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ネットワークを使ってできること
この使用説明書では、有線LANでカメラをパソコンまたはFTPサーバー
に接続する方法と、ネットワークに接続後の操作方法について説明して
います。カメラがネットワークを使ってできることは次の通りです。

1 撮影した静止画および動画を送信する

2 カメラをコントロールして撮影したり、
画像データを確認したりする

FTP画像送信モード
（047）

PC画像送信モード
（016）

FTPサーバー
パソコン

カメラコントロールモード
（021）

HTTPサーバーモード
（024）

Camera Control Pro 2

iPhone

パソコン
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3 複数のカメラを連動してレリーズする
（別売のワイヤレストランスミッターWT-5接続時に使用
できます）

Aヒント
• カメラとパソコンの接続を設定する方法については、07をご覧ください。
• カメラとFTPサーバーの接続を設定する方法については、039をご覧ください。
• 別売のワイヤレストランスミッターWT-4、通信ユニットUT-1も接続できます。

連動レリーズモード
（051）
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最新情報
下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

商標説明
• XQDはソニー株式会社の商標です。
• CompactFlashTM（コンパクトフラッシュ）は米国SanDisk 社の商標です。
• Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびそ
の他の国における登録商標です。

• MacおよびOS X、iPhoneは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

アップル・パブリック・ソース・ライセンスについて
本製品に含まれるApple mDNS ソースコードは、アップル・パブリック・ソース・ライ
センスの諸条件によって保護されています。アップル・パブリック・ソース・ライセン
スは、https://developer.apple.com/opensource/ から入手可能です。

Copyright (c) 2014 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

本ファイルは、アップル・パブリック・ソース・ライセンスバージョン2.0（以下「ライ
センス」といいます）に定め、これに従うオリジナルコードまたはその修正版を含みま
す。お客様は、ライセンスを遵守しない限り、本ファイルを使用できません。本ファイ
ルを使用する前にhttp://www.opensource.apple.com/license/apsl/ からライセンス
証書を一部入手し、これをお読みください。
ライセンスに基づいて頒布されるオリジナルコードおよび全ソフトウェアは、明示また
は黙示を問わず、いかなる保証も伴わず「現状のまま」頒布されます。また、アップル
は、本契約により、商品性、特定の目的についての適合性、安居権または第三者の権利
を侵害していないことを含みこれらに限られないすべての当該保証を放棄します。ライ
センスに基づく権利および制限を管理する特定の条項に関してはライセンス証書をご覧
ください。
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ご確認ください
このネットワークガイドについて
• ネットワークガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた
します。

• 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
• ネットワークガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。
• ネットワークガイドの内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコ
ンサービス機関にて新しいネットワークガイドをお求めください（有料）。

著作権についてのご注意
あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利
者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人とし
て楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意く
ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で
使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

必要な基本知識
ネットワークガイドは、無線LAN、イーサネット（有線LAN）、FTPサーバーに関
する基本的な知識のあるお客様を対象としています。無線LANアクセスポイント、
FTPサーバー等の動作環境および設定方法については、各メーカーにお問い合わせ
いただくか、市販の参考書籍などでご確認ください。Windows 8.1、Windows 7、
Windows Vista、Windows XP ProfessionalとMacのOS Xでの無線LAN接続時の
設定方法については、接続設定用ソフトウェアWireless Transmitter Utilityのヘル
プもご覧ください。

カスタマーサポート
下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。

http://www.nikon-image.com/support/

ネットワークガイドで使用する画面について
OS の種類やバージョンの違いによって、画面の外観や操作がネットワークガイドに掲載
されているものと一部異なる場合があります。OS 特有の操作や表示画面については、ご
使用のOS の使用説明書をご覧ください。
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はじめに
このネットワークガイドでは、主に有線LANでD4Sをネットワークに接
続する方法と、ネットワークに接続後の操作方法を説明しています。お
使いになる前に、ネットワークガイドとカメラ本体の使用説明書を合わ
せてよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いくださ
い。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに
必ず保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。別売のワイヤレス
トランスミッターWT-5またはWT-4、通信ユニットUT-1の使用方法につ
いては、各製品の使用説明書をよくお読みください。

本文中のマークについて
ネットワークガイドは次の記号を使用しています。必要な情報を探すときにご活用
ください。

D
カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていただきたいことを
記載しています。

A カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載しています。

0 ネットワークガイド上で関連情報が記載されているページです。
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ネットワーク機能について
このカメラは、有線LAN（イーサネットケーブルを使用）、無線LAN（別
売のワイヤレストランスミッターWT-5またはWT-4）を装着または接続
することにより、パソコンやFTPサーバーと通信できます。

❚❚ 有線LAN使用時または別売のWT-5接続時に使える機能

❚❚ 別売のWT-4接続時に使える機能
WT-4の使用方法については、WT-4に付属の使用説明書をお読みください。

FTP画像送信モード
（047）

メモリーカードに記録した静止画および動画、撮影
直後の静止画をパソコンやFTPサーバーに保存でき
ます。PC画像送信モード

（016）

カメラコントロールモード
（021）

別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコント
ロールしたり、撮影した静止画および動画をパソコ
ンに保存できます。

HTTPサーバーモード
（024）

パソコンやiPhoneのWebブラウザーからメモリー
カードに記録した画像などの閲覧やリモート撮影
ができます。

連動レリーズモード
（WT-5接続時のみ）

（051）

マスターカメラのレリーズに連動して、複数のリ
モートカメラをレリーズさせることができます。

画像送信
メモリーカードに記録した静止画および動画、撮影
直後の静止画をパソコンやFTPサーバーに保存でき
ます。

PCモード
別売のCamera Control Pro 2で、カメラをコント
ロールしたり、撮影した静止画および動画をパソコ
ンに保存できます。

A別売の通信ユニットUT-1について
カメラに別売の通信ユニットUT-1を接続して有線LANで通信したり、UT-1にWT-5を
取り付けて無線LANで通信することもできます。別売の通信ユニットUT-1接続時は、
WT-4接続時と同じ機能が使用できます。
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A有線LAN接続について
イーサネットケーブルを接続して使用する場合は、無線LANの設定は不要です。

A FTPサーバーについて
• Windows 8.1 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1、Windows 7 Ultimate/

Professional/Enterprise、Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise、および
Windows XP Professionalの場合は、OSに標準装備されているFTPサーバー機能（IIS
（Internet Information Services）やFTPサービスなど）を利用してFTPサーバーを
構築できます。

• インターネットを経由したFTPサーバーへの通信、およびサードパーティー製FTPソ
フトによって構築したFTPサーバーでの動作はサポートしておりません。

A HTTPサーバーモードについて
インターネットを経由したHTTPサーバーモードの動作はサポートしておりません。

Aルーターを経由した接続について
PC画像送信モードまたはカメラコントロールモードの場合、ルーターを越えて別の
ネットワークに接続することはできません。同じネットワーク内のパソコンとのみ接
続できます。

Aポート番号について
• FTP 画像送信モードで接続する場合、FTP サーバーの種類が［FTP］のときはTCP
ポート21、32768～61000、［SFTP］のときはTCPポート22、32768～61000を使
用します。

• PC 画像送信モードまたはカメラコントロールモードで接続する場合、TCP ポート
15740、UDPポート5353を使用します。

• ファイアーウォールを設定している FTPサーバーでは、ファイアーウォールにポー
ト番号の例外設定を行わないと画像の転送ができない場合があります。
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Wireless Transmitter Utilityの
インストール
カメラとパソコンを接続する前に、お使いのパソコンに
Wireless Transmitter Utility（ワイヤレストランスミッターユーティリ
ティー）ソフトウェアをインストールしてください。
Wireless Transmitter Utilityは、付属のViewNX 2 CD-ROMを使って当社
のホームページからダウンロードして、パソコンにインストールできま
す（インターネットに接続できる環境が必要です）。
Wireless Transmitter Utilityを使用すると、PC画像送信モードまたはカ
メラコントロールモードで接続時のペアリング（015）、接続設定の登
録ができます。
•インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境が06の動作環境
に合っていることを確認してください。

•カメラ、ワイヤレストランスミッターおよび通信ユニットのファーム
ウェアや付属のソフトウェアは、必ず最新版にバージョンアップしてお
使いください。

1 Wireless Transmitter Utilityのインストーラーを起動する

アイコンをダブルクリックする
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2 インストールを開始する
•画面の指示に従ってインストールしてください。

3 インストールを終了する

Windows　 Mac　

［次へ］をクリックする ［続ける］をクリックする

Windows　 Mac　

［OK］をクリックする ［閉じる］をクリックする

AWT-4 Setup Utilityをアンインストールした場合のご注意
Wireless Transmitter Utilityをインストールしたパソコンで、WT-4 Setup Utility
をアンインストールした場合は、Wireless Transmitter Utilityを再度インストー
ルしてください。
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AWireless Transmitter Utilityの動作環境について
Windows　

