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 キーワードの検索
「バッテリー」や「インストール」などのキーワードを検索して、トピッ
クを見つけます。Adobe Acrobat Reader を使用して本書を参照している場
合は、Ctrl+F（Windows）または Command+F（Mac）を押して検索を開
始します。

 トピックへの移動
目次でトピックの完全な一覧を表示します。トピックをクリックして目的
のセクションに移動します。
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注記
すべての説明およびその他の付随文書は、SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. の独自の
決定により変更される場合があります。最新の製品情報については、https://dev.dji.
com にアクセスし、目的の製品の ZENMUSE X5 製品ページをクリックしてください。

用語集
本製品の操作時に生じうるさまざまなレベルの危険性を示すために、製品の説明
書全体を通して以下の用語が使用されています。

 注記：この手順に適切に従わない場合、物理的資産に損傷を及ぼす可能
性が生じます。同時に負傷の可能性が多少生じる場合と生じない場合が
あります。

 注意：この手順に適切に従わない場合、物理的資産に損傷を及ぼす可能
性が少なからず生じるとともに、重傷の可能性が生じます。

 警告：この手順に適切に従わない場合、資産の損傷、付帯的損害、および
重傷の可能性が少なからず生じるか、あるいは軽傷が高い確率で発生します。

操作の前に、ユーザーマニュアルを通して読んで本
製品の機能をよく理解しておいてください。

製品を正しく操作しないと、製品または資産の損傷につながるとともに、重
症の原因となる可能性があります。
本製品は高加工製品です。注意と良識を持って操作する必要があるとともに、
機械に関する基礎的な技術が要求されます。責任ある安全な方法で本製品を操
作しない場合、傷害あるいは製品またはその他の資産に対する損傷につながる
可能性があります。本製品は、大人による直接の監督なしにお子様が使用する
ことは意図していません。互換性のないコンポーネントと併用したり、SZ DJI 
TECHNOLOGY CO., LTD. が提供する文書に示された方法以外で本製品を改造した
りしないでください。これらのセーフティガイドランには、安全、操作、およ
び保守に関する説明が記載されています。製品を適切に操作して損傷や重症を
未然に防ぐために、組み立て、セットアップ、または使用の前に必ずユーザー
マニュアルのすべての説明および警告を読み、それらに従わなければなりません。

対象年齢：18 未満のお子様は使用できません。
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免責事項および警告
C 本製品は玩具ではなく、18 未満のお子様には適していません。お子様がいる場
所で ZENMUSE X5 を操作する場合は、お子様が製品に触れることのないよう大人
が注意を払ってください。

本書に含まれる情報は、お客様の安全および法的権利と JP    責任に関わるもので
す。ご使用の前に本書を通して読み、設定が適切であることを確認してください。
本書の説明および警告を読まない、または従わない場合、
ご自身または他者が重傷を負ったり、ZENMUSE X5 または付近にある他の物体が
損傷する恐れがあります。

本製品を使用することで、お客様は本免責事項をよく読まれ、記載された条件を
理解されて、それらに従うことに同意されたことになります。お客様は、本製品
を使用する際のご自身の行動およびそれに伴うすべての結果に全面的に責任を負
うことに同意されるものとします。お客様は、国内外の航空関連の法規、DJI が
策定済みまたは策定予定のすべての条件、予防措置、慣行、方針、およびガイド
ラインを含め、該当するすべての法律、規則、および法規に従い、適切な目的で
のみ本製品を使用することに同意されるものとします。また、お客様は特定の状
況下でお客様のデータ（フライトテレメトリーデータや操作記録を含むが、これ
らに限定されない）が DJI 指定サーバーにアップロードされ、管理される場合が
あることを理解され、同意されるものとします。

本製品を使用したことによって、直接的であれ、間接的であれ発生した損傷、傷害、
およびあらゆる法的責任について、DJI は何ら責任を負いません。ユーザーは安
全上および合法的慣行（これらのセーフティガイドランに記載されている慣行を

含むが、これらに限定されない）に従わなければなりません。

FCC Statements
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class 
A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference when the equipment 
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is operated in a commercial environment.This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful 
interference in which case the user will be required to correct the interference at his 
own expense.

