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この度は、弊社製品PowerDolphinをご購入いただき誠にありがとうございました。水中と水

上を覗いてみよう！

QRコードを読み込み、もしくはApp Store内で「Vision+2」を検索し、アプリをダウンロードして

ください。

当製品をご使用前に、下記の書類を必ずお読みください。

「PowerDolphinクイックスタートガイド」

「PowerDolphinユーザーマニュアル」

「PowerDolphin免責事項と安全上のご注意」

「PowerDolphinインテリジェントバッテリーご使用上の注意事項」

警告 ヒント

Vision+2 アプリ

はじめに

PowerVisionの世界へようこそ

マークの説明

主な書類
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PowerDolphinについて

内容物リスト

PowerDolphin

ACケーブル

ACアダプター スクリュー2セットインテリジェントバッテリー

収納バッグ

Explorer

リモートコントローラーMicro USBケーブル

リモートコントローラー

PowerDolphin

ACケーブル

ACアダプター スクリュー2セットインテリジェントバッテリー

収納バッグ

Wizard 

Micro USBケーブル PowerSeeker PowerSeeker充電ケーブル

コンテナ、コンテナジョイントス
ティック
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本体

PowerDolphinは、水面を素早く航行することができ、自律航法を行うサーフェスロボットです。 

12メガピクセルの高度で繊細な写真と4Kビデオ録画を地表と水中で同時に行うことができる

と同時に、PowerSeekerインテリジェント魚群探知機を装備して魚や地形を検索することがで

きます。リモコンやApp端末は、リアルタイムの画像プレビューや各種機能操作を実現します。

正確なベイトドロップのために、当社のベイトコンテナーを取り付けるか、PowerDolphinの背

面にあるペイロード機能に釣り糸を取り付けることもできます。リモートコントローラーと

Vision+2アプリは、リアルタイムの画像伝送と他の多くの機能を提供します。

• 概要

PowerDolphin

ACケーブル

ACアダプター スクリュー2セットインテリジェントバッテリー

収納バッグ ジョイスティック

Standard
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 オン/オフボタン

 ラジオアンテナ

 プロペラ

 ペイロードシステム

 フック

 フィッティングピン

 カメラ電動ジョイント

 カメラ手動ジョイント

 バッテリーカバー

 ゴム栓

microSDカードスロット

リセットボタン

マイクロUSBポート

インテリジェントバッテリー

魚群探知機ポート

• ライト

1.ヘッドライト

明るさ約220ルーメンのLEDヘッドライト、様々な用途に応じて使用可能です。アプリから電源

のON/OFF操作が可能です。

2.テールランプ

テールランプの色と点滅で本体の状態をお知らせします。

LEDライト

レンズ

• インテリジェントバッテリーと電源ボタン

デバイス状態 テールランプ状態

青の点滅ランプ

青の点灯

緑の点灯

赤の点滅

白の点灯

黄の点灯

デバイス未接続

デバイス接続完了
ロック

ロック解除

本体浸水警告

ファームウェアアップデート

アクティベーションが必要
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    バッテリー残量表示ボタン

    バッテリー残量表示LEDランプ

    バッテリーハンドル

バッテリー残量表示ボタンを一回短く押すと、バッテリー残量が表示されます。

1.インテリジェントバッテリー

2.バッテリー残量

    バッテリー充電ポート

    バッテリー放電ポート

    バッテリーシールリング

5
消える 点灯 点滅

PowerDolphinには、特別に設計されたインテリジェントバッテリーが装備されています。バッ

テリーは、高エネルギーセルと高度なバッテリー管理システムで構成され、PowerDolphinへ

の適切な電力供給を実現しています。

0-13%

13-25%

25-38%

38-50%

50-63%

63-75%

75-88%

88-100%



1．バッテリーをACアダプターに接続します。

2．充電中はバッテリー残量表示LEDランプが点滅し続け、充電が完了すると消えます。

3. 充電

1．バッテリーを充電するときは、PowerDolphinの専用ACアダプターを使用してください。

2．航行後、バッテリーの温度が上昇する可能性があります。バッテリーの温度が室温程度まで

下がってから充電を行ってください。

3．バッテリーの充電温度範囲は0℃～40℃です。バッテリーの性能を充分に発揮させるために

は、20℃～30℃での充電をおすすめします。

4.バッテリーの準備

1．バッテリーをPowerDolphinに取り付けます。

2．バッテリーハンドルを所定の位置に固定します。

バッテリーを取り付ける前に、バッテリーシールリングに脱落、損傷、変形等がなく、異物が入っ

ていないことを確認してください。
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5.ON/OFFボタン

電源OFFの状態で、ON/OFFボタンを2秒押し続けると電源が入ります。青いサイドレールライ

トが光ります。

電源ONの状態で、ON/OFFボタンを2秒押し続けると電源が切れます。青いサイドレールライ

トが消えます。

• カメラ

1.概要

PowerDolphinには、独自の4Kダブルジョイント式可動カメラが搭載されています。132°の広

角レンズにより、水上、水中の様々な角度から撮影できます。カメラは上下に最大220°可動し（

水平位置を0°として、水中-150°～水上70°）、航行時、真上から真下後方までお好みの角度の

映像を楽しむことが出来ます。

Vison+2アプリを通していろいろな操作が行えます。

電動カメラジョイント

手動カメラジョイント

70°

150°
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1．電動カメラジョイントは自動的にロックされます。手で回さないよう注意してください。

