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NINJA Vのユーザー登録はお済でしょうか？
お買い上げ日から1年以内にご登録頂くと保証期間が1年から3年に延長されます。
ユーザー登録を頂いたお客様には、
最新のアップデート情報をご提供致します。
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はじめに

安全にご利用頂くために
Ninja Vは安全性を配慮した設計をおこなっておりますが、下記の点を注意して頂

くと、
より安全で製品の寿命も長くお使いいただくことができます。

Ninja V を安全にお使い頂くために
Ninja V は同等の他製品と比べると非常に軽量ではありますが、
固い物体であるこ

とに変わりはありません。誤った使い方をすると危害を及ぼす恐れがあります。

• Ninja Vをご使用なさる際は、落下しないようにしっかり固定されているか

ご確認ください。特に幼い子供が近くにいる場合、
必要に応じてケーブルをひっ
ぱっても落下しないよう十分に固定してください。

•	
Ninja Vに接続されているケーブルがはっきりと見え、
ひっかけ転倒の恐れがな
い場所にあることを必ず確認してください。

• 平らでない場所や不安定な場所に置かないでください。
•	
Ninja Vの背面にあるドライブスロットにNinja Vマスターキャディー2又は
AtomX SSDmini以外のものを挿入しないでください。

•	
Ninja Vの液晶画面に、
鋭利なものや金属製品、
研磨剤の含まれたもので触れな
いでください。

• 強電界や強磁界にさらさないでください。
• 液体、雨、湿気にさらさないでください。
•	
Ninja Vがご不要になった際は、
一般ごみとして廃棄したり燃焼せず、
安全に処分
するため、
必ずお住まいの地域の規制に従ってください。

ディスクドライブの取り扱いについて
HDD
（ハードディスク）
やSSDは静電気による損傷を非常に受けやすいため、
取り扱う
際には一般的な静電気対策を講じるようにしてください。
ディスクドライブの取り扱い、
ケアに関しては詳細を本マニュアルの
「機械的衝撃&
振動」
にてご確認ください。

HDMI ケーブルについて
HDMIケーブルにはロック機構が備わっておりません。引っ張ったり、
引っかかったり
しますと、
容易に接続が途切れてしまいますので取り扱いにはご注意ください。ケー
ブルがしっかりと接続されていることを確認し、
適切な長さのケーブルをご使用い
ただくことをお勧め致します。

ユーザーマニュアルで使用されるマーク
極力わかりやすい説明を試みて、マニュアルでは使用するマークを2つに限定し

ました:

初めての方に役立つヒントやご提案、注意事項
を記載しています。

重要な注意点や警告を示します。

Warranty & Conditions
International Hardware Limited Warranty
ATOMOS warrants that:

• The main product, not including the IPS screen, or any external accessories,
will be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year
from the date of purchase; or 3 years upon completion of product registration
within 1 year from the date of purchase at www.atomos.com
• The TFT/LCD, HDD/SSD Docking Station, Master Caddy II and Cable will
be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year
from the date of purchase.
This warranty is exclusively for the benefit of the original purchaser and is
not assignable or transferable.
If during the warranty period the product is shown to be defective
ATOMOS may at its option:
a) replace the goods or supply equivalent ones,
b) repair the goods,
c) pay the cost of replacing the goods or of acquiring equivalent ones and
d) paying the cost of having the goods repaired;
The customer must notify ATOMOS of any defect in the goods in writing
prior to the expiry of the warranty periods set out above. The customer
will be solely responsible for returning the goods to ATOMOS or its
authorized distributor. Upon acceptance of a warranty claim by ATOMOS,
where ATOMOS repairs or replaces the goods, it will be responsible for
reasonable shipping costs incurred in sending the goods to the Customer,
provided that customer is located in a country in which ATOMOS has an
authorized distributor or repair center or agent.

Warranty Exclusions

This warranty applies only to defects in workmanship and does not cover
defects caused by:
• Neglect;
• Improper or negligent acts or omissions;
• Repairs or attempted repairs;
• Tampering with or modification of the goods;
• Connection to incompatible equipment or power sources;
• Exposure to water or weather;
• Exposure to magnetic fields or corrosive liquids or substances;
• Physical damage
Except as stated in this warranty, Atomos, it’s vendors, agents, resellers
and distributors disclaim in their entirety all other warranties, express or
implied, including without limitation all warranties of merchantability or
fitness for a particular purpose. The remedies outlined in this warranty
are the exclusive remedy a customer from defective goods, which are
subject to the warranty.

Atomos does not warrant that the goods will operate in a manner that is
error free, or uninterrupted. The goods are not intended to be the primary
or only data storage device for data – customers are solely responsible
for back up and protection of data.

Software License Agreement
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY. THIS IS A LICENSE
AGREEMENT.
This ATOMOS software, related documentation, any included sample
images files (the “Software”), is protected by copyright laws and
international copyright treaties, as well as other intellectual property laws
and treaties. The Software is licensed, not sold.
This End User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between
you (either an individual or a single entity) and ATOMOS with regard to
the copyrighted Software provided with this EULA. Use of the Software
provided to you by ATOMOS in whatever form or media, will constitute your
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acceptance of these terms, unless separate terms are provided
by the software supplier, in which case certain additional or different
terms may apply. If you do not agree with the terms of this EULA, do not
download, install copy or use the Software. By installing, copying or
otherwise using the Software, you agree to be bound to the terms of this
EULA. If you do not agree to the terms of this EULA, ATOMOS is unwilling
to license the Software to you.
1.	Eligible licensees. This Software is available for license solely to
purchasers of the ATOMOS Ninja V, who have purchased a unit
manufactured by ATOMOS Ninja V and purchased through an ATOMOS
authorized reseller, with no right of duplication or further distribution,
licensing or sub-licensing.
2.	License Grant. ATOMOS grants you a personal, non-transferable and
non-exclusive right to use the copy of the Software provided with this
EULA. You agree you will not copy the Software except as necessary
to use it with the ATOMOS Ninja V. You agree that you may not copy
the written materials accompanying the Software. Modifying, reverse
engineering, translating, renting, copying, transferring or assigning
all or part of the Software or any rights granted hereunder, to any
other persons or reverse engineering the hardware on which the
Software runs, is strictly prohibited. The software is license, not sold.
You acknowledge that no title to intellectual property in the Software
is transferable to you. You further acknowledge that title and full
ownership rights to the Software will remain the exclusive property of
ATOMOS and/or its suppliers, and you will not acquire any rights to the
Software, except as expressly set forth above. All copies of the software
will contain the same proprietary notices as contained in or on the
Software. All title and copyrights in and to the Software (including but
not limited to any images, animations, video, audio, text incorporated),
the accompanying printed materials, and any copies of the Software are
owned by ATOMOS or its suppliers.
3.	Reverse engineering. You agree that you will not attempt, and if you are
a corporation, you will use your best efforts to prevent your employees
and contractors from attempting to reverse compile, derive circuits,
modify, translate or disassemble the Software and/or the Atomos Ninja
V in whole or in part. Any failure to comply with the above or any other
terms and conditions contained herein will result in the automatic
termination of this license and the reversion of the rights granted
hereunder by ATOMOS.
ATOMOS reserves the right to terminate this license without prejudice to
any additional recourse ATOMOS may have against you if you violate any
of its terms and conditions.

Notice
Copyright © 2018 ATOMOS Global Pty Ltd (‘referred to as ATOMOS’).
All rights reserved. All information in this document is subject to change
without notice. No part of the document may be reproduced or transmitted
in any form, or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying or recording, without the express written permission
of ATOMOS. A reference to ATOMOS includes its related entities,
subsidiaries and parent company.

Trademarks

Ninja V and ATOMOS are registered trademarks of ATOMOS.
Apple, the Apple logo, AppleShare, AppleTalk, FireWire, iPod, iPod Touch,
Mac, and Macintosh are registered trademarks of Apple Inc. Final Cut Pro,
QuickTime and the QuickTime Logo are trademarks of Apple Inc. DNxHD,
DNxHR and Avid logo are registered trademarks of Avid Technology, Inc.
All other trademarks are the property of their respective holders.

REGISTRATION + WARRANTY UPGRADE
Register within 12 months of purchase date to upgrade
your standard 1 year warranty to a 3 year warranty.
Visit: www.atomos.com/register
Registered users receive updates of all AtomOS updates upon release.
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はじめに

5 インチ 4Kp60 HDR モニターレコーダーAtomos Ninja V
をお選び頂き誠にありがとうございます。
超高解像度スクリーン搭載の軽量アルミニウム合金ボディ、
波
形モニタリング、
ベクトルスコープ、
フォーカスアシストを始めと
するプロダクションに必須のツール、
世界最高峰のHDRモニタ
リングサポートを誇るNinja Vは、
あなたが探し求めていたクリ
エイティブかつ商業的優位性を提供します。
本書は、
撮影中に役立ち、
現場やポストプロダクションにおける
ワークフローの短縮化を実現するNinja Vの驚きの全機能を解
説するユーザーマニュアルです。
下記サイトから製品登録を行いますと最新のファームウェア情
報などが得られますので是非ご登録ください
www.atomos.com/support
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1. 同梱品について

構成部品リスト:

• Ninja V

• マスターキャディー 2 + 取付けネジ
• AC電源アダプター 12V-3A
• バッテリーエリミネーター

• Ninja V クイックスタートガイド
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Atomosでは従来のシリーズと互換性のある設計を取り入れ
ております。例えば、
バッテリーや充電器など、
従来のシリーズ
をご導入頂いているお客様は、
今までご使用のものもそのまま
ご利用頂けます。あるいは、
スタジオ内でのAC電源でご利用
いただくお客様からするとバッテリーも充電器もなくてもかま
わない製品です。
Atomosでは、
最小限必要なものだけをセットに含め、
お客様の
ご使用方法により必要になったものは、
オプション品として揃え
られるように心がけています。
また、
収録の長さに応じて必要な容量が異なる記録メディアや、
カメラによって異なるケーブルなど、
ご利用の目的に応じて内
容が異なるものも、
別売品としてご用意致しました。
パワーキット、
アクセサリーキットなどのお得なアクセサリーや
AtomX製品などの詳細はAtomos公式WEBサイトにてご覧
頂けます。
また、
Atomos社が検証を実施し互換性のある記録メディアの
最新情報は、
下記WEBサイトからご確認頂けます:
www.atomos.com/drives
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2. お客様にご用意いただくもの
記録メディア
（HDD/SSD）
Angelbird、
SONYと技術協力を行い、
Atomos Ninja Vに最適な新しいメディア
を開発しました。
このAtomX SSDminiは通常のSSDより小型でありながら、
従来の
HDD/SSD同じSATAコネクターを採用し、
従来のAtomosレコーダー、
ドッキング
ステーションとも互換性を維持しました。AtomX SSDminiは、
マスターキャディー2
を使わずにご利用頂けます。

スピード＆信頼性が主な要因です。気をつけるべき点は以下となります:

•	ディスクドライブのデータ転送速度はメガバイト/秒で表示され、
コーデック

のデータ転送速度はメガビット/秒で表示される傾向にあります。一見難しく
感じますが、
「8」
で割るだけでメガビットからメガバイトへ簡単に変換できま
す。例えば、
220メガビット/秒で収録している場合、
220÷8=27.5、
つまり
27.5メガバイト/秒といった具合です。

•	4K収録の場合は、HD収録の約4倍の速度でデータが転送されることになり
ますから、
4Kの書き込み速度要件を満たしているドライブであることをご確
認ください。
Atomos では、
常時、
ハードドライブの検証を実施しております。
ドライブをお買い
求めいただく前にこちらのリンクにてご確認ください。
www.atomos.com/drives

回転盤を伴うHDDの機械的衝撃＆振動
ハードディスクは精密機器であり、丁寧に取り扱う必要があります。機械的ドライブ
を使用するか、半導体ドライブを使用するかは意図されている撮影環境次第です。

Atomos 4K モニターレコーダーは、
一般的に普及している2.5インチ SSDを標準
的な記憶媒体として採用しています。世界最大手のドライブ製造会社と密接に連携
し、
より多くのオプション品を推奨できるよう取り組んでいます。SSDは、
高速転送
が必要な4K収録時やハードディスクが苦手な厳しい制作現場の環境下の収録時に
必須となります。

機械的特性が異なる多種多様なドライブが存在することから、残念ながら厳格な
ガイドラインを提示することができません。同タイプのドライブであっても相違点
が見つかることすらあるからです。
弊社の検証結果によると、激しい振動や機械的衝撃がなければ、大抵の場合、機械
的ドライブをご使用いただいても問題ありませんが、揺さぶられたり、硬い表面に
落とされたりする可能性がある場合にはお勧めできません。

回転盤使用時の注意点：

• ハードディスクの構造上、停止しているときにはある程度の衝撃に耐えられ

ますが、
動作中は振動に弱くなります。ハードディスク自体にダメージが無く
ても、
収録中もしくは収録済みのファイルに問題が生じる恐れがあります。予
め、
普段撮影なさる環境下でテストを行い、
問題なく収録ができることを確認

どのドライブを使用したらよいのでしょうか？
ハードディスクやSSDは非常に種類が多く、
日々新しいモデルが現れます。そのた
め、
どのドライブを選べばよいか迷われるかと思います。Atomosではデータ損失
や読み込みエラーを回避するべく、検証を実施し認定したSSDでの運用を推奨し
ています。
Atomosではそれらすべてのドライブをテストすることはできませんが、
お勧めの

してからご利用頂くことをお勧めします。

•	収録中、Ninja Vに衝撃を与えたり、揺さぶったりしないでください。
• 4K ビデオの収録時には回転盤ドライブ
（HDD）
を使用しないでください。
•	ドライブによって、衝撃への耐性、振動や移動中に収録を継続する能力が大
きくことなる点に気づかれるはずです。

ドライブを探すためのガイドラインをいくつかご紹介致します。
半導体ドライブ
（SSD）
：4kUHDp30までの録画に対してはSSDの使用を推奨しま
す。4kDCIp60の録画に対しては高速な書き込み速度を保証しているSSDの使用を
推奨します。
※推奨ドライブは収録の解像度、
フレームレートによります。推奨ドライブについては
下記をご参照ください。
www.atomos.com/drives
回転盤ドライブ（HDD）
：推奨致しかねます。
HDDは、物理的にディスクが回転して書き込む構造のため4K収録時の転送速度
に適しておりません。また、停止時にはある程度の衝撃に耐えられますが、動作中
は振動に弱くなります。手持ち撮影時など、
ハードディスク自体にダメージがなくて
も、収録中、収録済みファイルに不具合が生じる恐れがあります。
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2. お客様にご用意いただくもの
バックアップ＆アーカイブ
記憶媒体は、
それがテープであれ、
光学ディスクであれ、
回転盤であれ、
フラッシュメ
モリーであれ、
絶対に不具合が生じないものはありません。
収録コンテンツの管理を行う際は、
この点を忘れないようにしましょう。少なくとも、
記憶媒体に何らかの不具合が突然生じた際、
ご自身やお仕事に及ぶ影響を考慮し、
それに準じたバックアップをとっておくことをお勧めします。

標準 1/4インチ又は 3/8インチ マウント/アーム
Ninja Vは様々な撮影を想定して設計されています。その一つが、
カメラアクセサ
リーを取り付け可能な、
マウントオプションです。本体には3/8-16 及び1/4-20ス
クリューマウントが天面、底面にあり、
アームやマウント、
ケージを複数取り付けて
もしっかりと固定できるように、ARRIの回転防止ピンシステムも装備されていま
す。Shape、SmallRig、Wooden Cameraなど、各社最新のマウンティングソリュ
ーションに対しても互換性があります。ご使用の機材環境に併せて、最適な取り付
け方法でご利用頂けます。

