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本機は、アップグレードにより、新しい機能の追加に対応しております。ここでは、
PXW-X180/PXW-X160の「Ver.2.0」以降で追加された機能の紹介や使いかたについて説明し
ます。
本機の「取扱説明書」もあわせてお読みください。

新しくなった機能のみ記載しています。

USBワイヤレスLANモジュール格納部
（PXW-X180のみ）（5、9）
USBワイヤレスLANモジュールIFU-WLM3
（付属）、モデム（別売）、または、ネット
ワークアダプター CBK-NA1（別売）に付属
しているUSB-RJ45アダプターを接続するこ
とにより、無線LAN機器やネットワークと
の通信が可能になります。

ステータス画面

ステータス画面のうち、「システムステータ
ス画面」の「Wi-Fi（PXW-X180のみ）」がな
くなり、新たに「ネットワークステータス
画面」が追加されました。

ネットワークステータス画面
ネットワークの設定や状態を表示します。

撮影中の画面に表示される情報

1.ストリーミング状態表示（PXW-X180の
み）
ストリーミングの状態を表示します。

2.ネットワーク接続状態表示（PXW-X180
のみ）
ネットワーク機能が有効な場合に表示しま
す。

3.プロキシー状態表示（PXW-X180のみ）
プロキシー記録の設定状態とプロキシー
ファイルの転送状況を表示します。

日本語

各部の名称と働き

カメラ

Setting Networkの設定状態
Device Name USBワイヤレスLANモジュー

ル格納部に装着されている機
器の名称

IP Address 本機のIP Address

Streaming 
Status

ストリーミングの配信状態

Streaming Size 現在選択しているStreaming設
定の画サイズ

Streaming Bit 
Rate

現在選択しているStreaming設
定のビットレート

Streaming Type 現在選択しているStreaming設
定の種別

Streaming Dest. 
Add.

Streamingの送信先アドレス

Streaming Dest. 
Port

Streamingの送信先ポート

液晶画面/ビューファインダー画
面

P
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再生中の画面に表示される情報

1.ストリーミング状態表示（PXW-X180の
み）

2.ネットワーク接続状態表示（PXW-X180
のみ）

3.プロキシー転送状況表示（PXW-X180の
み）
プロキシーファイルの転送状況を表示しま
す。

本機では、内蔵の大容量メモリーに本機で
撮影している映像／音声データを常時数秒
間分（最大15秒間）蓄えておくことにより、
記録を開始したとき、その数秒前からの映
像を記録することができます。

ピクチャーキャッシュモードで記録を始め
るには、あらかじめセットアップメニュー
のRecordingメニューでピクチャーキャッ
シュモードおよびメモリーへの画像の蓄積
時間（ピクチャーキャッシュ時間）を選択
しておく必要があります（21ページ）。
記録を開始したときに、記録開始操作の実
行から何秒前にさかのぼって記録できるか
は、ピクチャーキャッシュ時間によって決
まります。次の「ご注意」に挙げるような

特殊な場合では、さかのぼって記録できる
時間が短くなる場合があります。

ご注意
• メモリーへの画像の蓄積は、ピクチャーキャッ
シュモードを選択してから開始されます。した
がって、選択後すぐに記録を開始した場合は、
ピクチャーキャッシュモード選択以前に撮影し
た映像は記録されません。

• 再生、レックレビュー、およびサムネイル表示
を行っている間は、メモリーに画像を蓄えない
ため、再生やレックレビューを行っていた間の
映像をさかのぼって記録することはできません。

ご注意
• ピクチャーキャッシュレックは、スロー＆ク
イックモーション、クリップコンティニュアス
レックと同時に使用することはできません。ピ
クチャーキャッシュモードを選択すると、ス
ロー＆クイックモーション、クリップコンティ
ニュアスレックは無効になります。また、ス
ロー & クイックモーション、クリップコンティ
ニュアスレックのいずれかを有効にすると、ピ
クチャーキャッシュモードは自動的に解除され
ます。

• ビデオフォーマットなどのシステム設定を変更
すると、メモリーに蓄えられていた画像がクリ
アされます。変更直後に記録を開始しても、変
更前に撮影した映像は記録されません。ピク
チャーキャッシュモードは自動的に解除されま
す。

• 記録中にピクチャーキャッシュ時間を設定する
ことはできません。

• AVCHDには対応していません。

1 RecordingメニューのPicture Cache 
RecのSetting でピクチャーキャッ
シュレックを ON にする。
メニューの操作については、取扱説明
書の「セットアップメニューの操作方
法」をご覧ください。

2 RecordingメニューのPicture 
Cache RecのCache Rec Time でピ
クチャーキャッシュ時間を選択する。
一度選択したピクチャーキャッシュ
モードは、設定を変更するまで保持さ
れます。

ピクチャーキャッシュ
レック

ピクチャーキャッシュモード／
ピクチャーキャッシュ時間の設
定

ピクチャーキャッシュモード／
ピクチャーキャッシュ時間を設
定する
3
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アサイナブルボタンを使う

Picture Cache Recはアサイナブルボタンに
割り当てることができます。割り当て方に
ついては、取扱説明書の「アサイナブルボ
タン」を参照してください。
割り当てたアサイナブルボタンを押して、
ピクチャーキャッシュモードを選択するこ
ともできます。

ピクチャーキャッシュモードで記録す
る場合の本機の動作について

記録の手順は通常とほぼ同じですが、本機
の動作には通常と異なる点がありますので、
以下の点に充分ご注意ください。
• メディアへアクセスしている間に記録を
開始した場合、実際に記録される映像の
開始点が、設定されたピクチャーキャッ
シュ時間よりも遅くなる場合があります。
記録クリップ数が多いほど遅くなるため、
ピクチャーキャッシュモードでは、すば
やい記録停止、記録開始操作はなるべく
避けてください。

• TC/UBメニューのTimecode>Runの設定
は常にFree Runになります。

• ピクチャーキャッシュモードではタイム
データの設定を行うことはできません。
タイムデータを設定する場合は、いった
んピクチャーキャッシュモードを解除し
てください。

• 記録開始操作前にショットマークを設定
しても、ショットマークは記録されませ
ん。

記録中に本機の電源が切れた場合

• 本機の電源スイッチをOFFにした場合は、
その瞬間までメモリーに蓄えられていた
映像を記録するため、数秒間メディアに
アクセスしてから、自動的に電源が切れ
ます。

• 記録中にバッテリーを取りはずしたり、
DCケーブルを引き抜いたり、ACアダプ
ター側の電源を切ったりした場合は、メ
モリーに蓄積されている映像／音声デー
タが消滅するため、その瞬間までの映像
は記録されません。バッテリー交換の際
は、充分ご注意ください。

WHT BALスイッチの設定（AまたはB）に
対応するメモリーに、NDフィルターポジ
ションごとの調整値を自動的に記憶させる
ことができます。本機のNDフィルターポジ
ションは CLEAR、PRESET 1～3、
VARIABLE の５種類があるので A/B 合わせ
て 10個の調整値を記憶できます。

セットアップメニューのPaintメニューで
Filter White MemoryをOnにします（21ペー
ジ）。
Offにすると、A/B両系統のメモリー数が1個
に限定され、NDフィルターのポジションに
連動しません。

本機にUSBワイヤレスLANモジュール IFU-
WLM3（付属）を取り付けると、スマート
フォンやタブレットなどのデバイスと本機
をワイヤレスLAN接続することができます。

ご注意
• IFU-WLM3以外のUSBワイヤレスLANモジュー
ルは使用できません。

ワイヤレスLAN接続されたデバイスと本機
の間では、以下の操作が可能です。
• ワイヤレスLAN経由でのリモート操作
本機とワイヤレスLAN接続されたスマー
トフォンやタブレット、コンピューター
から本機をリモート操作することができ
ます。

NDフィルターポジ
ションごとのホワイト
バランスメモリー

Filter White Memoryの設定

デバイスとワイヤレス
LAN接続する（PXW-
X180のみ）
P
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• ワイヤレスLAN経由での映像モニタリン
グ
本機のカメラ映像や再生映像からスト
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
デバイスの画面で本機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。

対応デバイスについて
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。使用できるデバイス、
OS、ブラウザーは以下をご覧ください。

1 USBワイヤレスLANモジュール格納部
（2ページ）のカバーを開ける。

2 IFU-WLM3をUSB端子に差し込む。

3 カバーを閉じる。

ご注意
• IFU-WLM3を取り付けたり取り外したりすると
きは、RecordingメニューのProxy Recording 
ModeのSettingとSystemメニューのNetworkの
Settingの両方をOffにするか、本機の電源を切っ
てください。

本機をアクセスポイントとしてデバイスと
ワイヤレスLAN 接続します。

デバイス OS ブラウザ
スマートフォン Android 4.4 Chrome

iOS8 Safari

タブレット Android 4.4 Chrome

iOS8 Safari

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

Chrome

Mac OS 10.9/
10.10

Safari

IFU-WLM3を取り付ける

ワイヤレスLANアクセスポイン
トモード（Access Pointモー
ド）で接続する

スマートフォン/
タブレット

コンピューター
5
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NFC機能搭載のデバイスでワンタッチ
接続する

デバイスがNFCをサポートしている場合に
は、NFCを利用したワンタッチ接続が可能
です。

1 デバイスの「設定」を起動して「その
他の設定」を選び、「NFC/おサイフ
ケータイ設定」の「NFC R/W P2P」
または「Reader/Writer, P2P」に
チェックを入れる。

2 本機の電源を入れる。

3 NFC機能を有効にする。
ASSIGN 3ボタン/NFCボタンを長押し
（3秒間）するか、Systemメニューの
NetworkのNFCを実行して、NFC接続
モードにしてください。
画面に が表示されているときのみ
NFC機能を使用できます。

ご注意
• 画面に が表示されるまでに時間がかかる
（30秒から1分）場合があります。液晶画面/
ビューファインダー画面のワイヤレスLAN接続
状態表示（2ページ）が「AP」点滅から「AP」
点灯に変わるまでお待ちください。

4 本機とデバイスをタッチする。
デバイスが本機に接続され、「Content 
Browser Mobile」が起動します。

ご注意
• 一部の が付いているデバイスはNFCに対
応しています。詳しくはデバイスの取扱説明書
でご確認ください。

• あらかじめデバイスのスリープおよび画面ロッ
クを解除してください。

• デバイスで「Content Browser Mobile」が起動
するまで（1～2秒）動かさずにタッチし続けて
ください。

WPS機能搭載のデバイスで接続する

デバイスがWPSをサポートしている場合に
は、WPSでの接続が可能です。

1 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをWi-Fiアクセスポイント（Wi-Fi 
Access Point）に設定する。

ご注意
• Wi-Fiアクセスポイントモードになるまでに時間
がかかる（30秒から1分）場合があります。液
晶画面/ビューファインダー画面のネットワーク
接続状態表示（2ページ）が「AP」点滅から
「AP」点灯に変わるまでお待ちください。

2 SystemメニューのNetworkのWPS
を実行する。

3 デバイスのNetwork設定/Wi-Fi設定
を開き、Wi-FiをOnにする。
P
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4 Wi-Fi NetworkのSSID一覧から、本
機のSSIDを選択し、詳細Optionを
表示し、WPS Push Buttonを選択
する。

ご注意
• 使用する機器によっては、操作が異なる場合が
あります。

5 デバイス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」を選択する。
アクセス認証のユーザー名およびパス
ワードについては、Systemメニューの
Basic Authenticationをご確認くださ
い。詳しくは、取扱説明書の「セット
アップメニュー一覧」の「Systemメ
ニュー」を参照してください。

デバイスでSSID、Passwordを入力し
て接続する

デバイス側でSSIDとPasswordを入力して
接続します。

1 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをWi-Fiアクセスポイント（Wi-Fi 
Access Point）に設定する。

ご注意
• Wi-Fiアクセスポイントモードになるまでに時間
がかかる（30秒から1分）場合があります。液
晶画面/ビューファインダー画面のネットワーク
接続状態表示（2ページ）が「AP」点滅から
「AP」点灯に変わるまでお待ちください。

2 デバイスのNetwork設定/Wi-Fi設定
を開き、Wi-FiをOnにする。

3 Wi-Fi NetworkのSSID一覧から、本
機のSSIDを選択し、Passwordを入
力して接続する。
本機のSSIDおよびPasswordについて
は、SystemメニューのNetworkの、
SSID & Passwordでご確認ください
（21ページ）。

ご注意
• 使用する機器によっては、操作が異なる場合が
あります。

4 デバイス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。

5 ユーザー名とパスワードを入力して、
「OK」を選択する。
アクセス認証のユーザー名およびパス
ワードについては、Systemメニューの
Basic Authenticationをご確認くださ
い。詳しくは、取扱説明書の「セット
アップメニュー一覧」の「Systemメ
ニュー」を参照してください。
7
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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に接続します。
デバイスとはアクセスポイント経由で接続
します。

WPS機能を使ってアクセスポイントに
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機能対応ではない場
合は、「WPS 機能を使わないでステーショ
ンモードでアクセスポイントに接続する場
合」（18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 本機の電源を入れる。

3 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをWi-Fiステーション（Wi-Fi 
Station）に設定する。

ご注意
• Wi-Fiステーションモードになるまでに時間がか
かる（30秒から1分）場合があります。液晶画
面/ビューファインダー画面のネットワーク接続
状態表示（2ページ）が、電波強度表示点滅から
電波強度表示点灯に変わるまでお待ちください。

4 SystemメニューのNetworkのWPS
を実行する。

5 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、液晶画面/ビュー
ファインダー画面のワイヤレスLAN接
続状態表示（2ページ）の電波強度表示
が強度1以上で点灯します。

ご注意
• 接続に失敗した場合は手順1からやり直してくだ
さい。

6 デバイス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。

7 デバイスのブラウザーを起動し、
「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」にアクセスする。
本機のIPアドレスはSystemメニューの
NetworkのIP Addressでご確認くださ
い。
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。

8 ユーザー名とパスワードを入力して、
「OK」を選択する。
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」（14ページ）をご覧
ください。
アクセス認証のユーザー名およびパス
ワードについては、Systemメニューの
Basic Authenticationをご確認くださ
い。