2．風波が強いとき、手動カメラジョイントを上向きにすると、航行の安定性に影響を与える可

能性があります。静水中でのご使用をおすすめします。

3.カメラSDカードポート

PowerDolphinには、出荷時16GBのMicroSDカードが装着されています。PowerDolphinで撮

影した写真や動画などのメディアファイルは、MicroSDカードに保存されます。Vison+２アプリ

でmicroSDカード内のデータを取り込むことができます。

内蔵MicroSDカードから別のカードに変更することもできます。高速なmicroSDカード（Class 

10、UHS-1）をおすすめします。

2.カメラの操作

手動カメラジョイントにつきましては、手動で調整を行います。

電動カメラジョイントにつきましては、水中モード（U）でリモコンの左上にある「カメラジョイ

ントコントロールサムホイール」を回転させて調整を行います。あるいは、アプリのライブ映像

画面で振動するまで長押し、上下方向にスワイプさせて調整を行います。
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ゴム栓

MicroSDカードスロット



1.釣り糸をフック部分に掛けます。

2.リモコンの「カスタム」ボタンを長押し、あるいはアプリの「コンテナ/フック」ボタンを押します。

3.操作完了。リモコンの「カスタム」ボタンを短く押し、あるいはアプリの「コンテナ/フック」ボタ

ンを押して開始位置に戻します。

PowerDolphinには、釣り針牽引フックを搭載しています。本体の後ろに釣り針とルアーを取り

付けることができ。また、遠隔操作で狙っている場所に釣り針と餌を投入することも可能です。

• フック

microSDカードを取り出し、再度入れ直した後、必ずゴム栓を押し込み、確実に締めてください。

m mm/s m/s5m

デバイス接続中

または

• 航行モード

•水中撮影モード（Uモード）：速度が制限されていますが、カメラジョイント操作が可能です。

澄み切った水域での低速航行と水中撮影に適用されます。

•ノーマルモード（Nモード）：速度無制限、カメラジョイントでの操作は不可です。

エンターテインメント、レース、水上撮影に適用されます。

•巡航モード（Cモード）：巡航モードに切り替え、軽快な楽しさが満喫できます。

速度無制限、カメラジョイントでの操作は不可です。

1．加速レバーを操作しないまま2秒経過すると、定速巡航モードに入ります。

2．加速レバーを再度操作すると巡航モードを解除します。

なるべく岩礁地帯や行動を阻害する障害物のない広い水域での使用をおすすめします。

その他各種法令に従いご使用ください。
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自動リターン機能は、リターンポイントは正しく登録された場合のみ実行可能です。

