
取付け場所などを移動するときは、
必ずすべての電源を切った状態で線を
はずしてから移動してください。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの
異常状態の場合はすぐに電源を切り、
電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると
死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

この表示を無視して誤った取扱いをすると
人が損害を負う可能性および物的損害の発生
が想定されます。

電源コード類を傷つけたり加工したり、
引っ張らないでください。電源コード類が破損し、
火災、感電の原因となります。

本製品は精密機械ですから分解したり、
改造しないでください。故障の原因となります。

内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

重いものをのせたりすると本製品が破損し、
火災、感電の原因となります。

ぬれた手で触らないでください。
感電の原因となります。

禁止の行為を伝えるものです。

強制事項の内容を伝えるものです。

設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では
責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼
するようおすすめいたします。

警告

警　告 注　意

注意

●安全上のご注意●

●表示マークについて●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止する
ために絵表示を使用しています。なお本機は、事件や事故を未然に防ぐものではありませんのでご理解願います。

SD･Wi-Fi Network Camera Series

MODEL SD-W606IR
屋外ハウジング一体型 SD・Wi-Fi カメラ

〔 取扱説明書 〕

取扱説明書について
■ ネットワークカメラ取扱説明書（本書）について
 ・ CD-ROM に PDF ファイル形式で収録しています。詳細設定について記載しています。
 ・ CD-ROM の説明書を読む PC にアドビシステムズ社の Adobe Reader がインストールされて
  いる必要があります。

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 
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［1］はじめに
［1］	 1	 商品概要

このカメラは、屋外ハウジング一体型の SDスロットを実装する 4M ピクセルの IP及び Wi-Fi カメラです。
ウィンドウズインターネットエクスプローラー経由でリアルタイムに映像を表示できます。
また、H.264、H.265、JPEG といった映像圧縮方式をサポートしており、
滑らかでかつ高画質な映像を録画できます。
パソコンや携帯電話からの操作が容易で使いやすい防犯監視用 IP カメラです。

［1］	 2	 特長
● ４MP(2520×1520) 25FPS 対応
● H.264/H.265/M-JPEG 3 ストリーミング対応　　(28 日 /SD カード 256GB 可能 )
● SD カード 256GB まで対応可能
● 複数ファイルの一括ダウンロード可能
● 録画データのセキュリティ対策実施
● LED で録画 &GPS 状態モニタリング

［1］	 3	 付属品

SD-W606IR　付属品

□ CD □ 簡易マニュアル 

※CSマウントレンズに使用します。
　他のレンズには使用しないでください。□ プレートCSリング※ □ 六角レンチ

　 (1.5mm※/5mm) 
　  

□ ブラケット取り付けベース□ ケーブル入線口

□ ビス一式

□ ブラケット（BR-05）
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［1］	 4	 設置及び接続方法
本カメラの設置及び電源ケーブル等の接続方法は下図の通りです。

SD-W606IR

［注］ 本カメラは DC12V で起動します。PoE はサポートしておりません。

［1］	 5	 GPSアンテナの設置方法
本機に、GPS アンテナ（オプション）を接続することで、GPS 衛星より時刻情報を受信し、SD カードに記録されるデータを、
正確な時刻で管理することが出来ます。GPS 機能を円滑に機能させるためには、GPS からの電波を確実に受信できる場
所へのアンテナ設置が大変重要となりますので、以下の設置手順を参考に実施してください。
本アンテナは防水型ではありません。GPS アンテナは、プラスチック製のボックス等に設置してください。

［注］ 金属製のボックスには入れないでください。

■ 設置手順
1.… GPS アンテナ、AC アダプタなどを、プラスチック製ボックス等に入れます。
… ● GPS アンテナの上面に障害物がない様に入れて、両面テープで固定してください。
…  更に固定が必要な場合はアンテナの底面が磁石になっていますので、鉄板などに装着してください。
2.… GPS アンテナと AC アダプタの出力を、ハウジング内のカメラに接続します。
3.… 下記の条件を参考にプラスチック製ボックス等を設置してください。
… ● 上空に障害物がないこと ●　近くに放送又は通信用アンテナや避雷針などがないこと
4.… GPS LED が「点滅」から「点灯」に変われば GPS 情報を受信していますので、時刻補正が実行されています。
… 約 2 分以上経っても「点滅」のままの場合は、GPS アンテナの設置場所を調整してください。

［注］ GPS LED が「点灯」してもその後「点滅」する場合があります。「点滅」の状態が続く場合は、GPS アンテナの
… 　設置場所を調整してください。

［注］ GPS LED が消灯の場合は、アンテナが未接続の状態ですので、アンテナの接続を確認してください。

DC12V
電源端子
(DC-J)

GPS アンテナ
（オプション）

ケーブル入線口

出力プラグ
(DC-P)

内蔵カメラ

※ポール取付金具にはステンレスバンドは付属しておりません。
   バンド幅 20mm（適合ポールφ50 ～ 400mm）（別売）

ポール取付金具
BR-05（付属品）

ポール取付金具
BR-U140A（オプション）● 接続方法

ケーブル入線口を通したACアダプター
の出力プラグをハウジング内のDC12V
電源端子(DC-J) に接続します。

ACアダプターの出力
プラグまたはカメラ専
用電源 ( 共に別売 )

GPS LED（緑） ステータス PC 弊社アプリシステム
情報画面時刻補正

点灯 GPS 情報受信済 安定
点滅 GPS サーチ中 不安定
消灯 アンテナ未接続 無効
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［1］	 6	 仕様
SD-W606IR　仕様

■外形図

64

10
8

74

140 370

330

モデル名 SD-W606IR

システム

圧縮方式 H.265 ／ H.264 ／ MJPEG
画像解像度 2592 × 1520 ～ 320 × 240
画像ビットレート調整 32kbps ～ 8Mbps
最大フレームレート 2592 × 1520 ／ 25fps、2048 × 1536 ～ 320 × 240 ／ 30fps
セキュリティ パスワード保護／ IP フィルタリング／ HTTPS ／ IEEE 802.1x

プロトコル
Ipv4/v6 ／ HTTP ／ HTTPs ／ QoS Layer 3 level ／ FTP ／ SMTP ／ Bonjour ／ UPnP ／
SNMPv1/v2c/v3 ／ DNS ／ DDNS ／ NTP／ RTSP／ RTP／ UDP／ IEEE 802.1x ／ DHCP／ア
クセスリストによるフィルタリング

同時接続 最大 4 ユーザ
記録媒体 SD カード
警報通知 SMTP／ FTP／ Samba ／ SD カード
イベント前後録画 イベント前録画：0 ～ 5 秒、イベント後録画：0 ～ 5 秒、10 秒
時刻補正 NTP／ PC ／手動／ GPS( オプション )

カメラ

イメージセンサ 1/3″CMOS センサ　4 メガピクセル
シャッタスピード 屋外／屋内／ 1/30 ～1/10000
ビデオアウト BNC(1Vp-p,75 Ω )
最低被写体照度 0.08Lux( カラー )/0.03Lux（白黒）
デイナイト 光センサモード／カラーモード（デイ）／白黒モード ( ナイト ) ／時間モード／デジタル入力同期モード
赤外線 LED 到達距離 30m
AGC x8/x16/x24/x32/x40/x48/x64/x80
D-WDR OFF、1 ～ 8 レベル
ノイズリダクション OFF、3D+2D(1 ～ 9 レベル )
画像向き フリップ、ミラー
レンズ 2.8 ～ 9.0mm　F1.2 ～ 360
監視角度 水平 (H) 106.4 ～ 25.4°、垂直 (V) 60.3 ～ 14.3°
レンズマウント CS マウント

音声

音声 双方向
圧縮方式 G.711(64Kbps) ／ G.726(24Kbps) ／ G.726(32Kbps)
ボリューム調整 マイクイン／ライン出力を WEB から調整可能
入力 マイク内蔵／マイク入力 ( 自動切替）
出力 3.5mm フォンジャック

インター
フェース

ネットワーク イーサネット (10Base-T/100Base-TX)
ビデオ BNC、ビデオコンポジット信号（NTSC/PAL）
I/O ポート デジタル入力／ GPS 信号入力
SD カード SD カード（256GB まで）

LED SD（赤）　点灯：録画及び待機中　点滅：SD カード異常　消灯：録画停止中、未挿入及びフォーマット中
GPS（緑）　点灯：安定　点滅：不安定　消灯：受信不能

無線 LAN IEEE802.11n / g / b 準拠
PC OS：Windows7、8、10 ／ Web ブラウザ：インターネットエクスプローラ（IE)

基本

電源 DC12V：最大 6.0W（IR ON 時）
動作温度 -10℃～ 50℃
外形寸法 ／ 重量 140(W) × 108(H) × 370(D)mm ／ 約 2.0kg
防水規格 IP66

付属品 簡易取扱説明書、CD、六角レンチ、ケーブル入線口、ブラケット取付ベース、プレート CS リング、
ブラケット（BR-05）、ビス一式

(mm)
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［1］	 7	 各部の名称
SD-W606IR　各部の名称

⑫⑤⑥⑧

④

③

⑨

番号 名　称 機　能 
① 映像出力端子 ビデオ出力端子です。画角調整用に TV モニタに接続してください。

② SD カードスロット SD/SDHC/SDXC カードを挿入し、録画データを保管します。

③ DC12V 入力端子 電源に DC12V を使用する場合、電源を接続します。

④ 音声入力端子 外付けマイクを接続します。

⑤ 音声出力端子 オーディオ機器等に接続します。

⑥ LAN 10/100 イーサネットに接続します。

⑦ CDS センサー 周囲の明るさを感知するセンサー窓です。

⑧ 内蔵マイク 音声用のマイクが内蔵されています。 

⑨ DC アイリスコネクタ端子 DC アイリスレンズのコネクタを接続します。

⑩ フォーカス調整ノブ ∞：FAR にまわすと至遠側、N：NEAR にまわすと至近側になります。

⑪ ズーム調整ノブ W：WIDE にまわすと画角は広くなり、T：TELE 側にまわすと画角は狭くなります。

⑫ リセットボタン
IP 設定で入力したパスワードを忘れてしまった場合、このボタンを押し続けた状態
で電源を投入し、約 30 秒間そのままボタンを押し続けることで設定を出荷状態に
戻すことが出来ます。

⑬ I/O ターミナル GPS アンテナ（オプション）を接続します。

⑭ Wi-Fi アンテナ端子 Wi-Fi アンテナを接続します。

⑮ Wi-Fi アンテナ Wi-Fi アンテナです。

⑯ SD LED（赤） SD カードの状態をモニタリングします。点灯：録画中　点滅：SD カード異常
消灯：録画停止中、未挿入、フォーマット中

⑰ GPS LED（緑） GPS の状態をモニタリングします。点灯：安定　点滅：不安定　消灯：受信不能

⑱ ブラケット取付ベース 壁面取付タイプのブラケットを取り付けます。

⑲ ケーブル入線口 DC12V ケーブルや GPS アンテナケーブルをこのケーブル入線口から通します。

■ 搭載 Wi-Fi カメラ

■ ハウジング底面 ■ ハウジング内レイアウト

■ 搭載 Wi-Fi カメラ 背面

①
⑭

②⑬
⑩ ⑪ ⑦ ⑮

⑯

⑰
⑱

⑲
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［1］	 8	 システム構成

LAN ケーブル
（※ Cat 5e 以上推薦）

HUB

AP
ルータ

ルータ

HDMI

VGA OUT

Audio in

Ethernet

Audio Out

DC12V

モニタ

HDMI or VGANVR
（NVR-04NASⅡ)

SD-W606IR

SD-W606IR

（複数台）

SD-W606IR

SD-W606IR

SD-W606IR

SD-W606IR

Wi-Fi

（複数台） インター
ネット

(NVR と接続しない場合のモニタ用 PC)
HDMI or VGA or DVI

HDMI

VGA OUT

Audio in

Ethernet

Audio Out

DC12V

モニタ

HDMI or VGANVR
（NVR-04NASⅡ)

HDMI or VGA or DVI

Wi-Fi

SD-W606IR
クライアント PC

(NVR と接続しない場合のモニタ用 PC)
HDMI or VGA or DVI

クライアント PC

クライアント PC

クライアント PC

■イーサネットケーブル接続

■ Wi-Fi 接続（アドホックモード）

■ Wi-Fi 接続（インフラモード）
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［1］	 9	 安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に
防止するために絵表示を使用しています。
本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、
安全性が要求される場所では使用しないでください。

● 表示マークについて ●

 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

 禁止の行為を伝えるものです。

 強制事項の内容を伝えるものです。

 警　告

 本製品は精密機械ですから分解したり、
改造しないでください。

火災、感電、故障の原因となります。
内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

 
本商品内部にクリップやピンなど金属物、異物を

入れないでください。 感電、故障の原因となります。

 
SD メモリーカード（別売り）は乳幼児の手の届く

場所に保管しないでください。 誤って飲み込む危険があります。

 落下させたり、強い衝撃を加えないでください。 けがや故障の原因となります。

 振動の激しい場所には設置しないでください。 落下により故障の原因となります。

 注　意

 本製品に重いものをのせたりしないでください。 火災、感電、故障の原因となります。

 火気を近づけないでください。 火災、故障の原因となります。

 水や湿気、ほこり、油などの多い場所には
設置しないでください。 感電、故障の原因となります。

 ぬれた手で触らないでください。 感電の原因となります。

 通気口はふさがないでください。 火災の原因となります。
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［2］ライブ映像を見る
［2］	1	 ライブ映像を見るまでの流れ

