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* The information contained in this document is for the combination with
ILCE-9 system software Ver.6.0
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Camera⇔PC Direct Connection

[2]
Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC
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Schematic diagram

Image save destination PC PC/FTP Server PC/FTP Server

IP address Static / Auto Static / Auto Static / DHCP

Transfer method Wired LAN Wired LAN Wired LAN

Transfer while shooting Yes Yes Yes

Transfer file format RAW/JPEG RAW/JPEG RAW/JPEG
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		RCTプロサポ向け資料お献立 ム シリョウ コンダテ

				はじめに・・・

				0		Remote Camera ToolをPCにインストールします。

						※		Remote Camera ToolのWebサイトに飛びます。 ト

								TOPページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								ダウンロードページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを起動します。 ホゾン キドウ

								インストーラーの指示に従い「利用規約」と「プライバシーポリシー」に対し許諾いただきインストールを完了します。 シジ シタガ リヨウキヤク タイ キョダク カンリョウ

								ダウンロードフォルダに保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを削除します。 サクジョ

				接続トポロジー一覧 セツゾク イチラン

						①		ケース1

						②		ケース2

						③		ケース3

						④		PCで制御してカメラからFTPでサーバーに飛ばす セイギョ ト

				各トポロジーに従った環境設定からのステップアップガイド カク シタガ カンキョウセッテイ

				#1		カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク

						－		必要なもの ヒツヨウ																																				To

								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ

								・		Ethernetケーブル

								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ																																								※		複数の場合はRCTの使い方ページより フクスウ バアイ ツカ カタ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ																																				複数のカメラを接続する際は、区別がつくように［機器名称変更］で名称を変更しておくと区別しやすいです。

																		一度項目自体を選択すると																																				「ネットワーク」→「機器名称変更」

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

						－		手順 テジュン

								1		カメラとPCをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク																																										※		1手順1ページ＋OverViewで目次的な要素 テジュン モクジ テキ ヨウソ

																※カメラがネットワークを認識するまで30秒～1分程度かかります。 ニンシキ ビョウ フンテイド																																				※		カメラがルーターになってIPアドレスをPCに振るために時間がかかる フ ジカン

																		(画像素材は導入資料を使用) ガゾウ ソザイ ドウニュウ シリョウ シヨウ

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		(2017年より以前に製造されたMacBook Airで使用の場合) ネン イゼン セイゾウ シヨウ バアイ

																				Thunderbolt-ギガビットEthernetアダプタを使用しているか？

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ





										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		デバイス選択ウインドウのIPアドレス入力欄にカメラのIPアドレスを入力し、 センタク ニュウリョクラン ニュウリョク

																				[IP Connect]を押下する オウカ

										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン																																										※		[Camera Name]で機器名称が変更される点については触れておく？ キキ メイショウ ヘンコウ テン フ

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#3		カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク																																																※		いっそのことDHCPとIP固定でトポロジーを分ける？ コテイ ワ

						－		必要なもの ヒツヨウ

								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ

								・		Ethernetケーブル（ハブ⇔カメラ間でカメラ1台につき1本+ハブ⇔PC間で1本） カン ダイ ホン カン ホン

								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

								・		ルーター

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ

																		一度項目自体を選択すると

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

								3		PCとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		PC⇔ルーター間の接続ができないままの場合 カン セツゾク バアイ																																				※		ルーターがデフォルトに設定されていると想定して物理的な確認のみ セッテイ ソウテイ ブツリテキ カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク																																		※		そもそもPC⇔ルーター間の接続ができない状態って何？？？？？？ カン セツゾク ジョウタイ ナニ

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ																																						-		固定IP降ってて コテイ フ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										PCとルーター間のネットワークが確率されます。 カン カクリツ

								4		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ																																												ルーターがよしなに割り振ってる場合と ワ フ バアイ

																																																						固定IPで割り振ってる場合と分ける？ コテイ ワ フ バアイ ワ

																																																						DHCPを使ってルーターが固定IPを振っている場合 ツカ コテイ フ バアイ



																		DHCPでつながってるよね？

																		固定UPで振ってるんだったら開いてるIPをPC/カメラに振ってるよね？ コテイ フ ア フ

																		PCとルーターのフリ先は一致しているよね？ サキ イッチ

																		カメラとルーターの振り先は一致しているよね？ フ サキ イッチ																														カメラダイレクトのとき



																		※DHCPを

						－		手順 テジュン

								1		カメラとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		PCを確認します。 カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ





																		接続部を確認します。 セツゾクブ カクニン

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		カメラを確認します。 カクニン

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を開き ヒラ

																				[オート]or[マニュアル]に設定しているか？ セッテイ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定しているか？ ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		ルーターの設定を確認します。 セッテイ カクニン

																		-		DHCPサーバー機能が[有効]or[無効]にしているか？ キノウ ユウコウ ムコウ

																		-		カメラのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア

																		-		PCのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア











										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#4		PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						－		準備 ジュンビ

								1		カメラにFTPサーバーの登録を行います。 トウロク オコナ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[サーバー設定]→[サーバー　]を選択する テンソウ キノウ セッテイ センタク

										II		サーバー　の設定内容を以下のように入力する セッテイナイヨウ イカ ニュウリョク

												表示名称： ヒョウジ メイショウ

												転送先設定： テンソウサキ セッテイ

														ホスト名： メイ

														セキュアプロトコル：[入]/[切] イリ キリ

														ルート証明書エラー：[接続しない]/[接続する] ショウメイショ セツゾク セツゾク

														ポート番号： バンゴウ

												フォルダー設定： セッテイ

														フォルダー指定： シテイ

														フォルダー階層：[標準]/[カメラ]と同じ カイソウ ヒョウジュン オナ

														同名ファイル：[上書き]/[上書きしない] ドウメイ ウワガ ウワガ

												ユーザー設定： セッテイ

														ユーザー名： メイ

														パスワード：

								2		転送先として[サーバー　]を選択します。 テンソウサキ センタク

								3		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP接続方式]→[有線LAN]を選択する テンソウ キノウ セツゾク ホウシキ ユウセン センタク

								4		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP機能]→[入]を選択する テンソウ キノウ キノウ イリ センタク
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		もししたら構成変える可能性があります。。。。 コウセイ カ カノウセイ

				DHCP														トポロジー

						PC												ダイレクト						（固定・オート） コテイ																トポロジー3つ										オートとDHCPを基本設定として記載する キホンセッテイ キサイ

						カメラ												ハブ経由 ケイユ						（固定・オート） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		FTP設定 セッテイ

						ルーター												ルーター経由 ケイユ						（固定・DHCP） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		固定IPを使う場合設定 コテイ ツカ バアイ セッテイ										として独立して記載する ドクリツ キサイ

				IP固定接続 コテイ セツゾク

						PC																																		FTPや固定IPを使う設定についてはリンクを参照する コテイ ツカ セッテイ サンショウ

						カメラ																																		流れで ナガ

						ルーター

				カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク																																				「α9 Firmware Ver.5.0とRemote Camera Tool 1.0の組み合わせ限定の情報になります」 ク ア ゲンテイ ジョウホウ

						1		カメラとPCをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ																																5月中目処。 ガツチュウ メド

						3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ネットワークハブ経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						1																						https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html
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Sheet3

		固定IPとDHCPの設定方法差分 コテイ セッテイ ホウホウ サブン

				1		WinPCの設定を行います。 セッテイ オコナ																																		※		WinとMacの設定方法をまとめたほうがいいかも。

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン																																		（最初の一覧で1ページにまとめれば…！） サイショ イチラン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

										Win		コマンドプロンプトを開いて、「ipconfiig」を打ち込み、MACアドレスの値を参照します。 ヒラ ウ コ アタイ サンショウ

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[スタートメニュー]→[ネットワーク接続]を選択する セツゾク センタク																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.html

								2		[イーサネット]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する ミギ センタク

								3		[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認してから選択し、[プロパティ]を選択します。 ハイ カクニン センタク センタク

								4		[次のIPアドレスを使う]にチェックを入れます。 ツギ ツカ イ

								5		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								6		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								7		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								8		[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックを入れます。 イ																										※		ここいる？

								9		優先DNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ユウセン ニンイ

								10		代替をDNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ダイタイ

								11		[OK]を選択します。 センタク

				1		MacPCの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

								[🍏メニュー]→[このMacについて]→[システムレポート]を開き、 ヒラ

								[ネットワーク]→[ネットワーク環境]内のMACアドレスの値を参照します。

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[🍏メニュー]→[システム環境設定…]→[ネットワーク]を開きます。 カンキョウセッテイ ヒラ																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.html

								2		[ネットワーク環境]プルダウンメニューから、[ネットワーク環境を編集]を選択します。 カンキョウ カンキョウ ヘンシュウ センタク

								3		[+]を選択し、[入力項目]に[　　　　　　　]を入力し、[完了]を選択します。 センタク ニュウリョクコウモク ニュウリョク カンリョウ

								4		[ネットワーク環境]のプルダウンメニューから、手順3で入力した[　　　　　　　]を選択します。 カンキョウ テジュン ニュウリョク

								5		[Ethernet]を選択します。 センタク

								6		[IPv4の構成]プルダウンメニューから、[手入力]を選択します。 コウセイ テニュウリョク

								7		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								8		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								9		ルーターを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								10		[詳細]→[DNS]→[+]を選択します。 ショウサイ