アプリ地図画面からリターンポイントを確認できます。        リターンポイントマーク。

PowerDolphinにはスマートリターン、バッテリー残量が低下したとき自動リターン、接続が切

れたとき自動リターン機能が備わっています。

1.リターンポイント

GPSの受信状態が良好な条件下、リターンポイントとは、基本的には最後にロック解除したポ

イントのことを指します。

受信状態が良くない条件下、リターンポイント情報の取得できない場合があります。

アプリの画面に通知が表示されますので、航行し続けるあるいはもう一度ロック/ロック解除

操作を行ってください。

2.スマートリターン

スマートリターンは、操縦者が操作して行うものになります。操作方法には、次の2つがあります。

1）「スマートリターン」ボタンを長押しします；

2）アプリ画面の        を押し、画面の指示に従って操作します。

スマートリターンをキャンセルする方法：

1）「スマートリターン」ボタンを短く押します；

2）アクセルまたはコントロールスティックを操作します；

3）アプリ画面の         を押し、画面の指示に従って操作します。

リターンが開始から終了までには、リモコンは「Di―Di―」という確認音が鳴ります。

3.バッテリー残量が低下したときの自動リターン

デバイスのバッテリー残量が一定を下回ると、アプリ画面に「バッテリー残量低下の通知」「自

動的にリターンしますか」のアイコンが表示がされるようになります。操縦者が状況によって選

択してください。一定時間アプリを操作しないと、このまま安全に帰還できないと判断し、「自
10

• 自動リターン 動リターン」機能が発動することになります。

もしアプリに接続していない場合、デバイスが自動的にリターンします。

キャンセルする方法は、スマートリターンのキャンセル方法と同じです。

リターンが開始から終了までには、リモコンは「Di―Di―」という確認音が鳴ります。



1．ロック解除/リターンポイントの選択は、なるべく岩礁地帯や行動を阻害する工作物の無

い場所での使用をおすすめします。また、障害物にぶつかりますので、慣れるまではハイスピ

ードでのご利用は避けてください。

2．自動リターンのルートは、本体とリターンポイントを結ぶ直線が基準になります。障害物

が多い水域では、手動操作をおすすめします。

1．ベイトコンテナが装備されているとき、自動復帰を実行できません。

2．ロック状態で水の中に入れると、自動復帰を実行できません。

3．環境（風波、障害物など）や消耗品の使用状況によっては、自動復帰できない場合がありま

す。連続で10回失敗すると自動的に休止状態になります、回収してください。

PowerDolphinは自動復帰機能を搭載しています。転覆したとき、自動的に正常姿勢に復帰す

ることができます。ロック解除の状態で転覆したとき、主幹制御器は本体の姿勢を判断し、「自

動復帰」機能を発動します。片側のスクリューだけは、しばらく前に進めてから逆回転を行い

ます。もし、復帰に10回失敗すると自動復帰動作が停止します。

• 自動復帰

3.バッテリー残量が低下したときの自動リターン

デバイスのバッテリー残量が一定を下回ると、アプリ画面に「バッテリー残量低下の通知」「自

動的にリターンしますか」のアイコンが表示がされるようになります。操縦者が状況によって選

択してください。一定時間アプリを操作しないと、このまま安全に帰還できないと判断し、「自 リモートコントローラー

4.接続が切れたときの自動リターン

スマートフォン/リモコンと本体の接続が切れてしまったときに発動する機能です。接続が10秒

以上切れると、「自動リターン」機能が発動することになります。

なお、接続が回復する際には、本体が一時停止して指示を待ちます。同時に、アプリ画面に「リ

ターンしますか」のアイコンが表示がされるようになります。操縦者が状況によって選択してく

ださい。

11

動リターン」機能が発動することになります。

もしアプリに接続していない場合、デバイスが自動的にリターンします。

キャンセルする方法は、スマートリターンのキャンセル方法と同じです。

リターンが開始から終了までには、リモコンは「Di―Di―」という確認音が鳴ります。
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• 充電

16

携帯端末スタンド

アンテナ

コントロールスティック

モードボタン

クルーズモード（C）

ノーマルモード（N）

充電ポート（Micro USB

写真ボタン

ビデオボタン

画像転送ポート（USB）

カメラジョイントコント

ロールサムホイール

水中モード（U）

ロック/ロック解除ボタン

スマートリターンボタン

カスタムボタン（デフォルトではフック/

餌ボタンを外します。アプリでカスタマ

イズできます）

電源スイッチ

PowerDolphinのリモートコントローラーは、無線LANで本体と接続でき、アプリでリアルタイ

ム映像を見ながらその画面上でPowerDolphinを操作することが可能です。

スマートフォンを固定するためのモバイル端末ホルダーが付属しています。

• 概要



PowerDolphin付属のMicroUSBケーブルをACアダプターのMicroUSBポートに接続して充電

を行います。充電中は電源ランプが点滅し、充電完了すると緑色に点灯します。

60％以上20%以下  20%-60%

電源ボタンに現在のバッテリー残量が表示されます：

1.リモコンの電源をオンにします

2．アンテナを広げます

3．スマートフォンスタンドを広げます

4．スマートフォンをスタンドにしっかり固定します。

5.USBケーブルを使用してリモコンの上部にあるUSBポートとスマートフォンの下部にある

USBケーブル端子を接続します。あるいは、スマートフォンをリモコンのWi-Fi（SSID：

PDO_RC_xxx、PW：12345678）に接続します。

• スマートフォンと接続

2

3

1

①
②

③
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• ボタン/コントロールスティック

1.十分に電波を受信できるように、アンテナを①、②角度に調整してください。

2.スマートフォンがType-C/lightningポートを採用する場合、ご自身でUSBケーブル

をご用意ください。

•オン/オフボタンとランプ：長押すると電源を入れる/切る。電源を入れると電源ランプが点

灯します。

•カスタムボタンとランプ：長押すると実行、短く押すとリセット。動作が完了すると、ランプが

点灯します。

•スマートリターンボタンとランプ：長押すると自動リターン、短く押すとキャンセル。リターン

が開始から終了までには、ランプが点灯します。

•ロック/ロック解除ボタンとランプ：長押するとロック/ロック解除。ロック解除時にランプが

点灯します。

•カメラジョイントコントロールサムホイール：サムホイールを左に回すと、カメラジョイントを

下向きにします。サムホイールを右に回すと、カメラジョイントを上向きにします。

•写真ボタン：短く押すと写真を撮ります。

•ビデオボタン：短く押すと録画開始、もう一回押すと録画停止。

•コントロールスティック：出荷時設定は以下となります。
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左スティック 右スティック

