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シャッター ボタン [
]
カメラ ステータス スクリーン
モード ボタン [
]
サイド ドア
USB-C ポート

6. マイクロ HDMI ポート
(ケーブルは別売)
7. スピーカー
8. バッテリー ドア
9. ラッチ リリース ボタン
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10. バッテリー
11. microSD カード スロット
12. カメラ ステータス ライト
13. タッチ ディスプレイ
14. マイク
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はじめに

新しい HERO にようこそ。ビデオや写真を撮影するには、microSD カード
(別売) が必要です。

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
フル充電しましょう。
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。

MICROSD カード
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 128 GB
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。使用時の許容温度範囲に
ついては、メーカーのガイドラインを確認してください。

•
2. ラベルの面をバッテリー側に向けて microSD を挿入します (microSD
カードは充電に必要ありません)。
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。

3. バッテリーを挿入してドアを閉じます。

MICROSD カードの再フォーマット
microSD カードの状態を良好に保つには、カードを定期的に再フォーマット
してください。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、
「ユーザー設定」>「SD
カードをフォーマット」>「削除」 をタップします。
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はじめに
4. 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。

5. 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。
6. カメラの電源をオフにします。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 3 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 (65 ページ) をご覧ください。

はじめに
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、カメラで常に
ソフトウェアが最新であることを確認してください。GoPro アプリまたはデ
スクトップ用 Quik (クイック) アプリに接続している場合は、
プログラムの
アップデートが利用可能になった時点で自動的に通知されます。
1. アプリのダウンロード:
• Apple App Store または Google Play から入手する GoPro アプリ
•• gopro.com/apps から入手するデスクトップ用 Quik
2. カメラをスマートフォン/タブレットまたはコンピューターに接続しま
す。プログラムのアップデートが可能になると、アプリがインストールの
指示を表示します。
microSD カードおよびカード リーダー/アダプター (別売) を使用して、手
動でカメラをアップデートすることもできます。最新のソフトウェアの詳細
と情報については、gopro.com/update にアクセスしてください。
プロからのヒント: 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、
「ユーザー設定」>「この GoPro について」
をタップします。

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。USB 互換の AC 充電器または DC 充
電器を使って、カメラを充電できます。
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はじめに
カメラ ステータス スクリーン
本機の前面にあるカメラ ステータス スクリーンにはモードと設定に関す
る下記の情報が表示されるため、現在の基本設定をまとめて見ることがで
きます。
1
2
3

電源のオン + 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、
カメラが電子音を数回発します。
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、
カメラが電子音を数回発します。
警告: アクティブな活動の撮影に 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。

4

1.
2.
3.
4.
5.

5

カメラ モード
設定
撮影したファイル数
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。上の図はビデオ モード用のものです。

GoPro 製品や関連搭載機能およびアクセサリーは、いずれも、
プライバシー保護法を含む現地法に従って使用する必要があるた
め、使用場所によっては撮影等が制限されることがあります。
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はじめに

タッチ ディスプレイ
本機の背面にあるタッチ ディスプレイでは、モードと設定に関する下記の
情報がメイン画面上に表示されます。表示される設定は、モードによって
異なります。

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。

2

1
00:00

100%

3

6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

解像度

FPS

1440

60

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

FOV

広角

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。

長押し
露出コントロール設定にアクセスする。

5
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)。

右にスワイプ
メディアを表示する。

注 : タッチ ディスプレイは水中では機能しません。

下にスワイプ
メイン画面で、
「接続」および「ユーザー設定」
メニュー
を開く。他の画面からメイン画面に戻る。
プロからのヒント: 入力ミスを防止するため、
タッチ ディスプレイをロックす
るには、
メイン画面から下にスワイプしてから、[
] をタップします。ロック
を解除するには、
このアイコンをもう一度タップします。
14
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GOPRO のナビゲーション

GOPRO のナビゲーション

モード
HERO には、次の 5 種類のカメラ モードがあります。ビデオ、写真、連写、
タ
イム ラプス ビデオ、
タイム ラプス フォト。

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. 使用する撮影モードをタップします。必ず上にスワイプしてフルリストを
確認してください。 •