ファイルの削除
Ninja Vに搭載のAtomOSには、
ファイルの削除機能を備えていません。また、
コン
ピュータなどでファイルの削除を行うことも推奨していません。Atomosではデー
タを安全に書き込むことを重視し、
ファイルを削除した際に生じてしまう断片化で不
具合を生じさせることがないように、
このような仕様で設計致しました。
撮影を行う前には、
ディスクドライブのフォーマットを行ってからご利用頂くことを
推奨します。詳細は12ページをご参照願います。

Ninja V（上面図）
：3/8インチのネジ穴に1/4インチ変換アダプターが装着。ARRI
回転防止マウントシステム。下は一般的にカメラ＆ビデオ専門店で入手可能なトラ

HDMI ケーブル

イポッドとホットシューマウントの例。

適切なグレードのHDMIを使用し、断線や転送エラーが生じないよう、
コネクタを
保護することを推奨します。信号の不具合はHDMIケーブルの断線や長さが長す
ぎることが起因するケースが多々あります。
Atomosでは、
お客様のカメラとNinja Vの接続に最適なプロ仕様のHDMIケー
ブルを幅広く取り揃えております。4Kp50/60収録にはAtomos HDMI 2.0ケー
ブルのご利用を推奨します。
HDMI ケーブルはどれも同様に製造されているわけではなく、
多種多様な品質で市
販されているため、
必ず、
撮影前にご使用になるケーブルをテストするようにしてく
ださい。特に 4kp50/60収録を行う際には重要な作業となります。高速度をうたっ
ていながら、
高品質のシグナルを維持するために必要なシールディングがケーブル、
コネクターの双方に施されていないものが多々出回っているからです。収録に影響
を及ぼすようなエラーがシグナルに含まれていると、
Ninja Vがこのような入力に対

固定マウントは、
HDMI、
電源、
リモート、
オーディオ接続の操作性と安全性を大いに
高めます。関連情報については10ページをご参照ください。

してロックされてしまう恐れがあります。
カメラ、Ninja Vそれぞれの接続を確認し、
シグナルのドロップアウトが生じな
いよう正しく接続してください。

収録時にHDMIケーブルが外れますと、画面に“Skippy”マークが表示されま

す。マークをタップしますと、
“Skippy”
マークが消え、次の通知まで表示され
ません。
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3. マスターキャディー2にディスクを装着するには
マスターキャディー2への装着方法
ケース不要のAtomX SSDmini以外のディスクをご利用頂く場合には、
下記の手順
に従って同梱のマスターキャディー2に取り付けてください。
装着方法はとても簡単です。マスターキャディー2の上蓋を外し、
SSDを入れた後、
再
び蓋を閉めて、
付属の4本のネジで固定するだけです。マスターキャディはNinja V
に挿入しますのでネジの頭が飛び出さないようにしっかりと固定する必要がありま
す。ですが、
ネジの締めすぎないようにご注意ください。
ディスクが入ったマスターキャディー2をNinja Vやドッキングステーションに挿入す
るだけでご利用頂けます。

マスターキャディー2にディスクを装着する手順で問題になることは少ないと思い
ますが、
もしはまりにくい場合には、
ディスクとマスターキャディーのネジ穴の位置
を目視で整えてからネジを締めると正しく装着することができます。

HDDとSSDは静電気が悪影響を与える恐れがありますので、通常のディスクの取
扱注意事項に沿ってご利用願います。特に端子に触れると静電気で回路基板を破
損させる原因になりますので、SATAコネクターには絶対に触れないようご注意
下さい。

また、
マスターキャディーを挿入する際は、
ディスクコネクターがNinja Vのスロット
と合う方向でしっかりと奥まで差し込んでください。マスターキャディーはしっかりと

マスターキャディー2ドライブには、
これまでのAtomosレコーダーとの後方互換

固定する必要はありますが、
強く押し込みすぎないようにご注意ください。

Ninjya Vでご利用いただけません。

1

性があります。ただし、溝が片方の側面にしか入っていないマスターキャディ1は

慎重にマスターキャディー2にディスク
を挟み込みます。
付属のネジをドライバーでとめます。

３つを重ね合わせます。

2

付属のネジをドライバーでとめます。

ディスクとケースの位置を揃えて、
付属の4本のネジで固定します。
このとき、
締め付けすぎないようご注意ください。
ネジを締める際、
角を抑えて行うと作業が行いやすく
なります。

Ninja Vでマスターキャディー2をお使いになる前に4本のネジが正し
く締められ、はみ出ていないことをご確認ください。ネジが緩んでい
ますと、
スロットから抜けなくなる恐れがあります。

AtomX SSDmini登場
Atomosは、
進化してゆくレコーダーモニターに最適なSSDメディアを設計す
べく、
世界最大手のメディア製造会社とタッグを組んでいます。新しいAtomX
SSDminiは、
従来の SSD よりも 20% 小型化しつつも標準の SATA III コネクタ
ーを採用。
クレバーエクステンションハンドル
（SSDminiアダプター）
を装着します
と、
これまでのAtomos製品でもご利用頂けます。
この小型でスリムなSSDは、
Atomos社のパートナーであるAngelbirdとソニーに
よる真の技術革新です。Angelbird製1TB AtomX SSDminiの写真
（右）
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4. Ninja Vの電源
バッテリースロット
バッテリーを取り付け
る際、
溝に沿って、
カチ
ッと音がするまで押し
下げます。
取り外す際は、
ロック
解除ボタンを押しな
がらバッテリーを上
にスライドさせてく
ださい。

電源の選択
Ninja Vの電源は、同梱のAC電源バッテリーエリミネーター 又は互換性のある
DCバッテリーをご利用頂けます。すでにAtomos製品をお持ちの際は、そちらの
バッテリー
（NP-Fシリーズ）
もご利用頂けます。
バッテリーエリミネーター
Ninja Vにはバッテリーエリミネーターが同梱されています。
この製品は、
Ninja V
のバッテリースロットに挿入し、
AC電源アダプター出力のDC電源を接続するための
ユニットです。Atomos製品専用で、
Atomos DC to D-Tapコイルケーブルでもご
利用頂けます。
バッテリー
別売品のAtomos NP-F 互換バッテリーや Atomos パワーキット でご利用頂くこ
とを推奨します。Ninja Vでは、
互換性のある標準NP-Fバッテリーもご利用可能で
す。新しいバッテリーを使用される際は、
対応の充電器を使用し十分に充電してくだ
さい。バッテリーを取り付ける際は、
カチッと固定されるまでスロットに差し込み、
取
り外すにはラッチを押しながら引き抜きます。
バッテリーを廃棄する際には必ず完全に放電させてください。端子が何らかのはず
みでショートしてしまうのを避けるため、絶縁テープで覆ってください。
焼却処分は、
リチウムイオン電池の取扱認可及び許可を受けているごみ処理施設で

目的に応じたバッテリーをお選びください
サイズ

セル

5200mAh

4

バッテリー駆動時間*
最長2時間

7800mAh

6

最長3時間

バッテリーエリミネーター

-

AC電源アダプターから常時接続

D-Tap

-

外部バッテリーに依存

* 4Kp60時のモニター/収録時のバッテリー駆動時間
Atomos NP-F シリーズバッテリーのご利用を推奨します。

DC to D-Tap コイルケーブル
別売のAtomosアクセサリー、DC to D-Tap コイルケーブルを使用し、外部バッ
テリーから電源供給を行うこともできます。ただ単に、D-Tapコネクターを電源に
接続するだけです。その際、電源の出力が16.8V DCを超えないようにご注意く
ださい。
Ninja V バッテリー及びモジュラーアクセサリーはデバイスの外部に取り付けて
使用する為、
しっかりと固定されるつくりです。これは落下防止のためです。従っ

行う必要があります。廃棄予定のゴミ処理施設でリチウムイオン電池を取り扱える

て、バッテリーラッチが固く感じ、
かなりの力を要するかもしれません。現場で素早

かご確認の上廃棄願います。

く交換できるように予め何度か着脱の練習を行うことをお勧め致します。

Atomos NP-F バッテリー充電器（別売品）
Atomos NP-F バッテリー充電器は急速充電を実現しつつ、軽量で持ち運びも重
視して設計されています。
滅多にないケースですが、充電に不具合があるとき、一番目のLEDライトが赤く素早く
点滅します。

バッテリーの寿命を延ばすために、80%まで急速充電した後、残りの20％はゆっく

りと充電されます。

バッテリーの充電時間は均一ではなく、最初は急速に充電し、徐々にゆっくりと充電

されます。充電時には、充電状況に応じてライトの位置が移動し赤色に点滅します。
充電が90％に達すると、全てのライトが点滅します。この状態でご利用頂くのが最

もバッテリーの寿命が延び、
お勧めです。4つ全てのライトが点滅した後もバッテリ

ーを充電し続けると細流充電モードに切り替わり、残りの10％が充電されます。細流
充電が完了し、充電が100％に達すると全てのライトが消灯します。
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4. Ninja Vの電源
ファン換気

電源オン
+ 強制電源オフ

リリース
ボタン

タリーライト
収録中は赤色点滅

Ninja V を起動するには

バッテリー - メニュー画面

電源ボタンは画面を手前にしたとき、本体の右側にあります。電源を入れる際、充
電済のバッテリーを装着し、Ninja Vの本体右上側面にある窪んだ丸いボタンを軽
く押してください。数秒後、Atomosのロゴが現れたのち、Ninja Vのホーム画面
が表示されます。

Ninja V 電源を切るには
本体の電源を切るには、
ホーム画面の右上にあるバッテリー アイコンをタップし、
緑色の Power
（電源）アイコンを4秒間長押しします。
長押していますとアイコンが赤に変わり、
電源が切れます。また、
強制的に電源を切
る場合にはon/offボタンを4秒間長押ししてください。

4秒 はとても長く感じられるかもしれません。ですが、収録中に誤ってボタンに触れ

て電源が切れてしまわないようにこのように設計されています。

Ninja Vの電源を入れるとき、電源ボタンを長押ししないでください。長押しします

と、
ファームウェアリカバリーモードで起動します。誤って長押ししてしまった場合に
は本体の電源を切るか、電源を取り外してください。

放熱を妨げないように、通気口をふさがないでください。

電源を切る
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5. Ninja Vの接続端子
4

5

1

2
6
3

1. Mic/Line（マイク/ライン）入力

電源ボタンの下にあるのが3.5㎜入力ジャックです。ヘッドフォンでモニタリングし
たいチャンネルの選択と音量調整をオーディオコントロールセクションで行えま
す。モニタリングモードを開くには、
タッチスクリーンの右上にあるオーディオメー
ターをタップし、
ホーム画面に戻るにはタッチスクリーンの右下にあるボタンをタッ
プしてください。

5. HDMI 入力

ビデオ入力にはフルサイズの HDMI 2.0a ケーブルを接続します。
また、
カメラやデバ
イスにエンベッドされた音声やタイムコードにもHDMI経由で対応しています。映像は
Atomosモニター/レコーダーに表示され、
記憶媒体に収録されます。
エンベッドオーディオ：ミラーレスカメラやカムコーダーなど主にHDMI経由で左右2
チャンネルの音声を送っていますが、
Ninja Vでは、
HDMIシグナルに埋め込まれてい

2. ヘッドフォン/オーディオ出力

るデジタルオーディオを最大8チャンネルまで収録する機能が備わっています。

REMOTE
（リモート）
ポートの上にあるのが3.5mmヘッドフォンジャックです。ヘッ
ドフォンでモニタリングしたいチャンネルの選択と音量調整をオーディオコントロ
ールセクションで行えます。モニタリングモードを開くには、
タッチスクリーンの右
上にあるオーディオメーターをタップし、
ホーム画面に戻るにはタッチスクリーンの
右下にあるボタンをタップしてください。
モニタリング時、ヘッドフォンと収録チャンネルが揃っていることをご確認くださ

い。詳細は21ページをご参照ください。

6. HDMI 出力

HDMI入力端子のある外部モニターや他のデバイスと接続するための端子で
す。Ninja Vが収録時、
もしくは、
待機モードの際は、
入力端子から取り込まれるHDMI
シグナルをループスルーで出力、
また、
再生モードでは再生映像を出力します。HDMI
出力は2.0aですので、
4KもしくはHDシグナル
（4KからHDにダウンコンバート機能も
搭載）
で送信することができます。
映像スケール変換：映像出力では、
４Ｋ未対応のＨＤ機器もご利用頂けるように、
4K入
力から1080HD出力へのダウンスケールオプションも用意されています。

3. リモート/キャリブレーション ポート

正面から見て右側にある2.5mm キャリブレーションジャックから X-Rite
i1Display Pro キャリブレーションデバイスを接続することができます。
キャリブレーション機器を使用するには別売の USB シリアル変換ケーブルを使用
します。適切なキャリブレーションを行うためにNinja Vの電源を30分間つけてモ
ニターが安定してから実施することを推奨しています。Atomos キャリブレーショ
ンソフトウェアの最新版はwww.atomos.com/supportよりご利用頂けます。
リモート操作として、AtomOSはソニーとキヤノンのLANCに対応していま
す。Ninja V はLANC スレーブ採用のため、LANC コントローラーをカメラに接続

3D LUT 出力
Ninja Vの出力に3D LUTを適用することができます。出力にLUTの適用を選択
し、
HDMI接続で他の機器に出力することも可能です。
HDR 出力
Ninja V は、
シグナルがHLGかPQであることを示す、
互換性のあるカメラからのHDR
情報フレームを読み取ることができます。
これを自動検知するよう設定してループア
ウトするだけでなく、
Log入力をHDRディスプレイ標準に変換したり、
HLG <=> PQ間
で変換したりすることも可能です。詳細については20ページを参照してください。

した上でYケーブル経由にてNinja Vに出力されなくてはなりません。
※LANCリモコンとの相性があるため、動作を確認してからお使いください。

4. 拡張スロット

内蔵のモジュラー拡張スロットを使用し、Ninja V の機能を拡張頂けます。高速でビ
デオやオーディオの入出力を行ったり、
電力を供給したりすることができます。拡張モ
ジュールは、
バッテリースロットに取り付けられ、
スタックが可能なため、
電力供給や高
度な接続、
機能を提供します。www.atomos.com/AtomX
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6. AtomX SSDmini、マスターキャディー2、ネジ取付

AtomX SSDmini / マスターキャディー2 スロット

柔軟な取付オプション

本体の背面にマスターキャディー2や、
はAtomX SSDmini 用に設けられた2.5インチ

Ninja V は多用途性を追求した設計になっています。複数用意されている取付オプシ

スロットがあります。キャディー又はSSDminiを挿入するには丁寧にドライブスロット

ョンも例外ではありません。本体には3/8-16及び1/4-20スクリューマウントが上下

の奥までしっかりと差し込んでください。

に用意されていると同時にARRIの回転防止ピンシステムも装備されており、
ジンバル
への確実な固定と最新のマウンティングソリューションに対する互換性が確保されて
います。
1/4インチアダプターは取り外しも簡単で 3/8インチの装備に簡単に付け替えられる
ようになっています。
マイナスドライバーでアダプターを丁寧に緩めて取り外し、
安全
な場所に保管してください。

上面図

ＳＳＤmini とマスターキャディー2はいずれもホットスワップ対応のため、
ほとんどの場
合、
起動中でも取り外しが可能です。
ただし、
収録中に取り外すとファイルが損傷し再
生できなくなってしまう恐れがありますのでおやめください。

Ninja Vディスクスロットには取り外しラッチがありません。摩擦はめ合いになってお

下面図

りますので、
取り外しの際にはキャディー自体の上下にあるタブを使ってSSDmini /
マスターキャディー2を引き抜いてください。
AtomX SSDmini には後方互換性があり、従来のAtomosレコーダーにもご使用