前

後

左折 右折

リモコンの電源が入っている状態で、ロック/ロック解除、スマートリターンとカスタム

の3つのランプが交互に点滅すると、接続されていないことを表します。ランプの点滅

が消えたら接続完了です。



• ペアリング

工場出荷時、リモコンと本体は既にペアリングが完了した状態です。

リモコンを交換すると、新しいリモコンは本体とペアリングする必要があります。

下記の手順に従ってペアリングしてください。

1．Wi-FiあるいはUSBケーブルを使って、リモコンとスマートフォンを接続します。

2．Vison+2アプリを立ち上げ、トップ画面に「設定」→「コントローラ設定」→「コントローラペア

リング」を押します。

15

3．画面提示に従って本体のS/N番号を入力し、ペアリングを行います。

魚群探知機PowerSeeker

• 概要

PowerSeeker はスマートな魚群探知機であり、パワフルなソナーシステム機能を持っているほ

か、PowerVisioinグループのPowerRay、PowerDolphinなどの製品にも搭載可能です。水深

80mまでの範囲で魚群の位置、大きさ、深度などの魚の情報、水温、地形などの情報を正確に

探知し、リアルタイムで Vision+2 アプリに送信することができ、効率的かつインテリジェントな



フィッシュルアーランプ 上カバー 充電ポート                     釣り糸コネクタ  

•充電

16

釣り体験を提供することができます。

付属のPowerSeeker充電ケーブルを使って、ACアダプターのMicroUSBポートとPowerSeeker

の充電ポートを接続します。充電中は下部にあるLEDライトが赤色に点灯し、充電完了すると

緑色に点灯します。

充電：赤い光

フル：緑色のライト



• 装置

電源を入れる：3つのセンサーが水に浸かると自動的に起動します。

電源を切る：水から離れてから1分後、自動的に停止します。

接続：PowerDolphinとPowerSeekerの電源が入っているときに自動的に接続します。

• 電源を入れる/切る、接続

1．本体の下部にあるPowerSeekerカバーを外します。

2．PowerSeekerの上カバーを外し、PowerDolphin本体に取り付けます。

17

•ペアリング

PowerSeekerは複数の端末で同時に接続することはできません。PowerSeeker自体

のWi-Fi（SSID：PSE-XXX）がほかの端末で接続されていないことをご確認のうえご使

用ください。

PowerSeekerを交換すると、新しいPowerSeekerは本体とペアリングする必要があります。

下記の手順に従ってペアリングしてください。

1.PowerDolphin本体あるいはリモコンのWi-Fiに接続します。

2.Vison+2アプリを立ち上げ、トップ画面に「設定」→「魚群探知機設定」→「PowerSeekerペア

リング」を押します。



3.画面提示に従ってPoweSeekerのS/N番号（200からの14桁英数字）を入力し、ペアリングを

行います。

PowerSeekerは単独で使用することもできます。

1.釣り糸などを固定位置(２つの穴に通して)に結びます。

• 単独使用の場合

18
2.PowerSeekerを水面に投げ入れます(岩などに衝突しないよう気を付けてください)。



3.スマートフォンをPowerSeeker自体のWi-Fi（SSID：PSE-XXX）に接続します

4.Vison+アプリを立ち上げ、PowerSeekerの画面を開いて使用します。

ベイトコンテナ

• 概要

19

付属のコンテナをPowerDolphin機体後部に取り付けられ、遠隔操作で狙った場所にベイト（

魚の餌）を投入することができます。新しい釣りのスタイルが体験できます。



ジョイントスティックを使って、コンテナを本体に取り付け、カチッと音がするまで差し込みます。

スティックが本体側に入りづらいときは、フィッティングピンを上に軽く引き上げて差し込んでく

ださい。

• 取り付け

コンテナジョイントスティック
コンテナカバー

コンテナロックボタン

カスタムボタンを長押し、あるいはアプリ画面の        を押して操作します。

コンテナは180°回転し、コンテナカバーが自動的に開きます。カスタムボタンを短く押すとコン

テナが復帰します。

• 操作

20



フィッティングピンを上に軽く引き、コンテナロックボタンを押して取り外しができます。

• 取り外し

引く

押す

• リアルタイム映像伝送画面

Vison+2アプリ

Vision+2を通じてPowerDolphin本体の航行、カメラの角度調整、魚群探知、餌の投入、フック

などをコントロールすることができます。また、撮影した写真や動画はアプリで表示、編集、シェ

アすることもできます。

•概要
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：デバイスの接続状態や注意事項が表示されます。状態欄を押すと、[デバイ

