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Battery BacPac™ The Frame

LCD Touch BacPac™ Chesty (チェストハーネス)

スマートリモート Jaws: フレックスクランプ

3-Way サイドマウント

/ Wear It. Mount It. Love It.™/ オプションのアクセサリ

吸引カップ ヘッドストラップ+ QuickClip

サーフボードマウント 三脚マウント

リストマウント Fetch (ドッグハーネス)

詳細情報はgopro.comでご覧
ください。

フロート後部ドア
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/ 基本/ 基本

11. ワイヤレス On/Off ボタン 
[  ]

12. オーディオ警告
13. マイク

1. カメラステータスライト(赤)
2. Shutter/Select (シャッター/

選択)ボタン [  ]
3. カメラステータス画面
4. ワイヤレスステータスライ

ト(青)

5. Power/Mode (電源/モード)
ボタン [  ] 

6. Micro HDMIポート 
(ケーブルは別売り)

7. microSDカードスロット 
(microSDカードは別売り)

8. Mini-USBポート 
(コンポジットA/Cケーブ
ル/3.5mmステレオマイクア
ダプタをサポート、別売り)

9. HEROポート
10. バッテリドア
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カメラステータス画面には、HERO3 Whiteのモードと設定に関する
情報が表示されます。
1. カメラモード/FOV 

(視野)
2. 録画設定モード(非表示)
3. 解像度/fps 

(毎秒のフレーム数)
4. 間隔の設定(非表示)
5. カウンタ
6. 時間/保存/ファイル
7. バッテリ残量

注: カメラステータス画面上に表示されるアイコンはモードによって異なります。

/ カメラメニュー

*Playback (再生)は、カメラがTVまたはLCD Touch BacPac™ (別売りのオプションアクセサリ)に接続
されている場合にのみ表示されます。

/ カメラステータス画面

MODES

CAMERA SETTINGS

SET UP

WIRELESS
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/ はじめに/ はじめに

4. カメラの電源がオフになっていることを確認してください。
5. 同梱のUSBケーブルでコンピュータにカメラを接続し、充電しま

す。 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。

付属のリチウムイオン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。

バッテリについて詳しくはバッテリを参照してください。 

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。 使用者自身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。 このカ
メラをご使用になるときは現地の法令・規則に従ってください。

バッテリの充電
1. カメラをハウジングから取り外します。 

 
 

2. カメラのサイドドアを取り外し、microSD、microSDHC™、または
microSDXC™カードをカードスロットに挿入します。 Class 10  
またはUHS-1レートのmicroSDカードが必要です。

3.  カメラの後部ドアを開けてバッテリを挿入し、カメラの後部ド
アを閉じます。

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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電源のONとOFF 
電源を入れる(ON): 
Power/Mode (電源/モード)ボタンを [  ] を押します。 赤色のカメ
ラステータスライトが3回点滅し、サウンドインジケータが3回ビープ
音を発します。 カメラのステータス画面に情報が表示されればカメ
ラの電源が入った状態です。

電源を切る(OFF) 
 Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を2秒間押し続けます。 赤
色のカメラステータスライトが数回点滅し、サウンドインジケータが7
回ビープ音を発します。

PROヒント: HERO3 Whiteの電源をONにしたときに写真やビデオ
の記録を自動的に開始する「ワンボタン」カメラとして使用する
には? カメラをONE BUTTON (ワンボタン)モードに設定します。
詳細については、 Set Up (セットアップ)でワンボタンを参照してく
ださい。

/ はじめに

カメラのソフトウェア更新 
HERO3 Whiteカメラで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。カメラのソフトウェ
アは、gopro.com/updateで更新できます。

カメラの初期設定 
HERO3 White カメラの初期設定は次のとおりです。

Video (ビデオ) 960p30 fps

Photo (写真) 5MP (メガピクセル)

BURST PHOTO 
(連続)

1秒間に3枚

Time Lapse  
(コマ撮り)

0.5秒

WIRELESS  
(ワイヤレス)

オフ

Video (ビデオ)またはPhoto (写真)の設定に切り替えるには、 
Camera Settings (カメラ設定)を参照してください。

/ はじめに
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/ カメラモード

VIDEO (ビデオ)

ビデオを録画するには、カメラがVideo (ビデオ)モードになってい
ることを確認します。 カメラのLCD画面にVideo (ビデオ)アイコン [ 

 ] が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode (電
源/モード)ボタン [   ] を繰り返し押します。

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
は1回ビープ音を発し、録画中は赤色のカメラステータスライトが
点滅します。

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。 赤色の
カメラステータスライトが3回点滅し、サウンドインジケータが3回
ビープ音を発します。

メモリカードが一杯になるか、またはバッテリ残量がなくなると、
カメラは自動的に録画を停止します。 カメラの電源がOFFになる
前に、撮影したビデオは保存されます。

