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Welcome to Hasselblad

本マニュアルは暫定版のため実施と異なる場合がございます
ので予めご了承ください。
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CFV50cは、ハッセルブラッドのVシリーズカメラとレンズ

の最適条件を抽出したい人のための究極のデジタルツー

ルです。他に類をみないこの製品は、デジタルバックの世

界における最新の素材やファームウェアを使用していま

す。
もちろん製品は、伝説的なハッセルブラッド品質です。

ハッセルブラッド製品は汎用性があります。CFV50cも例外で JPEG＆RAWファイル： 選択すると同時に生成することがで
はなく、簡単に大判カメラなどを便利で有能なツールに変換す きます。JPEGファイルは、1/4の解像度1250万画素であるば
かりでなく、HNCハッセルブラッドナチュラルカラーが設定され
ることができます。
いてるので、驚くほどの品質でフォルダーから直接印刷できま
もちろん最後の傑作が保持されま
この見事なデジタルバックの要は、CMOSセンサーによってV す。RAWフォーマットでは、
す。
シリーズユーザーの新しい世界を開くことです。特許取得済の
ハッセルブラッド画像編集ソフトPhocusとCFV-50cの協業に
デジタルレンズ補正： ファイル編集段階で適用し、
あらゆる色
より以下をご提供します。
：
収差やゆがみ、
ライトオフ
（どこでも、
どんなレンズに固有にあ
を詳しく確認し、
自動的に状況を解決します。
ISO感度：
最も繊細な設定で、格段にノイズの少ない100- る）
6400のISO範囲は驚くべきものがある。
キャプチャーレート： ハンドルを回転させることがどれだけ早
長時間露光： 12分以上で、
さまざまな状況に創造的なソリュ くすることができるかによります。
ーションを提供したり、加えたりすることができる。
この製品は、Vシリーズのオーナーの方々がアナログの世界か
HNCS： ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューションは、 ら離れ、一流のデジタル品質であるトップ飛行に移動するため
その他の人々にとっては、
肌のトーンや特定の製品のトーンを、
あわてずに、正確かつ即 に長い間待ち望まれていたものです。
アナログとデジタルの世界の両方に足をつけるという選択の最
座に、
自動的にレンダリングすることで、作業時間を短縮、
かつ
適なチャンスです。 汎用性のあるこのVカメラで、
きっとご満足
確かなものにします。
いただけることでしょう。


 INTRODUCTION

you will almost certainly damage it irreparably. When storing separated from the camera, always ensure you use a
protective cover.

The captured image is temporarily stored internally on a CF
card or externally via a FireWire connection onto a computer
hard disk. When tethered to a computer you can remotely
make captures using Phocus with some Hasselblad V system models/acessories (see later section in this manual
and the Phocus user manual for further details).

As is the case with all electronic devices pay extra care
when working in damp environments and avoid damp conditions for storage.

As the CFV 50c is a purely electronic device, attention to
power supply is vital. When working untethered it is therefore important to plan battery loading / battery replacement
to ensure continued workflow. Likewise, image storage is
limited and appropriate steps should also be taken when
planning a shoot.

In keeping with Hasselblad’s modular design philosophy,
the CFV 50c is an independent component. It can be attached to a large format / view camera (see later section in
this manual) for both tethered and untethered use.
With untethered use, the management of captures is handled by the CFV 50c. In tethered use, captures are handled
and stored by the computer and can be visually checked in
Phocus immediately.

When attaching and removing the CFV 50c, pay particular
attention to the image sensor area. The sensor itself is covered and protected by a glass IR filter but take great care
when handling. If you need to clean the filter, see later section for specific details. When storing separated from the
camera, always ensure you have replaced the protective
cover. If you scratch or mark the filter in any way, it will show
up on every shot. Replacements are expensive so treat the
glass surface with at least as much care as you would a lens.
The sensor itself is not accessible for any kind of cleaning or
maintenance by a user. Do not attempt any such action as