プロセッサー
（CPU）

Intel Celeron/Pentium4/Coreシリーズ1.6GHz以上

OS

Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
•全てプリインストールされているモデルに対応
• 64bit版Windows 8.1、64bit 版 Windows 7、64bit 版 

Windows Vista 上で使用する場合、32bit互換環境での動作とな
ります。64ビット版Windows XP上では動作しません。

実装メモリー
（RAM）

• 32ビット版Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista：1GB
以上（2GB以上推奨）

• 64ビット版Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista：2GB
以上（4GB以上推奨）

• Windows XP： 512MB 以上（2GB 以上を推奨）
ハードディスク OS起動ディスクの空き容量が1GB以上（3GB以上推奨）

モニター
解像度：1024×768 ピクセル（XGA）以上（1280×1024 ピクセ
ル以上推奨）
表示色数：24ビットカラー以上

Mac　
プロセッサー
（CPU）

Intel Coreシリーズ/Xeonシリーズ

OS　 OS X 10.9、10.8、10.7
実装メモリー
（RAM）

2GB 以上（4GB 以上を推奨）

ハードディスク OS起動ディスクの空き容量が1GBMB以上（3GB以上推奨）

モニター
解像度：1024×768 ピクセル（XGA）以上（1280×1024 ピクセ
ル以上推奨）
表示色数：1670万色以上

※対応OSに関する最新情報は、当社ホームページのサポート情報（0v）でご確認
ください。
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PC画像送信モード/カメラコ
ントロールモード/HTTPサー
バーモードを使用する

ネットワーク機能を使用する場合は、次の手順でカメラとパソコンを接
続してください。

カメラとパソコンを有線LANで
接続する

PC画像送信
モード

カメラコントロール
モード

HTTPサーバー
モード

Wireless Transmitter Utility を
インストールする（04）

ステップ1：イーサネットケーブルを接続する（08）
WT-5を使用
して無線接
続する場合
は、WT-5の
使用説明書
をご覧くだ
さい。

ステップ2：通信に使用する機器として有線LANを選ぶ（010）

ステップ3：接続ウィザードで接続設定を登録する（011）

ステップ4：Wireless Transmitter Utility を使用
してカメラとパソコンをペアリングする（014）

カメラから
パソコンに
画像を送信する
（016）

パソコンから
カメラを

コントロールする
（021）

パソコンまたは
iPhoneのWebブラウ
ザーからカメラにアク
セスする（024）
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ステップ1：イーサネットケーブルを接続する
カメラとパソコンをイーサネットケーブルで接続します。
•接続を行う前に接続先のパソコンを起動して、ユーザーがログインして
いることを確認してください。

•カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源をOFFにしたり、
イーサネットケーブルを抜いたりしないでください。

1 メモリーカードをカメラに挿入する
•カメラの電源がOFFになっていることを確認
してください。

•カメラコントロールモード（021）で使用す
る場合は、メモリーカードを挿入しない状態
でも使用できます。

2 カメラとパソコンをイーサネットケーブルで接続する
•イーサネットケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し
込んでください。

3 カメラの電源をONにする 電源スイッチ
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ス
テ
ッ
プ

1 ：
イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
ケ
ー
ブ
ル
を
接
続
す
る

Dカメラに使用する電源について
接続設定中や画像送信時に電源がきれないように、残量が充分にあるバッテリーを使
用するか、別売のACアダプターをお使いください。カメラに装着するバッテリーの充
電方法や、  パワーコネクターおよびACアダプターについては、カメラの使用説明書を
ご覧ください。

A通信状態について
カメラとパソコンの通信状態は、カメラの有線LAN端子
横のLEDランプで確認できます。

Aカメラのファインダー内表示について
カメラとパソコンの通信状態はファインダー内表示
に表示されます。有線LAN通信時はTマークが、無
線LAN通信時はUマークが点灯します。エラーが発
生した場合はマークが点滅します。

LEDランプ

状態 緑色 橙色
•通信機能が［無効］になっています（057）。
•イーサネットケーブルが接続されていません。

I
（消灯）

I
（消灯）

パソコンとの接続を待っています。 K
（点灯）

I
（消灯）

パソコンとの接続処理を行っています。 K
（点灯）

K
（点灯）

パソコンと接続しています。 K
（点灯）

H
（点滅）

パソコンとの通信エラーです。 H
（点滅）

H
（点滅）
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ス
テ
ッ
プ

2 ：
通
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に
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用
す
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機
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と
し
て
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線
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N
を
選
ぶ

ステップ2：通信に使用する機器として有線
LANを選ぶ
カメラがパソコンとの通信に使用する機器として、有線LANを選びます。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［ハードウェアの選択］を選ぶ
•マルチセレクターの2を押すと、ハードウェ
アの一覧が表示されます。

2 ［有線LAN］を選ぶ
• Jボタンを押すと［ネットワーク］画面に戻
ります。
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ス
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3 ：
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ステップ3：接続ウィザードで接続設定を登録
する
カメラの接続ウィザードに従って、接続設定を登録します。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］を選ぶ
•マルチセレクターの2を押すと、カメラに登録
されている接続設定の一覧が表示されます。

2 ［新規追加］を選ぶ
•2を押すと追加方法の選択画面が表示されます。
•接続設定がすでに9カ所設定されている場合
は、［新規追加］は選べません。O（Q）ボ
タンで不要な接続設定を削除してください
（059）。

3 ［接続ウィザード］を選ぶ
•2を押すと接続ウィザード画面が表示されます。

4 動作モード（02）を選ぶ
•［PC画像送信モード］、［カメラコントロール
モード］、［HTTPサーバーモード］のうちいず
れかを選んでJボタンを押すと、接続設定名
の入力画面が表示されます。



12

ス
テ
ッ
プ

3 ：
接
続
ウ
ィ
ザ
ー
ド
で
接
続
設
定
を
登
録
す
る

5 任意の接続設定名を入力する
•入力した接続設定名は、セットアップメ
ニュー［ネットワーク］の［接続設定］に一
覧で表示されます。

•  接続設定名は16文字まで入力できます。文字
はカーソル位置に挿入されます。

• Jボタンを押すと、IPアドレスの設定画面が表示されます。

A  文字の入力方法について
接続先の設定などに必要なデータを入力する場合は、次の画面が表示されます。

• データ表示エリアに新しい文字を入力する場合は、マルチセレクターを操作して入
力するキーボードエリアの文字上にカーソルを移動させ、中央ボタンを押します。

• データ表示エリアのカーソルを左右に移動する場合は、Wボタンを押しながら4ま
たは2を押します。

• データ表示エリアからあふれた文字は削除されます。
• 文字を1文字削除するには、Wボタンを押しながら4または2を押して削除する文
字の上にカーソルを移動させ、O（Q）ボタンを押します。

• データの内容を確定し、文字入力を終了する場合は、Jボタンを押します。
• データの入力をキャンセルする場合は、Gボタンを押すと、1つ前の画面に戻り
ます。

キーボードエリア

データ表示エリア



13

ス
テ
ッ
プ

3 ：
接
続
ウ
ィ
ザ
ー
ド
で
接
続
設
定
を
登
録
す
る

6 IPアドレスの設定方法を選んで設定する
• IPアドレスの設定方法を選んでJボタンを押
します。

7 IPアドレスの設定を完了する
• IPアドレス設定完了画面でJボタンを押すと、動作モード別の設定画
面が表示されます。

•手順4（011）でHTTPサーバーモードを選んでいる場合は、手順8に
お進みください。PC画像送信モードまたはカメラコントロールモード
を選んでいる場合は、ステップ4（014）へお進みください。

自動取得
カメラが自動で IPアドレスを取得します。IPアドレスを取得す
るとIPアドレス設定完了画面が表示されます。

手動設定

IPアドレス、サブネットマスクを手動で入力します。
• 4または2を押して、変更したい桁を選びます。
• 1または3を押して、数値を変更します。
• Jボタンを押すと、IPアドレス設定完了画面が表示されます。

PC画像送信モード/
カメラコントロールモード

HTTPサーバーモード

Aルーターを経由した接続について
PC画像送信モードまたはカメラコントロールモードの場合、ルーターを越えて別の
ネットワークに接続することはできません。同じネットワーク内のパソコンとのみ接
続できます。
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8 接続設定を完了する
•終了の方法を選んでJボタンを押します。

カメラの通信設定が完了しました。「HTTPサーバーモード」（024）の説
明へお進みください。

ステップ4：Wireless Transmitter Utility 
を使用してカメラとパソコンをペアリングする
接続ウィザードの手順4（011）で［PC画像送信モード］または［カメ
ラコントロールモード］を選んだ場合は、続けてカメラとパソコンのペ
アリングを行います。ペアリングを行うと、パソコンがカメラの接続先
として設定されます。

1 パソコンとカメラを接続する
• パソコンとカメラを、カメラに付属のUSBケー
ブルで接続します。

接続して終了する
接続設定をカメラに登録して、登録された接続設定で
通信を開始します。

終了する 接続設定をカメラに登録して終了します。
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2 パソコンにインストールした
Wireless Transmitter Utilityを
起動する
• Wireless Transmitter Utilityが自動的にパソコ
ンとカメラのペアリングを行います。

