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1.
2.
3.
4.
5.

シャッター ボタン [
]
カメラ ステータス ライト
カメラ ステータス スクリーン
マイク
サイド ドア

6. ラッチ リリース ボタン
7. USB-C ポート
8. マイクロ HDMI ポート
(ケーブルは別売)
9. タッチ ディスプレイ

10.
11.
12.
13.
14.

スピーカー
モード ボタン [
]
バッテリー
microSD カード スロット
バッテリー ドア

付属のマウント用アイテムの詳細については、マウント (88 ページ) をご参照
ください。
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はじめに
新しい HERO6 Black にようこそ。
さっそく始めよう。
MICROSD カード
ビデオや写真を撮影するには、microSD カード (別売) が必要です。
次の要件を満たす有名ブランドのメモリーカードをご使用ください。
• microSD、microSDHC、
または microSDXC
• Class 10 または UHS-I レート
• 最大容量 256GB

はじめに
2. microSD カードのラベルをバッテリー側に向けた状態で挿入し、
ドアを
閉じます。

推奨される microSD カードのリストについては、gopro.com/workswithgopro
をご参照ください。
撮影中にメモリーカードがいっぱいになると、
カメラは自動的に撮影を停止
し、
タッチ ディスプレイにフルと表示されます。
注意: メモリーカードの取り扱いには注意を払ってください。液体がかかった
り、
ゴミやホコリが付着しないようにしてください。念のため、
カードを抜き差
しする前にカメラの電源を切ってください。使用可能な温度の許容範囲につ
いては、
メモリーカードのメーカーのガイドラインをご確認ください。
microSD カードを挿入する
1. バッテリー ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、
ドアをスライ
ドさせて開きます。

注: カードを取り出すときは、指先で軽くカードを奥へ押すと飛び出してきます。

microSD カードの再フォーマット
最適なパフォーマンスを得るために、初めて使用する microSD カードは必
ず再フォーマットしてください。良い状態に保つために、
カードは定期的に再
フォーマットしてください。
注: 再フォーマットすると、すべてのコンテンツが消去されます。再フォーマットの前には、
ま
ずカード内の写真やビデオを外部にコピーしてください。

カードを再フォーマットするには、下にスワイプし、
「Preferences」(設定) >
「Format SD Card」(SD カードのフォーマット) >「Delete」(削除) をタップ
します。
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はじめに
バッテリーの充電
新しいカメラを最大限に活用するには、最初に使用する前にバッテリーを完
全に充電します。
1. バッテリー ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、
ドアをスライ
ドさせて開きます。

2. バッテリーを挿入してドアを閉じます。

はじめに
3. サイド ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、
ドアをスライド
させて開きます。

4. 付属の USB-C ケーブルを使用して、
カメラとコンピューターまたはその
他の USB 充電アダプターを接続します。充電中にはカメラ ステータス
ライトが点灯し、充電が完了するとライトが消えます。
コンピューターで充電する際には、
コンピューターが電源に接続されて
いることを必ず確認してください。
カメラ ステータス ライトがオンになら
ない場合は、別の USB ポートを使用してください。
バッテリーは約 2 時間で 100% 充電されます。詳細については、バッテリー
の情報 (95 ページ) をご参照ください。
PRO ヒント: 高速充電には、GoPro Supercharger (別売) と付属のケーブル
を使用してください。USB 互換の AC 充電器または DC 充電器でもカメラ
を充電できます。
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はじめに

はじめに

カメラのソフトウェアを更新する
GoPro で最新の機能を使用し、最高の性能を得るには、
カメラが常に最新の
ソフトウェアを使用していることを確認してください。
GoPro アプリ による更新
カメラを GoPro アプリ に接続すると、利用可能な更新が自動的に通知さ
れます。
1. Apple App Store または Google Play からアプリをダウンロードします。
2. アプリ画面の指示に従ってカメラを接続します。更新プログラムが利用
可能になると、
アプリがインストールの指示を表示します。
GoPro アプリによる更新 Quik デスクトップ アプリ
QUIK デスクトップ アプリにカメラを接続すると、利用可能な更新が自動的
に通知されます。
1. Quik デスクトップ アプリを gopro.com/apps からダウンロードします。
2. 付属の USB-C ケーブルでカメラをコンピューターに接続します。更新
プログラムが利用可能になると、
アプリがインストールの指示を表示し
ます。
手動更新 (SD カード リーダー/アダプター)
1. gopro.com/update をご参照ください。
2. カメラを選択して、オプションをクリックしてカメラを手動で更新します。
3. 画面の手順に従ってください。
PRO ヒント: 現在のソフトウェア バージョンを確認するには、
メイン画面か
ら下にスワイプし、
「Preferences」(設定) >「About This GoPro」(この GoPro
について) をタップします。
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電源オン + オフ
電源をオンにする:
モードボタン [
] を押します。
カメラ ステータス ライトが点滅し、
カメラ
が数回電子音を発します。
タッチ ディスプレイまたはカメラ ステータス スク
リーンに情報が表示されたら、
カメラの電源が入ったことを意味します。
電源をオフにする:
モードボタン [
] を 2 秒間押し続けます。
カメラ ステータス ライトが点滅
し、
カメラが数回電子音を発します。
警告: アクティブなライフ スタイルの一部として GoPro を使用する
ときは十分ご注意ください。使用者および周囲の人々に危険が生じ
ないよう、使用時には常に周囲に気を配ってください。
GoPro 製品や搭載されている関連機能およびアクセサリーの使
用中には、特定の場所での撮影を禁じている可能性のある、
プラ
イバシー保護に関するあらゆる法律を含む現地の法律に従って
ください。
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はじめに

はじめに

カメラ ステータス スクリーン
カメラのフロント画面で現在の基本設定を確認できます。

タッチ ディスプレイ
タッチ ディスプレイのメイン画面には、モードと設定に関する次の情報が表
示されます。表示される設定は、モードによって異なります。

1
2

3
4

カメラ モード
設定
撮影したファイル数またはビデオ再生時間
microSD カードのストレージ残量
バッテリー ステータス

注: カメラ ステータス スクリーン上に表示されるアイコンと設定はモードによって異なりま
す。上記は、ビデオ モード用のものです。

00:00

100%
00:00

100%

3

5

4
1.
2.
3.
4.
5.
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1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6
7

解像度

4k

FPS

60

FOV

広角
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ワイヤレス ステータス
GPS ステータス
メディア ステータス*
カメラ モード
残り時間/撮影した写真の数
バッテリー ステータス
詳細設定 (アイコン)
設定

注: タッチ ディスプレイは水中では機能しません。
*
メモリー カードに映像が含まれている場合のみアイコンが表示されます。右にスワイプして
ビデオや写真にアクセスします。
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はじめに

GoPro のナビゲーション

タッチ ディスプレイ ジェスチャー
次のジェスチャーを使用してタッチ ディスプレイをナビゲートします。
スワイ
プするときは、画面の端からスワイプしてください。

モード
HERO6 Black には、次の 3 種類のモードがあります。ビデオ、写真、
タイム ラ
プス

タップ
アイテムの選択、設定のオン/オフを切り替える。

長押し
露出コントロール設定にアクセスする。

左にスワイプ
現在のモードの詳細設定メニューを開く (利用でき
る場合)。

ビデオ
ビデオ モードには、次の 2 種類のモードがあります。ビデオ、ループ各撮影
モードの説明については、ビデオ モード: 撮影モード (45 ページ) をご参
照ください。
写真
写真モードには次の 3 種類の撮影モードがあります。写真、連写、夜間各撮
影モードの説明については、写真モード: 撮影モード (57 ページ) をご参
照ください。
タイム ラプス
タイム ラプス モードには次の 3 種類の撮影モードがあります。
タイム ラプス
ビデオ、
タイム ラプス フォト、
ナイト ラプス フォト各撮影モードの説明につい
ては、タイム ラプス モード: 撮影モード (63 ページ) をご参照ください。
GoPro のモードや設定の視覚的なマップについては、モードと設定の一覧表
(22 ページ) をご参照ください。

右にスワイプ
メディアを表示する。

下にスワイプ
メイン画面で、
「接続」および「Preferences」(設定) メ
ニューを開く。
これ以外の場合は、
メイン画面に戻る。
PRO ヒント: 意図しない誤入力を防ぐため、
タッチ ディスプレイを自動的に
ロックすることができます。詳細については、自動ロック (84 ページ) を
ご参照ください。
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GoPro のナビゲーション

GoPro のナビゲーション

タッチ ディスプレイでナビゲートする
1. メイン画面で、左下にあるアイコンをタップします。
2. 画面の上部にあるモード アイコンのいずれか (ビデオ、写真、
タイム ラ
プス) をタップします。
3. 下のリストにある撮影モードをタップします。

毎秒フレーム数 (FPS) 設定をサポートしていないビデオ解像度 (RES)
を選択した場合、新しい FPS 設定を選択する方法を説明するメッセージ
が表示されます。選択している解像度でサポートされていない FPS を選
択すると、同じようなメッセージが表示されます。
6. 詳細設定を変更するには、左にスワイプします。
注: 撮影モードによっては、詳細設定がない場合があります。

7. 詳細設定をオンにするには、[

] をタップします。

ビデオ
ループ

PROTUNE
高度なビデオ設定を有効にして
操作機能を拡張します

4. メイン画面で、変更する設定をタップします。
5. 新しいオプションをタップします (選択可能なオプションは白です)。
メイ
ン画面に戻ります。

4K

4K 4:3

8. メイン画面に戻るには、下方向にスワイプします。

2.7K

解像度

1080
@ 60 fps

2.7K 4:3

18

1440

1080

720
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GoPro のナビゲーション
モード ボタンでモードを変更する
モードボタンを使用すると、最近使用した撮影モードを素早くナビゲートで
きます。たとえば、ビデオ モードでビデオ、写真モードでナイト フォト、
タイム
ラプス モードでタイム ラプス ビデオ を選択した場合、モードボタンを押す
と、
これらの撮影モードが循環します。
このサイクルでは、連写が常に表示さ
れることに注意してください。

GoPro のナビゲーション
3. シャッターボタン [
] を押して、設定のオプションに移動します。オプ
ションを選択するには、オプションが選択された状態のままになるよう
にします。

ボタンでナビゲートする
カメラを水中で使用する場合、ボタンとカメラ ステータス画面を使用して
モードと設定を変更できます。
注: ボタンを使用してナビゲートする場合は、
「Connections」(接続) および「Preferences」(設
定) メニューは使用できません。

1. カメラの電源を入れた状態で、モードボタン [
] を長押し、
シャッター
ボタン [
] を押します。
] を使用して、設定間をスクロールします。
2. モードボタン [

20

4. 終了するには、次のオプションのいずれかを選択します。
• シャッター ボタン [
] を長押しします。
] を繰り返し押して、
シャッターボタ
• 完了するまでモードボタン [
ン[
] を押して選択します。
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モードと設定の一覧表

自動光量調整

ループ

レート

タイム ラプス ビデオ

連写

手動オーディオ コン
トロール

RAW 形式

ビデオ モード /
ビデオ

視野角
フレーム/秒
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モードと設定の一覧表

ナイト フォト
ナイト ラプス フォト

ハイ ダイナミック
レンジ (HDR)

写真モード / 写真

間隔

Protune

解像度 (RES)

ビデオ安定化機能

シャッター
タイム ラプス モード
タイム ラプス フォト

23

ビデオ録画と写真撮影

ビデオ録画と写真撮影

ビデオ録画と写真撮影
カメラの電源を入れたまま、必要に応じて撮影できる方法です。
タッチ ディ
スプレイを使ってショットをプレビューし、撮影前にモードや設定を変更で
きます。
1. 必要に応じて、別のモードを選択します。
a. タッチ ディスプレイの左下にあるアイコンをタップします。

