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HERO7 Silver の外観

HERO7 Silver の外観
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1. シャッター ボタン

2. ステータス ライト
3. マイク
4. ドア

5. ラッチ リリース ボタン
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6. microSD カード スロット
7. USB-C ポート

8. タッチ スクリーン

GoPro に付属しているアクセサリーの使用方法を説明します。GoPro のマ
ウント方法 (57 ページ) をご参照ください。

9. スピーカー

10. モード ボタン
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カメラのセットアップ

カメラのセットアップ

MICROSD カード
ビデオと写真を保存するために、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製のカードを使用してください。

MICROSD カードの取り付け

• microSD、microSDHC、または microSDXC

1. 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。

• Class 10 または UHS-I レート

• 最大容量 128 GB

推奨される microSD カードのリストについては、gopro.com/microsdcards
をご覧ください。

注意 : SD カードを取り扱う前に、手が清潔で乾いていることを確認してく
ださい。カードの許容温度範囲とその他の重要な注意事項は、カードの製
造元のガイドラインを確認してください。
プロからのヒント: 定期的に SD カードを再フォーマットして、適切な状態
に保ってください。再フォーマットするとメディアがすべて消去されます。
再フォーマット前に必ず保存してください。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「リセット」 > 「SD カードをフォーマット」をタッ
プします。

ビデオと写真を保存する方法については、メディアの転送 (43 ページ) を
ご参照ください。
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2. カメラをオフにして、SD カードのラベルを USB ポート側に向けた状態
でカードスロットに挿入します。

SD カードを取り出すには、カードを指の爪でスロット内に押し込み
ます。
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カメラのセットアップ

カメラのセットアップ

バッテリーの充電
HERO7 Silver にはバッテリーが内蔵されています。出発前には忘れずに
バッテリーをフル充電しましょう。

カメラのソフトウェアを更新する
GoPro で最新機能を使用しながら最高の性能を楽しむには、カメラのソ
フトウェアが最新であることを確認してください。

1. 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。

GoPro アプリを使用して更新する

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. 画面上の指示に従い、カメラをモバイル デバイスに接続します。新し
いカメラソフトウェアが利用可能な場合は、アプリにインストール方法
が表示されます。

Quik デスクトップ アプリを使用した更新

1. gopro.com/apps からアプリをダウンロードします。

2. 付属の USB-C ケーブルを使用して、カメラをコンピューターなどの
USB 充電器に接続します。

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。新し
いカメラソフトウェアが利用可能な場合は、アプリにインストール方法
が表示されます。

手動による更新

1. gopro.com/update をご覧ください。

2. カメラのリストから「HERO7 Silver」を選択します。

3. 「手動でカメラを更新」を選択し、指示に従います。

バッテリーが完全に充電されるまでには約 2 時間かかります。充電が完
了すると、カメラ ステータス ライトがオフになります。バッテリーの情報
(66 ページ) をご参照ください。
プロからのヒント: 高速充電には、GoPro Supercharger (スーパーチャー
ジャー) (別売) を使用してください。
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プロからのヒント: 使用しているソフトウェアのバージョンを知りたい場合
は、以下の手順で確認できます。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「バージョン情報」 > 「カメラ情報」をタップし
ます。
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GoPro カメラの紹介

GoPro カメラの紹介

電源オン
HERO7 Silver の電源をオンにするには、モード ボタンを押します。

撮影モード
GoPro には 3 つのメイン撮影モード (ビデオ、写真、タイム ラプス ビデ
オ) があります。

電源オフ
電源をオフにするには、モード ボタンを長押しします。

ビデオ

左または右にスワイプして必要なモードに変更します。
3s
警告: GoPro 本体およびマウントやアクセサリーは、充分にご注
意の上ご利用ください。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。

プロからのヒント: GoPro は防水ですが、水中ではタッチ スクリーンが機能
しません。
カメラの電源がオンになっているときは、モード ボタン
を押
してモードを切り替えることができます。

現地の各種プライバシー法など、特定地域での録画を制限しうる
すべての法律に従ってください。
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GoPro カメラの紹介

GoPro カメラの紹介

カメラの方向
GoPro では横向きと縦向きを簡単に切り替えることができます。逆さまに
マウントしても、正しい側を上にしてビデオと写真が撮影できます。タッ
チ スクリーンのメニューが自動的に調整され、正しい側を上にしてメディ
アが再生されます。

撮影画面
この画面では、カメラのすべての撮影設定にアクセスし、GoPro に関す
る情報を表示することができます。表示される設定は、モードによって異
なります。

シャッター ボタン
を押すと、カメラの天地がロックされます。ローラー
コースターに乗っているときのように、カメラを録画中に傾けると、映像も
傾きます。すべてのひねりや回転が表現されます。
横方向のロック
カメラを横向きにロックします。カメラを縦向きに回転しても、画面上のカ
メラのメニューは変わりません。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「タッチ スクリーン」 > 「横方向のロック」を
タップします。

注意 : 横方向のロックをオンにして縦方向で撮影したビデオと写真は、横
倒しの状態で表示されます。

1
2

4

1H:36 100%

100%

3

4K

1. カメラ モード

2. 残りの撮影時間/写真

3. バッテリー ステータス
4. 撮影オプション

プロからのヒント: 横方向のロックを使用すれば、誤って縦向きでビデオ撮
影する事態が防げます。
これは、ボディマウントやハンドヘルド マウントを使
用している場合に最適です。
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ビデオの撮影