ワイヤレスLAN ステーション
モード（Stationモード）で接
続する

スマートフォン/
タブレット

アクセス
ポイント

コンピューター
P
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本機にモデム（別売）、USBワイヤレスLAN
モジュール IFU-WLM3（付属）または、
ネットワークアダプターキットCBK-NA1
（別売）に付属しているUSB-RJ45アダプ
ターを取り付けてインターネットに接続し
ます。

モデム（別売）を本機に取り付けることに
よって、3G/4G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

1 USBワイヤレスLANモジュール格納部
（2ページ）のカバーを開ける。

2 ネットワークアダプターキットCBK-
NA1（別売）に付属しているネット
ワークモジュール延長アダプターを
本機に取り付ける。
凸端子を本機のUSBワイヤレスLANモ
ジュール用端子に接続し、凹端子にモ
デムを取り付けます。本機のアクセサ
リーシュー取り付け部のねじ穴（1/4イ
ンチ）を使って固定できます。

3 モデムをネットワークモジュール延
長アダプターに装着する。

ご注意
• モデムを取り付けたり取り外したりするときは、

RecordingメニューのProxy Recording Modeの
SettingとSystemメニューのNetworkのSetting
の両方をOffにするか、本機の電源を切ってくだ
さい。

接続する

1 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをモデム（Modem）に設定する。

ご注意
• モデムモードになるまでに時間がかかる（30秒
から1分）場合があります。液晶画面/ビュー
ファインダー画面のネットワーク接続状態表示
（2ページ）が「3G/4G」点滅から「3G/4G」点
灯に変わるまでお待ちください。

USBワイヤレスLANモジュール IFU-WLM3
（付属）を本機に取り付け、3G/4G/LTE対応
アクセスポイント（別売）またはデバイス
のテザリングを使用することによって、Wi-
Fi ステーションモードでインターネットに
接続することができます。

インターネット接続す
る（PXW-X180のみ）

モデムを使用して接続する

インターネット

ネットワーク
モジュール延長
アダプター

+
モデム

ワイヤレスLAN ステーション
モード（Wi-Fi Station モード）
で接続する
9
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接続する

アクセスポイントまたはデバイスがWPS 機
能対応の場合は「WPS機能を使ってアクセ
スポイントに接続する」（8ページ）、WPS 
機能に対応していない場合は「WPS 機能を
使わないでステーションモードでアクセス
ポイントに接続する場合」（18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
はデバイスの電源を入れ、デバイスの場合
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。

ネットワークアダプターキットCBK-NA1
（別売）に付属しているUSB-RJ45アダプ
ターを本機に取り付け、インターネット
ルーターとLANケーブルで接続することに
よって、インターネットに接続することが
できます。

USB-RJ45アダプターを本機に取り付
ける

1 USBワイヤレスLANモジュール格納部
（2ページ）のカバーを開ける。

2 USB-RJ45アダプターを本機に取り
付ける。
取り付け方については、ネットワーク
アダプターキットの「インストレー
ションマニュアル」をご覧ください

スマートフォン/
タブレット

アクセス
ポイント

コンピューター

インターネット

インターネット

スマートフォン/
タブレット

LANケーブルを使用して接続す
る

ルーター

コンピューター

インターネット

USB-RJ45
アダプター
P
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ご注意
• USB-RJ45アダプターを取り付けたり取り外し
たりするときは、RecordingメニューのProxy 
Recording ModeのSettingとSystemメニューの
NetworkのSettingの両方をOffにするか、本機の
電源を切ってください。

接続する

1 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをモデム（Modem）に設定する。

ご注意
• 有線LANモードになるまでに時間がかかる（30
秒から1分）場合があります。液晶画面/ビュー
ファインダー画面のネットワーク接続状態表示
（2ページ）が「3G/4Gアイコン」点滅から
「3G/4Gアイコン」点灯に変わるまでお待ちくだ
さい。

• 有線LAN接続にした場合でも、メニュー設定で
表示される項目やモニター画面の表示はモデム
接続のときと同じになります。

本機に記録したプロキシーファイルやオリ
ジナルファイルを、3G/4G/LTE回線やアク
セスポイント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。

インターネットに接続する
「インターネット接続する」（9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
登録する」（19ページ）をご覧ください。

本機のSD カードに記録したプロキシーファ
イル、SxSメモリーカードのオリジナルファ
イルをサーバーに転送します。

SDカードのプロキシーファイルを転送
する

1 本機とデバイスをワイヤレスLAN接続
し、デバイスのブラウザーを起動して
本機にアクセスする（5ページ）。

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。

をタップし、Media Infoを選んで
SD Cardをタップします。
SD Card画面が表示されます。

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。

4 Transferをタップする。
「新しく転送先のサーバーを登録する」
（19ページ）のDefault Server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。

ファイルを転送する
（PXW-X180のみ）

準備する

ファイルを選んで転送する
11
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5 Transferをタップする。
選んだファイルの転送を開始します。
転送を中止するときは、Cancelをタッ
プします。

SxSメモリーカードのオリジナルファ
イルを転送する

1 本機とデバイスをワイヤレスLAN接続
し、デバイスのブラウザーを起動して
本機にアクセスする（5ページ）。

2 本機をファイル転送モードに変更す
る。
SystemメニューのFile TransferのFile 
Transferを実行して、SxSメモリーカー
ドのオリジナルファイルを転送する
モードに変更します。

3 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。
デバイスのブラウザー画面で を
タップしてMedia Infoを選択し、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。
Slot AまたはSlot B画面が表示されます。

例：Slot A画面

4 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。

5 Transferをタップする。
「新しく転送先のサーバーを登録する」
（19ページ）のDefault Server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。

6 Transferをタップする。
選んだファイルの転送を開始します。
転送を中止するときは、Cancelをタッ
プします。

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することができ
ます（20ページ）。

カムコーダーで撮像・再生している映像・
音声を、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。

映像・音声をストリー
ミング伝送する
（PXW-X180のみ）
P
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インターネットに接続する

「インターネット接続する（PXW-X180の
み）」（9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。

ローカルネットワークに接続する

「デバイスとワイヤレスLAN接続する
（PXW-X180のみ）」（4ページ）の手順に
従って、本機をローカルのネットワークに
接続します。

ストリーミング伝送の伝送先を設定す
る

1 SystemメニューのStreamingで、
Preset1（またはPreset2、Preset3）
を選択し、ストリーミングの接続先設
定画面を開く。

2 ストリーミングの接続先設定画面で
Size、Bit Rate、Type及びTypeに
応じた設定項目を設定する。

3 SystemメニューのStreamingの
Preset Selectで、手順１、２で設定
したPreset1（またはPreset2、
Preset3）を選択する。

1 SystemメニューのStreamingの
SettingをOnにする。
設定に応じてストリーミングが開始さ
れます。
Streamingはアサイナブルボタンに割り
当てることができます。割り当て方に
ついては、取扱説明書の「アサイナブ
ルボタン」を参照してください。

ご注意
• SystemメニューのNetworkのSettingがOffの場
合はストリーミングを開始できません。

• ストリーミングを開始してから実際に映像・音
声がストリーミングされるまでに数十秒かかる
場合があります。

• SDクリップの再生時はストリーミングを開始で
きません。

• ストリーミングの伝送先設定が間違っている場
合やネットワークに接続できていない場合には、
ストリーミング状態表示に×が表示されます。

1 SystemメニューのStreamingの
SettingをOffにするとストリーミング
が停止する。
StreamingがOnのときに、Streamingが
アサインされたアサイナブルボタンを
押すことでもストリーミングを停止で
きます。

デバイスとワイヤレスLAN接続している場
合（4ページ）とワイヤレスLANステーショ
ンモードでインターネット接続している場
合（9ページ）には、ストリーミング伝送先
の設定、ストリーミングの開始／停止を
Webメニュー（14ページ）から行うことも
できます。

ワイヤレスLAN接続時は、スマートフォン
やタブレットなどのデバイスから、本機に
内蔵されたWi-Fiリモコンにアクセスするこ
とができます。
Wi-Fiリモコンを使用すると遠隔から本機を
操作できます。記録の開始/停止や撮影設定
を遠隔操作で調整できるため、本機を離れ
た場所に固定する場合や、本機をクレーン
に装着して使用する場合などに有効です。

準備する

ストリーミングを開始する

ストリーミングを停止する

Wi-Fiリモコンを使用
する（PXW-X180の
み）
13
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Wi-Fi Remote 画面は、デバイスの画面サイ
ズに応じて自動で切り替わります。Wi-Fi 
Remote画面の詳細は取扱説明書をご覧くだ
さい。

1 本機とデバイスをワイヤレスLAN接続
（5ページ）する。

2 デバイスでブラウザーを起動し、
「http://本機のIPアドレス（System
メニュー→Network→IP Address）
/rm.html」にアクセスする。
例：IPアドレスが「192.168.1.1」の場
合は、アドレスバーに「http://
192.168.1.1/rm.html」と入力します。

3 ブラウザー画面に、ユーザー名とパ
スワード（Systemメニュー→Basic 
Authentication→User Nameおよび
Password）を入力する。
接続が完了すると、デバイスにWi-Fi 
Remote画面が表示されます。
以降は、画面表示のとおりに操作して
ください。
Lockつまみを右にスライドすると、
RECボタンの操作を禁止することがで
きます。
WebメニューのCam Remote Control
（15ページ）からもWi-Fiリモコンを表
示できます。

ご注意
• スマートフォン用のページを表示したい場合は、
アドレスの最後を「rms.html」に、タブレット
用のページを表示したい場合は「rmt.html」に
置き換えて入力してください。通常は
「rm.html」と入力すれば、各ページに自動的に
移動します。デバイスによっては正常に動作し
ない場合があります。

• 次の場合は、Wi-Fi Remote画面と本機の状態が
一致しなくなることがあります。その場合は、
ブラウザーの表示を更新してください。
―接続中に本機を再起動した場合
―接続中に本機を操作した場合
―デバイスを再接続した場合
―ブラウザーで進む/戻るを操作した場合

• 電波状態が著しく悪い場合、Wi-Fi Remoteが機
能しなくなることがあります。

ワイヤレスLAN接続したデバイスのブラウ
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
ニューでワイヤレス機能に関する各種設定
やファイルの転送操作を行うことができま
す。

最初に表示される画面について

デバイスを本機に接続し、ブラウザーから
本機にアクセスすると、本機のMedia Info
のSD Card画面が表示されます。

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 Module

Streaming Format : ストリーミングフォーマッ
ト設定（15ページ）
Proxy Format : プロキシーフォーマット設定

• Wireless LAN
Station Settings：ワイヤレスLAN 設定（17ペー
ジ）
Status：ワイヤレスLAN 設定状態（18ページ）

• Upload Settings
転送設定（18ページ）

Wi-Fiリモコンを表示する
Webメニューについ
て（PXW-X180のみ）
P
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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。

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
（11ページ）。
• SD Card：本機のPROXY SDスロットに挿入さ
れているメディア

• Slot A：本機のカードスロットAに挿入されてい
るメディア

• Slot B：本機のカードスロットBに挿入されてい
るメディア

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（20ページ）。

Cam Remote Control
Wi-Fiリモコンを表示します（13ページ）。

デバイスでモニタリングされるストリーム
や、インターネットまたはローカルネット
を通じてストリーミング伝送するストリー
ムのフォーマットや伝送先の設定を行いま
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

デバイスでモニターされる際のフォーマッ
トを設定します。

Size（Monitoring）
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
「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。
「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。
「3Mbps（VBR）」：640 × 360
「1Mbps（VBR）」：480 × 270
「0.5Mbps（VBR）」：480 × 270

ストリーミングフォーマット設
定「Streaming Format」

ストリーミング
フォーマット設定

プロキシー
フォーマット設定

ワイヤレス
LAN設定

転送設定
ワイヤレスLAN設定確認

モニタリング設定
15
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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On/Off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。
PresetはEditをタップすると編集できます。

Type
ストリーミング用の映像の種類を、「MPEG-
2 TS/UDP」と「MPEG-2 TS/RTP」から選
択します。

Size
ストリーミング用の映像のサイズを設定し
ます。
「HD Auto」
「1280 × 720」
「640 × 360」
「480 × 270」

「HD Auto」を選択した場合、SxSに記録さ
れる記録フォーマットの設定や再生するク
リップのフォーマットに基づいて、1920×
1080か1280×720に設定されます

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。
「9Mbps」
「6Mbps」

「3Mbps」
「2Mbps」 
「1Mbps」
「0.5Mbps」
選択できるビットレートは、「Size」の設定
により異なります。

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。

• Network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には、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。

• プロキシフォーマット設定の「Bit Rate」（17 
ページ）を「9Mbps（VBR）」に設定している
場合、
―ストリーミング設定の「Bit Rate」を
「6Mbps」以上に設定することはできません。
―「Bit Rate」が「6Mbps」以上に設定されてい
るプリセットを選択すると、ストリーミング
の「Bit Rate」は自動的に「3Mbps」に変更
されます。

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。

本機のSDカードに記録されるプロキシー
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

ストリーミング設定

プロキシーフォーマット設定
「Proxy Format」
P



JP
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

Size
プロキシー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）
「640 × 360」：3Mbps（VBR）
「480 × 270」：1Mbps（VBR）
「480 × 270」：0.5Mbps（VBR）

ご注意
• ストリーミング設定の「Bit Rate」が「6Mbps」
以上に設定されている場合は、「9Mbps
（VBR）」を設定することはできません。

Frame Rate
映像のフレームレートを表示します。
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。
9Mbps（VBR）：1280 × 720
3Mbps（VBR）：640 × 360
1Mbps（VBR）：480 × 270
0.5 Mbps（VBR）：480 × 270

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（変更不可）。

SSID
Access Pointで選んだSSIDを表示します。

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。

ワイヤレスLAN 設定「Station 
Settings」
17
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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 機能を使わないでステーション
モードでアクセスポイントに接続する場
合

1 アクセスポイントモードで本機とデバ
イスを接続する（5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 SystemメニューのNetworkの
Settingで、ネットワークの動作モー
ドをWi-Fi Station（Wi-Fiステー
ション）に設定する。
本機がステーションモードでアクセス
ポイントに接続しますので、「WPS機能
を使ってアクセスポイントに接続する」
（8ページ）の手順7 以降を行って、デ
バイスから本機にアクセスします。