Settings are made entering the CFV 50c menu using the
buttons on the unit. When tethered, some settings are available in Phocus.
We hope you enjoy working with the CFV 50c. The results
will prove you made the right choice.
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■ はじめる前に
同梱品のアイテムを下記のリストに照らし合わせ、
すべて正しく入っていることをご確認ください。不足などがあった場合は速
やかにご購入いただいたハッセルブラッド正規代理店までお問い合わせください。
ご購入時の詳細や保証書などは保管しておいてください。
さまざまなパーツやコンポーネントに精通します。保護カバーは常
につけたままにして、表面のガラスにできるだけお手を触れないようにしてください。ハッセルブラッドのカメラは頑丈に作ら
れているため多少のダメージで壊れることはありませんが、末永くご利用いただくために、
ていねいにお取り扱いをお願いい
たします。

Accessory items included with delivery

Protective Case

Grey cards

Exposure Cable EL
1006721

Protection cover
3054560

E-wipes

Focusing screen
3042264

CF-Flash card

CFV FireWire cable

Flash output sync cable
1006720

Exposure Cable 503
1006719

Flash input sync cable
1006722

ハッセルブラッドの555ELD, 500EL/ELM または 500/553 ELX モデルでテザー（連結）撮影でない場合、バッテリー
アダプターが必要となります (オプションアクセサリー 3054668) 。またハッセルブラッドArcボディは、バッテリーア
ダプターにさらに特別な設定が必要になる場合があります。詳しくはマニュアル37ページをご参照ください。

下記よりご登録いただくと、CFV-50cに関する最新の更新情報、コツや秘訣などをご覧いただけます。

– www.hasselblad.com –
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ボタン、パーツ、コンポーネント
1

メニュー /（ 終了）ボタン

メニューシステムを開いたり閉じたりします。プレビュー画面上のボタンの傍にあるラベルで
表示されるメニューシステムでコマンドを送出するときは他の様々なタスク ( 終了ボタンな
ど ) にも使用されます。

2

P ボタン

特定の機能にアクセスするためのアサイナブルボタンです。設定は、カスタムオプションを
介して行われます。

3

ナビゲーションボタン

1
2

プレビュー画像を順次切り替えてメニューシステムをナビゲートすることができる4方向のロ
ッカーボタンです。これを使用するには、実行したい内容に対応するボタンの端を押します
( たとえば、上、左、右、または下に移動します )。
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3

5
6

7

ズームイン/アウト（選択）ボタン

プレビュー画像用のズームインと ( 表示拡大 )ズームアウト ボタン( 表示縮小 ) です。利用
可能な画像バッチ、メディア 、およびメニューで設定する値を表示するときの選択ボタンと
してズームインを、複数の小さい画像を一度に表示するためにズームアウトを継続して最後
に表示し、バッチとメディアを選択できます。メニューで設定する値の選択ボタンとしても使
用されます。
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4

8

9

9

表示モードボタン

プレビュー画像に関して、標準、ヒストグラムオーバーレイ、画像ディテール、スクリーンオ
フ、 およびフルスクリーン、といった各種情報表示モードを順次切り替えます。

6

ON / OFF ボタン

CFVを起動または終了させます。

7 パワー・インジケータ
 	

CFV50cの状態を示します。緑は新しいキャプチャーが（定常または点滅）可能であること
を意味します。オレンジは（例えば、CFカードへの書き込みやデータの送信）ビジー状態の
ため、新しいキャプチャーができないことを意味します。 赤は、
（説明メッセージが表示さ
れます）問題があることを意味します。
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10

11

CMOS と IRフィルター

これは受光素子で、CMOSの前面にはIRフィルターが取り付けられています。露出している
フィルターの表面に触れたりこれを傷つけたりしないよう、またカメラに取り付けられてい
ないセンサーユニットのプラスチックカバーを外さないよう常に十分に注意してください。
警告: ガラスフィルター（IRフィルター）を決して取り外さないでください。CMOSを破損さ
せるおそれがあります。

