
ロボット掃除機＆モップコンボ

QRコードをスキャンすると、
ユーザーマニュアルとガイドビ

デオが表示されます
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製品安全上の注意

 本製品を使用する前に、本ユーザーマニュアルの内容をすべてよく読み、
それに従ってデバイスを設置し、将来参照するために本マニュアルを適切に保
存してください。火災や感電などの危険性を低減するために、次の動作要件を
守ってください。

• 本機器は、子供を含む、身体的、感覚的能力、あるいは知力が低下している、
または経験や知識が不十分な人が、その人の安全に責任を持つ人が本機器
の使用に関する監督や指示が無い状況で使用することを意図していません。
お子様が本機器で遊ばないように監督する必要があります。

• ヨーロッパでは、8歳以上の子供、身体的、感覚的能力、あるいは知力が低下
している、または経験や知識が不十分な人でも、安全な方法で本機器の使
用に関する監督や指示の下で、関連する危険を理解している場合に、本機器
を使用することが可能です。クリーニングやユーザー・メンテナンスは、監督
者が不在の場合にお子様が行うことはできません。お子様が本機器で遊ば
ないようにしてください。

• 高温物質（火が消えていないタバコの吸殻、マッチ、熱い灰など）、超微細物質（石
灰、セメント、おがくず、ゲッソ、灰、トナーなど）、大きな鋭い破片（ガラスのよ
うに物理的に特定できない物質）は吸引しないでください。

• 50Hzと 60Hzの間で製品を切り替えるために必要な操作はなく、本製品は
50Hzと 60Hzの両方に適応することができます。

• 電源コードが破損した場合は、危険を避けるため、メーカー、サービス代理店、
または同様の資格を持つ担当者が交換を行う必要があります。

• 充電のときは、EZVIZ社製のドッキングステーション CS-RS2-TWT5-Dをご
使用ください。

• 警告：感電の危険性を低減するため - 屋外や濡れている場所、商業・工業用
環境では使用しないでください。

• 警告：感電の危険性を低減するため - 屋内でのみ使用してください。

• 警告：感電の危険性を低減するため – サービスの前にプラグを抜いてくだ
さい。

安全警告
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• デバイスの動作中は、外部照明用インターフェイスを直視しないでください。

• ク ラ ス 1 レ ー ザ ー、出 力 0.641mW/0.038mW/1.21mW、波 長 
808nm/910nm /980nm、IEC 60825-1:2014。

• 本製品には、合理的に予測可能な状況下で安全であるレーザークラス 1の
レーザーが使用されています。

• 注意 : 本マニュアルの規定を遵守せず、外部照明用モジュールの機能また
は性能を任意に変更すると、レーザー照射の危険につながる恐れがあります。

• ドッキングステーションは、定格容量 5200mAh以下のリチウムイオンバッテ
リーを最大 8個まで充電することができます。

• ドッキングステーションは、非充電式バッテリーへの充電はできません。

本デバイスの適切な使用方法
• 本機は家庭環境の床掃除にのみ使用し、屋外環境（オープンバルコニーなど）、
床以外の環境（階段など）、産業環境では使用しないでください。

• 保護設備のない吊り下げ式の環境（メゾネットアパート、オープンバルコニー、
家具の上など）で本機を使用しないでください。

• お子様が本機をおもちゃとして使用することはできません。ご使用の際は、
お子様やペットを近づけないようご注意ください。サイドブラシなどの付属
品は、お子様の誤食を防ぐため、お子様の手の届くところに置かないでくだ
さい。本機の上にお子様やペットを乗せないでください。

• 直火や壊れやすいものがある環境で本機を使用しないでください。

• 水浸しの床や濡れた地面で本機を使用しないでください。

• 40℃以上または 0℃以下の環境では本機を使用しないでください。

• 可燃性物質（ガソリン、トナーなど）の洗浄に本機を使用しないでください。
可燃性物質がある場所で本機を使用しないでください。

• マッチやタバコなど、火気のあるもののクリーニングに本機を使用しないで
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ください。火災を招く恐れがあります。