ワイヤレスLAN 設定を確認する

Wireless LANの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。

アクセスポイントモード

ステーションモード

本機に記録したプロキシーファイルやオリ
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。

Auto Upload On/Off
Auto Upload On/Off がOnでインターネット
接続状態の場合、記録を終了するとUpload 
Settingでデフォルト設定されたサーバーに
対して、自動的にプロキシーファイルを送
信します。
初期値としてサーバーに「Sony Ci」が設定
されています。

転送設定「Upload Settings」

登録したサーバーの削除
サーバーの設定変更

設定変更/削除するサーバーを選ぶ

転送先のサーバーを登録
自動転送のON/OFF
P
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「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。
しばらくすると完了のメッセージが表
示されます。

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。

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

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ON/OFFを行います。

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。
*  読み込む証明書はPEM形式で、SD Card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。
19
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Clear Certification
CA証明書をクリアします。

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。

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
のサーバーを登録する」（19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。

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。
本機はFTPレジューム機能（転送途中からの
ファイルの再転送機能）に対応しています。

• 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。
• Remain time : 予想残り転送時間表示です。
• Transfer data rate : 転送レート表示です。

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：転送を中止します。
• 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。

• Select All : リストを全選択します。
• 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」
P
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新規機能で追加になった各メニュー項目を記載します。
出荷時の初期設定値は、太文字（例：Off ）で示します。

セットアップメニュー

Recording

メニュー項目 細目と設定値 内容
Picture Cache 
Rec
ピクチャー
キャッシュレッ
クの設定

Setting
On / Off

ピクチャーキャッシュレック機能をON/OFFします。

Cache Rec Time
XAVC-I / XAVC-L

0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 
6-8sec

MPEG HD422 / MPEG 
HD420 / DVCAM

0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 
6-8sec / 8-10sec / 
10-12sec / 12-14sec / 
13-15sec

ピクチャーキャッシュレック時間を設定します。

Paint

メニュー項目 細目と設定値 内容
White
ホワイトバラン
スの設定

Filter White Memory
On / Off

フィルターホワイトメモリー機能をON/OFFします。

System

メニュー項目 細目と設定値 内容
Network
（PXW-X180の
み）
ネットワーク接
続に関する設定
と表示

NFC
Execute / Cancel

NFC機能の有効/無効を設定します。一時的にWi-Fi 
Access Pointモード・NFC=Onに設定してNFC待ち
受けを行います。Cancelした場合はもとの設定に戻
ります。

Setting
Wi-Fi Access Point / 
Wi-Fi Station / Modem / Off

ネットワーク接続の動作モードを設定します。

ご注意
• USB-RJ45アダプターを使用する場合は
「Modem」に設定してください。

Channel
Auto / CH1 / CH2 / CH3 / 
CH4 / CH5 / CH6 / CH7 / 
CH8 / CH9 / CH10 / CH11 / 
CH12 / CH13

ワイヤレスLANのチャンネルを設定します。

SSID & Password ワイヤレスLANのSSIDとパスワードを表示します。
WPS

Execute / Cancel
Wi-Fi Protected Setup(=WPS)を開始します。

Device Name お使いのネットワーク機器の名称を表示します。
IP Address 本機のIPアドレスを表示します。
21
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Network Subnet Mask Subnet Maskを表示します。
MAC Address 本機に搭載されているWi-FiモジュールのMACアドレ

スを表示します。
Regenerate Password

Execute / Cancel
パスワードを再生成します。
Excute：実行

Streaming
（PXW-X180の
み）
ストリーミング
に関する設定と
表示

Setting ストリーミング伝送をON/OFFします。

ご注意
• この設定は、本機の電源を入れなおしたときに

OFFにリセットされます。
• ONにすると、モニタリング機能は使えません。

Preset Select ストリーミングのプリセットを選択します。
Preset 1

Size

（HD Auto / 1280x720 / 
640x360 / 480x270）

ストリーミング用の映像のサイズを設定します。
「HD Auto」を選択した場合、SxSに記録される記録
フォーマットの設定や、再生するクリップのフォー
マットに基づいて、1920×1080か1280×720に設定
されます。

Bit Rate

（9Mbps / 6Mbps / 3Mbps / 
2Mbps / 1Mbps / 0.5Mbps）

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」の設定値により
異なります。

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。

• Network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では、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

• プロキシフォーマット設定の「Bit Rate」を
「9Mbps（VBR）」に設定している場合、
―ストリーミング設定の「Bit Rate」を「6Mbps」
以上に設定することはできません。

―「Bit Rate」が「6Mbps」以上に設定されている
プリセットを選択すると、ストリーミングの
「Bit Rate」は自動的に「3Mbps」に変更されま
す。

Type

（MPEG-2 TS/UDP / 
MPEG-2 TS/RTP）

ストリーミング用の映像の種類を選択します。

Destination Address

（文字列。0.0.0.0）
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。

System

メニュー項目 細目と設定値 内容
P
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以下は本機に同梱している取扱説明書の補足事項です。

付属品について
付属のACアダプターとして「ACDP-060S01」と記載していますが、出荷のタイミングによっ
ては「ACDP-060S02」が同梱されています。

撮影時のご注意
アクセスランプが赤色で点灯中または点滅中は、データの読み込みや書き込みを行っていま
す。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。
また、電源を切ったり、記録メディアやバッテリー、ACアダプターを取り外したりしないで
ください。画像データが壊れることがあります。

パソコンでの画像ファイル管理について
• パソコンでフォルダーやファイル名を変更したり、または画像を加工したりすると、再生で
きない場合があります（静止画再生時はファイル名が点滅）。故障ではありません。

• パソコンで画像管理用ファイルを削除すると、画像を正常に撮影/再生できなくなることがあ
ります。画像管理用ファイルは隠しファイルに設定されており、通常は表示されません。

Streaming Destination Port

（1～65545。1234）
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。

Preset 2

Preset 3

補足

System

メニュー項目 細目と設定値 内容
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New functions have been added to your camcorder by the firmware update. The new functions and 
respective operations added to the PXW-X180/PXW-X160 camcorders with firmware the “Ver. 2.0” 
upgrade are described here.
Please refer to the Operating Guide of your camcorder.

The following describes new functions only.

Status screen
In the “Status screen,” item “Wi-Fi (PXW-X180 
only)” in the “System status screen” is substituted 
by the newly-added “Network status screen.”

Network status screen
Displays the settings or status of the network.

Information displayed on the screen while 
recording

1. Streaming status indication (PXW-X180 
only)
Displays the streaming status.

2. Network connection status indication 
(PXW-X180 only)
Displays when the network is enabled.

3. Proxy status indication (PXW-X180 only)
Displays the setting status of proxy recording 
and transmitting status of proxy files.

English

Location and Function of 
Parts

Body

Setting Status of the network settings.

Device Name Name of the device attached to the 
USB wireless LAN module 
retracting part. 

IP Address IP Address of the camcorder.

Streaming Status Status of streaming distribution.

Streaming Size Picture size of the Streaming 
settings currently selected.

USB wireless LAN module retracting part 
(PXW-X180 only) (5, 8)
Installing the IFU-WLM3 USB wireless LAN 
module (supplied), modem (sold separately), or 
the USB-RJ45 adaptor supplied with the network 
adaptor CBK-NA1 (sold separately) to the 
camcorder, allows connection to wireless LAN 
devices or a network.

Streaming Bit 
Rate

Bit rate of the Streaming settings 
currently selected.

Streaming Type Type of the Streaming settings 
currently selected.

Streaming Dest. 
Add.

Destination address to which the 
streaming is transmitted.

Streaming Dest. 
Port

Destination port which the 
streaming is transmitted.

LCD/Viewfinder Screen
B
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Information displayed on the playback screen

1. Streaming status indication (PXW-X180 
only)

2. Network connection status indication 
(PXW-X180 only)

3. Proxy uploading status indication (PXW-
X180 only)
Displays the transmitting status of proxy files.

The camcorder is equipped with enough internal 
memory to pre-store up to 15 seconds of video 
and audio data in a picture cache. This allows you 
to begin recording a specified number of seconds 
in advance of the time when you press a record 
button.

Before recording in picture cache mode, you need 
to enable the picture cache mode and select 
picture cache time to cache the image in the 
memory in the Recording menu (page 19).
The picture cache time determines how far in 
advance you can start recording, counting back in 
seconds from the operation that starts recording. 
Note that it may not be possible to start this far in 
advance in the special cases explained in the 
following notes.

Notes

• Storage of picture data to memory begins when you 
select picture cache mode. Therefore, if you start 
recording immediately after selecting picture cache 
mode, the picture data from before the selection is not 
recorded.

• No data is recorded to picture cache memory during 
playback or recording review and display of 
thumbnails. It is not possible to record picture data 
from the time you were conducting playback or a 
recording review.

Notes

• Picture cache recording is not available in Slow & 
Quick Motion mode or Clip Continuous Rec mode. 
When the picture cache recording is enabled, Slow & 
Quick Motion and Clip Continuous Rec are not 
available.
When either Slow & Quick Motion or Clip Continuous 
Rec is enabled, the picture cache mode is automatically 
disabled.

• The data stored in picture cache memory is cleared 
when you change the system settings, for example by 
selecting a different video format. Picture data from 
before the change is not recorded even if you start 
recording immediately after the change. The picture 
cache mode is automatically disabled. 

• It is not possible to set the picture cache time during 
recording.

• AVCHD is not supported.

1 Select “Picture Cache Rec” > “On” > 
“Setting” in the Recording menu.

For details how to operate the menu, refer to 
“Setup Menu Operations” in the Operating 
Guide.

2 Select picture cache time of “Cache Rec 
Time” in “Picture Cache Rec.”

The selected picture cache mode is enabled 
until you change it.

Using the assignable buttons
You can assign the Picture Cache Rec to an 
assignable button. For details about assigning, 
refer to “Assignable buttons” in the Operating 
Guide.
Press the button you have assigned to enable 
Picture cache mode.

Picture Cache Rec

Selecting picture cache mode/
setting the picture cache time

Setting the picture cache mode/
picture cache time
3
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Camcorder data handling while 
recording in picture cache mode 
Recording procedures in picture cache mode are 
basically the same as normal recording 
procedures. However, note the following 
differences with respect to how the camcorder 
handles video, time, and output data.
• If you start recording while the media is being 

accessed, the start point of the video that is 
actually recorded may be later than the 
currently specified picture cache time. Because 
the delay increases as the number of recorded 
clips increases, you should avoid rapid start-
and-stop recording operations in picture cache 
mode.

• Regardless of the “Run” setting of “Timecode” 
in TC/UB menu, the advance mode of the 
internal timecode generator is always “Free 
Run.”

• In picture cache mode, you cannot set time data. 
To set time data, exit picture cache mode.

• Shot marks are not recorded if they are set 
before the recording start operation. 

If power is lost during recording 
• If you set the camcorder’s ON/STANDBY 

switch to STANDBY, the camcorder is 
powered off automatically after a few seconds, 
during which the media is accessed to record the 
video and audio data stored in the camcorder’s 
memory up to that point.

• If power is lost because the battery was 
removed, the DC cable was disconnected, or the 
power was turned off on the AC adaptor side, 
then the video and audio data stored in memory 
is lost. The data stored in memory is not 
recorded. Be careful to avoid this when 
exchanging the battery.

The camcorder automatically memorizes the 
white balance adjustment value according to the 
ND filter position and the WHT BAL switch 
setting (A or B). The camcorder has five ND filter 
positions (CLEAR, PRESET 1 to 3, and 
VARIABLE), which, combined with the A or B 
switch setting, allow ten adjustment values.

Select “On” of “Filter White Memory” in the 
Paint menu (page 19).
When “Off” is selected, memory number is 
limited to one in both A and B switch and the 
memory does not link to ND filter position.

You can make a wireless LAN connection 
between the camcorder and a device such as a 
smartphone or tablet by attaching the supplied 
IFU-WLM3 USB wireless LAN module.

Notes

• You cannot use a USB wireless LAN module other 
than the IFU-WLM3.

Making a wireless LAN connection between a 
device and the camcorder enables you to do the 
following.
• Remote operation via a wireless LAN

You can control the camcorder from a 
smartphone, tablet, or computer that is 
connected to the camcorder via the wireless 
LAN.

White balance memory 
according to the ND 
filter position

Filter White Memory settings

Connecting to Other 
Device via Wireless LAN 
(PXW-X180 only)
B
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• Video monitoring via a wireless LAN
You can create a stream (H.264) from the video/
audio of a camcorder, and monitor the video/
audio by using the “Content Browser Mobile” 
application that is installed on a smartphone or 
tablet via the wireless LAN.

“Content Browser Mobile” application
You can operate the camcorder remotely while 
monitoring the audio/video of the camcorder, and 
perform the settings of the camcorder by using the 
“Content Browser Mobile” application.

For details about the “Content Browser Mobile” 
application, contact your Sony dealer or a Sony 
service representative.

Compatible devices
You can use a smartphone, tablet, or computer for 
setting and operating the camcorder. Compatible 
devices, operating systems, and browsers are as 
follows.

1 Open the cover of the USB wireless 
LAN module retracting part (page 2).

2 Insert the IFU-WLM3 to the USB 
connector.

3 Close the cover.

Notes

• When you attach/remove the IFU-WLM3, set both 
“Setting” in “Proxy Recording Mode” of the 
Recording menu and “Setting” in “Network” of the 
System menu to “Off,” or turn the camcorder off.

The camcorder works as an access point, and 
connects to a device via a wireless LAN.

Connecting to an NFC-compatible device 
with one-touch operation
You can connect the camcorder to an NFC-
compatible device with one-touch operation by 
using the NFC function.

1 Start “Settings” on the device, select 
“Other Settings,” then mark the “NFC” 
checkbox.

2 Turn the camcorder on.

3 Activate the NFC function.

Set the camcorder to the NFC connection 
mode by pressing and holding the ASSIGN 
3/NFC button (for 3 seconds), or activate 
“NFC” in “Network” of the System menu. 
The NFC function is available while  
appears on the screen.