タッチ スクリーンの使用

HERO7 Silver は、1440p および 1080p の 2 種類の標準解像度で HD ビデ
オを撮影できます。

タップ
アイテムを選択する。または設定のオン、オフを切
り替える。
左右にスワイプ
ビデオ、写真、
タイム ラプスの 3 モードを切り替える。
画面の端から下にスワイプ
カメラが横向きになっている場合にダッシュボード
を開く。

• 1440p: フレームの天地を最大限に活かし、できるだけ広い範囲を撮影
します。自撮りや POV 撮影に最適です。テレビで映像を再生すると、
画面の両側に黒いバーが表示されます。
• 1080p: フレームの上下をわずかに切り取り、
テレビでフルスクリーン再生
ができるようにします。

初期設定のビデオ解像度の変更
この GoPro は、初期設定では 1440p で録画するように設定されています
が、簡単に 1080p に変更することができます。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「初期設定」 > 「ビデオの解像度」をタップし
ます。

ビデオの撮影

1. 左または右に、

までスワイプします。

画面の端から上にスワイプ
メディア ギャラリーのビデオと写真を見る。

長押し
露出コントロールをオンにして調整する。

1H:36 100%

100%

4K

2. 撮影を開始するには、シャッター ボタン
3. 撮影を停止するには、シャッター ボタン
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を押します。

をもう一度押します。

15

ビデオの撮影

ビデオの撮影

注意 : 節電のため、録画の 1 分後に画面がスリープ状態になります。再び
オンにするには、画面をタップします。10 秒間操作しないと、スリープに
戻ります。

短編クリップの録画
HERO7 Silver では、すばやく簡単に携帯電話に保存してソーシャル メディ
アで共有できる短編ビデオ クリップが撮影できます。また、GoPro アプリ
を使用した QuikStory 映像の作成にも最適です。

プロからのヒント: 音声コマンドでビデオ撮影もできます。音声で GoPro
を操作 (34 ページ) をご参照ください。
4K での録画
4K は、プロフェッショナル水準の超高品質なビデオ解像度です。
1. ビデオ画面で、

1. ビデオ画面で、

をタップします。

1H:36 100%

をタップします。

100%

4K

1H:36 100%

100%

2. 撮影を開始するには、シャッター ボタン
を押します。境界線が画
面の周囲を回り始め、クリップの残り時間を示します。

4K

2. 撮影を開始するには、シャッター ボタン
3. 撮影を停止するには、シャッター ボタン

を押します。

をもう一度押します。

注意 : 4K で録画するときは、バッテリー残量にご注意ください。より多く
の電力を使用するため、バッテリーが短時間で消耗します。
プロからのヒント: 4K ビデオ ファイルは、SD カードの容量を圧迫しま
す。4K で撮影する場合は、大容量のカードを使用することを検討してくだ
さい。また録画前に、携帯電話やコンピューターが 4K 再生対応であるこ
とをご確認ください。
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カメラは、クリップ終了時に自動的に録画を停止します。またクリッ
プ終了前にシャッター ボタン
を押して録画を停止することもで
きます。
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ビデオの撮影

ビデオの撮影

クリップの長さの変更
初期設定のクリップ録画時間は 15 秒ですが、30 秒にも設定を変更でき
ます。

スローモーション
HERO7 Silver では、60 フレーム/秒 (fps) でアクションを撮影し、2 倍のス
ローモーションで再生できます。

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「初期設定」 > 「クリップの長さ」をタップしま
す。

1. ビデオ画面で、

をタップします。

プロからのヒント: クリップは、スローモーションまたは 4K で撮影でき
ます。

1H:36 100%

100%

4K

2. 撮影を開始するには、シャッター ボタン
3. 撮影を停止するには、シャッター ボタン

を押します。

をもう一度押します。

注意 : HERO7 Silver では、4K がオンのときにスローモーション録画に切り
替えると、4K が自動的にオフになります。

プロからのヒント: スローモーションで録画したビデオは、2 倍のスロー
モーションまたは通常の速度で再生できます。メディアの再生 (38 ページ)
をご参照ください。
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ビデオの撮影

ビデオの撮影

タッチ ズームの使用
タッチ ズームを使用すると、アクションをもっと間近で撮影できます。

注意 : HERO7 Silver では、タッチ ズームを有効にすると、自動的に 4K と
スローモーションがオフになります。

1. ビデオ画面で、

をタップします。

1H:36 100%

プロからのヒント: ズームインすると、ビデオの端が魚眼レンズのように歪
むのを防ぐことができます。
100%

4K

2. スライダーを使用して、ズームのレベルを選択します。録画中にズーム
を調整することもできます。

ビデオの安定化
GoPro は、手持ちでもギアにマウントしても、カメラの揺れをなくして映像
を自動で安定化できます。サイクリング、スケート、スキーなどでスムーズ
な映像を撮影するのに最適です。
QUIKCAPTURE を使用したビデオの録画
QuikCapture は、GoPro の電源をオンにすると即座に録画が開始できる便
利な機能です。1 個のボタンを押すだけで済みます。
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。

2. 録画を停止し、カメラの電源をオフにするには、シャッター ボタン
をもう一度押します。

QUIKCAPTURE のオフ
QuikCapture は初期設定でオンになっていますが、オフにできます。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2.

