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「ホーム画⾯／アカウント画⾯」

【ホーム画⾯】

メッセージセンター

デバイスを追加

マルチビュー

・設定または共有
されているデバイ
スが表⽰されます

・タップすすこと
で各カメラの映像
画⾯に移動し、操
作ができます

・任意のカメラを
⻑押しすることで
順番を並び替える
ことができます

アカウント設定画
⾯へ移動

アプリ起動時、ホームアイコンをタップすると表⽰される画⾯です。
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「ホーム画⾯／アカウント画⾯」

【アカウント画⾯】

プロフィール／
アカウント情報設定

ニックネーム

各メニュー画⾯に
遷移

ホーム画⾯に移動

アカウントアイコンをタップすると表⽰される画⾯です。
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「画質切り替えと通信量」

各カメラの映像画⾯の左上のアイコン
をタップすることで「HD／SD／
360p」の三種類の画質に変更できます。

・HD︓1080p
・SD︓720p
・360p

アイコン隣の数値は秒間あたりの通信
量になります。
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「ナイトビジョンの切り替え」

各カメラの映像画⾯の右上のアイコン
をタップすることでナイトビジョン
モードの「ON／OFF／⾃動」の切り替
えができます。

※⾃動にすると暗さをカメラが検知し
⾃動的にナイトビジョンに切り替わり
ます。
⼿動でOFFに設定していた場合、ナイ
トビジョンには切り替わりません。

※⾚外線ナイトビジョンですので、ガ
ラス越しだと反射によりちゃんと映せ
ない場合があります。
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「スピーカーのオン／オフ」

各カメラの映像画⾯の右上のスピー
カーアイコンをタップすることでカメ
ラ側の⾳声のオン／オフの切り替えが
できます。
デフォルトではオフになっているため
オンにして聞いてください。

スピーカーオンの状態

スピーカーオフの状態
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「フル画⾯表⽰への変更」

各カメラの映像画⾯の右下のアイコン
をタップすることでデバイスを横にし
たフル画⾯表⽰に切り替えることがで
きます。
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「フル画⾯のアイコン説明」

フル画⾯から標準画⾯に戻る

スピーカーのオン／オフ 画質の切り替え

写真を撮る

動画を撮る

マイク
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「録画」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「録画」
アイコンをタップします

録画が始まり、「録画アイコンがハイライ
トされます。
映像上に録画状態を⽰す⾚丸と録画経過時
間が表⽰されます。

録画を終了する場合は再度下部にある「録
画」アイコンをタップしてください。
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「録画」の操作⽅法

録画が無事完了すると「アルバムに保存し
ました」と表⽰が出て録画完了です。

※録画された映像はATOMアプリのアルバ
ムから閲覧することが可能です。

※映像はスマートフォン内のストレージに
保存されます。

録画時間が短すぎると保存されずに「録画
時間が短すぎてビデオを⽣成できません」
の表⽰がでます。

11



「話す」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「話す」
アイコンを⻑押しします。

※話している間は「話す」アイコンから指
を離さないでください。

※離している状態では、カメラ側に⾳声は
聞こえません。

アイコンを押している間映像中央に「話し
てください」という表⽰とアプリマイク側
の⾳量メーターが表⽰されます。

※アプリ側からマイクで話している間はカ
メラ側の⾳声は聞こえません。
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「写真を撮る」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「写真を
撮る」アイコンをタップします。

「写真を撮る」をタップした瞬間の映像が
撮影され、「保存しました」の表⽰がでま
す。

※撮影した写真は⾃動的にアプリ内の「ア
ルバム」保存されます。
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「録画を再⽣」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「録画を
再⽣」アイコンをタップします。

映像の上にカレンダー、映像の下にタイム
ラインバーが表⽰され、画⾯下半分に「検
出イベント」が表⽰されます。

カレンダーを選択することで録画された過
去の⽇の映像を読み出せます。

タイムラインバーは録画されている時間が
薄いオレンジ⾊でハイライトされているの
で観たい時間に合わすことで録画された映
像を観る事ができます。

「検出イベント」は検出設定をオンにして
いる場合クラウドストレージ上に保存され
た12秒の動画を観ることができます。
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「録画を再⽣」の操作⽅法

