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サポート
製品のアップデートおよびウェブサポートについては、 http://www.arlo.com/jp/support/を参照してください。

商標
© Arlo Technologies, Inc. Arlo、Arlo ロゴ、および Every Angle Covered は Arlo Technologies, Inc. の商標です。App Store は米国
およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。Google Play および Google Play ロゴは Google Inc. の商
標です。Amazon、Alexa およびすべての関連ロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。その他の商標は参照用に
のみ使用しています。

適合性
EU 適合宣言書などの法規制遵守情報については、www.arlo.com/about/regulatory/ を参照してください。. 
本製品をお使いになる前に、適合性の情報をお読みください。

http://www.arlo.com/jp/support/
http://www.arlo.com/about/regulatory/
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1. Arlo システムをセットアップする

Arlo の動作
Arlo カメラはワイヤレスで動作し、電源には電池を使用します。Arlo カメラは、動
作を検知するとクラウドに録画を保存します。 

Arlo アプリを入手する
下記の QR コードをスキャンするか、またはアプリストアで「Arlo」と検索して
Arlo アプリをダウンロードします。

メモ :  すでに Arlo アプリをお使いの場
合は、最新バージョンかどうかを確認し
ます。アップデートがあるかどうかは、
アプリストアにアクセスして「Arlo」を
検索すると確認できます。
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Arloシステムをセットアップする 

ベースステーションをインターネットに接続する
ベースステーションはホームネットワークに接続され、それによってカメラのスト
リームをどこからでも見ることができます。

 ¾ ベースステーションをインターネットに接続します。

1. ベースステーションを既存のルーターのLANポートにLANケーブルで接続します。

2. ベースステーションに電源アダプターを接続します。

3. 電源アダプターのプラグをコンセントに差し込みます。

4. ベースステーション背面の電源ボタンを押します。
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Arloシステムをセットアップする 

約 2 分後に電源 LED とインターネット LED が緑色に点灯します。

ベースステーションの設定が完了しました。

Arlo ベースステーション LED
下の図は、Arlo ベースステーションの LED の状態を表します。

アカウントを作成する
 ¾ Arlo アカウントを新規作成します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

ご使用中のモバイルデバイスが Touch ID® 指紋認証センサーをサポートする場合
は、Touch ID を使用できます。

緑
ベースステーションの
電源が入っています。

緑点滅 
フ ァ ー ム ウ ェ ア の
アップデート中です。
ベースステーション
やカメラの電源を切
らないでください。

オフ
ベースステーション
に電源が入っていま
せん。

緑
ベースステーション
はインターネットに
接続しています。

緑点滅 
ベースステーション
はインターネット経
由でデータを転送し
ています。

黄
ベースステーション
はルーターに接続さ
れましたが、インター
ネットに接続してい
ません。
オフ
ベースステーション
はルーターに接続し
ていません。

緑
カ メ ラ は ベ ー ス ス
テーションに接続し
ています。

緑点滅 
ベースステーション
はカメラと同期を試
みています。

オレンジ点滅
カ メ ラ と ベ ー ス ス
テーションの距離が
離れているか、信号
強度が弱くなってい
ます。
オフ
カメラを検出でき
ません。

黄
ベースステーション
は起動中です。

電源 インターネット カメラ

https://my.arlo.com/#/login
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Arloシステムをセットアップする 

2. Touch ID を使用するには、[Touch ID の有効化 ] をタップします。

[ スキップ ] をタップした場合でも、Arlo アプリの指紋 ID ログインを後でオン
にすることができます。Arlo アプリの指紋 ID ログインのオン / オフを切り替える 
(44 ページ ) を参照してください。

3. [ 初めて Arlo を使いますか ?] をタップまたはクリックします。

4. [Arlo (100% ワイヤレス )] を選択します。

アプリでデバイスが検出されます。 

5. ベースステーションのシリアル番号を選択します。

6. アカウントのセットアップのために、必須フィールドに情報を入力します。

7. [ 続ける ] をタップまたはクリックします。

8. サブスクリプションプランを選択します。

メモ : 詳細については、サブスクリプションプラン (51 ページ ) を参照してく
ださい。

カメラに電池を入れる
Arlo カ メ ラ で は、Arlo Technologies 製 の 電 池 か、Panasonic®、Energizer®、
Duracell® などの信頼性の高いメーカーの電池をお使いいただくことを推奨します。

 ¾ 電源を入れます。

1. カメラ底面にあるラッチを横にずらし、押さえます。

2. 電池カバーを後ろ方向にずらしてから引き上げて、電池ホルダーを開けます。
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Arloシステムをセットアップする 

3. 最初にレンズに近い側の 2 つの電池を入れます。「+」と「-」の向きを間違えな
いように注意してください。

4. 次にレンズから遠い側の 2 つの電池を入れます。「+」と「-」の向きを間違えな
いように注意してください。

5. ラッチから「カチッ」と音が鳴るまで電池ホルダーを押して閉めます。

詳細については、安全な電池の取り扱いと使用方法 (68 ページ ) を参照してく
ださい。

カメラとベースステーションを同期する
 ¾ カメラを同期します。

1. カメラをベースステーションから 30 ～ 100cm ほど離れた場所に置きます。

2. ベースステーション側面の Sync ボタンを約 2 秒押します。
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Arloシステムをセットアップする 

3. ベースステーションのカメラ LED が緑色に点滅するのを待ちます。

4. 60 秒以内にカメラ上部にある Sync ボタンを約 2 秒間押して離します。

同期の開始時は青色の LED がゆっくり点滅します。青色の LED が高速で点滅し、
同期が成功したことを示します。

カメラの同期完了後、ベースステーションの電源 LED が点滅することがありま
す。これはカメラのファームウェアがアップデートされていることを示します。
ファームウェアのアップデートについては、ファームウェアのアップデート 
(12 ページ ) を参照してください。

5. 各カメラでこの手順を繰り返します。

Arlo カメラ LED
カメラの電源がオンになると、カメラの LED が点灯しま
す。LED の色および点滅は、電池の充電状態によって変
わり、カメラの同期、カメラファームウェアのアップデー
トなど、アクティビティのステータスを示します。 

LED の 説 明 に つ い て は、 次 の 表 を 参 照 し て く だ さ い。 

カメラ LED 色と動作 意味
  青点灯 カメラに電源が入っています。

速く 10 秒間青点滅 カメラとベースステーションは同期を試みています。

  オレンジ点灯 カメラは起動中です。

 1 分間に 1 回オレンジ点滅 電池残量が少なくなっています (15% 以下 )。

すばやくオレンジ点滅 カメラはベースステーションとの同期に失敗しました。

 青とオレンジ点滅 ファームウェアのアップデート中です。カメラの電源を
切らないでください。
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Arloシステムをセットアップする 

ファームウェアのアップデート
カメラとベースステーションが同期した後にファームウェアがアップデートされる
ことがあります。ファームウェアのアップデート中は、カメラの LED が青色とオレン
ジ色に交互に点滅します。その後、LED が消灯し、1 ～ 2 分でカメラのファームウェ
アがアップデートされます。ファームウェアのアップデートは自動的に行なわれ 
ます。

重要 : ファームウェアのアップデート中は、Arlo カメラの電池のフタを開けないで
ください。

ファームウェア更新が完了したのち、カメラは再度ベースステーションとの同期を
開始し、LED が青で高速点滅します。

他の Arlo アカウントからカメラを追加する
 ¾ 他の Arlo アカウントからカメラを追加します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. 他の Arlo アカウントにログインします。

3. [ 設定 ] > [ マイ デバイス ] に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

4. カメラをタップまたはクリックします。

カメラの設定が表示されます。

5. スクロールダウンして、[ デバイスを取り外す ] をタップまたはクリックします。

アカウントからカメラが削除されます。

6. Arlo アプリからログアウトします。

7. Arlo アカウントにログインし、カメラを同期します。

https://my.arlo.com/#/login
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Arloシステムをセットアップする 

カメラを設置する
カメラは、棚の上などの平らな場所や壁面に設置
することができます。

メモ :  Arlo アプリの配置モードを使用すると、 
カメラの位置を合わせやすくなります。 
配置モード (16 ページ ) を参照してください。 

 ¾ カメラを壁面に設置します。

1. 取り付け用ネジを壁に固定して、壁掛け用マ
ウントキットを壁掛け用ネジに掛けます。  

2. 石膏ボードなど柔らかい壁面に固定する場合は、 
付属のプラスチック製石膏ボードアンカーを
使用してください。

カメラに適した場所を選択する
Arlo カメラは、視野が開けていて遮蔽物がなく、
ベースステーションへの WiFi 接続状況が良好な
場所に設置してください。

Arlo カメラを設置する際は、距離に注意してください。

• 最大距離 : ベースステーションから最大 90 m 以内にカメラを設置してください。
最大距離はその間に存在する壁や天井、または金属製のドアなどの障害物によっ
て短くなります。例えば次のような障害物が該当します。
• 厚い壁や天井
• レンガ
• コンクリート
• 岩
• セラミック
• ガラス、鏡
• 金属
• 大量の水 ( 水槽や貯水タンクなど )
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Arloシステムをセットアップする 

メモ :  ベースステーションのカメラ LED を確認します。オレンジ色に点滅している
場合、カメラとベースステーションの距離が離れていて、信号強度が弱くなってい
ます。

• 最小距離 : Arlo カメラはベースステーションから 3 m 離し、カメラ同士は 2 m
以上離して設置してください。このガイドラインを守ることで、デバイス間の無
線 LAN 信号が相互に干渉することを避けられます。

視野を最適化するようにカメラを配置する
Arlo カメラの視野角は 110°です。次の図では、カメラの水平方向と垂直方向の両方
の視野を、緑色の領域で示しています。

Arlo カメラを設置する際は、以下のヒントを参考にしてください。

• アクティブな場所をカメラの視野に入れましょう。Arlo カメラの視野角は 110°
です。監視したい範囲がカメラの視野に収まるようにカメラを設置してください。 
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Arloシステムをセットアップする 

