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INTRODUCTION
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Medium format photography is about
professionalism. Camera systems have to be
professional, handling has to be professional and
captures have to be professional in quality.
Hasselblad knows it and delivers it; professionals
know that too.
The Hasselblad H series of cameras consists of building new
developments on the shoulders of the previous generation.
In this way all the previous work-experience based and
branch-demanding features are automatically included. So,
just when you think things can't get much better, they do.
And the H5D is that model - all the good things from before
and then some!
The H5D series heralds a step up that is noticeably greater
than before. There are changes and many are 'from the
ground up'. The H spirit thrives but has now matured to
reinforce further its position in the rapidly changing world of
digital imaging. Future proofing is key to a secure placing for
working photographers. The H5D provides a reliable
connection to the fleeting environment of digital imaging
technology so when the wind changes direction, the H5D
remains as the safeguarding companion to provide support.
There are five models to choose from to suit the varied
demands from the professional world. They start with the
entry level 40 MPixel model that right from the outset
confidently takes on most rivals from all brands and beats
them with star quality results. The models then just get
better and better. At the other end of the scale is the 200
MPixel MultiShot model that raises the bar so much for
product work that it is in a league of its own.
True to Hasselblad philosophy, interchangeability and
versatility span all models regarding lenses and accessories
with minimal restrictions. This applies not only to H5 but all
H1, H2, H3 and H4 models as well. The H system additionally
breaks rank regarding series limitations with the ability to use
other lenses from the V system or when using the sensor unit
on view cameras. In short, you have access to a more
comprehensive world to apply medium format quality to.
Hasselblad's best kept secret is knowing that every link in the
chain that leads to the page in the magazine has to reach a
certain standard; it is that simple. That's why Hasselblad
spends so much time and energy into checking those almost
endless behind-the-scenes details and standards because
they understand this simple concept. There is no magical
formula to Hasselblad success other than an understanding
of what is required to produce the best results available in
the world today and an acceptance that there are no short
cuts in this process. Hasselblad does its best to produce the
best; there is no other way to achieve the Hasselblad star
quality.
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The H5 models have a good deal in common. Stainless
steel and aluminium were the materials chosen to endure the
treatment handed out in professional use – and that can be
pretty tough.
The sturdy but ergonomic integral grip incorporates not only
the battery but one of the user interfaces too. It is here, by
way of the surrounding buttons, that you enter the ‘control
room’. Customization is a very prominent concept that you
experience in the Hasselblad world that ensures it is the
photographer that controls the camera, not vice versa.
Accessed through the grip alone, there are 34 separate
custom options.
The standard prism viewfinder provides not only the most
popular way of viewing but the sophisticated light metering
system too. Don’t forget the waist-level accessory model if
you prefer it.
And when all the hustle and bustle and rushing around is
over for the latest glossy cover and you settle back into a
more reflective mode for some seriously detailed product
shot you consider your Hasselblad. You remove the sensor
unit and slip it onto your large format your studio set up
where movements, controlled depth of field and close-up
clarity rule. Now that is versatility.

All models feature:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stainless steel/aluminium camera body
Access to 12 H system lenses
Access to most V system lenses by CF Adapter accessory
Access to all H accessories
40 Custom options
Hasselblad Natural Color Solution
True Focus
Digital Lens Correction
Access to view camera use
Hasselblad Phocus and Adobe Lightroom
International Warranty & Service package

50MS & 200MS models also feature:
• Multi-Shot facility

On the softer side of things all models share features that
professionals rely on for fast tracking their progress.

H System lenses and accessories include:
•
•
•
•
•
•
•
•

Camera Configuration in conjunction with Phocus offers a
powerful tool to provide intuitive, easy and rapid control of
all the parameters you don't want to forget in the heat of the
moment. Custom build camera profiles with total control in
advance to ensure the optimum in shooting security.
HNCS – Hasselblad Natural Color Solution – saves time and
secures the job because skin tones or specific product tones
are going to be rendered automatically, accurately and
immediately without any fuss. That can be worth a lot.
True Focus is the pet feature for many fashion
photographers who work fast and by instinct. They don’t
have the time to double check focus for every single split
second shot and neither do they have the time to get it
wrong. True Focus delivers the sharpness in an intuitive
manner, at speed.

