
SS-one トラベラー簡単マニュアル



内容物

□本体

□電源ケーブル

□ゲームパッド

□無線アダプタ

□タッチアップペイント(ブルー色のみ)

１　塗装について
　塗装は、焼き付け塗装ではないため、通常より、はげ易くなっています。爪でひっかいたくらいでは剥げませ

んが、固いものがぶつかると剥げます。

　運搬の際は、タオルなどでくるむなどして十分気をつけてください。　特に購入後２～３ヶ月は塗装が完全に

は固まっていないので注意してください。

　ブルー色の場合は塗装が剥げると目立つので、タッチアップペイントが付属しています。

　長年の使用により塗装剥げがひどくなった場合は、２万円（税別）で再塗装をお請けいたします。

２　ウエイトシャフトのネジ穴について
　最初に使用するときは、ネジ穴に塗料がついているため固いです。使用しているうちに緩くなります。

　また、この部分は塗料が剥げやすくなっています。何卒、ご了承ください。

３　内蔵の電子極軸望遠鏡について
　ピントは最適に調整してあります。動かさないでください。

　出荷時にセンター出しを行っているので、すぐ使用できます。ご自分でセンター出しをする場合は後で説明

します。

　カメラは、ウエイトが真下の状態で正立です。（地上の景色が見たままの状態に写る）

　この状態で極軸合わせをします。

４　オートガイド中について
　オートガイド中は、なるべく本体から離れてください。近づくとノイズの影響でガイド性能が落ちる場合があり

ます。

　オートガイド時のパラメーターに関しては、基本的に出荷時のままご利用ください。長時間の試験により判断

したパラメータになります。この値が最善とは限りませんが、まずは初期設定の状態で使用し、少しづつ他の

値に変えてみてください。

　赤経軸のオートガイドアルゴリズムは、他の赤道儀と異なり、トラベラー独自のアルゴリズムを採用しています。

基本的にガイドモードは[Fix]にしてください。



５　各部の名称

① 12V電源 付属の電源ケーブルで、12V電源につなぎます。12V電源は 2A以上出力できる
カーバッテリーやポータブル電源をご用意ください。

電源ケーブルのシガープラグには、フューズが内蔵されています。ご自分で加工され

る場合は安全のためフューズを挿入してください。

②パワースイッチ 電源スイッチです。OFFの状態で電源をつなげてください。
電源を供給していない状態で、かつスイッチをONにし、かつ赤道儀を手で回さない
でください。モーターの逆起電力で内蔵回路に負荷がかかる場合があります。OFFの
状態なら手で回してよいです。

③シャッター端子 デジカメや SS-one CMOS Captureのシャッターをコントロールします。SS-oneショップ

で販売している別売りのシャッターケーブルをご利用ください。

④ microSD 本体内蔵コントローラのシステムが書き込まれたmicroSDカードの挿入口です。

システムのバージョンアップ時や、SDカード不良時の交換の際、使用します。

もしもの時のためのバックアップ SDカードが一つ製品に付属します。

⑤アクセスランプ 内蔵コントローラの動作を示す LEDです。
ここが緑色の点滅をしているときは SDカードにアクセス中ですので、電源を切らない

でください。終了時は、ここの点滅が終わってから電源を切ってください。



①USBポート USBポートです。一つは内蔵の電子極軸望遠鏡がつながれていてふさがれています。

使用しないでください。

他の３つは、以下のものを接続します。どこに接続してもよいです。

１　付属のゲームパッド

２　無線アダプタ(使用しない場合は外してください）

３　オートガイドカメラ

② LANポート 開発者用です。一般の人は使用しません。



６　簡単操作マニュアル

共通操作-ゲームパッドの使い方

XYAB 赤道儀を東西南北に動かします。赤道儀が完全に止まってから次の操作をしてください。導

入速度は対恒星時 1000 倍になります。

L(上部左側) ２回続けて押すと、モーターの電源供給を断ち、モーターをフリーにします。手で赤道儀を

回せます。R ボタンを一回押すと、ロックされます。またはXYAB ボタンでもロックできます。

R(上部右側) フリーの状態のモーターをロックします。また、モーターが脱調時リセットする効果もあります。

START 液晶のバックライトをON/OFFします。(ただしGOTOアプリは除く)