Device OS Browser
Smartphone Android 4.4 Chrome

iOS 8 Safari

Tablet Android 4.4 Chrome

iOS 8 Safari

Computer Microsoft 
Windows 7/
Microsoft 
Windows 8

Chrome

Mac OS 10.9/
10.10

Safari

Attaching the IFU-WLM3

Connecting with the wireless LAN 
access point mode

Smartphone/
tablet

Computer
5
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Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until  
appears on the screen. Wait until the flashing 
“AP” indication for the wireless LAN connection 
status on the LCD/viewfinder screen (page 2) is 
turned on.

4 Hold the smartphone near the 
camcorder.

The smartphone is connected to the 
camcorder and “Content Browser Mobile” 
starts.

Notes

• Cancel the sleep or screen lock function of the 
smartphone in advance.

• Hold the device near to the camcorder without moving 
the device until “Content Browser Mobile” starts (1 to 
2 seconds).

Connecting to a WPS-compatible device
You can connect the camcorder to a WPS-
compatible device by using the WPS function.

1 Set the camcorder’s network operation 
mode to the Wi-Fi access point mode by 
setting “Setting” in “Network” of the 
System menu to “Wi-Fi Access Point.”

Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until the 
camcorder is in the Wi-Fi access point mode. 
Wait until the flashing “AP” indication for the 
network connection status on the LCD/
viewfinder screen (page 2) is turned on.

2 Activate “WPS” in “Network” of the 
System menu.

3 Select “Network Setting” > “Wi-Fi 
Setting” on the device, then set “Wi-Fi” 
to on.

4 Select the camcorder’s SSID from the 
SSID list in “Wi-Fi Network” on the 
device, then select “WPS Push Button” 
in “Option” on the device.

Notes

• The operation method differs depending on the 
device.

5 Start the browser on the device, then 
access “http://192.168.1.1:8080/
index.html.”

The screen for inputting “User Name” and 
“Password” appears.

6 Input the user name and password, then 
select “OK.”

For the user name and password of the access 
authentication, check “Basic Authentication” 
of the System menu. For details, refer to 
“System menu” in the Operating Guide.

Connecting by inputting an SSID and 
password on a device
You can connect the camcorder to a device by 
inputting an SSID and password on a device.

1 Set the camcorder’s network operation 
mode to the Wi-Fi access point mode by 
setting “Setting” in “Network” of the 
System menu to “Wi-Fi Access Point.”

Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until the 
camcorder is in the Wi-Fi access point mode. 
Wait until the flashing “AP” indication for the 
network connection status on the LCD/
viewfinder screen (page 2) is turned on.

2 Select “Network Setting” > “Wi-Fi 
Setting” on the device, then set “Wi-Fi” 
to on.

3 Connect the device to the camcorder by 
selecting the camcorder’s SSID from 
the SSID list in “Wi-Fi Network” and 
inputting the password on the device.
B
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For the SSID and password of the camcorder, 
check “SSID & Password” in “Network” of 
the System menu (page 19).

Notes

• The operation method differs depending on the 
device.

4 Start the browser on the device, then 
access “http://192.168.1.1:8080/
index.html.”

The screen for inputting “User Name” and 
“Password” appears.

5 Input the user name and password, then 
select “OK.”

For the user name and password of the access 
authentication, check “Basic Authentication” 
of the System menu. For details, refer to 
“System menu” in the Operating Guide.

The camcorder connects to an existing access 
point of the wireless LAN as a client. The 
camcorder and device connect via the access 
point.

Connecting to the access point with the 
WPS function
If the access point is compatible with the WPS 
function, you can connect to the access point with 
simple settings. If the access point is not 
compatible with the WPS function, see “To 
connect to the access point in the station mode 
without the WPS function” (page 16).

1 Turn the access point on.

2 Turn the camcorder on.

3 Set the camcorder’s network operation 
mode to the Wi-Fi station mode by 
setting “Setting” in “Network” of the 
System menu to “Wi-Fi Station.”

Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until the 
camcorder is in the Wi-Fi station mode. Wait 
until the flashing signal status indication for the 
network wireless LAN connection status on the 
LCD/viewfinder screen (page 2) is turned on.

4 Activate “WPS” in “Network” of the 
System menu.

5 Press the WPS button of the access 
point.

For the operation of the WPS button, refer to 
the operating instructions of the access point.
When the connection is completed, the signal 
status indication for the wireless LAN 
connection status (page 2) lights at a strength 
of more than 1.

Notes

• If the connection fails, perform steps from step 1 
again.

6 Connect the device to the access point.

For connecting, refer to the operating 
instructions of the device.

7 Start the browser on the device, then 
access to “http://<IP address that the 
access point assigns to the 
camcorder>:8080/index.html.”

For the camcorder’s IP address, check “IP 
Address” in “Network” of the System menu.
The screen for inputting “User Name” and 
“Password” appears.

Connecting with the wireless LAN 
station mode

Smartphone/
tablet

Computer

Access 
point
7
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8 Input the user name and password, then 
select “OK.”

The Web menu of the camcorder appears on 
the browser. For details, see “About the Web 
Menu (PXW-X180 only)” (page 13).
For the user name and password of the access 
authentication, check “Basic Authentication” 
of the System menu.

You can connect the camcorder to the Internet by 
attaching an optional modem, a wireless USB 
module IFU-WLM3 (supplied), or a USB-RJ45 
adaptor supplied with an optional network 
adaptor kit CBK-NA1 to the camcorder.

You can connect the camcorder to the Internet via 
a 3G/4G network by attaching an optional modem 
to the unit.

Attaching the modem to the camcorder

1 Open the cover of the USB wireless 
LAN module retracting part (page 2).

2 Attach the extension adaptor for 
network module supplied with the 
optional network adaptor kit CBK-NA1 
to the camcorder.

Connect the convex terminal to the terminal 
for the USB wireless LAN module on the 
camcorder and connect the concave terminal 
to the modem. You can attach the adaptor to 
the screw hole (1/4 in.) of the accessory shoe 
mount. 

3 Attach the modem to the extension 
adaptor for network module.

Notes

• When you attach or remove the modem to the 
camcorder, perform one of the following:
—Set both “Setting” in “Proxy Recording 

Mode” of the Recording menu, and “Setting” 
in “Network” of the System menu to “Off.”

—Turn the camcorder off.

Connecting

1 Set the camcorder’s network operation 
mode to the modem mode by setting 
“Setting” in “Network” of the System 
menu to “Modem.”

Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until the 
camcorder is in the modem mode. Wait until the 
flashing “3G/4G” indication for the network 
connection status on the LCD/viewfinder screen 
(page 2) is turned on.

You can connect the camcorder to the Internet in 
the Wi-Fi station mode by attaching the USB 
wireless LAN module IFU-WLM3 (supplied), 
via an optional 3G/4G/LTE access point or by 
tethering to a device. 

Connecting to the 
Internet (PXW-X180 
only)

Connecting with a modem

Connecting with the wireless LAN 
Wi-Fi station mode

Internet

Extension adaptor 
for network module 
+ Modem
B
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Connecting
If the access point or device is compatible with 
the WPS function, connect the camcorder to the 
Internet by performing procedures of 
“Connecting to the access point with the WPS 
function” (page 7). If the access point or device is 
not compatible with the WPS function, connect 
the camcorder to the Internet by performing 
procedures of “To connect to the access point in 
the station mode without the WPS function” 
(page 16).
Before connecting, turn the access point or device 
on, and activate its tethering function.

You can connect the camcorder to the Internet by 
attaching the USB-RJ45 adaptor supplied with 
the optional network adaptor kit CBK-NA1, via 
LAN cables connected to an internet router.

Attaching the USB-RJ45 adaptor to the 
camcorder

1 Open the cover of the USB wireless 
LAN module retracting part (page 2).

2 Attach the USB-RJ45 adaptor to the 
camcorder.

For details on attaching, refer to the 
Installation Manual of the network adaptor 
kit.

Smartphone/
tablet

Computer

Access 
point

Internet

Smartphone/
tablet

Internet

Connecting to the Internet with a 
LAN cable

Computer

Router

USB-RJ45 adaptor

Internet
9
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Notes

• When you attach or remove the USB-RJ45 
adaptor to the camcorder, perform one of the 
following:
—Set both “Setting” in “Proxy Recording 

Mode” of the Recording menu, and “Setting” 
in “Network” of the System menu to “Off.”

—Turn the camcorder off.

Connecting

1 Set the camcorder’s network operation 
mode to the modem mode by setting 
“Setting” in “Network” of the System 
menu to “Modem.”

Notes

• It may take a time (for 30 to 60 seconds) until the 
camcorder is in the wired LAN mode. Wait until 
the flashing “3G/4G” indication for the network 
connection status on the LCD/viewfinder screen 
(page 2) is turned on.

• When connecting the camcorder with a LAN 
cable, menu items and information displayed in 
the monitor are the same as when the camcorder 
is connected with a modem.

You can upload a proxy file or original file that is 
recorded on the camcorder to the server on the 
Internet via a 3G/4G/LTE line or access point.

To connect to the Internet
Connect the camcorder to the Internet by 
following the procedure of “Connecting to the 
Internet (PXW-X180 only)” (page 8).

To register the server for uploading
Register the server for uploading in advance.
For details about registering the server, see 
“Register the server for uploading” (page 17).

Upload the proxy file that is recorded on an SD 
card, or the original file that is recorded on an SxS 
memory card, to the server.

Uploading a proxy file on an SD card

1 Connect a device to the camcorder via a 
wireless LAN, start the browser on the 
device, then access the camcorder from 
the browser (page 4).

2 Display the file list screen to select the 
file.

Touch “ ” > “Media Info” > “SD Card.”
The “SD Card” screen appears.

3 Select the file.

Select the file by touching the file. To cancel, 
touch the file again.
You can check the file by double touching 
the file to play back.

4 Touch “Transfer.”

The server that you set to the default server at 
“Default Server” in “Register the server for 
uploading” (page 17) appears.
To change the server, touch the server to 
display the server list, then select a server.
Input the directory for the server to 
“Directory” if necessary.

5 Touch “Transfer.”

The camcorder starts uploading the selected 
file.
To cancel uploading, touch “Cancel.”

Uploading a File (PXW-
X180 only)

Preparations

Selecting the file and uploading
B
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Uploading an original file on an SxS 
memory card

1 Connect a device to the camcorder via a 
wireless LAN, start the browser on the 
terminal device, then access the 
camcorder from the browser (page 4).

2 Change the camcorder to file transfer 
mode.

Perform “File Transfer” in “File Transfer” of 
the System menu to change the camcorder to 
the dedicated mode for uploading the original 
file.

3 Display the file list screen to select the 
file.

Touch “ ” > “Media Info” > “Slot A” (for 
a memory card in the slot A) or “Slot B” (for 
a memory card in the slot B) on the browser 
screen of the device.
The “Slot A” or “Slot B” screen appears.

4 Select the file.

Select the file by touching the file. To cancel, 
touch the file again.

5 Touch “Transfer.”

The server that you set to the default server at 
“Default Server” in “Register the server for 
uploading” (page 17) appears.
To change the server, touch a server to 
display the server list, then select the server.
Input the directory for the server to 
“Directory” if necessary.

6 Touch “Transfer.”

The camcorder starts uploading the selected 
file.
To cancel uploading, touch “Cancel.”

Checking the file uploading
You can check the upload status on the “Job List” 
screen that is displayed by touching “Job List” on 
the “SD Card,” “Slot A,” or “Slot B” screen 
(page 18).

You can transmit the video and audio captured/
played back with the camcorder via Internet or 
local network.

To connect to the Internet
Connect the camcorder to the Internet by 
following the procedure of “Connecting to the 
Internet (PXW-X180 only)” (page 8).

To connect to the local network
Connect the camcorder to the local network by 
following the procedure of “Connecting to Other 
Device via Wireless LAN (PXW-X180 only)” 
(page 4).

Example: “Slot A” screen Transmitting streaming 
video and audio (PXW-
X180 only)

Preparations
11
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To set the transmission destination of the 
streaming 

1 Select “Preset1” (or “Preset2,” 
“Preset3”) in “Streaming” of the 
System menu to open the setting screen 
for the transmission destination of the 
streaming.

2 Set item corresponding to “Size,” “Bit 
Rate,” and “Type” in that screen.

3 Select “Preset1” (or “Preset2,” 
“Preset3”) set in steps 1 and 2 for 
“Preset Select” in “Streaming” of the 
System menu.

1 Set “Setting” to “On” in “Streaming” of 
the System menu.

Streaming starts according to the setting you 
made.
You can assign the “Streaming” to an 
assignable button. For details about 
assigning, refer to “Assignable buttons” in 
the Operating Guide.

Notes

• You cannot start streaming when “Setting” in 
“Network” of the System menu is set to “Off.”

• It may take several tens of seconds to stream 
actual video or audio after starting streaming.

• You cannot start streaming when playing back an 
SD clip.

• If you set the transmission destination of the 
streaming incorrectly or the camcorder does not 
connect to the network, “×” appears on the screen 
as the streaming status indication.

1 Set “Setting” to “Off” in “Streaming” 
of the System menu.

Streaming also stops by pressing the 
assignable button to which “Streaming” is 
assigned.

When the camcorder is connected to a device via 
Wireless LAN (page 4) or is connecting to the 
Internet with the wireless LAN station mode 
(page 8), you can also set the transmission 

destination and starting/stopping streaming from 
the Web menu (page 13).

When a wireless LAN connection is established 
between a device, such as smartphone, tablet, and 
the camcorder, the Wi-Fi remote commander 
appears on the device screen and the device can 
be used as a remote commander. 
You can start/stop recording and adjust the 
recording settings with a Wi-Fi connected device. 
This function is useful for setting the camcorder 
in a remote place, such as the top of a crane, etc.

The display size of the Wi-Fi remote commander 
changes according to the device screen size 
automatically. For details about the Wi-Fi- 
Remote commander display, refer to the 
Operating Guide.

1 Make a wireless LAN connection 
between the device and camcorder 
(page 5).

2 Launch the browser and input http://
<camcorder’s IP address> (“System 
menu” > “Network” > “IP Address”)/
rm.html in the address bar.

Example: When the IP address is 
192.168.1.1, input http://192.168.1.1/
rm.html in the address bar.

