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/ GoProの情報をチェック

twitter.com/GoPro

facebook.com/GoPro youtube.com/GoPro

instagram.com/GoPro

To download this user manual in a different language, visit gopro.com/support.

Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre langue, rendez-vous 
sur gopro.com/support. 

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen 
möchten, besuchen Sie gopro.com/support. 

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua, visita gopro.com/support. 

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite gopro.com/support. 

Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse gopro.com/support. 

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、 
gopro.com/supportにアクセスしてください。 

若要下載其他語言版本的使用說明書，請前往： gopro.com/support。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 gopro.com/support。

Чтобы загрузить это руководство пользователя на другом языке, посетите 
страницу gopro.com/support. 
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バッテリの充電
同梱のバッテリはフル充電されていません。フル充電されていな
い状態で使用しても、カメラやバッテリが損傷することはありま
せん。

バッテリを充電するには:

1. 側部ドアを開きます。 2. 付属のUSBケーブルを使用し
てバッテリを充電します。

注: バッテリはカメラから取り出さないでください。

/ 基本

1. カメラステータス画面
2. Shutter/Select (シャッター/ 
選択)ボタン [  ]

3. マイク
4. カメラステータスライト(赤) / 

ワイヤレス 
ステータスライト(青)

5. マイクロUSBポート
6. microSDカードスロット
7. Info/Wireless ボタン

/ はじめに

6

7
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/ はじめに

充電中には赤の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。コンピュータで充電する際には、コンピュータが必
ず電源に接続されていることを確認してください。充電中であるこ
とを示すカメラの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。

警告: GoProウォールチャージャー以外のコンセント用充電器を使
用すると、GoProのバッテリが破損し、火災や液漏れが生じる恐
れがあります。 次の表示のある充電器のみをご使用ください。 
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に接続し、カメラの充電を行って
ください。

/ はじめに

バッテリについて詳しくはバッテリ(101ページ)をご覧ください。

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や関連のマウント、アクセサリの使用中には、特定の場所で
の撮影を禁じるプライバシー保護法なども含め、現地の法律に従
ってください。
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メモリカードの挿入と取り出し 
ラベルが下向きになるように下方向にSDカードを挿入します。
次の要件を満たす有名ブランド
のメモリカードをご使用くださ
い(別売)。
• microSD、microSDHC、また
はmicroSDXC

• Class 10またはUHS-Iレート 
•  最大容量64GB
推奨されるmicroSDカードのリストについては、gopro.com/support
をご覧ください。

/ はじめに

注意: メモリ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。

カメラのソフトウェア更新 
HERO4 Sessionカメラの最新の機能と最高の性能を得るには、常
に最新のカメラソフトウェアを使用してください。GoProアプリま
たはGoPro Studio gopro.com/getstartedを通じてカメラを更新で
きます。

/ はじめに

http://www.gopro.com/support
http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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/ はじめに

電源のONとOFF 
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ] を押す
と HERO4 Session の電源がオンになり、ビデオま
たは Time Lapse photo (タイム ラプス フォト: コマ
撮り写真) の撮影を開始します。Shutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ] をもう一度押す
と、録画を停止し、カメラの電源が自動的にオフ
になりバッテリーを節約します。

PROヒント: バッグまたはポケットに入れてカメラを持ち歩くと
きは、カメラでビデオやコマ撮り写真の撮影が間違って開始さ
れないようにフレーム内でカメラを逆さまにしまっておきます
(Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ]がカバーされた状態
にする)。カメラの表面にフレームのあとがつかないように、フレー
ムのラッチは開いたままにしておきます。 

/ はじめに
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ステータス情報の表示 
各カメラ モードの情報を表示するには Info/Wireless(情報/ワイヤ
レス)ボタンを押してください。 画面に次の情報が順番に表示さ
れ、その後、自動的に消えます。
注意: これらのスクリーンをすぐに終了するには、Info/Wi-Fi (情報/Wi-Fi) ボタンを 3 秒間長
押しします。

• ビデオ解像度/fps/FOV  
(視野)

• コマ撮り写真の解像度/FOV/
間隔

• 各モードでのmicroSDカード
メモリの残容量

• Protuneステータス
• 露光計ステータス
• ワイヤレスステータス
• バッテリステータス

/ はじめに

役立つヒント 
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10m(33')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
使用する前には側部ドアがしっかり閉じられていることを確認
します。

• 側部ドアを閉じる前に、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。必要な場合は、ブロワーブラシやエアダス
ターでクリーニングします。

/ はじめに
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• 側部ドアを開く前に、カメラに水滴やホコリが付着していない
ことを確認します。 必要であれば、カメラに水をかけてすす
ぎ、布で完全に乾かします。

• 側部ドアの周囲に砂や泥などがこびりついてる場合は、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去ってください。

• 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。

/ はじめに

• 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。

• カメラのレンズがくもった時は、完全に乾くまでドアを開けた
ままで放置します。

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
るためにカメラをつなぎ、Floaty (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をご覧ください。

/ はじめに

http://gopro.com
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カメラが GoPro リモート (別売) または GoPro アプリに接続され
ていないときは、次の 2 種類のキャプチャモードを使用できま
す。Video (ビデオ) と Time Lapse (タイム ラプス: コマ撮り)。その他
のモードにアクセスするには、を参照してくださいすべてのカメラ
設定へのアクセス(26ページ)。

ビデオの撮影 
初期設定のビデオ解像度は 1080p30 です。異なる解像度を選択す
るには、次を参照してください: Video (ビデオ) と Time Lapse (タイ
ム ラプス: コマ撮り) の設定を変更する(23ページ)。

録画を開始するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラの
電源が入り、電子音が3回鳴り、ビデオの撮影が自動的に開始され

/ ビデオ録画とコマ撮り写真撮影 / ビデオ録画とコマ撮り写真撮影

ます。カメラの録画中はカメラ ステータス ライトが点滅します。

メモリカードがいっぱいになるか、またはバッテリ残量がなくな
ると、カメラは自動的に撮影を停止し、映像を保存して電源が切
れます。

録画を停止するには:  
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラが
録画を停止し、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。