24, 28, 35, 50, 80,100,150, 210, 300
120 Macro
50-110 & 35-90 zooms
1.7x converter & Macro converter
CF adapter (to be able to use V system lenses)
HTS 1.5 tilt/shift adapter
GIL (Global Image Locator)
Battery Adapter for technical camera use

Medium format advantage means:
•
•
•
•

IFC – Immediate Focus Confirm – for True Focus users who
have a second to spare and a desire to know the focus is
exactly on target regarding specific areas. Intuitively and
directly displays inspection of captures at 100% pinpointing
the original focus selection.
JPEG & RAW files can be produced simultaneously if you
choose. The JPEG files are not only 1/4 resolution they are
also HNC profiled so you can print straight from a folder for
amazing quality. RAWs are retained of course for your final
masterpieces.
Digital Lens Correction, applied at the file editing stage,
takes a discerning look at any colour aberration, distortion
and light fall off however minor (which is inherent in any
lens, anywhere) and resolves the situation automatically.
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Shallow depth of field
Huge sensors for unbeatable image resolution
Super smooth color and tone rendition
Enlargements in breathtaking quality
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COMPUTER SYSTEM REQUIREMENTS
Image-storage and editing requires a certain minimum standard regarding computer capabilities. Large images require a reasonably high-performance computer with plenty of memory, advanced graphics capabilities and a recent operating system. In
most cases, the computer should include a FireWire connector, which will enable you to load images directly from the camera.
To load captures stored on the removable compact-flash card, you could instead use a USB CF-card reader, but FireWire is recommended for optimum speed and flexibility.

WARNINGS, RESTRICTIONS AND RECOMMENDATIONS
•

If you want to power the H5D from a PC laptop (as opposed to a Macintosh laptop), you must ensure that the FireWire port
on the computer is capable of supplying power. Please note the following:
Most recent Macintosh computers are compatible, both desktops and laptops.
Most recent desktop PC computers are compatible.
Most laptop PC computers are not compatible (but can be modified in many cases).

•
•
•
•

•
•
•

Keep the H5D and computer equipment away from moisture wherever possible. If your camera becomes wet, disconnect
from power and allow it to dry before attempting to operate again.
Always take great care when you remove the sensor unit for cleaning as the e xposed CCD sensor protective filter is
vulnerable to damage.
Keep all cables connected to or from your camera and computer out of the way where they will not be tripped over.
Your new Hasselblad camera may have been supplied in kit form or as separate items. There are a number of possible
combinations depending on factors such as offers, bundles etc. Please ensure that all the items noted on the
accompanying packing information have been supplied and are correct.
Contact your Hasselblad dealer or distributor immediately if anything is m
 issing or seems faulty in any way, quoting the
serial numbers and purchase details where appropriate.
Please keep purchase details and the warranty in a safe place.
Become familiar with the various parts and components. Leave protective covers on as much as possible and avoid
touching glass surfaces and inserting fingers into the camera body. Hasselblad cameras have a robust construction and are
capable of withstanding fairly rough treatment but nevertheless are precision instruments and will serve you longer if
treated with respect from the beginning.

FIRMWARE UPDATES
If you have registered your camera you should automatically receive e-mail informing you of the latest developments. Otherwise you are advised to make regular checks regarding firmware updates to the camera body, the sensor unit and the viewfinder.
The aim is to ensure you have the latest firmware updates for camera body, sensor unit and viewfinder, which naturally ensures the optimum in performance. When updating you should also study the accompanying ‘Release Notes’ or ‘Read Me’ files
where you will find details about improvements, developments and changes.

USER MANUAL
This user manual is primarily designed for on-screen PDF reading to exploit search tools etc. However, there is a sufficiently
wide left margin to allow one-sided print outs to fit an ISO standard ring binder if required.
Please note that the format is A4 to conform with the most common standard. Therefore if printing out to US Letter format or
similar please ensure you select “Fit to Printable Area” in the page scaling dialogue.

Register your camera for regular news about the latest developments, updates, news, tips, and much else!
– www.hasselblad.com –
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PARTS, COMPONENTS, BUTTONS AND CONTROLS – OVERVIEW
All of the items named on this page are described
in greater detail elsewhere in this manual.