00:00

100%
00:00

解像度

4k

FPS

60

100%

3. シャッターボタン [
] を押します。
カメラが電子音を発し、撮影中はカ
メラ ステータス ライトが点滅します。
4. ビデオ撮影またはタイム ラプスを停止するには、
シャッターボタン
] を押します。
カメラが電子音を発し、
カメラ ステータス ライトがす
[
ばやく点滅します。
PRO ヒント: また、音声コマンドを使ってビデオ録画と写真撮影を実行する
こともできます。詳細については、音声で GoPro を操作 (30 ページ) を
ご参照ください。

FOV

広角

b. 画面の上部にあるモード アイコンのいずれかをタップします。
c. 下のリストにある撮影モードをタップします。

写真
夜間
連写

2. 必要に応じて、別の設定を選択します。設定の詳細については、
ビデオ モード: 撮影モード (45 ページ)、写真モード: 撮影モード
(57 ページ)、
または タイム ラプス モード: 撮影モード (63 ページ)
をご参照ください。
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HILIGHT タグの追加
ビデオの録画中や再生中に、HiLight タグで特定の瞬間をマーキングできま
す。HiLight タグを付けることで、共有したい最高の見所が簡単に探せるよう
になります。
ビデオの録画中または再生中に、モードボタン [

] を押します。

PRO ヒント: GoPro アプリ、音声コントロール、
または Smart Remote で録画
中に HiLight タグを追加することもできます。
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アクティビティの設定

アクティビティの設定

アクティビティの種類に合わせて、以下のガイドラインを参考にすることで最
高の結果が得られます。
アクティビティ

ビデオ設定

写真撮影モード

自動車

• 1080p60、広角視野角
• 2.7K120、広角視野角
• 4K60、広角視野角

写真、
または連続写真、
広角視野角

家族/旅行

• 1080p60、広角視野角
• 4K60、広角視野角

写真、
または連続写真、
広角視野角

サイクリング、
マウンテン バイク

• 1080p60、
SuperView 視野角
• 1440p60、広角視野角
• 2.7K60 4:3、広角視野角

タイム ラプス フォ
ト (2 秒間隔)、広角
視野角

ハイキング

• 1440p30、広角視野角
• 4K30 4:3、広角視野角

タイム ラプス フォト
(5 秒間隔)、広角視野
角または写真、広角
視野角

Karma ドローン
の飛行

• 1080p60、魚眼無効
視野角
• 4K60、広角視野角

タイム ラプス フォト
(2 秒間隔)、広角視野
角または RAW 形式設
定の写真、および広角
視野角

アクティビティ

ビデオ設定

写真撮影モード

オートバイ、
モトクロス

• 1080p60、
SuperView 視野角
• 2.7K60 4:3、広角視野角

タイム ラプス フォ
ト (2 秒間隔)、広角
視野角

スキー、
スノーボード
(非 POV*)

•
•
•
•

スキー、
スノーボード
(POV*)

• 1440p60、広角視野角
• 2.7K60 4:3、広角視野角

タイム ラプス フォト
(0.5 秒間隔)、広角視野
角または連写 (3 秒間
に 30 枚)、広角視野角

サーフィン

• 1080p240、広角視野角

タイム ラプス フォ
ト (5 秒間隔)、広角
視野角

水中のアクティ
ビティ

• 1080p60、広角視野角
• 4K60、広角視野角

タイム ラプス フォ
ト (2 秒間隔)、広角
視野角

水上のアクティ
ビティ

• 1080p120、広角視野角
• 1080p240、広角視野角
• 2.7K120、広角視野角

タイム ラプス フォ
ト (5 秒間隔)、広角
視野角

1080p120、広角視野角
1080p240、広角視野角
2.7K120、広角視野角
4K60、広角視野角

連写 (3 秒間に 30 枚)、
広角視野角

*
視点 (POV) ショットは自分の視点から撮影されたショットです。非 POV ショットは別の視
点から撮影されたショットです (例: カメラをスキー ポールまたはサーフボードに取り付け
た状態での撮影)。

PRO ヒント: アクティビティを最高のビデオに。すべて自動で撮影します。詳
細については、QuikStory の作成 (41 ページ) をご参照ください。
26

27

クイックキャプチャー

クイックキャプチャー

ビデオやタイム ラプス フォトを HERO6 Black で最も簡単に撮影できる方法
がクイックキャプチャーです。撮影時のみカメラの電源がオンになる設定な
ので、バッテリー電力を節約できます。

クイックキャプチャーを使ってタイム ラプス フォトを撮影する
時間の経過とともに変化するシーンが撮影できるタイム ラプス フォト。欲
しいショットを逃さずに撮影したいとき、一連の写真を自動撮影するのにも
便利です。
1. カメラの電源がオフの状態で、撮影が始まるまで シャッターボタン
[
] を 3 秒間長押しします。

クイックキャプチャーを使ったビデオ撮影
1. カメラの電源がオフの状態で、
シャッターボタン [

] を押します。

3秒

カメラの電源が入り、数回電子音が鳴り、ビデオの撮影が自動的に開始
されます。
カメラでの撮影中はカメラ ステータス ライトが点滅します。
2. 録画を停止するには、
シャッターボタン [
] をもう一度押します。
カメラが録画を停止し、数回電子音が鳴り、電源が自動的に切れます。
他の種類のビデオや写真を撮影するには、ビデオ録画と写真撮影
(24 ページ) をご参照ください。

カメラの電源が入り、数回電子音が鳴り、
タイム ラプス フォトの撮影が自
動的に開始されます。写真が撮影されるたびに、
カメラ ステータス ライ
トが 1 回点滅します。
2. 録画を停止するには、
シャッターボタン [
] をもう一度押します。
カメラが撮影を停止し、数回電子音が鳴り、バッテリーの寿命を長持ちさ
せるために電源が自動的に切れます。
他の種類のビデオや写真を撮影するには、ビデオ録画と写真撮影
(24 ページ) をご参照ください。
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クイックキャプチャーをオフにする
クイックキャプチャーは初期設定でオンになっていますが、必要に応じ
てオフにできます。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2. 「Preferences」(設定) > 「QuikCapture」(クイックキャプチャー) を
タップします。
3. 「Off」(オフ) をタップします。
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音声で GOPRO を操作

音声で GOPRO を操作

特定のコマンド (下記のリストを参照) を使用して音声で HERO6 Black を操
作することができます。

音声コマンド リスト
音声コントロールでは、2 種類のコマンドを利用できます。
• アクション コマンドは、ビデオや写真の撮影を直ちに開始するときに使
用します。たとえばビデオの撮影を停止したばかりのとき、モード変更の
手間なしでコマンドで写真を撮ったりタイム ラプスの撮影を開始するこ
とができます。
• モード コマンドはモードを素早く選択するときに便利で、その後はすぐ
にシャッターボタンを押して撮影を開始できます。

注: 音声コントロールの性能は、距離、風、周囲の騒音などの条件から影響を受けることがあ
ります。製品は、汚れやほこりのないきれいな状態で保管してください。

音声コントロールの使用
音声コントロールは、GoPro がすぐそばにあるときに最も効果的に機能し
ます。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2. [
] をタップして、音声コントロールをオンにします。
注: 音声コントロールは、
「Preferences」(設定) メニューからオンまたはオフにすること
もできます。
「Preferences」(設定) >「On Camera Voice Control」(カメラの音声コント
ロール オン) をタップして、オプションを選択します。

3. 音声コントロールを初めてオンにする場合は、音声コントロール言語を
確認または変更します。
4. 音声コマンド リスト (31 ページ) のコマンドを発声します。
5. 手動で音声コントロールをオフにするには、
メイン画面から下方向に
スワイプして、[
] をタップします。
カメラの電源が自動的にオフに
なると、音声コントロールもオフになります。詳細については、自動オフ
(83 ページ) をご参照ください。
PRO ヒント: 風のある場所や周囲が騒がしい環境でカメラの音声コント
ロール機能を最大限に活用するには、Remo (防水音声認識機能付きリモー
ト) を使用します。詳細については、gopro.com をご参照ください。
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ビデオの録画や写真の撮影に、
カメラが特定のモードになっている必要は
ありません。
どのモードからでも アクション コマンド を使用できます。
カメラ
は前回選択されていた設定を使用してビデオや写真を撮影します。
アクション コマンド

説明

GoPro 電源オン

カメラに電源を入れます (詳細は、音声
による GoPro の電源オン (33 ペー
ジ) を参照)

GoPro ビデオスタート

ビデオ撮影を開始

GoPro ハイライト

撮影中に HiLight タグを追加

GoPro ビデオ ストップ

ビデオ撮影を停止

GoPro 写真

写真を 1 枚ごとに撮影

GoPro バースト

連写で写真を撮影

GoPro タイムラプススタート

タイム ラプスの撮影を開始
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音声で GOPRO を操作
アクション コマンド

説明

GoPro タイム ラプス
ストップ

タイム ラプスの撮影を停止

GoPro 電源オフ

カメラの電源をオフにする

GoPro ストーリー作成

(場所と日付に基づいた) 最近のセッショ
ンのビデオと写真を携帯電話に移動し
て QuikStory を作成
注: GoPro アプリで QuikStory 機能がオンの場
合、ビデオと写真がカメラから携帯電話に自動的
に移動して QuikStory を作成します。
この音声コ
マンドを使用すると、自動処理を待たずにコンテ
ンツをすぐに移動できます。

モード コマンド

説明

GoPro ビデオ モード

カメラのモードをビデオに変更
(ビデオの撮影はしない)

GoPro 写真モード

カメラのモードを写真に変更
(写真の撮影はしない)

GoPro バース トモード

カメラのモードを連写モードに変更
(連写の撮影はしない)

GoPro タイム ラプス モード

カメラのモードをタイム ラプスに変更
(タイム ラプス フォトの撮影はしない)

音声で GOPRO を操作
PRO ヒント: ビデオまたはタイム ラプス フォトを撮影中の場合は、新しいコ
マンドを実行する前に撮影を停止する必要があります。
音声による GOPRO の電源オン
この設定では、電源がオフのときに GoPro が音声コマンドに応答します。
こ
の設定は、GoPro の電源をオフにしてから 8 時間有効です。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
] をタップして、音声コントロールをオンにします。
2. [
3.「Preferences」(設定) >「Wake On Voice」(音声起動) 「
( Voice Control」(音
声コントロール) セクション) をタップします。
4.「On」(オン) をタップします。
] のいずれかを使用して、
カメラ
5. 音声コマンド、
またはモードボタン [
の電源をオンにします。
6. 音声コマンド リスト (31 ページ) のコマンドを発声します。
音声コントロールの言語を変更する
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2.「Preferences」(設定) >「Language」(言語) 「
( Voice Control」(音声コント
ロール) セクション) をタップします。
3. 言語をタップします。

最新のコマンド リストについては、gopro.com/help をご参照ください。
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コンテンツの再生

コンテンツの再生

自分のコンテンツをモバイル デバイス、
コンピューター、
カメラ の
タッチ ディスプレイ、テレビ画面で再生できます。

ビデオと写真を見る HERO6 BLACK
1. 右にスワイプしてビデオや写真にアクセスします。microSD カードに多
くのコンテンツが含まれている場合、ロードに時間がかかる場合があ
ります。
2. 特定の種類のコンテンツを表示するには、次のいずれかのフィルター
を選択します。
• メディア - すべてのビデオと写真を表示します。
• HiLights - HiLight タグが付いているコンテンツを表示します。
• 写真 - 一連の写真群に含まれている写真 (連続、連写、
タイム ラプ
ス、
ナイト ラプスなど) を表示します。
• ビデオ - ビデオを表示します。サムネールをスクロールするには上
にスワイプします。

モバイル デバイスでビデオと写真を見る
1. カメラを GoPro アプリ に接続します。詳細については、GoPro アプリへ
の接続 (39 ページ) をご参照ください。
2. スマートフォン/タブレット上で映像を再生するには、
アプリ上の操作機
能を使用します。
PRO ヒント: GoPro アプリでビデオの再生中に [
グを追加し、最高の瞬間をマーキングできます。