PROヒント: カメラのステータスライトとカメラの音声はオフにす
ることができます。詳細については、セットアップモード(61ペー
ジ)をご覧ください。
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HILIGHT TAGSを付ける 
ビデオで特定の一場面をマークしてHiLight Tags
を付けることができます。HiLight Tagsを付ける
ことで、共有したい最高の見所を簡単に見つけ
られるようになります。
注: HiLight TagはGoPro AppまたはGoPro Studioでの再生中に表示
されます。

録画中にHiLight Tagsを追加するには:
Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押します。

PROヒント: GoPro AppまたはSmart Remoteで録画中にHiLight Tags
を追加することもできます。

/ ビデオ録画とコマ撮り写真撮影 / ビデオ録画とコマ撮り写真撮影

コマ撮り写真の撮影  
タイム ラプスの間隔の初期設定は、0.5 秒です。異なる間隔を選択
するには、次を参照してください: Video (ビデオ) と Time Lapse (タイ
ム ラプス: コマ撮り) の設定を変更する(23ページ)。

コマ撮り写真の撮影を開始するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を 3 秒ほど長押しし、
カメラ ステータス スクリーンに Time Lapse photo (タイム ラプス フ
ォト: コマ撮り写真) アイコン [  ] が表示されるのを待ちます。
カメラの電源が入り、電子音を 2 回発し、Time Lapse photo (タイム 
ラプス フォト: コマ撮り写真) の撮影が自動的に開始されます。カ
メラの撮影中はカメラ ステータス ライトが点滅します。
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/ Video (ビデオ) と Time Lapse (タイム  
ラプス: コマ撮り) の設定を変更する

録画を停止するには:  
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラが
録画を停止し、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。

/ ビデオ録画とコマ撮り写真撮影F

本機では、各種ボタンを使用して、Video (ビデオ) および Time 
Lapse (タイム ラプス: コマ撮り) の設定の一部を変更できま
す。Video (ビデオ) モードのメニューでは、解像度、フレーム/秒 (fps)
、および視野 (FOV) を変更できます。Time Lapse (タイム ラプス: コ
マ撮り) モードのメニューでは、メガピクセルとインターバルを変
更できます。他の設定やモードにアクセスするには、次を参照して
ください: 

VIDEO (ビデオ) と TIME LAPSE (タイム ラプス: コマ撮り) の設定
を変更するには: 
1. Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押してステータス情報
をオンにします。
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2. Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを繰り返し押し、Video & 
Time Lapse Settings (ビデオ & タイム ラプス設定) を開いてか
ら、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選
択します。

3.  Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押し、設定
に移動します。

4.  Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ] を押して、新し
いオプションを選択します。

5.  [Done] (完了) となるまで Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタ
ンを繰り返し押してから、Shutter/Select (シャッター/選択) ボ
タン [  ] を押して選択します。

ビデオ設定についてさらに詳しくは、次を参照してください: 
Video Settings (ビデオ設定)(37ページ)。Time Lapse (タイム ラプ
ス: コマ撮り) の設定についてさらに詳しくは、次を参照してくだ
さい: マルチショット設定(56ページ)。

/ Video (ビデオ) と Time Lapse (タイム  
ラプス: コマ撮り) の設定を変更する

/ Video (ビデオ) と Time Lapse (タイム  
ラプス: コマ撮り) の設定を変更する
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すべてのモードや設定にアクセスするには、カメラを GoPro リモー
ト (別売) または GoPro アプリに接続します。

VIDEO 
動画の撮影

TIME LAPSE 
指定した間隔で写真を
連続撮影

LOOPING VIDEO 
継続的に撮影

BURST PHOTO 
1秒間に最大 10 枚の写
真を撮影

PHOTO 
写真を1枚撮影

SETTINGS 
全カメラの設定を調整

/ すべてのカメラ設定へのアクセス

選択した全モードと設定は、カメラを切断したあとに保存されま
す。しかし、リモートまたはアプリがカメラに接続されていない場
合は、動画とコマ撮りのモードのみを使用できます。

GOPRO APPに接続する 
GoPro アプリを使用することで、スマートフォンまたはタブレットを
使用してすべてのモードやカメラの設定を変更できます。この機
能には、カメラのフルコントロール、ライブプレビュー、選択したコ
ンテンツの再生と共有、カメラのソフトウェアの更新などがありま
す。GoPro アプリについて詳しくは、gopro.com/getstartedを参照
してください。

/ すべてのカメラ設定へのアクセス

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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/ すべてのカメラ設定へのアクセス

GoPro App に接続するには:
1. Apple® App Store、Google Play、またはWindows® Phone ストアよ
り、GoPro Appをスマートフォンまたはタブレット端末にダウン
ロードします。

2. アプリを開きます。
3. 画面上に表示されるGoPro Appの指示に従いカメラに接続し 
ます。 
注意 : パスワードの入力が必要な場合は、カメラの初期パスワードはgoproheroです。

ペアリングについての詳細な手順についてはサイトをご覧くださ
い gopro.com/support。

リモートとのペアリング 
Smart Remoteを使用すると、撮影モードや各種設定の変更、GoPro
の電源のオン、オフの切り替え、録画の開始/停止、HiLight Tags (ハ
イライトタグ)の追加などのタスクを実行できます。 
注意: HERO4 SessionはSmart RemoteとWi-Fi リモートに対応しています。。

Remoteとペアリングするには:
1. カメラで Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押して、ステー
タス画面を表示します。

2. Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを RCが表示されるまで繰
り返し押し、Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ] を押
して選択します。 カメラが自動的にペアリングを開始します。

/ すべてのカメラ設定へのアクセス

http://www.gopro.com/support
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注意: HERO4 SessionがGoPro AppまたはGoPro Remoteと既にペアリングしている場合
は、RCの代わりにAdd New (新規追加)が表示されるまで繰り返し押します。 詳細につい
ては、リモートのユーザマニュアルをご覧ください。

