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はじめに

この度はSKYPIX製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

1.　本体とリモコン
X3pt →　プログラム・モード専用機です。

X3pt Pro →　プログラム・モードとマニュアル・モードの2つを持った万能機です。

プログラム・モード メモリーに覚え込ませたモーションを忠実に再現運転しながら自動撮影を行います

マニュアル・モード 各モーター毎に設定された動き（方向・速度）で運転しながら自動撮影を行います

どちらのエンジンも無線リモコンはオプションです。　左の有線リモコンが標準装備されています。(白または黒）

X3pt ProはXエンジンに加え、ADエンジンと同様のマニュアル運転モードも併せ持っていますので、あらゆるシーンで臨機応変な撮影が可能になり、素晴らしい操作環境
を提供します。

X3pt / X3pt Proは、パルス・モーターを使用してプログラム運転をする先進の制御システムを搭載したXエンジンに、小型のチルト（上下回転）とパン（左右回転）のロー
テーターを内蔵させた大変機動性の高い超コンパクトなモーション・タイムラプス撮影システムです。　レール・モーター用の出力端子を持っていますので、各種ドーリー
（レール）と組合せれば先進の3軸制御モーション・システムを構築する事ができます。　本機はタイムラプスだけでなくビデオ撮影にも使用する事が可能です。

3軸のモーターを同時に複雑に動かすようなモーションをさせたい時は、経過地点の各モーターの
向きをメモリーさせて、あとは自動運転をさせられるプログラム・モードが活躍します。

有線リモコンはワイヤーがある煩わしさがありますが、電源（無線リモコンは電池内蔵）は不要で、いかなる厳しい撮影
環境でも確実に動作し続ける良さがあります。

タイムラプス撮影時のカメラのインターバル撮影制御はすべて本機で行います。　シャッター開放時には必ず全てのモーションを停止させるSMS(Stop-Motion-Stop)動作を
しますので、シャッター速度が遅い夜景や星空の撮影を行ってもモーションによりブレる事はなく、完璧な映像を得る事ができます。

撮影現場に到着してすぐに撮影を開始したい時、比較的単純なモーションなので運転しながら速
度や向き、またインターバル・タイムやその他の条件を自由に変更したい時にはマニュアル・モー
ドが便利です。
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2.　本体への機器接続

■ エンジンの右側面です。

■ エンジンの左側面です。

本体の左側面のC1とC2は内部でパラレルに接続されていて、同じ動作をします。　ここにカメラのレリーズ・
ケーブルを接続して下さい。　2台のカメラのシャッターを同時に切る事ができます。

上部左右両端にあるL1またはL2ポートには、ドーリー（レール）を使用する際に、レール端でレール・モーター
を停止させたり反転させたりする為のリミット・スイッチ・ケーブルを接続します。　（どちらのポートに接続して
も同じです）

右隣のJoystickポートにはリモコンを接続します。　無線リモコンの場合は付属の受信ユニットを差込みます。

その右隣のI/Oポートは内部のバージョン・アップ等の際に使用するメンテナンス用ポートです。

一番右側の16V DCと表示された端子は、内蔵バッテリーを充電する時、または外部電源（DC12～16.5V）
を供給する時に充電器、外部バッテリー、外部電源装置などを接続する端子です。

内蔵バッテリー(16.5V)を使用しない場合は、ここに外部電源（バッテリー）を接続します。　DC12～16.5Vの
電源を供給してください。　十分な回転トルクを得る為には16.5Vの電源供給をお勧め致します。　但し、ビデ
オ撮影等で長時間の高速運転（インターバル運転ではない連続回転運転）をしたい場合は内部回路の発熱
を防ぐ為に12Vでのご使用をお勧めします。

M1～M3のポートにモーターからのケーブルを接続します。　（コネクタ形状はロットによって異なります）   チ
ルト・モーターのケーブルはM3(Tilt)に、別途レール（ドーリー）を購入して接続する場合は、レール・モーター
のケーブルをM1(Rail)に接続してください。　M2(Pan)は通常は使用しませんが、X3pt / X3pt Proを単にエン
ジンとして使用し、別途購入する大型のローテーター(LX-Panなど）を制御する場合に使用します。

【注意】　DC端子への充電器、外部電源、外部バッテリーの接続に当たっては、必ず本マニュアルの「9.注

意事項」（23ページ）をご覧ください。　誤った使い方をされますと最悪内蔵バッテリーが発熱・発火する恐れ
があります。
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3.　無線リモコン（オプション）の使用

Cボタンを押すと初期メニューが開き操作が可能になります。

4.　メニューと切替操作

■ メニュー・ページは以下の14ページが用意されています。（X3ptはプログラム・モード専用機ですので、⑧～⑭のメニューはありません。）

① PGM-i ・・・

② PGM SETTING#1 ・・・

③ PGM SETTING#2 ・・・

④ MOTOR REVERSE ・・・

⑤ MOTOR POWER ・・・

本体の液晶画面にブート・アップ画面（Welcome to SKYPIX）が現れ、断続ビープ音と共にCボタ
ンを押して下さいと言うメッセージがでます。

まず写真右側のリモコン受信機をX3pt / X3pt Proのリモコン端子に挿入し、X3pt / X3pt Proの電
源をONにしてください。 　続いてリモコンの電源スイッチもONにしてください。