] をタップして HiLight タ

コンピューターでビデオと写真を見る
コンピューターでビデオや写真を再生するには、
まずファイルをコンピュー
ターに転送してください。詳細については、映像の取り込み (41 ページ)
をご参照ください。
コンピューターに microSD カードを直接挿入する方法でもコンテンツが再
生できます。
この方法は、使用するコンピューターの解像度や再現性能に
よって再生時の解像度が変わります。
microSD カードやコンピューターのファイル ディレクトリでファイルを表示
すると、ビデオが .mp4 および .lrv ファイルの両方で保存されていることが
確認できます。拡張子が .lrv のファイルは、直接再生またはシェアすること
ができません。
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注: マルチショットで撮影した写真群の場合、サムネールには最初の写真が表
示されます。

3. フルスクリーン ビューで開くにはビデオや写真をタップします。
注: マルチショットで撮影した写真群の場合、長押しして写真群を開きます。

4. HiLight タグを追加するには、[ ] をタップします。HiLight タグを付ける
ことで、共有したい最高のビデオや写真を簡単に探せるようになります。
5. サムネール スクリーンに戻るには、[
] をタップします。
6. 終了するには、下にスワイプします。
ビデオと写真を削除する HERO6 BLACK
1. 右にスワイプしてビデオや写真にアクセスします。
2. [
] をタップします。
3. 削除するアイテムをタップします。
カードにあるすべてのアイテムを削除
するには、[
] をタップします。
4. [
] をタップします。
5.「Delete」(削除) をタップします。
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コンテンツの再生

HDTV とカメラを使用する

一連の写真群から個別の写真を保存する
連写、
タイム ラプス フォト、
ナイト ラプス フォトなどの写真群から、個別の写
真を抜き出して保存できます。
1. 右にスワイプして、保存したい写真が含まれている写真群をタップし
ます。
2. 写真群を長押しして開きます。
3. [ ] をタップして、写真群の中を移動します。
4. [
] をタップして、写真群から個別の写真を抜き出して保存します。

HDTV でビデオと写真を表示する
カメラを HDTV に接続して、
コンテンツを大画面で見ることができます。
この
再生環境には、マイクロ HDMI ケーブル (別売) が必要です。

HDTV でビデオと写真を見る
詳細については、HDTV とカメラを使用する (37 ページ) をご参照くだ
さい。

注: HDMI を使用した再生品質は、デバイスの解像度によって異なり、最大出力は 1080p ま
で保証されています。

1. カメラの電源をオンにします。
2.「Preferences」(設定) >「HDMI Output」(HDMI 出力) >「Media」(メディ
ア) をタップします。
3. カメラの HDMI ポートと HDTV は、マイクロ HDMI ケーブルで接続し
ます。
4. テレビで HDMI 入力を選択します。
5. モードボタン [
] を押
] を押して移動してから、
シャッターボタン [
して、操作の種類を選択します。たとえば、モードボタン [
] を押して
]を
サムネール間を移動し、[ ] に移動してから シャッターボタン [
繰り返し押して、
ファイル間を移動します。
6. ファイルをフルスクリーン ビューで開くには、[
] をタップします。
互換性のあるテレビに microSD カードを直接挿入する方法でもコンテンツ
が再生できます。
この方法は、使用するテレビの解像度や再現性能によって
再生時の解像度が変わります。
PRO ヒント: ビデオや写真を HDTV で見るときは、
タッチ ディスプレイ上の
ジェスチャーで操作することもできます。
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HDTV とカメラを使用する

その他のデバイスへの接続

HDTV に接続しながら、ビデオや写真を撮影する
カメラを HDTV やモニターに接続することで、
ライブ プレビューが表示でき
るオプションです。
1. カメラの電源をオンにします。
2.「Preferences」(設定) >「HDMI Output」(HDMI 出力) をタップしてから、
次のオプションのいずれかを選択します。
• タッチ ディスプレイ上のアイコンを使ってカメラのライブ プレビュー
を表示するには、
「Monitor」(モニター) をタップします。
• 撮影中、
カメラのタッチ ディスプレイに表示されているアイコンや
オーバーレイを除いたライブ プレビュー画像を HDTV で表示するに
は、
「Live」(ライブ) をタップします。
3. カメラの HDMI ポートと HDTV は、マイクロ HDMI ケーブルで接続し
ます。
4. テレビで HDMI 入力を選択します。
5. カメラの シャッターボタン [
] を使用して、撮影を開始および停止
します。

に接続する GOPRO アプリ
GoPro アプリを使用すると、HERO6 Black 映像が携帯電話に転送され、エ
フェクトや音楽などで編集されたおしゃれな QuikStory ビデオに自動変換さ
れます。
アプリで GoPro を操作し、短編クリップを作成して、お気に入りをシェ
アしたりすることもできます。
はじめて GoPro アプリに接続する手順
1. Apple App Store または Google Play からご使用のモバイル デバイスに
GoPro アプリ をダウンロードします。
2. アプリの画面に表示される指示にしたがって、
カメラに接続します。
iOS の注意: プロンプトが表示されたら、GoPro アプリからの通知を許可して
QuikStory が使用できるようになっていることを確認します。詳細については、
QuikStory の作成 (41 ページ) をご参照ください。

2 回目以降に GoPro アプリに接続する手順
GoPro アプリに初めて接続した後は、
カメラの「接続」
メニューからアプリに
接続できるようになります。
1. カメラのワイヤレス接続がオンになっていない場合は、下にスワイプ
してから、
「接続」>「Wireless Connections」(ワイヤレス接続) をタップ
します。
2. GoPro アプリで、画面の手順に従ってカメラを接続します。
SMART REMOTE または REMO への接続
HERO6 Black を Smart Remote または Remo (防水音声認識機能付きリモー
ト) に接続する方法の詳細については、gopro.com/help でデバイスの取扱
説明書をご参照ください。
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その他のデバイスへの接続

映像の取り込み

BLUETOOTH デバイスへの接続
GoPro を Bluetooth デバイスに接続してアクティビティに関する統計を追跡
できます。
このデータは自動的にビデオに追加され、
より魅力的なアクティビ
ティの記録を作成できます。
1. カメラを GoPro アプリ に接続します。詳細については、GoPro アプリへ
の接続 (39 ページ) をご参照ください。
2. アプリで、
カメラの設定を開き、Bluetooth デバイスをタップします。
3. 画面の手順に従ってください。

QUIKSTORY の作成
QuikStory は、ビデオや写真をカメラからモバイル デバイスに自動コピー
します。次に、GoPro アプリにより音楽やエフェクトを加えて編集されたビデ
オ、QuikStory が提供されます。QuikStory は保存、編集できます。
また、携帯
電話から削除することもできます。
1. QuikStories のセットアップ
a. カメラを GoPro アプリ に接続します。詳細については、GoPro アプ
リへの接続 (39 ページ) をご参照ください。

異なる接続速度を選択する
初期設定では、GoPro は 5 GHz 帯の Wi-Fi を使用して他のデバイスに接続
します。
この周波数帯は 2.4 GHz 帯よりも高速な転送速度を提供します。
こ
の転送速度は、ビデオや写真を携帯電話にコピーして QuikStory を作成する
所要時間に影響します。
5 GHz 帯を使用するには、携帯電話と地域の環境が周波数帯に対応して
いる必要があります。
うまく動作しない場合、GoPro の Wi-Fi 周波数帯を
2.4 GHz に変更できます。
1. 下にスワイプして、
「Connections」(接続) >「Wi-Fi Band」(Wi-Fi 周波数
帯) の順にタップします。
2.「2.4 GHz」をタップします。
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iOS の注意: プロンプトが表示されたら、GoPro アプリからの通知を許可します。

2.
3.

4.
5.
6.

b. アプリを閉じます。
カメラでビデオや写真を撮影します。
GoPro アプリを開いて、ホーム画面で下にスワイプします。
カメラから最
近のセッションのコンテンツが自動的にモバイル デバイスに移動しま
す。QuikStory の準備ができると、携帯電話で通知を受信します。
QuickStory を開いて、
プレビューします。
必要に応じて、編集を加えます。
QuikStory を保存して、友人とシェアすることができます。

コンピューターに映像を取り込む
コンピューターでビデオや写真を再生するには、
まずファイルをコンピュー
ターに転送してください。
ファイルを転送することで、microSD カード上の空
き容量が増えて新たなコンテンツを記録できるようになります。
1. コンピューターの OS が最新バージョンであることを確認してください。
2. gopro.com/apps から QUIK デスクトップ アプリをダウンロードし、イン
ストールします。
3. 付属の USB-C ケーブルでカメラをコンピューターに接続します。
4. カメラの電源をオンにし、Quik の画面の手順に従ってください。
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映像の取り込み

映像の取り込み

PRO ヒント: カード リーダー (別売) とコンピューターのファイル エクスプ
ローラを使用してコンピューターにファイルを転送するには、
コンピュー
ターにカードリーダーを接続して、microSD カードを挿入します。続いてコン
ピューターにファイルを転送したり、選択したカード上のファイルを消去した
りできます。写真やオーディオの RAW データファイルを転送するには、
カー
ド リーダーの使用が必要になります。

コンテンツをクラウドに手動でアップロード
このオプションを使用することで、
カメラ バッテリーの充電を待つことなく、
映像をクラウドにアップロードできるようになります(このオプションを利用
する際には、GoPro を電源に接続しておく必要があります)。
1. GoPro Plus に登録します。詳細については、クラウドへのコンテンツの
アップロード (42 ページ) をご参照ください。
2. カメラを電源に接続します。
3. メイン画面から、下方向にスワイプします。
4.「Preferences」(設定) >「Manual Upload」(手動アップロード) の順にタッ
プします。

コンテンツをクラウドに自動でアップロード
GoPro Plus に登録すると、
自動アップロード機能を使用してコンテンツをク
ラウドにアップロードできます。
アップロードしたコンテンツは、任意のデバ
イスで表示、編集、
シェアすることができます。
注: クラウドにコンテンツをアップロードしても、オリジナルのファイルはカメラに残ります。

1. GoPro Plus への登録:
a. Apple App Store または Google Play からご使用のモバイル デバイ
スに GoPro アプリ をダウンロードします。
b. 画面上の指示に従いカメラに接続します。
c. アプリに初めて接続するときは、画面上の指示に従って GoPro Plus
に登録します。それ以外の場合は、
カメラ画像の横にある [
]を
タップし、指示に従ってください。
2. カメラを電源に接続します。バッテリーが充電されると、
自動アップロー
ドが開始されます。
注: 自動アップロードに設定すれば、
この機能を使用するために GoPro アプリ にカメラ
を接続する必要はなくなります。

クラウド上のファイルは、
ウェブ用に最適化されるため、
フル解像度で
はない可能性があります。
フル解像度でファイルを取り込むには、Quik
デスクトップ アプリ にカメラを接続してコンピューターにファイルを転
送します。

モバイル デバイスでクラウド上のコンテンツにアクセスする
1. GoPro アプリを開きます。
2. [
] をタップして、
クラウドを選択します。映像を表示、編集、
シェアする
ことができます。
PRO ヒント: クラウドの映像を編集済みビデオにするには、Quik アプリを開
き、[ ] をタップして GoPro Plus を選択します。
自動アップロードをオフにする
カメラの自動アップロードを一時的にオフにすることで、電源接続中のカメ
ラが GoPro Plus へ自動的にアップロードするのを防止できます。
1. 下にスワイプしてから、
「接続」>「Auto Upload」(自動アップロード) >
「Upload」(アップロード) をタップします。
2.「Off」(オフ) をタップします。

PRO ヒント: Quik デスクトップ アプリ を使用して、
コンピューターにファイル
を転送することもできます。その後、Quik がファイルを GoPro Plus アカウント
へアップロードします。
42

43

映像の取り込み

ビデオ モード: 撮影モード

別のワイヤレス ネットワークへの接続
自動アップロードに別のワイヤレス ネットワークを使用する場合、
カメラで
そのネットワークを選択します。
1. 下にスワイプしてから、
「接続」>「Auto Upload」(自動アップロード) >
「Networks」(ネットワーク) をタップします。
2. ネットワークの名前をタップします。ネットワークが非表示に設定されて
いる場合や、エンド ユーザー ライセンス契約が必要となる場合 (ホテル
のネットワークなど) は利用できません。
3. 必要に応じて、パスワードを入力します。
] をタップして、新しいネットワークを保存します。
4. [

