
取扱説明書について
■	SD-W606IR簡易取扱説明書（本書）
	 ・	本書では、設置や設定の方法について基本的な部分を説明しています。

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

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

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

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

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

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

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

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

重いものをのせたりすると本製品が破損し、
火災、感電の原因となります。

ぬれた手で触らないでください。
感電の原因となります。

禁止の行為を伝えるものです。

強制事項の内容を伝えるものです。

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

警告

警　告 注　意

注意

●安全上のご注意●

●表示マークについて●

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

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

〔	簡易取扱説明書	〕

SD･Wi-Fi Network Camera Series
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番号 機　能

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

② SDカード
スロット

SD/SDHC/SDXCカードを挿入し、録画データを
保管します。

③ DC12V
入力端子 DC12V出力プラグを接続します。

④ 音声入力端子 外付けマイクを接続します。
⑤ 音声出力端子 オーディオ機器等に接続します。
⑥ LAN 10/100 イーサネットに接続します。
⑦ CDSセンサー 周囲の明るさを感知するセンサー窓です。
⑧ 内蔵マイク 音声用のマイクが内蔵されています。	

⑨ DCアイリス
コネクタ端子 DCアイリスレンズのコネクタを接続します。

⑩ フォーカス
調整ノブ

∞：FARにまわすと至遠側、
N：NEARにまわすと至近側になります。

⑪ ズーム
調整ノブ

W：WIDEにまわすと画角は広くなり、
T：TELE 側にまわすと画角は狭くなります。

⑫ リセット
ボタン

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

⑬ I/O
ターミナル

GPS アンテナ等を接続します。※詳細は、CD-ROM
内『取扱説明書』を参照してください。

⑭ Wi-Fi
アンテナ端子 Wi-Fi アンテナを接続します。

⑮ Wi-Fiアンテナ Wi-Fi アンテナです。

⑯ SD	LED（赤） 点灯：録画中　点滅：SDカード異常
消灯：録画停止中、未挿入、フォーマット中

⑰ GPS	LED（緑） 点灯：安定　点滅：不安定　消灯：受信不能

⑱ ブラケット
取り付けベース 壁面取付タイプのブラケットを取り付けます。

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

■ 各部の名称と機能

■ 接続方法

■ 付属品 ■ 他運用に必要な機器類

⑨

⑦
⑪⑩

⑭

⑧

① ④
③
②

⑫⑥ ⑤
⑬

⑯ ⑲

⑰ ⑱ 

⑮

● 搭載 Wi-Fi カメラ

● 搭載 Wi-Fi カメラ 背面

● ハウジング底面

● ハウジング内レイアウト

□CD □簡易マニュアル 
　（本紙）

※CSマウントレンズに使用します。他のレンズには使用しないでください。

□プレートCSリング※

□六角レンチ
　（1.5ｍｍ※／5mm）

□ブラケット
　取り付けベース□ケーブル入線口

□ビス一式

□ブラケット
　（BR-05）

●	SDカード（256GBまで）
●	DC12V出力ACアダプタ
●	スイッチングHUB（環境に応じて）
●	PC　OS：Windows	7・8・10
	 	 Wi-Fi（アドホック/インフラストラクチャ）
●	Ethernetケーブル
	 	（Cat5e以上　ストレート	100m以内）

GPS アンテナ
（オプション）

①ケーブル入線口

出力プラグ(DC-P)内蔵カメラ

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

ポール取付金具
BR-U140A
(オプション )

ケーブル入線口①を通したACアダプタ
ーの出力プラグ②はハウジング内③の
DC12V電源端子(DC-J) に接続します。

ブラケット
BR-05( 付属品 )

②ACアダプターの出力プラグ
　またはカメラ専用電源出力
　( 共に別売 )

③DC12V 電源端子
　(DC-J)
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7  ［プロパティ］を
 クリックします。

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

カメラ設置前に、PC 及びカメラにて Wi-Fi 接続に必要な設定をします。また PC とカメラはイーサネットケーブル
で接続した状態で行います。［イーサネット］の IP アドレスを設定します。

