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仕様: ビデオ

ビデオの解像度 (RES) 
ビデオの解像度は、ビデオの各フレーム内の水平ラインの数を指しま
す。1080p ビデオには 1080 本の水平ラインがあり、それぞれのラインの幅
は 1920 ピクセルです。4K ビデオには 3840 本の水平ラインがあり、それぞ
れのラインの幅は 2160 ピクセルです。ラインが多いほど解像度が高くな
るので、4K は 1080p 以上の鮮明な画像を提供することができます。 

ビデオの解像度 最適な用途

4K
最高の解像度のビデオ。三脚や固定点での撮影
に最適です。8 MP の静止画をビデオから取得す
ることができます。 

4K 4:3
最高の解像度のビデオ。縦長のアスペクト比 4:3 
は 16:9 のショットより広いシーンを撮影すること
ができます。POV 映像の撮影に最適です。

2.7K
16:9 の高解像度のビデオ。プロ仕様の製作用と
して迫力ある映画品質の映像を実現します。 

2.7K 4:3
ボディやギアに搭載された主観的な高解像度の
ショットを、滑らかなスローモーションで再生す
るのに最適です。

仕様: ビデオ

ビデオの解像度 最適な用途

1440p
縦長のアスペクト比 4:3 は、1080p 以上のフレー
ムに適合します。速い動きや主観的な撮影、ソー
シャル メディアへの共有に最適です。

1080p

あらゆるショットやソーシャル メディア サイトで
のシェアに最適です。240 fps といった高 fps お
よび 120 fps オプションにより、超スローモー 
ションへの編集が可能です。すべての視野角で
使用できます。

960p
縦長のアスペクト比 4.3 と 240 fps および 
120 fps による撮影で、臨場感あふれる超スロー
モーション再生が可能になります。 

720p
従来の機種でも再生可能な高フレーム レートの
ビデオを撮影する 240 fps のオプションが含ま
れています。 
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仕様: ビデオ

この表では、各解像度のフレーム サイズを比較しています。 

4K
2.7K 4:3

2.7K
1440p

1,080p
960p

4K 4:3

720p

プロからのヒント: 特に高解像度、高フレーム レートを使用している場
合、選択された設定をお手持ちのスマートフォン、コンピューター、テレビ
がサポートしているかどうかご確認ください。

仕様: ビデオ

フレーム/秒 (FPS) 
フレーム/秒とは、ビデオで 1 秒あたりに撮影されるフレーム数を表しま
す。高い fps 値 (60、120 または 240) は、速い動きを撮影するのに適し
ています。また、高 fps の映像はスローモーション再生に使用することも
できます。

解像度 + FPS 
ビデオの解像度は高いほど、より鮮明でくっきりとした映像を撮影できま
すが、利用できる fps 値は一般的に低くなります。 

ビデオ解像度を低くすると、映像は鮮明ではなくなりますが、高い fps 値
で撮影できます。 

解像度 | FPS 画面で解像度を選択すると、選択した解像度で使用できる
すべてのフレーム レートが白で表示されます。使用できないフレーム レー
トはグレーで表示されます。 
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仕様: ビデオ

アスペクト比 
アスペクト比は、画像の幅と高さを表します。HERO 7 Black は、2 つのア
スペクト比でビデオと写真を撮影します。 

4:3 
縦長の 4:3 形式では、16:9 のワイドスクリーン形式よりも多くを画面に
収めることができます。自撮りや主観的な映像を撮影するのに適してい
ます。 

16:9 
HDTV や編集プログラム用の標準的な形式です。ワイドスクリーン形式
は、映画のような印象的な映像を撮影するのに最適です。

注意: HDTV で 4:3 の映像を再生すると、画面の両側に黒いバーが表示
されます。 

仕様: ビデオ

視野角 (ビデオ) 
視野角は、カメラが撮影できるシーンの広さを表します。ビデオ モードで
は、最も広く撮影できるのが SuperView で、最も狭いのが魚眼無効です。

視野角 最適な用途

SuperView

世界で最もリアルな視野を誇る SuperView 
は、4:3 のコンテンツを 16:9 の画面に合わせて表
示します。ボディ マウントやギア マウントの映
像に最適です。 

