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本書は、遠隔視聴サービス「シャープモバイルビューイング」のサービス利用マニュアルで

す。 

本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

ご使用に際しては、関連する『サービス利用マニュアル（Androidアプリ編）(iOS アプリ編)』

『ファームウェアアップデート操作マニュアル』、および、ネットワークカメラやネットワー

ク・ビデオ・レコーダー等関連商品の『取扱説明書』も必ずお読みください。 

必要に応じて、本書を印刷してお使いください。 
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本書について 

本書は、遠隔視聴サービス「シャープモバイルビューイング」に適用されます。 

本書に記載されている情報は、管理ページやファームウェアまたはアプリのアップデートやそ

の他の理由により、予告なしに変更されることがあります。  

弊社ウェブサイト（https://jp.sharp/business/security-camera/）にて、最新のバージョン

をお確かめください。 

 

免責 

弊社は、このアプリに起因するサイバー攻撃、ハッカー攻撃、ウイルス検査、またはその他のイ

ンターネットセキュリティリスクに起因する異常動作、プライバシー侵害、またはその他の損害

に対する責任を負わないものとします。 
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第 1 章 概要 

1.1 はじめに 

本書では、遠隔視聴サービス「シャープモバイルビューイング」を使用する際に必要となる以下

について、その操作方法を記載します。 
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1.2 システム要件（実行環境） 

管理ページ 

OS Windows 7 以降/macOS 10.12以降 

ブラウザ 
Internet Explorer 11以降/Google Chrome/ 

Safari 10以降 

アプリ OS Android 7.0以降/iOS 12.4以降 

対応デバイス 

カメラ シャープ製ネットワークカメラ YKシリーズ 

NVR 
シャープ製ネットワーク・ビデオ・レコーダー 

YC-Rシリーズ 

ネットワーク 
環境 

カメラ・NVRがインターネットに接続できる環境 

(IPv6非対応) 

ルーター ポートマッピング機能を有するもの 

ご注意：ファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。ファームウェアアップデ

ート方法は『ファームウェアアップデート操作マニュアル』をご確認ください。対象機種は弊社

ウェブサイト（https://jp.sharp/business/security-camera/）にてお確かめください。 

1.3 表記 

説明を簡単にするために、以降の章では、以下の通り表記します。 

・ 「ネットワークカメラ」を「カメラ」、「ネットワーク・ビデオ・レコーダー」を「NVR」と表

記します。 

・ 「シャープモバイルビューイング」を「本サービス」、「シャープモバイルビューイング公式

アプリ SHARPビュー」を「本アプリ」と表記します。 

・ カメラまたは NVRを「デバイス」と表記する場合があります。 

1.4 用語の定義 

本書における用語を、以下の通り定義します。 

・ 「管理ページ」とは、本サービスのユーザー登録、デバイス登録、デバイス管理などを行う

ウェブページ（https://mobileviewing.net）を指します。 

・ 「ビューサイト」とは、ユーザーがカメラ映像を視聴する際や管理する際のグルーピングを

指します。 

https://mobileviewing.net/
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・ 「（ビューサイトの）共有」とは、ユーザーが自分の管理するビューサイトに属するカメラの

映像を、他のユーザーに対し、その閲覧権を付与する行為を指します。 

・ 「デバイス」とは、カメラまたは NVRのことを指します。 

1.5 注意事項 

・アプリのご利用には、インターネットに接続できる環境が必要です。 

・アプリを利用したことによって発生した通信料金はお客様のご負担となります。快適にご利

用いただくために、定額制サービス等のご利用をおすすめします。 

・動作環境を満たす、すべての機種での動作を保証するものではありません。 

・ご利用いただいているカメラによって、対応していない機能があります。 
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第 2 章 事前準備 

本章では、本サービスを利用する上でユーザー登録前に必要となる事前準備について記載し

ます。 

2.1 必要機材 

①カメラ/NVR  

・ シャープ製ネットワークカメラ(YK シリーズ)、シャープ製 NVR(YC-R シリーズ) 

・ NVR を使用せず、カメラだけの運用でもご利用いただけます。 

ご注意：シャープ製 NVR（YC-R シリーズ）に接続している他社製カメラについて、動作は

保証できません。 

②インターネット回線・プロバイダ契約 

・ カメラ/NVR をインターネットにつなげるために必要です。 

・ グローバル IPv4 アドレスは、固定 IPv4 アドレスである必要はありません。 

③ルーター 

・ カメラ/NVR をインターネットにつなぐとともに、スマートフォンから カメラ/NVR に接

続するために必要です。 

・ ルーターには、ポートマッピング機能が必要です。 

ご注意：カメラだけで運用している場合でも、法令上、インターネットに接続する際は、必

ずルーターなどの機器を経由して接続してください。 

④パソコン 

・ サービスへの登録や、カメラ/NVR の設定に必要です。 

・ パソコンは、インターネットに接続できる必要があります。 
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2.2 ファームウェアアップデート 

本サービスを利用するには、デバイスのフ

ァームウェアが右記のバージョン以上であ

る必要があります。 

お使いのデバイスのファームウェアバージ

ョンをご確認いただき、必要であればファ

ームウェアアップデートを実施してくださ

い。 

ファームウェアは下記 URL からダウンロー

ドいただけます。

https://jp.sharp/business/security-camera/ 

ヒント：NVRを含む環境の場合(NVRにカメラを接続している場合)、カメラのファームウェアア

ップデートは不要です。 

 