• Arlo システムにログインしてカメラの照準を合わせます。配置モードを使用す
ると、ビデオフィードを見ながら、ほぼリアルタイムの映像で位置を調整するこ
とができます。配置モードをオンにするには、カメラの [ 設定 ] ページを使用し
ます。カメラを設置したら配置モードをオフにします。または、5 分経過して自
動的にオフになるのを待ちます。詳細については、配置モード (16 ページ ) を
参照してください。

• カメラを高い位置に置きます。センサーが動作しやすいように床面から 2 m 以
上の高さにやや下向きにして設置することを推奨します。

• 検知対象が Arlo の視野を横切るようにします。Arlo の動作センサーは、カメラ
に近付く動きや遠ざかる動きよりも視野を横切る動きに対して敏感に動作しま
す。動作検知に最も適した領域は、カメラから 1.5 m から 6 m の範囲です。

動作の検知テストを使用すると、現在のカメラ位置で動作を検知できるかどう
かを確認できます。動作が検知されるとカメラの LED がオレンジに点滅します。
カメラの設定ページから動作検知テストを実行します。
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Arloシステムをセットアップする 

配置モード
配置モードは、動作検知のモードが無効で、ストリーミングや動作の録画を行って
いない場合にのみ使用できます。

 ¾ 配置モードでカメラを設置します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

ご使用のモバイルデバイスが Touch ID 指紋認証センサーをサポートする場合は、
Touch ID を使用できます。

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップします。

[ 設定 ] ページが表示されます。

3. [ 配置モード ] をタップまたはクリックします。 

メモ :  [ 配置モード ] が淡色表示になっていてタップできない場合、カメラが [ 警
戒 ] モードか、別の動作検知モードになっている可能性があります。動作検知を
停止するには、[ モード ] をタップしてから、[ 待機 ] を選択します。

カメラがビデオのストリーミングを開始します。 

配置モードでは、ビデオがバッファリングされることなく、ただちにストリーミン
グされるので、スマートフォンで確認しながら、ほぼリアルタイムでカメラの位
置を調整できます。カメラが配置モードになっている場合、ビデオの画質が低下
する可能性があります。

4. 必要に応じてカメラの配置を調整します。

5. [ 待機 ] モードを選択した後でカメラを動作検知モードに再度する場合は、[ モー
ド ] をタップして目的のモードを選択します。

https://my.arlo.com/#/login
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2.	 コンテンツを見る
カメラで録画されたビデオはライブラリに保存されます。録画したものを見たり、お気
に入りにしたり、フィルターを使って検索したりできます。

[ デバイス ]	ページを表示する
Arlo アプリを起動すると、[ デバイス ] ページが表示されます。

ライブフィード	
アイコン

[Live]	をタップまたはクリック
すると表示されます

カメラアイコン 表示されるアイコンは、モードや
カメラの設定により異なります

一時停止 動作検知がオンです。

手動でビデオを録画します。 WiFi信号強度。

スナップショット 電池残量

明るさ

全画面

カメラ名

カメラフィード

カメラアイコン

デバイスの選択

新しい録画

スナップショット /
ビデオライブラリ

検出モード

設定



コンテンツを見る	
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カメラフィードを見る
カメラフィードはいつでも表示できます。
	¾ カメラフィードを表示します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。
PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。
[ デバイス ] ページが表示されます。各カメラフィードの上にあるアイコンは、
現在選択しているモードのルールとカメラの接続方法によって異なります。これ
らのアイコンについては、[ デバイス ] ページを表示する (17 ページ ) を参照
してください。

2. ライブフィードを閲覧するには、カメラフィードイメージ上で	[Live]	をタップ
またはクリックします。
カメラのライブストリームイメージの下に一連のライブフィードアイコンが表示
されます。

3. ライブフィードの閲覧を停止するには、[ 一時停止 ]	アイコンをタップまたはク
リックします。

ビデオをパンまたはズームする
ライブビデオまたは録画ビデオをパンまたはズームすると、高解像度で映像の特定
部分を確認できます。スマートフォンの写真で見るときのように、ピンチとドラッ
グで映像を操作してください。

	¾ ビデオをパン /ズームします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。
PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。
ページ上部にカレンダーが表示されます。

3. Arlo ライブラリから任意のライブビデオまたは録画したビデオをタップまたは
クリックします。

4. モバイルデバイスを使用してパン / ズームするには、次の手順に従います。
• ビデオをズームインまたはズームアウトするには、ピンチジェスチャーを使

用します。 
• ズームインしたフレームを移動するには、タッチしてドラッグします。 

5. PC を使用してパン / ズームするには、次の手順に従います。
• ズームインまたはズームアウトするには、ズームアイコンをクリックします。
• フレーム内で移動するには、マウスボタンを使用します。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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ライブビデオからクリップを録画する
	¾ ライブビデオからクリップを録画します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. カメラフィードイメージで	[Live]	をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージの下部にカメラフィードアイコンが表示されます。

3. [ ビデオの録画 ]  アイコンをタップまたはクリックします。

このアイコンが赤色になり、ビデオ録画を開始します。

4. 録画を停止するには、[ビデオの録画]  アイコンをタップまたはクリックします。

録画がライブラリに保存されます。

ライブビデオからスナップショットを撮影する
	¾ ライブビデオからスナップショットを撮影します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. カメラフィードイメージで	[Live]	をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージの下部にカメラフィードアイコンが表示されます。

3. [ スナップショット ]  アイコンをタップまたはクリックします。

スナップショットはライブラリに保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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カメラフィードイメージを制御する
複数のカメラを使用する場合は、[ デバイス ] ページにカメラフィードが表示される順
序を変更できます。カメラフィードイメージをズーム、反転、または回転することもで
きます。

カメラの順序を変更する

	¾ [ デバイス ]	ページ上のカメラの順序を変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

[ 設定 ] ページが表示されます。

3. [ デバイスの順番 ] をタップまたはクリックします。

[ デバイス ] ページに表示される順序でデバイスのリストが表示されます。

4. スマートフォンまたはタブレットを使用している場合は、ページ上部の	[ 編集 ]	
をタップします。

デバイスのリストが表示されます。

5. リストのカメラをタップまたはクリックしたまま、ドラッグして順番を変更します。

6. [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

カメライメージをズームする

	¾ カメライメージをズームします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップし、次に [ 録画の設
定 ] をタップします。

PC を使用している場合は、[設定 ]	>	[マイデバイス]	を選択して、カメラをクリッ
クします。

録画の設定が表示されます。

3. [ ズーム ]  をタップまたはクリックします。

4. 必要に応じて、イメージボックスのサイズを変更したり位置を変えたりします。

5. [ ズーム ]  をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

カメラフィードを反転する

カメラ画像を反転できます。

	¾ ビデオ表示を回転します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップし、次に [ 録画の設
定 ] をタップします。

PC を使用している場合は、[設定 ]	>	[マイデバイス]	を選択して、カメラをクリッ
クします。

カメラの録画の設定が表示されます。

3. [ 画像を回転 ]	をタップまたはクリックします。

カメラフィードイメージが反転します。

https://my.arlo.com/#/login
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クラウド録画
クラウド録画では、Arlo カメラで録画されたものがすべてクラウドのライブラリ内
の安全なストレージに保存されます。クラウド録画は、無料および有料のプランで
利用できます。Arlo カメラは、動作または音声の検知時に録画を開始します。録画は、
作成したユーザー名とパスワードで暗号化されます。他のだれも録画にはアクセス
できません。 

録画には、モバイルデバイスまたは Windows PC や Mac PC からアクセスできます。
長期間保存したい場合は、録画をクラウドからダウンロードしてモバイルデバイス
または PC に保存できます。

録画とスナップショットを見る
Arlo カメラでの録画とスナップショットはライブラリに保存されます。フィルター
とカレンダーを使用して特定の録画を検索して見ることができます。 

ライブラリを使用する
ライブラリを使用して日付ごとに録画を検索して見ることができます。

	¾ ライブラリを使用します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

3. 録画を開始してから 1 か月を超えている場合は、月の左右の矢印を使って表示
する月を選択してください。

緑色の丸は、選択した日を示します。緑色の点は、ビデオクリップが録画された
日を示します。

4. 日付をタップまたはクリックします。 

その日の録画がカレンダーの下に表示されます。

フィルターを使用する
フィルターを使用して、選択した条件により録画を検索して見ることができます。 

https://my.arlo.com/#/login


コンテンツを見る	

23

	¾ フィルターを使用してライブラリを表示します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。 

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. ページの左上隅にある	[フィルター]	アイコン をタップまたはクリックします。

[ フィルター ] ページが表示されます。

4. 使用するフィルタリング条件をタップまたはクリックします。 

5. フィルタリングを解除するには、[ リセット ]	をタップまたはクリックします。

6. [ 完了 ]	をタップまたはクリックします。

[ フィルター ]	アイコン  がフィルタリングを使用していることを示す、緑色
に塗りつぶされます。フィルター条件に一致した録画が表示されます。録画のあ
る日付が暗い緑色で強調表示されます。

フィルターを無効にする
[ ライブラリ ] ページの	[ フィルター ]	アイコン は、フィルタリングを使用して
いるときは緑色に塗りつぶされます。フィルタリングが使用されているときは、ラ
イブラリ内の録画のうち選択したフィルタリング条件に一致するものだけが表示さ
れます。フィルタリングを無効にできます。 

	¾ ライブラリのフィルタリングを無効にします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3. ページの左上隅にある	[ フィルター ]	アイコン をタップまたはクリックします。

[ フィルター ] ページが表示されます。

4. ページ上部の	[ リセット ]	をタップまたはクリックします。
フィルタリングが無効になります。[ フィルター ]	アイコン が、フィルタリン
グが使用されていないことを示す輪郭線になります。

ライブラリの録画ビデオを共有および管理する
録画ビデオをダウンロードする

	¾ ライブラリからクリップをダウンロードします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  [ ダウンロード ] をタップまたはクリックします。

選択したファイルがダウンロードされます。

録画をお気に入りにする

	¾ 録画をお気に入りにします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  [ お気に入り ] をタップまたはクリックします。

