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推奨設定、問題と対処方法 	 

NNuueennddoo 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 

 	 

下記に、様々な状況における推奨設定を説明します。 	 

 	 

動作環境//状況 	 推奨設定 	 

“プロジェクト同期設定”ダイアログ内の時間関

連((プロジェクト設定)) 	 をコンピューターのキー

ボードより変更する場合。 	 

((スタートタイム//長さ//小節数オフセット等)) 	 

設定変更の入力後に必ず 	 [[RReettuurrnn//EEnntteerr]] 	 を押します。

[[RReettuurrnn//EEnntteerr]] 	 を押さない場合、NNuueennddoo 	 44..33 ではプログ

ラムがフリーズします 	 ((44..33 より新しいバージョンでは

問題ありません))。 	 

SSyynnccSSttaattiioonn のファームウェアをアップロードす

る場合。 	 

必ず NNuueennddoo を終了してからファームウェアのアップロー

ドを実施してください。 	 

((NNuueennddoo が起動した状態でファームウェアをアップデー

トした場合、ファームウェアが破損する結果となります)) 	 

SSyynnccSSttaattiioonn がクロックジェネレーターおよびワ

ードクロックマスターの場合 	 ((その他のワードク

ロックジェネレーターが使用されていないとき))、

SSyynnccSSttaattiioonn からのワードクロック信号が各オー

ディオ機材に送信されます。SSyynnccSSttaattiioonn の初期ク

ロックは、各 NNuueennddoo プロジェクトのサンプリング

レート 	 ((クロックレート)) 	 と合わせてください。

これは自動的には設定されません。 	 

SSyynnccSSttaattiioonn の初期クロックレート 	 ((サンプリングレー

ト)) 	 は、SSyynnccSSttaattiioonn のフロント画面の“CClloocckk 	 0022--SSyysstteemm 	 

cclloocckk 	 RRaattee” 	 メニューから設定します。詳細は

SSyynnccSSttaattiioonn の取扱説明書をご覧ください。 	 

((メニューリファレンス 	 >> 	 CClloocckk 	 メニュー 	 >> 	 CClloocckk 	 0022 	 >> 	 

WW//CC)) 	 
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下記に、SSyynnccSSttaattiioonn および NNuueennddoo 使用時に起こりうるいくつかの問題とその対処方法を説明します。 	 

 	 

問題 	 対処方法 	 

WWiinnddoowwss 上で SSyynnccSSttaattiioonn が正常に認識されませ

ん。 	 

WWiinnddoowwss ユーザーは、必ず初めに UUSSBB ケーブルを

SSyynnccSSttaattiioonn とコンピューターに接続してから

SSyynnccSSttaattiioonn の電源を入れます。WWiinnddoowwss が起動している

状態で SSyynnccSSttaattiioonn の UUSSBB ケーブルを取り外した場合は、

再度 UUSSBB ケーブルを接続しても SSyynnccSSttaattiioonn 本体は

WWiinnddoowwss 上で正常に認識されない場合があります。この場

合は、必ず SSyynnccSSttaattiioonn の電源をオフにしてから UUSSBB ケー

ブルを接続します。 	 

何らかの原因で SSyynnccSSttaattiioonn のファームウェアの

アップロードに失敗したり、ファームウェアが破

損した場合。 	 

SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパネル上にある下向きのカーソ

ルキーを押しながら SSyynnccSSttaattiioonn 本体の電源を入れます。

SSyynnccSSttaattiioonn はファームウェアのアップロード用の特別

モードになります。次に、ファームウェアのアップローダ

ーを起動してから新しいファームウェアをインストール

します。詳細は、“SSyynnccSSttaattiioonn 	 ファームウェアアップロ

ードガイド”((PPDDFF ファイル)) 	 をご覧ください。 	 

TTaassccaamm 	 MMXX22442244ハードディスクレコーダーと同期す

る際に、MMXX22442244 が巻き戻し//早送り中にも関わらず

NNuueennddoo が再生します。 	 

設定状況:: 	  	 