解像度の設定については、カメラ設定でビデオ解像度/FPS/FOVモ
ードのセクションをお読みください。

PROヒント: ビデオや写真を大画面で見るには? ご使用のHERO3 
Whiteを直接TV/HDTVに接続します。 詳細は、PLAYBACK (再生)の
セクションをお読みください。

/ カメラモード

概要 
HERO3 Whiteには複数のカメラモードがあります。 モードを循環
させるには、Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押
します。 

モードは次の順序で切り替わります。

Video (ビデオ) Record video (ビデオ録画)

Photo (写真) 写真を1枚撮影

BURST (連続) 最大3枚/秒を撮影

Time Lapse  
(コマ撮り)

指定の間隔で一連の写真を撮影する

Settings  
(設定)

カメラ設定を調整する

Playback  
(再生)

ビデオおよび写真を再生します。  
カメラがTVまたはLCD Touch BacPac™  
(別売りのオプションアクセサリ)に接続
されている場合にのみ表示されます。

PROヒント: 速く動く対象物を撮影するには、Burst (連続)を使用
します。
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BURST (連続)

Burst (連続)モードではカメラは1秒に3枚の写真を撮影します。

連続写真を撮影するには、カメラがBurst (連続)モードになってい
ることを確認します。 カメラのステータス画面にBurst (連続)ア
イコン [  ] が表示されていない場合は、表示されるまでPower/
Mode (電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

連続写真を撮影するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押します。 赤色
のカメラステータスライトが点滅し、カメラは数回ビープ音を発し
ます。

カメラがこれらのファイルを処理中には、カメラのステータス画
面にBUSY (処理中)と表示されます。 BUSY (処理中)の表示が消えた
ら、カメラで次の動作を実行できます。

間隔の設定については、カメラ設定のオプションのセクションをお
読みください。

/ カメラモード

PHOTO (写真)

写真を撮影するには、カメラがPhoto (写真)モードになっているこ
とを確認します。 カメラのステータス画面にPhoto (写真)アイコン 
[  ] が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode  
(電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

写真を撮影するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押します。 カメラ
が2回ビープ音を発し、赤のカメラ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。　

/ カメラモード
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/ カメラモード

SETTINGS (設定)

Settings (設定)メニューでは、次のカメラ設定を調節することが
できます。

ビデオ解像度

コマ撮り写真の間隔

Upside Down (画像転倒)

Spot Meter (露光計)

Looping Video (ビデオループ)の間隔

設定の変更方法、メニューオプション間の移動方法、および各設
定の詳細については、カメラ設定のセクションをお読みください。

TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse (コマ撮り)モードでは、0.5、1、2、5、10、30、60秒間隔
で一連の写真を撮影します。

Time Lapse (コマ撮り)で撮影するには、カメラがTime Lapse (コ
マ撮り)モードになっていることを確認します。 カメラのステータ
ス画面にTime Lapse (コマ撮り)アイコン [  ] が表示されていな
い場合は、表示されるまでPower/Mode (電源/モード)ボタン [  ] 
を繰り返し押します。

コマ撮り写真を撮影するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押します。 カメラ
はカウントダウンを開始し、写真を撮影するたびに赤色のカメラス
テータスライトが点滅します。

コマ撮り写真の撮影を停止するには: 
Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押します。 赤色の
カメラステータスライトが3回点滅し、サウンドインジケータが3回
ビープ音を発します。

間隔の設定については、カメラ設定のコマ撮り写真のセクション
をお読みください。

/ カメラモード
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SETTINGS (設定)

Settings (設定)メニューに入るには:
1. カメラがSettings (設定)モードになっていることを確認しま

す。 カメラのステータス画面にSettings (設定)アイコン [  ]  
が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode  
(電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

2. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、 
Settings (設定)メニュー [  ] に入ります。

3. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、設定オプシ
ョンを循環させます。

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

5. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択)  ボタン [  ] 
を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させて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: Settings (設定)メニューを終了したいときはいつで
も、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を2秒間押し続
けます。

/ カメラ設定/ カメラモード

PLAYBACK (再生)

HERO3 WhiteをTVに接続して、ビデオと写真を再生します(別売りの
micro HDMIケーブル、コンポジットケーブル、またはコンボケーブル
が必要)。 LCD Touch BacPac™ (別売りのオプションアクセサリ)でも
ビデオと写真を再生できます。 Playback (再生)アイコン [  ] は、
カメラがTVまたはLCD Touch BacPacに接続されている場合にのみ
表示されます。

ビデオと写真の表示方法は、再生のセクションをお読みください。
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VIDEO RESOLUTION (ビデオ解像度)/FPS/FOVモード

Video (ビデオ)モードのメニューでは、解像度、fps (毎秒のフレーム数)
、およびFOV (視野)を変更できます。 

設定を変更するには:
1. Settings (設定) メニューで、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン

[  ]を押して、[  ]に入ります。
2. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、オプション項

目を循環させます。
3. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、目的のメ

ニューを選択します。
4. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して各サブメニュー

オプションを循環させ、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン  
[  ] を使用してオプションを選択します。

5. その他のオプションを変更するには、ステップ4を繰り返します。
6. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択)  ボタン [  ]  

を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させてShutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選択します。

/ カメラ設定 / カメラ設定

HERO3 White では次のビデオ録画設定が可能です。

ビデオ 
解像度

NTSC/
PAL 

FOV 画面解像度

1080p 30/25 中 1920x1080, 16:9

960p 30/25 超広角 1280x960、4:3

720p
60/50 
30/25

超広角 1280x720、16:9

WVGA 60/50 超広角 848x480
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ビデオ解像度 最適用途

1080p 30/25
乗用車、三脚、その他の安定した物の上に
カメラを取り付ける場合にこのモードを使
用してください。

960p 30/25
高画質4:3ビデオ。 微光条件での撮影に適
しています。 ボディマウントでの撮影に使
用します。

720p 60/50
手持ち録画やスローモーションが必要な場
合に最適な解像度とコマ数です。

720p 30/25

手持ち録画や微光条件での録画に最適な
解像度です。 乗用車、三脚、その他の安定
した物の上にカメラを取り付ける場合にこ
のモードを選択してください。

WVGA 標準定義の解像度でよい場合に好適です。

/ カメラ設定 / カメラ設定

TIME LAPSE (コマ撮り)

Time Lapse (コマ撮り)を使用することで、あらゆる動きの連続写
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。 または、編集中にTime Lapse (コマ撮り)写真を切り替えム
ービーを作成することもできます。 使用可能な間隔は0.5秒～60
秒までです。

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 日没または月の動き

10秒～60秒 工事など、長時間を要する動き
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UPSIDE DOWN (画像転倒)

カメラを上下逆にマウントしたときなど、編集中にファイルの上下
を逆にする必要が生じることがあります。 この設定により、ビデ
オや写真を記録後に反転させる必要がなくなります。

設定 説明
カメラ正立(初期設定)

カメラ倒立

SPOT METER (露光計)

車内から車外風景を撮影する場合など、暗い場所から明るい場
所の撮影を行う際には、Spot Meter (露光計)をONにします。 Spot 
Meter がオンになると [  ] がカメラのステータス画面に表示さ
れます。 

OFF (初期設定)

ON

/ カメラ設定 / カメラ設定

LOOPING VIDEO (ビデオループ)

Looping video (ビデオループ)を使用すると、連続的に録画しながら
最高の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。 

Looping Video (ビデオループ)のオプション:

録画設定 説明
OFF (初期設定)

最長ビデオ
カメラはメモリカードがいっぱいになるま
で録画し、メモリカードがいっぱいなると
新しいビデオファイルで上書きします。

5分ビデオ

ビデオを保存するために録画を終了しな
いと、カメラは5分間録画を続け、その後
は最後に撮影された5分間のビデオを上書
きします。

20分ビデオ

ビデオを保存するために録画を終了しな
いと、カメラは20分間録画を続け、その後
は最後に撮影された20分間のビデオを上
書きします。
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録画設定 説明

60分ビデオ

ビデオを保存するために録画を終了しな
いと、カメラは60分間録画を続け、その後
は最後に撮影された60分間のビデオを上
書きします。

120分ビデオ

ビデオを保存するために録画を終了しな
いと、カメラは120分間録画を続け、その後
は最後に撮影された120分間のビデオを上
書きします。

PROヒント+: 複数チャプターのファイルがメモリカードに記録され
ます。これにより、コンテンツの小さいセグメントがビデオループ中
に上書きされます。コンピュータ画面でファイルを表示すると、時
間セグメントごとに別々のファイルが表示されます。こうしたファイ
ルを組み合わせて長いビデオを作成するには、GoProソフトウェア
を使用してください。

/ カメラ設定 / カメラ設定

SET UP (セットアップ)メニュー

Set Up (セットアップ)メニューでは、次のカメラ設定を調節するこ
とができます。

電源投入時の初期設定

One Button (ワンボタン)モード

NTSC/PAL

画面表示 (OSD)

カメラステータスライト

サウンドインジケータ

マニュアル電源オフ

月/日/年/時

詳細については、Set Up (セットアップ)を参照してください。
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ワイヤレスコントロール

カメラの内蔵Wi-Fiを使用すると、HERO3 Whiteをリモート(別売り
のオプションアクセサリ)接続したり、GoProアプリを通じてスマホ/
タブレット端末に接続したりすることができます。 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。 ワイヤレスをOFFにすると、ワイヤレスステータスライトが
7回点滅します。