								11		入力欄に[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力し、[OK]を選択します。 ニュウリョクラン

								12		[適用]を選択します。 テキヨウ センタク

				2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

						DHCPの場合 バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にします。

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

						固定IPの場合 コテイ バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ヒラ																														※		固定IPの場合、ルーターから設定することもあるし、セットから設定する場合もあるし。。。。 コテイ バアイ セッテイ セッテイ バアイ

										カメラのMACアドレスを予め控えておきます。																																↓

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[マニュアル]にします。																																固定IPの場合は両方共設定しなければいけない。 コテイ バアイ リョウホウトモ セッテイ

								III		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク																																なぜならルーターが固定IPにした時点でDHCPを切っているから。 コテイ ジテン キ

								IV		サブネットマスクをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								V		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								VI		プライマリDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ニンイ

								VII		セカンダリをDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。

								VIII		[OK]を押下します。 オウカ

								XI		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

				3		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		ルーターの管理メニューにアクセスします。 カンリ																														※例 レイ		http://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.html

						DHCPの場合 バアイ																																※マイクロリサーチ社の場合 シャ バアイ										https://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm

								II		DHCPサーバー機能を有効にします。 キノウ ユウコウ

						固定IPの場合 コテイ バアイ																																※メーカーによって設定の仕方違うからコレぐらいの記述でいいのかな？ セッテイ シカタ チガ キジュツ

								II		予め控えておいたカメラのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								III		予め控えておいたPCのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								IV		ルーターの設定を反映します。 セッテイ ハンエイ



https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.htmlhttps://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.htmlhttp://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.htmlhttps://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm
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		Schematic diagram

		Image save destination		PC		PC/FTP Server		PC/FTP Server

		IP address		Static / Auto		Static / Auto		Static / DHCP

		Transfer method		Wired LAN		Wired LAN		Wired LAN

		Transfer while shooting		Yes		Yes		Yes

		Transfer file format		RAW/JPEG		RAW/JPEG		RAW/JPEG
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		RCTプロサポ向け資料お献立 ム シリョウ コンダテ

				はじめに・・・

				0		Remote Camera ToolをPCにインストールします。

						※		Remote Camera ToolのWebサイトに飛びます。 ト

								TOPページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								ダウンロードページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを起動します。 ホゾン キドウ

								インストーラーの指示に従い「利用規約」と「プライバシーポリシー」に対し許諾いただきインストールを完了します。 シジ シタガ リヨウキヤク タイ キョダク カンリョウ

								ダウンロードフォルダに保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを削除します。 サクジョ

				接続トポロジー一覧 セツゾク イチラン

						①		ケース1

						②		ケース2

						③		ケース3

						④		PCで制御してカメラからFTPでサーバーに飛ばす セイギョ ト

				各トポロジーに従った環境設定からのステップアップガイド カク シタガ カンキョウセッテイ

				#1		カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク

						－		必要なもの ヒツヨウ																																				To

								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ

								・		Ethernetケーブル

								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ																																								※		複数の場合はRCTの使い方ページより フクスウ バアイ ツカ カタ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ																																				複数のカメラを接続する際は、区別がつくように［機器名称変更］で名称を変更しておくと区別しやすいです。

																		一度項目自体を選択すると																																				「ネットワーク」→「機器名称変更」

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

						－		手順 テジュン

								1		カメラとPCをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク																																										※		1手順1ページ＋OverViewで目次的な要素 テジュン モクジ テキ ヨウソ

																※カメラがネットワークを認識するまで30秒～1分程度かかります。 ニンシキ ビョウ フンテイド																																				※		カメラがルーターになってIPアドレスをPCに振るために時間がかかる フ ジカン

																		(画像素材は導入資料を使用) ガゾウ ソザイ ドウニュウ シリョウ シヨウ

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		(2017年より以前に製造されたMacBook Airで使用の場合) ネン イゼン セイゾウ シヨウ バアイ

																				Thunderbolt-ギガビットEthernetアダプタを使用しているか？

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ





										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		デバイス選択ウインドウのIPアドレス入力欄にカメラのIPアドレスを入力し、 センタク ニュウリョクラン ニュウリョク

																				[IP Connect]を押下する オウカ

										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン																																										※		[Camera Name]で機器名称が変更される点については触れておく？ キキ メイショウ ヘンコウ テン フ

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#3		カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク																																																※		いっそのことDHCPとIP固定でトポロジーを分ける？ コテイ ワ

						－		必要なもの ヒツヨウ

								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ

								・		Ethernetケーブル（ハブ⇔カメラ間でカメラ1台につき1本+ハブ⇔PC間で1本） カン ダイ ホン カン ホン

								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

								・		ルーター

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ

																		一度項目自体を選択すると

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

								3		PCとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		PC⇔ルーター間の接続ができないままの場合 カン セツゾク バアイ																																				※		ルーターがデフォルトに設定されていると想定して物理的な確認のみ セッテイ ソウテイ ブツリテキ カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク																																		※		そもそもPC⇔ルーター間の接続ができない状態って何？？？？？？ カン セツゾク ジョウタイ ナニ

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ																																						-		固定IP降ってて コテイ フ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										PCとルーター間のネットワークが確率されます。 カン カクリツ

								4		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ																																												ルーターがよしなに割り振ってる場合と ワ フ バアイ

																																																						固定IPで割り振ってる場合と分ける？ コテイ ワ フ バアイ ワ

																																																						DHCPを使ってルーターが固定IPを振っている場合 ツカ コテイ フ バアイ



																		DHCPでつながってるよね？

																		固定UPで振ってるんだったら開いてるIPをPC/カメラに振ってるよね？ コテイ フ ア フ

																		PCとルーターのフリ先は一致しているよね？ サキ イッチ

																		カメラとルーターの振り先は一致しているよね？ フ サキ イッチ																														カメラダイレクトのとき



																		※DHCPを

						－		手順 テジュン

								1		カメラとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		PCを確認します。 カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ





																		接続部を確認します。 セツゾクブ カクニン

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		カメラを確認します。 カクニン

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を開き ヒラ

																				[オート]or[マニュアル]に設定しているか？ セッテイ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定しているか？ ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		ルーターの設定を確認します。 セッテイ カクニン

																		-		DHCPサーバー機能が[有効]or[無効]にしているか？ キノウ ユウコウ ムコウ

																		-		カメラのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア

																		-		PCのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア











										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#4		PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						－		準備 ジュンビ

								1		カメラにFTPサーバーの登録を行います。 トウロク オコナ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[サーバー設定]→[サーバー　]を選択する テンソウ キノウ セッテイ センタク

										II		サーバー　の設定内容を以下のように入力する セッテイナイヨウ イカ ニュウリョク

												表示名称： ヒョウジ メイショウ

												転送先設定： テンソウサキ セッテイ

														ホスト名： メイ

														セキュアプロトコル：[入]/[切] イリ キリ

														ルート証明書エラー：[接続しない]/[接続する] ショウメイショ セツゾク セツゾク

														ポート番号： バンゴウ

												フォルダー設定： セッテイ

														フォルダー指定： シテイ

														フォルダー階層：[標準]/[カメラ]と同じ カイソウ ヒョウジュン オナ

														同名ファイル：[上書き]/[上書きしない] ドウメイ ウワガ ウワガ

												ユーザー設定： セッテイ

														ユーザー名： メイ

														パスワード：

								2		転送先として[サーバー　]を選択します。 テンソウサキ センタク

								3		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP接続方式]→[有線LAN]を選択する テンソウ キノウ セツゾク ホウシキ ユウセン センタク

								4		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP機能]→[入]を選択する テンソウ キノウ キノウ イリ センタク
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		もししたら構成変える可能性があります。。。。 コウセイ カ カノウセイ

				DHCP														トポロジー

						PC												ダイレクト						（固定・オート） コテイ																トポロジー3つ										オートとDHCPを基本設定として記載する キホンセッテイ キサイ

						カメラ												ハブ経由 ケイユ						（固定・オート） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		FTP設定 セッテイ

						ルーター												ルーター経由 ケイユ						（固定・DHCP） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		固定IPを使う場合設定 コテイ ツカ バアイ セッテイ										として独立して記載する ドクリツ キサイ

				IP固定接続 コテイ セツゾク

						PC																																		FTPや固定IPを使う設定についてはリンクを参照する コテイ ツカ セッテイ サンショウ

						カメラ																																		流れで ナガ

						ルーター

				カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク																																				「α9 Firmware Ver.5.0とRemote Camera Tool 1.0の組み合わせ限定の情報になります」 ク ア ゲンテイ ジョウホウ

						1		カメラとPCをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ																																5月中目処。 ガツチュウ メド

						3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ネットワークハブ経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						1																						https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html



https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html
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		固定IPとDHCPの設定方法差分 コテイ セッテイ ホウホウ サブン

				1		WinPCの設定を行います。 セッテイ オコナ																																		※		WinとMacの設定方法をまとめたほうがいいかも。

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン																																		（最初の一覧で1ページにまとめれば…！） サイショ イチラン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

										Win		コマンドプロンプトを開いて、「ipconfiig」を打ち込み、MACアドレスの値を参照します。 ヒラ ウ コ アタイ サンショウ

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[スタートメニュー]→[ネットワーク接続]を選択する セツゾク センタク																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.html