3 Input the user name and password 
(“System menu” > “Basic 
Authentication” > “User Name” or 
“Password”) on the browser.

When completing the connection, the display 
of the Wi-Fi remote commander appears on 
the device.
Operate the Wi-Fi remote commander by 
following the display.

Starting streaming

Stop streaming

Using the Wi-Fi Remote 
Commander (PXW-X180 
only)

Displaying the Wi-Fi remote 
commander
B
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The REC button becomes unavailable when 
the Lock switch is dragged to the right.
You can display the Wi-Fi remote 
commander with “Cam Remote Control” of 
the Web menu (page 14).

Notes

• Depending on the device, the Wi-Fi remote 
commander may not appear properly on the device’s 
screen even though you input http://<camcorder’s IP 
address>/rm.html in the address bar. In this case, input 
“rms.html” for a smartphone or “rmt.html” for a tablet 
instead of “rm.html” at the end of the address to 
display the Wi-Fi remote commander properly.

• The Wi-Fi remote commander on the device’s screen 
may not match the actual status of the camcorder in the 
following cases. When this happens, refresh the 
browser on the device.
—when the camcorder is restarted while the Wi-Fi 

connection is established
—when the camcorder is controlled directly while 

the Wi-Fi connection is established
—when the device is reconnected
—when you operate forward/backward on the 

device’s browser.
• If the Wi-Fi signal is poor, the Wi-Fi remote 

commander may not work properly.

The Web menu of the camcorder appears by 
accessing the camcorder from the browser of a 
device that is connected to the camcorder via a 
wireless LAN. You can perform the settings for 
the wireless function or the operation of the file 
transfer.

Initial screen
When connecting the camcorder and device, and 
accessing the camcorder from the browser on the 
device, the “SD Card” screen in “Media Info” of 
the camcorder appears on the browser.

About the setting menu
The setting menu appears by touching  at the 
upper left of the screen. Touch the item that you 
want to set.

“Settings”
Displays the screen for the settings of the 
camcorder.
• “Wireless Module”

“Streaming Format”: Streaming Format 
settings (page 14)
“Proxy Format”: Proxy Format settings

• “Wireless LAN”
“Station Settings”: Wireless LAN settings 
(page 16)
“Status”: Status for the wireless LAN settings 
(page 16)

• “Upload Settings”
Upload settings (page 17)

Notes

• When the “Settings” screen is displayed, the desired 
setting screen appears by touching the following.

“Media Info”
Displays the screen for displaying the status of the 
media, or selecting the file that is uploaded 
(page 10).
• “SD Card”: Media that is inserted into the 

PROXY SD slot of the camcorder.
• “Slot A”: Media that is inserted into card slot A 

of the camcorder.

About the Web Menu 
(PXW-X180 only)

Streaming Format 
settings

Proxy Format settings

Wireless LAN settings

Upload Settings
Wireless LAN settings status
13
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• “Slot B”: Media that is inserted into card slot B 
of the camcorder.

“Job List”
Displays the screen for managing the uploaded 
files (page 18).

“Cam Remote Control”
Displays the Wi-Fi remote commander (page 12).

You can set the format of the stream that is 
monitored with the device. Alternatively, you can 
set the format/transmission destination of the 
stream that transmits streaming via the Internet or 
local network.

Video
• AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 Long GOP
• Size is selected in the following settings.

Audio
• AAC-LC compression
• Sampling frequency: 48 kHz
• Bit rate: 128 kbps for Stereo

You can set the format when monitoring on the 
terminal device.

“Size” (“Monitoring”)
Set the size and bit rate of the video for the 
monitoring.
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0.5 Mbps (VBR)

Notes

• This bit rate is the average value. The actual bit rate 
may be more than the average value.

“Frame Rate”
Displays the frame rate of the video.
“23.98fps”: 23.975 fps

“25fps”: 25 fps
“29.97fps”: 29.97 fps
“50fps”: 50 fps
“59.94fps”: 59.94 fps

Notes

• “24 fps” is not supported.

“Bit Rate”
“3Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5Mbps (VBR)”: 480 × 270

You can set the format or transmission 
destination for streaming. Up to three settings can 
be preset.

“On/Off”
Switches between on/off for the streaming 
transmission.

Notes

• When “On” is selected, the monitoring function is not 
available.

“Preset”
Select the preset from “Preset 1” to “Preset 3.”
You can edit “Preset” by touching “Edit.”

“Type”
Select the type of streaming video from “MPEG-
2 TS/UDP” or “MPEG-2 TS/RTP.”

“Size”
Set the size of streaming video.
“HD Auto”
“1280 × 720”
“640 × 360”
“480 × 270”

When you select “HD Auto,” the size is set to 
1920 × 1080 or 1280 × 720 according to the 
setting of the recording format recorded in the 

Streaming Format settings

Monitoring settings

Streaming settings
B
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SxS memory card or format of the clip to be 
played back.

“Bit Rate”
Set the bit rate of the streaming video.
“9Mbps”
“6Mbps”
“3Mbps”
“2Mbps”
“1Mbps”
“0.5Mbps”
Selectable bit rate differs depending on the setting 
of “Size.”

Notes

• Data may leak because the video/audio data is 
transferred via Internet. Be sure that the transmission 
destination can receive the streaming data. The data 
may be missent to an unintended party because of 
setting mistakes of the address.

• Not all frames may be played depending on the status 
of the network.

• The picture quality may deteriorate in scenes with 
excessive motion.

• Not all frames may be played when the stream is set to 
a large size with a small bit rate. To reduce this, select 
a smaller size in “Size.”

• When “Bit Rate” (page 15) of the proxy format setting 
is set to “9Mbps (VBR)”:
—“Bit Rate” of the stream setting cannot be set to a 

setting higher than “6Mbps.”
—When you select a preset of which “Bit Rate” is set 

to a setting higher than “6Mbps,” “Bit Rate” of the 
streaming setting is changed to “3Mbps” 
automatically.

“Destination Address”
Input the address of the transmission destination 
server for the streaming data.

“Destination Port”
Input the port number of the transmission 
destination server used for streaming.

You can set the format of the proxy file that is 
recorded on the SD card of the camcorder.

Video
XAVC Proxy (AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 
Long GOP)
Size is selected in the following settings.

Audio
AAC-LC compression
Sampling frequency: 48 kHz
Bit rate: 128 kbps for Stereo

“Size”
Set the size and bit rate of the video for the proxy 
file.
“1280 × 720”: 9 Mbps (VBR)
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0.5 Mbps (VBR)

Notes

• When “Bit Rate” of the streaming setting is set to a 
setting higher than “6Mbps,” “9Mbps (VBR)” cannot 
be set.

“Frame Rate”
Displays the frame rate of the video.
“23.98 fps”: 23.975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29.97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59.94 fps

Notes

• “24 fps” is not supported.

“Bit Rate”
Displays the bit rate of the video.
“9 Mbps (VBR)”: 1280 × 720
“3 Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

Proxy Format settings
15
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You can perform the settings for connecting to a 
wireless LAN.

“Host Name”
Displays the host name of the camcorder. (Cannot 
be changed).

“SSID”
Displays the SSID that is selected at “Access 
Point.”

“Key”
Input the password for the access point.

“DHCP”
Set the DHCP setting.
When you set to “On,” the IP address is assigned 
to the camcorder automatically.
To assign the IP address to the camcorder 
manually, set to “Off.”

“IP Address”
Input the IP address of the camcorder. This 
setting is available only when “DHCP” is set to 
“Off.”

“Subnet mask”
Input the subnet mask of the camcorder. This 
setting is available only when “DHCP” is set to 
“Off.”

“Gateway”
Input the default gateway for the access point. 
This setting is available only when “DHCP” is set 
to “Off.”

“DNS Auto”
Set the DNS automatic acquisition function.

“Primary DNS Server”
Input the primary DNS server for the access 
point. This setting is available only when “DNS 
Auto” is set to “Off.”
When this setting is set to “Off,” acquires it 
manually. 

“Secondary DNS Server”
Input the secondary DNS server for the access 
point. This setting is available only when “DNS 
Auto” is set to “Off.”

“Submit”
Confirms the wireless LAN settings.

To connect to the access point in the station 
mode without the WPS function

1 Connect the device to the camcorder in 
the access point mode (page 5).

2 Set the items on the “Station Settings” 
screen.

Perform settings in accordance with the 
access point settings.
For details about the access point settings, 
refer to the operating instructions of the 
access point.

3 Touch “Submit.”

The set items are confirmed.

4 Set the camcorder’s wireless LAN 
operation mode to the Wi-Fi station 
mode by setting “Setting” in “Network” 
of the System menu to “Wi-Fi Station.”

The camcorder starts connecting in the 
station mode. Access the camcorder from the 
device by performing procedure from step 7 
of “Connecting to the access point with the 
WPS function” (page 7).

Checking the wireless LAN settings
Display the screen for checking the wireless LAN 
settings by touching “Wireless LAN” > “Status.”
The displayed items differ depending on the 
wireless LAN mode of the camcorder.

Access point mode

Wireless LAN settings (Station 
Settings)
B
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Station mode

You can register the server for uploading a proxy 
file or an original file that is recorded on the 
camcorder, or change the server setting that is 
registered.

“Auto Upload On/Off”
When “Auto Upload On/Off” is set to “On” and 
the camcorder is connected to the Internet, the 
camcorder automatically uploads a proxy file to 
the server that is set to the default server at 
“Upload Setting” after recording.

“Sony Ci” is set for the server as the default.
Sony Ci is “Media Cloud Services” that is 
provided by Sony. You can upload files to the 
Sony cloud service, Sony Ci.

Notes

• To use Sony Ci, registration is required. 
For more details, please visit www.SonyMCS.com/
wireless

To register “Sony Ci”

1 Make sure that “Sony Ci” is displayed 
on the “Upload Settings” screen, then 
touch “Edit.”

The setting screen for Sony Ci appears.

2 Input the user name in “User” and 
password in “Password.”

For more details, please visit 
www.SonyMCS.com/wireless

3 Touch “Link.”

After a few moments, the completion 
message appears.

Notes

• “Link” is the operation to associate the user with 
the camcorder. To perform “Link,” you need to 
connect the camcorder to the Internet.

4 Touch “OK.”

Notes

• After registering with Sony Ci, “Unlink” will 
appear on the setting screen. If you touch 
“Unlink,” the current user account will be 
unlinked, and you can link with a different user 
account.

Register the server for uploading
The setting screen appears by touching “Create 
New.”

The setting is applied by touching “OK.” To 
cancel, touch “Cancel.”

“Default Server”
When you set to “On,” the server takes priority 
for displaying the server name on the list when 
uploading.

“Display Name”
Input the server name that is displayed on the list.

Upload settings

Select the server.

Register the server.

Change the 
server settings.

Delete the registered 
server.

Turn the auto upload 
function on/off.
17
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“Service”
Displays the server type.
“FTP”: FTP server

“Host Name”
Input the address of the server.

“User”
Input the user name of the server.

“Password”
Input the password of the server.

“PASV Mode”
Turn the PASV mode on/off.

“Using Secure Protocol”
Set whether to perform secure FTP uploading.

“Load Certification”
Reads the CA certificate.
• Format the certificate that is read in PEM format and 

store it on the root directory of an SD card with the file 
name, “certification.pem.”

“Clear Certification”
Clear the CA certificate.

Notes

• Data communication via FTP is not encrypted. We 
recommend to use the FTPS.

Changing the registered server settings
Touch “Edit” after selecting the server for which 
you want to change the settings on the “Upload 
Settings” screen. Change the settings on the 
screen for changing the settings.
For details about the setting items, see “Register 
the server for uploading” (page 17).

Deleting the registered server
Touch “Delete” after selecting the server that you 
want to delete on the “Upload Settings” screen. 
When the confirmation screen appears, touch 
“OK.” The selected server is deleted and the 
display returns to the previous screen.

You can check the list of the files to be uploaded, 
the file that is being uploaded, cancel or start the 
file upload, and delete the file from the file list.
The camcorder is compatible with the FTP 
resume function (re-upload function for a file 
whose transfer was suspended).

Notes

• The FTP resume function is available for the 
compatible server only.

• “Total”: Progress of all the files to be uploaded.
• “Status”: Progress of the file that is currently 

being uploaded.
• “Remain Time”: Estimated remaining time for 

uploading.
• “Transfer data rate”: Transfer rate indication.

To cancel or start uploading, or delete a file from 
the file list

1 Select the file on the list.

2 Touch  at the upper right of the 
screen.

Select the item.
• “Abort selected”: Cancels uploading the 

selected file.
• “Delete from list”: Deletes the selected file 

from the list.
• “Start selected”: Starts uploading the 

selected file.
• “Select All”: Selects all files on the list.
• “Clear completed”: Deletes the list of all 

the uploaded files.

Checking the file transferring (Job 
List)
B
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The functions and available settings of menus added newly are listed below.
The default settings set at the factory are shown in bold (example: Off).

Setup Menu List

Recording

 Menu items Sub items and setting values Contents

Picture Cache 
Rec
Settings for the 
picture cache 
recording function

Setting
On / Off

Turn the picture cache recording function on/off.

Cache Rec Time
XAVC-I / XAVC-L

0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 
6-8sec

MPEG HD422 / MPEG HD420 / 
DVCAM

0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 
6-8sec / 8-10sec /10-12sec / 
12-14sec / 13-15sec

Sets the picture cache recording time.

Paint

 Menu items Sub items and setting values Contents

White
Settings for white 
balance

Filter White Memory
On / Off

Turn the filter white memory function on/off.

System

 Menu items Sub items and setting values Contents

Network
(PXW-X180 only)
Settings for the 
network
connection and 
respective display 
items

NFC
Execute / Cancel

Selects whether to enable the NFC function or not. When 
“Execute” is selected, the NFC function turns on and
“Setting” is set to “Wi-Fi Access Point” temporarily, and 
the camcorder goes into standby mode for NFC. When 
“Cancel” is selected, settings return to the previous settings.

Setting
Wi-Fi Access Point / Wi-Fi 
Station / Modem / Off

Sets the operation mode of the network connection.

Notes

• When you use the USB-RJ45 adaptor, select “Modem.”

Channel
Auto / CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / 
CH5 / CH6 / CH7 / CH8 / CH9 / 
CH10 / CH11 / CH12 / CH13

Set the channel of wireless LAN.