• 大きな石や古紙などを吸着させるために本機を使用しないでください。本
製品を詰まらせる恐れがあります。吸引ポートが詰まっているときは、すぐに
製品を清掃し、吸引ポートにある埃、綿、髪の毛などを取り除いてください。

• 付属品は、メーカーが推奨または販売するものだけを使用してください。サ
ードパーティのバッテリーやドッキングステーションを使用したり、損傷したバ
ッテリーやドッキン グステーションを使用しないでください。

• 使用済みのバッテリーは、現地の法規制に従って廃棄してください。

• いかなる状況においても本機を燃やさないでく ださい。バッテリーが爆発
する恐れがあります。

• 使用中に RGBカメラが埃によって汚染された場合、送風機を使用してカメ
ラをきれいにするか、ペーパータオルや柔らかい乾いた布を使用してカメラ
を拭いてきれいにすることを推奨します。粗いまたは硬い素材を使用しない
でください。ビジョンモジュールのガラス表面に傷が付く恐れがあります。

• ロボットの背面が埃だらけになっている場合、ロボットの充電に悪影響が出
ます。定期的または必要に応じて清掃することを推奨します。また、ペーパー
タオルや柔らかい乾いた布などで清掃することを推奨します。

• ロボット側面のエッジセンサー表面にゴミが多く付着していると、壁に沿って
歩行する際のロボットの姿勢やマッピングの位置決め効果に悪影響が出ま
す。定期的または必要に応じて清掃することを推奨します。センサーは本体
内部にあるため、センサーを拭くときは、カメラ掃除用の送風ツール、ペー
パータオル、柔らかい乾いた布などを使用することを推奨します。掃除のた
めに指を中に入れないでください。

• ロボットの底面はたくさんの埃で汚れやすいので、定期的または必要に応じ
て清掃することを推奨します。

• 本マニュアルに記載されている使用方法に従ってご使用ください。不適切な
使用による損失や怪我は、使用者が責任を負うものとします。

• 濡れた手で本製品のプラグや電気が流れている部分に触れないでください。
感電する恐れがあります。

• 本製品を長期間ご使用にならない場合は、電源を切り、充電プラグを抜いて
ください。
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技術パラメーター
   クラス II

   直流

    交流

   屋内用。

   充電する前に、説明書をお読みください。 

ロボット
モデル CS-RS2-TWT5
バッテリー 14.4V/5200mAh リチウムイオンバッテリー
重量 約 4.6kg
定格入力 20V  3A
充電時間 約 3時間
横断可能な障害物の最大高さ 20mm

ドッキングステーション
モデル CS-RS2-TWT5-D
定格入力電圧 100-240V～、50/60Hz
定格電力 65W
定格出力 20V  3A
充電バッテリー 14.4V/5200mAh リチウムイオンバッテリー
浄水タンク容量 5500mL
廃水タンク容量 5000mL
モップ布の乾燥方法 エアードライ
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COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. 禁・無断複製。
文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下、「EZVIZ」と
する) の所有するものとします。本ユーザーマニュアル (以下、「本マニュアル」とする) は、EZVIZ
の事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず再生産、変更、翻訳または配布で
きないものとします。特に規定されていない限り、EZVIZ は明示の有無によらず本マニュアルに関
しての補償はおこないません。
本マニュアルについて
本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている
写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれ
る情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、

 ™ Webサイトを参照してください（http://www.ezviz.com）。
改訂記録
ニューリリース - 2022年5月
商標に関する確認

 ™、  ™ およびその他EZVIZの商標およびロゴは、様々な国や地域におけるEZVIZの所有物で
す。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。
法的免責事項
適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファーム
ウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZ では明示
の有無によらず一切の保証 (性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含
みますが、これらに限定しない) を行いません。EZVIZ およびその取締役、役員、従業員または代理
人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含
む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、たとえ EZVIZ がそれらについて通知を受けてい
たとしても、一切の責任を負いません。 
適用法で認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、すべての損害に対するEZVIZの責任総
額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。 
EZVIZは、以下に起因する製品の中断またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上
の損害に対して一切の責任を負わないものとします。a) 不適切なインストールまたは要求以外の使
用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者（第三者の製品、ソフトウ
ェア、アプリケーションなどの使用を含むがこれに限定されない）に起因するもの。
インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用はお客様自身の責任によるも
のとします。EZVIZは、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィル
ス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないもの
とします。ただし、必要に応じて EZVIZは適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法
は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連
法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された
場合に、EZVIZは責任を負わないものとします。 
上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。
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概要
パッケージ同梱物