ビデオ モードには次の 2 種類の撮影モードがあります。ビデオ、ループそれ
ぞれの撮影モードには独自の設定があります。
ビデオ
この撮影モードは、従来のビデオ撮影用です。初期設定は 1080p60 で、ビデ
オ安定化と自動光量調整の両方がオンになっています。詳細については、次
のトピックをご参照ください:
HERO6 Black のビデオ解像度 (51 ページ)
Protune (75 ページ)

ビデオ安定化機能 (55 ページ)
自動光量調整 (55 ページ)
手動オーディオ コントロール (56 ページ)
ループ映像
ループ機能を使用すれば、連続撮影をしながらお望みの瞬間だけを保存で
きます。たとえばループの間隔を 5 分に設定すると、
シャッターボタンを押し
て録画を停止したときに直前の 5 分間の内容のみが保存されます。録画を
停止して保存するシャッターボタンを押さずに録画時間が 5 分間経過する
と、
カメラは次の 5 分間を録画して直前の 5 分間の録画に上書きします。
この撮影モードは、動きのない待ち時間が長いイベントの撮影に便利です。
釣りや車載カメラなどにご利用ください。
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ビデオ モード: 撮影モード

ビデオ モード: 設定

ループの初期設定は 1080p60 で、ループ間隔は 5 分間です。広角4K 4:3
ではループは使用できません。詳細については、次のトピックをご参照くだ
さい:

ビデオの解像度
ビデオの解像度 (RES) は、ビデオに含まれる水平ラインの数を指します。た
とえば、1080p とは、1080 のピクセル幅あたり 1920 本の水平ラインがビデオ
にあることを意味します。
ラインおよびピクセルの数字が大きいほど、詳細で
明確な画像が得られます。つまり 2160 のピクセル幅あたり 3840 ラインで構
成される解像度 4K のビデオは、1080p よりも高品質であると考えられます。

HERO6 Black のビデオ解像度 (51 ページ)

間隔 (ビデオ) (54 ページ)
PRO ヒント: QuikStories を使用すると、GoPro スタイルのビデオを自動的
に作成できます。詳細については、QuikStory の作成 (41 ページ) をご参
照ください。

4K 4:3

4K

2.7K 4:3
2.7K

1440p
1080p
720p
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ビデオ モード: 設定
この表を参考にして、
アクティビティに最適な解像度を選びましょう。特に
高解像度/高フレーム レートを選択する際は、設定された解像度をお手持
ちの携帯電話、
コンピューター、テレビがサポートしているかどうかご確認
ください。
ビデオの解像度

最適用途

4K

ビデオで利用可能な 8MP の静止画を表示でき
る驚異的な高解像度ビデオ。三脚や固定した状態
での撮影、
自動車のアクティビティ、Karma または
Karma Grip の使用に推奨されます。

4K 4:3

主観撮影のための最高解像度と鮮明度。天地に
長めのビデオ フレームで、従来の 4K 16:9 フレー
ムの上下に視野を追加します。

2.7K

解像度 16:9 のビデオを、迫力ある映画品質の映
像が必要なプロの制作用に小型化したフレー
ムです。

2.7K 4:3

主観的なボディ マウント/アクション マウント カ
メラに向いたフレームで、滑らかなスロー モー
ションに耐える高解像度と鮮明度を備えてい
ます。

1440p

ボディマウントでの撮影に向いています。
アスペ
クト比 4:3 で、1080p よりも天地が広い表示エリア
を撮影できます。高いフレーム レートで、滑らか
な臨場感あふれる映像を撮影できます。
ソーシャ
ル メディア サイトでのシェアに最適です。
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ビデオ モード: 設定
ビデオの解像度

最適用途

1080p

すべてのショットやソーシャル メディア サイト
でのシェアに最適です。高い解像度とフレーム
レートで驚くような映像を撮影できます。すべて
の視野角と高いフレームレート (240 fps および
120 fps) に対応できる解像度で、編集中のスロー
モーションを可能にします。

720p

手持ちの録画でスロー モーションが必要な場
合に良好。

フレーム/秒 (FPS)
フレーム/秒 (FPS) は、1 秒あたりに撮影されたビデオ フレームの数を示
します。
解像度と FPS は、撮影するアクティビティを考慮してお選びください。解像度
が高いほど詳細でくっきりとした映像が得られますが、その反面 FPS の値は
低くなりがちです。解像度が低いほど細部の鮮明さも下がりますが、動きを捉
えるのに重要な高い FPS 値がサポートできます。高い FPS 値があれば、
ス
ローモーションビデオも作成できます。
アスペクト比
GoPro ビデオの解像度は、16:9 または 4:3 という 2 種類のアスペクト比に対
応しています。標準のテレビや編集プログラムは、16:9 を使用しています。4:3
の映像ショットは、33% 縦長になりますが、テレビで再生される場合は 16:9
にクロップされる必要があります(映像がクロップされない場合は、画像の両
側に黒いバーが表示されます)。
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ビデオ モード: 設定

FOV (視野角)
FOV (視野角) は、
カメラのレンズを通して撮影できる視野の広さを示す単位
です。ビデオ モードの場合、SuperView 視野角は最大のシーン数、魚眼無効
視野角は最小のシーン数を撮影します。

HERO6 BLACK ビデオの解像度

表示される視野角オプションは、選択した解像度と FPS に基づきます。
視野角

最適用途

SuperView

SuperView は世界一の臨場感を実現します。ボ
ディ マウントまたはギア マウントでの録画に適
しています。縦長の 4:3 のコンテンツは、
自動的
にフルスクリーン 16:9 へと引き延ばされ、
コン
ピューターやテレビで迫力ある画像を楽しむこと
ができます。

広角 (初期設定)

フレームいっぱいにアクションを撮影したいとき
に適している大きな視野角。
この視野角ではフ
レームの端に特徴がある魚眼レンズのような視野
で撮影できます。(必要であれば、編集中にクロッ
プして切り取ることができます)。

魚眼無効

広角視野角に見られるような魚眼効果を取り除い
た中間視野。
フレームの端付近の被写体に、ある
程度の歪みが生じる可能性があります。そのよう
な歪みを避けたい撮影には、
この視野角が適して
いない場合もあります。航空映像や、従来型の視
野を使いたい撮影に適しています。

ビデオ解像
度 (RES)

FPS
(NTSC/
PAL)1

視野角

画面解像度

アスペ
クト比

4K

60/50

広角

3840x2160

16:9

4K

30/25
24/24

広角、SuperView

3840x2160

16:9

4K 4:3

30/25
24/24

広角

4096x3072

4:3

2.7K

120/100

広角

2704x1520

16:9

2.7K

60/50
30/25
24/24

魚眼無効、広角、
SuperView

2704x1520

16:9

2.7K 4:3

60/50
30/25
24/24

魚眼無効、広角

2704x2028

4:3

1440p

60/50
30/25
24/24

魚眼無効、広角

1920x1440

4:3

1080p

240/200

広角

1920x1080

16:9

視野角の選択に加え、被写体をさらにズーム インまたはズーム アウトするこ
とができます。詳細については、ズーム (71 ページ) をご参照ください。
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ビデオ モード: 設定

ビデオ モード: 設定

ビデオ解像
度 (RES)

FPS
(NTSC/
PAL)

視野角

1080p

120/100
60/50
30/25
24/24

魚眼無効、
広角、
SuperView

1920x1080

16:9

720p

60/50

魚眼無効、広角

1280x720

16:9

画面解像度

アスペ
クト比

NTSC と PAL はビデオのフォーマットを意味し、お住まいの地域によって異なります。詳細
については、ビデオ形式 (37 ページ) をご参照ください。
1

解像度、FPS、視野角の詳細については、次のトピックをご参照ください。

ビデオの解像度 (47 ページ)
フレーム/秒 (FPS) (49 ページ)

高解像度/高フレーム レート
気温の高い場所で高解像度や高フレーム レートのビデオ撮影をしている
と、
カメラの温度が高くなって使用電力量も増えることがあります。
また空気が滞った環境でカメラを使用したり、GoPro アプリと併用したりす
ることでさらにカメラの温度が上昇し、電力消費量が増えてカメラの録画時
間が減少します。
カメラの温度が高くなり過ぎると、
カメラの電源が切れることを予告するスク
リーンに表示されます。詳細については、重要なメッセージ (86 ページ)
をご参照ください。
ハイパフォーマンス ビデオ モードでの撮影中には、
カメラを固定して短い
ビデオ クリップを撮影するか、GoPro アプリなどの電力消費量を増やす機能
の使用を制限します。高温下でカメラを遠くから制御するには、GoPro アプリ
の代わりに、GoPro リモートまたは Remo (防水音声認識機能付きリモート)
(いずれも別売) を使用します。

FOV (視野角) (50 ページ)
推奨される設定については、アクティビティの設定 (26 ページ) をご参
照ください。
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ビデオ モード: 設定
間隔 (ループ映像)
間隔の設定はループに適用され、キャプチャされた各セグメントの長さを
決定します。
利用可能なループ間隔は、5 分 (初期設定)、20 分、60 分、120 分です。
また
ループ間隔を「Max」(最大) に設定することもできます。
このオプションを使
用すると、
カメラはメモリー カードがいっぱいになるまで記録し、その後は
古い画像を上書きします。
PROTUNE
ビデオ モードの場合、Protune はビデオ撮影モードでのみ使用できま
す。Protune の設定の詳細については、Protune (75 ページ) をご参照く
ださい。

ビデオ モード: 詳細設定
ビデオ安定化機能
この設定は、撮影時のブレを調整し、映像を安定させます。その結果、サイク
リング、オートバイ、ハンドヘルドなど、比較的小さな動きではあるものの素
速く動くアクティビティで、
より滑らかな映像が撮影できます。
この設定のオプ
ションはオン (初期設定) およびオフです。
この高度な設定にアクセスするに
は、タッチ ディスプレイでナビゲートする (18 ページ) をご参照ください。
ビデオ安定化は、4K60、4K 4:3、2.7K120、2.7K60 4:3、および 1080p240 を除く
すべての解像度で使用できます。広角視野角では、画像は 10% クロップされ
ます。
この設定は、ループ映像では使用できません。
PRO ヒント: 視野が狭くなるほど、ビデオ安定性が高まります。

自動光量調整
自動光量調整モードを使用することで、薄暗い環境で撮影する場合や、薄暗
くなったり明るくなったり短時間に撮影条件が変わる場合でも撮影できるよ
うになります。可能な場合、
カメラは、最適な露出と最良の結果が得られるよ
うに、fps を自動的に調整します。
この設定のオプションはオンおよびオフ (初期設定) です。
自動光量調整
は、240 fps を除く 30 fps 以上のフレームレートで使用できます。
自動光量調整やビデオ安定化が両方オンで、
自動光量調整がアクティブな
場合、ビデオ安定化が一時的にオフになり、暗い環境下でも最適な画質を
実現します。
この高度な設定にアクセスするには、タッチ ディスプレイでナビゲートする
(18 ページ) をご参照ください。
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ビデオ モード: 詳細設定
手動オーディオ コントロール
初期設定でこの機能はオフになっていますが、
カメラがステレオ録音を自
動的に切り替えて風切り音を軽減し、最善のオーディオ バランスを達成しま
す。
この設定をオンにした状態から、2 つあるフィルターのいずれかが選択
できます。
たとえば風の強い日に屋外で撮影している場合には、
この設定をオンにして
「Wind Only」(風のみ) を選択することをお勧めします。風のないクラブや劇
場などの室内撮影で、安定したステレオ音声を得たい場合は「Stereo Only」
(ステレオのみ) を選択してください。
この高度な設定にアクセスするには、タッチ ディスプレイでナビゲートする
(18 ページ) をご参照ください。