この録画がお気に入りになります。

https://my.arlo.com/#/login
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録画を共有する

	¾ 録画を共有します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  [ 共有 ] をタップまたはクリックします。

5. ファイルを共有します。

研究活動のために録画を提供する
Arlo 製品の研究開発に役立つように、Arlo にビデオファイルまたはスナップショッ
トファイルを提供することができます。

	¾ 録画を提供します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  [ 寄付 ] をタップまたはクリックします。

5. [OK] をタップまたはクリックして確認します。

ファイルが Arlo に送信されます。

https://my.arlo.com/#/login
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録画を削除する

	¾ 録画を削除します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ ライブラリ ]	をタップまたはクリックします。

[ ライブラリ ] ページが表示されます。

3. スナップショットまたはビデオをタップまたはクリックします。

4.  [ 削除 ] をタップまたはクリックします。

5. モバイルデバイスの場合は [ 続ける ] をタップ、PC の場合は [ 削除 ] をクリック
して確認します。

ファイルが削除されます。

録画品質の最適化
	¾ Arlo の画質レベルを向上させます。

1. Arlo カメラがベースステーションの電波が届く範囲に設置されていることを確
認してください。

Arlo カメラとベースステーションとの間に壁などの障害物が存在すると、距離が
近くても電波状態が悪くなることがあります。カメラフィードから、Arlo カメラ
のシグナル状態が良好であるかをお確かめください。カメラのシグナルが 1 本ま
たは 2 本の状態では、電波干渉の影響で断続的にベースステーションからの電波
が届かなくなる場合があり、ビデオの画質が低下するなどの影響が生じます。

2. Arlo カメラとベースステーションの付近で使用されている WiFi デバイスや WiFi
周波数帯を減らします。

電波干渉を避けるため、Arlo カメラをベースステーションから少なくとも 3 m 
離れた場所に設置します。複数の Arlo カメラ間は、2 m 以上離れるように設置
してください。Arlo カメラは、電子レンジや他の WiFi デバイスの近くで使用し
ないでください。

https://my.arlo.com/#/login
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3. 電源管理の設定で [ 高品質録画 ]	に変更します。

録画の設定の詳細については、ビデオの設定 (45 ページ ) を参照してください。

メモ :  利用速度が制限されているWiFi ネットワークでは、[ 高品質録画 ]	を選択
しても画質が向上しない場合があります。また	[ 高品質録画 ]	を選択すると、ワ
イヤレスカメラの電池寿命が短くなります。

4. インターネット接続のアップロード速度が 1 Mbps 以上あることを確認してくだ
さい。

アップロード速度の測定サイトは次の URL からアクセスします。 
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=upload+speed+test 

アップロード速度が 1 Mpbs 以上ある場合でも、同時にアップロードを行うと
Arlo ビデオストリームの品質が低下する場合があります。接続性の向上のため
に、ストリーミング中に他のデータをアップロードしないでください。これには
Flickr や YouTube などへのファイルのアップロードや、Dropbox や iCloud な
どのクラウドサービスの利用などが含まれます。

5. また、ご使用中のルーターが QoS や速度制限機能をサポートする場合は、設定
がビデオストリーミング向けに最適化されていることをご確認ください。

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=upload+speed+test
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3.	 システムのカスタマイズ
Arloワイヤレスシステムは管理しやすいようにカメラ名などをカスタマイズできます。友人にア
クセス権を付与したり、クラウド録画をセットアップしたりできます。

カメラの名前を変更する
名前を変更することでカメラの管理が簡単になります。

	¾ カメラの名前を変更します。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップします。

PC を使用している場合は、[ 設定 ]	>	[マイデバイス ]	を選択します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3.	 カメラをタップまたはクリックします。

カメラ設定が表示されます。

4.	 [ 名前 ]	フィールドで、現在の名前を削除し、「車庫」や「玄関ドア」など、カメ
ラの場所がわかりやすい新しい名前を入力します。
カメラ名は、32 文字までです。

5.	 [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

プロファイル設定
[ 新規セットアップ ]	を使用すると、入力したメールアドレスとパスワードがプロ
ファイルとして保存されます。パスワードとユーザー名は変更できます。Arlo アプ
リを起動すると自動的にログインしますが、自動ログインのオン / オフを切り替え
ることができます。

https://my.arlo.com/#/login
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パスワードとユーザー名を変更する

	¾ パスワードとユーザー名を変更します。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

[ 設定 ]	ページが表示されます。

3.	 [ アカウント ]	で、[ プロファイル ]	をタップします。

[プロファイル ]	ページが表示されます。

4.	 モバイルデバイスを使用している場合は、ページ上部の	[ 編集 ]	をタップします。

[プロファイル ]	ページが表示されます。

5.	 パスワードや名前をクリックして新しい名前やパスワードを入力します。

6.	 [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

スマートフォンの自動ログインのオン /オフを切り替える
自動ログインがオンのときにスマートフォンの Arlo アプリを起動すると、前回ログ
イン時に使用したメールアドレスとパスワードで自動的にログインします。

	¾ スマートフォンの自動ログインのオン /オフを切り替えます。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

[ 設定 ]	ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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3.	 [ アカウント ]	で、[ プロファイル ]	をタップします。

[プロファイル ]	ページが表示されます。

4.	 [ 自動ログイン ]	をタップします。

自動ログインでオン/オフを切り替えます。

友人にアクセス権を付与する
Arlo アカウントに友人を追加できます。友人は、カメラからライブストリームを見
たり、ビデオクリップを録画したり、ライブラリからのクリップを見たり、共有し
たり、お気に入りとしてマークしたり、削除したり、スナップショットを作成した
りできます。友人には、Arlo アカウントの一部の設定および機能への限定アクセス
が付与されます。友人が表示できるカメラや、友人の管理権限を設定することがで
きます。

アクセス権を付与された友人は、次のことを実行できます。

•	 ビデオの再生と一時停止

•	 ビデオの録画

•	 スピーカーの消音

•	 全画面表示

•	 ライブ表示

•	 ビデオのズームとドラッグ

•	 明るさの調整

•	 モードへのアクセスと変更

•	 動作検知ステータスの表示

•	 手動録画

•	 スナップショット撮影

•	 ビデオのお気に入り設定、共有、ダウンロード、および削除

•	 カメラのマイクの使用
アクセス権を持たない友人は、次のことを実行できます。

•	 ライブラリコンテンツの再生と表示

•	 ライブ表示

•	 ビデオのズームとドラッグ

•	 明るさの調整

•	 全画面表示
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友人を追加する

	¾ 自分の Arlo アカウントに友人を追加します。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

[ 設定 ]	ページが表示されます。

3.	 [ アカウント ]	で、[ アクセス権の付与 ]	をタップまたはクリックします。

友人のページが表示されます。

4.	 [ 追加 ]	または	[+]	記号をタップまたはクリックします。

5.	 友人として追加する人の名、姓、メールアドレスを入力します。

6.	 友人にアクセスを許可したいカメラをタップまたはクリックします。

7.	 [ 招待メールを送る ]	をタップまたはクリックします。

Arloアカウントの作成を勧める招待メールが友人に送信されます。この友人の名前
が	[ 保留 ]	ステータスで表示されます。友人が招待を受け入れるとステータスが	[ 承
認済み ]	に変わります。

友人のアクセス権を編集する

	¾ 友人のアクセス権を編集します。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

[ 設定 ]	ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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3.	 [ アカウント ]	で、[ アクセス権の付与 ]	をタップまたはクリックします。

友人のリストがそれらのアカウントのステータスと一緒に表示されます。

4.	 友人をタップまたはクリックします。モバイルデバイスの場合は	[ 編集 ] 	を
タップします。

[ 編集 ]	ページが表示されます。

5.	 カメラをタップまたはクリックして、カメラを選択または選択解除します。

6.	 [ アクセス権の許可 ]	をタップまたはクリックします。

[ アクセス権の許可 ]	を選択すると、自分のアカウントおよびカメラ設定の変更を友
人に許可することになります。

7.	 [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

友人を削除する

	¾ 友人の権限を削除します。

1.	 モバイルデバイスで	[Arlo] 	アイコンをタップします。

PCを使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に	https://my.arlo.com/#/login	と
入力します。

[デバイス ]	ページが表示されます。

2.	 [ 設定 ]	をタップまたはクリックします。

3.	 [ アカウント ]	で、[ アクセス権の付与 ]	をタップまたはクリックします。

友人のリストがそれらのアカウントのステータスと一緒に表示されます。

4.	 友人を選択します。モバイルデバイスの場合は	[ 編集 ] 	をタップします。

[ 編集 ]	ページが表示されます。

5.	 [ 友人を削除 ]	をタップまたはクリックします。

6.	 [ はい ]	をタップまたはクリックします。

友人が削除されます。

https://my.arlo.com/#/login
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4.	 モード、ルール、スマート警告
モードとルールで Arlo システムを様々な状況に合わせて動作させることができます。
たとえば、あるカメラが動作検知をおこった場合に、ビデオを 30 秒録画して、アラー
トメールを送信するように設定できます。

モード
モードは、時間によって Arlo カメラの応答を変えることができます。例えば、リビン
グルームにいる間は、リビングルームで発生したイベントに関するアラートを受け
取りたくないでしょう。また、外出中にはまた別の動作に切り替える必要があるか
もしれません。Arlo のモードは、これらのケースで適切にカメラをコントロールす
ることが可能です。

独自のモードを作成できますが、Arlo ワイヤレスには次のモードがあらかじめ設定
されています。

	警戒 :	このカメラでは検出がオンです。

	待機 :	このカメラでは検出がオフです。

	スケジュール : スケジュールに基づいて検出を管理します。

		ジオフェンス : モバイルデバイスの位置情報に基づくジオフェンスを使用する
と、特定の場所に到着した場合、または特定の場所から離れていく場合に、モー
ドを警戒または待機に切り替えたり、スケジュールモードを再開したりできます。