有線リモコンを使用する場合は、単純にCボタンのみを押すことによって初期メニューが表示され
ます。

モーターの基本回転方向を切り替える画面です。

なお、外部バッテリー、外部電源を接続した場合は、電源スイッチの位置に関係なく本体に電源が供給されま
すのでご注意ください。

赤いシーソー・スイッチが電源スイッチです。　左端にある丸いプッシュ・スイッチはX3pt/X3pt Proをバッグや
ザックに入れて移動時に誤って電源が入らないようにする為の安全スイッチです。　深く押し込むとONにな
り、戻った状態でOFFです。　この安全スイッチは電源スイッチと直列に配線されていますので、使用する際
は両方ともONにしてください。　安全スイッチが必要でない環境では、安全スイッチはONの状態にし、電源ス
イッチだけをON/OFFして使用します。

プログラム・モードでの運転プログラムと撮影条件を設定し、運転操作をする画面です。

主にプログラム・モードでの各種設定画面です。

受信機のFCボタンを押して下さい。　緑色のLEDが早い周期で点滅し、リモコンを探している事を
表示します。　一方リモコン側では青いLEDが点滅していますが、そこでSYNCボタンを押すと点
灯しっぱなしになります。　この状態が無線通信のリンクが確立している状態です。

パルス・モーターの動作モードの切替画面です。

撮影中にしばらくリモコン操作をしないと、節電の為待機モードに入ります。　その場合青いLEDは
消灯します。　再度操作する場合は一旦SYNCボタンを押してLEDを点灯状態に戻して下さい。

主にプログラム・モードでの各種設定画面です。
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⑥ MOTOR SPEED ・・・

⑦ RAIL: uni-speed ・・・

⑧ INTVL ・・・

⑨ MANUAL ・・・

⑪ CAMERA RL ・・・

⑫ RAIL ・・・

⑬ SETTING#1 ・・・

⑭ SETTING#2 ・・・

※ メニュー・ページの切替はリモコンのZボタンで行います。（押すたびに上の順番でメニュー・ページが変わります）

5.　項目の選択と設定値の変更操作

■ カーソルの移動 ：　ジョイスティックを左右に倒して移動

■ 設定値の変更 ：　ジョイスティックを上下に倒して移動

■ ビデオ・モードでのレール・モーターの制御 ：　コントローラー本体を左右に倒して操作

6.　運転開始と終了

■

■ Zボタンを押すと一時停止します。　もう一度Ｚボタンを押すと運転を継続再開します。

7.　タイムラプス撮影モード

(1) プログラム・モード運転メニュー

　A. モーションのプログラミング設定

主にマニュアル・モードでの各種設定画面です。

Lead in - Ramp - Lead out 撮影をする時にそれぞれの撮影枚数の設定を行います。

主にマニュアル・モードでの各種設定画面です。

メニューの各ページで必要な設定をすべて終えて実際に運転を開始する時は、プログラム・モードではPGN-i[off]のoffにカーソルを置いて、またマニュアル・モードでは
INTVL (Interval)ページ内の設定項目の任意の位置でリモコンのCボタンを押します。　また、運転を終了したい場合もCボタンを押します。

マニュアル・モードでの各モーターの運転速度・方向と撮影条件を設定し、運転操作をする画面です。

各モーターをマニュアルで任意の方向に動かす時に使います。

INTVLメニューで撮影可能枚数や撮影時間を自動計算させる為にレールの可動長を設定します。

Cボタンで停止させると、累積撮影枚数(C)はリセットされてしまいますが、Zボタンで停止させた場合は継続再開した場合、累積撮影枚数は引き継がれます。

モーターの基本回転速度を設定する画面です。

レール・モーターとその他のモーターの連携動作速度を制御する為に可動レール長を設定する画面です。
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起動時に表示されるのはこのPGM-i メニューです。
他のメニューも含め全ての設定が終わった後は、このメニューに戻さなければなりません。

1と表示されている桁は各モーターの位置をメモリー（プログラム）するポイントの番号です。（No.1～5、Proシ
リーズは1～9）　[2]と表示されている部分にはメモリー（プログラム）するポイント数を宣言します。（最大5、
Proシリーズは9）

モーションをプログラムする為に、まずPの上にカーソルを置きます。　そこでCをクリックすると小文字のpに
変わります。　この小文字のpの状態で各モーターを直接操作する事ができます。

運転中にZキーを押すとPAUSE状態となり---表示になります。　もう一度Zキーを押すと運転を再開します。
PAUSEから運転再開しても撮影枚数（C）は継続しますが、OFFにして運転再開した場合は撮影枚数のカウ
ンターはリセットされてしまいます。

この領域はX3ptのモーションをプログラミングする一番大切な部分です。

再び上の画面に戻って同じ操作を繰り返し2番目のポイントにマニュアル操作で各モーターを移動させ、再び
この画面に来て、今度は1を2に変えてポイント2の情報としてCキーを押して記憶させます。