写真モード: 撮影モード
写真モードには次の 3 種類の撮影モードがあります。写真、
ナイト フォト (夜
間写真)、連写。写真は、12MP で撮影されます。それぞれの撮影モードには独
自の設定があります。
写真
写真は、
シングルまたは連写で撮影されます。連続写真を撮影するに
は、
シャッターボタンを長押しします。連続写真は、照明条件に応じて毎秒 3
枚または 30 枚のレートで写真を撮影します。
写真の初期設定は広角視野角で、すべての高度な設定はオフになっていま
す。詳細については、次のトピックをご参照ください:

視野角 (FOV) (写真) (60 ページ)
Protune (75 ページ)

ハイ ダイナミック レンジ (写真) (61 ページ)
RAW 形式 (62 ページ)
夜間
夜間モードを使用すると、薄暗い場所や暗い環境できれいな写真が撮影で
きます。夜間モードにすると、暗い環境で多くの光量を得るためにシャッター
の開放時間が長くなるので、露出中にカメラが動く可能性のあるハンドヘル
ドやマウント ショットの撮影にはお勧めできません。
夜間モードの初期設定は広角視野角で、
シャッターの設定は自動になってい
ます。詳細については、次のトピックをご参照ください:

シャッター (ナイト フォト) (59 ページ)
視野角 (FOV) (写真) (60 ページ)
Protune (75 ページ)
RAW 形式 (62 ページ)
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写真モード: 撮影モード
連写
連写モードは 1 秒間に最高 30 枚までの写真を撮影できるので、速い動きの
アクティビティを撮影するのに最適です。連写モードの初期設定は広角視野
角で、
レートは 1 秒あたり 30 枚に設定されています。詳細については、次の
トピックをご参照ください:

レート (59 ページ)
視野角 (FOV) (写真) (60 ページ)
Protune (75 ページ)

写真モード: 設定
シャッター (ナイト フォト)
写真モードでは、
シャッターはナイト フォトにのみ適用されます。
この設定
を使用すると、
シャッターの開放時間を指定できます。初期設定のオプショ
ンは自動です。
設定

例

自動 (最大 30 秒)

日出、
日没、夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間

2 秒、5 秒、10 秒、15 秒

夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間の自動車の往来、観覧
車、花火、
ライトペインティング

20 秒

夜間の空 (光源あり)

30 秒

夜間の星、天の川 (真っ暗闇)

PRO ヒント: 夜間の撮影時には、
カメラを三脚または動かない安定した場
所に固定して手ブレを防いでください。
レート
この設定は、連写にのみ適用されます。次のレートが使用できます。
• 自動 (1 秒間に 30 枚)
• 1、2、3、6 秒に 30 枚
• 1、2、3 秒に 10 枚
• 1 秒間に 5 枚
• 1 秒間に 3 枚
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写真モード: 設定
視野角 (FOV) (写真)
カメラには、写真用に 2 種類の視野角オプションが含まれています。写真
は、12MP で撮影されます。
視野角

説明

広角

最大の視界。
フレームいっぱいにアクションを撮
影したいときに適しています。
この視野角ではフ
レームの端に特徴がある魚眼レンズのような視野
で撮影できます。(必要であれば、編集中にクロッ
プして切り取ることができます。)

魚眼無効

広角の視野角に見られるような魚眼効果を取り除
いた中間視野。航空映像や、従来型の視野を使い
たい撮影に適しています。

写真モード: 詳細設定
PROTUNE
Protune は写真モードにおける全 3 種類の撮影モード (写真、夜間、連写) で
使用できます。Protune の設定の詳細については、Protune (75 ページ) を
ご参照ください。
ハイ ダイナミック レンジ (写真)
HDR (ハイ ダイナミック レンジ) は、画像のきめ細かさとカラーのレベルを
高く保ちます。
この設定は、陰影のある部分や明るい部分が含まれている
シーンに特に有効です。
写真モードでは、次の例外を除いて HDR が利用可能です。
• HDR は、写真撮影モードにのみ適用されます。
• HDR は連続写真 (写真撮影モード中のシャッターボタンの長押し) には
使用できません。
• RAW 形式および露出コントロールをオフにする必要があります。
• Protune がオンの場合、
「Exposure Value Compensation」(露出値の補正)
がマイナス値で、
「Color」(カラー) が「GoPro Color」(GoPro カラー) に設
定されている場合にのみ HDR が使用できます。
この設定は、オフ (初期設定) とオンが選択できます。
この高度な設定にア
クセスするには、タッチ ディスプレイでナビゲートする (18 ページ) をご
参照ください。
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写真モード: 詳細設定
RAW 形式
この設定をオンにすると、すべての写真は、
カメラですぐに表示した
り、GoPro アプリでシェアしたりできるように、.jpg 画像が添付されて撮
影されます。写真の RAW データは .gpr ファイルとして保存されます。
こ
れは、Adobe .dng 形式を基にしたファイル形式です。
これらのファイル
は、Adobe Camera Raw (ACR)、バージョン 9.7 以降で使用できます。
ま
た、Adobe Photoshop Lightroom CC (2015.7 リリース以降) および Adobe
Photoshop Lightroom 6 (バージョン 6.7 以降) も使用できます。
写真モードでは、次の場合を除いて RAW 形式は写真および夜間で使用で
きます。
• ハイ ダイナミック レンジをオフにする必要があります。
• 視野角を「広角」に設定する必要があります。
• ズームをオフにする必要があります。
• RAW 形式は連続写真の撮影には使用できません (つまり、写真撮影モー
ド中にシャッターボタンを長押しします)。
この設定は、オフ (初期設定) とオンが選択できます。
この高度な設定にアク
セスするには、タッチ ディスプレイでナビゲートする (18 ページ) をご参
照ください。
PRO ヒント: .gpr 形式の写真は、.jpg ファイルと同じファイル名で、同じ場所
に保存されます。
これらのファイルにアクセスするには、
カード リーダーに
microSD カードを挿入し、
コンピューターのファイル エクスプローラでファ
イルを見つけます。

タイム ラプス モード: 撮影モード
タイム ラプス モードには次の 3 種類の撮影モードがあります。
タイム ラプ
ス ビデオ、
タイム ラプス フォト、
ナイト ラプス フォトそれぞれの撮影モード
には独自の設定があります。
タイム ラプス ビデオ
タイム ラプス ビデオは、特定の間隔で撮影されたフレームからビデオを作
成します。
タイム ラプスで被写体を撮影し、映像としてすぐに表示やシェアが
できる撮影モードです。
タイム ラプス ビデオの初期設定は、解像度が 4K 、撮影間隔が 0.5 秒に設定
されています。
タイム ラプス ビデオは音声なしで録画されます。詳細につい
ては、次のトピックをご参照ください:

タイム ラプス ビデオの解像度 (65 ページ)
間隔 (タイム ラプス) (67 ページ)
FOV (視野角) (タイム ラプス) (68 ページ)
タイム ラプス フォト
タイム ラプス フォトは、指定した間隔で一連の写真を撮影します。
このモー
ドを使用すると、あらゆる動きの写真を撮影し、最高の瞬間を捉えたものを
後で選ぶことができます。
タイム ラプス フォトの初期設定は広角視野角で、間隔は 0.5 秒に設定され
ています。詳細については、次のトピックをご参照ください:

間隔 (タイム ラプス) (67 ページ)
FOV (視野角) (タイム ラプス) (68 ページ)
Protune (75 ページ)
RAW 形式 (タイム ラプス) (69 ページ)
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タイム ラプス モード: 撮影モード

タイム ラプス モード: 設定

ナイト ラプス フォト
ナイト ラプス フォトは、
ごくわずかな光があるだけの暗い環境で、設定され
た撮影間隔に従って一連の写真を撮影します。暗い環境でより多くの光量を
得るために、
シャッターの開放時間は長くなります。

タイム ラプス ビデオの解像度
タイム ラプス モードでは、
タイム ラプス ビデオのみに解像度と視野角の設
定が適用されます。

ナイト ラプス フォトの初期設定は広角視野角で、撮影間隔とシャッターの両
方が「Auto」(自動) に設定されています。詳細については、次のトピックをご
参照ください:

シャッター (タイム ラプス) (66 ページ)

ビデオの解像度は、ビデオに含まれる水平ラインの数を指します。解像度が
高いほど、きめ細かさや鮮明度も上がります。つまり 1520 のピクセル幅あた
り 2704 ラインで構成される解像度 2.7K のビデオは、1080p よりも高品質で
あると考えられます。(1080p ビデオには 1920 本の水平ラインがあり、各ライ
ンの幅は 1080 ピクセルです)。

間隔 (タイム ラプス) (67 ページ)

FOV (視野角) は、
カメラのレンズを通して撮影できる視野の広さを示す単
位です。広角視野角は、画面を最大限に撮影します。

FOV (視野角) (タイム ラプス) (68 ページ)

タイム ラプス ビデオで使用できる解像度は、4K、2.7K 4:3、1080p です。

Protune (75 ページ)
RAW 形式 (タイム ラプス) (69 ページ)
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タイム ラプス モード: 設定

タイム ラプス モード: 設定

シャッター (タイム ラプス)
タイム ラプス モードでは、
この設定はナイト ラプス フォトにのみ適用されま
す。
この設定を使用すると、
シャッターの開放時間を指定できます。
初期設定のオプションは自動です。
この表を参考にして、
アクティビティに最適な設定を選びましょう。

間隔 (タイム ラプス)
間隔の設定は、撮影されるフレームとフレームの間の経過時間を決定します。
タイム ラプス フォトとタイム ラプス ビデオの間隔
タイム ラプス ビデオに使用可能な間隔は 0.5 秒 (初期設定)、1 秒、2 秒、
5 秒、10 秒、30 秒、60 秒です。

設定

例

間隔

例

自動 (最大 2 秒)

日出、
日没、夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間

0.5 秒～ 2 秒

サーフィン、
自転車、他のスポーツ

2秒

往来の激しい街かど

5 秒～10 秒

雲や屋外風景の長時間撮影

10 秒～60 秒

工事や芸術作品の製作など、長時間を要する動き

夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間の自動車の往来、観覧
2 秒、5 秒、10 秒、15 秒
車、花火、
ライトペインティング
20 秒

夜間の空 (光源あり)

30 秒

夜間の星、天の川 (真っ暗闇)

PRO ヒント: ナイト ラプス フォトの撮影時には、
カメラを三脚または動かな
い安定した場所に固定して手ブレを防いでください

ナイト ラプス フォトの間隔
間隔は撮影される写真のレートを決定します。
ナイト ラプスの間隔は、
自
動、4 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、および 1 分、2 分、5 分、30 分、
60 分です。
自動 (初期設定) を選択すると、
シャッター設定の間隔で撮影できます。たと
えば、
シャッターが 10 秒に設定されていて、間隔が自動に設定されていると、
カメラは 10 秒ごとに写真を撮影します。
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タイム ラプス モード: 設定
間隔

例

自動

すべての露出に最適 (シャッターの設定に応じて、
できるだけ素早くシャッターを切ります)

4～5 秒

夕刻の街の風景、街の照明、動きのある場面

10～15 秒

明るい月夜の雲の動きなど、ゆったりとシーンが
移り変わる薄暗い環境での撮影

20～30 秒

最小限の環境光量や街灯の下で見上げる星空の
ように、極めて低光量または極めて動きの少ない
シーンの撮影

FOV (視野角) (タイム ラプス)
カメラには、
タイム ラプス用に 2 種類の視野角オプションが含まれています。
視野角

説明

広角

最大の視界。
フレームいっぱいにアクションを撮
影したいときに適しています。
この視野角ではフ
レームの端に特徴がある魚眼レンズのような視
野で撮影できます。(必要であれば、編集中にク
ロップして切り取ることができます)。