•ペアリングが完了すると右のような画面が表
示されます。この画面が表示されたらUSB
ケーブルを取り外します。

• USBケーブルを取り外すと、接続設定完了画
面が表示されます。

3 接続設定を完了する
•終了の方法を選んでJボタンを押します。

カメラの通信設定が完了しました。動作モードに応じて「PC画像送信モー
ド」（016）または「カメラコントロールモード」（021）の説明へお進
みください。

接続して終了する
接続設定をカメラに登録して、登録された接続設定で
通信を開始します。

終了する 接続設定をカメラに登録して終了します。
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PC画像送信モード
メモリーカードに記録した静止画および動画をパソコンに保存できま
す。ここでは、すでにメモリーカードに記録済みの画像を送信する手順
について説明します。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］で、PC画像送信
モードの接続設定を選ぶ
• PC画像送信モードの接続設定にはKが表示
されています。

• Jボタンを押すと、［ネットワーク］画面に戻
ります。

2 ［通信機能］を選ぶ
•［通信機能］を選んでマルチセレクターの2を
押すと、設定項目が表示されます。

3 ［有効］を選ぶ
• Jボタンを押すとネットワークに接続します。

•接続が完了すると、［ネットワーク］画面で接
続設定名が緑色で表示されます。

4 カメラのKボタンを押して1コマ表示モード
またはサムネイル表示モードにする
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5 送信する画像を選ぶ

6 Jボタンを押しながらマルチセレクター
の中央ボタンを押す
•送信設定マーク（白色）が付加され、すぐに
送信が始まります（送信マークが緑色に変わ
ります）。

•送信設定マークが付加された順番で送信され
ます。

•送信が終了した画像には、送信済みマーク
（青色）が表示されます。
•送信終了した画像を再度送信したい場合は、
Jボタンを押しながらマルチセレクターの中
央ボタンを押して、送信済みマーク（青色）
を外してから、もう一度送信設定マーク（白
色）を付加してください。

撮影した画像を自動送信する
［ネットワーク］→［オプション］の［撮影後自動送信］
を［する］に設定すると、撮影と同時に画像を自動送信
できます（064）。
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A保存先のフォルダーについて
送信された画像は、次のフォルダーに転送されます。
• Windows：\Users\" ユーザー名"\Pictures\Wireless Transmitter Utility
• Mac：/Users/" ユーザー名"/Pictures/Wireless Transmitter Utility
Wireless Transmitter Utilityを使うと、転送先のフォルダーを変更できます。

Aポート番号について
このカメラは、PC画像送信モードまたはカメラコントロールモードで接続する場合、
TCPポート15740、UDPポート5353を使用します。ファイアーウォールを設定してい
るパソコンでは、ファイアーウォールにポート番号の例外設定を行わないと、カメラ
とパソコン間で通信ができない場合があります。

D送信中のご注意
送信中はメモリーカードやイーサネットケーブルの抜き差しを絶対に行わないでくだ
さい。

A音声メモを録音した画像の送信
録音した音声メモも同時に送信されます。ただし、音声メモのみを送信することはで
きません。

Aインターバルタイマー撮影について
インターバルタイマー撮影中は半押しタイマーを長めに設定することをおすすめします。

A電波状態による送信の中断について
WT-5を使用している場合、電波状態によっては送信が一時中断される場合がありま
す。この場合、電波状態が回復した後、カメラの電源をいったんOFFにして再度ON
にすると、送信設定マークが表示された画像の送信を再開します。
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送信をキャンセルするには
送信をキャンセルするには、再生画面で送信設定マーク（白色）または
送信中マーク（緑色）が表示されている画像を選択して、Jボタンを押
しながらマルチセレクターの中央ボタンを押し、送信マークを外してく
ださい。
また、次の場合も送信がキャンセルされます。
•カメラの電源をOFFにする。
•［ネットワーク］→［オプション］→［全送信マーク解除］で
［する］を選択する。

マーク表示について
送信予定の画像、送信中の画像および送信済みの画像には、次のような
マークが表示されます。

a（白色）：送信予定の画像（送信設定マーク）
送信予定の画像の送信設定マークは白色で表示さ
れます。

b（緑色）：送信中の画像（送信中マーク）
画像の送信中は送信設定マークが緑色で表示され
ます。

c（青色）：送信済みの画像（送信済みマーク）
画像が正常に送信された場合、送信設定マークが青色に変わります。

A  送信をキャンセルした場合のご注意
画像転送中にカメラの電源をOFFにしても送信設定は保持されるため、再度電源をON
にすると、送信設定マークが表示された画像は送信が再開されます。

A  マーク表示を一括で削除するには
送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークは、カメラのセットアップメ
ニューの［ネットワーク］→［オプション］→［全送信マーク解除］（065）を実行
すると、一括で削除できます。
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A通信状態について
セットアップメニューの［ネットワーク］のトップ画面では、次の状態が確認できます。

電波状態：有線LAN接続時には、有線LANアイコン
dが表示されます。無線LAN 接続時には、電波の
状態がアイコンで表示されます。

接続状態：接続状態を表します。接続されたときは
接続設定名が緑色で表示されます。
• データを送信中の場合、接続設定名の下に「（送
信中のファイル名）送信中」と表示されます。

• エラーが発生した場合には、エラーの内容が表示
されます（086）。

残り：送信予定のコマ数と、残りの送信予定時間を
表示します。表示される時間は目安です。



21

カメラコントロールモード
別売のCamera Control Pro 2を使って、パソコンからカメラをコントロール
できます。Camera Control Pro 2のカメラコントロールで撮影した静止画は
パソコンに直接取り込めるため、カメラにメモリーカードを挿入しない状態
でも使用できます。
•動画を撮影する場合は、メモリーカードをカメラに挿入してください。
•カメラコントロールモードのときは、半押しタイマーはオフになりま
せん。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］でカメラコントロー
ルモードの接続設定を選ぶ
•カメラコントロールモードの接続設定には
Lが表示されています。

• Jボタンを押すと、［ネットワーク］画面に戻
ります。

2 ［通信機能］を選ぶ
•［通信機能］を選んでマルチセレクターの2を
押すと、設定項目が表示されます。

3 ［有効］を選ぶ
• Jボタンを押すとネットワークに接続します。

•接続が完了すると、［ネットワーク］画面で
接続設定名が緑色で表示されます。



22

4 パソコンにインストールされているCamera Control Pro 2
を起動する

5 Camera Control Pro 2を使用して、カメラを操作する
• Camera Control Pro 2を使用して撮影する方法については、

Camera Control Pro 2の使用説明書（PDF）をご覧ください。
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Aポート番号について
このカメラは、PC画像送信モードまたはカメラコントロールモードで接続する場合、
TCPポート15740、UDPポート5353を使用します。ファイアーウォールを設定してい
るパソコンでは、ファイアーウォールにポート番号の例外設定を行わないと、カメラ
とパソコン間で通信ができない場合があります。

D有線LAN接続中のご注意
パソコンとの通信中やカメラの電源がONのときには、イーサネットケーブルの抜き
差しは行わないでください。

DWT-5使用時のご注意
WT-5を使用してネットワークに接続した場合、有線LANで接続した場合に比べて、操
作に時間的なずれが生じる場合があります。

A電波状態による送信の中断について
WT-5を使用してネットワークに接続した場合、電波状態（020）によっては、送信
が中断され、「Camera Control Pro 2」との接続が切断される場合があります。WT-5
のLEDランプが橙色に点滅している場合は、［通信機能］を一度［無効］にして再度［有
効］にしてください（057）。電波状態が回復すれば、Camera Control Pro 2との接
続が回復し、未送信画像が再送信されます。再送信する前にカメラの電源をOFFにす
ると、未送信画像が消去され、再送信できませんのでご注意ください。

A通信状態について
セットアップメニューの［ネットワーク］のトップ画面では、次の状態が確認できます。

電波状態：有線LAN接続時には、有線LANアイコン
dが表示されます。無線LAN 接続時には、電波の
状態がアイコンで表示されます。

接続状態：接続状態を表します。接続されたときは
接続設定名が緑色で表示されます。
• エラーが発生した場合には、エラーの内容が表示
されます（086）。
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HTTPサーバーモード
パソコンや iPhoneのWebブラウザーからカメラにアクセスして、メモ
リーカード内の画像などを表示したり、カメラを操作して撮影できます。
• HTTPサーバーモードの動作環境については、28ページをご覧ください。
•最大で同時に5台の端末からログインできます。撮影は1台の端末のみ
可能です。

• HTTPサーバーモードのときは、半押しタイマーはオフになりません。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］でHTTPサーバー
モードの接続設定を選ぶ
• HTTPサーバーモードの接続設定にはMが表
示されています。