をタップします。

3. 任意の場所をタップして終了します。ズーム レベルは、再調整するか、
撮影モードを切り替えるか、カメラの電源をオフにするまでロックさ
れています。

20
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ビデオの撮影

写真撮影

注意 : カメラの電源が 12 時間以上オフになっていた場合は、電源をオンに
して録画を開始するのに少し時間がかかります。録画が完了してから 12 時
間以内はカメラがスタンバイ状態を維持するため、QuikCapture を使用す
るとすぐに起動します。

HERO7 Silver は、10 MP の写真を、広角視野角 (FOV) で撮影します。広
角視野角を使用すると、フレーム内で最大限の範囲を撮影できます。

プロからのヒント: 録画のときだけカメラの電源がオンになる
QuikCapture を使用すれば、バッテリー残量を最大限に引き延ばすこと
ができます。

HILIGHT タグの追加
ビデオのお気に入りの場面にマークを付けるには、録画または再生中に
モード ボタン
を押します。HiLight タグを追加することで、映像を見
たり、ビデオを作成したり、特定のショットを探しているときに検索が簡
単になります。

1 枚ずつ写真を撮影
1.

に右にスワイプします。

999+ 100%

2. シャッター ボタン

100%

を押し、写真を撮影します。

プロからのヒント: フレームの端に現れる魚眼レンズのような歪みを回避
したい場合は、GoPro アプリで写真をクロップできます。

注意 : QuikStories (クイックストーリーズ) は、ビデオを作成するときに
HiLight タグを自動検索します。このため、お気に入りの場面がストーリー
に含まれるようになります。
プロからのヒント: HiLight タグの追加は、GoPro アプリからも可能です。
また音声コントロールがオンになっているときに「GoPro ハイライト」と話し
かけることで追加することもできます。
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写真撮影

連続写真の撮影
シャッター ボタン
を長押しすると、1 秒あたり 4 枚の速度で写真を連
続撮影できます。撮影を停止するには、ボタンを放します。

フォトタイマーの設定
タイマーは、自撮りや集合写真などに使用します。

連写で写真を撮影
連写は 1 秒に 15 枚の写真を撮影します。高速の動きを撮影するのに最適
なモードです。
1. 写真画面で、

をタップします。
999+ 100%

1. 写真画面で、

をタップします。

999+ 100%

100%

100%

2. 3 秒 (自撮り向け) または 10 秒 (集合写真向け) を選択します。

2. シャッター ボタン

を押して、連写します。

10秒

3秒

プロからのヒント: メディア ギャラリーで連写した写真をチェックし、最
高のショットのみを保存します。これで SD カードの空き容量が増やせま
す。メディアの再生 (38 ページ)をご参照ください。
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写真撮影

写真撮影

3. シャッター ボタン
を押します。カメラがカウントダウンを始めま
す。電子音が鳴り、前面のステータス ライトが点滅します。どちらも、
写真を撮影するまでの残り時間が少なくなるにつれて速度が増しま
す。

タッチ ズームの使用
タッチ ズームを使用すると、アクションをもっと間近で撮影できます。
1. 写真画面で、

をタップします。

999+ 100%

100%

3

注意 : フォト タイマーは、タップしてオフにするまでオンの状態を維持し
ます。

2. スライダーを使用して、ズームのレベルを選択します。

3. 任意の場所をタップして終了します。ズーム レベルは、再調整するか、
撮影モードを切り替えるか、カメラの電源をオフにするまでロックさ
れています。

プロからのヒント: 連写、写真タイマー、タッチ ズームは、必要に応じて任
意に組み合わせることで自分用の撮影条件が設定できます。
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写真撮影

タイム ラプスの撮影

ワイド ダイナミック レンジ
ワイド ダイナミック レンジ (WDR) は、明るい光と影が混ざった難しいショッ
トでも美しく鮮明な写真を撮影できる高度な画像処理機能です。HERO7
Silver では WDR が自動的に使用されるため、あらゆる状況で最高の写真
を撮影できます。

タイム ラプス ビデオは、0.5 秒ごとにフレームを撮影することで映像を
早送りします。標準速度で再生すると、
すべてが平常の 15 倍の速度で動き
ます。

注意 : WDR は、シングル フォトにのみ使用できます。連続写真や連写とは
互換性がありません。

タイム ラプス ビデオの撮影
1.

に左にスワイプします。

2H:11 100%

100%

2. 撮影を開始するには、シャッター ボタン
3. 撮影を停止するには、シャッター ボタン

を押します。

をもう一度押します。

プロからのヒント: タイム ラプス ビデオではすべての動きが 15 倍速にな
り、5 分間の録画から約 20 秒のビデオが出来上がります。
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タイム ラプスの撮影

露出コントロール

タッチ ズームの使用
タッチ ズームを使用すると、アクションをもっと間近で撮影できます。

HERO7 Silver はシーン全体をスキャンして、撮影の露光レベルを選択しま
す。露出コントロールを使用して、撮影画面から選んだ一領域に合わせた
露光量を設定することができます。

1. 「タイム ラプス」画面で

をタップします。

2H:11 100%

100%

2. スライダーを使用して、ズームのレベルを選択します。

タッチ スクリーンで映像のプレビューを確認します。暗すぎる部分や明る
すぎる部分がある場合は、露光コントロールを試してください。
自動露出を使用して露出コントロールを設定する
このオプションを使用すると、あらかじめ選択した領域の露光を基準にし
て自動的に露出を調整します。

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。こ
のような場合には、ダッシュボードではなく車外の風景に合わせて露出を
設定したいはずです。事前の設定によって、露出オーバー (白とび) を防ぐ
ことができます。