ジョイスティックを左右に倒すとパン・モーターが、上下に倒すとチルト・モーターが、レール（ドーリー）に載せ
ている場合はジョイスティック本体を左右に傾けるとレール・モーターが動きます。

まず最初に撮影を開始するポイントまで動かして下さい。　動かし終わったら、もう一度リモコンのCキーを押
して下さい。　小文字のpは大文字のPに戻り、ジョイスティックでモーターを直接操作するモードから抜けま
す。

Pは3軸（チルトとパン、レールを使用する場合はレール）のモーターをジョイスティック・リモコンで直接操作で
きるように切り替える所です。

そこでそのままジョイスティックのCキーを押すと、ビープ音が出て今の各モーターの位置がメモリーの1番に
ポイント1の情報として記憶されます。

次にジョイスティックを右に倒してカーソルを右に移動します。　ジョイスティックを上下に動かしてメモリー（プ
ログラム）するポイントNo.1にします。（最初は1のままでOKですが、次からは2、3、4、5に変えなければなり
ません。）

この領域にはoffまたはonが表示されます。  運転時はon、停止時はoffと表示されます。　PAUSE時は---と
表示されます。　全てのメニューを希望の設定値に設定後、このメニューに戻り、offにカーソルを置いてリモコ
ンのCボタンを押すと、on表示になって運転を開始します。　（停める場合はもう一度押すと停止し、off表示に
戻ります）

- 7 -



　B. 撮影の為の設定

X3ptは最大5つのポイントを記憶（プログラム）できますので、上の2画面の操作を繰り返してポイントNo.5ま
での情報を記憶させる事ができます。　記憶させるポイントが3つ以上になる場合は、この領域の[ ]内に記憶
するポイント数を最大5まで（Proシリーズは9まで）の範囲内で宣言します。（ここで宣言した数字を超えて左
の数字は増やせられません）

そこでジョイスティックのCキーを押すと、xがoに変わって、自動的にリハーサルを開始します。

この領域ではシャッター速度を設定します。　単位は秒です。　0.1秒（1/10秒）～99.9秒まで設定できます。
（カメラ側はB-バルブを選択します）　　また、1/10秒より早いシャッター速度で撮影する場合は、この領域に
は0.1ないし0.2秒と設定し、カメラ側でM-マニュアルで希望の速度を選択して下さい。　（通常は0.1秒で問題
ありませんが、カメラによってはシャッターが確実に切れない物があります。　その場合は0.2秒以上に設定し
てみて下さい）

リハーサルを終了させる時は、oの上でジョイスティックのCキーを押します。　リハーサルが一巡した後でoが
xに変わってリハーサルが終了します。

すべてのプログラムが終了したら、リハーサルをさせてモーションを確認する事ができます。　カーソルをRH-

xのxの上に移動します。

1/10秒より遅いシャッター速度では、特に星空撮影など数秒以上の露出を必要とする場合など、カメラ側で速
度を設定すると、エンジン側はシャッターを切る信号（0.1秒ないし0.2秒）を送った後、すぐに次のモーションに
写り結果的に撮影した画像がぶれたり流れたりしてしまいます。　その為にカメラ側で設定する仕様となって
います。

リハーサルは、まず最初のポイントに戻って、それから順番にポイント1、ポイント2・・・と移動をして行きます。
リハーサルは後述の「PGM SETTING#1」での設定によって、1度で終了するか、繰り返すかを選択できます。

リハーサル時はモーターが全速回転しますので、必要以上に連続して何度も動作させないでください。
モーター制御素子に負担がかかり発熱・脱調する場合があります。　12Vの外部電源で動作させている場

合はこの限りではありません。（余裕のあるトルクを得る為に標準内蔵バッテリーは16.5Vを使用しておりま
す）
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LEAD-RAMP-LEAD撮影をする場合は、SETTING#1メニューでRamp useをonに設定する必要があります。

プログラム撮影では、シャッター速度（開放時間）はインターバル・タイムに合算されます。　昼間の撮影では
全く意識する事はありませんが、星空の撮影などスロー・シャッター時には注意が必要です。　　シャッター速
度を10秒とし、インターバル・タイムを4秒欲しい場合は、10+4=14、14秒と設定しなければなりません。

撮影残り時間がRAMPタイム+LEADタイムになった時点で、今度はRAMPタイムの間徐々に速度を下げて、
最後にLEADタイムの間モーターを停止して撮影を行います。

X3ptは最大5つのポイントをプログラム（記憶）できますので、最大4つの区間を設定する事ができます。　例
えば各区間の長さ（＝全てのモーターの回転数合計）が2：1：3：4の時に、総撮影枚数1000枚を設定すると、
撮影は最初の区間から200枚、100枚、300枚、400枚が区間ごとに撮影されます。

この領域に撮影したい総枚数を入力します。　300～9999枚の範囲で設定できます。　　入力された総枚数
は、自動的にプログラムされた区間ごとに、モーターの回転数に応じて比例配分されます。

なお、システムの都合上、LEAD-RAMP-LEAD撮影をOFFにしていても最小撮影枚数4枚だけは停止状態で
撮影されます。　（設定した撮影枚数に加算されて余分に撮影されます）

