
Smart Device Plug-in 

（2019年 9月 27日現在） 

概要 
Smart Device プラグインを使うことで Amazon Echo などの Alexa 搭載デバイス*と連

携できます｡ 連携後は Alexa 搭載デバイスを通して､音声で RICOH THETA を操作で

きます｡ 静止画の撮影､動画の撮影､静止画の撮影設定変更**などの操作が可能で

す｡  

* すべての機器での動作を保証するものではありません。  

** HDR 合成､DR 補正､ノイズ低減の設定が可能です｡ 

このガイドで使用する動作環境 
� RICOH THETA V ファームウェア 3.00.1 以上 

� 「Smart Device」プラグイン バージョン 1.0.0 以上 

� 現時点では以下の Alexa 搭載デバイスについて動作検証を行っていますが、動作

保証をするものではありません。 

� Amazon Echo Plus(第 1 世代) 

� Amazon Echo Dot(第 3 世代) 

� Fire TV Stick 4K 

プラグインの使用方法 

事前準備 

n 「Smart Device」プラグインを THETAにインストールする 
プラグインのインストール方法(https://theta360.com/ja/ricoh_plugins/)を参照し、下

記ダウンロードリンクから Smart Device プラグインをインストールします。 

� Smart Device ダウンロードリンク: 
https://pluginstore.theta360.com/plugins/com.theta360.smartdevice/ 

 



n 無線 LANクライアントモード(CLモード) 
THETA の無線 LAN クライアントモードの設定を行い､Wi-Fi に接続します。設定方法

は下記 URL をご参照ください｡ 

THETA V 使用説明書: 

https://support.theta360.com/ja/manual/v/content/prepare/prepare_08.html 

THETA Z1 使用説明書: 

https://support.theta360.com/ja/manual/z1/content/prepare/prepare_08.html 

動画による説明: 

https://www.youtube.com/watch?v=jE9_VqaVuLM 

 

n 「Smart Device」プラグインの起動 
[1] スマートフォンアプリ「RICOH THETA」を開きます。 

[2] ｢カメラの選択｣画面で｢無線 LAN クライアントモードで接続｣を押します｡ 

 

[3] 「カメラ設定」をタップします。 



 

[4] 「プラグイン」をタップし、「Smart Device」がアクティブなプラグインである

ことを確認します。 
「Smart Device」がアクティブでない場合、「プラグイン」をタップしてインス

トール済みプラグインのリストから「Smart Device」を選択します。 
 



[5] ｢プラグイン｣画面で｢プラグイン起動｣をタップする｡ 
【ご注意】 
次の「SNS アカウントと THETA の紐づけ」の操作が完了するまでプラグインを

終了させないでください。 

 

n SNSアカウントと THETAの紐づけ 
[1] プラグイン起動画面でブラウザ起動ボタンをタップする 



 

[2] プライバシーポリシーを読んだ上で､同意にチェックを入れて SNS アカウント

(Google､Facebook､Amazon)でログインする｡ 

 

[3] ｢接続中の THETA を登録する｣ボタンをタップする 



 

[4] THETA のシリアル番号を入力する 

 

[5] 下記画面が表示されるので､THETA の Wi-Fi ボタンを短押しする 



 

[6] 検知されたら｢次へ｣をタップ 

 

[7] 下記画面に表示されているシリアルナンバーの THETA が SNS アカウントにひも

付きます｡ 



 

[8] このあと､Smart Device プラグインを再起動してください｡(モードボタンの長押

しでプラグインのオン･オフができます｡) 

 

 

n Alexaアカウントと SNSアカウントの紐づけ 
[1] Amazon Alexa アプリを立ち上げます｡ 



 

[2] 左上のリストボタンをタップします 

 

[3] スキル･ゲームをタップする 



 

[4] 検索ボタンをタップする 

 

[5] ｢RICOH THETA｣で検索する 



 

[6] ｢有効にして使用する｣をタップする 

 

[7] THETA を紐づけた SNS アカウントでログインする 



 

[8] 下記画面が表示されれば成功です｡これで THETA と Alexa 搭載デバイスが紐付け

られました｡ 

 

 



使用手順 

 

n 画像撮影  

｢アレクサ､リコーシータで撮影して｣  

｢アレクサ､リコーシータで写真をとって｣  

｢アレクサ､リコーシータで画像を撮影｣ 

n 動画の撮影･停止 

以下のように発話してください｡ 

｢アレクサ､リコーシータで動画を撮影して｣  

｢アレクサ､リコーシータで動画の録画をはじめて｣  

 

また､以下のように発話することで動画撮影を停止できます｡ 

｢アレクサ､リコーシーターで動画を止めて｣  

｢アレクサ､リコーシーターで録画を停止｣ 

n 設定変更 

以下のように発話することで､静止画撮影の設定変更が可能です｡ 

｢アレクサ、リコーシータで HDR 合成にして｣ 

｢アレクサ、リコーシータでノイズ低減を有効にして｣  

｢アレクサ､ リコーシータで DR 補正を有効にして｣ 

n 会話形式での起動 

以下のように発話することで Alexa と会話形式で｢画像の撮影｣｢動画の撮影･停止｣｢設

定変更｣が可能です｡ 

「アレクサ、リコーシータを起動して」 

「アレクサ、リコーシータを開始」 

「アレクサ､リコーシータを実行」 

n 画像の引取(プラグインの終了) 

撮影した画像を RICOH THETA アプリにダウンロードするためには SmartDevice プラグ

インを終了する必要があります｡ 以下の発話でプラグインの終了が可能です｡ 

｢アレクサ､リコーシータでプラグインを切って｣ 

｢アレクサ､リコーシータでプラグイン終了｣ 

｢アレクサ､リコーシータで写真を引き取りたい｣ 

｢アレクサ､リコーシータでアプリにつなげたい｣ 

n 画像･動画のアップロード(File Cloud Upload V2 プラグインとの連携) 

THETA に File Cloud Upload V2 プラグインをインストールした上で､File Cloud 

Upload V2 連携をオンにすると Google ドライブ TMに画像･動画をアップロードするこ



とができます｡アップロードは撮影終了ごとに行われます｡アップロード中は画像･動画

の撮影はできません｡ 

File Cloud Upload V2 のインストールは以下から可能です｡ 

https://pluginstore.theta360.com/plugins/com.theta360.clouduploadv2/ 

 

[1] プラグイン起動画面でブラウザ起動ボタンをタップする 

 



[2] プライバシーポリシーを読んだ上で､同意にチェックを入れて SNS アカウント

(Google､Facebook､Amazon)でログインする 

 

[3] ｢File Cloud Upload V2 プラグインと連携する｣をオンにする 

 



n Web サイトからの撮影 

SNS アカウントと THETA を紐づけた画面にはブラウザでアクセスが可能です｡この画面

から静止･動画の撮影が可能です｡ 

[1] ブラウザで以下の URL にアクセスし､ログインする 
https://theta-smartdevice.ricoh/ 

[2] THETA シリアルナンバーの横の>をクリック 

 



[3] ｢撮影画面に移動｣をクリック 

 

[4] 画面上部のアイコンで静止画と動画を選択｡画面下部のボタンで撮影｡ 

 

 

 

 

 



Amazon、 Echo、 Echo Dot、 Alexa および、関連するすべてのロゴおよび動き商標は

Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です  

記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。  

 