SSyynnccSSttaattiioonn のタイムコードソース 	 == 	 MMTTCC 	 

マシンコントロール出力先 	 == 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 

マシンコントロール出力設定 	 == 	 MMiiddii 	 OOuutt 	 

TTaassccaamm 	 MMXX22442244 と同期する場合は、MMIIDDII の代わりに RRSS442222

シリアルケーブルを使用します。 	 

設定:: 	  	 

SSyynnccSSttaattiioonn のタイムコードソース 	 == 	 RRSS442222--OOuutt 	 

マシンコントロール出力先 	 == 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 

マシンコントロール出力設定== 	 RRSS442222--OOuutt 	 

NNuueennddoo のプロジェクトカーソルがプロジェクトの

スタートタイムあるいはタイムコード位置 	 

0000::0000::0000::0000 にジャンプしてしまいます。 	 

TTaassccaamm 	 MMXX22442244 ハードディスクレコーダーは、SSttoopp//PPaauussee

状態の場合には LLTTCC の有効なタイムコード位置を送信し

ません。TTaassccaamm 	 MMXX22442244 ハードディスクレコーダーと同期

する場合は、RRSS442222 シリアルケーブルをご使用ください。 	 

まれなケースとして、NNuueennddoo 起動時に 	 

“設定データが取得できませんでした” 	 という 	 

エラーメッセージが表示されます。 	 

 	 

このエラーが出ると、NNuueennddoo は SSyynnccSSttaattiioonn の内

部設定を読み込むことができません。この場合、

「SSyynnccSSttaattiioonn の設定を使用」を選択しても正常に

機能しません。 	 

NNuueennddoo を起動する際に「NNuueennddoo の設定を使用」を選択し

て、必要であれば SSyynnccSSttaattiioonn の設定を変更します。 	 

ご注意:: 	 もし NNuueennddoo を起動する際に「SSyynnccSSttaattiioonn の設

定を使用」を間違って選択してしまった場合は、以下の手

順に従います:: 	 NNuueennddoo を終了してから、SSyynnccSSttaattiioonn のフ

ロントパネル上にある下向きのカーソルキーを一秒以上

押し続け SSyynnccSSttaattiioonn の設定メニューを表示します。下向

きのカーソルで 	 ‘UUnniitt 	 0077’のページを開き、“FFaaccttoorryy” 	 
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設定を選択します。これにより SSyynnccSSttaattiioonn は、工場出荷

時の状態に再設定されます。 	 

詳細は、SSyynnccSSttaattiioonn の取扱説明書をご覧ください。 	 

（メニューリファレンス 	 >> 	 UUnniitt 	 メニュー 	 >> 	 UUnniitt 	 

0077--IInnssttaallll 	 TTeemmppllaattee） 	 

RRMMEE((AAuuddiioo 	 AAGG社))のオーディオインターフェースカ

ード用ドライバー・バージョン 33..00..8811 を使用する

際に、SSyynnccSSttaattiioonn の「拡張 SSyysstteemm 	 LLiinnkk」が 11～22

フレームずれることがあります。 	 

HHDDSSPP 	 ドライバーをアップデートしてください。 	 

22 つの NNuueennddoo ワークステーションを SSyynnccSSttaattiioonn 	 

を通して SSyysstteemm 	 LLiinnkk 	 で接続した場合、3322 サンプ

ルのずれ((オフセット))が生じます。 	 

SSyynnccSSttaattiioonn は、SSyysstteemm 	 LLiinnkk の出力に 3322 サンプルの遅延

を発生します。 	 

解決方法:: 	 

両方の NNuueennddoo ワークステーションを SSyynnccSSttaattiioonn を経由

せず直接 SSyysstteemm 	 LLiinnkk を通して接続します。次に、最初の

NNuueennddoo ワークステーションを以下の様に設定します:: 	  	 

