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同期確認ツール

取り扱い説明書

FCCコンプライアンス
このクラスBデジタル機器はFCCの基準、文章12.103(c)に従順しています。動作は次の条件に従います：
（１）本機は有害な妨害を発しません。
（２）本機は外部からの妨害（動作に支障をきたす妨害を含む）に対応します。
Pharoah Editorial, Inc.の許可なく改造または変更を行った際、ユーザーは本製品を使用する権利をなくす
可能性もあります。

Syncheck3™は次の基準を満たしています：
EN55103-1 Electromagnetic emission 
EN55103-2 Electromagnetic immunity 
EN61000-4-3 RF Immunity 
EN61000-4-8 Magnetic field 
Syncheck3は無鉛でRoHSに従順しています。

タックシステム株式会社　2011.12
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光センサー マイクロフォン

マイクロフォン
ゲイン調整

オーディオ・
ライン入力端子
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Syncheck3™
同期確認ツール
取り扱い説明書

Syncheck3は、編集や再生機器から送出されるオーディオとビデオのタイミング関係を正

確かつ効率的に測定するユニークな製品です。オーディオとビデオの正確な同期は、業務

用メディア制作に於いて、リップシンクを維持し、適正な編集を行う上で欠かせない要素で

す。正確な同期は様々な技術的要因によって阻害されることがあり、これらを発見、評価、修

正するためにもSyncheck3のような客観的な測定ツールが不可欠となります。Syncheck3

は編集・再生システムを構築したり機器を追加するとき、さらにビデオとオーディオが正常

に同期しているかを確認したいときに、真っ先に使用するツールとなります。

注意：免責条項
Syncheck用のテストファイルはストロボ効果のような白色光の点滅を用いています。この

点滅によって測定中に不快感を感じる、さらに発作を起こす方もいます！テスト信号の使用

は自己責任にてお願いいたします。部屋の照明を暗くしても、完全に消さないでください。

暗い部屋での継続的な点滅は健康を害することもあります。このような身体への影響の可

能性を理解した上でご使用ください。また点滅を繰り返すパターンではなく、単発の発光/

発振を使うこともできます。一般的に”one per second”（1秒間隔）のパターンはリスクが低

いと考えられますが、これはすべての人に当てはまることではありません。”Multispaced”（

マルチ間隔）ファイルは短い間隔で点滅するため、健康へのリスクが高まることを理解いた

だいた上でご使用ください。使用の際は、リスクを少しでも軽減するため、部屋の照明を点

けて操作を行うことを推奨します。
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概要

Syncheck3は内蔵された光センサーとマイクロフォンで、光と音を検知します（ライン信号用のオーディオ入力端子
も備わっています）。テストビデオでは、白色の発光と同時に「ピッ」という発振音（サイン波のパルス）が発せられま
す。この発光と発振が繰り返され、インターレースとプログレッシブの両タイプのディスプレイを正確に測定するこ
とができます。単一の発光と発振だけでもその時点での正確な測定が可能です。またテスト信号を繰り返せば、断
続的なエラーや、同期精度のドリフトも確認できます。

Syncheck3は各発振と発光の開始点を比較し、どちらが先で、どれだけの時間差があるのかを測定します。測定に
使用されるのは、音の開始点と、暗から明に切り替わった時点です。Syncheck3の光センサーは非常に高感度で、可
視光から近赤外線まで広い範囲の光に反応するため、ほぼすべてのビデオディスプレイ技術に対応します。またマ
イクロフォンの感度は調整できるため、大抵の使用条件で十分な性能を発揮します。

テストムービーは様々なコーデックとフレームレートでオーサリングされています。1枚のディスクには収まらない
数のムービーファイルがあるため、その中から最も使用頻度が高いと思われるものを選択し、付属のディスクに収
めました。すべてのテストファイルはFTPサーバーからダウンロードできます（詳しくは本マニュアルの最終ページ
をご参照ください）。別売の再生可能DVD-Rディスクをご購入いただいた場合、このDVDのデータエリアにさらなる
テストファイルが収録されています。また本マニュアルのガイドラインに従って、独自のテストファイルを作成するこ
ともできます。

Syncheckテストムービーはコーデックごとに”one per second”（1秒間隔）と”multispaced”（マルチ間隔）に分けら
れます。”One per second”テスト信号では、1秒間隔で発光＋発振が繰り返されます。”Multispaced”（マルチ間隔）
信号はより短い間隔で発光＋発振を繰り返します。ほとんどのムービーは29.97、25、24、そして23.976fpsのフレー
ムレートでオーサリングされています。さらに50と59.94fpsバージョンが用意されているものもあります。HDシステ
ムでSDファイルを使用しても問題はありません。またどのファイルでも希望する解像度にアップ/ダウン・コンバート
できます。テストファイルのフレームレートさえ変更しなければ、解像度の変換が計測結果に影響することはありま
せん。

ほとんどの用途で推奨されるのは”one per second”ムービーです。また最初の計測では必ずこのタイプをご使用く
ださい。反復周期が遅いため、1/2秒までのオフセットエラーを計測できます。”Multispaced”ムービーはより速い周
期を使用しており、発光＋発振は5から12フレーム間隔の特定のパターンで起こります。システムのAVエラーが4ビ
デオフレーム以下であることが確認されているなら、”multispaced”パターンを使って小さいドリフトや断続的なエ
ラーを発見できます。

AVエラーが測定された場合、いくつかの方法でこの問題を解決できます。一般的には、ビデオ機器やモニターの画
像処理に要する負荷のため、オーディオが先に再生されていることが多く見受けられます。ワークステーションの一
部には、これに対処するための調整設定があり、通常1ビデオフレーム以内までエラーを抑えることができます。効
果的な解決策は、正確な測定と、ある程度の妥協を必要とします。オーディオがビデオより先である場合、オーディ
オのモニターチェーンにディレイを加えることで補正できます。ホームシアターシステムの中には、このような補正
用のオーディオディレイが備わっているものもあります。ビデオがオーディオよりも先である場合、解決はより難しく
なります。高品質なビデオディレイはとても高価であるため、処理ディレイを加えるビデオ機器を導入したほうが安
くあがることもあります。幸いにも、このような状況は滅多にありません。
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Syncheck3クリックスタート：AV（オーディオ/ビデオ）同期テスト