魚眼無効

魚眼歪みを除去する中程度の視界。航空映像や、
従来型の視野を使いたい撮影に適しています。
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タイム ラプス モード: 詳細設定
PROTUNE
タイム ラプス モードの場合、Protune はタイム ラプス フォト モードおよび
ナイト ラプス フォト モードで使用できます。Protune の設定の詳細について
は、Protune (75 ページ) をご参照ください。
RAW 形式 (タイム ラプス)
この設定をオンにすると、すべての写真は、
カメラですぐに表示した
り、GoPro アプリでシェアしたりできるように、.jpg 画像が添付されて撮
影されます。写真の RAW データは .gpr ファイルとして保存されます。
これは、Adobe .dng 形式を基にしたファイル形式です。
これらのファイ
ルは、Adobe Camera Raw (ACR)、バージョン 9.7 以降で使用できます。
また、Adobe Photoshop Lightroom CC (2015.7 リリース以降) および
Adobe Photoshop Lightroom 6 (バージョン 6.7 以降) も使用できます。
タイム ラプス モードでは、次の場合を除き RAW 形式をタイム ラプス フォト
およびナイト ラプス フォトで使用できます。
• ハイ ダイナミック レンジをオフにする必要があります。
• 視野角を「広角」に設定する必要があります。
• ズームをオフにする必要があります。
• タイム ラプス フォトでは、間隔は 5 秒以上にする必要があります。
• ナイト ラプス フォトでは、
シャッター設定は 5 秒以上にする必要があ
ります。
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タイム ラプス モード: 詳細設定

高度な設定

この設定は、オフ (初期設定) とオンが選択できます。
この高度な設定にアク
セスするには、タッチ ディスプレイでナビゲートする (18 ページ) をご参
照ください。

ズーム
ズーム設定を使用すると、ビデオや写真に表示される被写体の距離を調整
し、近づけたり遠ざけたりすることができます。初期設定ではズームされて
いません。

PRO ヒント: .gpr 形式の写真は、.jpg ファイルと同じファイル名で、同じ場所
に保存されます。
これらのファイルにアクセスするには、
カード リーダーに
microSD カードを挿入し、
コンピューターのファイル エクスプローラでファ
イルを見つけます。

ズーム レベルを調整する
1. 「FOV」(視野角) をタップします。
2. スライダーを上下に動かして、目的のズーム レベルにします。
3. 設定を終了するには、画面をタップします。設定したレベルは、撮影モー
ドにのみ適用され、撮影モードを変更するか、
カメラの電源を切るまで
維持されます。

魚眼無効

広角

Superview

この設定は、次の例外を除いて、すべての撮影モードで使用できます。
• ズームは、4K、4K 4:3、2.7K120、および 1080p240 を除くすべてのビデオ
解像度で使用できます。
• 「FOV」(視野角) が「SuperView」に設定されている場合、
ズームは使用
できません。
• 写真撮影モードでは、
ズームは RAW 形式と露出コントロールがオフに
なっている場合のみ使用できます。
• ビデオ撮影中は、
ズーム レベルを変更できません。
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高度な設定

露出コントロール
初期設定では、
カメラが画像全体を使用して適切な露出レベルを決定してい
ます。ただし露出コントロールを使えば、優先的に表現したいエリアに合わせ
て露出が決定できます。重要な領域の露出が過剰だったり低なすぎたりする
状況の撮影で特に便利な設定です。

露出ロックで露出コントロールを使用する
このオプションを使用すると、
カメラは露出をロックします。キャンセルするま
で、その露出レベルが維持されます。

この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更
されます。撮影モードを変更すると、
カメラは全体のシーンを使用して正しい
露出レベルを決定する設定に戻ります。
自動露出で露出コントロールを使用する
このオプションを使用すると、
カメラは選択したタッチ ディスプレイの領域に
おける露出を基にします。領域内の条件が変化しても露出は変わりません。
たとえば、
カメラが車のダッシュボードにマウントされているとします。外の風
景を撮影したい場合は、
タッチ ディスプレイの上部を選択して、露光を車内
のダッシュボードではなくフロントガラスの外側に合わせて設定します (ダッ
シュボードに合わせて露光すると露出過剰の状態になります) 。
1. 正方形の輪郭が画面の中央に収縮するまで、
タッチ ディスプレイを押
します。
2. 露出レベルの設定に使用したい領域まで正方形をドラッグします(正
方形をドラッグする代わりに、設定に使用するエリアをタップしても OK
です)。
3. 右下にある [
] をタップします。

たとえば、晴れた日にスノーボードをしているとします。被写体のジャケット
に基づいて手動で露出レベルを設定することにより、その日は、
ジャケットに
基づいた画像が撮影されます。
こうすることで、非常に明るい雪に反応して露
出不足になる可能性を低減できます。
1. 正方形の輪郭が画面の中央に収縮するまで、
タッチ ディスプレイを押
します。
2. 露出レベルの設定に使用したい領域まで正方形をドラッグします(正
方形をドラッグする代わりに、設定に使用するエリアをタップしても OK
です)。
3.「Auto Exposure」(自動露出) をタップして、
「Locked Exposure」
(露出ロック) に変更します。
4. 露出が希望どおりに見えることを確認し、右下の [
] をタップして露
出を固定します。

自動露出ロック済み

自動露出
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高度な設定

露出コントロールをキャンセルする
露出コントロールは、異なる撮影モードを選択したり、
カメラを再起動したり
すると、
自動的に解除されます。
また、手動でこの設定を解除できます (下の
手順)。設定されている露出設定を解除すると、
カメラは全体のシーンを使用
して正しい露出レベルを決定する設定に戻ります。
1. 正方形の輪郭が画面の中央に収縮するまで、
タッチ ディスプレイを押
します。
2. 左下で [
] をタップします。

PROTUNE
Protune はカメラの性能を最大限に引き出し、
プロレベルの見事な画質を実
現しながら映画品質のビデオや写真が撮影できるようになります。Protune
を使用することで、
クリエイターはこれまでより柔軟に、効率的なワークフ
ローを使用できるようになります。

PRO ヒント: 高度な露出設定については、露出値の補正 (EV COMP)
(79 ページ) をご参照ください。

Protune は、
プロ仕様の色補正ツール、QUIK デスクトップ アプリ、他のビデ
オおよび写真編集用ソフトウェアと互換性があります。
Protune を使用することで、
カラー、ホワイト バランス、
シャッター速度などの
手動コントロールが可能になり、ビデオ映像と写真の高度な設定とカスタマ
イズを実行できます。
PROTUNE
Protune は、ループおよびタイム ラプス ビデオを除くすべての撮影モードの
高度な設定として利用できます。
この高度な設定にアクセスするには、タッチ
ディスプレイでナビゲートする (18 ページ) をご参照ください。
この設定
は、オフ (初期設定) とオンが選択できます。Protune がオンになるとカメラ
スクリーンに [
] が表示されます。
露出コントロールを使用する場合、一部の Protune の設定は使用できませ
ん。Protune はすべてのビデオ解像度で利用できます。
1 つの撮影モードで設定を変更すると、Protune の設定は、その撮影モード
にのみ適用されます。たとえば、
ナイト フォトのホワイト バランスを変更して
も、連写のホワイト バランスに影響を与えることはありません。
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高度な設定

カラー

ISO 最小

カラーを使用することで、ビデオや写真のカラー プロファイルを調整できま
す。
この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに
変更されます。
カラー設定

結果のカラー プロファイル

GoPro Color (GoPro
カラー) (初期設定)

GoPro の色修正プロファイルを使用します
(Protune がオフになっているときでも同じ優れた
色調が得られます)。

フラット

フラットはニュートラルなカラー プロファイルで、
他の機材で撮影された映像と統合しやすいように
色補正できるので、録画後の製作の幅が広がりま
す。その対数曲線が原因で、
フラットでの撮影時に
は影とハイライトの描写がより鮮明になります。

ISO 最大
ISO 最小と ISO 最大を使用すると、
カメラの光とイメージ ノイズに対する感
度の範囲を設定できます。ISO 設定は、明るさとその結果生じるイメージ ノイ
ズのバランスを取ります。イメージ ノイズとは、画像上の粒度を意味します。
低光量時は、ISO 値が高いほどより明るい映像を得られますが、イメージ ノ
イズが高くなります。値が低いほど、画像が暗くなり、イメージ ノイズが低く
なります。
この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直
ちに変更されます。
「ISO Maximum」(ISO 最大) の初期設定値は、ビデオの場
合は 1600 で、写真の場合は 3200 です。
「ISO Minimum」(ISO 最小) の初期設
定値は 100 です。

100
ホワイト バランス
ホワイト バランスを使用するとビデオや写真の色温度を調整し、冷色と暖色
のバランスを最適化できます。
この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに
表示される画像が直ちに変更されます。
この設定のオプションは、
自動 (初期設定)、2300K、2800K、3200K、4000K、
4500K、5500K、6000K、6500K、ネイティブです。値が低いほど、暖かい色調
になります。
また、ネイティブを選択して、画像センサーから、最小限に色補正したファイ
ルを作成し、後処理時により正確な調整を実行できます。
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200

400

800

画像が暗ければ暗いほど、
画像のノイズも小さくなる

1600

3200

6400

画像が明るければ
明るいほど、画像の
ノイズも大きくなる

ビデオおよび写真撮影モードでは、ISO の動作は Protune のシャッター設定
に応じて異なります。選択した「ISO Maximum」(ISO 最大) は、ISO の最大値
として使用されます。適用される ISO 値は、照明条件に応じて、
より低くなる
ことがあります。
PRO ヒント: 特定の値に ISO をロックするには、ISO 最小と ISO 最大を同じ
値に設定します。
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高度な設定

シャッター

露出値の補正 (EV 修正)

Protune のシャッター設定は、ビデオおよび写真撮影モードにのみ適用され
ます。
この設定は、
シャッターが開く合計時間を決定します。
この設定を変更
すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更されます。初期
設定は自動です。
写真の場合、
この設定のオプションは自動、1/125、1/250、1/500、1/1000、
1/2000 秒です。
ビデオの場合、
この設定のオプションは、次に説明されているように、FPS の
設定によって異なります。
設定

例 1:
1080p30

例 2:
1080p60

自動

自動

自動

1/FPS

1/30 秒

1/60 秒

1/(2xFPS)

1/60 秒

1/120 秒

1/(4xFPS)

1/120 秒

1/240 秒

1/(8xFPS)

1/480 秒

1/960 秒

PRO ヒント: シャッター設定を使用中は、
カメラを三脚または動かない安定
した場所に固定して、ビデオや写真の手ブレを防いでください。

露出値の補正はビデオや写真の明るさに影響を与えます。
この設定を調整
することで、
コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像品質が改善
されます。
この設定のオプションは、-2.0～+2.0 です。初期設定は 0 です。
この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変更
されます。値が高いほど、画像が明るくなります。
ビデオでは、
この設定は、
シャッターが自動に設定されている場合にのみ利
用できます。
シーンの特定のエリアを基にした露出調整の詳細については、露出コント
ロール (72 ページ) をご参照ください。
PRO ヒント: 露出値の補正は、既存の ISO 設定内で、明るさを調整します。低
光量下で、明るさが ISO 設定に達している場合は、露出値補正を上げても、
効果はありません。明るさを高めるには、
より高い ISO 値を選択します。

画質
画質コントロールは、ビデオ映像と写真で撮影した詳細の質を設定します。
この設定のオプションは、高 (初期設定)、中、および低です。
この設定を変更すると、
タッチ ディスプレイに表示される画像が直ちに変
更されます。
PRO ヒント: 編集中に画質を上げるには、
この設定で低を選択してください。
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高度な設定

オーディオ アクセサリーへの接続

RAW オーディオ
この設定は、ビデオ撮影モードに適用され、標準の .mp4 オーディオ トラック
に加えて、ビデオで別の .wav ファイルを作成します。RAW オーディオ トラッ
クに適用される処理のレベルを選択できます。
この設定は、別の .wav ファイ
ルをシェアしたり、ポスト プロセスで使用したい場合に便利です。
オプション

説明

オフ (初期設定)

個別の .wav ファイルは作成されません 。

低

最小限の処理を適用します。ポスト プロダクショ
ンでオーディオ処理を適用する場合に最適です。

中

手動オーディオ コントロール (風やステレオ) に
基づいて処理を適用します。手動オーディオ コ
ントロールをオフにすると、
カメラは、
ウインド
フィルターとステレオ オーディオを自動的に切
り替えます。