3. リモートをペアリングモードにします。 詳細について
は、gopro.com/getstartedでご使用のリモートのユーザマニュ
アルをご覧ください。

ペアリング後の接続 
カメラを初めてGoPro App、またはリモートに接続したあとは、ワイ
ヤレスメニューを介して各種機能を使用できます。

/ すべてのカメラ設定へのアクセス

ペアリング後にカメラを接続するには:
1. カメラで Info/Wireless((情報/ワイヤレス)ボタンを押して、ステ
ータス画面を表示し、必要な設定(App、RCまたはApp & RC)が
表示されるまで繰り返しボタンを押します。 

2. Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン [ ] を押してそれを選択
します。 

注: アプリおよび RC (リモート コントロール) は、Bluetooth® LE 機能を使用するスマートフォ
ン/タブレットとカメラをペアリングした時にのみ表示されます。このオプションにより、カメ
ラをアプリまたはリモートのいずれかに接続できるようになります。。

ワイヤレスステータスライト(青)は、ワイヤレスがオンでカメラが録
画中でないときに点滅します。

/ すべてのカメラ設定へのアクセス

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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/ カメラアイコン

ビープ音

連続写真

日付/時刻

初期設定モード

消去

視野

フレーム数/秒

間隔

LED

ビデオループ

低光量

メガピクセル

マルチショット 
モード

上下の向き

/ カメラアイコン

写真モード

Protune™

連写レート

セットアップモード

露光計

コマ撮り

ビデオ形式

ビデオモード

ビデオの解像度

 ワイヤレス



34 35

/ ビデオモード

ビデオ撮影モード 
カメラをGoPro Appまたはリモートに接続すると、Video(ビデオ)モ
ードで次の2つの撮影設定を使用できるようになります。ビデオと
ビデオループ。

撮影モード 説明
ビデオ(初期設定) ビデオを撮影します。

ビデオループ

連続的に録画しながら保存したい瞬間だ
けを保存できます。この機能はmicroSDカ
ードのスペースを節約するのに役立ちま
す。詳細については、間隔(37ページ)を
ご覧ください。

/ ビデオモード

ビデオの撮影
1. GoPro AppかリモートのVideo(ビデオ)モード[  ]を選択し 
ます。

2. 必要に応じて異なる撮影モードを選択します(ビデオまたはビ
デオループ)。

3. アプリの録画ボタンを押すか、カメラのリモートでShutter/
Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラは1回ビ
ープ音を発し、カメラが録画中はカメラのステータスライトが
点滅します。
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/ ビデオモード

4. 録画を停止するには、アプリの録画ボタンを押すか、カメラのリ
モートでShutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押しま
す。カメラのステータスライトが3回点滅し、カメラがビープ音を
数回発します。

注: カメラがGoPro Appまたはリモートに接続されているときは、ビデオまたは写真の撮影
後、カメラはスタンバイモードになります。カメラの電源を切るには、アプリのPower (電源)ボ
タンをタップするか、リモートのPower/Mode (電源/モード)ボタンを押します。その後もアプリ
やリモートに接続できるようにワイヤレスはオンのままになります。

PROヒント: 720p30 fpsなどのより低い解像度で撮影されたビデオ
はサポートされる携帯デバイス数が増えるため、他のユーザと共有
したり、ウェブにアップロードしたりするのが簡単になります

/ ビデオモード

VIDEO SETTINGS (ビデオ設定) 
HERO4 Session GoPro Appまたはリモートに接続することで、ビデオ
の設定を変更できます。リモートに接続すると、選択した録画モー
ド(ビデオまたはビデオループ)によってSettings/Tag (設定/タグ)ボ
タン [  ]を押したときに現れる設定が変わります。

間隔

間隔の設定はビデオループに適用されます。間隔によってビデオ
ループのセグメントの長さが決まります。
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/ ビデオモード

ループの間隔 
ループで使用可能な間隔は、5、20、60、120 分のいずれかです。た
とえば、間隔を 5 分に設定すると、録画を停止したとき、直前の 5 
分間の内容のみが保存されます。

また、間隔として [Max] (最大)を選択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て記録を続行します。
注: ループを使用するには、microSDカードに指定した間隔をもとにループセグメントを作成
するのに十分な記録領域があることを確認してください。microSDカードがいっぱいになる
と、ループはコンテンツを上書きしなくなります。

解像度、FPSおよびFOV 
HERO4 Sessionのビデオ解像度は次のとおりです。初期設定のビデ
オ解像度は1080p30です。

ビデオ 
解像度

FPS  
(NTSC/PAL) FOV 画面解像度

1440p 30/25 超広角 1920x1440、4:3

1080p SuperView™ 48/48 
30/25

超広角 1920x1080、16:9

1080p
60/50 
30/25

超広角、
中間 1920x1080、16:9

/ ビデオモード
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ビデオ 
解像度

FPS  
(NTSC/PAL) FOV 画面解像度

960p
60/50 
30/25

超広角 1280x960、4:3

720p SuperView
60/50 
30/25

超広角 1280x720、16:9

720p
100/100 
60/50 
30/25

超広角、 
中間 1280x720、16:9

WVGA 120/100 超広角 848x480、16:9

/ ビデオモード

解像度 最適用途

1440p
フルイメージを撮影し、思い通りの縦横比
に編集したい上級ユーザに最適です。

1080p 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
撮影におすすめです。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、コンピュータで迫力ある画像を
楽しむことができます。

/ ビデオモード
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解像度 最適用途

1080p
あらゆる撮影に適しています。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。

960p
フルイメージを撮影し、思い通りの縦横比
に編集したいユーザに最適です。 

/ ビデオモード

解像度 最適用途

720p 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、コンピュータで迫力ある画像を
楽しむことができます。

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。720pはソーシャルメディアサイ
トでの共有に最適です。720p100はスロー
モーションに適しています。