LEAD-RAMP-LEAD撮影は一定のLEADタイムの間レールモーターを停止し、その後RAMPタイムの間徐々
にモーター速度を上げて、設定したモーター速度に到達させます。

この領域ではLEAD-RAMP-LEAD撮影をする場合の、LEAD枚数(L)とRAMP枚数(R)を設定します。

X3pt Proの場合は、マニュアル撮影モードを選択すれば設定メニューで「インターバル・タイムにシャッター
開放時間を含めるか含めないか」の選択ができます。

運転開始後は、この領域には撮影中の区間の撮影予定枚数が表示されます。

設定したプログラム区間に対して設定するこの撮影枚数の多少により、1コマ毎に移動する距離が調整され
ます。（プログラム撮影での速度調整は撮影枚数の調整で行います）　少しずつモーションを与えたい時は
枚数を増やします。　大きくモーションを与えたい時は枚数を減らします。　X3pt Proでは区間毎に撮影枚数
の設定が可能ですが、X3ptでは自動計算された枚数でのみ撮影が可能です。

この領域ではインターバル・タイムを設定します。　単位は秒です。　最長99.9秒まで設定できます。

- 9 -



この領域は設定項目ではなく情報表示項目です。

この領域は設定項目ではなく情報表示項目です。

この領域も設定項目ではなく情報表示項目です。

　C.  運転の制御

予定枚数すべてを撮影すると、BEEP音を出して撮影を終了したことを知らせます。

最初はバッテリーの電圧が表示されています。　但し、撮影枚数設定時（後述）には入力した枚数を撮影する
のに何分かかるかを計算して表示します。（単位：m = 分）。　また撮影開始後には電圧と撮影終了までの残
り時間を交互に表示します。

ここには撮影した枚数を表示します。　　いつも撮影の進行状況を確認できます。

撮影する全区間の総枚数が表示されます。　上のFには撮影中の区間の撮影予定枚数が表示されるのに対
して、ここには総撮影予定枚数が常に表示されます。　　総撮影枚数には、システムの都合上LEAD-RAMP-

LEAD撮影の最小撮影枚数4枚（静止撮影）が加算されます。

以上の設定が終わったら、カーソルをこの領域に置いて、リモコンのCボタンを押します。　　表示はoffがon

に変わって、プログラム撮影を開始します。

再度Cボタンを押すと中断して終了します。　　またリモコンのZキーを押すと、---　表示に変わってPAUSE状
態となります。　再度Zボタンを押すと撮影を再開します。（撮影枚数のカウント、残り時間などの表示はリセッ
トされません）
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(2) プログラム・モード諸設定メニュー

　A. PGM SETTING#1 メニュー

※この行は、Proシリーズのみ表示されます。 (X3ptには表示されません）

　B. PGM SETTING#2 メニュー

「Uni-speed」の行では、ジョイスティックを上下に倒して、後述する「Rail Length」メニューでの設定を有効に
する（yes）か、しないか（no）を設定します。

「Rehearsal」の行では、ジョイスティックを上下に倒して、リハーサルを1回で終わるか（1-stop)、繰り返すか
（Repeat）を選択します。

「Ramp use」の行では、ジョイスティックを上下に倒して、LEAD-RAMP-LEAD撮影をするか（yes）しないか
（no）を設定します。

「Battery」は表示項目で、バッテリー電圧を表示します。

「Auto dim」の行では、何も操作しない時に液晶のバックライト照明が消えるまでの時間をジョイスティックを
上下に倒して0秒～99秒の範囲で設定します。 99秒に設定すると点灯しっぱなしになります。

「Play mode」の行では、プログラムした一連の撮影動作の繰り返しなどについて設定します。

ジョイスティックを上下に倒して「1-stop」を選択すると、１回撮影をしたら終了します。
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(3) プログラム・モード / マニュアル・モード共通諸設定メニュー

　A. MOTOR REVERSEメニュー

ジョイスティックを上下に倒して「Repeat」を選択すると、１回撮影をしたら、自動的に開始位置に戻り、再び同
じように運転/撮影を行います。　これを繰り返します。

例えばレールの動きは、レールのどちら側から見るかによって左と右は変わります。　撮影者が都合が良い
方に設定して下さい。　ここで向きを変えると、ジョイスティック操作でモーターを動かした時の動く方向が逆に
なります。

ジョイスティックを上下に倒して「BakRpt」を選択すると、１回撮影をしたら、自動的に逆方向に運転/撮影を
行います。　これを繰り返します。

ジョイスティックを上下に倒して「1-back」を選択すると、１回撮影をしたら一旦終了しますが、そこでCキーを
押すと今度は逆方向に運転/撮影を行い終了します。　終了する都度Cキーを押すと何度でも逆転して運転/

撮影を行います。

各モーターの回転方向を逆転できます。　m1がレール、m2がパン、m3がチルト・モーターです。　ジョイス
ティックを上下に倒すとYとNに切り替わります。　Y、N、そのものには意味はなく、変えれば現在の回転方向
が逆転します。
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　B. MOTOR SPEEDメニュー