1.… ライブ映像を見る PC の IP アドレス設定を行います。詳細は、［2］ 2 項を参照してください。
2.… 本カメラの IP アドレス設定を行います。詳細は、［2］ 3 項を参照してください。
3.… PC でウィンドウズインターネットエクスプローラ（IE）の初期設定を行います。［2］ 4 項を参照してください。
4.… PC でウィンドウズインターネットエクスプローラ（IE）を立ち上げ、ライブ映像を見ます。［2］ 5 項を参照してください。

［注］… 本カメラを PC とWi-Fi 接続する場合には、上記の他、Wi-Fi 関連の設定をする必要があります。
…  詳細は［4］2-5 ～ 6 項を参照してください。

［2］	2	 PCの IPアドレス設定
イーサネットの IP アドレスを設定します。

5.…［プロパティ］を
… クリックします。

6.	［インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/Pv4）］
		 をクリックします。

2.	［ネットワークとインターネット］
		 をクリックします。そして
		［ネットワークと共有センター］
		 をクリックします。

4.	［イーサネット］のアイコンを
		 右クリックします。

1.… PC のデスクトップ画面下の
… ［スタートアイコン］をクリック
… して［Windows システムツール］
… を表示させクリックし
… ［コントロールパネル］を表示して
… クリックします。

3.…［コントロールパネルホーム］
… の［アダプターの設定の変更］
… をクリックします。

7. ［プロパティ］をクリックします。
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［2］	3	 カメラの IPアドレス設定
［2］ 2 項で設定した PC と同じネットワークアドレスに、カメラの IP アドレスを設定します。
添付の CD-ROM 内のソフト［IPScanner］を使用します。

4.… 表示されたポップアップの
… ［OK］ボタンを押した後、
… ［Exit］ボタンを押しソフトを
… 終了します。

1.… 添付の CD-ROM 内のソフトウェア［IP Scanner］をマウスでドラッグして、
… PC のデスクトップにドロップします。

2.… デスクトップ上の
… ［IP Scanner］のアイコン
… をクリックします。

3.…［Search Device］ボタンを押すとカメラが
… 見つかります。
… 見つかったカメラを選択し、IP アドレスを
… 設定した後、［Submit］ボタンを押し、
… カメラに設定を送信します。

［Submit］ボタン

8. ［次の IP アドレスを使う］を選択し、
… ［IP アドレス］及び［サブネットマスク］を設定して［OK］をクリックします。
［注］… 上記 IP アドレス等の設定値は一例です。ネットワーク環境に合わせて設定してください。

9.	［4.］	と同様に［イーサネット］のアイコンを
		 右クリックし［有効にする］をクリックします。
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［2］	4	 ウィンドウズ	インターネット	エクスプローラ（IE）の初期設定
初めて IE でモニタする場合には、IE に下記の設定が必要になります。

1.	IE の上記赤枠の辺りで右クリックします。

2.	表示されたポップアップの
		［メニューバー］をクリックします。

3.	表示されたメニューバーの［ツール］を
		 クリックします。

5. インターネットオプションで［セキュリティ］
  タブを左クリックしインターネットを選択し、
		［保護モードを有効にする］のチェックを
		 外します。その後、［レベルのカスタマイズ］
  をクリックします。

6. セキュリティ- インターネットゾーンで［未署
  名の ActiveX コントロールのダウンロード］
  の［ダイアログを表示する］を選択し、
		［スクリプトを実行しても安全だとマークさ
  れていない ActiveX コントロールの初期化
  と実行］の［ダイアログを表示する］を選択
		 します。

		 その後［OK］ボタンを押して設定を終了します。	

4.	表示されたポップアップの
		［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］	5	 ウィンドウズ	インターネット	エクスプローラ（IE）でライブ映像を見る
IE に［2］ 3 項で設定したカメラの IP アドレスを入力し、カメラのライブ映像を見ます。

［2］	6	 ライブ画面
IE でカメラにアクセスすると下記のライブ画面が立ち上がります。又、ライブ画面上で右クリックすると
ポップアップメニューが表示されズームや録画等の操作をすることができます。

●①
●⑧

●⑩

●⑨

●② ●③ ●④ ●⑤ ●⑥ ●⑦

①…ライブ映像表示画面：画面上でダブル
… クリックすると全画面表示へ切り換
… えることができます。右クリックすると
… ⑩のメニューを表示することができま
… す。メニューについては、
… ⑩ポップアップメニューの説明を参照
… してください。

②…日時及び解像度表示：日時の表示形式は、
… ［4］ 1-1 システム情報にて変更すること
… ができます。解像度は④でストリーム
… を切り換えると、この表示も変化します。

③…画面サイズ切換：ライブ映像表示画面の大きさを1/2、1、2 倍で切り換えることができます。

④…表示ストリーム切換：ライブ映像表示画面に表示するビデオ信号をストリーム1と 2 で切り換えることができます。
… ストリーム1と 2、それぞれの設定については、［3］ 2 ビデオ設定を参照ください。

⑤…拡声切換：
… チェック有り ： ライブ映像を表示している PC のマイク音声が、カメラの AUDIO OUT に接続されたスピーカから
… 出力されます。
… チェック無し ：ライブ映像を表示している PC のマイク音声は出力されません。

⑥…接続ユーザ数表示：カメラ映像をモニタしているユーザ数が表示されます。NVR に接続した場合には、2 ユーザが
… 接続していることになります。合計で 4 ユーザまで同時に接続することができます。

⑦…夜間の感度：夜間でのシャッタースピードの設定です。選択できる選択肢は下記の 4 種類です。
… ［レベル1］［レベル 2］［レベル 3］［最高レベル］

⑧…設定メニュー表示ボタン：本ボタンを押すと設定メニュー画面が表示されカメラの設定を行えます。

1.	IE にカメラの IPアドレスを設定します。
	http：//に続けて IPアドレス：ポート番号を入力します。	

2. カメラの IDとパスワードを入力
		 して［OK］ボタンを押すとライブ
		 映像を見ることができます。

　　工場出荷時のパスワードの初期値は［admin］です。
　　システム安全のため、購入後パスワードを変更する
　　ことをお勧めします。



14

⑨…スナップショットボタン：本ボタンを押すとライブ画面が静止画で保存されます。

⑩…ポップアップメニュー：ライブ映像表示画面で右クリックすると表示されます。
 (a) 静止画保存
…  静止画保存を行います。⑨と同じ機能です。

 (b) 手動録画開始 / 手動録画終了
…  PC にライブ映像を録画します。

［注］… 手動録画したファイルは、セキュリティ対策として、録画時に暗号化されています。再生されるには付属の CD-
…  ROM にある［AVI_converter］で復号処理を行います。詳細な手順については [5] 録画ファイルの復号処理
  を参照願います。

 (c) 消音
…  カメラ音声を PC のスピーカに出力している場合、［消音］をクリックすると消音されます。
…  再度［消音］をクリックすると音声が出力されます。

 (d) 全画面表示
…  ［全画面表示］をクリックすると全画面表示になります。全画面表示でダブルクリックすると
…  元の画面サイズに戻ります。

3.	保存場所を選択し、［保存］ボタンを押しますとファイル名
		 YYYY_MM_DD_TT_MM_SS.jpg に保存されます。
		 また、任意のファイル名に変更可能です。

4.	［×］ボタンを押し、元の画面に戻ります。

1.	現在の画面を静止画で保存したい
		 場合は、このボタンを押します。

2.	キャプチャされた画面を PCに保存する
		 ためにこのボタンを押します。

1.	現在の画面を動画で
		 保存したい場合は、
		［手動録画開始］を押
		 し録画を開始します。

2.	保存場所を選択し、
		［OK］ボタンを押します。

3.	保存を終了する場合は、［手動録画終了］ボタンを押し録画を終了しますと2.で設定
		 した保存場所にファイル名YYYY_MM_DD_TT_MM_SS.avi で保存されます。
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  (e) ズーム
…  ライブ映像画面の任意の場所を拡大して見ることができます。

 （f） フレーム間隔調整
…  映像を一時保存する時間を指定します。
…  ［オート］［ノーマル］から選択します。
…  通常は、［オート］を選択してください。

1.	［ズーム］をクリックします。 2.	ズーム設定画面が表示されます。

緑色の枠は、マウスを合わせて
左クリックしながら移動する
ことができます。

3.	倍率設定バーで倍率を指定し拡大する場所を指定します。
		 設定後、［×］ボタンをクリックするとズームした映像が
		 表示されます。

4. 元に戻す場合は、［倍率］を100％に戻して、［×］ボタンをクリックすると
		 元の映像が表示されます。
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［2］	7	 携帯端末でモニタする方法
モニタ可能な携帯端末は次表の通りです。

[2]	7-1　Webブラウザ
後述 [4]2-5 Wi-Fi 設定 ( カメラ) 及び [4]2-６ Wi-Fi 設定 (PC) に示す通りに設定し PC⇔カメラ間で正常に通信でき
また、携帯端末も Wi-Fi 環境下でインターネットに接続可能であることを前提とします。

 (A) iPhone/iPad
		 	 iPhone/iPadと本カメラをWi-Fi 通信する場合、アドホックモードで行います。

携帯端末
項目 iPhone/iPad Android

端末 OS バージョン Ver11 以上 Ver5 以上
Wi-Fi 通信モード※ 1 アドホック※2/インフラストラクチャー インフラストラクチャー

モニタ アドホック：Web ブラウザ
インフラストラクチャー：Web ブラウザ /AskyViewerPro

Web ブラウザ Safari Chrome
※ 1：本カメラは Wi-Fi Direct を未サポートです。
※ 2：アドホックモードでは、カメラ⇔ PC& 携帯端末間は 1 対 1 で接続を行いますので同時に複数の
　　　PC& 携帯端末と接続できません。　

1.	ホーム画面上の［設定］
		 アイコンをタップします。

3.	［受信しない］をタップして、チェック
		 が表示されることを確認します。

5.	［デバイス］の中の［SD-W606IRx］をタップすると、
		［“SD-W606IRx” はインターネットに接続していません。このネットワークを使用してよろしいですか ?］
  と訊かれるので、［登録］をタップします。

6.	モニタするカメラに登録されているセキュリティー
		 に合せてパスワードを設定します。
		 パスワード設定は初回接続時のみ行います。

入力は画面下に表示されたキーボード
を使用して設定し、最後に［Join］を
タップします。

4.	［Wi-Fi］をタップします。

2.	［一般］にある［AirDrop］をタップします。
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 (B) Android 端末
Android 端末と本カメラを Wi-Fi 通信する場合、インフラストラクチャーモードで行います。

[2]	7-2　AskyViewew	Pro
CD-ROM 内　［AskyViewew Pro］取扱説明書を参照願います。

7	表示されますが［SD-W606IRx］をタップします。 8	［手動］をタップします。

9.	iPhone/iPad の IP アドレス及びサブネットマスクをモニタ
		 するカメラの IPアドレスに合せて設定します。
		 設定が完了したら、画面上の［SD-W606IRx］をタップします。
［注］… 上記 IP アドレス等の設定値は一例です。

10.	 ホームボタンを押しホーム画面に
		 	 戻り、［Safari］のアイコンをタップ
		 	 します。

1.	ホーム画面上の［Chrome］のアイコンをタップします。

12.	 カメラの IDとパスワードを入力
		 	 して［ログイン］をタップすると
		 	 ライブ映像が表示されます。

11.	 画面上のアドレスバーのところをタップして、
		 	 下記フォーマットに従いモニタしたカメラの
		 	 IP アドレスを［ http://IP アドレス : ポート番号 ］
		 	 と入力し最後に［Go］をタップします。

2.	画面上のアドレスバーのところをタップして、下記フォーマット
		 に従いモニタしたカメラの IPアドレスを
		［ http://IP アドレス : ポート番号 ］と入力し最後に画面下の
		［→］をタップします。

3.	カメラの IDとパスワードを入力して［ログイン］をタップ
		 するとライブ映像が表示されます。
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［3］NVRに録画するための設定
この章では、NVR に接続するために最低限必要な設定について説明します。
［注］… SD カードへの録画及び NVR への録画を併用すると、カメラの動作が不安定になる事がある為、推奨しません。

［3］	1	 DDNS設定
本設定は、グローバル IP アドレスが固定ではないインターネット回線経由でカメラとNVR を接続し、
ルータの DDNS 機能を使用していない場合、必要となります。
LAN やグローバル IP アドレス が固定のインターネット回線を使用する場合は、設定は不要です。

1.	［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2.	［DDNS］の項目をクリックします。

3.…［プロバイダ］を［dyndns.org］から
… ［ddns.camddns.com(TW)］に変更します。

4.… プロバイダが ddns.camddns.com(TW) に変更されたことを確認し、［有効］にチェックを入れ、ユーザ名を入力後、
… ［更新］ボタンをクリックして設定を保存します。ドメイン名は、< ユーザ名 >ddns.camddns.com となります。
［注］… ユーザ名は、15 文字以内で設定してください。

5.… DDNS 状態について

プロバイダが ddns.camddns.com(TW) に変更されたことを確認する

［更新］ボタンをクリックして設定を保存

Updating 更新中です。

Idle DDNS 機能停止中です。

http：//<username>.ddns.camddns.
com：Register successfully.

DDNS への登録が正常に完了すると
表示されます。

Update Failed, the name is already 
registered.

ユーザ名が既に使用されています。
ユーザ名を変更してください。

Update Failed, please check your 
internet connection.

