
STYLUS
TG-TRACKER
取扱説明書

デジタルカメラ

 オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメラを操
作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いください。特に
「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる前によくお読みくだ
さい。またお読みになった後も、必ず保管してください。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の
前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
 取扱説明書で使用している画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる
場合があります。
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同梱品を確認する
お買い上げの商品には次の付属品が入っています。
万一、不足していたり、破損していた場合には、お買い上げ販売店までご連絡ください。

ストラップ リチウムイオン電池
（LI-92B）

USB-ACアダプタ
（F-5AC）

デジタルカメラ

レンズ
プロテクター
（LP-T01）

水中用プロテクター
（UP-T01）

USBケーブル
（CB-USB10）

CD-ROM
（取扱説明書／
PCソフトウェア）

ジョイント
スクリュー
（JS-T01）

マウント
カップリング
（MC-T01）

ステディグリップ
（SG-T01）

その他の付属品:取扱説明書（本書）、保証書

• 水中でご使用になる場合は、必ず水中用プロテクター（P. 62）を取り付けて、
［Field of View］（画角の設定）を［ ］（水中ワイド）または［ ］（回
転水中ワイド）に設定してください（P. 29、33、34）。

 ストラップを取り付ける

1

2

3

• 最後にストラップを少し強めに引っ張り、抜けないことを確認してください。
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 各部の名称

1

2

3

4
10 11

12 23

24

13

11
21

1716 18 19 20

22

14 15

5

6

7 98

1 ヘッドライト
2 レンズ
3 レンズプロテクター
4 ストラップ取り付け部
5 電池／カード／
コネクタカバー

6 電池／カード／
コネクタカバー開閉ノブ

7 HDMIマイクロコネクタ
8 マイクロUSBコネクタ

9 カードスロット
0 パワースイッチ
（ON/OFF/LOG）

a ステレオマイク
b レンズロック
c Wi-Fiアンテナ
d スピーカー
e 三脚穴
f 動作ランプ

g R（録画）ボタン
h ボタン
i OK／MODEボタン
j GPSアンテナ
k M（左）／Wi-Fiボタン
l N（右）／ INFO／

Y（ヘッドライト）ボタン
m モニター
n 気圧調整穴*

* 穴にピンなどを刺さないでください。

• モニターの角度を変えることができます。
• 強い振動が加わると、モニターが開くことが
あります。
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カメラの準備

 電池とカードを入れる／取り出す

1 電池／カード／コネクタカバー開閉ノブを押したまま
（1）、電池／カード／コネクタカバーを開く（2、3）。
• 電池／カード／コネク
タカバーの開け閉めの
際は、パワースイッチ
をOFFにしてください。

電池／カード／コネクタカバー

電池／カード／コネクタ
カバー開閉ノブ

1

3
2

2 電池ロックノブを矢印の方向に押しながら電池を入れる。
• 電池はmを電池
ロックノブ側にし
て図のように入れ
てください。

• 誤った向きで電池
を入れると、電源
が入りません。必
ず正しい向きで入
れてください。

• 電池を取り出すには、電池ロックノブを矢印の向きに押しロックを外し
て取り出します。

電池ロックノブ
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3 カードをまっすぐに差し、カチッと音がするまで押し込む。
• カードの金属部には直接手を触れ
ないでください。

• このカメラで使用できるカード以
外は、絶対にカメラに入れないで
ください。

 このカメラで使用できるカード
microSD/microSDHC/microSDXCカード（市販）
（動作確認済みカードは当社ホームページをご確認ください。）
g「カードを使う」 （P. 60）

カードを取り出すには
• カードを取り出すときはパワースイッチをOFFにして、動作ランプ（橙）が
消灯していることを確認してください。

• カチッと音がするま
でカードを押し込み、
ゆっくり戻してから、
カードをつまんで取り
出します。

1
2
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 4 1、2、3の手順で電池／カード／コネクタカバーを閉
じる。

• カメラをご使用の際は、必ず電池／カード／コネクタカバーを閉じロック
をしてください。

• 電池／カード／コネクタカバー開閉ノブの赤い表示が見えなくなるまで
しっかりとロックしてください。

1 2

3

• 水中でのご使用の前には、「防水・耐衝撃性能について」 （P. 64）もお読みくだ
さい。
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 電池を充電する

1 カメラに電池が入っていることを確認し、USBケーブル、
USB-ACアダプタ、電源コンセントを接続する。

• お買い上げのとき、電池は十分に充電されていません。お使いになる前に、
動作ランプが消えるまで（最長約3.5時間）電池を充電してください。

電源
コンセント

電池／カード／コネクタカバー

USBケーブル
（付属）

マイクロUSBコネクタ

動作ランプ（橙）
点灯：充電中
消灯：充電完了

接続方法

海外での充電については「海外での使用について」 （P. 59）をご覧ください。
• 付属または当社指定以外のUSBケーブルは絶対に使用しないでください。
発煙や発火の恐れがあります。

• 充電する際はパワースイッチをOFFにしてください。
• 電池については「電池の取扱いについて」 （P. 68）、およびUSB-ACアダプタについて
は「USB-ACアダプタの取扱いについて」 （P. 68）をご覧ください。

• 電池の充電中に、動作ランプが点灯しない場合は、ケーブルを再接続してください。

電池の充電時期
右のエラーメッセージが表示されたら
電池を充電してください。

エラーメッセージ赤く点滅

17 : 30
Battery Empty
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 電源を入れる
カメラを動作させるにはカードが必要です。カメラにカードを入れてお使い
ください（P. 6）。
g「カードを使う」 （P. 60）

パワースイッチをONにします。
• ONにしても電源が入らないときは、電池の向き
を確認してください。g「電池とカードを入れ
る／取り出す」 （P. 6）

日付・時刻・地域を設定する
初めて電源を入れたときは、日付、時刻、地域の設定をする画面が表示さ
れます。設定が完了するまで撮影できません。設定した日時や地域を変更
するときは、［Date］（P. 39）をご覧ください。

1 MボタンまたはNボタンで［Y］
（年）を選び、OKボタンで確定する。

Date

:BackMENU :SetOK

2016 --. . :- - - - - -
Y M D Time

2 手順1と同様に、MボタンまたはNボタンで［M］（月）、
［D］（日）、［Time］（時、分）を設定したら、OKボタンを押す。

3 MボタンまたはNボタンで地域を
選び、OKボタンを押す。

World Time

:BackMENU :SetOK

UTC+09:00 (10:38)
Seoul
Tokyo
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撮影モードを確認する
電源をONにするとモニターが点灯します。画面左上のアイコンで現在の撮影
モードを確認できます。

A：VIDEO（ムービー）モード .....（P. 12）

l：VIDEOメニューの［Loop］（P. 29）を
［On］に設定すると表示されます。
j：PHOTOメニューの［Drive］（P. 32）を
［Continuous］に設定すると表示されます。

z：PHOTO（静止画撮影）モード ...（P. 14）

L：TIME LAPSE
（タイムラプスムービー）モード ......（P. 16）

 撮影画面のアイコン表示について
メニューなどで設定した機能のアイコンが撮影画面上部に表示されます。

w：［WB］ ...................（P. 29、32、34）

F：［Field of View］ ....（P. 29、33、34）

o：［IS］ .....................................（P. 31）

Y：［Timer］ ...............................（P. 33）

w：［Wi-Fi］ ...............................（P. 38）

F：［+/-］ ......................（P. 29、32、34）
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 ムービーを撮る
1 パワースイッチをONにする。

• パワースイッチをONにすると、位置、標高などのGPSや各種センサー
情報をログとしてカメラが記録し始めます。撮影中もログは継続して記
録されます。

2 モードを確認する。 VIDEO（ムービー）モード

3 R（録画）ボタンを押して撮
影をはじめる。

• VIDEOメニューの［fps］（P. 30）を
［30fps］、［60fps］に設定した場合
は、音声も同時に録音されます。マ
イクをふさがないようにしてくだ
さい。

• CMOSのカメラの場合は、ロー
リングシャッターによる動体歪みと
いう現象が発生します。これは、動
きの速い被写体や手ぶれの時に撮影
画像に歪みが発生する物理現象です。

17 : 30REC

撮影時間

•  ムービー撮影中にOKボタンを押すと、チャプターを設定できます。設定
できるチャプターの上限は200です。

4 Rボタンをもう一度押して撮影を終了する。
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• ログの一時記録を行っている場合、パワースイッチ
をOFFにすると画面にメッセージが表示されます。
メッセージの表示中にOKボタンを押すか、10秒経
過すると、ログの記録を終了してカードにログを保
存します。メッセージの表示から10秒以内にパワー
スイッチをLOGかONにすると、引き続きログが記
録され、カードには保存されません。

Continue LOG        
Exit 10

• パワースイッチがONのときにログを記録しないようにするには、SETUPメ
ニューの［LOG Setting］（P. 36）を［Off］にします。

• ログの記録中は日時設定（P. 39）を変更しないでください。ログの情報が
OI.Trackで正しく表示されなくなります。
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 静止画を撮る
1 パワースイッチをONにする。

• パワースイッチをONにすると、位置、標高などのGPSや各種センサー
情報をログとしてカメラが記録し始めます。撮影中もログは継続して記
録され、パワースイッチをOFFにしたときにカードに保存されます。

2 MODEボタンを押し、ホーム画面を
表示する。

• MボタンまたはNボタンを押すと項目が選
択できます。

VIDEO

ホーム画面

3 ［z PHOTO］を選び、OKボタンを
押す。

PHOTO

4 R（録画）ボタンを押して撮影
する。

• SETUPメニューの［LOG Setting］
（P. 36）が［On］の場合、撮影時の位置、
標高などの情報が静止画のタグに記
録されます。

790

• 動きのある被写体を撮影すると、撮影した静止画に歪みが発生する場合があ
ります。

• 被写体の大きな動きや蛍光灯などのフリッカーにより、画像に乱れが発生す
る場合があります。
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• パワースイッチがONのときにログを記録しないようにするには、SETUPメ
ニューの［LOG Setting］（P. 36）を［Off］にします。

• ログの記録中は日時設定（P. 39）を変更しないでください。ログの情報が
OI.Trackで正しく表示されなくなります。
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 タイムラプスムービーを撮る
あらかじめ設定された間隔で静止画を連続撮影し、カメラが自動でつなぎ
合わせてひとつのムービーを作成します。音声は記録されません。