1．初めてのテストは、照明を落とした静かな部屋で行ってください。室内が明るいとテスト結果に影響することが
あります。Syncheck3の操作に慣れるまでは若干暗めの環境で測定を行ってください（完全に暗くする必要はあり
ません）。また周辺の音や声などが拾われると、テスト結果に影響することがありますのでご注意ください。

2．新しい9ボルト電池をご使用ください。古い電池、もしくは残量が不明な電池を使用した際の測定結果の正確性
は保証できません。

3．適切なテストファイルを読み込みます。素早く機能を試すには、QuickTimeやWindows Media Playerなどのメデ
ィアプレーヤーで付属のテストムービーを開きます。ワークステーションでは、システムのフレームレート（29.97、
25、24、23.976fps）に一致したファイルからオーディオとビデオをインポートします。使用できるファイルは数多く
用意されています。異なるコーデックとデータレートでは、反応も異なることがよくあります。そのため、まずはSDの
DVムービーを使用することを推奨します。再生時間を延長するには、ムービーを必要なだけ複製（コピー＆ペース
ト）します。ループ再生ではオーディオとビデオの同期を維持できないシステムもあるため、ループ再生での測定は
推奨しません。

4．Syncheck3の電源を入れ、［FPS］（Frames Per Second：フレーム/秒）ボタンを押します。”Frame Rate Set”（フレ
ームレート設定）メニューが開きます。［＋］と［-］ボタンを使って、希望するレートに設定します。23.976や29.97など
の整数ではないレートの場合は、最も近いレート（24、または30など）を選択します。メニューを閉じるには［FPS］ま
たは［Halt］を押します（ヒント：［Halt］はすべてのメニューを閉じます）。この設定は、フレーム値でのAVエラーを計
算するために使用されます。ミリ秒単位の測定値は、選択されているFPS値に関係なく、正確性を保ちます。

5．テストムービーを再生し、発振音を聞きやすい音量に調整します。この際、本体ディスプレイの上列中央のグラ
フィックが反応するだけの音量を確保してください。この「サウンド」アイコンは発振音に完璧に合わせて反応しな
ければなりません。環境ノイズが大きいと、雑音までも検知してしまうことがあります。この場合は内蔵マイクロフォ
ンを使わず、ミニXLRコネクターでアンバランスのオーディオ信号を接続することが望ましいでしょう（注：本機で使
用されているミニXLRの配線は非標準で、詳細は本マニュアルに後述されています）。

6．Syncheck3を点滅しているビデオモニターに向けます。「モニター」アイコン（「サウンド」アイコンのとなり）はビ
デオの点滅（発光）に合わせて反応するはずです。必要であれば、モニター画面からの距離を調整します。ビデオモ
ニターが非常に明るい場合、またはテストムービーの「黒」の部分でも「モニター」アイコンが反応してしまう場合
は、［Bright］ボタンを押さえながら測定します。これによりSyncheck3の輝度に対する感度が変更されます。

7．オーディオ対ビデオのタイミング誤差を確認します。Syncheck3は、発光を発振より先に検知した場合は”Video
←”、発振を発光より先に検知した場合は”Audio→”を画面に表示します。発振と発光を1/2ミリ秒の以内に検知し
た場合は、両方の言葉が表示されます。計測値が無効である場合、エラー表示は0のままで、どちらの言葉も表示さ
れません。AVエラー、つまり音と光の到達時間差は、ミリ秒とフレーム/秒の両単位で示されます。

8．測定値は変化したり、少しずつ変わることがあります。このような不安定な結果は、多くの再生システムで見受け
られます。測定値の変化は通常1/2フレーム以内の範囲で起こりますが、Syncheck3が故障しているわけではありま
せん！この現象については本マニュアルの「AV同期と最大差について」をご参照ください。多くのディスプレイでは
画像を上から下に向かって描いていきます。そのため画面上のどの縦位置にSyncheck3を向けているかによって
も測定値が若干異なることがあります。この問題は回避することができないこともあります。詳しくは本マニュアル
の「さらなる便利なヒント」をご参照ください。
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+  ‒

