
クイック・スタート・ガイド

NanoLockit

緑色ボタン

赤色ボタン

マイクロUSB：
充電及び外部電源

ACNアンテナ：
他のLockitsとの無線同期用LEMO製コネクタ：TC（及

びメタデータ）インターフ
ェース

ステータス表示LED

電源ボタン

充電時間 動作時間

15分 5時間
30分 10時間
2時間 25時間（フル

充電）

短い
長い

LEDステータスの概要

**残りおよそ30分

*オレンジ：X-
Jamソース、赤：
互換性のない
ソース

セットアップ例

タイムコード・ケーブル*

タイムコード・ケーブル*

TC-IO-35RA
（付属品）

フィルム・カメラ

NANOLOCKIT

DSLRカメラ
NANOLOCKIT

音声レコーダ

NANOLOCKIT
TC  OUT

TC  IN

目標：タイムコード（TC）とフレームレート（FPS）の同期化。

*注記：必要なケーブルは、接続されているデバイスによって異なります。
ケーブルについては、https://ambient.de/en/product_custom_cat/timecode-cables/ を確認してください。

TC 01:23:45:12 

TC 01:23:45:12 

TC 01:23:45:12 

すべての NanoLockitsをONにする。

NanoLockitの電源ボタンを3秒間押す
と、LEDランプが緑色 に点灯し
ます。ボタンから指を離すと、LEDが点
滅を始めます。 

1

注記：本体を工場設定に戻すには、電源ボタンを10秒間押して
ください。LEDランプが赤色 に点灯します。

3秒

TC 
FPS

12:45:12:02 
25 fps

NanoLockitは、前回選択されたフレームレート（デ
フォルト：25 fps）にてミュート出力で始動します。

LEMO出力を有効にして、他のLockitを内部リアルタ
イム・クロック（RTC）でジャミングするには、手順
3に進んでください。

RTCおよびフレームレートを調整するには、手順2Aに
進んでください。外部デバイスからジャミングするに
は、手順2Bに進んでください。

NanoLockitの内部クロックを設定する。2A
RTCとフレームレートを設定す
るには、Lockitのツールボック
ス・ソフトウェアを使用します
（PC用及びMac用をnanolo-
ckit.comから入手できます）。

RTC

micro USB

LockitToolbox

注記：始動時に、LEDが赤色/緑色 に点滅してRTCが
有効であることが表示されます。又は、赤色 で点滅し
ているときは、RTCが喪失しています。

NanoLockitの内部クロックを設定する。2B

NANOLOCKIT
TC  OUT

TC  IN

お使いのNanoLockitを外部デバ
イスからジャミングするときは、
適切なタイムコード・ケーブルを
使ってこれを接続します。成功す
ると、LEDが緑色 に点滅しま
す。ケーブルを切り離して終了し
ます。

TC
FPS

TC 01:23:45:12 
25 fps

外部ジャミングで、LEMO出力を有効化しなが
らTCとFPSを設定します。

設定して、内部RTCからジャミングする。3
緑色のボタンを3秒間押してくださ
い。2つのLEDが緑色 に点滅し
ます。 

これでTCとFPSが設定され、他のすべ
てのNanoLockitがワイヤレスで同期
化され、すべてのLEMO出力が有効化
します。
成功すると、すべての装置が同期して
緑色 に点滅します 。

3秒

TC & FPS



デバイスを同期化する。4A
オプションA
タイムコードのインターフェ
ースを持つデバイス：
NanolockitをTC入力に接続
します。

TC IN

TC
FPS

注記：デバイス・メニューの設定を調整して、外部
タイムコードを受け入れるようにしてください。メ
ーカが供給するマニュアルをご確認ください。

デバイスを同期化する。4B
オプションB
DSLR、及びタイムコー
ドのインターフェースを
持たないカメラ：Nano-
Lockitを音声入力に接続
し、音声レベルを設定し
てください。TC信号が
音声トラックに書き込ま
れます。 NANOLOCKIT

TC

NANOLOCKIT

Sound recording

Sound rec. Manual

Wind filter

L
– dB 40 0

R

Disable

Rec. level

トラック・レベルを正しく設
定する必要があります。
1. カメラの音声入力レベルを

手動にて50%レベルに設定
してください。

2. NanoLockit TCの出力レベル
がメータ上で-30 dBから-20 
dBの範囲になるように調整
してください。

TC音声レベルを設定する。

緑色のボタンを押し
た状態を維持して、
赤色のボタンを繰り
返し押すとレベル
が低下します。

赤色のボタンを
押した状態を維
持して、緑色の
ボタンを繰り返
し押すとレベル
が上昇します。押押

しし
たた
まま
まま 軽

く
叩
く

軽
く
叩
く 押押

しし
たた
まま
まま

最終セットアップ5 TC 01:23:45:12 
25 fps

DSLR カメラ
NANOLOCKIT

音声レコーダ

NANOLOCKIT
TC  OUT

TC  IN

フィルム・カメラ

NANOLOCKIT

これで、お使いのデ
バイスは完璧に
タイムコードが同期
化した状態にありま
す。

NanoLockitの電源を切るには、電源ボタンを
5秒間押した状態を維持してください。

注記：使用していないときにバッテリ漏れが生じるのを防ぐた
め、外部電源を使って充電した後、及び外部電源を使用した後
は、手動にてお使いのNanoLockitの電源を切ってください。

5秒

OFFに切り替える。

これで外部ソースから送られてくるタイムコードは、デバイス間
で送信することができます。この外部ソースは、TC入力又はMIDI 
USBを経由させてNanoLockitに常に
接続しておかなければなりません。

これで、NanoLockitは、
ソースと共にジェネレータ
を自動的に始動及び
停止させることが
できます。

注記：ソース・タイムコードとLockitは同期化されません。これにより、ロングショットにおいてソースと受信
機の間にドリフトが発生する可能性があります。標準的な同期化の状況では使用しないでください。

TRX モード特殊モード

音声レコーダ

NANOLOCKIT
TC  OUT

TC  IN

REC TC

DSLR カメラ
NANOLOCKIT

フィルム・カメラ

NANOLOCKIT



3秒

事前に記録したタイムコードをスレート
に送信する際、もしくは外部記録実行タ
イムコードを通してレコーダを始動/停止
する際に使用します。
この特殊モードでNanoLockitを使用する
には、最初に電源ボタンを一回軽く叩い
て「確定」しながら、赤色のボタンを押
した状態に維持して起動させます。
ユニットはTRXアイドルで点滅します
モード 。

軽
く
叩
く

押押
しし
たた
まま
まま

nanolockit.com 及び ambient.de/en/universityで、
NanoLockitに関する詳細な情報や役に立つチュートリアルを
閲覧することができます。

www.nanolockit.com/guide