2.3 デバイスのインターネット接続 

本サービスを利用してスマートフォンからカメラ映像を視聴するには、カメラまたは NVR をイ

ンターネットに接続する必要があります。 

以下に、当社製デバイスをインターネットに接続する方法を記載します。お客様のご利用環境に

合わせてインターネットに接続してください。 

ご注意: 当社製カメラ（YKシリーズ） および NVR（YC-Rシリーズ）は法令上、電気通信事業

者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN 

を含む）に 直接接続することはできません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ず

ルーターなどの機器を経由して接続してください。 

  

https://jp.sharp/business/security-camera/


 

9 

 

 

カメラのみの環境 

 

 

 

 

NVR を含む環境 

 

 

 

 

2.3.1 デバイスの事前準備 

カメラまたは NVR をインターネット接続ができるルーターまたはネットワークハブに接続して

ください。また、同じネットワーク（ネットワークアドレスが同じ範囲）にパソコンを接続して

ください。カメラまたは NVR のネットワーク設定については各機種の『取扱説明書（操作・設

定編）』をご参照ください。 

 

2.3.2 デバイスのネットワーク設定の確認 

シャープモバイルビューイングを利用するためには、ルーターにポートマッピング設定を行う

必要があります。そのためには、接続するカメラまたは NVR の IPv4 アドレスおよびポート番

号の情報が必要になります。 

●機器接続構成 
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①パソコンをデバイスへ接続し、デバ

イスにアクセスする。 

②デバイスの[環境設定]> [ネットワ

ーク]> [基本設定]>[TCP/IP]を選択し、

TCP/IP 設定インターフェイスを表示し

ます。 

③ IPv4 アドレスの値を確認します。 

 

 

 

ご注意: インターネットに接続するためには、IPv4 アドレス、IPv4 サブネットマスク、IPv4 デ

フォルトゲートウェイ、優先 DNS サーバーが適切に設定されている必要があります。     

ネットワーク設定については各機種の『取扱説明書（操作・設定編）』をご参照ください。    

設定すべき値については接続しているルーターの設定をご確認いただくか、ネットワーク管理

者にご確認ください。 

ご注意: 同じネットワークに複数のカメラまたは NVR を設置してシャープモバイルビューイン

グを使用する場合、使用する IPv4 アドレスがカメラまたは NVR 間で重複してはいけません。   

カメラまたは NVRの IPv4 アドレスが重複しないように設定してください。 

ポート番号の確認方法： 

 

 

 

 

 

 

①デバイスの[環境設定]> [ネットワー

ク]> [基本設定]>[ポート]を選択し、

ポート設定インターフェイスを表示し

ます。 

②必要となるポート番号の値を確認し

ます。必要となるポート番号は、必要な

機能や機種により異なります。次のペー

ジに一般的なポート番号（well-Known番

号）を記載いたしますのでご参照くださ

い。 
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 接続方法(※1) HTTPS対応(※2) 

YK-B021C HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-B021F HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-B081F HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-B121F HTTP（80） X：非対応 

YK-D021B HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-D021F HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-D081F HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-D121F HTTP（80） X：非対応 

YK-F031A HTTP（80）  X：非対応 

YK-F051A HTTP（80） X：非対応 

YK-F121B HTTP（80）  X：非対応 

YK-P021F HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-P041G HTTP（80）, HTTPS（443） 〇：対応 

YK-H021A HTTP（80） X：非対応 

YC-R0814 HTTP（80）, RTSP（554） X：非対応 

YC-R1618 HTTP（80）, RTSP（554） X：非対応 

YC-R162C HTTP（80）, RTSP（554） X：非対応 

 

※1: 接続方法とは、カメラや NVRの機器情報の取得や、スマートフォンから映像を視聴する際

の通信方式です。 

※2: HTTPSのポート番号設定は、カメラまたは NVRとの接続に HTTPSを使用する場合に必要に

なります。 
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ご注意: HTTPS接続して使用できる機種は下記の表をご参照ください。HTTPSを選択した場合、

ライブビューはできますが、録画の再生は使用できません。録画の再生を行う場合には HTTPを

使用ください。また、HTTPSによるライブビューでは、高ビットレートの場合に映像が乱れる

可能性があります。その場合はビデオのビットレートを下げてください。 

 

対応機種 暗号化対象 

YK-B021C,YK-B021F,YK-B081F, 

YK-D021B,YK-D021F,YK-D081F, 

YK-P021F,YK-P041G 

・デバイスの検出 

・デバイス情報の取得 

・ライブビュー 

ご注意: 同じネットワークに複数のカメラまたは NVRを設置してシャープモバイルビューイン

グを使用する場合、使用するポート番号がカメラまたは NVR間で重複してはいけません。カメ

ラまたは NVRのポート番号を重複しないように設定してください。ポート番号の設定方法につ

いては各機種の『取扱説明書（操作・設定編）』をご参照ください。 

 

ご注意:HTTPポートの値を一般的なポート番号（well-Known番号）から変更した場合、Webブ

ラウザでポート番号を変更したカメラまたは NVRに接続するためには、URLにポート番号を指

定する必要があります。 

例:  

IPv4 アドレスが 192.168.1.64、HTTPポートが 81のデバイスの場合

URL:http://192.168.1.64:81 

 

ヒント: IPv4 アドレスまたはポート番号の値を変更した場合、Internet Explorer を使用して

変更後の IPv4 アドレスとポート番号を用いてカメラまたは NVRに接続できることを確認してく

ださい。接続に成功した場合、以下のような画面が表示されます。 

 