カメラ本体にmicroSDが未挿⼊、またはイ
ベント検出設定をオンにしていない場合は
左画⾯の表⽰となります。

「その他」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部
にある「その他」をタップ
すると4つのアイコンが表
⽰されます。
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「モーションタグ」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「その
他」アイコンをタップし表⽰される「モー
ションタグ」はタップすることでオン／オ
フを切り替えることができます。

モーションタグとはオンにしていると動きのある
ものを検知すると表⽰される緑の枠のことを指し
ます。
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「アルバム」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「その
他」アイコンをタップし表⽰される「アル
バム」アイコンをタップします。

アルバムにはアプリ内に保存した「写真」
「録画した動画」「タイムラプス」をみる
ことができます。

右上のアイコンをタップするとアルバム内
のデータを選択し、「共有」「スマート
フォンに保存」「削除」をすることができ
ます。

※「共有」はメールやSNSサービスへの共
有、コピーや共有アルバムに保存すること
ができます。
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「タイムラプス」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「その
他」アイコンをタップし表⽰される「タイ
ムラプス」アイコンをタップします。

下部中央の⾚いアイコンをタップすると⼿
動ですぐにタイムラプスの撮影を開始する
ことができます。
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「タイムラプス」の操作⽅法

タイムラプスを⼿動で開始すると⾃動的に
設定された時間まで撮影を続けます。

途中で撮影を完了させたい場合は⾚い四⾓
のアイコンをタップすることで撮影を終了
することができます。

⽣成されるタイムラプスが3秒より短い場
合はエラーとなり画像のような表⽰が出ま
す。
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「タイムラプス」の操作⽅法

時計マークのアイコンをタップするとタイ
ムラプスの設定画⾯に移動します。

タイムラプスの設定画⾯では、「開始時
刻」「終了時刻」撮影の間隔を設定するこ
とができます。

＜おすすめの設定例＞
花が咲く様⼦︓間隔12分間、撮影時間

23⽇、できれば同じ照明での
撮影をおすすめします。

雲の様⼦︓間隔30秒、撮影時間8時間
街の様⼦︓間隔1分間、撮影時間12時間
気象の変化︓間隔30秒、撮影時間12時間

設定を⾏うと、下部に⽣成される動画の⻑
さが表⽰されます。
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「カメラの電源のオン／オフ」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の下部にある「その
他」アイコンをタップし表⽰される「電源
オフ」アイコンをタップするとカメラの電
源がオフとなります。

カメラの電源がオフの場合は画像のような
状態になります。

カメラの電源をオンにする場合は、映像中
央のアイコンをタップするか、下部メ
ニュー内の「電源オン」アイコンをタップ
してください。
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各カメラの「設定」の操作⽅法

各カメラの映像画⾯の右上にある⻭⾞アイ
コンをタップするとカメラごとの設定画⾯
に移動します。

設定メニューでは、表⽰されている各項⽬
の設定と、デバイスの削除を⾏えます。
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各カメラの「設定」ー検出設定ー

設定メニューから検出設定をタップすると
図のような⼀覧が表⽰されます

◯「モーション検知」→動きに反応して映
像に出る緑の枠（モーションタグ）の表⽰、
通知をON/OFF

- 「感度調整」→モーション検知の
感度調整

- 「検出エリア」→モーション検知
エリアの調整

◯「サウンド検出」→カメラが⾳に反応し
たら通知される機能のON/OFF

- 「感度調整」→サウンド検出の感度
調整

◯「煙アラーム検出」→カメラが⽕災報知
器・CO警報機の⾳に反応したら通知がいく
機能のON/OFF

◯「検出スケジュール」→上記の検出で通
知をONにしたものの通知を受ける時間帯の
設定ができます
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各カメラの「設定」ー検出設定ー

【検出エリアの設定】
「フルスクリーン検出」と「検出エリア」
を指定ができます。

検出エリアの指定は「検出エリア」を選択
し、検出エリアの枠の範囲をドラッグ、
ズームイン、ズームアウトすることで画⾯
内の好きな範囲を指定することができます。

【検出スケジュールの設定】
「終⽇検出」と「時間帯検出」を選択がで
きます。

「時間帯検出」を選択すると検出の「開始
時間」と「終了時間」を設定することがで
きます。

「繰り返す」は曜⽇を選択することができ
ます。
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各カメラの「設定」ー録画およびストレージ管理ー

