
マニュアル / 詳しい使い方 

このマニュアルをご覧になる前に、必ずクイック・スタートをお読みください。 

撮影中の操作 

タイムラプス撮影中はカメラを揺らさないように注意してタイマーを操作をしなけ

ればなりません。 

撮影中にはいくつかの選択肢があります。 

• 回転ノブの回転：3 つあるディスプレイ・モードを循環表示します。： 

o 全画面表示モード 

 

o 最小表示モード：撮影枚数と残り時間（撮影枚数を設定した場合）の

みが表示されます。 

o 無表示モード：このモードではシャッターのトリガー毎にひとつのピ

クセルだけが表示されます。夜間撮影でタイマーからの発光を避けた

い場合に便利です。 

 

• 長押しすると、撮影を終了するか尋ねられます。 

• クリックすると撮影メニューに行きます。 
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 撮影メニュー 

⚫ Pause 

確認のあと、現在のタイムラプス撮影をポーズ（一時停止）します。 

 

⚫ Ramp interval 

撮影中のインターバル時間をなだらかに変化させます。 (詳細後述) 

    

⚫ Chnge No. Shots 

撮影中でも撮影枚数を可変できます。撮影中に終了を早めたり延長したりで

きるわけです。 

⚫ Flashlight 

OLED ディスプレイを星空撮影時などの前景照明に使います。(詳細後述) 

⚫ 長押しすれば元の撮影画面に戻ります。これらの操作で撮影は中断されてい

ません。 

インターバル・ランピング 

Interval Ramping は interval fairing とも呼ばれ、時間の経過に伴いインターバ

ル・タイムをなだらかに変化させます。例えば、日没時の撮影は短いインターバ

ル・タイムで始めて徐々にインターバル・タイムを長くして連続して星空や天の川

を撮影することが可能になります。撮影結果は、ゆっくりとした日没に続いて黄昏

を経て速度が遅すぎない完璧な天の川の動きにつながります。またこれは同時に天

の川撮影時点では十分な露出時間が取れることを意味しています。 
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LRT Pro Timer はインターバル・タイムのランピングだけを行います。ランパーと

呼ばれる露出時間、ISO、絞りをランピングしてホーリー・グレイル撮影を行う機

能ではありませんのご注意ください。自動ホーリーグレイル撮影を行うランパーと

しては、qDslrDashboard と言うソフトが便利です。 

※ 詳しくは、SKYPIX JAPAN 制作の日本語チュートリアル・ビデオ 

「qDslrDashboard を使った Holy Grail の自動撮影編」

https://vimeo.com/129959737 

を参考にして下さい。 

 インターバル・タイムのランピング設定 

⚫ どのモードで撮影しているときでもクリックして撮影メニューに行き、

Ramp Interval を選びます。 

     

⚫ 回転ノブを回して現在のインターバル・タイムから目標のインターバル・タ

イムに変わり切るまでの時間を選びます。 

   

⚫ 続いて目標（最終の）のインターバル・タイムを選びます。 

     

⚫ クリックして確認後、LRT Pro Timer はランピング撮影を始めます。画面

の上部に＊マークが表示されます。 
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 インターバル・タイム・ランピングの中止 

インターバル・タイム・ランピング撮影が進行中（＊マークが表示されてい

る）に長押しするとランピングは中断し、現在適用されているインターバル・

タイムで撮影が続行されます。 

モード 

メイン・メニューで回転ノブを回すと異なるモードを選択できます。 

 Timelapse (M) 

   

Timelapse (M) はほとんどのケースで使うモードです。カメラは M（マニュア

ル）モードで撮影します。 

 TL/Astro (B) 

   

TL/Astro (B)では 30 秒以上のバルブ撮影で使います。カメラは B（バルブ）で

撮影します。（多くのカメラは 30 秒以上の M モード撮影ができないため） 
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 Single/Bulb 

  

 Single/Bulb では M モードでも B モードでも一枚だけの撮影を行います。 

   

M モードでの Single/Bulb 撮影では 0.2 秒間のトリガー信号をカメラに送りま

す。シャッター速度はカメラの M モードで選択します。30 秒以上の露出が必要

な場合は、更に回転ノブを回すと Bulb Exposure の画面になります。 

  

