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特長
ワイヤレスアダプター CBK-WA100/CBK-WA101 は、ソ
リッドステートメモリーカムコーダー PMW-500/400/
300/200/160 など（以降、「カムコーダー」と呼びます）
またはポータブルメモリーレコーダー PMW-50 など（以
降、「レコーダー」と呼びます）をコンピューターやモバ
イル機器にワイヤレス LAN接続したり、3G/4G/LTE回
線に接続してファイルを転送するためのワイヤレスアダ
プターです。

ワイヤレス LAN経由でカムコーダー /レコーダーをリ
モート操作
本機とワイヤレス LAN接続されたスマートフォン /タブ
レット /コンピューターからカムコーダー /レコーダー
のカメラやメディアなどをリモート操作することができ
ます。

プロキシファイルを作成 /記録
HD-SDI で入力されたカムコーダー /レコーダーからのカ
メラ映像や再生映像などのビデオ信号およびオーディオ
信号からプロキシファイル（低解像度）を作成し、本機
内の SDカードに記録します。ここで生成されるファイル
を「XAVC ® Proxy」と呼びます。HD-SDI 信号に含まれ
る Rec/Stop 制御信号により、カムコーダー /レコーダー
に連動して記録開始 /停止することができます。

3G/4G/LTE 回線、ワイヤレスLAN、有線LAN経由で
ファイルを転送
本機内の SDカードに記録されたプロキシファイル（低解
像度）やカムコーダー /レコーダーに記録されているオ
リジナルファイル（高解像度）を、3G/4G/LTE 回線、ワ
イヤレス LAN、有線 LAN 経由でインターネット上の
サーバーに転送することができます。

ワイヤレス LAN経由でカムコーダー /レコーダーの映像
をモニタリング
カムコーダー /レコーダーからの映像からストリーム
（H.264）を作成し、ワイヤレス LAN経由でスマートフォ
ン /タブレットから「Content Browser Mobile」アプリ
ケーションを使ってモニタリングすることができます。

「Content Browser Mobile」アプリケーション *
スマートフォン /タブレットの画面でカムコーダー /レ
コーダーをモニタリングしながらリモート操作をしたり、

本機の設定をすることができるアプリケーションを用意
しています。

*「Content Browser Mobile」アプリケーションについて詳しく
は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご確認くださ
い。

3G/4G/LTE 回線、ワイヤレスLAN、有線LAN経由で
カムコーダー /レコーダーの映像 /音声をストリーミン
グ
カムコーダー /レコーダーからの映像 /音声からスト
リーム（H.264/AAC-LC 圧縮）を作成し、3G/4G/LTE 回
線、ワイヤレス LAN、有線 LAN 経由でストリーミング
することができます。

ご注意

ストリーミングを開始するとプロキシ記録とファイル転
送は行えません。

ソニーのQoS技術を用いた高品質なストリーミング
ソニー製ネットワークRXステーション PWS-100RX1
（別売り）の Connection Control Manager（以降「CCM」
と呼びます）と接続してご使用になると、高品質なスト
リーミングをすることができます。

ご注意

ソニーのQoS 技術を用いたストリーミングを行うネット
ワーククライアントモードをオンにすると、プロキシ記
録とファイル転送は行えません。
3 特長
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対応機種と機能について

対応モデルについて
本機 * は以下のモデルに対応しており、カムコーダー /レ
コーダーに直接取り付けて使用することができます。
･ ソリッドステートメモリーカムコーダー
PMW-500、PMW-400、PMW-300、PMW-200、PMW-
160、PXW-X320
･ ポータブルメモリーレコーダー
PMW-50、PMW-RX50
･ プロフェッショナルディスクカムコーダー
PDW-850、PDW-750

* CBK-WA101 は PMW-400、PXW-X320 専用です。

以下のカムコーダー /レコーダーは、バージョンアップ
することで本機に対応します。
PMW-500：Ver.1.6 以降
PMW-400：Ver.1.1 以降
PMW-300：Ver.1.1 以降
PMW-200：Ver.1.3 以降
PMW-160：Ver.1.2 以降
PMW-50：Ver.1.2 以降
PDW-850：Ver.2.2 以降
PDW-750：Ver.2.2 以降

対応モデルでは以下の機能を使用することができます。
･ カムコーダー /レコーダーでの記録時に、カムコーダー
/レコーダーに記録されるオリジナルファイルの情報を
継承した同一サイズのプロキシファイルを作成
･ オリジナルファイル再生時にプロキシファイル作成
（PMW-50/RX50、PDW-850/750 のみ）

USBケーブルで本機とカムコーダー /レコーダーを接続
すると、以下の機能を使用することができます。
･ ビューファインダーに本機の状態を表示
･ カムコーダー /レコーダー内のファイルの転送
･ リモート操作

対応モデル以外の機器で本機を使用するとき
SDI 出力のある機器と接続することができます。その場
合、以下の機能を使用することができます。
･ 3G/4G/LTE 回線、ワイヤレスLAN、有線 LAN 経由でカ
ムコーダー /レコーダーの映像 /音声をストリーミング
･ カムコーダー /レコーダーの映像 /音声からプロキシ
ファイルを作成 /記録 *
･ 3G/4G/LTE 回線、ワイヤレス LAN、有線LAN 経由で
ファイルを転送（本機内の SDカードに記録されたプロ
キシファイルのみ）

* 入力している HD-SDI 信号に Rec/Stop 制御信号が含まれてい
る場合は、自動的に記録開始 /停止することができます。
対応カムコーダー /レコーダー以外の機器からの記録の場合は、
オリジナルファイルと同一サイズではなく、情報を継承しない
ファイルとなります。

対応する端末機器について
本機の設定や操作にはスマートフォン、タブレットまた
はコンピューターを使用することができます（以降、「端
末機器」と呼びます）。使用できる端末機器、OS、ブラウ
ザーは以下をご覧ください。

ネットワーク接続に対応する機能
本機はネットワークに接続して、サーバーにファイルを
転送したり、カムコーダーの映像を端末機器にストリー
ミング伝送します。また本機の設定や操作は、本機と
ネットワーク接続した端末機器から行います。ネット
ワーク接続にはワイヤレスLAN、3G/4G/LTE回線、ま
たは有線LANが使用できます。各ネットワーク接続に対
応する機能は以下になります。（○：対応。－：非対応。）

*1「Web/Cam Remote」の設定により可能です（31 ページ）。

端末機器 OS ブラウザー

スマートフォン Android 4.1/4.2/4.3/4.4/
5.0

Chrome

iOS 7.1/8.0/8.1 Safari

タブレット Android 4.1/4.2/4.3/4.4/
5.0

Chrome

iOS 7.1/8.0/8.1 Safari

コンピューター Microsoft Windows 7/
Microsoft Windows 8

Chrome/Safari

Mac OS x 10.8/10.9/10.10 Safari

機能 ネットワーク接続

ワイヤレス LAN 3G/4G/
LTE回線

有線 LAN

APモード STAモード

本機の設定、操作 ○ ○ － ○ *1

ブラウザーによるプ
ロキシの再生

○ ○ － ○ *1

プロキシファイルの
転送

－ ○ ○ ○

カムコーダー /レ
コーダー内ファイル
の転送

－ ○ ○ ○

カムコーダー／レ
コーダーのリモート
操作

○ ○ － ○ *1

ライブ映像
モニタリング *2

○ ○ － ○ *1

ライブ映像
ストリーミング

○ ○ ○ ○
対応機種と機能について
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*2 ライブ映像モニタリングを使用するには、「Content Browser 
Mobile」アプリケーションをインストールしたタブレット /
スマートフォンが必要です。

ネットワーク接続について詳しくは、「端末機器とワイヤ
レス LAN接続する」 （9ページ）または「インターネッ
ト接続をする」 （11 ページ）をご覧ください。

ネットワーク接続に必要な機器
ネットワーク接続には以下の機器が必要です。

*1 USB ワイヤレス LANモジュール（以降「ワイヤレス LAN モ
ジュール」と呼びます）は別売りです。

*2 3G/4G/LTE USB モデム（以降「モデム」と呼びます）は別
売りです。

*3 USB-RJ45 アダプターは別売りです。

ご注意

･ ワイヤレス LANモジュールは国・地域によって利用で
きない場合があります。
･ ワイヤレス LANモジュールが使用する周波数帯は、さ
まざまな機器が共有して使用する電波帯です。使用環境
によっては、他の機器の影響によって、通信速度や通信
距離が低下することや、通信が切断することがありま
す。
･ 3G/4G/LTE 回線を利用するには、携帯電話事業者との
契約が必要です。
･ 本機に対応しているネットワーク接続に必要な機器につ
いては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にお
問い合わせください。

各部の名称と働き

A USB 端子（A型）
ワイヤレスLANモジュール（別売り）またはモデム
（別売り）を取り付けます。
取り付けるときは、カバーをはずします。

B SDカードスロット
記録用の SDカード（別売り）を挿入します。
SDカードを挿入するときは、カバーをはずします。

C CAM端子（USBミニB型）
付属のUSBケーブルを使ってカムコーダー /レコー
ダーと接続します。
接続するときは、カバーをはずします。

D SDI IN 端子（BNC型）（CBK-WA100のみ）
付属の BNCケーブルでカムコーダー /レコーダーと
接続し、カムコーダー /レコーダーから出力された
SDI 信号を入力します。

E （DC電源入力）端子（CBK-WA100のみ）
付属のDC電源ケーブルを使ってカムコーダー /レ
コーダーと接続します。

F WPSボタン
WPS機能を使うときに使用します。

ネットワーク接続 必要な機器

ワイヤレス LAN USB ワイヤレス LANモジュール *1

3G/4G/LTE 回線 3G/4G/LTE USB モデム *2

有線 LAN USB-RJ45 アダプター *3

qd

6 7

qa

2

098

1

3

4

5

qs
5 各部の名称と働き
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Wi-Fi Protected SetupTM（WPS）を使用すると、接
続機器やアクセスポイントを半自動て設定すること
ができます。

G WIRELESS（ワイヤレスLANモード設定）スイッチ
本機のワイヤレス LANモードを設定します。
「AP」：APモード（アクセスポイントモード）（9
ページ）
「ST」：STAモード（ステーションモード）（10 ペー
ジ）

H ST インジケーター
本機のワイヤレス LANモードが STAモードのとき
に青で点灯します。（APモードのときは消灯しま
す。）WPS 機能実行中は、青で点滅します。

I RECインジケーター
SD カード記録中に赤で点灯します。

J STATUSインジケーター
本機の状態を表示します。

K RESETボタン
本機を工場出荷時の初期設定に戻します。

L 電源スイッチ
「{」にすると電源が入り、「1」にすると電源が切れ
ます。

M 電源インジケーター
電源が入っているときに黄緑で点灯します。

STATUS
インジケーター

本機の状態

消灯 ･ 電源オフ
･ 起動中

黄緑で点灯 電源オン（正常時）

黄緑でゆっくり点滅
（0.5 秒間隔）

STAモードで接続中

黄緑ですばやく点滅
（0.2 秒間隔）

ファイル転送中

赤でゆっくり点滅
（0.5 秒間隔）

･ カムコーダー /レコーダーの電
源オフ

･ SDI IN 端子からの入力信号無し
･ SDI IN 端子からの入力信号の
乱れ

赤ですばやく点滅
（0.2 秒間隔）

･ 電源投入時の初期設定不良
･ ワイヤレス LANモジュール /
モデム未対応

橙色で点灯 ･ モデム通信不可
･ アクセスポイントに未接続
（STAモード時）

橙色でゆっくり点滅
（0.5 秒間隔）

ファイル転送失敗
各部の名称と働き
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カムコーダー /レコー
ダーを設定する