高

フル オーディオ処理 (自動ゲインまたは AAC エ
ンコーディング) を適用します。

PRO ヒント: .wav 形式のオーディオ ファイルは、.mp4 ファイルと同じファイ
ル名で、同じ場所に保存されます。
これらのファイルにアクセスするには、
カー
ド リーダーに microSD カードを挿入し、
コンピューターのファイル エクスプ
ローラでファイルを見つけます。

アクセサリーのマイクやその他のコンポーネントは、録画したビデオに効果
の高いオーディオを提供できます。
1. GoPro の 3.5 mm マイク アダプター (別売) を使用して、
カメラの USB-C
ポートにオーディオ アクセサリーを接続します。
2. カメラのメイン画面から、下方向にスワイプします。
3.「Preferences」(設定) >「Audio Input」(オーディオ入力) をタップします。
4. オプションをタップします。
オプション

説明

「Standard Mic
(default)」(標準マイク
(初期設定))

無動力マイクをサポートします。

「Standard Mic+」
(標準マイク+)

無動力マイクをサポートし、20dB ブーストを提
供します。

「Powered Mic」
(動力マイク)

セルフ動力マイクをサポートします 。

「Powered Mic+」
(動力マイク+)

セルフ動力マイクをサポートし、20dB ブーストを
提供します。

ラインイン

他のオーディオ機器からのラインレベルの電源を
サポートします (ミキシング ボード、ギター プリア
ンプ、
カラオケ機器など)。

注: 選択するオプションがわからない場合は、マイクのメーカーからの情報をご参照くだ
さい。

リセット
このオプションはすべての Protune の設定を初期設定値にリセットします。
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GOPRO のカスタマイズ

電子音のボリュームを変更する、
またはステータス ライトをオフするなど、
カ
メラを好みの動作に設定できます。

初期設定モード
電源投入時の GoPro の初期設定撮影モードを設定します。ビデオ (初期設
定)、
タイム ラプス ビデオ、ループ、写真、夜間、連写、
タイム ラプス フォト、
ナ
イト ラプス フォトから選択できます。

設定の変更
1. 下にスワイプし、
「Preferences」(設定) をタップします。
2. 設定をタップしてから、新しいオプションをタップします。
3. 終了するには、下にスワイプします。
日付と時刻
カメラの日付と時刻はカメラが GoPro アプリ または
QUIK デスクトップ アプリ に接続されたときに自動的に更新されます。ただ
し、必要な場合は、
これらの設定を手動で変更できます。

注: カメラからバッテリーを長時間外しておくと、
日付と時間をリセットしなければならなくな
ります (自動または手動でリセット)。

日付の形式
日付の形式はカメラに選択した言語に基づいて自動的に設定されます。た
だし、必要に応じて、
これらの設定を手動で変更できます。オプションは
「DD.MM.YY」、
「MM.DD.YY」、
「YY.MM.DD」です。
電子音のボリューム
GoPro のアラートの音量を設定します。オプションは、高 (初期設定)、中、お
よび低です。
LED
どのステータス ライトを点滅させるかを設定します。すべてオン (初期設
定)、すべてオフ、
フロント オフから選択できます。

注: この設定は、
クイックキャプチャーには影響しません。

自動オフ
一定の時間使用しなかった場合に、GoPro の電源オフにし、バッテリーを節
約します。5 分、15 分 (初期設定)、30 分、実行しないから選択できます。
注:「Voice Control」(音声起動) 設定がオンにならないかぎり、カメラがオフのときは音声コ
ントロールを利用できません。音声コントロールを使用する場合は、自動電源オフを長い時
間 (または使用しない) に設定することを考慮してください。

スクリーンセーバー
一定時間動作がないとき、
タッチ ディスプレイをオフにし、バッテリーを節
約します。1 分 (初期設定)、2 分、3 分、実行しないから選択できます。
タッチ
ディスプレイを再度オンにするには、画面のどこかをタップします。
タッチ
ディスプレイをオフにしている場合でも、
カメラのボタンおよび音声コント
ロールを使用できます。
明るさ
タッチ ディスプレイの明るさのレベルを設定します。10% から 100% (初期設
定) まで選択できます。

PRO ヒント: ショットの範囲に反射を引き起こす窓や鏡がある場合、
フロント
ステータス ライトをオフにします。
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GOPRO のカスタマイズ

自動回転
この設定は、ビデオや写真の方向を決定し、映像が天地逆にならないよう
にします。

GPS
ビデオと写真の撮影場所を取得します。
この情報を参照するには、互換性の
あるデスクトップやモバイル アプリケーションでビデオや写真を表示します。
詳細については、gopro.com/help をご参照ください。

設定

説明

自動

(画像の自動回転) カメラは撮影を開始したと
きのカメラの向きをもとに、
自動的に上または
下を選択します。結果として得られる画面は、常
に正しい側が上になります。

上 (初期設定)

カメラは、天地を正しく撮影するよう設定さ
れます。

下

カメラは、常に上下逆向きに撮影するよう設
定されます。

自動ロック
意図せずに入力しないようにタッチ ディスプレイを自動的にロックします。
こ
の設定は、初期設定でオフになっています。
• 自動ロックをオンにするには、下にスワイプして、[ ] をタップします。画
面を一時的にロック解除するには、下にスワイプして、
タッチ ディスプレ
イをタップします。
• 自動ロックをオフにするには、下にスワイプして、[
] をタップします。
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言語
カメラで使用する言語を設定します。
ビデオ形式
TV/HDTV でビデオを録画・再生する際に、
カメラで使用する地域のフレーム
レートを設定しますお住まいの地域に適したオプションを選択すると、屋内
でビデオを録画するときのちらつきを防ぐのに役立ちます。
設定

説明

NTSC

NTSC TV でビデオを再生するには、
このオ
プションを選択します (北米のほとんどのテ
レビ)。

PAL

PAL TV でビデオを再生するには、
このオプショ
ンを選択します (北米外のほとんどのテレビ)。
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重要なメッセージ

カメラのリセット

温度アイコン

GOPRO の再起動
カメラが応答しないときは、モードボタン [
] を 8 秒間長押しすること
で一度カメラの電源を切り、その後で再起動します。すべての設定が維持
されます。

カメラの温度が高くなり、冷却が必要になると、
カメラ ステー
タス スクリーンに温度警告アイコンが表示されます。
この場合
は、
カメラをそのまま放置して冷却してから、
カメラを使用して
ください。
カメラは過熱した状態を検出し、必要に応じてシス
テムをシャット ダウンするように設計されています。
ファイル修理アイコン
撮影が突然停止され、ビデオ ファイルが正しく保存されてい
ない場合は、
ファイルが破損している可能性があります。
この
状況でカメラがファイルの修復を試みている間、
「File Repair」
(ファイルの修復) アイコンが表示されます。
このプロセスが完
了したら、修復が成功したか失敗したかを示すメッセージが
表示されます。いずれかのボタンを押して、引き続きカメラを
使用できます。
MICROSD カードのメッセージ
SD なし

カードがありません。
このカメラでの録画や撮影
には、microSD、microSDHC、
または microSDXC
カード (別売) が必要です。

フル

カードがいっぱいです。一部のファイルを消去す
るか別のカードを挿入してください。

SD エラー

カメラはカードの形式を読み取ることができま
せん。
このカメラでカードを再フォーマットして
ください。

すべての設定を初期状態にリセット
このオプションは、
日付、時刻、
カメラ名とパスワード、言語、およびビデオ形
式以外のすべてのカメラ設定を初期設定にリセットします。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2.「Preferences」(設定) >「Camera Defaults」(カメラの初期設定) をタップ
してから、
「Reset」(リセット) をタップします。
接続をリセット
このオプションは、接続のリストをクリアし、
カメラのパスワードをリセット
します。接続をリセットすると、デバイスを GoPro に再接続する必要があり
ます。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2.「接続」>「Reset Connections」(接続をリセット) をタップしてから、
「Reset」(リセット) をタップします。
出荷時設定に戻す
以下の手順に従ってすべての設定をリセットし、接続を削除し、GoPro Plus ア
カウントからカメラの登録を解除します。
このオプションは、
カメラを売る場
合や、オリジナルの状態に戻したい場合に便利です。
注: このオプションでは、カメラのソフトウェア バージョンは変更されません。

1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2.「Preferences」(設定) >「Factory Reset」(出荷時設定に戻す) をタップし
てから、
「Reset」(リセット) をタップします。
工場出荷時の設定を復元しても、microSD カードからすべてのコンテンツ
が消去されることはありません。microSD カードをクリアするには、microSD
カードの再フォーマット (9 ページ) をご参照ください。
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マウント

1

3

1. The Frame
2. マウント用バックル

マウント

2

4

3. サム スクリュー
4. 粘着性ベース マウント
(曲面 + 平面)

マウントへのカメラの取り付け
マウントにカメラを取り付けるには、使用しているマウントに応じて The
Frame (HERO6 Black/HERO5 Black 用) とマウント用バックルおよび/また
はサム スクリューが必要です。
1. The Frame にカメラを収める:
a. ラッチを開きます。
b. フレームにカメラをスライドさせます。
フレームのフロント底部に
は、突起したエッジがあります。
カメラのフロントがそのエッジに接
触して挿入されるようにしてください。
c. ドアを閉じます。
d. ラッチをロックします。

THE FRAME
The Frame (HERO6 Black/HERO5 Black 用) はカメラを落下したときの保護
を強化します。
カメラをマウントしていなくても、特定のアクティビティ中は
The Frame にカメラを保持しておくことを推奨します。
HERO6 Black はドアが閉じた状態で 10 m の防水性能を備えています。水
中や水辺でカメラを使用するときに、別にハウジングを取り付ける必要は
ありません。

2. マウント用バックルに The Frame を取り付けます。

注意: The Frame によってカメラの防水性能がプラスされることはありません。
PRO ヒント: 水辺や水中でのアクティビティの間は安全性を確保するために
流れ止めコードを使用し、Floaty (フローティー) (別売) を使用してカメラが
沈まないようにします。詳細については、gopro.com をご参照ください。
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マウント
3. マウントのガイドライン (90 ページ)の手順に従って、粘着性ベース
マウントを表面に取り付けます。
4. マウント用バックルをマウントに取り付けます。
a. マウント用バックル プラグをはね上げます。
b. カチッと音がして固定されるまでバックルをマウント側にスライド
させます。
c. プラグに押し込んでバックルと同じ高さになるようにします。

マウント
• 粘着性ベース マウントは汚れのない乾いた面にのみ取り付けます。
ワッ
クスや脂分、汚れ、ホコリなどがあると接着力が弱まるため、
カメラが落
下する恐れがあります。
• 室温で粘着性マウントを取り付けます。マウントの粘着剤は、低温環境や
湿潤環境で冷えた表面や湿った表面、
または室温になじんでいない表面
には十分に粘着しません。
• 機器 (狩猟用の機器) などにカメラを取り付けることが許可されているか
どうか、州や現地の法令、法律を確認してください。
コンシューマー電気
製品やカメラの使用を規定する法律に常に準拠してください。
• 水辺や水中でのアクティビティの間は安全性を確保するために流れ止
めコードと Floaty (フローティー) (両方とも別売) を使用してカメラが沈
まないようにします。
警告: 思いがけない負傷を避けるために、
カメラをヘルメットにマ
ウントする際にはテザーを使用しないでください。
スキーやスノー
ボードに直接カメラを取り付けないでください。