クリックでカメラのシャッターが下ります。長押しすればいつものように前に

戻ります。 

   

また露出時間は好きなように調整できます。Open End 選択しバルブ露出時間

だけ操作します。Open End を選んでクリックで開始、もう一度クリックで終

了します。露出中は経過露出時間がカウントアップされて表示されます。 
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 Timed TL 

   

   

撮影開始予約日と時刻を設定します。設定しなければ Timelapse (M) モードや 

TL/Astro (B)モードと同じように動作します。 

 Periodic TL 

   

   

このモードはファームウェア・アップデート 22 から提供されています。これは

一日の中の一定時刻の間、毎日撮影を繰り返します。例えば朝 8 時から夕方 6

時までの間だけ毎日撮影を繰り返すことができます。 

 Custom TL 
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上級者向けの自由自在なモードです。これは他のすべてのモード（Periodic TL

モードは除く)を一緒にしたもので、大変自由な設定が可能になります。 

他のモードでは値の可変ステップが粗いのに対して、Custom TL ではインター

バル・タイム と露出時間を 0.1 秒単位で全域調整可能です。 

   

カスタム値を設定するには、時・分・秒の左右の移動は長押しとクリックで行

います。3 つのどれを可変しようとしているかは太字体で示され、下部に文字で

も表示されます。 

   

画面が次の画面に移った時には、タイマーは標準的な値を参考値として選んで

います。 

   

Custom TL は timed shooting（予約撮影）や interval ramping（インターバ

ル時間ランピング）なども可能です。他のセクションで説明していますのでご

参照ください。 

 Tools 
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このメニューには大変便利なツールがあります。現時点では flashlight（照明ラ

イト）が用意されていますが、今後ファームウェアのアップグレードで増やし

ていく予定です。 

Flashlight（照明ライト）は大変暗い環境下の撮影での前景照明の為に、LRT 

Pro Timer の OLED ディスプレイを利用した機能です。 

撮影中に shooting menu（撮影メニュー）からアクセスすることもできます。 

この照明機能を使う為には LRT Pro Timer のディスプレイを前向きにしてカメ

ラのホットシューに固定します。 

タイムラプス撮影の設定をし、撮影を始めたらクリックで shooting menu（撮

影メニュー）に移り、flashlight を選択します。 

四角の異なるパターンの画面を回転ノブを回して選択して、異なる輝度を選ぶ

ことができます。 
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 Settings 

   

デフォルトの設定を変えます。（詳細後述） 

 Status 

   

バージョン情報などのデバイス情報を表示します。 
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最初の情報画面ではソフトウェアのバージョン、ハードウェアのバージョン、

バッテリー充電量%、充電器稼働情状況、電源投入後の使用時間、および 2 番

目のカメラ・ポートの状況を表示します。 

2 番目の情報画面ではカメラ・ポート２つのグラフィック表示と下記設定に 従

った現在の状況を表示します。 

Settings 

   

   

Settings では、LRT Pro Timer の各種詳細を設定します。デフォルトで示され

るもので 95%のユーザーの選択は満たされると思います。普通は何も変えなく

てよいと思いますが、必要な時の為に目を通しておいてください。  

 Date/Time 

内蔵時計の現在の日付と時間を変更します。（クイック・スタート参照） 

 Release Time 
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ここではカメラに対して送るレリーズ時間（シャッターを押す時間）をミリ秒

単位で設定します。デフォルトは 200ms（0.2 秒）です。ほとんどのカメラで

問題はないと思いますが、シャッターが下りない時があるなど動作が不安定な

場合は値を少しずつ増やしてみてください。  

 Autofocus time 

   

オートフォーカスの為に、シャッターを切る前にミリ秒単位で空白のタイミン

グを取ります。オートフォーカスで撮影する場合は必要になるタイミングで

す。デフォルトは 100m 秒です。  

 DSLM（ミラーレス・カメラ） Standby time / Wakeup Time 

   