カムコーダーから外部記録信号が出
力されるように設定する
本機への記録開始 /停止信号が出力されるよう、カム
コーダーの設定を行います。
「Video Set」メニューの「SDI Rec Control」で、次のいず
れかを選択してください。
･ HD SDI Remote I/F
ソニー製カムコーダーの一般的な外部記録信号です。本
線記録とほぼ同期して、本機の SDカードにプロキシ映
像を記録します。
カムコーダーにメディアが挿入されていない場合でも使
用できます。
SDI 信号が SDの場合は外部記録信号は出力されませ
ん。
･ Parallel Rec
本線記録と同期して本機の SDカードにプロキシ映像を
記録するための信号を出力します。（Parallel Rec 対応カ
ムコーダーのみ）
カムコーダーにメディアが挿入されていないと使用でき
ません。
また、「Video Set」メニューの「Match Clip Name」を
Onにすると、本機で記録するプロキシ映像のファイル
名も本線記録と同期させることができます。

PDW-750/850の場合
･「MAINTENANCE」＞「CAM CONFIG 1」＞「SDI 
REC CONTROL」を「RM」に設定すると、本線記録と
ほぼ同期して本機の SDカードにプロキシ映像を記録し
ます。「PARA」に設定すると、カムコーダーに記録さ
れるオリジナルファイルの情報を継承した同一サイズの
プロキシファイルを作成します。
･「MAINTENANCE」＞「CAM CONFIG 1」＞
「MATCH CLIP NAME」を「ON」に設定すると、本機
で記録するプロキシ映像のファイル名も本線記録と同期
させることができます。

カムコーダー /レコーダーのワイヤ
レス LAN機能を有効にする
カムコーダー /レコーダーのワイヤレスLAN機能を有効
にし、スマートフォンやタブレット端末から操作できる
ようにします。
「Others」メニューの「Wi-Fi」で、次の設定を行ってく
ださい。
･ Wi-Fi：Enable
･ Wi-Fi Remote：On

PDW-750/850の場合
「MAINTENANCE」＞「CAM CONFIG 3」＞「Wi-Fi/
ETHER_RM」を設定します。
･「RM」：リモコン操作のみ可能（オリジナルファイル転
送不可）
･「ALL」：リモコン操作もオリジナルファイル転送も可
能

ご注意

USB端子にUSBケーブルを接続した状態では、設定を変
更できません。USBケーブルを外した状態で設定を行っ
てください。

カムコーダーのUSB A 端子を有効
にする（PMW-300のみ）
PMW-300 との組み合わせでは、USB A 端子の設定を変更
する必要があります。
「Others」メニューの「RM/USB A Sel」で「USB A」を
選択してください。
7 カムコーダー /レコーダーを設定する
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本機をカムコーダー /レ
コーダーに取り付ける
本機はカムコーダー /レコーダーに取り付けて、付属の
DC電源ケーブル * を接続して使用します。
付属のUSB ケーブルと BNCケーブル *は、使用する機能
に応じて接続してください（4ページ）。
カムコーダー /レコーダーへの取り付けかた、各ケーブ
ルの接続のしかたについて詳しくは、付属の「インスト
レーションマニュアル」をご覧ください。

* CBK-WA101 は DC電源ケーブルと BNC ケーブルの接続は不
要です。

電源を入れる
1 本機がカムコーダー/レコーダーに正しく取り付けら

れていることを確認する。

取り付けについて詳しくは、付属の「インストレー
ションマニュアル」をご覧ください。

2 電源スイッチを「&」にして本機の電源を入れる。

電源インジケーターが黄緑で点灯します。
前回電源を切ったときの設定で起動が開始し、しば
らくすると STATUSインジケーターが黄緑で点灯し
ます。

ご注意

･ カムコーダー /レコーダーとUSB ケーブルで接続して
いる場合には、本機の電源スイッチを「&」にしてから、
カムコーダー /レコーダーの電源を入れてください。
･ STATUSインジケーターが点灯すると記録を開始する
ことができます。ワイヤレスLANモジュール、モデ
ム、USB-RJ45 アダプターを装着している場合は、
STATUSインジケーター点灯後、ワイヤレス LANモ
ジュール、モデム／USB-RJ45 アダプターの順で起動し
ます。それぞれの起動にはしばらく時間がかかります。

起動時の設定について
本機の電源を入れたときは、WIRELESS スイッチの設定
に合わせて、前回電源を切ったときのワイヤレスLAN
モード設定で起動します。

WIRELESSスイッチが「AP」の場合
APモード（9ページ）で起動します。

WIRELESSスイッチが「ST」の場合
STAモード（10 ページ）で起動します。前回接続してい
たアクセスポイントへ接続します。
本機をカムコーダー /レコーダーに取り付ける / 電源を入れる
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端末機器とワイヤレス
LAN接続する
本機と端末機器をワイヤレス LAN接続します。

ワイヤレス LANアクセスポイント
モード（APモード）で接続する
本機をアクセスポイントとして端末機器とワイヤレス
LAN接続します。

ワイヤレス LANモジュールを本機に取り
付ける
本機のUSB 端子のカバーをはずして、ワイヤレスLAN
モジュール（別売り）を差し込みます。
取り付けかたについて詳しくは、付属の「インストレー
ションマニュアル」をご覧ください。
本機に対応しているワイヤレス LANモジュールについて
は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご確認
ください。

ご注意

･ ワイヤレス LANモジュールの取り付け /取りはずし
は、本機の電源がオフの状態で行ってください。
･ 本機に対応していないワイヤレス LANモジュールを取
り付けると、STATUS インジケーターが赤ですばやく
点滅します。その場合は、本機に対応したワイヤレス
LANモジュールを取り付けてください。

接続する

1 WIRELESS スイッチを「AP」にして本機の電源を入
れる。

本機がAPモードになります。

2 端末機器がWPS機能対応の場合：
WPSボタンを 3秒間押す。

STインジケーターが青で点滅します。

ご注意

電源を入れた直後は、STインジケーターが点滅する
まで時間がかかる場合があります。

以下の端末機器での設定は、WPSボタンを押した
後、2分以内に行ってください。

端末機器がWPS機能に対応していない場合：
次の手順に進む。

3 端末機器のネットワーク設定＞ワイヤレス LAN設定
をオンにする。

端末機器のワイヤレス LAN設定のしかたについて詳
しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

4 端末機器がWPS機能対応の場合：
端末機器に表示される SSID一覧から本機の SSID
「DIRECT_taP0:WA100-012345」を選択し、オプショ
ンから「WPS Push Button」を選択する。

端末機器がWPS機能に対応していない場合：
SSID 一覧から本機の SSID「DIRECT_taP0:WA100-
012345」を選択し、パスワード「abcdefgh」を入力
する。

ご注意

本機の SSIDとパスワードは、本機のラベルに記載さ
れています。パスワードは「AP Settings」で変更す
ることができます　（28 ページ）。

5 端末機器のブラウザーを起動し「http://
192.168.1.1:8080/index.html」にアクセスする。

ユーザー名「User name」とパスワード「Password」
を入力する画面が表示されます。

6 ユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をタッ
プする。

「User name」：admin（初期設定値）
「Password」：cbk-wa100（CBK-WA100 の初期設定
値）または cbk-wa101（CBK-WA101 の初期設定値）

本機のWebメニューが表示されます。

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレット

コンピューター
9 端末機器とワイヤレス LAN接続する
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Web メニューについて詳しくは「Webメニューにつ
いて」 （21 ページ）をご覧ください。

ご注意

ユーザー名とパスワードは変更することができます
（26 ページ）。

ワイヤレス LANステーションモー
ド（STAモード）で接続する
本機をクライアントとして既存のワイヤレスLANのアク
セスポイントと接続します。端末機器とはアクセスポイ
ント経由で接続します。

ワイヤレス LANモジュールを本機に取り
付ける
本機のUSB 端子のカバーをはずして、ワイヤレスLAN
モジュール（別売り）を差し込みます。
取り付けかたについて詳しくは、付属の「インストレー
ションマニュアル」をご覧ください。
本機に対応しているワイヤレスLANモジュールについて
は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご確認
ください。

ご注意

･ ワイヤレス LANモジュールの取り付け /取りはずし
は、本機の電源がオフの状態で行ってください。
･ 本機に対応していないワイヤレス LANモジュールを取
り付けると、STATUSインジケーターが赤ですばやく
点滅します。その場合は、本機に対応したワイヤレス
LANモジュールを取り付けてください。

アクセスポイントとWPS機能を使って接
続する
アクセスポイントがWPS 機能対応の場合は、簡単な設定
で接続することができます。アクセスポイントがWPS 機
能対応でない場合は、「WPS機能を使わないで STAモー
ドでアクセスポイントに接続する場合」 （29 ページ）を
ご覧ください。

1 アクセスポイントの電源を入れる。

2 WIRELESS スイッチを「ST」にして本機の電源を入
れる。

本機が STAモードになります。

3 本機のWPSボタンを 3秒間押す。

STインジケーターが青で点滅します。

ご注意

電源を入れた直後は、STインジケーターが点滅する
まで時間がかかる場合があります。

次の手順は、WPS ボタンを押した後、2分以内に
行ってください。

4 アクセスポイントのWPSボタンを押す。

WPS ボタンの操作については、アクセスポイントの
取扱説明書をご覧ください。
接続が完了すると、STインジケーターが青で点灯
し、STATUS インジケーターが黄緑で点灯します。

ご注意

接続に失敗すると STインジケーターが消灯します。
この場合は手順 1から設定をやり直してください。

5 端末機器をアクセスポイントに接続する。

接続のしかたについては、各機器の取扱説明書をご
覧ください。

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレット

コンピューター

アクセス
ポイント
端末機器とワイヤレス LAN接続する
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6 端末機器のブラウザーを起動し、本機にアクセスす
る。

以下のいずれかのアドレスを入力します。
･ http://<アクセスポイントが本機に割り当てた IP
アドレス>:8080/index.html
本機の IP アドレスはアクセスポイントのWeb
ページで知ることができます。詳しくは、アクセ
スポイントの取扱説明書をご覧ください。
･ http://WA100-< 本機のシリアル番号 >:8080/
index.html
（「WA100-< 本機のシリアル番号 >」はホスト名と
して変更することができます（26 ページ）。）

ユーザー名「User name」とパスワード「Password」
を入力する画面が表示されます。

7 ユーザー名とパスワードを入力して、「OK」をタッ
プする。

「User name」：admin（初期設定値）
「Password」：cbk-wa100（CBK-WA100 の初期設定
値）または cbk-wa101（CBK-WA101 の初期設定値）

本機のWebメニューが表示されます。
Webメニューについて詳しくは「Webメニューにつ
いて」 （21 ページ）をご覧ください。

ご注意

ユーザー名とパスワードは変更することができます
（26 ページ）。

「Content Browser Mobile」アプリケーションを使用
すると
本機の IP アドレスを入力する手間を省くことができ、簡
単に本機にアクセスすることができます。

ワイヤレス LAN接続状態を確認す
る
「Status」画面でワイヤレス LAN接続状態を確認するこ
とができます（30 ページ）。
本機のワイヤレス LANモード（APモードまたは STA
モード）によって、表示される内容が変わります。

インターネット接続をす
る
モデム（別売り）を本機に取り付けて、本機をインター
ネットに接続します。
3G/4G/LTE対応アクセスポイント（別売り）経由でイン
ターネットに接続することもできます。

モデムを使用して接続する
モデム（別売り）を本機に取り付けることによって、3G/
4G/LTE 回線経由でインターネットに接続することがで
きます。

モデムを本機に取り付ける
本機のUSB 端子（右側）のカバーをはずして、モデム
（別売り）を差し込みます。
取り付けかたについて詳しくは、付属の「インストレー
ションマニュアル」をご覧ください。

本機に対応しているモデムを取り付けると、自動的に接
続設定をしてインターネット接続可能状態となります。
本機に対応しているモデムについては、お買い上げ店ま
たはソニーのサービス窓口にご確認ください。

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレット

コンピューター

モデム
（別売り）

インターネット
11 インターネット接続をする
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「Modem Settings」画面（30 ページ）で取り付けたモデム
の情報が表示されます。

ご注意

･ モデムの取り付け /取りはずしは、本機の電源がオフの
状態で行ってください。
･ 本機に対応していないモデムを取り付けると、
STATUS インジケーターが赤ですばやく点滅します。
その場合は、本機に対応したモデムを取り付けてくださ
い。