1. 中央にドットがある角括弧が画面の中央に表示されるまでタッチ スク
リーンを押します。これは露光計です。撮影画面中央の露光に基づい
て露出を設定します。

2. 撮影画面内の別の領域から露出を設定したい場合は、中央から角括弧
をドラッグして移動します。(角括弧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. 任意の場所をタップして終了します。ズーム レベルは、再調整するか、
撮影モードを切り替えるか、カメラの電源をオフにするまでロックさ
れています。

3. 画面をチェックして、露出が適正に見えるかどうかを確認します。右下
にある
をタップします。

自動露出

注意 : HERO7 Silver では、4K のタイム ラプス ビデオを録画中にタッチ
ズームが自動でオフになります。
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露出コントロール

露出コントロール

露出ロックを使用して露出コントロールを設定する
このオプションを使用すると、キャンセルするまでカメラの露出がロック
されます。

露出コントロールをオフにする
撮影モードを切り替えるかカメラを再起動すると、露出コントロールは自
動的にオフになります。手動でオフにすることもできます。

晴れた日にスノーボードをしているときに、被写体のジャケットに露出を
ロックしたいことがあります。こうすることで、非常に明るい雪に反応して
撮影が露出アンダー (黒つぶれ) になることを防止できます。

1. 中央にドットがある角括弧が画面の中央に表示されるまでタッチ スク
リーンを押します。これは露光計です。撮影画面中央の露光に基づい
て露出を設定します。

1. 中央に四角形が表示されるまでタッチスクリーンを押します。
2. 左下で

をタップします。

注意 : 露出コントロールをキャンセルすると、カメラは自動的に再びシーン
全体を使用して露光レベルを設定するようになります。

2. 撮影画面内の別の領域から露出を設定したい場合は、中央から角括弧
をドラッグして移動します (角括弧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. 角括弧の内側をタップして、露出をロックします。

4. 画面をチェックして、露出が適正に見えるかどうかを確認します。右下
にある
をタップしてロックします。

自動露出ロック済み
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音声で GoPro を操作

音声で GoPro を操作

音声コントロールを使用すると、GoPro をハンズフリーで簡単に操作でき
ます。ハンドルバーやスキーのストックなどで手がふさがっているときに便
利です。実行したい操作を GoPro に話しかけるだけです。

音声コマンドのリスト
音声コマンドには、アクション コマンドとモード コマンドの 2 種類があ
ります。

音声コントロールのオン/オフの切り替え

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2.

をタップして音声コントロールをオンまたはオフにします。

アクション コマンドの使用
アクション コマンドで、モードを直ちに切り替えることができます。ビデオ
を録画した直後でも、
「GoPro 写真」と言えば、手動によるモードの切り
替えなしで写真を撮影することができます。
アクション コマンド

説明

GoPro ハイライト

撮影中に HiLight タグを追加します。

GoPro ビデオ スタート
GoPro ビデオ ストップ
GoPro 写真

GoPro バースト

GoPro タイム ラプス スタート

GoPro タイム ラプス ストップ
GoPro 電源オフ
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ビデオの録画を開始します。
ビデオ撮影を停止します。
写真を 1 枚撮影します。

連写で写真を撮影します。

タイム ラプス ビデオの撮影を開始し
ます。

タイム ラプス ビデオの撮影を停止し
ます。
カメラの電源をオフにします。

注意 : 声で GoPro の電源をオフにできま
すが、オンにするにはモード ボタン
を使用する必要があります。
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音声で GoPro を操作

音声で GoPro を操作

モード コマンドの使用
モード コマンドで、いつでも撮影モードを切り替えることができます。
「GoPro 撮影」と言うか、シャッター ボタンを押して撮影します。

カメラのコマンドの完全なリストを参照する

モード コマンド

説明

GoPro 写真モード

カメラを写真モードに切り替えます (撮
影は開始しません)。

GoPro ビデオ モード

GoPro バースト モード
GoPro タイム ラプス モード
GoPro 撮影
GoPro 撮影ストップ

カメラをビデオ モードに切り替えます
(録画は開始しません)。

カメラを連写モードに切り替えます (連
写は開始しません)。

カメラをタイム ラプス ビデオに切り替え
ます (録画は開始しません)。

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「音声コントロール」 > 「コマンド」をタップし
ます。

音声コントロールの言語を変更する

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「音声コントロール」 > 「言語」をタップし
ます。

注意 : 音声コントロールは、風、ノイズ、カメラとの距離から影響を受ける
場合があります。最高のパフォーマンスを得るために、カメラをきれいに保
ち、ごみを拭き取ります。

選択したモードで、ビデオまたは写真の
撮影を開始します。

ビデオ モードおよびタイム ラプス ビデ
オ モードで撮影を停止します。写真およ
び連写モードは自動的に停止します。

プロからのヒント: ビデオまたはタイム ラプス フォトを撮影中の場合は、
新しいコマンドを試す前に撮影を停止する必要があります。
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メディアの再生

メディアの再生

上にスワイプすると、最後に撮影したビデオ、写真、連写のいずれかが表
示されます。左または右にスワイプすると、SD カードの他のすべてのファ
イルを繰ることができます。
00:00 / 00:00

00:00 / 00:00

メディア ギャラリーには、次の再生オプションが含まれています。

再生音量を調整する

連写または連続写真のグループで前後の写真に移動する

注意 : 再生オプションは、表示しているメディアのタイプによって異なり
ます。
プロからのヒント: 一部の再生オプションは、カメラを縦向きに持ってい
る場合は使用できません。カメラを回転する前に、横向きでこれらの設定
を調整します。

再生を一時停止する
再生を再開する

SD カードのすべてのメディアを表示する
SD カードからファイルを削除する
スローモーション/通常速度で再生する
スライダーを使ってビデオ、連写、タイム ラプス写真を閲覧する
HiLight タグを追加/削除する
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メディアの再生

メディアの再生

ギャラリー ビューの使用
ギャラリー ビューを使用すると、SD カードに保存されているすべてのビデ
オと写真にすばやくアクセスできます。

複数のファイルの削除

1. 再生画面で

をタップします。

1.