[ 警戒 ] および [ スケジュール ] モードをカスタマイズしたり、新しいモードを追加
したりできます。一部の動作センサーとカメラがアクティブで他の動作センサーと
カメラはアクティブでないモードを作成することもできます。例えば、睡眠中は、
屋外のカメラをアクティブにし、屋内のカメラを非アクティブにできます。

メモ :  同じカメラにさまざまなモードを作成できますが、そのカメラで一度に使用
できるモードは 1 つだけです。
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ルール
モードには 1 つ以上のルールを設定することができます。各ルールには次のオプ
ションを設定します。

•	 トリガーとなるデバイス : トリガーとなるデバイスは、動作を検知するカメラを
指します。

•	 トリガー : Arlo カメラでの動作検知がトリガーとなります。動作検知の精度を調
整して不要なアラートを減らします。

•	 デバイス : あるカメラの動作検知をトリガーとして、別のカメラによるビデオ録
画またはスナップショット撮影を開始できます。例えば、裏庭のカメラで動作を
検知し、ドア横に設置したカメラで動画録画を開始することができます。

•	 アクション : 動作に反応する各デバイスは、ビデオ録画またはスナップショット
撮影を実行できますが、何もしないことを選択することもできます。録画の時間
は 10 秒～ 2 分の間で調整ができます。

•	 アラート : イベントが検知されたら、Arlo はメールアラートやプッシュ通知を送
信できます。メールは、友人や家族、その他アラートが必要な人に送信できます。

Arlo モバイルアプリや Web アプリでは、手順にしたがうだけで簡単にモードとルー
ルを作成、使用することができます。

モードを選択する
モードは手動でオンとオフを切り替えることも、スケジュールに基づいてオンにす
ることもできます。次の方法は、モードを制御するスケジュールを使用していない
ときや、既存のスケジュールを無効にするときに使用してください。少なくとも 
1 つのモードを使用する必要があります。Arlo カメラは常に 1 つのモードに設定さ
れています。「何もしない」と設定されたモードが適用されていることもあります。

Arlo アプリのメニューを使用してモードを選択する

	¾ カメラのモードを選択します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

http://arlo.netgear.com
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2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

[ モード ] ページが表示されます。

4. 特定のモードをタップまたはクリックすると、そのモードが選択されます。

選択したモードがただちにオンになります。このモードは、変更するまでオンの
ままです。

[ デバイス ] ページを表示したとき、カメラフィードの上部に表示されるアイコンは、
現在選択しているモードによって決まります。

3D	Touch のショートカットを使用してモードをすばやく選択する
3D Touch 機能をサポートするモバイルデバイスの場合、3D Touch を使用してモー
ドをすばやく選択できます。

	¾ 3D	Touch を使用してカメラのモードを選択します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンを数秒間タップしたままにします。

メニューには、デフォルトのモード選択が一覧で表示されます。警戒、待機、ス
ケジュール、ジオフェンスなどのモードがあります。

2. メニュー内のモードをタップすると、モードが有効になります。

[ モード ] ページが表示され、有効なモードが選択状態になっています。このモー
ドは、変更するまでオンのままです。

[ デバイス ] ページを表示したとき、カメラフィードの上部に表示されるアイコンは、
現在選択しているモードによって決まります。

動作検知の感度を変更する
Arlo カメラの感度レベルは簡単に変更できます。

	¾ カメラの感度レベルを変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

http://arlo.netgear.com
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3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

[ モード ] ページが表示されます。

4. モードの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

[ 編集 ] ページが表示されます。

5. [ ルール ] ページで、編集するルールの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはク
リックします。

[ ルールを編集 ] ページが表示されます。

6. [ 次の場合 ] で、[ 動作の検知 ] の横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリック
します。

[ 動作検知 ] ページが表示されます。

7. スライダーを動かして、このカメラの動作検知感度レベルを調整します。

PC の場合は [ ルールを編集 ] をクリックします。

8. [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

アラートを管理する
モバイルデバイスに通知をプッシュしたり、アラートメールを送信したり、その両
方を行ったりできます。モバイルデバイスで Arlo 通知を受け取るには、Arlo アプリを
インストールする必要があります。

メモ :  Arlo アプリからログアウトした状態では、プッシュ通知を受信することはで
きません。

	¾ カメラの警告設定を変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

[ モード ] ページが表示されます。

http://arlo.netgear.com


37

モード、ルール、スマート警告	

4. [ 警戒 ] またはカスタムモードの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリック
します。ルールの横にある [ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

[ ルールを編集 ] ページが表示されます。

5. [ 次の場合 ] で、動作の検知を指定します。

6. [ 次のことをします ] で、動作検知に応答するアクションを指定します。

[ ビデオの録画 ] または [ 何もしない ] を選択できます。

7. [ アラート ] で、[ プッシュ通知 ]	をタップまたはクリックすると、プッシュ通知
のオン / オフが切り替わります。

8. メール通知を機能させる場合は、[ アラートメール ]	チェックボックスが選択さ
れていることを確認してください。

9. メールアドレスを指定するには、モバイルデバイスの場合は [ アラートメール ] の
横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリックし、メールアドレスを入力します。

10. [ 完了 ] ボタンをタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

ジオフェンスをセットアップする
ジオフェンスは、あらかじめ設定したゾーンに人または物の出入りがあったことを
検知するのに役立つ、仮想フェンスです。Arlo ジオフェンスを使用すると、モバイ
ルデバイスがゾーンに入っている場合、またはゾーンから出ている場合に、警戒モー
ドと待機モードを切り替えたり、スケジュールモードを再開したりできます。

ジオフェンスをセットアップするには、モバイルデバイスを使用する必要がありま
す。また、位置情報の利用を Arlo アプリに許可する必要があります。

モバイルデバイスを設定する

	¾ より正確なジオフェンスを実現できるようにモバイルデバイスを設定します。

1. Arlo がデバイスを見つけることができるように、GPS サービスまたは位置情報
サービスを有効にします。

2. WiFi を有効にします。
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ジオフェンスを初めてセットアップし、さらにモードをセットアップする

	¾ ジオフェンスを初めてセットアップし、さらにモードをセットアップします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

モードのリストが表示されます。

4. [ ジオフェンス ]	をタップします。

「Arlo が現在の位置情報を要求しています」メッセージが表示されます。

5. [ 許可 ]	をタップします。

ジオフェンスは、Arlo がモバイルデバイスを見つけることができる場合にのみ
機能します。[ ロケーションの住所 ] ページが表示されます。

6. 住所を変更するには、[ 住所 ]	フィールドをタップして住所を入力し、[ 次へ ]	を
タップします。

7. ジオフェンスの範囲を変更するには、[ 範囲 ]	のアイコンをタップし、範囲のサ
イズを選択し、[ 完了 ] をタップした後	[ 次へ ]	をタップします。

範囲は、小 / 中 / 大 ( 半径はそれぞれ約 150 m/250 m/500 m ) が選択できます。

8. ロケーションの名前を入力し、[ 次へ ]	をタップします。

[ 退席中モード ] ページには、利用可能なモードのリストが表示されます。退席
中モードは、指定したロケーションから離れているときにカメラが使用する検知
モードです。

9. 退席中モードを選択し、[ 次へ ]	をタップします。
メモ : モバイルデバイスがゾーンから出ている場合、Arlo デバイスはデフォルト
で Away ( 退席中 ) モードになります。一般的には退席中の場合は、[ 警戒 ] や [ カ
スタム ] のモードを設定します。

10. ホームモードを選択し、[ 次へ ]	をタップします。
メモ : モバイルデバイスがゾーン内にある場合、Arlo デバイスはデフォルトで
ホームモードになります。一般的にはホームの場合は、[ 待機 ] や [ カスタム ] の
モードを設定します。

有効なモバイルデバイスが複数ある場合は、接続する Arlo デバイスを選択する
ように求められることがあります。
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11. 使用するモバイルデバイスを選択して [ 次へ ] をタップします。

12. [ 保存 ]	をタップします。

設定が保存されます。

複数のモバイルデバイスでジオフェンスを使用する
Arlo ジオフェンスで複数のモバイルデバイスを使用する場合、必要な条件が満たさ
れていることを確認し、手順に従ってデバイスのジオフェンスを有効または無効に
します。

次の条件が満たされていることを確認します。

• Arlo デバイスがオンラインになっている。

• ジオフェンス機能が有効になっている。

• 友人のモバイルデバイスを追加している。

デバイスの追加の詳細は、友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または
無効にするを参照してください。

• ( あなたの友人がジオフェンスの機能を使用する場合に必要になります ) 友人の
モバイルデバイスから、Arlo アプリにログインしている。

• ( あなたの友人がジオフェンスの機能を使用する場合に必要になります ) 友人の
モバイルデバイスで、位置情報サービスまたは GPS の機能が有効である。

友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または無効にする

	¾ 友人のモバイルデバイスのジオフェンスを有効または無効にします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップして選択します。

モードのリストが表示されます。

4. [ ジオフェンス ]	をタップします。

ジオフェンスの編集ページが表示されます。
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5. [ 有効なデバイス ]	をタップします。

[ 有効なデバイス ] ページには、ジオフェンス対応のモバイルデバイスのリスト
が表示されます。

6. ジオフェンスを有効にするモバイルデバイスをタップします。

ジオフェンスが有効な場合、デバイス名の横にチェックマークが表示されます。

メモ : デバイスの場所は、[ ゾーン内 ] または [ ゾーン外 ] として表示されます。

7. ジオフェンスを無効にするには、モバイルデバイスをもう一度タップします。

ジオフェンスが無効になると、チェックマークが表示されなくなります。

詳細については、ジオフェンスをセットアップする (37 ページ ) を参照してください。

ジオフェンスの精度
精度を上げるために、ジオフェンスは、GPS、モバイルデータ通信、WiFi データ通信を
組み合わせて使用します。

• 都市環境 ( モバイルデータ通信の電波塔や WiFi ルーターの密度が高い環境 ) で
は、ジオフェンスの精度が 100 ～ 200 m になることがあります。
メモ : 超高層の建物に住んでいる場合、GPS が不正確になるため、ジオフェンス
の信頼性が低下することがあります。その場合は、[ 大 ] の範囲を設定すると解
決する場合があります。