モデム設定を確認するには
「Status」画面でモデム設定を確認することができます
（30 ページ）。

ワイヤレス LANステーションモー
ド（STAモード）で接続する
3G/4G/LTE対応アクセスポイント（別売り）またはス
マートフォン /タブレットのテザリングを使用すること
によって、　STAモードでインターネットに接続すること
ができます。

3G/4G/LTE対応アクセスポイントで接続する場合

スマートフォン /タブレットのテザリングで接続する場
合

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレット

コンピューター

3G/4G/
LTE 対応
アクセス
ポイント
（別売り） インターネット

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレットの
テザリング

インターネット
インターネット接続をする
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接続する
アクセスポイントまたはスマートフォン /タブレットが
WPS 機能対応の場合は「アクセスポイントとWPS 機能
を使って接続する」 （10 ページ）、WPS機能に対応してい
ない場合は「WPS 機能を使わないで STAモードでアク
セスポイントに接続する場合」 （29 ページ）の手順で接
続します。
接続の操作の前に、アクセスポイントまたはスマート
フォン /タブレットの電源を入れ、スマートフォン /タ
ブレットの場合はテザリング機能が使用できるようにし
ておいてください。

LANケーブルを使用して接続する
別売りのネットワークアダプターキット CBK-NA1 の
USB-RJ45 アダプターを本機に取り付けると、LANケー
ブルでネットワークに接続できます。LANケーブルは
ルーターに接続します。
ネットワーク設定について詳しくは、「有線LAN設定
「Wired LAN Settings」」 （31 ページ）をご覧ください。

ご注意

モデムと同時に使用することはできません。

電源を切る
電源スイッチを「1」にすると、本機の電源が切れて電源
インジケーターが消灯します。
カムコーダー /レコーダーの電源を切った後に、本機の
電源を切ってください。

ご注意

電源スイッチを「1」にすると、瞬時に本機の電源が切れ
るため、本機の設定は設定を変更した時点で内部メモ
リーに記録されます。

ワイヤレス
LAN
モジュール
（別売り）

カムコーダー /レコーダー＋
CBK-WA100/CBK-WA101

スマートフォン /
タブレット

コンピューター

USB-RJ45
アダプター
（別売り）

インターネット

ルーター

LANケーブル
13 電源を切る
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操作

カムコーダー /レコー
ダーの映像を記録する
対応カムコーダー /レコーダーの撮影開始 /停止に連動
して、SDI IN 端子から入力されたカメラ映像や再生映像
などのビデオ信号およびオーディオ信号からプロキシ
ファイル *を作成し、SDカード（別売り）に記録します。
* 対応カムコーダー /レコーダーの撮影開始 /停止に連動して
自動記録した場合は、オリジナルファイルの情報を継承し、
同一サイズのプロキシファイルとなります。手動で記録した
場合、または対応カムコーダー /レコーダー以外の機器から
の記録の場合は、オリジナルファイルの情報は継承しない
ファイルとなります）。

準備をする
ここでは記録に使用する SDカードと記録されるプロキシ
ファイルのフォーマット設定について説明します。

本機で使用可能なSDカード
SDHCメモリーカード *（Speed Class：4 以上）
32GBを超える容量には対応しておりません。
* 本書では SDカードと表現しています。

推奨SDカード（ソニー製）
･ SDHC UHS-I メモリーカード（Class10）
32GB SF-32UX2、16GB SF-16UX、8GB SF-8UX
･ SD/SDHC メモリーカード（Class10）
32GB SF-32NX、16GB SF-16NX、8GB SF-8NX
･ SD/SDHC メモリーカード（Class4）
32GB SF-32N4、16GB SF-16N4、8GB SF-8N4
･ Micro SD カード
SR-32A4、SR-16A4、SR-8A4

SDカードを入れる

1 SD カードスロットのカバーを開ける。

2 SDカードのラベルを後ろ側にしてSDカードスロット
に差し込む。

3 カバーを閉める。

SDカードを取り出すには
SDカードスロットのカバーを開け、SDカードを軽く 1
回押して取り出します。

残容量を確認するには
「SD Card」画面で、SDカードの残量を確認することがで
きます（17 ページ）。

ご注意

･ SDカードにアクセス中に本機の電源を切ったり SD
カードを抜いた場合はデータは保証されません。カード
に記録されたすべてのデータが壊れる可能性がありま
す。破損した素材を復旧するサルベージ機能はありませ
ん。SDカードを本機から抜くときは、必ず電源を切っ
た状態で行ってください。電源を切るときは、必ず
STATUS インジケーターが黄緑で点灯、RECインジ
ケーターが消灯していることを確認してから操作してく
ださい。
･ 出し入れ時には SDカードの飛び出しにご注意くださ
い。

記録するプロキシファイルのフォーマット
設定
初期設定として「640 × 360」（3Mbps）に設定されてい
ます。変更する場合は、「プロキシフォーマット設定
「Proxy Format」」 （25 ページ）をご覧ください。

記録する
カムコーダー /レコーダーに連動して自動的に記録開始 /
停止、または手動で本機の記録開始 /停止を行います。

カムコーダーと同期して記録する
対応カムコーダーPMW-500、PMW-400、PMW-300、
PMW-200、PMW-160、またはHD-SDI 信号にRec/Stop
制御信号を含むモデルでは、カムコーダーの記録開始 /
停止に連動して SDカードへの記録を開始します（記録中
はRECインジケーターが赤色に点灯します）。
カムコーダーで記録の停止をすると、本機の記録も停止
します（RECインジケーターが消灯します）。
対応カムコーダーではカムコーダーで記録されるオリジ
ナルファイルの情報を継承した同一サイズのプロキシ
ファイルとして記録することができます。

ご注意

･ カムコーダーの記録開始 /停止に連動させるには、カム
コーダーを「HD-SDI Remote Rec」に設定する必要が
あります。カムコーダーで記録されるオリジナルファイ
ルの情報を継承した同一サイズのプロキシファイルとし
て記録するには、カムコーダーのメニュー設定で
「Parallel REC」と「Match Clip Name」を設定する必要
があります。詳細はカムコーダーの取扱説明書をご覧く
ださい。
カムコーダー /レコーダーの映像を記録する
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･ カムコーダーの電源とほぼ同時に本機の電源を入れた場
合、カムコーダー電源投入直後に記録開始すると、SD
カードに記録されるプロキシファイルは遅れて記録開始
されるため、オリジナルファイルとクリップの長さが異
なります。
･ SDI 信号が SDの場合はカムコーダーと連動した記録は
できません。

レコーダーと同期して記録する
対応レコーダー PMW-50/RX50 では、本機で記録したい
ファイルをレコーダーで再生するときに、「Play&SDI 
REC」を設定したアサイナブルボタンを押すことで Rec/
Stop 制御信号を送出することができ、連動して SDカー
ドへの記録を開始します（記録中は RECインジケーター
が赤色に点灯します）。レコーダーで再生の停止をする
と、本機の記録も停止します（RECインジケーターが消
灯します）。

カムコーダーの再生と同期して記録する
対応カムコーダー PDW-850/750 では、本機で記録したい
ファイルをカムコーダーで再生するときに、「Play&SDI 
REC」を設定したアサイナブルボタンを押すことで Rec/
Stop 制御信号を送出することができ、連動して SDカー
ドへの記録を開始します（記録中は RECインジケーター
が赤色に点灯します）。カムコーダーで再生の停止をする
と、本機の記録も停止します（RECインジケーターが消
灯します）。

ご注意

再生信号が SD信号の場合には、同期して記録することは
できません。

記録を手動で開始 /停止する
カムコーダー /レコーダーまたはその他の機器からの信
号の記録を手動で開始 /停止することができます。
HD-SDI 信号に Rec/Stop 制御信号が含まれない機器でも、
手動で本機に記録することができます。
この場合は、オリジナルファイルの情報を継承したファ
イルとはなりません。

1 本機と端末機器をワイヤレスLAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

ご注意

「Device Status」以外の画面が表示されているとき
は、画面左上の をタップするとメニューが表示さ
れますので、「Device Status」を選んで上記の画面を
表示してください。

2 「Rec」をタップする。

記録を開始します。
再度「Rec」をタップすると、記録を停止します。
画面上の「Lock」スイッチを右側にすると、「Rec」
がロックされ、誤動作を防ぐことができます。

ご注意

カムコーダーと同期して記録中の場合は、「Rec」ボ
タンによる操作はできません。

「Content Browser Mobile」アプリケーションを使用
すると
手動での記録開始 /停止は「Content Browser Mobile」ア
プリケーションでも行うことができます。その場合、ス
トリーミングで撮影 /再生画像を見ながら操作すること
ができます。

記録されるファイルについて
ファイルシステムはFAT32 で、拡張子は「.mp4」となり
ます。
HD-SDI 信号に含まれるタイムコードも同時に記録されま
す。また、先頭フレームの静止画も記録されます。

「Rec」「Lock」スイッチ
15 カムコーダー /レコーダーの映像を記録する
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PDW-750/850の場合
HD-SDI に GPS 情報 * が含まれている場合は、GPS情報
も記録されます。

* GPS（Global Positioning System）とは、米国の高精度な航空衛
星を利用した、地球上のどこにいても自分の正確な位置を知る
ことができるシステムです。

作成されるファイル名について

対応カムコーダー /レコーダーに連動してプロキシファ
イルを記録した場合
ファイル名は「オリジナルファイル名＋ S03.mp4」となり
ます。

それ以外の場合
記録開始のタイムコードをファイル名として記録します。
14時 30 分 20 秒 05フレーム時に記録を開始したときの
ファイル名は「14_30_20_05.mp4」になります。同一タイ
ムコードで記録開始した場合は、上書きをせず連番を付
けて記録します。

ファイルの保存先について
記録したファイルは「Root/PRIVATE/PXROOT/Clip」
ディレクトリーに保存されます。
先頭フレームの静止画ファイルは「Root/PRIVATE/
PXROOT/Thmbnl」ディレクトリーに、GPS の Log ファ
イルは「Root/PRIVATE/SONY/GPS」ディレクトリーに
保存されます。

ご注意

･ 記録中に SDカードの記録容量に達した場合、Warning
が表示され REC インジケーターが点滅します。以降の
記録は行われません
･ SDカードへの最大記録数は 600 です。超えた場合は、
Warning が表示され REC インジケーターが点滅しま
す。
･ 記録中に SDカードの異常（書き込みエラー、読み込み
エラー）を検出した場合、Error が表示されRECイン
ジケーターが点滅します。
･ SDカードがプロテクトされている場合は、記録できま
せん。Warning が表示され REC インジケーターが点滅
します。
･ SDI IN 端子からの入力信号に乱れがあり記録ができな
い場合は、記録を停止し、Error が表示されます。
（STATUS インジケーターが点滅します。）
･ SDカードが未挿入の場合は、記録は行われません。
Warning が表示され REC インジケーターが点滅しま
す。
･ Rec/Stop 制御信号による自動記録中は、「Device Status
画面」からの記録開始 /停止操作は無効になります。

･ フレームレック機能やインターバルレック機能などの特
殊記録は対応していません。
･ 長時間記録でファイルサイズが 4GBを超える場合、
ファイル名に「_01」を付加しファイルを分割します。

SDカードに記録したファイルを確
認する
記録したファイルは、「SD Card」画面でリストとして表
示されます。この画面ではファイルを再生したり、ファ
イルを削除したり、SDのフォーマットをすることができ
ます。

1 本機と端末機器をワイヤレス LAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

2 「 」＞「Media Info.」＞「SD Card」をタップす
る。

「SD Card」画面が表示されます。

3 再生したいファイルをダブルタップする。

選んだファイルを再生します。

「Content Browser Mobile」アプリケーションを使用
すると
「Content Browser Mobile」アプリケーションのバージョ
ン 2.0 以降を使用すると、先頭フレームの静止画ファイル
を使用し、SDカードに記録したファイルのサムネイルを
すばやく表示することができます。
カムコーダー /レコーダーの映像を記録する
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記録したファイルを削除する