ビデオ
詳細については、ビデオ モード (38 ページ) をご参照ください。
写真
詳細については、写真モード (43 ページ) をご参照ください。

ビデオ

連写
詳細については、連写モード (45 ページ) をご参照ください。

連写

タイム ラプス ビデオ
詳細については、タイム ラプス モード (46 ページ) をご参照ください。
タイム ラプス フォト
詳細については、タイム ラプス モード (46 ページ) をご参照ください。
GoPro のモードや設定のビジュアル マップについては、モードと設定の一
覧表 (19 ページ) をご参照ください。

写真

タイム ラプス ビデオ

3. メイン画面で、変更する設定をタップします。
4. 利用可能なオプションの 1 つをタップします。
メイン画面に戻ります。

解像度

1440
@60 fps
1440

1080

5. 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。
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GOPRO のナビゲーション
6. 詳細設定をオンにするには、[

モードと設定の一覧表

] をタップします。

自動光量調整
When needed,フレーム
automatically lowers the
必要に応じて、
frame rate in dim lighting for better
レートを自動調整し、
video quality
低光量でのビデオ品質を向上させます

7. メイン画面に戻るには、下方向にスワイプします。
モード ボタンでモードを変更する
モード ボタンを押すと、撮影モードを素早く選んで変更できます。

自動光量調整

タイム ラプス
フォト

連写

タイム ラプス
ビデオ

視野角

18

FPS

ビデオ モード /
ビデオ

写真モード / 写真

ビデオ安定化機能

解像度 (RES)

WDR
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QuikCapture

QuikCapture (クイックキャプチャ) では、ボタンを 1 回押すだけで HERO の
電源が入って撮影が開始します。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。

QUIKCAPTURE を使ったタイム ラプス写真の撮影
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 [
] を長押しします。

QUIKCAPTURE 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、電子音が数回鳴り、自動的に電源が切れます。
タイム ラプス ビデオの撮影については、ビデオ録画と写真撮影 (23 ページ)
をご参照ください。

カメラの電源が入り、電子音が数回鳴り、
タイム ラプス写真の撮影が自
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. 撮影を停止するには、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、電子音が数回鳴り、バッテリーを長持ちさせる
ために電源が自動的に切れます。
写真またはタイム ラプスを撮影するには、ビデオ録画と写真撮影
(23 ページ) をご参照ください。
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QuikCapture

ビデオ録画と写真撮影

QUIKCAPTURE のオフ
QuikCapture 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. 「ユーザー設定」>「QuikCapture」をタップします。
3. 「オフ」をタップします。

ビデオや写真の撮影には従来の方法も使用できます。
タイム ラプス ビデ
オでも、写真でも、カメラの電源を常時オンにした状態から必要に応じて撮
影します。
この方法ならタッチ ディスプレイ上でショットをプレビューし、
撮影前にモードや設定も変更できます。ただし QuikCapture (クイックキャ
プチャ) とは異なり、撮影していないときもカメラが電力を使用します。
バッテリー寿命を節約するには、手動でカメラの電源をオフにする必要が
あります。
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

解像度

FPS

1440

60

100%

FOV

広角

b. 使用する撮影モードをタップします。

ビデオ
写真
連写
タイム ラプス ビデオ
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ビデオ録画と写真撮影

ビデオ録画と写真撮影

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 (38 ページ)、写真モード (43 ページ)、連写モード (45 ペー
ジ)、またはタイム ラプス モード (46 ページ)をご参照ください。
] を押します。カメラが電子音を発し、撮影中は
3. シャッター ボタン [
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。
プロからのヒント: 音声コマンドで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 (26 ページ) をご参照
ください。

HILIGHT タグの追加
HiLight タグを使用して、録画または再生中にビデオの特別な瞬間をマーキ
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。

プロからのヒント: GoPro アプリまたは音声コントロールで録画中に
HiLight タグを追加することもできます。
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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 HERO が操作
できます。