1  ［スタートアイコン］から［Windowsシステムツール］内の
 ［コントロールパネル］を表示してクリックします。

5  ［プロパティ］を
 クリックします。

6  ［インターネットプロトコル
	 バージョン4(TCP/IPv4)］
	 をクリックします。

4  ［イーサネット］のアイコン
 を右クリックします。

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

1. IP アドレス設定 (PC)

8  ［次の IP アドレスを使う］を選択し、左記のようにIPアドレス及びサブネットマスク
 を設定して［OK］をクリックします。

9  4 	と同様に［イーサネット］のアイコンを右クリックし［有効にする］をクリックします。

■ モニタ可能な携帯端末等

携帯端末
項目 iPhone/iPad Android

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

モニタ アドホック：Webブラウザ　※ 3
インフラストラクチャー：Webブラウザ /AskyViewerPro　※ 3

Webブラウザ Safari Chrome
※ 1：本カメラはWi-Fi	Direct を未サポートです。
※ 2：アドホックモードでは、カメラ⇔ PC&携帯端末間は 1対 1で接続を行いますので同時に複数の
　　　PC&携帯端末と接続できません。　
※ 3：設定方法は、CD-ROM内取扱説明書 [2]7 を参照願います。また、AskyViewerPro は、CD-ROM内
　　　取扱説明書	[	AskyViewerPro 活用法	]	を参照願います。
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4  表示されたポップアップの
 [インターネットオプション ]
 をクリックします。

●①

●③
●②

→

チェック

初めて IE でモニタする場合には、IE に下記の設定が必要になります。

1  IEの上部赤枠の辺り
 で右クリックします。

2  表示されたポップアップの
 [ メニューバー ]をクリック
 します。

3  表示されたメニュー
 バーの [ ツール ]を
 クリックします。

5  インターネットオプションで
 ①	[ セキュリティ]タブをクリックし、インターネットを選択し、
 ②	[ 保護モードを有効にする]のチェックを外します。その後、
 ③	[レベルのカスタマイズ ]をクリックします。

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

チェック

チェック

2. ウィンドウズ インターネットエクスプローラ  (IE) 設定

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

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

3.1 SSID 及びセキュリティー設定（カメラ）

設定項目 カメラ 1
( 工場出荷設定 ) カメラ 2

IP アドレス 192.168.1.200 192.168.1.201
SSID SD-W606IR1 SD-W606IR2

セキュリティーキー 1 wifi1 wifi2

3. Wi-Fi アドホック接続
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1 	ライブ画面上の設定メニュー	表示
	 ボタンをクリックします。

3  左記画面の通り［SSID］［セキュリティーキー1］の項目を3.1表の
 太字の通り変更します。

4  上記の設定を完了したら、［更新］をクリックし本カメラに設定します。

2  ［Wi-Fi 設定］を
 クリックします。

3.3 バッチファイルの準備及び起動

3.2 IP アドレス設定 (カメラ)

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

［注］ バッチファイルを起動する前にイーサネットケーブルをはずしておいてください。

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

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

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

[Submit]ボタン

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

SSIDと同様に、追加する1台(カメラ2)に対して3.1表に示すように、IPアドレスを工場出荷設定値から変更します。
製品付属の CD-ROM 内のソフト［IP	Scanner］を使用します。



6

●	 SDカードはご使用前に、フォーマッターソフトを使用してFAT32形式にフォーマットしてください。
	 さらに、本カメラでフォーマットしてください。フォーマット及びその他使用方法はCD-ROM内［取扱説明書］
	 ［4］4-5頁を参照してください。
●	 初期状態では、SDカードが本カメラに挿入されると自動的に常時録画が開始され、しばらくするとハウジング底面の
	 SD	LED(赤 )が点灯します。もし、SD	LEDが消灯のまま、または点滅する場合は、SDカードにエラーが発生してい
	 ることが予想されますので挿入状態やSDカード自体を確認してください。
●	 SDカードでの録画及びNVRでの録画を併用すると、カメラの動作が不安定になる事がある為推奨しません。
●	 本カメラの電源を切る際やSDカードを挿抜する際には、必ず録画を無効にしてください。
●	 録画ファイルの複号処理についてはCD-ROM内［取扱説明書］5項を参照してください。

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

 続いて、カメラ選択メニューが表示され、接続したいカメラ
 №(1～2)を選択します。カメラが接続されると、メッセージ
 ［カメラxを接続しました。］	（x:1/2）が表示されます。

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

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

2 	コピーしたフォルダ内のバッチファイル［SD-W606IR	adhoc.bat］をダブルクリックします。
	 ダブルクリックすると、メッセージ［このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?］が表示され、
	 ［はい］をクリックします。また、本バッチファイルはショートカットをデスクトップに置いて、そのショートカットを
	 ダブルクリックしても実行できます。

4. SD カードへの録画（大変重要です）

■	本カメラはWi-Fi接続する場合、アドホックモードだけでなくWi-Fiルータを使用したインフラモード
	 でも通信が可能です。また、DDNS機能もあります。機能及び操作の詳細は、CD-ROM内［取扱説明書］
	 を参照願います。

5  カメラの IDとパスワードを入力して [OK]ボタンを押すとライブ映像を見る事が
 できます。初期値は [admin]です。

6  カメラを接続後にネットワーク環境をカメラ接続前の状態に戻す場合、処理メニュ
 ー［2	(ネットワーク環境を元に戻す)］を選択します。
 ローカルエリア接続を有効に、ワイヤレスネットワーク接続をDHCPに戻します。

