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バッテリーの充電
同梱のバッテリー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、カメラやバッテリーが損傷することはあ
りません。
バッテリーを充電するには:
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/ ワイヤレス ステータス ライト(青)
1. カメラ ステータス スクリーン
5. マイクロ USB ポート
2. Shutter/Select (シャッター/
]
選択) ボタン [
6. microSD カード スロット
3. マイク
7. Info/Wireless
4. カメラ ステータス ライト(赤)
(情報/ワイヤレス) ボタン
6

1. サイド ドア を開きます。

2. 付属の USB ケーブルを使用し
てバッテリーを充電します。

注: バッテリーはカメラから取り出さないでください。
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/ はじめに
充電中には赤のカメラ 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 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 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。次の表示のある充電器のみをご使用ください。Output
5V 1A (出力 5V 1A)。充電器の電圧と電流が不明の場合は、付属
の USB ケーブルを使用してコンピューターに接続し、本体の充電
を行ってください。
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/ はじめに
バッテリーについて詳しくは、バッテリー (105 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、アクセサリーの使用中には、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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/ はじめに
メモリー カードの挿入 + 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
のメモリー 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 64 GB
推奨される microSD カードのリストについては、gopro.com/help
をご覧ください。
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/ はじめに
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。
カメラのソフトウェア更新
本機で最新の機能と最高の性能を使用できるようにするために、
HERO Session® 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.com/getstarted にアクセスしてカメ
ラを更新できます。
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/ はじめに
電源のオン + オフ
HERO Session では Shutter/Select (シャッター/
] を押すとビデオまたは写真の
選択) ボタン [
撮影を開始できます。カメラはバッテリーの消
耗を抑えるために、写真を撮影したあと、または
]を
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
押してビデオの撮影を停止した時点で、自動的に
オフになります。
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/ はじめに
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上下逆にして収納します (Shutter/Select
] がカバーされた状態にする)。カメラ
(シャッター/選択) ボタン [
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。
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/ はじめに

/ はじめに

ステータス情報を表示する
Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押すと、カメラのステー
タス情報を表示できます。
注: これらの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。

• ビデオ解像度/fps/FOV (視野)
• Time Lapse Photo (タイム ラプ
ス フォト: コマ撮り写真) の解
像度/FOV/間隔
• 各モードでの microSD メモリ
ー カードの残容量
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• Protune (プロチューン) ステー
タス
• 露光計ステータス
• ワイヤレス ステータス
• バッテリー ステータス

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。
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/ はじめに
• 側部ドアを開く前に、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。
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/ 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。
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/ カメラアイコン
電子音

間隔

写真モード

ビデオ形式

バースト撮影

LED

ビデオ モード

日付/時刻

ループ映像

Protune
(プロチューン)

初期設定モード

低光量

消去

メガピクセル

視野角

マルチショット
モード

フレーム/秒
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/ カメラ アイコン

バースト レート
セットアップ モード

ビデオの解像度
ワイヤレス

露光計
タイム ラプス

上下の向き
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/ ビデオ撮影
ビデオの撮影
初期設定のビデオ解像度は 1080p30 です。別の解像度を選ぶに
は、カメラの設定の変更 (35 ページ) を参照してください。
ビデオの撮影を開始するには:
] を押します。カメラ
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
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。

/ ビデオ撮影
撮影を停止するには:
] を押します。カメラ
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
が撮影を停止し、数回電子音が鳴り、バッテリーの寿命を長持ち
させるために電源が自動的に切れます。
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、他のユーザーと
共有したり、ウェブにアップロードしたりしやすくなります。

メモリー カードがいっぱいになるか、またはバッテリー残量がな
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。
20
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/ ビデオ撮影
HILIGHT TAG (ハイライトタグ) を付ける
ビデオの一場面をマークして HiLight Tag
(ハイライト タグ) を付けることができます。HiLight
Tag (ハイライトタグ) 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 (ハイライト タグ) は GoPro アプリでの再生中に表示さ
れます。

撮影中に HiLight Tag (ハイライト タグ) を追加するには:
Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押します。

/ ビデオ撮影
LOOPING VIDEO (ループ映像) の撮影
Looping Video (ループ映像) では連続的に撮影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。
Looping Video (ループ映像) はカメラをモバイル用 GoPro アプリま
たは Smart Remote (スマート リモート) に接続したときにのみ使
用できます。Looping Video (ループ映像) の設定を変更するには
ビデオの設定 (44 ページ) を参照してください。