ワイヤレスのON/OFF:
ワイヤレス On/Offボタン [  ] を押して、ワイヤレス接続をオン/オ
フにします。 ワイヤレスをオンにすると、最後に使用したワイヤレ
スモードがアクティブになります。

ワイヤレス機能の詳細については、ワイヤレスとリモートをお読み
ください。
注: カメラをスマートリモート (別売りのオプションアクセサリ)とGoProアプリに同時に接続す
ることはできません。

/ カメラ設定

消去

最後のファイルまたはすべてのファイルの消去と、SDカードのフォ
ーマットを実行します。 全ファイルの消去はコンピュータにファイ
ルをインポートしたあと、メモリカードにさらに多くの画像を保存
するため場所を確保する際に便利です。 この操作が完了するまで
LEDが点滅します。

注意: ALL (すべて)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ファイルが削除されます。

CANCEL (キャンセル) (初期設定)

LAST (最後のファイル)

ALL (SDカードのフォーマット)

LAST (最後のファイル)またはALL (全消去)を実行するには:
1. カメラがSettings (設定)モードになっていることを確認しま

す。 カメラのステータス画面にSettings (設定)アイコン [  ] 
 が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode  
(電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

2. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、 
Settings (設定) メニュー [  ] に入ります。

3. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、Settings  
(設定)項目を循環させて、Trash (ごみ箱) [  ] を見つけます。

/ カメラ設定
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/ カメラ設定

セットアップ

Set Up (セットアップ)メニューに入るには:
1. カメラがSettings (設定)モードになっていることを確認しま

す。 カメラのステータス画面にSettings (設定)アイコン [  ]  
が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode  
(電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

2. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押し
て、Settings (設定) メニュー [  ] に入ります。

3. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、Settings  
(設定)項目を循環させてCapture Settings (録画設定)メニュー  
[  ] を見つけます。

4. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、Capture 
Settings (録画設定)に入ります。

5. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、Set Up  
(セットアップ)に入ります。

6. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、変更する
オプションを見つけます。

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

8. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択)  ボタン [  ] 
を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させてShutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選択します。

/ 録画設定

4. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、Delete  
(消去)に入ります。

5. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、オプション
項目を循環させます。

6. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、ハイライ
トされたオプションを選択します。

7. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択)  ボタン [  ] 
を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させてShutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ]を押して選択します。

 [  ] 画面から、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を
押して、Settings (設定)メニューを終了します。

PROヒント: Settings (設定)メニューを終了したいときはいつで
も、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を2秒間押し続
けます。
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/ セットアップ

電源投入時の初期設定

電源投入時の初期設定を次のモードに設定することができます。

VIDEO (ビデオ) (初期設定)

Photo (写真)

BURST (連続)

Time Lapse (コマ撮り)

ONE BUTTON (ワンボタン)

One Button (ワンボタン)モードが選択されると、カメラは電源がON
になるとすぐに自動的に録画を開始します。 

OFF (初期設定)

ON
注: One Button (ワンボタン)モードは、リモート (別売りのオプションアクセサリ)またはGoProア
プリが接続されている場合は使用できません。

One Button (ワンボタン)モードをONにするには:
Setup (セットアップ)で、One Button (ワンボタン)をONにします。 設
定の変更方法について詳しくは、Capture Settings (録画設定)を参照
してください。

ワンボタンモードでビデオまたはコマ撮り撮影をするには:
カメラの電源を入れた状態で、Power/Mode (電源/モード)ボタン  
[  ] を押して、放します。 初期設定モードがビデオに設定されて
いる場合はカメラの電源が自動的に入り、ビデオの録画が開始さ
れます。 初期設定モードがPhoto (写真)、Burst (連続)、Time Lapse 
(コマ撮り)に設定されているときは、カメラの電源が自動的に入
り、コマ撮りの撮影を開始します。

録画を停止するには:
Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を2秒間押し続けることで録
画が停止し、カメラの電源が切れます。

/ セットアップ
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One Button (ワンボタン)モードをOFFにするには:
1. カメラの電源をONにします。 ビデオまたはコマ撮りの録画が 

自動的に開始します。
2. カメラステータス画面に [  ] が表示されるまでShutter/Select  

(シャッター/選択)を押し続けます。
3. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して入ります。
4. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、ハイライトを

OFFにします。
5. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して選択し

ます。
6. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [  ]  

を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させてShutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選択します。

/ セットアップ / セットアップ

NTSC/PAL

NTSCと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。 北米でTV/HDTVを見るときはNTSCを選択し
てください。 PAL TV/HDTV (北米以外の地域での大半のテレビ)を
見るときはPALを選択します。

NTSC (初期設定) PAL

1080p/30 fps 1080p/25 fps

960p/30 fps 960p/25 fps

720p/60 fps 720p/50 fps

720p/30 fps 720p/25 fps

WVGA/60 fps WVGA/50 fps
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/ セットアップ