SSID & Password Displays the SSID and password of the wireless LAN.

WPS
Execute / Cancel

Starts Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Device Name Displays the name of the network device you are using.

IP Address Displays the IP address of the camcorder.

Subnet Mask Displays the subnet mask of the camcorder.

MAC Address Displays the MAC address of the wireless LAN module of 
the camcorder.
19
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Network Regenerate Password
Execute / Cancel

Regenerates the password.
Execute: Executes this function.

Streaming
(PXW-X180 only)
Settings for the 
streaming and 
respective display 
items

Setting Turn the function to transmit streaming on/off.

Notes

• This setting turns off when you turn the power on again.
• When you turn the streaming on, the monitoring function 

is not available.

Preset Select Select the preset of the streaming.

Preset1

Size (HD Auto / 1280 × 720 / 
640 × 360 / 480 × 270)

Sets the image size for the streaming.
When you select “HD Auto,” the size is set to “1920 × 
1080” or “1280 × 720” according to the setting of recording 
format recorded in the SxS memory card or the format of a 
clip to be played back. 

Bit Rate (9Mbps / 6Mbps / 
3Mbps / 2Mbps / 1Mbps / 
0.5Mbps)

Set the bit rate of the video for streaming. Selectable bit rate 
differs depending on the setting value of “Size.” 

Notes

• Data may leak because the video/audio data is transferred 
via Internet. Be sure that the transmission destination can 
receive the streaming data. 

• The data may be missent to an unintended party because 
of setting mistakes of the address.

• Not all frames may be played depending on the status of 
the network.

• The picture quality may deteriorate in scenes with 
excessive motion.

• Not all frames may be played when the stream is set to a 
large size with a small bit rate. To reduce this, select a 
smaller size in “Size.”

• When “Bit Rate” (page 15) of the proxy format setting is 
set to “9Mbps (VBR)”:
—“Bit Rate” of the stream setting cannot be set to a 

setting higher than “6Mbps.”
—When you select a preset of which “Bit Rate” is set to 

a setting higher than “6Mbps,” “Bit Rate” of the 
streaming setting is changed to “3Mbps” 
automatically.

Type (MPEG-2 TS/UDP / 
MPEG-2 TS/RTP)

Selects the type of streaming video.

Destination Address (Character 
string. 0.0.0.0)

Input the address of the server for the streaming 
transmission.

Destination Port (1 to 65545. 
1234)

Input the port number that is used for streaming of the 
destination server.

Preset2

Preset3

System

 Menu items Sub items and setting values Contents
B
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The following is additional information for the Operating Guide supplied with the camcorder.

Configuration
The supplied AC Adaptor “ACDP-060S01” changes to “ACDP-060S02,” depending on the shipping date.

Notes on recording
When the access lamp is lit or flashing in red, your camcorder is reading or writing data on recording 
media. Do not shake or apply strong force to your camcorder, do not turn the power off, and do not remove 
the recording media, battery pack or the AC Adaptor. Otherwise, the image data may be destroyed.

Image file management on a computer
• Image data cannot be played back if you have modified file names or folders, or have edited the data on 

a computer (When viewing still images, the file name flashes.) This is not a malfunction.
• If you delete image management files on a computer, you cannot record/play back the images correctly. 

The default property for the image management file is to be hidden and therefore is not usually 
displayed.

Appendix
21
GB
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由于固件更新，本机新增了一些新功能。 此处说明固件 “2.0版”更新后PXW-X180/
PXW-X160摄录一体机新增的新功能和相关操作。
请参阅本机的操作指南。

以下仅说明新功能。

状态画面

在 “状态画面”中，“系统状态画面”
中的项目 “Wi-Fi （仅限PXW-X180）”
被新增的 “网络状态画面”替代。

网络状态画面
显示网络的设置或状态。

录制时显示在屏幕上的信息

1.流媒体状态指示（仅限PXW-X180）
显示流媒体状态。

2.网络连接状态指示（仅限PXW-
X180）
启用网络时显示。

3. Proxy状态指示 （仅限PXW-X180）
显示Proxy录制的设置状态和Proxy
文件的传送状态。

简体中文

各部件的位置和功能

机身

设置 网络设置的状态。

设备名称 安装到USB无线LAN模块
缩回部分的设备的名
称。 

IP地址 本机的IP地址。

流媒体状态 流媒体分配的状态。

流媒体大小 当前选择的流媒体设置
的图像尺寸。

USB无线LAN模块缩回部分（仅限PXW-
X180）（5、9）
将IFU-WLM3 USB无线LAN模块（附送）、
调制解调器 （另售）或随网络适配器
CBK-NA1 （另售）附送的USB-RJ45适配
器安装到本机，可以连接到无线LAN设
备或网络。

流媒体比特
率

当前选择的流媒体设置
的比特率。

流媒体类型 当前选择的流媒体设置
的类型。

流媒体目标
地址

传送流媒体的目的地地
址。

流媒体目标
端口

传送流媒体的目的地端
口。

LCD/寻像器屏幕
S
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播放屏幕上显示的信息

1.流媒体状态指示 （仅限PXW-X180）

2.网络连接状态指示 （仅限PXW-
X180）

3.Proxy上传状态指示 （仅限PXW-
X180）
显示Proxy文件的传送状态。

本机配备充足的内存， 多可在图像缓
存中预存15秒视频和音频数据。 可比按
下录制按钮的时间提前指定秒数开始录
制。

以图像缓存模式录制前，需要在录制菜
单 （第20页）启用图像缓存模式并中选
择图像缓存时间以便将图像缓存到内存
中。
图像缓存时间决定提前多久可以开始录
制，从开始录制操作时起倒计时秒数。 
请注意，在以下注意事项所述的特殊情
况下可能无法提前这么久开始。

注意

• 当您选择图像缓存模式时，图像数据
开始存储到内存。 因此，如果在选择
图像缓存模式后立即开始录制，将不
会录制选择之前的图像数据。

• 播放或录制预览和缩略图显示期间，
数据不会录制到图像缓存存储器。 无
法从正在执行播放或录制预览时开始
录制图像数据。

注意

• 在慢&快动作录制模式或片段连续录制
模式无法进行图像缓存录制。 当图像
缓存录制启用时，慢&快动作录制和片
段连续录制不可用。
慢&快动作录制或片段连续录制启用
时，图像缓存模式自动禁用。

• 当您更改系统设置时 （例如通过选择
不同的视频格式），将清除图像缓存存
储器中存储的数据。 即使在更改后立
即开始录制，也不会录制更改前的图
像数据。 图像缓存模式自动禁用。 

• 录制期间无法设置图像缓存时间。
• 不支持AVCHD。

1 在录制菜单中选择“缓存录制”>
“开”>“设置”。

有关如何操作菜单的详细信息，请
参阅操作指南中的“设置菜单操
作”。

2 在“缓存录制”中选择 “缓存录制
时间”的图像缓存时间。

所选图像缓存模式启用，直至更改。

使用可指定按钮

可以将缓存录制指定到可指定按钮。 有
关指定的详细信息，请参阅操作指南中
的“可指定按钮”。
按下已指定的按钮启用图像缓存模式。

缓存录制

选择图像缓存模式/设置图像缓
存时间

设置图像缓存模式/图像缓存时
间

3
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图像缓存模式下录制期间的本机数据
处理

图像缓存模式中的录制步骤与正常录制
步骤基本相同。 但是，请注意以下在本
机处理视频、时间和输出数据方面的不
同之处。
• 如果正在访问媒体时开始录制，实际
录制的视频起点可能比当前指定的图
像缓存时间延迟。 因为随着录制片段
数量的增加，延迟也会增加，所以在
图像缓存模式中应避免快速起停录制
操作。

• 无论TC/UB菜单中“时间码”的 “运
行”设置如何，内置时间码发生器的
提前模式始终为 “自由运行”。

• 在图像缓存模式中，无法设置时间数
据。 若要设置时间数据，请退出图像
缓存模式。

• 如果在录制开始操作前设置拍摄标记，
将不会录制拍摄标记。 

如果录制期间断电

• 如果将本机的ON/STANDBY开关设置为
STANDBY，数秒后本机将自动关闭，在
此期间将访问媒体,以便将本机内存中
存储的视频和音频数据更多录制到该
点。

• 如果因取出电池、拔出直流电缆插头
或交流电源适配器侧的电源关闭而断
电，则内存中存储的视频和音频数据
将丢失。 不会记录内存中存储的数
据。 当更换电池时，请注意避免此种
情况。

本机根据ND滤镜位置和WHT BAL开关设置
（A或B）自动记忆白平衡调整值。 本机
有五个ND滤镜位置 （CLEAR、PRESET 1
至3和VARIABLE），与A或B开关设置结
合，允许十个调整值。

在绘图菜单中选择“滤镜白平衡存储”
的“开”（第20页）。
选择“关”时，存储器编号限制在A和B
开关中的一个编号，且存储器不会链接
到ND滤镜位置。

通过连接附送的IFU-WLM3 USB无线LAN模
块，可在本机与智能手机或平板电脑等
设备之间建立无线LAN连接。

注意

• 不能使用除IFU-WLM3以外的USB无线
LAN模块。

在设备与本机之间建立无线LAN连接后，
可进行以下操作。
• 通过无线LAN进行遥控操作
可从通过无线LAN连接到本机的智能手
机、平板电脑或计算机控制本机。

• 通过无线LAN的视频监控
可创建来自本机视频/音频的流
（H.264），并通过无线LAN，使用安装
在智能手机或平板电脑上的“Content 
Browser Mobile”应用程序，监控视
频/音频。

“Content Browser Mobile”应用程序
可在监控本机视频/音频的同时遥控操
作本机，并可使用“Content Browser 
Mobile”应用程序执行本机设置。

有关“Content Browser Mobile”应用
程序的详细信息，请联系Sony经销商或
Sony服务代表。

取决于ND滤镜位置的白
平衡存储器

滤镜白平衡存储设置

通过无线LAN连接到其
它设备（仅限PXW-
X180）
S
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兼容设备

可使用智能手机、平板电脑或计算机设
置和操作本机。 兼容的设备、操作系统
和浏览器如下所示。

1 打开USB无线LAN模块缩回部分的盖
子 （第2页）。

2 将IFU-WLM3插入USB接口。

3 关上盖子。

注意

• 当安装/拆卸IFU-WLM3时，请将录制菜
单 “Proxy录制模式”中的 “设置”
和系统菜单 “网络”中的 “设置”同
时设置为 “关”，或关闭本机。

本机作为一个接入点，通过无线LAN连
接至设备。

通过一触式操作连接至NFC兼容设备

可使用NFC功能通过一触式操作将本机
连接至NFC兼容设备。

1 打开设备上的“Settings”，选择
“Other Settings”，然后标记
“NFC”复选框。

2 打开本机。

3 激活NFC功能。

通过按住ASSIGN 3/NFC按钮
（3秒），将本机设为NFC连接模式，
或者激活系统菜单“网络”中的
“NFC”。 
NFC功能可用，同时屏幕上显示 。

设备 操作系统 浏览器

智能手机 Android 
4.4

Chrome

iOS 8 Safari

平板电脑 Android 
4.4

Chrome

iOS 8 Safari

计算机 Microsoft 
Windows 7/
Microsoft 
Windows 8

Chrome

Mac OS 
10.9/10.10

Safari

安装IFU-WLM3

通过无线LAN接入点模式连接

智能手机/平板
电脑

计算机
5
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注意

• 可能需要一些时间 （30秒至60
秒）， 才会显示在屏幕上。 等待
LCD/寻像器屏幕 （第2页）上无线
LAN连接状态的闪烁 “接入点”指
示被打开。

4 手握智能手机靠近本机。

智能手机连接至本机，“Content 
Browser Mobile”启动。

注意

• 预先取消智能手机的睡眠或屏幕锁定
功能。

• 手握设备靠近本机，不要移动设备，
直至 “Content Browser Mobile”启
动 （1秒至2秒）。

连接至WPS兼容设备

可使用WPS功能将本机连接至WPS兼容设
备。

1 通过将系统菜单 “网络”中的
“设置”设为 “Wi-Fi接入点”，将
本机的网络操作模式设为Wi-Fi接入
点模式。

注意

• 本机进入Wi-Fi接入点模式可能需
要一些时间 （30秒至60秒）。 等待
LCD/寻像器屏幕 （第2页）上网络
连接状态的闪烁 “接入点”指示被
打开。

2 激活系统菜单“网络”中的
“WPS”。

3 在设备上选择
“Network Setting”> “Wi-Fi 
Setting”，然后将 “Wi-Fi”设定
为开。

4 从设备上“Wi-Fi Network”的SSID
列表中选择本机的SSID，然后选择
设备“Option”中的 “WPS Push 
Button”。

注意

• 视设备而定，操作方法会有所不
同。

5 在设备上启动浏览器，然后访问
“http://192.168.1.1:8080/
index.html”。

显示用于输入“User Name”和
“Password”的画面。

6 输入用户名和密码，然后单击
“OK”。

对于接入验证的用户名和密码，查
看系统菜单的“基本验证”。 有关
详情，请参阅操作指南中的“系统
菜单”。

通过在设备上输入SSID和密码进行连
接

通过在设备上输入SSID和密码，可将本
机连接至设备。

1 通过将系统菜单“网络”中的
“设置”设为 “Wi-Fi接入点”，
将本机的网络操作模式设为Wi-Fi接
入点模式。

注意

• 本机进入Wi-Fi接入点模式可能需
要一些时间 （30秒至60秒）。 等待
LCD/寻像器屏幕（第2页）上网络
连接状态的闪烁 “接入点”指示被
打开。
S
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2 在设备上选择
“Network Setting”> “Wi-Fi 
Setting”，然后将“Wi-Fi”设定
为开。

