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i HOLDスイッチ

各部の名称

j LIVEランプ
k RECランプ

前面
背面

















l バッテリーカバー





m バッテリー収納部

上面




a レンズ



b マイク
c 装着クリップ

n DC IN 5V端子

d カメラケーブル

o DATA端子

このケーブルは取り外しできません。

p USB端子カバー

e LCDパネル
f POWER/CHGランプ
g DISPLAYボタン
h RECボタン
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右側面

左側面










q 1（電源）ボタン

s HDMI OUT端子

r ロックレバー

t アクセスランプ
u メモリーカードスロット
v メモリーカードカバー
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画面表示

準備する


 





バッテリーを入れる

1

バッテリーカバーを開ける。
ロックレバーを OPEN の方向にずらし、裏面のバッテ
リーカバーを開ける。
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バッテリーを取り付ける。



LCD パネルにはライブ映像と設定、状態を表示します。
DISPLAY ボタンを押すことで表示を ON/OFF できます。
LCD パネル映像表示は、1 分で OFF になります。再度表
示させる場合は、DISPLAY ボタンを押してください。
a ライブビュー画面

バッテリーを図の方向から入れる。
バッテリーカバーを確実に閉め、ロックレバーを

b メモリーカードの状態

LOCK の方向にずらします。

：メモリーカードが挿入されています
：メモリーカードが挿入されていない、またはメ
モリーカードが認識されていません

ご注意

：メモリーカードがロックされています

カバーが確実に閉められていることを確認してください。
カバー内に砂などの異物を挟み込むと、防水パッキンが傷

c 撮影モード

つき、浸水の原因になります。

：動画モード

バッテリーを取り外すには

d GPS受信状況
：GPS 信号を受信するために GPS 衛星を探索中で、
位置情報が取得できていません

ロックレバーを OPEN の方向にずらし、バッテリーカバー
を開け、バッテリーを取り出します。

：測位中で位置情報を記録できます
e 温度上昇警告表示
：本機の温度が上昇しています
f 本機のバッテリー残量／外部給電状態表示
：本機のバッテリー残量
：外部給電で動作
：外部給電とバッテリーで動作
g 撮影可能時間／撮影時間
h 警告情報
エラーが発生したときに表示されます
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充電する

• 電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した
場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。本機

1

を接続したまま長時間放置しないでください。
• 自作パソコンや改造したパソコンでの充電や接続は保証

本機の電源が OFF になっていることを確認する。

できません。同時にお使いになる USB 機器によっては、
正常に動作しないことがあります。

本機は電源が ON の状態では充電できません。
POWER/CHG ランプが緑に点灯していたら、1 ボタ

2

ンを押して、POWER/CHG ランプが消えたことを確認
します。1 ボタンは POWER/CHG ランプが消灯する

• すべてのパソコンでの動作を保証するものではありませ
ん。

まで押し続けてください。

• 本機がぬれている場合は、充電しないでください。

カメラと USB モバイル電源、または USB AC アダプ

メモリーカードを入れる

ターをマイクロ USB ケーブルで接続する。
USB 端子カバーを開け、外部給電用の DC IN 5 V 端子
（黄色の目印がついた端子）にマイクロ USB ケーブル

1

メモリーカードカバーを開ける。

を接続してください。
充電を開始すると POWER/CHG ランプがオレンジに

2

メモリーカードを「カチッ」というまで押し込む。
メモリーカードの裏表に注意して、正しく挿入してく

点灯します。POWER/CHG ランプが消灯したら充電完
了です。

ださい。

充電にかかる時間について
充電時間：約 175 分

SDメモリー
カード

バッテリーを使い切ってから、温度 25 ℃の環境下で充電し
たときの時間です。使用状況や環境によっては、長くかか
る場合があります。

印刷面

メモリー
スティック
PROデュオ

パソコンの USB ポートと接続することでも充電可能です
が、充分に電力供給できないポートもあります。この場合、
充電にかかる時間は長くなります。

3

バッテリーの残量を確認するには

端子面

メモリーカードカバーを閉じる。

本機で使用できるメモリーカード

外部給電をせずに電源を ON にすると、LCD パネル右上に

本機で使用できるメモリーカードは次のとおりです。

バッテリー残量を表すアイコンが表示されます。

SD メモリーカード *1、SDHC メモリーカード *1、SDXC メ
モリーカード *1、メモリースティック PRO デュオ、メモ
リースティック PRO-HG デュオ
*1 SD スピードクラス 4：
ピードクラス 1： 以上