1 「SD Card」画面リストから削除したいファイルを選
ぶ。

ファイルをタップして選びます。もう一度タップす
ると、キャンセルします。

2 画面右上の「 」＞「Delete」をタップする。

確認画面が表示されますので、「OK」をタップする
と、ファイルが削除されます。キャンセルするとき
は「Cancel」を選びます。

SDカードのフォーマットをする
本機が対応していないフォーマットで初期化された SD
カードを装着した場合など、必要に応じて下記の手順に
従ってフォーマットしてください。

1 「SD Card」画面右上の「 」＞「Format」をタップ
する。

確認画面が表示されますので、「OK」を選ぶと
フォーマットを開始します。キャンセルする場合は
「Cancel」を選びます。

ご注意

SD カードをフォーマットすると、すべてのデータが消去
され、復元できません。

SDカードの残容量を確認する
「SD Card」画面上部に「Giga Byte」で表示されます。
対応カムコーダーのビューファインダーでも確認するこ
とができます。

ファイルを転送する
本機に記録したプロキシファイルや、カムコーダー /レ
コーダーに記録されているオリジナルファイルを、3G/
4G/LTE 回線やアクセスポイント、または有線LAN経由
で接続したインターネット上のサーバーへ転送すること
ができます。

ご注意

ストリーミングを開始、またはネットワーククライアン
トモードをオンにした場合は、ファイル転送は行えませ
ん。また、ファイル転送中にストリーミングを開始、ま
たはネットワーククライアントモードをオンにした場合
は、ファイル転送を中止します。

準備する

インターネットに接続する
「インターネット接続をする」 （11 ページ）の手順に従っ
て、本機をインターネットに接続します。

ファイルの転送先を登録する
あらかじめファイルを転送するサーバーを登録しておきま
す。サーバーの登録のしかたについては、「新しく転送先の
サーバーを登録をする」 （32 ページ）をご覧ください。

ファイルを選んで転送する
本機の SDカードに記録したファイル、カムコーダー /レ
コーダーに記録されているファイルをサーバーに転送し
ます。

1 本機と端末機器をワイヤレス LAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

2 ファイルを選ぶためのファイルリスト画面を表示さ
せる。

本機のSDカードのファイルを転送する場合
「 」＞「Media Info.」＞「SD Card」をタップしま
す。

カムコーダー /レコーダーのファイルを転送する場合
「 」＞「Media Info」＞「Slot A」（スロットAの
メディアに記録されているファイル）または「Slot 
B」（スロット Bのメディアに記録されているファイ
ル）をタップします。
17 ファイルを転送する
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「SD Card」、「Slot A」または「Slot B」画面が表示さ
れます。
例：「SD Card」画面

ご注意

･ PDW-850/750 と接続している場合は、「SD Card」
または「Disc」画面が表示されます。
･ USBケーブルで接続していない場合は、「Slot A」
や「Slot B」、「Disc」画面は表示できません。

3 転送したいファイルを選ぶ。

ファイルをタップして選びます。もう一度タップす
ると、キャンセルします。
ダブルタップすると、ファイルを再生して内容を確
認することができます。（SDカードのみ）

4 「Transfer」をタップする。

「新しく転送先のサーバーを登録をする」 （32 ペー
ジ）の「Default Setting」でデフォルト設定された転
送先が表示されます。
転送先を変更する場合は、転送先をタップしてリス
トを表示させ、転送先を選びます。
必要に応じて、「Directory」に転送先のディレクト
リーを入力します。

5 「Transfer」をタップする。

選んだファイルの転送を開始します。
ファイル転送中は STATUSインジケーターが黄緑色
で点滅します。
転送を中止するときは、「Cancel」をタップします。

ご注意

ファイル転送が失敗した場合、STATUSインジケーター
が橙色で点滅します。

ファイル転送に失敗したときは
ファイル転送が失敗した場合は、もう一度ファイル転送
を行ってください。ファイルが途中まで転送できている
場合は、失敗したところから転送を開始します。（リ
ジューム転送）

ご注意

リジューム転送に対応したサーバーの場合のみ有効です。

ファイル転送の確認をする
「SD Card」、「Slot A」または「Slot B」画面の「Job List」
をタップして表示される「Job List」画面でファイル転送
の状態を確認をすることができます（34 ページ）。

プロキシファイルの部分転送をする
「Content Browser Moble」アプリケーションのバージョ
ン 2.0 以降を使用すると、プロキシファイルからイン点／
アウト点を指定して切り出した部分を転送することがで
きます。

ご注意

･ 生成されるファイルには、切り出し位置の前後に最大
15 フレームのマージンが付加されます。
･ バージョン 1.3 以前で記録したプロキシファイルから切
り出した場合には、ノンリニア編集機に取り込めない場
合があります。

ソリッドステートメモリーカムコーダーとUSBケーブル
で接続した場合
「Content Browser Mobile」アプリケーションを使用する
と、カムコーダーの記録中にエッセンスマークを付加す
ることができます。本機でこの情報をプロキシファイル
にも反映します。このエッセンスマークを情報を使って、
ファイルの切り出し位置を簡単に設定することができま
す。

ご注意

カムコーダーに記録されるオリジナルファイルの情報を
継承した同一サイズのプロキシファイルの場合にのみ有
効です。オリジナルファイルが分割された場合は、プロ
キシファイルには反映されません。
ファイルを転送する
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カムコーダーのライブ映
像をストリーミング伝送
する
カムコーダーで映しているライブ映像を、インターネッ
トやローカルネットワークを通じて伝送することができ
ます。

1 本機と端末機器をワイヤレスLAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

2 「 」＞「Settings」＞「Streaming Format」をタッ
プする。

ストリーム設定用の画面が表示されます。

3 「Streaming」の「Preset」でプリセットを選択する。

4 「Edit」をタップしてプリセットを編集する。

フォーマットや伝送先の設定を行います（24 ペー
ジ）。

5 「Streaming」の「Off」をタップして「On」に切り
替える。

ライブ映像の伝送が開始されます。

ご注意

･ 電源を切ると、「Streaming」の設定は「Off」になりま
す。再びストリーミング転送を行う場合は、
「Streaming」の設定を「On」にしてください。
･ 本機のストリーミング伝送は、MPEG2-TS/UDP、
MPEG2-TS/RTP 方式です。ストリーミング伝送された
映像と音声を視聴するには、この方式に対応した機器を
ご用意ください。詳しくは、その機器の取扱説明書をご
覧ください。

ソニーのQoS技術を用
いた高品質なストリーミ
ングをする
ソニー製ネットワークRXステーション PWS-100RX1
（別売り）の CCMと、本機のネットワーククライアント
モードで接続してご使用になると、高品質なストリーミ
ングをすることができます。

1 本機と端末機器をワイヤレス LAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

2 「 」＞「Settings」＞「System Settings」をタップ
する。

「System Settings」画面が表示されます。

3 「Network Client Mode Settings」をタップする。

ネットワーククライアントモード設定用の画面が表
示されます。

4 各項目を設定する。

設定項目について詳しくは「ネットワーククライア
ントモードの設定」 （28 ページ）をご覧ください。

5 「Network Client」の「Off」をタップして「On」に
切り替える。

6 「OK」をタップする。

ネットワーククライアントモードが有効になり、
ネットワーク RXステーションPWS-100RX1 と接続
します。ネットワーク RXステーションPWS-
100RX1 の操作により、ライブ映像の伝送が開始され
ます。詳しくは、ネットワーク RXステーション
PWS-100RX1 の取扱説明書をご覧ください。
19 カムコーダーのライブ映像をストリーミング伝送する / ソニーのQoS技術を用いた高品質なストリーミングをする
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カムコーダー /レコー
ダーをリモート操作する
カムコーダー /レコーダーに内蔵されたWi-Fi リモコンに
アクセスして、リモート操作することができます。

1 本機と端末機器をワイヤレス LAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

2 「 」＞「Cam Remote Control」をタップする。

リモート操作用の画面が表示されます。
（例：PMW-200 の場合）

Wi-Fi Remote 画面（スマートフォン）

Wi-Fi Remote 画面（タブレット）

本機が接続されているカムコーダー /レコーダーに
より、操作する機能が異なります。詳しくは、カム
コーダー /レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

「Content Browser Mobile」アプリケーションを使用
すると
端末機器の画面でライブ映像を見ながらリモート操作す
ることができます。
その場合、ライブ映像のモニタリング設定は、「ストリー
ミングフォーマット設定「Streaming Format」」 （23 ペー
ジ）で行うことができます。

ご注意

本機と端末機器を有線LANネットワークで接続し、
「Wired LAN Settings」＞「Web/Cam Remote」を「On」
にすると（31 ページ）、有線LAN経由でリモート操作す
ることができます。
カムコーダー /レコーダーをリモート操作する
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設定

Webメニューについて
ワイヤレス LAN接続した端末機器のブラウザーから本機
にアクセスすると、本機のWeb メニューが表示されま
す。Web メニューで本機の状態を確認したり、各種設定
をしたり、記録の開始 /停止の手動操作をすることがで
きます。

最初に表示される画面について
端末機器を本機に接続し、ブラウザーから本機にアクセ
スすると、本機の状態表示や操作に便利なボタンなどが
ある「Device Status」画面が表示されます。

本機の状態について

「Status」
･「Streaming」
「Monitoring」：「Streaming」が「Off」状態
「Running」：「MPEG2-TS/UDP」または「MPEG2-
TS/RTP」
「Stop」：停止中
「Initializing」：準備中
エラー表示；Destination Address Error、No 
Internet Access

･「Proxy」
「Recording」：プロキシファイル記録中
「Stop」：停止中

･「Remain」：SDカードの残量表示
･「Warning/Error」：注意／エラー表示（「Wxx-xxx」は
ワーニング番号、「Exx-xxx」はエラー番号（39 ペー
ジ））
･「Rec」：記録開始ボタン（15 ページ）
･「Lock」；ロックスイッチ（15 ページ）

ネットワーククライアントモード（28 ページ）がオンの
ときは、「Streaming」と「Proxy」が以下の項目となりま
す。
･「Network Client」
「Connected to CCM Name」：接続完了
エラー表示；Destination Address Error、
Authentication Failed、No Internet Access、
Certificate is not yet valid

･「Streaming」
「Running」：ストリーミング中
「Stop」：停止中
「Initializing」：準備中

･「Proxy」
「Stop」：停止中
「Disabling」：記録不可

ご注意

「Certificate is not yet valid」は、日付設定が不正である可
能性があります。日付の設定を確認してください。

「Network」
･「Wireless LAN IP Address」：本機の IP アドレス
･「Internet Access」：インターネット接続
「Modem」：モデム接続
「Wi-Fi Router」：ワイヤレスLANアクセスポイント
経由
「Unavailable」：接続不可

･「Modem Status」：モデム状態
「Connected」：接続済

「SD Card」画面（16ページ）「Format」画面
（23ページ）へのショートカット

本機の状態を表示します。

設定メニューを表示し、設定画面を選びます（22 ページ）。

著作権情報
21 Web メニューについて
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「Ether Type Modem Connected」：Ether タイプのモ
デムと接続した状態（Internet IP Address の表示は
「unknown」になります。）
「Connecting」：接続中
「Disconnected」：切断
「USB-RJ45 Connected」：USB-RJ45 アダプター装着
時

･「Internet IP Address」：インターネット側の IP アドレ
ス（取得可能な場合のみ）

「Hardware」
･「Serial Number」：本機のシリアル番号
･「Camcorder」；カムコーダー /レコーダーとの接続状態
「Connected」：接続
「Not connected」：未接続

「Firmware」
･「Firmware Version」：本機のファームウェアのバー
ジョン

設定メニューについて
Webメニュー画面左上の をタップすると設定メ
ニューが表示されます。設定したい項目をタップします。

「Settings」
本機設定用の画面を表示します。

「Wireless Adapter」
･「Streaming Format」： ストリーミングフォーマット設
定（23 ページ）
･「Proxy Format」： プロキシフォーマット設定（25 ペー
ジ）
･「System Settings」： システム設定（26 ページ）