 

 

http://192.168.1.64:81/
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2.3.3 ルーターの設定 

シャープモバイルビューイングを使用するためには、インターネットに接続しているルータ

ーにポートマッピングの設定を行う必要があります。ルーターの設定方法については、お持

ちのルーターの取扱説明書をご参照ください。 

ポートマッピングを行うためにはシャープモバイルビューイングで使用するカメラまたは

NVR の IPv4 アドレスとポート番号の情報が必要になります。カメラまたは NVR に設定して

あるポート番号をそのカメラの NVRの IPv4 アドレスに転送されるように設定してくださ

い。カメラまたは NVRの機種により設定が必要なポート番号は異なります。2.2.2デバイス

のネットワーク設定の確認をご確認ください。 

 

ご注意: ポートマッピング設定では、必ず変換元ポート番号と変換先ポート番号を同じ値に

する必要があります。 

 

ご注意: カメラまたは NVR と同一ネットワークに接続したスマートフォンから SHARPビュー

を使用する場合、ルーターの NAT loopback(ヘアピン NAT)機能を有効にする必要がありま

す。詳しくはルーターの販売元もしくはネットワーク管理者にご確認ください。 

 

ヒント: ルーターでのポートマッピングの設定を行った後、Internet Explorer を使用し、

ルーターのグローバル IPとポートマッピング設定を行った HTTPポートの値にてカメラまた

は NVRに接続できることを確認してください。ルーターのグローバル IPv4 アドレスの確認

方法についてはルーターの取扱説明書をご参照ください。接続できない場合は、ルーターの

その他のセキュリティ設定によって通信が遮断されていないか、ネットワーク管理者に問い

合わせるなどして確認してください。 

 

ヒント: ルーターの NAT loopback(ヘアピン NAT)機能を有効にしていない場合、カメラまた

は NVRと同一ネットワークにあるパソコンから、Internet Explorerでカメラまたは NVRに

接続できません。インターネットに接続できる別ネットワークにあるパソコンから接続する

か、ルーターの NAT loopback(ヘアピン NAT)機能を有効にしてから接続してください。ルー

ターのグローバル IPv4 アドレスの確認方法についてはルーターの取扱説明書をご参照くだ

さい。 

 

例: ルーターのグローバル IPv4 アドレス:aaa.bbb.ccc.ddd 

接続確認するカメラまたは NVRの HTTPポート:81の場合 

URL:http://aaa.bbb.ccc.ddd:81 

 

ヒント: Internet Explorer を使用してインターネット経由でカメラまたは NVR に接続し映像

を視聴する場合、ポートマッピングが必要なポート番号はカメラまたは NVR の「ライブ画

像のパラメータ」の設定値により決まります。ポートマッピングが必要なポート番号は次頁

の表をご参照ください。「ライブ画像のパラメータ」については各機種の『取扱説明書（操

作・設定編）』をご参照ください。 

http://aaa.bbb.ccc.ddd:81/
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※NVR はライブ画像のパラメータとして HTTPを選択することはできません。 

※( )の数値はデフォルトのポート番号です。 

※https://で接続する場合、カメラまたは NVRの HTTPSの有効化を行う必要があります。 

※UDP を使用する場合、別途 PC 側のルーターに UDPを転送する設定が必要になります。 

 
 
 
 
 
  

 

ライブ画像のパラメータの設定値 

Internet Explorer 

での接続方法 TCP UDP HTTP 

http:// HTTPポート番号(80) 

HTTPポート番号(80) 

RTSPポート番号(554) HTTPポート番号(80) 

https:// 

HTTPポート番号(80) 

HTTPSポート番号(443) 

HTTPSポート番号(443) 

RTSPポート番号(554) 

HTTPポート番号(80) 

HTTPSポート番号(443) 
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第 3 章 ユーザー登録 

3.1 ユーザー登録 

① 1 ) 「シャープモバイルビューイング」管理ページへログインします。 

①ブラウザから https://mobileviewing.net   

にアクセスします。ログイン画面が開き

ます。 

②「新規会員登録はこちら」をクリック  

します。 

 

 

 

 

 

ヒント：弊社ウェブページ(https://jp.sharp/business/security-camera/)の[シャープモバイルビュ

ーイング]タブの[サービスページへ] からもアクセスできます。

2 ) 利用規約・個人情報の取り扱いが表示されます。 

①内容を最後までよくお読みいただき、

「利用規約、個人情報の取扱いに同意し

ます」のチェックボックスにチェック

し、「次へ」をクリックします。 

               

 

 

 

 

 

 

https://mobileviewing.net/
https://jp.sharp/business/security-camera/
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3) 新規ユーザー登録画面が表示されます。  

① E メールアドレス・パスワードなど、必

要事項を入力し、「次へ」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント：入力した E メールアドレスがユーザーID となります。ユーザーID とパスワードは今後、

管理ページにログインする際に必要となります。     

 

4 ) 契約者情報の確認画面が表示されます。

①入力内容を確認し、「仮登録メールの送

信」をクリックします。 

②入力された E メールアドレス宛に仮登

録のお知らせが送信されます。

③ 仮登録お知らせのメールが届いたら、

メール本文の URL をクリックし、本サー

ビスへの登録を完了させてください。 

 

 

 

 

ご注意：仮登録完了メール送信後、24 時間以内に承認されない場合、仮登録は無効となります。 

ヒント：仮登録完了メールが届かない場合、次の可能性が考えられます。 

・入力いただいた E メールアドレスは間違っていませんか？ 
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・迷惑メールとして別のフォルダ（迷惑メールフォルダやゴミ箱など）にメールが届いてい

