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スピーカー
カメラ レンズ (背面)
ステータス ライト
モード ボタン [
]

5.
6.
7.
8.

マイク
USB-C ポート
サイド ドア
ラッチ リリース ボタン

9. カメラ レンズ (前面)
10. ステータス スクリーン
11. microSD カード用スロット 1
12. シャッター ボタン [
]

13. バッテリー ドア
14. microSD カード用スロット 2
15. バッテリー
16. マウント用フィンガー
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はじめに
新しい Fusion にようこそ。さっそく始めましょう。
MICROSD カード
Fusion には microSD カード (別売) が 2 枚必要です。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。
• microSD、microSDHC、または microSDXC
• Class 10 または UHS-II/III レート
• 最大容量 128 GB

はじめに
2. ラベルをバッテリー側に向けた状態で microSD カード 2 枚を挿入し、
ドアを閉じます。

使用する 2 枚のカードは、ブランド、スピードクラス、容量を同一にするこ
とで最良のパフォーマンスが得られます。推奨される microSD カードのリ
ストについては、gopro.com/workswithgopro をご参照ください。
常に 2 枚のカードを一組と考えてください。片方のカードを交換する場合
は、もう一方も交換してください。

注 : カードを取り出すには、指先で軽く押すと、カードが飛び出します。

撮影中にカードがいっぱいになると、カメラは自動的に撮影を停止し、ス
テータス スクリーンにフルと表示されます。カードの容量が異なる場合
は、小さい方のカードがいっぱいになった際にこのメッセージが表示され
ます。

microSD カードの再フォーマット
最適なパフォーマンスを得るためには、microSD カードを初めて使用する前
に、必ず再フォーマットしてください。カードを良い状態に保つために、定期
的に再フォーマットしてください。

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。カードを抜き差しす
る前には、念のためカメラの電源を切るようにしてください。使用可能な
温度の許容範囲については、メモリー カードのメーカーのガイドラインを
ご確認ください。

注意: 再フォーマットすると、すべてのコンテンツが消去されます。再フォー
マットの前には、まずカード内の写真やビデオを外部にコピーしてくださ
い。

microSD カードの挿入
1. バッテリー ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、ドアをス
ライドさせて開きます。

8

1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、シ
ャッター ボタン [
] を押して選択します。
2. シャッター ボタン [
] を繰り返し押して「ユーザー設定」 [
]ま
で移動します。
3. モード ボタン [
] を繰り返し押して「フォーマット」まで移動し、シ
ャッター ボタン [
] を押して選択します。
4. モード ボタン [
] を押して再フォーマットするカードをハイライト表
示させ、シャッター ボタン [
] を押して選択します。
5. モード ボタン [
] を押して「はい」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
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はじめに
警告: アクティブな活動の撮影に GoPro を使用するときは十分
ご注意ください。使用者および周囲の人々に危険が生じないよ
う、使用時には常に周囲に気を配ってください。

はじめに
3. サイド ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、ドアをスライ
ドさせて開きます。

GoPro 製品、搭載機能、アクセサリーは、特定の場所で使用を禁
止されている可能性があります。撮影に際しては、プライバシー保
護関連法を含む現地のあらゆる法律や条例に従ってください。

バッテリーの充電
初めて使用する前にまずバッテリーを完全に充電することで、新しいカメラ
の機能が最大限に活用できます。
1. バッテリー ドアにあるラッチ リリース ボタンを押しながら、ドアをス
ライドさせて開きます。

4. 付属の USB-C ケーブルを使用して、カメラを Supercharger または別
の AC 充電器 (いずれも別売) に接続します。
充電中はカメラの前面にあるカメラ 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。
AC 充電器の場合、バッテリーは約 3.5 時間で 100% 充電されます。
Supercharger の充電は約 2 時間で完了します。詳細については、バッテ
リーの情報 (68 ページ) をご覧ください。

2. バッテリーを挿入してドアを閉じます。
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プロからのヒント: 高速充電には、GoPro Supercharger (別売) と付属の
ケーブルを使用してください。USB 互換の AC 充電器または DC 充電器で
もカメラを充電できます。
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はじめに

はじめに

カメラのソフトウェアを更新する
GoPro で最新の機能を使用しながら最高のパフォーマンスを楽しむには、
カメラが常に最新のソフトウェアを使用していることを確認してください。

ソフトウェア バージョンの確認
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して「ユーザー設定」 [
2. シャッター ボタン [
]ま
で移動します。
] を押して「バージョン」をハイライト表示させ、シ
3. モード ボタン [
ャッター ボタン [
] を押して選択します。ソフトウェア バージョンが
最初の画面に表示されます。
] を押して「完了」を選択します。
4. シャッター ボタン [
5. モード ボタン [
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。

GoPro アプリを使用した更新
GoPro アプリにカメラを接続すると、利用可能な更新が自動的に通知さ
れます。
1. Apple App Store または Google Play からアプリをダウンロードしま
す。
2. カメラに両方の microSD カードが挿入されていることを確認します。
3. アプリ画面の指示に従ってカメラを接続します。更新プログラムが利用
可能になると、アプリがインストールの指示を表示します。
手動更新 (SD カード リーダー/アダプター)
1. gopro.com/update をご参照ください。
2. カメラを選択して、オプションをクリックして、手動でカメラを更新し
ます。
3. カメラに両方の microSD カードが挿入されていることを確認します。
4. 画面の手順に従ってください。
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はじめに

はじめに

カメラのユーザー名とパスワードの確認
カメラを他のデバイスに接続する場合、カメラのユーザー名とパスワードが
必要です。この情報を表示するには、以下の手順を実行します。
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して「接続」 [
2. シャッター ボタン [
] まで移動
します。
3. モード ボタン [
] を選択して「カメラ情報」をハイライト表示さ
せ、シャッター ボタン [
] を押してユーザー名とパスワードを表示
します。
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
4. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。

2秒

電源オン + オフ
電源をオンにする:
モード ボタン [
] を押します。カメラ ステータス ライトが点滅し、カ
メラが数回電子音を発します。ステータス スクリーンに情報が表示された
ら、カメラの電源がオンになったということす。
電源をオフにする:
モード ボタン [
] を 2 秒間押し続けます。カメラ ステータス ライトが
点滅し、カメラが数回電子音を発します。
注 : 7 分間操作がないと、Fusion は自動的に電源をオフにします。
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はじめに

GOPRO のナビゲーション

ステータス スクリーン
ステータス スクリーンには、モードと設定に関する次の情報が含まれ、現
在の基本設定をまとめて見ることができます。

撮影モードと設定の変更
Fusion に含まれるカメラ モードは、ビデオ、写真、タイム ラプス、設定の
4 種類です。

2

3

1

5

6

4
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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カメラ モード
Protune ステータス*
音声コントロール ステータス*
ワイヤレス ステータス*
GPS ステータス*
設定
撮影したファイル数またはビデオ再生時間
microSD カードのストレージ残量 (残量がより少ない方のカード残量)
バッテリー ステータス