広角 (初期設定)
フレームいっぱいにアクションを撮影したいとき
に最適な大きな視野角。 

魚眼無効
広角や SuperView や広角の魚眼効果を取り除い
た中間視野。航空映像や、従来の視点で撮影し
たいときに最適です。

注意: 選択した解像度およびフレーム レートと互換性がある視野角のみ
使用可能です。
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HERO7 BLACK のビデオ設定
カメラのビデオ解像度と、それぞれで使用可能な fps、FOV、アスペクト比
の概要を示します。

ビデオ 
解像度  
(RES)

FPS 
(NTSC/ 
PAL)*

視野角 画面解像度 アスペク
ト比

4K 60/50 広角 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

広角、 
SuperView

3840x2160 16:9

4K 4:3
30/25 
24/24

広角 4096x3072 4:3

2.7K 120/100 広角 2704x1520 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角、 
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 4:3 60/50 広角 2704x2028 4:3

2.7K 4:3
30/25 
24/24

魚眼無効、広角 2704x2028 4:3

仕様: ビデオ 仕様: ビデオ

ビデオ 
解像度  
(RES)

FPS 
(NTSC/ 
PAL)*

視野角 画面解像度 アスペク
ト比

1440p 120/100 広角 1920x1440 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、 
広角 1920x1440 4:3

1080p 240/200 広角 1920x1080 16:9

1080p

120/100 
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角、 
SuperView

1920x1080 16:9

960p
240/200 
120/100

広角 1280x960 4:3

720p 240/200 広角 1280x720 16:9

720p 60/50 魚眼無効、広角 1280x720 16:9

*NTSC と PAL はビデオのフォーマットで、お住いの地域により使用されて
いるものが異なります。詳細については、ビデオ形式 (69 ページ)
をご参照ください。

推奨される設定については、動きを捉える (42 ページ) をご参照くださ
い。
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仕様: ビデオ

高解像度/高フレーム レート

屋外の気温が高い環境で高解像度または高 fps のビデオを撮影すると、
カメラが高温になり消費電力が増える原因となります。

空気の流れがないところで GoPro アプリに接続すると、カメラがさらに
高温になり、より多くの電力を使用するため、録画時間が短縮されてし
まいます。 

加熱による問題が発生した場合は、撮影するビデオを短くしてみてくださ
い。また、GoPro アプリのように、多くの電力を消費する機能の利用を控
えてください。GoPro Smart Remote (スマート リモート) (別売) は、低消
費電力で GoPro を制御できます。

シャットダウンして冷却する必要がある場合、カメラから通知されます。
詳細については、重要なメッセージ (71 ページ) をご参照ください。

仕様: ビデオ

ビデオ安定化 
GoPro は撮影中にビデオの両端を 5% ずつ (合計 10%) トリミングしま
す。これにより映像がバッファされ、録画中のカメラの揺れを解消するこ
とができます。サイクリング、スケート、スキー、手持ち撮影などに最適
です。 

解像度とフレーム レートを設定すると、どのレベルの安定化を使用してい
るかがカメラに表示されます。 

注意: 0°C 以下の極端な低温下での撮影時には、安定化機能が無効にな
ることがあります。バッテリーの容量が低下し、以下のハイパフォーマンス 
モードに対応できなくなる場合があります。 

ビデオ解像度 
(RES)

FPS (NTSC/PAL)* アスペクト比

4K 60/50 16:9

4K 24/24 4:3

2.7K 60/50 4:3
 
極端な低温環境下で安定したビデオを撮影するには、低めの解像度また
はフレーム レートを使用してください。
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HyperSmooth ビデオ安定化機能 
HyperSmooth は、あなたの動きを正確に予想してカメラの揺れを修正する
ことで、非常に滑らかなプロ仕様の映像を実現します。 
HyperSmooth は、次の解像度と設定で使用できます。

ビデオ 
解像度  
(RES)

FPS 
(NTSC/ 
PAL)*

視野角 画面解像度 アスペク
ト比

4K 60/50 広角 3840x2160 16:9

4K 
30/25 
24/24

広角、 
SuperView

3840x2160 16:9

2.7K
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角、 
SuperView

2704x1520 16:9

2.7K 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角 2704x2028 4:3

1440p
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角 1920x1440 4:3

1080p
60/50 
30/25 
24/24

魚眼無効、広角、 
SuperView

1920x1080 16:9

720p 60/50 魚眼無効、広角 1280x720 16:9

仕様: ビデオ 仕様: ビデオ

標準的なビデオ安定化機能 
これらの設定により、標準レベルの安定化機能を利用できます。高フレー
ムレートで次の解像度を利用する際に最適です。 

ビデオ 
解像度  
(RES)