/ ビデオモード
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解像度 最適用途

WVGA
超スローモーションを目的として、標準の
解像度で問題がない場合に最適。

/ ビデオモード / ビデオモード

FOV 最適用途

超広角(W)

最大の視界。ボディマウントやギアマウ
ントでの撮影に適します。フレームいっぱ
いにアクションを撮影したいときに最適
です。

中間(M)
中程度の視界。撮影対象がフレーム全体
に入る写真を撮影したいときに最適です。

PROヒント: 無料のGoPro Studioソフトウェアを使用することで、雄
大なGoProスタイルのビデオを簡単に制作できます。詳細について
は、gopro.com/getstartedをご覧ください。

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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低光量

Auto Low Light (自動微光)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。カメラは、最適な
露出と最良の結果が得られるように、照明条件にもとづいてfpsを
自動的に調整します。

Auto Low Light (自動光量調整) は 48 fps 以上で使用できます。 
Auto Low Light (自動光量調整) は、 です。WVGA では利用できま
せん。この設定のオプションは Auto/On (自動/オン) (初期設定)  
および Off (オフ) です。

/ ビデオモード

露光計

Spot Meter (露光計) は光量が撮影者のいる場所と異なる設定で
撮影する際に最適です。例としては、車内から屋外を撮影すると
き、日向から陰になる場所を撮影するときなどが含まれます。Spot 
Meter (露光計) はフレーム全体ではなく、自動的に画像の中心にあ
る一点をもとに露出を設定します。この設定のオプションは Off (オ
フ) (初期設定) および On (オン) です。
注: ビデオのSpot Meter (露光計)設定で行う変更はビデオの撮影にのみ適用されます。写真
撮影用にこの設定を調整するには、写真設定でSpot Meter (露光計)を調整します。マルチシ
ョット撮影用にこの設定を調整するには、マルチショット設定のSpot Meter (露光計)でこの設
定を調整します。

/ ビデオモード
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Protune

Protuneの詳細については、Protune(77ページ)をご覧ください。

/ ビデオモード

写真撮影モード 
カメラをGoPro Appまたはリモートに接続すると、Photo (写真)モー
ドで次のシングル撮影モードにアクセスできます。シングル写真。

シングル写真を撮影する
1. GoPro Appまたはリモートで、シングル写真モード[  ]を選択
します。

2. アプリの録画ボタンを押すか、リモートまたはカメラでShutter/
Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラが1回ビ
ープ音を発し、カメラのステータスライトが点滅して、カメラス
テータス画面のカウンタが「1」増えます。

/ 写真モード



50 51

/ 写真モード
注: カメラがGoPro Appまたはリモートに接続されているときは、ビデオまたは写真の撮影
後、カメラはスタンバイモードになります。

PHOTO SETTINGS (写真設定) 
HERO4 SessionをGoPro Appまたはリモートに接続することで、写真
の設定を変更できます。

メガピクセル

HERO4 Sessionは8MPと5MPで写真を撮影します。

8 MPの超広角 
(初期設定)

最大の視界。アクション写真に最適です。

5MPの中程度 中程度の視界。撮影対象がフレーム全体
に入る写真を撮影したいときに最適です。

注: 写真設定でのメガピクセル設定への変更は写真撮影時にのみ適用されます。マルチショ
ット撮影用にこの設定を調整するには、マルチショット設定のSpot Meter (露光計)でこの設
定を調整します。

/ 写真モード



52 53

露光計

Spot Meter (露光計) は撮影者のいる場所と光量が異なる設定で写
真を撮影する際に役立ちます。例としては、車内から屋外を撮影す
るとき、日向から陰になる場所を撮影するときなどが挙げられま
す。Spot Meter (露光計) はフレーム全体ではなく、自動的に画像の
中心にある一点をもとに露出を設定します。この設定のオプショ
ンは Off (オフ) (初期設定) および On (オン) です。。
注: 写真設定での露光計設定への変更は写真撮影時にのみ適用されます。ビデオ撮影用に
この設定を調整するには、ビデオ設定で露光計を調整します。マルチショット撮影用にこの
設定を調整するには、マルチショット設定のSpot Meter (露光計)でこの設定を調整します。

/ 写真モード

マルチショット撮影モード 
カメラをGoPro Appまたはリモートに接続すると、Multi-Shot(マル
チショット)モードで次の2つの撮影設定を使用できるようになり
ます。コマ撮りと連写。

撮影モード 説明

コマ撮り 
(初期設定)

指定した間隔で一連の写真を撮影します。 
Time Lapse (コマ撮り)を使用することで、あら
ゆる動きの写真を撮影し、最高の瞬間を捉え
たものをあとで選ぶことができます。

/ マルチショットモード
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撮影モード 説明

連写
1秒間に10枚の写真を撮影します。連写は
動きの速いスポーツなどの、重要な場面で
の撮影に適しています。

コマ撮り写真を撮影する
1. GoPro AppかリモートでTime Lapse (コマ撮り) [  ]モードを
選択します。

2. アプリの録画ボタンを押すか、リモートまたはカメラでShutter/
Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラはビープ
音を1回発し、写真を撮影するたびにカメラのステータスライト
が点滅します。

/ マルチショットモード / マルチショットモード

3. 撮影を停止するには、アプリの録画ボタンをタップするか、リモ
ートまたはカメラでShutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ] 
を押します。カメラのステータスライトが3回点滅し、カメラが
ビープ音を数回発します。

注: カメラがGoPro Appまたはリモートに接続されているときは、ビデオまたは写真の撮影
後、カメラはスタンバイモードになります。 

連続写真を撮影
1. GoPro AppかリモートでBurst (連写)モード[  ]を選択します。
2. アプリの録画ボタンを押すか、リモートまたはカメラでShutter/

Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押します。カメラのステー
タスライトが点滅し、カメラが数回ビープ音を発します。
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マルチショット設定 
HERO4 SessionGoPro Appまたはリモートへ接続することで、マルチ
ショット設定を変更できます。リモートに接続すると、選択した撮
影モード(連写またはコマ撮り)によってSettings/Tag (設定/タグ)ボ
タン [  ]を押したときに現れる設定が変わります。