音声コマンド リスト
音声コントロールには次の 2 つのタイプのコマンドが用意されています。
• 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直後、モード変更の手間なく
コマンドで写真やタイム ラプスの撮影が開始できます。
• 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す。選択後すぐ
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を避け、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 の至近距離で最も効果的に機能します。
1. メイン画面から下にスワイプして、[
] をタップします。
注 : 音声コントロールは、
「ユーザー設定」メニューからもオンとオフが切り替えら
れます。
「ユーザー設定」 > 「カメラの音声コントロール」をタップして、オプション
を選択します。

2. 音声コントロールを初めて使用する場合は音声コントロール言語を確
認し、必要に応じて変更してください。
3. 音声コマンド リスト (27 ページ)のコマンドを発声します。
4. 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。カメラの電源を切ると、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 (52 ページ) を
ご参照ください。
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ビデオの録画や写真を撮影するためにカメラを特定のモードにする必要が
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 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

1 枚ずつ写真を撮影

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

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
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音声で GOPRO を操作
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 モードを最後のタイム ラプス
モードに変更 (タイム ラプスは開始
しない)

最新のコマンド リストについては、 gopro.com/help/voice-commands を
ご覧ください。
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
しいコマンドを実行する前に撮影を停止する必要があります。

コンテンツの再生
カメラのタッチ ディスプレイ、
コンピューター、テレビ、
またはスマートフォ
ン/タブレットでコンテンツを再生できます。
コンピューターや互換性のあるテレビなどのデバイスに microSD カードを
直接挿入してもコンテンツを再生できます。
この方法は、使用するデバイス
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。
HERO でビデオと写真を見る
1. 右にスワイプし、ギャラリーを開きます。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. サムネイルをスクロールします。•
注: 連続する写真 (連写、
タイム ラプス、連続写真) の場合、サムネイルには連続する
写真の一番初めのショットが表示されます。

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。
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. サムネイル スクリーンに戻るには、[
] をタップします。
6. ギャラリーを閉じるには、下にスワイプします。

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. (「ボイス コントロール」セクションで) 「ユーザー設定」>「言語」
をタップします。
3. 言語をタップします。
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コンテンツの再生

カメラを HDTV と併用する

ビデオ フレームを静止写真として保存する
1. 右にスワイプしてギャラリーを開いてから、保存するクリップが含まれて
いるビデオをタップします。
2. [ ] をタップしてビデオの再生を開始します。
3. 保存したいフレームに達したら [ ] をタップします。
] をタップします。
4. [
5. 必要に応じて、画面の一番下にあるバーをスライドさせて、
フレームを
選択します。
] をタップします。
フレームが写真として保存され、オリジナルのビ
6. [
デオ ファイルは変更されません。

HDTV でビデオや写真を表示する
HDTV でビデオや写真を再生し、カメラ内のコンテンツを大画面で直接
鑑賞できます。
この再生環境には、マイクロ HDMI ケーブル (別売) が必要
です。
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. 「ユーザー設定」 >「HDMI 出力」>「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 [
] を押してコントロールまで移動してから、シャッ
ター ボタン [
] で操作の種類を選択します。たとえば、モード ボタ
ンを押してサムネイル間を移動し、[ ] に移動してからシャッター ボ
タンを繰り返し押して、
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。

コンピューターでビデオや写真を見る
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 (35 ページ) を
ご参照ください。
モバイル デバイスでコンテンツを表示する
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 (33 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。

プロからのヒント: 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。
•

プロからのヒント: GoPro アプリでビデオの再生中に、[ ] をタップして
HiLight タグを追加し、最高の瞬間をマーキングできます。
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カメラを HDTV と併用する

GOPRO アプリへの接続

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. 「ユーザー設定」>「HDMI 出力」>「ライブ」をタップします。
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なしで、
プレ
ビューが HDTV に表示されます。
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 [
] で撮影の開始と停止を行います。