PRO ヒント： モバイル用 GoPro アプリまたは Smart Remote (スマ
ート リモート) で撮影中に HiLight Tag (ハイライト タグ) を追加す
ることもできます。
22
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/ ビデオ撮影
Looping Video (ループ映像) を撮影するには:
1. カメラをモバイル用 GoPro アプリまたは GoPro Smart Remote
(スマート リモート) に接続します。詳細についてはすべてのモ
ードと設定のアクセス (38 ページ) を参照してください。
2. アプリまたはリモートで Video (ビデオ) モード [
]
を選択します。
3. Looping Video (ループ映像) を選択します。
4. アプリの撮影ボタンを押すか、スマート リモートまたはカメラ
] を押します。
で Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
カメラは 1 回ビープ音を発し、画像の撮影中はカメラ ステータ
ス ライトが点滅します。
24

/ ビデオ撮影
5. 撮影を停止するには、アプリの撮影ボタンをタップするか、ス
マート リモートまたはカメラで Shutter/Select (シャッター/
] を押します。カメラ ステータス ライトが 3 回
選択) ボタン [
点滅し、カメラがビープ音を数回発します。
注: カメラが GoPro アプリ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、他のユーザーと
共有したり、ウェブにアップロードしたりしやすくなります。
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/ 写真撮影
TIME LAPSE (タイム ラプス: コマ撮り) の撮影
Time Lapse Photo (タイム ラプス フォト: コマ撮り写真) では指定さ
れた間隔で連続的に写真を撮影します。Time Lapse (タイム ラプス:
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。
Time Lapse (タイム ラプス: コマ撮り) の間隔の初期設定は、0.5 秒
です。間隔を変更するにはカメラの設定の変更 (35 ページ) を参
照してください。

26

/ 写真撮影
Time Lapse Photo (タイム ラプス フォト: コマ撮り写真)
を開始するには:
] を 3 秒ほど長押し
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
し、カメラ ステータス スクリーンに Time Lapse photo (タイム ラプ
] が表示されるのを待ち
ス フォト: コマ撮り写真) アイコン [
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。
撮影を停止するには:
] を押します。カメラ
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
が撮影を停止し、数回電子音が鳴り、バッテリーの寿命を長持ち
させるために電源が自動的に切れます。
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/ 写真撮影
シングル写真を撮影する
写真を 1 枚撮影すると、デフォルトの解像度 8 MP になります。写
真の設定を変更するには、カメラの設定の変更 (35 ページ) を
参照してください。
シングル写真を 1 枚撮影するには:
1. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押してカメラ ステー
タス スクリーンをオンにします。
2. 写真の撮影モードが Single (シングル) になっていることを確認
します。
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/ 写真撮影
a. Info/Wireless (電源/モード) ボタンを繰り返し押して
Camera Settings (カメラの設定) までナビゲートし、
] を押して選
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
択します。
] を繰り返し押
b. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
] が表示されるまでナビゲ
して、 Photo (写真)アイコン [
ートします。
c. 写真の撮影モードが選択されるまで Info/Wireless
(情報/ワイヤレス) ボタンを押します。
d. 撮影モードが Burst (バースト撮影) のときは、
] を押し
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
て、Single (シングル) に変更します。
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/ 写真撮影
e. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して
Done (完了) までナビゲートし、Shutter/Select
] を押して選択します。
(シャッター/選択) ボタン [
3. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押し
て Enter Photo Mode (写真モードに入る) までナビゲート
] を押して選
し、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
択します。
] を押して選択し
4. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
ます。カメラは 1 回電子音を発し、写真が撮影されるたびに電
子音が 1 回鳴ります。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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/ 写真撮影
5. 写真モードを終了するには Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボ
タンを繰り返し押して Exit Photo Mode (写真モードを出る) まで
]
ナビゲートして、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
を押して選択します。
BURST PHOTO (バースト撮影) の撮影
バースト撮影では 1 秒あたり最大 10 枚の写真を撮影できます。
そのため、アクション スピードの速いスポーツでの見逃せない場
面の撮影に適しています。Burst Photo (バースト撮影) の設定を変
更するには、カメラの設定の変更 (35 ページ) を参照してくだ
さい。
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/ 写真撮影
Burst Photo (バースト撮影) を撮影するには:
1. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押してカメラ ステー
タス スクリーンをオンにします。
2. 写真撮影モードが Burst (バースト撮影) に設定されていること
を確認してください。
a. Info/Wireless (電源/モード) ボタンを繰り返し押し
て Camera Settings (カメラの設定) までナビゲート
] を押して
し、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
選択します。
] を繰り返し押
b. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
] が表示されるまでナビ
して、 Photo (写真) アイコン [
ゲートします。
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/ 写真撮影
c. 写真の撮影モードが選択されるまで Info/Wireless (情報/
ワイヤレス) ボタンを押します。
d. 撮影モードが Single (シングル) のときは、Shutter/Select
] を押して、Burst (バースト撮
(シャッター/選択) ボタン [
影) に変更します。
e. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して
Done (完了) までナビゲートし、Shutter/Select (シャッター/
] を押して選択します。
選択) ボタン [
3. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して
Enter Photo Mode (写真モードに入る) までナビゲートし、
]
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
を押して選択します。
33