ネットワーク接続に問題があります
ので、確認してください。
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［3］	2	 ビデオ設定
本カメラは、PC でのモニタ用及び NVR 用に 2 つのストリーム（ストリーム1、2）を、スマートフォン用に
1つのストリーム(3GPP Streaming) を同時に出力することができます。NVR と接続する場合、ストリーム1は、
1画面表示時と録画用の映像として使用され、ストリーム 2 は、分割画面表示時の映像として使用されます。 
初期設定で問題が無い場合は、本設定を行う必要はありません。

［注］… カメラの再起動後、NVR の再起動後及び最初に NVR に接続した場合には、カメラのビデオ設定が初期化さ
…  れます。カメラのビデオ設定を初期値から変更して使用する場合は、その都度、ビデオ設定を行う必要 があり
…  ますので、注意してください。

①…センサ解像度：センサ解像度を選択します。選択できるセンサ解像度は、下記の2 種類です。

… 2592×1520 ＠25FPS、2592×1520_T-WDR ＠25FPS

②…ビデオシステム：ビデオシステム( 方式 ) を選択します。選択できるビデオシステムは、下記の2 種類です。

… NTSC、PAL 　ビデオシステムは［NTSC］を設定してください。

③…アナログビデオ出力：アナログビデオ出力方法を選択します。
… 選択できるアナログビデオ出力方法は、下記の 3 種類です。

… 自動、NTSC、PAL 　アナログビデオ出力は［自動］を設定してください。

④…コリドーモード：コリドーモードを選択します。選択できるコリドーモードは、下記の 3 種類です。

… 無効、90°、270°

1.	［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2.	［ビデオ設定］の項目をクリックします。

3.…［ビデオ設定］画面が表示されます。
… 以下ビデオ項目の設定を行います。

●①
●②
●③
●④
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［3］	2-1　ストリーム1
NVR と接続する場合、ストリーム1は、1画面表示時と録画用の映像として使用されます。
基本モードまたは、アドバンスモードで設定できます。
NVR と接続する場合は、NVR からも解像度、画質及びビデオフレームレートの設定ができます。

 （A） 基本モードによる設定

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦

①…解像度：選択できる解像度は、下記の10 種類です。

…
2592×1520、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、
1280×720、800×600、640×480、640×360、320×240

②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

…
主要、基本
※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。

③…画質：映像の品質を選択できます。画質を上げると映像は鮮明になりますが、データ量は増えます。
… 選択できる画質は、下記の 5 種類です。

… 最高、高、標準、中間、低

④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…

5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。
※ 解像度 2592 ×1520 の場合、上限値は 25FPS となります。

⑤…圧縮形式：画像データを圧縮する形式を選択します。通常は、［H.265］を選択してください。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。

… H.265、H.264、JPEG

⑥…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。
… 選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。

… ROI、スマートストリーム、未使用

⑦… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。
… 通常は［空白］で使用してください。

［更新］をクリックし反映いたします。
※ 設定詳細は次ページを参照ください。
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● ROI
［ROI］に設定すると画面の中で、高精度録画するエリアを 3 箇所設定できます。
作成したエリア毎に感度を設定できます。

①…エリア設定： ［エリア1～3］の３カ所を設定可能です。
②…QP 感度：エリア毎の感度を設定します。選択できる感度は、下記10 種類です。

… 1(低 ) ～10( 高 )

③… ROI 非対象領域のフレームレート：非対象領域のフレームレートを設定します。選択できる項目は下記10 種類です。
… フレームレートの設定値に応じて選択肢の種類が変わります。

… 30FPS、25FPS、20FPS､ 15FPS､ 10FPS､ 9FPS､ 8FPS､ 7FPS､ 6FPS､ 5FPS

●スマートストリーム
［スマートストリーム］に設定すると、画面のフレームレート、ビットレートを設定できます。

…

●①
●②

①…スマートストリームフレームレート：選択できるフレームレートは下記 4 種類です。

… 5FPS､ 4FPS､ 3FPS､ 2FPS

②…スマートストリームビットレート：選択できるビットレートは下記16 種類です。

…
１Mbps、768kbps、704kbps、640kbps、576kbps、512kbps、448kbps、384kbps、
320kbps、256kbps、192kbps、128kbps、96kbps、64kbps、48kbps、32kbps

［ROI］を選択し［更新］をクリックします。
プレビューをクリックする事で
設定画面が開きます。

●①
●②
●③

エリア設定
1.… 左記画面の①にて、［エリア1～3］
… を選びます。
2.… 画面上で、設定したい範囲を、
… マウスで選択します。
3.…［保存］をクリックします。
4.… 設定を継続する場合は、別のエリア
… 番号を選択し、手順［2.］［3.］を
… 実行します。
5.… 設定を解除したい場合は、左記
… 画面の①にて［エリア1～3］を選び、
… ［保存］をクリックします。

［スマートストリーム］を
選択し［更新］をクリック
します。
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 （B） アドバンスモード
通常は、［基本モード］による設定を行いますが、詳細に調整したい場合は、［アドバンスモード］を選択し
設定を行います。圧縮形式で［JPEG］を選択した場合は、［基本モード］と同じ設定画面になります。

①…解像度：選択できる解像度は、下記の10 種類です。

…
2592×1520、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、
1280×720、800×600、640×480、640×360、320×240

②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

… 主要、基本　※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。

③…エンコード方式：画像データをどのように管理するかを選択します。
… CBR ： 固定ビットレート。常に同じデータ量で配信します。ネットワーク帯域や録画データ量の
…  管理が容易です。一方で被写体の動きが多くなるにつれ、画質が下がる欠点があります。

…  ［ビットレート］を以下の範囲で選択してください。
…  ビットレートが大きいほど画質が良くなりますがデータ量は大きくなります。
…  フレームレートの設定値に応じて上限値が変わります。5FPS：4Mbps、6FPS 以上：8Mbps

…  32kbps ～ 8Mbps　 ※但し、NVRに接続する場合には、4Mbps 以下で設定してください。

… CVBR： 可変ビットレート。データ量を変化させて配信します。被写体の動きに関わらず、
…  あらかじめ設定された画質を維持することができます。一方でネットワーク帯域や
…  録画データ量の管理が難しくなる欠点があります。

…  ［ビデオ量子化マトリクス］を以下の範囲で選択してください。　10（High）～1（Low）

④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…

5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。
※ 解像度 2592 ×1520 の場合、上限値は 25FPS となります。

⑤…GOP サイズ（グループオブピクチャ）：同じビデオフレームレート設定でデータ量を調整することができます。
… GOP サイズを大きくすると、被写体の動きが少ない環境では特に、データ量を削減できます。一方、被写体の動き
… が多い環境では、画質が落ちる場合があります。選択できる GOP サイズは、下記の 3 種類です。

…
1/2 x FPS、 1 x FPS、 2 x FPS　※ここでの FPS は、④で設定したフレーム数となります。

●①
●②
●③

●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
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⑥…圧縮形式：映像データを圧縮する形式を選択します。通常は、［H.265］を選択してください。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。 

… H.265、H.264、JPEG

⑦…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。
… 選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。
…
… ROI、スマートストリーム、未使用

⑧… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。通常は［空白］で使用してください。

［3］	2-2　ストリーム2
NVR と接続する場合、ストリーム 2 は、分割画面表示時の映像として使用されます。

［基本モード］または、［アドバンスモード］で設定できます。NVR と接続していない場合のみ［無効］に設定できます。

 （A） 基本モードによる設定

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦

①…解像度：選択できる解像度は、下記の10 種類です。

…
2592×1520、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、
1280×720、800×600、640×480、640×360、320×240

②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。
… 選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

… 主要、基本　※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。

③…画質：映像の品質を選択できます。画質を上げると映像は鮮明になりますが、データ量は増えます。
… 選択できる画質は、下記の 5 種類です。

… 最高、高、標準、中間、低

④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…

5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。
※ 解像度 2592 ×1520 の場合、上限値は 25FPS となります。

［更新］をクリックし反映いたします。※ 設定詳細は
[3]2-1 ● ROI、● スマートストリームを参照ください。
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⑤…圧縮形式：画像データを圧縮する形式を選択します。通常は、［H.265］を選択してください。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。

… H.265、H.264、JPEG

⑥…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。

… ROI、スマートストリーム、未使用 ［更新］をクリックし反映いたします。※ 設定詳細は
[3]2-1 ● ROI、● スマートストリームを参照ください。

⑦… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。通常は［ v2 ］で使用してください。

 （B） アドバンスモード
通常は、［基本モード］による設定を行いますが、詳細に調整したい場合は、［アドバンスモード］を選択し
設定を行います。圧縮形式で［JPEG］を選択した場合は、［基本モード］と同じ設定画面になります。

●①
●②
●③

●④
●⑤
●⑥

●⑧
●⑦

①…解像度：選択できる解像度は、下記の10 種類です。

…
2592×1520、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×960、
1280×720、800×600、640×480、640×360、320×240

②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

… 主要、基本　※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。

③…エンコード方式：画像データをどのように管理するかを選択します。
… CBR ： 固定ビットレート。常に同じデータ量で配信します。ネットワーク帯域や録画データ量の
…  管理が容易です。一方で被写体の動きが多くなるにつれ、画質が下がる欠点があります。

…  ［ビットレート］を以下の範囲で選択してください。
…  ビットレートが大きいほど画質が良くなりますがデータ量は大きくなります。
…  フレームレートの設定値に応じて上限値が変わります。5FPS：4Mbps、6FPS 以上：8Mbps

…  32kbps ～ 8Mbps　 ※但し、NVRに接続する場合には、512kbps 以下で設定してください。

… CVBR： 可変ビットレート。データ量を変化させて配信します。被写体の動きに関わらず、
…  あらかじめ設定された画質を維持することができます。一方でネットワーク帯域や
…  録画データ量の管理が難しくなる欠点があります。

…  ［量子化ビット］を以下の範囲で選択してください。　10（High）～1（Low）
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④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…

5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。
※ 解像度 2592 ×1920 の場合、上限値は 25FPS となります。

⑤…GOP サイズ（グループオブピクチャ）：同じビデオフレームレート設定でデータ量を調整することができます。
… GOP サイズを大きくすると、被写体の動きが少ない環境では特に、データ量を削減できます。一方、被写体の動き
… が多い環境では、画質が落ちる場合があります。選択できる GOP サイズは、下記の 3 種類です。

… 1/2 x FPS、 1 x FPS、 2 x FPS　※ここでの FPS は、④で設定したフレーム数となります。

⑥…圧縮形式：映像データを圧縮する形式を選択します。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。

… H.265、H.264、JPEG

⑦…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。

… ROI、スマートストリーム、未使用 ［更新］をクリックし反映いたします。※ 設定詳細は
[3]2-1 ● ROI、● スマートストリームを参照ください。

⑧… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。通常は［ v2 ］で使用してください。

［3］	2-3　ストリーム3
本カメラでは使用しません。［基本モード］または、［アドバンスモード］で設定できます。

 （A） 基本モードによる設定

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦

①…解像度：選択できる解像度は、下記の 3 種類です。

… 640×480、640×360、320×240

②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。
… 選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

…
主要、基本　
※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。
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③…画質：映像の品質を選択できます。画質を上げると映像は鮮明になりますが、データ量は増えます。
… 選択できる画質は、下記の 5 種類です。

… 最高、高、標準、中間、低

④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…
5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。

⑤…圧縮形式：画像データを圧縮する形式を選択します。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。

… H.265、H.264、JPEG

⑥…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。
… 選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。

… ROI、スマートストリーム、未使用 ［更新］をクリックし反映いたします。※ 設定詳細は
[3]2-1 ● ROI、● スマートストリームを参照ください。

⑦… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。
… 通常は［ v4 ］で使用してください。

 （B） アドバンスモード
通常は、［基本モード］による設定を行いますが、詳細に調整したい場合は、［アドバンスモード］を選択し
設定を行います。圧縮形式で［JPEG］を選択した場合は、［基本モード］と同じ設定画面になります。

●①
●②
●③

●④
●⑤
●⑥

●⑧
●⑦

①…解像度：選択できる解像度は、下記の 3 種類です。

… 640×480、640×360、320×240
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②…プロファイル：圧縮形式で H.264 を選択した場合に表示されます。
… 選択できるプロファイルは、下記の2 種類です。

…
主要、基本　
※但し、NVR に接続して使用する場合は［主要］に設定してください。

③…エンコード方式：画像データをどのように管理するかを選択します。 
… CBR ： 固定ビットレート。常に同じデータ量で配信します。ネットワーク帯域や録画データ量の
…  管理が容易です。一方で被写体の動きが多くなるにつれ、画質が下がる欠点があります。

…  ［ビットレート］を以下の範囲で選択してください。
…  ビットレートが大きいほど画質が良くなりますがデータ量は大きくなります。
…  フレームレートの設定値に応じて上限値が変わります。5FPS：4Mbps、6FPS 以上：8Mbps
…  32kbps ～ 8Mbps　 ※但し、NVRに接続する場合には、512kbps 以下で設定してください。

… CVBR： 可変ビットレート。データ量を変化させて配信します。被写体の動きに関わらず、
…  あらかじめ設定された画質を維持することができます。一方でネットワーク帯域や
…  録画データ量の管理が難しくなる欠点があります。
…  ［ビデオ量子化マトリクス］を以下の範囲で選択してください。
…  10（High）～1（Low）

④…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の10 種類です。

…
5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。

⑤…GOP サイズ（グループオブピクチャ）：同じビデオフレームレート設定でデータ量を調整することができます。
… GOP サイズを大きくすると、被写体の動きが少ない環境では特に、データ量を削減できます。一方、被写体の動き
… が多い環境では、画質が落ちる場合があります。選択できる GOP サイズは、下記の 3 種類です。