以上、または UHS ス

ご注意
ご注意

• 10 ℃〜 30 ℃の温度範囲で充電してください。範囲外の温
度では充電できない場合があります。

• すべてのメモリーカードの動作を保証するものではあり
ません。

• 電源が ON の状態では充電できません。電源を OFF にして
充電してください。

ソニー製以外のメモリーカードについては、各メーカー
にお問い合わせください。

• USB モバイル電源、USB AC アダプターは出力 DC 5 V/
1.5 A 以上供給可能な電源をお使いください。
• DATA 端子に充電用のマイクロ USB ケーブルを接続して

• お使いになる前に、パソコンなど他の機器でメモリー
カードをフォーマットしてください。32 GB 以下のメモ

も充電されません。必ず DC IN 5 V 端子に接続してくだ
さい。

リーカードは FAT32 ファイルシステム、32 GB より大容
量のメモリーカードは exFAT ファイルシステムで

• 長期間使わない場合、本機からバッテリーを抜いてくだ
さい。

フォーマットが必要です。

• バッテリーを満充電しても操作時間が短い場合は、バッ
テリーが劣化しているため交換が必要です。

6

動画の撮影可能時間の目安

カメラ部をクリップに取
り付ける

動画ファイルの記録時間を合計したときの最大記録可能時
間の目安です。
記録時間は、撮影状況および使用するメモリーカードに
よって異なる場合があります。
画素数／

ビットレート メモリー

フレームレート （平均）
1,920 x 1,080 /
29.97p

16 Mbps

クリップの溝にあわせて、カメラ部を上からスライドして

撮影可能時間

取り付けてください。
クリップは 360 度回転可能です。また上下方向にも 4 段階

カード
8 GB

1 時間 00 分

16 GB

2 時間 00 分

32 GB

4 時間 10 分

64 GB

8 時間 25 分

128 GB

16 時間 55 分

の角度に変更可能です。
装着する位置に応じて、角度を調整してください。
カメラケーブルの長さは約 1m です。

ご注意
• 連続撮影可能時間は、最大 13 時間です。
• 連続撮影時間が 13 時間になると撮影が自動的に停止しま
す。
引き続き撮影する場合は、REC ボタンを押して撮影を開
始してください。
• 撮影可能時間は、撮影環境や被写体の状態によっても変
わります。

メモリーカードを取り出すには
カバーを開き、メモリーカードを軽く 1 回押します。

電源を入れる

ご注意
• 誤った向きで無理に入れると、メモリーカードやメモ
リーカードスロット、画像データが破損することがあり

1 ボタンを押します。POWER/CHG ランプが緑に点灯し、
LCD パネルにライブ映像が表示されます。
撮影を開始する前に、LCD パネルの映像表示を見て、カメ

ます。
• メモリーカードの挿入口には、対応するサイズのメモ

ラの取り付け位置、向きを調整してください。

リーカード以外は入れないでください。故障の原因とな
ります。

ご注意

• 出し入れ時には、メモリーカードの飛び出しにご注意く
ださい。

• LCD パネル映像表示は、1 分で OFF になります。再度表
示させる場合は、DISPLAY ボタンを押してください。
• 撮影を開始しない場合、5 分で電源 OFF になります。
• USB モバイル電源を接続して、外部給電で使用するとき
は、自動で電源 OFF になりません。
• 電源 ON 後、LCD パネルに
が表示される場合は、
メモリーカードが認識されていません。メモリーカード
を入れ直して
が表示されることを確認してください。
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日時の設定について