をタップします。

2. 削除するすべてのファイルをタップします。ファイルを選択解除するに
は、ファイルをもう一度タップします。
3. 選択したファイルを削除するには、

メディア (34)

モバイル デバイスでビデオと写真を見る

をタップします。

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 (42 ページ) をご参照ください。

00:10

2. アプリケーションのコントロールを使用して、ビデオと写真を再生、編
集、共有します。

2. 上にスワイプしてメディアをスクロールします。

プロからのヒント: GoPro アプリを使用して、ビデオから静止写真を取り
込んだり、長時間の撮影から短い共有可能なビデオを作成したり、携帯電
話にメディアを保存したりすることができます。

3. フルスクリーン ビューで表示するにはビデオや写真をタップします。
4. HiLight タグを追加するには、

5. 再生画面に戻るには、

をタップします。

をタップします。

注意 : ギャラリー ビューは、カメラを縦向きに持っている場合は使用でき
ません。また、SD カードに保存されているコンテンツの数が多いほど読み
込みに時間がかかります。
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コンピューターでビデオと写真を見る
コンピューターでメディアを表示するには、最初にファイルをコンピュー
ターに保存する必要があります。詳細については、メディアの転送
(43 ページ) をご参照ください。
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GoPro アプリへの接続

メディアの転送

GoPro モバイル アプリを使用して、HERO7 Silver を制御し、外出先でビ
デオや写真を共有したり、効果や音楽などで編集された QuikStory 映像
に自動変換したりすることができます。

QUIKSTORY の作成
携帯電話にビデオや写真を自動的に送信するように、GoPro を設定でき
ます。GoPro アプリでは、これらの設定を使用して、音楽や効果付きのビ
デオ (QuikStory) を作成します。

初回の接続

1. Apple の App Store または Google Play から 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従って、カメラに接続します。

iOS に関する注意 : 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。QuikStory の作成 (43 ページ) をご参照ください。

2 回目以降の接続
1 回接続すれば、カメラの「接続」メニューから接続を開始できます。

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
てダッシュボードにアクセスします。

1. カメラを GoPro アプリに接続します。GoPro アプリへの接続 (42 ペー
ジ)をご参照ください。

2. アプリのホーム画面で下にスワイプします。最近のセッションからの
ショットが携帯電話にコピーされ、QuikStory に変換されます。

3. QuikStory をタップして表示します。Quik (クイック) アプリがない場合
は、インストールするように指示されます。

4. Quik アプリで編集を行います。

5. QuikStory を保存するか、友人とシェアすることができます。

2. 「ユーザー設定」 > 「接続」 > 「GoPro アプリ」をタップします。
3. GoPro アプリの画面の指示に従って接続します。

接続速度の設定
他のモバイル機器と接続する場合、GoPro は 5 GHz の Wi-Fi 帯域 (最高
速) を使用するように設定されています。

デバイスまたは地域が 5 GHz をサポートしていない場合は、Wi-Fi 帯域を
2.4 GHz に変更します。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「接続」 > 「Wi-Fi 帯域」をタップします。
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メディアの転送

メディアの転送

メディアをコンピューターに転送する
ビデオや写真をコンピューターにコピーして再生や編集を行うことがで
きます。

クラウドへの自動アップロード
GoPro Plus (プラス) サブスクリプションを使用すると、メディアをクラウ
ドに自動的にアップロードし、任意のデバイスから表示、編集、共有でき
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て
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 アプリの画面の手順に従ってくだ
さい。

SD カードから直接転送する

1. カメラから SD カードを取り外します。

2. SD カード リーダーまたはアダプターにカードを挿入します。

3. カード リーダーをコンピューターの USB ポートに接続するか、アダプ
ターを SD カード スロットに挿入します。
4. ファイルをコンピューターに転送します。

1. GoPro Plus への登録:

a. Apple の App Store または Google Play から GoPro アプリをデバ
イスに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. 初めて接続している場合は、画面の指示に従って GoPro Plus に
登録します。または、カメラ選択画面で
をタップします。

2. カメラを電源に接続します。バッテリーが完全に充電されると、自動
アップロードが開始されます。

初めてセットアップした後は、自動アップロードを開始するためにカメラを
アプリに接続する必要はありません。

注意 : 元のファイルは、クラウドにバックアップされた後でも、カメラに
残っています。

プロからのヒント: コンピューターにファイルを保存している場合、Quik
デスクトップ アプリが自動的にそれらのファイルを GoPro Plus アカウン
トにアップロードします。
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メディアの転送

メディアの転送

クラウドへの手動アップロード
カメラが完全に充電される前に、メディアをクラウドに転送します (GoPro
は電源コンセントに接続されている必要があります)。

別のワイヤレス ネットワークへの接続

1. GoPro Plus に登録します。クラウドへの自動アップロード (45 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. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

4. 「ユーザー設定」 > 「GoPro Plus」 > 「手動アップロード」をタップし
ます。

自動アップロードをオフ
カメラが電源コンセントに接続されるか完全に充電されるたびにアップ
ロードが実行されることはなくなります。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「GoPro Plus」 > 「自動アップロード」をタッ
プします。

3. 「オフ」をタップします。

クラウド メディアへのアクセス

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」> 「GoPro Plus」 > 「ネットワーク」をタップし
ます。

3. ネットワークを選択します。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。

4. 必要に応じてパスワードを入力します。
5.