いただけますが、
マスターキャディー1はキー溝が一方にしかないため、Ninja Vで

ネジを強く締めすぎると損傷を招く恐れがあります。また、
ねじ山が5㎜を超える

1/4-20”又は 3/8”
-16を挿入するとアルミニウムボディに損傷を招く恐れがあり

ますので注意してください。

はご利用いただけません。
AtomX SSDmini ハンドル発売中。 SSDminiに装着すると、既存のAtomosマス

ターキャディー2と同様にご利用頂けます。取り扱いが楽になるだけでなく、
ディス

クケーシングの損傷リスクも軽減します。
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7. Ninja V 操作方法

Ninja V向けAtomOS10 オペレーティングシステムの登場によ
り、
Atomosの従来モデルと比較して大きな変更が加えられてい
ます。特筆すべきは全体的な外観や感触、
ボタンの位置、
そして
AtomOS10 の機能でしょう。
AtomOS10 がモニタリングと収録に究極のタッチインターフェー
スを提供することになります。
このAtomos製オペレーティングシス
テムの最新版はクリアかつエレガントなデザインで理解しやすいな
がらも全機能に完全にアクセスできるよう設計されています。複雑
な一連のボタンはありません。文字満載で底なし沼のようなメニュ
ーもありません。弊社最新のAtomIC ハードウェアプラットフォーム
向けに最適化されているのです。
また、
起動も素早く、
レスポンスも
極めて優れています。

Atomos Ninja V – User Manual Edition 1: November 2018

11

7. Ninja V 操作方法 - ベストプラクティス
基本的なコントロールと“ハウスキーピング”機能を理解しておくと今後の時間の節減につながりま
す。Ninja Vを使い始める前に“デバイス名”とファイル名の設定を行っておくと便利です。

a. メディアのフォーマット
b. ユニット名
c. ファイル名の設定
d. 画面ロック
e. ファームウェアのアップデート

a. メディアのフォーマット
（HDD/SSD）

ドライブが正しく挿入されており、
前回撮影分の全データが安全にバックアップされて
いることを必ずご確認ください。
ホーム画面上の収録残り時間表示をタップするとメデ
ィアメニューが表示されます。

ハードドライブ情報が表示されない場合は接続かドライブに問題が生じている
可能性があります。一度ドライブを取り外し、再度挿入してみてください。マスタ
ーキャディー2/SSDminiが正しく差さっているかご確認ください。
Ninja V では放送互換性のために exFAT ファイルシステムが採用されています。

安全消去フォーマット

Angelbird、
ソニー製の G-Technology 4K SSD、
Angelbird 4KRAW、
AtomX
SSDmini を始めとするAtomosロゴの付されたデバイスには安全削除オプション
（Secure Erase)が用意されています。Secure Eraseのキックマークをタップして緑
色にしますと、
キャッシュを含むドライブ全体のフォーマットに切り替わります。
ドライブ
上にある全コンテンツが消去されることになりますので、
復元が一切できなくなりま
す。
このオプションの利点はパフォーマンスが最適化される点です。
ドライブから全て
のファイルが削除され
（追加的な安全対策としても役立つでしょう）
、
出荷時に限りなく
近い状態にリセットされます。

現在挿入されているドライブの情報を表示するメニューです。
ドライブをフォーマット
するにはFormat
（フォーマット）
ボタンにタップしてください
（下図）
。

ドライブの初回挿入時に“Invalid media
（無効なメディア）
”
と表示される場合が

あるかもしれません。これはドライブがまだフォーマットされていないことを意味す

る表示ですので、
ドライブをフォーマットすれば解消します。

確認画面が表示されますので、
Format drive (フォーマット）
もしくは、
Oops, no
（キャ
ンセル）
を選択してください。
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7. Ninja V 操作方法 - ベストプラクティス
b. ユニット名

c. ファイル名の設定

ユニット名にアクセスするにはホーム画面にある情報バーの Input
（入力）
タブをタッ

ユニット名及びファイル名の設定画面にアクセスするには、
前述の
“b. ユニット名”
の手

プしてください。

順に従ってください。
ご自身のユニット名を作成する場合は文字の矢印の部分を押し、
文字を選び、
-＋ボタンを使用して文字を変更してください。Applyを押すと変更が適用
されます。
この手順は複数のデバイスを使用していたり、
マルチカム撮影を行う際に非常に有益
です。事前にファイルをしっかり管理しておけば、
ポストプロダクションで貴重な時間の
節約につながります。

次にFile
（ファイル）
タブをタップします。

ド
 ライブを交換する際には、最後のシーンとテイクの番号をメモし、付加できるよう

にしておきましょう。
ドライブをフォーマットすると、
シーンとテイクのカウンターが
001、001、001にリセットされてしまいます。

d. 画面ロック
ディスプレイ画面のロック
電源ボタンを軽く押して、
Ninja Vの画面をロックすることができます。
こうしておけ
ユニット名には2つの主要な目的があります。

• ドライブ名の設定：ユニットに固有の名称をつけることで特定しやすくなります。一度

設定しておけば、
その後、
Ninja Vでフォーマットされた全ドライブに対してこの名称が

ば、
画面に誤って触れ、
変更してしまう恐れがなくなります。画面ロック機能は、
軽く押す
ごとにロック、
アンロックが切り替わります。
電源ボタンを再び短く押すと、
ロックが解除されます。

プレフィックスとして設定されます。

•フ
 ァイル名の設定：ファイル名については収録されたクリップ名の冒頭に現在のユニ
ット名が使用されます。NINJAV_S001_S001_T001

UNLOCKED

UNLOCK

LOCKED

LOCKED

UNLOCKED
• Select
（選択）< > で更新する文字を選択します。
更新しようとしている文字がLetter
（文字）
のところに表示されます。

• Letter
（文字）- + で文字を変更します。希望する文字が表示されたら select
（選択）
コントロールを使用して次の文字に移動します。

• Scene
（シーン）及び shot
（ショット）
も同様に + - コントロールで設定できます。
Take
（テイク）
は自動です。
Atomos Ninja V – User Manual Edition 1: November 2018

LOCKED

ロック画面はDisplay off
（ディスプレイオフ）
機能と組み合わせてもご使用頂けま

す。こうすると、画面がロックされている間、
ディスプレイの電気も落ちます。本体正
面のタリーライトは点灯を続け、赤で Rec (録画) 、緑で idle
（待機）
状態を示しま

す。画面ロックについてはモニタリングモードでもご説明いたします。
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7. Ninja V 操作方法 - ベストプラクティス
e. ファームウェアのアップデート
（AtomOS）

Atomosでは常に最新の状態でご利用頂けるように、
適時Ninja Vのソフトウェアをア
ップデートしてゆきます。
ファームウェア
（Ninja Vの稼働ソフトウェア）
のアップデート
は簡単な手順に従っていただくだけで行えます。

• 現在のファームウェアのバージョンをご確認ください。
最初にinput
（入力）
、output
（出力）
、
codec
（コーデック）
、media
（メディア）
のいずれ
かのタブをタップし、
メニューバーのInfo
（情報）
タブをタップします。情報タブが見当
たらない時はタブバーを左にスワイプすると隠れているメニューや設定が表示されま
す。

8. 	ファームウェアのアップデート中は
“updating firmware
（ファームウェアをアップ
デート中）
”
画面が表示されます。
9. ファームウェアのアップデートには数分間かかります。
10. アップデートが完了すると、
Ninja Vは

		a. 自動的にSSDからATOMNJV.FW ファイルを削除します。
		

b. Ninja Vの電源が切れます。

11. 	再び、
本体の電源ボタンを短く押してNinja Vの電源を入れてください。
12. 	Ninja V が起動後、
Settings
（設定）
タブをタップし、
Info
（情報）
タブでバージョン
が更新されているかご確認ください。

重要：AtomOSインストール時に問題が発生したら
隠れているタブ、アイコン、設定を表示する左スワイプはAtomOS10
の新機能です。探しているメニューが見当たらない時は左右にスワイプ
してみましょう。
ファームウェアのバージョンに加えてNinja Vに関する重要な情報はinfo（情報）
画面
でご確認いただけます。
ご使用のバージョンが最新のファームウェアであるかご確認く
ださい。

極めてまれにファームウェアのアップデートがエラーになることがあります。原因は、
フ
ァームウェアのダウンロードが完全にできていなかったり、
ファイルが破損しているケ
ースが考えられます。
万が一、
Ninja Vが動かなくなってしまったときには、
リカバリーメカニズムが内蔵され
てますのでご安心ください。
操作は簡単、
電源ボタンを10 秒間長押しするだけです。
こうすると、
Ninja Vが工場出
荷時の状態に戻りますので、
再び、
ファームウェアのアップデートを実行しなおすことが
できます。

• www.atomos.com/supportを開きます。
• ファームウェアのアップデータ探してダウンロードしてください。
1. ファームウェアZipファイルから ATOMNJV.FW ファイルを解凍します。
2. ATOMNJV.FW をマスターキャディー内のSSDにコピーします。

		a. Atomos ではフォーマットしたばかりの互換性のあるSSDのご使用を推奨
しております。

		b. 最初にNinja V でSSDを必ずフォーマットしてください。Ninja V でのフォ
ーマットはSSDのビデオのパフォーマンスを最適化する為です。

		c. ファームウェアのアップデートファイルはフォルダーに入れずに、
そのまま
SSDにコピーしてください。
3. 	十分に充電されているバッテリー、
もしくは、
Ninja Vを主電源に接続してくださ
い。
ファームウェアのアップデート中に電源が落ちないようにすることがとても重
要です。

 十分に充電されたバッテリーを使用していることを確認し、ファームウェアのアップ
デート中にNinja Vの電源が落ちてしまわないようにご注意ください。画面下部に

進捗状況が表示されます。アップデートが完了しますと、Ninja Vの電源が自動的に
落ちます。再度電源を入れますと、新しいファームウェアでご利用頂けます。この手
順には最長で5分間かかります。

 お使いのコンピューターでZIPファイルを解凍する際にファームウェアのファイル名
が変更されないようにしてください。同じフォルダー内に別のファームウェアが入っ

ていると、解凍時にファイル名が ATOMNJV-1.FWに変更されてしまい、
アップデ
ートに失敗する恐れがあります。
FW ファイルをSSDにコピーし、電源が入ったままのNinja Vに挿入すると、
ファ

ームウェアのアップデートを自動的に認識し、
アップデートするかを聞いてきま

す。
“ok”
を選択するとデバイスがシャットダウンし、
アップデートが開始されます。

4. Ninja Vの電源を入れていない状態にします。
5. ATOMNJV.FW ファイルを入れたマスターキャディーを挿入します。
6. 電源ボタンを短く押してNinja V を起動します。
7. 	起動画面が、
Atomos ロゴに続き、
“Please Wait
（しばらくお待ちください）
”
とい
うメッセージが表示され、
数秒後にファームウェアのアップデートが開始されます。

Atomos Ninja V – User Manual Edition 1: November 2018
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7. Ninja V 操作方法
メイン画面 – ホーム画面
新たなAtomOS10 ホーム画面は遮られることなく常時モニターできるように設計さ
れています。
デバイス操作ではなく、
映像に注目できるすっきりかつ整然としたデザイ

的にご使用いただけます。モニタリングツールは一度タップするだけで表示され、
フォ
ーカスピーキングやフォルスカラーといったモニターアシスト機能で調節している間

ンです。存在感の薄いメインボタンコントロールから柔軟なヒストグラムのサイズと位

も対象がよく見えるようになりました。

置に至るまで、
画面上にある全てのコントロールが控えめなだけでなく驚くほど直感

録画、
再生、
モニタリング、
編集機能もこれまでになく使いやすくなっています。

モニターモード / ホーム
設定

収録

再生

モニタ
リング

編集

タイムコード

輝度波形モニター

オーディオ

残り時間

バッテリー

REC（収録）
：

オーディオ：

このボタンを押すと収録が開始されます。収録ホーム画面に切り替わります。

オーディオメーター。オーディオメーターをタップするとオーディオメニューが開きます。

PLAY
（再生）
：
再生ホーム画面の最新の収録クリップに切り替わります。
MON
（モニタリング）
：
一度押すと モニタリング機能と情報バーが表示されます。モニタリング機能の起動に

残り時間：
ディスク上の残り時間
（現在の設定で）
。収録フォーマットを変更すると残り時間が連動
して変わります。
バッテリー：

ついては次のページを参照してください。

タップすることで電源メニューにアクセスできます。バッテリーインジケーターが電力

もう一度押すとホーム画面に戻ります。

レベルを示し、
残り少なくなると赤く点灯します。

EDIT
（編集）
：

設定（緑色）
：

このボタンを押すと編集機能と情報バーが表示されます。

タップすることで入力、
出力、
ファイル、
メディア、
ガンマ、
ガモットを始めとする収録設

もう一度押すと戻ります。

定全てにアクセスできます。

タイムコード：
選択されたタイムコード
（埋め込み、
時刻、
収録時間など）
が表示されます。
輝度波形モニター：
輝度波形モニターがホーム画面上に常時表示されるようになりました。モニタリング
時に対象を損なうことなくコントロールする能力が増強されています。
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+ オーバーレイを消したい時はスクリーンの中央をタップしてください。
もう一度タッ
プすると元に戻ります。
MON
（モニター）
をタップするとモニタリング機能と情報バーが表示さ
れます。モニタリングボタンは起動されると周囲に二重の輪が表示され
ます。次のページを参照してください。
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7. Ninja V 操作方法
メイン画面 – 情報バー
Ninja Vのスクリーン最上部を情報バー と言います。
ここに表示されるのは、
お使い

情報バーに表示される内容はご利用中のモード次第です。例えば、
収録やモニタリン

の入力デバイス/カメラ、
Ninja V 、
メディア、
オーディオなどの設定に関する情報で

グモードの際にはビデオ入力のところに種類が表示されますが、
再生モードの際には

す。
ここに表示されているいずれかにタップすると、
関連メニューが表示されます。詳

その時に早送り、
再生しているクリップの解像度とフレームレートが表示されます。

細については19ページをご確認ください。

モニタリングモード / 機能
ビデオ入力

ガモット

ビデオ出力

モニタリング ガンマ

コーデック

メーター メディア

バッテリー

上図：本体の出入力有効、
収録準備完了シグナル又はディスクから最後に収録したファイルを再生

ビデオ入力：（収録 & モニタリングモード）

コーデック（収録フォーマット）
：

入力デバイスからの解像度とフレームレート。

収録フォーマットを表示します。設定を変更する際にタップしてください。

ビデオ出力：
（再生 & 編集モード）

メーター：

現在再生しているクリップの解像度とフレームレート。

オーディオメーター。
タップするとメーターメニューが開きます。

モニタリング ガモット：

メディア情報：

ソースデバイスからのシグナルに適用されている現在のガモット入力を表示します。

選択したコーデックとドライブの空き容量に基づき、
収録の残り時間が表示されます。

このコントロールをタップして、
カメラや他の入力デバイスからの出力に適合してい
ることを確認してください。再生モードの場合、
この設定は収録コンテンツにより決ま
ります。
モニタリング ガンマ：
ソースデバイスと同等に設定すべきガンマが表示されます。
このコントロールをタップ
して、
ソースデバイスからの入力に適合していることを確認してください。再生モード

バッテリー：
タップすることで電源メニューにアクセスできます。バッテリーインジケーターが電力
レベルを示し、
残り少なくなると赤く点灯します。
設定
（黄色）
：
タップすることでモニタリング機能設定にアクセスできます。

の場合、
この設定は収録コンテンツにより決まります。
ビデオ入力：
HDMIから出力されているアクティブな映像フォーマットが表示されます。
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MONをもう一度タップすると前の画面に戻ることができます。
EDITボタンも同様です。
ただし、
モニタリングと編集を同時にアクティブ
にすることはできません。
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7. Ninja V 操作方法
メイン画面 – モニタリング機能
画面の下部にモニタリング機能があり、
MONアイコンをタップするごとに交互に切り
替わります。モニタリング機能は収録に影響を与えることなく、
収録中にもご利用頂け
ます。
（ただし、
ファイルにLUTを適用した場合は除きます。）