								2		[イーサネット]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する ミギ センタク

								3		[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認してから選択し、[プロパティ]を選択します。 ハイ カクニン センタク センタク

								4		[次のIPアドレスを使う]にチェックを入れます。 ツギ ツカ イ

								5		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								6		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								7		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								8		[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックを入れます。 イ																										※		ここいる？

								9		優先DNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ユウセン ニンイ

								10		代替をDNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ダイタイ

								11		[OK]を選択します。 センタク

				1		MacPCの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

								[🍏メニュー]→[このMacについて]→[システムレポート]を開き、 ヒラ

								[ネットワーク]→[ネットワーク環境]内のMACアドレスの値を参照します。

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[🍏メニュー]→[システム環境設定…]→[ネットワーク]を開きます。 カンキョウセッテイ ヒラ																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.html

								2		[ネットワーク環境]プルダウンメニューから、[ネットワーク環境を編集]を選択します。 カンキョウ カンキョウ ヘンシュウ センタク

								3		[+]を選択し、[入力項目]に[　　　　　　　]を入力し、[完了]を選択します。 センタク ニュウリョクコウモク ニュウリョク カンリョウ

								4		[ネットワーク環境]のプルダウンメニューから、手順3で入力した[　　　　　　　]を選択します。 カンキョウ テジュン ニュウリョク

								5		[Ethernet]を選択します。 センタク

								6		[IPv4の構成]プルダウンメニューから、[手入力]を選択します。 コウセイ テニュウリョク

								7		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								8		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								9		ルーターを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								10		[詳細]→[DNS]→[+]を選択します。 ショウサイ

								11		入力欄に[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力し、[OK]を選択します。 ニュウリョクラン

								12		[適用]を選択します。 テキヨウ センタク

				2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

						DHCPの場合 バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にします。

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

						固定IPの場合 コテイ バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ヒラ																														※		固定IPの場合、ルーターから設定することもあるし、セットから設定する場合もあるし。。。。 コテイ バアイ セッテイ セッテイ バアイ

										カメラのMACアドレスを予め控えておきます。																																↓

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[マニュアル]にします。																																固定IPの場合は両方共設定しなければいけない。 コテイ バアイ リョウホウトモ セッテイ

								III		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク																																なぜならルーターが固定IPにした時点でDHCPを切っているから。 コテイ ジテン キ

								IV		サブネットマスクをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								V		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								VI		プライマリDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ニンイ

								VII		セカンダリをDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。

								VIII		[OK]を押下します。 オウカ

								XI		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

				3		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		ルーターの管理メニューにアクセスします。 カンリ																														※例 レイ		http://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.html

						DHCPの場合 バアイ																																※マイクロリサーチ社の場合 シャ バアイ										https://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm

								II		DHCPサーバー機能を有効にします。 キノウ ユウコウ

						固定IPの場合 コテイ バアイ																																※メーカーによって設定の仕方違うからコレぐらいの記述でいいのかな？ セッテイ シカタ チガ キジュツ

								II		予め控えておいたカメラのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								III		予め控えておいたPCのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								IV		ルーターの設定を反映します。 セッテイ ハンエイ



https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.htmlhttps://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.htmlhttp://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.htmlhttps://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm
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Step by Step Guide Overview
☐Preparation 1: Things to prepare

• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable
• PC on which Remote Camera Tool has been installed

☐Preparation 2: PC settings
• Disconnect all other network connections, including Wi-Fi.
• Close all security/cloud synchronization software 

programs that are running on the PC.
☐Preparation 3: IP address settings for the camera

• From the camera’s [MENU] button, go to 
[Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting].

• If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].
☐ ↓If [IP Address Setting] is grayed-out,

do the following:
• Select [IP Address Setting] and see which menu item 

is “On” and interrupting.
• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

☐Preparation4: Enable PC Remote (Wired LAN) for the 
camera

• From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[PC 
Remote (Wired LAN)] and set it to [On].

↓If [PC Remote (Wired LAN)] is grayed out,
do the following:

• Select [PC Remote (Wired LAN)] and see which menu 
item is “On” and interrupting.

• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

Table of Contents

Step by Step Guide [1] Camera ⇔ PC Direct Connection
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [1] Camera ⇔ PC Direct Connection

☐Step 1: Connect the camera to PC with Ethernet cable
* It takes about 30 seconds to 1 minute for the camera to 
recognize the network.

• Open the live view and ensure that the text of the      
icon is white. 
↓If the        icon on the live view remains gray for

more  than 30 seconds, check the following:
• Did you disconnect the PC from all other networks, 

including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization 

software programs that were running on the PC?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Does the Ethernet terminal of the camera work 

properly?

☐Step 2: Start Remote Camera Tool
• Check that a window to select devices appears.

↓If a window to select devices does not appear,
check the following:

• Has the OS been updated to its latest version?

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [1] Camera ⇔ PC Direct Connection

☐ Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window
• Check that information about the camera appears in the camera 

list.
↓If information about the camera does not appear by

pressing the [Refresh] button, check the following:
• Did you disconnect the PC from all other networks, including 

Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization software 

programs that were running on the PC?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Does the Ethernet terminal of the camera work properly?
• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN 

Settings]→[Display Wired LAN Info.]. Is the IP address 
displayed?

• Enter the camera’s IP address in the IP address field of the 
device selection window and press [IP Connect].

• Check that information about the camera appears in the 
camera list.

☐ Step 4: Double-click the [Camera Name] field of the camera you 
want to access

• A window to control the camera appears with a live view and 
model information.

Table of Contents
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Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable

- If your PC is not equipped with an Ethernet port, you need to use a USB-to-
Ethernet adapter (available at stores).

• PC on which Remote Camera Tool has been installed

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection
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Preparation 2: PC settings
1. If the PC is connected to other networks, including Wi-Fi, disconnect them in 

advance.
2. If any security/cloud synchronization software programs are running on the PC, 

close them in advance.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection
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Preparation 3: IP address settings for the camera
From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting]. 
If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting]. 
If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].

[IP Address Setting] is grayed-out:

Select [IP Address Setting] to see which menu item is “On” 
and interrupting.

✔

OK
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Preparation 4: Enable PC Remote (Wired LAN) for the camera
From the camera’s [MENU] button, select [Network]→[PC Remote (Wired LAN)]. 
If the [PC Remote (Wired LAN)] setting is accessible, set it to [On].

When [PC Remote (Wired 
LAN)] is [On], the       icon 
appears on the live view.
The       icon is gray at this 
point because the Ethernet 
cable has not been 
connected/recognized yet.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

The [PC Remote (Wired LAN)] setting is grayed out.

Select the [PC Remote (Wired LAN)] setting to see which 
menu item is “On” and interrupting.

✔

OK



12

Step 1: Connect the camera to PC with Ethernet cable.

check the following:
• Did you disconnect the PC from all other 

networks, including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization 

software programs that were running on the 
PC?

• Is the Ethernet⇔USB adapter connected 
properly?

• Is the Ethernet cable connected properly?
• Does the Ethernet terminal of the camera work 

properly?

• Does the ping command run successfully?
• Does the color of the LAN icon change once it is 

connected to a router?

Connect the cable to the Ethernet port of the 
camera and to the Ethernet port of the PC.

Open the live view. If the     
icon is white, the network has 
been recognized by the 
camera.
* It takes about 30 seconds for the 

camera to recognize the network.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

If the         icon on the live view remains gray for more than 30 seconds,

OK

✔
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Step 2: Start Remote Camera Tool

check the following:
• Has the OS been updated to its latest version?

Start the installed [Remote Camera Tool]. A window to select devices appears on the desktop.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

A window to select devices does not open.

OK

✔
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Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window.

Check the following:
• Did you disconnect the PC from all other networks, 

including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization 

software programs that were running on the PC?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Does the Ethernet terminal of the camera work 

properly?
• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN 

Settings]→[Display Wired LAN Info.]. Is the IP address 

displayed?
• Enter the camera’s IP address in the IP address field of 

the device selection window and press [IP Connect].
• Check that information about the camera appears in 

the camera list.

Press [Refresh] on the device selection window. Information about the connected camera is reflected in the list.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

Information about the camera is not reflected in the list.

OK

✔



15

Step 4: Double-click the [Camera Name] of the camera you want to access.

Double-click the name of the camera you want to operate.

A window to 
control the 
camera appears 
with a live view 
and model 
information.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

◎Remote Camera Tool Ver.2.0
Pairing is required when connecting.
Please refer to page 16, 17 for details.

OK
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Pairing
❶ IP address dialog box
❷ [Connect] button
If no cameras appear, enter the IP address of a 

camera in the IP address dialog box (shown by 1), and 
then click the [Connect] button (shown by 2).
❸ [Refresh] button

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

❹ You can change the device names under the [Camera Name] column on this window.
Note, however, that the name you changed on this window is effective only for Remote Camera Tool. 
The name of the camera displayed on the [Edit Device Name] menu will not change.

❺ Indicates camera status
connected: The camera is connected.
disconnected: The camera is disconnected.

❻ Paring
Done: Pairing is complete. Double-click to connect.
Not yet: Pairing is incomplete. Double-click to open the pairing screen (refer to “How to pair” below for further instructions).
- (dash): No pairing is required. Double-click to connect.