/ 写真撮影
4. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
] を押して選択し
ます。カメラは 1 回電子音を発し、写真が撮影されるたびに電
子音が 1 回鳴ります。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。
5. 写真モードを終了するには Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボ
タンを繰り返し押して Exit Photo Mode (写真モードを出る) まで
]
ナビゲートして、Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
を押して選択します。
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/ カメラの設定の変更
本機では、各種ボタンを使用して、ビデオおよび写真の設定の一
部を変更できます。すべての設定とモードへのアクセス方法につ
いては、すべてのモードと設定のアクセス (38 ページ) を参照し
てください。
カメラの設定を変更する:
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。
2. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して
Camera Settings (カメラ設定) までナビゲートし Shutter/Select
] を押して選択します。
(シャッター/選択) ボタン [
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/ カメラの設定の変更
3. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
なモードを選択します。

/ カメラの設定の変更
] ºを押して、必要

4. 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。
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5. 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。
6. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して Done
(完了) までナビゲートし、Shutter/Select (シャッター/選択) ボ
] を押して選択します。
タン [
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/ すべてのモードと設定のアクセス
すべてのモードと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 モバイル用 GoPro アプリに接続します。設定はカ
メラを切断したあとに保存されます。
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ビデオ
ビデオの撮影

タイム ラプス フォト: コ
マ撮り写真
間隔をおきながら
写真を撮影

ループ映像
継続的に撮影

バースト撮影
1 秒間に最高 10 枚の
写真を撮影

写真
1 枚の写真を撮影

設定
カメラの全設定を調整

/ すべてのモードと設定のアクセス
モバイル用 GOPRO アプリに接続
モバイル用 GoPro アプリ (無料) 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。詳細については、gopro.com/getstarted を参照して
ください。
注: カメラが GoPro アプリ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。

モバイル用 GoPro アプリに接続するには:
1. Apple® App Store または Google Play からご使用のスマートフォン/
タブレットにモバイル用 GoPro アプリ をダウンロードします。
2. アプリを開きます。
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/ すべてのモードと設定のアクセス
3. 画面上に表示される指示に従いカメラを接続します。

注: パスワードの入力が必要な場合は、本機の初期パスワードは goprohero です。

ペアリングの詳細な手順については gopro.com/help
をご覧ください。
リモートとのペアリング
Smart Remote (スマート リモート) を使用すると、撮影モードや
各種設定の変更、本体の電源のオン、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、各種タスク
を実行できます。
注意: HERO Session は Smart Remote (スマート リモート) と Wi-Fi リモコンに対応しています。
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/ すべてのモードと設定のアクセス
リモート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 スクリーンを表示します。
2. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して RC (リ
モート コントロール) までナビゲートし、Shutter/Select (シャ
] を押して選択します。カメラが自動的
ッター/選択) ボタン [
にリモコンとのペアリングを開始します。
注: ご使用の HERO Session をモバイル用 GoPro アプリまたは GoPro リモートと既にペア
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、リモートのユーザー 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 でご使用のリモコンのユーザー マニュア
ルをご覧ください。
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/ すべてのモードと設定のアクセス
ペアリング後の接続
カメラを初めて GoPro アプリ、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。
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 スクリーンを表示し、必要な設定 (アプリ、RC または ア
プリ & 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 [
を押して選択します。
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/ すべてのモードと設定のアクセス
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。
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/ ビデオの設定

