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製品の特徴
こ の 度 は、Nicolaudie 社 製 照 明 コ ン ト ロ ー ル ソ フ ト ウ ェ ア
"SUITE2" をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
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使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管
して下さい。
Sunlite「Suite 2」は Nicolaudie の主力ソフトウェアの最新
バージョンです。劇場、ライブショー、クラブ、建築のハ
イエンド向けに設計されたソフトウェアは、高度な DMX 制
御の標準を確立します。Suite2 は、新しいデザインに加えて、
さまざまな新機能が付属しました。

SUNLITE は Nicolaudie の商標です。
Windows は Microsoft Corporation の商標です。
無断複写 . 転載を禁じます。許可なしにコピーを含め、
複製、製本、
WEB 掲載を禁じます。© 1989-2006 Nicolaudie
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に
ふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。
異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。
電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置
この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー
レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら
電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。
この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ
い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から
はなして設置してください。

注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

電源 / 電源ケーブル

設置
この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。
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不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。
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I. はじめに
I. はじめに

サンライトスイート 2 へようこそ！
このスイート 2 マニュアルは、章は短くシンプルにしています。最初の章では、ソフトウェアを使用するための準備、第二章では、
ソフトウェア基礎を説明します。

以前のサンライトスイート１や他の照明プログラミングを今までに使用した経験がない方には

II. クイックスタート

ビデオチュートリアルもご用意しております。http://www.nicolaudie.com/nicolaudietv で視聴可能。

III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト
V. フィクスチャーの
取り扱い
VI. 外部コントロールと
トリガー

チェックリスト

VII. その他の機能

開始する前に使用に必要なツールを持っていることを事前に確
認下さい。お手元にスイート２のパッケージをご用意ください。

パッケージの内容
VIII. イージーショウ

・USB-DMX インターフェース
・ウィンドウズ OS インストール済みのラップトップ若しくは
デスクトップコンピューター
( 対 応 OS Windows Xp32bit VISAT32/64bit SEVEN 32/64bit
EIGHT 32/64bit)

IX. その他の
ソフトウェア

・USB ケーブル
・ソフトウェアーインストール用 CD

現在 WEB 環境が整っている場合、

www.nicolaudie.com
より最新版のソフトウェアーをダウンロードす
る事をお勧めします。
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1. スイート２の新機能
この章はサンライトスイート１ユーザー用に、スイート２の新機能の概要を説明します

メニューがリボンバーに変更になりました

すべてのショーファイルは SHW ショー
ファイルに保存されます。スイート 1
ショー · ファイル（.SSH）をインポート
することも可能です

Product Manual
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1. スイート 2 の新機能
I. はじめに

ページパネルは人間工学的でス
ペースを節約できるように再設計
されています。

II. クイックスタート

ボタンのリアレンジメントは
CTRL+ 右クリック、
ボタンの再配置は
CTRL+ 左クリック
でワンタッチ操作が可能です。

III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト

新しいボタンのコンプレッション
はポップアップ式ツールボックス
になり、画面のスペースを節約す

V. フィクスチャーの
取り扱い

るのに役立ちます。

VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能

Shift+ ボタンをクリックするだけで、ボタンの
機能を変更することが可能です。 小さなツール
ボックスがポップアップにて表示されます。

VIII. イージーショウ

フェーダーはロータリーダイヤルに変更されて
います。
これらのダイヤルはスペースを節約して、
高精細化を可能にします。

IX. その他の
ソフトウェア

ダイヤルを選択してマウス上下に移動することに
よってフェーダーと同じように調整する事が出来
ます。
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ボタンのトリガーをグラフィカル
なカレンダーを用いて、日付、曜
日、時間事に設定する事が出来ま
す。

ダイレクトにイージーショウにア
クセス出来るボタンが作成出来る
様になりました。ボタンの名前を
変更すること無く
作成できます。 （以前はボタン
の 名 前 で PLAY,STOP,PAUSE 等 の
コマンドボタンを作成してまし
た。）

パッチマネージャが変更されまし
た。 フィクスチャーは、現在は
下の画像のグリッドビューを使用
してパッチを適用するこ
とができます。

Product Manual
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1. スイート 2 の新機能
I. はじめに

ボタンエディタは簡単です。
フィクスチャーが選択されている
場合、一般的なプリセットがプリ
セットに表示されます。

II. クイックスタート

スイート１同様にチャネルを表示
することができます。

III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト

イージーステップウィンドウはス
イート１同様に使用する事が出来
ます。
イージータイムは一新され、
タイムライン形式です。

V. フィクスチャーの
取り扱い

迅速かつ容易にエフェクト効果を
ドラッグ＆ドロップでタイムライ
ンに追加することが可能です。

VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能

パレット、 スイート２の統合パ
レットは一般的なプリセットやポ
ジション等に対して利用すること

VIII. イージーショウ

ができます。 その後、たくさん
のシーンに適用されます。

IX. その他の
ソフトウェア
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サイクル、 サイクルウインドウ
にはタイムラインが含まれていま
す。

スタンドアローンエディター、別
のスタンドアローンのソフトウェ
アエディターを使用はせずに、
シーンやスイッチのデーターをイ
ンターフェースの内臓メモリーに
保存する事が出来ます。