撮影可能時間について

初回のご使用前に電源を入れ、屋外で GPS を受信すること
で時刻設定が完了します。

付属バッテリー使用時における撮影可能時間の目安
連続撮影時間：150 分

衛星探索中／測位困難：自動時刻設定できない状態
測位中：自動時刻設定される

1 本の満充電したバッテリーを使用して、25 ℃で連続撮影
した場合の時間です。使用状態・環境によって、撮影可能
時間は短くなります。

ご注意

SDHC、SDXC メモリーカードに長時間撮影した場合は、
保存されるファイルは 4 GB の複数ファイルに分割されま

• 長期間使わない場合、バッテリーの残量がなくなると時
刻設定が初期化されます。ご使用前に充電した後、再度
日時設定を行ってください。

す。

• 位置情報を測位できるまで、数十秒から数分かかること
があります。

ボタンホールド機能

• GPS 受信部は LCD パネルのある面にあります。衛星探索
中、測位中はこの面を上にして置き、指などを置かない

HOLD スイッチを矢印の方に動かし HOLD 状態にすること
で、意図せぬ誤操作を防ぐことができます。

ようにしてください。受信感度が低くなり、測位できな
い場合があります。
• GPS は特性上、人体の近くにあると受信感度が著しく低
下します。装着時には測位できない場合があります。

HOLDスイッチ

撮影する

• HOLD 状態になると、REC ボタン、1 ボタンが無効とな
ります。

REC ボタンを押して撮影を開始します。撮影中は REC ラ
ンプが赤に点灯します。

• 撮影中に HOLD 状態にすると、REC ボタンが押されても
撮影を継続します。
• 停止中に HOLD 状態にすると、REC ボタンが押されても

撮影を停止するには、もう一度 REC ボタンを押してくださ
い。

撮影は開始されません。
• HOLD 状態では、1 ボタンの誤操作も防ぐことができま

ご注意

す。
• DISPLAY ボタンは HOLD の状態によらず有効で、
LCD パ
ネル表示の ON、OFF が可能です。

• 高温環境で長時間連続して撮影し続けると、本機の温度
が上昇し、撮影が自動的に止まる場合があります。
• 撮影機会を逃さないために、使用される環境で事前に試
し撮りされることをおすすめします。
• 本機を装着して撮影する場合は、衣類などとのこすれる

電源を切る

音が録音される場合があります。
• 付属のクリップで衣類に装着する場合、衣類が柔らかく
カメラが下を向きやすくなります。薄い板状のものなど
と一緒に挟むことで、状況が改善される場合があります。

POWER/CHG ランプが消灯するまで 1 ボタンを押し続け
てください。

• お使いになる際には、USB 端子カバー、メモリーカード
カバー、バッテリーカバーがきちんと閉められているこ

ご注意

と、異物などの挟み込みがないことを確認してください。
閉め切られていない状態や異物などを挟み込んだ状態で
使うと、浸水の原因となります。

USB モバイル電源からの外部給電時は、電源が切れた後に
充電を開始し、POWER/CHG ランプがオレンジに点灯し
ます。

• 動画モードの連続撮影可能時間は最大約 13 時間です。13
時間以上撮影する場合は、撮影をいったん停止してから、
再度撮影を開始してください。
またメモリーカードの容量による撮影可能時間以上は連
続で撮影できません。
• 強い電波や電磁波が発生するところからはできるだけ離
れて使ってください。音声や映像が乱れる場合がありま
す。
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HDMI OUT 端子から映
像を出力する

バッテリーについて
充電について

HDMI OUT 端子にマイクロ HDMI ケーブルを使ってモニ

• 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電してください。
• 周囲の温度が 10 ℃〜 30 ℃の範囲で、POWER/CHG ラン