ドッキングステーション x1

ロボット掃除機 x1
（以下、「本ロボット」といいます） モップ布 x2 モップ部品（モップ布付き）x2

サイドブラシ x2 クリーニングツール x1 カメラステッカー x1

電源コード x1 クイックスタートガイド x2 規制情報 x1

電源コードの外観は、実際に購入されたものに準じます。
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基本

Dust Box

Wi-Fi Indicator

Intelligent LED Ring

Bumper

Power Button

Bumper

Robot Upper Cover

Microphone

*

Reset Button *

マイク

バンパー

* 電源ボタン

インテリジェント LED
リング

ロボット上部カバー

バンパー

リセットボタン *

Wi-Fiインジケ
ーター

ダストボックス

名称 説明

電源ボタン • ４秒間長押し：電源オン /オフ。
• 1回押す：動作を開始 /一時停止。
• 2回押す：タスクを終了。

リセットボタン • ４秒間長押し：ネットワーク設定に入ります。
• 10秒間長押し：工場出荷時設定に戻し、再起動します。
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ユニバーサルホ
イール

サイドブラシ

従動車輪

モップ部品

RGBカメラ

障害物センサー

充電用コンタクト

排気口

取水口

モップ部品

D-TOF Lidar

エッジセンサー

充電用コンタクト

スピーカー

赤外線受信端末

従動車輪

メインブラシ

サイドブラシ

クリフセンサー *6

物質センサー

5 6

1

3

2

4
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クリーニングツール

キャビンドア

モップ部品プラットフォ
ーム

水位センサー

クリーニングシンク

スペアモップ布の
置き場

Cleaning Tool

Place for Spare 
Mop ClothCabin Door

Mop Assembly Platform

Cleaning Sink

Water Sensor

廃水タンク

操作パネル

浄水タンク

洗浄液注入口

Used Water Tank

Operation Panel

Clean Water Tank

Cleaning Solution Inlet

 
開始 /一時停止 • 1回押す：タスクを開始 /一時停止。

• 2秒間長押し：タスクを終了します。

 
シンクの清掃 • 1回押す：ロボットがドッキングステーションから出て、ドッキングステーション

がクリーニングシンクに水を噴射し、クリーニングを待ちます。
• もう一度押す：汚水が排出されます。

モード 1回押す：クリーニングモードを切り替えます（モップがけの前にバキュームする、
モップがけ中にバキューム、バキュームのみ、モップがけのみ、モップ布のクリーニ
ング、モップ布の乾燥）。
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終了 /取り消し 1回押す：ロボットがドッキングステーションから出ます /リターンします。

+
チャイルドロックのアンロック /
ロック

同時に 2秒間長押し：チャイルドロックのアンロック /ロック。チャイルドロック機能
が有効な場合、操作パネルのキーを押しても動作しません（最初に EZVIZアプリ
でチャイルドロック機能を有効にする必要があります）。

クイックスタートガイド
準備
階段のある環境での使用は避け（どうしても必要な場合はガードレールを設置してください）、床の上の障害物を取り除いてから使用す
るようにしてください。

ドッキングステーションに電源を接続します
適切な場所を選び、ドッキングステーションを壁際の水平な床の上に置きます。ドッキングステーションと電源ソケットを電源コードで接
続すると、ドッキングステーションは自動的に起動します（ドッキングステーションを、カーペットではなく、平らで明るい色のタイルの床
の上に置くことを推奨します）。

前方 1.5m（4.92インチ）に障害物なし

>0.5m（1.64インチ）

>0.5m（1.64インチ）
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浄水を追加します
浄水タンクと廃水タンクの保護袋を取り外し、浄水タンクにきれいな水を入れてから、元に戻します。