Focus Assist illuminator
Mirror Up button
Remote release port
Stop Down button
Battery grip
True Focus button
Card format button
AE-L button button
Camera strap lug
Grip lever release button
Battery Adapter port
Battery grip locking lever

Integral flash

Eyesight adjustment wheel
Exposure compensation button
			
Exposure DISPLAY button

PC connector port
Accessory port cover

Lens release button
Sensor unit release button
Camera strap lug

CF card door
Power adapter port

Integral flash release button
Hot shoe

Camera strap lug

Shutter release button
Front scroll wheel
Grip buttons: Flash, AF, ISO/WB,
MENU, Battery check, Profile
Camera strap lug
Rear scroll wheel
Menu button
P1 button
Menu navigation button
7

Ready light
P2 button
Display button
Zoom button

GRIP BUTTONS AND CONTROLS
Note that some of the buttons are modal and so
have multiple functions according to the setting being made.
1

1

Shutter release button

2

このボタンは「半押し」と「全押し」の二つの押し方があります。シ
ャッターレリーズボタンを半分（または静かに）押す事によって、
オートフォーカス機能と露出計が作動します。下まで完全に（また
はしっかりと）押すと、シャッターが切れます。
（または露出方式
が選択済みである時、例えばセルフタイマー機能が選択済みであ
る時は、セルフタイマーが始動します）。

2

3

4

6

Front scroll wheel

7

フロント及びリヤーホイールは回転させてメイン画面で露出設定
を変更したり、メニューの各種のループセクションにアクセスして
設定を行なったりする事が出来ます。ダイヤルの回転方向とその
作用は変更する事が出来ます。

3

8

FLASH / (Control Lock) button) / (EXIT)
このボタンには３つの機能があります。このボタンを１秒程押し
続けると、ビープ音が鳴り（設定してある場合）、グリップLCDに
鍵のマークが表示されます。これは（シャッターレリーズボタン
を除いて）全てのボタンとコントロールダイヤルが不用意に変更
できないようにロックされた事を表しています。ロックを解除す
るには、もう一度ボタンを1秒程度押し続けます（この機能では、
「Custom Options #18」で全てのボタンとコントロールダイ
ヤルをロックするか、コントロールダイヤルだけをロックするかを
選択する事が出来ます）。ボタンを素早くクリックすると、メイン
画面からLCDのフラッシュ設定情報にアクセスできます。詳細に
ついては、該当する項目をご覧下さい。このボタンはセンサーユニ
ットのメニューを操作する時のEXITボタンとして、その他の多く
の設定でEXITボタンとしても動作します。

4

5

AF button

/ (ON)

9
イン画面からメニューのProfilesセクションにアクセス出来ます。
このボタンを長押しした場合と、素早くクリックした場合の動作の
違いに注意してください。

9

Rear scroll wheel
フロント及びリヤーホイールは回転させてメイン画面で露出設定
を変更したり、メニューの各種のループセクションにアクセスして
設定を行なったりする事が出来ます。ダイヤルの回転方向とその
作用は変更する事が出来ます。

/ (SEL.)

このボタンには3つの機能があります。AFボタンを押すと、メイン
画面から直接オートフォーカス / マニュアルフォーカス選択画面
に移動する事が出来ます。詳細については、該当する項目をご覧
下さい。このボタンはその他の多くの設定でONおよびSEL.（＝
選択）ボタンとしても動作します。

5

ISO/WB button

/ (SAVE) / (ENTER)

このボタンには3つの機能があります。現在の画面からISOやホ
ワイトバランス選択画面へ移動する事が出来ます。詳細について
は、該当する項目をご覧下さい。このボタンはその他の多くの設定
でSAVEおよびENTERボタンとしても動作します。

6

MENU button

EXAMPLE

設定を変更する場合に最初のレベルのメニューにアクセスしま
す。

7

グリップのいくつかのボタンは、メニューの状態に応じた複
数の機能を持っています。ここに示す例では、Flashボタン
はExitボタンとして、AFボタンはOnボタンとして、ISO/WB
ボタンはSaveボタ
ンとして 機 能しま
す。