をタップして、ネットワークを保存します。

GOPRO PLUS ユーザー設定の変更
自動アップロードの設定の管理、ワイヤレス ネットワークの設定などを
行います。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「GoPro Plus」をタップします。

注意 : GoPro Plus は、サインアップ後にユーザー設定で利用可能になり
ます。

1. デバイスで GoPro アプリを開きます。

2.

をタップし、
「クラウド」タブを選択して、コンテンツの表示、編
集、共有を行います。

プロからのヒント: クラウド メディアを使用して QuikStory を作成するに
は、Quik モバイル アプリを起動し、 をタップしてから、
「GoPro Plus」
を選択します。
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GoPro のカスタマイズ

GoPro のカスタマイズ

ダッシュボードの使用
カメラが横向きの状態で、下にスワイプして、ダッシュボードやユーザー設
定にアクセスします。

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

ユーザー設定

ダッシュボードの機能
ダッシュボードを使用すると、次の設定をタップしてオンとオフを簡単に切
り替えることができます。
音声コントロール
カメラのビープ音
QuikCapture
画面ロック

AM

07:00 PM

03/06/18

10/07/18

ユーザー設定

接続ステータス
接続状態を確認するには、ダッシュボードの上部を確認します。
GPS がオンになっている (白)

GPS がオフになっている (グレー)
GPS が利用できない (グレー)

カメラが GoPro アプリに接続されている (白)

カメラが GoPro アプリとペアリングされていない (グレー)
カメラが GoPro アプリに接続されていない (グレー)

自動アップロードがオンで準備完了になっている (白)
自動アップロードがオフになっている (グレー)

自動アップロードがオンになっているが、準備ができていない
(グレー)
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GoPro のカスタマイズ
ユーザー設定
「ユーザー設定」をタップして、用途に合わせて GoPro を設定します。
接続
ワイヤレス接続の有効化、新しいデバイスの接続、Wi-Fi 帯域の設定など
を行います。GoPro アプリへの接続 (42 ページ) および 接続速度の設定
(42 ページ) をご参照ください。

初期設定
初期設定のモード (モード ボタン
から起動した時の GoPro の撮影モ
ード)、ショート クリップの長さ、初期設定のビデオ解像度を選択します。

GoPro のカスタマイズ
一般
「一般」設定には、次の設定があります。

ビープ音のボリューム
高 (初期設定)、中、低、またはオフを選択します。ここで設定したボリュー
ムは、ダッシュボードを使用してオンまたはオフに切り替えることができま
す。
電源の自動オフ
5 分、15 分 (初期設定)、30 分、または「なし」を選択します。

LED
点滅させるステータス ライトを設定します。
「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。
時刻と日付
時刻と日付を手動で調整するために使用します。カメラを GoPro アプリ
または Quik デスクトップ アプリに接続すると、どちらも自動的に更新さ
れます。

日付の形式
セットアップ時に選択した言語に基づいて自動的に設定されます。手動で
変更することもできます。
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GoPro のカスタマイズ
音声コントロール
音声コントロールの言語を選択し、
すべてのコマンドのリストをご参照くだ
さい。

タッチ スクリーン
横方向のロックをオンにし、スクリーン セイバーを設定して、タッチ スク
リーンの明るさを調整します。

注意 : 画面がオフになっても、カメラのボタンと音声コントロールが機能
します。

範囲
GPS をオンにして、使用する地域で GoPro が機能するように設定します。
GPS
GPS をオンにして、ユーザーの動く速度や距離などを追跡します。GoPro
アプリでパフォーマンス ステッカーを追加し、ユーザーの動く速度、距
離、高さを表示します。詳細およびモバイル デバイスとの互換性について
は、gopro.com/telemetry をご覧ください。

GoPro のカスタマイズ
ビデオ形式
北米の場合は NTSC を、北米以外の場合は PAL を選択します。地域に適
した形式を選択すると、屋内で録画されたビデオを再生したときに TV/
HDTV でのちらつきを防ぐことができます。
規制
カメラのすべての認定書を表示します。

バージョン情報
GoPro を更新し、カメラの名前、シリアル番号、ソフトウェア バージョン
を確認します。

リセット
SD カードをフォーマットするか、カメラの初期設定にリセットし、カメラの
ヒントをリセットするか、または出荷時リセットを使用してカメラをクリア
し、元の設定に復元します。

言語
カメラに表示する言語を選択します。
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重要なメッセージ

カメラのリセット

問題が発生することはまれですが、問題が発生した場合は、HERO7 Silver
からユーザーに通知されます。表示されるメッセージの一部を次に示し
ます。

GOPRO の再起動
カメラが応答していない場合は、モード ボタン
を 10 秒間押し続けま
す。 これでカメラが再起動します。設定に変更はありません。

温度の上昇
カメラの温度が高くなり、冷却が必要になると、タッチ スクリーンに温度
警告アイコンが表示されます。カメラはオーバーヒートのリスクがある状
況を認識するように設計されており、必要に応じてシャットダウンされま
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。

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「リセット」 > 「初期設定にリセット」をタップ
します。