ディスプレイ表示例

右は典型的なディスプレイ表示の一例です。このディス

プレイではSyncheck3は48FPSに設定されています。最

も最近の発光＋発振では、オーディオがビデオより.54

フレーム（11ミリ秒）先に検知されたことを表示してい

ます（もしビデオが先である場合は左側のスペースに

”Video←”と表示され、”→Audio”は表示されません）。

1行目の中央には2つのアイコンがあります。左のアイコンは光の入力を表示し、「モニターアイコン」と呼びます。

その右は「サウンドアイコン」で、オーディオの入力に追従します。この例では光は検知されていますが、オーディオ

は検知されていません。

ボタンの説明
［Bat］と［+］は同じボタンです。リアルタイム測定時にこのボタンを押すと、履歴バッファがリセッ

トされます。またこのボタンを押さえながら電源を入れると、電池節電機能にアクセスできます。

詳しくは後述の「さらなるボタン機能」をご参照ください。

［FPS］はフレーム/秒の設定メニューを開きます。フレームレートを［+］と［-］ボタンで変えます。

終了するには［FPS］か［Halt］を押します。

［Offset］は”Relative Offset”（相対オフセット）メニューを開きます。［+］と［-］ボタンで値を変えます。

素早く値を変更するには［+］と［-］ボタンを抑えます。［+］と［-］ボタンを同時に押すと、0にリセットさ

れます。終了するには［Offset］か［Halt］を押します。「さらなるボタン機能」をご参照ください。

［Mask］と［-］は同じボタンです。リアルタイム測定時にこのボタンを押すとロングマスク・モードが

オンになります（「詳しい操作」参照）。ボタンを放すとショートマスク・モードに戻ります。

［Bright］には3つの用途があります。測定中に押さえると、光センサーの感度設定を切り替えます

（低/高）。押さえながら電源を入れると、デフォルトの光センサー感度を設定できます（「さらなる

ボタン機能」参照）。このボタンを押さえながら、［+］と［-］ボタンでLCDの明るさを調整できます。

［Halt］には2つの用途があります。リアルタイム測定時に押すと測定が終了し、”Halt”モードに

切り替わります（「Haltと履歴機能」参照）。また［Halt］ボタンはすべてのメニューを閉じます。

メニューの値を入力/変更します（［-］は”Mask”機能と、［+］は”Bat”機能と同じボタンです）。

［-］を押さえながら電源を入れると、ソフトウェアのバージョンを確認できます。



www.syncheck.com      user manual Page 7 of 19 

Bat

Bright

Offset

さらなるボタン機能
電源を入れる際に以下のボタンを押さえることで、さらなるパラメーターにアクセスできます。

押さえながら電源を入れると、電池節電ダイアログが
開きます。
操作がないときに、LCDバックライトが自動的に暗くなるまでの待機時間を分単位で設定します。次の画面に移
動するには再度［Halt］を押します。自動シャットオフまでの待機時間を分単位で設定します。両方のメニューとも
、［+］と［-］ボタンで0から99の間の値を選択します。0ではタイマーがオフになります。［+］と［-］を同時に押すと
値は0になります。設定を完了したら［Halt］を押します。

（［+］ボタン）

押さえながら電源を入れると、光センサー感度の設定メニューが開きます。
メニューが開いたら［+］と［-］ボタンを使って、デフォルトのセンサー感度を高感度（High gain）か低感度（Low 
gain）に設定します。設定はメニューを終了する際に保存されます（終了するには［Bright］か［Halt］を押します）。
このメニューで選択した感度が、通常の測定（つまり［Bright］ボタンを押さえていないとき）で使用されます。
”High gain”（高感度、ファクトリーデフォルト）設定は大抵の使用状況に適しています。ディスプレイが非常に明
るい場合や、環境光が明るい場所では、”Low gain”（低感度）設定が適していることがあります。

押さえながら電源を入れると、最後に使用した相対オフセット値が再現されます。
オフセット入力メニューが開き、最後に使用されたオフセット値が表示されます。
希望する場合は［+］と［-］ボタンで値を変更します。オフセットメニューを［Offset］または［Halt］で閉じると設定値
が適用され、さらに次回のために保存されます。ゼロ以外のオフセット値では画面に”Σ”（シグマ）が表示され、測
定値が絶対値ではないことを示します。表示される測定値は設定したオフセット値に相対する値になります。
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Mask Time

Frames per second

Relative Offset

詳しい操作

光と音への感度の設定
Syncheck3には、”Low gain”（低感度）と”High gain”（高感度）の、2つの光センサーが内蔵されています。
デフォルトで使用するセンサーは指定することができます（指定方法は「さらなるボタン機能」をご参照くださ
い）。［Bright］ボタンを押さえると、Syncheck3は一時的にデフォルトのセンサーから、もうひとつのセンサーに
切り替わります。この切り替えはリアルタイムで行われ、メニューによる選択ではありません。例えばファクトリー
デフォルト設定では、通常は高感度センサーが使われますが、［Bright］ボタンを押さえるとその間は低感度セ
ンサーが用いられます。ボタンを放すと高感度センサーの使用に戻ります。低感度が有効な間は、小さな「モニ
ター」アイコンが表示されます。
マイクロフォンのゲインは、本体の側面からアクセスできるトリマーで調整できます。この調整は、ミニXLRのラ
イン入力ゲインには影響しません。

Mask（マスクタイム）
Syncheck3が発光または発振を検知した直後、一定の時間は他の光や音を無視します。この重要な機能を「マスク
タイム」と呼びます。Syncheck3の通常マスクタイムは137ミリ秒です。この値は、残響がコントロールされた一般
的なサウンドルームで素早く繰り返される発光＋発振を安定して検知できるように選ばれました。より残響音の多
い環境で測定を行う場合は、より長いマスクタイムが効果的であるかも知れません。測定中に［Mask］ボタンを押
さえると、マスクタイムは900ミリ秒に切り替わります。［Mask］ボタンを放すと、元の137msに戻ります。この切り替
えはリアルタイムで行われ、メニューによる選択ではありません。マスクタイムを切り替えると、「サウンド」アイコン
の形が変わります。
弊社は1秒以上の間隔で発光＋発振が繰り返されるテスト信号の使用を推奨します。弊社が用意した1秒間隔の
発光＋発振ファイルは長いマスクタイムにも適しています。MultispacedムービーはSyncheck3の長いマスクタイ
ムには適していません。1秒より長い間隔のテスト信号は、特別な状況で必要になるかも知れませんが、このよう
な状況での動作検証は行っておりません。また1秒を超える間隔のテストファイルも作成しておりませんが、このよ
うな長い間隔でも機能しないという理由はありません。

FPS（フレーム/秒）
Syncheck3で正確な測定を行うためには、ご使用のビデオシステムや
ビデオストリームと一致するフレームレートを選択してください。［FPS］を押してメニューを開き、［+］と［-］ボタンで
値を変更します。変更したFPS値を保存し、メニューを閉じるには［FPS］か［Halt］を押します。このFPS設定は
Syncheck3のフレームレート単位でのエラー値の計算に影響します。ミリ秒単位での計算には影響はありません。
このメニューはリアルタイム操作中や”Halt”モードで使用できます。