3 从 “Wi-Fi Network”中的SSID列表
中选择本机的SSID并在设备上输入
密码，将设备连接至本机。

对于本机的SSID和密码，查看系统
菜单 “网络”中的 “SSID & 密码”
（第21页）。

注意

• 视设备而定，操作方法会有所不
同。

4 在设备上启动浏览器，然后访问
“http://192.168.1.1:8080/
index.html”。

显示用于输入 “User Name”和
“Password”的画面。

5 输入用户名和密码，然后单击
“OK”。

对于接入验证的用户名和密码，查
看系统菜单的 “基本验证”。 有关
详情，请参阅操作指南中的 “系统
菜单”。

本机作为一个客户端，连接至无线LAN
的现有接入点。 本机和设备通过接入点
相连。

通过WPS功能连接至接入点

如果接入点与WPS功能兼容，可通过简
单的设置连接至接入点。 如果接入点与
WPS功能不兼容，请参阅 “不使用WPS功
能，在站点模式下连接至接入点”（第
17页）。

1 打开接入点。

2 打开本机。

3 通过将系统菜单“网络”中的
“设置”设为 “Wi-Fi站点”，将本
机的网络操作模式设为Wi-Fi站点模
式。

注意

• 本机进入Wi-Fi站点模式可能需要
一些时间 （30秒至60秒）。 等待
LCD/寻像器屏幕（第2页）上网络
无线LAN连接状态的闪烁信号状态
指示被打开。

通过无线LAN站点模式连接

智能手机/平板
电脑

计算机

接入点
7
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4 激活系统菜单 “网络”中的
“WPS”。

5 按接入点的WPS按钮。

有关WPS按钮的操作，请参阅接入点
的操作说明书。
连接完成时，无线LAN连接状态的信
号状态指示 （第2页）以超过1的强
度点亮。

注意

• 如果连接失败，再次从步骤1开始
执行操作步骤。

6 将设备连接至接入点。

有关连接，请参阅设备的使用说明
书。

7 在设备上启动浏览器，然后访问
“http://<接入点为本机指定的IP地
址>:8080/index.html”。

对于本机的IP地址，查看系统菜单
“网络”中的 “IP地址”。
显示用于输入 “User Name”和
“Password”的画面。

8 输入用户名和密码，然后单击
“OK”。

浏览器上显示本机的Web菜单。 有关
详情，请参阅 “关于Web菜单 （仅
限PXW-X180）”（第13页）。
对于接入验证的用户名和密码，查
看系统菜单的 “基本验证”。

通过将选购的调制解调器、无线USB模
块IFU-WLM3 （附送）或随选购的网络适
配器套件CBK-NA1附送的USB-RJ45适配
器安装到本机，可以将本机连接到互联
网。

通过将选购的调制解调器安装到本机，
可以使用3G/4G网络将本机连接到互联
网。

将调制解调器安装到本机

1 打开USB无线LAN模块缩回部分的盖
子（第2页）。

2 将随选购的网络适配器套件CBK-NA1
附送的网络模块扩展适配器安装到
本机。

将凸形端子连接到本机上USB无线
LAN模块的端子,将凹形端子连接到
调制解调器。 您可以将适配器安装
到附件热靴安装座的螺钉孔（1/4 
in.）。 

3 将调制解调器安装到网络模块扩展
适配器。

注意

• 将调制解调器安装到本机或从本机
拆卸时，请执行以下步骤之一：
—将录制菜单 “Proxy录制模式”

中的 “设置”和系统菜单 “网
络”中的 “设置”同时设置为
“关”。

—关闭本机。

连接至互联网 （仅限
PXW-X180）

通过调制解调器连接

互联网

网络模块扩展适配
器 + 调制解调器
S
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连接

1 通过将系统菜单 “网络”中的
“设置”设为 “调制解调器”，将本
机的网络操作模式设为调制解调器
模式。

注意

• 本机进入调制解调器模式可能需要
一些时间 （30秒至60秒）。 等待
LCD/寻像器屏幕 （第2页）上网络
连接状态的闪烁 “3G/4G”指示被
打开。

通过安装USB无线LAN模块IFU-WLM3
（附送）并通过选购的3G/4G/LTE接入点
或与某一设备共享网络，可以在Wi-Fi
站点模式中将本机连接到互联网。 

连接

如果接入点或设备兼容WPS功能，通过
执行“通过WPS功能连接至接入点”
（第7页）中的步骤将本机连接到互联
网。 如果接入点或设备不兼容WPS功能，
通过执行“不使用WPS功能，在站点模
式下连接至接入点”（第17页）中的步
骤将本机连接到互联网。
连接之前，打开接入点或设备并激活其
网络共享功能。

通过无线LAN Wi-Fi站点模式连
接

智能手机/平板
电脑

计算机

接入点

互联网

智能手机/平板
电脑

互联网
9
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安装随选购的网络适配器套件CBK-NA1
附送的USB-RJ45适配器，通过连接到互
联网路由器的LAN电缆，可以将本机连
接到互联网。

将USB-RJ45适配器安装到本机

1 打开USB无线LAN模块缩回部分的盖
子 （第2页）。

2 将USB-RJ45适配器安装到本机。

有关安装的详细信息，请参阅网络
适配器套件的安装说明书。

注意

• 将USB-RJ45适配器安装到本机或从
本机拆卸时，请执行以下步骤之
一：
—将录制菜单 “Proxy录制模式”

中的 “设置”和系统菜单
“网络”中的“设置”同时设
置为 “关”。

—关闭本机。

连接

1 通过将系统菜单“网络”中的
“设置”设为 “调制解调器”，将本
机的网络操作模式设为调制解调器
模式。

注意

• 本机进入有线LAN模式可能需要一
些时间 （30秒至60秒）。 等待LCD/
寻像器屏幕 （第2页）上网络连接
状态的闪烁 “3G/4G”指示被打
开。

• 使用LAN电缆连接本机时，显示器
上显示的菜单项目和信息与将本机
与调制解调器连接时相同。

可通过3G/4G/LTE线路或接入点将在本
机上录制的Proxy文件或原文件上传到
互联网上的服务器。

连接到互联网
按照“连接至互联网 （仅限PXW-
X180）”（第8页）中的操作步骤将本机
连接到互联网。

注册用于上传的服务器
预先注册用于上传的服务器。
有关注册服务器的详细信息，请参阅
“注册用于上传的服务器”（第18页）。

通过LAN电缆连接到互联网

计算机

路由器

USB-RJ45适配器

互联网
上传文件（仅限PXW-
X180）

准备工作
S
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将在SD卡上录制的Proxy文件或者在SxS
存储卡上录制的原文件上传到服务器。

上传SD卡上的Proxy文件

1 通过无线LAN将设备连接到本机，在
设备上启动浏览器，然后从浏览器
访问本机 （第4页）。

2 显示文件列表画面以选择文件。

轻触 “ ”>“Media Info”>
“SD Card”。
出现 “SD Card”画面。

3 选择文件。

通过轻触文件来选择文件。 若要取
消，可再次轻触文件。
可通过双击文件进行播放来检查文
件。

4 轻触 “Transfer”。

出现您在 “注册用于上传的服务
器”（第18页）的 “Default 
Server”中设为默认服务器的服务
器。
若要更改服务器，轻触服务器显示
服务器列表，然后选择服务器。
如必要，将服务器的目录输入到
“Directory”中。

5 轻触“Transfer”。

本机开始上传所选文件。
若要取消上传，轻触“Cancel”。

上传SxS存储卡上的原文件

1 通过无线LAN将设备连接到本机，在
终端设备上启动浏览器，然后从浏
览器访问本机（第4页）。

2 将本机更改为文件传输模式。

执行系统菜单“文件传输”中的
“文件传输”，将本机更改为上传原
文件的专用模式。

3 显示文件列表画面以选择文件。

轻触设备浏览器画面上的“ ”>
“Media Info”> “Slot A”（插槽A
中的存储卡）或“Slot B”（插槽B
中的存储卡）。
显示“Slot A”或 “Slot B”画
面。

4 选择文件。

通过轻触文件来选择文件。 若要取
消，可再次轻触文件。

选择文件并上传

示例：“Slot A”画面
11
CS
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5 轻触 “Transfer”。

出现您在 “注册用于上传的服务
器”（第18页）的 “Default 
Server”中设为默认服务器的服务
器。
若要更改服务器，轻触服务器显示
服务器列表，然后选择服务器。
如必要，将服务器的目录输入到
“Directory”中。

6 轻触 “Transfer”。

本机开始上传所选文件。
若要取消上传，轻触 “Cancel”。

查看文件上传

轻触“SD Card”、“Slot A”或“Slot 
B”画面上的“Job List”会显示“Job 
List”画面，可在此画面上查看上传状
态 （第19页）。

通过互联网或本地网络可以传送本机捕
获/播放的视频和音频。

连接到互联网

按照 “连接至互联网 （仅限PXW-
X180）”（第8页）中的操作步骤将本机
连接到互联网。

连接到本地网络

按照“通过无线LAN连接到其它设备
（仅限PXW-X180）”（第4页）中的操作
步骤将本机连接到本地网络。

设置流媒体的传送目的地

1 选择系统菜单“流媒体”中的
“预设1”（或“预设2”、
“预设3”），打开流媒体传送目的地
的设置画面。

2 在该画面上设置与“大小”、“比特
率”和“类型”对应的项目。

3 对系统菜单“流媒体”中的 “预设
选择”选择步骤1和2中设置的
“预设1”（或“预设2”、
“预设3”）。

1 在系统菜单的“流媒体”中，将
“设置”设为 “开”。

根据您进行的设置开始串流。
可以将“流媒体”指定到可指定按
钮。 有关指定的详细信息，请参阅
操作指南中的“可指定按钮”。

注意

• 当系统菜单的 “网络”中的
“设置”设置为 “关”时，无法开
始串流。

• 开始串流后可能需要数十秒才能串
流实际视频或音频。

• 当播放SD片段时，无法开始串流。
• 如果错误设定流媒体传送目的地或
本机未连接到网络，画面上将出现
“×”作为流媒体状态指示。

1 在系统菜单的“流媒体”中，将
“设置”设为 “关”。

通过按下指定“流媒体”的可指定
按钮也可停止串流。

传送流媒体视频和音频
（仅限PXW-X180）

准备工作

开始串流

停止串流
S



CS
当本机通过无线LAN （第4页）连接到某
设备或以无线LAN站点模式 （第9页）连
接到互联网时，也可以从Web菜单 （第
13页）设置传送目的地和开始/停止串
流。

当本机和智能手机、平板电脑等设备之
间建立无线LAN连接时，设备屏幕上将
出现Wi-Fi遥控器，设备可作为遥控器
使用。 
可通过Wi-Fi连接设备开始/停止录制和
调节录制设置。 此功能有助于远程设定
本机，如在升降机顶端等。

Wi-Fi遥控器的显示大小自动根据设备
屏幕大小而改变。 有关Wi-Fi遥控器显
示的详细信息，请参阅操作指南。

1 在设备和本机之间建立无线LAN连接
（第5页）。

2 打开浏览器，在地址栏中输入
http://<本机IP地址>（“系统菜
单” > “网络” > “IP地址”）/
rm.html。

示例：当IP地址为192.168.1.1时，
请在地址栏中输入http://
192.168.1.1/rm.html。

3 在浏览器上输入用户名和密码
（“系统菜单” > “基本验证” > 
“用户名”或 “密码”）。

完成连接时，设备上出现Wi-Fi遥控
器的画面。
按照显示操作Wi-Fi遥控器。
当Lock开关拖至右侧时，REC按钮将
无法使用。
可通过Web菜单的“Cam Remote 
Control”显示Wi-Fi遥控器（第14
页）。

注意

• 视设备而定，即使在地址栏中输入
http://<本机的IP地址>/rm.html，
Wi-Fi遥控器也可能无法正确出现在设
备屏幕上。 这时，请在地址 后输入
“rms.html”（使用智能手机时）或
“rmt.html”（使用平板电脑时）而不
是输入 “rm.html”，以正确显示
Wi-Fi遥控器。

• 设备屏幕上的Wi-Fi遥控器在以下情况
下可能无法与本机的实际状态一致。 
此时，请刷新设备上的浏览器。
—启用Wi-Fi连接期间您重启了本机时
—启用Wi-Fi连接期间直接控制本机时
—重新连接设备时
—您在设备浏览器上进行前进/后退操

作时。
• 如果Wi-Fi信号微弱，Wi-Fi遥控器可
能无法正常工作。

从通过无线LAN连接到本机的设备的浏
览器访问本机，会显示本机的Web菜单。 
您可以执行无线功能的设置或者文件传
输的操作。

初始画面

在连接本机与设备时及从设备上的浏览
器访问本机时，浏览器上显示本机
“Media Info”的 “SD Card”画面。

使用Wi-Fi遥控器（仅
限PXW-X180）

显示Wi-Fi遥控器

关于Web菜单 （仅限
PXW-X180）
13
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关于设置菜单

轻触屏幕左上角的 显示设置菜单。 
轻触您想要设置的项目。

“Settings”
显示本机设置画面。
•“Wireless Module”
“Streaming Format”：流媒体格式设
置 （第14页）
“Proxy Format”：Proxy格式设置

•“Wireless LAN”
“Station Settings”：无线LAN设置
（第16页）
“Status”：无线LAN设置的状态 （第
17页）

•“Upload Settings”
上传设置 （第17页）

注意

• 当显示 “Settings”画面时，轻触以
下项目可显示所需的设置画面。

“Media Info”
显示用于显示媒体状态或者选择已上传
文件的画面 （第10页）。

•“SD Card”：插入本机PROXY SD插槽的
媒体。

•“Slot A”：插入本机存储卡插槽A的
媒体。

•“Slot B”：插入本机存储卡插槽B的
媒体。

“Job List”
显示用于管理已上传文件的画面（第19
页）。

“Cam Remote Control”
显示Wi-Fi遥控器 （第13页）。

可以设置通过设备监控的流媒体的格
式。 或者可以设置通过互联网或本地网
络传送流媒体的流媒体格式/传送目的
地。

视频
• AVC/H.264 Main Profile, 4:2:0 Long 
GOP

• 在以下设置中选择尺寸。

音频
• AAC-LC压缩
• 采样频率：48 kHz
• 比特率：128 kbps （立体声）

可以设置在终端设备上监控时的格式。

“Size”（“监控”）
为监控设置视频的大小和比特率。
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0.5 Mbps (VBR)