　C. MOTOR POWERメニュー

各モーターの動作モードを選択できます。　m1がレール、m2がパン、m3がチルト・モーターです。　ジョイス
ティックを上下に倒すとモードがpulsとcontに切り替えられます。　pulsモードでは、モーターを動かす時にみ
電流が流れますが、contモードでは、静止している時にもその位置を保持する為に電流が流れます。　通常
はpulsにします。

ここで設定した回転速度と運転/撮影する時の回転速度は直接比例的に関係はしません。　主にジョイス
ティック操作で直接各モーターを動かす時に影響します。 　スピードがあまり速いとカメラが大きく振り回され
たり、短いレールを使うHドーリー等では可動端に激しくぶつかるなとの危険がありますので、最初は1～4程
度の値で反応を確かめた上で適宜選択するようにしてください。

各モーターの回転速度を調節できます。　m1がレール、m2がパン、m3がチルト・モーターです。　ジョイス
ティックを上下に倒すと数値が01から13の範囲で変わります。　01が最低で13が最速になります。　デフォル
トは04です。
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　D. RAIL uni-speedメニュー

　E. （区間別撮影枚数の設定方法）

この割振計算上の極端な偏りを補正するためにこの補正機能があります。

ところが、ドーリーの構造上パンやチルト・モーターの回転数に比べ、レール・モーターの回転数の方が圧倒
的に大きいので、そのまま割振計算すると、レール移動の多い区間には多くの撮影枚数が割振られ、レール
移動が少ない、或いはパンやチルトの移動が多い区間では撮影枚数が極端に少なくなってしまいます。

実際の移動距離より長い距離を入力すると補正が過度になり（パンやチルト移動がある、或いはよりパンや
チルト移動が大きいフレームでの撮影枚数が増えます）、短い距離を入力すると補正が不足します。（パンや
チルト移動がある、或いはよりパンやチルト移動が大きいフレームでの撮影枚数が減ります）

プログラム撮影では、全体の撮影枚数を入力すると、区間別に自動的に撮影枚数が割り振られます。　その
際にパン・モーターの回転数とレール・モーターの回転数の差が大きいので、設定した区間毎の撮影枚数が
適切に計算されて割振りされるように補正を行う目的で、撮影に利用するレールの移動長を入力します。

この画面は、3つのポイントを登録し2区間のモーションを設定し終わったところです。

複数の区間（ポイントが3箇所以上）を設定した場合、プログラムは全体の撮影枚数をそれぞれの区間に割
振りします。　この計算の基準になるのが各区間における全モーター（レール・パン・チルト）の回転数の合計
です。

以下の青色枠内の説明はProシリーズのみです

※「PGM SETTING#1」メニューのUni-speedでnoを選択した場合、各区間の撮影枚数は以下の通り、自

由に直接指定することができます。　この自由に撮影枚数を設定できると言うのがProシリーズの大きな特
長です。

まだ撮影枚数を設定していませんのでFの撮影枚数欄は0枚と表示されています。　　Fの下のTは全撮影枚

数を表示しますが、この段階では「1区間のデフォルト撮影枚数(300枚）×2区間＋最初と最後の静止撮影

の4枚＝604枚」が便宜上表示されています。

Proシリーズについては、このメニューは「PGM SETTING#1」メニューのUni-speedでyesを選択した場合

にのみ有効になります。　Proシリーズでは、Uni-speedでnoを選択すると、以下の様に、各区間枚の撮影
枚数を自由に設定できます。
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↓

↓

↓

カーソルをP3[3]の左側の3に移動して、2に変えます。　この状態は2番目の区間を意味します。　この段階
で、Fの欄には1区間のデフォルト撮影枚数である300枚が表示されます。

カーソルをFに移動して、撮影したい2番目の区間の撮影枚数を入力します。　ここでは700枚を入力しまし
た。　下のTの欄には「700枚＋残りの1番目の区間のデフォルト撮影枚数300枚＋静止撮影の4枚＝1004

枚」が便宜上表示されます。

カーソルをP2[3]の2に移動して、1に変えます。　この状態は1番目の区間を意味します。　この段階で、Fの
欄には1区間のデフォルト撮影枚数である300枚が表示されます。
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↓

(4) マニュアル・モード運転メニュー

　 A. モーションのマニュアル設定

マニュアル・モードで運転する際の操作メニューです。　

このメニューの何処にカーソルがあっても（INTVLのLの位置を除く）Cボタンを押すと、この領域がon表示に
なって運転を開始します。　（停める場合はもう一度押すと停止し、off表示に戻ります）

この領域にはoffまたはonが表示されます。  運転時はon、停止時はoffと表示されます。　PAUSE時は---と
表示されます。

運転中にZキーを押すとPAUSE状態となり---表示になります。　もう一度Zキーを押すと運転を再開します。

これで第1区間に800枚、第2区間に700枚の撮影枚数が設定されました。

この領域ではレール・モーターの動く方向と速度を設定します。(モーターM1)  最初の一文字はLまたはRで、
それぞれ左方向、右方向を示します。　速度は0.1～9.9の間で設定できます。　速度の数字はインターバル
毎の移動距離を表しています。　基本的に相対値ですので、実際に加減してどの程度の距離を移動するかを
確認して、目安としてお考えください。（およそmm単位に近くなっています。　5.0ならおよそ5mm前後になり
ますが、誤差があります。）

