
クイックスタートガイド

gopro.com/support 
でユーザマニュアルをダウンロ
ードしてください



HERO4 Blackカメラをお買い求めいただきありがとうございます。この
クイックスタートガイドでは、人生の最も素晴らしい瞬間を撮影する
ためのGoProの基本的な使い方を説明します。

詳しくは、gopro.com/supportでユーザマニュアルをダウンロードして
ください。

GOPROの世界を存分に楽しもう

twitter.com/GoPro

youtube.com/GoProfacebook.com/GoPro

instagram.com/GoPro

/ ようこそ

アクティブなライフスタイルの一部としてGoProカメラをご利用になる
ときは、使用者および周囲の人々に負傷など危険が生じないよう、ま
た、カメラへの損傷を避けるために常に周囲に気を配ってください。

GoProカメラをご使用になる前には、カメラに付属の重
要な製品および安全情報ガイドに記載された安全上の
注意をすべてお読みください。



Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン [  ]

カメラステータス画面

ワイヤレスステータスライト(青)

カメラステータスライト(赤)

Settings/Tag (設定/タグ)  
ボタン [  ]

Power/Mode (電源/モード)  
ボタン [  ]

/ 基本/ はじめに

ステップ1
カメラをハウジングから取り外
します。

ステップ3
バッテリドアを開きバッテリを挿
入します。

ステップ4
付属のUSBケーブルを使用してバ
ッテリを充電します。

カメラの電源のONとOFF

電源をONにする：
Power/Mode (電源/モード)ボタン 
[  ] を押します。 

電源をOFFにする：
Power/Mode (電源/モード)ボタン 
[  ] を2秒間押し続けます。

ステップ2
カメラのサイドドアを取り外
し、microSDカード(別売り)を
挿入します。
(Class 10またはUHS-1のカードが必要
です。推奨されるSDカードについて
は、gopro.com/supportをご覧ください。)



/ ビデオ録画と写真撮影

*Playback (再生)は、カメラがテレビまたはLCD Touch BacPac (別売)に接続されている場合にの
み表示されます。

/ カメラモードの選択
カメラのモードを選択し、Shutter/Select (シャッター/選択)ボタン  
[  ] を押して、録画を開始/停止または写真を撮影します。

QUIKCAPTURE 
カメラがオフでQuikCaptureが有
効になっているときは、カメラを
オンにしてすぐにビデオの録画を
開始するか、Shutter/Select (シャ
ッター/選択) [  ] ボタンを押す
だけで、コマ撮り撮影を開始でき
ます。ビデオ撮影は一度、コマ撮
り撮影では2秒間長押しします。録
画を終了し、カメラの電源をオフ
にするには再度ボタンを押しま
す。Setup (セットアップ)モードで

QuikCaptureをオン/オフに切り替
えることができます。

HILIGHT TAG (タグのハイライト) 
Settings/Tag (設定/タグ)ボタ
ン [  ] を押して、ビデオの録画
中に見所の瞬間にタグを付けま
す。HiLight Tagsは、再生中に見所
をすばやく見つけ、その瞬間を共
有および編集するのに便利です。

2. 必要に応じて異なる写真の撮影モードを選択します。
a. Settings/Tag (設定/タグ)ボタン [  ] を押して、モードの設定

メニューを開きます。
b. 希望の撮影モードが表示されるまでShutter/Select (シャッタ
ー/選択) [  ] を繰り返し押します。

c. Settings/Tag (設定/タグ)ボタン [  ] を押して、モードの設定
メニューを閉じます。

1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を繰り返し押して、カメラ
モードをナビゲートします。

カメラモード 説明

ビデオ ビデオ、ビデオ+写真、ビデオループ

写真 シングル、夜間、連続

マルチショ
ット 連写、コマ撮り、夜間コマ撮り

再生*
テレビまたはLCD Touch BacPac™でコン
テンツを再生します

セットアップ 一般的なカメラの設定を調整



/ カメラ設定の調整

 

1.  Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を押して、希望のモードが
表示されるまでナビゲートします。

2. Settings/Tag (設定/タグ)ボタン [  ] を押して、モードの設定メニ
ューを開きます。

3. Power/Mode (電源/モード)ボタン [  ] を押して、オプション項目
をナビゲートします。

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. 設定メニューを終了するには、Settings/Tag (設定/タグ)ボタン  
[  ] を押します。