1 パワースイッチをONにする。
• パワースイッチをONにすると、位置、標高などのGPSや各種センサー
情報をログとしてカメラが記録し始めます。撮影中もログは継続して記
録され、パワースイッチをOFFにしたときにカードに保存されます。

2 MODEボタンを押し、ホーム画面を
表示する。

• MボタンまたはNボタンを押すと項目が選
択できます。

VIDEO

ホーム画面

3 ［L TIME LAPSE］を選び、OKボ
タンを押す。

TIME LAPSE

4 R（録画）ボタンを押して撮
影をはじめる。

•  ［Interval］（P. 35）で設定した撮影
間隔で1コマずつ撮影します。

17 : 30

5 Rボタンをもう一度押して撮影を終了する。
• 撮影したコマをつないだムービーが記録されます。

• 撮影中に電池残量が少なくなると、撮影を中止してカードに保存し始めます。
十分に充電した電池をお使いください。中止するまでに撮影したコマでムー
ビーが生成されます。



17JP

• 作成できるムービーの時間は29分（または4GB)までです。
• パワースイッチがONのときにログを記録しないようにするには、SETUPメ
ニューの［LOG Setting］（P. 36）を［Off］にします。

• ログの記録中は日時設定（P. 39）を変更しないでください。ログの情報が
OI.Trackで正しく表示されなくなります。
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 画像を再生する／消去する

 ムービーを再生する

1 パワースイッチをONにする。

2 MODEボタンを押し、ホーム画面を
表示する。

• MボタンまたはNボタンを押すと項目が選
択できます。

VIDEO

ホーム画面

 3 ［q PLAY］を選び、OKボタンを
押す。

• 撮影した画像がインデックス再生されます。
• MボタンまたはNボタンを押すと画像が選
択できます。

• zアイコンが表示されている画像は静止画です。 102 -  3459

4 再生したいムービーを選び、OKボタ
ンを押して1コマ再生する。

• Mボタンを押すとインデックス再生に戻り
ます。

102 -  3459

5 OKボタンをもう一度押して再生
する。

• 再生中にOKボタンを押すと、一時停止します。
一時停止中にOKボタンを押すと、再生を再開し
ます。

• R（録画）ボタンを押すと撮影画面に戻ります。
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 ■  再生中の操作
一時停止する OKボタンを押すと、一時停止します。

早送りする
Nボタンを押すと2倍速で、もう一度押すと15倍速で再生
します。

巻き戻しする
Mボタンを押すと2倍速で、もう一度押すと15倍速で逆再生
します。

 ■ 一時停止中の操作

一時停止中
再生時間／撮影時間 00  :  12  :  34  /  00  :  17  :  30

頭出しする
 MボタンまたはNボタンを押すと、前後のチャプターに移
動できます。次のチャプターが無い場合は、最後尾のコマを
表示します。

早送りする Nボタンを長押しすると、早送りします。

巻き戻しする Mボタンを長押しすると、巻き戻しします。

再生を再開する OKボタンを押すと、再生を再開します。

 ■ ムービー再生を中止するには
ボタンを押します。

• パソコンでムービーを再生する場合、付属のパソコン用ソフトウェアのご使
用をおすすめします。
付属のパソコン用ソフトウェアを最初にご使用になる際、カメラをパソコン
に接続しソフトウェアを起動してください。
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静止画を見る（再生する）

1 パワースイッチをONにする。

2 MODEボタンを押し、ホーム画面を
表示する。

• MボタンまたはNボタンを押すと項目が選
択できます。

VIDEO

ホーム画面

 3 ［q PLAY］を選び、OKボタンを
押す。

• 撮影した画像がインデックス再生されます。
• MボタンまたはNボタンを押すと画像が選
択できます。

• zアイコンが表示されている画像は静止画です。
102 -  3455

4 再生したい静止画を選び、OKボタン
を押して1コマ再生する。

• Mボタンを押すとインデックス再生に戻り
ます。

• R（録画）ボタンを押すと撮影画面に戻ります。 102 -  3455



21JP

 画像を消去する

1 消去する画像をインデックス再生画
面で選び、ボタンを押す。

• 再生メニューが表示されます。

102 -  3459

• １コマ表示中も、ボタンを押して再生メ
ニューが表示できます。

102 -  3459

2 MボタンまたはNボタンで 
［ Erase］を選び、OKボタンを
押す。

Erase

:BackMENU :SelectOK

Exit

Exit

3 ［YES］を選び、OKボタンを押す。
• ［NO］を選んでOKボタンを押すと、キャンセ
ルして再生メニューに戻ります。

• 一度に全コマ消去することもできます（P. 39）。

Erase

:BackMENU

Caution Erases Image

NoYes
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ログを記録する／使う（LOGモード）
このカメラは、パワースイッチをLOGにすると、GPSや各種センサー
情報（P. 24）を取得してログに記録します。ログは、スマートフォン用の
専用アプリOLYMPUS Image Track（OI.Track）で読み込んで利用で
きます。

 ログを記録する／保存する
パワースイッチをLOGに合わせます。
• ログの記録を開始します。記録中は動作ランプが
緑色に点灯します。

• 撮影画面に切り替える場合は、パワースイッチを
ONにします。

• カメラにカードが入っていないと機能しません。
• 電池が消耗したときは、自動的にログの取得および記録を終了します。パワー
スイッチをOFFにして、ログを保存してください。

• LOGモードにすると、常に測位を継続しているため電池を消耗します。
• 標高（水深）の移動の軌跡は、標高（水深）ログ画面（P. 25）で確認できます。
それ以外の移動の軌跡は、カメラ本体では表示できません。

• ログファイルを一時的に記録しているカメラの記憶領域がいっぱいになると、
新たにログを記録することができなくなります。その場合はパワースイッチ
をOFFにして、ログをカードに保存してください。

ログの保存について
記録したログは、パワースイッチをOFFにしたときカードに保存されます。
• パワースイッチをOFFにする、またはOFFの位置
を通過すると画面にメッセージが表示されます。
メッセージの表示中にOKボタンを押すか、10秒
経過すると、ログの記録を終了してカードにログ
を保存します。メッセージの表示から10秒以内に
パワースイッチをLOGかONにすると、引き続き
ログが記録され、カードには保存されません。

Continue LOG        
Exit 10
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• ログの保存中はモニターに「Busy...」と表示されます。表示が消えるまでカー
ドを取り出さないでください。保存中にカードを取り出すと、ログファイル
が消失したり、カメラやカードに不具合が生じるおそれがあります。

• カードに保存できるログファイル数の上限は199個までです。保存できるファ
イル数が残り少なくなると、モニターにエラーメッセージが表示されます
（P. 54）。その場合はカードを交換するか、ログファイルをパソコンに保存して
不要なログファイルを消去してください。

• ログファイルは、カード内の「GPSLOG」フォルダと「SNSLOG」フォルダ内
に保存されます（P. 60）。

記録／保存したログを使う
カメラに一時記録したログ、またはカードに保存したログを使用するには、
スマートフォンで専用アプリOLYMPUS Image Track（OI.Track）を起
動し、本機の無線LAN機能を使ってスマートフォンと接続してください
（P. 41）。

専用アプリOLYMPUS Image Track（OI.Track）を使ってできること
• 一時記録中のログと静止画の確認
カメラで一時記録中のログと静止画をスマートフォンで確認することが
できます。

• 一時記録したログと静止画のスマートフォンへの転送、閲覧
カメラで一時記録したログと静止画をスマートフォンに転送して、閲覧
することができます。

• 移動の軌跡の閲覧
カードに保存したログを読み込んで、移動の軌跡をスマートフォンで閲
覧することができます。
カード内のログを閲覧するためには、［LOG Setting］を［Off］にしてカ
メラの電源を入れなおしてください。

• ログの一時記録中に撮影した静止画と記録したログの関連付け
ログの一時記録中に撮影した静止画と、記録したログを関連付けて閲覧、
管理することができます。

• OI.Trackを使って、GPSアシストデータを更新することもできます（P. 45）。

詳細は、下記アドレスをご参照ください。
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
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便利な機能を使う

 情報画面を表示する
モニターに測位情報、水準器、標高（水深）を表示します。
• 表示される情報は、気象条件などにより誤差を生じることがあります。目安
としてお使いください。

1 INFOボタンを押す。
• 測位情報画面が表示されます。
• 画像の再生中や自動で電源が切れているとき（P. 37）は、表示されません。

2 Nボタンで表示する情報を切り替える。
• Nボタンを押すごとに、表示（測位情報／水準器／標高（水深）／オフ）が
切り替わります。

測位情報 水準器と標高（水深） 標高（水深）ログ
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 ■  測位情報
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No. 名称
1 時刻
2 ログ記録中
3 水中検知
4 方位
5 温度（水温）
6 GPSアイコン
7 緯度
8 経度
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 ■ 水準器と標高（水深）
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1
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8
No. 名称
1 時刻
2 ログ記録中
3 水中検知
4 水準器
5 気圧
6 温度（水温）
7
標高（水深）

8

 ■  標高（水深）ログ

12:34

LOG

0

4500

3000

2000

Total Time

3670
Vertical Distance

m

1
2

3

4

5
No. 名称

1 ログ記録中

2 水中検知

3 ログ記録時間

4 標高（水深）差

5 標高（水深）ログ

緯度／経度について
• GPSアイコンが点滅しているときや表示されていないときは、測位ができて
いません。

• GPSアイコンが表示されていない場合、表示されている緯度／経度は現在の
ものではなく、120分以内に取得された情報です。

• 120分以上緯度／経度の情報が取得できていない場合は、表示されません。

GPS機能およびその他の情報表示について
• 厳密な精度を求める使用を想定した機能ではないため、いかなる場合におい
ても測定した値(緯度経度、方角、水深、温度など)に対しての保証はいたし
ません。また、自然災害などの影響により、情報内容が実際と異なる場合が
あります。
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 ヘッドライトを使う
ヘッドライトが点灯するまでY（ヘッドライト）ボタ
ンを押します。パワースイッチの位置がOFFまたは
LOGの場合も点灯します。
• 約60秒間点灯します。
• ヘッドライトの点灯中にY（ヘッドライト）ボタンを押し
続けると、消灯します。

• 以下の場合、ヘッドライトが自動的に消灯します。
• パワースイッチを操作したとき
• メニュー画面を表示したとき
• USBケーブル、HDMIケーブルを抜き差ししたとき
• Wi-Fi接続したとき