ターなどを接続します。電源が ON の状態でカメラの映像
を表示することができます。

プが消えるまで充電することをおすすめします。使用状
況や環境によっては、長くかかる場合があります。

HDMI 接続時は自動で電源 OFF になりません。
ご注意

バッテリーの上手な使いかた

記録した動画は本機では再生できません。

• 周囲の温度が 10 ℃未満になるとバッテリーの性能が低下
するため、使える時間が短くなります。安心してより長
い時間使うために、バッテリーをポケットなどに入れて
温かくしておき、撮影の直前、本機に取り付けることを
おすすめします。

外部給電しながら使う

• 本機を操作していないときは、こまめに電源を切るよう
にしてください。撮影スタンバイ状態でもバッテリーは

本機は単体でもご使用になれますが、USB モバイル電源や
USB AC アダプターと接続し、外部給電することで連続撮

消耗します。
• バッテリーの端子部が汚れると、電源が入らない、充電

影時間を延ばすことができます。
DC IN 5 V 端子にマイクロ USB ケーブルを接続してくださ
い。
外部給電時は LCD パネルに

ができないなどの症状が出る場合があります。このよう
な場合は、柔らかい布などで軽く拭いて汚れを落として

外部給電中にカメラの電源を OFF にするとバッテリーが
充電されます。

ください。
• バッテリーは防水構造ではありません。ぬらさないよう
に注意してください。

パソコンの USB ポートと接続することでも給電可能です
が、充分に電力供給できないポートもあります。その場合、

バッテリーの残量表示について

または

が表示されます。

バッテリーから不足分の電力を使うため、バッテリー単体
使用時に比べ使用可能時間は延びますがバッテリーの残量

バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合
は、再び満充電してください。残量が正しく表示されます。

は減っていきます。

ただし、長時間高温で使ったり、満充電で放置した場合や、
使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合が

ご注意

あります。

• 給電用のマイクロUSBケーブルは必ずDC IN 5 V端子に接
続してください。

バッテリーの保管方法について

• 電源を接続していないノートパソコンと本機を接続した
場合、ノートパソコンのバッテリーが消耗します。本機

バッテリーを長期間使用しない場合は、本機からバッテ
リーを取り外して、湿度の低い涼しい場所で保管してくだ

を接続したまま長時間放置しないでください。
• 自作パソコンや改造したパソコンでの充電や接続は保証

さい。
本機から取り出したバッテリーは、接点汚れ、ショートな

できません。同時にお使いになる USB 機器によっては、
正常に動作しないことがあります。

どを防止するため、携帯、保管時は必ずポリ袋に入れて金
属から離してください。

• すべてのパソコンでの動作を保証するものではありませ
ん。

バッテリーの寿命について
バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時
間の経過によってバッテリーの容量は少しずつ低下します。
使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われ
ますので新しいものをご購入ください。
寿命は、保管方法、使用状況や環境によって異なります。
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結露について

使用上のご注意

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込ん
だときなどに、本機内に水滴が付くことで、故障の原因に

使用／保管してはいけない場所

なります。

• 異常に高温、低温、または多湿になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温にな

結露が起きたときは
電源を入れずに、結露がなくなるまで（約 1 時間）放置し
てください。

り、放置すると変形したり、故障したりすることがあり
ます。
• 直射日光の当たる場所、熱器具の近くでの保管
変色したり、変形したり、故障したりすることがありま

結露が起こりやすいのは

す。
• 激しい振動のある場所
• 強力な磁気のある場所

次のように、温度差のある場所へ移動したり、湿度の高い
場所で使ったりするときです。
• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ持ち込んだ

• 結露が発生する場所

とき
• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持ち出したとき
• スコールや夏の夕立の後
• 風呂など高温多湿の場所

持ち運びについて
ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたまま、椅

結露を起こりにくくするために

子などに座らないでください。故障や破損の原因になりま
す。

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、ビニール袋
に空気が入らないように入れて密封します。約 1 時間放置
し、移動先の温度になじんでから取り出します。

レンズのお手入れと保管について
• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や

メモリーカードを廃棄・譲渡するとき
のご注意

海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、レンズ
を傷つけないように必ず柔らかい布などでレンズの表面
をきれいに拭いてください。
• 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に保管してく