間隔

間隔の設定は Time Lapse photo (タイム ラプス フォト: コマ撮り写
真) に適用されます。間隔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。

/ マルチショットモード

コマ撮りの間隔 
コマ撮りの間隔は、0.5秒(初期設定)から60秒の間で設定できます。
間隔 例

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 日没

10秒～60秒 工事や家族の集まりなど、長時間を要す
る活動

PROヒント: 無料のGoPro Studioソフトウェアでコマ撮り写真から
ビデオを制作しましょう。詳細については、gopro.com/getstarted
をご覧ください。

/ マルチショットモード

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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レートは連写撮影にのみ適用されます。写真は次のコマ数で撮影
できます。

1秒間に3枚

1秒間に5枚

1秒間に10枚 (初期設定)

2秒間に10枚

/ マルチショットモード

メガピクセル

HERO4 Session 8MPと5MPで写真を撮影します。メガピクセルの値が 
小さいほど、microSDカード内で占めるスペースが小さくなります。

設定 説明
8 MPの超広角 
(初期設定)

最大の視界。アクション写真に最適です。

5MPの中程度 中程度の視界。撮影対象がフレーム全体
に入る写真を撮影したいときに最適です。

注: マルチショット設定でメガピクセルを変更した場合、これらの変更は、マルチショットでの
撮影にのみ適用されます。写真撮影用にこの設定を調整するには、写真設定でMegapixels 
(メガピクセル)を調整します。

/ マルチショットモード
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露光計

Spot Meter (露光計)は撮影者のいる場所と光量が異なる設定で写
真を撮影する際に役立ちます。例としては、車内から屋外を撮影す
るとき、日向から陰になる場所を撮影するときなどが挙げられま
す。Spot Meter (露光計) はフレーム全体ではなく、自動的に画像の
中心にある一点をもとに露出を設定します。この設定のオプショ
ンは Off (オフ) (初期設定) および On (オン) です。
注: マルチショットモードでSpot Meter (露光計設定)を変更した場合、これらの変更は、マルチ
ショットでの撮影にのみ適用されます。ビデオ撮影用にこの設定を調整するには、ビデオ設
定でSpot Meter (露光計)を調整します。写真撮影用にこの設定を調整するには、写真設定で
Spot Meter (露光計)を調整します。

/ マルチショットモード

セットアップモードの設定 
Setup (セットアップ)モードでは、すべてのカメラ モードに適用され
る設定を変更できます。このモードでカメラの設定を変更するに
は、GoPro アプリまたはリモートにカメラを接続する必要がありま
す。詳細については、次をご覧ください: すべてのカメラ設定への
アクセス(26ページ) 。

アプリやリモートからカメラを切断すると、カメラは設定を保存
し、次の撮影モードに戻ります。ビデオとコマ撮り。

/ セットアップモード
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ワイヤレス

この設定により、カメラをGoPro Appまたはリモートに接続できる
ようになります。ワイヤレスがオンになっているときはカメラのステ
ータス画面にワイヤレスステータスアイコンが表示され、青いワイ
ヤレスライトが断続的に点滅します。青のワイヤレスライトは、録画
中点滅しません。

ワイヤレス オプションへのアクセス: 
1. ステータス情報を表示するには Info/Wireless (情報/ 

ワイヤレス) ボタンを押します。

/ セットアップモード

2. 使用するワイヤレス オプションが表示されるまで 
Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押してか
ら、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選
択します。

PROヒント: ワイヤレス メニューまたはステータス情報スクリーン
をすぐに終了するには、Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを 3 
秒間長押しします。

/ セットアップモード
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設定 説明

App

GoPro リモート コントロールにカメラを接
続します。 このアプリへの接続方法につい
ては、GoPro Appに接続する(27ページ)を
ご覧ください。

RC

リモートコントロールにカメラを接続しま
す。ペアリング方法については、リモート
とのペアリング(29ページ)をご覧くだ
さい。

/ セットアップモード

設定 説明

カメラの電源をオ
フにする

カメラの電源を切ります。このオプションは
ワイヤレスがオンで、カメラが GoPro アプ
リまたは GoPro リモートに接続したときに
のみ表示されます。このオプションを選択
すると、カメラはオフになりますがワイヤレ
スはオンのままになります。

/ セットアップモード
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設定 説明

Turn WiFi Off (WiFi
をオフにする)

ワイヤレス機能をオフにします。 このオプ
ションはワイヤレスがオンのときにのみ表
示されます。 ワイヤレスがオフの時は、カ
メラで使用できる撮影モードはビデオとコ
マ撮りです。

/ セットアップモード

設定 説明

Add New (新規
追加)

別のリモートとカメラをペアリングするか、
別のスマートフォン/タブレットのGoPro App
とペアリングします。 このオプションはカ
メラをGoPro Remoteまたはスマートフォン/
タブレットと既にペアリングしているとき
にのみ表示されます。

 
注意: ご使用のスマートフォン/タブレットでBluetooth® LEを使用している場合は、RCオプショ
ンは、最初に接続したあと、1つにまとめられます。 App & RCでできることカメラをリモート
またはAppのいずれかに接続できるようになります。

/ セットアップモード
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カメラのワイヤレス名とパスワードの再設定
1. カメラがオフの状態で、リセットオプションが表示されるま
で、Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを長押しします (およ
そ 8 秒間)。

2. 再度Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押してYes (はい)を
指定します。

3. Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押して[Yes] (はい)
を選択肢、カメラの名前とパスワードをリセットします。初期パ
スワードはgoproheroです。

/ セットアップモード

PROヒント: アプリまたはリモートでカメラをオフにすると、その後
も素早く再接続できるようにワイヤレスはオンの状態のままになり
ます。バッテリの電力を節約するために、使用しないときはワイヤ
レス機能をオフにしてください。

上下の向き

この設定によって、ビデオを天地逆、または右側上で保存するかを
決定できます。 
注: この設定はビデオの撮影時にのみ適用されます。

/ セットアップモード
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設定 説明

自動(初期設定)