ませんか？ 

・メールのドメイン指定受信を設定されていませんか？設定されている場合、@sharp.co.jp 

からメールを受信できるように設定してください。

 

5) 本登録完了画面が表示されれば、登録完了です。 
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3.2  ログイン 

1)「シャープモバイルビューイング」管理ページへログインします

①ブラウザから https://mobileviewing.net 

にアクセスします。ログイン画面が開きま

す。 

②登録したユーザーID（E メールアドレ

ス）とパスワードを入力し、「ログイン」

をクリックします。 

ヒント：パスワードを忘れた場合は、「パス

ワードを忘れた方はこちら」から再発行で

きます。 

 

 

2) デバイス管理画面が表示されれば、ログイン成功です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://mobileviewing.net/
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第 4章 ダイナミック DNS（DDNS）設定 

本サービスでは、DDNSサービスが提供されます。 

DDNS サービスは、デバイスに固有のドメイン名を付与し、IPv4 アドレスが変わっても、その

ドメイン名で目的のデバイスにアクセスできるようにするものです。（家の表札が変わっても、

住所があればその家を訪問できるのと同じイメージです。） 

ヒント：DDNSサービスを利用すると、固定 IPv4 アドレスがなくても、動的 IPv4 アドレスを

介して外部から目的のデバイスにアクセスできるようになります。 

 

4.1 DDNS 登録 

本サービスで利用する DDNS のドメイン名を登録する方法について記載します。 

1)「シャープモバイルビューイング」管理ページへログインします。 

①「DDNS」をクリックして DDNS 管理

画面に移動し、「新規登録」をクリック

します。 
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2) 登録する DDNS の情報を入力します。 

① 以下を参考に入力してくだい。 

・ドメイン名：DDNS のドメイン名を

入力 

****.mobileviewing.net                    
****は、半角英数字と”-“で任意に設定でき

ます。 

・ユーザー名:DDNS のユーザー名を入力 

・パスワード：DDNS のパスワードを入力 

②入力内容を確認し、「登録」をクリックし

ます。 

 

ヒント：ドメイン名は、10 個まで登録できます。 

ヒント：ユーザー名とパスワードは、DDNS 管理用のものを設定してください。ここで登録し

た値は、デバイスの DDNS 設定で必要になります。 

3) DDNS 管理画面に表示される登録済み DDNS の内容を確認します。 
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4.2 デバイスの DDNS 設定 

管理ページで登録した DDNS をデバイスに設定する方法について記載します。 

ここでは、デバイスを Web ブラウザ（Internet Explorer）から設定する方法について記載し

ます。デバイスの設定方法は機種によって異なる場合がありますので、詳しい情報は、該当

機種の『取扱説明書（操作・設定編）』をご確認ください。 

1) パソコン等で Internet Explorer を実行し、アドレスバーにデバイスの IPv4 アドレスを入力

し、デバイスにアクセスします。 

ヒント：デバイスがパソコンと同じネットワークに接続された環境で実施してください。 

 

2) DDNS 設定インターフェイスを表示します。 

①「環境設定」>「ネットワー

ク」>「基本設定」>「DDNS」

の順に選択します。 

②「DDNS 有効」チェックボ

ックスをチェックして DDNS

機能を有効にします。 

 

 

3) 必要事項を入力します。 

① 以下を参照して入力してくだ

さい。 

・DDNS タイプ：「SHARP」を選択 

・ サ ー バ ー ア ド レ ス ：

「mobileviewing.net」を入力 

・ドメイン：4.1 DDNS 登録で設定

したドメイン名を入力 

・ユーザー名：4.1 DDNS 登録で設

定したユーザー名を入力  

・パスワード：4.1 DDNS 登録で設定

したパスワードを入力 

・確認：パスワードを確認のため再

入力 

4) 「保存」をクリックして、設定を保存します。 
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4.3 DDNS 確認 

本サービスで利用するDDNSのドメイン名が有効になっていることを確認する方法について

記載します。 

1) 管理ページにログインします。 

2)「DDNS」をクリックして DDNS 管理画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ) 登録した DDNS のステータスが有効になっていることを確認します。 
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第 5 章 デバイス登録・管理 

本章では、本サービスを利用するためのデバイスの設定、サービスへのデバイス登録および

デバイスの管理方法について記載します。 

 

5.1 デバイス設定 

本サービスを利用するために必要な、デバイスの設定方法について記載します。 

ここでは、デバイスを Web ブラウザ（Internet Explorer）から設定する方法について記載し

ます。 

 

5.1.1 ONVIF 機能を設定する 

本サービスを利用するためには、デバイスの ONVIF機能を有効にする必要があります。 

1) パソコン等で Internet Explorer を実行し、アドレスバーにデバイスの IPv4 アドレスを入力

し、デバイスにアクセスします。 

2) 統合プロトコルインターフェイスを表示します。 

①「環境設定」>「ネットワーク」>「詳

細設定」>「統合プロトコル」の順に選

択します。 

②「ONVIF を有効化」チェックボックス

をチェックします。 

③「ユーザーリスト」の「追加」をクリ

ックし、ONVIF ユーザー追加のダイアロ

グを表示します。 

 

 

 

ヒント：一部の機種(YK-F031A、YK-F051Aなど）には、「ONVIFを有効化」チェックボックスがあ

りません。この場合、ONVIFは常に有効になっています。 
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3) 必要事項を入力します。 