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」
では、メモリーカード内のデータは完全には消去されない
ことがあります。メモリーカードを譲渡するときは、パソ

ださい。
• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に

コンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消
去することをおすすめします。またメモリーカードを廃棄

行ってください。

するときは、メモリーカード本体を物理的に破壊すること
をおすすめします。

本機のお手入れについて
水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いたあと、
から拭きします。本機の表面が変質したり塗装がはげたり
することがあるので、以下はご使用にならないでください。
• シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除
け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類
• 上記が手についたまま本機を扱うこと
• ゴムやビニール製品との長時間の接触

動作温度について
本機の動作温度は約 0 ℃〜 40 ℃です。動作温度範囲を越え
る極端に寒い場所や暑い場所での撮影は避けてください。
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GPS に関する誤差について

防水・防じん性能について

• 本機の電源を入れた直後に移動すると、移動しなかった

• 本機は単体使用時に防水・防じん仕様となっています。
カメラ部の防水・防じん性能は IP66 に、メインユニット

場合にくらべて、測位までの時間が長くなることがあり
ます。

部は IPX4 に相当します。
• 防水・防じん性能は当社の試験基準によるものです。す

• GPS 衛星自体による誤差
本機は、3 個以上の GPS 衛星からの電波を受信すると自

べての状況において防水・防じんを保証するものではあ
りません。

動的に現在地を測位します。GPS 衛星自体による誤差は、
約 10m 程度ですが、測位する周辺の環境によってはさら

• 落下などの強い衝撃を与えた場合は、防水・防じん性能
を保証しません。

に大きな誤差を生じることがあります。このような場合
は、実際に居た場所と地図上での位置が異なることがあ

• メインユニット部については、カバーを開けて USB ケー
ブルや HDMI ケーブルを接続して使用する場合、防水・

ります。また、GPS 衛星は米国国防総省により管理され
ており、意図的に精度が変更されることがあります。

防じんではなくなりますので、ご注意ください。
• コネクタにケーブルを接続する場合は、水やほこりが付

• 測位時間による誤差
本機では測位中に位置情報を定期的に取得しています。
位置情報の取得と画像への書き込みに若干の時間差があ

いていないことを確認してからカバーを開けて下さい。
• すべてのカバーが確実に閉まっていることを必ず確認し
てください。

るため、実際に画像を撮影した位置と地図上の位置が異
なる場合があります。

• 砂、髪の毛、ほこりなどの異物を、カバーに挟み込まな
いようにしてください。わずかな異物でも浸水の原因と

GPS の規制について

なります。
• カバーについている防水パッキン、防水パッキンの当た

GPS 機能は、ご利用になる国や地域の規制に従ってお使い
ください。

る面にゴミや砂がついているときは、繊維の残らない柔
らかい布等で拭き取ってください。

GPS について
• GPS 受信部は LCD パネルのある面にあります。衛星探索
中、測位中は LCD パネルのある面を上にして置き、指な
どを置かないようにしてください。受信感度が低くなり、
測位できないことがあります。
• GPS 衛星の配置は常に変化しているため、ご使用になる
場所や時刻などの条件によっては測位に時間がかかった
り、測位できなかったりすることがあります。
• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステムです。ビ
ルや木立の陰など、電波を遮断・反射してしまう場所を
避け、できるだけ上空の開けた場所でご使用ください。
• GPS は人体の近くにあると受信感度が著しく低下します。
装着時には測位できない可能性があります。
• GPS 衛星からの電波が届かない次のような場所や状況で
は、位置情報を記録できないことがあります。
−トンネルの中・屋内やビルの陰
−高層ビルの間・建物の間の狭い道路
−地下・密集した樹木の間・高架の下・高圧電線など、
近くに磁気を発生するものがある場合
−1.5GHz 帯の携帯電話など、近くに同じ周波数帯の電
波を発生するものがある場合
• 位置情報および経路情報をソニーが収集することはあり
ません。
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GNU GPL/LGPL 適用
ソフトウエアに関するお
知らせ