DJI は、本免責事項およびセーフティガイドランを任意に更新する権利を有します。https://
www.dji. com および電子メールで最新バージョンを定期的にご確認ください。本免責事項は
いくつかの言語で作成されています。異なる言語による内容に相互の相違がある場合は、英語
による内容に従うものとします。
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ご使用の前に 

DJI ZENMUSE X5 を安全に操作し、最大限に活用できるように、以下の文書が作
成されています。

同梱物
ZENMUSE X5 免責事項およびセーフティガイドラン
ZENMUSE X5 ユーザーマニュアル

ご使用の前に、同梱物の文書に記載されている部品がすべて含まれていることを
確認し、ZENMUSE X5 免責事項およびセーフティガイドランに目を通してくださ
い。その後、ZENMUSE X5 ユーザーマニュアルを利用し、DJI Web サイト（https://
www.dji.com）の製品ページでチュートリアルビデオをすべて視聴して、初回使
用の準備を行ってください。ご使用の前に、個々の部品の機能、使用条件、主要
な緊急警告機能 / システム、および該当するすべての政府規制を十分に理解して
おいてください。本製品の設置、保守、または使用時に不明点や問題が発生した
場合は、DJI または DJI 正規ディーラーまでご連絡ください。
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個々の部品

実用的な純正部品に関して

コンポーネントの不具合、重傷、および資産の損傷を未然に防ぐために、以下の
ルールを守ってください。
1. DJI の純正部品または DJI が認証する部品のみを使用してください。非正規部

品または DJI が認証していないメーカーの部品は、システムの不具合の原因と
なり、安全性を損なう場合があります。

2. ZENMUSE X5 およびそのコンポーネントに異物（水、油、土、砂など）が侵入
していないことを確認してください。

ファームウェア

1. 使用上の安全を確保するために、常にファームウェアを最新バージョンに更新
してください。

2. ファームウェアの更新中にUSB接続と電源が正常であることを確認してください。

カメラ

1. バッテリーの電源がオフになっている場合、カメラからの写真やビデオの送信
やコピーは行えません。

2. バッテリーの電源は適切にオフにしてください。適切に行わないと、カメラパ
ラメーターが保存されず、録画したビデオに不具合が生じる場合があります。

3. 重要な写真を撮影する前に、テスト画像を何枚か撮影して、カメラが正常に動
作することを確認してください。

4. カメラを使用する際は、他人のプライバシーを尊重してください。地域のプラ
イバシー法、規則、および道徳基準に準拠していることを確認してください。
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5. 必要に合わせてカメラ設定を調整できるように、使用する前にカメラ設定を確

認してください。

製品のケア

保管と移送

お子様やペットが重傷を負うことを防ぐために、以下のルールを守ってください。
ケーブルやストラップなどの小さな部品は飲み込むと危険です。すべての部品を、
お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。

1. システムを水などの液体に接触させたり浸したりしないでください。濡れた場
合は、吸水性のある柔らかい布で拭いてください。水に落ちたシステムの電源
を入れると、コンポーネントに永続的な損傷が及ぶ場合があります。システム
のクリーニングや保守には、アルコール、ベンゼン、シンナーなど可燃性物質
を含む物質を使用しないでください。システムを湿気や埃の多い場所に保管し
ないでください。

2. バージョン 2.0 より前の USB インターフェイスに本製品を接続しないでくださ
い。USB を介した電源供給（USB バスパワー）はできません。

3. 長期間保存する場合や、長距離を移送する場合は、カメラを機器から取り外し
てください。また、保管する際にはカメラカバーを元に戻してください。

保守と維持

激しく衝突した場合には、ZENMUSE X5 のすべての部品を確認してください。問
題や不明点がある場合は、DJI 正規ディーラーまでご連絡ください。
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使用条件に関する要件

気象条件と周囲の環境

雪、雨、スモッグ、竜巻などの厳しい気象条件下で ZENMUSE X5 を使用しないで
ください。

使用に関する注記

1. フィルターはサイズ 46mm、重量 7 ～ 11 g でなければならず、重量 10 ～ 11g 
のものが最も高い性能を発揮します。この範囲外のフィルターは、ジンバルの
性能を低下させます。

2. 中空用途においては、レンズをダストカバーで覆うことをお勧めします。
3. カメラレンズを取り付けた後には、レンズロックをしっかりと締めることが重

要です。これにより、機体が空中を移動するときのレンズの振動を抑えること
ができます。カメラレンズを取り外すときは、必ず事前にレンズロックを緩め
てください。

4. カメラバランスリングにフィルタを取り付けることができます。重量要件を満
たす為に、フィルタを使用してください。

5. レンズフードは DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH とパナソニック Lumix G Leica DG 
Summilux 15mm f/1.7 ASPH のみに取り付けられます。必ずオリンパス M.Zuiko 
Digital ED 12mm f/2.0 に取り付けないでください。

6. カメラレンズは常に AF モードに設定してください。焦点およびアパーチャは
DJI GO アプリによってデジタルに制御されます。

7. 機体のバッテリーが完全に充電されているかとバッテリー残量が正しく表示さ
れているかと確認してください。長期間保管されている場合、使用する前にバ
ッテリーを完全に充電してください。ローバッテリーの警告がされた場合は、
すぐに機体をホームポイントに戻してください。
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本書の内容は変更される場合があります。

ら最新バージョンをダウンロードしてください。
http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s

本書について不明な点がある場合は、DocSupport@dji.com にメッセー
ジを送信して DJI までご連絡ください。
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