マウントの詳細については、gopro.com をご参照ください。

PRO ヒント: HERO6 Blackを天地逆にマウントする場合、
カメラは画像の方
向を自動的に正しい状態に変更します。詳細については、
自動回転 (84
ページ) をご参照ください。
マウントのガイドライン
粘着性ベース マウントをヘルメットや車両、用具のさまざまな曲面や平面に
取り付ける場合は、
これらのガイドラインに従います。
• カメラを使用する 24 時間前に粘着性マウントを取り付けてください。
• 粘着性マウントは滑らかな表面にのみ取り付けてください。凹凸があっ
たり、
ざらざらした表面には十分に粘着できません。マウントを取り付け
るときは、マウントを固定箇所にしっかり押しつけて表面全体が接触す
るようにします。
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警告: カメラをヘルメットと使用するために、GoPro マウント、
また
はストラップと使用するときは常に、該当する安全規格に合ったヘ
ルメットを選択してください。
実行するスポーツまたはアクティビティ専用のヘルメットを選択
し、ヘルメットが使用者のサイズに適していることを必ず確認して
ください。ヘルメットに異常がないことを確認し、ヘルメットの安
全な使用方法について、ヘルメット メーカーの使用説明書に従っ
てください。
ヘルメットに強い衝撃が加わったときは使用を中止し、新しいもの
に取り換えてください。すべての事故で負傷を保護できるヘルメッ
トはありません。
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サイド ドアの取り外し

サイド ドアの取り外し

The Frame 内でカメラを充電するか、オーディオまたは HDMI アクセサ
リー、GoPro ドローンに接続するなどの状況では、サイド ドアを取り外して
ポートにアクセスする必要があります。

サイド ドアの取り付け
1. ラッチ レリーズ ボタンを押しながら、
ドアのタブを延長します。

警告: 乾燥した、ほこりのない環境でカメラを使用している場合に
のみ、サイド ドアを取り外します。
ドアが開いているまたはドアを取
り外した状態では、
カメラは防水ではありません。バッテリー ドア
を開いた状態で、
カメラを操作しないでください。

サイド ドアの取り外し
1. ラッチ レリーズ ボタンを押しながら、
ドアをスライドさせて開きます。
2. カメラからドアを引き出します。
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2. 小さな銀のバーで、
タブを押します。
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メンテナンス

バッテリーの情報

カメラの最高の性能を引き出すために次のガイドラインを参考にしてくだ
さい。
• カメラはハウジングの装着なしで最大水深 10 m までの防水性能を備え
ています。水辺やホコリ、砂の多い環境でカメラを使用する前にはドアが
しっかり閉じられていることを確認します。
• ドアを閉じる前に、
シール部分にチリやゴミがついていないことを確認し
ます。必要に応じて、布で取り除きます。
• ドアを開く前に、
カメラに水やホコリがついていないことを確認しま
す。必要であれば、
カメラに真水をかけてすすぎ、布で完全に乾かします。
• ドアの周囲に砂や泥などがこびりついている場合は、
ドアを開ける前に
カメラをぬるま湯に 15 分ほど浸して、その後十分にすすいで砂や泥を完
全に取り除いてください。
• 水気のある環境では柔らかな布でタッチ ディスプレイの水気を拭くこと
で、指のタッチ操作に反応するようになります。
• 最高のオーディオ性能を引き出すためには、
カメラを振るか、マイクの挿
入口に息を吹きかけて、挿入口に入った水や泥を取り除きます。内部の
防水メンブレンを破損から保護するために、マイク穴から圧縮した空気
を吹き込まないでください。
• 海水中でカメラを使用した後は必ず、
カメラの外側を真水で洗浄し、柔ら
かい布で水気を拭き取って乾燥させてください。
• レンズまたはレンズ カバーを清掃する際は、柔らかい、糸くずの出ない
布で拭き取ってください。
ゴミがレンズとトリム リングの間に挟まって
いる場合は、水や空気で取り除きます。
レンズ周りに異物を入れないで
ください。

電池残量を最大限に引き延ばす
バッテリーの残量が 10% を下回ると、
タッチ ディスプレイにメッセージが表
示されます。録画中にバッテリー残量が 0% になると、
ファイルが保存され、
電源がオフになります。
バッテリー寿命を延ばすには、可能な場合に次のガイドラインに従ってく
ださい。
• ワイヤレス接続をオフにする
• GPS をオフにする
• 低いフレーム レートと解像度でビデオを録画する
• Protune をオフにする
• 次の設定を使用します。
• クイックキャプチャー (28 ページ)
• スクリーンセーバー (83 ページ)
• 自動オフ (83 ページ)
• 明るさ (83 ページ)
充電中の撮影
同梱の USB-C ケーブルを使用して、
カメラが USB 式の充電アダター、
GoPro スーパーチャージャー、その他の GoPro 充電器、GoPro ポータブル パ
ワー パックに接続されている間、ビデオや写真を撮影することができます。
撮影時に、バッテリーは充電されませんが、
カメラの電源を入れて、長時間録
画時間を得るため、上記の方法のいずれかを使用できます。撮影を停止する
と、バッテリーの充電が再開されます(コンピューター経由でカメラを充電中
に撮影することはできません)。
注: サイド ドアが開いているため、充電中、カメラは防水ではなくなります。
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バッテリーの情報
警告: GoPro AC 充電器以外の AC 充電器を使用すると、GoPro 本
体のバッテリーが破損したり、火災や液漏れが生じたりする恐れが
あります。GoPro スーパーチャージャー (別売) 以外では、次のよう
にマークされている充電器のみを使用してください。出力 5V 1A。充
電器の電圧と電流が不明の場合は、付属の USB ケーブルを使用し
てコンピューターに接続し、本体の充電をおこなってください。

バッテリーの保管と取り扱い
カメラにはバッテリーなど精密機器が含まれています。本機を極端な低温や
高温に晒さないでください。低温環境や高温環境ではバッテリーの寿命が
一時的に低下したり、
カメラが誤作動したりすることがあります。温度や湿度
が急激に変化すると製品の内外で結露が発生することがあるので、
このよう
な環境では使用しないでください。
電子レンジまたはヘア ドライヤーといった外部熱源を使用してカメラまた
はバッテリーを乾燥させないでください。水・液体に接触したことでカメラ
やバッテリーが破損した場合は保証の対象となりませんので注意してくだ
さい。
貨幣や鍵、ネックレスなどの金属と一緒にバッテリーを保存しないでくだ
さい。バッテリーの接触子が金属に触れると、火災が発生する可能性があ
ります。
カメラに許可されていない改造を加えないでください。許可されていない
改造を行うと、安全、法令に関するコンプライアンスに抵触する、あるいはパ
フォーマンスを損なうおそれがあり、保証の対象外となります。

バッテリーの情報
警告: カメラまたはバッテリーの投下、分解、開放、破砕、折り曲げ、
変形、穿刺、裁断、電子レンジによる加熱、焼却、塗装などを行わな
いでください。
カメラのバッテリー挿入口に異物を入れないでくだ
さい。亀裂や穴が開いている、
または、水没したなど、
カメラやバッ
テリーが破損した、あるいは異常が見られるときには使用を中止し
てください。バッテリーを分解したり、穴を開けたりすると、破裂や火
災の原因になることがあります。

バッテリーの廃棄
ほとんどの充電式リチウム イオン バッテリーは、無害廃棄物に分類され、
自
治体の通常の廃棄物として処理することができます。バッテリーの再利用に
ついては多くの自治体ごとに指定の規則が設けられています。お住まいの地
域の法律を調べて、通常のゴミと一緒に充電式バッテリーを廃棄できること
を確認してください。
リチウム イオン バッテリーを安全に廃棄するために、
接触子が他の金属に触れないよう、梱包、マスキング、絶縁用テープなどで適
切に処理し、輸送中に火災が発生しないようにしてください。
ただし、
リチウム イオン バッテリーにはリサイクル可能な材料が含まれてお
り、充電式バッテリー リサイクリング コーポレーション (RBRC: Rechargeable
Battery Recycling Corporation) のバッテリー リサイクリング プログラムで
もリサイクル受け入れ対象となっています。北米のお客様は Call2Recycle
(call2recycle.org にアクセスするか、1-800-BATTERY に電話) に問い合わせ、
最寄りのリサイクル場を確認することをお勧めします。
バッテリーは火に投じると爆発する恐れがあるため、火のあるところには絶
対に捨てないでください。
警告: カメラのバッテリーには、製造元が推奨する交換バッテリー
のみを使用してください。
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トラブルシューティング

トラブルシューティング

使用する設定がわからない
アクティビティの設定 (26 ページ) をご参照ください。

カメラのユーザー名またはパスワードを忘れた
下にスワイプしてから、
「接続」>「Name & Password」(名前とパスワード) を
タップします。

GOPRO の電源がオンにならない
GoPro が充電されていることを確認してください。
カメラを充電するには、付
属の USB-C ケーブルとコンピューターを使用します。GoPro スーパーチャー
ジャーまたは USB 互換の AC 充電器または DC 充電器 (別売)、出力 5V 1A
とマークされている充電デバイスを使用することもできます(スーパーチャー
ジャーの出力は、5V 2A です)。
ボタンを押しても GOPRO が応答しない
GoPro の再起動 (87 ページ) をご参照ください。
コンピューターでの再生が途切れる
画像の途切れは通常、
ファイルの問題ではありません。映像が抜ける場合は、
原因として次の状況のいずれかが考えられます。
• 互換性のないビデオ プレーヤーを使用している。一部のビデオ プレー
ヤーでは H.265/HEVC および H.264 コーデックがサポートされてい
ません。最高の結果を得るには、最新のQUIK デスクトップ アプリを
gopro.com/apps からダウンロードしてください。
• コンピューターが HD 再生の最低要件を満たしていない。ビデオの解
像度とフレーム レートが高ければ高いほど、ビデオ再生時のコンピュー
ターへの負荷も高くなります。
コンピューターが再生用ソフトウェアの最
低要件を満たしていることを確認してください。
コンピューターが最小要件を満たしていない場合は、Protune をオフに
した状態で 1080p60 で録画し、
コンピューターの他のすべてのプログラ
ムを閉じておいてください。解像度を調整しても再生状態が改善されな
いときは、720p60 を試してください。
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実行中のソフトウェアのバージョンがわからない
メイン画面から、下方向にスワイプします「Preferences」(設定) >「About
This GoPro」(この GoPro について) をタップします。バージョン番号に、実行
しているソフトウェアのバージョンが表示されます。
カメラのシリアル ナンバーが見つからない
カメラのシリアル ナンバーは次のいずれかの場所でご覧いただけます。
• 「Preferences」(設定) >「About This GoPro」(この GoPro について)
• バッテリー ベイの内側 (バッテリーを取り外すと見えます)
• カメラの microSD カード (MISC フォルダーに収納されている
version.txt)
よくある質問の他の回答については、gopro.com/help をご参照ください。
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カスタマー サポート
GoPro はベスト サービスに万全を期しております。GoPro カスタマー サ
ポート チームへのお問い合わせについては、gopro.com/help をご参照く
ださい。

登録商標
GoPro、HERO、Session、Karma およびそれぞれのロゴは、米国およびその
他の国々における GoPro, Inc. の商標または登録商標です。© 2017 GoPro,
Inc. All rights reserved.中国製。特許に関する情報については、gopro.com/
patents をご参照ください。GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA
94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Munich, Germany

本製品は、限定的なライセンスとともに販売され、次の 3 つの条件を満た
す HEVC コンテンツに関連して使用される場合に限り、使用が許可されま
す。(1) 個人的使用のみを目的とした HEVC コンテンツ、(2) 販売を目的とし
ない HEVC コンテンツ、(3) 製品の所有者によって作成された HEVC コンテ
ンツ。本製品は、第三者によって作成された HEVC エンコード コンテンツ
(ユーザーが第三者に発注した、
または第三者から購入したコンテンツ) に
関連して使用することはできません。ただし、
ライセンスを受けたコンテンツ
の販売者が、当該コンテンツとともに本製品を使用する権利をユーザーに
個別に付与している場合を除きます。本製品を HEVC エンコード コンテン
ツに関連して使用する場合、上述の限定的な使用権限について承諾したも
のとみなされます。

法的情報
国別の認定書の詳細なリストをご覧いただくには、
カメラに付属の
Important Product + Safety Instructions (重要な製品 + 安全情報) を参照す
るか、gopro.com/help をご利用ください。
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