ヘッドライト



27JP

 メニューを使う
  メニューの使い方
VIDEO、PHOTO、TIME LAPSE、PLAYメニュー
撮影または再生時にボタンを押すと、各モードに応じたメニューが
表示されます。
A VIDEO（ムービー）メニュー（P. 29） z PHOTO（静止画撮影）メニュー（P. 32）

サブメニュー 1 サブメニュー 1
Loop
+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

fps
IS
G Chapter
Exit

Drive
+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

Timer
Exit

L TIME LAPSE
（タイムラプスムービー）メニュー（P. 34）

q PLAY（再生）メニュー（P. 36）

サブメニュー 1 サブメニュー 1

+/-*1

WB*1

Field of View*1

Resolution*1

Interval
Exit

Erase
HDMI Control
Exit

*1 モードごとに個別で設定ができます。

 SETUPメニュー
ホーム画面から［d SETUP］を選んでOKボタンを押
すと、 SETUPメニューが表示されます。

ホーム画面

SETUP

d SETUP（設定）メニュー（P. 36）

サブメニュー 1
Quick Capture
LOG Setting
Monitor
Monitor Off

Autopw Off
Video Light
Beep
Manometer

Wi-Fi
Date
Card
Reset

Exit
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サブメニューについて
• MボタンまたはNボタンでサブメニューを選択
できます。OKボタンを押すと選択している項目を
確定し、サブメニュー 2、サブメニュー 3がある場
合は次に進みます。

• サブメニュー 2またはサブメニュー 3の項目を選択
してOKボタンを押すと、設定が確定してメニュー
に戻ります。

• ボタンを押すと1つ前の画面に戻ります。

Loop

:BackMENU :SelectOK

Exit

Exit
Max
On

サブメニュー 1
Loop

:BackMENU :SelectOK

Max
On

サブ
メニュー 2

サブ
メニュー 3

• PLAYメニューの［Erase］（P. 36）やSETUPメ
ニュー［Card］の［All Erase］（P. 39）など、一部
のメニューにはOKボタンを押すと実行の確認画面
が表示されるものもあります。

Card

:BackMENU :SetOK

AllErase

• サブメニュー 1の選択画面で、ボタンを押すか［Exit］を選択してOKボ
タンを押すと、メニューを終了して撮影画面に戻ります。
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  A VIDEO（ムービー）メニュー
• は、初期設定を表します。

  撮影時間を選んで繰り返しムービーを撮影する l［Loop］
サブメ
ニュー 2 サブメニュー 3 用途

Off ̶ 撮影を繰り返さず、1回で終了します。

On Max/3min/
5min/10min

設定した時間で撮影を終了し、すぐに次の撮影を開始し
ます。［Max］の場合は29分または4GBまで撮影します。

 画像全体の明るさを調整する（露出補正） F［+/-］
サブメニュー 2 用途

z ~ y
－の数値が大きいほど暗く、+の数値が大きいほど明るく補
正します。

 撮影シーンの光源に応じた色合いに設定する w［WB］
サブメニュー 2 用途

Auto カメラが自動的に調整します。水中でお使いのときは、
自動的に［Z］（水中オート）で動作します。

Z（水中オート） 水中での撮影に適しています。

5（晴天） 晴れた屋外での撮影に適しています。

g（曇天） 曇った屋外での撮影に適しています。

 画角を変えて撮影する F［Field of View］
サブメニュー 2 用途

（ワイド） 通常の撮影時に設定します。

（水中ワイド） 水中撮影時に設定します。水中用プロテクター使用
時に適した画角になります。

（回転ワイド） 180°回転して記録します。音声も左右反転して記録
されます。（回転水中ワイド）

• 水中でご使用になる場合は、必ず水中用プロテクターをお使いください（P. 62）。
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A VIDEO（ムービー）メニュー

   画像サイズを選ぶ ［Resolution］
サブメニュー 2 用途

4K/FHD/HD/480 画像のサイズを選びます。

• ［4K］で撮影されたムービーは、パソコンの環境によって再生できない場合が
あります。

• 「カードを使う」 （P. 60）
• 「カードの撮影可能時間（ムービー）／撮影可能枚数（静止画）」 （P. 61）

 フレームレートを選ぶ ［fps］
サブメニュー 2 用途

240fps/120fps/60fps/30fps
フレームレートを選びます。［120fps］、
［240fps］に設定した場合は、音声が記録され
ません。

画像サイズとフレームレートについて
実際の画像サイズ（ピクセル数）、および設定できる画像サイズとフレーム
レートの組み合わせは以下のとおりです。

画像サイズ
fps(フレームレート)

240fps 120fps 60fps 30fps
4K 3840×2160 × × × ○

FHD 1920×1080 × × ○ ○

HD 1280×720 ○ ○ ○ ○

480 854×480 ○ ○ ○ ○
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A VIDEO（ムービー）メニュー

  撮影時の手ぶれを補正する o［IS］
サブメニュー 2 用途

Off 手ぶれ補正機能なしで撮影します。

On
手ぶれ補正機能を使って撮影します。画角は狭くなります。
［fps］を［120fps］または［240fps］に設定している場合は
無効になります。

• 手ぶれが大きすぎると、補正しきれないときがあります。

 振動時に自動でチャプターを設定する ［G Chapter］
サブメニュー 2 用途

OFF 自動でチャプターを設定しません。

High ムービー撮影中、約7.0G以上の振動を感知したときに自動
でチャプターを設定します。

Low ムービー撮影中、約4.0G以上の振動を感知したときに自動
でチャプターを設定します。
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  z PHOTO（静止画撮影）メニュー
• は、初期設定を表します。

 1コマ撮影と連続撮影を切り換える j［Drive］
サブメニュー 2 サブメニュー 3 用途

Single ̶ 1コマだけ撮影します。

Continuous

0.5sec/
1sec/2sec/
5sec/10sec/
30sec/60sec

設定した間隔で連続撮影します。撮影状況
等により、設定より間隔が長くなる場合が
あります。20000枚まで連続撮影すると、
自動的に電源が切れます。

静止画を連続撮影するには（Continuous）
1 R（録画）ボタンを押す。

• 設定した間隔で自動的に連続撮影します。
2 もう一度Rボタンを押して撮影を終了する。

 画像全体の明るさを調整する（露出補正） F［+/-］
サブメニュー 2 用途

z ~ y
－の数値が大きいほど暗く、+の数値が大きいほど明るく補
正します。

 撮影シーンの光源に応じた色合いに設定する w［WB］
サブメニュー 2 用途

Auto カメラが自動的に調整します。水中でお使いのときは、
自動的に［Z］（水中オート）で動作します。

Z（水中オート） 水中での撮影に適しています。

5（晴天） 晴れた屋外での撮影に適しています。

g（曇天） 曇った屋外での撮影に適しています。
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  z PHOTO（静止画撮影）メニュー

 画角を変えて撮影する F［Field of View］
サブメニュー 2 用途

（ワイド） 通常の撮影時に設定します。

（水中ワイド） 水中撮影時に設定します。水中用プロテクター使用
時に適した画角になります。

• 水中でご使用になる場合は、必ず水中用プロテクターをお使いください（P. 62）。

 画像サイズを選ぶ ［Resolution］
サブメニュー 2 用途

8.0MP/2.1MP/0.9MP/0.4MP 画像のサイズを選びます。

• 「カードの撮影可能時間（ムービー）／撮影可能枚数（静止画）」 （P. 61）

画像サイズについて
実際の画像サイズ（ピクセル数）は以下のとおりです。

8.0MP 3840×2160
2.1MP 1920×1080
0.9MP 1280×720
0.4MP 854×480

�Rボタンを押してから撮影までの時間を選ぶ Y［Timer］
サブメニュー 2 用途

Off セルフタイマーを設定しません。

2sec ヘッドライトが約2秒点滅した後、撮影します。

12sec ヘッドライトが約10秒点灯し、さらに約2秒点滅した後、撮影
します。

• セルフタイマー作動中に撮影を中止するには、ボタンを押します。
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  L TIME LAPSE（タイムラプスムービー）メニュー
• は、初期設定を表します。

 画像全体の明るさを調整する（露出補正） F［+/-］
サブメニュー 2 用途

z ~ y
－の数値が大きいほど暗く、+の数値が大きいほど明るく補
正します。

 撮影シーンの光源に応じた色合いに設定する w［WB］
サブメニュー 2 用途

Auto カメラが自動的に調整します。水中でお使いのときは、
自動的に［Z］（水中オート）で動作します。

Z（水中オート） 水中での撮影に適しています。

5（晴天） 晴れた屋外での撮影に適しています。

g（曇天） 曇った屋外での撮影に適しています。

 画角を変えて撮影する F［Field of View］
サブメニュー 2 用途

（ワイド） 通常の撮影時に設定します。

（水中ワイド） 水中撮影時に設定します。水中用プロテクター使用
時に適した画角になります。

（回転ワイド） 180°回転して記録します。音声も左右反転して記録
されます。（回転水中ワイド）

• 水中でご使用になる場合は、必ず水中用プロテクターをお使いください（P. 62）。
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  L TIME LAPSE（タイムラプスムービー）メニュー

   画像サイズを選ぶ ［Resolution］
サブメニュー 2 用途

4K/FHD/HD/480 画像のサイズを選びます。

• ［4K］で撮影されたムービーは、パソコンの環境によって再生できない場合が
あります。

• 「カードを使う」 （P. 60）
• 「カードの撮影可能時間（ムービー）／撮影可能枚数（静止画）」 （P. 61）

画像サイズについて
実際の画像サイズ（ピクセル数）は以下のとおりです。

4K 3840×2160
FHD 1920×1080
HD 1280×720
480 854×480

 撮影間隔を選ぶ ［Interval］
サブメニュー 2 用途

0.5sec/1sec/2sec/5sec/
10sec/30sec/60sec/

撮影間隔を選びます。撮影状況等により、設定よ
り間隔が長くなる場合があります。
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   q PLAY（再生）メニュー
• は、初期設定を表します。

  画像を消去する ［Erase］
• 「画像を消去する」 （P. 21）をご参照ください。

 テレビのリモコンを使う ［HDMI Control］
• HDMIによるコントロールに対応したテレビと接続したときに、テレビのリ
モコンでカメラを操作することができます。