• お湯を入れないでください。本機が破損する恐れがあります。
• 洗浄液が必要な場合は、当社製の洗浄液をご使用ください。他の洗浄液を使用すると、機器を損傷する恐れがあります。

MAX最大

シールドを取り外します

サイドブラシとモップアセンブリを取り付けます
サイドブラシとモップ部品を底部に取り付け：図のようにサイドブラシをポイントに合わせ、押し込みます。「カチッ」という音がすれば、所
定の位置に取り付けられています。モップ部品を磁気ポイントに合わせます。
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EZVIZアプリの入手 

EZVIZアプリ

1. スマートフォンをWi-Fiに接続します（2.4GHz WiFiのみ対応）。
2. App Storeまたは Google Play ™で「EZVIZ」と検索して、EZVIZアプリをダウンロード、インストールします。
3. アプリを起動し、EZVIZユーザアカウントを登録します。

• 既にアプリを使用している場合、最新バージョンであることをご確認ください。アップデートが入手できるかどうか確認するには、
App Storeまたは Google Play ™に進み、「EZVIZ」と検索してください。

• アプリのアップデートが行われているため、実際の処理とは異なる場合があります。Fアプリに表示される指示に従ってください。

EZVIZアプリにロボットを追加します
1. EZVIZアプリでアカウントにログインし、デバイス追加アイコンをタップすると、QRコードスキャンインターフェイスが表示されます。 
2. ロボットの電源ボタンを起動するまで 4秒間長押しします。
3. ロボットの上部カバーを開け、ロボット本体の QRコードをスキャンし、インターフェースのプロンプトに従って、ロボットのネットワー
ク設定と追加を完了します。

Wi-Fi接続に失敗した場合、またはロボットを別のWi-Fiに接続したい場合は、リセットボタンを 4秒間長押してください。ロボット
が再起動し、再び EZIVZアプリにロボットを追加することができます。

3

Scan to add device

1 2

ロボットを配置します
ロボットをドッキングステーションの前に置き、操作パネルの を押します。ロボットはドッキングステーションに入り、充電を開始します。
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初回クリーニング
操作方法は 2つあります。

• を押してクリーニングモードを選択し、 を押して作業します。

• EZVIZアプリでアカウントにログインし、 デバイスのホーム画面でクリーニングモードを選択し、 をクリックします。.

初回使用後は、ロボットが屋内マップを描画して記録します。（マップの描画効率を上げるため、初回使用時は「バキュームのみ」または「モ
ップがけの前にバキュームする」モードでご使用ください）

• 最初に使用する前に、完全に充電することを推奨します。
• クリーニング後にスムーズに充電に戻るために、ドッキングステーションからスタートすることを推奨します。クリーニング中は
ドッキングステーションを移動させないでください。

カメラステッカーを使用（オプション）
カメラをカバーする必要がある場合は、カメラステッカーが付属しています。.
1. 保護フィルムを剥がします。 
2. カメラのガラス面をウェットティッシュできれいに拭き取ってください。カメラステッカーをカメラのガラス面に貼り付けて押し、
しっかり密着させてください。

3. ステッカーは洗って再利用できます。

31 2

本製品の視覚障害物回避機能は、必要条件の 1つとしてカメラの電源が入っていることが必要であり、それに伴う画像処理は本
製品上でローカルに行われ、EZVIZ CloudPlayにはアップロードされません。必要に応じてカメラをマスクして、この機能を拒否す
ることができます。本製品のパッケージには、静電吸着式のマスキング用カメラステッカーが同梱されています。
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EZVIZアプリの操作 
アプリインターフェイスはバージョンのアップデートにより異なり、お使いのスマートフォンにインストールされたアプリのインター
フェイスが優先されます。

クリーニング用マップ
マップ編集（分割、結合、エリア構築、ルームネーミング、立ち入り禁止エリア、見えない壁、回転）、マップゾーニング、カーペット表示、リ
アルタイムクリーニングルート表示、マルチマップ保存。