• 地方の環境 ( モバイルデータ通信の電波塔や WiFi ルーターがまばらな環境 ) で
は、ジオフェンスの精度が数百メートルになることがあります。

ジオフェンスの位置精度を高めるためには以下のことを確認します。

• WiFi がオンになっている。
• GPS または位置情報サービスがオンになっている。

ジオフェンスの FILO原則
Arlo カメラのジオフェンス機能は FILO 原則に従います。FILO (First In, Last Out) 原
則では、Arlo カメラの警戒 / 待機モードを特に意識することなくエリアに出入りす
ることができます。たとえば、ルームメイトが先に家を出た場合でも、ユーザーの
Arlo カメラは待機モードのままになります。これは、ユーザーがまだ家またはジオ
フェンス内にいるからです。ユーザーが家を出て、両方のデバイスがジオフェンス
から出ると、ユーザーの Arlo カメラは警戒モードになります。

複数デバイスの管理の詳細は、複数のモバイルデバイスでジオフェンスを使用する 
(39 ページ ) を参照してください。
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カメラルールをスケジュールする
カメラを自動的にオン / オフするようにスケジュールを設定できます。スケジュールは
週単位で繰り返されます。たとえば、火曜日のスケジュールは、スケジュールがオンに
なっている限り、毎週火曜日に繰り返されます。Arlo には、あらかじめ次のスケジュー
ルが設定されています。

•	 月曜日から金曜日、午前 8時から午後 5時まで :	すべての動作センサーがオン

•	 それ以外のすべての時間 :	すべての動作センサーがオフ

スケジュールを追加する

	¾ カメラのスケジュールを追加します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

モードのリストが表示されます。

4. [ スケジュール ]  をタップまたはクリックします。

5. [ スケジュール ] の横にある [ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

6. [+	追加 ]	をタップまたはクリックします。

追加スケジュールのページが表示されます。

7. 日時を設定し、[ 完了 ]	をタップまたはクリックします。

スケジュールが保存されます。

http://arlo.netgear.com
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スケジュールを編集する

	¾ スケジュールを編集します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

モードのリストが表示されます。

4. [ スケジュール ]  をタップまたはクリックします。

5. [ スケジュール ] の横にある [ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

[ スケジュール ] ページが表示されます。

6. スケジュールをタップまたはクリックします。

[ スケジュールの編集 ] ページが表示されます。

7. 開始時刻と終了時刻を変更して、[ 完了 ]	をタップまたはクリックします。

スケジュールが保存されます。

モードを追加する
新しいモードを追加することで、ある状況で何をするかをカメラに指示できます。
例えば、動作を検知したときにビデオを録画したり、メールメッセージで警告した
りするようにカメラを設定できます。

作成したルールをモードやスケジュールの中で使用して、カメラをカスタマイズで
きます。カメラはモードごとに 1 つのルールを持ちます。

	¾ カメラのモードを追加します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

http://arlo.netgear.com
http://arlo.netgear.com
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2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

モードのリストが表示されます。

4. [ モードの追加 ]	をタップまたはクリックします。

[ 新しいモード ] ページが表示されます。

5. モードの名前を入力し、[ 次へ ]	をタップまたはクリックします。

[ トリガーデバイス ] ページが表示されます。

6. カメラを選択し、[ 次へ ] をタップまたはクリックします。

7. [ 動作を検知したとき ] を選択し、[ 次へ ] をタップまたはクリックします。

[ 動作設定 ] ページが表示されます。

8. 動作検知の感度を選択します。

デフォルト設定を使用するか、スライダーを使用して感度レベルを調整すること
ができます。Arlo がビデオを録画しやすくするためには、値を大きくします。
Arlo がビデオを録画しにくくするためには、値を小さくします。

9. [ 次へ ] をクリックまたはタップします。

[ 動作設定 ] ページが表示されます。

10. 動作が検知されたときにカメラにさせる動作を指定し、[ 次へ ]	をタップまたは
クリックします。

[ ビデオの録画 ] または [ 何もしない ] が選択できます。

11. 動作が検知されたときにアラートによる通知を受けるかどうかを指定します。

PC のウェブブラウザーを使用している場合は、録画時間の設定も指定できます。

12. [ 次へ ]	をタップまたはクリックします。

設定内容の確認ページが表示されます。

13. 設定を確認し、[ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。
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5.	 設定
Arlo の設定をカスタマイズします。

Arlo アプリの指紋 IDログインのオン /オフを切り替える
Arlo アプリは、Touch ID 指紋識別センサーをサポートしています。この機能を搭載
したモバイルデバイスを使用している場合、Arlo アプリの Touch ID ログインをオン
またはオフに切り替えることができます。

	¾ Arlo アプリのタッチ IDログインをオンまたはオフにします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	をタップします。

[ 設定 ] ページが表示されます。

3. [ プロファイル ]	をタップします。

[ プロファイル ] ページが表示されます。

4. [Touch	ID でログイン ]	をタップします。

このボタンをタップすると、Touch ID によるログイン機能がオンまたはオフに
なります。

タイムゾーンを変更する
	¾ タイムゾーンを変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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4. [ タイムゾーン ]	をタップまたはクリックします。

[ タイムゾーン ] ページが表示されます。

5. 使用したいタイムゾーンをタップまたはクリックします。

6. [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

ビデオの設定
映像品質と電池使用率を変更する

Arlo ワイヤレスのビデオ解像度は、[ 高品質録画 ]、[ 最適化 ]、[ 最適な電池寿命 ] 
のいずれかに設定できます。[ 最適な電池寿命 ] を選択すると、必要とする WiFi の
帯域幅が軽減されます。

	¾ 映像品質と電池使用率を変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップし、次に [ 録画の設
定 ] をタップします。

PC を使用している場合は、[ 設定 ]	>	[ マイデバイス ]	を選択して、カメラを選
択します。

[ 録画の設定 ] を選択します。

3. [ 高品質録画 ]、[ 最適化 ]、[ 最適な電池寿命 ]	をタップまたはクリックして選択
します。

4. PC を使用している場合は、[ 保存 ] をクリックしてください。

設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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夜間撮影のオン /オフを切り替える
夜間撮影を有効にすると、カメラは赤外線 (IR) LED を自動的に点灯して、暗い場所
での録画を開始します。カメラが、LED を反射するもの ( 窓など ) の方向を向いて
いる場合は、夜間撮影機能をオフにすることを推奨します。

	¾ 夜間撮影のオン /オフを切り替えます。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップし、次に [ 録画の設
定 ] をタップします。

PC を使用している場合は、[設定 ]	>	[マイデバイス]	を選択して、カメラをクリッ
クし、[ 録画の設定 ] をクリックします。

カメラの録画の設定が表示されます。

3. [ 夜間撮影 ]	をタップまたはクリックして夜間撮影機能をオン / オフします。

ベースステーションの設定
ベースステーションの設定を表示または変更できます。

ベースステーション名を変更する
ベースステーションの名前は、Arlo システムの設定時に入力するようになっていま
す。この名前は後で変更することができます。

	¾ ベースステーション名を変更します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. [ 名前 ]	をタップまたはクリックします。

5. ベースステーションの新しい名前を入力します。

新しい名前が Arlo アプリに表示されます。

ベースステーションのちらつきの設定を調整する
特定の人工光源とカメラのシャッタースピードの組み合わせによっては、録画ビデ
オにちらつきが生じることがあります。ベースステーションのデフォルト設定は [自
動 ] ですが、ちらつきの調整を変更できます。

	¾ ベースステーションのちらつきの調整を選択します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. モバイルデバイスの場合は [ ちらつきの調整 ]	をタップまたはクリックします。

[ ちらつきの調整 ] ページが表示されます。

5. 設定をタップまたはクリックします。

6. [ 保存 ]	をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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ベースステーションを再起動する

	¾ ベースステーションを再起動します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. [ 再起動 ]	をタップまたはクリックします。

ベースステーションが再起動されます。

アカウントからベースステーションを削除する

	¾ アカウントからベースステーションを削除します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3. ベースステーションを選択します。

ベースステーションの設定ページが表示されます。

4. [ デバイスを取り外す ]	をタップまたはクリックします。

このベースステーションは Arlo アカウントから削除されます。Arlo アプリケー
ションの使用時に、ベースステーションは表示されません。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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デバイス情報を確認する
	¾ デバイス情報を確認します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ]	>	[ マイ	デバイス ]	に移動します。

ベースステーションやカメラなど、デバイスのリストが表示されます。

3. デバイスをタップまたはクリックします。

設定が表示されます。

4. ページの下部の [ デバイス情報 ] に、ハードウェアバージョン、シリアル番号、
ファームウェアバージョンが表示されます。

カメラをオン /オフする
	¾ カメラをオン /オフします。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップします。

PC を使用している場合は、[設定 ]	>	[マイデバイス]	を選択して、カメラをクリッ
クします。

カメラ設定が表示されます。

3. [ カメラ	オン / オフ ] をタップまたはクリックします。

カメラがオン / オフします。

https://my.arlo.com/#/login
https://my.arlo.com/#/login
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アカウントからカメラを削除する
	¾ アカウントからカメラを削除します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

2. モバイルデバイスでカメラフィードのギアアイコンをタップします。

PC を使用している場合は、[設定 ]	>	[マイデバイス]	を選択して、カメラをクリッ
クします。

カメラ設定が表示されます。

3. スクロールダウンして、[ デバイスを取り外す ]	をタップまたはクリックします。
アカウントからカメラが削除され、その設定が削除されます。

https://my.arlo.com/#/login
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6.	 サブスクリプションプランを管理する
すべての Arlo カメラには、基本的な機能を備えた無料の Basic ( ベーシック ) サービス
が含まれています。カメラをアクティブ化するときは、サービスプランを選択します。

サブスクリプションプラン
有料のサービスプランにアップグレードすると、特定のニーズに合わせてカメラの
用途が広がります。サービスプランに応じて、カメラやクラウドストレージを追加
したり、Arlo Smart 機能を有効にすることができます。サービスプランの詳細につ
いては、http://bit.ly/1AQGR9k をご覧ください。有料のサービスプランへのアップ
グレードは、ブラウザーから Arlo アカウントにログインして行ってください。