9

データバス コネクター

一部のカメラモデルとのデジタル通信用。

10

CFカード カバー

12

CFカードスロットの保護カバー。

11

「センサープレイン」インデックス

重要なフォーカスクローズアップ作業の物理的測定用。

12

ファイヤーワイヤー端子
パソコンに接続するためのポート。

13

フラッシュシンクとパワーコネクター端子

フラッシュシンク、ワインダーCWとELカメラだけでなく、外部電源アダプタ用のポート。ゴ
ムカバーの後ろに保護されています。
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■ CFV-50cの脱着方法

A

保護カバーまたはCFV-50cの脱着の際は、ロックボタンAをスライドさせます。ボタン
を使わない無理な脱着は避けてください。


 CFV-50cの電源供給

A

D

CFV-50cは、バッテリー（別売のソニー製L シリーズNP-Fバッテ
リー）、あるいはファイヤーワイヤーケーブルを使いコンピューター
からの電源供給が可能です。

C

B

バッテリーの取りつけ方：
1. バッテリーが十分に充電された状態か確認してください。
2. 図のようにバッテリーを装着します。
3. バッテリーをカメラ側に押すと取りつけ部に収まりますA。ロックボ
タンが押された状態になります。
4. バッテリーを奥までスライドさせるとロックボタンが元の状態に戻
り、バッテリーが固定されますB。

ご注 意
555ELD、50 0 EL /ELM、
553/500ELXモデルは、テ
ザー撮影時にバッテリーア
ダプター（別売品3054668
）が必要です。ハッセルブラ
ッドArcBodyは、特殊設定し
たバッテリーアダプターが
必要になる場合があります。
「カメラの接続について」
をご参照ください。

バッテリーの取りはずし方：
1. ロックボタンCD を押しながらバッテリーをスライドさせると取りは
ずせます。
ファイヤーワイヤーの接続：
1. CFV-50c のファイヤーワイヤー端子とコンピューターの端子をファ
イヤーワイヤーケーブルで接続するだけです。バッテリーを取りつけ
る必要はありません。


 ON / OFF ボタン			
場合も同様に音がすることなく、電源が切れます。

バッテリーを十分に充電し、ON/OFFボタンを少なくとも2秒押し続
けます。
（これは意図せず電源が入ってしまうのを避けるためです）
ハッセルブラッドのロゴが音とともにディスプレイに現れます。これで
CFV-50cが起動したということになります。
CFV-50cはバッテリーの節約のため一定時間後スタンバイモードに
なります。電源を切るため再びボタンを押し続けてください。しかしフ
ァイヤーワイヤー接続の際にはこのボタンは必要ありません。この場
合は音がすることなく起動します。ファイヤーワイヤー接続を解除する

コツ

ご注 意

バッテリーの消費を減らすために、状況に応じてタイムア
ウトとパワーダウン設定を変更します。

キャプチャーファイルとバッチラベルに含まれている
CFV50cの時刻と日付の設定は、FireWire/Phocus接続
を介して自動的に更新されます。

コツ

これらの設定は、メインバッテリーまたはFireWireの使用
で自動的に再充電される小型充電式電池で数週間保持さ
れます。

バッテリーの消費を押さえるには、輝度を下げたり、さらに
ディスプレイのコントラスト、メニュー＞設定＞ユーザーイ
ンターフェイス＞ディスプレイメニューを下げます。また、デ
ィスプレイ設定をオフ/スリープ/電源オフに変更します。

問題が発生した場合、約12時間ほどCFV50cをそのまま
にして充電をおこなってください。
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 CFカードを挿入する

1. 凹部内に親指を挿入し、
左にスライドさせて、
CFカードスロッ
トカバーを開けます。

A

2. カバー後ろに、
カードスロット
（A）
と、
スロットの下にリリース
ボタン
（B）
が見えます。
3. コネクターの穴をスロット向きにしてCFカードを持ちます。
す
るとカメラの後ろから、
CFカードのラベルを読むことができ
ます。静かにスロットにCFカードを入れてください。
入りにく
い場合は、
CFカードが前後左右逆に入っている可能性があ
ります。
4. スロットにCFカードのほぼ全体がすんなりと挿入できると、
正しく挿入されています。
しっかりと所定の位置にカードを
入れるよう数ミリさらに押し入れます。
5. スロットカバーを閉めて右にスライドさせロックします。