SELECT 内蔵のアプリケーションを終了し、メインメニュー画面にします。

十字キー アプリケーションを操作するキーです。具体的な使い方はこれから説明する各アプリケー

ションの操作説明を参照ください。

主な使い方は、横方向のキーはメニュー項目の選択に使われます。

下方向のキーは、決定(リターンキー）に使用されます。



６－１　メインメニューの使い方

起動直後は Polar(電子極軸望遠鏡)が起動します。[SELECT]ボタンを押すことによりこの画面になります。

■十字キーの使い方

サブメニュー

キャンセル

メニュー

項目移動

■

■　　 ■

■

メニュー

項目移動

決定

横方向のキーで、メニュー項目を選び、下方向のキーで決定します。

Guider オートガイダー

Polar 電子極軸望遠鏡

GOTO 自動導入

Motor モーター制御、シャッター

ShutDown 終了、リブート、日時/経度、システム以降



■終了方法

[Shut Down]を選択し、下方向キーで決定します。次のようなサブメニューが現れます。

すでに[Shut Down]が選択されていますので、さら下方向キーで決定すると終了します。緑色のアクセスラン

プの点滅が消えてから、電源を切ってください。

■日時/経度の設定

電子極軸望遠鏡を使うには、日時とその土地の経度（東経）の入力が必要です。なお、北緯は情報として必

要ないため、無線アクセス以外で設定することはできません。

上図で[Time]を選択し、決定します。

ここで、十字キーの横方向キーで項目を選択し、上下方向キーで値を設定します。

Longtitudeは経度です。東経の場合は、[East/West]を Eastに、西経の場合はWestにします。
[End]を選択し、決定するとこの画面は終了します。