「Wireless LAN」
･「AP Settings」：アクセスポイント設定（28 ページ）
･「Station Settings」： ワイヤレス LAN設定（29 ページ）
･「Status」： ワイヤレス LAN設定状態（30 ページ）

「Modem」
･「Modem Settings」： モデム設定（30 ページ）
･「Status」： モデム設定状態（30 ページ）

「Wired LAN」
･「Wired LAN Settings」：有線 LAN設定（31 ページ）
･「Status」： 有線 LAN設定状態（31 ページ）

ご注意

USB-RJ45 アダプターを装着した場合は、「Modem」が、
「Wired LAN」になります。

「Upload Settings」
転送設定（32 ページ）

ご注意

「Settings」の画面が表示されている場合は、以下から各
設定画面を表示することができます。

* USB-RJ45 アダプター装着時

「Media Info」
メディアの情報を表示したりメディアから転送するファ
イルを選ぶ画面を表示します（17 ページ）。
･「SD Card」：本機内の SDカード
･「Slot A」：カムコーダー /レコーダーのカードスロット
Aに挿入されているメディア
･「Slot B」：カムコーダー /レコーダーのカードスロット
Bに挿入されているメディア
･「Disc」：PDW-850/750 のプロフェッショナルディスク

ストリーミング設定

システム設定
アクセスポイント設定

ワイヤレス LAN設定

転送設定

モデム /有線 LAN*設定確認
モデム /有線 LAN*設定

ワイヤレス LAN設定確認

プロキシ設定
Web メニューについて
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「Job List」
転送中のファイルを管理する「Job List」画面を表示しま
す（34 ページ）。

「Cam Remote Control」
カムコーダー /レコーダーにアクセスして、Wi-Fi リモコ
ンを表示します（20 ページ）。

ストリーミングフォー
マット設定
「Streaming Format」
ワイヤレスLANを用いて端末機器でモニタリングされる
ストリームのフォーマットや、インターネット /有線
LANを用いてストリーミング伝送するときのフォーマッ
トや伝送先を設定します。

映像
･ AVC/H.264 Main Profile、4 : 2 : 0 Long GOP
･ サイズは以下の設定で選択

音声
･ AAC-LC 圧縮
･ サンプリング周波数：48 kHz
･ ビットレート：128 kbps for Stereo
･  再生する音声のチャンネルは以下の設定で選択

モニタリング設定「Monitoring」
端末機器でモニターする際のフォーマットを設定します。

「Size」
モニタリング用の映像のサイズとビットレートを設定し
ます。
「480 × 270」：1Mbps（VBR）
「480 × 270」：0.5Mbps（VBR）
23 ストリーミングフォーマット設定「Streaming Format」
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ご注意

ビットレートは平均値であり、この値を超える場合があ
ります。

「Frame Rate」
映像のフレームレートを表示します。SDI IN 端子からの
信号によって設定されます。
「23.98fps」：23.975fps
「25fps」：25fps
「29.97fps」：29.97fps
「50fps」：50fps
「59.94fps」：59.94fps

ご注意

24fps には対応していません。

「Bit Rate」
映像のビットレートを表示します。
「1Mbps (VBR)」：480 × 270
「0.5Mbps (VBR)」：480 × 270

ストリーミング設定「Streaming」
ストリーミング伝送する際のフォーマットや伝送先を設
定します。設定はプリセットとして 3つまで保持できま
す。

「On/Off」
ストリーミング伝送のオン /オフを切り替えます。

ご注意

「On」に設定時は、モニタリング機能が使用できません。

「Preset」
プリセットを「Preset1 ～ 3」から選択します。プリセッ
トは「Edit」をタップすることで編集できます。

プリセットを編集するには

1 「Preset」で編集したいプリセットを選ぶ。

2 「Edit」をタップする。

プリセットの編集画面が表示されます。

3 以下の項目を設定する。

「Type」
ストリーミング用の映像の種類を、「MPEG2-TS/
UDP」と「MPEG2-TS/RTP」から選びます。

「Size」
ストリーミング用の映像のサイズを設定します。
「HD/SD Auto」を選んだ場合、SDI IN 端子からの信
号によって設定されます。

「Bit Rate」
ストリーミング用の映像のビットレートを設定しま
す。
選択できるビットレートは、「Size」の設定により異
なります。

「Destination Address」
ストリーミングデータの伝送先サーバーのアドレス
を入力します。

「Destination Port」
伝送先サーバーの、ストリーミングに使用するポー
ト番号を入力します。

4 「OK」をタップする。

設定を反映し、プリセットの内容は、「Properties」
に表示されます。
「Cancel」をタップすると、設定を中止します。

ご注意

･ インターネット経由で映像 /音声データをそのまま送信
します。そのためデータが漏えいする可能性がありま
す。送信先がストリーミングデータを受信できているこ
とを確認してください。アドレスの設定ミスなどにより
意図しない相手にデータを送信してしまう可能性があり
ます。
･ ネットワークの状況により、すべてのフレームが再生で
きない場合があります。
･ 動きの激しいシーンの場合は、画質が悪くなります。
･ ストリーミングを大きなサイズで小さいビットレートに
設定した場合、すべてのフレームが再生できない場合が
あります。この現象を軽減させるためには「Size」でよ
り小さいサイズを選んでください。
ストリーミングフォーマット設定「Streaming Format」
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音声チャンネルの設定

「Audio Channel Select」
音声のチャンネルを選択します。
「Ch-1 & Ch-2」：チャンネル 1、2の音声（初期値）
「Ch-3 & Ch-4」：チャンネル 3、4の音声

ご注意

項目名の左側が左チャンネル、右側が右チャンネルとな
ります。

プロキシフォーマット設
定「Proxy Format」
本機の SDカードに記録されるプロキシファイルのフォー
マット設定を行います。

映像
･ XAVC ® Proxy （AVC/H.264 Main Profile、4 : 2 : 0 
Long GOP）
･ サイズは以下の設定で選択

音声
･ AAC-LC 圧縮
･ サンプリング周波数：48 kHz
･ ビットレート：128 kbps for Stereo
･  再生する音声のチャンネルは以下の設定で選択

「Size」
プロキシファイル用の映像のサイズとビットレートを設
定します。
「1280 × 720」：9Mbps（VBR）
「1280 × 720」：6Mbps（VBR）
「640 × 360」：3Mbps（VBR）
「480 × 270」：1Mbps（VBR）
「480 × 270」：0.5Mbps（VBR）

ご注意

ビットレートは平均値であり、この値を超える場合があ
ります。

「Frame Rate」
映像のフレームレートを表示します。SDI IN 端子からの
信号によって設定されます。
「23.98fps」：23.975fps
「25fps」：25fps
25 プロキシフォーマット設定「Proxy Format」
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「29.97fps」：29.97fps
「50fps」：50fps
「59.94fps」：59.94fps

ご注意

24fps には対応していません。

「Bit Rate」
映像のビットレートを表示します。
「9Mbps (VBR)」：1280 × 720
「6Mbps (VBR)」：1280 × 720
「3Mbps (VBR)」：640 × 360
「1Mbps (VBR)」：480 × 270
「0.5Mbps (VBR)」：480 × 270

「Audio Channel Select」
記録する音声のチャンネルを選択します。
「Ch-1 & Ch-2」：チャンネル 1、2 の音声（初期値）
「Ch-3 & Ch-4」：チャンネル 3、4 の音声

ご注意

項目名の左側が左チャンネル、右側が右チャンネルとな
ります。

システム設定「System 
Settings」
日付の設定や、本機のWeb メニューにアクセスするため
のホスト名／ユーザー名／パスワードなどの設定を行い
ます。

ユーザー名、パスワードの設定
端末機器のブラウザーから本機のWeb メニューにアクセ
スするためのホスト名、ユーザー名とパスワードを設定
します。また、本機を取り付けたカムコーダー /レコー
ダーにアクセスするためのユーザー名、パスワードも設
定できます。
「System Settings」画面で「User/Password」をタップす
ると、入力用の画面が表示されます。

設定後に「OK」をタップすると設定を反映し、「Cancel」
をタップすると、設定を中止します。

ユーザー名、パスワードの設定
日付の設定

バージョンアップ（詳しくは「本機のバージョン
アップを行う」 （35ページ）をご覧ください。）

ネットワーククライアントモードの設定
システム設定「System Settings」
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「Host Name」
本機のホスト名を入力します。
（初期設定：WA100- ＋シリアル番号（CBK-WA100 の場
合））
（初期設定：WA101- ＋シリアル番号（CBK-WA101 の場
合））

「User」
本機のユーザー名を入力します。
（初期設定：admin）

「Password」
本機のパスワードを入力します。
パスワードは確認のため、2度入力してください。
（初期設定：cbk-wa100（CBK-WA100 の場合））
（初期設定：cbk-wa101（CBK-WA101 の場合））

ご注意

「User」/「Password」で、英数字以外で使用可能な文字
は、! % * + , - . = _ です。

「Camcorder User」
カムコーダーのユーザー名を入力します。

「Camcorder Password」
カムコーダーのパスワードを入力します。

日付の設定
本機の日時を設定します。
「System Settings」画面で「Date & Time」をタップする
と、入力用の画面が表示されます。

設定後に「OK」をタップすると設定を反映し、「Cancel」
をタップすると、設定を中止します。

ご注意

日付情報の保持期間は、約 7日間です。この期間を超え
ると、初期値の 2015 年 5 月 1日 0時 0分 0秒からとなり
ます。

「Date & Time」
「Year」：年
「Month」：月
「Day」：日
「Hour」：時間
「Min.」：分
「Sec.」：秒

「NTP Server Name」
NTPサーバーに接続して日時を自動更新します。
入力エリアに接続するNTPサーバーのホスト名を入力し
ます。
「Adjust Date」：タップすると、NTPサーバーにアクセス
し、日時を自動更新します。

「Adjust Date on boot」
「On」にすると、起動時にNTPサーバーにアクセスし、
日時を自動更新します。（本機がインターネットに接続し
ているときのみ）

「Time Zone」
リストからタイムゾーンを選択します。

「Summer Time」
「On」にすると、サマータイム（＋ 1時間）となります。

「Log File」
ログファイルを SDカードに保存します。
27 システム設定「System Settings」
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ネットワーククライアントモードの
設定
ネットワーククライアントモードの設定をします。
「System Settings」画面で「Network Client Mode 
Settings」をタップすると、設定用の画面が表示されま
す。

設定後に「OK」をタップすると設定を反映し、「Cancel」
をタップすると、設定を中止します。

「Network Client」
「On」にすると、ネットワーククライアントモードがオン
になりCCMと接続を開始します。

「Auto Start」
「On」にすると、次回電源を入れたときにネットワークク
ライアントモードがオンで起動します。

「CCM Address」
接続先のCCMのアドレスを入力します。

「CCM Port」
接続先のCCMのポート番号を入力します。

「User」
ユーザー名を入力します。

「Password」
パスワードを入力します。

ご注意

ストリーミング中、モニタリング中、プロキシ記録中ま
たはファイル転送中にネットワーククライアントモード
をオンにすると、確認のダイアログが表示されます。
「OK」を選択しネットワーククライアントモードに移行
すると、これらの動作は停止します。

アクセスポイント設定
「AP Settings」
本機をアクセスポイントとして使用するための設定を行
います。

「WLAN Device Name」
使用しているワイヤレスLANモジュール名を表示しま
す。

「Channel Select」
ワイヤレスLANのチャンネルを変更することができま
す。
「Auto」は Ch1 ～ Ch11 を自動で選択、「Channel Select」
は Ch1 ～ Ch11 を手動で設定できます。
5GHz 対応のワイヤレス LANモジュールを装着した場合
は、「Auto (5GHz)」の項目が追加されます。

ご注意

「Auto (5GHz)」は、ご使用になるワイヤレスLANモ
ジュールにより、表示されない場合があります。5GHz 帯
の屋外使用が禁止されている国／地域向けの場合、表示
されません。ワイヤレス LANモジュールが、ご使用にな
る国／地域に対応しているかご確認ください。詳しくは、
ワイヤレス LANモジュールの取扱説明書をご覧くださ
い。