(自動画像回転)カメラは画像を撮影した
ときのカメラの向きをもとに、自動的に上
下を選択します。このオプションにより、
カメラを上下逆にマウントしたとき、ビデ
オを編集する際に反転させる必要がなく
なります。

/ セットアップモード

設定 説明
上    右側を上にしてカメラを使用した。

下    

上下逆でカメラを使用した。このオプショ
ンにより、カメラを上下逆にマウントしたと
き、ビデオを編集する際に反転させる必要
がなくなります。

/ セットアップモード
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初期設定モード

この設定は HERO4 Session が GoPro アプリまたはGoPro リモート
に接続されているときにのみ適用されます。アプリやリモートを使
用してカメラをオンにしたときに表示される撮影モードを選択で
きます。オプションは Video (ビデオ) (初期設定)、Looping Video 
 (ループ映像)、Photo (写真)、Burst (バースト撮影)、Time Lapse (タ
イム ラプス: コマ撮り) です。

/ セットアップモード

LED

この設定はカメラ ステータス ライト (赤) とワイヤレス ステータ
ス ライト (青) をオン (初期設定) にするかオフにするかを決定し
ます。

ビープ音

サウンドインジケータのボリュームを100%(初期設定)、70%、オフ
のいずれかに設定できます。

/ セットアップモード
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ビデオ形式

NTSC/PALの設定は、TV/HDTVでビデオを見る場合の録画コマ数と
再生を設定します。

設定 説明

NTSC (初期設定)
NTSC TV/HDTVでのビデオの表示(北米のほ
とんどのテレビ)

PAL
PAL TV/HDTVでビデオを視聴する(北米以
外のほとんどのテレビ)

/ セットアップモード

日付/時刻

カメラの日付と時刻はカメラがGoProアプリまたはGoPro Studioに
接続されたときに自動的に設定されます。この設定を使用する
ことで、必要に応じて日付と時刻を手動で設定できるようになり
ます。

消去

この設定では最後に撮影したビデオ、写真、Burst (バースト撮影) 
した写真、Time Lapse (タイム ラプス: コマ撮り) した写真を削除で
きます。すべてのファイルを削除したり、メモリー カードを再フォー
マットするオプションもあります。この操作が完了するまでカメラ 
ステータス ライトが点滅します。

/ セットアップモード
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注意: All/Format (すべて/フォーマット)を選択し、メモリカードが再
フォーマットされるとカードに記録されているすべてのビデオと写
真のファイルが削除されます。

カメラのリセット 
この設定を使用すると、カメラの設定を初期状態の値にリセット
できます。 このオプションでは日付と時刻の設定、カメラの名前
とワイヤレスパスワード、リモートコントロールのペアリングはリセ
ットされません。 このオプションはカメラがGoPro Remoteに接続
されているときにのみ利用できます。
注: 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、Shutter/Select (シャッター/
選択)ボタンをカメラの電源がオフになるまで長押しします。

/ セットアップモード

PROTUNEのメリット 
Protuneはプロ仕様の製作のためにカメラの性能を最大限に活用
し、卓越した画質と映画のようなビデオを撮影できるようにしま
す。Protuneを使用することで、クリエータ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。

Protuneは、プロ仕様の色補正ツール、GoProソフトウェア、他のビ
デオ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、ISO上限、画質など、ビデオ映像の高度
な設定とカスタマイズを実行できます。

/ Protune



78 79

PROTUNE

この設定のオプションはオフ(初期設定)およびオンです。Protune
がオンになるとカメラのステータススクリーンにPTと表示されま
す。Protuneは次のビデオ解像度(超広角FOVのみ)で利用できま
す。1440p、1080p、960p60/50。ProtuneはLooping Video (ビデオルー
プ)または写真では使用できません。

/ Protune

ISO上限

ISO Limit (ISO上限)は、低光量の条件下でのカメラの感度を調整
し、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。

設定 結果の品質

1600 (初期設定)
低光量時にいくぶんか明るい映像を得ら
れるが、イメージノイズ量が少し増える

400
低光量時に映像は暗くなるが、イメージノ
イズ量が減る

/ Protune
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画質

画質はビデオの詳細やコントラストのレベルを制御します。

設定 結果の品質
On (初期設定) 比較的シャープなビデオ

Off 編集中の自由度が高いよりソフトなビデオ

PROヒント: 編集中に画質を上げる必要がある場合は、この設定
をオフにしてください。

/ Protune

コンピュータ上でビデオや写真を再生するには、まず、これらのフ
ァイルをコンピュータ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。

ファイルをコンピュータに転送するには:
1. gopro.com/getstartedからGoPro Studioをダウンロードし、イン
ストールします。HERO4 Sessionカメラはファイルを簡単に指定
して、送信できるようにGoPro Studioと通信するように設計さ
れています。

2. 付属のUSBケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続し
ます。

/ ファイルをコンピュータに転送する

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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3. Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ]を押してカメラの
電源を入れ、GoPro Studioインポーターを開きます。

4. 画面の手順に従ってください。

PROヒント: コンピュータへのファイルの送信にはカードリーダー
(別売)を使用することもできます。カードリーダーをコンピュータ
に接続し、microSDカードをリーダーに挿入します。続いてコンピ
ュータにファイルを転送するか、カード上で選択したファイルを削
除します。

/ ファイルをコンピュータに転送する / ビデオと写真を再生する

コンピュータでコンテンツを再生するには:
1. gopro.com/getstartedからGoPro Studioをダウンロードし、イン
ストールします。HERO4 Sessionカメラはファイルを簡単に指定
して、送信できるようにGoPro Studioと通信するように設計さ
れています。

2. ファイルをコンピュータに転送するには: 詳細については 
ファイルをコンピュータに転送する(81ページ)をご覧くだ
さい。

3. ファイルを再生するには、GoPro Studioを使用します。

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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/ ビデオと写真を再生する