６－２　Polar(電子極軸望遠鏡)の使い方

■十字キーの使い方

表示拡大

センター

出しキャン

セル

■

■　　 ■

■

センター

出し決

定

表示縮小

■極軸の合わせ方

１　赤道儀の赤経軸を、ウエイトが真下にくる位置に固定します。

２　縮小表示で大まかに北極星を導入します。

３　赤道儀の極軸微動で北極星をだいたい中央にもってきて、十字キーの上ボタンで拡大表示します。

４　赤道儀の極軸微動で北極星を小さい赤丸の中に合わせます。北極星が認識されると、緑色の丸で囲まれ

ます。

５　SELECT ボタンで、このアプリを終了します。



■センター出しの方法

センター出しとは、赤道儀の赤経軸の方向と、電子極軸望遠鏡カメラの光軸の方向を一致させる作業です。

センター出しが合っていないと、正しく極軸が合わせられません。

出荷時に、センター出しを行っていますので、この作業は不要ですが、使用や輸送によってずれる可能性が

あるので、定期的に行うことをお勧めします。

センター出しは、赤道儀の赤経軸を回転させながら３点を指定することにより行います。

１　画面下に表示される、左から東経、北緯、日付、時刻が合っていることを確認します。北緯は合ってなくて

もかまいません。（この値は無視される）

２　北極星をだいたい中央付近に導入します。

３　赤道儀の赤経軸を、ウエイトシャフトがだいたい水平になるように東でも西でもどちらでもよいので傾けます。

（電動でも手動でもどちらでもよい）

４　十字キーの右ボタンを押すと、北極星を認識して緑色の十字が出ます。

５　赤道儀の赤経軸を、ウエイトが下を向く位置に移動させます。そして、十字キーの右ボタンを押すと、北極

星を認識して２つ目の十字が出ます。



６　赤道儀の赤経軸を、ウエイトシャフトがだいたい水平になるように２とは逆の方向に傾けます。そして、十字

キーの右ボタンを押すと、北極星を認識して３つ目の十字が出ます。

７　赤経軸をおよそ１８０°回転させて、３点を指定しました。この状態で、　十字キーの右ボタンをもう一回押す

と、センター出しが完了です。３点を通る円の中心に時角円の中心がきます。

８　十字キーの右ボタンをさらに押すと、緑色の十字が消えます。十字キーの左ボタンで直前の操作をキャン

セルすることができます。複数回さかのぼってキャンセルもできます。

９　センター出しが終了したら、極軸合わせをしますが、赤経軸をウエイトが真下の位置になるように戻すのを

忘れないでください。



６－３　Guider(オートガイダー）の使い方

オートガイドカメラをUSBポートに接続した状態で、Guiderを起動します。

■十字キーの使い方

値変更

メニュー

項目移動

■

■　　 ■

■

メニュー

項目移動

決定/値変
更

■メニュー項目

Calibration キャリブレーションと引き続きガイドを行います。一番最初はこれをしてください。

Guide キャリブレーションを省略し、ガイドだけを行います。鏡筒の東西を入れ替えなければ、

キャリブレーションは不要です。

Parameter カメラの露出時間やガイドパラメーターなどの値を設定します。

Shutter インタバールシャッタータイマーを起動、停止します。

Timer インターバルシャッタータイマーの設定をします。

Quitは選択できません。[SELECT]ボタンで終了させてください。



■使用方法

一番最初に使用するときは、[Calbration]を選択し決定してください。

星が写っていれば、以下のような画面が出てきます。

ここでガイドに使う星を横方向のキーで選択しますが、ガイダーが選択した星に問題なければ、下方向キーで

キャリブレーションが始まります。

何もしなくても数秒後にキャリブレーションが始まります。

キャリブレーションとは、赤道儀を東西南北に少しだけ動かして、東西南北の方向が、カメラ画面の左右上下

それぞれどの方向に対応するか自動で調べるものです。

赤道儀のテレスコープイースト/ウエストを変更しなければ、キャリブレーションは再度行う必要はありません。

キャリブレーションが終わると、続いてガイドが行われます。

キャリブレーションを行わず、ガイドだけ行う場合は、最初のメニュー項目で[Guide]を選択してください。



■各種パラメーターの設定

[Parameter]で設定できます。

名称 推奨値

Gain 20または 25 カメラのゲインです。binningありの場合は 20、なしの場合は 25が推奨値

です。

Exposure  1/4 カメラの露出です

Gamma 5 カメラのガンマです