/ ビデオの設定

ビデオの設定
ビデオ モードには次の 2 つの撮影モードがあります。Video (ビ
デオ) と Looping Video (ループ映像) HERO Session® をモバイル用
GoPro アプリまたは GoPro リモートに接続することで、ビデオ モ
ードの全設定を変更できます。
解像度、FPS (フレーム/秒)、FOV (視野)
ビデオ
解像度

FPS
(フレーム/秒)
(NTSC/PAL)

FOV
(視野)

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
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ビデオ
解像度

FPS
(フレーム/秒)
(NTSC/PAL)

FOV
(視野)

1080p

60/50
30/25

超広角、
1920x1080、16:9
中間

960p

60/50
30/25

超広角

1280x960、4:3

720p SuperView

60/50
30/25

超広角

1280x720、16:9

画面解像度
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/ ビデオの設定

/ ビデオの設定

ビデオ
解像度

FPS
(フレーム/秒)
(NTSC/PAL)

FOV
(視野)

720p

100/100
60/50
30/25

超広角、
1280x720、16:9
中間

WVGA

120/100

超広角
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画面解像度

848x480、16:9

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ーに最適です。

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、コンピューターで迫力あ
る画像を楽しむことができます。
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/ ビデオの設定

/ ビデオの設定

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ーに最適です。
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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、コンピューターで迫力ある画像を楽しむ
ことができます。
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/ ビデオの設定

/ ビデオの設定

解像度

最適用途

FOV (視野)

最適用途

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。

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。

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。

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： デスクトップ用 GoPro アプリ (無料) を使用して、息を
のむような GoPro スタイルのビデオを簡単に作成しましょう。詳細
については、gopro.com/getstarted をご覧ください。
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/ ビデオの設定
低光量
Auto Low Light (自動光量調整) モードを使用することで、薄暗い環
境で撮影する場合や、薄暗くなったり明るくなったり短時間に撮
影条件が変わる場合でも撮影できるようになります。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 (フレーム/秒) 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 WVGA では使用できません。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。
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/ ビデオの設定
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: Video (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、Photo (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、Multi-Shot (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。
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/ ビデオの設定
Protune (プロチューン)
Protune (プロチューン) の詳細については、Protune (プロチューン)
(78 ページ) をご覧ください。

/ 写真の設定
写真の設定
Photo (写真) モードには次の撮影モードがあります。Single (シン
グル) 写真。Photo (写真) モードの設定はカメラ本体で直接変更
できます。全設定にアクセスするには HERO Session ® をモバイル
用 GoPro アプリまたは GoPro リモートに接続しましょう。
メガピクセル
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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。
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/ 写真の設定
注: Photo (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、Multi-Shot (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。

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: Photo (写真) 設定の Spot Meter (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、Video (ビデオ) 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、Multi-Shot (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。
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/ Multi-Shot (マルチショット) の設定
MULTI-SHOT (マルチショット) の設定
HERO Session を モバイル用 GoPro アプリまたは GoPro リモート
に接続することで、Time Lapse (タイム ラプス: コマ撮り) と
Burst photo (バースト撮影) の全設定を変更できます。
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。
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/ Multi-Shot (マルチショット) の設定
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

10〜60 秒

工事や家族の集まりなど、長時間を要す
る活動
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/ Multi-Shot (マルチショット) の設定
PRO ヒント： 無料のデスクトップ用 GoPro アプリで Time Lapse
photo (タイム ラプス フォト: 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。
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/ Multi-Shot (マルチショット) の設定

/ Multi-Shot (マルチショット) の設定
メガピクセル

Rate (レート) は Burst Photo (バースト撮影) 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
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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: Multi-Shot (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、
Photo (写真) 設定で Megapixels (メガピクセル) を調整します。
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/ Multi-Shot (マルチショット) の設定
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。

/ Setup (セットアップ) モード
SETUP (セットアップ) モードの設定
Setup (モード) では、カメラの全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、モバイル用
GoPro アプリまたは GoPro 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、すべてのモードと設定のアクセス
(38 ページ)を参照してください。
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
します。