Illumination/Battery status button
このボタンを押すと、LCDの照明が点灯します。ボタンを押し続け
るとバッテリーの状態、カメラの基本情報画面にアクセスするこ
とができます。

8

設定を終えると、こ
れらのボタンは標
準の機能に戻りま
す。

ON / OFF (Profiles) button
このボタンを1秒押すとカメラが起動します。H5Dの起動ロゴが
表示され、次にメイン画面が表示されます。数秒後（カスタマイズ
が可能）に、カメラはスタンバイモードになります。このボタンを
押すとカメラは完全にオフになりますが、素早くクリックするとメ
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CAMERA BODY BUTTONS AND CONTROLS
ボタンの一部が他の機能に割り当てが出来る事に注意してください。

ボタングリップの背面には、リヤーダイヤルとともに3つのコントロー
ルボタンがあります。

1

True Focus button

1

デフォルトの設定では、True Focusを機能させるだけでなく、セ
ンサー部に設定変更を行うためのセレクターとして、また画像の
ブラウジングにおいてのズームボタンとしても機能します。このボ
タンにはカスタムオプションで別の機能を割り当てる事も出来ま
す。

2

2

3

CF Card format button
CFカードのフォーマットを行ないます。意図しない動作を防止す

るためにボタンが凹んでいます。フォーマットの際には確認のため
のダイアログが表示されます。

3

AE-L button
このボタンは、自動及びマニュアルの露出モードで得られた測光
値をロックします。またこのボタンはゾーンモードにおいても新た
に測光してロックします。カスタムオプションで別の機能に割り当
てる事も出来ます。詳細については、AE-Lボタンのセクション（
第７章、
「測光方式と露出モード」）(P.79)を参照してください。

グリップの前面には、さらに2つのボタンとリモートレリーズコード用
のソケットがあります。

4

M.UP button
このボタンは、一度押すとミラーアップし、もう一度押すとミラー
が元の位置へ戻る機能を持っています。短時間（約0.5秒）に2回
このボタンを押すと"Self Timer（セルフタイマー）モードになり
ます。カスタムオプションで別の機能を割り当てる事も出来ます。

5

4

Remote release cord port

5

レリーズコードHを接続するソケットです。ソケットはラバーキャッ
プで保護されています。

6

6

STOP DOWN button
このボタンを押すと、設定した絞り値に絞り込み、被写体深度を
確認する事が出来ます。絞りは設定に従って閉じられ、ボタンを押
している間はその絞り値が維持されます。また、ボタンを押したま
まの状態で、絞りを変えて被写体深度の変化を確認する事が出来
ます。カスタムオプションで別の機能を割り当てる事も出来ます。

Note
撮影スタイルにもよりますが、再割当可能な
これらのボタンを使用すると撮影の時間と
労力を効果的に短縮する事が出来るため、こ
の機能を熟知して活用される事をお勧めい
たします。詳細についてはカスタムオプショ
ン(P.93)の項目をご覧下さい。
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SENSOR UNIT
1

MENU / (EXIT) button
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時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

P1 button
特定の機能にアクセスするためのボタンです。設定はセンサー上のカスタムオプションある
いは、Phocusソフトウエア上のCamera Configration toolから編集が可能です。

3

1

Navigation button
プレビュー画像を順次切り替えて閲覧するだけでなく、メニューシステムをナビゲートする
ことが出来る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（例えば上、下、左または右に移動します。）

4

3

2

4

5
6

7

Zoom- in/-out (Selection) button
プレビュー画像用のズームイン/アウト（表示拡大/縮小）ボタンです。ズームアウトを継続
すると、複数の小さい画像を一度に表示する事が出来ます。また、センサー上のメニューに
おいて設定のための選択ボタンの役割も果たします。

5

8

Display button
プレビュー画像の様々な表示モードを切り替えるためのボタンです。

6

P2 button

9

特定の機能にアクセスするためのボタンです。設定はセンサー上のカスタムオプションある
いは、Phocusソフトウエア上のCamera Configration toolから編集が可能です。