フィクスチャーウインドウから高
度なライブコントロールが可能で
す。

フィクスチャーグループを

持つ事が出来ます。
特定のボタンにはグループの追加
及び除外する事が出来ます。

Product Manual

9

Nicolaudie Suite2

3. スイート 2 のパッケージ
I. はじめに

ここではサンライトスイート２パッケージに
入っているソフトウェアの簡単な概要です。

II. クイックスタート
III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト

SUITE2
これは DMX 照明プログラミング
ソフトウェアの主なデモ作品で

V. フィクスチャーの
取り扱い

す。迅速かつ簡単に複雑なプログ
ラムを可能とします。
フ ィ ク ス チ ャ ー を エ フ ェ ク ト、
オ ー デ ィ オ、MIDI、DMX、 タ イ
ムトリガーと多くのトリガーを用
いてます。SD カードにシーンを

VI. 外部コントロールと
トリガー

書き込んでコンピュータを使用せ
ずに使用する事も出来ます。

VII. その他の機能

イージービュー
リ ア ル タ イ ム 3D ビ ジ ュ ア ラ イ

VIII. イージーショウ

ザーは、フィクスチャー無しで、
新たなショーをリプログラムする
ことができます。
まさにフィクスチャーがそこにあ
るかの様に、照明効果のすべてが

IX. その他の
ソフトウェア

表示されます。このソフトウェア
があれば、フィクスチャーを実際
に接続せずともショーをプログラ
ムする事が出来ます。
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イージーショウ
イージーショウはファーストクラ
スのインターフェースで利用する
事が可能です。様々なマルチメ
ディアファイルと同期して照明プ
ログラムと同期することが可能で
す。 オーディオ編集やビデオ編
集ソフトと同様にタイムライン上
にシーンやボタンをドラッグ＆ド
ロップ、伸縮する事が可能です。

スキャンライブラリー
エディター
独自のフィクスチャープロファイ
ルを作成したり、既存のプロファ
イルを変更出来ます。プリセット
で非常に多くの効果が含まれてい
ます。

Product Manual
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4. ソフトウェア・ハードウェアのインストール
I. はじめに

コンピューターの必要条件

II. クイックスタート

・Windouws OS のインストールされた PC（OS XP/32 VISTA32/64 SEVEN32/64 EIGHT32/64)
・デュアルコアプロセッサー以上のマルチコアプロセッサー
・画面解像度

最低 1280x768

望ましいのは 1680x1050 以上、

・RAM は最低１GB、マルチメディアファイルと同期させる場合は RAM を出来るだけ多く搭載下さい。

III. プログラミング

・3D ビ ジ ュ ア ラ イ ザ ー を 利 用 す る 場 合 は 1GB 以 上 の メ モ リ ー を 搭 載 し た グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド
※推奨は 2GB 以上です。

IV. イージー
タイムエフェクト

最初にソフトウェアをインストールする必要があります。その
後、ハードウェアをインストールして下さい。
コンピューターの CD ドライブに付属の CD ロムを挿入します。
自動的にソフトウェアのインストレーションウイザード

V. フィクスチャーの
取り扱い

が開始します。
WEB サイトへアクセス出来る環境がある場合は Nicolaudie の
サイトより最新版のソフトウェアをダウンロードして、セット
アップ .exe をダブルクリックして下さい。

VI. 外部コントロールと
トリガー

http://www.nicolaudie.com/
ソフトウェアをインストールするために画面上の指示に従っ
てください。 ソフトウェアのインストール中に DMX インター
フェース USB ドライバがインストールされます。 Windows ド

VII. その他の機能

ライバのインストールダイアログが表示されたら、[ 次へ ] を
クリックします。ダイアログはドライバがデジタル署名されて
いなと表示されますが、" 続行 " を選択します。
ソフトウェアのインストールが完了しましたら、USB ソケッ
トへのインターフェイスを接続します。ＵＳＢドライバがイン

VIII. イージーショウ

ストールされ、インストールが完了すると通知がタスクバーに
表示されます。ドライバのインストールが完了するまでソフト
ウェアを起動しないでください。そうしないとＵＳＢインター
フェースは検出されません。
サンライトスイート 2 DMX インターフェースに DMX ケーブ