• Jボタンを押すと、［ネットワーク］画面に戻
ります。

2 ［通信機能］を選ぶ
•［通信機能］を選んでマルチセレクターの2を
押すと、設定項目が表示されます。

3 ［有効］を選ぶ
• Jボタンを押すとネットワークに接続します。

•接続が完了すると、［ネットワーク］画面に
パソコンやiPhoneからカメラにアクセスす
るためのURLが表示されます。
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4 パソコンまたはiPhoneのWebブラウザーを起動する

5 WebブラウザーのURL入力欄に「http://（カメラのIPアド
レス）」を入力する
•［ネットワーク］画面に表示されているURLを
入力してください。

•ログイン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Webブラウザーからカ
メラにログインする
•初期設定はユーザー名が「nikon」、パスワードは空欄です。
•ログインに成功すると、トップ画面が表示されます。

A HTTPログイン設定
Webブラウザーからカメラに接続するときのユーザー名とパスワードは、［オプ
ション］の［HTTPログイン設定］で設定できます（065）。
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7 ［Language］をクリックして言語を選ぶ
•使用する言語を日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語か
ら選びます。

8 ［撮影＆ビューアー］または［ビューアー］を選ぶ

撮影＆ビューアー

パソコンのWebブラウザー（029）や iPhoneのWeb
ブラウザー（034）からカメラを操作して撮影すると
きに選びます。撮影した画像を表示することもできます
（031、36）。
• 1台の端末のみ接続できます。他の端末からすでに
［撮影＆ビューアー］でカメラに接続されている場合
は表示されません。

ビューアー

パソコンのWebブラウザーでカメラのメモリーカード
に保存された画像を表示するとき（031）やiPhoneの
Webブラウザーでカメラのメモリーカードに保存され
た画像を表示するときに選びます（036）。
• 最大5台の端末から接続できます。他の端末からすで
に［撮影＆ビューアー］でカメラに接続されている場
合は、最大4台の端末から接続できます。



27

A通信状態について
セットアップメニューの［ネットワーク］のトップ画面では、次の状態が確認できます。

電波状態：有線LAN接続時には、有線LANアイコン
dが表示されます。無線LAN 接続時には、電波の
状態がアイコンで表示されます。

接続状態：接続状態を表します。接続されたときは
パソコンや iPhoneからカメラにアクセスするため
のURLが表示されます。
• エラーが発生した場合には、エラーの内容が表示
されます（086）。
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A HTTPサーバーモードの動作環境について
Windows　

OS

64bit版/32bit版のWindows 8.1、64bit版/32bit版のWindows 7、
Windows Vista、32bit版のWindows XP
•すべてプリインストールされているモデルに対応
• 64bit版Windows 8.1、64bit版Windows 7、64bit版Windows Vista
上で使用する場合、32bit互換環境での動作となります

Webブラウザー

• Windows 8.1：Internet Explorer 11
• Windows 7：Internet Explorer 10
• Windows Vista：Internet Explorer 9
• Windows XP：Internet Explorer 8

モニター
解像度：1024×768 ピクセル（XGA）以上（1280×1024 ピクセ
ル以上推奨）
表示色数：24ビットカラー以上

Mac　
OS　 OS X Ver.10.9、10.8、10.7

Webブラウザー
• OS X 10.9：Safari 7
• OS X 10.8、10.7：Safari 6

モニター
解像度：1024×768 ピクセル（XGA）以上（1280×1024 ピクセ
ル以上推奨）
表示色数：1670万色以上

iPhone　
OS　 iOS 7、iOS 6

Webブラウザー OS標準のSafari
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パソコンの Web ブラウザーの場合
パソコンのWebブラウザーで接続した場合は次のような画面が表示され
ます（説明のため、全ての表示を点灯させています）。撮影設定をクリッ
クして、撮影の設定を行います。iPhone で接続している場合は、034
をご覧ください。

❚❚ 撮影画面
トップ画面で［撮影＆ビューアー］を選ぶか、ビューアー画面で撮影画
面ボタンをクリックすると、撮影画面が表示されます。撮影画面ではWeb
ブラウザーからカメラを操作して撮影できます。

A動画撮影時について
動画撮影時には撮影設定（030）表示は右の画面に変わります。

表示パネル（030）

撮影設定（030）

露出モード

撮影ボタン（030）

テスト撮影ボタン（030）

静止画/動画モード切り換え

ログアウトボタン

トップ画面ボタン（026）

撮影画面ボタン

縮小/拡大

ビューアー画面ボタン（031）

フォーカス調整
ライブビューボタン

画像表示エリア

ライブビュー画素数
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表示パネル
表示パネルでは、露出インジケーター、記録可能コマ数、バッテリー
の残量が表示されます。

撮影設定

静止画/動画モードの設定に応じて、次の項目を設定できます。設定
を変更するには、各項目のアイコンをクリックします。詳細はカメ
ラの使用説明書をご覧ください。
• 静止画モード時：シャッタースピード、絞り値、露出補正、ISO 感
度、ホワイトバランス、測光モード、AFエリアモード、フォーカ
スモード、画像サイズ、画質モード、撮像範囲など

• 動画モード時：シャッタースピード、絞り値、露出補正、ISO感度、
ホワイトバランス、測光モード、AFエリアモード、フォーカス
モード、画像サイズ/フレームレート、動画の画質、録音設定など

撮影ボタン
• 静止画モード時：シャッターがきれます。
• 動画モード時：動画撮影を開始します。もう一度押すと動画撮影
を終了します。

テスト撮影
ボタン

テスト撮影を行い、画像表示エリアに画像を表示します。撮影した
画像はメモリーカードには記録されません。
• 静止画撮影時のみ使用できます。

Aフォーカス調整
フォーカス調整は押す位置によって、調整量が異なり
ます。

Aピントの合わせ方
ライブビュー中に画像表示エリアをクリックすると、クリックした場所にピントを合
わせます。

小

大
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❚❚ ビューアー画面
トップ画面で［ビューアー］を選ぶか、撮影画面でビューアー画面ボタ
ンをクリックすると、ビューアー画面が表示されます。PC のビューアー
画面では、サムネイル一覧表示、イメージビューアー（032）、全画面
表示（033）に切り換えることができます。

サムネイル一覧表示
サムネイル一覧表示では、サムネイル領域に小さな画像を複数表示できま
す。サムネイル領域の表示内容の変更は表示切り換えツールで行います。

A表示切り換えツールについて

表示切り換えツール

サムネイル領域

ページ番号

全画面表示（033）
イメージビュー
アー表示（032）

サムネイル一覧
表示（031）

記録フォルダー内の
最新画像を表示

表示コマ数切り換え
表示ページ切り換え

フォルダー指定
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イメージビューアー表示
画面の下に表示されているサムネイルの中から見たい画像を選んで、画
像表示エリアに大きく表示できます。

A音声メモ
音声メモは、画像とは別のファイルとして表示されます。

A動画ファイル
動画ファイルには1アイコンが表示されます。

画像表示エリア
4または2をクリック
して、表示する画像を選
べます。
［ダウンロード］ボタン

サムネイル領域：サムネ
イルを選んで大きく表
示する画像を選べます。
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全画面表示
サムネイル一覧表示で画像をクリックすると、選ばれている画像が画面
いっぱいに表示されます。

A［ダウンロード］ボタンについて
ボタンをクリックすると、表示している画像をパソコンに保存できます。

画像表示エリア
4または2をクリック
して、表示する画像を選
べます。

[ダウンロード]ボタン
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iPhone のWebブラウザーの場合
iPhone のWebブラウザーで接続した場合は次のような画面が表示され
ます（説明のため、全ての表示を点灯させています）。撮影設定をタップ
して、撮影の設定を行います。パソコンに接続している場合は、029 を
ご覧ください。

❚❚ 撮影画面
トップ画面で［撮影＆ビューアー］を選ぶか、ビューアー画面で撮影画
面ボタンをタップすると、撮影画面が表示されます。撮影画面ではWeb
ブラウザーからカメラを操作して撮影できます。

Aライブビュー切り換えボタン
iPhoneの場合は、ライブビュー切り換えボタンを
タップしてライブビュー OFF、静止画ライブ
ビュー、動画ライブビューを切り換えます。

表示パネル（030）

撮影ボタン（030）

ログアウト
ボタン

トップ画面ボタン（026）

撮影画面ボタン

露出モード

ビューアー画面ボタン（036）

縮小/拡大

撮影設定（030）

画像表示エリア
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A動画ライブビュー時について
動画ライブビュー時には撮影設定（030）表示は
右の画面に変わります。

Aピントの合わせ方
ライブビュー中に、ピントを合わせたい場所をタップすると、タップした場所にピン
トを合わせます。
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❚❚ ビューアー画面
トップ画面で［ビューアー］を選ぶか、撮影画面でビューアー画面ボタ
ンをタップすると、ビューアー画面が表示されます。iPhone のビュー
アー画面では、サムネイル一覧表示または全画面表示（037）に切り換
えることができます。