7

10

Ready-light

11

センサーユニットの状態を示します。緑（点灯あるいは点滅）は撮影が可能である事を意味
します。オレンジの点滅はユニットがビジー状態である事を示します。例えばCFカードへの
書き込み中や、データを送信中などの場合や、各種設定を変更する事が出来るが撮影が出
来ない状態である事を示します。オレンジの点灯はパワーダウンモードで、撮影が可能な状
態に戻るまでには数秒の時間を要します。赤は問題（説明メッセージが表示されます）があ
る事を示します。

8

12
13

CCD and IR filter

これは受光素子で、CCDの全面には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、十分に注意してください。またカメ
ラに取り付けられていないセンサーユニットは保護カバーを取り付けてください。

9

Databus connectors

カメラ本体とデジタル通信をするためのコネクターです。

10

Retaining bar

Previous H2/
H3/H4D users
please note the
orientation of the
plug on the H5D!

センサーユニットを保持する取り付け板です。

11

Safety catch

14

センサーユニットを取り外す時に使用します。

12

‘Sensor plane’ index

センサーユニットの位置を示す印です。

13

CF-card cover

14

FireWire port

コンピュータ接続のためのコネクター。センサーユニットに挿入する際のFireWireプラグの
向きに注意してください。

15

Flash sync and power connector ports

センサーユニットと大判カメラで使用する時の外部電源/フラッシュシンクのポート/バッテ
リーアダプター。これらはゴムカバーによって保護されています。

10
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VIEWFINDER
1

2

6
4

5

3

1

Hot shoe

5

SCA3902アダプター付きのフラッシュユニットまたはワイヤレス
フラッシュ用のシューです。
2

するボタンです。設定はフロント及びリヤーダイヤルで入力します。設
定すると該当するシンボルがグリップLCDとファインダー内LCDに表
示されます。

Rubber eye cup
Eyesight adjustment wheel
個人の視度に合わせて -5 〜 +3.5ディオプターの範囲で調整出
来るためほとんどのユーザーが利用出来ます。

4

Exposure compensation button

Exposure method / metering mode
button
EXP（露出）ボタンは、露出モードと測光形式の選択画面にアクセス

別のモデルのために交換する事が出来ます。
3

8

7

6

Integral flash unit
フラッシュガイドナンバーは12です。

7

このボタンを押すと、EV補正画面が表示されます。補正量はフロ
ントダイヤルまたはリヤスクロールホイールで入力します。グリッ
8
プLCD及びファインダーLCDに、露出補正マークが表示されま
す。

Integral flash unit release button
露出モードとフラッシュを使用する為にはカメラの後方へボタンをス
ライドします。チャージは自動的に行なわれます。

Viewfinder release button

LENSES

1
1

Lens shade index

2

Manual focus ring

3

Focusing distance scales

4

Depth-of-field scales

5

Lens index

2

3
4

5
本マニュアルのレンズセクションで、より詳しい詳細を参考にしてくだ
さい。また、ハッセルブラッドのウェブサイトからデータシートをダウン
ロードする事が出来たり、利用するレンズのいくつかの組み合わせや、
一般的な情報が含まれているレンズの小冊子をダウンロードする事が
出来ます。
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DISPLAY INFORMATION − OVERVIEW
VIEWFINDER INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRIP LCD INFORMATION

Metering method
Aperture setting
Shutter speed
Exposure method
Capture counter
Exposure compensation
Focus assist
Warning triangle
Flash warning
Spirit level

• Metering method
• Aperture setting
• Shutter speed
• Exposure method
• Capture counter
• ISO
• White Balance
• Flash indication
• Focus
• Drive
• EV
• Battery status
.....optional.....
• Histogram

PHOCUS / PHOCUS MOBILE INFORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REAR LCD INFORMATION
•
•
•
•

Metering method
Aperture setting
Shutter speed
Exposure method
ISO
White Balance
Flash indication
Focus
Drive
EV

ISO
White Balance
IAA rating
Storage medium

.....optional.....
• Exposure compensation
• Histogram
• Date
• Time
• Focal length of lens
• Spirit level

Optional instantly accessible full-screen
display of grip information to show:
Metering method
Aperture setting
Shutter speed
Flash indication
Focus
Drive
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EV
Battery status
Exposure method
Capture counter
ISO
White balance