有料のサブスクリプションプランにアップグレードする
	¾ 有料のサブスクリプションプランを選択します。

1. モバイルデバイスまたは PC のブラウザーを起動し、 
「https://my.arlo.com/#/login」と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ 設定 ] をタップまたはクリックします。

[ 設定 ] ページが表示されます。

3. [ アカウント ] で、[ サブスクリプション ] をタップまたはクリックします。

[ サブスクリプション ] ページが表示されます。

4. [ 今すぐアップグレード ]	をタップまたはクリックします。

[ サブスクリプション ] ページには、個人向けおよびビジネス向けのオプション
が表示されます。

5. プランの下にある	[ 選択 ] をタップまたはクリックします。

6. 画面の指示に従ってサブスクリプションを変更します。

支払いが処理された後に、[ サブスクリプション ] ページのサービスレベル情報
が更新されます。

https://my.arlo.com/#/login
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7.	 Arlo	Connect
Arlo Connect は、標準的で安全なクラウド統合を使用して、Arlo デバイスをほかのス
マートホームプラットフォームに統合する簡単な方法です。

IFTTT で Arlo を使用する
スマートホームデバイスとアプリケーションを接続する無料のクラウドベースサー
ビスである IFTTT (If This Then That) で Arlo アプリを使用できます。

IFTTT アプリに Arlo を追加するには、ifttt.com/arlo のページを参照してください。

Arlo と IFTTT の詳細は、arlo.com/community のページを参照してください。

SmartThings で Arlo カメラを使用する
すべてのスマートデバイスが連携して動作するように、お使いの Arlo カメラを
SmartThings アプリに統合できます。例えば、Arlo カメラが動作を検知した場合、
SmartThings でアラームをトリガーするように Aeon Labs Siren に指示できます。
詳細は、8. Arlo カメラで SmartThings を使用する (53 ページ ) を参照してくだ 
さい。

http://ifttt.com/arlo
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Smart-Home-Security/ct-p/Arlo
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8.	 Arlo カメラで SmartThings を使用する
Samsung の SmartThings を使用すると、Arlo カメラを SmartThings アプリに統合で
きます。この統合により、すべてのスマートデバイスが連携して動作できるようになり
ます。例えば、Arlo カメラが動作を検知した場合、SmartThings はアラームをトリガー
するように Aeon Labs Siren に指示します。

一度、Arlo カメラを SmartThings アプリと統合すると、SmartThings アプリからモー
ドやルールの設定をする必要があります。Arlo アプリでモードとルールを編集しよう
とすると、SmartThings のモードが待機になります。Arlo アプリを引き続き使用して、
ライブラリを表示できます。

メモ :  Arlo カメラを SmartThings アプリと同期すると、Arlo アプリに SmartThings
モードが表示されるようになります。システムが SmartThings アプリと正常に連携
して動作するようにするには、Arlo システムを SmartThings モードのままにする必
要があります。すべてのモード設定は、SmartThings アプリで行う必要があります。
SmartThingsアプリを使用しなくなった場合は、ArloアプリでSmartThingsモードを
削除し、Arlo カメラを SmartThings モバイルアプリの、things のメニューから削除
します。

SmartThings と連携して動作するように Arlo カメラを
準備する
わかりやすい名前を Arlo カメラに付ける
カメラと SmartThings アプリを統合する前に、カメラにわかりやすい名前が付いてい
ることを確認します。カメラ名を変更しなかった場合、SmartThings アプリ内では、
カメラのシリアル番号がカメラ名になります。

カメラ名を変更する方法については、カメラの名前を変更する (28 ページ ) を参照し
てください。

SmartThings アプリ
に統合された Arlo カ
メラフィード
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カメラを待機モードにする

Arlo カメラを SmartThings と統合すると、Arlo アプリに新しい SmartThings モード
が作成されます。SmartThings が Arlo カメラを管理するため、統合のセットアップを
開始するには、これらのカメラを待機モードにする必要があります。SmartThings モー
ドと同時にスケジュールモードまたはジオフェンスモードを使用することはできま
せん。また、Arlo システムモードを変更する IFTTT レシピをすべて無効にする必要が
あります。

	¾ カメラを待機モードにします。

1. モバイルデバイスで	[Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

[ モード ] ページが表示されます。

4. [ 待機 ]	をタップします。

5. Arlo アプリを終了します。

Arlo カメラを SmartThings アプリと統合する
Arlo カメラを SmartThings アプリに統合するには、以下の手順に従います。

1. Arlo アプリでカメラが待機モードになっていることを確認します。

カメラを待機モードにする (54 ページ ) を参照してください。

2. SmartThings モバイルアプリを起動します。

3. SmartThings アカウントをお持ちでない場合は、https://support.smartthings.
com/hc/en-us/articles/205380634-Setting-up-an-account-the-Hub-and-
Things にアクセスしてアカウントを作成します。

4. SmartThings アプリにログインします。

5. [Marketplace]	>	[Things]	>	[Safety	and	Security]	をタップします。

6. [ カメラ ]	>	[Arlo]	をタップします。

https://my.arlo.com/#/login
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/205380634-Setting-up-an-account-the-Hub-and-Things
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/205380634-Setting-up-an-account-the-Hub-and-Things
https://support.smartthings.com/hc/en-us/articles/205380634-Setting-up-an-account-the-Hub-and-Things
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7. [Arlo	(connect)]	をタップします。

8. [Connect	to	Arlo]	をタップします。

9. Arlo のログイン資格情報を入力します。

10. ページ下部で、プライバシーポリシーに同意します。

11. 右上隅の	[Done]	をタップします。

12. [Connect	to	Arlo	Cameras]	をタップし、SmartThings アプリと同期するカメ
ラを選択します。

13. [Done]	>	[Next]	>	[Done]	をタップします。

14. [My	Home]	>	[Things]	をタップします。

15. カメラの設定を変更するには、設定アイコンをタップします。

メモ :  SmartThings アプリと同期したカメラごとに、この手順を繰り返します。

Arlo アプリ内で、Arlo カメラが SmartThings モードになります。

動作検知の感度レベルを調整する
Arlo を SmartThings アプリに統合すると、各カメラの動作検知の感度がデフォルトの
80 に設定されます。異なる設定でカメラがより効果的に動作する場合は、Arlo アプリを
使用して設定を変更できます。

	¾ 動作検知の感度レベルを調整します。

1. モバイルデバイスで [Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ]	をタップまたはクリックします。

3. デバイスのリストが表示されたら、カメラをタップまたはクリックして選択します。

[ モード ] ページが表示されます。

4. 使用している動作検知の感度レベルがわからない場合は、[ 警戒 ] モードの横に
ある	[ 編集 ]	 をタップまたはクリックします。

[ モード編集 ] ページが表示されます。

https://my.arlo.com/#/login
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5. 編集するルールの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

6. [ 次の場合 ] で、[ 動作の検知 ] の横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリック
します。

[ 動作検知 ] ページが表示されます。

7. 動作検知の感度の設定をメモしてください。ただし、[ 警告 ] モードは選択しな
いでください。

8. [ モード ] ページに戻ります。

9. [SmartThings] モードの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

[ ルールを編集 ] ページが表示されます。

10. 編集するルールの横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリックします。

11. [ 次の場合 ] で、[ 動作の検知 ] の横にある	[ 編集 ]  をタップまたはクリック
します。

[ 動作検知 ] ページが表示されます。

12. 動作検知の感度レベルを、手順 7 で表示した設定と一致するように設定します。

プッシュ通知を調整する
Arlo を SmartThings と統合すると、Arlo アプリは SmartThings アプリにプッシュ通知を
送信します。そして、SmartThings アプリが、Arlo と他のスマート things に関する通知を
ユーザーに送信します。モバイルデバイスでまだ Arlo からプッシュ通知が届く場合は、
モバイルデバイスの設定で Arlo の通知をオフにしてください。メール通知は必要あり
ません。
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9.	 FAQ とトラブルシューティング

電池に関する FAQ
電池アイコンのバーの本数は何を表していますか ?

電池の残量を表しています。

•	 3 本 : 61 ～ 100%

•	 2 本 : 17 ～ 60%

•	 1 本 : 1 ～ 16%

•	 0 本 : 0%
寒冷地で Arlo カメラを使用する場合、何に注意する必要がありますか ?
電池の化学的な特性により、低温は電池残量に影響を与える可能性があります。こ
のため、Arlo カメラを寒い屋外に設置すると、カメラの電池の持続時間が短くなっ
たり、表示される電池の容量が思ったよりも早く減ったりすることがあります。

ある Arlo カメラの電池が、他の Arlo カメラの電池よりも早く消耗するのはなぜで
すか ?

Arlo カメラは、さまざまな環境下でご使用いただけます。環境によっては、電池の
寿命に影響する場合があります。また、Arlo カメラを設置する場所によって、電池
の消耗量が多くなることがあります。次のような点に留意してください。

Arlo カメラは暗い場所でも優れた性能を発揮します。暗い場所での動作の監視には、
赤外線センサーを使用します。赤外線センサーが使用されると、照明の明るい部屋
で動作を監視しているカメラよりも電池を多く消費します。

Arlo カメラは、ベースステーションから最大 90m 離れていても機能しますが、ベー
スステーションから遠くに設置されたカメラは、ベースステーションの近くに設置
されたカメラよりも電池を多く消費します。

Arlo カメラでは、録画するビデオの品質レベルを選択できます。高画質のビデオを
録画するように設定されたカメラは、低画質のビデオを録画するように設定された
カメラよりも電池を多く消費します。

WiFi 環境は Arlo の電池に影響を与えますか。

はい。混雑している WiFi 環境では、Arlo カメラの電池が早く消耗する可能性があ
ります。WiFi 環境の混雑を調べるには、WiFi アナライザーを使用します。
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Arlo カメラの電池寿命はどれくらいですか ?