向にスワップしますと残りの機能も現れます。
アイコンは回転式コンベヤーのようにス
ワップすることで左右に動き、
隠れていたアイコンをご利用頂けます。右下にあるのが
設定ボタンです。モニタリングツールをタップしてご利用頂けます。

ぱっとみますと、
モニタリング機能の一部しか表示されていませんが、
アイコンを左方

モニタリングモード / 機能

収録

再生

モニタ
リング

編集

モニタリング機能起動アイコン

設定

モニタリング機能の起動アイコン：

メインコントロール
REC
（収録）
：
このボタンを押すと収録が開始されます。/収録画面に戻ります。
PLAY
（再生）
：
最新の収録クリップが再生されます。/再生画面に戻ります。

輝度波形モニター

RGB パレード

ベクトルスコープ

ベクトルスコープ
ズーム

フォーカスピーキング

ゼブラ

フォールスカラー

ブルーオンリー

ズームイン

ズーム X 2

セーフティエリア

ガイド

EDIT

MON（モニタリング）
：
このボタンを押すとホーム画面に戻ります。
アイコンで機能を呼び出し設定
EDIT

できます。設定は解除されるまで適用されています。
EDIT

EDIT
（編集）
：
EDIT

このボタンを押すと編集機能と情報バーが表示されます。
EDIT

もう一度押すとホーム画面に戻ります。適用されているモニタリング機能は
どれも解除されるまで適用されています。
EDIT

EDIT

設定
（黄色）
：
タップするとモニタリング機能を設定できます。
ヒストグラムのサイズ、
透
明度、
LUT、
フォーカスピーキングなど。

左にスワイプして表示

EDIT

ディスクイーズ
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設定
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7. Ninja V 操作方法
ホーム画面とメニュー機能
REC（収録）

収録を開始するにはこのアイコンをタップします。
もう一度タップすると収録が停止し
ます。収録中はRec
（収録）
アイコンがStop
（停止）
アイコンに切り替わり、
画面の周囲に
赤いフレームが表示されます。
待機中

EDIT

収録中
EDIT

Ninja V では、
ユニット名、
シーン、
ショット、
テイクの規則でクリップ名が設定されま
す。再生したいクリップのファイル名をタップすると再生が開始されます。プレイリスト
を終了するには
“閉じる”
ボタン又はその他いずれかのボタンをタップします。
“閉じる”
ボタンを押すとその前に表示されていたウィンドウに戻ります。

EDIT

EDIT

入力シグナルがないとき / 記録ディスクが見つからないとき
EDIT

プレイリストを閉じる

再生できるコンテンツがない、
記録ディスクが入っていない、
正

しく接続されていない、
正しくフォーマットがされていない時、

EDIT
マットのとき、Rec
（収録）
アイコンは淡色表示となり、
操作が行えま

EDIT

Ｐlay（再生）
ボタンは淡色表示となり、
操作が行えません。

せん。収録ができない時、
ボタンは淡色に表示されます。

12ページ
「メディアのフォーマット」
を参照してください。

EDIT

EDIT

収録クリップを再生したいとき、
このアイコンをタップします。緑色のPlay
（再生）
ボタ
ンを押すとNinja V は再生モードに切り替わり、
自動的に最後に収録されたクリップを
再生し始めます。

プレイリストのオプション

記録ディスクが見つからない / ディスクが無効のとき

有効なビデオ入力がなかったり、記録ディスクの入れ忘れ、未フォー

PLAY
（再生）

一段階上のフォルダーに移動

MON（モニタリング）

EDIT

EDIT

MON
（モニタリング）
を 押すと前ページで示したモニターアシストアイコンが表示さ
れます。機能の詳細は26ページで解説します。

EDIT
EDIT

再生モード

EDIT
EDIT

再生ホーム画面
EDIT
EDIT

EDIT

EDIT
（編集）

EDIT
収録・再生中でも編集ツールをご利用いただけます。EDIT
（編集）
で行える機能につい

ては後ほど、
37ページで解説します。
フォルダーアイコンをタップすると再生可能なプレイリストが表示されます。次の画像
を参照してください。
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7. Ninja V 操作方法
ビデオ入力

ガモット

ビデオ出力

ガンマ モニタリング

コーデック

メーター

メディア

バッテリー

情報バー - 設定の調節
Ninja Vの 情報バーではご使用の入力デバイス/カメラの設定、
Ninja Vの現在の設
定、
メディア、
オーディオ、
ディスク容量などの情報が表示されています。
タップするとエ
リアに関連したメニューが現れ、
設定を変更することができます。

別の手順で、
収録設定アイコンをタップしても、
アクセス可能です。設
定ボタンをタップすると、
収録設定メニューが開きますので、
ここから
必要なタブに移動してください。左にスワイプすると隠れているタブ
が表示されます。

Input

入力

画面左上の入力ソースをタップしますと、
入力コントロールパネ
ルが開きます。
このパネルがNinja Vの接続デバイスのコマンド
センターで、
入力シグナルが有効か、
対策が必要かなどご確認頂
けます。

SOURCE（ソース）
入力ソースで選択されているフレームレートや解像度が表示され
ています。

DEVICE（デバイス）
接続されているHDMI 機器がEDIDデバイス名に対応していると
きに情報が表示されます。EDID デバイス名は全てのカメラが対
応しているわけではありません。Panasonic Lumix GH5などの
カメラは
“Unknown
（不明）
”
と表示されます。

Log/HDR：有効にするとNinja Vの内部で、
HDR 画像処理を行
います。
ポストプロダクションの管理を撮影時に、
HDRで収録、
プ
レビュー、
レビューすることができます。
Camera（カメラ）
：タップしてスクロールし、
ご使用のカメラメー
カーを選択してください。
Sony、
Fujifilm、
Canon、
Panasonic、
ARRI、
RED及びJVC。

TRIGGER（トリガー）
Ninja V はご使用のカメラの収録に連動して同時収録すること
ができます。
ご使用のカメラに適したトリガーオプションを選択
Enable Trigger
（トリガーの有効化）
を ONに設定してください。
し、

Log Gamma Format（ガンマフォーマット）
：Logカーブはメ
ーカーによって様々です。Gamma
（ガンマ）
アイコンをタップ、
ス
クロールして適切なものを選んでください。
Gamut（ガモット）
：入力のカラーガモットを選択してください。
全てのカメラに適用されるものではありませんが、
正確なモニタ

CAMERA OUTPUT（カメラ出力）
最高のイメージプロセス成果を得るには、
Ninja Vの設定を入力
に設定されているカメラとマッチさせます。Log/HDR、
Camera
（
カメラメーカー）
、
Gamma
（ガンマ）
、
Gamut
（ガモット）
を選択す

リングのためにカメラの入力と揃えてください。
HDMI HDR Auto（自動検知）
互換性のあるシグナルがあるとHDRが検知されます。
カメラが
HLG やPQを出力していない場合はOFFにすることが重要です。

るか、
必要に応じてHDMI HDR Auto
（自動検知）
を有効にしてく

通常のLogに使用すべきではありません。

ださい。互換性のあるHDMIケーブルで正しく接続されていれば

Log/HDRについて

大半のカメラが認識されます。

Log及びHDRに関する理解が高まるとワークフローが向上し、
結
果的に最大量の詳細が収録可能となり、
ポストプロダクションの
時間が節減されます。
この機能の重要性に対する理解を深めるた
めに32ページを参照してください。
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On

Output

出力

このメニューではHDMIから出力されているアクティブなビデオ
フォーマットを表示しています。
また、
4K から HDにダウンコンバ
ートして出力する機能も備わっていますので、
4K入力シグナルを
HD機器に送信できます。HDRで作業をしているときには、
互換性
のあるHDRディスプレイの設定を有効化するために正しいHDR
フラッグをつけてシグナルが出力されます。
これはスタジオで
Logの映像をモニターしたい場合に役立ちます。
VIDEO OUT（ビデオアウト）
入力の解像度を表示します。下記の処理オプションが適用される
と、
それに準じて調節されます。

Record

収録
Pre-Roll（プリロール）
このオプションが適用されますと、
左上隅に赤いプリロールアイ
コンが点滅し、
収録ボタンを縁取るように白い矢印マークが 現わ
れます。適用されている間、
常にHDでは約8秒前、
4Kでは2-3秒
前からメモリーにキャッシュされ続けます。プリロールでキャッシ
ュできる秒数は設定しているフレームレートとコーデックに依存
し、
ビットレートが低いコーデックを使用して、
低いフレームレート
で撮影するとプリロールの時間が伸びます。
収録ボタンを押したり、
トリガーが送信されますと、
メモリーに一
時的に保存していた、
プリロールデータが収録の頭に書き出され
ます。つまり、
興味深い何かが起こった瞬間に収録ボタンを押して

OUTPUT OPTIONS（アウトプットオプション）
4K 又はUHD入力は最初のオプションを使って出力用にスケー
ル可能で、
4Kが2Kに、
UHDがHD 1080pにスケールされます。
4K DCIクロップは17:9 DCI 入力を16:9にトリムし、
シグナルを
UHD又は選択されたHDへのダウンスケールオプションに変換し
ます。

も数秒遅れてしまったはずの映像が収録されているのです。

プリロールモードが適用されている間、
レコーダーは常にフレ

ームを本体内にキャッシュしていますので、
オーディオチャンネ

ル選択、
３D LUT収録、
コーデック、
ディスクオプション等は変更

することができません。

HDMI Timecode
（HDMIタイムコード）は埋め込みタイムコー

CODEC（コーデック、収録フォーマット）

ドやユニット内で生成されたタイムコードをループアウトすること

コーデックを選択するには現在表示されているコーデックをタッ

ができます。
コンシューマ機器では埋め込みタイムコードに未対

プして、
ProRes® 又はAvid DNxHD® *を切り替えます。
コーデ

応で不具合を生じる場合もありますので、
このオプションを使用し

ックの圧縮率はQuality
（質）
メニューで切り替えられます。Apple

てタイムコードを外せるように用意されています。

ProResでは3種類
（HQ、
422、
LT）
、
DNxでは4種類
（220x、
220

HDR

から収録の推定残り時間が自動的に算出されます。

こちらでは、
Log入力からHLGやPQなどのHDRディスプレイ標準

、
145、
36）
、
DNxHRではHQX、
HQ、
SQ、
LBが提供されています。
選択されたコーデックに基づき、
挿入されたメディアの空き容量

規格に変換する設定が行えます。
また、
カメラのガモットからディ
スプレイ規格のBT2020、
DCI-P3、
Rec709のカラーガモットに定
義することもできます。

*Avid DNxHD / DNxHRを使用する際は、
事前にアクテ
ィベートしなくてはなりません。下記URLからご登録頂け
ます。www.atomos. com/support – DNxHD 220x/
DNxHR HQX は10ビット、
これ以外は全て8ビット、
DNxHD36はプロキシコーデックです。

Apple ProRes のデータレートに関する情報はオンラインで
Apple ProRes白書 PDF文書を参照してください。
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Record

PULLDOWN（プルダウン）
出力シグナルにプルダウンのソースが適用される場合、
メニュー
からプルダウンリムーバルを適用することができます。3:2 プル
ダウンリムーバルの場合、
正確にシグナルをロックするため、
フレ
ーム内の動きを検出する必要がありますが、
カメラのレンズ前で
手を振るだけで検出できます。プルダウンリムーバルに関する詳

Meters

メーター

メーターとオーディオ設定は収録中、
モニタリング中、
再生中にオ
ーディオメーター
（下図）
をタップするだけで簡単にアクセスでき
ます。
メーターをタップしますと、
メーターメニューが表示されます。

細は44ページ をご参照ください。
SPACE REMAINING（残り時間）
現在の設定でHDD/SSDメディアに収録できる残り時間が表示さ
れます。収録設定を変更すると、
それと連動し、
残り時間が増減し

オーディオのモニタリングは2種類用意されています。

ます。

ご利用頂けるオプション：
Horizontal（水平）
モニタリング中の 2 チャンネルを表示。
Vertical（垂直）
8 チャンネル + アナログ２チャンネルを表示。
オーディオのモニタリング
収録中の音声をヘッドフォンで確認したいときには、
モニタリング
するチャンネルのヘッドフォンアイコンをタップして設定してくだ
さい。ヘッドフォンでモニターできるのは1チャンネル
（ステレオペ
ア）
に限られます
（目視では全てのモニターが可能）
。複数のREC
（
収録）
ボタンをタップして選択しますと、
複数チャネルを同時に収
録します。

File

ファイル

収録シーン、
ショットの番号を設定したり、
ユニット名、
メディア名

を設定できます。ユニット名はデフォルトで NINJAV と設定され
ています。
ユニット名を変更するにはUNIT/MEDIA NAME
（ユニット/メ
ディア名）
の下にある矢印をタップし、
左右の矢印で文字を選択
し、
+と－で文字を変更します。詳細は13ページを参照してくだ
さい。
File
（ファイル名の設定）
でシーン、
ショット番号を変更する場合に
は、
シーン、
ショット番号の両脇にある＋/－を使って数値
（最高999
まで）
を選択します。
ここで選択された番号が収録中、
画面上部の
ファイル名に表示されます。
テイク番号はテイクごとに自動的に

Monitor
（モニタリング）
アイコンを選択したからといってその

トラックでの収録を選択したことにはなりません。チャンネル
を収録ボタン

REC

でそれぞれ選択する必要があります。収録

に選択されたトラックはオーディオメーターがカラー表示され
ます。上図をご参照ください。

ア
 ナログ音声を収録しますと、
トラック 1-2に収録され、埋め込
み音声がトラック 3-4に移される点に留意してください。アナ

ログチャンネルがONのままでアナログ入力をせずに収録しま

すと、多くのビデオプレーヤーでは、最初のステレオペア
（トラッ

ク1－2）
のみ再生されるため、無音となる恐れがあります。NLE
においては全ての収録トラックに簡単にアクセスすることがで
きます。

増加していきます。
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Audio

オーディオ

Media

メディア

メディアメニューには現在使用されているメディアの種類と容量

オーディオ入力のオプション

が表示されます。
ディスクのフォーマットはこのメニューから実行

アナログ入力のゲインを調整するにはオーディオメニューの右下

してください。詳細は12ページ
「メディアのフォーマット」
をご参

角を押してオーディオオプションページを開きます。

照ください。
ドライブの互換性に関する情報は atomos.com/

ご使用の機器に合わせて入力レベルラインを選択してください。

drives にて提供しております。

オプションは以下のとおりです。
• Line Level (-10 dBu)
3.5mmオーディオジャックを介したLine Level
（ラインレベル）
に
アナログ入力チャンネルを設定します。
• Mic Level (-40 dBu)
3.5mmオーディオジャックを介したMic Level
（マイクレベル）
に
アナログ入力チャンネルを設定します。
アナログゲインは、
左右のチャネルをそれぞれ最大+/- 20dBま
で調節することができます。
HDMIケーブルからの音声はデジタルで組み込まれているた

め、
ゲイン調整は行えません。通常カメラ側で調節できるはず

です。操作方法の詳細はカメラのマニュアルでご確認ください。
Ninja V のマイク入力は電源供給されているダイナミックマイ

クロフォンのみ対応です。これを使用している場合、オーディオは
Mic Level
（マイクレベル）
として設定されなくてはなりません。

Audio Delay（オーディオディレイ）
このオプションを使用して映像の同期の遅れに併せてオーディオ
のフレームを整えることができます。

Timecode

タイムコード
タイムコードの使用
タイムコードは、
ご使用中のモードに応じて表示位置が異なりま
す。モニタリングモードでは情報バーの下の中央上部に現れ、
ホ
ーム画面モードでは画面下部、
REC、
PLAY、MON、
EDITアイコ
ンのそばに表示されます。
ホーム画面上のタイムコード表示をタップしますと、
タイムコード
設定画面に切り替わります。