注: Multi-Shot (マルチショット) の設定の Spot Meter (露光計) 設定を変更した場合は、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、Video (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、Photo (写真) 設定で Spot Meter (露光計) を調整します。
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/ Setup (セットアップ) モード
ワイヤレス
この設定により、カメラを モバイル用 GoPro アプリまたは GoPro
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 ステータス スクリーンにワイヤレス 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、撮影中点滅しません。

/ Setup (セットアップ) モード
2. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを繰り返し押して必
要なワイヤレス オプションが表示されるまでナビゲートし、
]
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。

ワイヤレス オプションへのアクセス:
1. Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押してステータス情
報を表示します。
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/ Setup (セットアップ) モード
設定

説明

アプリ

カメラを GoPro アプリに接続します。詳
細については、モバイル用 GoPro アプ
リに接続 (39 ページ) を参照してくだ
さい。

GoPro リモート コントロールにカメラを
RC (リモート コント 接続します。ペアリングの詳細についは、
リモートとのペアリング (40 ページ) を
ロール)
参照してください。
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/ Setup (セットアップ) モード
設定

説明

Turn Camera Off
(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、カメラがアプリま
たは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。

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
Turn WiFi Off
示されます。ワイヤレスがオフの時は、カ
(Wi-Fi をオフにする)
メラで使用できる撮影モードはビデオとコ
マ撮りです。
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/ Setup (セットアップ) モード
設定

説明

Add New
(新規追加)

別の GoPro 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
アプリとペアリングします。このオプショ
ンはカメラを GoPro リモートまたはスマー
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: 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、アプリと RC (
リモートコントロール) オプションは、最初に接続したあと、1つ (アプリと RC) にまとめられ
ます。アプリと RC 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。
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/ Setup (セットアップ) モード
カメラのワイヤレス名とパスワードをリセットする
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)
を選択します。
] を押して Yes (は
3. Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
い) を選択し、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。
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/ Setup (セットアップ) モード
PRO ヒント： モバイル用 GoPro アプリまたは GoPro 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。バッテリー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

/ Setup (セットアップ) モード
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。
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設定

説明

Auto (自動)
(初期設定)

(Auto Image Rotation (画像の自動回転)) 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 Up (上) Down (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。
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/ Setup (セットアップ) モード
設定

説明

Up (上)

正常位置でカメラを使用した。

Down (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。
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/ Setup (セットアップ) モード
初期設定モード
この設定は HERO Session® がモバイル用 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。

73

/ Setup (セットアップ) モード

/ Setup (セットアップ) モード
ビデオ形式

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。
電子音
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。
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NTSC/PAL の設定は、TV/HDTVでビデオを見る場合の撮影コマ数
と再生を設定します。
設定

説明

NTSC (初期設定)

NTSC TV/HDTV でのビデオ視聴 (北米のほ
とんどのテレビ)

PAL

PAL TV/HDTV でのビデオ視聴 (北米以外の
ほとんどのテレビ)
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/ Setup (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) 撮影した写真を削
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。
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/ Setup (セットアップ) モード
注意: All/Format (すべて/フォーマット) を選択し、メモリー 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。
Camera Reset (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。
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/ Protune (プロチューン)
PROTUNE (プロチューン) のメリット
Protune (プロチューン) 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 (プロチューン) 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。
™

プロ仕様の色補正ツール、デスクトップ用 GoPro アプリ、他のビデ
オ編集用ソフトウェアと互換性があります。

/ Protune (プロチューン)
PROTUNE (プロチューン)
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。Protune (プロチューン) 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 (プロチューン) は次のビ
デオ解像度 (超広角 FOV のみ) で利用できます。1440p、1080p、
720p100、960p60/50。Protune (プロチューン) は Looping Video
(ループ映像) または写真では使用できません。

Protune (プロチューン) を使用することで、ホワイトバランス、カラ
ー、ISO 上限、画質、露出など、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。
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/ Protune (プロチューン)
ホワイトバランス
ホワイトバランスでは、ビデオの全般的な色調を調整します。
設定

説明

Auto (自動)
(初期設定)

環境の条件をもとに、色調を自動的に調
整します

3000K

暖かい光(白色光または日出/日没時)

5500K

わずかに冷たい光 (蛍光灯または平均的
な昼光)
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/ Protune (プロチューン)
設定

説明

6500K

冷たい光 (曇天)