… 1/2 x FPS、 1 x FPS、 2 x FPS　※ここでの FPS は、④で設定したフレーム数となります。

⑥…圧縮形式：映像データを圧縮する形式を選択します。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。 

… H.265、H.264、JPEG

⑦…ストリームフィーチャー：画像の一部分を高精度に録画できます。
… 選択できる録画方法は、下記の 3 種類です。

… ROI、ストリームストリーム、未使用 ［更新］をクリックし反映いたします。※ 設定詳細は
[3]2-1 ● ROI、● スマートストリームを参照ください。

⑧… RTSPパス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。
… 通常は［ v4 ］で使用してください。
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［3］	2-4　3GPPストリーム
iPhone、iPad 及び Android 端末などの第 3 世代（3G）移動体通信端末用のストリームになります。
基本モードでの設定及び無効にすることができます。
※NVR と接続する場合は、［未使用］（無効）に設定しても NVR 経由で上記端末からモニタできます。

 （A） 基本モードによる設定

●①
●②
●③
●④
●⑤

①…解像度：選択できる解像度は、下記の 3 種類です。

… 640×480、320×240

②…ビットレート：以下の範囲で選択してください。

…
32kbps、48kbps、64kbps、96kbps、128kbps、192kbps、256kbps、320kbps、
384kbps、448kbps、512kbps、576kbps、640kbps、704kbps、768kbps、1Mbps

③…フレームレート：フレームレートを上げると映像は滑らかに表示されますが、データ量は増えます。
… 選択できるフレームレートは、下記の13 種類です。

…
3FPS、4FPS、5FPS、6FPS、7FPS、8FPS、9FPS、10FPS、11FPS、12FPS、13FPS、14FPS、15FPS
※ FPS は、一秒間に表示されるフレーム数を示します。

④…圧縮形式：画像データを圧縮する形式を選択します。
… 選択できる圧縮形式は、下記の 3 種類です。

… H.265、H.264

⑤… RTSP パス：RTSP プロトコルで映像を受信する時のパスを設定します。通常は［v3］で使用してください。
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［4］IPカメラ設定
この章では、システム設定について説明します。工場出荷時設定で問題が無い場合は、
本設定を行う必要はありません。

［4］	1	 システム
この項目では、システム情報、OSD 設定及び時刻設定を行います。

［4］1-1　システム情報

 （A） システム情報

●①
●②
●③

①…MAC アドレス：カメラの MAC アドレスを表示しています。カメラ毎に固有のもので変更できません。
②…カメラ名： カメラ名を設定できます。NVR にカメラを登録する際にカメラ名として表示されます。
③…言語：工場出荷時に［Japanese］( 日本語 ) に設定してありますので、変更の必要はありません。

 （B） OSD 設定
画面に表示される情報の設定を行います。時間やテキストを表示する事ができます。
タイムスタンプは［無効］に設定しても NVR で録画する場合には、時間情報を得る事ができます。

●①
●②
●③

①…タイムスタンプ：日時を表示するか設定できます。
… 有効 ： タイムスタンプを表示します。
… 無効 ： タイムスタンプを表示しません。
②…位置：日時表示を画面のどの位置に表示するか設定できます。左上、右上、左下、右下から選択できます。
③…テキスト：画面の左上にテキストを表示することができます。
… 有効 ： テキストを表示します。
… 無効 ： テキストを表示しません。
… テキスト編集 ： 表示するテキストの内容やフォントを編集することができます。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［システム情報］の項目をクリックします。
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 （C） 時刻設定
カメラの日時設定を行います。日時更新の設定も本項目で設定できます。
設定を反映させるには、［更新］ボタンをクリックします。

③…タイムゾーン：タイムゾーンを選択します。
… 出荷時にGMT+9：00( 日本 ) に設定しているので変更は不要です。

④…サマータイム有効：本項目にチェックを入れるとサマータイムが有効になります。
… 出荷時の設定では、無効（チェックしていない状態）です。無効のまま使用してください。

⑤…NTP：NTP（ネットワーク・タイム・プロトコル）を使用してカメラの日時を自動的に更新する場合に使用します。
… ※ 本設定はカメラがインターネットに接続できない環境下では使用できません。
… 1. NTP サーバ：NTP サーバ名を入力します。［ntp.nict.jp］と入力してください。
… 2. 更新：NTP サーバにアクセスし日時を更新する間隔を設定します。
… 3. 時間補正：手動で現在の時刻からの補正を分単位で設定します。

⑥… PC 時刻に同期：カメラの時刻を設定をおこなっている PC の時刻に同期させます。
⑦…手動：カメラの時刻を手動で設定します。
⑧…GPS：GPS アンテナの受信状態を示します。
⑨…日付と時間を今のままにします。：カメラの時刻編集を行いません。

●ⓐ
●ⓑ
●ⓒ

ⓐ…テキスト ： 表示する文字を入力します。

ⓑ…サイズ ： 表示する文字の大きさを下記
…   ５種類から選択します。
…   12、16、20、24、28

ⓒ…透過率 ： 表示する文字の透過率を
…   下記５種類から選択します。
…   0%、25%、50%、
…   75%、100%

①…現在の時刻：現在のカメラ日時
… を表示します。

②…日付表示形式：日時の表示形
… 式を選択することができます。
… Y：年、M：月、D：日
… を示します。

●①
●②
●③
●④
●⑤

●⑥

●⑦

●⑧
●⑨
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［4］	1-2　ユーザ管理
本項目では、カメラへのログイン方法、ユーザ管理の設定を行います。 

 （A） 匿名（Anonymous) ユーザログイン
カメラに IE 経由でログインする際に、ユーザ名とパスワードによるセキュリティを有効にするか、
無効にするかを選択します。［適用］ボタンをクリックすることにより、設定が有効になります。

有効 ： ユーザ名とパスワードなしでカメラにログインすることができます。
無効 ： カメラへログインするには、ユーザ名とパスワードの入力が必要となります。
［注］… セキュリティの観点から、［無効］での使用を推奨します。

 （B） ユーザ追加
カメラにログインできるユーザを追加します。工場出荷時には、ユーザ名［admin］が登録されています。
設定を行い、［追加］をクリックするとユーザが追加されます。

①…ユーザ名：カメラにログインする際のユーザ名を設定します。
②…パスワード：カメラにログインする際のパスワードを設定します。
③…パスワード( 確定 )：パスワード再確認のため、②で設定したパスワードを再入力します。

 （C） ユーザリスト
登録したユーザは、ユーザリストに表示されます。ユーザ名やパスワードの修正やユーザの
削除を行えます。

①…ユーザ名：登録されているユーザ名を表示します。
②…グループ：［Administrator］と［Guest］の2 種類があります。［Administrator］グループのユーザはカメラ設定
… を行えますが、［Guest］グループのユーザは、設定を行えません。追加できるユーザは、［Guest］グループの
… ユーザのみです。
③…修正：ユーザ名やパスワードを修正する時に［Edit］をクリックして編集します。
④…削除：ユーザを削除するときに、［Remove］をクリックします。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［ユーザ管理］の項目をクリックします。

●①
●② ●③ ●④

●①
●②
●③
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［4］	1-3　システムアップデート
本項目では、ファームウェア更新、システム再起動、工場出荷時設定及び設定管理を行います。

 （A） ファームウェア更新
現在のファームウェアバージョンの確認と新バージョンへの更新が行えます。

①…現バージョン：現在のファームウェアバージョンを表示しています。
②…新バージョン：次の手順にて新バージョンに更新します。

 
 （B） システム再起動

システムを再起動します。［開始］ボタンをクリックするとシステム再起動が始まります。
［注］… NVR に接続している場合、カメラを再起動中はビデオロスが発生します。

1.	［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2.	［システムアップデート］の項目をクリックします。

●①
●②

2.…［OK］をクリックし、
… 更新を開始します。

3.…［Writing Progress：100%］と
… 表示されていることを確認し、
… ［はい］をクリックします。

1.…［参照］をクリックし、新バージョンのファームウェアを選択し、［更新］をクリックします。
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 （C） 工場出荷時設定
設定を工場出荷時設定に戻します。［開始］ボタンをクリックすると工場出荷時モードに設定されます。
［注］… NVR に接続している場合、カメラを工場出荷時設定中はビデオロスが発生します。
［注］… 工場出荷時設定に戻すと、表記が英語になり、PC との通信は途切れ、その他項目も工場初期値に戻ります。
…  工場出荷時設定後はイーサネットケーブルで PC と接続し、OSD や時刻等を再設定してください。
…  また、製品付属 CD-ROM 内のコンフィグファイルを下記 (D) 設定管理 ② 設定ファイル読込に示す手順に従い
…  読み込んでください。

 （D） 設定管理
現在の設定を保存したり、以前の設定を読み込むことができます。

●①
●②

①…設定ファイル保存 : 現在の設定を保存します。

… 1.	［ここを］にマウスを合わせて右クリックします。

②…設定ファイル読込 : 以前保存した設定ファイルを読み込みます。

… 1.	［参照］をクリックし、［Settings.CFG］ファイルを選択し、［更新］をクリックします。

2.	表示されたポップアップの［対象をファイルに保存］をクリックし、保存場所を選択し、保存します。
	生成されるファイル名は、［Settings.CFG］になります。

2.	［OK］をクリックし、設定の
	読込みを開始します。

3.	上記画面が表示され、設定の読み込みが終了したら、
	［index.html］をクリックして、ライブ画面に戻ります。
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［4］	2	 ネットワーク
本章では、カメラのネットワークに関する設定を行います。
カメラを NVR と同じ LAN 内で接続する場合は、NVR からカメラの IP 設定が行えるため、
ここで設定する必要はありません。

［4］	2-1　IP設定
カメラとNVR をインターネット経由で接続する場合は、NVR からカメラの IP 設定が行えないので、変更が
必要な場合は、この項目で設定します。設定を変更後は［更新］ボタンをクリックし、設定を適用します。
［注］… ここでの設定ミスにより、クライアント PC からカメラに接続できなくなった場合は、
  ［2］ 3 項を参照し再度 IP 設定を行ってください。

 （A） IP 設定

②…スタティック：IP アドレスを固定で設定します。
… IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS0 及び DNS1をカメラを接続している
… ネットワーク環境に合わせて設定します。※上記値は例ですので、環境に合わせて設定してください。

 （B） IPv6 設定
IPv6 は現在主流の IPv4 より大きいアドレス空間を持つシステムです。

●①
●②

…
①… IPv6：IPv6 システムの有効、無効を設定できます。
… チェックを入れると有効になります。
②… IPv6 手動セットアップ：IPv6 の設定を手動で設定します。
… チェックを入れると有効になりますので、アドレス /Prefix、デフォルトゲートウェイ、IPv6 DNS を入力します。

●●③

③…DHCPv6：DHCP 機能を有効にするとIP 設定を自動取得できます。

1.	［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2.	［IP 設定］の項目をクリックします。

●①
●②

①…DHCP：
… カメラと同じ LAN 内に DHCP サーバ
… が有り、そのサーバからIP アドレスを
… 取得する場合に選択します。
［注］… IP アドレスが変化する場合がある
…  ので注意してください。
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 （C） ポート設定
ビデオ伝送するポートおよび HTTPS ポートを設定します。

①… HTTP ポート：ビデオ伝送の際に使用する HTTP ポートを設定します。
②… HTTPS ポート：HTTPS でビデオ伝送する際に使用するポートを設定します。
③… P2P ポート：P2P でビデオ伝送する際に使用するポートを設定します。

 （D） UPnP 設定
UPnP（ユニバーサル プラグ アンド プレイ）の設定を行うことができます。

①…UPnP：同じ LAN 内にある PC で UPnP が有効になっている場合、この項目を［有効］に設定するとPC で
… 自動的に検出され［ネットワーク］内に新しいアイコンが表示されます。
②…UPnP ポートフォワーディング：
… カメラが UPnP 機能が有効なルータの LAN 側に接続されている時、この項目を［有効］に設定すると
… ルータの静的 IP マスカレード設定を自動で行うことができます。設定されるポートは、それぞれ、
… 外部 HTTP ポート、外部 HTTPS ポート及び外部 RTSP ポートで設定した値になります。

 （E） RTSP サーバ設定
NVR や RTSP プロトコルをサポートしているプレーヤで RTSP プロトコルのビデオストリーミングを
受信することができます。

①… RTSP サーバ：カメラの RTSP サーバ機能の有効、無効を設定できます。
②… RTSP 認証：RTSP 経由でのカメラへの接続に対する認証の設定を行います。
… RTSP を受信するプレーヤの認証形式に合わせて設定します。
… Disable ： ユーザ名やパスワードによる認証なし。
… Basic ： ユーザ名やパスワードによる認証あり。
… Digest ： ユーザ名やパスワードによる認証あり。Basic よりセキュリティが高い
③… RTSP ポート：RTSP による伝送に使用するポート番号を設定します。
④… RTP 開始ポート：RTSP による伝送で使用するUDP の開始ポート番号を設定できます。
… ［1024..9997］の範囲から選択してください。
⑤… RTP 終了ポート：RTSP による伝送で使用するUDP の終了ポート番号を設定できます。
… ［1027..10000］の範囲から選択してください。

 （F） マルチキャスト設定
マルチキャストはネットワーク帯域を保護する記述です。この機能は、カメラから送られたデータを
何人かのユーザで共有することを許可します。ストリーム1とストリーム 2 用の設定があります。

●

●①
●②
●③
●④
●⑤

●①
●②
●③

●①
●②
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■ ストリーム1に対する設定
①… IP アドレス：マルチキャストを使用する際の IP アドレスを設定します。
… ［224.3.1.0 ～239.255.255.255］の範囲から選択してください。
②…ポートマルチキャストを使用する際のポート番号を設定します。［1～ 65535］の範囲から選択してください。
③… TTL：この値が［1～255］の範囲から選択してください。