ONSCREEN DISPLAY (画面表示)

OSD設定を使用することで、録画アイコンとファイル情報をビデオ
画面またはビュー画面に表示したり非表示にしたりにすることが
できます。

オフ

ON (初期設定)

カメラステータスライト

4つのカメラステータスライトをすべてアクティブにしておくか、 
2つだけ(カメラの前後)をアクティブにしておくか、またはすべて
OFFにします。

4 (初期設定)

2

オフ

/ セットアップ

サウンドインジケータ

音量を調整したり、サウンドインジケータをOFFにしたりできます。

100% (初期設定)

70%

オフ

マニュアル電源オフ

HERO3 Whiteは、指定時間内に操作が行われない(ビデオ録画や写
真撮影がなく、またボタンも押されない状態)場合に自動的に電源
をOFFにするように設定することができます。

MANUAL (初期設定)

60秒

120秒

300秒
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月/日/年/時

カメラの日付と時刻はカメラがGoProアプリ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、日付と時刻
をマニュアルで設定できるようになります。 カメラからバッテリ
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)。

Month/Day/Year/Time (月/日/年/時):
1. カメラがSettings (設定)モードになっていることを確認しま

す。 カメラのステータス画面にSettings (設定)アイコン [  ]  
が表示されていない場合は、表示されるまでPower/Mode  
(電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押します。

2. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、 
Settings (設定) メニュー [  ]に入ります。

3. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、Settings  
(設定)項目を循環させてSet Up (セットアップ)メニュー [  ] を
見つけます。

4. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、Set Up  
(セットアップ)メニューに入ります。

5. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用してMonth/Day/
Year/Time (月/日/年/時)メニュー [  ] を見つけます。

6. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、Month/

/ セットアップ / セットアップ

Day/Year/Time (月/日/年/時)メニューに入ります。Month (月) 
(MM)がハイライトされます。

7. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して、月のリ
スト(1～12)にアクセスします。

8. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用して、目的の選
択肢がハイライトされるまでリストを循環させます。

9. Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押して選択
します。

10. 次のオプションに進むには、Shutter/Select Button (シャッタ
ー/選択)ボタン [  ] を押します。

11. ステップ7、8、9を繰り返して、日(DD)、年(YY)、時(HH)、分(MM)
を選択します。

12. 終了するには、Shutter/Select (シャッター/選択)  ボタン [  ] 
を2秒間押し続けるか、[  ] まで循環させてShutter/Select  
(シャッター/選択) ボタン [  ] を押して選択します。

 [  ] 画面から、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を
押して、Set Up (セットアップ)メニューを終了します。

PROヒント:Set Up (セットアップ)メニューを終了したいときはいつ
でも、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を2秒間押し
続けます。
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/ GoProアプリへの接続

HERO3 WHITEをGoProアプリ(無料)とともに使用
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。 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など 
があります。*

HERO3 WhiteをGoProアプリに接続する:
1. Apple App Store、Google Play、またはWindows Phone 

Marketplaceで、GoProアプリ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. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を押して、カメラの電源 
をONにします。

3. Wireless On/Offボタン [  ] を2回押し、続けてShutter/Select  
(シャッター/選択)ボタン [  ] を押してワイヤレスメニュー [  ] 
 に切り替えます。

4. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を使用してオプションを 
循環させ、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ] を押し 
てGoProアプリを選択します。

5. スマートフォンまたはタブレット端末のワイヤレスネットワーク 
設定で、カメラのワイヤレスネットワークに接続します。 ネッ 
トワーク名は"GOPRO-BP-"で始まり、その後に一連の英数字が 
続きます。

6. カメラの初期設定パスワード「goprohero」を入力し、変更を促
すメッセージが表示されたらパスワードを変更します。 パスワ
ードが既に変更されていた場合は、「goprohero」の代わりにそ
のパスワードを入力してください。

7. スマートフォンまたはタブレット端末でGoProアプリを開きま
す。 これで、スマートフォンまたはタブレット端末でカメラをコ
ントロールできるだけでなく、選択した画像の表示、再生、共
有も可能になりました。*

PROヒント: HERO3 White の写し出すものを、スマートフォンまたは
タブレット端末の画面で確認してください。
*デバイスの互換性については、gopro.comをご覧ください。

/ GoProアプリへの接続
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/ ストレージと microSDカード

HERO3 Whiteカメラには、4 GB、8 GB、32 GB、64 GBの microSD、 
microSDHC、およびmicroSDXCメモリカードを使用できます。 
Class 10またはUHS-1レートのmicroSDカードが必要です。 高い信頼
性が要求される振動の大きい活動には、有名ブランドのメモリカー
ドの使用を推奨します。

microSDカードを挿入するには: microSDカードを抜き取るには:

メモリカードのラベル面を上にし
てカードスロットに挿入します。

カチッという音がするまでカー
ドを完全に挿入します。

メモリカードの縁に爪を当て、
カードを軽く押します。

バネの作用でカードが出てくる
ので抜き取ります。

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。

コンピュータ上で画像を最高の状態で再生できるように、gopro.com
にアクセスして最新のGoProデスクトップソフトウェアをダウンロー
ドしてください。 ご使用のMac®またはWindows®コンピュータが最
小のシステム要件を満たしていることを確認してください。

Windows Mac

オペレーティ
ングシステム Windows 7, 8x OS X® 10.8以降

CPU
Intel® Core 2 Duo™ (Intel 
Quad Core™ i7 
以上推奨)

Intel® Dual Core™  
(Intel Quad Core i7 
以上推奨)

グラフィック
カード

OpenGL 1.2以上を 
サポートするカード

画面解像度 1280 x 800 1280 x 768 

RAM 2GB (4GB 以上を推奨) 4GB

/ システム要件
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Windows Mac

ハードドラ
イブ

内蔵ドライブの場合: 
5400 RPM (7200 RPMの
ドライブまたはSSDを
推奨) 外付けの場合: 
USB 3.0 またはeSATA

内蔵ドライブの場合: 
5400 RPM (7200 RPMの
ドライブまたはSSDを
推奨) 外付けの場合: 
Thunderbolt、USB 3.0ま
たはFirewire

PROヒント: ビデオや写真を大画面で見るには? ご使用のHERO3 
Whiteを直接TV/HDTVに接続します。 TV/HDTVでのファイルの再生
を参照してください

/ システム要件

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。

ファイルをコンピュータに転送するには：
1. 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。
2. コンピュータまたは外部ハードドライブにファイルをコピーし

ます。

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
(別売り)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
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/ 再生

ビデオや写真の視聴 
ビデオや写真の視聴コンピュータ、スマートフォン/タブレット、TV
で、またはLCD Touch BacPac™ (別売り)を使用してビデオや写真を視
聴できます。

コンピュータ上でのファイルの再生
1. gopro.com/getstartedで最新のGoProソフトウェアをダウンロ

ードします。
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。
3. コンピュータまたは外部ハードドライブにファイルをコピーし

ます。
4. GoProソフトウェアで写真や動画を再生します。

スマートフォン/タブレットでのファイルの再生
1. カメラをGoProアプリに接続します。詳細については、「GoPro

アプリに接続する」をお読みください。
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。

/ 再生

TV/HDTVでのファイルの再生 
TV/HDTV上でビデオや写真を再生するには、micro HDMIケーブル、
コンポジットケーブル、またはコンボケーブル(別売り)、または同梱
のUSBケーブルが必要です。 
注意: 一部のテレビではUSBケーブルのオプションがサポートされていません。

1. Micro HDMIケーブル、コンポジットケーブル、またはコンボケー
ブルを使用して、TV/HDTVにカメラを接続します。

2. カメラの電源をONにします。
3. カメラのPower/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を押し

て、Playback (再生) [  ] まで循環させます。Shutter/Select (シ
ャッター/選択)ボタン [  ] を押します。 HERO3 Whiteに 
micro SDカードに保存されているすべてのビデオと写真のサム
ネイルプレビューが表示されます。  
注意: Burst (連続)、Time Lapse (コマ撮り)で撮影された写真の場合は、その一連の写真
の先頭の写真が表示されます。

4. サムネイルプレビューで表示中、Power/Mode (電源/モード) ボ
タン [  ] を使用してサムネイルを循環させ、Shutter/Select (シ
ャッター/選択) ボタン [  ] を押して表示します。

5. [  ] と [  ] を使用して前後に循環させ、メモリカードのメデ
ィアファイルを見ます。

6. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] とShutter/Select (シャッ
ター/選択)ボタン [  ] を使用して移動します。
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/ バッテリ/ 再生

LCD Touch BacPacでファイルを再生 
詳細については、LCD Touch BacPacに同梱のユーザマニュアルを
参照してください。 

/ バッテリ

バッテリ残量を最大限伸ばす 
バッテリ残量を最大限伸ばすにはワイヤレスをオフにします。 長
時間の撮影時にバッテリ残量を最大限に引き伸ばすには、LCD 
Touch BacPac™ (別売りのオプションアクセサリ)をOFFにするか、取
り外します。 気温が低すぎると、バッテリ残量が減少する場合が
あります。 低温状態でバッテリ残量を最大限に引き伸ばすには、
カメラを使用前に暖かい場所に置いておきます。

バッテリの充電 
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。

バッテリを充電するには:
1. カメラの電源を切ります。
2. カメラをコンピュータまたはUSB電源(別売りのGoProコンセン

ト用充電器やGoPro自動充電器など)に接続します。 
注意: 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。 カメラス
テータス画面がバッテリの充電中であることを示さないときは別のUSBポートを使用
してください。 