Native (ネイティブ)

画像センサーから得られる色補正が最小
限のファイル。後処理時により正確な調整
が可能です。
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/ Protune (プロチューン)
カラー

/ Protune (プロチューン)
カラー設定

結果のカラー プロファイル

Flat (フラット)

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

カラーを使用することで、ビデオ映像のカラー プロファイルを調
整できます。
カラー設定

結果のカラー プロファイル

GoPro Color
(GoPro カラー)
(初期設定)

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

/ Protune (プロチューン)
ISO 上限

画質

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
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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 (オン)
(初期設定)

比較的シャープなビデオ

Off (オフ)

後処理製作中の自由度が高いソフトなビ
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。
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/ Protune (プロチューン)

/ Protune (プロチューン)

露出値の補正 (EV COMP)
露出値の補正はビデオの明るさに影響を与えます。この設定を調
整することで、コントラストの強い照明状況下での撮影時に画像
品質が改善されます。
設定
-2.0
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-1.5

-1.0

-0.5

0 (初期設定)

+0.5

+1.0

+1.5

PRO ヒント： 露出値の補正は、既存の ISO 上限内で、明るさを調
整します。低光量下で、明るさが ISO 上限に達している場合は、露
出値補正を上げても、効果はありません。
RESET (リセット)
このオプションはすべての Protune (プロチューン) の設定を初期設
定値にリセットします。

+2.0
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/ ファイルをコンピューターに転送する

/ ファイルをコンピューターに転送する

コンピューター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。

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、アプリの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。

ファイルをコンピューターに転送するには:
1. デスクトップ用 GoPro アプリを gopro.com/getstarted からダウ
ンロードし、インストールします。HERO 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、アプリと通信するよ
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ーに接続
します。

PRO ヒント： コンピューター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
ーターに接続し、microSD カードをリーダーに挿入します。続いて
コンピューター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。
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/ ビデオと写真を再生する
コンピューターでコンテンツを再生するには:
1. デスクトップ用 GoPro アプリを gopro.com/getstarted からダウ
ンロードし、インストールします。HERO 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、アプリと通信するよう
に設計されています。
2. ファイルをコンピューターに転送します。詳細については、
ファイルをコンピューターに転送する (88 ページ) を参照し
てください。
3. ファイルを再生するには、アプリを使用します。
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/ ビデオと写真をプレイバックする
スマートフォン/タブレットでのコンテンツの再生
1. カメラをモバイル用 GoPro アプリに接続します。詳細につ
いては、モバイル用 GoPro アプリに接続 (39 ページ) を
参照してください。
2. スマートフォン/タブレット上で映像をプレイバックするには
アプリ上の各種コントロールを使用します。
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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
(SD カードなし)

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 カードが必要です。

SD FULL
(SD フル)

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
(SD エラー)
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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 (はい) 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
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
(ファイル修復中)

録画中にビデオ ファイルが壊れた場合、カ
メラに REPAIRING FILE (ファイル修復中) ア
イコンが表示され、ファイルの修復が試み
られます。モバイル用 GoPro アプリまたは
GoPro 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。
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/ 重要なメッセージ
REPAIRING FILE
(ファイル修復中)
(つづき)

カメラがアプリ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
] を押して、カメラを続
ー/選択) ボタン [
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 スクリーンに温度
警告アイコンと「CAMERA TOO HOT (カメラ高
温 )」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。
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/ The Frame (ザ フレーム)
HERO Session には 標準フレームが付属します。
®

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。

HERO Session カメラは、側部ドアが閉じた状態で 10 m (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。
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/ The Frame (ザ フレーム)
THE FRAME (ザ フレーム) 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。
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/ The Frame (ザ フレーム)
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。マウント用突起の後ろ
側にある小さな棒に流れ止めコードを巻き付
けます。流れ止めコードは別売です。
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/ カメラのマウント

/ カメラのマウント

カメラをマウントに取り付ける
HERO Session カメラをマウントに取り付けるには、使用するマウン
トによってご使用のマウントによってマウント用バックルやサムス
クリューが必要になります。