アプリへの初めての接続
GoPro アプリを使用すると、
スマートフォンやタブレット端末からカメラを
遠隔操作できます。カメラの全操作、
ライブプレビュー、選択したコンテン
ツの再生と共有、
ソフトウェアのアップデートなどといった機能が備わって
います。
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。
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2 回目以降のアプリへの接続
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」>「ワイヤレス接続」をタップします。
2. アプリで、画面上に表示される指示に従いカメラを接続します。
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QUIKSTORY の作成

映像の取り込み

QuikStories (クイックストーリーズ) 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。そして音楽やエフェクト付きで編集されたビ
デオ「QuikStory」が生成されます。QuikStory は保存も編集もできます。
ス
マートフォン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 (33 ページ) をご参照ください。

映像をコンピューターに取り込む
コンピューターでビデオや写真を再生するには、
ファイルをコンピューター
に転送する必要があります。
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. gopro.com/apps から、デスクトップ用 Quik (クイック) をダウンロード
してインストールします。
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。
3. 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。

iOS の注意 : プロンプトが表示されたら、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。最も新し
いセッションのコンテンツが、カメラから自動的にデバイスに送られ
ます。QuikStory の準備ができると、スマートフォンで通知を受信し
ます。
QuikStory 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。

プロからのヒント: カード リーダー (別売) を使用してコンピューター
にファイルを取り込むには、
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。
映像をクラウドにアップロード
GoPro Plus (プラス) に登録すれば、映像をクラウドにアップロードして、デ
バイスから映像を表示、編集、
シェアできるようになります。
クラウドの映像
をモバイル デバイス上の Quik アプリで編集して、友達とシェアしましょう。
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。そうでない場合は、カメラの画像の横に
ある [
] をタップし、指示に従ってください。
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映像の取り込み
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、
クラウドへの自
動アップロードが始まります。
注: 自動アップロードに設定すれば、GoPro アプリにカメラを接続しなくてもこの機能
が使用できるようになります。

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、
デスクトッ
プ用の Quik アプリにカメラを接続し、
コンピューターにファイルを取り
込みます。
3. クラウドの映像にモバイル デバイスからアクセスするには、GoPro ア
] をタップします。
プリに接続し、カメラの画像の横にある [
4. スマートフォンにコンテンツをダウンロードしてから、Quik アプリで編
集やシェアを実行します。
プロからのヒント: GoPro Plus に登録後は、デスクトップ用 Quik を使用して
ファイルをコンピューターに取り込むことができます。その後、Quik がファ
イルを Plus アカウントへアップロードします。

映像の取り込み
別のワイヤレス ネットワークへの接続
カメラを別のワイヤレス ネットワークに接続して自動アップロードを使用し
たい場合は、カメラから接続を変更できます。
1. 下にスワイプしてから、
「接続」>「自動アップロード」>「ネットワー
ク」をタップします。
2. 接続したい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. [
どこからでもクラウドにアップロード
GoPro Plus に登録すると、
スマートフォンを使用して外出先で映像を自
動的にバックアップできます。
この機能によって映像を安全に保管し、
スマートフォンの空き容量を増やすこともできます。詳細については、
gopro.com/help/mobile-upload をご参照ください。

自動アップロードをオフにする
カメラからの自動アップロードを一時的にオフにすることで、カメラをコ
ンセントに接続したときに Plus へ自動アップロードする機能を停止でき
ます。
1. 下にスワイプしてから、
「接続」>「自動アップロード」>「アップロー
ド」をタップします。
2. 「オフ」をタップします。
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ビデオ モード

ビデオ モード

ビデオの初期設定は 1080p60 広角で、ビデオ安定化と自動光量調整がオン
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:

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。
コン
ピューターやテレビの機能も考慮に入れ、選択した解像度をハードウェア
が再現できるか確認しましょう。

ビデオの解像度 (41 ページ)
ビデオ安定化機能 (42 ページ)

ビデオの解像度

最適な用途

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。
フレームレートが高いた
め、最も滑らかで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。