❼ A list of connected camera(s) will appear.
* Disconnecting the camera
To disconnect the cameras one by one, double click the camera selected in the "Device selection window".
To disconnect all cameras at once, close the "Camera control window".
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Pairing
How to pair
To ensure better security, Remote Camera Tool Ver.2.0 and later 
requires pairing between the camera and computer before use.
Pairing is only required on the first connection.
1. : Double-click the device indicated as “Not yet.”

The screen below will be displayed.
2. : On the camera, select MENU →     (Network) → [PC Remote

Function] → [Pairing] to display the pairing standby screen.
3. :［Select [Pairing].
4. : On the camera’s pairing screen, select [OK].
5. : Turn the power switch of the camera to OFF.

Table of Contents > Step by Step Guide [1] Camera⇔PC Direct Connection

Displaying camera operation screen
When you double click a camera to operate, the "Camera control window" will appear, enabling you to perform 
various operations.
Do not operate the buttons or dials on the camera while operating the camera using the Camera control window.

Once you have turned the power switch to OFF, the pairing information 
will be saved on the camera. Wait for 10 seconds or longer before 
turning the switch to ON.
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[1]
Camera⇔PC Direct Connection

[2]
Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC

Connection

[3]
Multiple Cameras⇔Network Router⇔

PC Connection

Schematic diagram

Image save destination PC PC/FTP Server PC/FTP Server

IP address Static / Auto Static / Auto Static / DHCP

Transfer method Wired LAN Wired LAN Wired LAN

Transfer while shooting Yes Yes Yes

Transfer file format RAW/JPEG RAW/JPEG RAW/JPEG

Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection
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												表示名称： ヒョウジ メイショウ

												転送先設定： テンソウサキ セッテイ

														ホスト名： メイ

														セキュアプロトコル：[入]/[切] イリ キリ

														ルート証明書エラー：[接続しない]/[接続する] ショウメイショ セツゾク セツゾク

														ポート番号： バンゴウ

												フォルダー設定： セッテイ

														フォルダー指定： シテイ

														フォルダー階層：[標準]/[カメラ]と同じ カイソウ ヒョウジュン オナ

														同名ファイル：[上書き]/[上書きしない] ドウメイ ウワガ ウワガ

												ユーザー設定： セッテイ

														ユーザー名： メイ

														パスワード：

								2		転送先として[サーバー　]を選択します。 テンソウサキ センタク

								3		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP接続方式]→[有線LAN]を選択する テンソウ キノウ セツゾク ホウシキ ユウセン センタク

								4		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP機能]→[入]を選択する テンソウ キノウ キノウ イリ センタク
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		もししたら構成変える可能性があります。。。。 コウセイ カ カノウセイ

				DHCP														トポロジー

						PC												ダイレクト						（固定・オート） コテイ																トポロジー3つ										オートとDHCPを基本設定として記載する キホンセッテイ キサイ

						カメラ												ハブ経由 ケイユ						（固定・オート） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		FTP設定 セッテイ

						ルーター												ルーター経由 ケイユ						（固定・DHCP） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		固定IPを使う場合設定 コテイ ツカ バアイ セッテイ										として独立して記載する ドクリツ キサイ

				IP固定接続 コテイ セツゾク

						PC																																		FTPや固定IPを使う設定についてはリンクを参照する コテイ ツカ セッテイ サンショウ

						カメラ																																		流れで ナガ

						ルーター

				カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク																																				「α9 Firmware Ver.5.0とRemote Camera Tool 1.0の組み合わせ限定の情報になります」 ク ア ゲンテイ ジョウホウ

						1		カメラとPCをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ																																5月中目処。 ガツチュウ メド

						3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ネットワークハブ経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						1																						https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html
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		固定IPとDHCPの設定方法差分 コテイ セッテイ ホウホウ サブン

				1		WinPCの設定を行います。 セッテイ オコナ																																		※		WinとMacの設定方法をまとめたほうがいいかも。

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン																																		（最初の一覧で1ページにまとめれば…！） サイショ イチラン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

										Win		コマンドプロンプトを開いて、「ipconfiig」を打ち込み、MACアドレスの値を参照します。 ヒラ ウ コ アタイ サンショウ

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[スタートメニュー]→[ネットワーク接続]を選択する セツゾク センタク																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.html

								2		[イーサネット]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する ミギ センタク

								3		[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認してから選択し、[プロパティ]を選択します。 ハイ カクニン センタク センタク

								4		[次のIPアドレスを使う]にチェックを入れます。 ツギ ツカ イ

								5		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								6		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								7		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								8		[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックを入れます。 イ																										※		ここいる？

								9		優先DNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ユウセン ニンイ

								10		代替をDNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ダイタイ

								11		[OK]を選択します。 センタク

				1		MacPCの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

								[🍏メニュー]→[このMacについて]→[システムレポート]を開き、 ヒラ

								[ネットワーク]→[ネットワーク環境]内のMACアドレスの値を参照します。

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[🍏メニュー]→[システム環境設定…]→[ネットワーク]を開きます。 カンキョウセッテイ ヒラ																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.html

								2		[ネットワーク環境]プルダウンメニューから、[ネットワーク環境を編集]を選択します。 カンキョウ カンキョウ ヘンシュウ センタク

								3		[+]を選択し、[入力項目]に[　　　　　　　]を入力し、[完了]を選択します。 センタク ニュウリョクコウモク ニュウリョク カンリョウ

								4		[ネットワーク環境]のプルダウンメニューから、手順3で入力した[　　　　　　　]を選択します。 カンキョウ テジュン ニュウリョク

								5		[Ethernet]を選択します。 センタク

								6		[IPv4の構成]プルダウンメニューから、[手入力]を選択します。 コウセイ テニュウリョク

								7		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								8		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								9		ルーターを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								10		[詳細]→[DNS]→[+]を選択します。 ショウサイ

								11		入力欄に[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力し、[OK]を選択します。 ニュウリョクラン

								12		[適用]を選択します。 テキヨウ センタク

				2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

						DHCPの場合 バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にします。

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

						固定IPの場合 コテイ バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ヒラ																														※		固定IPの場合、ルーターから設定することもあるし、セットから設定する場合もあるし。。。。 コテイ バアイ セッテイ セッテイ バアイ

										カメラのMACアドレスを予め控えておきます。																																↓

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[マニュアル]にします。																																固定IPの場合は両方共設定しなければいけない。 コテイ バアイ リョウホウトモ セッテイ

								III		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク																																なぜならルーターが固定IPにした時点でDHCPを切っているから。 コテイ ジテン キ

								IV		サブネットマスクをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								V		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								VI		プライマリDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ニンイ

								VII		セカンダリをDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。

								VIII		[OK]を押下します。 オウカ

								XI		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

				3		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		ルーターの管理メニューにアクセスします。 カンリ																														※例 レイ		http://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.html

						DHCPの場合 バアイ																																※マイクロリサーチ社の場合 シャ バアイ										https://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm

								II		DHCPサーバー機能を有効にします。 キノウ ユウコウ

						固定IPの場合 コテイ バアイ																																※メーカーによって設定の仕方違うからコレぐらいの記述でいいのかな？ セッテイ シカタ チガ キジュツ

								II		予め控えておいたカメラのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								III		予め控えておいたPCのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								IV		ルーターの設定を反映します。 セッテイ ハンエイ
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

☐Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable
• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Network hub

☐Preparation 2: PC settings
• Disconnect all other network connections, including Wi-Fi.
• Close all security/cloud synchronization software 

programs that are running on the PC.
☐Preparation 3: IP address settings for the camera

• From the camera’s [MENU] button, go to 
[Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting].

• If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].
☐ ↓If [IP Address Setting] is grayed-out,

do the following:
• Select [IP Address Setting] and see which menu item 

is “On” and interrupting.
• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

☐Preparation4: Enable PC Remote (Wired LAN) for the 
camera

• From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[PC 
Remote (Wired LAN)] and set it to [On].

↓If [PC Remote (Wired LAN)] is grayed out,
do the following:

• Select [PC Remote (Wired LAN)] and see which menu 
item is “On” and interrupting.

• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

☐Step 1: Connect the cameras, PC, and network hub with 
the Ethernet cables
* It takes about 30 seconds to 1 minute for the camera to 
recognize the network.

• Open the live view and ensure that the text of the      
icon is white. 
↓If the       icon on the live view remains gray for

more than 30 seconds, check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other 
networks, including Wi-Fi?

• Did you close all security/cloud synchronization 
software programs that were running on the PC?

• Check the state of each Ethernet cable.
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected 

properly?
• Does the access lamp go on/flash when the 

PC and network hub are connected directly?

☐Step 2: Start Remote Camera Tool
• Check that a window to select devices appears.

↓If a window to select devices does not appear,
check the following:

• Has the OS been updated to its latest version?

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

☐ Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window
• Check that information about the camera appears in the camera 

list.
↓If information about the camera does not appear by

pressing the [Refresh] button, check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other networks, 
including Wi-Fi?

• Did you close all security/cloud synchronization software 
programs that were running on the PC?

• Check the state of each Ethernet cable.
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?

• Does the access lamp go on/flash when the PC and 
network hub are connected directly?

• Check the status of the Ethernet terminal of each camera.
• Does the color of the LAN icon change once the camera is 

connected to the router directly?
• Does the color of the LAN icon change 30 seconds after 

the camera and PC are connected directly?