マウント用
バックル
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サムスクリュー

フレーム

完成ユニット

粘着性ベース マウント (曲面 + 平面) 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、フレームは固定した曲面または平面の
粘着性マウント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)
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/ カメラのマウント
マウント用バックルのマウントへの取り付け
1. マウント用バックルを引き上げます。
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。
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/ カメラのマウント
PRO ヒント： HERO 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 (71 ページ) をご覧ください。
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、
ざらざらした表面には十分に粘着できません。
マウントを取り付けるときは、マウントを固定箇所にしっかり
押しつけて表面全体が接触するようにします。
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/ カメラのマウント
• 粘着性ベース 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。
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/ カメラのマウント
• 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。
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/ 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。
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/ バッテリー
HERO Session カメラとバッテリーが一体型になっています。カメラ
からバッテリーを取り外すことはできません。
®

バッテリーの残量が 10 % を下回ると、カメラ ステータス スクリー
ンに表示されているバッテリー アイコンが点滅します。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。
バッテリーの持ちを良くする
気温が低すぎると、バッテリー残量が減少することがあります。低
温状態でバッテリー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。
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/ バッテリー
HERO Session を使用していないときは、フレーム内で回転させ
] が押されて思いがけ
Shutter/Select (シャッター/選択) ボタン [
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 AC 充電器、DC 充電器、または他の充電用ア
ダプターを使用すると、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。

/ バッテリー
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。次の表示のある充電器のみをご使用ください。Output
5V 1A (出力 5V 1A)。充電器の電圧と電流が不明の場合は、付属
の USB ケーブルを使用してコンピューターに接続し、本体の充電
を行ってください。

充電中のカメラの使用
カメラが USB 式の充電アダプターに接続されているか、同梱の
USB ケーブルで GoPro AC 充電器、DC 充電器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。(コンピューター経由で
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、カメラのバッテリー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。
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/ バッテリー
バッテリーの保管と取り扱い
本機にはバッテリーなど精密機器が含まれています。本機を著し
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ーの残量が一時的になくなった
り、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。
カメラの一体型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。
カメラやバッテリー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
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ことでカメラやバッテリーが破損した場合は保証の対象となりま
せんので注意してください。
カメラに許可されていない改造を加えないでください。許可され
ていない改造を行うと、安全、法令に関するコンプライアンスに
抵触する、あるいはパフォーマンスを損なう恐れがあり、保証の対
象外となります。
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。
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GOPRO の電源が入りません
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 ケーブルとコンピューターを使用します。GoPro 製
の充電器を使用することもできます。

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、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
ー名とワイヤレス パスワードはリセットしません。

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。

注: カメラのリセットはカメラが GoPro リモートに接続されているときにのみ使用できます。

カメラのユーザー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をリセットする (69 ページ)
をご覧ください。
カメラの電源を切るには?
HERO Session がモバイル用 GoPro や GoPro リモートに接続されて
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。
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カメラがアプリやリモート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、リモートの 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。

カメラのワイヤレスと電源の両方をオフにするには、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)
] ボタンを
までナビゲートし、Shutter/Select (シャッター/選択) [
押して選択します。

本機がアプリまたはリモートの範囲外に出た、あるいは、ア
プリを閉じた場合は、Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタン
を押して、Turn Camera Off (カメラの電源をオフにする) を表示
] ボタンを押して選択し
し、Shutter/Select (シャッター/選択) [
ます。ワイヤレスはオンのままになります。

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がオンになっていることを示します。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) [
] ボタンを押して選択します。
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プレイバックした画像が途切れます
プレイバック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、最新のデスクトップ用 GoPro アプ
リをご使用ください。
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• 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。ファイルの再生に
デスクトップ用 GoPro アプリを使用している場合は、コンピュ
ーター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ーに転送して再生してください。コンピュー
ターが最小要件を満たしていない場合は、Protune をオフにし
た状態で録画し、コンピューター上の他のプログラムを閉じて
おいてください。
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実行中のソフトウェアのバージョンを調べるには?
Info/Wireless (情報/ワイヤレス) ボタンを押してステータス スクリ
ーンを表示し、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 ス
クリーン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。
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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
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/ カスタマサポート
GoPro は最高のサービスをご提供することに万全を期しておりま
す。GoPro サポートについては、gopro.com/help にアクセスしてくだ
さい。

/ 登録商標

/ 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 Important Product + Safety Information (重要な製品 + 安
全情報 ) を参照してください。本製品の適合宣言書をご覧いただ
くには、gopro.com/help にアクセスしてください。

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。
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