再生モード中のオーディオ
Ninja Vの再生モードでヘッドフォンから出力されるのはチャンネ
ル1/2 のみとなります。収録のオーディオチャンネルを選択する
際にはこれを念頭に置いてください。

タイムコードは以下のモードに対応しています：
• HDMI（埋め込み）
		
• Record Run
（レコードラン）
• Time of Day
（時間基準）
• Auto Restart
（収録クリップは全て同じ値から積算開始）
Timecode Source Selector
（タイムコード ソースセレクター）
を
タップするごとに、
上記のモードが繰り返し切り替わって表示され
ます。
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Record Run（収録起動）
こちらの設定では、
最初のクリップの開始時刻を設定します。その
後のクリップは前のクリップの終了時点直後のフレームから再開
され、
タイムコードが途切れることなく続いてゆきます。
「連続タ
イムコード」
としても知られています。
Auto Restart（オートリスタート）
こちらの設定では、
収録ボタンを押すたびに、
初めに設定したタイ
ムコードにリセットされます。収録した全てのクリップが同じタイ
ムコードで始まります。
タ
 イムコードは、Hour（時）、Minute（分）、Second（秒）の左右
に表示されている“+”と“-”
で調節してください。

Timecode

タイムコードのモード：
HDMI embedded Timecode（埋め込みタイムコード）
こちらの設定では、
HDMI信号に埋め込まれたタイムコードを使
用します。
タイムコード値は、
カメラ側で設定した値が適用される
ため、
こちらのメニューでは設定操作は固定されています。HDMI
入力機のすべてでタイムコードが埋め込まれているわけではな
い点に留意してください。
HDMI タイムコードからのトリガリング
カメラがREC RUN（収録起動）
モードに設定されていて、
HDMI
タイムコードが選択された場合には、
カメラのHDMIタイムコード
から収録の開始/停止を遠隔操作するという選択肢もあります。
HDMIタイムコードスイッチをONにするだけでタイムコードの開
始/停止機能を起動することができます。有効にすると、
カメラの
収録停止/開始ボタンを押すことにより、
Ninja Vもタイムコード
が開始、
停止すると同時に収録を開始、
停止します。
 カメラをFree Run タイムコードで使用されるとタイムコードト

リガリングが思い通りに起動しない場合もあります。
 カメラトリガーもHDMIにループアウトされますが、
必ずしも全

Date

日付＆時刻

Ninja Vに表示される日付と時刻を調節します。Time of Day
（時
刻）
タイムコードの時刻もこちらに連動しています。Date & Time

をタップすると日付＆時刻画面に切り替わります。
“Select Date Format
（日付の表示方法選択）
”
メニュー上の青

てのワイヤレスシステムがトリガーを別のデバイスに送るわけ

色矢印をタップして、
日付のフォーマット
（例：dd-mm-yyyy 又は

予定であれば、
撮影前にお使いのシステムをテストすることが

るまでタップし続けてください。Time
（時刻）
、
Month
（月）
、
Day
（

ではない点に注意しましょう。プロキシをこの手法で使用する
推奨されます。

Time of Day（時刻）

mm-dd-yyyy）
を選択します。
ご希望のフォーマットが表示され
日）
、
Year
（年）
を選択し、
希望するフィールドの両脇にある
“＋”
及
び
“−”
アイコンをクリックすることにより、
変更できます。

こちらの設定では、
新しいクリップの作成ごとに、
収録開始時刻で
タイムコードが埋め込まれます。Ninja Vの時刻設定が正確に設
定されていることをご確認願います。
時刻はDATE
（日付）
メニューから設定できます。
 カメラをFree Run タイムコードで使用されるとタイムコード

トリガリングが思い通りに起動しない場合もあります。

 カメラトリガーもHDMIにループアウトされますが、必ずしも

全てのワイヤレスシステムがトリガーを別のデバイスに送るわ

けではない点に注意しましょう。プロキシをこの手法で使用す

る予定であれば、撮影前にお使いのシステムをテストすること
が推奨されます。
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Battery

バッテリー

装着されているバッテリーの残量がモニター左上のバッテリーア

イコンに表示されます。
モニター中央にあるのは
“power down
（電源切）
”
ボタンです。
4秒間長押しすると本体がシャットダウンされます。
同梱のバッテリーエリミネーター使用中は、
バッテリーの残量を
示すアイコンが緑色のままで100%充電と表示されます。表示さ

Info

情報

Ninja V デバイスのソフトウェア
（ファームウェア）
のバージョンと
固有の端末識別子
（UDID）
が表示されます。
これは Avid DNxHD
/ Avid DNxHR コーデックを起動する際に要求される情報です。
また、
お使いいただいているファームウェアが最新のものかどうか
はAtomosの以下ウェブサイトにてご確認いただけます。
www.atomos.com/support

れるボルト数は電源により変わります。バッテリー駆動時間に関す
る詳細はNinja V クイックスタートガイドでご確認いただけます。

バッテリーの残量が少なくなってくると、画面右上角にある

バッテリーアイコンが点滅し、残り25％及び10%になった時
点で警告メニューが表示されます。
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収録に向けての設定

SmartControl（スマートコントロール）

みのSSDを挿入しますと：

するため機能のセットです。
このセクションでは、
収録の開始や停止の様々な方法を概

Ninja V と対応しているカメラや入力機器をHDMIケーブルで接続し、
フォーマット済

• REC（収録）
アイコンが点灯
（赤色）
します。
• 入力ソースとフォーマットが情報バーの左上角に表示されます。
• オーディオ入力メーターが音源に反応します。
収録可能な正常な状態（モニタリングモード/ホーム）

SmartControl
（スマートコントロール）
とは、
収録の開始や停止を外部機器や自動制御
説します。
Ninja V の収録開始と停止制御トリガーは以下の方法で行うことができます：
1.
2.
3.
4.

ホーム画面のタッチスクリーン
HDMI ローリングタイムコードトリガー
HDMI カメラトリガー
ソニー＆キャノンのカメラ用LANC経由

 カメラの機種によってはレコーダーからではなく、カメラからトリガーを行う方が最
適なパフォーマンスを得られます。

1. ホーム画面のタッチスクリーン
REC ボタンを押すと収録を開始し、
STOPボタンを押すと収録を停止します。

開始

停止

2. HDMI ローリングタイムコードトリガー
収録可能な正常な状態（モニタリングモード/機能）

カメラがRecord Run
（収録起動）
モードの際にHDMI経由でタイムコードを使用し、
収
録を停止、
開始することができます。

EDIT

適用時、
カメラとNinja Vが同時に収録を開始/停止します。
EDIT

ロ
 ーリングタイムコードトリガーは、タイムコードのみでトリガーのない旧型カメラに
のみ利用可能です。お手元のカメラが FREE RUN 設定の場合には即座に収録が開
始されます。必ずしも全てのカメラに収録をトリガーで開始/停止するフラグ機能が
搭載されているわけではない点にご留意ください。特に旧型のカメラについてはそ

ういえます。このような場合、
カメラが収録を開始すると同時に収録を自動的にトリ
ガーするにはREC RUNにてローリングトリガーを使用する必要性が生じます。

3. HDMI カメラトリガー
入力信号無 / ディスクが無かったり、フォーマットがされていない状態

HDMI カメラトリガーは対応カメラでのみご利用頂けます。
カメラで収録開始/停止ボ
タンを押しますと、
Ninja VにHDMI経由でトリガー信号が送られ、
Ninja Vの収録開
始/停止がカメラと連動して行われます。
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モニタリング機能
モニタリング画面の最下部に並ぶ、
MONアイコンをタップしますと、
モニタリング機
能がご利用頂けます。モニタリング機能は、
収録ファイルに影響を及ぼすことはなく、
収録中にON/OFFを行ったり、
調整することができます。
（ただし、
フッテージにLUTフ
ァイルを焼き込む選択をした場合は除きます）
。
ぱっと見ただけでは、
一部のモニタリ

表示されていない機能は、
アイコンを左にスワイプしますと現れます。
アイコンは回転
木馬のように動作し、
左右にスワイプすることで、
必要な機能をご利用頂けます。右下
にあるのが設定ボタンです。モニタリングツールの設定を調節する際にこのボタンを
押してください。

ング機能しかないように思われるかもしれません。

モニタリングモード / 機能

モニタリング機能起動アイコン
AtomOS 10 ではモニタリングツールのレイアウトが新しくなりました。大きな黄色
いMONアイコンをタップするだけでオン/オフが切り替わります。モニタリングツー

フォーカスピーキング
収録映像のフォーカス調整を確実にします。

ル表示後、
アイコンを左にスワイプしますと隠れていた機能がさらに表示され、
アイコ
ンをタップすると各機能が起動します。
ツールの多くは同時に機能しますので、
フォー
カスと露出を確認しながらフレーミングするなどのご利用が頂けます。各アイコンを
簡単にご紹介致します。

輝度波形モニター
映像のダイナミックレンジを視覚化します。

ゼブラパターン
露出の確認と露出度の設定に使用します。

フォルスカラー
画像全体の露出を視覚化します。

RGB パレード

ブルーオンリー露出

入力ソースからの赤、
緑、
青のレベルをモニタリングします。

映像のノイズ成分を確認します。

ベクトルスコープ

ズーム 1:1

彩度を確認する際に役立ちます。

パンチインして、
クリティカルフォーカスを確認します。

ベクトルスコープズーム

ズーム 2:1

ベクトルスコープ中央を8倍に拡大したものです。
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シネマガイド
シネマ又はテレビフレームのガイドを表示します。

波
 形モニターはオーバーレイを非表示にしてもモニター上にとどまり、映像の露出

調整に集中し続けることができます。MONボタンを押すと、WFM は画面下に並ん

でいるアイコンの列に移動します。

ベクトルスコープ

セーフティエリア

ベクトルスコープは色相
（回転角度で表示）
と彩度
（中心から外側への距離で表示）
の

アクションエリアとタイトルのセーフティエリアを表示します。

情報を表示します。映像の彩度を確認したり、
収録映像の一貫性を高めるために複数
のカメラをキャリブレーションする際に役立ちます。

アナモルフィック ディスクイーズ
アナモルフィックレンズ使用時に正しい画角に伸長して表示します。

設定
タップしますとモニタリングツールを設定できます。

モニタリング機能は入力シグナルが検知された場合のみ、点灯し、使用することがで

きます。

波形モニター
（WFM）
ツールの使い方
輝度波形モニター
輝度
（Luma）
波形モニターは画像のダイナミックレンジを視覚化し、
ハイライトとシャド
ーの露出を確認でき、
ディテールを維持する優れた手法です。特に低コントラストの

ベクトルスコープズーム
ベクトルスコープ中央を拡大
（8倍）
表示します。

logカーブでの撮影に便利で、ハイライトのクリッピングポイントを表す際にHDRとの
相性も完璧、
映像を適切な露出で撮影することができます。

RGB 波形モニター
RGB 波形モニターは入力ソースからの赤、
緑、
青のレベルをモニタリングします。
RGBチャンネルは横並びに表示され、
各チャネルの色が対応する波形の下に示されま
す。
また、
ホワイトバランスの確認にも使用可能です。
カメラを白いものに向けてみて
ください。
ホワイトバランスが適切に設定されていれば、
赤、
緑、
青のレベルが合致する
はずです。

波形モニターの設定
波形モニターの設定にアクセスするには設定アイコンをタップして
Waveform
（波形モニター）
タブを選択します。
波形モニターのサイズを変更するには、
1/4、
1/3又はフルのスクリーンアイコンをタ
ップしてください。希望のサイズに即座に切り替わります。

波形モニターのサイズ設定

モニタリング、収録、再生中に1/4、1/3、フルのスクリーンサイズを切り替えたい時

には、波形スクリーンの左下角をタップしてください。また、波形モニターを表示する
際のBrightness
（明るさ）
とOpacity
（不透明度）
を調節することもできます。
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Opacity

Brightness

フォーカスアシスト
（アウトライン）

Brightness
（明るさ）
スライダーは波形モニターの明るさを直接操作し、
Opacity
（不
透明度）
スライダーはモニターに波形モニターを重ねる際の透明度を調節します。お
好みに合わせてモニタリング設定をご利用ください。

モニタリングアシストツールの使い方

AtomOS10には優れた映像を撮影する上で役立つモニタリングツールが数々搭載さ

れています。
ノイズがなく、
的確な露出で撮影できるように、
フォーカスピーキング、
ゼ
ブラ、
フォルスカラー、
ブルーオンリー露出に容易にアクセスし確認することができま
す。
さらに、
セーフエリア/タイトルエリアマーカーといったオプションに加え、
アスペク
ト比マーカー、
アナモルフィックディスクイーズ機能も用意されています。
フォーカスピーキング
フォーカスピーキングは収録中の映像にフォーカスが合っているか確認するためのツ
ールです。
フォーカスが合っている部分に設定した色
（タップして切り替え可能）
で縁取

フォーカスピーキングの種類と色の変更はフォーカスピーキングメニュー内のアイ
コンをタップして切り替えられます。

り表示します。
ピーキングの表示方法は、
カラー映像に重ねたり、
映像をモノクロ表示にして重ねた
り、
ピーキングされている部分だけを表示させることができます。

フォーカスピーキング（カラー）

モード

縁取りの色

縁取りの太さ

ゼブラしきい値
ゼブラパターンは、
ターゲットレベルに設定した露出より明るい領域に表示されます。
ゼブラのしきい値はスライダーを左右に動かすことで調節できます。

フォーカスピーキング（モノクロ）

フォルスカラー
フォルスカラーは表示している映像の露出に合わせて段階的に異なる色を割り当て
て、
露出を視覚化する機能です。モニター左に表示されているのがスケールで、
オー
バー露出は赤色、
アンダー露出は青色で表示されます。

Atomos Ninja V – User Manual Edition 1: November 2018
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フォルスカラースケール
シネマガイド / セーフティエリア / アナモルフィックディスクイーズ
AtomOS 10には高度なフレームガイドとセーフティエリアが搭載されています。
ガイ
ドアイコンはタップするごとに切り替わりますので、
撮影目的に応じたシネマやテレビ
のガイドフレームを選び、
SMPTE規格に準拠したフレームガイドに比例したアクション
エリアとタイトルセーフエリアをご確認頂くことができます。

シネマガイド

セーフエリア

アナモルフィックディスクイーズ

露出の度合いをより正確に判断できるように画面左にスケールを用意しました。
どう
ぞ、
ご活用ください。

シネマガイドアイコンをタップしてガイドを表示し、
ご希望のアスペクト比を選択してく

ブルーオンリー露出

ストプロダクション時のプレビュー、
トリミングに非常に役立ちます。
セーフティエリア

ださい。アスペクト比マーカーは2 x アナモルフィックディスクイーズと併用するとポ
ブルーオンリーでは、
入力シグナルの青色チャンネルに基づき、
モノクロ画像が表示さ
れます。
センサーノイズを最も顕著に確認できるチャンネルのため、
ノイズ成分の確認
に役立ちます。

マーカーは、
セーフティエリアアイコンを一度タップするとアクションエリア、
もう一度
タップするとタイトルセーフエリアで表示されます。
シネマガイド

セ
 ーフティエリア/グリッドラインはスクリーン中央をタップしオーバーレイを非表示

ズーム
ズームモードでは、
パンチインしてクリティカルフォーカスを確認することができます。
1:1トグル ディスプレイの表示が1：1のピクセル等倍表示に切り替わり

にしたときもそのまま表示されます。

セーフティガイド

ます。現在スクリーンに表示されている箇所が、
インジケーターボック
スで表示されています。
• 4K 入力時には、
4K UHD映像の1/4が表示されます。
2:1トグル 更に拡大表示され、
スクリーンに表示されている箇所がイ
ンジケーターボックスに表示されています。表示範囲は、
スクリーン上
でスワイプするか、
インジケーターボックスで選択範囲を動かすこと
で、
任意に移動させることができます。
• 4K 入力時には、
4K UHD映像の1/16が表示されます。