• Check the settings of the camera.
• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN 

Settings]→[Display Wired LAN Info.]. Is the IP address 
displayed?

• Enter the camera’s IP address in the IP address field of 
the device selection window and press [IP Connect].

• Check that information about the camera appears in 
the camera list.

☐ Step 4: Double-click the [Camera Name] field of the camera you 
want to access

• A window to control the camera appears with a live view and 
model information.

Table of Contents
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Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable

- If your PC is not equipped with an Ethernet port, you need to use a USB-to-
Ethernet adapter (available at stores).

• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Network hub

Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection
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Preparation 2: PC settings

1. If the PC is connected to other networks, including Wi-Fi, 
disconnect them in advance.

2. If any security/cloud synchronization software programs are 
running on the PC, close them in advance.

Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection
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Preparation 3: IP address settings for the camera
Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting]. 
If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].

[IP Address Setting] is grayed-out:

Select [IP Address Setting] to see which menu item is “On” 
and interrupting.

✔

OK
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Preparation 4: Enable PC Remote (Wired LAN) for the camera
Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

From the camera’s [MENU] button, select [Network]→[PC Remote (Wired LAN)]. 
If the [PC Remote (Wired LAN)] setting is accessible, set it to [On].

When [PC Remote (Wired 
LAN)] is [On], the       icon 
appears on the live view.
The       icon is gray at this 
point because the Ethernet 
cable has not been 
connected/recognized yet.

The [PC Remote (Wired LAN)] setting is grayed out.

Select the [PC Remote (Wired LAN)] setting to see which 
menu item is “On” and interrupting.

✔

OK
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Step 1: Connect the cameras, PC, and network hub with the Ethernet cables.

Check the following:
• Did you disconnect the PC from all other 

networks, including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization 

software programs that were running on the 
PC?

• Is the Ethernet⇔USB adapter connected 
properly?

• Is the Ethernet cable connected properly?

• Does the Ethernet terminal of the camera work 
properly?

• Does the ping command run successfully?
• Does the color of the LAN icon change once it is 

connected to a router?

Connect the cameras and PC to the network hub 
using their Ethernet ports and the cables.

Open the live view. If the     
icon is white, the network has 
been recognized by the 
camera.
* It takes about 30 seconds for the 

camera to recognize the network.

Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

If the        icon on the live view remains gray for more than 30 seconds,

OK

✔
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Step 2: Start Remote Camera Tool

Check the following:
• Has the OS been updated to its latest version?

Start the installed [Remote Camera Tool]. A window to select devices appears on the desktop.

Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

A window to select devices does not open.

OK

✔
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Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window.

Check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other networks, including Wi-Fi?

• Did you close all security/cloud synchronization software programs that 
were running on the PC?

• Check the state of each Ethernet cable.

• Is the Ethernet cable connected properly?

• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?
• Does the access lamp go on/flash when the PC and network hub are 

connected directly?

• Check the status of the Ethernet terminal of each camera.

• Does the color of the LAN icon change once the camera is connected to 
the router directly?

• Does the color of the LAN icon change 30 seconds after the camera and 
PC are connected directly?

• Does the ping command run successfully?

• Check the settings of the camera.

• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[Display 
Wired LAN Info.]. Is the IP address displayed?

• Enter the camera’s IP address in the IP address field of the device 
selection window and press [IP Connect].

• Check that information about the camera appears in the camera list.

Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

Information about the camera is not reflected in the list.✔
Press [Refresh] on the device selection window. Information about the connected camera is reflected in the list.

OK
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Step 4: Double-click the [Camera Name] of the camera you want to access.
Table of Contents > Step by Step Guide [2] Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC Connection

Double-click the name of the camera you want to operate.

A window to 
control the 
camera appears 
with a live view 
and model 
information.

◎Remote Camera Tool Ver.2.0
Pairing is required when connecting.
Please refer to page 16, 17 for details.

OK
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Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection
Table of Contents

[1]
Camera⇔PC Direct Connection

[2]
Multiple Cameras⇔Network Hub⇔PC

Connection

[3]
Multiple Cameras⇔Network Router⇔

PC Connection

Schematic diagram

Image save destination PC PC/FTP Server PC/FTP Server

IP address Static / Auto Static / Auto Static / DHCP

Transfer method Wired LAN Wired LAN Wired LAN

Transfer while shooting Yes Yes Yes

Transfer file format RAW/JPEG RAW/JPEG RAW/JPEG
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				0		Remote Camera ToolをPCにインストールします。

						※		Remote Camera ToolのWebサイトに飛びます。 ト

								TOPページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								ダウンロードページにて[ダウンロード]ボタンを押します。 オ

								保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを起動します。 ホゾン キドウ
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								ダウンロードフォルダに保存された[RCT100_1904a.dmg]ファイルを削除します。 サクジョ
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						④		PCで制御してカメラからFTPでサーバーに飛ばす セイギョ ト

				各トポロジーに従った環境設定からのステップアップガイド カク シタガ カンキョウセッテイ

				#1		カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク
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								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ
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								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ																																								※		複数の場合はRCTの使い方ページより フクスウ バアイ ツカ カタ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ																																				複数のカメラを接続する際は、区別がつくように［機器名称変更］で名称を変更しておくと区別しやすいです。

																		一度項目自体を選択すると																																				「ネットワーク」→「機器名称変更」

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

						－		手順 テジュン

								1		カメラとPCをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク																																										※		1手順1ページ＋OverViewで目次的な要素 テジュン モクジ テキ ヨウソ

																※カメラがネットワークを認識するまで30秒～1分程度かかります。 ニンシキ ビョウ フンテイド																																				※		カメラがルーターになってIPアドレスをPCに振るために時間がかかる フ ジカン

																		(画像素材は導入資料を使用) ガゾウ ソザイ ドウニュウ シリョウ シヨウ

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		(2017年より以前に製造されたMacBook Airで使用の場合) ネン イゼン セイゾウ シヨウ バアイ

																				Thunderbolt-ギガビットEthernetアダプタを使用しているか？

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ





										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		デバイス選択ウインドウのIPアドレス入力欄にカメラのIPアドレスを入力し、 センタク ニュウリョクラン ニュウリョク

																				[IP Connect]を押下する オウカ

										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン																																										※		[Camera Name]で機器名称が変更される点については触れておく？ キキ メイショウ ヘンコウ テン フ

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#3		カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク																																																※		いっそのことDHCPとIP固定でトポロジーを分ける？ コテイ ワ

						－		必要なもの ヒツヨウ

								・		Remote Camera Controlに対応しているカメラ タイオウ

								・		Ethernetケーブル（ハブ⇔カメラ間でカメラ1台につき1本+ハブ⇔PC間で1本） カン ダイ ホン カン ホン

								・		Remote Camera ControlがインストールされたPC

								・		ルーター

						－		準備 ジュンビ

								1		PCの設定を行います。 セッテイ オコナ

										I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

										※		ここ、もしかしたら[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にする手順を追加するかも？ ユウセン セッテイ セッテイ テジュン ツイカ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		[PCリモート(有線LAN)]項目がグレーアウトしている場合 ユウセン コウモク バアイ

																		一度項目自体を選択すると

																		どの設定項目がONになっているかが表示されているので、当該の設定項目をOFFにする。 セッテイコウモク ヒョウジ トウガイ セッテイコウモク

										[PCリモート(有線LAN)]設定が[入]の場合、 セッテイ イリ バアイ

										ライブビューに[LAN]アイコンが表示されます。

										但し、まだEthernetケーブルを接続・認識していないため、色はグレーアウトのままになります。 タダ セツゾク ニンシキ イロ

								3		PCとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		PC⇔ルーター間の接続ができないままの場合 カン セツゾク バアイ																																				※		ルーターがデフォルトに設定されていると想定して物理的な確認のみ セッテイ ソウテイ ブツリテキ カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク																																		※		そもそもPC⇔ルーター間の接続ができない状態って何？？？？？？ カン セツゾク ジョウタイ ナニ

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ																																						-		固定IP降ってて コテイ フ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										PCとルーター間のネットワークが確率されます。 カン カクリツ

								4		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ																																												ルーターがよしなに割り振ってる場合と ワ フ バアイ

																																																						固定IPで割り振ってる場合と分ける？ コテイ ワ フ バアイ ワ

																																																						DHCPを使ってルーターが固定IPを振っている場合 ツカ コテイ フ バアイ



																		DHCPでつながってるよね？

																		固定UPで振ってるんだったら開いてるIPをPC/カメラに振ってるよね？ コテイ フ ア フ

																		PCとルーターのフリ先は一致しているよね？ サキ イッチ

																		カメラとルーターの振り先は一致しているよね？ フ サキ イッチ																														カメラダイレクトのとき



																		※DHCPを

						－		手順 テジュン

								1		カメラとルーターをEthernetケーブルで接続します。 セツゾク

																		1分以上経過してもライブビューの[LAN]アイコンがグレーアウトしたままの場合 フン イジョウ ケイカ バアイ

																		-		ルーターの電源は入っているか？ デンゲン ハイ

																		-		ルーターのアクセスランプは点灯/点滅しているか？ テントウ テンメツ

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		ルーターのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