Binning ON ビニングとは 4ピクセルを一つのピクセルとして表示します。解像度は落ち

ますが、感度は 4 倍になります。ビニングありの場合は画面左上に

[Binning]と表示されます。

RA-Th 0.1ピクセル 赤経方向のしきい値です。この値以下のずれだとガイド修正信号を出しま

せん。

Dec-Th 0.1ピクセル 赤緯度方向のしきい値です。この値以下のずれだとガイド修正信号を出し

ません。

RA-Sen 0.9 赤経方向のガイド感度です。

この値を大きくすると、ずれに対して素早く反応しますが、ガイドが発散し

やすくなります。ガイドが暴れる場合は値を小さくします。修正が遅い場合

は値を大きくします。

またガイド鏡の焦点距離が長めの場合は小さめの値にします。

Dec-Sen 0.3 赤緯方向のガイド感度です。

この値を大きくすると、ずれに対して素早く反応しますが、ガイドが発散し

やすくなります。ガイドが暴れる場合は値を小さくします。修正が遅い場合

は値を大きくします。

またガイド鏡の焦点距離が長めの場合は小さめの値にします。

Exit - この画面を終了します



■インターバルシャッタータイマーの使用

インターバルシャッタータイマーとは、デジカメのバルブ撮影を周期的に繰り返すタイマーのことです。

使用するには、SS-oneショップで販売するシャッターケーブルが必要です。

タイマーパラメーターの設定

メインメニューの[Timer]を選択し、決定します。

Repeat 撮影枚数です。

Exposure[MIN] 露出時間の分です。

Exposure[SEC] 露出時間の秒です。

Dithering ディザリングのON/OFFの設定です。ディザリング移動量などの設定は無線アクセスで

ないとできません。

Interval[SEC] 撮影と撮影の間の秒数です。

Exit この画面を終了します。

ここでの設定は画面左上に表示されます。この例だと、露出 2分を 5 秒の間隔をおいて 9回繰り返します。

インターバルシャッタータイマーの開始

メインメニューで[Shutter]を選択し、決定します。数秒後、実際に撮影が開始されます。

撮影を中断するには、赤く表示された[Shutter]を選択し、決定します。



６－４　GOTO(自動導入)の使い方

自動導入は、内蔵機能としてのGOTOのほか、スマフォアプリの SkySafariでも使用できます。
ここでは独自機能のGOTOの使用方法を説明します。

SkySafariの使い方は後ほど説明します。

■十字キーの使い方

全画面表示

メニュー

項目移動

■

■　　 ■

■

メニュー

項目移

動

決定

起動画面

十字キーの上方向ボタンを押すと、全画面表示になります。



■DEC(赤緯)回転方向の決定

SS-oneで自動導入を行うには、DECの回転方向をしっかり合わせることが重要です。具体的に言うと、

鏡筒をだいたい目標天体の方向に向けた状態で、赤道儀の北方向ボタン(X キー、青い丸）

を押したとき、鏡筒の筒先が北極星の方向に向くのが正解です。そうでない場合は設定を変

更します。

これは非常に重要な概念で、SkySafariでも同じです。なぜ、このようなことが必要かというと、赤道儀の状態が

テレスコープイーストか、ウエストかが、コントローラからは分からないからです。

さて、もし、北方向ボタン押して、鏡筒が北極星とは反対の方向に向いた場合は次のように設定を変更します。

メニューで[DEC]を選択し、下方向キーを押してください。

そうすると、[DEC/REV]のところの色が変わります。赤->黄、または黄->赤

どちらの色にしても、北方向ボタンで、鏡筒が北極星の方向に向くという事実が重要です。

この状態になって初めて自動導入することができます。

赤道儀のテレスコープイースト/ウエストの状態によってこの設定は変わりますので、毎回必ずここの確認はす

るようにしてください。



■自動導入の実際

自動導入の手順は概ね以下の通りです。

１　基準星の導入および同期(Sync)
　↓

２　目標天体の星図上での特定(Target)
　↓

３　自動導入開始(GOTO)

なお、基準星は、目標天体の近くの明るい星(1 等星)を選びますが、近いほど、精度が上がります。

目標天体が複数ある場合は、基準星の導入と同期は最初の一回で良いです。ただし、目標天体があまりにも

離れている場合はこの限りではありません。

１　基準星の導入および同期(Sync)
　↓

２　目標天体１の星図上での特定(Target)
　↓

３　自動導入開始(GOTO)
　↓

４　目標天体２の星図上での特定(Target)
　↓

５　自動導入開始(GOTO)