ビデオ [
]
ビデオ モードには次の 1 種類のモードがあります。 ビデオ詳しくは、ビデ
オ モード: 撮影モード (36 ページ) をご参照ください。
写真 [
]
写真モードには次の 3 種類の撮影モードがあります: 写真、連写、夜間
詳しくは、写真モード: 撮影モード (41 ページ) をご参照ください。
タイム ラプス [
]
タイム ラプス モードには次の 3 種類の撮影モードがあります: タイム ラ
プス ビデオ、タイム ラプス フォト、ナイト ラプス
詳しくは、タイム ラプス モード: 撮影モード (44 ページ) をご参照くだ
さい。
設定 [
]
設定には各カメラ モードのすべての設定が含まれます。詳しくは、
ビデオ モード: 設定 (37 ページ)、写真モード: 写真 (42 ページ)、お
よびタイム ラプス モード: 設定 (46 ページ) をご参照ください。設定に
は、接続、音声コントロール、ユーザー設定の各メニューもあります。

注 : ステータス スクリーン上に表示されるアイコンと設定はモードによって異なります。
上記は、ビデオ モード用のものです。
アイコンはこの設定がオンの場合に表示されます

*
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GOPRO のナビゲーション

GOPRO のナビゲーション

1. モードを変更するには、対象のモードが表示されるまでモード ボタン
[
] を繰り返し押します。

2. 必要に応じて、新しい撮影モードと設定を選択します。
] を繰り返し押して「設定」 [
]
a. モード ボタン [
まで移動し、シャッター ボタン [
] を押して選択します。
b. 使用するカメラ モードが表示されるまで シャッター ボタン [
を繰り返し押します。

d. 変更したい設定が表示されるまでモード ボタン [
ます。

]

] を押し

e. 使用するオプションが表示されるまでシャッター ボタン [
]を
繰り返し押します。
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
f. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
プロからのヒント: 設定を終了して直ちに撮影を開始するには、シャッター
ボタン [
] を長押しします。

c. モード ボタン [
] を押し、使用する撮影モードが表示される
までシャッター ボタン [
] を繰り返し押します。
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モードと設定の一覧表
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モードと設定の一覧表

連写

ナイト フォト

レート

タイム ラプス モード

接続

ナイト ラプス フォト

RAW 形式

タイム ラプス フォト

視野角

写真モード / 写真

解像度

タイム ラプス ビデオ

FPS

ユーザー設定

設定

ビデオ モード /
ビデオ

間隔

Protune

シャッター

音声コントロール
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FUSION での撮影のヒント
球面コンテンツを初めて撮影する方のために、Fusion から最高のパフォー
マンスを得るために役立つヒントを以下に紹介します。
• Fusion はカメラの向きに関係なく周囲をすべて撮影します。それでも
最高の状態で撮影するには、主な被写体にいずれかのレンズを直接向
けてください。
• オーバーキャプチャーは単一の視点から全方向でコンテンツを撮影で
きます。そのため、被写体を捕らえるためにカメラを何台も用意する必
要がありません。さらに、撮影後に重要なコンテンツを選別できます。
• 最高のパフォーマンスを得るには、Fusion をカメラに付属のマウント
に取り付けてください。マウントを利用すれば、カメラを手放すことが
できるため、画像に手が映り込みにくくなります。
• マウントを利用せずにハンドヘルド カメラとして Fusion を使用する
際は、カメラの下のマウント用フィンガーの近くに、できるだけ指をま
とめてください。ここに指を置くことで、画像に手が映り込む可能性が
減ります。
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FUSION での撮影のヒント
• 編集中に上手く設定を行うには、Protune をオンにして撮影します。
• 編集中の余分な作業を防ぐには、撮影時に Fusion を横に寝かさない
ようにします。
• Fusion で撮影する際は、編集を念頭に置きます。たとえば、編集時に
目立ちにくい場所に自分自身や支持マウント、機器を隠してください。
警告: Fusion のデュアル レンズは保護されていないため、正しく
取り扱わないと、簡単に傷がついてしまいます。必ず付属のレンズ
保護で Fusion を保管し、レンズの表面が下になるように置かない
でください。レンズの傷は保証の範囲外です。
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クイックキャプチャー

クイックキャプチャー

クイックキャプチャーは、Fusion でビデオやタイム ラプス写真を最も素早
く撮影する方法です。撮影時のみカメラの電源がオンになる設定なので、
バッテリー電力を節約できます。

クイックキャプチャーを使ってタイム ラプスを撮影する
タイム ラプス モードは、時間の経過とともに変化するシーンを撮影するの
に最適です。タイム ラプス フォトあるいはナイト ラプス フォトを使用する
と、欲しいショットを逃さないように連続写真を撮影することができます。

他の種類のコンテンツを撮影するには、ビデオ録画と写真撮影
(26 ページ) をご参照ください。
クイックキャプチャーを使ったビデオ撮影
1. カメラの電源がオフの状態で、シャッター ボタン [

1. カメラの電源がオフの状態で、撮影が始まるまで シャッター ボタン
[
] を長押しします。

] を押します。

3秒

カメラの電源が入り、数回電子音が鳴り、ビデオの撮影が自動的に開
始されます。カメラでの撮影中はカメラ ステータス ライトが点滅しま
す。初期設定のビデオ解像度は 5.2K30 です。
2. 録画を停止するには、シャッター ボタン [
] をもう一度押します。
カメラが録画を停止し、数回電子音が鳴り、電源が自動的に切れま
す。

カメラの電源が入り、数回電子音が鳴り、自動的に現在のタイム ラプ
ス撮影モード (タイム ラプス ビデオ、タイム ラプス フォト、ナイト ラ
プス フォト) で録画が開始されます。写真が撮影されるたびに、カメラ
ステータス ライトが 1 回点滅します。
2. 録画を停止するには、シャッター ボタン [
] をもう一度押します。
カメラが撮影を停止し、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。
クイックキャプチャーをオフにする
クイックキャプチャーは、初期設定でオンになっています。クイックキャプ
チャーをオフにするには、Fusion を GoPro アプリに接続し、設定リストの
クイックキャプチャーをオフにします。詳細については、その他のデバイス
への接続 (33 ページ) をご参照ください。
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ビデオ録画と写真撮影

ビデオ録画と写真撮影

ビデオ録画と写真撮影
必要に応じて、従来のようにカメラの電源をオンのまま維持してビデオや
写真を撮影することもできます。クイックキャプチャーとは異なり、撮影し
ていないときでもカメラがオンのままになります。そのため、バッテリー寿
命を節約するには、カメラの電源を手動でオフにする必要があります。
(7 分間操作がないと、自動的に電源がオフになります。)
1. モード ボタン [
] を押して、カメラの電源をオンにします。
2. モードと設定を選択します。詳細については、
撮影モードと設定の変更 (17 ページ) をご参照ください。
3. シャッター ボタン [
] を押します。 カメラが電子音を発し、撮影中
はカメラ ステータス ライトが点滅します。
4. ビデオ撮影またはタイム ラプスを停止するには、シャッター ボタン
[
] を押します。 カメラが電子音を発し、カメラ ステータス ライト
がすばやく点滅します。