IX. その他の
ソフトウェア

ルの XLR オス（3/5 ピン）を接続して最初のフィクスチャーに
XLR のメス（3/5 ピン）を接続します。
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5. フィクスチャープロファイル
DMX デ バ イ ス の 全 て の 属 性 は
フィクスチャープロファイル若し
くは SSl2 と呼ばれる特殊なファ
イルに保存されます。実機に忠実
に作成されたフィクスチャープロ
ファイル（SSL2) はスイート２を
使用して照明を制御するのに必要
不可欠です。
不完全なフィクスチャープロファ
イルを用いて照明を思い通りに制
御するのは非常に難しいでしょう。

市場で販売されているフィクス
チャーの SSL2 は既に収録されて
います。 その SSL2 ファイルを用
いてプロファイルを自由に編集す
る事が可能です。
スキャンライブラリーの作成方法
は Niclaudie.com のチュートリア
ルを参照下さい。

Product Manual
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II. クイックスタート
I. はじめに

コンセプト
スイート２の主な概念はスイート１と同様にページをシーン、スイッチで構成されています。
１・各フィクスチャータイプは別々のページを持っています。

II. クイックスタート

２・各ページにはシーンとスイッチが入っています。
３．シーンでは複数の属性チャンネルを同時に制御する事が出来ます。
カラーやゴボとＸ / Ｙを１つのシーンで制御出来ます。シーンボタン１つでアクティブにする事が可能です。
４・スイッチは１つの属性チャンネルを制御する事が出来ます。非常に沢山のスイッチを作成する事が出来ます。
スイッチを作成する際、他のチャンネル ( 属性）に影響を与えないように作成する必要があります。

III. プログラミング

1. ショーの新規作成
サンライトスイート 2 を開きます。オープンショーダイアログは、メインメニューから見つけることができます

IV. イージー
タイムエフェクト
V. フィクスチャーの
取り扱い
VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能
VIII. イージーショウ
IX. その他の
ソフトウェア

新しいショーを作成するにはここをクリックしてください。
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ウインドウパネルはドラッグ＆
ドロップで再配置することがで
きます。オフを開始するには
ページとマスターパネルが必要
です。
オフ = 何もフィクスチャーが
パッチされていない状態。

フィクスチャー各種は別々のページを持っています。新しい
ページをここで作成することができます。
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1. ショーの新規作成
I. はじめに

ステップ１
スキャンライブラリーにメー
カー別にフォルダーが並んでい

II. クイックスタート

ます。例で紹介するフィクス
チャーは GENERIC フォルダー
に格納されています。GENERIC
フォルダーを選択し展開して、
moving head を 選 択 し て く だ

III. プログラミング

さい。次に NEXT ボタンを選択
下さい。

IV. イージー
タイムエフェクト

ステップ 2

V. フィクスチャーの
取り扱い

次に DMX ユニバースを設定しま
す。例ではそのままの状態 Ｕ１
で結構です。開始ＤＭＸアドレス
を１に設定して下さい。
Nuber of fixture で フ ィ ク ス
チャーの台数を設定してくださ

VI. 外部コントロールと
トリガー

い。例では 8 台に設定しており
ます。
設定が完了したらパッチボタン
をおすと、Patch 画面通りにフィ
クスチャーが配置されます。

VII. その他の機能

NEXT を押して次に進んでくださ
い。

VIII. イージーショウ

ステップ 3
次にムービングライトの照射範囲
を設定します。クラブ等のインス
トレーションの場合、客席等に
ムービングライトの明かりを向け

IX. その他の
ソフトウェア

ない為に設定します。
Enable チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス に
チェックを入れるとムビーングラ
イトのリストを選択できます。
1 台づつ選択して右の座標で範囲
を設定する事が出来ます。
フィクスチャーごとのパン / チル
ト / スワップの設定も変更できま
す。 実際にライトビームＯＮに
して範囲を決定できます。
16
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ステップ 4
ここではページに配置される共通
の属性スイッチを作成します。実
際にフィクスチャーを繋がずと
も、左下の３Ｄボタンで各属性を
チェックする事が出来ます。不必
要なスイッチは Enable を無効に
出来ます。 特にプランがない場
合はなにも考えず NEXT で次に進
みましょう。

設置完了後でもス

イッチは削除できます。

ステップ 5
ここでは属性スイッチ同様にエ
フェクトのプリプログラムの選
択 / 設定を行います。必要が無い
Ｘ / Ｙ動作のプログラムはここ
で削除出来ます。特にプランがな
い場合はなにも考えず NEXT で次
に進みましょう。

設置完了後で

もスイッチは削除できます。
最後にページネームを付けてウイ
ザードは終了です。

ステップ 6
これで最初のページを新規作成しました。
３Ｄビジュアライザーを開く場合はここをクリックして生成し
ます。

Product Manual
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2. シーンの新規作成
I. はじめに