Arlo カメラの電池は、通常の使用で約 4 ～ 6 か月の寿命になります。また、設定を
最適化するとさらに長く使用できることもあります。Arlo カメラでは、動作を検知
した場合にのみ録画するよう設定すると、長く使用できます。

Arlo カメラの電池寿命はどのようにすれば延ばせますか ?

Arlo カメラの電池寿命を延ばすために、以下を参考にしてください。

• Arlo ベースステーションのファームウェアが最新になっている事を確認してく
ださい。ファームウェアのアップデートについては、「What do I need to know 
about Arlo camera firmware updates?」をご参照ください。

• Arlo カメラの電源管理の設定を確認します。電池の寿命を延ばすには、[ 最適な
電池寿命 ] の設定を選択します。この設定では映像品質を落として、電池寿命を
延ばします。最高の映像品質にするためには、[ 高品質録画 ] 設定を選択します。
この設定では最高の映像品質を提供するかわりに、電池寿命が短くなります。電
池と映像品質のベストバランスのために、[ 最適化 ] 設定を選択します。電源管
理設定にアクセスするために、Arlo アカウントでログインして、[ 設定 ] > [ カメ
ラ ] からカメラを選択します。

• 通常の使用とは、[ 最適化 ] 設定で 1 日に 4 分間の映像の表示または録画を想定
しています。

• 使い方によっては、結果が異なることがあります。ベースステーションから
Arlo カメラまでの距離によっても、電池寿命が変化するので注意が必要です。

ストリーミングの帯域幅を管理する
カメラが使用する帯域幅は、解像度の設定によって異なります。

•	 高品質録画 : 700 ～ 750 kbps

•	 最適化 : 450 ～ 550 kbps

•	 最適な電池寿命 : 300 kbps
カメラの解像度を設定する方法についてはビデオの設定 (45 ページ ) を参照して
ください。

受信するアラートを減らす
Arlo は動作中のルールにしたがってアラートを送信します。受信するアラートの
数を減らすには、1 つまたは複数のカメラの配置調整、検知感度の低減、通知設定
の変更、カスタムモードの作成が必要な場合があります。

https://community.netgear.com/t5/Arlo-Knowledge-Base/What-do-I-need-to-know-about-Arlo-camera-firmware-updates/ta-p/2160
https://community.netgear.com/t5/Arlo-Knowledge-Base/What-do-I-need-to-know-about-Arlo-camera-firmware-updates/ta-p/2160
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	¾ 受信するアラートを減らします。

1. カメラを動作検知の対象が少ない場所に設置します。

例えば道路など、常に物体が移動する場所はカメラの撮影範囲から外すことをおす
すめします。カメラの設置場所の詳細については、Arlo の動作 (6 ページ ) を参
照してください。

2. 動作検知の対象が多い場所に設置する必要がある場合は、動作検知の感度を調整
します。

感度レベルを減らすことでカメラはイベントを検知しにくくなります。適切な動
作検知の設定については、動作検知の感度を変更する (35 ページ ) を参照して
ください。

3. ビデオ録画のみをおこないアラートを受信しない場合は、モードの設定からア
ラートを無効にします。

また、アラートを送信せずに録画のみをおこなうモードを作成することもできま
す。そうすることで、ご自宅のペットが鳴いたり動いたりするたびに通知が送信
されることなく、Arlo ライブラリからペットの動画を見ることができます。

ブラウザーでビデオストリームを見ることができない
	¾ ビデオストリームの問題をトラブルシュートします。

1. モバイルデバイスでストリーミングが再生でき、ブラウザーでストリーミングが
再生できない場合は、プラグインをブロックしていないこと、および最新バー
ジョンの Adobe Flash を使用していることを確認してください。

Adobe Flash Player の最新バージョンについては、 
https://helpx.adobe.com/flash-player.html をご参照ください。

2. ご使用中のルーターで、ポート 443 および 80 が利用可能かをご確認ください。

Arlo はこれらのポートをストリーミングに使用します。またファイアウォール
やアンチウイルスソフトなどで使用ポートがブロックされていないかもご確認く
ださい。ポートの開放方法については、ご使用中のルーターの説明書をご参照く
ださい。アンチウイルスソフトについての詳細は、アンチウイルスソフトの説明
書をご参照ください。

https://helpx.adobe.com/flash-player.html
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3. Arlo カメラとベースステーションの付近で使用されている WiFi デバイスや WiFi
周波数帯を減らします。

Arlo カメラはベースステーションから少なくとも 3 メートル離れた場所に設置
してください。複数の Arlo カメラ間は、2 メートル以上離れるように設置して
ください。Arlo カメラは、電子レンジや他の WiFi デバイスの近くで使用しない
でください。Arlo カメラと他の WiFi デバイスとの電波干渉を避ける方法につい
ては、次の手順をご参照ください。

4. ワイヤレスカメラがベースステーションから 90 m 以内にあることを確認してく
ださい。

Arlo カメラとベースステーションとの間に壁などの障害物が存在すると、近距
離でも電波状態が悪くなることがあります。カメラフィードから、Arlo カメラ
のシグナル状態が良好であるかをお確かめください。カメラの電池残量が 2 本
以上あることを確認してください。電池残量が少ないとストリーミングが途切れ
ることがあります。

5. 電池で動作しているすべてのカメラの電池を交換または充電して、電池レベルが
2 本以上あることを確認します。

電池残量が少ないと、ビデオのストリームが途切れることがあります。

プッシュ通知を受け取れない
モバイルデバイスで Arlo のアラートを受信するには、Arlo アプリにログインしてい
る必要があります。ログインすると、デバイスがプッシュ通知の対象として登録さ
れます。アプリを終了せずに Arlo アプリからログアウトした場合は、アプリにログ
インし直す必要があります。Arlo の通知は、モバイルデバイスがスリープ中でも着
信します。

Shutapp や Doze などモバイルデバイスの他のアプリケーションで、プッシュ通知を
禁止していないかを確認してください。モバイルデバイスが機内モードなど、通知を
受信できない状態ではないかをご確認ください。

次のセクションの手順をすべて完了しても Arlo アラートを受け取れない場合は、
Arlo Technologies のサポートにお問い合わせください。
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[ 警戒 ]	モードのルール設定を確認する
モード内のルールを確認します。[ 警戒 ] モードまたはカスタムモード ( 作成した場
合 ) では、[ プッシュ通知 ] が有効になっていることを確認してください。

	¾ [ 警戒 ]	モード設定のプッシュ通知を確認します。

1. モバイルデバイスで	[Arlo]  アイコンをタップします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に  
https://my.arlo.com/#/login と入力します。

[ デバイス ] ページが表示されます。

2. [ モード ] ボタンをタップまたはクリックします。

モードのリストが表示されます。

3. [ 警戒 ] の横にある	[ 編集 ]	アイコン をタップまたはクリックします。ルール
の横にある [ 編集 ] をタップまたはクリックします。

[ ルールを編集 ] ページが表示されます。

4. [ アラート ] で、[ プッシュ通知 ] チェックボックスが選択されていることを確認
します。

5. 変更した場合は、[ 保存 ] をタップまたはクリックします。

設定が保存されます。

iOS デバイスの Arlo アプリ設定を確認する
Arlo アプリがプッシュ通知を受け取ることを許可していることを確認します。iOS
または Android デバイスで、Arlo アプリプッシュ通知が無効になっていることがあ
ります。

	¾ iOS デバイスの Arlo プッシュ通知を許可します。

1. iOS デバイスの	[ 設定 ]	アイコンをタップします。

2. [ 通知 ]	>	[Arlo]	をタップします。

Arlo 通知設定が表示されます。

3. [ 通知を許可 ]	が選択されていることを確認します。

4. 変更した場合は、[ 保存 ] をタップします。

設定が保存されます。

https://my.arlo.com/#/login
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Android デバイスの Arlo アプリ設定を確認する

	¾ Android デバイスの Arlo プッシュ通知を許可します。

1. Android デバイスの [ 設定 ] アイコンをタップします。

2. [ アプリケーションマネージャー ]	>	[Arlo]	をタップします。

Arlo 通知設定が表示されます。

3. [ 通知を表示 ]	設定がオンになっていることを確認します。

4. 変更した場合は、[ 保存 ] をタップします。

設定が保存されます。

インストール時に	[ プッシュ通知 ]	を許可しなかった場合

アラートを受け取るには、Arlo アプリの初回インストール時に、Arlo からプッシュ
通知を送信するかどうかを選択するメッセージが表示されたときに、[ 許可 ] を選
択する必要があります。iOS アプリの場合、このアラートに応答した後に、デバ
イスが復元されるか、1 日以上あけてアプリがアンインストールされていない限
り、再びアラートは表示されません。

iOS デバイスで許可しなかった場合は、アプリをアンインストールし、1 日待っ
てから、再インストールして、通知を許可してください。アプリを再インストー
ルするまで 1 日待ちたくない場合は、デバイスのシステムクロックを使って 
1 日をシミュレートできます。システムクロックを 1 日以上進めるように設定し、
デバイスの電源をオフにしてから、オンに戻してください。アプリを再インストー
ルした後は、システムクロックを正しい設定に戻してください。

Arlo ベースステーションがオンラインであることを確認
する

ベースステーションがオンラインかどうかを判断するには、ベースステーションの
前面のインターネット LED を確認してください。

• インターネット LED が緑色で点灯している場合、ベースステーションはインター
ネットに接続されています。

• インターネット LED がオレンジ色の場合、ベースステーションはインターネッ
トに接続されていません。
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Arlo ベースステーションの設置場所にいない場合は、Arlo アカウントにログインし
て次を確認します。

• 各 Arlo カメラからビデオフィードが参照できれば、ベースステーションはイン
ターネットに接続されています。

• ビデオフィードが表示されず、ベースステーションのオフライン等のエラーメッ
セージが出る場合は、ベースステーションがインターネットに接続されていま
せん。

ベースステーションがオフラインになっている
ベースステーションがオフラインであるかどうかが不明な場合は、Arlo ベースス
テーションがオンラインであることを確認する (62 ページ ) を参照してください。