サブメニュー 2 用途

Off カメラで操作する。

On テレビのリモコンで操作する。

• 「テレビのリモコンを使う」 （P. 47）

  d SETUP（設定）メニュー
• は、初期設定を表します。

 電源を入れると同時にムービー撮影を開始する ［Quick Capture］
サブメニュー 2 用途

Off カメラの電源を入れても、自動でムービー撮影を開始しません。

On カメラの電源を入れると、自動でムービー撮影を開始します。

• 撮影モードが VIDEO（ムービー）のときのみ有効です。

  位置、標高などの情報を一時的に記録する ［LOG Setting］
サブメニュー 2 用途

Off ログの記録や位置情報の付与をしません。

On 位置、標高などの情報をカメラの記憶領域に一時的に記録しま
す。また、撮影した静止画に付与します。

• 「GPS機能を使う」 （P. 44）



37JP

d SETUP（設定）メニュー

  モニターの明るさを調整する ［Monitor］
サブメニュー 2 用途

Bright ［Normal］より明るく表示します。
Normal 標準の明るさで表示します。

 モニターを消灯するまでの時間を選ぶ ［Monitor Off］
サブメニュー 2 用途

Hold 自動でモニターを消灯しません。

1sec/5sec/10sec 撮影開始から設定した時間が経過すると、自動でモニターを消灯します。

 電源Offまでの時間を選ぶ ［Autopw Off］
サブメニュー 2 用途

Hold 自動で電源が切れません。

1min/5min/10min

何も操作しないまま設定した時間が経過すると、自動的に
電源が切れます（ムービー撮影中、静止画連続撮影中、タ
イムラプスムービー撮影中、USB接続中、充電中、スマー
トフォンとの接続中を除く）。
再び動作させるには、パワースイッチを一度OFFにしてか
らONにします。
パワースイッチがLOGのときはこの機能は無効になります。
パワースイッチがONで、［LOG Setting］が［On］に設定
されているときは、自動的に電源が切れた後もログの取得
および一時記録は継続します。

 ムービー撮影時に自動でライトを点灯する ［Video Light］
サブメニュー 2 用途

Off 自動でライトを点灯しません。

On

ムービー撮影開始と同時に、自動でムービー撮影に適した明る
さのライトを点灯します。ムービー撮影が終了するまで消灯し
ません。ライトの点灯中にINFOボタンを長押しすると、60秒
間明るさが変わります。
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d SETUP（設定）メニュー

  カメラの電子音の音量を調節する ［Beep］
サブメニュー 2 用途

Off/70%/100% 音量を設定します。

 圧力センサーを調整する ［Manometer］
• 標高／水深表示（P. 25）を調整します。

標高／水深表示を調整するには

1 MボタンまたはNボタンで現在位置の標
高／水深を選び、OKボタンを押して確定する。
• 水深表示を調整するときは、水中で操作し
てください。

Manometer

:BackMENU :SetOK

ft
15000 ft

2 MボタンまたはNボタンで単位を［m］また
は［ft］から選び、OKボタンを押して確定する。

Manometer

:BackMENU :SetOK

ft
15000 ft

3 R（録画）ボタンを押して撮影画面に戻る。

 Wi-Fiを設定する ［Wi-Fi］
サブメニュー 2 用途

 Wi-Fi Start/
Stop

スマートフォンとの接続を開始/終了する。
g「スマートフォンと接続する」 （P. 40）

Password パスワードの再生成を行う。
g「パスワードを変更する」 （P. 43）
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d SETUP（設定）メニュー

  日付・時刻・地域を設定する ［Date］
1 MボタンまたはNボタンで［Y］（年）を選び、OKボタンで確定する。
2 手順1と同様に、MボタンまたはNボタンで［M］（月）、［D］（日）、［Time］
（時、分）を設定したら、OKボタンを押す。

3 MボタンまたはNボタンで地域を選び、OKボタンを押す。

• GPS機能（P. 44）を使って位置情報の取得（測位）を行うと、GPSで取得した日
時情報でカメラの日時設定が調整されます。

  データを消去する ［Card］
• 初期化の前には、大切なデータが保存されていないことを確認してください。
• 新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の
用途に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。

サブメニュー 2 用途

 All Erase カードの画像データを消去します。ログデータは消去されません。

Format カードを初期化します。

 カメラの設定をリセットする ［Reset］
• カメラの設定（日付・時刻の設定を含む）を工場出荷状態に戻します。画像デー
タやログデータは消去されません。

サブメニュー 2 用途

Cancel リセットしません。

Reset カメラの設定を工場出荷状態に戻します。
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  スマートフォンと接続する
本機の無線LAN機能を使ってスマートフォンと接続し、専用アプリ
（OI.Track、OI.Share）を使用することで、撮影や撮影後の楽しみが
一層広がります。

 専用アプリOLYMPUS Image Share（OI.Share）を使ってできること
• カメラの写真をスマートフォンへ転送
カメラ内の画像をスマートフォンに取り込むことができます。

• スマートフォンからリモート撮影
スマートフォンでカメラをリモート操作し、撮影することができます。

• 写真をステキに加工
スマートフォンに取り込んだ画像にアートフィルターを適用したり、スタン
プを追加できます。

• カメラの画像にGPSタグを追加
スマートフォンで記録したGPSログをカメラに転送するだけで、撮影した画
像にGPSタグを追加することができます。

詳細は、下記アドレスをご参照ください。
http://app.olympus-imaging.com/oishare/
• 無線LAN機能を使用する前に「無線LAN機能について」 （P. 68）をよくお読みく
ださい。

• 本機を購入した地域以外での無線LAN機能の使用については、その国の電波
管理規則に違反する恐れがありますので、当社では一切の責任は負えません。

• 電波による通信は、傍受される可能性があります。あらかじめご了承ください。
• 本機の無線LAN機能を使って、自宅や公衆のアクセスポイントに接続するこ
とはできません。

• Wi-Fiアンテナ部分（P. 5）には、金属類をなるべく近づけないでください。
• 接続中は、バッテリーの消耗が早くなります。バッテリーの残量が少ないと
通信中でも通信が途切れる場合があります。

• 電子レンジやコードレス電話機など、磁場、静電気、電波の発生するところ
では通信しにくくなったり、速度が遅くなったりします。
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 スマートフォンに接続する

1 スマートフォンにインストールした専用アプリOI.Share
を起動する。

• OI.Trackを使ってスマートフォンと接続することもできます。

2 カメラのSETUPメニューで［Wi-Fi］（P. 38）を選択して
OKボタンを押す。

3 ［Start］を選択してOKボタンを押す。
• Mボタンを長押ししても開始できます。

4 カメラのモニターに表示されたQR
コードを、アプリを起動したスマー
トフォンで読み取る。

• 自動的に接続され、カメラの動作ランプ（青）
が点灯します。

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW

:Wi-Fi OffMENU :SSID

QRコードを読み取れないときは

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWWWW

SSID:

:Wi-Fi OffMENU :QR

X-XX-XXXXXXXXX

Password:
00000000

パスワード

SSID
スマートフォンのWi-Fi設定で、SSIDとパス
ワードを設定して接続します（QRコードが表示
されている画面でNボタンを押すと、SSIDと
パスワードの表示画面に切り替わります）。
スマートフォンのWi-Fi設定については、スマー
トフォンの取扱説明書をお読みください。

• 接続を終了するには、カメラのボタンを押します。

 エラーメッセージが表示されたときは
カメラとスマートフォンを接続しなおす必要があります。
1 スマートフォンのWi-Fi接続設定でWi-Fi機能を一度オフにします。
2 再度オンにして、スマートフォンが他の接続先につながる前に

TG-TRACKERのSSIDを選択します。
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 スマートフォンに画像を転送する
スマートフォンでカメラ内の画像を選択して取り込むことができます。

1 カメラをスマートフォンと接続する（P. 41）。

2 OI.Shareで写真転送ボタンをタップする。
• カメラ内の画像が一覧で表示されます。
• 「エラーメッセージが表示されたときは」 （P. 41）

3 転送したい写真を選択して保存ボタンをタップする。
• 保存が完了したらスマートフォンからカメラの電源をオフできます。

 スマートフォンからリモート撮影する
カメラをスマートフォンから操作してリモート撮影ができます。

1 カメラをスマートフォンと接続する（P. 41）。

2 OI.Shareでリモコンボタンをタップする。
• 「エラーメッセージが表示されたときは」 （P. 41）

3 シャッターボタンをタップして撮影する。
• 撮影した画像は、カメラ内のカードに保存されます。

• 使用できる撮影機能に一部制限があります。
• 静止画連続撮影（P. 32）の場合は、OI.Shareでシャッターボタンを押している
間、撮影し続けます。
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  画像に位置情報をつける
スマートフォンで記録したGPSログをカメラに転送することで、GPSロ
グを記録していた間に撮影した写真にGPSタグを追加できます。

1 撮影を始める前にOI.Shareを起動して位置情報付与ボタ
ン上のスイッチをオンにして、GPSログの記録を開始する。

• GPSログ記録開始前に、時刻を同期するためにカメラを一度OI.Share
に接続しておく必要があります。

• GPSログ記録中は、電話や他のアプリの使用はできますが、OI.Share
は終了させないでください。

2 撮影が終わったら、位置情報付与ボタン上のスイッチをオ
フにする。
GPSログの記録が終了します。

3 カメラをスマートフォンと接続する（P. 41）。

4 OI.Shareで記録したGPSログをカメラに転送する。
• 転送したGPSログを元に、カード内の画像にGPSタグをつけます。
• 「エラーメッセージが表示されたときは」 （P. 41）

• 位置情報付与機能はGPS機能をもったスマートフォンでのみ使用できます。
• ムービーには位置情報は付与されません。

 パスワードを変更する
スマートフォンとの接続で使うパスワードを変更します。

1 カメラのSETUPメニューで［Wi-Fi］（P. 38）を選択して
OKボタンを押す。

2 ［Password］を選択してOKボタンを押す。

3 Nボタンを押す。
• 新しいパスワードが自動で生成され、設定されます。
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 GPS機能を使う
このカメラでは、カメラとして使用していないとき、または撮影しなが
ら、位置、標高などのGPSや各種センサー情報を取得し、ログとして
記録できます。また、その情報を撮影した静止画にも付与することがで
きます。記録したログは、スマートフォン用の専用アプリOLYMPUS 
Image Track（OI.Track）で読み込んで利用することができます。
• このカメラにはナビゲーション機能は搭載されていません。
• アプリは最新のバージョンをお使いください。

 詳細は、下記アドレスをご参照ください。
http://app.olympus-imaging.com/oitrack/

お使いの前に
• GPS機能を使用する前に「GPS機能、電子コンパスについて」 （P. 72）をよく
お読みください。

• 国や地域により、位置情報を政府への申請なしに取得をすることは違法にな
る場合があります。そのため、あらかじめ、当社販売エリアにより位置情報
を表示できないよう設定している場合があります。
また国外に持ち出す際には、持ち出す国や地域によって定められた法律があ
ります。必ずそれにしたがってください。