◯「microSDへのローカル録画」→撮影さ
れた写真、動画をmicroSDに保存するかを
オン／オフ設定します

◯「検出モード」→「モーション検出時の
み」「連続録画」どちらかを選択します

- 「モーション検出時のみ」→モー
ションが検出された時のみ録画
- 「連続録画」モーション検出関係な
く連続で録画

◯「SDカード管理」→カメラ本体に挿⼊し
ているmicroSDカードの管理画⾯に移動し
ます。

◯SDカードの使⽤状況を確認できます。

◯「フォーマット」をタップするとカメラ
本体に挿⼊されているmicroSDカードを
フォーマットすることができます。

※フォーマットするとmicroSD内のデータ
はすべて削除されます。

※アプリから確認するとSDカードがフルの
状態でも容量バーがMAXにならない場合が
ありますが、デバイスとストレージメー
カーとのメガバイト計算法が異なるために
起こります。10%程度少ない状態ですと正
常です。
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各カメラの「設定」ーその他ー

◯「ステータスランプ」→カメラ本体の状
態をランプの点灯、点滅で表す機能のオン
／オフ

◯「画像を180°回転させる」→アプリ画⾯
上で映像を180°回転させる機能のオン／オ
フ

◯「タイムスタンプ」→映像画⾯右下に表
⽰される⽇付、時間の表⽰のオン／オフ

◯「ロゴ」→映像画⾯左下に表⽰される
ATOMロゴのオン／オフ

各カメラの「設定」ーデバイス情報ー

◯「デバイス名」→デバイスの名称を変更
できます

◯「MAC」→MACアドレス

◯「デバイスモデル」→デバイスモデル番
号

◯「ネットワーク」→使⽤しているWi-Fi名
と電波状態

◯「IPアドレス」

◯「ファームウェアバージョン」→現在の
ファームウェアが最新か確認できます
タップすると最新のファームウェアの更
新が必要か確認できます。 26



「メッセージセンター」について

「ホーム」画⾯右上のアイコンをタップす
ると「メッセージセンター」に移動します。

メッセージセンター画⾯ではアプリから通
知されたものの履歴を⼀覧で確認できます。

例︓モーション検知通知・⾳声検知通知・
デバイスの共有通知など

右上の⻭⾞アイコンをタップするとメッ
セージの「プッシュ通知」のオン／オフや
「通知スケジュール」の設定ができます。
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デバイスの共有管理（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の「デバイス共有管
理」をタップすると、デバイスを別の
ATOMアプリアカウントに共有したり共有
してもらったりすることができます。

◯「他者への共有」︓他のATOMアプリア
カウントに共有したカメラの履歴をみるこ
とができます。

◯「他者からの共有」︓他のATOMアプリ
アカウントから共有されたカメラの履歴を
⾒る、または共有を承認することができま
す。

◯右上アイコン︓すべての共有履歴を時系
列⼀覧で確認することができます。

◯「デバイスを共有」︓⾃分のデバイスを
ほかのATOMアプリアカウントに共有する
ことができます。
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デバイスの共有管理ー共有する⽅法ー

下部の「デバイスを共有」をタップします。

共有したいカメラ、またはすべてのカメラ
を共有したい場合は「すべて選択」をタッ
プします。

選択したら「次へ」をタップします。

29



デバイスの共有管理ー共有する⽅法ー

「アカウントを⼊⼒」のところをタップし、
共有したい他者のATOMアプリアカウント
のメールアドレスを⼊⼒します。

過去に共有したことのあるアカウントは、
「共有履歴」に表⽰され、選択することが
できます。

アカウントを⼊⼒または選択したら「共
有」をタップすると⼊⼒したアカウントに
共有承認の通知が表⽰されます。
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デバイスの共有管理ー共有されたカメラを承認する⽅法ー