スマートフォン/タブレットでのコンテンツの再生
1. カメラをGoPro Appに接続します。詳細については、GoPro App
に接続する(27ページ)をご覧ください。

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
各種コントロールを使用します。

MICROSDカードのメッセージ

NO SD CARD
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カードが必要です。

SD FULL
カードがいっぱいです。ファイルを消去する
かカードを交換してください。

SD ERROR

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。

注意: Yesを選択すると、カード上のすべて
のコンテンツが削除されます。

/ 重要なメッセージ
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PROヒント: 定期的にmicroSDカードをフォーマットすることで、
カードがカメラからの情報を継続して取得できるかを確認でき
ます。

重要なカメラメッセージ

REPAIRING FILE

録画中にビデオファイルが壊れた場合、カ
メラに「REPAIRING FILE」アイコンが表示さ
れ、ファイルの修復が試みられます。GoPro 
Appまたはリモートに接続されていない場
合は、このプロセスが終了すると、カメラの
電源は自動的にオフになります。

/ 重要なメッセージ

REPAIRING FILE 
(つづき)

カメラがGoPro Appかリモートに接続されて
いるときは、修理が終了した段階でアプリ
上のShutter (シャッター)ボタンをタップする
か、リモートまたはカメラのShutter/Select 
(シャッター/選択)ボタン[  ]を押して、カメ
ラを続けて使用します。
カメラの温度が高くなり、冷却が必要にな
ると、カメラステータス画面に温度警告アイ
コンと「CAMERA TOO HOT」と表示されます。
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。

/ 重要なメッセージ
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HERO4 Sessionには2種類のフレーム標準フレームとコンパクトフレ
ームが同梱されます。いずれのフレームもあらゆる条件で優れた
性能を発揮します。もっともコンパクトなマウントにはコンパクトフ
レームを使用します。
注: カメラの表面にフレームのあとが付かないようにするには、長期間フレーム内にカメラを
格納しておく際に、フレームのラッチを開けたままにしておいてください。

HERO4 Sessionカメラは側部ドアが閉じた状態で10m(33’)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。

注意: 標準フレームとコンパクトフレーム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。

/ The Frames

THE FRAMEにカメラを安全に収める:
1. ラッチを開きます。
2. 思い通りの方向にカメラを回転させ、フレームの中にカメラを
挿入します。フレームの後部には突起したエッジがあります。カ
メラ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。

3. ラッチを閉じます。

/ The Frames
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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、フレームをマウントにつないでください。標準フレームで
は、マウント用突起の後ろ側にある小さな棒にテザーを巻き付け
ます。コンパクトフレームでは、フレームの後部隅にあるポインとを
通してテザーを巻き付けます。カメラテザーは別売です。

/ The Frames

カメラをマウントに取り付ける 
HERO4 Sessionカメラをマウントに取り付けるには、使用するマウ
ントによって異なりますが、マウント用バックルやサムスクリュー
が必要です。

マウント用 
バックル つまみねじ フレーム 完成ユニット

/ カメラのマウント
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水平マウント 
コンパクトFrame + 垂直 
マウント用バックル

サイドマウント 
コンパクトFrame + ボールジ
ョイントマウント用バックル

垂直マウント 
標準Frame + 垂直マウント
用バックル

/ カメラのマウント

2

3

1

マウント方法 マウント方法 

/ カメラのマウント

PROヒント: HERO4 Session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、上下の向き(69ページ)をご覧ください。

Chesty (チェストハーネス) 
別売

1

2

3
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曲面と平面の粘着性マウントの使用 
粘着性ベース マウント (曲面 + 平面) は、ヘルメット、車両、装備品
の曲面部や平面部にカメラをマウントするのに便利です。マウント
用バックルを使用すると、フレームを固定した粘着性ベース マウン
ト (曲面または平面) に簡単に着脱できます。

粘着性ベースマウント（曲面） 粘着性ベースマウント（平面）

/ カメラのマウント

マウントガイド 
マウントを取り付けるときは次のガイドラインに従ってください。
• 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、ざらざらしている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。

• 粘着性マウントは清潔な表面にのみ取り付けてください。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。

/ カメラのマウント
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• 室温状態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。

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。

/ カメラのマウント

マウントの詳細情報については、gopro.comをご覧ください。

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。

/ カメラのマウント

http://gopro.com
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ロック用プラグの安全確認
サーフィンやスキーなど強い衝撃を伴うスポーツでHERO4 Session
を使用する場合は、一体型のロックプラグを使用することでボー
ルジョイントバックルと垂直型マウント用バックルの留め具を所定
の位置にしっかりと固定します。

マウントバックルではホワイトロック用プラグが使用されていま
す。丸いリングがヒモの役割を果たし、ロックプラグの落下や紛失
を防ぎます。

/ カメラのマウント

一体型のロック用プラグを安全に取り付けるには:
1. プラグをはね上げます。
2. 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。

3. 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。

/ カメラのマウント
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ホワイトロック用プラグを取り付けるには:
1. つまみねじに丸いリングを回しかけます。丸いリングがひもの
役割を果たし、ロックプラグの落下や紛失を防ぎます。

2. カチッと音がして固定されるまでマウントバックルをマウント
側にスライドさせます。

3. プラグのU型の部分を押して、マウントバックルのU型のスペース
にプラグをはめ込みます。

/ カメラのマウント

HERO4 Sessionではカメラ、バッテリが一体型になっています。カメ
ラからバッテリを取り外すことはできません。

バッテリの残量が10%を下回ると、カメラステータス画面に表示さ
れているバッテリアイコンが点滅します。録画中にバッテリ残量が
0%になると、ファイルが保存され、電源がOFFになります。

バッテリの持ちを良くする 
気温が低すぎると、バッテリ残量が減少することがあります。低温
状態でバッテリ残量を最大限に引き延ばすには、カメラを使用前
に暖かい場所に置いておきます。