FPS 
(NTSC/ 
PAL)*

視野角 画面解像度 アスペク
ト比

4K 24/24 広角 3840x2160 4:3

1440p 120/100 広角 1920x1440 4:3

1080p 120/100
魚眼無効、広角、 
SuperView

1920x1080 16:9

960p 120/100 広角 1280x960 4:3

プロからのヒント: 録画開始前にタッチ ズームを使用してショットをトリ
ミングすることでも、映像を滑らかにすることができます。これで、ビデオ
の安定化に使用するバッファがさらに大きくなります。 
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自動光量調整 
HERO7 Black では、撮影時に十分な光量がない場合に通知し、自動的に
フレーム レートを下げてビデオの画質を向上させることができます。これ
は特に、低光量の場所を出入りしているときに役立ちます。 

自動光量調整は初期設定では「自動」に設定されています。50 FPS また
は 60 FPS での撮影時は、どの解像度でも機能します。

自動光量調整をオフにする
1. 「ビデオ」画面で、「設定」をタップします。 

2. 「低光量」をタップします。 

ループの間隔 
GoPro を 5 分 (初期設定)、20 分、60 分、120 分のループ録画をするよう
設定できます。また、「最大」と設定することも可能です。この場合、ルー
プバックしてビデオの先頭から重ね撮りする前に、SD カードがいっぱいに
なるまで録画します。

仕様: ビデオ

安定化なし 
次の解像度と設定では、超高フレームレートなどが原因で安定化を利用
することができません。 

ビデオ 
解像度  
(RES)

FPS 
(NTSC/ 
PAL)*

視野角 画面解像度 アスペク
ト比

4K 30/25 広角 3840x2160 4:3

2.7K 120/100 広角 2704x1520 16:9

1080p 240/200 広角 1920x1080 16:9

960p 240/200 広角 1280x960 4:3

720p 240/200 魚眼無効、広角 1280x720 16:9

*NTSC と PAL はビデオのフォーマットで、お住いの地域により使用され
ているものが異なります。詳細については、ビデオ形式 (69 ページ) をご
参照ください。

ビデオ安定化のオフ 

ビデオ安定化は初期設定でオンになっていますが、オフにすることもで
きます。 

1. 「ビデオ」画面で、「設定」をタップします。 

2. 「安定化」をタップします。

仕様: ビデオ
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仕様: 写真

スーパーフォト 
スーパーフォトはシーンを自動的に分析し、ショットに最適な画像処理を
適用します。 

光量やショットの中の動きなどの条件に応じて、スーパーフォトが次の 
4 つのオプションからいずれかを選択します。

ハイ ダイナミック レンジ (HDR) 
複数の写真を 1 つのショットに結合し、明るい光と影が混在したシーンを
鮮明な写真にします。 

ローカル トーン マッピング 
必要なところだけより鮮明にコントラストをつけることで、写真の品質を
向上させます。 

マルチ フレーム ノイズ低減 
複数のショットを 1 枚の写真に自動的に結合して、デジタルの歪み 
(ノイズ) を低減します。 

追加処理なし 
条件に問題がない場合は高度な処理を適用せずに写真を撮影します。

スーパーフォトは、シングル フォトでのみ機能します。画像処理の適用のた
めに時間が必要となり、各ショットを処理して保存するのに少し時間がか
かる場合があります。 

注意: スーパーフォトは、RAW 写真や Protune では機能しません。 

仕様: 写真

スーパーフォトをオンにする 
スーパーフォトは初期設定ではオフになっています。オンにする方法は以
下の通りです。 

1. 「写真」画面で「設定」をタップします。
2. 「スーパーフォト」をタップします。 

3. 「自動」を選択します。

HDR をオンにして使用する 
ハイ ダイナミック レンジ (HDR) は、スーパーフォトが写真の質を向上さ
せるために用いる画像処理技術の一つです。写真を撮影するときは必ず 
HDR を使用するように GoPro を設定することができます。 