サムネイル一覧表示
サムネイル領域に小さな画像を複数表示できます。サムネイルの画像を
タップすると、全画面表示になります。

A音声メモ
音声メモは、画像とは別のファイルとして表示されます。

A動画ファイル
動画ファイルには1アイコンが表示されます。

サムネイル領域

次のページ

表示コマ数切り
換え

ページ番号

前のページ

記録フォルダー内
の最新画像を表示

フォルダー指定
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全画面表示
サムネイル一覧画面でタップされた画像が画面いっぱいに表示されます。

画像表示領域

次の画像

記録フォルダー内の最新画像を表示サムネイル一覧表示

前の画像
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FTP画像送信モードを使用
する

画像をFTPサーバーに送信するためには、次の手順でカメラとFTPサー
バーを接続してください。

カメラとFTPサーバーを有線LAN
で接続する

FTP画像送信モード

ステップ1：イーサネットケーブルを接続する（041）

WT-5を使用して無
線接続する場合は、
WT-5の使用説明書
をご覧ください。

ステップ2：通信に使用する機器として有線LANを選ぶ（042）

ステップ3：接続ウィザードで接続設定を登録する
（043）

カメラから画像を送信する（047）

A FTPサーバーについて
• ネットワークガイドはすでに FTPサーバー環境が整っているお客様を対象としてい
ます。FTPサーバー環境を新たに構築する場合は、「FTPサーバーを設定する」（069）
をご覧ください。

• Windows 8.1 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1、Windows 7 Ultimate/
Professional/Enterprise、Windows Vista Ultimate/Business/Enterpriseおよび
Windows XP Professionalの場合は、OSに標準装備されているFTPサーバー機能
（IIS（Internet Information Services）やFTPサービスなど）を利用してFTPサーバー
を構築することができます。

• インターネットを経由したFTPサーバーへの通信、およびサードパーティー製FTPソ
フトによって構築したFTPサーバーでの動作はサポートしておりません。



40

Dカメラに使用する電源について
接続設定中や画像送信時に電源がきれないように、残量が充分にあるバッテリーを使
用するか、別売のACアダプターをお使いください。カメラに装着するバッテリーの充
電方法や、  パワーコネクターおよびACアダプターについては、カメラの使用説明書を
ご覧ください。
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ステップ1：イーサネットケーブルを接続する
カメラとFTPサーバーをイーサネットケーブルで接続します。
•接続を行う前に接続先のFTPサーバーを起動してください。
•カメラとFTPサーバーが通信している間は、カメラの電源をOFFにした
り、イーサネットケーブルを抜いたりしないでください。

1 メモリーカードをカメラに挿入する
•カメラの電源がOFFになっていることを確認
してください。

2 カメラとFTPサーバーをイーサネットケーブルで接続する
•イーサネットケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し
込んでください。

3 カメラの電源をONにする 電源スイッチ
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ステップ2：通信に使用する機器として有線
LANを選ぶ
カメラがFTPサーバーとの通信に使用する機器として、有線LANを選び
ます。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［ハードウェアの選択］を選ぶ
•マルチセレクターの2を押すと、ハードウェ
アの一覧が表示されます。

2 ［有線LAN］を選ぶ
• Jボタンを押すと［ネットワーク］画面に戻
ります。
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ステップ3：接続ウィザードで接続設定を登録
する
カメラの接続ウィザードに従って、接続設定を登録します。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］を選ぶ
•マルチセレクターの2を押すと、カメラに登録
されている接続設定の一覧が表示されます。

2 ［新規追加］を選ぶ
•2を押すと追加方法の選択画面が表示されます。
•接続設定がすでに9カ所設定されている場合
は、［新規追加］は選べません。O（Q）ボ
タンで不要な接続設定を削除してください。

3 ［接続ウィザード］を選ぶ
•2を押すと接続ウィザード画面が表示されます。

4 ［FTP画像送信モード］を選ぶ
• Jボタンを押すと、設定名の入力画面が表示
されます。
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5 任意の接続設定名を入力する
•入力した接続設定名は、セットアップメ
ニュー［ネットワーク］の［接続設定］に一
覧で表示されます。

•接続設定名は16文字まで入力できます。文字
はカーソル位置に挿入されます。

•入力画面での文字の入力方法については、「文字の入力方法について」
をご覧ください（012）。

• Jボタンを押すと、IPアドレスの設定画面が表示されます。
•変更しない場合は、そのままJボタンを押してください。

6 IPアドレスの設定方法を選んで設定する
• IPアドレスの設定方法を選んでJボタンを押
します。

7 FTPサーバーの種類を選ぶ
•［FTP］または［SFTP］を選んでJボタンを
押すと、アドレス入力画面が表示されます。

自動取得
カメラが自動でIPアドレスを取得します。IPアドレスを取得
するとIPアドレス設定完了画面が表示されます。Jボタンを
押すと、FTPサーバーの設定画面が表示されます。

手動設定

IPアドレス、サブネットマスクを手動で入力します。
• 4または2を押して、変更したい桁を選びます。
• 1または3を押して、数値を変更します。
• Jボタンを押すと、IPアドレス設定完了画面が表示されま
す。もう一度Jボタンを押すと、FTPサーバーの設定画面
が表示されます。
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8 FTPサーバーのアドレスを入力する
• FTPサーバーのIPアドレスまたはURLを入力し
ます。

•入力画面での文字の入力方法については、「文
字の入力方法について」をご覧ください
（012）。
• Jボタンを押すと、カメラがFTPサーバーに接続します。接続に成功
した場合は、ログイン方法の選択画面が表示されます。

9 ログイン方法を選ぶ
• FTPサーバーへのログイン方法を選んでJボタ
ンを押します。

匿名でログイン

匿名でFTPサーバーにログインします。FTPサーバーが
匿名でのログインを許可している場合のみログインで
きます。ログインに成功した場合は、送信先フォルダー
の設定画面が表示されます。

ログイン名を入力

ログイン名とパスワードを手動で入力します。
• 入力を完了してJボタンを押すと、FTPサーバーにロ
グインします。ログインに成功した場合は、送信先
フォルダーの設定画面が表示されます。

Aポート番号について
FTP画像送信モードで接続する場合、FTPサーバーの種類が［FTP］のときはTCPポー
ト21、32768～61000、［SFTP］のときはTCPポート22、32768～61000を使用しま
す。ファイアーウォールを設定しているFTPサーバーでは、ファイアーウォールにポー
ト番号の例外設定を行わないと画像の転送ができない場合があります。
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10送信先フォルダーを設定する
•送信先のフォルダーを選んでJボタンを押し
ます。

11接続設定を完了する
•終了の方法を選んでJボタンを押します。

カメラの通信設定が完了しました。「FTP画像送信モード」（047）の説明
へお進みください。

ホームフォルダー
送信先をFTPサーバーのホームフォルダーに設定しま
す。設定に成功した場合は、［接続設定完了］画面が表
示されます。

フォルダーを指定

送信先のフォルダー名を手動で入力します。送信先の
フォルダーは、あらかじめFTPサーバー側で作成してお
く必要があります。
• 入力を完了してJボタンを押すと、送信先のフォル
ダーを設定して［接続設定完了］画面が表示されます。

接続して終了する
接続設定をカメラに登録して、登録された接続設定で
通信を開始します。

終了する 接続設定をカメラに登録して終了します。
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FTP画像送信モード
メモリーカードに記録した静止画および動画や、撮影直後の静止画をFTP
サーバーに保存できます。ここでは、すでにメモリーカードに記録済みの
画像を送信する手順について説明します。パソコンにFTPサーバーを構築
する方法に関しては「FTPサーバーを設定する」（069）をご覧ください。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク ］→［接続設定］でFTP画像送信
モードの接続設定を選ぶ
• FTP画像送信モードの接続設定にはNが表示
されています。

• Jボタンを押すと、［ネットワーク］画面に戻
ります。

2 ［通信機能］を選ぶ
•［通信機能］を選んでマルチセレクターの2を
押すと、設定項目が表示されます。

3 ［有効］を選ぶ
• Jボタンを押すとネットワークに接続します。

•接続が完了すると、［ネットワーク］画面で
接続設定名が緑色で表示されます。

4 カメラのKボタンを押して1コマ表示モードまたはサムネイ
ル表示モードにする
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5 送信する画像を選ぶ

6 Jボタンを押しながら、マルチセレク
ターの中央ボタンを押す
送信設定マーク（白色）が付加され、すぐに送信
が始まります（送信マークが緑色に変わります）。
•送信設定マークが付加された順番で送信され
ます。 

• 送信が終了した画像には、送信済みマーク（青
色）が表示されます。

•送信終了した画像を再度送信したい場合は、
Jボタンを押しながらマルチセレクターの中
央ボタンを押して、送信済みマーク（青色）
を外してから、もう一度送信設定マーク（白
色）を付加してください。

撮影した画像を自動送信する
［ネットワーク］→［オプション］の［撮影後自動送信］
を［する］に設定すると、撮影と同時に画像を自動送信
できます（064）。

D送信中のご注意
送信中はメモリーカードやイーサネットケーブルの抜き差しを絶対に行わないでくだ
さい。
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送信をキャンセルするには
送信をキャンセルするには、再生画面で送信設定マーク（白色）または
送信中マーク（緑色）が表示されている画像を選択して、Jボタンを押
しながらマルチセレクターの中央ボタンを押し、送信マークを削除して
ください。
また、次の場合も送信がキャンセルされます。
•カメラの電源をOFFにする。
•［ネットワーク］→［オプション］→［全送信マーク解除］で［する］
を選択する。