PAUSEした場合は、運転再開しても経過時間(T)や撮影枚数（C)はリセットされず継続されます。

カーソルをFに移動して、撮影したい1番目の区間の撮影枚数を入力します。　ここでは800枚を入力しまし
た。　下のTの欄には「700枚＋800枚＋静止撮影の4枚＝1504枚」が表示されます。

※プログラム撮影は最初にモーションを決めて自動運転させるモードですが、このマニュアル撮影では、各
モーターの方向と速度を直接設定しマニュアル運転させるモードです。　運転中に方向や速度だけでなく、
インターバル時間なども随意に調整・変更でき、撮影者が意のままに操ることのできるモードです。　この自
由度の高いマニュアル撮影モードを持っていると言うのがProシリーズの最大の特長です。
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この領域ではパン・モーターの回転方向と速度を設定します。(モーターM2)
最初の一文字はLまたはRで、それぞれ左回転、右回転を示します。
速度は0.1～9.9の間で設定できます。
相対値を表示していますので、実際に加減してどの程度の角度回転するのかを確認してお使いください。

相対値を表示していますので、実際に加減してどの程度の角度回転するのかを確認してお使いください。

　B. 撮影の為の設定

この領域ではカメラのシャッター速度を設定します。
0.1秒（1/10秒)～99.9秒の間で設定できます。　（カメラ側はB/バルブに設定）

0.1秒（1/10秒)以下の速いシャッター速度が必要な場合は、カメラ側で設定します。

この領域で撮影のインターバル・タイムを設定します。
0.1秒（1/10秒)～99.9秒の間で設定できます。

この領域ではチルト・モーターの回転方向と速度を設定します。(モーターM3)　　最初の一文字はUまたはD

で、それぞれ上回転、下回転を示します。　速度は0.1～9.9の間で設定できます。

カメラによっては0.1秒ではシャッターが確実に切れない場合があります。　適宜長く設定してご使用下さい。

このインターバル・タイムの設定値にシャッター開放時間（シャッター速度）を含むか含まないかは別メニュー
で設定します。（SETTING#2)

エンジン側では0.1秒ないしは0.2秒と設定し単にシャッターを押すだけの操作とし、カメラ側はM/マ
ニュアルに設定しシャッター速度を設定して撮影します。

- 17 -



この領域は設定項目ではなく情報表示項目です。

この領域は設定項目ではなく情報表示項目です。
既に撮影した枚数を表示します。

この領域は、情報表示項目ですが、上書き設定をする事もできます。
レールを全長移動した場合の最大撮影枚数を表示します。　撮影中にモーター速度、シャッター速度、イン
ターバル・タイム、RL on/offを変更した時には、自動計算しその結果を表示します。

この領域では、LEAD-RAMP-LEAD撮影をするかしないかを設定します。　する場合はonを選択し、別メ
ニュー（CAMERA RL）で具体的な設定値を入力します。
LEAD-RAMP-LEAD撮影は一定のLEADタイムの間レールモーターを停止し、その後RAMPタイムの間徐々
にモーター速度を上げて、設定したモーター速度に到達させます。

撮影途中でCボタンを押して停止させた場合は、その時点で枚数はゼロにリセットされますのでご注意下さ
い。　ZボタンでPAUSEさせた場合は、再開時にリセットされません。

ただし、レール速度設定の項で述べた通り、設定したインターバル毎の移動距離と実際の移動距離には若
干誤差がありますので、所定のレール位置まで移動する前にここに表示された枚数を撮影して終了してしま
う場合があります。　レール速度の設定値を調整すると共に、必要があれば、計算されたこのmの値に上書
きして、例えば720枚と入力して望む結果がでるように微調整して下さい。

運転開始後は、バッテリー電圧が交互に表示されます。

撮影残り時間がRAMPタイム+LEADタイムになった時点で、今度はRAMPタイムの間徐々に速度を下げて、
最後にLEADタイムの間モーターを停止して撮影を行います。（9ページの図表をご参照下さい）

設定されたレール・モーターの速度とインターバル・タイムを基に、レール全長を移動して撮影するのに必要
な時間を自動計算し、分単位で表示します。
残時間を表示しますので、撮影の進行につれ減っていきます。　撮影中にあとどの位の時間がかかるのか確
認できます。
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この領域は設定項目ではなく情報表示項目です。

　C. 運転の制御

予定枚数すべてを撮影すると、BEEP音を出して撮影を終了したことを知らせます。

(5) マニュアル・モード諸設定メニュー

　A. MANUAL メニュー

※マニュアル・モードの特長は運転開始後もいつでも全ての設定値をリアル・タイムに変更できる事です。
各モーターの回転方向や速度、シャッター速度やインターバルタイム等の全てを運転中（撮影中）いつでも
変更（調整）する事ができます。　撮影者がその時の被写体の変化に応じて自由に演出が可能になります。
レールが一定の場所まで進んだところで徐々にパンを動かし始めるなどの、自由な運転操作が可能です。