■ ストリーム２に対する設定
④… IP アドレス：マルチキャストを使用する際の IP アドレスを設定します。
… ［224.3.1.0 ～239.255.255.255］の範囲から選択してください。
⑤…ポート：マルチキャストを使用する際のポート番号を設定します。［1～ 65535］の範囲から選択してください。
⑥… TTL：この値が［1～255］の範囲から選択してください。

■ ストリーム 3 に対する設定
⑦… IP アドレス：マルチキャストを使用する際の IP アドレスを設定します。
… ［224.3.1.0 ～239.255.255.255］の範囲から選択してください。
⑧…ポート：マルチキャストを使用する際のポート番号を設定します。［1～ 65535］の範囲から選択してください。
⑨… TTL：この値が［1～255］の範囲から選択してください。

 （G） ONVIF
ネットワークカメラ製品のインターフェースの規格標準化フォーラムに対応する設定です。弊社 NVR に接続
する場合には、設定不要です。ONVIF で接続する場合には、映像は、RTSP により伝送されるので、カメラ
の RTSP サーバ機能を有効にしてください。すべての ONVIF 製品との接続を保証するものではありません。

●①

●③
●②

①…ONVIF：対向装置の ONVIFバージョンを選択します。
②…認証：有効、無効を選択します。
③… RTSP キープアライブ：この機能が［有効］の場合は、カメラから定期的にONVIF 経由でアクセスしているユーザの
… チェックを行います。接続が失敗した場合、カメラは映像配信を停止します。

 （H） ボンジュール
Webブラウザの Safari でサポートされているボンジュール機能の有効、無効を設定できます。
［注］… Safari では、設定画面へのアクセスはできますが、ライブ画面表示はできません。

●①
●②

①…ボンジュール：有効、無効を選択します。
②…ボンジュール名称：ボンジュールで表示される名称を記入します。

●①

●④

●⑦

●②

●⑤

●⑧

●③

●⑥

●⑨
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 （ I ） LLTD
Windows Vista 及び 7 がインストールされている PC でネットワーク構成を検出し、PC と機器の接続状況
を表示する機能に対応することができます。［有効］に設定するとPC の［フルマップの表示］に本カメラが
表示されます。※ Window8 では上記表示機能が廃止されたため、機能しません。

［4］	2-2　高度な設定
HTTPS、SNMP、アクセスリスト、QoS/DSCP及び IEEE802.1x の設定が行えます。

 （A） HTTPS
HTTPS を使用するとインターネットでのデータ伝送が安全に行えます。
［注］… 使用にあたっては、事前に VeriSign 社などの SSL 証明書発行機関への登録が必要です。

②…受付済証明書

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［高度な設定］の項目をクリックします。

3.	［受付済証明書］の登録が完了して
		 いる場合は、［OK］をクリックします。

4.	［生成された要求］で各項目を入力し
		［Apply］をクリックします。

1.	［接続タイプ］で［HTTP］を選択します。 2.	［生成された要求情報］の［削除］をクリックします。

1.	［接続タイプ］で［HTTP］を選択します。 2.	［生成された要求情報］の［削除］をクリックします。

●①

●②

●③

①…生成された要求情報：本設定を行う前に［受付済証明書］を
… 登録しておく必要があります。
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③…接続タイプ：カメラへの接続タイプを選択します。

Http ：HTTP のみでの接続となります。HTTP の設定を行う際には、この設定を選択してください。
Https：HTTPS のみでの接続となります。※HTTP での接続はできなくなりますので、注意してください。
Http& Https：HTTP及び HTTPS での接続ができます。

 （B） SNMP
SNMP はネットワークに接続された装置を管理する機能です。
SNMP でカメラを管理するためには、事前に MIB ブラウザのようなツールを用意する必要があります。

①… SNMPv1 と SNMPv2c：使用する SNMP のバージョンを SNMPv1又は SNMPv2c から選択しチェックします。
… そして、書き込みと読み込み用の書き込むコミュニティ名と読み込み用の読み込むコミュニティ名を記載します。
… 読み込むコミュニティ名を使用しているユーザは、カメラの設定を変更できません。コミュニティ名は、SNMPv1
… または、SNMPv2c の認証パスワードのようなものです。

…

4. 署名証明書が有る場合は［署名証明書を受付］で［参照］
  をクリックし証明書ファイルを選択し、［Apply］をクリック
		 します。自己署名証明書を用いる場合は、［自己証明書を
  作成］で各項目を記入し、［更新］をクリックします。

3. ［OK］をクリックします。

●①

●②

●③



3938

②… SNMPv3：SNMPv3 を使用する場合は、［SNMPv3］をチェックします。
… SNMPv3 は、認証と暗号化がサポートされており、使用する際のセキュリティが高くなっています。カメラに
… アクセスするために、セキュリティ名だけでなく、認証パスワードも設定する必要があります。

…

③… SNMPv1/Pv2c トラップ
… トラップ は、管理ソフトからの定期的なポーリングを待つ代わりに、自ら管理ソフトにメッセージを送信する機能
… です。メッセージの送付先である［トラップ アドレス］に、管理ソフトを起動している PC の IP アドレスを入力し、
… 通知したい［トラップ イベント］にチェックを入れます。［トラップ イベント］の内容は以下の通りです。

… ⓐ コールドスタート：カメラが起動したり、再起動したりしたことを通知します。
… ⓑ 設定変更：SNMP 設定が変更されたことを通知します。
… ⓒ V3 認証失敗：SNMPv3 を使用するユーザが認証失敗したことを通知します。
… ⓓ SD カード挿抜：カメラに SD カードが挿入、または、抜かれたことを通知します。

 （C） アクセスリスト
カメラにアクセスできるIP アドレスを設定できます。［IP アドレスフィルタ有効］にチェックを入れると本機能
が有効になります。フィルタは、［許可］か［拒否］かを選択できます。

●ⓐ

●ⓓ

●ⓑ
●ⓒ

アドレスは、［単一指定］（例： 192.168.0.100）や［範囲指定］
（例：192.168.0.100-192.168.0.150）で指定することができます。
［追加］ボタンをクリックすると［IPv4 リスト］に加えられフィルタ
されます。［許可］と［拒否］で設定したアドレスが重なっている場合、

［IPv4 リスト］の上位にある設定が優先されます。
［管理者 IP アドレスにこの端末へのアクセスを常時許可］にチェ
ックを入れ、［管理者 IP アドレス］に管理者の IP アドレスを入力す
ると管理者の PC からは、フィルタの設定に依らず、常時アクセス
できます。
設定が終了後、［更新］ボタンをクリックして、設定を保存します。
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 （D） QoS/DSCP

DSCP は、ネットワーク上のトラフィックを分類および管理し、通信品質を確保する機能です。
DSCP 設定は、データを分類するために、IP ヘッダ内に 6 ビットのデータとして格納されています。

［ライブストリーム］［イベント/ アラーム］及び［管理］で設定する［0 ～ 63］の値は、
ネットワーク帯域の分割比を表します。

　例1…： ［ライブストリーム］を 5、［イベント/ アラーム］を10、［管理］を 20 で設定した場合、
…  　ネットワーク帯域は、5：10：20 で割り振られます。
　例2…： ［ライブストリーム］を 0、［イベント/ アラーム］を 0、［管理］を 0 で設定した場合、
…  　ネットワーク帯域は、1/3 ずつ等しく割り振られます。
　例3…： ［ライブストリーム］を 63、［イベント/ アラーム］を 63、［管理］を 63 で設定した場合、
…  　ネットワーク帯域は、1/3 ずつ等しく割り振られます。

… ［ライブストリーム］［イベント/ アラーム］及び［管理］で制御されるプロトコルを以下に示します。
… ライブストリーム（ビデオとオーディオ） ： RTP / RTSP
… イベント/ アラーム ： FTP / SMTP / SAMBA / SIP
… 管理 ： HTTP / HTTPS / SNMP

［注］…［管理］のデータには、IE 経由で表示したメニュー画面のデータだけでなく、IE でのライブ表示や
…  NVR での表示、記録に使用されるデータも含まれていますので、割合を大きく取るようにしてください。

 （E） IEEE 802.1x

IEEE802.1x は、LAN 接続時に使用する認証方式です。あらかじめ決められた機器以外がネットワーク内に
接続できないように認証によって接続を規制します。認証サーバやスイッチングハブが対応している EAPoL の
バージョンを確認して［EAPoL バージョン］を選択してください。カメラは EAP-TLS 方式をサポートしています。
認証機関により発行された ID、パスワードを入力し［更新］をクリックしてください。
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［4］	2-3　PPPoE	/	DDNS
PPPoE とDDNS の設定を行います。

 （A） PPPoE

 （B） DDNS
ダイナミックDNSサービスをサポートしています。同じ LAN 内にある NVR と接続して使用し、
NVR で DDNS を使用している場合は、カメラの DDNS は［無効］に設定したまま使用してください。

①…DDNS 設定：［有効］ を選択するとDDNSサービスが有効になります。
… ［プロバイダ］は［ddns.camddns.com(TW)］に変更して使用してください。
… ［自動更新］は［30 分］のまま使用してください。
… 設定終了後、［適用］ボタンをクリックするとDDNSサービスが開始されます。

②…状態：表示されるログの意味を以下に示します。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［DDNS］の項目をクリックします。

本設定は使用しません。［無効］から変更しないでください。

Updating 設定情報を更新しています。

Idle サービスを停止しています。

DDNS registration successful, can now log by http：
//<username>.ddns.camddns.com. DDNS サーバへの登録が成功しました。

Update Failed, the name is already registered 設定したユーザ名が既に使用されています。
ユーザ名を変更してください。

Update Failed, please check your internet cnnection. ネットワーク接続に問題があります

●①

●②
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［4］	2-4　メール /FTP設定
イベント、静止画キャプチャスケジュール及びアラーム入力が発生した場合の E メール、FTP及び
サンバの設定を行います。

 （A） メール設定
使用するメールのサーバアドレスやアカウント情報を設定します。
設定終了後、［更新］ボタンをクリックして設定を保存します。［テスト］ボタンをクリックすることにより、メールサーバとの
接続を試験できます。［OK］とメッセージが表示されれば、メールサーバとの接続は正常です。テストメールは、宛先メー
ルのアドレスに送信されます。HTTPS を使用するとインターネットでのデータ伝送が安全に行えます。
［注］… 使用にあたっては、事前に VeriSign 社などの SSL 証明書発行機関への登録が必要です。

 （B） FTP 設定
FTP サーバアドレスやアカウント情報を設定します。設定終了後［更新］ボタンをクリックして設定を保存します。
［テスト］ボタンをクリックすることにより、FTP サーバとの接続を試験できます。
データは FTP サーバ内のフォルダに保存されます。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［メール /FTP 設定］の項目を
… クリックします。
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 （C） サンバ
Windows サーバーのファイル共有サービスに録画ファイルを保存します。
ワークグループ名等のアカウント情報を設定し、最後に［更新］をクリックします。

［テスト］をクリックすることにより、サーバーとの接続を試験できます。

 （D） グーグルドライブ
Google が提供するファイル共有サービスに録画ファイルを保存します。
Google から提供される認証コード、メインフォルダ名を設定し、［認証コード送信］をクリックします。

 （E） ドロップボックス設定
Dropbox が提供するファイル共有サービスに録画ファイルを保存します。
Dropbox から提供される認証コード、メインフォルダ名を設定し、［認証コード送信］をクリックします。
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[4]	2-5　Wi-Fi 設定 (カメラ )	
Wi-Fi で PC と本カメラとは、［1］8 システム構成に示すように、下記２つのモードで接続できます。
［注］… 設定する場合、本カメラはイーサネットケーブルを介して PC と接続した状態で行ってください。

● アドホックモード　 ● インフラストラクチャーモード

Wi-Fi アドホック接続は、製品付属 CD-ROM 内のアドホック接続用バッチファイルを使用して行います。
本バッチファイルではカメラ2 台接続できます。1台は工場出荷設定のまま接続する事ができますが、2 台接続する場合、
追加する1台に対してはカメラの IP アドレス、SSID 等を設定する必要があります。
［注］… カメラのユーザー名及びパスワードは、Wi-Fi 接続する前に初期値から変更してください。

 (A) IP アドレス設定 ( アドホックモード / インフラストラクチャーモード )

 (B) Wi-Fi 関連設定 ( アドホックモード )

項目 カメラ 1
( 工場出荷設定 ) カメラ 2

SSID SD-W606IR1 SD-W606IR2
セキュリティーキー 1 wifi1 wifi2

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［Wi-Fi 設定］の項目をクリックします。

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

… ① モード：選択できるモードは、下記 2 種類です。［アドホック］モードを選択します。

…  
アドホックモード、インフラストラクチャモード

… ② 運用モード： ［自動］固定です。
… ③ SSID：接続するWi-Fi 環境名を英数字で設定します。上表の太字の通り変更します。
… ④ ドメイン：日本国内で本カメラをご使用される場合、［JP(1～14ch)］を選択します。
… ⑤ チャンネル： ［1～14］の中から選択します。
… ⑥ 認証：選択できる認証方式は、下記 2 種類です。