マーク表示について
送信予定の画像、送信中の画像および送信済みの画像には、次のような
マークが表示されます。

a（白色）：送信予定の画像（送信設定マーク）
送信予定の画像の送信設定マークは白色で表示さ
れます。

b（緑色）：送信中の画像（送信中マーク）
画像の送信中は送信設定マークが緑色で表示され
ます。

c（青色）：送信済みの画像（送信済みマーク）
画像が正常に送信された場合、送信設定マークが青色に変わります。

A音声メモを録音した画像の送信
録音した音声メモも同時に送信されます。ただし、音声メモのみを送信することはで
きません。

Aインターバルタイマー撮影について
インターバルタイマー撮影中は半押しタイマーを長めに設定することをおすすめします。

A電波状態による送信の中断について
WT-5を使用している場合、電波状態によっては送信が一時中断される場合がありま
す。この場合、電波状態が回復した後、カメラの電源をいったんOFFにして再度ON
にすると、送信設定マークが表示された画像の送信を再開します。
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A  送信をキャンセルした場合のご注意
画像転送中にカメラの電源をOFFにしても送信要求は保持されるため、再度電源をON
にしたときに送信設定マークが表示された画像は送信が再開されます。

A  マーク表示を一括で削除するには
送信設定マーク、送信中マークおよび送信済みマークは、カメラのセットアップメ
ニューの［ネットワーク］→［オプション］→［全送信マーク解除］（065）を実行
すると、一括で削除できます。

A通信状態について
セットアップメニューの［ネットワーク］のトップ画面では、次の状態が確認できます。

電波状態：有線LAN接続時には、有線LANアイコン
dが表示されます。無線LAN 接続時には、電波の
状態がアイコンで表示されます。

接続状態：接続状態を表します。接続されたときは
接続設定名が緑色で表示されます。
• データを送信中の場合、接続設定名の下に「（送
信中のファイル名）送信中」と表示されます。

• エラーが発生した場合には、エラーの内容が表示
されます（086）。

残り：送信予定のコマ数と、残りの送信予定時間を
表示します。表示される時間は目安です。
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連動レリーズモードを使用
する（WT-5接続時のみ）

別売のワイヤレストランスミッターWT-5を接続した複数のD4Sを用意
すると、1台のマスターカメラと10台までのリモートカメラをグループ
にして、マスターカメラのレリーズに連動してリモートカメラをレリー
ズさせて撮影できます。
•連動レリーズモードのときは、半押しタイマーはオフになりません。

A使用するカメラについて
連動レリーズモードでは、WT-5を接続したD4とも連動が可能です。
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連動レリーズモードの設定
連動レリーズモードで撮影するときの［グループ名］、［マスター /リモー
ト選択］、［リモートカメラのチェック］、［リモートカメラの台数］を設
定できます。
•セットアップメニューの［ネットワーク］→［接続設定］で［連動レ
リーズ］を選んでWボタンを押すと、連動レリーズモードの設定画面
が表示されます。

❚❚ マスターカメラの設定
グループ名
連動レリーズモードを行うカメラのグループ名を設定できます。グルー
プ名は16文字まで入力できます。
•連動レリーズを行う全てのカメラに同じグループ
名を設定してください。

•入力画面での文字の入力方法については、「文字
の入力方法について」をご覧ください（012）。

マスター /リモート選択
カメラをマスターカメラにするか、リモートカメ
ラにするかを設定できます。［マスターカメラ］に
設定してレリーズボタンを押すと、連動してリ
モートカメラのシャッターがきれます。マスター
カメラは1台のみ設定してください。



53

リモートカメラのチェック
［する］に設定すると、リモートカメラがレリーズ
できる状態にあるかをチェックします。次の場合
にWT-5のLEDランプが橙色に点滅します。
•レリーズ可能な状態にあるリモートカメラの台
数が、［リモートカメラの台数］で設定した台数
より少ない場合

［マスター /リモート選択］を［マスターカメラ］
に設定している場合のみ設定できます。

リモートカメラの台数
リモートカメラの台数を［1］～［10］から設定
できます。［リモートカメラのチェック］を［する］
に設定している場合のみ設定できます。

❚❚ リモートカメラの設定
グループ名
連動レリーズモードを行うカメラのグループ名を設定できます。グルー
プ名は16文字まで入力できます。
•連動レリーズを行う全てのカメラに同じグループ名を設定してください。
•入力画面での文字の入力方法については、「文字の入力方法について」
をご覧ください（012）。

マスター /リモート選択
カメラをマスターカメラにするか、リモートカメラにするかを設定でき
ます。［リモートカメラ］に設定すると、マスターカメラのレリーズに連
動してシャッターがきれます。

LEDランプ
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連動レリーズモードで撮影する
連動レリーズを行うすべてのカメラに次の設定を行ってください。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク ］で［接続設定］を選ぶ
•マルチセレクターの2を押すと、接続設定の
一覧が表示されます。

2 ［連動レリーズ］を選ぶ
• Wボタンを押すと、連動レリーズモードの設定
画面が表示されます。マスターカメラの設定
（052）またはリモートカメラの設定（053）
を行ってください。

• Jボタンを押すと、［ネットワーク］画面に戻
ります。

3 ［通信機能］を選ぶ
•［通信機能］を選んで2を押すと、設定項目が
表示されます。

4 ［有効］を選ぶ
• Jボタンを押すとネットワークに接続します。
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5 撮影する
•マスターカメラのレリーズボタンを押すと、連動してリモートカメラ
が動作します。

A  リモートカメラのチェック
マスターカメラで［リモートカメラのチェック］を［する］（053）に設定している
場合は、リモートカメラの状態によって警告が表示されます。
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メニューガイド
セットアップメニューの［ネットワーク］の各メ
ニュー項目について説明します。

カメラとネットワークの接続方法を有線LAN、
WT-5、WT-4から選べます（02）。

通信機能の有効と無効を切り換えられます。［有
効］に設定している場合は、バッテリーの消耗が
早くなります。通信を行わないときは、設定を［無
効］に設定することをおすすめします。

ハードウェアの選択 B セットアップメニュー ➜ ネットワーク

通信機能 B セットアップメニュー ➜ ネットワーク
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ネットワークの接続設定をカメラに登録したり、登録した接続設定を切
り換えたりできます。
•［接続設定］を選んでマルチセレクターの2を押すと、カメラに登録さ
れている接続設定の一覧が表示されます。

❚❚ 接続設定を選ぶ
一覧から接続設定を選んでJボタンを押すと、接
続先（パソコンやFTPサーバー）に接続します。
•カメラには最大9カ所の接続設定を登録すること
ができます。

• O（Q）ボタンを押すと、選んでいる接続設定
を削除できます（059）。

•L（Z/Q）ボタンを押すと、選んでいる接続設定の情報が表示され
ます。

•接続設定を選んでWボタンを押すと、選んでいる接続設定を編集でき
ます（060）。

接続設定 B セットアップメニュー ➜ ネットワーク

動作モード（011）

接続設定名
（012、44、60）

SSID
（WT-5接続時に

表示）
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❚❚ 新規追加
カメラに接続設定を新たに追加できます。

❚❚ メモリーカードを使用
（FTP画像送信モード、HTTPサーバーモードのみ）
メモリーカードを使用して、他のカメラと接続設定を共有できます。
•カメラにメモリーカードが2枚挿入されている場合は、主スロットのカー
ドが使用されます。

❚❚ 接続設定を削除する
不要な接続設定を削除できます。削除したい接続
設定を選んでO（Q）ボタンを押すと、確認画面
が表示されます。［はい］を選んでJボタンを押す
と、接続設定が削除されます。

接続ウィザード
ウィザードの指示に従って接続設定を登録できます（011、
43）。

手動設定
FTP画像送信モード、HTTPサーバーモードの全ての設定値を
手動で入力して接続設定を登録できます（084）。

カメラに登録 メモリーカードにある接続設定をカメラに登録できます。

メモリーカードに
コピー

カメラにある接続設定をメモリーカードにコピーできま
す。コピーしたい接続設定を選んでJボタンを押すと、メ
モリーカードにコピーされます。
• 無線の暗号キー、FTPのパスワードはコピーされません。
• パスワードで保護されている接続設定（060）はコピー
できません。
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❚❚ 接続設定を編集する
接続設定の設定内容（無線、TCP/IP、FTPなど）を
変更できます。編集したい接続設定を選んでWボ
タンを押すと、［編集］画面が表示されます。