クリーニング方法
一般クリーニング、パーソナライズドクリーニング、スケジュールクリーニング、指定ルームクリーニング、エリアクリーニング。

クリーニング設定
吸引設定、水量設定、クリーニングの順序設定、カーペット加圧モード、カーペット用補助掃除、モップ布の乾燥時間設定。

ハウスキーピング機能
巡回点検の予約、定点モーション、巡回点検の写真・動画撮影、音声インターホン。

情報表示
ペットケア時間、クリーニング履歴、巡回履歴、機器電力、消耗品、メンテナンス。

他の機能
ファームウェアのアップグレード、音量調整、着信拒否モード、暗視補正など。

定期的なメンテナンス
デバイスの最良の状態を維持するために、デバイスのメンテナンスと部品の交換を次の頻度で行ってください。

ロボットパーツ メンテナンス頻度 交換頻度

モップ布 / 2～ 3カ月に 1回

サイドブラシ 2週間に 1回 3～ 6カ月に 1回

メインブラシ 1週間に 1回 6～ 12カ月に 1回

スポンジフィルター /
高効率フィルター 1週間に 1回 3～ 6カ月に 1回

D-TOF Lidar
RGBカメラ
エッジセンサー
障害物センサー
クリフセンサー
赤外線受信端末
バンパー

充電用コンタクト
ユニバーサルホイール /従動車輪

1週間に 1回 /

クリーニングシンク 2週間に 1回 /

浄水タンク 3カ月に 1回 /

廃水タンク 毎回モップがけ後 /

ドッキングステーション 2週間に 1回 /

• 本機のクリーニングやメンテナンス作業を行う前に、ロボットの電源を切り、ドッキングステーションのプラグを抜いてください。
• マルチ機能クリーニングツールは、簡単なメンテナンスのために提供されています。このクリーニングツールには鋭利なエッ
ジがあるため、取り扱いには注意してください。

• EZVIZでは、様々な交換部品や付属品を製造しています。交換部品の詳細については、www.ezviz.com をご覧ください。
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モップ布の交換

1

Please note that the mop cloth 
should never cover the center 
part of the mop bracket.

2
モップブラケット中央部にモップ布が
かからないようにご注意ください。

3

ダストボックスの取り外し

1

2

Press and hold the white button 
on the dust box, the dust box 
cover will open automatically, 
and the garbage will be poured 
out.

ダストボックスの白いボタンを長押し
すると、ダストボックスカバーが自動
的に開き、ゴミが排出されます。
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3

高効率フィルターと微細フィルター綿の清掃

1

24H

2

3

1

2
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高効率フィルターと微細フィルター綿の交換

Remove the high efficiency 
filter and fine filter cotton, 
and replace them with the 
new ones.

高効率フィルターと微細フィ
ルター綿を取り外し、新しい
ものと交換します。

ドッキングステーションの清掃
クリーニングツールや雑巾を使って、ドッキングステーションの内部、
クリーニングシンク、左隅の水位センサーを清掃してください。

浄水タンクの清掃
浄水タンクを取り出し、水タンクカバーを開け、水パイプを横に外し、
フィルター綿を取り出して洗浄します。洗浄後、フィルター綿を取り
付け、水管をバックルに取り付けます。
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廃水タンクの清掃

メインブラシの清掃

1

クリーニングツール先端のボタンを押しながら同時に回転させ、隠
しフックナイフを取り出し、メインブラシを清掃した後、メインブラシ
を元に戻します。

1

2
2
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重要部品の清掃
クリフセンサー、物質センサー、磁気ポイント、充電用コンタクト、
RGBカメラ、障害物センサー、エッジセンサー、赤外線受信端末を柔
らかい乾いた布で拭いてきれいにしてください。

ホイールの清掃
ユニバーサルホイールを手で直接取り出し、隠しフックナイフで清掃
してください。
従動車輪を隠しフックナイフで清掃してください。
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サイドブラシの交換

環境に関する注意事項
本製品の内蔵リチウムイオンバッテリーに含まれる化学物質は、環境汚染の原因となることがあります。廃棄の際は取り外して、専用の
バッテリーリサイクルステーションにお送りいただき、集中廃棄してください。