ミラーレス・カメラの多くは撮影数秒後にスリープ・モードに入ることが多い

です。この状態でタイマーが次のショットを撮ろうとしてもカメラが即座に対

応できず取り損なう可能性があります。そこで次のショットの前にカメラに信

号を送って「目覚まし」をさせる必要があります。デフォルトは 15 秒です。 

普通の一眼レフカメラを使用の場合は OFF にしてください。（5sec の下にあ 

る Disabled を選択する）  

 Decoupling time 
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デフォルトでは LRT Pro Timer はタイムラプス撮影を開始させてから 2 秒待っ

てから最初のシャッターを切り始めます。これはあなたがタイマーやカメラか

ら手を放して振動などを与える可能性を無くすためです。この秒数は変更でき

ますし、OFF（Disabled）にもできます。 

 Screensaver time 

   

デフォルトでは LRT Pro Timer は何も撮影していないと 1 分後にスクリーンセ

イバーが起動します。この時間は変更できますし、OFF（Disabled）にもでき

ます。 

 Video FPS 

   

ここでタイムラプス動画作成時の FPS（毎秒のコマ数）を設定できます。この

値は動画にした場合のそれまでの長さ（尺）を計算するのに使われます。24, 

25, 30, 50, 60 fps が選択できます。 

 Flip Screen / Screen orientation 
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このオプションではスクリーンを 180 度回転させます。これはタイマーをカメ

ラに設置して三脚に上下反対に搭載した時などに役立ちます。この時、回転ノ

ブの回転方向も逆になります。 

 Rotation Direction 

   

   

回転ノブの方向を自分の好みの方向に変えられます。Normal：普通 

inverted：逆方向 

 Custom Resolution 

   

   

このオプションで Custom TL Mode で撮影の時のインターバル・タイムと露出

時間を 1/100 秒単位で設定できるようになります。ただし LRT Pro Timer は正

確に 1/100 秒でシャッターを切れるようには設計されていません。普通はデフ

ォルトの 1/10 秒単位での使用をおすすめします。 

 

 

https://lrtimelapse.com/wp-content/uploads/2020/11/LRTPT3_78_Set_Rot2.jpg
https://lrtimelapse.com/wp-content/uploads/2020/11/LRTPT3_79_Set_Rot3.jpg
https://lrtimelapse.com/wp-content/uploads/2020/11/LRTPT3_81_Set_CustRes2.jpg
https://lrtimelapse.com/wp-content/uploads/2020/11/LRTPT3_82_Set_CustRes3.jpg


 Second Camera 

   

   

   

2 つ目のカメラ・ポートの利用機能を選択できます。 

・on (camera) – デフォルトでは一番目のカメラ・ポートと並列に動作し、2

台のカメラでの同時撮影に使います。 

・off (save battery) – バッテリー電源節約のために 2 番目のポートを OFF にし

ます。バルブ・モードで長時間露出を行う時に効果があります。（大きな差ではあり

ません） 

・motion trigger – ドーリーやローテーターなどのモーション装置との連動（トリ

ガー信号を送る）をさせます。インターバル・タイムが終了する数秒前にトリガー信

号が出力されます。デフォルトは 2 秒前です。これにより、インターバル・タイム内

にモーションを開始させ、終了させて撮影像に影響がないようにできます。 

＊インターバル・タイムが短い場合、モーションの内容によっては移動し切れない場

合があります。このような撮影をする場合は、インターバル・タイマー機能を内蔵

したプログラム・モーション装置であれば失敗のリスクはありません。（例：

SKYPIX 製モーション装置 http://www.skypix.jp/index3.html） 
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 Motion Trigger Delay 

   

インターバル・タイム終了の何秒前にモーション・トリガー信号を送るか設定

します。（前項参照）. 

 Hardware Version 

   

LRT Pro Timer の 2.0 ハードウェアを使用の場合のみ 2.0 を選択してくださ

い、他の場合は Auto のままで結構です。 

 Write settings 

   

設定内容を内蔵のメモリーに保存します。普通はそれぞれの設定値を変更する

都度自動的に保存されまが、ここで改めて保存動作をすることができます。 

 Factory reset 

   

LRT Pro Timer の諸設定を工場出荷時の設定に戻します。これはファーム・ウ

ェアには影響しません。設定値などを保存した内蔵フラッシュ・メモリーのみ

を書き換えます。 
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