全般
接続設定名、パスワードによる保護の有無を設定
できます。

全般
接続設定名、パスワードによる保護の有無を変更できます
（060）。

無線
無線関連の情報を変更できます（061）。［ハードウェアの
選択］が［有線LAN］の場合には表示されません。

TCP/IP　 TCP/IP関連の情報を変更できます（063）。
FTP　 FTP関連の情報を変更できます（063）。

D接続設定編集中のご注意
カメラのシャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、メニュー画面を
終了します。液晶モニターが消灯すると、設定中の情報は失われますのでご注意くだ
さい。

接続設定名 接続設定の名称を変更できます。

パスワードによる保護
他人から接続設定の内容を見られないように、接続設定
にパスワードを設定できます。
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無線
無線関連の情報を設定できます。

SSID パソコンやFTPサーバーが所属しているネットワークの識別
名称です。SSIDは必ず設定してください。

通信モード

ご使用の通信環境に合わせて通信モードを選びます。
•［インフラストラクチャー］：無線LANアクセスポイントを
経由して通信する場合に選びます。

•［アドホック］：カメラと接続先（FTPサーバーまたはパソ
コン）を直接通信させる場合に選びます。

チャンネル
無線LANアダプターの設定に合わせて設定します。通信モー
ドが［インフラストラクチャー］の場合、チャンネルは自動
的に設定されます。

ネットワーク認証

パソコンまたはアクセスポイントの設定に合わせて、［オー
プンシステム］、［共有キー］、［WPA-PSK］、［WPA2-PSK］
のいずれかを選びます。［WPA-PSK］、［WPA2-PSK］は、
［通信モード］が［インフラストラクチャー］の場合のみ選
べます。

暗号化

暗号化を使用する場合に設定します。
［暗号化しない］を設定した場合：暗号化キーは設定する必
要はありません。
［WEP 64bit 16進］または［WEP 128bit 16進］を選んだ
場合：10桁（64bit）または26桁（128bit）の暗号キーを入
力します。1または3で各桁の数値（16進数）を設定し、
4または2で入力位置を選びます。
［WEP 64bit 文字］または［WEP 128bit 文字］を選んだ場
合：5文字（64bit）または13文字（128bit）の暗号キーを
入力します。
［TKIP］または［AES］を選んだ場合：ASCII文字の暗号キー
を使用する場合は、8～63文字の暗号キーを入力します。16
進数の暗号キーを使用する場合は、64桁の16進数を入力し
ます。
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キーインデックス

［通信モード］が［インフラストラクチャー］で［暗号化］が
［WEP 64bit 16進］、［WEP 64bit 文字］、［WEP 128bit 16
進］、［WEP 128bit 文字］のいずれかの場合、パソコンまた
はアクセスポイントの設定に合わせて設定します。

Aネットワーク認証と暗号化について
［ネットワーク認証］で設定した内容によって、選べる［暗号化］の種類は異なります。

ネットワーク認証の設定 選べる暗号化

［オープンシステム］
［データを暗号化しない］、［WEP 64bit 16進］、
［WEP 64bit 文字］、［WEP 128bit 16進］、
［WEP 128bit 文字］

［共有キー］
［WEP 64bit 16進］、［WEP 64bit 文字］、
［WEP 128bit 16進］、［WEP 128bit 文字］

［WPA-PSK］ ［TKIP］、［AES］

［WPA2-PSK］ ［AES］
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TCP/IP
TCP/IP関連の情報を設定できます。

FTP
FTP関連の情報を設定できます。

自動取得

カメラに割り振る IPアドレスとサブネットマスクを自動で
取得します。IPアドレスは、自動取得または手動入力で必ず
入力してください。
•［有効］を選ぶと、IPアドレスとサブネットマスクをDHCP
サーバーまたは自動プライベートIPアドレッシングによっ
て取得します。

•［無効］を選んだ場合は、［アドレス］（IPアドレス）と［マ
スク］（サブネットマスク）を手動で入力してください。

ゲートウェイ
送信先のネットワークにデフォルトゲートウェイのアドレ
スが必要な場合に入力します。

DNSサーバー
FTPサーバーが属するネットワークにDNSサーバーが存在
する場合に入力します。

サーバーの種類
データ送信先のFTPサーバーの種類、アドレス（IPアドレス
またはURL）、フォルダー名、ポート番号を設定します。IP
アドレスは必ず入力してください。

パッシブモード ［有効］を選ぶとパッシブモードで接続します。

匿名でログイン

［有効］を選ぶと匿名でFTPサーバーにログインします。FTP
サーバーが匿名でのログインを許可している場合のみログ
インできます。［無効］を選んだ場合は、ログイン名とパス
ワードを手動で入力してください。

プロキシ 必要に応じて設定します。
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カメラの通信機能を設定できます。

❚❚ 撮影後自動送信
（PC画像送信モード、FTP画像送信モードのみ）
［する］に設定すると、撮影と同時に画像を自動送信します。撮影された
画像はいったんメモリーカードに記録され、自動的に送信設定が行われ
ます。撮影する場合は必ずカメラにメモリーカードを挿入してください。
•動画は自動送信されません。動画ファイルを送信するには、再生画面で
送信設定してください（016、47）。

❚❚ 送信後ファイル削除
（PC画像送信モード、FTP画像送信モードのみ）
［する］に設定すると、送信終了後にメモリーカード内のファイルが自動
的に削除されます。

•［する］に設定した場合、カメラのカスタムメニュー d5［連番モード］
の設定にかかわらず、連番モードで動作します。

•［する］に設定するよりも前に送信設定されたファイルは、送信が終了
しても削除されません。

• カメラの状態によっては、ファイルの削除を一時停止する場合があります。

❚❚ RAW＋JPEG送信設定
（PC画像送信モード、FTP画像送信モードのみ）
［画質モード］が［RAW+FINE］、
［RAW+NORMAL］または［RAW + BASIC］の
場合に、RAW画像とJPEG画像の両方を送信するか
JPEG画像のみを送信するかを選べます。

オプション B セットアップメニュー ➜ ネットワーク
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❚❚ 同名ファイルの上書き
（FTP画像送信モードのみ）
［する］に設定すると、送信するファイルと同じ名前のファイルが送信先
フォルダー内にすでに存在する場合にファイルを上書きします。［しな
い］に設定すると、上書きしないようにファイル名に番号を追加して送
信します。

❚❚ 未送信画像プロテクト
（FTP画像送信モードのみ）
［する］に設定すると、画像に送信設定マークを付加したときに自動的に
プロテクトを設定します。送信を終了すると、プロテクトを解除します。

❚❚ フォルダー送信
（PC画像送信モード、FTP画像送信モードのみ）
選んだフォルダー内の全ての画像に送信設定をし
ます。送信済みの画像も再送信します。
•動画には送信設定をしません。動画ファイルを送
信するには、再生画面で送信設定してください。（016、47）

❚❚ 全送信マーク解除
（PC画像送信モード、FTP画像送信モードのみ）
メモリーカード内の全ての画像送信マークを解除します。画像送信中の
場合は、送信を中断します。

❚❚ HTTPログイン設定
（HTTPサーバーモードのみ）
HTTPサーバーモードで使用するときのユーザー
名とパスワードを設定できます。

❚❚ MACアドレス
（［通信機能］が［有効］になっているときのみ）
［ハードウェアの選択］（057）で設定しているハードウェアのMACア
ドレスが表示されます。
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❚❚ 省電力設定
通信速度を優先するか、省電力を優先するかを設
定できます。
• [通信速度優先]に設定すると、FTPサーバーと通
信していない場合でもLANの接続を解除しませ
ん。有線LANで通信している場合、1000BASE-Tで高速通信を行います。

• [省電力優先]に設定すると、有線LANで通信している場合、100BASE-
TXで通信を行い、消費電力を抑えます。FTPサーバーと通信していない
場合は、有線LANも無線LANもLANの接続を解除します。
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資料

パソコン用のソフトウェアWireless Transmitter Utility（04）を使用し
て接続設定を登録することもできます。

1 カメラに付属のUSBケーブルで起動中のパソコンとカメラを
接続する

2 カメラの電源をONにする

Wireless Transmitter Utilityを
使用して接続設定を登録する

電源スイッチ
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3 Wireless Transmitter Utilityを起動する
• Windows：デスクトップ上のWireless Transmitter Utilityアイコ
ンをダブルクリックしてください。

• Mac：Dockに登録されたWireless Transmitter Utilityアイコンを
クリックしてください。

4 設定する
•パソコンの画面に表示されるウィザードの指示に従って、接続設
定を行います。
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FTPサーバーを設定する
このカメラは送信先のパソコンの OS が Windows 8.1 Enterprise/
Windows 8.1 Pro/Windows 8.1、Windows 7 Ultimate/Professional/
Enterprise、Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise および
Windows XP Professionalの場合に、OSに標準装備されているFTPサー
バー機能（IIS（Internet Information Services）やFTPサービスなど）を
利用して構築したFTPサーバーに画像を送信できます。
Windows 8.1 Enterprise/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1、Windows 7
Ultimate/Professional/Enterprise、Windows Vista Ultimate/Business/
Enterprise、Windows XP Professionalは IISを標準機能として装備して
います。IISのインストール方法は、マイクロソフト社にお問い合わせく
ださい。ここではお使いの環境でFTPサーバーがすでに構築されているこ
とを前提として説明しています。入力可能な文字は、「文字の入力方法に
ついて」（012）の「キーボードエリア」の文字に制限されます。
ここでは例として、FTPサーバーを次の内容に設定します。