Offset（オフセット）
Syncheck3のオーディオ/ビデオのエラー測定にオフセットを加えることができます。これはユーザーによって入力
される値で、実際の測定結果にこの値を足す/引いた数値が画面に表示されます。Syncheck3は、指定したオフセッ
ト値を基準としたエラー値を表示します。使用したオフセット値は保存されるため、次回Syncheck3を使用する際
に、任意で再使用することができます。保存できるオフセット値はひとつに限ります。最後に使用したオフセット値
を再度適用するには、［Offset］を押さえながら電源を入れます。電源を入れる際に［Offset］を押さえなかった場合、
オフセットは自動的に0になり、オフセット入力メニューは開きません。
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Battery Saver Timers

Halt and History Functions

操作中にオフセットを入力するには、まず［Offset］ボタンを押して
オフセット入力メニューを開きます。次に［+］と［-］ボタンで値を変更します。
［+］と［-］を押さえ続けると数値の変更速度が早くなります。
［+］ボタンはオフセット値をビデオ先行にします。［-］ボタンはオフセットをオーディオ先行にします。［+］と［-］を
同時に押すと、オフセット値は0にリセットされます。
値はミリ秒単位で入力され、フレームレート単位（設定したフレームレートに基づきます）に相当する値も表示さ
れます。入力できたら［Offset］か［Halt］を押します。

以上の設定例では、オーディオがビデオより42ミリ秒先になる相対オフセットが
入力されています。これによりSyncheck3はこのオフセット値からの誤差を表示します。もしオーディオとビデオが
完全に同期している場合、画面ではビデオが42ms先であると表示されます。もしオーディオが20ms先である場
合、画面ではビデオが22ms先であると表示されます。
0ではないオフセット値が使用されているとき、画面には”Σ”（シグマ）が表示されます。画面に”Σ”が表示されて
いることは、相対的なエラー測定値が表示されていることを意味します。オフセットを0にリセットして絶対的な測
定値を表示するには、［Offset］を押さえずにSyncheck3の電源を入れなおしてください。
以前保存したオフセット値を再使用するには［Offset］を押さえながら電源を入れる必要があります。それ以外は
電源オンの際に、オフセットは0にリセットされます。

電池節電タイマー
Syncheck3には未操作状態を計るタイマーが2つ内蔵されています（未操作状態とは、ボタン操作の間の時間を指
します）。ボタンを操作するたびに両方のタイマーは0にリセットされます（”On”と”Off”はこれに含まれません）。ひ
とつのタイマーはLCDバックライトを暗くし、もうひとつのタイマーはSyncheck3の電源を切ります。タイマー時間
をそれぞれ変更できるほか、タイマー自体を無効にもできます。ファクトリーデフォルトでは、LCDバックライトは5
分、電源オフは10分です。詳しくは前述「さらなるボタン機能」をご参照ください。
バックライトを自動的に下げると、電池の使用量を大きく抑えられます。画面は定期的に点滅し、電源がまだ入って
いることを示します。通常の明るさに戻すには、任意のボタンを押します。

Halt（停止）と履歴機能
AVエラーを正確に把握するには、1回分の測定値だけではなく、複数回の測定結
果を見ることが重要です。Syncheck3は測定値を循環バッファに保存していきま
す。新しい測定値を取得する度に最も古い値が消去され、最大40の測定値を保存
します。現在のバッファをクリアして、新たに測定値の「グループ」の取得を開始す
るには［+］を押します（画面にこの操作を確認するメッセージが表示されます）。
有効な測定値のグループを保存できたら、［Halt］を押します。測定エンジンが停
止され、その後の発光と発振は無視されます。この時点でバッファの内容を確認
することができ、まずは最後の測定値が表示されます（例：上の図）。全測定値の
平均値”Avrg”を表示するには［+］を押します（中央の図）。測定値の最大差”Span”
（最大値と最小値の差）を表示するには、再度［+］を押します（下の図）。
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”Span”（最大差）とはバッファの中で、最も値が離れている2つの測定値の差です。小さい最大差は、安定した
AV再生パフォーマンスを意味します。さらなる情報は「AV同期と最大差について」をご参照ください。

［+］と［-］で”Avrg”（平均）、”Span”（最大差）、そして個別の測定値を順番に表示します。最も新しい測定値はメ
モリーポジション0にあります。その直前に取得された測定値はポジション-1になり、その前はポジション-2と
いうように、-39まで続きます。取得した測定値の数が40未満の場合、最も古いポジションは空になり、平均値と
最大差の計算には含まれません。平均値と最大差はバッファ全体から算出されるため、誤った測定（不要なノ
イズなどによるものなど）は計算に影響してしまいます。そのため、誤った測定値を取り除かなくてはなりませ
ん。誤った測定値を表示した状態で［+］と［-］を同時に押すと、その値は消去されます。ポジションの内容を消
去するたびに平均値と最大差は再計算されます。

Syncheck3のフレームレートは［FPS］ボタンで変更できます。”Halt”（停止）モードを終了して、リアルタイム操
作に戻るには［Halt］を押します。

正確な測定値のグループを取得するには：
　・テストムービーの再生を、最初の白フレームではなく、
　  黒フレーム（例えば2つ目の発光＋発振の直前のフレーム）から開始します。
      本機が検知するのは暗から明への変化です。
    ・テストムービーの再生を始める前に、不要な音がないことを確認します。
       強くキーボードをタップしたり、本機を乱暴に扱うと、これらの音を誤って検知してしまうことがあります。
       これらが誤った測定値として取得されてしまいます。

測定値は相対オフセットを適用した状態でバッファに保存されます（オフセットが使用されている場合）。
オフセット値を変更した場合、新たに取得した測定値には適用されますが、既にバッファに保存されているも
のには影響しません。
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AV同期と最大差について