										カメラがEthernetケーブルを認識すると、ライブビューの[LAN]アイコンが白になります。 ニンシキ シロ

								3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

																		デバイス選択ウインドウが表示されない場合 センタク ヒョウジ バアイ

																		-		OSが最新のバージョンにアップデートされているか？ サイシン









										デバイス選択ウインドウが表示されます。 センタク ヒョウジ

								4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

																		[Refresh]ボタンを押下しても接続されているカメラの情報が反映されない場合 オウカ セツゾク ジョウホウ ハンエイ バアイ

																		PCを確認します。 カクニン

																		-		PCがWi-Fiを含めた他のネットワークに接続していないか？ フク ホカ セツゾク

																		-		PCのセキュリティソフトやクラウド同期ソフトが起動されていないか？ ドウキ キドウ





																		接続部を確認します。 セツゾクブ カクニン

																		-		Ether⇔USB変換ケーブルは生きているか？ ヘンカン イ

																		-		Ethernetケーブルは生きているか？ イ

																		-		カメラのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		-		PCのEther端子は生きているか？ タンシ イ

																		カメラを確認します。 カクニン

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ユウセン セッテイ ユウセン ジョウホウ ヒョウジ ヒラ

																				IPアドレスが表示されているか？

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を開き ヒラ

																				[オート]or[マニュアル]に設定しているか？ セッテイ

																		-		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定しているか？ ユウセン ヒラ イリ セッテイ

																		ルーターの設定を確認します。 セッテイ カクニン

																		-		DHCPサーバー機能が[有効]or[無効]にしているか？ キノウ ユウコウ ムコウ

																		-		カメラのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア

																		-		PCのMACアドレスに正しいIPアドレスが割り当てられているか？ タダ ワ ア











										接続されているカメラの情報がデバイス選択ウインドウに反映されます。 セツゾク ジョウホウ セン ハンエイ

								5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

																		カメラ制御ウインドウが表示されない場合 セイギョ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

																		カメラ制御ウインドウが表示されてもライブビューや情報が表示されない場合 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ バアイ

																		-

																		-

																		-

										カメラ制御ウインドウが表示され、ライブビューや情報が表示されます。 セイギョ ヒョウジ ジョウホウ ヒョウジ

				#4		PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						－		準備 ジュンビ

								1		カメラにFTPサーバーの登録を行います。 トウロク オコナ

										I		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[サーバー設定]→[サーバー　]を選択する テンソウ キノウ セッテイ センタク

										II		サーバー　の設定内容を以下のように入力する セッテイナイヨウ イカ ニュウリョク

												表示名称： ヒョウジ メイショウ

												転送先設定： テンソウサキ セッテイ

														ホスト名： メイ

														セキュアプロトコル：[入]/[切] イリ キリ

														ルート証明書エラー：[接続しない]/[接続する] ショウメイショ セツゾク セツゾク

														ポート番号： バンゴウ

												フォルダー設定： セッテイ

														フォルダー指定： シテイ

														フォルダー階層：[標準]/[カメラ]と同じ カイソウ ヒョウジュン オナ

														同名ファイル：[上書き]/[上書きしない] ドウメイ ウワガ ウワガ

												ユーザー設定： セッテイ

														ユーザー名： メイ

														パスワード：

								2		転送先として[サーバー　]を選択します。 テンソウサキ センタク

								3		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP接続方式]→[有線LAN]を選択する テンソウ キノウ セツゾク ホウシキ ユウセン センタク

								4		[MENU]→[ネットワーク]→[FTP転送機能]→[FTP機能]→[入]を選択する テンソウ キノウ キノウ イリ センタク
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		もししたら構成変える可能性があります。。。。 コウセイ カ カノウセイ

				DHCP														トポロジー

						PC												ダイレクト						（固定・オート） コテイ																トポロジー3つ										オートとDHCPを基本設定として記載する キホンセッテイ キサイ

						カメラ												ハブ経由 ケイユ						（固定・オート） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		FTP設定 セッテイ

						ルーター												ルーター経由 ケイユ						（固定・DHCP） コテイ						FTP設定 セッテイ								op.		固定IPを使う場合設定 コテイ ツカ バアイ セッテイ										として独立して記載する ドクリツ キサイ

				IP固定接続 コテイ セツゾク

						PC																																		FTPや固定IPを使う設定についてはリンクを参照する コテイ ツカ セッテイ サンショウ

						カメラ																																		流れで ナガ

						ルーター

				カメラ⇔PC直接続 ジカ セツゾク																																				「α9 Firmware Ver.5.0とRemote Camera Tool 1.0の組み合わせ限定の情報になります」 ク ア ゲンテイ ジョウホウ

						1		カメラとPCをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ																																5月中目処。 ガツチュウ メド

						3		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						4		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ネットワークハブ経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとネットワークハブをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				カメラ⇔ルーター経由⇔PC接続 ケイユ セツゾク

						1		PCとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						2		カメラとルーターをEtherケーブルで接続します。 セツゾク

						3		Remote Camera Toolを起動します。 キドウ

						4		[Refresh]ボタンを押下します。 オウカ

						5		[Camera Name]欄をダブルクリックします。 ラン

				PC接続時のFTPサーバー設定 セツゾクジ セッテイ

						1																						https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html



https://helpguide.sony.net/di/ftp/v1/ja/contents/TP0002012680.html
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		固定IPとDHCPの設定方法差分 コテイ セッテイ ホウホウ サブン

				1		WinPCの設定を行います。 セッテイ オコナ																																		※		WinとMacの設定方法をまとめたほうがいいかも。

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン																																		（最初の一覧で1ページにまとめれば…！） サイショ イチラン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

										Win		コマンドプロンプトを開いて、「ipconfiig」を打ち込み、MACアドレスの値を参照します。 ヒラ ウ コ アタイ サンショウ

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[スタートメニュー]→[ネットワーク接続]を選択する セツゾク センタク																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.html

								2		[イーサネット]のアイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択する ミギ センタク

								3		[インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]にチェックが入っていることを確認してから選択し、[プロパティ]を選択します。 ハイ カクニン センタク センタク

								4		[次のIPアドレスを使う]にチェックを入れます。 ツギ ツカ イ

								5		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								6		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								7		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								8		[次のDNSサーバーのアドレスを使う]にチェックを入れます。 イ																										※		ここいる？

								9		優先DNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ユウセン ニンイ

								10		代替をDNSサーバーを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ダイタイ

								11		[OK]を選択します。 センタク

				1		MacPCの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		Wi-Fi含め他のネットワークに接続している場合、あらかじめ切断しておきます。 フク ホカ セツゾク バアイ セツダン

								（ここから先、DHCPで設定する分には何もしません） サキ セッテイ ブン ナニ

						II		PCのMACアドレスを予め控えておきます。 アラカジ ヒカ

								[🍏メニュー]→[このMacについて]→[システムレポート]を開き、 ヒラ

								[ネットワーク]→[ネットワーク環境]内のMACアドレスの値を参照します。

						III		固定IPアドレスを設定します。 コテイ セッテイ

								1		[🍏メニュー]→[システム環境設定…]→[ネットワーク]を開きます。 カンキョウセッテイ ヒラ																										※		https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.html

								2		[ネットワーク環境]プルダウンメニューから、[ネットワーク環境を編集]を選択します。 カンキョウ カンキョウ ヘンシュウ センタク

								3		[+]を選択し、[入力項目]に[　　　　　　　]を入力し、[完了]を選択します。 センタク ニュウリョクコウモク ニュウリョク カンリョウ

								4		[ネットワーク環境]のプルダウンメニューから、手順3で入力した[　　　　　　　]を選択します。 カンキョウ テジュン ニュウリョク

								5		[Ethernet]を選択します。 センタク

								6		[IPv4の構成]プルダウンメニューから、[手入力]を選択します。 コウセイ テニュウリョク

								7		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク

								8		サブネットマスクを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								9		ルーターを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								10		[詳細]→[DNS]→[+]を選択します。 ショウサイ

								11		入力欄に[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力し、[OK]を選択します。 ニュウリョクラン

								12		[適用]を選択します。 テキヨウ センタク

				2		カメラの設定を行います セッテイ オコナ

						DHCPの場合 バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[オート]にします。

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

						固定IPの場合 コテイ バアイ

								I		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[有線LAN情報表示]を開き、 ヒラ																														※		固定IPの場合、ルーターから設定することもあるし、セットから設定する場合もあるし。。。。 コテイ バアイ セッテイ セッテイ バアイ

										カメラのMACアドレスを予め控えておきます。																																↓

								II		[MENU]→[ネットワーク]→[有線LAN設定]→[IPアドレス設定]を[マニュアル]にします。																																固定IPの場合は両方共設定しなければいけない。 コテイ バアイ リョウホウトモ セッテイ

								III		IPアドレスを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。 ニュウリョク																																なぜならルーターが固定IPにした時点でDHCPを切っているから。 コテイ ジテン キ

								IV		サブネットマスクをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								V		デフォルトゲートウェイをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します。

								VI		プライマリDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。 ニンイ

								VII		セカンダリをDNSサーバーをを[　　　.　　　.　　　.　　　]と入力します（任意）。

								VIII		[OK]を押下します。 オウカ

								XI		[MENU]→[ネットワーク]→[PCリモート(有線LAN)]を開き、[入]に設定します。 ユウセン ヒラ イリ セッテイ

				3		ルーターの設定を行います。 セッテイ オコナ

						I		ルーターの管理メニューにアクセスします。 カンリ																														※例 レイ		http://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.html

						DHCPの場合 バアイ																																※マイクロリサーチ社の場合 シャ バアイ										https://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm

								II		DHCPサーバー機能を有効にします。 キノウ ユウコウ

						固定IPの場合 コテイ バアイ																																※メーカーによって設定の仕方違うからコレぐらいの記述でいいのかな？ セッテイ シカタ チガ キジュツ

								II		予め控えておいたカメラのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								III		予め控えておいたPCのMACアドレス[　　　-　　　-　　　-　　　-　　　-　　　]に アラカジ ヒカ

										IPアドレス[　　　.　　　.　　　.　　　]を割り当てます。 ワ ア

								IV		ルーターの設定を反映します。 セッテイ ハンエイ



https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_win10.htmlhttps://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/ip_static_mac10.htmlhttp://jq1yda.org/topics/wires/rooter/kotei-ip.htmlhttps://www.mrl.co.jp/support/nwginfo/guide/ip_fixed/ip8.htm
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

☐Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable
• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Network hub

☐Preparation 2: PC settings
• Disconnect all other network connections, including Wi-Fi.
• Close all security/cloud synchronization software 

programs that are running on the PC.
☐Preparation 3: Router settings

• Access the control menu of the router.
• Enable the DHCP server function.