…  
None、WEP

追加する1台 ( カメラ2) に対して、左表に示す
項目について、工場出荷設定値から表の通り変
更します。

左表に従い、IP アドレスを
設定します。設定方法は［2］
3 項と同様に［IP Scanner］
を使用して行います。

Wi-Fi 接続
モード

設定項目

アドホックモード インフラ
ストラクチャー

モード
カメラ 1

( 工場出荷設定 ) カメラ 2

IP アドレス 192.168.1.200 192.168.1.201 接続 SSID で使用する
IP アドレスに準ずる

3．	①［モード］～ ⑥［認証］を設定します。
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4.…［WEP］を選択した場合、下記画面にて①［セキュリティ方式］～ ⑦［セキュリティキー］を設定します。
… セキュリティー1を左頁表［(B) Wi-Fi 関連設定］の太字の通り変更します。

… ③ セキュリティ方式：選択できる暗号化キーのフォーマットは、下記の2 種類です。

…  ASCII、HEX

… ④～⑦  セキュリティキー1～ 4：暗号化キーを英数字で設定します。

5．…設定を完了しましたら、［更新］キーを押します。

 （C） Wi-Fi 設定 ( インフラストラクチャーモード )
1.… アドホックモードと同様に、［Wi-Fi 設定］画面を表示させ、設定します。

… ① モード：選択できるモードは、下記の2 種類です。［インフラストラクチャ］モードを選択します。

…  アドホックモード、インフラストラクチャモード

… ② 運用モード： ［自動］固定です。
… ③ SSID：接続するWi-Fi 環境名を英数字で設定します。
… ④ 認証：接続するWi-Fi 環境が使用している認証方式を選択します。選択できる認証方式は、下記 4 種類です。

…  None、WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK

… ⑤ 暗号化方式：接続するWi-Fi 環境が使用している暗号化方式を選択します。
…  選択できる暗号化方式は、下記 2 種類です。

…  TKIP、AES

… ⑥ セキュリティキー：接続する SSID で設定されているセキュリティーキーを英数字で設定します。

2．…設定を完了しましたら、［更新］キーを押します。

●①
●②
●③
●④

●⑤
●⑥

… ① セキュリティ方式：選択できるセキュリティ方式は、
…  下記の2 種類です。

…  
Open	System、Shared	Key

… ② 暗号化キーの長さ：選択できる暗号化キーの長さは、
…  下記の2 種類です。

…  
64ビット、128ビット●⑦

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
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[4]	2-6　Wi-Fi 設定 (PC)
PC では、インフラストラクチャーモードで下記項目を設定します。
● IP アドレス→ [2] 2 PC の IP アドレス設定を参照願います。
● Wi-Fi アダプタの有効化
● SSID( 名称及びセキュリティーキー )

また、アドホックモードではバッチファイルを起動してカメラと接続します。

 （Ａ） Wi-Fi アダプタの有効化（インフラストラクチャーモード）

1.…［2］ 2 PC の IP アドレス設定と同様な手順で左記画面
… を表示させます。［Wi-Fi］を右クリックして、メニュー画面
… を表示します。
2.…［プロパティ］をクリックし、［Wi-Fi のプロパティ］を
… PC 画面に表示します。
3.… 2 項と同様な手順で IP アドレス、サブネットマスク、
… デフォルトゲートウェイ、を接続するカメラの IP 設定に
… 合せて設定します。
… 設定を完了しましたら、［OK］をクリックします。
4.…［Wi-Fi］を右クリックして、［有効にする］をクリックします。

 （Ｂ） バッチファイルの準備及び起動（アドホックモード）

［注］… PC と本カメラを Wi-Fi 接続する前に、イーサネットケーブルをはずしておきます。

2.… コピーしたフォルダ内のバッチファイル［SD-W606IR adhoc.bat］をダブルクリックします。
… ダブルクリックすると、メッセージ［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 ?］が表示され、
… ［はい］をクリックします。また、本バッチファイルはショートカットをデスクトップに置いて、そのショートカットを
… ダブルクリックしても実行できます。

1.… 製品付属の CD-ROM にあるフォルダ
… ［SD-W606IR adhoc］を Cドライブ配下のフォルダ
… ［ユーザー (Users)］にコピーします。
… コピーすると、メッセージ
… ［対象のフォルダへのアクセスは拒否されました。この
 フォルダへコピーするには管理者の権限が必要です。］
… が表示され、［続行］をクリックしてコピーします。

3.… コマンドプロンプト画面が立ち上がり、左記に示す
… メニューが表示されますので、［1( カメラ接続 )］を
… 選択します。

… 続いて、カメラ選択メニューが表示され、接続した
… いカメラ№ (1～2) を選択します。
… カメラが接続されると、メッセージ
… ［カメラ x を接続しました。］ （x:1/2）が表示されます。
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6.… カメラを接続後にネットワーク環境をカメラ接続前の状態に戻す場合、
… 処理メニュー［2 ( ネットワーク環境を元に戻す )］を選択します。ローカルエリア接続を有効に、
… ワイヤレスネットワーク接続を DHCP に戻します。
7.… バッチファイルを終了する場合、処理メニュー［ 9 （終了）］を選択します。

 （C） SSID( 名称及びセキュリティーキー ) 設定　インフラストラクチャーモード

4.… ネットワークアダプタの一覧画面で、［Wi-Fi］を右クリックして、
… メニュー画面で［状態］をクリックすると、［Wi-Fi の状態］画面
… が表示されます。

… 画面上、SSID のところに、接続したカメラの SSID が表示されたら、
… ［IP Scanner］上の［Device list：］のところに接続したカメラ名が
… 表示されるので、カメラ名のところを　ダブルクリックします。

5.… 4. 同様に［4］2-5 Wi-Fi 設定（カメラ）（C）項で設定した
… セキュリティーキーを入力し、設定完了です。
… 本頁（B) 4. ～ 5. と同様な手順でライブ画面を
… PC に表示する事ができます。

4.	［利用できるネットワークの表示］をクリック
		 し［4］2-5 Wi-Fi 設定（カメラ）（C）項で
  設定した SSIDを選択し、［接続］をクリック
		 します。

１．…ネットワークアダプタを一覧表示した画面にて、
… ［Wi-Fi］のアイコンを右クリックして、左記の
… ようなメニューを表示します。

2.… 上記メニューの中で、［有効 / 無効］をクリックすると、
… 接続可能な Wi-Fi 環境が表示されます。

3.… デスクトップ下部にあるタスクバーより
… ［ネットワーク］アイコンを右クリックし、
… ［ネットワークとインターネットの接続］
… を開きます。

5.… カメラの ID とパスワードを入力して［OK］ボタンを押すと
… ライブ映像を見る事ができます。初期値は［admin］です。
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［4］	3	 A/V
 3-1　映像設定

プライバシーエリアやカメラ画像に関する設定を行います。

 （A） プライバシーマスクの設定
プライバシー機能は、監視中指定されたエリアにマスクをかけることによりプライバシーを守ることが出来ます。
プライバシーマスクを設定した箇所は、画面上表示されることなく、記録されることもありません。
プライバシーマスクは最大３つまで指定することが出来ます。

●①

●②

●③

 （B） 映像設定 1
カメラ画像関連の明るさやデイ/ ナイトなどの設定を行います。

③…色相 (-4 ～ 4)：画像の色相の設定です。数字が大きいほど、赤味が強く、小さいほど青味が強くなります。
④…鮮明度 (-4 ～ 4)：画像の見た目の解像感の設定です。数字が大きいほど輪郭が強調され細かい部分が鮮明に表示
… されますが、画像によってはノイズが強調される場合があります。
⑤…D-WDR(OFF、1( 低 ) ～ 8( 高 ))：本項目にチェックを入れると、D-WDR が機能します。画面上に明るい箇所
… と暗い箇所がある場合、明るい部分や暗い部分が見えにくくなる場合がありますが、これを見やすい画像に改善する
… 機能です。この機能により、暗い箇所を明るく、明るい箇所を暗くして画面全体がちょうど良い明るさの画像となる様、
… 調整されます。逆光の多い場所などで効果を発揮します。設定値が大きいほど、この効果が大きくなります。
⑥…デジタルノイズリダクション 3D(OFF、1～ 9)：映像信号に混在するノイズを軽減する設定です。
⑦…デジタルノイズリダクション 2D(OFF、1～ 9)：映像信号に混在するノイズを軽減する設定です。
⑧… AES( 自動電子シャッタ )：シャッタスピードを設定します。選択できるシャッタスピードは、下記12 種類です。

…
屋外、屋内、1/30、1/50、1/60、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/5000、1/10000

… カメラの設置場所で設定するか、固定のスピードで設定することができます。
… 固定スピードでの設定は、速く動く被写体を撮影する場合に有効です。

設定方法
1.… エリア１～3 のどれかを選びます。①
2.… 画面上で、プライバシーマスクを設定したい箇所を、
… マウスなどで選択します。②
3.… 保存をクリックします。③
4.… 更に、設定を継続する場合は、別のエリア番号を選択し、
… 2. 3.を実行します。設定を解除する場合は、解除したい
… エリア番号を選択し、保存をクリックします。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［映像設定］の項目をクリックします。

①…明度 (-4 ～ 4)：画像の明るさについて
… 設定します。数字が大きいほど明るい
… 画像となります。
②…コントラスト(-4 ～ 4)：数字が大きい
… ほど、明るい部分と暗い部分との明暗
… の差が明確になります。

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥
●⑦
●⑧
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 （C） 映像設定２

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

②… AGC(8x、12x、16x、24x、32x、40x、48x、64x、80x)：画像の明るさとシャープさを保つため、蓄積時間を
… 伸ばして暗くて低いコントラストの被写体を自動的に、検出します。
③…霧補正：霧や雨天の撮影時に画像を補正します。補正する場合、有効にチェックを入れます。
④…レンズ歪補正 (OFF、1( 低 ) ～10( 高 ))：レンズの歪補正の有無を設定します。有効にする場合、［数値］を設定します。
⑤…画像の向き：画像を、上下、左右方向に反転します。
… 上下方向は［フリップ］左右方向は［ミラー］にチェックを入れます。
⑥… IR オプティマイザ：夜間撮影時に、被写体に赤外線を投光した際の発生する白とびを補正します。

 （D) デイ/ ナイト切換えモード

デイ/ ナイト切換えモード：
明るい昼間はカラー映像、夜は白黒映像に自動的に切り換えて撮影を行う機能について設定します。
選択できるモードは、下記 4 種類です。本カメラは、［DI 入力に同期］で運用します。

ライトセンサモード、カラーモード（デイ）、白黒モード( ナイト)、タイムモード、DI 入力に同期

●… ライトセンサモード：周囲の明るさに応じて、自動的にカラーモードと白黒モードを切り換えます。
… 本モードでは、カメラ本体の IR センサを使用して周囲の照度を検知します。

…

●① ●②
●③ ●④
●⑤

… ① デイモードへの切換間隔 (1～15 秒 )：後述［デイモードへの切換照度 ］での設定値をセンサが検知後に
…  カラー撮影を開始するまでの待ち時間を設定します。
… ② ナイトモードへの切換間隔 (1～15 秒 )：後述［ナイトモードへの切換照度 ］での設定値をセンサが検知後に
…  カラー撮影を開始するまでの待ち時間を設定します。
… ③ デイモードへの切換照度 (5 ～10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、40、50lux)：
…  カメラを白黒フィルタからカラーフィルタへ切替える明るさのレベルを設定します。
… ④ ナイトモードへの切換照度 (1～10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、40lux)：
…  カメラをカラーフィルタから白黒フィルタへ切替える明るさのレベルを設定します。
［注］ 上記の設定で、［デイモードへの切換］の設定値は、［ナイトモードへの切換］の設定値より４以上大きい値を設定
…  してください。

… ⑤ 現在の照度：現在の明るさを表示します。

●… カラーモード(デイ)：カメラ画面の明るさに関わらず、カラーモードに固定されます。

●… 白黒モード( ナイト)：カメラ画面の明るさに関わらず、白黒モードに固定されます。

①…彩度 (-4 ～ 4)：画像の色の濃さに
… ついての設定です。数字が大きい
… ほど濃い色となります。
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●… タイムモード

…
●① ●② ●③

… ① デイモードへの切換時刻：デイモードへの切換時刻を設定します。
… ② ナイトモードへの切換時刻：ナイトモードへの切換時刻を設定します。
… ③ 時間を保存：時刻を設定したら、最後の［時間を保存］をクリックして設定します。

●… DI 入力に同期：外部の IR センサの制御信号でカラー⇔白黒モードを切り換えます。

 (E) ホワイトバランス

●①
●②
●③

●②
●④

●⑤

①…ホワイトバランス：撮影条件に応じて被写体の白色を補正します。選択できる撮影条件は、下記 6 種類です。

… 自動、電球、蛍光灯、太陽光、日蔭、曇天

②…赤色補正 / 青色補正：被写体の赤、青色をそれぞれ、補正します。補正値は -5 ～ 5 の範囲で設定します。
③…屋内⇔屋外　閾値：屋内⇔屋外を切り換える閾値を設定します。閾値は -6 ～ 6 の範囲で設定します。
④…屋内 / 屋外：周囲の明るさを検知して、切り換わります。
⑤…初期化：設定値を初期化します。

［4］	3-2　オーディオ設定
オーディオ関連に関する設定を行います。IP カメラに内蔵されているマイクを使用することで、撮影している
周辺の音声を、パソコンで聞くことができます。また、IP カメラに外部スピーカを接続することで、パソコン
側のマイクより、IP カメラに対して音声を送ることができます。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［オーディオ設定］の項目をクリックします。

 (A) カメラから PC への転送

●①
●②
①…カメラから PCへの転送：IP カメラからパソコンへの音声通信の設定です。
… ［有効］を選択することで、音声通信が開始されます。通信しない場合は、［無効］を選択してください。
②…オーディオタイプ：オーディオタイプは、通信の際に使用する音声圧縮の方式を選択します。
… 以下の 3 種類より選択できます。最適な方式を選択してください。