計算上の最大撮影枚数を表示します。　当初計算値を表示します。　前項のmの値を強制上書きして変更し
てもこの表示は変わりません。

再度Cボタンを押すと中断して終了します。　　またリモコンのZキーを押すと、---　表示に変わってPAUSE状
態となります。　再度Zボタンを押すと撮影を再開します。（撮影枚数のカウント、残り時間などの表示はリセッ
トされません）

以上の設定が終わったら、リモコンのCボタンを押します。　　表示はoffがonに変わって、マニュアル撮影を
開始します。

LまたはRにカーソルを置いた状態でリモコンのCキーを押すと、モーターは連続運転をします。　その状態で
ジョイスティックを上下させてL/R（又はU/D）を切り替えると回転方向が変わります。　モーターを停止させる
為にはもう一度リモコンのCキーを押します。　m1、m2、m3毎に独立してモーターが動作しますので、気をつ
けてください。

M1はレール・モーター、M2はパン・モーター、M3はチルト・モーターです。　それぞれのモーターを独立して
両方向に連続回転させる事ができます。　M1、M2はL（Left)とR（Right)に、M3はU（Up)とD（Down)に方向
を変えることができます。
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　B.CAMERA RL メニュー

　C. RAIL LENGTHメニュー

　D. SETTING#1 メニュー

yesに変更し、Cボタンを押すと、RAMPING撮影諸設定値、Rail Length、Buzzerなどの一部の設定内容が
デフォルト値にリセットされます。

実際に動く範囲のレール長を設定します。　この長さを元に、入力されたレールモーターの速度、インターバ
ル・タイム等から撮影に必要な時間、撮影可能枚数等を自動計算し、INTVL画面に表示します。

ランピング撮影（9ページ参照）をさせる時の、Lead inとLead outの枚数、およびRamp（inとoutは同枚数）の
枚数を設定します。　　INTVLメニューでRloffをRLonに変更した時に初めて有効になります.
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　E. SETTING#2 メニュー

オプションのリミットスイッチを取り付けた場合、レール両端まで移動して来た時に停止させます。

オプションのリミットスイッチを取り付けた場合、レール両端まで移動して来た時に自動反転します。　（繰り返
します）

操作時に随所でビープ音が出ますが、offに変更するとビープ音の発生を停止する事ができます。　これをoff

にすると起動時のビープ音も停止します。

インターバル時間にシャッター速度（シャッターが開いている間の時間）を含めるか、含めないかを選択しま
す。　特に星空撮影の場合は露出時間が長くなるので重要な設定です。　yesに設定していると、例えば10秒
インターバル・タイムを設定していても、露出時間が7秒の場合、実際のインターバル・タイムは3秒となりま
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X3pt / X3pt Pro単体で使用する時にはyesに設定します。

使用するローテーターにより適合するウォーム・ギア比を切替ます。

　X3pt / X3pt Proの場合： pT

　外付けでLX-Roate Pan/Tiltを使用する場合： pM

　外付けでSX-Rotate Pan/Tilを使用する場合： pS

8.　ビデオ撮影モード

(１)　モードの切替

INTVLメニューの冒頭のINTVLのLの位置にカーソルを移動します。

Use m2(360)は、レールを使わない時（PanとTiltのみ）にyesに設定し、レールを使う時はnoに設定します。
yesに設定すると、Panの360度回転移動を全運転区間として撮影可能枚数や撮影所要時間を計算します。
（通常はレールを使用しますので、noと設定する事により、レール全長移動を全運転区間として計算をしま
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(2)　モーターの操作

ビデオ撮影モードでは、3軸のモーターの方向とスピードを直接ジョイスティック・リモコンで制御します。

レール・モーションの操作　 ：　リモコン本体を左右に傾けると、傾けた方向に移動をします。　大きく傾けるほど高速で移動しますので、速度制御が簡単です。

パン・モーションの操作 ：　ジョイスティックを左右に傾けると、傾けた方向に移動をします。　大きく傾けるほど高速で回転しますので、速度制御が簡単です。

チルト・モーションの操作 ：　ジョイスティックを上下に傾けると、傾けた方向に移動をします。　大きく傾けるほど高速で回転しますので、速度制御が簡単です。

9.　注意事項

(1)

(2)

(3)

外部バッテリーや電源装置を接続した場合、安全スイッチや電源スイッチの位置に関係なく本体に電源が供給されますので、安全スイッチがOFFとなっている事を必ずご
確認下さい。

【電源】

ビデオ撮影モードにする為には、Lの文字の所でカーソルが点滅している状態で、リモコンのCボタンを押しま
す。　Cボタンを押す度に、L→m→L→m．．．と変化しますが、mにした状態がビデオ撮影モードとなります。
（写真矢印）

外部バッテリーや電源装置をお使いになる場合、供給する電圧が12Vまたは16.5Vに係わらず、安全スイッチ（丸いプッシュ・スイッチ）は必ずOFF（押し込まれていない戻っ
た状態）にして下さい。　 特に内蔵バッテリーに12Vの製品を搭載した場合、外部電源として12V以上を供給すると内蔵バッテリーにダメージを与える可能性があるだけで
なく、最悪発火事故につながりますのでご注意下さい。（電源スイッチはONでもOFFでも構いません）