	¾ ベースステーションのインターネット接続をトラブルシューティングします。

1. LAN ケーブルをチェックします。

LAN ケーブルがベースステーションの背面とルーターにしっかりと接続されて
いることを確認します。また同梱の LAN ケーブルを使用していることも確認し
てください。

2. 電源アダプターをチェックします。

電源アダプターがベースステーションの背面にしっかりと接続され、コンセント
にしっかり差し込まれていることを確認します。

3. ルーターに直接接続されている別のデバイスからインターネットに接続してみて
ください。

WiFi 経由で接続されているデバイスではなく、LAN ケーブルに接続されたデバ
イスを使用してみてください ( デバイスで WiFi をオフにすると、デバイスが確
実に LAN ケーブル経由で接続されます )。次の手順を実行して、このデバイスか
らインターネットを閲覧できることを確認します。
• デバイスからインターネット接続できない場合、ルーターからのインターネッ

ト接続を回復させる必要があります。
• もしインターネット接続できる場合は、続けてトラブルシューティングを継

続します。

4. ベースステーションの電源を入れ直します。

コンセントから電源アダプターのプラグを抜き、1 分待ってから電源アダプ
ターをコンセントに再び接続します。ベースステーションが起動するまで 
1~2 分ほどかかります。電源とインターネット LED が緑色に点灯する場合、ベー
スステーションはインターネットに接続されています。インターネット LED が
オレンジ色の場合、トラブルシューティングを続けます。
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5. ルーターの DHCP 設定とクライアントリストを確認します。

DHCP が有効になっており、そのルーターの DHCP クライアントリストでベー
スステーションに IP アドレスが割り当てられていることを確認します。( 割り当
てられている場合、クライアントリストにベースステーションが表示されます )。
詳細は、ルーターのマニュアルを参照してください。

6. 以前はベースステーションをインターネットに接続することができていたのに、接
続できなくなった場合は、ルーターのセキュリティ設定とファームウェアを確認し
て、最後に正常に接続できたときから変更が行われていないことを確認します。
ルーターのセキュリティレベルを一時的に下げたり、ベースステーションを一時
的に DMZ 内に置いて、ファイアウォールの制限を排除するという方法もありま
す。これらの変更を行った場合は、手順 4 の説明にしたがって、ベースステー
ションの電源を入れ直します。

7. ルーターでポート 443 と 80 が開放されていることを確認します。
メモ : ご自分でインターネット環境を管理されていない場合は、ファイアウォー
ルやルーターの設定に関することは IT 部門に問い合わせてください。Arlo ベー
スステーションは、ほとんどのプロキシサーバーを経由した接続に対応していま
せん。プロキシサーバーをバイパスする方法については、IT チームおよびイン
ターネットサービスプロバイダー (ISP) に相談してください。ポート 443 と
80 を確実に開くよう、IT チームに依頼します。

8. ベースステーションを工場出荷時の状態にリセットします。
詳細については、Arlo ベースステーションを工場出荷時の設定にリセットする 
(66 ページ ) を参照してください。

それでもベースステーションをインターネットに接続できない場合は、サポートセン
ター (https://www.arlo.com/jp/support/) へお問い合わせください。

• ベースステーションのシリアル番号
• ユーザー名 (Arlo アカウントで登録した E メールアドレス )
• インターネットサービスプロバイダー (ISP) の名前
• インターネット接続タイプ (DSL / Cable など ) とスピード (Arlo では最低で上り

1 Mbps 以上の速度が必要 )
• インターネット接続のルーターモデル名
• ルーターに接続しているその他のデバイスのリスト
• ベースステーションがインターネットに接続できていた日時 ( 過去に接続できて

いた場合 )

https://www.arlo.com/jp/support/
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信号強度
Arlo カメラからベースステーションへの信号が弱い場合、動作を検知した際の録画
に遅延が発生することがあります。

カメラの信号強度が十分であるかどうかをテストするには、ベースステーションの
カメラ LED を確認します。オレンジ色で点滅している場合、ベースステーションは
データレートが低いと認識しています。これは、カメラがベースステーションから
遠すぎることを表しています。

信号強度を高めるためには以下の方法を参考にしてください。

• ベースステーションはすべてのカメラの中心部分に設置してください。

• ベースステーションから最大 90 m 以内にカメラを設置してください。

最大距離はその間に存在する壁や天井、または金属製のドアなどの障害物によっ
て短くなります。例えば次のような障害物が該当します。
• 厚い壁や天井
• レンガ
• コンクリート
• 岩
• セラミック
• ガラス、鏡
• 金属
• 大量の水 ( 水槽や貯水タンクなど )

• コードレス電話、赤ちゃんの見守り機器、電子レンジなどのデバイスから離れた
位置にカメラを設置してください。

• 複数の無線 LAN ルーターの近くに Arlo を置かないでください。他の無線 LAN
対応デバイスが、Arlo の無線信号に干渉することがあります。
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Arlo ベースステーションを工場出荷時の設定にリセット
する

工場出荷時設定にリセットすると、ベースステーションの値がデフォルト設定に戻
ります。また Arlo アカウントからシリアル番号が削除されます。

	¾ ベースステーションを工場出荷時の状態にリセットします。

1. ペンやペーパークリップをまっすぐに伸ばしたものなどを使用して、ベースス
テーションの背面にあるリセットボタンを約 10 秒間長押しします。

ベースステーションの初期化が完了すると、ベースステーションの前面にある
LED がオレンジ色に点滅します。LED がオレンジ色の点滅を停止すると、ベー
スステーションが再起動します。このベースステーションは Arlo アカウントか
ら削除されます。

2. 電源とインターネットの両方の LED が緑色に点灯したら、モバイルデバイスの
Arlo アイコンをタップし、Arlo アカウントにログインします。

PC を使用している場合は、ブラウザーのアドレス欄に 
「https://my.arlo.com/#/login」と入力します。

3. [ 初めて Arlo を使いますか ?]	をタップまたはクリックします。

4. セットアップの指示に従います。
ワイヤレスカメラとベースステーションを同期している場合は、状況によってはカ
メラをベースステーションに再度同期する必要があります。詳細については、アカ
ウントを作成する (8 ページ ) を参照してください。

https://my.arlo.com/#/login
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10.	電池に関する警告と安全性について

偽造品や低品質の電池の使用に関する警告
偽造品や低品質のリチウム電池は使用しないでください。このような電池を使用すると
電池内部のショートが発生し、火災や火傷を引き起こす恐れがあります。

特にインターネットオークションやマーケットプレイスの Web サイトをご利用の場合
は、偽造品や低品質の電池が販売されている場合があるのでご注意ください。

偽造品や低品質の電池を使用すると、電池寿命が短くなる、パフォーマンスが悪くなる、
製品故障の原因になるなど、安全上の問題を引き起こす原因となります。

このような損害を引き起こす電池を使用する場合、保証対象とならない場合があります。

偽造品や低品質の電池には、高品質の電池には内蔵されている過電流保護機能がありま
せん。

このような理由から、Arlo カメラには Arlo Technologies 製の電池や、Panasonic®、
Energizer®、または Duracell® などの信頼性の高いメーカーの電池をお使いいただくこ
とを推奨します。

Arlo の性能要件は、Arlo カメラ出荷時の初期状態の電池を使用する場合に基づいてい
ます。

充電式電池に関する警告
Arlo カメラは、非充電式の電池用に設計されています。Arlo を最適な状態で使用する
ためには、Arlo カメラに付属している非充電式電池、または Panasonic®、Energizer®、
Duracell® などの他のメーカーが販売する非充電式の高品質電池を使用することを強く
推奨します。

市場に出回る多くの充電式電池は偽造品または低品質であり、Arlo カメラで火災や火
傷の危険性があるため、いかなる充電式電池を使用することも推奨しません。充電式電
池の使用により、お使いのカメラが損傷することもあります。
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Arlo	Technologies は、準拠法により認められる限りにおいて、Arlo カメラでの充電
式の電池の使用によって生じるいかなる損害についても責任を負いません。その損傷に
は火災、物的損害、人身事故、死亡などを含みますが、それに限定されません。Arlo
カメラに損傷を引き起こす充電式の電池を使用した場合、Arlo	Technol-ogies による
保証は無効または失効する場合があります。Arlo カメラでの充電式の電池の使用に関
連したすべてのリスクには、火災、物的損害、身体的損傷、死亡などが含まれますが、
それに限定されないものとします。

安全な電池の取り扱いと使用方法
電池は、分解、穴あけ、切断、潰し、ショート、焼却、( 処分可能な電池の ) 再充電や、
水、火、または高温にさらされた場合には、破裂、発火、および / または火災を引き起
こす恐れがあります。最適な安全性と性能で使用するには

• 内蔵の過電流保護機能を持つ電池のみを使用してください。
• Arlo カメラに偽造品や低品質な電池を使用しないでください。Arlo Technologies

製の電池や、Panasonic®、Energizer®、Duracell® などの信頼性の高いメーカーの
電池のみをお使いください。

• 充電式の電池は使用しないでください。
• 電池をポケットなどの狭いスペースに、金属類と一緒に収納しないでください。
• 電池を有害または可燃性の物質と一緒に保管しないでください。風通しが良く、乾

燥した涼しい場所に保管してください。
• Arlo カメラは防水性があり屋外でも安心してお使いいただけますが、取り付け前に

電池または電池ケースを濡らさないようにしてください。
• 電池は常にお子様の手の届かないところで保管してください。
• 電池を交換する際には、同じメーカーから同時に購入した同じ種類のすべての電池を

同時に交換してください。電池は逆に入れないようにしてください。電池を入れる
際には、電池ケースが空であり、ゴミなどの汚物がないことを確認してください。
クイックスタートガイドおよび Arlo カメラの記載事項の指示に従ってください。

• 使用済みの電池を廃棄する際には、地域のガイドラインに従ってください。

これらの警告および指示に従わない場合、お使いの Arlo カメラが損傷する原因になる
ことがあります。その場合、準拠法により認められる限りにおいて、Arlo	
Technologies による保証の対象外となります。