1. 「写真」画面で「設定」をタップします。
2. 「スーパーフォト」をタップします 

3. 「HDR オン」を選択します。

HDR オンは、シングル フォトにのみ使用できます。最良の結果を得るに
は、高コントラストのショットで動きを最小限にして使用します。 

注意: HDR は、RAW 写真や露出コントロールでは機能しません。 
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仕様: 写真

シャッター速度 (夜間 + ナイト ラプス フォト) 
シャッター速度により、夜間やナイト ラプス フォト モードでカメラの 
シャッターが開いている時間が決まります。 オプションと使用時のヒント

速度 例

自動 (最大 30 秒) 日出、日没、夜明け、夕暮れ、薄暮、夜間

2、5、10、15 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)

プロからのヒント: 夜間とナイト ラプス フォトの使用時に手ブレを防ぐに
は、カメラを三脚に取り付けたり、安定した面に置いて、ぶれたり揺れた
りしないようにします。

連写レート 
次の高速設定のいずれかを使用して、素早いアクション シーンを撮影し
ます。
• 自動 (明るい場所で 1 秒間に最大 30 枚)

• 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

仕様: 写真

視野角 (写真) 
視野角 (FOV) は、カメラのレンズを通して撮影できるシーンの広さを表し
ます。 HERO 7 Black は、2 つの視野角を使用して写真を撮影します。

視野角 説明

広角 フレームいっぱいにアクションを撮影したいとき
に最適な大きな視野角。

魚眼無効 広角の魚眼効果を取り除いた中間視野。航空映
像や、従来の視点で撮影したいときに最適です。 

RAW 形式 
この設定がオンになっている場合、写真はすべて .jpg 画像 (カメラで表示
する場合や GoPro アプリで共有する場合) および .gpr ファイルで保存さ
れます。.gpr ファイルは、Adobe.dng 形式に基づいています。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。
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写真モードでは、次の場合を除き RAW 形式を写真、夜間、タイム ラプス 
フォトおよびナイト ラプス フォトで使用できます。 

• スーパーフォトがオフになっている必要があります。 

• 視野角を「広角」に設定する必要があります。
• ズームをオフにする必要があります。
• RAW 形式は連続写真の撮影時には使用できません。
• タイム ラプス フォトでは、間隔は 5 秒以上にする必要があります。 

• ナイト ラプス フォトでは、シャッター設定は 5 秒以上にする必要が
あります。

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。ファイルにアクセスするには、カード リーダー
に SD カードを挿入し、コンピューターのファイル エクスプローラーで 
ファイルを見つけます。

仕様: 写真

TIMEWARP ビデオの速度 
TimeWarp ビデオの速度を最大 30 倍速にすれば、長時間のアクティビ 
ティを共有することができます。 

この表は、ビデオのおおよその長さを示しています。例えば、2 倍速で 1 分
間録画すると、約 30 秒の TimeWarp ビデオが作成されます。2 倍速で 4 
分間録画すると、約 2 分間の TimeWarp ビデオが作成されます。 

速度 撮影時間 ビデオの長さ

2x 1 分 30 秒

5x 1 分 10 秒

10x 5 分 30 秒

15x 5 分 20 秒

30x 5 分 10 秒

注意: 撮影時間はおおよその時間です。ビデオの長さはショット内に含ま
れる動きによって異なる場合があります。 

速度 例

2x～5x 景色のよい道路での運転

10x ハイキングや探検

15x～30x ランニングやマウンテンバイク

プロからのヒント: 最高の結果を得るため、不安定な映像を撮影する場合
は 10 倍速以上をお試しください。 

仕様: タイム ラプス
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ビデオの解像度 (TIMEWARP + タイム ラプス ビデオ)
HERO7 Black は、TimeWarp とタイム ラプス ビデオを 4 種類の解像度で
撮影します。初期設定では、4K の 16:9 アスペクト比の広角視野角です。
次のオプションがあります。

解像度 アスペクト比

4K 16:9

2.7K 4:3

1440p 4:3

1,080p 16:9

詳細については、以下をご参照ください。
• ビデオの解像度 (RES) (88 ページ) 

• アスペクト比 (92 ページ)