…
G.726(24Kbps)、G.726(32Kbps)、G.711(64Kbps)
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 （B） 音量調整

マイク入力／ライン出力：マイク入力、ライン出力の調整を行います。調整値は、それぞれ、-5 ～ 4です。
数値が大きいほど、音量が大きくなります。設定後、［更新］を押すことで設定値が保存されます。

 （C） オーディオ検知

マイク入力したオーディオを検知して、指定されたメールアドレス
に動画を添付して送信、FTP/SD カード/Samba に動画を保存
することができます。

①…オーディオ検知：オーディオ検知機能の有無を設定します。
… ［有効 / 無効］にチェックを入れ設定します。

●①
●②
●③

●④

②…オーディオ検知後の動作：オーディオ検知後の動作方法を設定します。選択できる動作は、下記 4 種類です。
… 選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。
… E-mail、FTP、Samba、それぞれの詳細な設定方法については［4］ 2-4 メール /FTP 設定を参照願います。

…
E-mail、FTP、SD カードに保存、Samba

③…検知閾値：閾値を設定します。選択できる閾値は、下記 6 種類です。

… 40dB、50dB、60dB、70dB、80dB、90dB

④…モニタ：マイク入力したオーディオの音量をバーでモニタします。
… ③で設定した閾値に対して、音量が上回る場合はピンク色、下回る場合は青色で表示します。

 （D） パソコンから IP カメラへの音声通信
パソコンからIP カメラに対して、音声通信をすることができます。ブラウザ画面下の［拡声］ボタンを有効にすることで、
この機能が開始されます。

［注］… SD カードへの記録中に、IP カメラからの音声通信を
…  行った場合、通信が影響を受けて途切れ途切れと
…  なったり、聞きずらい音声になる場合があります。
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［4］	4	 イベント
 4-1　イベント設定

イベントが発生した際のカメラ動作の設定について説明します。

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［イベント設定］の項目をクリックします。

 （A） 動作検知

⑥…動作検知後の動作：動作検知後の動作方法を設定します。選択肢は下記 6 種類です。選択は下記動作項目にチェッ
… クを入れ設定します。E-mail、FTP、Samba、グーグルドライブ、Dropbox、それぞれの詳細な設定方法については、
… ［4］2-4 メール /FTP 設定を参照願います。

…
E-mail、FTP、SD カードに保存、Samba、グーグルドライブ、Dropbox

⑦…ログ：動作検知後の動作ログを記録することができ、その記録先を設定します。
… 選択肢は下記 3 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

… E-mail、FTP、Samba

⑧…題名：メールが送付される時の件名を設定します。
⑨…間隔 (10 ～ 60sec)：イベントを認識する間隔を設定します。例：10sec（秒）で設定した場合モーションやアラーム
… が検出された場合、10 秒間は次のモーションやアラームを検知できません。

●①

●⑥
●②

●⑦

●③

●⑧
●⑨
●⑩

●④
●⑤

動作検知を行なうエリアを 3 箇所設定
できます。また、それぞれに目的に応じ
た検知方法を設定することもできます。
動きが検出された時、指定されたメー
ルアドレスに動画や静止画を添付して送
信したり、FTP/SD カード/Samba/ グ
ーグルドライブ/Dropbox に動画や静
止画を保存することができます。

①…エリア設定： ［エリア1、2、3］ボタ
… ンをクリックするとライブ画面上で
… それぞれの範囲を設定できます。
②…感度： ［1（低）～10（高）］の範囲
… で選択します。値が大きくなるほど
… 感度が高くなります。
③…検知時間： ［1～10sec］の範囲で
… 選択します。

④…プレビュー： ［プレビュー］をクリックすると、左記画面を表示します。
… 検知レベルを上回ると黄色、下回ると青色で表示します。
⑤…動作検知機能の有効化：動作検知を行うエリア 3 つそれぞれに対して、
… 動作検知機能の有効無効を設定します。
… 検知機能を有効にする場合、エリア1～3 にチェックを入れ設定します。
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⑩…スケジュールに従う：設定したスケジュールによって静止画あるいは動画を記録する事ができます。
… ［スケジュールに従う］にチェックを入れ［スケジュールプロファイル］から設定済プロファイルを選択できます。
… スケジュールの設定は［4］4-2 スケジュールを参照ください。

 （B） タンパリング

本カメラへの不正操作を検出して、指定されたメ
ールアドレスに動画を添付して送信、FTP/SD カ
ード/Samba に動画を保存することができます。

●①
●②
●③

①…タンパリング検出：不正操作の検出機能の有無を有効 / 無効にチェックを入れ設定します。
②…タンパリング検出後の動作：不正操作検出後の動作方法を設定します。選択動作は、下記 4 種類です。
… 選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

…
E-mail、FTP、SD カードに保存、Samba

③…通知間隔：通知間隔を設定します。選択できる間隔は、下記13 種類です。

…

10sec、20sec、30sec、60sec、120sec、180sec、240sec、
300sec、360sec、420sec、480sec、540sec、600sec

 （C） レコードファイル

記録するファイルの形式を選択します。設定できる形式は以下の 3 種類です。
●… AVIファイル（録画時間設定に従う）： ［録画設定］で設定したプレ、ポスト時間の AVI 形式ファイルです。
●… JPEGファイル（録画時間設定に従う）： ［録画設定］で設定したプレ、ポスト時間の JPEG 形式ファイルです。
… ビデオ設定でストリーム1の圧縮形式を JPEG で設定している時のみ有効です。
●… JPEGファイル（設定間隔ごとに1ファイル）： ［間隔］で設定した時間間隔で作成される JPEG 形式ファイルです。

 （D） 録画設定

モーション、I/O などによるアラームが発生した際に、そのアラームの前後何秒間を録画するか設定します。
プレアラームは［0 ～ 5 秒］の範囲で、ポストアラームは［0 ～ 5、10 秒］の範囲で、それぞれ設定できます。

 （E） ネットワーク IP チェック 
ネットワークへのアクセス状況を定期的にチェッ
クして、もしチェックに失敗した場合の動作を選
択できます。
①… IP チェック：ネットワークへのアクセス状況
… のチェック機能の有無を［有効 / 無効］に
… チェックを入れ設定します。

●①
●②
●③
●④

②… IP アドレス：チェックに使用するサイトの URLや IP アドレスを設定します。
③…間隔：チェックする時間間隔を設定します。選択できる間隔は、下記 4 種類です。

… 30sec、40sec、50sec、60sec

④… IP チェック失敗時の動作：ネットワークへのアクセス状況を確認し、失敗した際の動作を設定します。
… 選択できる動作は下記 2 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

…
IP チェックが 4 回失敗した場合、カメラをリブートします。/SD カードに保存
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［4］	4-2　スケジュール設定

 (A) スケジュール表
静止画および動画を録画するタイミングを 24 時間帯及び 7 曜日のマトリクスのスケジュール表で設定します。

●①

●②
●③

①…スケジュール表：録画するタイミングを 7 曜日×24 時間帯で表示します。録画及び未録画を色で識別します。
… ( 白：未録画／緑：録画 ) 表上の録画したいタイミングのエリアをクリックして設定します。クリックすると、エリアが
… 白 ( 未録画 ) ⇔緑 ( 録画 )で変化します。また、表上、左隅の［全て］をクリックすると、全エリアが白 ( 未録画 ) ⇔
… 緑 ( 録画 )で変化します。

②…表示するプロファイル：①に示すスケジュール表をプロファイルとして３つ設定できます。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、プロファイル1～3 をクリックします。
③…プロファイル名称：②プロファイルに示すプロファイル名称を、英数字を使用して設定します。
… 入力を終えたら、エンターキーをクリックして設定します。

 (B) 静止画及び動画 ( レコード常時 ) 録画選択

静止画＆動画 ( スケジュール常時 ) 録画選択：録画形式 ( 静止画／動画 ( スケジュール常時 )) を設定します。
選択肢は下記 3 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

レコード( 動画 )、静止画保存、未使用

●… 静止画

●①
●②
●③
●④
●⑤
②…静止画ファイルの保存先：静止画の録画ファイルの保存先を設定します。選択肢は下記 4 種類です。
… 選択は下記保存先にチェックを入れ設定します。

… E-mail、FTP、SD カードに保存、Samba

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［スケジュール］の項目をクリックします。	

①…静止画録画の有効化：
… 静止画録画の有効無効を設定します。
… ［有効 / 無効］のチェックを入れ設定します。



5554

③…間隔：静止画を録画する時間間隔を設定します。［1～ 50000］の範囲から設定します。
④…ファイル名：ファイル名を英数字で設定します。
⑤…スケジュールプロファイル：録画タイミングを［プロファイル1～3］で設定します。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、［プロファイル1～3］をクリックします。

●… レコード( 動画 )

●①
●②
●③

①…録画ファイルの SD カードへの保存：録画ファイルの SD カードへの保存の有無を設定します。
… 選択肢は下記 2 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

… SD カードに保存、無効

②…録画ファイル容量：録画ファイル容量を設定します。選択肢は下記 4 種類です。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、設定したい選択肢をクリックします。

… 20MB、30MB、40MB、50MB

③…スケジュールプロファイル：録画タイミングを［プロファイル1～3］で設定します。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、［プロファイル1～3］をクリックします。

 （C） カメラの自動リブート

●① ●② ●③ ●④ ●⑤

①…自動リブート有効：カメラの自動リブート機能を設定します。機能を有効にする場合、チェックを入れ設定します。

②…タイミング：自動リブートするタイミングを設定します。選択肢は下記 3 種類です。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、設定したい選択肢をクリックします。

… 毎週、毎月、毎日

③…曜日：自動リブートする曜日を設定します。選択肢は下記 7 種類です。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、設定したい選択肢をクリックします。

… 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日

④…時刻：自動リブートする時刻を設定します。選択肢は下記 24 種類です。
… ［矢印キー］をクリックしプルダウンメニューで表示させ、設定したい選択肢をクリックします。

… 00:00 ～23:00 間、1時間単位

⑤…更新：設定を完了したら、最後に、［更新］をクリックします。
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［4］	4-3　I/O設定

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［ I/O 設定］の項目をクリックします。

●①
●②
●③
●④
●⑤
●⑥

●⑦

①…入力1センサタイプ：センサのモードを選択します。
… N.O：アラームが発生すると閉じるセンサに適用します。
… N.C：アラームが発生すると開くセンサに適用します。
②…入力1アクション：アラームを検知した際の動作を設定します。
… 選択動作は、下記 4 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

…
E-mail、FTP、SD カードに保存、Samba

③…ログ：アラームを検知したことのログ収集の有無を設定します。
… 選択動作は、下記 3 種類です。選択は下記動作項目にチェックを入れ設定します。

…
E-mail、FTP、Samba

④…題名：メールが送付される時の件名を設定します。
⑤…間隔 (10 ～ 60sec)：イベントを認識する間隔を設定します。例：10 秒で設定した場合
… モーションやアラームが検出された場合、10 秒間は次のモーションやアラームを検知できません。
⑥…スケジュールに従う：設定したスケジュールに沿って上記②の動作を行います。
⑦…更新：設定を完了したら最後に［更新］をクリックします。

［4］	4-4　ログリスト

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［ログリスト］の項目をクリックします。

システムログ、動き検知ログ、I/O ログ及び全てのログを表示できます。
システムログとI/O ログは、カメラの電源を落としても消去されません。

［ログ］をクリックすると一覧を表示できます。

カメラのアラーム入力でリレーによる
トリガを検出した場合、

［入力 1アクション］で設定した動作
を行います。
カメラのアラーム入力には電圧を印加
しないでください。



5756

［4］	4-5　SDカード

1. ［設定メニュー表示ボタン］をクリックします。 2. ［SD カード］の項目をクリックします。 

 (A) 静止画及びモーション等の検知した際の動画の録画ファイル一覧表示

録画ファイルを録画日付ごとに表示されます。録画日付内の録画ファイルを参照する場合、録画日付のところをクリック
すると下記のような画面が表示されます。

②…ビデオ設定：録画ファイル名を表示します。静止画及び動画の録画ファイルをそれぞれ下記書式で表示します。
… ●  動画ファイル：YYYYMMDD －TTMMSSX.avi　また、ファイル名の末尾のＸは検知方法を示します。

…  　
ａ I/O 検知 ｍ モーション検知 ｉ オーディオ検知

… ●  静止画ファイル (SnapShot)：TT o’clock
… ●  静止画ファイル (タンパリング検知 )：TTMMSSi

③…イベント種別：録画ファイルの録画方法を示します。
… ●  Motion Detect : 動画ファイル ( モーション検知 )
… ●  IVS：動画ファイル ( オーディオ検知 )／静止画ファイル (タンパリング検知 )
… ●  Alarm：動画ファイル (I/O 検知 )
… ●  Schedule Snapshot：静止画ファイル ( スナップショット録画 )
［注］… 上記ファイルは SD カードの容量が満杯になった場合、上書き保存しないので、適宜 PCへダウンロードを行い、
…  不要なファイルは削除してください。

④…Download：内蔵する SD カードから PCへダウンロードします。
… ファイルを選択し、［Download］をクリックします。
… 詳細な手順は　（F） PC への録画ファイルダウンロード ( 動画 ) を参照してください。
⑤…削除：内蔵する SD カードに保存している録画ファイルを削除します。
… ファイルを選択し、［削除］をクリックします。
… 詳細な手順は　（H） 録画ファイルの削除 を参照してください。
⑥…フォルダ表示：録画ファイルは一画面で10 個表示します。11個以上録画ファイルが保存されている場合にフォルダ
… を数字で表示します。
⑦…URL 表示：SD カードに保存している録画ファイルの URLを表示します。