バッテリーを取り外す手順（以下の情報は本機を廃棄するときのみ適用され、日常的な操作方法には適用されません）：
1. ロボットをドッキングステーションに触れずにクリーニングできない低電力状態まで作動させます。
2. ロボットの電源を切り、サイドブラシとモップ部品を取り外します。
3. ロボットをひっくり返し、図に示すように、底部にある 13個のネジを外します。
4. バッテリーカバーを取り外します。
5. 黒いシールを矢印の先でつかみ、バッテリーを取り外します。

1 5

6

7

8

9 10

11 12

2

3

4
13

• バッテリーを分解する際は、電源が切れていることを確認し、ドッキングステーションの接続を切断した状態で操作してください。
• バッテリーパック全体をまとめて分解し、ショートや有害物質の漏出を防ぐため、バッテリーパックの外被を傷つけないようにし

てください。
• バッテリーから滲出液があり、誤って触れてしまった場合は、多量の水で洗い流し、速やかに医師の診察を受けてください。
• 本製品は、有効期限後または修理が正常に機能しなくなった後は廃棄しないでください。WEEEを廃棄する資格を持つ企業に

引き渡してください。正しい方法については、WEEEの廃棄に関する国または地域の規制を参照してください。

FAQ
問題 対策

充電できない ドッキングステーションの電源が入っていません。電源コードの両端が差し込まれているこ
とを確認してください。
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問題 対策

ロボットがステーションに戻らない

ドッキング ステーション付近に障害物が多すぎます。ドッキングステーションの前にある障
害物を取り除いてください。

ロボットがドッキングステーションから動作を開始することを確実にするために、クリーニ
ングの前に毎回、ロボットをドッキングステーションに戻すことを推奨します。

接地抵抗が高いです。ドッキングステーションを平らな床に移動させることを推奨します。

床が滑りやすい状態です。ドッキングステーション前の床を拭いた方がよいでしょう。

ドッキングステーションの位置が正しくありません。マップ上のドッキングステーションの位
置が正しいかどうかを確認してください。

ロボットがステーションに戻る際、ドッキン
グステーション付近で異常な動作が発生
する。

ドッキングステーション前面 1.5m、または側面 0.5mのスペースに障害物があります。障
害物を取り除いてください。

ロボット後部の充電用コンタクト中央にある黒い窓面とドッキングステーションの黒い窓
面を柔らかい素材（ペーパータオルや柔らかい乾いた布など）で拭いてください。

クリーニング中に異常な音・振動がある。

ホイール、サイドブラシ、メインブラシに他の物が絡まっている。ロボットをシャットダウンし、
清掃してから再度使用してください。

吸引ポイントのゴムストリップが床に触れることがありますが、これは正常な状態ですので、
安心してご使用ください。

モップ布を巻き、モップ部品を取り外し、モップ布を取り付け直してください。

廃水タンクが水をポンプし続けている。 ドッキングステーションを清掃してください。

操作パネルに、ドッキングステーションと
ロボットの接続に異常があると表示され
ている。

ロボットが起動したことを確認してください。

Wi-Fi信号が弱い。ロボットがWi-Fi信号が良好にカバーされている場所にあることを確
認してください。

Wi-Fiに接続しづらい。

Wi-Fi信号が弱い。ロボットがWi-Fi信号が良好にカバーされている場所にあることを確
認してください。

Wi-Fi接続に異常が生じています。Wi-Fiをリセットし、最新の「EZVIZ」アプリをダウンロー
ドし、再度本機の QRコードをスキャンして再接続を試みてください。

障害物を避けて通ることが難しい。

カメラ表面のガラス面を柔らかい素材（ペーパータオルや柔らかい乾いた布など）で拭い
てください。

ロボットが光透過率の高いもの（ガラス）、反射率の高いもの（磨き上げられた金属）、反射
率の低いもの（黒）などに遭遇した場合、環境の影響を受け、障害物回避性能が低下するこ
とがあります。