ディスクイーズ 2x
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LUT
ルックアップテーブル（LUT）
は、
カラーレスポンスを変換するテーブルで、
文字通り、
入力映像の
“見た目
（Look）
”
を調節します。3D LUTは、
R
（赤）
、
G
（緑）
、
B
（青）
の３つの値
が組み合わさり定義され、
色だけにとどまらず、
ガンマやガモットも調整されます。
さら
に、
LUTはカメラの特性に合わせたり、
フィルムストックエミュレーションなどで作成し

LUTをロードする際は、
登録したいスロット
（カーブボタン）
を選び、
カーブアイコンをタ
ップ後、
フォルダーファイルをタップします。
ディスクファイルシステム内から、
アップロ
ードしたいLUTファイルを選び、
ファイル名をタップ後、
Import
（インポート）
を押します。

たLookを使用し、
特定の色空間での入力のモニタリングでも活用されます。

全てのLUTがどれも同じように使用できるわけではなく、
大多数がREC.709の範囲内
で機能するように設計されています。つまり、
意図されている色の調整を行うとともに、
映像の輝度にも影響を及ぼしている可能性があるのです。彼らが作ったLUTを使用す

進捗状況を示すLoading LUTのバーがComplete(完了)に変わるまで、
そのままお待
ちください。モニタリングモードパネルの上部に現在選択している3D LUT名が表示
されます。

る際は、
REC.709 や SDRでの視聴を目的としたコンテンツに限定して使用すべきで
す。3D LUTをご使用の際は、
Davinci ResolveやPhotoshopなカラーコレクションア
プリケーションや、
LUTCalc.のような専用のアプリケーションを使用して、
独自の”
ルッ
ク”
を作成し、
Atomosデバイスにインポートしてご利用頂けます。
これが、
優れたベー
ス、
基本グレードとなり、
ご自身のフッテージに個性的な”
ルック”
を簡単に適用できるよ
うになります。
Atomos は業界標準の.CUBEの3D LUTをサポートしており、
LUTロード用のメモリ
ースロットが8スロット用意されています。1D LUTはサポートしておりませんのでサー
ドパーティー製ソフトウェアにて変換してからインポートする必要があります。
お使いのNinja VにLUTをインポートする際には、
まず.CUBEファイルをコンピュータ
ー及び互換性のあるドックを使用してマスターキャディー2内のSSD/HDD にコピー
してください。
正しいLUTメモリースロットを選択して、
登録したLUTをディスプレイに適用することが
できます。LUTはモニタリング機能メニューで適用しておく必要があります。モ
ニタリングメニューで適用されるLUTは、
常にLUTメニューで選択されたLUTです。情
報バーに表示されている適用中のLUT名をタップするとLUTの選択に即座にアクセス

コンピューターからLUT取り込み

することができます。
LUTメニュー内でスロットをタップすると、
選択されたLUT名がプレビューされます
（メ
ニューバーの上）
。選択されたLUTファイル名は情報バーにも表示されます。

Ninja VにLUTを追加
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LUT処理に関連する3つのオプション：
During Record（収録中）
こちらの設定を選択しますと、
収録映像にLUTをあてて書き込まれ、
LUTの適用前に
戻すことができなくなります。
ポストプロダクションでもLUTを解除できなくなります
ので、
このオプションを選択する前に十分にワークフローをご検討頂くことをお勧めい
たします。適用しますと、
CUSTOM LOOK
（カスタムルック）
アイコンがモニターの上
部角で点滅し、
収録映像に何らかの問題が生じるのを避けるために収録中はLUTを起
動できなくなります。
During Output（出力中）

Monitor（モニター）

OUTPUT LOOK
（出力ルック）– こちらのオプションでは、
選択した”
ルック”
が、
Ninja

HDR モニタリング運用に入る前にHDRの背景を理解しておくことが重要です。既存

VのHDMIループアウトにも適用されます。
この機能を活用し、
大型モニターやワイヤ

のRec.709スタンダードダイナミックレンジ
（SDR）
と今後主流になるであろうハイダ

レス送信機を使用して、
LUTをあてた映像を即座に確認することができます。
こちらの

イナミックレンジ
（HDR）
の重要な用語に慣れるために、
Atomos HDR ガイドをお読み

機能は、
入力メニューから設定頂けるダウンコンバートオプションと合わせてご利用頂

頂くこと、
お勧め致します。

けます。
Compare（比較）
カラーマネージメント中に、
様々な”
ルック”
を確認したり、
Native Video Source
（ネイ
ティブ動画ソース）
と比較を行うことができます。Compare
（比較）
オプションをタップ
しますと、
50/50で垂直に画面が分割され、Natural Source Video
（未加工のソース
ビデオ）
と選択中のLUTの”
ルック”
の双方が表示されます。

標準規格の使い方 – Native（ネイティブ）/ Rec.709 / HLG / PQ
AtomOS10は、
映像をHDRで表示するとき、
予め登録されている設定を使用します。
従来のAtomosOSのHDRスライダーと似ていますが、
可変スライダーの代わり
に、
Rec.709（SDR）
、
HLG、
PQ（HDR）
に対応したボタンがあります。
これらのボタンを活用し、
後程ご説明いたします水準で、
露出を調整できるようにな
り、
HDRで露出を推測しながら作業を行う必要がなくなりました。

Native Video Source（ネイティブビデオソース）
このオプションでは、
一切処理を行わず、
そのままの映像を映し出しますの
で、
Ninja Vは標準の放送モニターのようにご利用頂けます。
カメラを接続
しますと、
カメラからのRec.709やLog映像がそのままモニタリングされま
す。標準のRec.709は正しく表示されますが、
Log映像はフラットに表示さ
れます。
Rec.709
このモードでは、
Ninja Vがカメラのガンマ/ガモットから、
パネルの最高の
50/50 プレビューを起動させるとループアウトにも適用されます。LUTが収録に
設定されている場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

輝度
（1000nits）
が100%となるIREのリニアマッピングを行います。
これを
超えた部分はすべて切り取られます。
HLG（ハイブリッド Log ガンマ）
このモードでは、
Ninja Vがカメラのガンマ/ガモットから、
パネルの最高の
輝度
（1000nits）
が1200%となるIREのリニアマッピングを行います。
ハイ
ライトは若干圧縮されます。
PQ
PQモードを選択しますと、
Ninja Vがカメラのガンマ/ガモットから、
パネル
の最高の輝度
（1000nits）
が2000%となるIREのリニアマッピングを行いま
す。ハイライトはさらに圧縮され、
HLGに似ていますが、
よく見てみると鏡
面ハイライトの部分がより詳細に映し出されていることがわかります。
HLGモードとPQモードの間で細部の見え方にどれくらいの差が生じるかはお使いの

スクリーン中央をタップして、全てのオーバーレイを取り除くことができます。もう

カメラのダイナミックレンジに依存します。

一度タップするとコントロールが表示されます。
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HDR と Logについて
HDRにおける第一歩はHDRシーンの存在を認識することです。映像の最も明るい部

理解しておくべき重要な要素の一つは、
Log収録対応のカメラを使用すれば、
SDR表示

分から暗い部分へのコントラストの諧調が良いか、
また、
各色が明度と輝度情報を持っ

よりも広いダイナミックレンジが収録できるという点です。Log は、
Rec.709規格に収

ていますので、
色全般の色調範囲もご確認ください。

まるよう、
ダイナミックレンジを対数カーブで圧縮し、
追加したストップのハイライト情

次に、
収録しているHDR Log情報とNinja Vで設定されているLog信号が合っている
かをご確認ください。
（詳細は19ページを参照）

報を保持したまま収めています。各ピクセルにSDR表示範囲以上の輝度情報が含まれ
ているため、
彩度が低くねむたい映像に見えます。
このように表示される理由
は、
Rec.709の100%よりも明るい情報が表示時に切り捨てられているからです。下図
をご参照願います。

これで、
Log収録時、
AtomOS 10の映像処理を活用してHDRの仕上がりイメージをプ
レビューできますので、
眠たいLogの映像できわどい判断をすることなく、
露出を決め
ることができます。

SDR/HDRの調節に加えて以下のオプションも用意されています。
Native

Rec.709

HLG

PQ

Custom LUT

HDR の主な効果は鏡面ハイライトと明るい部分に顕著に表れます。
これまでは
“白飛
び”
していた箇所のディテールが向上し、
コンテンツの質が高まります。HDR では諧調

Display off
（ディスプレイオフ）機能を使用しますと、
本体の動作に影
響を及ぼすことなくモニター画面のみ電源を落とすことができます。
この機能はロック機能と連動して働き、
本体の横にある電源ボタンを
軽く押して適用します。

が再現できる限界が広がりますので、
より多くのディテールを見せることが可能です。
特性を確認するために、
露出を増して試し撮りすることをお勧めします。
AtomOS10 HDR は各Logカーブを徹底的に理解し、
パネル処理と明るさをコントロ

本体背面にあるTally light
（タリーライト）が収録中は赤く点灯し、
収
録待機中は画面正面のLEDが緑色で表示されます。

ールすることで、
シーンのハイライトエリアの明るさを増やしました。
シーン内の環境光と並行して、
お使いのレンズが速ければ速い/明るければ明るい
ほど、収録に活用できる輝度レベルが高まります。シネレンズや無段階絞りのマニ

lip screen
（フリップスクリーン）機能を使用しますと、
上下ひっくり返
して、
スクリーン表示を行います。

ュアルレンズを選択された方が、電子制御絞り搭載の写真用レンズよりも高度な柔
軟性を提供します。

AtomOS10 のモニタリングモードは、
Ninja Vの処理エンジンによりLogガンマ入力

モニターを上下ひっくり返してご使用頂くときは、放熱効果を妨げないよう気を配

時にダイナミックレンジの広い表示を実現しています。Atomosの研究開発の成果で

り、本体の冷却通気口をふさがないようにご注意ください。

あるAtomOS 10のHDR モニタリングの映像処理により、
自然で鮮やかな色彩を映
し、
撮影時の鏡面ハイライトが失われていない美しい映像を確認することができるた
め、
見えているままの光景を撮影するだけで済みます。
目の前に広がっているシーンとNinja Vに映し出されている映像が同じように見えれ
ば露出が適切であることを意味しますが、
念のために波形モニターも併用してご確認
ください。
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ディスプレイ
このモードを選択しますと、
ネイティブモードの際、
スライドバーを使用して、
明るさ調
整を行うことができます。右にスライドさせると明るさが増し、
100%でディスプレイの
最大輝度1000nitsとなります。他のモニター搭載電子機器と同様に、
明るさを増す
と、
その分消費電力が増え、
バッテリーが早く消費します。
また、
ディスプレイのLift
（リフト）
、
Gamma
（ガンマ）
、
Gain
（ゲイン）
も調節頂けます。
メ
ニュー左にあるアイコンをタップしますとオプションをスクロールでき、
スライダーを
左右に動かして調節を行います。

ファイルリカバリー
Ninja V は、
収録モード中、
継続的にディスクに書き込んでいます。予期せぬトラブル
で電源が落ちたり、
誤ってSSDを抜いてしまった場合でも、
データのすべてを損失する
のではなく、
最後の数秒間だけの損失でリカバリーを行うことができます。
問題が生じて中断してしまった収録データがある場合、
Ninja Vを再起動させるか再
生モードに入った際、
ディスクを修復するメニューが表示されます。
この修復メニュー
では、
Recover now
（今すぐリカバリー）
又はRecover later
（後でリカバリー）
のどちら
かを選ぶことができます。
Recover later
（後でリカバリー）
を選択した場合、
ディスクを装着又はNinja Vを起動
するたびに同じメニューが表示され、
正しく終了されなかったファイルをリカバリーす
るよう通知してきます。
もし、SSDが壊れてしまっている場合には、Ninja Vで修復することはできません。
サードパーティー製ハードディスクリカバリーソフトウェアを試みることをお勧め致

します。

Backlight
（バックライト）
：
バックライトの明るさを調節します。HDRモニタリング中は操作することができません。

Lift
（リフト）
：
明るさを上げるとコントラストも高くなります。

Gamma
（ガンマ）
：
ガンマを操作しますと、
シャドー部がより濃く、
豊かになります。明るい日中にモニタリングする際に便利
な機能です。

Gain
（ゲイン）
:
ゲインは、
画像の明るさを増し、
ハイライトに影響を及ぼします。

リセット：
全ての値を瞬時に初期値に戻します。
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再生モード

Play
（再生）
ボタンを押すと再生モードに切り替わり、
SSDに最後に収録されたクリップ

さらに、
画面右下にあるフォルダーアイコンをタップすることにより、
クリップ/プレイリ
ストを選択できます。
また、
画面上のスクリーンコントロールを使用して、
次のクリップ

がすぐに再生します。
再生モードでは、
ボタンをタップすることにより、
完全なモニタリング＆編集ツールをご
利用いただけます。MON
（モニタリング）
やEDIT
（編集）
ボタンをタップしてモニタリン

や前のクリップを再生することもできます。
クリップのスクラブ、
再生スピードや方向の設定、
ループ再生といったオプションも用

グ、
編集ツール間の切り替えができます。再生モードで即座にコンテンツが確認できる

意されています。
これらの機能は全て
“Playout(再生)”
モードでもご利用頂けますの

ため、
フォーカスは適切か、
露出が変わっていないかなどの判断を行ったり、
LUTを適

で、
より大きなスクリーンで視聴、
確認、
評価することができます。
さらに、
再生時にLog

用した収録コンテンツのプレビューなどが可能となります。

カーブやLUTの適用も可能です。

再生モード / ホーム

メインコントロール

スクラブバー | スピード/方向コントロール
再生中のコントロールが複数用意されています。
スクラブバーで前後に移動。

REC（収録）
：

再生の方向とスピードを設定。パーセントスライダーで再生スピードを設定すること

収録ホーム画面に切り替わります。

もできます。例えば60P を30Pでなど、
スロー再生/戻しが可能なため、
高フレームレ
ートを1/2や1/4のスピードでプレビューする際に使える機能です。

PLAY
（再生）
：
EDIT
現在のクリップを再生＆停止します。

2x/4x
2倍又は4倍速で早送り/早戻し再生ができます。

MON（モニタリング）
：

次/前のクリップ

モニタリングツールを表示/非表示。
タップで切り替え。
EDIT

次や前のテイクにスキップします。.

EDIT

EDIT
（編集）
：

アドバンス

EDIT
編集ツールを表示/非表示。
タップで切り替え。

一時停止中にこのボタンで1秒送り/戻ししてクリップを詳細に分析す

EDIT

ることが可能になっています。2：1ズーム機能と組み合わせると特に役

設定：
EDIT

立ちます。

再生設定＆ツールにアクセスする際にタップ。.