注意 : 高温になると、カメラの電力消費量が増えて、バッテリーの消耗が
速くなります。

ファイル復旧
HERO7 Silver は、破損したファイルを自動的に修復しようとします。録画
中にカメラの電源が切れた場合、またはファイルの保存中に問題が発生し
た場合に、ファイルが破損することがあります。修復中に、ファイル復旧ア
イコンがタッチ スクリーンに表示されます。処理が終了してファイルが修
復されると、カメラから通知されます。

すべての設定を初期設定に戻す
カメラ名、パスワード、言語、およびビデオ形式を除くカメラのすべての設
定を初期設定にリセットします。

接続のリセット
デバイスの接続をクリアし、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、すべてのデバイスを再接続する必要があります。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。

2. 「ユーザー設定」 > 「接続」 > 「接続をリセット」をタップします。

カメラのヒントのリセット
カメラのヒントを再び見たい場合は、次の方法で最初からすべて見ること
ができます。
1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「リセット」 > 「カメラのヒントのリセット」を
タップします。

メモリ カードがいっぱい
SD カードがいっぱいになると、カメラから通知されます。録画を継続する
には、一部のファイルを移動または削除する必要があります。
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カメラのリセット

GoPro のマウント方法

工場出荷時の設定に戻す
カメラの元の設定をすべて復元し、すべてのデバイス接続をクリアして、
GoPro Plus (プラス) からカメラの登録を解除します。これは、人にカメラ
を譲る場合や、オリジナルの状態に完全に戻したい場合に便利です。

1

2

注意 : 出荷時の設定を復元しても、SD カードからコンテンツが削除された
り、
カメラのソフトウェアに影響を与えたりすることはありません。

3

4

1. 下にスワイプしてダッシュボードにアクセスします。
2. 「ユーザー設定」 > 「リセット」 > 「出荷時リセット」をタップし
ます。

マウント用取付具
1. The Frame (ザ フレーム)
2. マウント用バックル
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3. サム スクリュー

4. 粘着性ベース マウント
(曲面 + 平面)
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GoPro のマウント方法

GoPro のマウント方法

THE FRAME を使用する
The Frame はカメラを GoPro マウントに取り付けるために使用されます。

カメラをマウントに取り付ける
カメラを The Frame に挿入したら、マウントできます。使用するマウントに
応じて、マウント用バックルを使用するか、The Frame を直接マウント自体
に取り付けます。

1. ラッチのロックを解除し、ドアを開けます。

2. カメラをスライドさせて挿入します。カメラが The Frame の前端に接
触して挿入されるようにしてください。
3. ドアを閉じます。

4. ラッチをロックします。

粘着性ベース マウントの使用に関するヒントについては、マウントのヒン
ト (61 ページ) をご参照ください。
1. The Frame のマウント フィンガーを、バックルのマウント フィンガー
とかみ合わせます。
2. サム スクリューを使用して、The Frame をマウント用バックルに固定
します。
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GoPro のマウント方法
3. 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. プラグを押し込んでバックルと同じ高さになるようにします。

GoPro のマウント方法
マウントのヒント
ヘルメット、車両、およびギアに接着ベース マウントを取り付けるときに
は、次のガイドラインに従ってください。
• 使用する 24 時間以上前にマウントを取り付けます。

• マウントは必ず滑らかな面に取り付けてください。凹凸やざらつきのあ
る面には、きちんと貼り付きません。
• マウントを押して、しっかりと取り付けます。接着剤が表面に完全に接
触していることを確認します。

• 必ず清潔で乾燥した面で使用してください。ワックスや脂分、汚れ、ホ
コリなどがあると、結合が弱まり、カメラを失くす可能性があります。

• 室温の環境でマウントを取り付けます。接合面が低温だったり、湿度
の高い環境のなかでは適切に貼り付けられません。
プロからのヒント: カメラをマウントしていないときでも、カメラを The
Frame に入れたままにすることができます。The Frame に入れると、カメラ
を落とした場合の保護が少し強化されます。

• 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。家電やカメラの
使用を規定する法律に常に準拠してください。
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流れ止めコード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。

60

61

GoPro のマウント方法
警告: GoPro ヘルメット マウントまたはストラップを使用する場
合は、常に該当する安全規格を満たしているヘルメットを使用し
てください。

実施するスポーツまたはアクティビティに適したヘルメットを選択
し、ヘルメットが使用者に適したサイズでフィットしていることを
必ず確認してください。ヘルメットが正常な状態であることを確認
し、必ず安全な使用に関する製造元の指示に従ってください。
大きな衝撃を受けたヘルメットは交換してください。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。安全を維持し
てください。

水中での GOPRO の使用
HERO7 Silver は、ドアが閉じた状態で 10 m の防水性能を備えています。
ダイビングの前に、別途ハウジングを取り付ける必要はありません。

ドアの取り外し
場合によっては、カメラのドアを取り外す必要があります。たとえば、
The Frame 内で充電したい場合などです。
警告: 乾燥した、ほこりのない環境で使用している場合にのみ、ド
アを取り外します。ドアが開いていたり外されたりしている状態
のカメラに防水性能はありません。

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. ドアを引いて取り外します。

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。

プロからのヒント: 流れ止めコードと Floaty (フローティー) (別売) を使用
して、カメラがマウントから外れても浮いているようにします。詳細につい
ては、gopro.com をご参照ください。
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ドアの取り外し

メンテナンス

ドアの取り付け

カメラの性能を最大限に引き出すには、次のヒントを参考にしてくだ
さい。

1. ラッチ リリース ボタンを押しながら、ドアのタブを引き延ばします。

2. 小さな銀色のバーに、タブを押し入れます。

• GoPro は最大水深 10 m までの防水性能を備えているため、ハウジン
グの装着は必要ありません。水や土、砂の中で使用する場合は、ドア
を必ず閉じてください。