バッテリの充電中には赤のステータスインジケータが点灯し、
バッテリの充電が完了すると電源が切れます。

注意: GoProコンセント用充電器以
外の充電器を使用すると、GoPro
のバッテリが破損する恐れがあ
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、同梱の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。
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/ バッテリ

GoProのUSB互換コンセント用充電器または自動充電器を使用する
と、バッテリは1時間で80%充電され、2時間で100%充電されます。 

Dual Battery Charger (別売りのオプションアクセサリ)を使用して、 
カメラからバッテリを取り出して充電することもできます。

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。 予備バッテリや充電用アクセサリは 
gopro.comからお求めいただけます。

/ バッテリ

充電中のカメラの使用 
カメラのバッテリを充電しながらビデオの録画や写真の撮影を行
うことができます。 コンピュータやUSB充電器、あるいは、最良の
結果を求めるのであれば、GoPro自動充電器やコンセント用充電器
を使用し、同梱のUSBケーブルでカメラを接続します。

カメラからバッテリを取り外す 
HERO3 Whiteのバッテリは、振動の大きい活動でも高い信頼性が得
られるようタイトフィットに設計されています。

バッテリを取り外すには:
1. 親指をバッテリドア(カメラ後部)のへこみに当て、ドアを左側

にスライドさせてバッテリドアを外します。 ドアがパッと開き
ます。

2. バッテリのプルタブをつかんでバッテリをカメラから取り外し
ます。
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バッテリの情報

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。 バッテリを
落としたり、分解、開封、破砕、折り曲げ、変形、穿刺、細断、電子
レンジの使用、焼却、ペイント、カメラのバッテリ入れに遺物を挿
入することは絶対にしないでください。 カメラやバッテリが破損
しているときは使用しないでください - たとえば、亀裂や穴が開
いている、水没した場合など。 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。

カメラやバッテリ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。

カメラのハウジングはカメラとバッテリを水の侵入による破損か
ら保護する役目があります。 詳細については、カメラハウジング
を参照してください。 カメラが濡れているときは、カメラの電源
をオンにしないでください。 カメラの電源が既にオンの状態の
ときは、直ちに電源を切り、バッテリを抜いてください。 カメラを
再度使用する前に、全体を十分に乾かしてください。 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

/ バッテリ / バッテリ

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。

貨幣や鍵、ネックレスなどと一緒にバッテリを保存しないでくだ
さい。 バッテリ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。

バッテリの廃棄 
ほとんどの充電式リチウムイオンバッテリは、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。 お住まいの地域の規則・法令を確認し、指定され
た充電式バッテリの廃棄方法に従ってください。 リチウムイオンバ
ッテリ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にはリサイクル可能な材料が含ま
れており、リチャージャブルバッテリ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、最寄のリサイク
ル場を確認することをおすすめします。

バッテリ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。
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/ 重要なメッセージ

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 CARD 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。

ファイル修理アイコン

カメラステータス画面にFile Repair (ファイル修復)アイ
コンが表示されている場合は、録画中にビデオファイ
ルが壊れたことを意味します。 いずれかのボタンを
押すと、壊れたファイルが修復されます。

温度アイコン

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Temperature Warning (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。 カメラはオーバーヒートに陥る状況を検出する
よう設計されており、本体がオーバーヒートすること
はありません。

/ 重要なメッセージ
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/ カメラのハウジング

カメラのハウジングの組み立て
カメラをハウジングから取り外すには:
1. ラッチの前部を持ち上げてカメラのハウジングから外します。
2. ラッチを後方に回転させて引っ張り上げ、後部ドアを外します。
3. 開いたハウジングの後部ドアを引っ張り、カメラを外します。

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

カメラをハウジングに固定するには:
1. ハウジングを開き、カメラを適切な位置に入れます。
2. 後部ドアの周囲のシール部分にほこりやゴミが付着していない

ことを確かめます。
3. ハウジングの後部ドアを閉じ、密閉されるようにしっかりと締

めます。
4. ヒンジアームを後方に回転させ、ラッチのへりをハウジングの

後部ドアの溝のある上部に掛けます。
5. ラッチを押し下げて固定します。

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

警告: カメラを水中または水の近くで使用するときには、カメラが
確実にハウジング内に格納されていることを確認してください。 カ
メラやバッテリを水に触れさせないでください。

/ カメラのハウジング
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/ カメラのハウジング

HERO3 Whiteカメラには次の2種類の後部ドアが同梱されています: 
標準後部ドア(防水)およびスケルトン後部ドア(非防水)。

標準後部ドアを付けると、ハウンジングは水深
40メートル(131フィート)まで防水になります。 
このドアは、水、ホコリ、砂、その他の環境ハザ
ードからカメラを保護する場合に使用します。