音声と画像の理想的な同期では、いずれかが先または後に再生されることはありません。しかし現実的に同期エラ
ーは多く発生するため、様々な原因を考慮しなくてはならないことに、多くのSyncheckユーザーは驚きます。（以下
の解説は、音声と画像の全体的な再生速度が既に一致しており、時間に伴う同期のズレがないことを前提にしてい
ます。）一般的には音声か画像のいずれかが一定の間隔で遅れることがよく見受けられます。例えばリップシンクの
問題がある場合は、このタイプのエラーが存在しています。大抵は、画像を画面に表示する前に信号処理を必要と
するデジタルディスプレイ技術に起因します。この状況では画像が表示されるころには、対応する音声は既に再生
された後になっています。これを「レイテンシー」と呼びます。レイテンシーを一度測定してしまえば、その分だけ補
正を加えることで完全に問題を解決することができます。例えばSyncheck3で、音声がビデオより40ミリ秒先（PAL
ビデオで1フレームに相当）に再生されていることが分かったとします。この場合、オーディオの再生パスに40ミリ秒
のディレイを加えれば、エラーは相殺されます。しかし多くのユーザーの状況はこれほど単純ではありません。
Syncheck3は、変動するエラーを検出するかも知れません。さらに画像と音声の相対位置が再生中に入れ替わるこ
とも考えられます。

測定値が毎回変動する場合は、複数のエラーが同時に起きている可能性が高いと言えます。これらの問題は、
Syncheck3の”Halt”と履歴機能を用いて素早く分別することができます。複数の測定値の平均値を見ることで、一定
値のエラー（例えばディスプレイのレイテンシーなど）を発見できます。”Span”とはバッファに保存されている測定
値の中の最大差を示します。理想的な最大差は0で、すべての測定値が同じであることを意味します。10ミリ秒以下
の最大差でも、多くの用途では十分な正確性と見なせます。最大差が小さいほど、同期の公差が狭いことを意味し
ます。

最大差はなぜ発生し、どのように抑えられるのでしょう？まず音声は継続的なエネルギーの流れとして録音され、フ
ィルムとビデオ技術は静止画像をつなぎ合わせたものと考えてください。各画像は時間軸上のスナップショットで
す。このように収録方法が異なるため、同期が難しくなるのです。

最も基本的なレベルでは、まず音声と画像が相対的に同じスピードで再生されなければなりません。つまり1分の
音声は1分の画像に完全に一致する必要があります。再生速度が異なる場合、同期が「ドリフト」すると言います。こ
のようなエラーでは、Syncheck3が検知するエラー値は次第に増大していきます。まずはドリフトに対処しなければ
、他の問題を正確に測定することはできません。ただし最近の機器なら、大抵はこの問題に正しく対処できます。

より細かな問題は、使用している技術の制約に起因します。画像と音声は、各画像スナップショットが録画された瞬
間のみ完璧に同期します。各画像フレームは次のフレームが表示されるまで変わりません。これに対し、音声は録
音されたとおりにリアルタイムで再生を続けます。厳密に言えば、各静止画像の間でも同期は保たれていないので
す。

この重大な問題は解説に値しますが、本書では動画技術の欠点などではなく、ご使用したい再生システムのパフォ
ーマンスに焦点を当てましょう。この同期問題は、他の問題の対処を行うための測定には影響しないと言えます。な
ぜなら本機で使用する発光＋発振テストムービーと測定方法は、画像と音声が完璧に同期するべきである瞬間の
みを測定するからです。この瞬間とは、各フィルム/ビデオ・フレームの開始点にあたります。音声と画像が完璧な同
期で再生された場合、フレーム開始点でのエラーは、実際の再生速度、プログレッシブ対インターレース、画像解像
度、そして音質などの諸要素と関係なくゼロに近い値になるはずです。弊社が開発した発光＋発振を用いた測定方
法はこれらの概念を包括し、高い再現性と正確性を兼ね備えた、総合的に最も優れたAV測定方式と言えます。
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さらにもうひとつ、測定するべき問題があります。この問題では”Span”（最大差）機能が重要になります。フィルム
は非常にシンプルで分かりやすい仕組みでイメージを写します。ビデオはより複雑で、ひとつの画像をフレーム
、フィールド、ライン、そしてピクセルに分けなくてはなりません。ピクセルはさらに処理され、圧縮されることが
可能です。ステップを踏むごとにエラーが発生する可能性は増えます。エラーを抑制するため、カメラ、モニター
、スイッチャー、送信機器、録画機器などの各機材は、複雑なビデオ信号の要求にこたえられるように設計されて
います。今日のデジタルビデオでは、ゲンロックされた高品質なビデオ機器とディスプレイでビデオ信号を扱い
ます。これらはビデオ信号や他の機器とほぼ完璧な同期を保ちながら、次から次へ正確に静止画像を処理しま
す。Syncheckのテストムービーをこのような機器で再生すると、最大差は0に近い値になります。つまり各発光＋
発振は同じAVエラー値で測定されます。もしエラーがあったとしても、一定の補正量で対処できます。これは前
述したディスプレイのレイテンシーに似ています。

多くのディスプレイデバイス（特にコンシューマー用）のデジタル処理は、固定値のエラーと変動するエラー両方
の原因となることがあります。ディスプレイが画像を表示するにあたり、ビデオデータに処理を施すことで、元の
ビデオ信号のタイミングに厳密に従う必要がなくなります。そしてビデオ信号自体のフレーム/フィールドレート
とは異なるレートで動作することが可能になります。これによりビデオ信号は、AV同期に影響してしまう方法で
変更されてしまいます。コンピューターのモニターは一般的に毎秒80から120フレームで動作します。このよう
なモニターで映画を見る場合、24FPSの動画はスムーズに見えるかも知れませんが、実際はモニターの動作条
件に合うように各フレームが伸縮（場合によっては省略）されています。そのため通常は完璧にAVが同期してい
るはずフレームの開始点でも、タイミングがずれてしまいます。フレームの開始点は、モニターに都合の良いタ
イミングに遅らされてしまうのです。これに対しオーディオは遅延なく再生されます。ビデオの遅延量はマイクロ
秒単位から数ミリ秒以上まで変動し、Syncheck3が”Span”（最大差）として検知する同期エラーを起こします。一
般的に各発光＋発振で、若干異なるAVエラー値が測定されます。測定されたエラー値の最大変動幅が”Span”（
最大差）です。最大差の大小は、ディスプレイの動作条件と、表示しているビデオデータの条件がどれだけ近い
かによって決定されます。