障害物回避動作の異常。 カメラ表面のガラス面を柔らかい素材（ペーパータオルや柔らかい乾いた布など）で拭い
てください。

クリーニング中にサイドブラシが外れた。 ロボットを裏返し、サイドブラシを取り付け直してください。取り付け時に「カチッ」という音
がすることを確認してください。

落下防止検知に失敗し、階段などの高所
からロボットが落下するのを回避できな
い。

クリフセンサーを柔らかい素材（ペーパータオルや柔らかい乾いた布など）で拭いてくだ
さい。

異常動作。 上記の問題が解消された場合は、本機をシャットダウンして再起動させてください。問題
が解決しない場合は、アフターサービス担当者までご連絡ください。

デバイスのさらなる詳細については、www.ezviz.com/jpを参照してください。
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ビデオ製品使用イニシアチブ

EZVIZ製品をお選びいただきありがとうございます。
テクノロジーは私たちの生活全般に影響を与えています。当社は、ハイテク企業として、ビジネス
効率や生活の質の改善におけるテクノロジーの役割だけでなく、不適切な使用による有害性につい
ても徐々に気付いています。たとえば、ビデオ製品は、リアルで完全、かつ明瞭な画像を録画する
ことができます。このため、過去を振り返ったり、リアルタイムで事実を保存するという高い価値
が提供されます。しかし、ビデオデータを不適切な方法で配信・使用・処理することによって、第
三者の正当な利権を侵害する結果にもなりえます。「善のための技術」を標榜するEZVIZでは、ご一
緒によりよい社会を築くことができるよう、ビデオテクノロジーやビデオ製品のエンドユーザーの
皆様に、該当法規や規則ならびに倫理的慣行の遵守をお願いしています。
次のイニシアチブを熟読してください。

1.人は皆、プライバシーの尊重を望んでおり、ビデオ製品の設置によってその期待が裏切られる
ことがあってはなりません。したがって、公共の場にビデオ製品を設置する場合、妥当かつ効果
的な方法で、警告通知を掲示し、監視範囲を明確に示す必要があります。公共以外の場所にビデ
オ製品を設置する場合は、第三者の利権を尊重する必要があります（利害関係者の同意を得た上
でビデオ製品を設置する、目立たないビデオ製品を設置しないなどが含まれるが、それだけに限
定されない）。

2.ビデオ製品の目的は、特定の時間や空間において、特定の条件下で、実際の活動を記録すること
です。したがって、各使用者は、第三者の肖像やプライバシーなどの正当な権利を侵害しないよう
に、まず、自己の権利範囲を適宜定義する必要があります。

3.ビデオ製品の使用中は、大量の生物学的データ（顔画像など）を含む現実の場面から収集したビ
デオ画像データが継続的に生成され、そのデータが応用されたり再処理されることがあります。ビ
デオ製品自体は、ビデオ製品によって収集された画像のみに基づくデータの利用法に関する良否を
判断することはできません。データを利用することで得られる結果は、データ管理者の使用方法や
使用目的に左右されます。したがって、データ管理者は、該当法規・規則等の規範的要請をすべて
遵守するだけでなく、国際規範、社会道徳、公序良俗、一般的慣行など、法律で規定されていない
条件を尊重し、個人のプライバシーや肖像権などの利権を尊重する必要があります。

4.ビデオ製品によって継続的に生成されるビデオデータを処理する際には、利害関係者の権利や価
値などの要求を常に考慮に入れる必要があります。この点において、製品のセキュリティやデータ
セキュリティは、極めて重要です。したがって、エンドユーザーやデータ管理者は、全員、データ
セキュリティを確保し、データの漏洩や不適切な開示や悪用を防止すべく、合理的かつ必要な対策
を取る必要があります（アクセス管理を設定する、ビデオ製品の接続先として適切なネットワーク
環境（インターネットかイントラネットか）を選択する、ネットワークセキュリティを確立して定
期的に最適化するなどが含まれるがそれだけに限定されない）。 

5.ビデオ製品は世界中の治安維持に大きく貢献しており、こうした製品が社会生活の様々な面で積
極的な役割を果たしていると信じています。ビデオ製品の悪用によって人権が踏みにじられたり、
ビデオ製品が犯罪行為に利用されることは、技術革新や製品開発の原則に反しています。従って、
各使用者は、すべての製品が、適切かつ合理的な方法で誠意をもって使用されることを確実にする
ため、自己の所有する製品の用途を評価して追跡する機構を確立しなければなりません。
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