基準星をカメラの写野の真ん中に導入します。基準星は対象天体の近くの一等星にしますが、M42などの明
るいメジャー天体でもかまいません。

次に同期をします。

メニューの[Sync]を選択し、決定します。



基準星が一等星の場合は、上下方向キーで[Star]を選択し、右方向キーでさらの星名を表示させます。

ここで上下キーで星名を選択し、右方向キーで決定します。

以上で、基準星の同期は終わりです。

次に目標天体を探します。天体番号で探す方法と、星図上でスクロールによって直接指定する方法がありま

す。まずは、番号で検索します。

メニューの[Target]を選択し、決定します。例としてNGC7000を探します。

上下キーでNGCを選択し、右キーでさらに番号を検索します。



このように順次、番号を検索していき、最後にNGC7000にたどり着きます。

これで、目標天体を星図の中央にもってくることができます。

この状態で、メニューの[GOTO]を選択、決定すれば自動導入が開始されます。

■スクロールによる目標天体の検索

画面をスクロールして、目標天体を画面の中央にもってきても自動導入ができます。

[START]キーを押しながら、十字キーを押すと、画面をスクロールできます。

また、メニュー項目を[Zoom]にして、上下キーで画面を拡大、縮小表示することができます。



６－５　Motor(モーターコントロール)の使い方

■十字キーの使い方

決定

メニュー

項目移動

■

■　　 ■

■

メニュー

項目移

動

決定

Motorアプリケーションでは、以下の項目を設定できます。それ以外の項目は無線アクセスでないと設定でき

ません。

Track Speed 0 追尾を止めます

50 恒星時の半分の速度で追尾します。

100 恒星時で追尾します。（初期値）

Shutter CH1 シャッターを手動でON/OFFします。

Reset Motor Reset モーターをリセットします。脱調などから復帰できます。

Speed MAX 導入速度を最高速度(1000 倍）にします。

1/3 導入速度を最高速度(1000 倍）の 1/3にします。

1/10    導入速度を最高速度(1000 倍）の 1/10にします。

左右キーで項目を選択し、上下キーで決定します。

選択された項目は下が赤く表示されます。



７　無線アクセスの方法

SS-one トラベラーには、WiFi無線アダプタが標準で添付し、スマフォ、タブレット、PCなどから無線によるアク

セスが可能です。

また、スマフォアプリの SkySafariの使用も可能です。

■WiFi 接続

無線アクセスするには、まずは、スマフォなどのデバイスからWiFi 接続する必要があります。WiFi 接続の方

法はそれぞれのデバイスの手法に従ってください。

一例を示します。

SSIDは、「ssoneguider」になります。
パスワードは設定していないので、SSIDをタップすればすぐつながります。



■VNC ビューアーによるアクセス

スマフォなどからアクセスするには、「VNC ビューアー」と呼ばれる遠隔操作アプリをインストールする必要が

あります。AppleStoreや、GooglePlayなどで「VNC」で検索すると見つけることができます。

「VNC ビューアー」は有料のものもあれば無料のものもあります。

１　[VNC Viewer]のアイコンをタップし、[VNC Viewer]を起動します。

２　接続先がまだ何もないので新規登録します。右上の[+]をタップします。



３　アドレスと名前を入力します。

アドレス　192.168.2.102:5900　(5900の前はコロン)
名前　SSoneAutoGuider  (名前はなんでも良い)

　

４　Connectをタップします。



５　[Warn me every time]をOFFにして、右上の Connectをタップします。

６　以上で、接続されます。

SS-one トラベラーを無線アクセスする場合は、SS-one AutoGuider Proとほぼ同等の機能となります。

SS-one SutoGuider Proの基本的な使い方は以下のマニュアルをご覧ください。

http://ss-one.net/doc/SSAGPro.pdf

　