設定について詳しくは、gopro.com/supportでユーザマニュアルをダウ
ンロードしてください。

Camera
Reset



側面のマウント

垂直面のマウント

/ カメラのマウント

サーフボードのマウント*

*サーフボードマウントはHERO4 Black/Surfのみに付属します。

カメラのマウント方法について詳しくは、gopro.com/supportにアクセ
スしてください。

/ カメラのマウント

平面のマウント

曲面のマウント

曲面 + 平面接着マウントや他のハードウェアなどを使用して、GoProを
ヘルメットや各種装備にマウントしましょう。

接着マウントの取り付けと取り外し 
使用から最低24時間前までに、必ず室温下で清潔で滑らかな表面に
接着マウントを取り付けます。取り外すには、ヘアドライヤーで温めて
からマウントをはがします。



/ ハウジングの後部ドア / 後部ドアの交換
HERO4 Blackカメラにはそれぞれの用途と環境に適した2種類の後部
ドアが付属します。

標準後部ドア
40m (131’)までの防水機能。水中撮影、または水
気やホコリ、チリのある条件下での撮影時に使
用します。

スケルトン後部ドア
防水性能はありません。水気やコホリのない環境
でのみご使用ください。低速のアクティビティ中
にオーディオ性能が上がります。

ステップ1
ハウジングを開くと、後部ドア
が下方にぶら下がった状態にな
ります。

ステップ2
後部ドアを下方に引き下げ、ヒン
ジから外します。

ステップ3
ヒンジに合わせて交換する後部ド
アを配置します。

ステップ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。



/ ビデオと写真の再生
ビデオと写真は、いくつかの方法で再生および閲覧できます。

/ ビデオと写真の共有
ビデオや写真を共有する方法がいくつもあります。

コンピュータ
付属のUSBケーブルでカメラをコン
ピュータに接続し、コンテンツを
転送して再生します。

gopro.com/getstartedでGoProコ
ンテンツのアクセスに役立つ最新
のGoProソフトウェアをダウンロー
ドしてください。

スマホ+タブレット
スマホやタブレット上で撮影内
容を再生するには、GoPro Appを
ご利用ください。詳細について
は、GoPro Appをご覧ください。

コンピュータ
付属のUSBケーブルでカメラをコン
ピュータに接続し、コンテンツを
転送して共有します。

LCD TOUCH BACPAC™

この取り外し可能なLCDタッチス
クリーンは、ご使用のGoProの背
面部に密着させて取り付けが可能
で、ビデオや写真を素早く再生す
るのに役立ちます(別売)。

TV
大画面で撮影した内容を楽しみま
しょう。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)を使用してカメラをテ
レビに接続します。

スマホ+タブレット
GoPro Appを使用してテキスト、メ
ール、ソーシャルネットワーク経由
でビデオや写真を共有します。詳
細については、 GoPro Appをご覧
ください。

*1080p60 fps以上の解像度のビデオでは、HDMIの再生でサポートされるのが1080p60 fpsのみとなることがあります。



/ ヘルプとリソース/ GoPro App
操る。見る。共有する
GoPro Appで、スマートフォンやタブレットからカメラをリモートでコント
ロールできます。カメラでとらえた画像をライブプレビューで見てみま
しょう。写真を表示したり、ビデオを再生したり。その後は、Eメール、
テキスト、Facebook、Twitter などで共有しましょう。

GOPRO APPに接続するには
1. スマートフォンまたはタブレット 

端末でGoPro Appをダウンロード
します。

2. アプリが検索を停止したら、 
Connect Your Camera(カメラを接続
してください)をタップします。 

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。 初
期パスワードはgoproheroです。

GoPro Appについて詳しくは、 
gopro.com/getstartedを参照してく 
ださい。

ユーザマニュアルのダウンロード 
HERO4 Blackカメラについて詳しく
は、gopro.com/supportでユーザ 
マニュアルをダウンロードしてく
ださい。

カメラソフトウェアの更新 
GoPro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。GoPro App、GoProソフトウェ 
アでカメラのソフトウェアを更新
できます。詳細については、 
gopro.com/getstartedをご覧く
ださい。

チュートリアルビデオ 
ハウツーを解説したチュート 
リアルやGoProの様々な機能 
を使いこなすためのヒントは、 
gopro.com/getstartedでご覧 
いただけます。

カスタマサポート 
お困りですか? さらに詳しい情報
をご希望ですか? よくある質問へ
の回答を参照いただくか、ご不明
な点はgopro.com/supportまでお
問い合わせください。

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
に付属の重傷な製品および安全
情報ガイドを参照してください。