これは何を意味しているのでしょう？特定の技術に伴うものや起因するものを含むすべてのタイミング変動要
因は積み重なり、AV同期を不正確なものにしてしまうのです。たしかにほとんどの時間、音声と画像は同期して
いません。幸いにも、真に許容できないエラー値は、より小さく抑えることができます。ほとんどの人は10ミリ秒
以下の同期エラーなら気にならないという研究結果があります。特別に訓練されていない平均的な人であれば
40ミリ秒を超えるエラーにも気付かないこともあるようです。それでも最大差は可能な限り、そして固定値のエ
ラーは完全に無くすように努力するべきでしょう。メディアを作成する過程で使用機器にAV同期問題があった
場合、それによる誤った判断は、送信段階や視聴者の再生機器での同期エラーによってさらに悪化してしまうか
らです。

現実的には1/2ビデオフレーム以下の最大差であれば、多くの用途では許容範囲内であると言えるかもしれま
せん。最大差が1フレーム以上の場合は再生システムに重大な問題があり、クリティカルユースや業務用の使用
には不適切です。
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AV同期測定のトラブルシューティング

1．電池の容量は十分ですか？
正確な動作を保証するには、電池のボルテージは5.5V以上でなければなりません。LCD画面のコントラストに
変化がある場合は、電池が弱っています。電池のおおよその寿命については仕様ページをご参照ください。

2．「モニター」アイコンが反応しない。
主に2つの原因があります。ひとつはビデオの発光量が低すぎて検知できないこと。もうひとつは常に光センサ
ーに光が当りすぎているため、発光を検知できないことです。
・ディスプレイがとても明るい場合は［Bright］ボタンを使います。ディスプレイが暗い場合は、輝度を上げるか、
Syncheck3を画面に近づけます。ホームシアター用のプロジェクターをご使用の場合は、Syncheck3をプロジ
ェクターのレンズに向けてみてください。
・環境光が明るい場合は、光センサー（特に高感度のほう）が飽和してしまうことがあります。カーテンや扉をし
めたり、屋外の場合は日没まで待ち、環境光を下げます。また［Bright］ボタンを押してみてください。
・光センサーは赤外線光も同じように検知します。モーションセンサーや送信機器など赤外線光源となる機器
はありませんか？

3．「モニター」アイコンはビデオがなくても反応している。点滅する光源が光センサーに当たっていませんか？
・AC電源に接続された照明は、目では分からなくても、ある程度のパルスを発生します。照明を消すか、直接光
センサーに当たらないようにします。
・すべてのディスプレイモニターは点滅します。Syncheck3を画面に近づけすぎている場合は1メートルほど離
すか、低感度の光センサーを使います（「さらなるボタン機能：Bright」参照）。
・光センサーは可視光と不過視の赤外線光の両方を検知します。モーションセンサーや送信機器など赤外線光
源となる機器はありませんか？

4．「サウンド」アイコンが反応しない。オーディオ入力レベルが低すぎます。ミニXLR入力端子をご使用の場合
は、ライン入力切り替え用のジャンパーが設置されていることをご確認ください（「ラインレベルのオーディオ
信号の接続方法」参照）。

5．「サウンド」アイコンが、音がないときを含め、常に音を検知した状態になっている。オーディオ入力にノイズ
が乗っています。
・音源にバズノイズなどが含まれている可能性があります。
・過度なディザーノイズ（不可聴帯域）が含まれている可能性があります。これは複数のデジタル-アナログ変換
された信号を、バスミキサーなどで合わせた場合に起こることがあります。この可能性を抑えるために
Syncheck3にはフィルターが備わっています。

6．安定した測定が得られない。
・”Span”の症状である可能性があります。「AV同期と最大差について」をご参照ください。
・弊社の”Multispaced”（マルチ間隔）テストファイルを使用しており、かつオーディオ/ビデオ同期エラーが４フ
レーム以上である場合、安定した測定は得られません。まず先に”one per second”（1秒間隔）ファイルを使用
してください。
・画面以外の光源（例えば蛍光灯やセキュリティ機器など）による妨害が存在し、これらが誤ったトリガー信号と
なっている可能性があります。蛍光灯の電源周波数が測定に割り込むことで、オーディオとビデオがずれていく
という誤った結果が得られるという事例もあります。このとき、実際には電源の60Hzとビデオの59.97レートの
差が測定されていたのが原因でした。
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・Syncheck3の入力にオーディオノイズ、または複数のオーディオ信号が混在している可能性があります。
・マイクを使用している場合、長い反響時間や乱反射などによって測定が乱れることがあります。このような
場合は［Mask］ボタンを押さえてロングマスクモードを使用できます（「詳しい操作：Mask（マスクタイム）」
参照）。ロングマスク・モードの使用は一時的で、ボタンを放すと通常モードに戻ります。

便利なヒント

・各ユニットのシリアル番号はバッテリーコンパートメントの中に記載されています。

・低周波数信号（100Hzサイン波など）はAVエラーの測定には推奨されません。Syncheck3のマイクロフォ
ン入力は、低周波信号に対する感度が意図的に抑えられています。低周波信号のアタックは遅いので、検
知とタイミングの正確性を改善するためにはレベルを大きくすると良いでしょう。