「SSID」
本機の SSID を表示します。

「Key」
本機のパスワードを変更できます。
英数字 8文字以上 63 文字以内で入力できます。
アクセスポイント設定「AP Settings」
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「

ワイヤレス LAN設定
Station Settings」

本機をワイヤレス LANに接続するための設定を行いま
す。

「Host Name」
本機のホスト名を表示します。

「SSID」
接続するアクセスポイントの SSID を入力します。
対応している認証方式は、WPA、WPA2です。
5GHz 対応のワイヤレス LANモジュールを装着した場合
は、5GHz 対応のアクセスポイントと接続できます。

「Key」
アクセスポイントのパスワードを入力します。

「DHCP」
DHCP設定をします。
「On」にすると、自動的に本機に IP アドレスを割り当て
ます。
手動で本機の IP アドレスを入力する場合は、「Off」にし
ます。

「IP Address」
本機の IP アドレスを入力します。「DHCP」が「Off」の
ときに有効です。

「Subnet mask」
本機のサブネットマスクを入力します。「DHCP」が
「Off」のときに有効です。

「Gateway」
アクセスポイントのゲートウェイを入力します。「DHCP」
が「Off」のときに有効です。

「DNS Auto」
DNS自動取得設定をします。
「On」にすると、自動的にDNSサーバーのアドレスを取
得します。

「Primary DNS Server」
アクセスポイントのプライマリーDNSサーバーを入力し
ます。「DNS Auto」が「Off」のときに有効です。

「Secondary DNS Server」
アクセスポイントのセコンダリDNSサーバーを入力しま
す。「DNS Auto」が「Off」のときに有効です。

「Submit」
ワイヤレスLAN設定を確定します。

WPS機能を使わないでSTAモードでア
クセスポイントに接続する場合

1 APモードで本機と端末機器を接続する（9ページ）。

2 「Station Settings」画面の項目を設定する。

接続するアクセスポイントの設定に合わせて設定を
行います。
アクセスポイントの設定については、アクセスポイ
ントの取扱説明書をご覧ください。

3 「Submit」をタップする。

設定した項目が確定します。

4 WIRELESS スイッチを「ST」にする。

本機が STAモードでアクセスポイントに接続します
ので、「アクセスポイントとWPS機能を使って接続
する」 （10 ページ）の手順 5以降を行って、端末機
器から本機にアクセスします。
29 ワイヤレス LAN 設定「Station Settings」
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ワイヤレス LAN設定を確認する
「Wireless LAN」＞「Status」でワイヤレス LAN設定の
確認画面を表示します。
本機のワイヤレスLANモードによって、表示される内容
が変わります。

APモード

STAモード

モデム設定「Modem 
Settings」
本機にモデム（別売り）を取り付けてインターネットに
接続するための設定をします。

本機に対応しているモデムを取り付けると自動的に接続
設定をして、モデムの情報が表示されます。（インター
ネット接続可能状態となります。）
モデムが取り付けられていない場合は、空表示となりま
す。
本機に対応しているモデムについては、お買い上げ店ま
たはソニーのサービス窓口にご確認ください。

ご注意

USB-RJ45 アダプター（別売り）が取り付けられている場
合は、「Modem Settings」画面は表示されません。

モデム設定を確認する
「Modem」＞「Status」でモデム設定の確認画面を表示し
ます。
モデム設定「Modem Settings」
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有線 LAN設定「Wired 
LAN Settings」
USB-RJ45 アダプター（別売り）と LANケーブルを使用
してネットワークに接続する場合の設定を行います。

ご注意

「Wired LAN Settings」画面はUSB-RJ45 アダプター（別
売り）が取り付けられている場合に表示されます。

「DHCP」
DHCP設定をします。
「On」にすると、自動的に本機に IP アドレスを割り当て
ます。
手動で本機の IP アドレスを入力する場合は、「Off」にし
ます。

「IP Address」
本機の IP アドレスを入力します。「DHCP」が「Off」の
ときに有効です。

「Subnet mask」
本機のサブネットマスクを入力します。「DHCP」が
「Off」のときに有効です。

「Gateway」
アクセスポイントのゲートウェイを入力します。「DHCP」
が「Off」のときに有効です。

「DNS Auto」
DNS 自動取得設定をします。
「On」にすると、自動的にDNSサーバーのアドレスを取
得します。

「Primary DNS Server」
ルーターのプライマリーDNSサーバーを入力します。
「DNS Auto」が「Off」のときに有効です。

「Secondary DNS Server」
ルーターのセコンダリDNSサーバーを入力します。
「DNS Auto」が「Off」のときに有効です。

「Web/Cam Remote」
USB-RJ45 アダプターを使用した本機のWebメニューや
Wi-Fi リモコンへのアクセスの許可、不許可の設定をしま
す。「On」にするとアクセスを許可します。

ご注意

インターネットからの不正アクセスを防ぐため、「On」に
する場合は有線LANネットワークがインターネットに接
続していないときを推奨します。インターネットに接続す
る場合は、接続先がセキュアなネットワークであること
をご確認の上ご使用ください。

「Submit」
イーサネット設定を確定します。

有線 LAN設定を確認する
「Wireed LAN」＞「Status」で有線 LAN設定の確認画面
を表示します。
31 有線 LAN設定「Wired LAN Settings」
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転送設定「Upload 
Settings」
本機に記録したプロキシファイルや、カムコーダー／レ
コーダーに記録されているオリジナルファイルを転送す
るサーバーを登録したり、設定を変更します。

初期値としてサーバーに「Sony Ci」が設定されています。
「Sony  Ci」とは、Sony が提供するMedia Cloud Services
です。ソニーのクラウドサービス「Sony Ci」へ転送する
ことができます。

ご注意

「Sony Ci」をお使いになる場合は、別途契約が必要です。
詳細は、www.SonyMCS.com/wireless をご覧ください。

「Sony Ci」を登録するには

1 「Upload Settings」画面で「Sony Ci」が表示されて
いることを確認し、「Edit」をタップする。

「Sony Ci」設定用の画面が表示されます。

2 「User」にユーザー名、「Password」にパスワードを
入力する。

詳細は、www.SonyMCS.com/wireless をご覧くださ
い。

3 「Link」をタップする。

ご注意

「Link」はユーザーと本機を関連付ける操作となりま
す。「Link」を実行するにはインターネットの接続が
必要です。
しばらくすると完了のメッセージが表示されます。

4 「OK」をタップする。

ご注意

「Sony Ci」登録後は、設定画面に「Unlink」が表示されま
す。タップするとユーザーアカウントを解除し、他の
ユーザーアカウントでリンクすることもできます。

新しく転送先のサーバーを登録をす
る
「Create New」をタップすると、設定用の画面が表示され
ます。

設定後に「OK」をタップすると設定を反映し、「Cancel」
をタップすると、設定を中止します。

「Default Server」
「On」にすると、ファイルの転送先をデフォルト設定にし
ます。（ファイル転送時の転送先リストに優先的に表示さ
れます。）

「Display Name」
リストに表示されるサーバー名を入力します。

「Service」
サーバーの種類を表示します。
「FTP」：FTPサーバー

設定変更 /削除するサーバーを選ぶ

登録したサーバーの削除

転送先のサーバーを登録

サーバーの設定変更

自動転送機能のオン／オフ
転送設定「Upload Settings」
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「Host Name」
サーバーのアドレスを入力します。

「User」
ユーザー名を入力します。

「Password」
パスワードを入力します。

「PASV Mode」
PASVモードのオン／オフを行います。

「Destination Directory」
転送するディレクトリーを指定します。

ご注意

ディレクトリー名として不正な文字が入力された場合は、
ディレクトリーを生成せず、転送先ディレクトリー直下
に転送します。

「Using Secure Protocol」
セキュアな FTP転送を行うかどうかを設定します。

「Load Certification」
CA 証明書を読み込みます。

ご注意

･ FTP による通信は暗号化されていませんので、FTPS
の使用をお勧めします。
･ 読み込む証明書は PEM形式で、SDカードのルート
ディレクトリーに "certification.pem" のファイル名で書
き込んでおいてください。

登録済みのサーバーの設定を変更す
る
「Upload Settings」画面で設定を変更したいサーバー名を
選んで「Edit」をタップします。設定変更画面が表示され
ますので、必要に応じて設定を変更します。
設定項目、内容については「新しく転送先のサーバーを
登録をする」 （32 ページ）をご覧ください。

登録したサーバーを削除する
「Upload Settings」画面で削除したいサーバー名を選んで
「Delete」をタップします。確認画面が表示されますので、
「OK」を選ぶとサーバーを削除した後元の画面に戻りま
す。

記録終了時に自動的にファイル転送
を開始する
「Auto upload」を「On」にすると、記録終了時に自動的
に、SDカードに保存したファイルの転送を開始します。

ご注意

転送先のフォルダー名称は、「ファイルを選んで転送す
る」 （17 ページ）で設定したフォルダーになります。未
設定の場合には、当日の日付のフォルダーとなります。
変更するには「ファイルを選んで転送する」 で設定してく
ださい。

ファイル転送を再開する（リジュー
ム機能）
ファイル転送の失敗後、再転送する場合に失敗したとこ
ろから再開します。

ご注意

･ リジューム機能に対応したサーバーの場合にのみ有効で
す。
･ ファイル転送に失敗した場合は、STATUS インジケー
ターが橙色で点滅します。
33 転送設定「Upload Settings」
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ファイル転送の確認をす
る「Job List」
転送中のファイルや転送ファイルのリストの確認をした
り、転送するファイルの中止、再開、削除などを行うこ
とができます。

･「Total」：転送する全ファイルの進捗状況です。
･「Status」：転送中のファイルの進捗状況です。
･「Transfer data rate」：転送レート（目安）
･「Remain time」：残り時間（目安）

ファイルの転送中止、再開、転送リストか
らファイルを削除する

1 ファイルを選ぶ。

2 画面右上の「 」をタップする。

以下の項目を選びます。
･「Abort selected」：転送の中止をします。
･「Delete from list」：転送リストからファイルを削
除します。
･「Start selected」：ファイルの転送を開始します。
･「Clear completed」：転送済みファイルリストを全
削除します。
ファイル転送の確認をする「Job List」
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本機のバージョンアップ
を行う
本機のバージョンアップは、SDカードのルートディレク
トリーに保存したバージョンアップファイルを読み込ん
で行うことができます。
バージョンアップを行っても、設定値は保持されるため、
そのまま使用できます。ただし、Job List の内容は初期化
されます。

1 バージョンアップファイルを保存したSDカードを本
機に挿入し、電源を入れる。

2 本機と端末機器をワイヤレスLAN接続し、端末機器
のブラウザーを起動して本機にアクセスする（9ペー
ジ）。

「Device Status」画面が表示されます。

3 「 」＞「Settings」＞「Wireless Adapter」＞
「System Settings」をタップする。

「System Settings」画面が表示されます。

4 「Firmware Update」をタップする。

Firmware Update 画面が表示されます。

5 「Update」をタップして、SDカードに保存された
Firmware Package File を読み込む。

バージョンアップ実行中は、電源インジケーターの
み点灯し、「Firmware updating It takes several 
minutes, please wait.」が表示されます。
しばらくすると、「After all LED blinking, please 
power off-> on.」が表示されます。

6 本機が再起動し STATUSインジケーター、RECイン
ジケーター、STインジケーターが点滅する。

再起動中はブラウザーでWebメニューは表示されま
せん。

ご注意

バージョンアップの途中で本機の電源を切ると、
バージョンアップ失敗となります。その場合は、操
作を最初からやり直してください。

7 本機の電源を切った後、電源を入れる。

本機が新しいバージョンで起動します。
本機のバージョンは「Device Status」画面で確認す
ることができます（21 ページ）。

バージョンアップに失敗したときは
バージョンアップに失敗したときは、STATUSインジ
ケーターが赤で点滅します。その場合は、操作を最初か
らやり直してください。