スケルトン後部ドア(非防水)の場合は、音声が
カメラのマイクに伝わりやすくなるので、より良
好なサウンドが得られます。 また、ヘルメット
やオートバイなど高速で移動する車両に取り付
けた場合、時速160km (100mph)の速度でも風
切音が低減されます。 この後部ドアは、砂や
過剰なチリ/ホコリ、水による損傷の心配がな
い場合に使用します。 また、この後部ドアは車
内での使用にも推奨されます。

PROヒント: Rain-X®などの撥水剤をカメラハウジングレンズに塗
布して、カメラを雨中や水中で使用する際に水滴が付くのを防止
します。
 

/ カメラのハウジング

後部ドアの取り換え 
活動状況や撮影状況に応じて、HERO3 Whiteカメラの後部ドアを
交換できます。

後部ドアを交換するには:
1. ハウジングの後部ドアを開くと、下方にぶら下がった状態にな

ります。
2. 後部ドアをさらに下方に引き下げ、ヒンジから外します。
3. 交換用後部ドアをヒンジの開放端に合わせます。
4. 後部ドアを上方に引き上げてカチっと音がするまではめ込み

固定します。

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit
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/ カメラのハウジング

カメラを水の侵入による破損から保護する 
カメラのハウジングに付いているゴム製シールは防水壁の役割を
果たし、湿った状態や水中での使用条件からHERO3 Whiteを保護
します。

カメラのハウジングのゴム製シールは清潔にしておきます。1本の
毛髪や1粒の砂でも水漏れやカメラの損傷の原因になることがあ
ります。

海水中でカメラを使用した後は必ず、カメラのハウジングの外側を
真水で洗浄して乾燥させてください。 これを行わないと、ヒンジ
のピンが腐食し、シール部分に塩分が蓄積して、故障につながる
可能性があります。

シール部分は真水で洗浄し、よく振って乾燥させます(布で拭くと、
糸くずでシールの密閉性が損なわれることがあります)。 カメラの
ハウジングの後部ドアにある溝部分にシールを付け直します。

警告: GoProを使用するたびにこれらのステップを行わないと、カメ
ラの損傷や故障の原因となる水漏れが発生することがあります。 
ユーザの過失による水が原因の損傷には製品保証が適用されませ
んのでご注意ください。

Slim housing surfboard mount installation

Slim housing remove camera Slim housing insert camera

Slim housing closed Swapping housing doors

Quick Release Buckle + Thumb Screw + Slim housing = Complete Unit

/ マウントの使用

カメラをマウントに取り付ける 
HERO3 White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、クイックリリースバックル、 
蝶ねじ、または金具が 必要です。 マウントの詳細については、 
gopro.com/supportをご覧ください。

クイックリリース 
バックル 蝶ねじ ハウジング 完成ユニット

曲面と平面の接着マウントの使用 
曲面と平面の接着マウントは、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。 クイックリリース
バックルを使用すると、組み立てたカメラのハウジングを、固定し
た曲面または平面の接着マウントに簡単に脱着できます。 
 
 

平面接着マウント 曲面接着マウント
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/ マウントの使用

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時間前に接着マウントを取り付けてくだ

さい。
• 接着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。

• 室温状態で接着マウントを取り付けます。 マウントの接着剤
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接着しません。

• 接着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接着できませ
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。

マウントの詳細については、gopro.com/supportをご覧ください。

警告: カメラをGoProヘルメットマウント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。

/ マウントの使用

ロックプラグ
HERO3 Whiteをサーフィンやスキーなど衝撃が大きいスポーツで使
用されますか? クイックリリースバックルのフィンガーをしっかり
固定する特別なロックプラグを使用して、マウントから不意にハウ
ジングが落下しないようにします。 丸いリングが蝶ねじにフィッ
トして、ロックプラグの落下や紛失を防ぎます。
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/ よくある質問

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。ま
た、GoPro WallやAuto Charger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 
Power/Mode (電源/モード) ボタン [  ] を8秒間長押ししてカメラ
をリセットします。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、カメラの電源が切れます。

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。
• 最新のGoProソフトウェアを使用してください。ソフトウェアは

gopro.comで入手できます。
• 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。ご使用のコンピュータが
システム要件に表示されている最低要件を満たしていることを
確認してください。

• 高ビットレートのHDビデオファイルを、低帯域幅のUSB接続で
再生している。ファイルをコンピュータに転送して再生してく
ださい。

よくある質問の他の回答については、gopro.com/supportを参照し
てください。

/ カスタマサポート

/ 法的情報

/ 登録商標

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。

GoProはベストサービスに万全を期しております。 
GoProカスタマサポートチームへのお問い合わせに
ついては、gopro.com/supportをご覧ください。

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
に付属の重傷な製品および安全情報ガイドを参照してください。