スリスト]画面が表示されます。

1.デバイスの状態欄

：受信中のGPS衛星数と信号状態が表示されます。衛星数の色が緑色のところは

信号良好な状態となり、赤色のところは信号が弱い状態となります。

2.GPS状態

デバイス接続中

8

：スマートフォンと本体との信号強度。

3.受信信号強度

：本体のバッテリー残量が表示されます。

4.本体のバッテリー残量

：リモコンと本体との信号強度。

60%

：リモコンのバッテリー残量が表示されます。

5.リモコンのバッテリー残量

60%

：PowerSeekerのバッテリー残量が表示されます。

6.PowerSeekerのバッテリー残量

50%
22



：設定メニューです。コントローラ、バッテリー、本体などの設定を変更できます。

7.設定

：ボタンを押すと写真/ビデオモードを切り替えます。

8.写真/ビデオ切り替え

：ボタンを押すとビデオ撮影を開始し、再度押すと停止します。

9.写真/ビデオボタン

：ボタンを押すと写真を撮る。

：ボタンを押すとカメラパラメータの設定を変更できます。

10.カメラ設定

：ボタンを押すと撮影した写真や動画を確認できます。

11.メディアライブラリ

：ボタンを押すとヘッドライトが点灯し、再び押すと消灯します。

12.ヘッドライトボタン

：現在の航行モードが表示されます。スマートフォンによる直接接続モードの

み、アプリを介して航行モードを切り替えられます。

13.航行モード

C N U

Distance（距離）: 本体と操縦者との間の距離。
Speed（速度）：現在の航行スピード。

14.航行状態

：デバイス接続完了したとき、デバイスがロック状態です。ロックボタンを押すと、

以下の画面が表示されます。

15.ロック/ロック解除

/

23



：ボタンを押すとフック/コンテナを操作します。

16. フック

：ボタンを押すとAI機能（ルートプランニングとエリアスキャン）をご利用できます。

17.AI

：ボタンを押すと本体が自動的にリターンします。

18.スマートリターン

：ボタンを押すとホーム画面に戻ります。

19.ホーム画面

20.マップ/魚群探知機のサムネイル

左：マップのサムネイル、右：魚群探知機のサムネイル

画面を押すと全画面表示ができます
24



：ボタンを押すとマップのサムネイル表示画面に切り替えます。

：ボタンを押すと魚群探知機のサムネイル表示画面に切り替えます。

：ボタンを押すと映像伝送のサムネイル表示画面に切り替えます。

21. マップ/魚群探知機/映像伝送のサムネイル非表示ボタン
N

：本体を前後左右に移動させることができます。操作方法は設定によって決めら

れます。

22.バーチャルスティック

• マップ画面

PowerSeekerが装着済みの状態で、水中地形図作成の開始/停止ボタンです。

1.地形図作成ボタン

m mm/s m/s5m C N U

50% 60% 24%

：停止状態。

2.マップの向きの固定/解除

：開始状態。

：マップの向きを固定し、画面が自動回転しません。

：固定を解除、画面がスマートフォンの向きに合わせて回転します。

25

：サムネイル非表示、押すとサムネイル画像を非表示にします。



：マップ上に本体/操縦者の現在地を表示することができます。

4.現在地

：ボタンを押すと、ポイント設定のアイコンが表示されます。

5.ポイント設定

：等深線を各深度ごとに区分し、異なった色で表示されます。

：ボタンを押すと、お気に入りのポイントと釣りスポットが表示されます。

6.ポイントリスト

：リターンポイントが表示されます。

7.リターンポイント

8.地形深度の色分け設定

80m

0m

• 魚群探知機PowerSeeker画面

Distance Distance

500 500 3 3m/s m/s
Speed Speed

C N U

50% 60% 60%

10 36
0

20

40

60

80

8
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3.レイヤーの切り替え

：ボタンを押すと、「標準地図」、「航空写真」を切り替えて表示できます。

デバイス接続中



：現在の温度が表示されます。

1.温度

温度

：現在の深度が表示されます。

2.深度

28

：フィッシュアイコンと魚のいる深さが表示されます。

3.フィッシュアイコンと深さ

26m

4.デプスゲージ（深度ゲージ）

：感度調整、フィッシュアイコン、マナーモードの設定ができます。

5.クイック設定ツール

6.感度調整

0

20

40

60

80

：高設定にするとノイズは多くなりますが感度が上が

ります。

低設定にするとノイズは少なくなりますが感度が下が

ります。

：フィッシュアイコンをオン/オフボタン。

7.フィッシュアイコン

：魚群アラーム音をオン/オフボタン。

8.マナーモード

27

フィッシュアイコン

感度調整

マナーモード



：ソナーにより海底地形図を作成できます。

9.海底地形図

：マップにて複数のウェイポイントを順次に指定し、PowerDolphinが指定され

たポイントに沿って航行します。

• AI機能

デバイスが障害物回避センサーが搭載されていないため、障害物にぶつからないようウェイ

ポイントの指定は次の条件を満たすことが必要です。

⑴水域内；⑵障害物のない広い場所；⑶ウェイポイントの間に障害物がないこと。

1.ルートプランニング

：指定された水域の地形を自動的にスキャンして、水中地形図を作成します。

2.エリアスキャン

28

1.             ボタンを押し、ルートプランニング画面に入ります。

2．マップにて複数のウェイポイントを順次に指定して[開始]ボタンを押します。

3．PowerDolphinが指定されたポイントに沿って航行します。

1．PowerSeekerの接続状態を確認し、       ボタンをオンにします。

2.           ボタンを押し、エリアスキャン画面に入ります。

3．四角形または任意のエリアを選択します。
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デバイスに障害物回避センサーが搭載されていないため、障害物にぶつからないようウェイ

ポイントの指定は次の条件を満たすことが必要です。

⑴水域内；⑵障害物のない広い場所；⑶ウェイポイントの間に障害物がないこと。

4．[開始]ボタンを押してエリアスキャンを行います。

（右側の[地形深度の色分け設定]で地形図のカラーを調整することができます。）

5．エリアスキャンが完了すると、PowerDolphinは自動的に停止します。

PowerSeekerが装備され、[地形図データを保存]かつ[　　ボタン]をオンにする場

合は、エリアスキャンのデータ（経度、緯度、深度）がスマートフォンに自動的に保存さ

れます。また、保存されたデータ(*.txt)をエクスポートすることができます。



本体との接続方法は、「スマートフォンによる直接接続」と「リモコンによる接続」の2つに分け

られます。使用環境によって選択してください

スマートフォンを本体のWi-Fiに直接接続モードです。

1.電源ボタンを長押しして本体の電源を入れます。

2.スマートフォンを本体のWi-Fiに接続します。 （SSID：PDO_VEH_XXXXXX、PW：12345678）

3.Vision+2を立ち上げます。アプリのトップ画面に「デバイス接続中」が表示されます。

•スマートフォンによる直接接続

PDO

SSID:PDO_VEH_xxx
Password:12345678

PowerDolphinの使用について

接続

30
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スマートフォンはリモコンのWi-Fi（SSID：PDO_RC_XXXXXX、PW：12345678）あるいは、USBケ