1080p

あらゆる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。

自動光量調整 (42 ページ)
設定
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、1920 のピクセル幅あたり 1080 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、
精細で明瞭な画像が得られます。つまり 1920 のピクセル幅あたり 1440 ラ
インで構成される解像度 1440p のビデオは、1080p よりも高品質であると
考えられます。
1440p
1080p

フレーム/秒 (FPS)
フレーム/秒 (FPS) は、各秒で撮影されたビデオ フレームの数を指し
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•
HERO は 2 種類のアスペクト比でビデオを撮影できます。16:9 (1080p)
または 4:3 (1440p) からお選びください。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

ビデオ モード

視野角 (FOV)•
視野角 (FOV) は、カメラのレンズを通して撮影できるシーンの広さを表し
ます。広角視野角は最も広がりのあるシーン、狭角視野角はもっとも対象に
迫ったシーンを撮影します。

ビデオの解像度
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

1440p

60/50•
30/25

広角

1920x1440

4:3

1080p

60/50•
30/25

広角、中間、狭角

1920x1080

16:9

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

最適な用途

広角

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(必要に応じて編集中にクロッ
プして切り取ることもできます)。

中間

この視野はショットの中央にズームした効果が
ある中間視野。

狭角

40

最小の視野。長距離からコンテンツを撮影するの
に適しています。画面の中央部でもっとも対象に
迫れる視野です。

•

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 (54 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 (38 ページ)
フレーム/秒 (FPS) (39 ページ)
視野角 (FOV) (40 ページ)
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ビデオ モード

写真モード

詳細設定

HERO は、10 MP のシングルまたは連写で撮影されます。連続撮影モード
では、シャッター ボタンを押し続けることで 1 秒に 4 枚、合計 30 枚まで
撮影できます。

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。広角 FOV (視野)
では、画像が 10% クロップされます。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早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 (17 ページ) をご参照ください。
プロからのヒント: 視野が狭くなるほど、ビデオ安定化機能の効果が発揮
されます。

写真の初期の視野角は広角で、すべての高度な設定はオフになってい
ます。
設定
視野角
カメラには、写真用に 3 種類の視野角オプションが含まれています。写真は
すべて、10 MP 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(必要に応じて編集中にクロッ
プして切り取ることもできます)。

中間

中程度の視界。ショットの中央にズーム効果が反
映されるようになっています。

狭角

最小の視界で、魚眼特有の歪みを抑えます。
長距離からコンテンツを撮影するのに適して
います。画面の中央部でもっとも対象に迫れる
視野です。

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、短時
間に光量が変わる環境でも自然に撮影できるようになります。60 fps で撮
影している場合、可能なときにはカメラが自動的に 30 fps に調整され、最
適な露出と最高の結果が得られます。
この設定のオプションはオン (初期設定) およびオフです。
自動光量調整とビデオ安定化が両方オンの状態から、暗い環境で自動光量
調整がアクティブになると、ビデオ安定化機能が一時的に無効化されること
によって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 (17 ページ) をご参照ください。
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写真モード

連写モード

詳細設定

連写は 10 MP で 1 秒間に 10 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。初期設定の視野角は広角です。 •

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、画像の暗い部分と明るい部分を両
方とも精細に再現します。両極端の明るさが同居していても、共に適切な露
出の写真を撮影できます。逆光の環境、大きな明るい領域がある環境、前景
が暗い環境のシーンなどに有効な設定です。
WDR は、写真撮影モード限定で使用可能です。
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 (17 ページ) をご参照ください。

44

設定
視野角
カメラには、連写用に 3 種類の視野角オプションが含まれています。連写の
写真はすべて 10 MP 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(必要に応じて編集中にクロッ
プして切り取ることもできます)。

中間

中程度の視界。ショットの中央にズーム効果が反
映されるようになっています。

狭角

最小の視界で、魚眼特有の歪みを抑えます。
長距離からコンテンツを撮影するのに適して
います。画面の中央部でもっとも対象に迫れる
視野です。
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タイム ラプス モード