http://ss-one.net/doc/SSAGPro.pdf


８　SkySafariによる自動導入

１　SkySafriのインストール
iPhone、iPadならAppleStoreで、AndoridならGooglePlayで「SkySafari]を検索してインストールしてください。

SkySafariは有料です。2019年 7月現在、最新バージョンは 6で、以下の３つのバージョンがあります。

SkySafari 6 AR
SkySafari 6 Plus
SkySafari 6 Pro
このうち、Plusか Proのバージョンを選んでください。

２　無線アダプタの接続

本機に無線アダプタを接続して、電源を投入してください。

重要!!
SkySafariを使用する場合は SS-one トラベラー本体の Polar、Guider、GOTO、Motorすべてのアプリを終了し、

メインメニュー画面にしておいてください。

３　赤緯軸の回転方向の設定（重要!!）

望遠鏡を対象天体の方向にだいたいで良いので向けてください。

ゲームパッドのX ボタン(青)を押してください。

望遠鏡が、北極星の方へ向くように動くか確認してください。（このままボタンを押し続けていればいずれ北極

星の方向に向かう状態）

正しければ何もする必要はありません。

もし、北極星の方向とは逆向きに動くようであれば、GOTOの章で説明したようにDEC/REVの設定を変更す

る必要があります。

方法

３－１ 一時的にGOTOを起動します。
３－２ メニューの[DEC]を選択し、下方向キーで色を変えます。

３－３　GOTOを終了します。

赤緯軸の回転方向の確認は毎回行う必要があります。



４　スマフォと本機のWifi 接続

スマフォと本機の間に電波の障害のない見通しの良い状態であることを確認し、

スマフォの設定でWiFi 接続一覧を開き、WiFi 接続してください。

SSIDは「ssoneguider」または「ssonecmos」になります。パスワードは求められません。

SkySafariの起動（SkySafari4 Proでの使用例)

４－１　SkySafari4 Proを起動します。
４－２　下部メニューの[Settings]を選択します。

４－３　[Telescope]グループの[Setup]を選びます。

４－４　[Equipment Selection]グループの[Scope Type]をタップします。

また[IP Address]は192.168.2.102  [PortNumber]を4001 にします。(下図とは違います注意!!)



４－５　Meade LX-200 Classicを選択し、元の画面に戻ります。

また同様に[Mount Type]を Equatorial GoTo(German)にします。

４－６　下部メニューの[Scope]を選択します。



４－７　[Connect]ボタンをタップします。

５　基準星の導入

対象天体近くの明るい星を適当に選んで基準星とします。

望遠鏡の視野の真ん中に基準星を導入します。

カメラのファインダーを使ったり、ライブビュー画面を使ったり、あるいはカメラを外してアイピースを使い、基準

星を導入します。

６  基準星を使った同期の方法

　同期とは、現在望遠鏡が向いている方向と自動導入ソフトウェア(SkySafari)が保持している座標を一致させ

る作業です。

　SkySafariで、基準星を画面に表示させ、星図画面上でタップします。

　基準星にカーソルが合わされたのを確認し、メニューの[Align]をタップします。

以上で同期は終了です。この操作で望遠鏡が動くことはありません。

７　導入の方法

　導入したい天体を星図上でタップし、SkySafariのメニューの[GoTo]をタップします。そうすると自動導入が

始まります。



９　無線接続が安定しないとき

無線接続がたびたび切れるなど安定しない場合は、スマフォ側の ipアドレスを固定にすると安定する場合が

あります。

iPhoneを例に ipアドレスを固定化（静的 ipアドレス）する方法を説明します。

１　WiFiの接続先リストの中から「ssoneguider」を選びタップします。

２　「ipを構成」の「自動>」の部分をタップします。



３

①手動をチェック

②下図の通りに値を入力

③保存をタップ

④元に戻る

以上で設定は終わりです。



１０　モーターにかける電圧について

　トラベラーは、ノイズの影響を軽減するために、モーターにかける電圧を高めに設定しています。その関係

で消費電流も多くなっています。通常使用で消費電流 1.3A ほどです。

　トラベラーは写真撮影での焦点距離を 500mm くらいを仮定していますが、焦点距離が短く、オートガイド時

の安定性が少し悪くなっても良い場合、あるいはバッテリーの消耗を抑えたい場合などは、

　モーターにかける電圧を低くすることができます。以下に方法を説明します。

方法

SS-one トラベラーをスマフォなどから無線アクセスします。

[Motor]->[More Command]を選択

[Equatorial Mount]を選択

　



ここで、[Read]ボタンを押すと、上記画面になります。ここで、RA、DECとも、[High Voltage]の値を少なくすれ
ば、モーターにかける電圧を低く設定できます。

High Volatgeの値 消費電流

70 1.3A

60 1A

50 0.8A

40 0.6A

DECの値は 70以上にしないでください。(図では 70になっていますが)

High Volatgeの値を低くすると、ガイドの不安定性が増します。星野写真などは値が低くても良いでしょう。

値を変更したら、[Write and OK]ボタンを押して終了してください。一度電源を落とし、再起動後に有効になり

ます。