7  バッチファイルを終了する場合、処理メニュー［	9	（終了）］を選択します。
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カメラ 監視角度 水平 (H)	106.4	～	25.4°、垂直(V)	60.3
～	14.3°

レンズマウント CSマウント

音声

音声 双方向

圧縮方式 G.711(64Kbps)／G.726(24Kbps)／
G.726(32Kbps)

ボリューム調整 マイクイン／ライン出力をWEBから調整可能
入力 マイク内蔵／マイク入力(自動切替）
出力 3.5mm	フォンジャック

インター
フェース

ネットワーク イーサネット(10Base-T/100Base-TX)

ビデオ BNC、ビデオコンポジット信号（NTSC/
PAL）

I/Oポート デジタル入力／GPS信号入力
SDカード SDカード（256GBまで）

LED

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

無線 LAN IEEE802.11n	/	g	/	b	準拠

PC OS:Windows7.8.10/Webブラウザ :イ
ンターネットエクスプローラー(IE)

基本

電源 DC12V：最大6.0W（IR	ON時）
動作温度 -10℃～50℃

外形寸法	／	重量 140(W)×108(H)×370(D)mm	／	約
2.0kg

防水規格 IP66

付属品
簡易取扱説明書、CD、六角レンチ
（1.5mm/5mm）、ケーブル入線口、ブラ
ケット取付ベース、プレートCSリング、
ブラケット（BR-05）、ビス一式

モデル名

システム

圧縮方式 H.265／H.264／MJPEG
画像解像度 2592×1520～320×240
画像ビットレート調整 32kbps～8Mbps

最大フレームレート 2592×1520／25fps、2048×1536
～320×240／30fps

セキュリティ パスワード保護／IP	フィルタリング／
HTTPS／ IEEE	802.1x

プロトコル

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

同時接続 最大4ユーザ
記録媒体 SDカード
警報通知 SMTP／FTP／Samba／SDカード

イベント前後録画 イベント前録画：0～5	秒、イベント後
録画：0～5秒、10秒

時刻補正 NTP／PC／手動／GPS(オプション)

カメラ

イメージセンサ 1/3″CMOSセンサ　4メガピクセル
シャッタスピード 屋外／屋内／1/30～1/10000
ビデオアウト BNC(1Vp-p,75Ω)
最低被写体照度 0.08Lux(カラー)/0.03Lux（白黒）

デイナイト
光センサモード／カラーモード（デイ）／
白黒モード(ナイト)／時間モード／デジ
タル入力同期モード

赤外線 LED 到達距離30m
AGC x8/x16/x24/x32/x40/x48/x64/x80
D-WDR OFF、1～8レベル
ノイズリダクション OFF、3D+2D(1～9	レベル)
画像向き フリップ、ミラー
レンズ 2.8	～	9.0mm　F1.2～360

■ SD-W606IR 仕様

■ 録画目安表 SDカード256GB使用時の録画目安表(単位：日)

解像度 画質設定ビットレート 日数
25fps 15fps 5fps

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

解像度 画質設定ビットレート 30fps 15fps 5fps

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

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

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

ビットレート設定項目 4	Mbps 2	Mbps 1	Mbps（出荷時）

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

5	fps:	3・15	fps:	5 5	fps:	3・15	fps:	5 5	fps:	325/30	fps:	7 25/30	fps:	7
ビットレート[Mbps] 4 2 1
デジタルノイズリダクション3D 1 1
デジタルノイズリダクション2D OFF OFF

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

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

お
　客
　様

販  

売  

店

店名・住所

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

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

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

ご住所
          
お名前

電 話　

 　　     年   　       月            日 

型      式

■本社サ－ビス  〒212-0058   
　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル
　TEL:044-396-0395　　　 FAX:044-396-2253

SD-W606IR

201809

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

首都圏営業所　〒212-0058　神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル　
TEL.044-396-8127   FAX.044-396-2253
関西営業所　　〒559-0014　大阪府大阪市住之江区北島2-7-34
TEL 06-6683-2800   FAX 06-6683-2801 

きりとりきりとり

■ お問合せ

商品の内容
商品購入関係
設置工事関係

　等のお問合せ 技術問題に関する
お問合せ

修理に関する
お問合せ

首都圏営業所／関西営業所 セキュリティ事業部 サービス部

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

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

●お客様に最適な監視カメラシステム
　をご提案させて頂きます。

●現場調査を行い、設置工事費を
　お見積りさせて頂きます。

●平面図による設置工事費を概算で
　お見積りすることも可能です。

●簡単な技術解説はホームページの
　”テクニカルメモ”をご覧ください。

●修理のお問合せの際には、製品
　保証書をご用意ください。

お気軽にお問合せください。