HILIGHT タグの追加
ビデオの録画中や再生中に、HiLight タグで特定の瞬間をマーキングでき
ます。HiLight タグを付けることで、共有したい最高の見所が簡単に探せる
ようになります。
HiLight タグを追加するには、モード ボタン [
リで [ ] をタップしてください。
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] を押すか、GoPro アプ
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音声で GOPRO を操作

音声で GOPRO を操作

特定のコマンド (下記のリストを参照) を使用して、音声で Fusion を操作す
ることができます。

ビデオの録画や写真を撮影するためにカメラを特定のモードにする必要が
ありません。どのモードからでもアクション コマンドを使用できます。カメ
ラは前回選択されていた設定を使用してビデオや写真を撮影します。

注 : 音声コントロールの性能は、距離、風、周囲の騒音などの条件から影響を受けること
があります。製品は、汚れやほこりのないきれいな状態で保管してください。

音声コントロールの使用
音声コントロールは、GoPro がすぐそばにあるときに最も効果的に機能
します。
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
1. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
2. シャッター ボタン [
] を繰り返し押して「音声コントロール」 [
]
まで移動します。
] を押して音声
3. モード ボタン [
] を押し、シャッター ボタン [
コントロールをオンにします。
注 : バッテリーを長持ちさせるために、使わないときは音声コントロールをオフにし
てください。

4. モード ボタン [
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
5. 音声コマンド リスト (29 ページ)のコマンドを発声します。

アクション コマンド

説明

GoPro ビデオ スタート

ビデオ撮影を開始

GoPro ハイライト

撮影中に HiLight タグを追加

GoPro ビデオ ストップ

ビデオ撮影を停止

GoPro 写真

写真を 1 枚ごとに撮影

GoPro バースト

連写で写真を撮影

GoPro タイム ラプス スタート

タイム ラプスの撮影を開始

GoPro タイム ラプス ストップ

タイム ラプスの撮影を停止

GoPro 電源オフ

カメラの電源をオフにする

音声コマンド リスト
音声コントロールでは、2 種類のコマンドを利用できます。
• アクション コマンドは、ビデオや写真の撮影を直ちに開始するときに
使用します。たとえばビデオの撮影を停止したばかりのとき、モード変
更の手間なしでコマンドで写真を撮ったりタイム ラプスの撮影を開始
することができます。
• モード コマンドは、モードを選択してから シャッター ボタン [
]を
使用して撮影を開始したい場合に便利です。
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音声で GOPRO を操作
モード コマンド

説明

GoPro ビデオ モード

カメラのモードをビデオに変更
(ビデオの撮影はしない)

GoPro 写真モード

カメラのモードを写真に変更
(写真の撮影はしない)

GoPro バースト モード

カメラのモードを連写モードに変更
(連写の撮影はしない)

GoPro タイム ラプス モード

カメラのモードをタイム ラプスに変更
(タイム ラプス フォトの撮影はしない)

最新のコマンド リストについては、gopro.com/help をご参照ください。
プロからのヒント: ビデオまたはタイム ラプス フォトを撮影中の場合は、
新しいコマンドを実行する前に撮影を停止する必要があります。

30

音声で GOPRO を操作
音声コントロールの言語を変更する
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して「音声コントロール」 [
]
2. シャッター ボタン [
まで移動します。
3. モード ボタン [
] を繰り返し押して音声コントロール言語 [
]
を表示し、シャッター ボタン [
] を押して新しい言語を選択し
ます。
4. モード ボタン [
] を押して「完了」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
音声コントロールをオフにする
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
2. シャッター ボタン [
] を繰り返し押して「音声コントロール」 [
]
まで移動します。
3. モード ボタン [
] を押して音声
] を押し、シャッター ボタン [
コントロールをオフにします。
4. モード ボタン [
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
] を押して選択します。
シャッター ボタン [
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コンテンツの再生

その他のデバイスへの接続

コンピューターやモバイル デバイスでコンテンツを再生できます。

GOPRO アプリへの接続
GoPro アプリを使用すると、スマートフォンやタブレット端末からカメラを
遠隔操作できます。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プレイバックと共有、カメラのソフトウェアの
更新などがあります。

コンピューターでビデオと写真を見る
コンピューターでビデオや写真を再生するには、まずファイルをコンピュー
ターに転送してください。詳細については、映像の取り込み (35 ページ)
をご参照ください。
コンピューターに microSD カードを直接挿入することもできます。

モバイル デバイスでビデオと写真を見る
1. カメラを GoPro アプリに接続します。詳細については、その他のデバイ
スへの接続 (33 ページ) をご参照ください。
2. スマートフォン/タブレット上で映像を再生するには、アプリ上の操作機
能を使用します。デバイス自体を動かすか、タッチ スクリーンを操作し
て、完全な 360 度画像を楽しむことができます。
プロからのヒント: GoPro アプリでビデオの再生中に [ ] をタップして
HiLight タグを追加し、最高の瞬間をマーキングできます。
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はじめて GoPro アプリに接続する手順
1. Apple App Store または Google Play からご使用のモバイル デバイス
に GoPro アプリ をダウンロードします。
2. アプリの画面に表示される指示にしたがって、カメラに接続します。
GoPro アプリへの再接続
GoPro アプリに初めて接続した後は、カメラの接続メニュー [
] からア
プリに接続できるようになります。
1. 次の方法でカメラのワイヤレスをオンにします。
] を繰り返し押して「設定」 [
]
a. モード ボタン [
まで移動し、シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して接続 [
] まで移動
b. シャッター ボタン [
します。
] を押して「オン」をハイライト表示させ、
c. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
d. モード ボタン [
] を押して「はい」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押してワイヤレスをオンにします。
e. モード ボタン [
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
2. GoPro アプリで、画面の手順に従ってカメラを接続します。
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その他のデバイスへの接続

映像の取り込み

SMART REMOTE または REMO への接続
Fusion を Smart Remote または Remo (防水音声認識機能付きリモート)
に接続する方法の詳細については、gopro.com/help でデバイスの取扱説
明書をご参照ください。

Fusion Studio は、球面コンテンツのインポート、スティッチ、トリミング、
共有を行うための無料の GoPro ソフトウェアです。球面 FOV で撮影され
ている Fusion ビデオでも、オーバーキャプチャー機能を使用すれば、平
面スクリーンに最適化された高品質の 1080p30 ビデオを抽出することが
できます。