 CFカードを取りはずす

1. CFカードスロットカバーを開けます。
2. リリースボタン（B）を押すと、少し中に入ってから、外に延び
るように、飛び出します。

3. そのリリースボタンをさらに押し入れます。少し力を必要とし
ます。
するとCFカードが数ミリ押し出されます。

4. CFカードをつかみ、ユニットから引き出します。

B

5. 再びスロットカバーを閉じます。


 CFカードのヒント

さい。
1. どのCFカードも、すでにCFV50c読むことができる場合
も、初めて使用する前に、CFV50cでフォーマットする必 4. 「準備」ランプが点滅している場合、CFV50cからCF
要があります。これで、より効率的にCFカードを使用
カードを取り出さないでください！カード上のすべて
することができるようになります。
のファイルが（結果的に失われた）破損または消去さ
れ、新しいフォーマットが必要ば場合があります。
2. また、CFカード上のすべての画像を削除するには「フ
ォーマット」のコマンドを使用します。削除機能を使
5. CFV50cを使用するにあたり、UDMA/4型/60MBs（また
用するよりも、早くフォーマットされますが、すべての
は400x）カード以上が推奨されています。下記の一覧
バッチからすべてのデータが消去されます。
をご参照ください。
3. フォーマットすると、対象メディアに含まれているすべ
てのデータが消去されますので、事前に必要なすべて
のファイルをバックアップしてあることを確認してくだ


 推奨CFカード
Lexar Professional Compact Flash

8

800x

Lexar Professional Compact Flash

16

1000x

SanDisk Extreme Compact Flash

8

60 MB/s

SanDisk Extreme Compact Flash

16

90 MB/s

UDMA 6 SanDisk

32

90 MB/s

UDMA 6 SanDisk

64

90 MB/s

UDMA 7 SanDisk

128

100 MB/s

最適なパフォーマンスを発揮させるため、CFV50cを使用する前にすべての未使用CFカードをフォーマットしてください。
ランプがオレンジ色「準備」
の場合は、CFV50cからCFカードを取り出さないでください。
カード上のすべてのファイルが破損または消去され新しい
フォーマットが必要になることがあります。
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 コンピューターシステムの必須条件

最終的な画像保存と補正は、コンピューター性能の最低標準が必要となります。大きな画像ファイルは十分なメモリー、最新のグラフ
ィック性能、また最新のオペレーションシステムがある高パフォーマンスなコンピューターが必要です。多くの場合、コンピューターに
ファイヤーワイヤー800/400をつないで、カメラから直接画像をロードすることができます。コンパクトフラッシュ（CF）カードにロー
ドした画像を保存するにはCFカードリーダーを代わりに使用しますが、最高の柔軟性を持たせるためにファイヤーワイヤーの使用を
おすすめします。

 コンピューターにつなげる

コンピューターにつなげるには、ファイヤーワイヤーケーブルをコンピューターのファイヤーワイヤーポートからCFV-50c
の脇にあるポートにつけます。プラグが正しく作動するか確かめてください。
コンピューターに接続する際は、下記が必要です。
• CFV-50cは、ファイヤーワイヤーケーブルから電源を取ります（ノート型Windowsなどすべてのコンピューターではありません）。
バッテリー電源の節約になります。
• ファイヤーワイヤーのアダプターにサンダーボルトを使用するときは、正しい設定が選ばれているかをお確かめください。
（マニュ
アルp.27 設定＞サービス＞テザー電源）
• 保存メディアと場所はフォーカスソフトからコントロールできます。

 警告と制限
•

•

CFV-50cの電源をノート型Windowsから取る場合(ノート型MACは例外)、
コンピューターのファイヤーワイヤーポー
トから電源を供給できるかを確かめてください。下記をご確認ください。
– 最新のMACコンピューターはデスクトップ型、
ノート型ともに互換性がある。
– 最新のデスクトップ型ウィンドーズコンピューターは互換性がある。
– ノート型ウィンドーズコンピューターは互換性がない。
（さまざまな方法で改良できる）