仕様: タイム ラプス

タイム ラプスの間隔 
間隔の設定により、カメラがタイム ラプス ビデオやタイム ラプス フォ
ト モードの場合に、写真を撮影する頻度が決定します。 

使用可能な間隔は、0.5 (初期設定)、1、2、5、10、30、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

仕様: タイム ラプス
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タイム ラプス ビデオの録画時間 
この表を使用して、撮影するビデオの長さを決定します。たとえば、0.5 秒 
間隔で 5 分間録画すると、20 秒のタイム ラプス ビデオが作成されます。 
15 分間録画すると、1 分間のビデオが作成されます。 

間隔 撮影時間 ビデオの長さ

0.5 秒 5 分 20 秒

1 秒 5 分 10 秒

2 秒 10 分 10 秒

5 秒 1 時間 20 秒

10 秒 1 時間 10 秒

30 秒 5 時間 20 秒

60 秒 5 時間 10 秒

プロからのヒント: 最良の結果を得るために、カメラを三脚に取り
付けたり、安定した面に置いて、ぶれたり揺れたりしないようにしま
す。TimeWarp ビデオを使用して、動いている間にタイム ラプス ビデオを
撮影します。 

詳細については、TimeWarp (38 ページ) をご参照ください。

ナイト ラプス フォトの間隔 
ナイト ラプス フォト モードで GoPro が写真を撮影する頻度を選択し
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と同期されま
す。シャッター速度が 10 秒に設定されていて、間隔が自動の場合は、カメ
ラは 10 秒ごとに写真を撮影します。

間隔 例

自動 すべての露出に最適 (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)

4～5 秒 夕刻の街の風景、街の照明、動きのある場面

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

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

仕様: タイム ラプス 仕様: タイム ラプス
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PROTUNE 
Protune は、色、ホワイト バランス、シャッター速度などを手動でコント
ロールすることにより、カメラが持つ潜在的な創造力をすべて引き出しま
す。プロ仕様の色補正ツールや Quik デスクトップ アプリなどの編集用ソ
フトウェアと互換性があります。

いくつかのポイントをご紹介します。

• Protune は、ループ、TimeWarp、およびタイム ラプス ビデオを除く全
モードの高度な設定として利用できます。 

• Protune がオンになっている場合は、設定メニューが拡張され、すべて
の設定へのフル アクセスが可能になります。上にスワイプすると、すべ
てを確認することができます。 

• 露出コントロールを使用する場合、一部の Protune の設定は使用で
きません。 

• ある撮影モードで Protune 設定を変更した場合、その撮影モードにの
み適用されます。たとえば、ナイト フォトのホワイト バランスを変更し
ても、連写のホワイト バランスに影響を与えることはありません。

プロからのヒント: 設定メニューを使用して、すべての Protune 設定を初
期設定の状態に復元することができます。 

• Protune がオンの場合は、「設定」 > 「Protune の設定」をタップし
ます。 

• Protune がオフになっている場合は、「設定」 > 「Protune」 > 
「Protune の設定」をタップします。 

仕様: Protune

カラー 
カラーを使用することで、ビデオや写真のカラー プロファイルを調整でき
ます。カラー画面の右側のオプションをスクロールして、それぞれの設定の
ライブ プレビューを確認してから、必要なオプションをタップします。 

カラー設定 結果のカラー プロファイル

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 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)。

平面

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、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。

ホワイト バランス 
ホワイト バランスを使用するとビデオや写真の色温度を調整し、寒色と暖
色のバランスを最適化できます。ホワイト バランス画面の右側のオプショ
ンをスクロールして、それぞれの設定のライブプレビューを確認してから、
必要なオプションをタップします。 

この設定のオプションは、自動 (初期設定)、2300K、2800K、3200K、 
4000K、4500K、5500K、6000K、6500K、ネイティブです。値を小さくする
と、暖色が強くなります。

また、ネイティブを選択して最小限に色補正したファイルを作成し、ポス
ト プロダクション時により正確な調整を行うこともできます。

仕様: Protune



114 115

最小/最大 ISO 
最小 ISO と最大 ISO を使用すると、カメラの光とイメージ ノイズに対す
る感度の範囲を設定できます。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。値が低いほど、画像が暗くなり、イメージ ノイズが
低くなります。カラー画面の右側のオプションをスクロールして、それぞ
れの設定のライブ プレビューを確認してから、必要なオプションをタッ
プします。 