• 飛行機内などGPS機能の使用を禁止されている場所では、必ず［LOG 
Setting］を［Off］にするか、パワースイッチをOFFにしてください。
g［LOG Setting］（P. 36）

• 本機は準天頂衛星システム、GLONASSにも対応しています。

 GPS機能を使う前に（GPSアシストデータ）
カメラや通信の状態によっては位置情報の取得（測位）に時間がかかること
があります。GPSアシストデータを使うと、測位時間を数秒～数十秒に
短縮できます。GPSアシストデータは、スマートフォン用の専用アプリ
OLYMPUS Image Track（OI.Track）やパソコン用の専用ソフトウェア
OLYMPUS A-GPS Utilityを使用して更新することができます。
• カメラの日時設定を正しく設定しておいてください。



45JP

• GPSアシストデータは2週間ごとに更新が必要になります。
データ更新から時間が経つと、測位情報がずれることがありますので、でき
るだけ新しいGPSアシストデータを使用してください。

• GPS アシストデータの提供は予告なく終了することがあります。

 スマートフォンを使ってGPSアシストデータを更新する
あらかじめスマートフォン用の専用アプリOLYMPUS Image Track
（OI.Track）をインストールしてください。GPSアシストデータの更新
方法は、下記アドレスをご覧ください。

http://app.olympus-imaging.com/oitrack/
「スマートフォンに接続する」 （P. 41）にしたがってスマートフォンと接続し
てください。

パソコンを使ってGPSアシストデータを更新する
下記のアドレスからパソコン用の専用ソフトウェアOLYMPUS A-GPS 
Utilityをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

http://sdl.olympus-imaging.com/agps/
データの更新方法は、上記アドレスのウェブサイトに掲載されている
「OLYMPUS A-GPS Utility利用説明書」をご覧ください。

カメラとの接続でエラーが表示されたときは
カメラとスマートフォンの接続をしなおす必要があります。g 「エラー
メッセージが表示されたときは」 （P. 41）

GPS機能を使うには
パワースイッチをLOGにしてカメラをログの一時記録用として使うか
（P. 22）、SETUPメニューで［LOG Setting］（P. 36）を［On］にして撮影
しながらログを一時記録します。
• GPSアンテナ部（P. 5）を手や金属で覆わないでください。
• GPSアシストデータを更新していないと、GPS機能を初めてお使いになる
場合や、しばらく使用していなかった場合は測位が完了するまでに数分かか
ることがあります。

• ［LOG Setting］を［On］にすると、電池の消耗が早くなります。
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他の機器と接続して使う

 カメラの画像をテレビで見る
別売のHDMIケーブルでテレビに接続して画像を再生します。ハイビジョン
対応のテレビに接続すると、高画質な画像をテレビで観ることができます。

HDMIケーブル
（テレビのHDMI端子へ
つなぎます。）

HDMIマイクロコネクタ
（タイプD）

1 テレビとカメラをケーブルで接続する。
2 パワースイッチをONにする。

3 テレビの入力を切り換える。
• ケーブルを接続するとカメラのモニターは消灯します。
• テレビの入力切り換えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
• テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることが
あります。
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 テレビのリモコンを使う
あらかじめメニューで設定しておくと、HDMIによるコントロールに対応したテ
レビに接続したときにテレビのリモコンで操作することができます。

1 カメラのPLAYメニューで［HDMI Control］（P. 36）を選
択する。

2 ［On］を選択し、OKボタンを押す。

3 テレビとカメラをケーブルで接続する。
4 テレビの入力を切り換える。
5 テレビのリモコンで操作する。

• テレビに表示された操作ガイドにしたがって操作できます。
• テレビによっては使用できない機能があります。

• HDMIケーブルの接続中は撮影できません。
• 他のHDMI出力機器と接続しないでください。故障の原因となります。
• パソコンとのUSB接続中は、HDMI出力は行われません。
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 カメラをパソコンに接続する

接続方法

USBポート

 マイクロUSBコネクタ

USBケーブル

• カメラをパソコンに接続しても、カメラの画面に何も表示されない場合、電
池残量が著しく不足している可能性があります。充電した電池を使用してく
ださい。

• パソコンと接続できない場合は、一度ケーブルを外し、再度パソコンに接続
しなおしてください。

• パソコンとUSB接続している間も、電池を充電することができます。充電時
間はパソコンなどの性能により大きく異なります（パソコンなどの性能によっ
ては10時間程度かかる場合もあります）。
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 パソコンに画像を取り込んで保存する
接続できるパソコンの環境は以下の通りです。

Windows Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 /
Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

Macintosh Mac OS X v10.5-v10.10

1 カメラの電源が切れていることを確認し、カメラとパソコ
ンを接続する。

• USBポートの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明
書をご覧ください。

2 パワースイッチをONにする。

3 カメラが新しい機器としてパソコンに認識される。
• USB端子を装備していても、以下の環境では正常な動作は保証いたしません。
拡張カードなどでUSB端子を増設したパソコン／工場出荷時にOSがインス
トールされていないパソコン／自作パソコン

• パソコンに接続中は、カメラとしての機能は一切動作しません。
• パソコンに認識されない場合は、再度手順1からやり直してください。
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   ソフトウェアのインストール
OLYMPUS Viewer3を使って、カメラの画像をパソコンに取り込んで閲
覧したり、画像の編集や管理をすることができます。

 ■ Windows
1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入れる。

•  自動起動の画面が表示されますので、
「OLYMPUS Setup」をクリックしてくださ
い。「セットアップ」画面が表示されます。

• 「セットアップ」画面が表示されない場合は、
エクスプローラーでCD-ROM（OLYMPUS 
Setup）を開いて「LAUNCHER.EXE」をダブ
ルクリックしてください。

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」または「続行」
をクリックしてください。

2 カメラをパソコンに接続する。
3 ユーザー登録を行う。

•  「ユーザー登録」ボタンをクリックし、画面のメッセージにしたがって操
作を行ってください。

4  OLYMPUS Viewer 3のインストールを行う。
• インストールを行う前に動作環境を確認してください。
•  「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリックし、画面のメッセージにした
がってインストールを行ってください。

OS Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / 
Windows 8.1 / Windows 10

CPU Core 2 Duo 2.13GHz 以上
RAM 2GB 以上
HDDの空き容量 3GB 以上
モニター 1024×768 ドット以上、65,536色以上（1,677万色以上推奨）

• ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照ください。
• 上記の表は基本の動作環境です。設定によっては、これ以上のスペックが必
要な場合があります。詳細はソフトウェアのReadmeをご確認ください。
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 ■ Macintosh

1 パソコンのCD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを入
れる。

• CD-ROMを挿入すると自動的にFinderでド
ライブ内が表示されます。自動的に開かな
かった場合は、デスクトップのCD-ROMア
イコンをダブルクリックしてください。

•  「Setup」アイコンをダブルクリックすると、
「セットアップ」画面が表示されます。

2 OLYMPUS Viewer 3のインストー
ルを行う。

•  インストールを行う前に動作環境を確認して
ください。

•  「OLYMPUS Viewer 3」ボタンをクリック
し、画面のメッセージにしたがってインストールを行ってください。

OS Mac OS X v10.8-v10.11
CPU Core 2 Duo 2GHz以上
RAM 2GB 以上
HDDの空き容量 3GB 以上
モニター 1024×768 ドット以上、32,000色以上（1,677万色以上推奨）
• 言語を変更したい場合は、言語コンボボックスからご使用の言語を選択して
ください。ソフトウェアの詳しい使い方は、ソフトウェアのヘルプをご参照
ください。

• 上記の表は基本の動作環境です。設定によっては、これ以上のスペックが必
要な場合があります。詳細はソフトウェアのReadmeをご確認ください。
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使い方のヒント
思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良い
かわからないときは、以下を参考にしてください。

 故障かな？と思ったら
 ■ 電池

「電池を入れてもカメラが動かない」
• 充電された電池を正しい向きで入れる。「電池とカードを入れる／取り出す」 （P. 6）
• 寒さのため一時的に電池の性能が低下していることがあります。カメラから
電池を一度取り出し、ポケットに入れるなどして少し温めます。

 ■ カード
「メッセージが表示される」

• 「エラーメッセージ」 （P. 53）

 ■ 録画ボタン
「撮影できない」

• 電源を入れる
SETUPメニューの［Autopw Off］が［HOLD］以外に設定されている場合、
何も操作しないまま設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます
（ムービー撮影中、静止画連続撮影中、タイムラプスムービー撮影中、USB
接続中、充電中、スマートフォンとの接続中を除く）。パワースイッチを一度
OFFに合わせてから再度ONに合わせて電源を入れてください。

• 撮影モードにする。
• 長時間使用し、カメラの内部温度が上がると、自動的に動作を停止するとき
があります。電池を取り出し、カメラが冷えるまで待ちます。また使用中に
カメラの外側の温度も上がりますが、故障ではありません。

 ■ モニター
「見にくい」

• 結露が起こっている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの
温度になじんで乾燥するのを待ってから撮影する。

「撮影した画像に光が写っている」
• 夜間にライトを点灯させて撮影すると、空気中のほこりなどに光が反射して、
画像に写り込むことがあります。
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 ■ 日時機能
「設定した日時がリセットされた」

• SETUPメニューの［Reset］（P. 39）を行うと、日時の設定は初期設定に戻り
ます。

• 電池を抜いた状態で約3日間*1放置すると、日時の設定は初期設定に戻ります。
設定し直してください。
*1 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ換えてからの時間によって異
なります。「電源を入れる」 （P. 10）

 ■ レンズ
「レンズが曇る」

• 急激な温度変化で曇り（結露）が発生する場合があります。
電源を切り、カメラ全体がまわりの温度になじんで乾燥するのを待ってから
撮影してください。

• レンズプロテクターおよび水中用プロテクターの内側に水滴がついていると
曇る場合があります。
柔らかい布でやさしく拭いてください。

 ■ その他
「方位が正しく示されない」

• 強い磁気や電波の影響（テレビ、電子レンジ、大型モーター、電波塔や高圧線
の近くなど）があると誤動作します。カメラを持って、手首を返しながら8の
字に振ると復帰する場合もあります。

 エラーメッセージ
• モニターに以下のメッセージが表示されたときは、以下の内容を確認してく
ださい。
エラーメッセージ 問題を解決するには

No Card

カードの問題
カードを入れます。またはカードを正しく入れなお
します。

Card Error
カードの問題
新しいカードを入れます。

Write Protect
カードの問題
カードの書き込み禁止を解除します。
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エラーメッセージ 問題を解決するには

Card Full

カードの問題
カードを交換します。
不要な画像を消去します。大切な画像は消す前にパ
ソコンに取り込んでください。

No Picture
カードの問題
撮影してから再生します。

Picture Error

選んだ画像の問題
画像ソフトなどを使いパソコンで再生します。それ
でも再生できないときは、画像ファイルの一部が壊
れています。

LOG Error

ログ記録の問題
カードに保存されていないログがあります。カード
を正しく入れてログをカードに保存します。

 LOG Full

ログ情報の問題
カードにログの保存ができません。ログファイルを
パソコンに保存して不要なログファイルを消去して
ください。
• 保存できるログファイル数の上限は199個まで
です。

GPS Error

GPS機能の問題
GPSが故障です。電源を入れ直してもエラーメッ
セージが消えない場合は、当社サービスセンターに
お問い合わせください。

Internal camera
temperature is too 

high.