ログファイルを出力する
本機に異常が発生した場合に、ログを SDカードに記録す
ることができます。ログファイルは暗号化されているた
め、お客様で確認することはできません。必要に応じて、
ソニーサービスに提出してください。
35 本機のバージョンアップを行う
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設定を工場出荷値に戻す
本機の設定を工場出荷値に戻すことができます。

1 RESETボタンを 3秒間押し続ける。

STATUS インジケーターがいったん消灯し、本機が
再起動します。
設定を工場出荷値に戻す
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使用上のご注意
使用・保管場所
水平な場所、空調のある場所に保管してください。次の
ような場所での使用・保管は避けてください。
･ 極端に寒い所、暑い所（使用温度は 0℃～ 40 ℃）
真夏、窓を閉め切った自動車内は
50 ℃を越えることがあります。
･ 湿気・ほこりの多い所
･ 雨があたる所
･ 激しく振動する所
･ 強い磁気を発生するものの近く
･ 強力な電波を発生するテレビやラジオの送信所の近く
･ 直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近く

強い衝撃を与えないでください
落としたりして強い衝撃を与えると故障することがあり
ます。

動作中は布などで包まないでください
内部の温度が上がり動作不良の原因となります。

お手入れ
キャビネットやパネルの汚れは、乾いた柔らかい布で軽
くふきとってください。汚れがひどいときは、中性洗剤
溶液を少し含ませた布で汚れをふきとり、乾いた布で仕
上げてください。アルコール、ベンジン、シンナー、殺
虫剤など、揮発性のものをかけると、変質したり塗装が
はげたりすることがあります。

輸送
トラック、船、航空機など、本機を貨物として扱う輸送
では、必ずカムコーダーサポートからカムコーダー、カ
メラアダプター、ケーブルをすべて取りはずし、お買い
上げ時の梱包材をご使用ください。

運搬
運搬するときは、本機をカムコーダーサポートから取り
はずしてください。そのまま運搬すると本機が落下して
けがの原因となることがあります。

結露について
本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと
きなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。
これを結露といいます。結露が起きたときは電源を切り、
結露がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使
用ください。結露時のご使用は機器の故障の原因となる
場合があります。

電解コンデンサの寿命は約5 年です
電解コンデンサの寿命は約 5 年です。
（常温で 1日に 8 時間、1カ月で 25 日間、通常に使用する
と想定した場合）
したがって、使用時間が上記より長い場合は、その分寿
命は短くなります。

ファイルの断片化について
画像が正しく記録・再生されないときは SDカードを
フォーマット（初期化）してください。長期間、映像の
記録・消去を繰り返していると、記録メディア内のファ
イルが断片化（フラグメンテーション）して、映像が正
しく記録・保存できなくなる場合があります。このよう
な場合は、データのバックアップを取ったあと、SDカー
ドのフォーマット（初期化）を行ってください。

バッテリー使用時のご注意
バッテリーパックBP-U60T から電源を供給する場合は、
バッテリー残量が充分にあることを確認の上、本機を使
用してください。
37 使用上のご注意
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トラブル時の対処
以下のような状況で、不具合が発生した場合の対策につ
いて説明します。
･ ワイヤレス LAN使用時
･ インターネット接続

ご注意

本機とワイヤレス LANアクセスポイントまたは端末機器
間の障害物や電波状況、壁の材質など周囲の環境によっ
て、通信可能距離が短くなったり、接続できなくなるこ
とがあります。本機の場所を移動したり、本機とアクセ
スポイントまたは端末機器間の距離を近づけて、接続 /
通信状態を確認してください。

ワイヤレス LAN使用時

インターネット接続

有線 LAN接続

問題 対策

STATUS インジケーターが赤点滅して、ワイヤレ
ス LANが使えない。

未対応のワイヤレス LAN モジュールの可能性があります。
対応しているワイヤレス LAN モジュールについては、お買い上げ店またはソニーのサー
ビス窓口にご確認ください。

端末機器から本機にアクセスできない。 ･ ワイヤレス LANの接続（IP アドレスなど）を確認してください。
･ アクセスポイントのクライアント間の通信設定が無効になっている可能性があります。詳
しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

ログインできない。 登録したユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。

本機のWeb メニューが表示されない。 ･ IP アドレスを確認してください。
･ ポート番号「:8080」が付加されているか確認してください。

カムコーダー /レコーダーのWi-Fi Remote 画面
が出てこない。

･ USB ケーブルが接続されているか確認してください。
･ カムコーダーのファームウェアのバージョンが、本機対応バージョンであるか確認してく
ださい。

問題 対策

STATUS インジケーターが赤点滅して、モデムを
認識しない。

未対応のモデムの可能性があります。
対応しているモデムについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご確認くだ
さい。

STATUS インジケーターが橙点滅して、ファイル
転送が失敗する。

サーバーのユーザー名 /パスワードが間違っている可能性があります。
正しい値を入力してください。

STATUS インジケーターが橙点灯して、ファイル
転送ができない。

3G/4G/LTE の電波状態が悪い可能性があります。
移動して再度試してください。

オリジナルファイルを転送できない。 ･ USB ケーブルが接続されているか確認してください。
･ カムコーダーのファームウェアのバージョンが、本機対応バージョンであるか確認してく
ださい。

問題 対策

「E03-007 IP Address Setting Error」が出る。 ワイヤレス LANと IP Address 設定のネットワークアドレスが衝突しています。
アドレスを手動で変更、またはお使いのネットワークルーターの設定を変更してください。
トラブル時の対処
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エラー /警告表示
本機ではエラーを検出した場合、「Device Status」画面上
に表示します。

* Sony Ci の認証期限切れ、または FTP Server の認証で失敗。

ライセンスについて

MPEG-4 AVC 
エンコーダ／デコーダ製品の販売・頒布 
本製品は、MPEG LA, LLC がライセンス活動を行ってい
るAVC PATENT PORTFOLIO LICENSE の下、次の用
途に限りライセンスされています： 

(i) 消費者が個人的又は他の報酬を受けていない使用目的
で、MPEG-4 AVC規格に合致したビデオ信号（以下、
AVC VIDEOといいます）にエンコードすること。 
(ii)AVC VIDEO（消費者が個人的又は他の報酬を受けてい
ない目的でエンコードしたもの、若しくはMPEG LAよ
りライセンスを取得したプロバイダーがエンコードした
ものに限られます）をデコードすること。 

なお、その他の用途に関してはライセンスされていませ
ん。プロモーション、商業的に利用することに関する詳
細な情報につきましては、MPEG LA, LLC. のホームペー
ジ をご参照下さい。 

END USER LICENSE 
AGREEMENT

IMPORTANT: 
BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN THE 

WIRELESS ADAPTER, PLEASE READ THIS END USER 

LICENSE AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. BY USING 

THE SOFTWARE YOU ARE ACCEPTING THE TERMS OF 

THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF 

THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony 

Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights and 

obligations regarding the  software of SONY and/or its third party 

licensors (including SONY’s affiliates) and their respective 

affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY SUPPLIERS”) 

contained in the wireless adapter, together with any updates/

upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other 

electronic documentation for such software, and any data files 

created by operation of such software (collectively, the 

“SOFTWARE”). 

Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE 

having a separate end user license agreement (including, but not 

limited to, GNU General Public license and Lesser/Library 

General Public License) shall be covered by such applicable 

分類 エラー /
警告 ID

内容 STATUS
インジケーター

REC
インジケーター

Hard 系 E01-003 Device Error 赤で素早
く点滅

E01-004 3G/4G Device Error 橙で素早
く点滅

E01-005 Firmware update 
error

赤でゆっ
くり点滅

AV系 E02-002 SDI Signal Error 赤でゆっ
くり点滅

通信系 E03-001 Communication 
Error

橙点灯

E03-002 Not supported device 赤で素早
く点滅

E03-003 File Transfer Error 橙でゆっ
くり点滅

E03-004 Firmware update 
error

赤でゆっ
くり点滅

E03-005 Authentication 
failed*

橙でゆっ
くり点滅

E03-006 Server Capacity 
Over

橙でゆっ
くり点滅

E03-007 IP Address setting 
error

橙点灯

Media 系 W04-001 No Media 赤点滅

W04-002 Media Capacity Over 赤点滅

E04-003 Read Error 赤点滅

E04-004 Write Error（容量
Over 以外）

赤点滅

W04-005 Locked Media 赤点滅

W04-006 Media Full（600 clip
到達）

赤点滅

E04-007 Not supported media 赤点滅
39 エラー /警告表示 / ライセンスについて
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separate end user license agreement in lieu of the terms of this 

EULA to the extent required by such separate end user license 

agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE
The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is 

protected by copyright and other intellectual property laws and 

international treaties. 

COPYRIGHT
All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not 

limited to, any images, photographs, animation, video, audio, 

music, text and "applets" incorporated into the SOFTWARE) is 

owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY 

SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE
SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE solely 

in connection with the wireless adapter and only for your 

individual use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS 

expressly reserve all rights, title and interest (including, but not 

limited to, all intellectual property rights) in and to the 

SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS
You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive 

source code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble 

any of the SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any 

derivative works from or of the SOFTWARE unless such 

derivative works are intentionally facilitated by the SOFTWARE. 

You may not modify or tamper with any digital rights 

management functionality of the SOFTWARE. You may not 

bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or 

protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively 

linked to the SOFTWARE. You may not separate any individual 

component of the SOFTWARE for use on more than one wireless 

adapter unless expressly authorized to do so by SONY. You may 

not remove, alter, cover or deface any trademarks or notices on the 

SOFTWARE. You may not share, distribute, rent, lease, 

sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE. The software, 

network services or other products other than SOFTWARE upon 

which the SOFTWARE’S performance depends might be 

interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers 

(software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such 

suppliers do not warrant that the SOFTWARE, network services, 

contents or other products will continue to be available, or will 

operate without interruption or modification. 

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE 
COMPONENTS
Notwithstanding the foregoing limited license grant, you 
acknowledge that the SOFTWARE may include 
EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED 
SOFTWARE may be covered by open source software 
licenses (“Open Source Components”), which means any 
software licenses approved as open source licenses by the 
Open Source Initiative or any substantially similar licenses, 
including but not limited to any license that, as a condition 
of distribution of the software licensed under such license, 
requires that the distributor make the software available in 
source code format. If and to the extent disclosure is 
required, please visit www.sony.com/linux or other 
SONY-designated web site for a list of applicable OPEN 
SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE 
from time to time, and the applicable terms and conditions 
governing its use. Such terms and conditions may be 
changed by the applicable third party at any time without 
liability to you. To the extent required by the licenses 
covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such 
licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the 
extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED 
SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA 
with respect to such EXCLUDED SOFTWARE, such 
restrictions will not apply to such EXCLUDED 
SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses 
applicable to Open Source Components require SONY to 
make an offer to provide source code in connection with the 
SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED 
MATERIALS
The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, 

store, process and/or use content created by you and/or third 

parties. Such content may be protected by copyright, other 

intellectual property laws, and/or agreements. You agree to use 

the SOFTWARE only in compliance with all such laws and 

agreements that apply to such content. You acknowledge and 

agree that SONY may take appropriate measures to protect the 

copyright of content stored, processed or used by the 

SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, 

counting the frequency of your backup and restoration through 

certain SOFTWARE features, refusal to accept your request to 

enable restoration of data, and termination of this EULA in the 

event of your illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE
PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE 

DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE 

THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES 
ライセンスについて
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(“CONTENT SERVICE”). USE OF THE SERVICE AND THAT 

CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF 

THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT 

THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE 

LIMITED. You acknowledge and agree that certain content and 

services available through the SOFTWARE may be provided by 

third parties over which SONY has no control. USE OF THE 

CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET 

CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE 

DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY 
SERVICES
You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE 

features may require an Internet connection for which you are 

solely responsible. Further, you are solely responsible for 

payment of any third party fees associated with your Internet 

connection, including but not limited to Internet service provider 

or airtime charges. Operation of the SOFTWARE may be limited 

or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical 

limitations of your Internet connection and service. The 

provision, quality and security of such Internet connectivity are 

the sole responsibility of the third party providing such service. 