① 以下を参照して入力してください。 

・ユーザー名：デバイスのユーザーアカウ

ントと同一のものを入力 

・パスワード：デバイスのユーザーアカウ

ントと同一のもの 

・確認：上記パスワードと同一のもの 

・ユーザータイプ：「管理者」を選択 

②「OK」をクリックして、ダイアログを

閉じます。 

 

 

 

ご注意：ユーザー名とパスワードは、必ず、デバイスのユーザーアカウントと同一のものを設定

してください。デバイスのユーザーアカウントが複数ある場合、ユーザータイプが「管理者」ま

たは「オペレーター」のユーザーアカウントから選択してください。 

なお、デバイスのユーザーアカウントは、[環境設定]＞[システム]＞[ユーザー管理]から確認で

きます。 

4) 「保存」をクリックして、設定を保存します。 
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5.1.2 時刻を設定する 

デバイスに正しい時刻を設定します。特に録画再生を利用される場合は、正しい時刻を設定

してください。 

1) パソコン等で Internet Explorer を実行し、アドレスバーにデバイスの IPv4 アドレスを入力

し、デバイスにアクセスします。 

2) 時間設定インターフェイスを表示します。 

①「環境設定」>「システム設定」>「時

間設定」の順に選択します。 

②「NTP」チェックボックスを有効にし

て自動で時刻を取得するように設定

します。 

 

 

 

 

 

ヒント：「手動時間同期」のチェックボックスを有効にし、「コンピュータの時間と同期しま

す」のチェックボックスを有効にすることで、パソコンの時刻をデバイスの時刻として設定

することもできます。 

3)「保存」をクリックして、設定を保存します。 

 

5.1.3 OSDで日時表示を設定する 

本サービスで録画再生を視聴する際、いつの録画データかを確認するために設定が必要です。 

ヒント：OSD設定では日時以外にカメラ名を表示することもできます。 

 

1) パソコン等で Internet Explorer を実行し、アドレスバーにデバイスの IPv4 アドレスを入力

し、デバイスにアクセスします。 
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2) OSD 設定インターフェイスを表示します。 

①「環境設定」>「画像」>「OSD 設定」

を順に選択します。 

②「日時表示」および「曜日表示」チェ

ックボックスを有効にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント：カメラ映像にカメラの名称も表示したい場合は、「表示名」チェックボックスを有効

にしてください。「カメラ名」に入力した名称が映像に表示されます。 

 3)「保存」をクリックして設定を保存します。 
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5.2 ビューサイトの登録と管理 

本サービスでは、デバイスの管理・閲覧グループとしてビューサイトを使用します。ここで

は、ビューサイトの登録および管理方法について記載します。なお登録は、管理ページから

実施します。 

ヒント：ビューサイトは、サービス登録時に１つ登録されています。ビューサイト１つのみ

で運用される場合は、新規登録する必要はありません。 

5.2.1 ビューサイトを新規登録する 

ビューサイトを新しく作成する方法について記載します。 

1) 管理ページにログインします。 

2)「ビューサイト」を選択します。 

①「ビューサイト新規作成」をクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

3) ビューサイト作成画面が開きます。 

①「ビューサイト名」に任意の名称を入

力し、「登録」をクリックします。  

ヒント：ビューサイト名称は 32文字以

内で任意に設定できます。 
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4) ビューサイト管理画面で、登録されていることを確認します。 

 

  

 

 

 

 

 

5.2.2 ビューサイトの名称を変更する 

登録したビューサイトの名称を変更する方法について記載します。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「ビューサイト」を選択し、ビューサイト管理画面を表示します。 

①目的のビューサイトの「ビュ

ーサイト名」をクリックします。 

②「編集」「共有ユーザーの設定」

「削除」ボタンが表示されます。 

③「編集」をクリックします。 

 

 

  



 

29 

 

3) ビューサイト編集画面が開きます。 

①ビューサイト名のボックスを編集し、

「登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

4) ビューサイト管理画面で、名称が変更されていることを確認します。 
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5.2.3 ビューサイトを共有する 

本サービスでは、登録しているカメラの映像を、他のユーザーに共有することができます。

ここでは、共有の設定方法について記載します。 

ご注意：共有は、ビューサイト単位で行われます。共有するビューサイト内のカメラすべて

を他のユーザーに共有してもよいか、十分ご確認いただいた上で、共有を設定してください。 

ヒント：管理者を含めてユーザー数 3名までビューサイトを共有することができます。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2)「ビューサイト」を選択し、ビューサイト管理画面を表示します。 

①目的のビューサイトの「ビュ

ーサイト名」をクリックします。 

②「編集」「共有ユーザーの設

定」「削除」ボタンが表示されま

す。 

③「共有ユーザーの設定」 をク

リックします。 

 

3)ビューサイトの共有設定画面が開きます。 

①「追加するユーザーのユーザーID(E

メールアドレス)」に、共有したいユー

ザーの E メールアドレスを入力します。 

②「ビューサイトを共有する」をクリ

ックします。 

 

 

 

 

ヒント：Eメールアドレスは、本サービスのユーザーID（Eメールアドレス）です。共有され

るユーザーも、本サービスへの登録（ユーザーIDの取得）が必要です。 
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4) ビューサイト管理画面で、共有ユーザーに追加されていることを確認します。 