定期点検のお願い
本機を長期間ご使用になる場合は、安全にお使いいただ
くため、定期点検をお願いします。
外観上は異常がなくても、使用頻度によって部品が劣化
している可能性があり、故障したり事故につながること
があります。
◆ 詳しくは販売会社またはソニー業務用商品相談窓口
にご相談ください。

本製品には、以下の GNU General Public License（以下
「GPL」とします）または GNU Lesser General Public
License（以下「LGPL」とします）の適用を受けるソフト
ウエアが含まれております。お客様は添付の GPL/LGPL の
条件に従いこれらのソフトウエアのソースコードの入手、
改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。
ソースコードは、Web で提供しております。ダウンロード
する際には、次の URL にアクセスしてください。
http://oss.sony.net/Products/Linux
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠
慮ください。

保証書とアフターサービ
ス
保証書
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ
の際にお受け取りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に
保存してください。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合の悪いときはサービスへ
販売会社、またはお近くのソニー業務用商品相談窓口にご
相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳
しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料
修理させていただきます。
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消費電力

主な仕様

USB 給電時 2.7 W（最大）
単体使用時 1.6 W *1
*1

システム

場合

撮像素子

1/2.3 型 Exmor R CMOS イメージセン

総画素数

サー
約 1,680 万画素

有効画素数
レンズ

約 1,110 万画素（16:9）
F 値：F2.8

バッテリー

f（焦点距離）
f = 2.8 mm
f（35mm 換算） f = 21.8 mm
画角（水平）

約 93°

カメラ
露出制御

バッテリー

リチャージャブルバッテリーパック
NP-BX1

最大電圧
公称電圧

DC 4.2 V
DC 3.6 V

最大充電電圧
最大充電電流

DC 4.2 V
1.89 A

定格容量
使用電池

4.5 Wh (1240 mAh)
リチウムイオン電池

自動

最低被写体照度 2 lx（シャッタースピード 1/30 秒）
ブレ補正
電子式

その他
防水・防じん性能

最短撮影距離
約 50 cm
シャッタースピード
1/30 〜 1/10,000 秒

IP66 相当 カメラ部のみ
IPX4 相当 メインユニット部 単体使用時
（当社試験条件による）

記録方式
動画
音声

外部インターフェース（HDMI, USB）
は接続せずバッテリー駆動で撮影した

MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 AAC-LC

動作温度
保存温度

0 ℃〜 40 ℃
− 20 ℃〜＋ 60 ℃

外形寸法

カメラ部：30 × 41 × 28.2 mm
メインユニット部：75 × 140 × 18 mm
（幅 × 高さ × 奥行き、突起部を除く）
カメラケーブル：約 1 m

記録メディア
SD/SDHC/SDXC メモリーカード（Class4 以上）
メモリースティック PRO デュオ／ PRO-HG デュオ

質量
使用時総質量

約 188 g（本体のみ）
約 240 g（バッテリー含む、装着クリップ

付属品

含む）
簡易説明書（1）

モニター
1.5 型液晶モニター

装着クリップ（1）
リチャージャブルバッテリーパック
（NP-BX1）
（1）

マイク
モノラル

保証書（1）

マイクロ HDMI 端子出力
映像
音声

本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良のため予告
なく変更することがありますがご了承ください

Auto（1,920 × 1,080/29.97p、
1,920 × 1,080/59.94p)
LPCM

入出力端子
DATA 端子（マイクロ USB）

電源
電源電圧

バッテリー端子入力 3.6 V（NP-BX1）
DC IN 5 V 端子（マイクロ USB）入力

充電方式

5.0 V
USB 充電 DC 5.0 V 500 mA/800 mA

給電方式

USB 給電（1.5 A 以上を推奨）
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故障かな？と思ったら
下記の流れに従って対応してください。

1

下記の項目をチェックして、本機を点検する。

2

本機の電源を切り、バッテリーを外した後、再度取り付ける。再び本機の電源を入れる。

3

相談窓口に問い合わせる。

バッテリー・電源
症状

処置

電源が入らない

･ 充電されたバッテリーを取り付けてください。
･ バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。