/ バッテリ
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HERO4 Sessionを使用していないときは、フレーム内で回転させ
Shutter/Select(シャッター/選択)ボタン[  ]が押されて思いがけず
カメラの電源が入らないようにしておきます。
注: カメラの表面にフレームのあとが付かないようにするには、長期間フレーム内にカメラを
格納しておく際に、フレームのラッチを開けたままにしておいてください。

充電時間 
GoProのUSB互換のウォールチャージャー、Auto Charger、または他
の充電用アダプタを使用すると、バッテリは約1時間で80%充電さ
れ、約2時間で100%充電されます。他の充電器では、充電速度がこ
れより遅くなることがあります。

/ バッテリ
警告: GoProウォールチャージャー以外のコンセント用充電器を使
用すると、GoProのバッテリが破損し、火災や液漏れが生じる恐
れがあります。 次の表示のある充電器のみをご使用ください。 
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に接続し、カメラの充電を行って
ください。

充電中のカメラの使用 
カメラがUSB式の充電アダプタに接続されているか、同梱のUSBケ
ーブルでGoProウォールチャージャー、Auto Charger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。(コンピュータを
通じてカメラを充電中に撮影することはできません。) 撮影を停止
しても、カメラのバッテリは充電を続行します。
注: 側部ドアが開いているため、充電中、カメラは防水性能を持たなくなります。

/ バッテリ
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バッテリの保管と取り扱い 
カメラにはバッテリなど精密機器が含まれています。カメラを著し
く温度の低い、または高い環境に晒さないでください。温度が著
しく低い/高い条件下ではバッテリの残量が一時的になくなった
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。

/ バッテリ

カメラやバッテリを乾燥させるために、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・液体に接触したこ
とでカメラやバッテリ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。

警告: 製品の投下、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。マイクロUSB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。亀裂や穴が開いている、または、水没したなど、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
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GOPROの電源が入りません 
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ケーブルとコンピュータを使用します。 GoPro
製の充電器を使用することもできます。

ボタンを押してもGOPROが応答しません 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ]を8秒間押してカメラの
電源をオフにします。このリセットによりカメラの内容と設定がす
べて保存されます。

/ トラブルシューティング

GOPROを初期設定にリセットしたい 
Setup (セットアップ)モードでは、Camera Reset (カメラのリセット)
を選択します。このオプションは日付と時刻、またはカメラのユー
ザ名とワイヤレスパスワードはリセットしません。
注意: カメラのリセットはカメラがGoPro Remoteに接続されているときにのみ使用できます。

カメラのユーザ名やパスワードを忘れました 
カメラのワイヤレス名とパスワードの再設定(68ページ) 
をご覧ください。

/ トラブルシューティング
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/ トラブルシューティング

カメラの電源を切るには? 
HERO4 SessionがGoPro AppやSmart Remoteに接続されていない
時は、撮影を止めると電源は自動的にオフになります。

カメラがGoPro AppやSmart Remoteに接続されている場合はア
プリで[Power] (電源)アイコンをタップするか、Smart Remoteの
Power/Mode (電源/モード)ボタンを押してカメラをオフにします。
ワイヤレスはオンのままになります。

本機が GoPro App (アプリ) または Smart Remote (スマートリモート) 
の範囲外に出た、あるいは、アプリが閉じられると、Info/Wireless 
(情報/Wi-Fi) ボタンを押して、Turn Camera Off (カメラの電源をオフ

/ トラブルシューティング

にする) を表示し、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン[  ] ボ
タンを押して選択します。ワイヤレスはオンのままになります。

ワイヤレスをオフにしてカメラの電源を切るには、Info/Wireless  
(情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して Turn WiFi Off (WiFiをオ
フにする) を表示し、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ] 
を押して選択します。

GOPROの電源をオフにしても青いライトが依然点滅している 
青のライトはワイヤレス機能がオンであることを示します。 ワイヤ
レスをオフにするには、Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押
してTurn WiFi Off (WiFiをオフにする)を表示し、Shutter/Select (シャ
ッター/選択)ボタン[  ]ボタンを押して選択します。
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/ トラブルシューティング

再生した画像が途切れます 
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を使用している。一部のビデオプ
レーヤではH.264コーデックがサポートされていません。最高の
結果を得るためには、最新のGoPro Studioソフトウェアをご使
用ください。

• コンピュータが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
時のコンピュータへの負荷も高くなります。ファイルの再生に
GoPro Studioを使用している場合は、コンピュータが最小システ

ム要件を満たし、gopro.com/getstartedに掲載されていること
を確認してください。

• USB接続経由でカメラから直接コンテンツを再生します。ファイ
ルをコンピュータに転送して再生してください。コンピュータが
最小要件を満たしていない場合は、Protuneをオフにした状態
で録画し、コンピュータ上の他のプログラムを閉じておいてく
ださい。

/ トラブルシューティング

http://www.gopro.com/getstarted/?usermanual
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実行中のソフトウェアのバージョンを調べるには? 
Info/Wireless(情報/ワイヤレス)ボタンを押してステータス画面を
表示し、[Exit] (終了)が表示されるまで繰り返しそのボタンを押し
ます。 ソフトウェアのバージョンナンバーが、ステータス画面の左
上部に表示されます。 メニューを終了するには、Shutter/Select 
(シャッター/選択)ボタン[  ] を押します。

/ トラブルシューティング

カメラのシリアル ナンバーの調べ方 
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。
• 本機の側部ドアの内側
• 本機の microSD カード (MISC フォルダーに収納されている 

version.txt)
• 本機が収められていたパッケージの外側

/ トラブルシューティング
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/ カスタマサポート

GoProはベストサービスに万全を期しております。GoProサポートに
ついては、gopro.com/supportにアクセスしてください。

/ 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、ご使用のカメラ
に付属の重要な製品および安全情報を参照してください。

GoPro、HERO、GoProロゴ、GoPro Be a Hero ロゴ、BacPac、 
Protune、SuperView、およびWear It. Mount It. Love It.は、米国およ
びその他の国の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。

/ 登録商標

130-09774-000 R
EVD

http://www.gopro.com/support