ヒント：共有したユーザーには、システムから共有に追加されたことを通知するメールが送

信されます。 

ヒント：共有を解除する場合は、ビューサイト管理画面で目的のビューサイトを選択し、「共

有ユーザーの設定」をクリックし、該当するユーザーの「解除」をクリックしてください。 

 

5.2.4 ビューサイトを削除する 

ビューサイトを削除する方法を記載します。 

 

ご注意：ビューサイトを削除すると、共有していたユーザーからもカメラ映像を視聴できな

くなります。共有ユーザーには、システムからビューサイトの共有が解除されたことを通知

するメールが送信されます。また、ビューサイトに登録していたデバイスは、どのビューサ

イトにも登録されていない状態になります。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「ビューサイト」 を選択し、ビューサイト管理画面を表示します。 

 

① 目的のビューサイトの

「ビューサイト名」をクリ

ックします。 

②「編集」「共有ユーザーの

設定」「削除」ボタンが表示

されます。 

③「削除」をクリックしま

す。 
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3) 確認のダイアログが表示されます。 

 ①「削除」をクリックします。 

 

 

 

 

4) ビューサイト管理画面で、ビューサイトが削除されていることを確認します。 

 

5.2.5 ビューサイトの共有を解除する 

本サービスでは、他のユーザーへのビューサイトの共有を解除することができます。ここで

は、共有の解除方法について記載します。 

ご注意：共有は、ビューサイト単位で行われます。共有するビューサイト内のカメラすべて

を他のユーザーに共有してもよいか、十分ご確認いただいた上で、共有を設定してください。 

ヒント：ビューサイトの管理者及び共有ユーザーのどちらかでも、共有を解除できます。 

方法： 

（ビューサイトの管理者から解除する場合） 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「ビューサイト」を選択し、ビューサイト管理画面を表示します。 

3) 目的のビューサイトの「ビューサイト名」をクリックします。 

4) 「編集」「共有ユーザーの設定」「削除」ボタンが表示されます。 

5) 「共有ユーザーの設定」をクリックします。 
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6) ビューサイトの共有設定画面が表示されます。 

①解除する共有ユーザ

ーの「解除」をクリック

します。 

 

 

 

7) 確認画面で「解除」をクリックします。 

 

（共有ユーザーから解除する場合） 

1) ビューサイト管理画面の共有ビューサイト一覧の中から、解除したいビューサイトをクリ

ックします。 

 

2) 「共有ユーザーの設定を破棄」をクリックします。 
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3) 確認のダイアログが表示されます。 

①「破棄」をクリックしま

す。 

 

 

 

5.3 デバイス登録と管理 

本サービスに、映像を視聴するデバイスを登録および管理する方法について記載します。登

録は、管理ページから実施します。 

 

5.3.1 デバイスを新規登録する 

本サービスで利用するデバイスを新規に登録する方法について記載します。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「デバイス管理」の「新規登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

ビューサイト 
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3) 新規デバイス登録画面が標示されます。 

①登録するデバイスの情報を入力します。 

ヒント：以下を参考に入力してください。 

・IPv4 アドレスまたはドメイン名：デバイス

に設定したドメイン名を入力（固定 IPv4 アド

レスで接続しているデバイスの場合は IPv4ア

ドレスを入力） 

・接続方法：HTTPまたは HTTPS を選択 

・ポート番号：デバイスに設定した、接続方法

で選択している HTTPまたは HTTPSのポート番

号を入力 

・ユーザー名：デバイスの ONVIF ユーザー名

を入力 

・パスワード：デバイスの ONVIF パスワード

を入力 

 

 

ヒント：HTTP よりも HTTPS の方がセキュリティの高い通信方法になります。HTTPS を使用す

る場合はデバイスの HTTPS を有効にする必要があります。HTTPS に対応するデバイスについ

ては 3.2 デバイスのネットワーク設定の確認をご参照ください。 

4) 「検出」をクリックします。検出に成功すると、デバイス情報が表示されます。 

 

ヒント：NVRを登録した場合、NVR と接続してい

る複数のカメラ情報が [チャンネル情報]に表

示されます。 

ヒント：検出に失敗した場合は再度デバイス登

録を実施してください。 
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5) 「デバイス名」「表示名」「ビューサイト」を設定します。 

ヒント：デバイス名は、管理ページでデバイスを識別する際に表示される名称です。任意に

設定できます 

ヒント：表示名は、スマートフォンなどからカメラ映像を視聴する際に表示される名称です。

任意に設定できます。 

ヒント：ビューサイトは、任意のビューサイトを選択してください。ビューサイトには、最

大 10チャンネルまで登録できます。 

ヒント：カメラを登録する場合、「接続機種」は自動検出されますが、NVR を登録する場合、

実際の接続状況に合わせて、「接続機種」を選択する必要があります。 

6) 「登録」をクリックし、設定を完了します。 

7) デバイス管理画面で、登録した情報を確認します。 
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5.3.2 デバイスを編集する 

デバイスの管理方法について記載します。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「デバイス管理」を選択し、デバイス管理画面を表示します。 

①目的のデバイスの「デバイス

名」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

3) デバイスの詳細が開き、「編集」「再検出」「削除」ボタンが表示されます。 

①「編集」をクリックします。 
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4) デバイスの編集画面が標示されます。 

①編集したい項目を編集し、「登録]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) デバイス管理画面で、編集した内容が反映されていることを確認します。 

 

NVRに接続したカメラの接続構成を変更した場合、デバイスの再検出を行ってカメラを認識させ

る必要があります。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「デバイス管理」を選択し、デバイス管理画面を表示します。 