右の図はＧＯＢＯスイッチです。上部に赤い帯がある物がス
イッチです。スイッチは通常１つの属性の 1 つを制御します。
１つのＧＯＢＯチャンネルで複数のスイッチは選択はできませ
ん。右の図の様にスペースを節約する為に、同じ属性は同じ囲

II. クイックスタート

いにひとまとめでアイコンが表示されます。

III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト

スイッチのデーターはシーンに簡
単に保存する事が出来ます。New
Scens を押して新しいシーンを作
成しましょう。

V. フィクスチャーの
取り扱い
VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能

As you see now（今見ているように）が選択された場合、現在
アクティブになっているスイッチの情報が Name
に表示されているでしょう。

Add を外せば要らないスイッ

VIII. イージーショウ

チの効果を削除できます。又、Empty を選ぶとセロの状態か
らのシーン作成が可能です。 Equal to INIT を選択した場合、
INIT のデーターが初期状態でエディット出来ます

IX. その他の
ソフトウェア

18
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ここでシーンのセッティングの変
更が出来ます。

シーンはコンピュータのキーボー
ドからダイレクトにトリガーする
事が出来ます。
シーン及びスイッチはダブルク
リックする事で他の全てのボタン
を解除する事が出来ます。

Product Manual

19

Nicolaudie Suite2

3. イージーステップでのシーン編集
I. はじめに

ランプをＯＮにして下さい。
シーンやスイッチは、イージース
テップツールまたはイージータイ
ムツールを使って編集することが

II. クイックスタート

できます。
この章では我々はイージーステッ
プツールを使用して簡単な動き
を 作 成 し ま す。Show the light
beam on アイコンをクリック

III. プログラミング

してください。
シャッターボタン、
アイリスボタンとディマーチャン
ネルをアクティブにします。新し
いシーンを作成して確認して
As you see now を 有 効 の ま ま
に し て "OK+Edit" を 選 択 し て エ

IV. イージー
タイムエフェクト

ディットを開始しましょう。

①ここではコントロールしたい
フィクスチャーをマウスで選択し

V. フィクスチャーの
取り扱い

ます。
②ここではプリセットを変更する
事が出来ます。

VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能

関連するチャンネルにイージース
テップモードを割り当てる
各チャンネルは Channels で設定

VIII. イージーショウ

する事が出来ます。Easy step no
fade 若しくは Easy step fade アイ
コンを編集したいチャンネルにド
ラッグドロップします。

ドラッ

グ +Ctrl で複数のチャンネルを同
IX. その他の
ソフトウェア

時にアクティブに出来ます。

20
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プリセットタブ以外にもフェー
ダーを用いてフィクスチャーをコ
ントロールする事が可能です。

ステップの新規作成とプレビュー
各チャンネルのパラメーターが調
整された後、①の新ステップの追
加を押すと新しいステップが追加
されます。
② Play/Stop ボタンを押す事で、
作成されたステップをプレビュー
再生する事が可能です。

フェードとウエイトタイムの設定
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4. イージータイムでのシーン編集
I. はじめに

ランプをＯＮにして下さい。

II. クイックスタート
III. プログラミング
IV. イージー
タイムエフェクト

エディットしたいフィクスチャー
を選択してください
① [BasicView] ボ タ ン を 押 し て、
[Advance View] に切り替えます。

V. フィクスチャーの
取り扱い

②制御したいフィクスチャーを選
択します。
③プリセットポジションで
[X/Y] を制御する事が可能です。

VI. 外部コントロールと
トリガー
VII. その他の機能

制御したいチャンネルにイージー
タイムモードを割り当てる

VIII. イージーショウ

パンチルトチャンネルにイージー
タ イ ム モ ー ド を 割 り 当 て ま す。
イージータイムアイコンをマウス
左クリックでドラッグし、
X,Y,uX,uY, チャンネルへドロップ

IX. その他の
ソフトウェア

します。 この時、
Ctrl ＋左クリッ
クの動作で、一度に割り当てる事
が出来ます。

22
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コンプレスチャンネルと
エフェクトをドラッグする
チャンネルウインドウからイー
ジータイムウインドウに切り替え
ます。制御したいフィクスチャー
をドラッグしてイージータイ
ムウインドウにドラッグします。
複数のムービングライトがタイ
ムライン上に現れます。コンプ
レッションボタンを押すと、
複数のフィクスチャーのタイムラ
インがコンプレスされ１つになり
ま す。 エ フ ェ ク ト よ り、PanTilt
エフェクトをドラッグドロップ
してみましょう。
エフェクトを編集する
①曲線の種類を５つの中から選択
します。
②各フィクスチャーのフェーズ
（位相）を調整します。
③通過ポイントの時間と、トータ
ルの時間、開始ポイント等を調整
します。OK を押すとエフェクト
は完成です。

Product Manual

23

Nicolaudie Suite2

この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
発売元：IDE コーポレーション有限会社
〒 530-0015
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