カメラの問題
しばらくすると、自動的に電源が切れます。
カメラの内部温度が下がって撮影可能になるまでし
ばらくお待ちください。

Caution Depth
使用環境の問題
水深の浅いところで使用してください。

Battery Empty
電池の問題
電池残量がありません。電池を充電します。

No Connection
接続の問題
カメラとパソコンまたはテレビを正しく接続します。
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撮影のヒント
イメージした通りに撮影する方法がわからないときは、以下を参考にして
ください。

 ■ 手ぶれ
「ぶれないムービーを撮りたい」

• ［IS］（手ぶれ補正）（P. 31）を使って撮る
カメラが手ぶれを補正する動きをします。

 ■ 露出（明るさ）
「イメージ通りの明るさで撮りたい」

• 露出補正（P. 29、32、34）を使って撮る
画面を確認しながら明るさを調節して撮影します。通常、白い被写体（雪など）
を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、プラスに補正すると見たま
まの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆にマイ
ナスに補正すると効果的です。

 ■ 色合い
「見た目と同じ色で撮りたい」

•  ［WB］（ホワイトバランス）（P. 29、32、34）を選んで撮る
通常は［Auto］でほとんどの環境をカバーしますが、被写体の条件によっては
設定を変えて試してみるほうが良いことがあります（水中や、晴天下など）。

 ■ 画像の向き
「カメラを逆さにしても正しい向きのムービーを撮りたい」

• ［FIELD OF VIEW］（P. 29、34）を使って撮る
［ ］（回転ワイド）または［ ］（回転水中ワイド）に設定すると、カメラ
を逆さにして撮影しても、ムービーを正しい向きで記録することができます。
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 ■ 画像の湾曲
「周辺の湾曲が目立たない画像を撮りたい」

• ［FIELD OF VIEW］（P. 29、33、34）を使って撮る
［ ］（水中ワイド）または［ ］（回転水中ワイド）に設定して、撮影し
てください。画角は狭くなりますが、湾曲は目立たなくなります。

 ■ 撮影間隔
「タイムラプスムービーの撮影間隔を変えたい」

• 「撮影間隔を選ぶ ［Interval］」 （P. 35）

再生のヒント

 ■ 再生
「画像を再生したい」

• 「ムービーを再生する」 （P. 18）
• 「静止画を見る（再生する）」 （P. 20）

「ハイビジョンテレビで高画質で見たい」
• HDMIケーブルでカメラとテレビをつなぐ
「カメラの画像をテレビで見る」 （P. 46）
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その他

アフターサービス
• 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上
げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合
は、直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお
読みの上、大切に保管してください。

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買
い上げの販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。取扱
説明書にしたがったお取り扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買
い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。

• 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
• 本製品の製造打ち切り後、5年間は本製品のアフターサービスについて対応い
たします。
但し、当該アフターサービス対応については、故障の状況、本製品に対応す
る補修用性能部品の有無、及び保有している場合はその期間（製造打ち切り後
5年間を目安に保有いたします）等に応じ、当社の判断で、本製品の修理又は
同等品への交換（製品交換）のいずれかにて対応させて頂きます。

• 本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用、および撮影により
得られる利益の喪失等）については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお
客様においてご負担願います。

• 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した書面を同封して十分な梱包で
お送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願
いします。
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カメラのお手入れと保管

カメラのお手入れ

カメラの外側：
• 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺
激のせっけん水に布を浸して固く絞ってから、汚れを拭き取ります。その後、
乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布
を固く絞って拭き取ります。

• 「砂や泥、ほこりなどの異物がカメラに付着するような場所で使用したとき」
は、そのまま使用すると故障の原因となる場合がありますので、次の方法で
すすぎ洗いをしてください。
1 電池／カード／コネクタカバーをしっかりと閉じて、ロックしてください。
（P. 8）

2 バケツなどに真水を張り、カメラを下向きにした状態で水の中に入れ、よ
く揺すります。また、強めの水道水を当てながら、ボタンの操作やモニター
の開閉をして、すすぎ洗いをしてください。

3 カメラを十分に乾燥させてください。カメラ使用時、レンズに結露が発生
する場合は、レンズプロテクターを外して、再度十分に乾燥させてください。

モニター：
• 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ：
• レンズブロワー（市販）でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパー
でやさしく拭きます。

• 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。
• レンズを汚れたままにしておくと、カビが生えることがあります。

電池／ USB-ACアダプタ：
• 乾いた柔らかい布で拭きます。
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カメラの保管
• カメラを長期間使用しないときは、電池やカードを取り外してから風通しが
よく涼しい乾燥した場所に保管してください。

• 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。
• 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

別売の充電器を使う
付属の充電池は充電器（UC-90：別売）を使って充電することもできます。

 海外での使用について
• 充電器とUSB-ACアダプタは、世界中のほとんどの家庭用電源AC100～

240V（50/60Hz）でご使用になれます。ただし、国や地域によっては、電源
コンセントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ（市販）が必要になる場
合があります。

変換プラグアダプタ（市販品の一例）

詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認ください。
• 市販の海外旅行用電子変圧器（トラベルコンバーター）は、充電器とUSB-AC
アダプタが故障することがありますので使用しないでください。
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 カードを使う

このカメラで使用できるカード
microSD/microSDHC/microSDXCカード（市販）
（動作確認済みカードは当社ホームページをご確認ください。）

• カードは、Class 10 以上のSDXCメモリーカードをお使いください。
また、4Kムービー記録時は、SDXC UHS-Iメモリーカードをお使いください。

   初期化
新しく購入したカード、他のカメラで使用したカード、パソコンなどで他の用途
に使用したカードは、必ずこのカメラで初期化してからお使いください。 
• データの消去や初期化（［Erase］や［All Erase］、［Format］）を行っても、
カード内のデータは完全には消去されません。廃棄する際は、カードを破壊
するなどして個人情報の流出を防いでください。

カードの読み出し／書き込み動作
データの書き込み中はモニターに「Busy...」や「Do Not Remove Cable」と表示
されます。表示が消えるまで絶対に電池／カード／コネクタカバーを開けたり、
カードやUSBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊され
るだけでなく、カードが使用できなくなることがあります。

 カードの保存先について
カードに保存される各データは、以下のフォルダ内に保存されます。

DCIM 100OLYMP：画像

999OLYMP：画像

GPSLOG：GPSログ

SNSLOG：センサーログ

フォルダ名 フォルダ名

自動連番
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 カードの撮影可能時間（ムービー）／撮影可能
枚数（静止画）

• 撮影可能時間および撮影可能枚数は目安です。実際の撮影可能枚数および撮
影可能時間は、撮影条件や使用するカードによって異なります。

ムービー

画像サイズ

撮影可能時間
microSD/microSDHC/microSDXCカード

（4GBの場合）
240fps 120fps 60fps 30fps

4K 3840×2160*1 － － － 6分
FHD 1920×1080*1 － － 18分 27分
HD 1280×720*1 14分 21分 32分 51分
480 854×480 18分 32分 57分 100分
*1 連続して撮影できる時間は、最長29分です。
• カードの容量に関わらず、1度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは

4GBまでになります。
静止画

画像サイズ
撮影可能枚数

microSD/microSDHC/microSDXCカード
（4GBの場合）

8.0MP 3840×2160 1530枚
2.1MP 1920×1080 7120枚
0.9MP 1280×720 15150枚
0.4MP 854×480 30300枚

 撮影時間／撮影枚数を増やすには
不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、
カードの画像を消去します。［Erase］（P. 21、36）、［All Erase］（P. 39）、［Format］
（P. 39）
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 付属品を使う

 レンズプロテクターの取り付け方

1 2

レンズプロテクターの取り外し方

3

2

1

 水中用プロテクターの取り付け方

21

• 装着時にはカメラを振るなどして、レンズ内に水滴などがないようにしてか
ら装着してください。

水中用プロテクターの取り外し方

2

1
3
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 マウントカップリング／ステディグリップの取り付け方

1
3

2

ストラップ取り付け部

ジョイントスクリュー

自分撮り用ミラー

• コインなどを使ってしっかり締めてください。
• ステディグリップのストラップ取り付け部に、付属のストラップ（P. 4）を取り
付けることができます。

• 自分撮りをするときは、自分撮り用ミラーを使って構図の確認ができます。
• 動きの激しいスポーツや人が多いレジャーなどでこのカメラをご使用になる
ときは、使用者および周囲の人々に危険が生じないよう、常に周囲に気を配っ
てください。また、現地の法令・規則に従ってください。
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 防水・耐衝撃性能について
本製品は、防水性能・耐衝撃性能を備えています。
• 防水性能：JIS/IEC保護等級8級（IPX8）相当*1（当社試験方法による）に該当
し、水深30mまでの撮影が可能です。

• 耐衝撃性能：当社試験方法による落下テストをクリアしています。*2*3

*1 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意
味しています。

*2 レンズプロテクターを装着し、モニターを閉じた状態。
*3 水中用プロテクター、ステディグリップを取り付けたマウントカップリング
をカメラに装着していない状態。
• 本製品の防水性能・耐衝撃性能については当社試験方法によるものであり、
無破損・無故障を保証するものではありません。