●① ●② ●③ ●④ ●⑤

●⑥

●⑦

①…録画時刻：録画した時刻を表示します。静止画及
… び動画の録画ファイルを下記書式で表示します。
… ●  動画ファイル：TT:MM:SS
… ●  静止画ファイル（タンパリング検知）：TT:MM:SS
… ●  静止画ファイル (SnapShot)：TT o’clock
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 (B) スケジュール ( 常時 ) 録画ファイル一覧表示

録画ファイルを録画日付ごとに表示されます。録画日付内の録画ファイルを参照する場合、クリックすると下記のような
画面が表示されます。

●① ●② ●③ ●④ ●⑤

●⑥ ●⑦

①…録画時刻：録画した時刻を表示します。動画の録画ファイルを下記書式で表示します。
… ●  動画ファイル：TT:MM:SS

②…ファイル名：録画ファイル名を表示します。動画の録画ファイルを下記書式で表示します。
… ●  動画ファイル：YYYYMMDD －TTMMSSX.avi
… また、ファイル名の末尾のＸは検知方法を示します。

… r レコード (スケジュール常時 )録画

③…イベント種別：録画ファイルの録画方法を示します。
… ●  Record : 動画ファイル ( スケジュール常時録画 )

④…Download：内蔵する SD カードから PCへダウンロードします。
… ファイルを選択し、［Download］をクリックします。
… 詳細な手順は　（F） PC への録画ファイルダウンロード ( 動画 ) を参照してください。

⑤…削除：内蔵する SD カードに保存している録画ファイルを削除します。
… ファイルを選択し、［削除］をクリックします。
… 詳細な手順は　（H） 録画ファイルの削除 を参照してください。

⑥…フォルダ表示：録画ファイルは一画面で10 個表示します。11個以上録画ファイルが保存されている場合に録画
… ファイルのフォルダを数字で表示します。

⑦…URL 表示：SD カードに保存している録画ファイルの URLを表示します。

 (C) SD カード容量表示

下記型式で容量を表示します。
SD Card:<< 空き容量 / 最大録画可能容量 >>
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 (D) 自動削除

［自動削除］は、設定期間を越えたファイルを自動で削除する機能です。例えば、［1日分］に設定すると常に1日分のデー
タしか保存されません。選択できる日数は、下記１5 種類です。

OFF、1日分、2 日分、3 日分、4 日分、5 日分、6 日分、7 日分、
8 日分、9 日分、10 日分、15 日分、20 日分、25 日分、30 日分

 (E） SD カードをフォーマット

256GB までの容量での録画可能です。使用する際には、フォーマッターソフトを使用して FAT32 形式にフォーマットして
ください。さらに［SD カードフォーマット］をクリックしてフォーマットしてください。

 (F) PC への録画ファイルダウンロード（動画）

1.… 日付をクリックします

2.… 画面上の時間帯毎のビデオ設定の項目を
… クリックし、保存している動画または静止画を
… 一覧表示させます。

3．…ダウンロードしたいファイル名にチェックを入れ
… 選択後［Download］をクリックします。

４．…ブラウザ下部に左記のような画面が表示
… されますので［保存］横の  をクリックし
… ［名前を付けて保存］を選択します。

5．…画面上に表示した左記画面にて、
… 保存先フォルダおよびファイル名を設定して、
… ［保存］をクリックします。
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6．…保存が終了すると、左記画面を表示します。

上記画面に従い、［ファイルを開く］［フォルダを開く］［ダウンロードの表示］いずれかをクリックするか、
画面を閉じるのであれば、［×］をクリックします

 (G) PC への録画ファイルのダウンロード ( 静止画 )

4．…保存したいフォルダ名、ファイル名、ファイルの種類を設定して、［保存］をクリックします。

 （H） 録画ファイルの削除
1． （F）PC への録画ファイルダウンロード ( 動画 ) 手順 1～2 と同様に、ファイル一覧を表示させ削除したいファイル
… にチェックを入れます。
2．…下記画面を表示しますので、削除される場合は［ＯＫ］を、削除しない場合は［キャンセル］をクリックします。

 （ I ） SD カードを使用する際の注意
●… SD カードはご使用前にフォーマットしてください。
●… 初期状態では、SD カードが本カメラに挿入されると自動的に常時録画が開始され、しばらくするとハウジング底面
… の SD LED( 赤 ) が点灯します。もし、SD LED が消灯のまま、または点滅する場合は、SD カードにエラーが発生し
… ていることが予想されますので挿入状態や SD カード自体を確認してください。
●… 本カメラの電源を切る際や SD カードを挿抜する際には、必ず録画を無効にしてください。
●… SD カードへの録画及び NVR への録画を併用すると、カメラの動作が不安定になる事がある為、推奨しません。

1． (F) PC への録画ファイルのダウンロード ( 動画 )
 手順 1～2 と同様に、ダウンロードしたい録画
… ファイルが保存している日付及びビデオ項目を
… 選択します。
2．…下記画面にて、保存したいファイルのフォルダを
… クリックします。フォルダには 2 つ画像が保存
… されています。

3．…画像の上で右クリックして、ポップアップメニュー
… を表示させ、［名前を付けて画像を保存］を
… クリックします。
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[5] 録画ファイルの復号処理
本製品の録画ファイルは動画ファイルに限り、セキュリティ対策として、録画時に暗号化されています。PCへ保存した際、
選択したファイルは全て［MultiDownload.zip］というファイル名となります。
Windows 標準の圧縮解凍機能では解凍できませんので、フリーソフト等をご用意いただき解凍してください。

解凍後、生成された動画ファイルに［AVI_converter］で復号処理を行う事で再生する事ができます。
ここでは、圧縮解凍フリーソフト［Lhaplus］を使用した手順を記します。

2.… 解凍処理が終了すると、保存した動画ファイルが表示されます。

3.… 製品付属の CD-ROM にある［AVI_converter］をデスクトップにドロップし
… ［AVI_converter］のアイコンをダブルクリックして起動させます。

4.…［ファイル選択］をクリックし、ファイル選択画面を表示させます。復号したいファイルを選択し、［開く］をクリック
… します。［OK］をクリックしてファイルの保存先の選択画面へ進んでください。

本現象は、プログラムの起動に必要な Visual C++ ランタイムファイルが欠落している可能性があります。エラーを解消
するためには下記 URL に示す Microsoft 社のホームページより該当のランタイムファイルをダウンロードする必要があり
ます。　https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=40784
お手数ですが、上記 URL にアクセスしてお使いの PC 環境に応じて、「vcredist_x64.exe」または「vcredist_x86.exe」
を実行してダウンロードしてください。

5.…［保存］をクリックし復号処理の完了です。
… 完了を知らせる画面が表示されますので
… ［OK］をクリックします。

［注］… 上書きされない場合は、任意のファイル名
…  をご指定ください。

［注］… お使いの PC によっては、「AVI_converter」を起動させた際に、
…  次のようなエラーメッセージ「mfc120u.dll が見つからないため、
…  コード( プログラム ) の実行を続行できません。」が表示され、実
…  行できないことがあります。

1.… エクスプローラ上で、解凍したい
… ［MultiDownload.zip］を右クリックし、
… メニューを表示させます。メニュー上の
… ［ここに解凍］を選び、任意場所に解凍します。
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■工場初期値、工場出荷設定一覧

№ 機能 工場初期値 出荷時設定 説明項

1
システム情報

カメラ名 IP‗Camera SD-W606IR [4]1-1

2 言語 English Japanese [4]1-1

3
ユーザ管理

ユーザ名 admin admin [4]1-2

4 パスワード admin admin [4]1-2

5 時刻 タイムゾーン GMT+8:00 GMT+9:00 [4]1-1

6
IP

IP アドレス 192.168.1.200 192.168.1.200 [4]2-1

7 サブネットマスク 255.255.255.0 255.255.255.0 [4]2-1

8

Wi-Fi

モード インフラストラクチャー アドホック [4]2-5

9 SSID Default SD-W606IR1 [4]2-5

10 認証方式 None WEP [4]2-5

11 セキュリティ方式 － Open	Sytem [4]2-5

12 暗号化方式 － 64ビット [4]2-5

13 セキュリティキー形式 － ASCII [4]2-5

14 セキュリティキー1 － wifi1 [4]2-5

15

ストリーム1

設定モード 基本 アドバンス [3]2-1

16 解像度 2592×1520 1920×1080 [3]2-1

17 エンコード方式 － CVBR [3]2-1

18 ビデオ量子化マトリクス － 3 [3]2-1

19 ビットレート － 1Mbps [3]2-1

20 フレームレート 25fps 5fps [3]2-1

21 圧縮方式 H.264 H.265 [3]2-1

22 ストリーム 2 設定モード 無効 無効 [3]2-2

23

映像

明度、コントラスト､
色相、鮮明度

デイ　:0,0,0,-2
ナイト :0,0,0,-1

デイ　:0,0,0,0
ナイト :0,0,0,0 [4]3-1

24 D-WDR　デイ/ナイト OFF/OFF OFF/OFF [4]3-1

25 デジタルノイズリダクション (3D)　
デイ/ナイト OFF/1 1/1 [4]3-1

26 デジタルノイズリダクション (2D)　
デイ/ナイト 1/1 OFF/OFF [4]3-1

27 自動電子シャッタ(AES)　
デイ/ナイト 屋外 /屋外 屋外 /屋外 [4]3-1

28 デイ/ナイト切換モード ライトセンサ DI 入力に同期 [4]3-1

29 ホワイトバランス 自動 自動 [4]3-1

30
録画

スケジュール

レコード/ 静止画 /無効 無効 レコード [4]4-2

31 SDカードに保存 /無効 － SDカードに保存 [4]4-2

32 録画ファイル容量 ー 50MB [4]4-2
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■…録画目安表

■…画質設定表 (上記録画目安表に示す録画日数を抽出した画質設定項目とその設定値を示します。)

SDカード256GB 使用時の録画目安表 (単位：日 )

解像度 画質設定ビットレート 日数
25fps 15fps 5fps

2592 ×1520
4Mbps 4.0 4.5 8.4
2Mbps 7.9 8.5 12.1
1Mbps 13.1 13.5 14.7

解像度 画質設定ビットレート 30fps 15fps 5fps

1920x1080
4Mbps 5.8 6.5 11.3
2Mbps 12.0 14.0 18.2
1Mbps 16.9 24.3 31.8

1280x720
4Mbps 15.2 16.6 22.2
2Mbps 21.9 25.9 29.8
1Mbps 36.6 42.8 46.3

・録画時間表は目安として参考にしてください。	・被写体の動き等によって実際の録画時間と異なる場合があります。
・解像度1920×1080、画質設定ビットレート1Mbps、フレームレート5fps を下記設定表に示す通り出荷設定値としています。

ビットレート設定項目 4 Mbps 2 Mbps 1 Mbps（出荷時）

ビデオ設定モード アドバンスモード アドバンスモード
エンコード方式 CVBR CVBR
フレームレート：
ビデオ量子化マトリックス

5 fps: 3・15 fps: 5
25/30 fps: 7

5 fps: 3・15 fps: 5
25/30 fps: 7 5 fps: 3

ビットレート [Mbps] 4 2 1
デジタルノイズリダクション 3D 1 1
デジタルノイズリダクション 2D OFF OFF

■	各画質設定項目については取扱説明書 [3] 2 ビデオ設定を参照願います。

■…お問合せ

商品の内容
商品購入関係
設置工事関係

　等のお問合せ 技術問題に関する
お問合せ

修理に関する
お問合せ

首都圏営業所／関西営業所 セキュリティ事業部 サービス部

044-396-8127 ／ 06-6683-2800 044-396-0396 044-396-0395

info@daiwa-industry.co.jp technical@daiwa-industry.co.jp service@daiwa-industry.co.jp

●お客様に最適な監視カメラシステム
　をご提案させて頂きます。

●現場調査を行い、設置工事費を
　お見積りさせて頂きます。

●平面図による設置工事費を概算で
　お見積りすることも可能です。

●簡単な技術解説はホームページの
　” テクニカルメモ ” をご覧ください。

●修理のお問合せの際には、製品
　保証書をご用意ください。

お気軽にお問合せください。
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購入年月日  

お
　客
　様

販  

売  

店

店名・住所

保     　証    　書 
１: 保証期間はお買い上げ月日より1 年です。
２: 修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えて

お出しください。なお、保証期間内でも､本保証書の提示がない場合
や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合
の修理は有料となります。

     ・使用方法の誤り､または乱用による故障。
     ・不当な修理､改造､分解掃除等による故障。
     ・天災（落雷､火災）による故障及び損傷。 
３: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
４: 本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたしかねます。 
５:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

ご住所
          
お名前

電 話　

 　　     年   　       月            日 

型      式

■本社サ－ビス  〒212-0058   
　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
　TEL:044-396-0396（代） FAX:044-396-2253

SD-W606IR

201810

関西営業所／TEL.06-6683-2800   FAX.06-6683-2801 
〒559-0014　大阪府大阪市住之江区北島2-7-34
名古屋出張所／TEL.052-355-8410　FAX.052-355-8411
〒454-0932　名古屋市中川区中島新町1-1220
 アベニュー中新ビル203号室

本社・企画営業本部／TEL.044-396-0396   FAX.044-396-2253
首都圏営業所／TEL.044-396-8127   FAX.044-396-2253　
〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
E-mail : info@daiwa-industry.co.jp
http://www.daiwa-industry.co.jp
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