• Windows 8.1、Windows 7の場合...............................................................  070
• Windows Vistaの場合.........................................................................076
• Windows XPの場合.............................................................................081

IPアドレス：192.168.1.3
サブネットマスク：255.255.255.0
FTPサーバーポート：21

FTPサーバー
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Windows 8.1、Windows 7の場合

1 ［コントロールパネル］→［ネットワークとインターネット］
→［ネットワークと共有センター］を選ぶ

2

3

［アダプターの設定
の変更］をクリック
する

［プロパティ］を選ぶ

無線LANアクセスポイントと
FTPサーバーを無線LAN で
接続している場合は
［Wi-Fi］（Windows 8.1）または
［ワイヤレスネットワーク接続］
（Windows 7）を、有線LANで
接続している場合には
［イーサネット］（Windows 8.1）
または［ローカルエリア接続］
（Windows 7）を右クリックする
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4

5

［インターネット 
プロトコルバー
ジョン4（TCP/
IPv4）］を選ぶ

［プロパティ］を
クリックする

IPアドレスおよび
サブネットマスク
を確認、または
入力する

［OK］をクリック
する
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6

7 ［コントロールパネル］→［システムとセキュリティ］→
［管理ツール］を選ぶ

8

［閉じる］を
クリックする

［インターネット
インフォメーショ
ンサービス（IIS）
マネージャー］を
ダブルクリック
する
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9

パソコンのユーザー
名を右クリックし、
［FTPサイトの追加］
を選ぶ
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10

11

A  匿名で接続する場合
画像を保存するフォルダーとして［ユーザー］→［パブリック］内のフォル
ダーを選んでください。

FTPサイト名に
任意の名前
（ここでは
FTP_WT-5）を
つける

画像を保存する
フォルダーを選ぶ

［次へ］を
クリックする

ステップ5で設定
したIPアドレス
を選ぶ

ポート番号を確認
する

チェックを入れる
［無し］を選ぶ

［次へ］をクリッ
クする
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12

各項目を設定する
•［認証］は［基本］を選びます。
•［アクセスの許可］は、［すべてのユーザー］を選びます。
•［アクセス許可］は、［読み取り］［書き込み］にチェックを入れます。
•確認後、［終了］をクリックしてください。

［認証］、
［アクセスの
許可］、
［アクセス許可］
を設定する
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Windows Vistaの場合

1 ［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワークと
インターネット］→［ネットワークと共有センター］を選ぶ

2

3

4 ［ユーザーアカウント制御］ダイアログで［続行］をクリッ
クする

［ネットワーク接続
の管理］をクリック
する

［プロパティ］を選ぶ

無線LANアクセスポイントと
FTPサーバーを無線LAN で接続
している場合は［ワイヤレス
ネットワーク接続］を、有線
LANで接続している場合には
［ローカルエリア接続］を右ク
リックする
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5

6

7 ［スタート］→［コントロールパネル］→［システムとメン
テナンス］→［管理ツール］を選ぶ

［インターネット 
プロトコルバー
ジョン4（TCP/
IPv4）］を選ぶ

［プロパティ］を
クリックする

IPアドレスおよび
サブネットマスク
を確認、または
入力する

［OK］をクリック
する
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8

9 ［ユーザーアカウント制御］ダイアログで［続行］をクリッ
クする

10

［インターネット
インフォメーショ
ンサービス（IIS）
6.0マネージャ］
をダブルクリック
する

［Default FTP Site］を
右クリックし、［プロパ
ティ］を選ぶ



79

11

12

ステップ6で
設定したIP
アドレスを
選ぶ

ポート番号
を入力する
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13

各項目を設定する
•［このコンピュータにあるディレクトリ］を選んでください。
•［ローカル パス］欄には、カメラから画像を転送するフォルダーを指
定します。手動入力するか、参照ボタンをクリックして転送先のフォ
ルダーを設定します（例では、撮影画像は、Cドライブの［LAN］
フォルダーに転送されます。このフォルダーがFTPサーバー内の転送
先のルートフォルダーになります）。

• FTPサイトのディレクトリ内の［読み取り］［書き込み］［ログ アクセ
ス］全てにチェックを入れます。

•確認後、［OK］ボタンを押してください。

［ホーム 
ディレクト
リ］タブを
選ぶ
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Windows XPの場合

1 ［スタート］→［コントロールパネル］→［ネットワークと
インターネット接続］→［ネットワーク接続］を選ぶ

2

3

4

［プロパティ］を選ぶ

無線LANアクセスポイントとFTP
サーバーを無線LAN で接続している
場合は［ワイヤレスネットワーク接
続］を、有線LANで接続している場
合には［ローカルエリア接続］を右
クリックする

［インターネット プロトコル
（TCP/IP）］を選ぶ

［プロパティ］をクリックする

IPアドレスおよびサブ
ネットマスクを確認、
または入力する

［OK］をクリックする
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5

6

7

8

［スタート］→［コントロールパネル］→
［パフォーマンスとメンテナンス］→
［管理ツール］→［インターネット 
インフォメーション サービス］を開く

［既定のFTPサイト］フォルダー
を右クリックし、［プロパティ］
を選ぶ

ステップ4で設定した
IPアドレスを選ぶ

ポート番号を入力
する
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9

各項目を設定する
•［このコンピュータにあるディレクトリ］を選んでください。
•［ローカル パス］欄には、カメラから画像を転送するフォルダーを指
定します。手動入力するか、参照ボタンをクリックして転送先のフォ
ルダーを設定します（例では、撮影画像は、Cドライブの［LAN］
フォルダーに転送されます。このフォルダーがFTPサーバー内の転送
先のルートフォルダーになります）。

• FTPサイトのディレクトリ内の［読み取り］［書き込み］［ログ アクセ
ス］全てにチェックを入れます。

•確認後、［OK］ボタンを押してください。

［ホーム ディレク
トリ］タブを選ぶ
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FTP画像送信モード、HTTPサーバー
モードを手動で設定する
FTP画像送信モード、HTTPサーバーモードの全ての接続設定を手動で登
録できます。
接続設定を登録する前に、必ず次の準備をしてください。
•接続設定中にバッテリーの残量がなくなると、設定は保存されません。
充分に充電されたバッテリーを使用するか、別売のACアダプターを使
用してください。

• FTPサーバーに接続する場合、カメラはTCPポート番号21、22、32768～
61000を使用します。ファイアーウォールが有効なFTPサーバーと接続
する場合は、ファイアーウォールの設定変更が必要な場合があります。

1 セットアップメニューの［ネットワー
ク］→［接続設定］を選ぶ

•マルチセレクターの2を押すと、カメラに登
録されている接続設定の一覧が表示されます。

2 ［新規追加］を選ぶ
•2を押すと、［新規追加］画面が表示されます。
•接続設定がすでに9カ所設定されている場合
は、［新規追加］は選べません。O（Q）ボ
タンで不要な接続設定を削除してください
（059）。

3 ［手動設定］を選ぶ
•2を押すと、［動作モードの選択］画面が表示
されます。
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4 ［FTP画像送信モード］または［HTTP
サーバーモード］を選ぶ
• 2を押すと、［手動設定］画面が表示されます。

5 設定を行う
•各項目の設定方法に関しては、「接続設定を編
集する」をご覧ください（060）。

D  接続設定中のご注意
カメラのシャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが消灯し、メニュー画面を
終了します。液晶モニターが消灯すると、設定は保存されませんのでご注意ください。
カスタムメニュー c4［モニターのパワーオフ時間］で設定時間を長めに設定してくだ
さい。
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トラブルシューティング
こんなときは 対処方法 0

「TCP/IPエラーが発生しま
した」と表示される。
「FTPエラーが発生しまし
た」と表示される。

接続設定が正しくありません。無線LANア
クセスポイントやFTPサーバー（またはパソ
コン）の設定を確認し、設定をやり直してく
ださい。

11、43、60

ファイアーウォールの設定を確認してくだ
さい。

18、23、45

FTPサーバーのフォルダーの書き込みが許
可に設定されているか確認してください。

75、80、83

パッシブモードの有効/無効を変更してくだ
さい。

63

「PCに接続中です」と表示
されたまま画面が変化し
ない。

ファイアーウォールの設定を確認してくだ
さい。

18、23

「イーサネットケーブルが
接続されていません」と表
示される。

イーサネットケーブルを接続するか、［ハード
ウェアの選択］の設定を変更してください。

8、10、41、
42

「カードが入っていませ
ん」と表示される。

メモリーカードが入っていないか、正しく
セットされていません。メモリーカードを正
しくセットしてください。

8、41

途中で送信が中断して画
像を送信できなかった。

カメラの電源をいったんOFFにして再度ON
にすると送信設定マークが表示された画像
の送信を再開します。

19、50
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