他者のATOMアプリアカウントから共有さ
れたカメラは「他者からの共有」に表⽰さ
れます。
共有されたカメラ名とアカウント名の右に
ある「スキップ」または「承認」を選択で
きます。

「承認」を選択すると確認画⾯が表⽰され、
確認をタップすると承認したカメラを操作
することができるようになります。

「スキップ」を選択すると同じく確認画⾯
が表⽰され、確認をタップするとリストか
ら消え共有を拒否したことになります。

承認した他者からの共有されたカメラは左
画⾯のようになります。

共有されたカメラを削除する場合は、承認
した各カメラに表⽰されている「承認を
キャンセル」をタップします。
確認画⾯が表⽰されるので、「はい」を選
択すると共有が解除されリストから消えま
す。
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ファームウェアのアップグレード（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の「ファームウェア
のアップグレード」をタップすると、各カ
メラのファームウェアの確認画⾯に移動し
ます。

各カメラのファームウェアの現在のバー
ジョンと最新バージョンが表⽰されていま
す。

個別でファームウェアをアップグレードす
る場合は各カメラの右にある「最新」のボ
タンをタップしてください。

※更新が必要なカメラはボタンがハイライ
トされてます。

複数台の更新が必要な場合は下部にある
「すべて更新」をタップするとすべてのカ
メラのファームウェアを最新状態にするこ
とができます。
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設定（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の「設定」をタップ
すると、ATOMアプリの設定画⾯に移動し
ます。

◯キャッシュ︓データ量の確認とキャッ
シュデータの削除ができます。

※キャッシュデータとはクラウドに保存し
ている映像を再⽣するため、ダウンロード
したビデオデータです。

※アプリ内のキャッシュデータを削除して
もクラウドストレージ上に保存している映
像は消えません。
ただしクラウドストレージ内のデータは14
⽇間経つと削除されるため必要に応じてス
マートフォンなどに保存してください

◯⾔語︓アプリ内の表⽰⾔語を設定できま
す。
設定できる⾔語は「⽇本語」と「英語」に
なります。
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ヘルプとフィードバック（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の「設定」をタップ
すると、ATOMアプリの設定画⾯に移動し
ます。

問題報告フォームに必要事項を⼊⼒し、
「送信する」をタップしてください。

※送信の前にプライバシーポリシーを御覧
ください
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アプリについて（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の「アプリについ
て」をタップしてください。

アプリの名称とファームウェアのバージョ
ン情報が表⽰されます。
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アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）

アカウントメニュー内の上部中央の画像を
タップしてください。

メールアドレス以外のアカウント情報を変
更できます。
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アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）

【プロフィール写真】

「プロフィール写真」をタップするとアカ
ウントの画像を変更できます。

「写真を撮る」か「アルバムから選択」の
どちらかを選択しタップしてください。
カメラへのアクセスまたはスマートフォン
の写真へのアクセスの許可が必要になりま
すので表⽰に従い進んでください。

【ニックネーム】

「ニックネーム」をタップするとアカウン
トのニックネームを変更することができま
す。
初期はメールアドレスになっていますので、
お好きなニックネームを設定してください。

※ニックネームは下画⾯の⻘枠の位置やカ
メラの共有時に表⽰されます。
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アカウント管理メニュー（アカウントメニュー）

【メールアドレス】

アカウントを作成した際のメールアドレス
を確認できます。

【パスワード】

「パスワード」をタップすることでパス
ワード変更画⾯に移動します。

パスワード変更は「現在のパスワード」が
必要になります。

※現在設定しているパスワードが不明な場
合は⼀度ログアウトし、「パスワードを忘
れた」の表⽰より設定し直してください。
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マルチビュー（ホームメニュー）

⻘丸のアイコンをタップすることでマルチ
ビューの画⾯に移動します。

マルチビューの画⾯では登録したカメラ、
または共有されたカメラを複数台同時に閲
覧することができます。
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マルチビュー（ホームメニュー）

⻘丸部分のアイコンをタップすることで全
画⾯に切り替えることができます。

１画⾯で同時に閲覧できるカメラ映像は４
台までになります。

５台以上設定している場合は画⾯を横にス
ワイプすることで４台ずつカメラ映像を切
り替えることができます。
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