CFV-50cとコンピューター機器は、
できるだけ湿気を避けて管理してください。CFV-50cがぬれたりすると電源からの
接続ができなくなりますので、乾かしてから再度試してみてください。
• クリーニングなどでCFV-50cをはずす場合は、
センサーの保護フィルターがむき出しになるので、常に丁寧なケアを行っ
てください。
• CFV-50cとコンピューターに接続するすべてのケーブルは、足で躓かないようにしてください。

 言語設定
メニュー＞設定＞ユーザー・インターフェース＞言語

CFV50cが他の言語に設定されている場合、
（レンタルしたデジタルバックなど）イラストに表示されたアクションに従うことで、ご自
分の言語に設定することができます。

1.
2.
3.
4.
5.
6.

メニューボタンを押します。
設定を選びます。 1 （上から５番目）
ユーザー・インターフェースを選びます。 2 (一番上)
言語を選びます。 3 (一番上)
ズームボタン（＋ー）を押して日本語を選びます。 4
終了（メニューボタン）を押して選択を保存します。
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メニューアイテムの基本情報
コントロールパネルのボタンから、メニュー内をご覧いた
だくことができます。以下は、使用可能な設定オプション
の概要です。

ISO

センサーの光感度を設定します。

ホワイトバランス

光源に合わせて色温度を設定します。

露出時間

選択されたレンズシャッタースピード/
露出時間に合わせて適切な設定を設
定します。

クオリティ
RAWのみ、またはRAW+JPEGのオプション
をキャプチャごとに選びます。また、プロファ
イル（sRGB/Adobe1998）ができます。

新規フォルダー作成

ストレージ

フォルダーを分けることで作業効率をよく
します。

削除
1枚または複数の画像を削除します。

フォーマット
最適に使用するためCFカードをフォーマッ
トします。

ユーザー・インターフェース
言語、音声、日時や表示のメニューを設定し
ます。

設定

カスタム・オプション
Pボタン、プレビュー、露出オーバーのマー
クなどを設定します。

カメラ
ハッセルブラッドVシステムシリーズ、また、
ビューカメラや大判カメラなどの個別の設定
要件にアクセスします。

サービス
記録保存データ、デフォルト設定、ファーム
ウェア更新、テザー電源、FireWire速度に
アクセスします。

情報
シリアル番号、ファームウェアの改訂、フ
ォーカスカリビュレーション情報を提供
します。
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ストレージ

ストレージには次の３つの項目が含まれます。: 新規フォルダー作成、削除、フォーマット

「現在」のフォルダー選択

最新のフォルダーを作成する代わりに、新しい画像を選択したフォルダーに保存するように切り替えられます。
1. ブラウズモードにします。
2. フォルダーがみえるようにズームアウトします。
（ズームアウトボタンを使用します。）
3. 保存したいフォルダーまで移動します。
（ナビゲーターを使用し、ズームイン）スタンダードプレビューに戻ります。
4. このよう新しく選択したフォルダーが「現在」のフォルダーになり、新規画像がすべてそこに保存されます。


 新規フォルダーの作成

メニュー > ストレージ > 新規フォルダー作成
すべての新規画像は、変更するまでに自動的に現在のフォルダーに保存され
ます。新規作成フォルダーが自動的に「現在」のフォルダーになります。
1. メニューを押します。
2. ストレージに移動します。
3. 新規フォルダー作成のダイアログに移動します。
4. 新規フォルダー作成のダイアログのフォルダーの名称を変更します。
はじめの３文字は固定されていますので、新規フォルダーに自動的に
増えます。以下の５文字は次のように使用できます：
ナビゲーターを使用して文字を変更します。選択したら（青で表示し
ているところ）ズームボタンでご希望の文字や数字に変更します。
5. OK（ディスプレーボタン）を押して保存します。
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選択されている最後の文字は青で表
示され、変更できることを意味しま
す。OKを押して、新しい名前と新し
いフォルダーの作成を保存します。
そうするとそれが「現在」のフォルダ
ーになります。