ーブルを通して本体と接続します。

•リモコンによる接続

1.電源ボタンを長押しして本体とリモコンの電源を入れます。

2.リモコンと本体は自動的に接続します。

3.Vision+2を立ち上げます。アプリのトップ画面に「デバイス接続中」が表示されます。

PowerDolphinは複数の端末で同時に接続することはできません。PowerDolphin本



新しいPowerDolphinの使用を開始する際は、Vison+２アプリでデバイスをアクティブ化する必

要があります。詳しい手順は次のとおりです。

1.デバイスに接続します；

2.Vision+2を立ち上げ、ログインします；

3.アプリ画面提示に従ってアクティブ化を行います。

デバイスをアクティブ化

32

体のWi-Fi（SSID：PDO_VEH_XXX）がほかの端末で接続されていないことをご確認のうえご使

用ください。

アクティブコードをサーバーにアップロードできるように、アクティブ化完了後24時間

以内に「スマートフォンをインターネットに接続」かつ「アプリがデータを使用」できる

環境にしてください。接続できない場合、アカウントが強制ログアウトされることがあ

ります。

ご使用前の準備について説明します。

1.本体microSDカードスロットの防水カバー（ゴム栓）がしっかりと閉められていることを確認

してください。

2.インテリジェントバッテリーが正しく取り付けられ、しっかりと固定されていることを確認して

ください。

3.十分に電波を受信できるように、アンテナを最適な角度に調整していることを確認してくだ

さい。

4.モーターやスクリューに異物が入っていないことを確認してください。

5.上向きの視点で撮影できるように、手動カメラジョイントにつきましては手動で調整してくだ

さい。

6.インテリジェントバッテリー、リモコン、スマートフォンと魚群探知機のバッテリー残量をご確

認ください。

ご使用前の準備



PowerDolphinを水の中に投入し、アプリまたはリモコンの「ロック解除」ボタンを押してくださ

い。ロック解除してからご使用ください。

航行

33

7.本体セルフチェックで異常なし、Vison+2アプリの接続状況をご確認ください。（本体セルフチ

ェックは、電源を入れたときに自動的に行われます。）



アプリケーション バージョン1.6.9

バージョン1.1.0

バージョン1.1.1

バージョン1.1.1

バージョン1.1.1

本体のバージョン ダウンロード

主制御モジュール

コントローラーのバージョン

WiFiモジュール

映像伝送モジュール

について

Vison+2アプリを使用して本体とリモコンのファームウェアアップデートを行います。それぞれ

個別にファームウェアをアップデートしてください。

新しいファームウェアがあるときにアプリ右上の「設定」アイコンに赤丸が表示されます。

•新しいファームウェアがあるとき

メンテナンスについて

ファームウェアアップグレード

「設定」→「共通設定」→「について」にて詳細な状況を確認できます。

「設定」→「共通設定」→「について」にて新しいファームウェアのバージョンが表示され、その

右側には「ダウンロード」と表示されます。

•ファームウェアダウンロード
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ダウンロードが完了した後に、デバイスに接続して「設定」→「共通設定」→「について」にて「ア

ップデート」ボタンを押してください。

•ファームウェアアップデート

1. 使用後、ゴム栓がしっかりと閉められ、バッテリーがしっかりと固定されていることをご確認の

うえ、本体を密閉状態のまま水道水で洗い、乾燥後に収納してください。

2. 直射日光、火の側、ストーブなどの高温になる場所に置かないでください。

3. 0°～20°の乾燥状態に保管してください。

4.長時間使用しない場合は、バッテリー残量を50％～60％程度まで充電して保管してください。

バッテリーの安定性を確保するため、2か月以内に1回充電を行ってください。

保管について
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アプリケーション バージョン1.6.9

バージョン1.1.0

バージョン1.1.1

バージョン1.1.1

バージョン1.1.1

本体のバージョン アップします

主制御モジュール

コントローラーのバージョン

WiFiモジュール

映像伝送モジュール

について

スクリューは定期的に点検し、損傷している場合には新品と取り替えてください。新品と交換

する際は、必ず当社指定のスクリューをご使用ください。

1.スクリューを固定します。

2. ペンチを反時計回りに回してネジを外します。

3. スクリューの左右（後部から見て、Lの表記は左側、Rの表記は右側）を確認したうえで、交換

作業を進めていきます。

4. ネジをしっかり締め直します。

スクリュー交換



ご不明な点がありましたら、アフターサービスまでお問い合わせください。

北京サービスセンター

北京市昌平区科技园区双营西路79号云谷园33号楼

座机：+86-10-89720094

售后热线：+86-400-8701-088

support.china@powervision.me

アフターサービス

北部アメリカサービスセンター

1875 S Grant St #520, San Mateo, CA 94402

TEL：1(855) 562-6699

support.us@powervision.me
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1.スクリュー交換は、必ず本体電源を切ってから行って下さい。

2.作業中に手や身体などを傷つけないようご注意ください。

3.必ずスクリューの左右（後部から見て、Lの表記は左側、Rの表記は右側）を確認してください。

4. スクリュー保護カバーはプラスチック製のため、壊さないようにご注意ください。



ヨーロッパサービスセンター

Keilaranta 1,02150 Espoo, Finland

support.europe@powervision.me

日本サービスセンター

〒206-0033

東京都多摩市落合1-15-2

多摩センタートーセイビル4階

臻迪（シンテキ）日本株式会社

パワービジョン　ジャパン

TEL:042-319-6799

support.japan@powervision.me

詳細はホームページをご覧ください。
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技術仕様

カテゴリー

本体

項目 パラメーター

38

カメラ装置

カメラ

コントローラ

重さ 約2.3㎏
534x 230x 125mm
IPX8 (2m, 0.5H)

4.5m/s（静水中）
220LM, 6500K

1/2.3 inch CMOS
有効解像度12M

4000*3000

Uモード:2.5h、CまたはNモード:20min

FCC/IC/MIC: 2412-2462MHz
CE/SRRC: 2412-2472MHz

FCC/IC: ≤31 dBm
CE/SRRC/MIC: ≤20 dBm

手動0°-110°
電動-110°-0°

一枚撮影
連写：3/5枚
タイマー：1s/3s/5s/10s/30s

4K: 3840 x 2160, 30fps
1080p: 1920 x 1080, 60fps
720p: 1280 x 720, 120/240fps

FCC/IC: 2412-2462MHz, 5745-5825MHz
CE: 2412-2472MHz, 5660-5700MHz
SRRC: 2412-2472MHz, 5725-5825MHz
MIC: 2412-2462MHz, 5500-5700MHz