☐Preparation 4: IP address settings for the camera
• From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired 

LAN Settings]→[IP Address Setting].
• If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].
☐ ↓If [IP Address Setting] is grayed-out,

do the following:
• Select [IP Address Setting] and see which menu item is 

“On” and interrupting.
• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

☐Preparation 5: Enable PC Remote (wired LAN) for the 
camera

• From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[PC 
Remote (Wired LAN)] and set it to [On].

↓If [PC Remote (Wired LAN)] is grayed out,
do the following:

• Select [PC Remote (Wired LAN)] and see which menu 
item is “On” and interrupting.

• Turn off the menu item that is [On].
• Turn on [PC Remote (Wired LAN)].

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

☐ Step 1: Connect the cameras, PC, and network hub with the Ethernet cables
* It takes about 30 seconds to 1 minute for the camera to recognize the network.

• Open the live view and ensure that the text of the          icon is white. 
↓If the         icon on the live view remains gray for more  than 30

seconds, check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other networks, including 
Wi-Fi?

• Did you close all security/cloud synchronization software 
programs that were running on the PC?

• Check the state of each Ethernet cable.
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?

• Does the access lamp go on/flash when the PC and network 
hub are connected directly?

• Check the status of the Ethernet terminal of each camera.
• Does the color of the           icon change once the camera is 

connected to the router directly?
• Does the ping command run successfully?

☐ Step 2: Start Remote Camera Tool
• Check that a window to select devices appears.

↓If a window to select devices does not appear,
check the following:

• Has the OS been updated to its latest version?

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

☐ Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window
• Check that information about the camera appears in the camera 

list.
↓If information about the camera does not appear by pressing the

[Refresh] button, check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other networks, 
including Wi-Fi?

• Did you close all security/cloud synchronization software 
programs that were running on the PC?

• Check the state of each Ethernet cable.
• Is the Ethernet cable connected properly?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?

• Does the access lamp go on/flash when the PC and 
network hub are connected directly?

• Check the status of the Ethernet terminal of each camera.
• Does the color of the         icon change once the camera 

is connected to the router directly?
• Does the ping command run successfully?

• Check the settings of the camera.

• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN 
Settings]→[Display Wired LAN Info.]. Is the IP address 
displayed?

• Enter the camera’s IP address in the IP address field of 
the device selection window and press [IP Connect].

• Check that information about the camera appears in 
the camera list.

☐ Step 4: Double-click the [Camera Name] field of the camera you 
want to access

• A window to control the camera appears with a live view and 
model information.

Table of Contents
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Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable

- If your PC is not equipped with an Ethernet port, you need to use a USB-to-
Ethernet adapter (available at stores).

• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Router

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection
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Preparation 2: PC settings
1. If the PC is connected to other networks, including Wi-Fi, disconnect them in 

advance.
2. If any security/cloud synchronization software programs are running on the PC, 

close them in advance.

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection
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Preparation 3: Router settings
1. Access the control menu of the router.
2. Enable the DHCP server function.

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection
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Preparation 4: IP address settings for the camera
From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting]. 
If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

From the camera’s [MENU] button, go to [Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting]. 
If [IP Address Setting] is accessible, set it to [Auto].

[IP Address Setting] is grayed-out:

Select [IP Address Setting] to see which menu item is “On” 
and interrupting.

✔

OK
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Preparation 5: Enable PC Remote (Wired LAN) for the camera
Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

From the camera’s [MENU] button, select [Network]→[PC Remote (Wired LAN)]. 
If the [PC Remote (Wired LAN)] setting is accessible, set it to [On].

When [PC Remote (Wired 
LAN)] is [On], the       icon 
appears on the live view.
The       icon is gray at this 
point because the Ethernet 
cable has not been 
connected/recognized yet.

The [PC Remote (Wired LAN)] setting is grayed out.

Select the [PC Remote (Wired LAN)] setting to see which 
menu item is “On” and interrupting.

✔

OK
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Step 1: Connect the cameras, PC, and network hub with the Ethernet cables.

Check the following:
• Did you disconnect the PC from all other 

networks, including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization 

software programs that were running on the 
PC?

• Is the Ethernet⇔USB adapter connected 
properly?

• Is the Ethernet cable connected properly?

• Does the Ethernet terminal of the camera work 
properly?

• Does the ping command run successfully?
• Does the color of the LAN icon change once it is 

connected to a router?

Connect the cameras and PC to the router using 
their Ethernet ports and the cables.

Open the live view. If the     
icon is white, the network has 
been recognized by the 
camera.
* It takes about 30 seconds for the 

camera to recognize the network.

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

If the        icon on the live view remains gray for more than 30 seconds,

OK

✔
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Step 2: Start Remote Camera Tool

Check the following:
• Has the OS been updated to its latest version?

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

A window to select devices does not open.✔
Start the installed [Remote Camera Tool]. A window to select devices appears on the desktop.

OK
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Step 3: Press the [Refresh] button on the device selection window.

Check the following:
• Check the PC settings.

• Did you disconnect the PC from all other networks, including Wi-Fi?
• Did you close all security/cloud synchronization software programs that 

were running on the PC?
• Check the state of each Ethernet cable.

• Is the Ethernet cable connected properly?
• Is the Ethernet⇔USB adapter connected properly?

• Does the access lamp go on/flash when the PC and network hub are 
connected directly?

• Check the status of the Ethernet terminal of each camera.
• Does the color of the LAN icon change once the camera is connected to the 

router directly?
• Does the color of the LAN icon change 30 seconds after the camera and PC 

are connected directly?
• Does the ping command run successfully?

• Check the settings of the camera.
• Go to the camera’s [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[Display 

Wired LAN Info.]. Is the IP address displayed?
• Enter the camera’s IP address in the IP address field of the device selection 

window and press [IP Connect].
• Check that information about the camera appears in the camera list.

Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

Information about the camera is not reflected in the list.

Press [Refresh] on the device selection window. Information about the connected camera is reflected in the list.

OK

✔
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•

Step 4: Double-click the [Camera Name] of the camera you want to access.
Table of Contents > Step by Step Guide [3] Multiple Cameras⇔Router⇔PC Connection

Double-click the name of the camera you want to operate.

A window to 
control the 
camera appears 
with a live view 
and model 
information.

◎Remote Camera Tool Ver.2.0
Pairing is required when connecting.
Please refer to page 16, 17 for details.

OK
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

☐ Preparation 1: Register FTP server information to the camera
• Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]→[Server 

Setting]→[Server  ].
• Select [Display Name] and enter the display name [           ].
• Select [Destination Settings] and enter the following settings:

Host Name:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Secure Protocol: [On] or [Off]__________
Root Certificate Error:  [Not connect] or [Connect]_
Port Number:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

• Select [Directory Settings] and enter the following settings:
Specify Directory:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_
Directory Hierarchy: [Standard] or [Same as camera]_____
Same File Name: [Overwrite] or [Not overwrite]＿＿

• Select [User Info Settings] and enter the settings provided on the 
right.
User: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Password:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__________

• Select [OK].

☐ Preparation 2: Enable the FTP connection to the camera
• Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]→[FTP Connect 

Method] and select [Wired LAN].
• Select [FTP Function] and then select [On].

↓If FTP connection fails, see the error message
and check the following:

[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check 
the FTP server settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a 
connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server 
settings or destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is 

the network connected to the Internet?

Table of Contents

* From here, the fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

☐ Transfer multiple images at once
• Go to [MENU]→[Playback]→[Select Playback Media] and select a 

slot you want to transfer images from.
• Select [MENU]→[Network]→[FTP Transfer].

↓If [FTP Transfer] is not accessible, check the following:
• Is an SD card inserted in the selected slot?
• Can the inserted SD card be read by other devices 

without any error?
• Specify which types of images you want to transfer using FTP and 

select [OK].
Target Group

[This media]
[This date]* for the date view

[This folder]* for the folder view

Target Image
[All]
[Protected]

Transfer Status
[All]
[Only Non-transfer]
[Only Failed]

• Select [OK].