• 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、布を使用してシールを洗浄します。
• ドアを開ける前に、GoPro が清潔で乾燥していることを確認してくだ
さい。必要であれば、カメラに真水をかけてすすぎ、布で完全に水分
を拭き取ります。

• 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。
• カメラが濡れている場合は、柔らかな布でタッチ スクリーンの水気を
拭くと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。マイ
ク穴から圧縮した空気を吹き込まないでください。内部の防水メンブ
レンを破損させる可能性があります。
• 塩水が付着した場合は、必ずカメラを水ですすぎ、柔らかい布で拭い
てください。
• レンズ カバーは、非常に丈夫な強化ガラスで作られていますが、
それで
も傷やひびができる場合があります。
柔らかく、糸くずの出ない布で拭い
てください。
プロからのヒント: メンテナンスに関する質問がある場合は、GoPro サ
ポートにご連絡ください。
詳細については、gopro.com/support をご覧く
ださい。
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バッテリーの情報
バッテリー寿命を最大限に延ばす
HERO7 Silver には、取り外しできないバッテリーが内蔵されています。
バッテリーの残量が 10% を下回ると、タッチ スクリーンにバッテリー残量
の低下を示すメッセージが表示されます。
ビデオの録画中にバッテリーが切れた場合 (または SD カードがいっぱい
になった場合) は、録画が停止され、ビデオが保存されて、電源がオフに
なります。
次のような方法で、バッテリー寿命を最大限に延ばすことができます。
• ワイヤレス接続をオフにする

• 次の設定を使用する
• QuikCapture (21 ページ)

• 電源の自動オフ (51 ページ)

• タッチ スクリーン (52 ページ)

電源接続時の撮影
カメラに同梱されている USB-C ケーブルを使用して、カメラが USB 式の
充電アダプター、GoPro Supercharger、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に、ビデオや写真を撮影で
きます。これは、長いビデオやタイム ラプス イベントを撮影するのに最
適です。

カメラが接続されていても、録画中にはバッテリーは充電されません。録
画を停止すると、充電が開始されます。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。

バッテリーの情報
警告: GoPro 以外の AC 充電器を使用すると、カメラのバッテ
リーが破損し、火災や液漏れが発生する恐れがあります。GoPro
Supercharger (別売) 以外では、
「出力 5V 1A」と記された充電器
のみを使用してください。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、カメラをコンピューターに接続
して充電してください。

バッテリーの保管と取り扱い
HERO7 Silver には、バッテリーなどの精密部品が多く含まれています。本
機を極端な低温や高温に晒さないでください。極端な温度の環境では、
バッテリーの寿命が一時的に低下したり、カメラが一時的に作動しなく
なっ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、そのような環境は避けてください。
内蔵バッテリーは修理できません。バッテリー関連の問題については、
GoPro カスタマー サービスまでお問い合わせください。

カメラを乾燥させる際に、電子レンジやヘア ドライヤーなどの外部熱源を
使用しないでください。水や液体への接触によって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ご注意ください。
許可されていない改造をカメラに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したりパ
フォーマンスが損なわれるおそれがあり、保証の対象外となります。

注意 : 充電中はドアが開いているため、カメラは防水ではなくなります。

プロからのヒント: バッテリー寿命を最大限に延ばすために、収納する前に
カメラを完全に充電してください。
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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。USB-C ポートなど、カメラの開口部に異物
を入れないでください。亀裂ができたり、穴が開いていたり、水
没したりしたことが原因で破損したカメラは使用しないでくださ
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。

トラブルシューティング
GOPRO の電源が入らない
GoPro が充電されているか確認してください。バッテリーの充電
(8 ページ) をご参照ください。 バッテリーを充電しても解決しない場合
は、カメラを再起動してみてください。GoPro の再起動 (55 ページ) をご
参照ください。

ボタンを押しても GOPRO が応答しない
GoPro の再起動 (55 ページ) をご参照ください。

コンピューターで再生した画像が途切れる
コンピューターで再生時の画像が途切れるのは、通常の場合ファイルの問
題ではありません。映像が抜ける場合は、原因として次のいずれかの問題
が考えられます。
• コンピューターが H.264 ファイルをサポートしていない。
gopro.com/apps で無料の Quik デスクトップ アプリの最新バージョ
ンをダウンロードしてみてください。

• お使いのコンピューターが、再生に使用しているソフトウェアの最小要
件を満たしていない。

カメラのユーザー名またはパスワードを忘れた場合
下にスワイプしてダッシュボードにアクセスし、
「ユーザー設定」 > 「接
続」 > 「カメラ情報」をタップします。

ソフトウェアのバージョンが不明な場合
下にスワイプしてダッシュボードにアクセスし、
「ユーザー設定」 > 「バー
ジョン情報」 > 「カメラ情報」をタップします。
カメラのシリアル番号が見つからない
シリアル番号は、カメラのドアの内側に刻印されています。また、下にスワ
イプしてダッシュボードにアクセスし、
「ユーザー設定」 > 「バージョン情
報」 > 「カメラ情報」をタップして確認することもできます。
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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 およびそれぞれのロゴは、米国およびその他諸国における
GoPro, Inc. の商標または登録商標です。© 2018 GoPro Inc. All rights
reserved. 中国製。Hecho en China. 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

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。

70

130-26500-000 REVB