電源が切れる

･ 操作しない状態が一定時間続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。電源を入れ
直してください。
･ 本機やバッテリーの温度によっては、本機を保護するために、自動的に電源が切れることがあります。こ
の場合は、電源が切れる前に画面にメッセージが表示されます。

バッテリーの持続時間が短い

･ 周囲の温度が極端に高い／低い、または充電が不充分なためで、故障ではありません。
･ 本機を長期間使用していない場合は、何回か充放電を行うと、電池性能が回復します。
･ バッテリーを充分に充電しても、使える時間がお買い上げ時の半分くらいになったときはバッテリーが劣
化しています。新しいバッテリーに交換してください。

充電できない

･ マイクロUSBケーブルをDC IN 5 V端子に接続していない。
DATA端子に接続した場合は充電できません。
･ 本機の電源を切ってから接続してください。
･ マイクロUSBケーブルをいったん外して、接続し直してください。
･ マイクロUSBケーブルに問題が無いか確認してください。
･ 10 ℃〜30 ℃の温度範囲で充電してください。
･ USBモバイル電源が充電された状態か確認してください。

バッテリーの残量表示が正しくない

･ 温度が極端に高い、または低いところで使用しているときの現象です。
･ 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを一度使い切ってから充電すると正しい表示に
戻ります。
･ 満充電し直してください。それでも正しく表示されないときはバッテリーの寿命です。新しいバッテリー
に交換してください。

メモリーカード
症状

処置

メモリーカードを入れても操作を受け付 ･ 対応していないファイルシステムでフォーマットされていると認識できません。
けない

･ パソコンでメモリーカードをフォーマット（初期化）し直してください。
容量が32GB以下はFAT32フォーマット、それ以上ではexFATフォーマットでフォーマットが必要です。

撮影
症状
撮影できない

処置
･ メモリーカードの空き容量を確認してください。
･ メモリーカードがロックされていないか確認してください。
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GPS
症状

処置

GPS の電波を受信できない

･ 障害物の影響でGPS衛星の電波が受信できないことがあります。
･ 人体に近いとGPS衛星の電波が受信できないことがあります。
･ 位置情報を確実に測位するためには、屋外の空の開けた場所に移動してください。

位置情報の誤差が大きい

周囲の建物などで電波が反射したり、受信した電波が弱かったりなど、状況により最大で数百メートルの誤
差が生じます。

その他
症状

処置

レンズがくもる

結露しています。電源を入れずに、結露がなくなるまで（約 1 時間）放置してください。

長時間使用すると、本機が熱くなる

故障ではありません。

日付／時刻がずれている

GPS を測位し、日付／時刻を設定し直してください。

警告表示
表示

エラー内容
バッテリーの残量が少なくなると表示されます。すぐにバッテリーを充電してください。
メモリーカードが挿入されていないか、またはメモリーカードが認識されていません。

FULL

MAX

撮影するために必要なメモリーカードの残量が足りません。
撮影できるファイル数の上限を超えています。
･ メモリーカードを修復しています。
･ メモリーカードに必要なファイルを書き込んでいます。
･ メモリーカードが正しく挿入されていません。
･ メモリーカードが壊れています。
GPS の通信エラーが発生しています。バッテリーをいったん取り外して、再度取り付けた後に電源を入れ直してください。

ERROR

本機の温度が上がっています。自動的に電源が切れる場合と、撮影ができなくなる場合があります。本機の温度が下がるまで
涼しいところに置いてください。

C:06:00

本機またはバッテリーの温度が上がっています。自動的に電源が切れる場合と、撮影ができなくなる場合があります。バッテ
リーを交換し、本体の温度が下がってから電源を入れてください。

C:13:01

メモリーカードとの通信に失敗しています。メモリーカードを抜き差し直してください。再度表示される場合はメモリーカー
ドを交換してください。

E:95:00

GPS の通信エラーが発生しています。バッテリーをいったん取り外して、再度取り付けた後に電源を入れ直してください。
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