・多くのビデオモニターでは画像を一度にではなく、上から下へ順番に描いていきます。この方式を「スキ
ャン」と呼びます。スキャンは多くのディスプレイタイプで使用されますが、特にCRTディスプレイで顕著に
見られます。大型のモニターのすぐ近くでSyncheck3を使用すると、光センサーのすぐ前の部分のみを測
定してしまう可能性が高くなります。ビデオ信号とディスプレイの特性によっては、左上角と右下角とでは
1/2フレーム近い差が存在することがあります。これは異常ではありません。弊社のテスト信号を使用した
場合、最も正確な測定結果は左上角で得られます。ソリッドステート・ディスプレイにはスキャンを使用す
るものも、しないものもあります。より正確な測定を行うには、センサーが画面の全体像を捉えるように、
Syncheck3を離して使用することを推奨します。弊社での実験では、一定距離からの測定と、最適距離（画
面のすぐ近く）での測定では数ミリ秒程度の違いしかないことが確認されました。そのため、一般的な使
用には十分正確であると言えます。

・実際のエラー値を把握するまでは、1秒間隔のテストファイルをご使用ください。測定しているシステム
のエラー値が4フレーム以下であることを確認してからでないと、他のテストファイルは役に立ちません。
弊社では、様々な発光＋発振レートのテストファイルを用意しています。これらレートの異なるファイルに
は、それぞれ異なる用途があります。一定間隔で反復するファイルでは、反復レートの倍数にあたるエラ
ー値では、誤って完全に同期しているように測定しまうことがあります。例えば5フレーム間隔の反復レー
トで、実際のエラーが0、5、10フレームなどである場合、測定結果が0と表示されることがあります。このよ
うなことがあるので、まずは1秒間隔のファイルをご使用ください。このレートでは上記のような誤測定の
心配なく、最大1/2秒までのエラー測定が可能です。しかしながら遅いレートは、一時的なエラーやドリフ
トによるエラーの検知には適していません。このようなエラーを検知するためにmultispacedパターンが
用意されています。これらの発光＋発振の間隔は5フレームから12フレームで、このより早いレートにより
微妙に変化する同期エラーを検知しやすくなっています。また間隔が一定ではないため、間隔が一定であ
る誤測定を防げます。上記の通り24pファイルは毎秒3回という一定間隔で発光＋発振を行います。これら
のファイルは24から30フレームのワークフローでの測定のために用意されています。発光＋発振の間隔
を両フレームレートの公倍数にすることで、24から30フレームへのインターポレーションや変換が可能に
なります。ただし毎秒3回というレートは誤測定の可能性が高いため、システムのエラーが5フレーム未満
であると確認できた後にのみ使用するべきです。
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・DVDプレーヤーの一部にはオーディオを同期して再生しないものや、オーディオトラックを切り替えた際に
同期を失うものがあります。エラーの原因がこのような機器からか、もしくはディスプレイによるものなのか
を判別するためにも、アナログCRTモニターで機器を測定することを推奨します（デジタル処理の遅延がな
いため）。

・Syncheck3はできる限り頑丈に作られていますが、どんな機器でも静電気によるダメージを受けかねない
ことを忘れないでください。接地に関しては通常通りの注意を払った上でご使用ください。

・長期間（6ヶ月以上）Syncheck3を使用しない場合は、電池を取り除いてください。Syncheck3は動作をして
いない状態でも少量の電気を消費します
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独自のテスト信号を作成する際のガイドライン

ビデオ：
Syncheck3の光センサーの感度は非常に高く、可視光から近赤外線まで広い帯域の光源に反応します。
そのためSyncheck3は十分な輝度とコントラストが確保されている限り、どのようなビデオ画像やディスプレイ
技術でも測定できます。暗い背景の中の白色の発光は画像の同期マーカーとして最適です。「同期」フレームを
際立たせるため、「同期」フレーム前後のフレームをとても暗くすることが非常に大事です。Syncheck3が検知す
るのは暗から明への変わり際です。「同期」フレームの尺は通常1フレームですが、より長くても問題ありません。
Syncheck3は明への開始点に反応します。各「発光」フレームの間には最低137ms分（標準マスクタイム使用の
場合）の暗いフレームが必要です。

標準型のビデオディスプレイは、一般的に画像を画面の右上角から「スキャンライン」と呼ばれる細い水平ライ
ンを描き始めます。Syncheck3は数列の明るいスキャンラインだけで輝度の変化を検知できます。実際に検知で
きるかは、この画面の一部分からの光をSyncheck3が「見える」かによります。通常、光の検知はフレームの描き
始めから2、3ミリ秒程度で起こります。1フレーム全体が白でないと、異なるビデオスキャンやリフレッシュ方式を
比べた際に不意のタイミング誤差が生じる恐れがあります。

オーディオ：
正の値へ十分なアタックがある信号なら何でも使用できます（まず負の方向へ動く信号は正の方向への動きを
始めるまで検知されません）。オーディオ信号では絶対的な位相は保証されません（位相反転）。実用ではサイン
波を使用すると良いでしょう（正と負、両方へ電圧が動くため）。Syncheck3はサイン波信号を、位相とは関係なく
素早く（半周期以内で）検知します。つまり1kHzの信号なら1/2ミリ秒以内に検知されます。この検知速度は通常
使用では十分速いと言えます。理論上では周波数が高いほど速い感知が可能となるため、弊社のテスト信号で
は3kHzを選択しました。実際1kHz以上では、どの周波数を使用しても実質的な差は見受けられませんでした。
Syncheck3のマイクロフォン回路のオーディオ帯域は800Hzから15kHzに制限されています。同じくライン入力
は150Hzから20kHzに制限されています。1kHz以下の信号は最適ではありませんが、Syncheck3へのライン入力
レベルを上げれば十分使用できます。
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Syncheck3™仕様