タイム ラプス モード

タイム ラプス ビデオ•
タイム ラプス ビデオは、0.5 秒ごとに撮影されたフレームからビデオを作
成します。
これを使用すると、
タイム ラプス イベントを撮影し、映像としてす
ぐに表示またはシェアできます。
タイム ラプス ビデオは 1080p、音声なし
で録画されます。

設定

タイム ラプス フォト
タイム ラプス フォトは、0.5 秒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、最高の瞬間を後から選ぶこ
とができます。
また、長いタイム フレームで写真を撮影し、デスクトップ用
Quik (クイック) を使用して後でビデオに変換できます。
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視野角
カメラには、
タイム ラプス ビデオと写真用に 3 種類の視野角オプションが
含まれています。
どちらも 0.5 秒間隔でフレームを撮影します。•
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(必要に応じて編集中にクロッ
プして切り取ることもできます)。

中間

中程度の視界。ショットの中央にズーム効果が反
映されるようになっています。

狭角

最小の視界で、魚眼特有の歪みを抑えます。
長距離からコンテンツを撮影するのに適して
います。画面の中央部でもっとも対象に迫れる
視野です。
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高度な設定

高度な設定

露出コントロール
初期設定では、カメラが画像全体の情報から適切な露出レベルを決定して
います。露出コントロールを使用すると、露出を決定する際に優先したいエ
リアが選択できます。重要な領域の露出が過剰だったり少なすぎたりする
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。モードを変更すると、カメラが画像全体の情報から適切な露出
レベルを決定する設定に戻ります。
自動露出を使って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、カメラは撮影対象の内容にかかわらず、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。
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の
明るさ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. 「自動露出」をタップして、
「自動露出ロック済み」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

GOPRO のカスタマイズ

露出コントロールのキャンセル
露出コントロールは、異なる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、カメラが画像全体の情報から
適切な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。

電子音のボリュームを変更したり、
ステータス ライトをオフにしたり、
カメラ
を好みの動作に設定できます。
ユーザー設定の変更
1. 下にスワイプし、
「ユーザー設定」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 Capture (キャプチャ) アプリまたはデスク
トップ用 Quik (クイック) 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、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)。

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
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。
プロからのヒント: 撮影範囲に光を反射する窓や鏡がある場合は、
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

GOPRO のカスタマイズ

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。オプションは
ビデオ (初期設定)、
タイム ラプス ビデオ、写真、連写、
タイム ラプス フォ
トです。
注 : この設定は、QuikCapture (クイックキャプチャ) 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 : 音声コントロールは、カメラがオフのときには使用できません。音声コントロールを
使用する場合は、自動電源オフを長めに設定するか、使用しないに設定することを検討
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。

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。
設定

説明

自動

(画像の自動回転) カメラは撮影開始時のカメ
ラの向きを起点として自動的に正しい天地を
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。
言語

カメラで使用する言語を設定します。

明るさ
タッチ ディスプレイの明るさ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。
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GOPRO のカスタマイズ

重要なメッセージ
温度アイコン

ビデオ形式

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。

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、
屋内で録画したビデオ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 (日本・韓国・台湾・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 (NTSC 以外のほとんど
のテレビ)。

ファイル修復アイコン
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、
「ファイル修
復」
アイコンが表示されます。
このプロセスが完了すると、修
復の成否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
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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。
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カメラのリセット
接続のリセット
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」>「接続をリセット」をタップしてから、
「リセット」をタップし
ます。
すべての設定を初期設定にリセットする
このオプションは、
日付、時刻、カメラのユーザー名とパスワード以外のすべ
ての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. 「ユーザー設定」>「カメラの初期設定」をタップしてから、
「リセット」
をタップします。
GOPRO の再起動
カメラが応答しない状態に陥り、設定を失いたくないときは、モード ボタ
ン[
] を 8 秒間長押しして、カメラの電源をオフにして、再起動します。
すべての設定が維持されます。
工場出荷時の設定に戻す
下の手順に従って、すべての設定とカメラのパスワードをリセットできま
す。GoPro Plus (プラス) のアカウントからカメラが登録解除されます。
このオプションは、
カメラを手放す場合や、オリジナルの状態に戻したい場
合に便利です。
1. メイン画面から、下方向にスワイプします。
2. 「ユーザー設定」>「出荷時リセット」をタップしてから、
「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 (8 ページ) をご参照ください。
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マウント