電源はDC11V～16.5Vで動作をします。　標準の内蔵バッテリー、外部バッテリーは16.5V仕様となっています。　ADエンジンに使用する12Vのリチウム・イオン・バッテリー
でも問題なく動作しますが、16.5Vで動作させるとトルクが大きく増加します。　（2014年度までXエンジンは12V仕様で出荷しておりましたが、2015年度より16.5V仕様に変
更となりました）

内蔵バッテリーを充電する時は、電源スイッチ（赤いシーソー・スイッチ）と安全スイッチ（丸いプッシュ・スイッチ）は両方共ONの状態で行ってください。　両方共ONでないと
充電操作を行ってもバッテリーは充電されません。 また使用時に於いても、内蔵バッテリーを電源とする場合は両方のスイッチをONにして下さい。

※X3ptの場合はINTVLメニューがありませんが、運転プログラム設定の状態（P→p）で、同様な動作をさせ
る事が可能です。
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(4)

(5)

(6)

【16.5Vでの使用上の注意】

(1)

(2)

【ケーブル】

(1)

【使用環境】

(1)

【無線リモコン】

(1)

運転中に機器から離れる場合は、無線リモコンは機器の傍に置いて離れるようにして下さい。

(2)

(3)

エンジンに電源を入れ立ち上げた状態で、各モーターのケーブルは絶対に抜き差ししないで下さい。　その後の動作が異常になります。　ケーブルの抜き差しは、必ずエン
ジンの電源を切ってから行って下さい。

充電器は必ず純正製品をお使いください。　他の充電器など使用した場合は発熱・発火の危険がありますので、絶対におやめ下さい。

無線リモコンとエンジンがリンクを確立したあとは、無線リモコンとエンジンは常に相互に通信をし合ってリンク状態を維持しています。　運転中に無線リモコンをエンジンか
ら無線到達距離以上（数メートルです）離すと、リンクが解除され、エンジンはビープ音を出して運転を停止してしまいます。

エンジンには最小限のボタン・スイッチ類しかありませんので夜露などの水に対する耐性は強くなっていますが、極端に結露する環境下でのご使用の際は、全体をビニー
ル袋に入れる、タオル等で覆うなどで保護してください。　なお、オプションのレイン・カバーをご使用になれば、極端な結露環境はもちろん、小雨の中での撮影も可能になり
ます。（カメラも保護されます）　水濡れや結露による故障は製品の保証対象外となっておりますので、ご使用の際はご注意ください。

エンジンにご自分でオプション製品以外の外部電源をご使用の際は、電源の極性にご注意ください。　電源ジャックの中央のピン側がプラス、外側がマイナスです。  電源
の電流容量としては3A以上の物をご使用ください。　この場合は上記(2)の通りのバッテリー接続スイッチ操作を必ずOFFにしてください。

充電器には赤色と緑色のLEDがあります。　充電時は赤色が点灯し、満充電になると緑色が点灯します。

付属の充電ケーブルをリモコンの充電ジャックに挿入し、パソコンのUSBポートにケーブルを挿入すると充電ができます。　またiPhoneのAC充電器やシガーライターに差し
込むDC5V/USB出力アダプター等に挿入しても充電が可能です。

しばらくリモコンの操作をしないと、バッテリー節約の為にエンジンとのリンクが遮断され待機モードに入ります。（青のLEDが点灯状態から点滅状態に変わります）　この状態
では操作できませんので、再び使う時はリモコンのSYNCボタンを押して下さい。　再びリンクがされて青いLEDが点灯状態になります。

レールを斜めに設置した時の登坂力を上げるなど、回転トルクを高くする為に16.5Vの内蔵バッテリーは大変有効ですが、特にビデオ撮影などで長時間の連続高速運転
（タイムラプス撮影のような間欠運転ではなく、ジョイスティックを使った粗動運転やリハーサル運転）をするとモーター・ドライバーの素子が発熱して動作が不安定になる場
合があります。（スムースではなく引っかかるような動きをする等）　これを無視して継続使用すると故障の原因となる事がありますので、長時間の連続高速運転はお避け

外部電源端子にDC12Vの電源・バッテリーを供給して使用しすればこのような制約はなくなりますので、長時間の高速運転やビデオ撮影をご希望される場合は、12Vでの
ご使用を御願い致します。（内蔵用のDC12Vバッテリーも販売しております）

- 24 -



(4)

【ロゴについて】

(1)

※本製品は性能向上の為、外観や仕様、メニュー構成など予告なく変更する事があります。

SKYPIXの製品は米国にも輸出しておりますが、米国で既にSKYPIXが商標登録されている為、米国向け製品にはSKYPICSのロゴを使用しております。　この関係でロッ
トによっては日本で販売する製品にもSKYPICSのロゴが使用されている場合があります。　品質・性能に全く差はございませんのでご了承ください。

無線リモコンは、ケーブルの煩わしさが無い為大変便利ですが、電波環境によっては混信などの問題で正常に動作しない事があります。　撮影に行かれる時には、念の為
有線リモコンも携行されるようにお勧め致します。
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Skypix Japan

http://www.skypix.jp

〒357-0023
埼玉県飯能市岩沢741-4

info@skypix.jp
電話： 042-978-5681
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