以下の点を守り、正しくご使用ください。

 水中での使用前の注意
• 電池／カード／コネクタカバーおよびレンズパッキンと
その接触面にゴミ、砂等の異物が付着していないことを
確認し、異物が付着している場合は繊維くずの出ない清
潔な布で取り除いてください。

レンズパッキン
• 電池／カード／コネクタカバーおよび水中用プロテクターのパッキンにひび
割れ、キズ等がないことを確認してください。

• 電池／カード／コネクタカバー開閉ノブをしっかりと閉じてください。
• 水辺（海上・湖上・海辺・湖畔等）での電池／カード／コネクタカバーの開け
閉めおよびレンズロックの操作、濡れた手での開け閉めは避けてください。

• このカメラは水中で沈みます。
• 温泉では使用できません。
• レンズプロテクターは水中用ではありません。必ず水中用プロテクターに付
け替えてください。

水中での使用中の注意

• 水深30mを超えて、または水中で60分以上使用しないでください。
• 水中では電池／カード／コネクタカバーの開け閉めをしないでください。
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• 水中に勢いよく飛び込むなど、カメラに衝撃を与えないでください。衝撃に
より電池／カード／コネクタカバー、モニターが開いたり、水中用プロテク
ターが外れるおそれがあります。

• モニターを開いた状態で、モニターを強く押さないでください。

水中での使用後の注意
• カメラについた水滴や汚れを繊維くずの出ない布で十
分にふき取ったあと、電池／カード／コネクタカバー
を開けてください。

• 電池／カード／コネクタカバーを開くときは、カバーの
内側に水滴が入り込まないよう、図に示す向きにして、
ゆっくり開けてください。カバーの内側表面に水滴がつ
いた場合は、必ずふき取ってからご使用ください。 電池／カード／

コネクタカバー

• ステディグリップの内部に水が入り込んだ場合
は、グリップ底部の水抜き穴から水抜きを行い、
乾いた布で十分にふき取ってください。

保管・お手入れについて
• 高温（40ºC以上）・低温（–10ºC以下）の場所に放置しないでください。防水性
能を保てない場合があります。

• 洗浄・防錆・防曇・補修等で薬品類を使わないでください。防水性能を保て
ない場合があります。

• 水中で使用したあとは、水中用プロテクターを取り付けたまま電池／カード／
コネクタカバーをしっかりと閉め、ロックをし、バケツなどに入れた真水に
10分程度さらし、そのあと風通しの良い日陰で乾燥させてください。水中で
の使用後、真水にさらさずに60分以上放置しないでください。カメラの外観
不良・防水性能劣化の原因となります。

• 防水性能を維持するために、1年に一度防水パッキンの交換をお勧めします
（防水パッキンの交換は有料になります）。防水パッキンの交換可能代理店・
修理店につきましては、本製品に付属の「オリンパス代理店リスト」、または
オリンパスホームページhttp://www.olympus.co.jp/よりご確認ください。

その他の注意
• 電池、ケーブル、USB-ACアダプタには、防水性能はありません。
• カメラに衝撃が加わると、防水性能を保てない場合があります。

水抜き穴
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安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために
ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への
危害と財産の損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから本
文をお読みください。

 危険「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

 警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

 危険
電池は誤った使い方をしない
液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによる火災ややけど、けがの原因となります。
• 火の中に投下したり、電子レンジやホットプレート、高圧容器で加熱しない
• 電磁調理器の上や傍らに置かない
• 端子を金属類で接続しない
• 電池とネックレスやヘアピン、鍵等の金属と一緒に持ち運んだり、保管しない
• 高温になる場所で使用・放置しない
直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストーブのそばなど

• 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をしない
端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じ危険です。

• 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口等に直接接続しない
• 電池の液が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に
洗い流したあと、直ちに医師の診断を受けてください。失明の恐れがあります。

• カメラから電池が取り出せなくなった場合、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、
当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。
電池の外装にキズなどのダメージを加えますと、発熱･破裂のおそれがあります。

USB-ACアダプタは誤った使い方をしない
火災・破裂・発火・発煙・発熱・感電・やけど・故障の原因となります。
USB-ACアダプタが、熱い、異臭や異常音がする、煙がでているなど異常を感じたら、ただ
ちに電源プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店、当社修理セン
ター、当社カスタマーサポートセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。



67JP

• USB-ACアダプタを濡らしたり、濡れた状態または濡れた手で触ったり持ったりしない
• USB-ACアダプタを布などで覆った状態で使用しない
• USB-ACアダプタを分解・改造しない
• USB-ACアダプタは指定の電源電圧で使用する

 警告
製品の取り扱いについて
• 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない
引火・爆発の原因となります。

• ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使用したり、保管しない
火災・感電の原因となります。

• LED（ライト）を人（特に乳幼児）に向けて至近距離で発光させない
• カメラで日光や強い光を見ない
視力障害をきたすおそれがあります。

• 幼児や子供、ペットなどの動物が触れる可能性のある場所に放置しない
以下のような事故が発生するおそれがあります。
• 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起こす。
• 電池などの小さな付属品を飲み込む。
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

• カメラの動作部でけがをする。
• ヘッドライトの発光部分を手で覆ったまま発光しない
• 連続発光後、発光部分に手を触れない
やけどのおそれがあります。

• 分解や改造をしない
感電・けがをするおそれがあります。

• 内部に水や異物を入れない
火災・感電の原因となります。
万一水に落としたり、内部に水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り電池を抜き、
お買い上げの販売店、当社修理センター、または当社サービスステーションにご相談く
ださい。

• 本機の温度の高い部分に長時間触れない
低温やけどなどのおそれがあります。このような条件での使用が予想される場合は、あ
らかじめ三脚や手袋などを用意してください。

• 専用の当社製リチウムイオン電池、充電器、USB-ACアダプタ以外は使用しない
発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故
障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害
は補償しかねますので、ご了承ください。

• 通電中のUSB-ACアダプタ、充電中の電池に長時間触れない
充電中のUSB-ACアダプタや電池は、温度が高くなります。長時間皮膚が触れていると、
低温やけどのおそれがあります。
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 電池の取扱いについて
• 水や海水などの液体で濡らさない
• 濡れた手で触ったり持ったりしない
発熱・破裂・発火・感電・故障の原因となります。

• 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する
火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

• 外装にキズや破損のある電池は使用しない、またキズをつけない
破裂・発熱・発火の原因となります。

• 膨れた電池を無理に機器に取り付けない
発熱、破裂、発火の原因となります。

• 落下や打撃により電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない
破裂・発熱・発火の原因となります。

• 充電器や機器に接続時、無理に接続しない
プラス・マイナスを逆に接続すると、電池が逆に充電され内部で異常な反応が起こり、
漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。

• 電子レンジや高圧容器などに入れない
急に加熱されたり、密封状態が壊れたりして、発熱、破裂、発火の原因になります。

• 電磁調理器の上や傍らに置かない
誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因となります。

• カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしない
• 液漏れや異臭、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、すぐに火気から
遠ざける
火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店、当社修理センター、当社カスタマーサポートセンター、または当
社サービスステーションにご連絡ください。

• 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷害を起こすおそれがあるので、直ちに水
道水などのきれいな水で洗い流してください。

 USB-ACアダプタの取扱いについて
• コンセントからの抜き差しは、必ずUSB-ACアダプタ本体を持つ

USB-ACアダプタ本体を持たないと、火災・感電の原因となることがあります。

 無線 LAN機能について
• 心臓ペースメーカーを装着している方から22cm以上離す
本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

• 病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る
本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因
になります。

• 航空機内では電源を切る
運行の安全や支障をきたすおそれがあります。
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 注意
製品の取り扱いについて
• 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する
火災・やけどの原因となることがあります。
やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、お買い上げの販売店、当社修理センター、
当社カスタマーサービスセンター、または当社サービスステーションにご連絡ください。
（電池を取り外す際は、素手で電池を触らないでください。また可燃物のそばを避け、屋
外で行ってください。）

• カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注
意する
けがや事故の原因となることがあります。

• 高温になるところに放置しない
部品の劣化・火災の原因となることがあります。

電池の取扱いについて
• 乳幼児や動物・ペットには、電池の取り扱い、運搬をさせない（舐める、口に入れる、噛
む等の危険防止）

• 電池を使ってカメラを長時間連続使用したあとは、すぐに電池を取り出さない
やけどの原因となることがあります。

• 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておく
液漏れ・発熱により、火災・けが・故障の原因となることがあります。

• 長期間保存する場合は、涼しいところに保管してください。
• 電池は、当社製リチウムイオン電池1個を使用します。指定の電池をお使いください。指
定以外の電池を使用した場合、爆発（または破裂）の危険があります。

• 当社製リチウムイオン電池は、当社デジタルカメラ専用です。他の機器に使用しないで
ください。

USB-ACアダプタの取扱いについて
• お手入れの際は、USB-ACアダプタ本体をコンセントから抜いて行う

USB-ACアダプタ本体を抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。
• 付属のUSB-ACアダプタF-5ACはこのカメラ専用です。
他のカメラに接続して電池を充電することはできません。

• 付属のUSB-ACアダプタF-5ACはこのカメラ以外の機器に接続して使用しないでくだ
さい。

• プラグインタイプのUSB-ACアダプタF-5ACは、コンセントに垂直に正しく据え付け
てください。
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 使用上のご注意
• 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。
以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性が
ありますので、避けてください。
• 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高
温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所

• 砂、ほこり、ちりの多い場所
• 火気のある場所
• 水に濡れやすい場所
• 激しい振動のある場所

• カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
• レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置しないでください。撮像素子の退色・焼き
つきを起こすことがあります。

• カメラをご使用の際は、必ず電池／カード／コネクタカバーを閉じロックをしてください。
• 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発
生する場合があります。
ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからご使
用ください。

• カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。
使用前には動作点検をされることをおすすめします。

• テレビ、電子レンジ、ゲーム機、スピーカー、大型モーター、電波塔や高圧線の近くでカ
メラを使用すると、磁気や電磁波、電波、高電圧の影響で、カメラが誤動作する場合があ
ります。カメラが正常に動作しない場合は、電源を切ってから、電池を抜き差しして再度
電源を入れてください。

• カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受
けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。

• microSD/microSDHC/microSDXCカード以外は、絶対にカメラに入れない
その他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、お買い上げの販売店、当社修
理センター、または当社サービスステーションにご相談ください。