3) 目的のデバイスの「デバイス名」をクリックします。 

4) デバイスの詳細が開き、「編集」「再検出」「削除」ボタンが表示されます。 
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①「再検出」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

5) 各チャンネル情報を編集し、「登録」をクリックします。 

6) デバイス管理画面で、編集した内容が反映されていることを確認します。 
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5.3.3 デバイスを削除する 

デバイスを削除する方法について記載します。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) 「デバイス管理」を選択し、デバイス管理画面を表示します。 

3) 目的のデバイスの「デバイス名」をクリックします。 

4) デバイスの詳細が開き、「編集」「再検出」「削除」ボタンが表示されます。 

①「削除」をクリック

します。 

 

 

 

 

 

5) 確認のダイアログが表示されます。 

①「削除」をクリックします。 

 

 

 

 

6) デバイス管理画面で、削除されていることを確認します。 

ご注意：デバイスを削除すると、共有していたユーザーからも該当するカメラ映像を視聴で

きなくなります。（共有ユーザーには通知されません） 
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第 6 章 ユーザー情報管理 

6.1 ユーザー情報編集 

サービス登録時に入力いただいたユーザー情報は、編集することができます。ユーザー情報

を編集する方法について記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1 ユーザーID（Eメールアドレス）を変更する 

ご注意：Eメールアドレスを変更すると、ユーザーIDも変更されます。 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) タイトルバー右上に表示されているユーザー名をクリックし、「ユーザー情報編集」を選

択します。 
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3) ユーザー情報編集メニュー一覧が表示されます。 

①「ユーザーID(Eメールアドレス)

の変更」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

4) ユーザーID(Eメールアドレス)変更画面が表示されます。 

① 新しいユーザーID（E メールア

ドレス）を入力します。 

② 「登録」をクリックします。 
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6.1.2 パスワードを変更する 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) タイトルバー右上に表示されているユーザー名をクリックし、「ユーザー情報編集」を選

択します。 

 

3)ユーザー情報編集メニュー一覧が表示されます。 

① 「パスワードの変更」を選択しま

す。 
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4)パスワード変更の編集画面が開きます。 

①元のパスワード、新しいパス

ワードを入力します。 

②「登録」をクリックします。 

 

 

 

 

 

6.1.3 その他のユーザー情報を編集する 

方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) タイトルバー右上に表示されているユーザー名をクリックし、「ユーザー情報編集」を選

択します。 

3) ユーザー情報編集メニュー一覧が表示されます。 

① 「その他のユーザー情報編集」

を選択します。 
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4) その他のユーザー情報編集画面が開きます。 

①編集したい項目を入力します。 

②「登録」をクリックします。 

 

 

 

 

6.1.4 退会する 

ご注意： 

・退会するとお客様の登録データはすべて破棄され、復元することはできません。 

・再び本サービスをご利用いただく場合、退会前に登録されていたデータを再利用すること

はできません。新規登録が必要となります。 

・ビューサイトを他のユーザーに共有している場合、共有ユーザーも閲覧できなくなります。

（共有ユーザーにはシステムから通知メールが送信されます。） 

 方法： 

1) 管理ページにログインします。 

2) タイトルバー右上に表示されているユーザー名をクリックし、「ユーザー情報編集」を 選

択します。 

3)ユーザー情報編集メニュー一覧が表示されます。 

① 「退会する」を選択します。 
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4) 退会手続き画面が表示されます。 

①記載の内容をよくご確認く

ださい。 

②「退会を行う」 チェックボ

ックスにチェックして、「退会」 

をクリックします。 
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第 7 章 困ったときは 

7.1 エラー表示 

エラー表示と対策について記載します。 

以下にエラー画面の表示内容を記載いたします。 

 

7.1.1 DDNS関連エラー表示 

①DDNS 新規登録 

既に登録済のドメインだった場合、［DDNS登録失敗］が表示されます。登録済のドメインです

のでそのままご使用ください。 

②DDNS 編集 

既に登録済のドメインだった場合、[DDNS編集失敗]が表示されます。登録済のドメインです

のでそのままご使用ください。 

③DDNS 全般 

処理異常の場合、[DDNSの処理でエラーが発生しました。]が表示されます。設定している DDNS

情報に記入漏れがないかご確認ください。 

例：アクセス有効状態の登録済 DDNS情報に IPv4 アドレスが存在しない。 

 

7.1.2 ビューサイト関連エラー表示 

①ビューサイト共有設定 

・未登録のユーザーID（Eメールアドレス）を入力した場合、［入力したユーザーID(メールアド

レス)のユーザーが見つかりませんでした］が表示されます。入力した E メールアドレスをご

確認ください。 

・登録済のユーザーID（Eメールアドレス）を入力した場合、［入力したユーザーID(メールアド

レス)のユーザーは既に登録済です］が表示されます。登録済ユーザーIDですのでそのままご

使用ください。 

・共有数が管理者を含めて 3人を超過している場合、[ユーザー追加失敗]が表示されます。共有

数を 3人以内にご設定ください。 
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・共有ビューサイト数が 100件を超過している場合、[ユーザー追加失敗]が表示されます。共有

ビューサイト数を 100件以内にご設定ください。 

② ビューサイト全般 

・処理異常の場合、[ビューサイトの処理でエラーが発生しました]が表示されます。ネットワー

ク異常等が考えられます。 

例：登録ビューサイトの取得に失敗 

・システムエラーの場合、[ビューサイトの編集を保存できませんでした]が表示されます。ネッ

トワーク異常等が考えられます。 

例：編集後、システムからの確認メール送信に失敗 

 