“デバイス設定” 	 ダイアログ内の‘VVSSTT 	 SSyysstteemm 	 LLiinnkk’で

「AASSIIOO 	 出力」の接続先を設定します。「AASSIIOO 入力」は、“未

接続”にしておきます。トランスポートメニューから”プ

ロジェクト同期設定” 	 の「SSyynnccSSttaattiioonn の設定」ポップ

アップメニューを開き、プレシジョンタイムアライメント

設定を上記の“デバイス設定” 	 の AASSIIOO 	 出力とは異なる

接続先に設定します。 	 

ある特定のビデオデッキによっては、“11 フレーム”

のずれ((オフセット))が生じます。 	 

SSyynnccSSttaattiioonn に追加された以下の 22 つのメニューにより、

このフレームオフセットの処理が可能です。 	 

・ 	 “PP22OOuutt 	 >> 	 0055--DDyynnaammiicc 	 OOffffsseett”:: 	 接続されたマシン

は再生時にオフセット修正されます。 	 

・ 	 “PP22OOuutt 	 >> 	 0066--EEddiitt 	 OOffffsseett”:: 	 接続されたマシンが

編集//録音状態の場合、あるいはマシン上のトラック

が録音可能のときにオフセット修正を行います。 	 

オフセット値 	 ((--44 	 ～ 	 ++55 フレーム以内)) 	 の設定方法は 	 

NNuueennddoo 	 のバージョンによって異なります。 	 

NNuueennddoo 	 55..55..22 	 以前 	 :: 	 必ず SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパ

ネル上で設定してください。 	 

NNuueennddoo 	 55..55..33 	 以降 	 :: 	 SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパネル

上、または 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 設定ウィンドウで設定してくだ

さい。 	 
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NNuueennddoo 	 66..00..66 	 以前から 	 NNuueennddoo 	 66..00..77 	 以降に作業を引き

継いだ場合、オフセット値設定 	 ((++44 	 または 	 ++55)) 	 が正常に

引き継がれないことが判っています。 	 

 	 

必要に応じて、これらのオフセット値を再設定してくださ

い。NNuueennddoo 	 起動時に毎回設定が必要です。 	 

NNuueennddoo 	 66..00..77 	 以降 	 :: 	 SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパネル

上、または 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 設定ウィンドウで設定してくだ

さい。 	 

接続された機材//マシンで録音が開始しません。 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 に追加された以下の 33 つのメニューにより、

接続されたある特定の録音機材専用に録音コマンドを送

信することが可能です。 	 

・ 	 “PP22OOuutt 	 >> 	 0022--RReeccoorrdd 	 CCmmdd” 	 :: 	 PP22 出力への録音コマ

ンド送信を有効//無効にします。 	 

・ 	 “MMIIDDII 	 >> 	 0044--MMiiddii 	 OOuutt--RReeccoorrdd 	 CCmmdd” 	 :: 	 MMIIDDII 出力へ

の録音コマンド送信を有効//無効にします。 	 

・ 	 “UUSSBB 	 >> 	 0044--RReeccoorrdd 	 CCmmdd-->>NNuueennddoo” 	 :: 	 SSyynnccSSttaattiioonn か

ら NNuueennddoo への録音コマンド送信を有効//無効にしま

す。 	 

ご注意:: 	  	 

これらは初期状態では無効に設定されています。必要な

場合は有効に変更してください。設定方法は 	 NNuueennddoo 	 のバ

ージョンによって異なります。 	 

NNuueennddoo 	 55..55..22 	 以前 	 :: 	 必ず SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパ

ネル上で設定してください。 	 

NNuueennddoo 	 55..55..33 	 以降 	 :: 	 SSyynnccSSttaattiioonn のフロントパネル

上、または 	 SSyynnccSSttaattiioonn 	 設定ウィンドウで設定してくだ

さい。 	 

 	 