ループ

EDIT

収録ファイル：

このアイコンをタップすると、
ループ再生モードに入ります。編集ツー

収録ファイルをブラウズ。
EDIT
0%
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ルを使ってループのイン・アウトポイントマーカーを設定することも可
0%

能です。38ページを参照してください。
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再生モード
Ninja Vの主要機能の一つは、
収録コンテンツの視覚的損失のない、
同等の高品質画
像を維持しつつ、
モニターレコーダーを再生＆出力デバイスとして活用できる能力で
す。
さらに、
Ninja Vの映像出力機能によって、
大画面HDMIモニターやスイッチャーに
ライブ/収録フッテージを送信することもできます。

収録ファイル
収録ファイルをブラウズします。
0%

Order（順序）
矢印 でクリップの再生順序を選択することができます。
クリップは収録

0%

された順序に基づき、
最後に収録されたクリップが一番上に保存されています。降順
（
最新のクリップから順番に）
又は昇順
（撮影された順序で）
のいずれかで再生可能です。

0%

タグ
プレイリストオプションをスクロールするために押します。
All
（全部）を押すと、
ディスク上の全クリップが再生されます。
Favorites
（お気に入り）を押すと、
お気に入りとしてタグ付けされたクリップだけが再
生されます。
ファイル名又はフォルダーボタンを押すとドライブ上の視聴可能なクリップのリストが

Combined
（複合）を押すと、
お気に入りとしてタグ付けされたクリップと選択された

表示されます。
ここにはクリップ名
（シーン、
ショット、
テイク番号）
、
解像度、
コーデック、

クリップだけが再生されます。

再生時間が表示されます。
クリップをタップするとハイライトされ、
背景に最初のフレ
ームが表示されます。再びタップするか、
再生ボタンを押すと、
このクリップの再生が

Selected
（選択）
を押すと、
選択されたクリップだけが再生されます。

開始されます。

 再生コンテンツリストメニューを開くと、再生が自動的に停止されます。
選択したクリップを再生するにはファイル名を再度タップしてください。



各クリップの再生時間を合算した値が再生コントロールのスクラブバー上に表示さ
れます。白い縦線が開始/終了ポイントを示し、プレイリストに選択されたクリップが

シームレスに再生されます。

コーデックプレイリスト

プレイリスト
再生モードの機能性と柔軟性を高めるためにプレイリストを作成する機能も用意され
ています。プレイリストを作成するには、
収録ファイルフォルダーを開き、
プレイリスト
ボタンを押します。
ボタンが緑色に変わり、
ご利用頂けるオプションが表示されます。

コーデックをタップで切り替えて再生するクリップを選択
できます。
お気に入りプレイリスト
カットタグ編集ポイントをお気に入りプレイリストと組み合わせて、
プレイリスト内のサ

プレイリスト機能起動

ブクリップとしてお気に入りフラグを使用し、
イン・アウトポイントを設定することもでき
ます。
これは、
お気に入りや複合プレイリストで使用されると、
クリップ上でイン・アウト
ポイントが設定されている部分のみ再生されることを意味します。順序アイコンはプ
レイリスト内のサブクリップにも適用されますので特に注意してください。降順にする

 プレイリスト内のクリップは全て同じコーデック、解像度、フレームレートで揃える必
要があります。

収録素材全ての通常再生に戻るには、
プレイリストアイコンを再度タップしプレイリス
トを無効にします。
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と最後のサブクリップがプレイリストで最初に再生されることになります。

プレイリストの起動中、クリップにメタデータタグを付加することはできません。
イン・アウトポイント、
タグ付け、
XML出力の使い方に関する詳細は次のセクション
「編
集」
で解説します。マーカーポイントの使い方については38ページを参照してください。
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Video Format

ビデオフォーマット

Output

出力

このメニューに関する情報は20ページをご参照ください。

ビデオフォーマットメニューにはお使いのNinja Vの現在の設
定に関する情報が含まれています。
フォーマット、
圧縮率、
ディ
スクの残り時間が表示されます。

Meters

CAMERA OUTPUT（カメラ出力）
Log収録時、
撮影時のカメラに合わせて、
ガンマやガモットを
設定しますと、
MonitorタブのLUTで適切に確認することがで

Date

適切なメタデータフラッグを使用してHLG 又は PQ HDR 出

日付

このメニューに関する情報は23ページをご参照ください。

きます。
Playback Auto HDR（再生自動HDR）

メーター

このメニューに関する情報は21ページをご参照ください。

Battery

バッテリー

Fこのメニューに関する情報は24ページをご参照ください。

力を直接サポートしているカメラやゲームコンソールから
Ninja VにHDR画像を送り込んでいる際にこのスイッチを入
れます。Log映像を送り込んでいる際にはこの設定が無効に
なっていることを必ず確認してください。

Info

情報

Ninja V デバイスのソフトウェア
（ファームウェア）
のバージョンと
固有の端末識別子
（UDID）
が表示されます。
これは Avid DNxHD
/ Avid DNxHR コーデックを起動する際に要求される情報です。
また、
お使いいただいているファームウェアが最新のものかどうか
は以下のAtomosウェブサイトにてご確認いただけます。
www.atomos.com/support
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編集モード

編集モードでは、
収録や再生をしている際にクリップにタグ付けを行い、
収録クリップに

お気に入りのクリップは、
再生モードで簡単にプレイリストを作成することができ、
タグ

イン・アウトポイントを追加することができます。

付けされたサブクリップは連続して再生されます。

Favorite
（お気に入り）
やReject
（却下）アイコンをタップし、
“良いクリップ”
と
“悪いク

AtomOS10 には拡張タグ機能が新規搭載されています。
これによって、
編集作業の

リップ”
を設定することができます。
この情報は編集工程を短縮するためにノンリニア

円滑化に役立つ、
より具体的なタグ付けが可能になりました。

編集システムにインポートすることができます。
マーカーがつきますので、
収録した素
材のどの部分を使い、
どの部分を使わないのかが一目でわかります。

SmartLog は、Final Cut Pro Xの XML (.fcpxml)との互換性があります。

再生モード / 編集ツール

メインコントロール
REC（収録）
：

IN

収録を開始します。

インポイント

PLAY
（再生）
：
EDIT
現在のクリップを再生＆停止します。

1

OUT
アウトポイント

お気に入り

却下

露出過剰

色

クローズアップ

ワイドショット

2

MON（モニタリング）
：
モニタリングツールを表示/非表示。
タップで切り替え。
EDIT
EDIT

タレント 1

タレント 2

EDIT
（編集）
：

B

EDIT
編集ツールを表示/非表示。
タップで切り替え。
EDIT

設定：
EDIT

AtomOS 10.01.の編集機能には、
設定項目は用意されておりません。

ノイズ

カットアウェイ

今後のファームウェアアップデートで変更される可能性があります。
EDIT

XML
EDIT

EXPORT
XMLファイル出力
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1

2

マーカーとタグ付けアイコン
（SmartLog）

EXPORT XML
（XMLエクスポート）

マーカーとタグを使用しますと、
不要な映像のインポートに時間を費やすことなく、
編

XML

集＆レビュー工程をNinja Vで即座に始められます。
クライアントやディレクターと共

EXPORT

に現場で映像のレビューやタグ付けを行ったあと、
別のワークステーション/NLEに収
録ファイルを送り、
無駄にすることなく作業に取り掛かれます。

B

クリップへのタグ付けが終わったら、
全情報をキャプチャーして、
編集、
ポストプロダクシ
RESETョンの時間を短縮するためにXMLデータを活用する
ことができます。
SmartLogは FCPX XML (.fcpxml)と互換性があります。

N
（イン）
ポイント
開始したい任意の位置でタップし、
インポイントを設定します。
タップ

IN

した位置が開始点に設定され、
もう一度タップしますと開始点がリセ
OUT

ットされます。

OUT
（アウト）
ポイント

RESET
（リセット）
リセットボタンを押すとタグとXMLデータ全てがクリップから削除さ

XML

EXPORT

1OUT

アウトポイントの設定は、
終点にしたい任意の位置でこのボタンをタッ

2

テイク全体又は使用したい部分だけをお気に入りとしてマークするこ

RESET

2

れます。複数のテイクを取り扱っていたり、
タグ付けを誤ったりした際
に役立つ機能です。
リセットを行っても、
設定したイン・アウトポイント
は削除されません。イン・アウトポイントは各ボタンでリセットしてマー

プします。
もう一度タップすると解除されます。

カーを取り除いてください。

お気に入り
とができます。必要に応じて1つのテイク内に複数個所をマークする

B
ことも可能です。

IN

却下

収録、再生、モニタリング中の編集ツールの使い方
収録時やモニタリング中にEdit
（編集）
アイコンをタップしますと、
編集ツールにアクセ
スできます。

OUT

テイク全体又は一部を却下としてマークします。

B
XML

EXPORT
1OUT

RESET
2

RESET
2

タレント1

タレントにタグ付けします。
また、
別の意味を設定することも可能です。

タレント 2
タレントにタグ付けします。
また、
別の意味、
イベントなどを設定するこ

B
とも可能です。

IN
B

露出過剰 OUT

0%

オーバー露出やフォーカスずれとしてタグ付けします。

XML

EXPORT

1OUT

色補正

RESET

2

イン・アウトポイント

“色”
としてタグ付けします。問題のある画像を示すタグとして活用す
ることができます。
また、
別目的での利用も可能です。

IN

ノイズ

マーカーを設定すると、
映像がクリップされ、
イン・アウトポイントで

B

背景にノイズや干渉がある旨をタグ付けします。

B
XML

EXPORT

0%

間を探すこともできます。

RESET

2

再生中にイン・アウトポイントをタップするだけで簡単に設定が行え

OUT
ます。映像を一時停止にして、
スクラブバーを使用しながら適切な瞬

カットアウェイ
カットアウェイシーンとしてタグ付けします。

IN

1

1OUT

設定された範囲の映像だけが再生されます。
マーカーをリセットす

2

れば元の再生に戻ります。

0%

2
B

RESET
クローズアップ
編集やポストプロダクションで活用できるよう、
クローズアップとして

RESET

タグ付けします。

B
XML

EXPORT

RESET

ワイドショット
ワイドショットとしてタグ付けします。
XML

EXPORT
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IN

0%

1

2

B

最後のステップはFCPX XMLファイルにタグをエクスポートする工程です。

お気に入り / 却下
Play
（再生）
を押した後、
良し悪しをマークしたい部分の開始時点で
Favorite
（お気に入り）
又はReject
（却下）
をタップし、
終了時点で再度タッ
プします。
クリップに複数のタグを付け、
タイムコードの正確なメタタグで

IN

Apple FCPX
（Final Cut Pro X）XMLで出力できます。

• EXPORT
（エクスポート）
ボタンをタップします。

OUT
XML

EXPORT
0%

1
IN

OUT

1
2OUT

（待ち時間は収録時間と適用されたフラッグの量によります）

OUT

XML

EXPORT
B

• 作成が終わりますと自動的に元の画面に戻ります。
お使いのSSD/HDD上にXMLファイルが作成され、
互換性のあるドックを使用してディス

B

拡張タグの使い方

2OUT

Favorite
（お気に入り）
、
Reject
（却下）
のタグ付けオプションに加えて、
AtomOS10には編集とワークフローに大いに役立つ拡張タグも搭載

クがコンピューターに接続されると即座にFCPXによりアクセスできるようになります。
0%
詳細は43ページをご参照ください。

されています。モニタリング、
レビュー中に念入りに検討し、
タグ付けを

2

行いますと、
ポストプロダクションでの作業が円滑に行えます。

RESET
（リセット）

XML

拡張タグはXMLファイルをインポートすると利用可能となりマーク付け

B

B

RESET

2

EXPORT

や編集にタグをどのように使ったかによって、
収録素材各所のフィルタ

2

SmartLog は FCPX XML (.fcpxml)と互換性があります。

• Please wait（しばらくお待ちください）
と画面に表示されます。

選択した部分を特定できるようにタイムラインスクラブバーが緑や赤で表示されます。

1 IN

OUT

RESET

リセットボタンを押すと全てのタグとXMLデータがクリップから削除
されます。複数のテイクを取り扱っていたり、
タグ付けを誤ったりした

リングや表示に活用することができます。
タグの使い方とXMLインポー

際に役立つ機能です。
イン・アウトポイントはリセットされません。

トに関する詳細情報は43ページに記載されています。

イン・アウトポイントを外したい時には、
イン・アウトボタンでマーカー

B
また、
タグは再生時にも活用でき、
ディスクから選択した収録映像のみ

を削除する必要があります。

をまとめたプレイリストを作成することができます。プレイリストに関す
る詳細情報は35ページに記載されています。

RESET

拡張タブオプションの完全なリストについては38ページをご参照くだ
さい。

XML

EXPORT
RESET

RESET

RESET
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11. HDプルダウン

1080p23.98 / 1080p24 の場合
お使いのカメラの設定を1080p23.98 又は 1080p24にされ、
Ninja V が
1080i59.94 又は 1080i60を表示している場合には、
以下の手順で簡単にプルダウ
ンを除去することができます。
• 左上にあるInput
（インプット）
メニューを 選択し、
Record
（収録）
の下にある青色
の矢印を1080p23.98（又は 1080p24）
が表示されるまで繰り返しタップしま
す。
このコラムに緑色のチェックマークがすぐに表示されないことがあります。
• お使いの Ninja V がプルダウンシーケンスを検知、
除去するために1秒ほど分
析する必要があります。
• 約1秒たっても自動的に検知されない場合には数秒ほどレンズの前で横に手を
振るか、
カメラを横に振ってみてください。Ninja V が動きの中でプルダウン
ケイデンスを検知し、
画面上に緑色のチェックマークと共に映像が表示されます。
プルダウンとは？
現在ご利用頂ける多くのカメラは業務用、
民生用に関わらず、
真の1080p24、
1080p23.98、
1080p25、
1080p29.97、
1080p30 シグナルをHDMI出力していま
せん。
代わりに、
NTSCリージョン
（例：米国、
日本など）
では1080i59.94 、
PALリージョン
（例：
欧州）
では1080i50 で発信しています。
このシグナルを内部収録フォーマットから1080i5994 や1080i50に変換する際に施
されているのが 3:2 又は 2:2 プルダウン処理というものです。

プルダウンは インターレースHDシグナルのみに適用されるもので、
４Kには適用
されません。

完全に静止した映像上では、3:2プルダウンを検知できないことはないにしても、か
なり難しくなります。
レンズの前で手を振る必要が生じるのはこのためです。

例えば、HDMIケーブルを抜く、再生モードにするなど、入力検知が失われてしまった
場合には、Ninja V へのシグナルが復旧した時点で再び手やカメラを振る必要が生

じます。
例えば、パナソニックアドバンスドプルダウンなど、一部のカメラでは別種のプルダ

ウン除去が採用されています。Ninja Vはこのフォーマットをサポートしていないた
め、検知できません。
パ
 ナソニック標準プルダウンはサポートしておりますので、パナソニック製カメラを

お使いの場合にはプルダウンの設定がアドバンスドになっていない旨を確認してく
ださい。

カメラの設定

プルダウン

Ninja Vが受信する信号

1080p23.98

3:2

1080i59.94

1080p24

3:2

1080i60

1080p25

2:2

1080i50

1080p29.97

2:2

1080i59.94

1080p30

2:2

1080i60

1080p25 / 1080p29.97 / 1080p30 の場合
これらのモードの場合には、
Record
（収録）
メニュータブにアクセスし、
ご希望の
1080pフォーマットが表示されるまで Record Format
（収録フォーマット）
オプション
を繰り返しタップしてください。2:2プルダウン除去では動きの検出は必要としません
ので、
手やカメラを振る必要はありません。

当然のことながら、
Ninja V で収録する際にはディスクに1080i59.94ではなく、
1080p23.98といった実際のフレームレートで収録したいとお考えでしょう。
しかし、
Ninja Vでは映像に対するプルダウン処理が検知されないケースが多々ある
ことから、
お使いのカメラの設定に合わせて、
これを除去する適切なモードを設定しな
くてはなりません。
Ninja V がプルダウンを自動的に検知、
除去できるカメラも一部あります。
これらのカ
メラでは、
ご希望のモード
（例：1080p23.98）がNinja Vに表示されるため、
別途操作
する必要はありません。
希望する入力が検知されなかった場合には希望の入力が画面上に表示されるまで画
面の入力をタップしてください。

 Atomos では自動検知対応カメラを追加していく予定です。ファームウェアのアッ
プデートを定期的にwww.atomos.comにてご確認ください。
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12. 接続と編集
接続
収録した素材を編集するには、
マスターキャディー用のドッキングステーションを、
Mac® 又は Windows® の編集ワークステーションにUSB 2.0、
USB 3.0又は

ドッキングステーションは用途に応じて2種類御座います。USB-C3.1用のUSB-C
3.1 Docking Station
（ATOMDCK004）
と、USB2.0、USB3.0用のDocking