↓If FTP server connection fails, see the error message
and check the following:

[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check 
the FTP server settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a 
connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server 
settings or destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is 

the network connected to the Internet?

Table of Contents
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

☐ Transfer images automatically as you shoot
• Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]→[Auto Trans 

When Shot] and select [On].
• Shoot a photo

↓If FTP server connection fails, see the error message
and check the following:

[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check 
the FTP server settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a 
connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server 
settings or destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is 

the network connected to the Internet?

☐ Transfer an image that is being played back
• Go to [MENU]→[         (shooting settings 2)]→[      Custom Key] 

and assign a key you want to use to the [FTP Transfer (1 img.)] 
function.

• Display an image you want to transfer and press the key that is 
assigned to [FTP Transfer (1 img.)].

↓If FTP server connection fails, go to [MENU]→[Network]
→[FTP Transfer Func.] to see the error message
and check the following:

[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check 
the FTP server settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a 
connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server 
settings or destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is 

the network connected to the Internet?

Table of Contents
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Preparation 1: Register FTP server information to the camera
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

1. Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]→[Server Setting]→[Server  ].

2. Select [Display Name] and enter the display name [           ].
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Preparation 1: Register FTP server information to the camera

•

Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

3. Select [Destination Settings] and enter the settings 
provided on the right.

4. Select [Directory Settings] and enter the settings 
provided on the right.

Host Name:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___＿＿______＿

Secure Protocol: [On] or [Off]_____________________

Root Certificate Error: [Not connect] or [Connect]______

Port Number:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_________＿＿

Specify Directory:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__＿______＿＿_

Folder Hierarchy: [Standard] or [Same as camera]_____

Same File Name: [Overwrite] or [Not overwrite]＿____＿

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 1: Register FTP server information to the camera

•

Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

5. Select [User Info Settings] and enter the settings 
provided on the right.

6. Select [OK].

User: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿____＿＿＿

Password:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__________

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 2: Enable the FTP connection to the camera

•1. Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]
→[FTP Connect Method] and select [Wired LAN].

2. Select [FTP Function] and then select [On].

Try the following depending on the error message you 
receive:
[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check 
the FTP server settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a 
connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server 
settings or destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is the 

network connected to the Internet?

Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

Connection 
failed:

If a connection is successfully established, 
the message “Connected.” appears.
Also, the white        icon is displayed
on the live view.

If a connection was not established, 
the orange         icon is displayed
on the live view.

OK✔
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1. Go to [MENU]→[Playback]→[Select Playback Media] 
and select a slot you want to transfer images from.

2. Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.]
→[FTP Transfer].

Transfer multiple images at once
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

[FTP Transfer] is not accessible.

• Is an SD card inserted in 
the selected slot?

• Can the inserted SD 
card be read by other 
devices without any 
error?

OK

✔
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3. Specify which types of images you want to 
transfer using FTP and select [OK].

Target Group
[This media]
[This date]* for the date view
[This folder]* for the folder view

Target Image
[All]
[Protected]

Transfer Status
[All]
[Only Non-transfer]
[Only Failed]

4. Select [OK].

Try the following depending on the error message you receive:
[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check the FTP server 
settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server settings or 
destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is the network 

connected to the Internet?

Transfer multiple images at once
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

Connection failed:

OK

✔
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Transfer images automatically as you shoot
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

1. Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer 
Func.]→[Auto Trans When Shot] and select [On].

2. Shoot a photo

Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.] and see the error 
message. Try the following depending on the error message you 
receive:
[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check the FTP server 
settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server settings or 
destination settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is the network 

connected to the Internet?

Connection failed:

The       icon flashes while images are being transferred and stops 
flashing (the text remains white) once the transfer is complete. If 
the transfer failed, the orange        icon (not flashing) appears.

OK

✔
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Transfer an image that is being played back
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

1. Go to [MENU]→[        (shooting settings 2)]→[    
Custom Key] and assign a key you want to use to the 
[FTP Transfer (1 img.)] function.

2. Display an image you want to transfer and press the key 
that is assigned to [FTP Transfer (1 img.)].

Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer Func.] and see the error 
message. Try the following depending on the error message you receive:
[Failed to establish a connection to the FTP server. Please check the FTP server 
settings.]

• Are the settings for the FTP server correct?
[Cannot recognize the LAN cable. Trying to establish a connection again.]

• Is the camera connected to the network?
[Failed to obtain the IP address. Please check the DNS server settings or destination 
settings.]

• Are the destination settings correct?
• Is the DNS server working properly?
• If the FTP server is located outside the LAN network, is the network connected to 

the Internet?

Connection failed:

Assigning a custom key to [FTP Transfer (1 img.)] makes image transfer easier. You can transfer the image displayed on the playback screen 
to the FTP server just by pressing the key.

The           icon appears while the image is being transferred 
and the          icon appears once the transfer is complete. 
If the transfer failed, the          icon appears.

OK

✔
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Check FTP transfer results
Table of Contents > Step by Step Guide 4. FTP Server Settings for PC Connection

<How to delete FTP transfer results>
1. On the [Display FTP Result] screen, select

[Reset].

1. Go to [MENU]→[Network]→[FTP Transfer
Func.]→[Display FTP Result] and select a slot
you want to check transfer results for.
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Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address
Table of Contents

RCT on PC

Network topology (example) Camera 1

Camera 2

Router

Internet
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Step by Step Guide Overview

Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address

☐ Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable
• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Router

☐ Preparation 2: PC settings (Mac)
• If the PC is connected to other networks, including Wi-Fi, 

disconnect them in advance.
• Take a note of the MAC address of the PC in advance.

• Go to [Menu]→[About This Mac]→[System Report].
• Take a note of the MAC address displayed in 

[Network]→[Locations].
• Set up a fixed IP address.

• Go to [Menu]→[System Preferences...]→[Network].
• From the [Location] pull-down menu, select [Edit 

Locations...]→[+].
• Enter [           ] in the entry field and select [Done].
• From the [Locations] pull-down menu, select [           ], which 

you entered manually in 3 above.
• From the [Configure IPv4] pull-down menu, select [Manually].
• Enter the IP address [   .   .   .   ].

• Enter the subnet mask [   .   .   .   ].
• Enter the router [   .   .   .   ].
• Select [Advanced...]→[DNS]→[+].
• Enter [   .   .   .   ] in the field and select [OK].
• Select [Apply].

☐ Preparation 3: Camera settings
• Go to [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[Display Wired 

LAN Info.] and take a note of the MAC Address of the camera in 
advance.

• Go to [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address 
Setting] and set it to [Manual]. Enter the IP address [   .   .   .   ].

• Enter the subnet mask [   .   .   .   ].
• Enter the router [   .   .   .   ].
• Enter the primary DNS server [   .   .   .   ].
• Enter the secondary DNS server [   .   .   .   ].
• Select [OK].
• Go to [MENU]→[Network]→[PC Remote (Wired LAN)] and select 

[On].

Table of Contents

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 1: Things to prepare
• Camera that supports Remote Camera Tool
• Ethernet cable

- If your PC is not equipped with an Ethernet port, you need to use a USB-to-Ethernet 
adapter (available at stores).

• PC on which Remote Camera Tool has been installed
• Router

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address
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Preparation 2: PC settings (Mac)
1. If the PC is connected to other networks, including Wi-Fi, disconnect them in advance.
2. Take a note of the MAC address of the PC in advance.

Go to [Menu]→[About This Mac]→[System Report].
Take a note of the MAC address displayed in [Network]→[Locations].

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address
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Preparation 2: PC settings (Mac)
3. Set up a fixed IP address.

1. Go to [Menu]→[System Preferences...]→[Network].
2. From the [Location] pull-down menu, select [Edit Locations...]→[+].

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address
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Preparation 2: PC settings (Mac)
3. Set up a fixed IP address.

3. Enter [           ] in the entry field and select [Done].
4. From the [Locations] pull-down menu, select [           ], which you entered manually 

in 3 above.

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 2: PC settings (Mac)
3. Set up a fixed IP address.

5. From the [Configure IPv4] pull-down menu, select [Manually].
6. Enter the IP address [   .   .   .   ].
7. Enter the subnet mask [   .   .   .   ].
8. Enter the router [   .   .   .   ].
9. Select [Advanced...]→[DNS]→[+].

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 2: PC settings (Mac)
3. Set up a fixed IP address.

10. Enter [   .   .   .   ] in the field and select [OK].
11. Select [Apply].

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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Preparation 3: Camera settings
1. Go to [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[Display Wired LAN Info.] and 

take a note of the MAC Address of the camera in advance.

2. Go to [MENU]→[Network]→[Wired LAN Settings]→[IP Address Setting] and set it 
to [Manual].

Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address
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3. Enter the IP address [   .   .   .   ].
4. Enter the subnet mask [   .   .   .   ].
5. Enter the router [   .   .   .   ].
6. Enter the primary DNS server [   .   .   .   ].
7. Enter the secondary DNS server [   .   .   .   ].
8. Select [OK].

9. Go to [MENU]→[Network]→[PC Remote (Wired LAN)] and select [On].

Preparation 3: Camera settings
Table of Contents > Step by Step Guide 5. Settings to Use a Fixed IP Address

* The fields for settings are left blank. Please use them to write down your own settings, etc.
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END

Remote Camera Tool
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