• 三脚を着脱する際は、カメラを回さず三脚のネジを回してください。
• カメラを持ち運ぶ際は、当社純正アクセサリー以外（三脚など）は取り外してください。
• 本体の電気接点部には手を触れないでください。
• レンズに無理な力を加えないでください。
• カメラの消費電力は、使用条件などにより大きく異なります。
以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
• 長時間、モニターで画像を表示する。
• GPS機能を使用する。

• 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告が表示されずにカメラの電源が切れること
があります。

• 電池の端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起
こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。

• 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また長時間使用していなかった場合は、ご使用
の前に必ず充電してください。
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• 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に性能が低下することがあります。寒冷地で
使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど保温しながら使用してくださ
い。低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると性能が回復します。

• 海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。長期間の旅行などには、予備
の電池を用意されることをおすすめします。

• 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、端子
をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちく
ださい。
詳しくは一般社団法人JBRCホームページ（http://www.jbrc.com）をご覧く
ださい。

• モニターは強く押さないでください。
画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、モニターが割れたりするお
それがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や
衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。

• モニターの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
• 被写体が斜めのとき、モニターにギザギザが見えることがありますが、故障ではありません。
記録される画像には影響ありません。

• 一般に低温になるにしたがってモニターは点灯に時間がかかったり、一時的に変色したり
する場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら使用してください。低温の
ために性能の低下したモニターは、常温に戻ると回復します。

• 本製品のモニターは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは
常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響
はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありま
すが、モニターの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意
• 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の
情報については当社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

• 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除
き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

• 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、
当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

• 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの
消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますので
ご了承ください。

• 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれ
など、お気づきの点がございましたら当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

機器認定について
本製品には、電波法に基づく認証を受けた無線設備が内蔵されています。認証ラベルは無線設
備に添付されています。次の事項を行った場合、法律で罰せられることがあります。
本製品を分解、又は改造すること
本製品の証明ラベルをはがすこと
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この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器のほか工場の製造ライ
ン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定省電力無線局
（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くでこれらの無線局が運営されてないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した
場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止してください。

3. その他、この機器から移動体識別用の特定省電力無線局あるいはアマチュア無線局に対し
て有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときは、カスタ
マーサポートセンターへお問い合わせください。

本機は、2.4GHz周波数帯を使用するDSSS/OFMD変調
方式を採用しており、与干渉距離は、40 m以下です。

無線LAN機能の使用について
本機を購入した地域以外での無線LAN機能の使用については、その国の電波管理規則に違反
する恐れがありますので、当社では一切の責任は負えません。

 GPS機能、電子コンパスについて
• 上空が開けていない場所（室内、地下、水中、森や高層ビルの近く）、および強い磁気や電
波の影響のあるところ（高圧電線の近く、磁石や電化製品、1.5GHz携帯電話の近く）では、
測位できなかったり、誤差が生じることがあります。

• 測位情報画面や静止画再生画面などで表示される標高は、カメラ本体に内蔵されている圧
力センサーからの情報を元に表示・記録されています。GPSの測位情報に基づいた表示で
はありませんのでご注意ください。

• 強い磁気や電波の影響（テレビ、電子レンジ、大型モーター、電波塔や高圧線の近くなど）
があると電子コンパスが誤動作する場合があります。カメラをしっかりと持って、手首を
返しながら8の字に振ると電子コンパス機能を復帰させることができます。

• GPS機能および電子コンパス機能は、精度を求める機能ではないため、いかなる場合にお
いても測定した値（緯度経度、方角など）に対して保証しません。

• GPS機能及びWi-Fi機能搭載機種については、国や地域によっては定められた法律があり、
修理サービスを提供できない場合がありますので、事前にその国や地域のサービスステー
ションにお問合せ下さい。

電波障害自主規制について
この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし
ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を
引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

接続ケーブル、USB-ACアダプタ（USB-ACアダプタ対応機種のみ）は、必ず、当製品指定の
ものをお使いください。指定品以外では、VCCI協会の技術基準を超えることが考えられます。
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商標について
Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

microSDXCロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの認証
マークです。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の
商標または登録商標です。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE 
FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO i) 
ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD “AVC VIDEO”) 
AND/OR ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS 
OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. 
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. 
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

このカメラの内部のソフトウェアは第三者作成のソフトウェアを含んでいます。
第三者作成のソフトウェアは、その所有者または著作権者により所定の条件が課せられて
おり、その条件に基づいてあなたに配布されています。この条件の中であなたに告知する
ものがある場合には、カメラに同梱されたCD-ROMまたは以下のURLのウェブサイトに
必要に応じて準備されたsoftware notice PDFファイル内に見出すことができます。
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/notice/notice.cfm

カメラファイルシステム規格について
カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会（JEITA）で制定された規格
「Design rule for Camera File system/DCF」です。



74 JP

仕様
カメラ
形式 : デジタルカメラ（記録・再生型）
記録方式

静止画 : デジタル記録、JPEG（DCF準拠）
対応規格 : Exif 2.3、PRINT Image Matching III
静止画音声 : Waveフォーマット準拠
ムービー : MOV H.264 リニアPCM

記録媒体 : microSD/microSDHC/microSDXC（UHS-I対応）
カード

レンズ : オリンパスレンズ1.58mm、F2.0
（35mmフィルム換算13.9mm相当）

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP 測光、スポット測光
シャッター : 1/2 ～ 1/24000
撮影範囲 : 0.2m～∞
モニター : 1.5型（インチ）TFTカラー液晶、115,200ドット
コネクタ : マイクロUSBコネクタ/

HDMIマイクロコネクタ（タイプD）
自動カレンダー機能 : 2000～ 2099年の範囲で自動修正
防水機能

種類 : 保護等級8級（IPX8）：JISC0920/IEC60529相当（当
社試験方法による）、水深 30mで使用可

意味 : 当社の定める、指定時間および指定圧力の水中に没し
て使用できることを意味する

防塵 : 保護等級6級（IP6X）：JISC0920/IEC60529相当（当
社試験方法による）

Wi-Fi対応規格 : IEEE802.11b/g/n
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GPS
受信周波数 : 1575.42MHz（GPS／準天頂衛星システム）

1598.0625MHz～ 1605.3750MHz（GLONASS）
測地系 : WGS84

使用環境
温度 : –10℃～ 40℃（動作時）/–20℃～ 60℃（保存時）
湿度 : 30％～ 90％（動作時）/10％～ 90％（保存時）

電源 : 専用リチウムイオン電池（当社製LI-92B）1個または、
USB-ACアダプタ（F-5AC）

大きさ : 幅35mm × 高さ56.5mm × 奥行き93.2mm
（突起部を除く）

質量 : 180g（電池／カード含む）

リチウムイオン充電池LI-92B
形式 : 充電式リチウムイオン電池
Model No. : LI-92B
公称電圧 : DC3.6V
公称容量 : 1350mAh
充放電回数 : 約300回（使用する条件により異なります。）
使用環境

温度 : 0℃～ 40℃（充電時）

USB-ACアダプタ（F-5AC）
Model No. : F-5AC-1/F-5AC-2
定格入力 : AC100～ 240V（50/60Hz）
定格出力 : DC5V、1500mA
使用環境

温度 : 0℃～ 40℃（動作時）/–20℃～ 60℃（保存時）
外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじ
めご了承ください。最新の仕様は、当社ホームページをご覧ください。

HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-
Defi nition Multimedia Interface
は、HDMI Licensing、LLCの商標
または登録商標です。
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 索引
英数・記号
A ............................... 11、12、29
z ............................... 11、14、32
L ............................... 11、16、34
l ..................................... 11、29
j ..................................... 11、32
F ........................ 11、29、32、34
w....................... 11、29、32、34
F ........................ 11、29、33、34
o ...................................... 11、31
Y ...................................... 11、33
w ..................................... 11、38
+/- ..............................29、32、34
Autopw Off ............................... 37
Beep ........................................ 38
Card ......................................... 39
Date ......................................... 39
Erase ....................................... 36
Field of View ..............29、33、34
fps ............................................ 30
G Chapter ................................ 31
GPS .................................. 36、44
HDMI ................................ 36、46
HDMI Control ........................... 36
Interval ..................................... 35
IS ............................................. 31
LOG Setting ............................. 36
Loop......................................... 29
Manometer .............................. 38
microSDカード .................... 7、60
Monitor..................................... 37
Monitor Off ............................... 37

OLYMPUS Image Share
(OI.Share) ............................. 40

OLYMPUS Image Track
(OI.Track) ............................. 44

OLYMPUS Viewer 3 ................ 50
Quick Capture.......................... 36
Reset ....................................... 39
Resolution..................30、33、35
Drive ........................................ 32
Timer ....................................... 33
Video Light ............................... 37
WB .............................29、32、34
Wi-Fi ........................................ 38
Wi-Fi接続 .................................. 41

あ行
インデックス ....................... 18、20
エラーメッセージ ....................... 53

か行
カード .................................. 7、60
画像サイズ（静止画） ............. 33、61
画像サイズ
（タイムラプスムービー） ........... 35
画像サイズ（ムービー） .......... 30、61

さ行
再生
静止画再生 .............................. 20
ムービー再生 .......................... 18

撮影
静止画撮影 .............................. 14
タイムラプスムービー撮影 ....... 16
ムービー撮影 .......................... 12
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撮影間隔 ............................. 16、35
時刻設定 ............................. 10、39
消去 ............................18、36、39

1コマ消去 ........................ 18、36
全コマ消去 .............................. 39

充電 ............................................ 9
パソコンからの充電 ................. 48

初期化 ................................ 39、60
水中用プロテクター ............. 62、64
ステディグリップ ....................... 63
スマートフォン接続 .................... 40
メニュー .................................... 27

A VIDEO（ムービー）
メニュー.............................. 29

z PHOTO（静止画撮影）
メニュー.............................. 32

L TIME LAPSE
（タイムラプスムービー）
メニュー.............................. 34

q PLAY（再生）メニュー ....... 36
d SETUP（設定）メニュー ....... 36

セルフタイマー .......................... 33
測位情報 .................................... 24

た行
チャプター .......................... 12、19
手ぶれ補正 ................................. 31
テレビ接続 ................................. 46

な行
日時設定 ............................. 10、39

は行
パソコン .................................... 48
フォーマット ....................... 39、60
ヘッドライト ................26、33、37

ホワイトバランス .........29、32、34

ま行
マウントカップリング ................. 63
メニュー設定 .............................. 27
モニター調整 .............................. 37

や行
ユーザー登録 .............................. 50

ら行
リセット .................................... 39
レンズプロテクター .................... 62
連続撮影 .................................... 32
露出補正 ......................29、32、34
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