BLUETOOTH デバイスへの接続
GoPro を Bluetooth デバイスに接続してアクティビティに関する統計を追
跡できます。このデータは自動的にビデオに追加され、より魅力的なアク
ティビティの記録を作成できます。
1. カメラを GoPro アプリに接続します。詳細については、GoPro アプリ
への接続 (33 ページ) をご参照ください。
2. アプリで、カメラの設定を開き、Bluetooth デバイスをタップします。
3. 画面の手順に従ってください。
異なる接続速度を選択する
初期設定では、GoPro は 5 GHz 帯の Wi-Fi を使用して他のデバイスに接
続します。この周波数帯は 2.4 GHz 帯よりも高速な転送速度を提供しま
す。この転送速度は、ビデオや写真を携帯電話にコピーする所要時間に影
響します。
5 GHz 帯を使用するには、ご利用のスマートフォンと地域が周波数帯に対
応している必要があります。うまく動作しない場合、GoPro の Wi-Fi 周波
数帯を 2.4 GHz に変更できます。
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
2. シャッターボタン [
] を繰り返し押して 接続 [
] まで移動し
ます。
3. モード ボタン [
] を押して、
「帯域」をハイライト表示させます。
4. シャッター ボタン [
] を押して、
「2.4GHz」を選択します。
5. モード ボタン [
] を押して「完了」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
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コンピューターに映像を取り込む
コンピューターやマス ストレージ デバイスでビデオや写真を再生するに
は、まずファイルをコンピューターに転送してください。ファイルを転送す
ることで、microSD カード上の空き容量が増えて新たなコンテンツを記録
できるようになります。
1. Fusion Studio を gopro.com/apps からをダウンロードし、インストー
ルします。
2. 付属の USB-C ケーブルでカメラをコンピューターに接続します。
3. カメラの電源をオンにし、ソフトウェア画面の手順に従ってコンテンツ
の表示やスティッチを行います。
カード リーダーを利用して映像を取り込む
RAW 形式の写真を取り込むには、カード リーダーを使用する必要があ
ります。
1. Fusion Studio を gopro.com/apps からをダウンロードし、インストー
ルします。
2. 各 microSD カードで次のステップを実行します。
a. カード リーダーに microSD カードを挿入し、カード リーダーをコ
ンピューターに接続します。
b. コンピューターのファイル エクスプローラーを使用し、カードから
コンピューターに手動でファイルを転送します。
3. Fusion Studio を開き、画面の手順に従ってコンテンツの表示やス
ティッチを行います。
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ビデオ モード: 撮影モード

ビデオ モード: 設定

ビデオ モードには、次の 1 種類の撮影モードがあります: ビデオ
(初期設定)。設定の変更方法について詳しくは、撮影モードと設定の変更
(17 ページ) をご参照ください。

ビデオの解像度
ビデオの解像度 (RES) は、ビデオに含まれる水平ラインの数を指します。
たとえば、3K とは、1504 のピクセル幅あたり 3000 本の水平ラインがビデ
オにあることを意味します。ラインおよびピクセルの数字が大きいほど、
詳細で明確な画像が得られます。つまり 2496 のピクセル幅あたり 4992
ラインで構成される解像度 5.2K のビデオは、3K よりも高画質であると
考えられます。

ビデオ
この撮影モードではビデオを録画します。初期設定の解像度は 5.2K30 で
す。詳細については、次のトピックをご参照ください:
Fusion ビデオの解像度 (39 ページ)
Protune (50 ページ)

5.2K

3K
1080p
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ビデオ モード: 設定

ビデオ モード: 設定

この表を参考にして、アクティビティに最適な解像度を選びましょう。

フレーム/秒 (FPS)
フレーム/秒 (FPS) は、1 秒あたりに撮影されるビデオ フレームの数を示
します。

ビデオの解像度

最適用途

5.2K30

高解像度の美しいコンテンツ。従来の GoPro
のようなルック アンド フィールで 1080p30 の
オーバーキャプチャー ビデオを可能にします。
撮影視野が広いため、ほとんどの状況にお勧
めです。

3K60

高いフレームレートで動きの速いアクティビティ
でも、滑らかで臨場感あふれる映像を撮影でき
ます。720P60 の固定フレーム オーバーキャプ
チャー ビデオを実現します。この FPS により、
ヘッド マウント ディスプレイ (HMD) での非常に
自然な映像再生と、編集中のスロー モーション
が可能になります。

解像度と FPS の組み合わせを選択する際は、撮影するアクティビティを
考慮してください。詳細については、ビデオの解像度 (37 ページ) をご
参照ください。
アスペクト比
Fusion ビデオの解像度は、テレビや編集ソフトで標準の 16:9 のアスペクト
比で撮影されます。
FOV (視野角)
FOV (視野角) は、カメラのレンズを通して撮影できる視野の広さを示す
単位です。すべての Fusion ビデオの FOV は球面であり、完全な 360 度
ビューで撮影します。
FUSION ビデオの解像度
ビデオ解像度
FPS (NTSC/PAL)*
(RES)

視野角

画面解像度

5.2K
(初期設定)

30/25

球面

4992X2496

3K

60/50

球面

3000X1504

NTSC と PAL はビデオのフォーマットを意味し、お住まいの地域によって異なります。詳
細については、ビデオ形式 (54 ページ) をご参照ください。

*
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ビデオ モード: 設定

写真モード: 撮影モード

高解像度/高フレーム レート

写真モードには次の 3 種類の撮影モードがあります。シングル (初期設
定)、夜間、連写すべての写真は、球面 FOV で 18MP で撮影されます。そ
れぞれの撮影モードには独自の設定があります。設定の変更方法について
詳しくは、撮影モードと設定の変更 (17 ページ) をご参照ください。

気温の高い場所で高解像度や高フレーム レートのビデオ撮影をしている
と、カメラの温度が高くなって使用電力量が増えることがあります。
また空気が滞った環境でカメラを使用したり、GoPro アプリと併用したり
することで、さらにカメラの温度が上昇し、電力消費量が増えてカメラの録
画時間が減少します。
カメラは過熱した状態を検出し、必要に応じてシステムをシャット ダウン
するように設計されています。カメラの温度が高くなり過ぎると、カメラ
の電源が切れることを予告するスクリーンに表示されます。詳細について
は、重要なメッセージ (56 ページ) をご参照ください。
ハイパフォーマンス ビデオ モードでの撮影中には、カメラを固定して
短いビデオ クリップを撮影するか、GoPro アプリなどの電力消費量を
増やす機能の使用を制限します。高温下でカメラを遠くから制御するに
は、GoPro アプリの代わりに、GoPro リモートまたは Remo (防水音声認
識機能付きリモート) (いずれも別売) を使用します。

PROTUNE
Protune は、ビデオ撮影モードでは使用できません。Protune の設定の詳
細については、Protune (50 ページ) をご参照ください。

シングル
シングルで シャッター ボタンを押すと写真が 1 枚撮影されます。詳細につ
いては、次のトピックをご参照ください:
RAW 形式 (43 ページ)
Protune (50 ページ)
夜間
夜間モードを使用すると、薄暗い場所や暗い環境できれいな写真が撮影
できます。ナイト フォトは、暗い環境でより多くの光を得るためにシャッ
ターの開放時間が長くなります。そのため露出中にカメラが動く可能性の
あるハンドヘルドやマウント ショットの撮影にはお勧めできません。詳細
については、次のトピックをご参照ください:

シャッター (ナイト フォト) (42 ページ)
Protune (50 ページ)
連写
連写モードは 1 秒間に最高 30 枚までの写真を撮影できるので、速い動き
のアクティビティを撮影するのに最適です。詳細については、次のトピック
をご参照ください:

レート (42 ページ)
Protune (50 ページ)
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写真モード: 設定
レート

写真モード: 設定
RAW 形式

この設定は、連写にのみ適用されます。使用できるレート:
• 1、2、3、6 秒に 30 枚
• 1、2、3 秒に 10 枚
• 1 秒間に 5 枚
• 1 秒間に 3 枚
初期設定では 1 秒間に 30 枚です。
シャッター (ナイト フォト)
写真モードでは、シャッターはナイト フォトにのみ適用されます。この設
定を使用すると、シャッターの開放時間を指定できます。この設定のオプ
ションは自動、2 秒、5 秒、10 秒、20 秒、30 秒です。初期設定のオプショ
ンは 2 秒です。
設定

例

自動 (最大 2 秒)

日出、日没、夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間

2 秒、5 秒、10 秒

夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間の自動車の往来、
観覧車、花火、ライトペインティング

20 秒

夜間の空 (光源あり)

30 秒

夜間の星、天の川 (真っ暗闇)

この設定をオンにすると、撮影するすべての写真に.jpg 画像が添付さ
れ、カメラで即座に表示したり GoPro アプリ でシェアしたりできるよう
になります。写真の RAW データは .gpr ファイルとして保存されます。こ
れは、Adobe .dng 形式を基にしたファイル形式です。これらのファイル
は、Adobe Camera Raw (ACR)、バージョン 9.7 以降で使用できます。ま
た、Adobe Photoshop Lightroom CC (2015.7 リリース以降) および Adobe
Photoshop Lightroom 6 (バージョン 6.7 以降) も使用できます。
RAW 形式は、写真撮影モードにのみ使用可能です。この設定は、オフ
(初期設定) とオンが選択できます。
プロからのヒント: .gpr 形式の写真は、.jpg ファイルと同じファイル名で、
同じ場所に保存されます。これらのファイルにアクセスするには、カード
リーダーに microSD カードを挿入し、コンピューターのファイル検索アプ
リケーションでファイルを見つけます。
PROTUNE
写真モードで、Protune は、すべての撮影モード (写真、ナイト フォト (夜間
写真)、連写) で使用できます。Protune の設定の詳細については、Protune
(50 ページ) をご参照ください。

プロからのヒント: ナイト フォトの撮影時、手ブレを防ぐためにカメラを
Fusion Grip 三脚か、安定し、動きのない表面にマウントします。
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タイム ラプス モード: 撮影モード

タイム ラプス モード: 撮影モード

タイム ラプス モードには次の 3 種類の撮影モードがあります: タイム ラプ
ス ビデオ、タイム ラプス フォト (初期設定)、ナイト ラプス フォト。それぞ
れの撮影モードには独自の設定があります。設定の変更方法について詳し
くは、撮影モードと設定の変更 (17 ページ) をご参照ください。

ナイト ラプス フォト
ナイト ラプス フォトは、ごくわずかな光があるだけの暗い環境で、設定さ
れた撮影間隔に従って一連の写真を撮影します。暗い環境でより多くの光
量を得るために、シャッターの開放時間は長くなります。

タイム ラプス ビデオ
タイム ラプス ビデオは、特定の間隔で撮影されたフレームからビデオを作
成します。タイム ラプスで被写体を撮影し、映像としてすぐに表示やシェア
ができる撮影モードです。タイム ラプス ビデオは両方の解像度で使用で
き、音声なしで録画されます。

ナイト ラプス フォトの初期設定では、撮影間隔は自動で、シャッター設定
は 2 秒です。詳細については、次のトピックをご参照ください:

タイム ラプス ビデオの初期設定は、解像度が 5.2K30、撮影間隔が 0.5 秒
に設定されています。詳細については、次のトピックをご参照ください:

シャッター (タイム ラプス) (49 ページ)
間隔 (タイム ラプス) (47 ページ)
Protune (50 ページ)

Fusion ビデオの解像度 (39 ページ)

間隔 (タイム ラプス) (47 ページ)
タイム ラプス フォト
タイム ラプス フォトは、指定した間隔で一連の写真を撮影します。この
モードを使用すると、あらゆる動きの写真を撮影し、最高の瞬間を捉えた
ものを後で選ぶことができます。
タイム ラプス フォトの間隔の初期設定は、0.5 秒に設定されています。詳
細については、次のトピックをご参照ください:

間隔 (タイム ラプス) (47 ページ)
Protune (50 ページ)
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タイム ラプス モード: 設定
タイム ラプス ビデオの解像度と視野角
ビデオの解像度 (RES) は、ビデオに含まれる水平ラインの数を指します。
たとえば、3K とは、1504 のピクセル幅あたり 3000 本の水平ラインがビデ
オにあることを意味します。ラインおよびピクセルの数字が大きいほど、詳
細で明確な画像が得られます。つまり 2624 のピクセル幅あたり 5228 ラ
インで構成される解像度 5.2K のビデオは、3K よりも高画質であると考
えられます。
FOV (視野角) は、カメラのレンズを通して撮影できる視野の広さを示す
単位です。
タイム ラプス ビデオは、すべての解像度で撮影できます。
タイム ラプスの FOV (視野角)
すべてのタイム ラプス撮影モードの FOV は球面です。
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タイム ラプス モード: 設定
間隔 (タイム ラプス)
間隔の設定は、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。
タイム ラプス フォトとタイム ラプス ビデオの間隔
タイム ラプス ビデオに使用可能な間隔は 0.5 秒 (初期設定)、1 秒、2 秒、
5 秒、10 秒、30 秒、60 秒です。
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

雲や屋外風景の長時間撮影

10 秒～60 秒

工事や芸術作品の製作など、長時間を要する
動き
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タイム ラプス モード: 設定
ナイト ラプス フォトの間隔
間隔は撮影される写真のレートを決定します。ナイト ラプスの間隔は、
自動、4 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒、30 秒、および 1 分、2 分、5 分、
30 分、60 分です。
自動 (初期設定) を選択すると、シャッター設定の間隔で撮影できます。
たとえば、シャッターが 10 秒に設定されていて、間隔が自動に設定され
ていると、カメラは 10 秒ごとに写真を撮影します。写真は、18MP で撮
影されます。

タイム ラプス モード: 設定
シャッター (タイム ラプス)
タイム ラプス モードでは、この設定はナイト ラプス写真にのみ適用され
ます。この設定を使用すると、シャッターの開放時間を指定できます。初期
設定のオプションは 2 秒です。
この表を参考にして、アクティビティに最適な設定を選びましょう。
設定

例

間隔

例

自動 (最大 2 秒)

日出、日没、夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間

自動

全露出に最適。シャッターの設定に応じて、でき
るだけ素早くシャッターを切ります。

2 秒、5 秒、10 秒

夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間の自動車の往来、
観覧車、花火、ライトペインティング

4～5 秒

夕刻の街の風景、街の照明、動きのある場面

15 秒、20 秒

夜間の空 (光源あり)