オーディオ入力レベル：50mvから3v, RMS
オーディオライン入力は3ピン”ミニXLR”メス（Switchcraft TA3FSHまたは同等）を使用しています。
必要最低オーディオレベル：マイクロフォン位置で66dB（3kHz発振信号）、ゲイントリマー最大値（右）。
マイクロフォンのゲイントリマー範囲：18dB
最大AVエラー時間：500ミリ秒
内部タイミング解像度：±0.032ミリ秒（測定最大差の約1/10ミリ秒）
3kHz発振信号（正位相）でのオーディオとビデオの検知エラー：0.09ミリ秒以内
3kHz発振信号（逆位相）でのオーディオとビデオの検知エラー：0.25ミリ秒以内
電源：9V標準型アルカリ電池（または+5.7から+12.0Vの低リップルDC電源）
電池寿命：LCDバックライト設定によって8から45時間。デフォルト（50％）の明るさで18時間。
電源がオフの際も、約12µA使用。この消費量は電池寿命へはほぼ影響しませんが、長期間本機を使用し
ない場合は電池を取り除いてください。
動作温度：2ºC（35ºF）から49ºC（120ºF）
寸法：147mm（長さ） x 92mm（幅） x 33mm（高さ）（5.75" x 3.6" x 1.3"）
本体重量：0.17kg（電池なし）

+12.0ボルトDCを超える電源は、絶対に使用しないでください。 電源の極性をご確認ください。

Syncheck3には、誤った電源極性によって起こる損傷から本機を守るための抵抗ヒューズが備わっています。標準型の
9V電池を装着する際に起こる一時的な極性反転は全く問題ありません。しかし数秒間以上間違った極性の電源がつ
ながれた場合、抵抗R37（5 Ω、1/8w、0805smt）が損失する可能性があります。この小さな抵抗は短い時間でオーバー
ヒートし、破損することで電流を遮断し、より高価な部品を守ります。この抵抗はPCB上の［Bright］と［Halt］ボタンの間
にあり、簡単に取り替えられます。

ラインレベルのオーディオ信号の接続方法
Syncheck3付属のケーブルは、3ピンTA3FミニXLR端子を備えた標準的な3ワイヤーのケーブルです。このよう
なケーブルは通常ではバランス型のオーディオ信号を伝送しますが、Syncheck3はアンバランス信号（ピン2と
ピン1グラウンド）を使います。ピン3はオーディオには使用されません。ピン3は5vのTTL互換入力（プルアップ
あり）で、Syncheck3の電子スイッチを制御します。ピン3のロジックがローの場合、ピン2のアンバランス・オー
ディオ信号が使用されます。
ピン3のロジックがハイの場合、マイクロフォンが選択されます。
これはピン1と3をつなげることで実行できます。こうすると、
ケーブルを接続するだけでSyncheck3は自動的にライン入力に
切り替わります。ケーブルを外すとマイクロフォンが選択されます。

Syncheck3付属のケーブルでは、アンバランス信号は透明/白のワイヤーと
グラウンド/シールドにつなげます。色付きのワイヤーはシールドへ、
直接またはSPSTスイッチを介して接続します。スイッチを使えば、ケーブルを抜き差ししなくてもライン入力と
マイクロフォンを切り替えられます。

Syncheck3のアンバランス・オーディオ入力回路は、独特のノンリニアなロード特性を持っており、信号レベル
に従って2kΩから10kΩまで変動します。±3ボルトを超える信号ピークは、2kの抵抗を介する保護ダイオードに
よってノンリニアにロードされます。このノンリニアロードはSyncheck3マイクロフォンとライン入力の両方に適
用されます。このような歪みはSyncheckにとって安全である上、測定の正確性にも一切影響しません。もし
Syncheck3が重要なオーディオ信号パスに常時接続されている場合は、信号が歪んでいないかモニターし続け
ることを推奨します。バッファーを介した専用のオーディオ信号をSyncheck3に送っているなら、歪みは無視して
かまいません。
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内部の調整

以下の2つの調整はテクニカルサポートが行うものです。内部の調整は、Syncheck3が修理された際にのみ必要になり
ます。本機背面から4本のネジを取り外し、本体ケースを開きます。再度組み立てる際は、電池用ワイヤーをボタンにかか
らないように配置してください。

LCDディスプレイは高品質な一体型のモジュールで、温度補正が内蔵されています。工場から出荷された後、さらなる調
整を行う必要はありません。もし必要性がある場合は、コントラストをトリマーで調整できます（下図参照）。

さらにマイクロフォンのバイアス電圧用のトリマーがあります。これはマイクロフォンを取り替えたときにのみ調整する
必要があります。調整は、マイクロフォンの接続端子を渡るDC電圧を測定しながら行います。電圧が安定したら（電源オ
ンから最低10秒）、トリマーで電圧を2.6から2.7ボルトに合わせます。この電圧値は他の回路パラメーターの基準となる
ため、正確なメーターを使って調整を行ってください。

マイクロフォン・バイアス：
2.6-2.7vdc

LCDコントラスト
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FTP経由でのファイル入手

テストファイルを入手するためのFTPサーバーのリンクは、弊社ウェブサイト（www.syncheck.com）にあります。
以下のURLは本書作成時に使用されていたものです。多くのインターネットブラウザーはFTPダウンロードに対
応していますが、FTPクライアント・アプリケーションの使用を推奨します。CuteFTPとFetchはポピュラーなクラ
イアント・アプリケーションです。

url - ftp://0016953.netsolhost.com or ftp://205.178.145.65
username ‒ Syncheck%0016953
password ‒ <購入時に配布>

パスワードは購入時に配布されます。この情報は大事に保管してください。もし技術的な問題があった場合は、
まずhttp://www.pharoahaudio.com/ftpfeedback.htmlにアクセスし、オンライン・ログイン情報リクエストを
送ってください。この際、Syncheckのシリアル番号を必ず記入してください（電池コンパートメントにあります）。