1

2

3

4

1. The Frame (ザ フレーム)
2. マウント用バックル•

3. サム スクリュー
4. 粘着性ベース マウント
(曲面 + 平面)

The Frame (ザ フレーム) 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。
HERO 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、別途ハウジングを取り付ける必要はあ
りません。
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: 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

マウント

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 とマウント用バックルやサム スクリューが必要です。

マウント取り付けのガイドライン (60 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。
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. プラグに押し込んでバックルと同じ高さになるようにします。

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。The Frame 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。

2. マウント用バックルに The Frame を取り付けます。

58

プロからのヒント: HERO 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
(53 ページ) をご覧ください。
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マウント

マウント

マウント取り付けのガイドライン
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、次のガイドラインに従ってください。
•• 粘着性ベース マウントは、カメラを使用する 24 時間前までに取り付
けてください。
•• 粘着性ベース 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。
•• 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。
•• 室温で粘着性ベース 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。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。
•• 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 (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: GoPro マウントやストラップでカメラをヘルメットに取り付
けて使用する場合は、適応される安全規格に合ったヘルメットを
必ず選択してください。
実施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。

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。
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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 (ザ フレーム) でカメラを充電したり、HDMI アクセサリーを接
続したりする状況では、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 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。

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。ドアが開いている状態や、ド
アを取り外した状態では、カメラに防水機能はありません。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 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. カメラからドアを引き出します。
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2. 小さな銀色のバーに、
タブを押し入れます。
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メンテナンス

バッテリーの情報

カメラの性能を最大限に引き出すには、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。
•• 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。内部
の防水メンブレンを破損させないよう、マイク穴から圧縮した空気を吹
き込まないでください。
•• 海水の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。

バッテリー寿命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、可能な限り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
•• 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。
•• QuikCapture (20 ページ)
•• スクリーンセーバー (52 ページ)
•• 明るさ (52 ページ)
充電中の撮影
同梱の USB-C ケーブルを使用すれば、
カメラを USB 式の充電アダプ
ター、GoPro Supercharger (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 パックなどに接続しながらビデオや写真を
撮影することができます。撮影中はバッテリーを充電することはできません
が、上記のいずれかの方法によってカメラに電力を供給し、録画時間を伸ば
すことができます。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。

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 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。お手持ちの充電
器の電圧および電流が不明の場合、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、充電してください。
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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。低温または高温の環境では、バッテリーの寿
命が一時的に低下したり、カメラが一次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、そのような環境では使用しないでください。

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。

カメラやバッテリーを乾燥させる際に、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。
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管しないでくだ
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。
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。

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) 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。

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、穴、水没などでカメラやバッテリーに破損
や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、多くの自治体が独自の規則を設けています。お住まいの地域の
条例を調べ、通常のゴミと一緒に充電式バッテリーが廃棄できるかどうかご
確認ください。
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
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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。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 Supercharger
(スーパーチャージャー) または USB 互換の AC 充電器または車載用充電
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(Supercharger の出力は、5 V 2 A です)。

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、下にスワイプします。
「ユーザー設定」>「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。

ボタンを押しても GOPRO が応答しない
GoPro の再起動 (56 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 H.264 コーデックがサポートされていない。最高の結果を得る
には、最新のデスクトップ用 Quik (クイック) (無料) 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。

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。
•• 「ユーザー設定」>「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。

コンピューターが最低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が改善されな
いときは、720p30 を試してください。
カメラのユーザー名またはパスワードを忘れてしまった
下にスワイプしてから、
「接続」>「名前とパスワード」をタップします。
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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 および HERO 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。他の名称や商標は各所有者の財産です。

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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