10～15 秒

明るい月夜の雲の動きなど、ゆったりとシーンが
移り変わる薄暗い環境での撮影

30 秒

夜間の星、天の川 (真っ暗闇)

20～30 秒

最小限の環境光量や街灯の下で見上げる星空の
ように、極めて低光量または極めて動きの少な
いシーンの撮影

プロからのヒント: ナイト ラプス フォトの撮影時、手ブレを防ぐためにカ
メラを Fusion Grip 三脚か、安定し、動きのない表面にマウントします。

PROTUNE
タイム ラプス モードでは、Protune は、タイム ラプス フォトおよびナイト
ラプス写真で使用できます。Protune の設定の詳細については、Protune
(50 ページ) をご参照ください。
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PROTUNE
Protune はカメラの性能を最大限に引き出し、プロレベルの見事な画
質を実現しながら映画品質のビデオや写真が撮影できるようになりま
す。Protune を使用することで、クリエイター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、Fusion Studio、他のビデオおよび
写真編集用ソフトウェアと互換性があります。
Protune では ISO および EV 修正を手動で制御して、ビデオ映像や写真の
高度な設定やカスタマイズを行うことが可能です。
PROTUNE
Protune はサポートされた撮影モードの高度な設定で利用できます。この
設定は、オフ (初期設定) とオンが選択できます。Protune がオンになる
] が表示されます。
と、カメラ スクリーンに [
Protune はタイム ラプス ビデオでは使用できません。Protune はビデオと
写真のすべての解像度で利用できます。
1 つの撮影モードで設定を変更すると、Protune の設定は、その撮影モード
にのみ適用されます。たとえば、ナイト フォトの EV 修正を変更しても、連
写の EV 修正に影響を与えることはありません。

PROTUNE
ISO
ISO は、カメラの光に対する感度を調整し、明るさとその結果生じる画像
ノイズのトレードオフを可能にします。画像ノイズとは、画像上の粒度を
意味します。
低光量時は、ISO 値が高いほどより明るい映像を得られますが、画像ノイ
ズが高くなります。値を低くすると、画像ノイズを軽減できますが、画像が
暗くなります。この設定を変更すると、タッチ ディスプレイに表示される画
像が直ちに変更されます。
写真の ISO 値:
100

200

画像が暗ければ暗いほど、
画像ノイズも小さくなる

800

ビデオの ISO 値
400
画像が暗ければ暗いほど、
画像ノイズも小さくなる

50

400

画像が明るければ明るいほど、
画像ノイズも大きくなる

1600

6400

画像が明るければ明るいほど、
画像ノイズも大きくなる
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PROTUNE

GOPRO のカスタマイズ

ISO の動作は、シャッター設定によって異なります。
• シャッターが自動に設定されている場合: 選択した ISO は、ISO の
最大値として使用されます。適用される ISO 値は、照明条件に応じて、
より低くなることがあります。利用可能な ISO 値は、6400、3200、
1600、1200、800、400 です。
] をタップ
• シャッターが自動に設定されていない場合: 画面下部で [
して値をロックしない限り、選択した ISO は、ISO の最大値として使用さ
れます。利用可能な ISO 値は、6400、3200、1600、1200、800、400 です。

電子音のボリュームを変更したり、ステータス ライトをオフにしたり、カメ
ラを好みの動作に設定できます。

露出値の補正 (EV 修正)
露出値の補正はビデオや写真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。
この設定のオプションは、-2.0～+2.0 です。初期設定は 0 です。値が高い
ほど、画像が明るくなります。
プロからのヒント: 露出値の補正は、既存の ISO 設定内で、明るさを調整
します。低光量下で、明るさが ISO 設定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。明るさを高めるには、より高い ISO 値を
選択します。
リセット
このオプションはすべての Protune の設定を初期設定値にリセットしま
す。
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設定の変更
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、シ
ャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して「ユーザー設定」 [
2. シャッター ボタン [
]ま
で移動します。
] を繰り返し押しま
3. 変更したい設定になるまでモード ボタン [
す。
4. シャッター ボタン [
] を押して新しいオプションを選択します。
] を繰り返し押して「完了」まで移動し、
5. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
電子音のボリューム
GoPro のアラートの音量を設定します。オプションは、オフ、低、中、高
(初期設定) です。
LED
点滅させるステータス ライトを設定します。すべてオン (初期設定)、すべ
てオフから選択できます。
プロからのヒント: 撮影範囲に窓や鏡がある場合、画像への反射を引き起
こす可能性があるため、フロント ステータス ライトをオフにします。
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GOPRO のカスタマイズ
日付

時間

カメラの時刻と日付は、カメラが GoPro アプリまたは Fusion Studio に接
続されたときに自動的に更新されます。ただし、必要な場合は、これらの
設定を手動で変更できます。
注 : カメラからバッテリーを長時間外しておくと、日付と時間をリセットしなければならな
くなります (自動または手動でリセット)。

GPS

GOPRO のカスタマイズ
ステータス スクリーンのライト
ステータス スクリーンのバックライトを調整します。使用可能なオプション
は、オン (初期設定) およびオフです。
言語
カメラで使用する言語を設定します。この設定はFusion が GoPro アプリに
接続されている場合にのみ有効です。詳細については、GoPro アプリへの
接続 (33 ページ) をご参照ください。

ビデオと写真の撮影場所を取得します。この情報を参照するには、互換性
のあるデスクトップやモバイル アプリケーションでビデオや写真を表示し
ます。詳細については、gopro.com/help をご参照ください。
この設定はFusion が GoPro アプリに接続されている場合にのみ有効で
す。詳細については、GoPro アプリへの接続 (33 ページ) をご参照く
ださい。
ビデオ形式
TV/HDTV でビデオを録画・再生する際に、カメラで使用する地域のフレー
ム レートを設定します。お住まいの地域に適したオプションを選択する
と、屋内でビデオを録画するときのちらつきを防ぐのに役立ちます。
設定

説明

NTSC (初期設定)

NTSC TV でビデオを再生するには、このオ
プションを選択します (北米のほとんどの
テレビ)。

PAL

PAL TV でビデオを再生するには、このオプ
ションを選択します (北米外のほとんどの
テレビ)。
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重要なメッセージ

GOPRO のリセット

Fusion は、カメラや microSD カードに問題が発生するとすぐにアラートを
表示します。最も重要な表示メッセージを以下に紹介します。

GOPRO の再起動
カメラが応答しないときは、モード ボタン [
] を 8 秒間長押しするこ
とで一度カメラの電源を切り、その後で再起動します。すべての設定が維
持されます。

温度に関するメッセージ

高温 - 停止中

カメラの温度が高くなり、冷却が必要になると、ス
テータス スクリーンにメッセージが表示されます。こ
の場合は、カメラをそのまま放置して冷却してから、
カメラを使用してください。カメラは過熱した状態を
検出し、必要に応じてシステムをシャット ダウンする
ように設計されています。

