と有線 LAN 接続すると
より安定した接続が期待できます。

リピーター
【駐車場】

【事務所】

NVR と ACE-AP11 を無線で繋ぐ場合は
1. マウスを右クリック＞「チャネル管理」＞「リピーター」をク

【車庫】

マッチング

リックして開き、「ルーター」のボタンをクリックします。
【自宅】

【倉庫】

4.NVR とルーター（ACE-AP11）が有線接続（実線表示）され、ルー

2.「一致」ボタンをクリックします。NVR と ACE-AP11 のマッ

ターと各カメラが無線接続（点線表示）されていれば、マッチン

チングが開始されます。

グ成功です。

※表示が更新されるまで時間がかかる場合があります。一度画面
を閉じて再度開いてみてください。

以上でカメラのマッチング設定は完了です。

NVR とルーター（ACE-AP11）を無線接続する場合は、本紙 4 ペー

3.「無線接続一致」の表示が出たら、
「OK」をクリックします。

ジ「NVR と ACE-AP11 を無線で繋ぐ場合は」をご覧ください。

以上で設定が完了です。ACE-AP11 から LAN ケーブルを外し
てください。

【マッチングによる配置イメージ図】
※ACE-AP11 を NVR 本体と有線 LAN 接続すると
より安定した接続が期待できます。

■マッチング接続

まずは ACE-AP11 とカメラを有線 LAN で接続します。リピーター接続と異なり、複数のカメラをマッチング

できます。（複数のカメラをマッチングする場合は、スイッチングハブを使用し、まとめてマッチングを行うこ
とが出来ます。）

全カメラを ACE-AP11 とマッチング

1.ACE-AP11 の操作ボタンを 3 秒間押して離します。
※設定時にスピーカーから音声が流れます。

3 秒押して離す

2.「wiﬁ match code is running ！ please wait..」（マッチング

【事務所】

開始、お待ちください…）のメッセージが流れます。少し待

【倉庫】

つと、「wiﬁ matching succeed ！」（マッチング成功）のメッ
セージが流れます。

更に少し待つと、ACE-AP11 のアクセスランプが点灯し、マッ
チング完了です。

マッチング完了
後ランプが点灯
します。

ACE-AP11 は有線接続で、カメラ 3 台を
マッチング。1 台は NVR 本体と無線接続

同じ要領で残りのカメラをマッチングします。

有線 LAN

3. マッチングを終えたら、ACE-AP11 と NVR 本体を LAN ケー
ブルで有線接続詞、NVR 本体で接続状態を確認します。

マウスを右クリック＞「チャネル管理」＞「リピーター」をク

リックして開きます。

【事務所】

【ご注意】

・ACE-AP11 とマッチングしたカメラはリピーターモードで使用できません。

・必ずしも 4 台全てをマッチングする必要はありません。カメラの設置場所によっては、リピーター接続が最

【倉庫】

3. 下段のリストの「すべて削除」をクリックし、登録済みの
カメラを一旦削除します。

適な場合、NVR との直接接続が最適な場合がございます。用途に応じて設定を行ってください。

・ACE-AP11 をご利用いただくことで、無線通信距離の延長やが期待できますが、いかなる環境においても通信
改善の効果をお約束するものではありません。

・ACE-AP11 が送受信する電波は、従来のカメラと NVR が使用する 2.4GHz と同じ周波数の電波です。競合する
周波数帯の干渉や、障害物に対しての感度が強化されるものではありませんので予めご了承ください。

誤ってマッチングを解除してしまった場合の復旧方法
1.ACE-AP11 と NVR を有線接続している場合は、無線接続に

4. 上段リストの「自動追加」をクリックします。メッセージ
が表示されたら、全て「OK」をクリックします。
リストが下段に移動し、映像が表示されます。
以上で再マッチングが完了です。

切り替えます。

無線接続の状態で、ACE-AP11 の操作ボタンを 3 秒間押し

て離します。

3 秒押して離す

※設定時にスピーカーから音声が流れます。

「IP カメラ切断」と表示されたまま映像が映らない場合
1. マウスを右クリック＞「チャネル管理」をクリックします。

2.「wiﬁ match code is running ！ please wait..」（マッチング
開始、お待ちください…）のメッセージが流れます。少し待

つと、「wiﬁ matching succeed ！」（マッチング成功）のメッ
セージが流れます。

マッチング完了

更に少し待つと、ACE-AP11 のアクセスランプが点灯し、再

します。

後ランプが点灯

マッチングが完了します。

2.「IP カメラ切断」と表示されたカメラを選択し、
「削除」（ま
たは「全て削除」）をクリックしてリストから削除します。

マッチングやその解除操作後、映像が映らなくなってしまった場合
1. マウスを右クリック＞「チャネル管理」をクリックし開きま
す。

「検索」をクリックします。
3.「マッチング」または「自動追加」をクリックして、復旧
をお試しください。

2. 上段のリストにカメラの台数分の IP アドレスが表示される
ことを確認します。

※IP アドレスの 1 つは ACE-AP11 の番号です。例えばカメラ

2 台が映らない場合、合計 3 つの IP アドレスが、上段のリス
トに表示されます。