EXPORT AND OTHER REGULATIONS
You agree to comply with all applicable export and re-export 

restrictions and regulations of the area or country in which you 

reside, and not to transfer, or authorize the transfer, of the 

SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in violation of 

any such restrictions or regulations. 

HIGH RISK ACTIVITIES
The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, 

manufactured or intended for use or resale as on-line control 

equipment in hazardous environments requiring fail-safe 

performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft 

navigation or communication systems, air traffic control, direct 

life support machines, or weapons systems, in which the failure of 

the SOFTWARE could lead to death, personal injury, or severe 

physical or environmental damage ("HIGH RISK 

ACTIVITIES"). SONY, each of the THIRD-PARTY 

SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically 

disclaim any express or implied warranty, duty or condition of 

fitness for HIGH RISK ACTIVITIES. 

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE
You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your 

sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. 

The SOFTWARE is provided "AS IS,” without warranty, duty or 

condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 

purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY 

SUPPLIERS shall be collectively referred to as “SONY”) 

EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR 

CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT AND FITNESS 

FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT 

WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR 

REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS 

CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET 

YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE 

UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE 

SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR 

THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT 

THE SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER 

SOFTWARE, HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY 

SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE 

INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE 

SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE’S 

PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE 

AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND 

(E) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE 

OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, 

ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE 

GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE 

OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR 

CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF 

THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE 

DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL 

NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION 

OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY 

NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY
SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for 

purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY 

SUPPLIERS shall be collectively referred to as “SONY”) 

SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF 

CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR 

UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE 

SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY 

DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF 

REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE 

SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN 

TIME AND USER’S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE 
41 ライセンスについて
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BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND ALL OF THEIR 

AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF 

THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT 

ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME 

JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 

LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 

DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION 

MAY NOT APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL 
INFORMATION, LOCATION DATA, DATA 
SECURITY
You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners 

and agents may read, collect, transfer, process and store certain 

information collected from the SOFTWARE, including but not 

limited to information about (i) the SOFTWARE and (ii) the 

software applications, contents and peripheral devices that 

interact with your wireless adapter and the SOFTWARE 

(“Information”). Information includes, but is not limited to: (1) 

unique identifiers relating to your wireless adapter and its 

components; (2) performance of the wireless adapter, the 

SOFTWARE and their components; (3) configurations of your 

wireless adapter, the SOFTWARE and the software applications, 

contents and peripheral devices that interact with the wireless 

adapter and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use of the 

functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software 

applications, contents and peripheral devices that interact with the 

SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY 

and its affiliates, partners and agents may use and disclose 

Information subject to applicable laws in order to improve its 

products and services or to provide products or services to you. 

Such uses include, but are not limited to: (a) administering the 

functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, service, 

update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving, developing 

and enhancing the current and future products and services of 

SONY and other parties; (d) to provide you with information 

about the products and services offered by SONY and other 

parties; (e) complying with applicable laws or regulations; and (f) 

to the extent offered, providing you with location-based services 

of SONY and other parties, as indicated below. In addition, 

SONY retains the right to use Information to protect itself and 

third parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely 

upon location information, including, but not limited to, the 

geographic location of the wireless adapter. You acknowledge that 

for the purpose of providing such services, SONY, the THIRD-

PARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, 

process and use such location data, and that such services are 

governed by the privacy policies of SONY or such third party. By 

using any such services, you agree that you have reviewed the 

privacy policies applicable to such services and consent to such 

activities. 

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use 

Information to personally identify the owner or user of the 

SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use of 

Information will be in accordance with the privacy policies of 

SONY or such third party.  Please contact applicable contact 

address of each area or country for SONY's current privacy policy.

Please contact applicable third parties for privacy policies relating 

to personally identifiable and other information you provide when 

you use or access third party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to SONY, its 

affiliates or agents which are located in countries outside of your 

country of residence. Data protection and information privacy 

laws in certain countries may not offer the same level of 

protection as your country of residence and you may have fewer 

legal rights in relation to Information processed and stored in, or 

transferred to, such countries. SONY will use reasonable efforts 

to take appropriate technical and organizational steps to prevent 

unauthorized access to or disclosure of Information, but does not 

warrant it will eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE 
From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS 

may automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, 

including, but not limited to, for purposes of enhancement of 

security functions, error correction and improvement of functions, 

at such time as you interact with SONY's or third parties' servers, 

or otherwise. Such updates or modifications may delete or change 

the nature of features or other aspects of the SOFTWARE, 

including, but not limited to, functions you may rely upon. You 

acknowledge and agree that such activities may occur at SONY's 

sole discretion and that SONY may condition continued use of the 

SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of 

such update or modifications. Any updates/modifications shall be 

deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for 

purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you consent 

to such update/modification. 

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY 
This EULA and SONY’s privacy policy, each as amended and 

modified from time to time, together constitute the entire 

agreement between you and SONY with respect to the 

SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any 

right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of 

such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, 

illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to the 
ライセンスについて
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maximum extent permissible so as to maintain the intent of this 

EULA, and the other parts will remain in full force and effect. 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION
The United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be 

governed by the laws of Japan, without regards to conflict of laws 

provisions. Any dispute arising out of this EULA shall be subject 

to the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and 

the parties hereby consent to the venue and jurisdiction of such 

courts.

EQUITABLE REMEDIES
Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary, 

you acknowledge and agree that any violation of or non-

compliance with this EULA by you will cause irreparable harm to 

SONY, for which monetary damages would be inadequate, and 

you consent to SONY obtaining any injunctive or equitable relief 

that SONY deems necessary or appropriate in such 

circumstances. SONY may also take any legal and technical 

remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, 

including, but not limited to, immediate termination of your use 

of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that 

you are violating or intend to violate this EULA. These remedies 

are in addition to any other remedies SONY may have at law, in 

equity or under contract.

TERMINATION
Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate 

this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of 

such termination, you must: (i) cease all use, and destroy any 

copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in 

the section below entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT
SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE 

TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY 

POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, 

BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS 

PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF 

THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/

UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE 

FORM OF NOTICE. If you do not agree to the amendment, you 

should promptly contact SONY for instructions. Your continued 

use of the SOFTWARE after the effective date of any such notice 

shall be deemed your agreement to be bound by such amendment. 

THIRD-PARTY BENEFICIARIES
Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended third-

party beneficiary of, and shall have the right to enforce, each 

provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such 

party.

Should you have any questions concerning this EULA, you may 

contact SONY by writing to SONY at applicable contact address 

of each area or country.

Copyright © 2012 Sony Corporation.

GPL/LGPL適用ソフトウェアの入
手について
本製品は GPL/LGPL 適用のソフトウェアを使用してお
り、お客様には、これらのソフトウェアのソースコード
の入手、改変、再配布の権利があることをお知らせしま
す。
これらのソースコードはインターネットのサーバーから
ダウンロードすることが可能です。以下のURLにアクセ
スすれば、具体的なダウンロードの方法がわかるように
なっています。
http://www.sony.net/Products/Linux/common/
search.html
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご
遠慮ください。

オープンソースソフトウェアのライ
センスについて
本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契約に
基づき使用しているソフトウェアが搭載されています。
当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社はこ
れらの内容をお客様に通知する義務があります。
ライセンスの内容に関しては、Webの OSS に収録されて
いる「License」をご覧ください。
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保証書とアフターサービ
ス
保証書
･ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上
げの際お受け取りください。
･ 所定の事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大
切に保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニー業務用商品相談窓
口のご案内」にあるお近くのソニーのサービス窓口にご
相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合、ご要望により有料
修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不
明な点は、お買い上げ店、またはソニーのサービス窓口
にお問い合わせください。

主な仕様
一般
電源電圧 DC 6.5 V ～ 17 V
消費電力 約 4.5 W（本体のみ）
動作温度 0 ℃～＋ 40 ℃
動作湿度 20%～ 90%
保存温度 － 20 ℃～＋ 60 ℃
外形寸法 CBK-WA100：

84 × 95× 30 mm
（幅 /高さ /奥行き）
CBK-WA101：
84 × 95× 55 mm
（幅 /高さ /奥行き）

質量 CBK-WA100：
約 220 g
CBK-WA101：
約 220 g

入出力端子
DC IN 端子（CBK-WA100 のみ）

4ピン、DC 6.5 V ～ 17 V（1）
USB端子 USB2.0 準拠、A型：ワイヤレス LAN

モジュールまたはモデム用（2）
CAM端子 USB2.0 準拠、Mini B 型：カムコーダー

/レコーダー接続用（1）
SDI IN 端子（CBK-WA100 のみ）

BNC型（1）
SDカードスロット

SDカード用
ドッキング IFコネクター（CBK-WA101 のみ）（1）

付属品
CBK-WA100
DC電源ケーブル（1）
BNCケーブル（1）
USBケーブル（1）
ブラケット（2）
クッション（1）
ネジ（5）
ガードブラケット（1）
パッド（2）
固定用面ファスナー（2）
コードクランプ（5）
ケーブルチューブ（1）
ご使用になる前に（1）
インストレーションマニュアル（1）
取扱説明書（CD-ROM）（1）
保証書（1）
保証書とアフターサービス / 主な仕様
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CBK-WA101
USBケーブル（1）
ネジ（2）
ガードブラケット（1）
パッド（2）
固定用面ファスナー（2）
コードクランプ（5）
ケース（1）（あらかじめ本機に装着されています）
保護テープ（1）
ご使用になる前に（1）
インストレーションマニュアル（1）
取扱説明書（CD-ROM）（1）
保証書（1）

寸法図

CBK-WA100

CBK-WA101

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する
ことがありますが、ご了承ください。

84

単位：mm

30

9
5

84

単位：mm

55

9
5

通信を行う機器でセキュリティ対策を行わなかった結
果、または、通信仕様上の、やむを得ない事情により、
データ漏洩等、セキュリティ上の問題が発生した場合、
弊社ではそれによって生じたあらゆる損害に対する責
任を負いかねます。

使用環境によってはネットワーク上の意図せぬ第三者
から製品にアクセスされる可能性があります。本機を
ネットワークに接続する際には、セキュアなネット
ワークであることをご確認の上ご使用ください。

利用者が気付かないうちに、電波が届くところから意
図せぬ第三者に通信内容を盗み見られてしまうおそれ
があります。 無線 LAN通信を利用する際は、通信内容
を保護するために、適切なセキュリティ対策をしてく
ださい。

セキュリティの面から、製品をネットワークに接続し
てご使用になる際は、ブラウザでコントロール画面に
アクセスし、アクセス制限設定を工場出荷時の設定値
から変更して設定することを強く推奨します。（26
ページ） 
また、定期的にパスワードを変更することを推奨しま
す。 

設定作業中または設定作業後のブラウザで他のサイト
を閲覧しないでください。ブラウザにログインした状
態が残りますので、意図しない第三者の使用や悪意の
あるプログラムの実行を防ぐために、設定作業が完了
したら必ずブラウザを終了してください。
45 主な仕様
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商標について
･ Android 、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商
標です。
･ Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft 
Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
･ Apple、Macintosh、SafariおよびiPhoneの名称およびそのロ
ゴは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標
または登録商標です。
･ Wi-Fi ®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
･ WPATM、WPA2TMおよびWi-Fi Protected SetupTMはWi-Fi 
Alliance® の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に
各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本
文中で ®、TMマークは明記しておりません。

･ 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されてい
ることを確認してください。本機や記録メディア、
外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合
により記録されなかった場合の記録内容の補償につ
いては、ご容赦ください。
･ お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。
故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中
および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたし
かねますのでご了承ください。
･ 本製品を使用したことによるお客様、または第三者
からのいかなる請求についても、当社は一切の責任
を負いかねます。
･ 本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録
されたデータの損失、修復、複製の責任は負いかね
ます。
･ 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中
断について、一切の責任を負いかねます。
商標について
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