Station(ATOMDCK003）
があり、パソコンに合わせてお選び頂けます。USB3.0で

UBS-C 3.1で接続してください。
Ninja V からマスターキャディーや、
SSDminiを取り出してドッキングステーションに

ご使用の際は、電源供給のためUSBケーブルを2本接続してご使用ください。

挿入します。
しばらくすると、
標準ディスク
（exFAT）
ファイルシステム経由でコンピュー
ターから収録映像にアクセスできるようになります。

ファイル転送
お使いのドッキングステーションが接続され、
ディスクがオペレーティングシステムに

NLE 対応
弊社では視覚的な損失がなく、
すぐに編集可能なフォーマットである点を評価
し、
Apple ProRes®、
Avid DNxHD® 、
Avid DNxHR+ コーデックを選択しました。
主要なNLE
（ノンリニア編集）
は全てProRes、
DNxHD、
DNxHR対応です。

よって認識されたら、
ドライブから直接編集したり、
ファイルを記憶装置にコピーしたり
することが可能になります。
Windows
My Computer
（マイコンピューター）
からディスクを開き、
必要なファイルを選択し、
ご

•

Final Cut Pro (バージョン 7)

•

Final Cut X

•

Davinci Resolve 8.0 +

•

Adobe CS5 (5.51 アップデート以降)

•

EDIUS 6

•

Vegas 10

•

Lightworks

•

Avid Media Composer 6 (DNxHRについてはバージョン8.3以降)

•

Autodesk Smoke

希望の場所にコピー＆ペーストしてください
（ctrl+c でコピー、
ctrl+v で貼り付けられます）
。
Mac OS
お使いのNinja V ディスクは Finder
（ファインダー）
に表示されます。移動させたいフ
ァイルを選択し、
ご希望の場所にドラッグするか、
コピー＆ペーストを使用してください
（COMMAND + C でコピー、
COMMAND + V で貼り付けられます）
。

Avid DNxHD、
DNxHRのサポートにはオンラインでのアクティベーションが要求され
ます。

ExFAT 互換性
Ninja V はディスクをexFATでフォーマットします。AtomosではFAT32の4GB制限
を克服し、
WindowsとMAC OSの双方に対応すべく、
このファイルシステムを採用し
ました。
exFAT 対応のオペレーティングシステムは以下のとおりです。
• Windows 10
• Mac OS10.6.5 Snow Leopard以降
• Mac OS10.7 Lion
• Mac OS10.8 Mountain Lion
• Mac OS10.9 Mavericks以降

USB-C3.1対応
（別途USB2.0、
USB3.0用ドッキングス
テーションも御座います。）

AtomX SSDmini 又は マスターキャディーを装着します。

ラップトップ/
ワークステーションに接続*

ディスクが適切に装着されていることをご確認ください。

* 旧式のコンピューターでAtomX USB-C 3.1 ドッキングステーション2を使用する際にはUSB 3.0 オス Type C メス アダプターが必要です。
USB2.0やUSB3.0 で通常ご利用頂く場合には、
Docking Station(ATOMDCK003）
をお勧めします。
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12. 接続と編集
インポート
Final Cut Pro（バージョン 7）
、
Final Cut Pro X、
Adobe CS5（5.51に更新済み）

Ninja V ドライブ内のファイルが表示されます。
インポートしたいフッテージの入って

、
EDIUS 6、
Sony Vegas 10、
Davinci Resolve 8.0 +、
Lightworks、

いるフォルダーを選択してください。

Avid Media Composer 6 は、
Ninja Vのディスクからインポートしたファイルに対応
しています。
Ninja V フッテージをFinal Cut Pro X内にインポート
シンプルな手順で、
Ninja V フッテージをFinal Cut Pro X（FCP X）
に取り込めます。
最初にドッキングステーションをUSB 2.0かUSB 3.0ポート経由でApple Macに接続
します。次にフッテージの入ったディスクが装着されているNinja V マスターキャディ
ー2をドッキングステーションに挿入すると、
Finder
（ファインダー）
ウィンドウにドライ
ブが表示されます。
FCPX を開始して、
プロジェクトを開きます
（又は新規作成）
。

以下のように表示されます。

Import All（全てインポート）
又はクリップを個々に選択する場合にはImport
Selected
（選択したファイルをインポート）
を選択します。
フッテージをインポートした
いイベントを選択するか、
新しいイベントを作成してください。

File（ファイル）メニューから、Import（インポート）> Media（メディア）を選択します。

インポートの選択：
FCP X が
“ブラウズ”
ウィンドウを表示します。Ninja V ドライブを探してクリックしてく
ださい。

プロジェクトウィンドウにシーン、
ショット、
テイクファイルが表示されます。
これでFCP
Xプロジェクトにおける使用準備が整いました。
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12. 接続と編集
FCP XとSmartLog（スマートログ）

2. マニュアル

XML ファイルをFCP Xにインポートする前に以下をご確認ください。

• FCP Xを起動します。

• Ninja Vにドライブが装着されている間にXMLをエクスポートしていること。
• ドッキングステーションを接続し、
マスターキャディーをドックに挿入していること。
• ExFAT対応のオペレーティングシステムを使用していること。

• 新プロジェクトを作成
（又は既存プロジェクトを使用）
します。
この例ではXML Import
という名称です。
•「ファイル」
→
「Import
（インポート）
」
→
「XML」
を選択します。

• QuickTime
（クイックタイム）
が最新のバージョンであること。
• FCP X が最新のバージョンであること。

XML ファイルのインポート方法には以下の2種類があります。
1. 装着ハードドライブから直接ダブルクリックし自動で読み込む。
2. FCP X起動後に手動で読み込む。
1. 自動インポート
• Finderを開きます。
• ドライブを選択します
（この例では EXCVIDEO）
。
•「ユニット名.FCPXML」ファイルをダブルクリックします。
• FCP Xファイルが開きますので当該の.xml ファイルをインポートしてください。
FCP X がディスクのイベントを作成し、
このイベント内の全フッテージに命名、
参照し
ます。
クリップにFavorite
（お気に入り）
、
Reject
（却下）
を示す緑色と赤色のスマートタグも
追加されています。
プルダウンメニューによるお気に入りのソート、
表示もご利用頂けます。その際、
Event
Viewer
（イベントビューアー）
に各お気に入り全てが個別のクリップとして表示されます。

• Devices
（デバイス）
の下に表示されるNinja Vのドライブを選択します（この例では
EXCVIDEOという名称です）
。
•「ユニット名.FCPXML」
を選択し、
Import
（インポート）
を選択します。
XMLがインポートします。

インポートが完了したら、
クリップの拡大が可能になり、
Favorite
（お気に入り）
、
Reject
（却下）
、
その他各種タグが表示されます。
また、
クリップをフィルターしてお気
に入りのクリップなど特定のタグのみを表示することもできます。
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12. 仕様
重量と寸法

ビデオシグナル変換

本体のみ

360g

HDMI (4K > HD)

バッテリー&メディア込み

-

コーデック

寸法
（幅 x 高さ x 奥行 ）

151 x 91.5 x 31.5mm

材 質

アルミニウム合金ボディ
＋ ABS ポリカーボネート バックプレート

マウントポイント

回転防止 3/8-16 ネジマウントポイント、
1/4-20 ネジマウン
トアダプター装備。上面に1カ所、
下面に1カ所。

電 源

Video to
ProRes / DNxHR
(DNx utilizes a
.MOV wrapper)

HDMI (4K > HD) ループアウト可能 *収録は4Kとなります

ブランド / モデル
/ コーデック

解像度 / フレームレート

Apple ProRes
HQ, 422, LT
AVID DNxHR
HQX. HQ,
SQ, LB

4K DCI; 24/25/30/50/60p
4K UHD; 24/25/30/50/60p
2K
1080p; 24/25/30/50/60/100^/120^
1080i; 50/60i, 720p; 50/60p

オンボードプロセッシング

消費電力

10-22W

対応バッテリー

Atomos NP-F シリーズと対応アクセサリー

入力電圧
（バッテリー）

6.2V から 16.8V

バッテリー駆動時間
（7.4V時）

5200mAh – 最大2時間
（4K 60pでのモニタリング&収録時)
7800mAh – 最大3時間
（4K 60pでのモニタリング&収録時)

DC 入力

-

プルダウン除去

24/25/30pSF > 24/25/30p（2:2 プルダウン）
60i > 24p（3:2 プルダウン）

4K UHD ダウンスケーリング

対応 – ループアウトと再生

オーディオ入出力
（48kHz PCM オーディオ）
HDMI

2 / 8ch 24bit、
入力デバイスに依存

SDI

-

外部アダプターで連続電源供給*

アナログオーディオ

Line in / Mic in

ヘッドフォン出力

3.5mm ヘッドフォン出力 2ch 48kHz 24bit

サイズ

5.2インチ

内蔵スピーカー

未搭載

リモート 開始/停止

連続電源供給機能
（Continuous power）
* 特許出願中

タッチスクリーン

解像度 / PPI

1920 x 1080 / 423ppi

アスペクト比

16:9 ネイティブ

カラーガモット

REC709 HDTV

対応ルックアップテーブル
（LUT）

HDMI

自動 HDMI トリガー
対応プロトコル - Canon, Sony
Atomos Open Standard - Panasonic, Nikon, Olympus,
Fuji, Leica

3D LUT（.cube フォーマット）

SDI

-

アナモルフィックディスクイーズ

2x, 1.5x, 1.33x, Panasonic 4:3
*今後、
ファームウェアアップデートにより 2 x 4:3 4k 50/60p 対応

その他

LANC コントロール – スレーブ

技術

SuperAtom IPS パネル
（静電容量式タッチ）
、
別売りのキャリ
ブレーションユニットで Rec.709 にキャリブレーション。

HDR
AtomHDR

HDR モニタリング/収録
（ガンマ）

HDR モニタリング/収録
（ガモット）

対応
Sony SLog / SLog2 / SLog3
Canon CLog / CLog2 / Clog3
ARRI Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 /
LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 /
LogCEI800 /
LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600
Panasonic Vlog
JVC JLog1
RED Log3G10 / RED LogFilm
FujiFilm F-log
Nikon N-Log
PQ10k
HLG
Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine
Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+
Nikon Bt2020
Panasonic V Gamut
Arri Alexa Wide Gamut
Rec709 / BT.2020
JVC
RED WideGamut / RED DragonColor / DragonColor2 /
RED Color2 / RED Color3 / RED Color4 /

ビット深度

10-bit (8+2 FRC)

輝度

1000nit (+/- 10%)

HDR 入力
（PQ/HLG）

対応

HDR 出力
（PQ/HLG）

対応

ビデオ入力
HDMI

1 x HDMI (2.0)

SDI

-

シグナル

非圧縮 10bit 又は 8bit 422（再生ファイルに依存）

再生 / スローモーション
プレイリスト

対応

ゲンロック / LTC

対応 - 別売品の AtomX Sync併用

CDNG
（収録コンテンツ）

非対応

ProRes
（収録コンテンツ）

対応

DNxHR / DNxHD
（収録コンテンツ）

対応

収録
プリロール収録

対応 (HD 8秒, 4K 2秒)

カスタムタイムラプス

-

メタデータタグ付け

対応
（10種類のタグを提供）

対応メディア

AtomX SSDmini 及び2.5インチSSD/HDDとマスターキャデ
ィー2
（注：
ドライブはスロット以上に拡張可）
互換性検証済みドライブのリストは atomos.com/drives に
てご確認ください。

マスターキャディー
（ケース）

マスターキャディー2
（同梱品）75mm x 105mm x 12mm

マスターキャディー
（ドック）

2.5インチ SATA to USB 2.0/3.0/USB-C 3.1（別売品）

対応ソフト

FCPX/FCP7+ / Media Composer 5.0+ Davinci
Resolve 8+ / Premiere 5.5 / EDIUS 6.0+
Vegas Pro 10+ / Lightworks / Autodesk Smoke 2015

XML サポート

FCPX XML ネイティブ、
サードパーティー製変換ツールによる
FCPX/Adobeの限定サポート

箱の中には何が入っている？
同梱品

Ninja V 本体、
マスターキャディー2 1個、
12V-3A AC アダ
プター 1個、
バッテリーエリミネーター1個

別売オプション

Power Kit：バッテリー 2本、チャージャー 1個、アダプター 1個
AtomX Sunhood for Ninja V
AtomX Screen Protector for Ninja V AtomX SSDmini Handle
その他：
Atomos HDMI ケーブル
USB-C 3.1 ドッキングステーション / USB 2.0 ドッキングス
テーション Xrite i1 Display Pro キャリブレータ―、
USB to
Serial ケーブル。

メーカー保証

1年間
（ユーザー登録で3年間に延長）

Video Output (Play Out)
HDMI

1 x HDMI (2.0)

SDI

-

シグナル

非圧縮 10bit 又は 8bit 422（再生ファイルに依存）

ループアウト対応フォーマット
HDMI から HDMI に出力

720p 50/60, 1080i 50/60,
1080p 24/25/30/50/60/100/120,
4kUHD/4kDCI 24/25/30/50/60

SDI から SDII に出力

-

ガンマ/ガモット 変換

ループアウトを PQ/HLG 及び BT.2020/DCI-P3/Rec709
に変換

構造に関する注意点： Ninja V は最高気温40°
C/104°
F までの環境下で動作するように設計され
ています。高温環境でご使用になる場合は、
SSDドライブを使用し、
TFTの輝度を最低に設定してく
ださい。
注意点：仕様は通知することなく変更されることがあります。全ての情報は文書発行時点において正
確な情報です。

NOV2018-C

12. 別売アクセサリー
Atomos では基本的なメディアから遮光フード、
モニタリングアームに至るまでNinja Vの性能を高める多種多様な別売りアクセサリーを提供しております。

AtomX SSDmini by Sony

AtomX Arm & QR plate by Lanparte
Ninja Vにフィットするよう8㎝の長

• 10インチ 及び 13インチ モデル

さで設計されたドライブです。

Ninja Vをカメラやケージ、
リグにし

（幅 7.5cm、
重さ 88g）
.

っかりと取り付けられる関節式アー
ムです。
テンションを維持したまま、

• 500GB

モニターの角度調整を行える摩擦

• 1TB

抵抗技術が採用されています。

• 2TB

*近日リリース

AtomX SSDmini by Angelbird

Atomos AtomFlex Cables

Atomosの新製品 Ninja V 向けに

Atomos では4Kを含めた高データ

製造されたAngelbird のAtomX

レート対応のHDMIケーブルをご

SSDmini です。販売中のすべての

利用目的に合わせてお選び頂ける

Atomosレコーダーとも互換性が

よう、
長さと形状を取り揃えてご用

あります。

意致しました。

• 500GB

• 30cm
• 40cm

• 1TB

AtomX Ninja V Sunhood ATOMSUN007

• Full > Micro / Mini / Full

AtomX USB-C 3.1 Dock ATOMDCK004
AtomX SSDmini や、SSDを搭載

本体上下の取付溝にベースの枠を

したマスターキャディー2とUSB-C

はめ込み装着します。遮光フードを

3.1 ドッキングステーションを合わ

使用する際には枠の溝に差し込む

せてご利用頂くと、
転送時間を節約

だけで取り付けられ、
ご使用なさら

できます。SSDからの転送速度を最

ないときは、
フードを折りたたみ収

大限にすることで、
作業やクリエイテ

納できます。
フレームを装着したま

ィビティに費やす時間を増やせます。

ま、
遮光フードだけを取り外すこと
もできます。

AtomX Screen Protector (Ninja V) ATOMLCD03
Ninja Vの液晶面を保護します。映
り込みを軽減するマット仕上げのス
クリーンプロテクターです。
• 貼り付け簡単 + 取り外し簡単*
• スクリーンを保護
*不要な場合
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Power Kit ATOMPWRKT1

Ninja Vに最適なAtomos製 パワ
ーキットです。Ninja V以外の
Atomos製レコーダーにも対応し
ています。
• 急速充電器 1個
• 5200 mAh バッテリー 2本
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