ファイル修理アイコン

ファイル損傷

撮影が突然停止され、ビデオ ファイルが正しく保存さ
れていない場合は、ファイルが破損している可能性が
あります。この場合、カメラに「ファイル損傷」のメッ
セージが表示されます。シャッター ボタンを押して
ファイルを修復します。このプロセスが完了すると、修
復の成否を示すメッセージが表示されます。いずれか
のボタンを押して、引き続きカメラを使用できます。

MICROSD カードのメッセージ

SD なし

カードがありません。このカメラでの録画や撮影に
は、microSD、microSDHC、または microSDXC カー
ド (別売) が必要です。未装着のカードをメッセージ
で表示します。

SD フル

カードが満杯です。一部のファイルを消去するか、別
のカードを挿入してください。

SD エラー

カ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。
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すべての設定を初期状態にリセット
このオプションは、日付、時刻、カメラのユーザー名とパスワードを除き、
カメラのすべての設定を初期設定にリセットします。
1. Fusion を GoPro アプリに接続します。
2. 設定を開き、
「初期設定に戻す」をタップします。詳細については、
その他のデバイスへの接続 (33 ページ) をご参照ください。
接続をリセット
このオプションは、接続のリストをクリアし、カメラのパスワードをリセッ
トします。接続をリセットすると、デバイスを GoPro に再接続する必要が
あります。
1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] まで移動
2. シャッター ボタン [
] を繰り返し押して「接続」 [
します。
3. モード ボタン [
] を繰り返し押して「リセット」まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
4. モード ボタン [
] を押して「リセット」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。Fusion は自動的に接続
が切断し、電源をオフにします。
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GOPRO のリセット

マウント

出荷時設定に戻す
下の手順に従って、すべての設定とカメラのパスワードをリセットできま
す。GoPro Plus のアカウントからカメラが登録解除されます。このオプ
ションは、カメラを手放す場合や、オリジナルの状態に戻したい場合に便
利です。

FUSION 用マウントへのカメラの取り付け
Fusion 用マウントは、自転車、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。Fusion は、ドアが閉じた状態で 5 m の防水性
能を備えています。水中や水辺でカメラを使用するときでも、別途のハウ
ジングを取り付ける必要はありません。

1. モード ボタン [
] を繰り返し押して「設定」 [
] まで移動し、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
] を繰り返し押して「ユーザー設定」 [
2. シャッター ボタン [
]ま
で移動します。
] を繰り返し押して「リセット」まで移動し、
3. モード ボタン [
シャッター ボタン [
] を押して選択します。
4. モード ボタン [
] を押して「リセット」をハイライト表示させ、
シャッター ボタン [
] を押して選択します。Fusion は自動的に工場
出荷状態に戻り、再起動します。
工場出荷時の設定を復元しても、microSD カードからすべてのコンテン
ツが消去されることはありません。microSD カードをクリアするには、
microSD カードの再フォーマット (9 ページ) をご参照ください。
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Fusion 用マウント (曲面)

Fusion 用マウント (平面)

1. Fusion 用マウントを、乾いた清潔で滑らかな表面に固定します。マウン
トのガイドライン (60 ページ) に従ってください。
2. サム スクリューを使用して、Fusion のマウント用フィンガーをマウント
に接続します。
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マウント
マウントのガイドライン
接着マウントを取り付けるときには、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 時間前までには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。
• 粘着性ベース マウントは汚れのない乾いた面にのみ取り付けます。
ワックスや脂分、汚れ、ホコリなどがあると接着力が弱まるため、カメ
ラが落下する恐れがあります。
• 室温で粘着性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。
• 水辺や水中でのアクティビティの間は安全性を確保するために流れ止
めコード (別売) を使用してカメラが沈まないようにします。

マウント
警告: Fusion 用マウント (曲面) は、ヘルメットへのマウントには
推奨されません。Fusion をヘルメットにマウントするには、粘着
性ベース マウント (曲面) およびマウント用バックルを使用して
ください。これらのアイテムは、gopro.com で入手可能なグラブ
バッグ (別売り) に同梱されています。

思いがけない負傷を避けるために、カメラをヘルメットにマウント
する際には流れ止めコードを使用しないでください。スキーやス
ノーボードに直接カメラを取り付けないでください。

マウントの詳細については、gopro.com をご参照ください。
警告: GoPro マウントやストラップでカメラをヘルメットに取り付
けて使用する場合は、適応される安全規格に合ったヘルメットを
必ず選択してください。
実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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マウント

マウント

マウント用フィンガーの取り外し
マウント用フィンガーを取り外すと、Fusion の底部を下にして置くことが
きます。
1. マウント用フィンガーのタグを引き上げます。

マウント用フィンガーの取り付け
マウント用フィンガーで、Fusion を GoPro マウントに取り付けることがで
きます。
1. マウント用フィンガーをカメラに向かってスライドさせます。

2. マウント用フィンガーをスライドさせてカメラから取り外します。

62

2. タブを押し込みます。
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サイド ドアの取り外し

サイド ドアの取り外し

Fusionを充電中にコンテンツを撮影する場合などは、サイド ドアを取り外
すと、USB-C ポートに接続しやすくなる場合があります。

サイド ドアの取り付け
1. ラッチ レリーズ ボタンを押しながら、ドアのタブを延長します。

警告: サイド ドアの取り外しは、乾燥したほこりのない環境でカ
メラを使用している場合に限ります。ドアが開いている状態や、ド
アを取り外した状態では、カメラに防水機能はありません。バッ
テリー ドアを開けた状態で、カメラを操作しないでください。

サイド ドアの取り外し
1. ラッチ レリーズ ボタンを押しながら、ドアをスライドさせて開きます。
2. カメラからドアを引き出します。
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2. 小さな銀のバーで、タブを押します。
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メンテナンス
カメラの性能を最大限に引き出すには、次のガイドラインを参考にしてく
ださい。
• カメラを使用しないときは、常に Fusion 用ケースに収納しておいてく
ださい。レンズは球面コンテンツを撮影するためにむき出しになってお
り、保護されていません。レンズの傷は保証の対象外です。
• レンズを損傷から守るために、Fusion を正面や背面を下にして置かな
いでください。レンズの表面を下にして置かないでください。

メンテナンス
• 最高のオーディオ性能を引き出すためには、カメラを振るか、マイクの
挿入口に息を吹きかけて、挿入口に入った水や泥を取り除きます。内部
の防水メンブレンを破損させないよう、マイク穴から圧縮した空気を吹
き込まないでください。
• 海水の中でカメラを使用した後は、必ずカメラの外側を真水で洗浄
し、柔らかい布で水気を拭き取って乾燥させてください。