最大 ISO の初期設定値は、ビデオの場合は 1600 で、写真の場合は 3200 
です。最小 ISO の初期設定値は 100 です。

注意: ビデオおよび写真モードでは、ISO の動作は Protune のシャッター
設定に応じて異なります。選択した最大 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。 

プロからのヒント: 特定の値に ISO をロックするには、最小 ISO と最大 
ISO を同じ値に設定します。

仕様: Protune

画像が暗ければ暗いほど、  
画像ノイズも小さくなる

画像が明るければ明るいほ
ど、画像ノイズも大きくなる

100 200 400 800 1600 3200 6400

シャッター 
Protune のシャッター設定は、ビデオ モードとフォト モードにのみ適用さ
れます。この設定では、シャッターが開いている時間を決定します。 
シャッター画面の右側のオプションをスクロールして、それぞれの設定の
ライブ プレビューを確認してから、必要なオプションをタップします。初
期設定は自動です。

写真の場合、オプションは自動、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000 秒
です。

ビデオの場合、オプションは次に説明されているように、fps の設定に 
よって異なります。

シャッター 例 1:  
1080p30

例 2:  
1080p60

自動 自動 自動

1/fps 1/30 秒 1/60 秒

1/(2xfps) 1/60 秒 1/120 秒

1/(4xfps) 1/120 秒 1/240 秒

1/(8xfps) 1/240 秒 1/480 秒

1/(16xfps) 1/480 秒 1/960 秒

プロからのヒント: ビデオや写真の手ブレを減らすために、シャッター設
定の使用中は、カメラを三脚または安定した場所に固定して、ぶれたり揺
れたりしないようにします。

仕様: Protune
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露出値の補正 (EV COMP) 
露出値を補正すると、ビデオと写真の明るさに影響します。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。 

EV 修正画面の右側のオプションをスクロールして、それぞれの設定のライ
ブ プレビューを確認してから、必要なオプションをタップします。値が高
いほど、画像が明るくなります。 

注意: ビデオでは、この設定は、シャッターが自動に設定されている場合
にのみ利用できます。 

また、シーンの特定の領域に基づいて露光を調整することもできます。詳
細については、露出コントロール (44 ページ) をご参照ください。

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。

仕様: Protune

画質 
画質コントロールは、ビデオ映像と写真で撮影した詳細の質を設定しま
す。この設定のオプションは、高 (初期設定)、中、および低です。 

画質画面の右側のオプションをスクロールして、それぞれの設定のライ
ブ プレビューを確認してから、必要なオプションをタップします。

プロからのヒント: 編集中に画質を上げるには、この設定で低を選択し
てください。

仕様: Protune
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RAW オーディオ 
標準の .mp4 オーディオトラックに加えて、ビデオ用の .wav ファイルを
作成します。RAW オーディオ トラックに適用される処理のレベルを選択
できます。 

オプション 説明

オフ (初期設定) 個別の .wav ファイルは作成されません。

低
最小限の処理を適用します。ポスト プロダク
ションでオーディオ処理を適用する場合に最
適です。

中

手動オーディオ コントロール (風やステレオ) に
基づいて処理を適用します。手動オーディオ コ
ントロールをオフにすると、カメラは、ウィンド 
フィルターとステレオ オーディオを自動的に切
り替えます。

高
完全なオーディオ処理 (自動ゲイン、AAC エン
コーディング、および手動オーディオ コントロー
ル設定) を適用します。

SD カードをカード リーダーに挿入して、コンピューターの .wav ファイ
ルにアクセスします。.mp4 ファイルと同じ名前で、同じ場所に保存され
ます。 

仕様: Protune

マイクの設定 
3 つのマイクを使って、ビデオの撮影中に音声を録音します。撮影時の条
件や、完成したビデオに使いたいサウンドの種類に基づいて、使用方法を
カスタマイズすることができます。

オプション 説明

自動 (初期設定)
ステレオ録音と風切り音フィルタリングを自動
的に切り替えることで、すっきりとしたオーディ
オ トラックを実現します。 

ステレオ
風がノイズになっていない場合に、GoPro が確
実にステレオ録音を行えるようにする目的で使
用します。 

ウィンド 風の強い日か、GoPro を移動中の乗り物に搭載
している場合にノイズをフィルタリングします。 

仕様: Protune