FOV 132°（空気中）F2.5

0-40°C

サイズ
防水規格
動作環境温度
最大前進速度
前照灯最大亮度

最長動作時間（静水中）

動作周波数

実効輻射電力（EIRP）

装置可動範囲

動画解像度

撮像素子

レンズ

最大解像度
AUTO 100-6400IOS範囲

-150°-70°カメラ上下可動範囲

写真撮影モード

60Mbpsビデオ記録ビットレート
FAT32, exFATファイル管理システム
JPG画像フォーマット
MP4動画フォーマット

microSD 
(MaxCapacity:64GB、Class10/UHS-1)対応メモリカード

動作周波数
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カテゴリー

携帯端末接続モード

充電器

スマートバッテリー

アプリ

コントローラ

項目

実効輻射電力（EIRP）

2.4G:
FCC/IC: ≤30 dBm
CE/SRRC/MIC: ≤20 dBm
5G:
FCC/IC/CE/SRRC/MIC: ≤12 dBm

≦２h

最大幅約84mm
厚さ約8.3mm
Type-A

FCC/IC:
地面との垂直距離3.5m：800m
地面との垂直距離1.5m：500m
CE/SRRC/MIC：
地面との垂直距離3.5m：500m
地面との垂直距離1.5m：350m
注：地面との垂直距離が高ければ高いほど有効伝
送距離が伸ばすことが可能です。）

0°C-40°C

2.412GHz - 2.472GHz

100 - 240V, 50/60Hz

≦２h

最大伝送距離(障害物や電波干渉が
ない場合)

動作環境温度
3500mAhバッテリー容量

動作周波数

100m（実際の設置環境等により距離が短
くなる場合があります。）最大伝送距離

入力電圧

動作時間
充電時間

スマートフォンホルダー

48W定格電力
64.64Whワット時定格量
5800mAh容量

12.6 V / 3.76 A
5.0 V / 2.0 A

出力電圧

10.8V電圧
充電制限電圧 12.6V

リチウムイオン（Li-ion)バッテリータイプ
≦460g
0-40°C

重さ
充電環境温度

≦2.5h充電時間
63W
Vision+ 2

電力量
スマートフォンアプリ

1080p@30fps, 720p@30fpsリアルタイム映像伝送

iOS 8.0 + Android 5.0システムバージョン要求

＜300ms（実際の通信環境と通信設備等により前
後する可能性があります）最大起動待ち時間

USBコネクタタイプ

パラメーター



合法的な使用に努めてください
・事前許可が必要な海域

・発電所付近の海域

・軍事施設が存在する海域

・水路がある海域

・港がある海域

・水上航行施設がある水域

・漁業権の設定がある海域(区画漁業権、定置網漁業権、共同漁業権、保護水面)

・航路設定上の航路(海交法航路、港則法航路)