7.1.3 デバイス関連エラー表示 

①新規デバイス登録、デバイス管理 

・デバイス検出に失敗した場合、[デバイスの検出に失敗しました]が表示されます。デバイス設

定の入力項目をご確認いただくか、デバイスがネットワークに接続しているかをご確認くだ

さい。 

・デバイスのシリアルナンバーがすでに登録済の場合、[デバイス登録失敗]が表示されます。デ

バイスのシリアルナンバーをご確認ください。 

・デバイスのファームウェアバージョンがサポート対象バージョン未満である場合、[デバイス

登録失敗]が表示されます。デバイスのファームウェアを 2.1 ファームウェアアップデートに

記載しているバージョン以上に更新してください。 

・チャンネル情報で選択したビューサイトがチャンネル登録数の上限を超えている場合、[デバ

イス登録失敗]が表示されます。チャンネル登録数を１ビューサイトあたり 10 件以内にして

ください。 

②デバイス全般 

・処理異常の場合、[デバイスの処理でエラーが発生しました]が表示されます。デバイス設定

の入力項目をご確認いただくか、デバイスがネットワークに接続しているか、デバイスがサ

ポート対象機種であるかをご確認ください。 

例：登録デバイス情報取得に失敗、デバイスがサポート対象外機種外等 
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7.1.4 ユーザー関連エラー表示 

①新規ユーザー登録 

・登録済のユーザーID（Eメールアドレス）を入力した場合、[ユーザーの登録に失敗しました]

が表示されます。登録済ユーザーIDですのでそのままご使用ください。 

・システムエラーにより仮登録メールが送信されなかった場合、[仮登録に失敗しました]が表示

されます。お手数ですが、再度ご登録をお願いいたします。 

・仮登録処理後にメールで発行した本登録 URL が期限切れになった場合、または仮登録のまま

本登録せず仮登録内容が自動消去された場合、[本登録失敗]が表示されます。お手数ですが、

再度ご登録をお願いいたします。 

②パスワード再発行 

・未登録のユーザーID（E メールアドレス）でパスワード再発行を行なった場合、[パスワード

再発行失敗]が表示されます。 

・システムエラーによりパスワード再発行メールが送信されなかった場合、[パスワードの再発

行に失敗しました]が表示されます。お手数ですが、再度パスワード再発行処理をお願いいた

します。 

③パスワード変更 

・システムエラーによりパスワード変更メールが送信されなかった場合、[パスワード変更通知

メールの送信に失敗しました]が表示されます。お手数ですが、再度パスワード変更処理をお

願いいたします。 

④退会処理 

・システムエラーにより退会処理がされなかった場合、[退会に失敗しました]が表示されます。

お手数ですが、再度退会処理をお願いいたします。 

⑤ユーザー全般 

・処理異常の場合、[ユーザーの処理でエラーが発生しました]が表示されます。 

例：登録済ユーザーの情報取得に失敗 など 
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7.2 困ったときは 

お問い合わせの前に、次の内容をご確認ください。記載の対策を実施しても解決しない場合

は、デバイスをご購入いただいた販売店か、本書に記載しているお問合せ先までご連絡くだ

さい。 

 

⚫ 管理ページにアクセスできません。 

ネットワーク環境をご確認ください。 

管理ページ以外のインターネットページに接続できている場合、メンテナンス等の理由

によりサーバーが休止している可能性があります。サーバー状況についてはホームペー

ジで公開していますのでご確認ください。 

https://jp.sharp/business/security-camera/ 

⚫ ユーザー登録したのですが、仮登録完了メールが届きません。 

以下の可能性が考えられますので、ご確認ください。 

・入力いただいた Eメールアドレスは間違っていませんか？ 

・迷惑メールとして別のフォルダ（迷惑メールフォルダやゴミ箱など）にメールが届いて

いませんか？ 

・メールのドメイン指定受信を設定されていませんか？ 

設定されている場合、system_mobileviewing@sharp.co.jp からメールを受信できるよ

うに設定してください。 

⚫ ログインできません。 

ユーザーIDとパスワードをご確認ください。 

ユーザーIDはサービス登録時にご登録いただいた Eメールアドレスです。 

パスワードをお忘れの場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた場合はこちら」から、

パスワードを再発行できます。 

⚫ 久しぶりに利用しようとしたら、ログインできません。 

90 日以上アクセスしない状態が続いた場合、システム運用の都合上、お客様のユーザー

アカウントを破棄する場合があります。破棄している場合、事前にご案内メールを送信し

ておりますので、ご確認ください。 

ユーザーアカウントが破棄されていた場合、お手数ですが、再度ご登録のお手続きをお願

いいたします。 
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7.3 接続チェックリスト 

本書に従って設定しても、正常に接続できなかった場合、お問合せいただく前に、以下の    

チェック項目をご確認ください。 
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※シャープモバイルビューイング サービス利用マニュアル(Android アプリ編・iOSアプリ編) 
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7.4 お問合せ先 

〔ご相談窓口〕（沖縄地区を除く） 

シャープマーケティングジャパン株式会社 

0570-003-093 

 

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 

携帯電話からもご利用いただけます。 

〔受付時間〕月曜～金曜：9:00～17:40 

（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。） 

PHS・IP電話をご利用の方は… 

043-332-9957（東日本） 

06-6794-9677（西日本） 

 

 

 

※本資料は予告なく変更になることがあります。 
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