• レンズを清掃する際は、柔らかい、糸くずの出ない布で拭き取ってくだ
さい。ゴミがレンズとトリム リングの間に挟まっている場合は、水や空
気で取り除きます。レンズ周りに異物を入れないでください。
• Fusion を使用していないときは、レンズを損傷から保護するために
Fusion 用ケースにカメラを収納するようにしてください。
• カメラは最大水深 5 m までの防水性能を備えているため、ハウジング
の装着は必要ありません。水辺やホコリ、砂の多い環境でカメラを使
用する前にはドアがしっかり閉じられていることを確認します。
• ドアを閉じる前に、シール部分にチリやゴミがついていないことを確認
します。必要に応じて、布で取り除きます。
• ドアを開く前に、カメラに水やホコリがついてないことを確認します。
必要であれば、カメラに真水をかけてすすぎ、布で完全に乾かします。
• ドアの周囲に砂や泥などがこびりついている場合は、ドアを開ける前
にカメラをぬるま湯に 15 分ほど浸して、その後十分にすすいで砂や泥
を完全に取り除いてください。
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バッテリーの情報

バッテリーの情報

電池残量を最大限に引き延ばす
バッテリーの残量が 10% を下回ると、ステータス スクリーンにメッセージ
が表示されます。録画中にバッテリー残量が 0% になると、ファイルが保
存され、電源がオフになります。

バッテリーの保管と取り扱い
カメラにはバッテリーなど精密機器が含まれています。本機を極端な低温
や高温に晒さないでください。低温環境や高温環境ではバッテリーの寿命
が一時的に低下したり、カメラが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。

バッテリー寿命を延ばすには、可能な場合に次のガイドラインに従ってく
ださい。
• ワイヤレス機能をオフにする
• GPS をオフにする
• Protune をオフにする
• クイックキャプチャー (24 ページ) を使用する
充電中の撮影
同梱の USB-C ケーブルを使用して、カメラが USB 式の充電アダプ
ター、GoPro Supercharger、その他の GoPro 充電器、GoPro ポータブル
パワー パック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。撮影中はバッテリーを充電することはできませんが、上記のいずれ
かの方法によってカメラに電力を供給し、録画時間を伸ばすことができま
す。撮影を停止すると、バッテリーの充電が再開されます(コンピューター
経由でカメラを充電中に撮影することはできません)。
注意: 充電中はサイド ドアが開いているため、カメラの防水性能が失わ
れます。
警告: GoPro AC 充電器以外の AC 充電器を使用すると、GoPro
本体のバッテリーが破損したり、火災や液漏れが生じたりする
恐れがあります。GoPro Supercharger (別売) 以外では、次のよ
うにマークされている充電器のみを使用してください。出力 5V
1-3A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、本体の充電をおこなって
ください。
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電子レンジまたはヘア ドライヤーといった外部熱源を使用して、カメラや
バッテリーを乾燥させないでください。水や液体への接触によってカメラ
やバッテリーが破損した場合は、保証の対象となりませんのでご注意く
ださい。
貨幣や鍵、ネックレスなどの金属と一緒にバッテリーを保存しないでくだ
さい。バッテリーの接触子が金属に触れると、火災が発生する可能性が
あります。
許可されていない改造をカメラに加えないでください。許可されていな
い改造を行うと、安全、法令に関するコンプライアンスに抵触したり、パ
フォーマンスを損なう恐れもあり、保証の対象外となります。
警告: カメラまたはバッテリーの投下、分解、開放、破砕、折り曲
げ、変形、穿刺、裁断、電子レンジによる加熱、焼却、塗装などを
行わないでください。カメラのバッテリー挿入口に異物を入れな
いでください。亀裂、穴、水没などでカメラやバッテリーに破損
や異常が見られるときには使用を中止してください。バッテリー
を分解したり、穴を開けたりすると、破裂や火災の原因になるこ
とがあります。
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バッテリーの情報

トラブルシューティング

バッテリーの廃棄
ほとんどの充電式リチウム イオン バッテリーは、無害廃棄物に分類され、
自治体の通常の廃棄物として処理することができます。バッテリーの再利
用については、多くの自治体が独自の規則を設けています。お住まいの地
域の条例を調べ、通常のゴミと一緒に充電式バッテリーが廃棄できるか
どうかご確認ください。リチウム イオン バッテリーを安全に廃棄するため
に、接触子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。

GOPRO の電源がオンにならない
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-C ケーブルとコンピューターを使用します。GoPro
Supercharger または USB 互換の AC 充電器または DC 充電器 (別売)、出
力 5V 1-3A とマークされている充電デバイスも使用可能です。

ただし、リチウム イオン バッテリーにはリサイクル可能な材料が含まれ
ており、充電式バッテリー リサイクリング コーポレーション (RBRC) の
バッテリー リサイクリング プログラムでもリサイクル受け入れ対象となっ
ています。北米のお客様は Call2Recycle (call2recycle.org にアクセスする
か、1-800-BATTERY に電話) に問い合わせ、最寄りのリサイクル場を確認
することをお勧めします。
バッテリーは火に投じると爆発する恐れがあるため、火のあるところには
絶対に捨てないでください。
警告: カメラのバッテリーには、製造元が推奨する交換バッテリー
のみを使用してください。

ボタンを押しても GOPRO が応答しない
GoPro の再起動 (57 ページ) をご参照ください。
コンピューターでの再生が途切れる
通常の場合、画像の途切れは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
果を得るには、最新バージョンの Fusion Studio を使用してください。
ソフトウェアは gopro.com/apps から無料で入手できます。
• コンピューターが再生の最低要件を満たしていない。ビデオの解像
度とフレーム レートが高ければ高いほど、ビデオ再生時のコンピュー
ターへの負荷も高くなります。コンピューターが再生用ソフトウェアの
最低要件を満たしていることを確認してください。
カメラのユーザー名またはパスワードを忘れた
カメラのユーザー名とパスワードの確認 (14 ページ) をご参照くださ
い。
実行中のソフトウェアのバージョンがわからない
ユーザー設定 に移動し、
「バージョン」を選択します。詳細については、ソ
フトウェア バージョンの確認 (13 ページ) をご参照ください。
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トラブルシューティング

カスタマー サポート

カメラのシリアル ナンバーが見つからない
カメラのシリアル ナンバーは次のいずれかの場所でご覧いただけます。
• ユーザー設定 > 「バージョン」(カメラ名とパスワードの後にシリアル
ナンバーが自動的に表示されます)
• USB-C ポートの隣
• カメラの microSD カード (MISC フォルダーに収納されている
version.txt)

GoPro はベスト サービスに万全を期しております。GoPro カスタマー サ
ポートへのお問い合わせについては、gopro.com/help をご参照くださ
い。

レンズが破損した
修理のためのカメラの送付先の詳細については、gopro.com/help でカス
タマー サポートにお問い合わせください。
よくある質問の他の回答については、gopro.com/help をご参照くださ
い。

登録商標
GoPro、HERO およびそれぞれのロゴは、米国およびその他の国々に
おける GoPro, Inc. の商標または登録商標です。© 2017 GoPro, Inc. All
rights reserved. 中国製。Hecho en China. 特許に関する情報について
は、gopro.com/patents をご覧ください。GoPro, Inc., 3000 Clearview
Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369
Munich, Germany

法的情報
国別の認定書の詳細なリストをご覧いただくには、カメラに付属の
Important Product + Safety Instructions (重要な製品 + 安全情報)
を参照するか、gopro.com/help をご利用ください。
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