流媒体格式设置

Proxy格式设置

无线LAN设置

上传设置
无线LAN设置状态

流媒体格式设置

监控设置
S
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注意

• 此比特率为平均值。 实际比特率可能
高于平均值。

“Frame Rate”
显示视频的帧速率。
“23.98fps”：23.975 fps
“25fps”：25 fps
“29.97fps”：29.97 fps
“50fps”：50 fps
“59.94fps”：59.94 fps

注意

• 不支持 “24 fps”。

“Bit Rate”
“3Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5Mbps (VBR)”: 480 × 270

可以设置流媒体的格式或传送目的地。 
多可以预设三个设置。

“On/Off”
切换流媒体传送的打开/关闭。

注意

• 选择 “On”时，监控功能不可用。

“Preset”
从 “Preset 1”至 “Preset 3”中选择
预设。
通过轻触 “Edit”可以编辑
“Preset”。

“Type”
从 “MPEG-2 TS/UDP”或“MPEG-2 TS/
RTP”中选择流媒体视频的类型。

“Size”
设置流媒体视频的尺寸。
“HD Auto”
“1280 × 720”
“640 × 360”
“480 × 270”

选择“HD Auto”时，根据SxS存储卡中
录制的录制格式或要播放的片段格式的
设置，尺寸设置为1920 × 1080或
1280 × 720。

“Bit Rate”
设置流媒体视频的比特率。
“9Mbps”
“6Mbps”
“3Mbps”
“2Mbps”
“1Mbps”
“0.5Mbps”
可选择的比特率因“Size”的设置而
异。

注意

• 由于视频/音频数据通过互联网传送，
数据可能会泄漏。 确认传送目的地可
以接收到流媒体数据。 数据可能会因
为地址设定错误而被误传到非指定方。

• 视网络的状态而定，可能无法播放所
有帧。

• 在动作过多的场景中，图像质量可能
会降低。

• 当流媒体设定为大尺寸小比特率时，
可能无法播放所有帧。 若要减少这种
情况，请在 “Size”中选择更小的尺
寸。

• 当Proxy格式设置的 “Bit Rate”（第
16页）设置为“9Mbps (VBR)”时：
—流媒体设置的 “Bit Rate”无法设

置为高于 “6Mbps”的设置。
—当选择“Bit Rate”设置为高于
“6Mbps”的预设时，流媒体设置的
“Bit Rate”自动变为“3Mbps”。

“Destination Address”
输入用于流媒体数据的传送目的地服务
器地址。

流媒体设置
15
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“Destination Port”
输入用于流媒体的传送目的地服务器的
端口号。

可以设置记录在本机SD卡上的Proxy文
件的格式。

视频
XAVC Proxy (AVC/H.264 Main Profile, 
4:2:0 Long GOP)
在以下设置中选择尺寸。

音频
AAC-LC压缩
采样频率：48 kHz
比特率：128 kbps （立体声）

“Size”
为Proxy文件设置视频的大小和比特率。
“1280 × 720”: 9 Mbps (VBR)
“640 × 360”: 3 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 1 Mbps (VBR)
“480 × 270”: 0.5 Mbps (VBR)

注意

• 当流媒体设置的 “比特率”设置为高
于 “6Mbps”的设置时，无法设置
“9Mbps (VBR)”。

“Frame Rate”
显示视频的帧速率。
“23.98 fps”: 23.975 fps
“25 fps”: 25 fps
“29.97 fps”: 29.97 fps
“50 fps”: 50 fps
“59.94 fps”: 59.94 fps

注意

• 不支持 “24 fps”。

“Bit Rate”
显示视频的比特率。
“9 Mbps (VBR)”: 1280 × 720
“3 Mbps (VBR)”: 640 × 360
“1 Mbps (VBR)”: 480 × 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 × 270

可执行以连接到无线LAN的设置。

“Host Name”
显示本机的主机名称。 （无法更改）。

“SSID”
显示在“Access Point”选择的SSID。

“Key”
输入接入点的密码。

“DHCP”
设定DHCP设置。
当您设为“On”，自动为本机指定IP地
址。
若要手动为本机指定IP地址，设为
“Off”。

“IP Address”
输入本机的IP地址。 仅当“DHCP”被设
为“Off”时，此设置才可用。

“Subnet mask”
输入本机的子网掩码。 仅当“DHCP”被
设为“Off”时，此设置才可用。

“Gateway”
输入接入点的默认网关。 仅当 “DHCP”
被设为“Off”时，此设置才可用。

Proxy格式设置

无线LAN设置 （Station 
Settings）
S
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“DNS Auto”
设置DNS自动获取功能。

“Primary DNS Server”
输入接入点的主DNS服务器。 仅当“DNS 
Auto”被设为 “Off”时，此设置才可
用。
当此设置设为 “Off”时，将手动获
取。 

“Secondary DNS Server”
输入接入点的次DNS服务器。 仅当“DNS 
Auto”被设为 “Off”时，此设置才可
用。

“Submit”
确认无线LAN设置。

不使用WPS功能，在站点模式下连接至
接入点

1 在接入点模式下连接设备与本机
（第5页）。

2 在 “Station Settings”画面上设
置项目。

根据接入点设置执行设置。
有关接入点设置的详细信息，请参
阅接入点的使用说明书。

3 轻触 “Submit”。

设置的项目已确认。

4 通过将系统菜单 “网络”中的
“设置”设为 “Wi-Fi站点”，将本
机的无线LAN操作模式设为Wi-Fi站
点模式。

本机开始在站点模式下连接。 通过
执行从 “通过WPS功能连接至接入
点”（第7页）的步骤7开始的步骤，
从设备访问本机。

查看无线LAN设置

轻触 “Wireless LAN”> “Status”，
显示用于查看无线LAN设置的画面。
视本机无线LAN模式而定，显示的项目
有所不同。

接入点模式

站点模式

您可以注册服务器以上传在本机上录制
的Proxy文件或原文件，或更改注册的
服务器设置。

“Auto Upload On/Off”
当“Auto Upload On/Off”被设为
“On”且本机连接至互联网时，录制后
本机自动将Proxy文件上传到在
“Upload Setting”中被设为默认服务
器的服务器。

上传设置

选择服务器。

注册服务器。

更改服务器设置。

删除注册的服务器。

打开/关闭自动上传功能。
17
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“Sony Ci”为服务器默认设置。
Sony Ci是Sony提供的 “Media Cloud 
Services”。 您可以上传文件到Sony云
服务中心Sony Ci。

注意

• 需要注册才能使用Sony Ci。 
更多详细信息请访问
www.SonyMCS.com/wireless

注册 “Sony Ci”

1 确保 “Upload Settings”画面上显
示了 “Sony Ci”，然后轻触
“Edit”。

显示Sony Ci的设置画面。

2 在 “User”中输入用户名并在
“Password”中输入密码。

更多详细信息请访问
www.SonyMCS.com/wireless

3 轻触 “Link”。

一会之后，显示完成信息。

注意

•“Link”是将用户与本机连接在一
起的操作。 要执行 “Link”，需要
将本机连接至互联网。

4 轻触 “OK”。

注意

• 注册Sony Ci之后，设置画面上将
显示 “Unlink”。 如果您轻触
“Unlink”，当前用户账户将解除
链接，您可以使用一个不同的用户
账户进行关联。

注册用于上传的服务器

轻触 “Create New”显示设置画面。

轻触“OK”应用设置。 若要取消，轻触
“Cancel”。

“Default Server”
当您设为“On”时，上传时服务器优先
在列表上显示服务器名称。

“Display Name”
输入列表上显示的服务器名称。

“Service”
显示服务器类型。
“FTP”：FTP服务器

“Host Name”
输入服务器的地址。

“User”
输入服务器的用户名。

“Password”
输入服务器的密码。

“PASV Mode”
打开/关闭PASV模式。

“Using Secure Protocol”
设定是否执行安全的FTP上传。

“Load Certification”
读取CA证书。
• 格式化以PEM格式读取的证书，并以
“certification.pem”为文件名称保
存在SD卡的根目录。

“Clear Certification”
清除CA证书。

注意

• 通过FTP进行的数据通信未加密。 建议
使用FTPS。

更改已注册服务器设置

在“Upload Settings”画面上选择想
要更改设置的服务器后，轻触
“Edit”。 在用于更改设置的画面上更
改设置。
有关设置项目的详细信息，请参阅“注
册用于上传的服务器”（第18页）。
S
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删除注册的服务器

在 “Upload Settings”画面上选择想
要删除的服务器后，轻触 “Delete”。 
出现确认画面时，轻触 “OK”。 所选服
务器被删除，显示屏返回之前的画面。

您可以查看要上传文件的列表与正在上
传的文件、取消或开始文件上传以及从
文件列表删除文件。
本机兼容FTP续传功能 （文件暂停传输
后的续传功能）。

注意

• FTP续传功能仅适用于兼容服务器。

•“Total”：要上传的所有文件的进度。
•“Status”：当前正在上传的文件的进
度。

•“Remain Time”：估计的剩余上传时
间。

•“Transfer data rate”：传输速度指
示。

取消或开始上传或者从文件列表中删除
文件

1 选择列表中的文件。

2 轻触屏幕右上方的 。

选择项目。
•“Abort selected”：取消上传所
选文件。

•“Delete from list”：从列表中删
除所选文件。

•“Start selected”：开始上传所
选文件。

•“Select All”：选择列表上的所
有文件。

•“Clear completed”：删除所有上
传文件的列表。

查看文件传输 （Job List）
19
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下面列出了新增的功能和可用菜单设置。
出厂默认设置以粗体显示 （例如：关）。

设置菜单列表

录制

 菜单项目 子项目和设置值 内容

缓存录制
设置图像缓
存录制功能

设置
开 / 关

打开/关闭图像缓存录制功能。

缓存录制时间
XAVC-I / XAVC-L
0-2秒 / 2-4秒 / 
4-6秒 / 6-8秒

MPEG HD422 / MPEG 
HD420 / DVCAM
0-2秒 / 2-4秒 / 
4-6秒 / 6-8秒 / 
8-10秒 /10-12秒 / 
12-14秒 / 13-15秒

设置图像缓存录制时间。

绘图

 菜单项目 子项目和设置值 内容

白平衡
设置白平衡

滤镜白平衡存储
开 / 关

打开/关闭滤镜白平衡存储功能。

系统

 菜单项目 子项目和设置值 内容

网络
(仅限PXW-
X180）
设置网络
连接和相关
显示项目

NFC
执行 / 取消

选择是否启用NFC功能。 选择 “执行”
时，NFC功能打开且
“设置”被暂时设为 “Wi-Fi接入点”，本
机进入NFC待机模式。 当选择 “取消”
时，设置恢复为之前的设置。

设置
Wi-Fi接入点 / Wi-Fi站
点 / 调制解调器 / 关

设置网络连接的操作模式。

注意

• 使用USB-RJ45适配器时，请选择 “调制

解调器”。

通道
自动 / CH1 / CH2 / 
CH3 / CH4 / CH5 / 
CH6 / CH7 / CH8 / 
CH9 / CH10 / CH11 / 
CH12 / CH13

设置无线LAN的通道。
S
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网络 SSID & 密码 显示无线LAN的SSID和密码。

WPS
执行 / 取消

启动Wi-Fi Protected Setup (WPS)。

设备名称 显示正在使用的网络设备的名称。

IP地址 显示本机的IP地址。

子网掩码 显示本机的子网掩码。

MAC地址 显示本机无线LAN模块的MAC地址。

重新生成密码
执行 / 取消

重新生成密码。
执行：执行此功能。

流媒体
(仅限PXW-
X180）
设置网络
流媒体和相
关显示项目

设置 打开/关闭传送流媒体的功能。

注意

• 当再次打开电源时，此设置关闭。

• 当打开流媒体功能时，监控功能不可用。

预设选择 选择流媒体的预设。

预设1

大小 (HD自动 / 
1280×720 / 
640×360 / 480×270)

设置流媒体的图像尺寸。
选择 “HD自动”时，根据SxS存储卡中录
制的录制格式或要播放的片段格式的设
置，尺寸设置为 “1920×1080”或
“1280×720”。 

系统

 菜单项目 子项目和设置值 内容
21
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流媒体 比特率 (9Mbps / 
6Mbps / 3Mbps / 
2Mbps / 1Mbps / 
0.5Mbps)

设置流媒体视频的比特率。 可选择的比特
率因 “大小”的设置值而异。 

注意

• 由于视频/音频数据通过互联网传送，数

据可能会泄漏。 确认传送目的地可以接
收到流媒体数据。 

• 数据可能会因为地址设定错误而被误传

到非指定方。
• 视网络的状态而定，可能无法播放所有

帧。
• 在动作过多的场景中，图像质量可能会

降低。
• 当流媒体设定为大尺寸小比特率时，可

能无法播放所有帧。 若要减少这种情
况，请在 “大小”中选择更小的尺寸。

• 当Proxy格式设置的 “比特率”（第16

页）设置为 “9Mbps (VBR)”时：
—流媒体设置的 “比特率”无法设置为

高于“6Mbps”的设置。
—当选择 “比特率”设置为高于

“6Mbps”的预设时，流媒体设置的
“比特率”自动变为 “3Mbps”。

类型 (MPEG-2 TS/UDP / 
MPEG-2 TS/RTP)

选择流媒体视频的类型。

目标地址 （字符串。
0.0.0.0）

输入用于流媒体传送的服务器地址。

目标端口 （1至65545. 
1234)

输入目的地服务器用于流媒体的端口号。

预设2

预设3

系统

 菜单项目 子项目和设置值 内容
S
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以下是随本机附送的操作指南的附加信息。

配置
视出厂日期而定，附送的交流电源适配器 “ACDP-060S01”可能变为
“ACDP-060S02”。

关于录制的注意事项
当存取指示灯以红色点亮或闪烁时，本机正在录制媒体上读取或写入数据。 请勿摇晃
本机或对其施加强力，请勿关闭电源，也请勿取下录制媒体、电池或交流电源适配
器。 否则，可能会破坏图像数据。

计算机上的图像文件管理
• 如果更改文件名或文件夹，或在计算机上编辑了数据，则无法播放图像数据 （当观
看静止图像时，文件名闪烁）。 这不是故障。

• 如果在计算机上删除图像管理文件，则无法正确录制/播放图像。 图像管理文件的
默认属性为隐藏，因此通常不显示。

附录
23
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