・人や民家、学校、病院、その他の建造物から十分に離れた場所

・鉄道線路、道路等から十分に離れた場所

・一般の飛行場及び飛行管制空域から十分に離れた場所

・送・配電線、発・変電所から十分に離れた場所

・石油・ガス・化学・火薬等の工場、コンビナート及びガスタンク等から十分に離れた所

・歩行者、遊泳者、釣り人、ボート等のいない場所

・管理者、占有者の設定がある場所での使用

・ビーチや浜辺など、遊泳者の迷惑となりえる場所での使用

・岩礁地帯や工作物があり、破損の恐れのある海域

・悪天候、強風、波浪、台風時は使用。風雨時や霧が発生している環境。

・爆発物取締罰則、火薬類取締法、銃刀法などに規定される改造や取り付け

その他各種法令における占有者、通行権などを侵害しない区域での使用に努めてください。

危険防止
（１）子供に操作させないこと

（２）遊泳者、釣人、船舶など周囲の利用者との調和を図り、十分離れて操作すること

（３）酒気を帯びて操縦しないこと

（４）健康に異常がある場合は、操縦をしないこと

（５）強風、波浪など天候が不順な場合は、操縦しないこと

（６）地震や雷、鉄砲水が発生した場合は、周囲に知らせるとともに直ちに操作を中止し安全な

場所に待避すること



機体の回収
（１）ロック解除中は回収行動を行わないこと

（２）回収行動は必ずタモや網を使い素手で行わないこと

（３）ボートを使用する場合は、ライフジャケットを着用し、必ず2名で行動すること。水産庁、国土

交通省の法令に従うこと

（４）川の増水時や流れの早い場合は、ボートでの捜索は行わないこと

（５）川や海で座礁した機体を泳いで回収することは絶対にしないこと

（６）廃棄物法に関わる製品の放置を行わないこと

第三者のプライバシー等に関して
総務省が2015年9月に公表したガイドラインにドローンは、通常予期しない視点から戸建て住

宅やマンションの部屋の中などを、居住者の同意なしに撮影することが可能であるが、撮影され

る者（被撮影者）の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・

行政上のリスクを負う。例えば

①プライバシー侵害行為が行われた場合、民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基

づく損害賠償責任を負うことになる。

②また、浴場、更衣室や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合に

は、形而上、軽犯罪法や各都道府県の迷惑防止条例の罪に該当し、処罰されるおそれがある。

③さらに、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による

個人情報の取得として、個人情報保護法の違反行為となるおそれがある。特に、撮影映像等を

インターネット上で閲覧可能とした場合、被撮影者に対する権利侵害があったときは、人格権に

基づく送信防止措置（プロバイダ責任制限法参照）や損害賠償請求の対象となる。

そのため、総務省では、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とすることに

ついての考え方を整理し、このような行為を行う者が注意すべき事項をまとめたものである。（

プライバシーの侵害等とならないための取組の目安を示すことにより、安心してドローンを利用

できる環境を整備する。）

ガイドラインの具体的な内容は以下のとおりである。

ドローンにより映像を撮影し、インターネット上で公開を行う者は、以下のような事項に注意す

ることが望ましい。（プライバシー侵害等に当たるかどうかは、画像の内容や写り方に左右され

る面が大きく、最終的には事例ごとの判断となる。趣味で飛行・撮影を行うケースや興味本位で

画像を収集するケースなど、ドローンの撮影自体に公益的な目的が認められない場合には、プ



ライバシー侵害等と判断されるリスクが大きくなると考えられる。）

具体的に注意すべき事項
（１）撮影方法への配慮

・水面から陸上側の(住宅周辺)撮影を行う場合は、写り込みが生じないような措置を取ること

・住宅地周辺を撮影する場合には、リアルタイムで動画配信するサービスを利用して、撮影映像

等を配信しないこと

（２）撮影映像等の処理

・仮に、人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗濯物その他生活

状況を推測できるような私物が撮影映像等に写り込んでしまった場合には、削除、撮影映像等

にぼかしを入れるなどの配慮をすること

（３）削除依頼に対する体制整備

・映像をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者は、削除依頼に対する

体制として、迅速かつ容易に削除依頼ができる手続を整備すること

・その手続は、インターネット上での受付だけではなく、サービスの提供範囲等の事情も勘案し

つつ、担当者、担当窓口等を明確化することや、必要に応じて電話による受付も可能とすること

留意事項
○機体や送信機の取扱説明書及びインターネット上の注意事項をよく読み、遵守する。

○運用前にパソコンにつないで、ファームウェアのアップデートを行う。

（制御プログラムやその他機能に関するデータなどを逐次アップデートしているので、最新のプ

ログラムやデータにしておくこと。他方、プログラムのバグの可能性も念頭に置き、機体の動作に

不審な点を感じた場合は、すぐに点検すること）

○基本的には、安全な場所で、目視可能な範囲の空域、昼間の時間帯で運用する。必要に応じ

て補助者を配置する。（法令のルールだけでなく、マナー・モラルを守って運用する。）

○鉄板が敷き詰められた場所や磁性体で囲われた場所、地場を発生する場所での運用は、磁気

センサーなどが狂い、暴走や墜落につながるおそれがあって危険なので止める。ドローンの磁

気センサーは磁性体に弱い（磁性体によりセンサーが狂う）。そのため、磁気センサーの搭載位

置や他の磁性体部品との位置関係にも注意を要する。

○強い電波を出す無線基地局や送電線の近くなどは、電波障害のおそれがあるので、その近く

での走行は避ける。また、市街地は電波雑音が強く、人も多くて危険なので十分配慮すること。



○運用開始時に、機体が操縦どおりの正常な動作をするか確認する。走行終了後、バッテリーや

モーターにいつもと違う、あるいは他と違う発熱や異常がないかどうか確認する。異常があれ

ば、点検し、必要なら機材や部品の交換等を行う。

○GPSやジャイロの故障等により位置姿勢制御が利かなくなった場合に備え、マニュアルで安

全に操縦できるように練習をする。

○充電ミスでバッテリーが発火する恐れがあるため周囲には消火器を用意する。

○GPSの入感具合に注意。また、連続して運用していると次第に位置がずれてくるので、定期的

にキャリブレーションを行った方がよい。

（GPSは現在30個以上の衛星が複数の地球周回軌道上に配置されており、時間によって受信で

きる衛星の数が変わる。受信できる衛星の数が少ないと位置情報の誤差が大きくなる。また、

GPSからの電波が通過する大気による影響や反射波などによっても誤差を生じる。衛星4個受信

時の誤差は数10m～100m（水平、垂直とも）、可能であれば6個以上の衛星を同時に受信でき

るよう、見通しのよい場所を確保することが望ましい。（誤差 数m～10m程度）

○インテリジェントバッテリーであっても、充電中は目を離さない。保管方法、廃棄方法にも注意

する。

（インテリジェントバッテリーとは、充電回数のカウント、バッテリー残量、充放電状況の表示や管

理が可能な高機能バッテリーシステム）

○運用前の点検と運用後の点検、清掃

・複数のモーターの回転にバラツキがあったり、機体に振動が発生したり、入水時時に機体が傾

いてしまったら、点検し、正常な状態での運用に心がける。

・走行中ゴミや藻などがモーター内部の磁石に付着し、その影響でモーターが破損することが

あるので、水面に異物が無いか十分注意し、走行後はモーターを十分点検すること

○国土交通省HP「無人航空機（ドローン、ラジコン機等）の飛行ルールの「安全な飛行のための

ガイドライン」のなかで、不測の事態に備えて保険加入を推奨している。

（国土交通省によると、許可・承認申請における保険加入率は約96％である。（ただし、法律によ

る保険の義務化は困難な様子）ラジコン協会のラジコン保険は、ホビー用のドローン（マルチコ

プター）も対象。日本模型航空連盟も、2017年1月1日からF3Uマルチローター機を模型飛行士

登録の対象に追加する制度改定を行っている。）

○今後整備される法令やガイドラインに従い、適宜情報の取得を行ってください。