SENSOR UNIT DISPLAY AND CONTROLS − OVERVIEW
センサーユニット上のディスプレイに差撮
影時の設定を確認、設定するための情報を
表示させる事が出来ます。ユニット上のボタ
ン、グリップ上のスクロールホイール及びボ
タンはメインメニューを操作し、設定を変更
するために使用されます。
ディスプレイにはCFカードに記録された撮
影画像を表示し、さらに詳細なチェックをす
るために拡大表示させる事が出来ます。
撮 影する時に様々なモードを選択する事
で、現在のプレビューに表示される情報を
変更する事が出来ます。

ISO設定

撮影カウンタ

機能ボタン

機能ボタン

ホワイトバランス

ファイル名


 BUTTONS AND SCROLL WHEELS
ブラウズモードでは、グリップ上のスクロールホイールとTrue Focus
ボタン、AE-Lボタンはセンサーユニット上のナビゲーションやズーム、
選択ボタンとして使用されます。
センサーユニット上のP1/P2ボタン（ブラウズモードの機能を割り当
てた場合）、ナビゲーションボタン、ズームボタンのいずれかをクリッ
クするとブラウズモードが有効になります。


 GRIP INFORMATION
絞り値やシャッタースピード、フラッシュ表示、フォーカシングモ
ード、ドライブ、E V、バッテリー状態、露出モード、撮 影カウンタ
ー、ISO、ホワイトバランスなどを表示します。この機能はP1/P2ボタ
ンを押す（情報スクリーンの機能を割り当てた場合）ことでセンサー
ユニット上のディスプレイに表示させる事も可能です。


 SPIRIT LEVEL
電子水準器をセンサーユニット上のディスプレイとビューファインダー
内に表示させる事が出来ます。この機能はP1/P2ボタンを押す（電子
水準器の機能を割り当てた場合）ことで使用出来ます。

または


 P1 & P2 BUTTONS		

P1/P2ボタンは、多様なカスタマイズな可能で必要に応じて素早くア

1. メニュー > 設定 > カスタム・オプションを選択します。
2. P1/P2ボタンを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )または
ZOOMボタンを押して希望の設定を選択します。
4. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

クセスするためのボタンです。

画像を消去 • フォーマット • 情報スクリーン • 電子水準器
ーカス確認 • ブラウズモード • 露出オーバーを表示
ボタンはセンサーユニット自体またはPhocusのCamera
rationツールを使って簡単に割り当てが行なえます。

•

フォ

Configu-

P1 & P2 BUTTON ASSIGNATION ON SENSOR UNIT
(TWO METHODS)
1. MENUボタンを押します。
2. P1/P2ボタンを押します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )または
ZOOMボタンを押して希望の設定を選択します。
4. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。
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GRIP DISPLAY − OVERVIEW
TYPICAL GRIP DISPLAY

フラッシュ状態の表示
(発光量補正なし、通常シンクロ)

フォーカシングモード
(マニュアルフォーカス)

ホワイトバランス
(デイライト)

シャッタースピード設定

絞り設定

(1/125s)

(f/8)

ISO設定

露出値表示

(200 ISO)

(EV 13.0)

撮影カウンター

露出モード表示
(マニュアル設定)

ドライブ
状態

測光方式表示
(センターワイド)

キーロック

バッテリー残量

コマンドの表示
画面の最上段には各種コマンド情報が表示されます（設定によっても変
わります）。これらのコマンドを実行するには、すぐ上にあるボタンを押し
ます。従ってこの場合は、例えば画面からFLASHボタンを押して"exit "
に設定します。以下を参照してください。
設定用シンボル
設定を変更する際、選択肢をシンボルで示します。選択した設定はドロッ
プシャドウ表示（シンボルに影が付加）されます。
コントロールダイヤルの説明と指示
設定項目に付随している左右方向あるいは上下方向の三角マークによっ
て、フロントあるいはリヤーのどちらかのコントロールダイヤルが機能す
るかを示しています。この例では、ブラケティング撮影の選択肢がフロン
トダイヤルで、またこの選択肢での撮影コマ数がリヤーダイヤルで変更で
きる事を示しています。

...

=

フロントダイヤル

=

リヤーダイヤル

設定情報
画面の最下段には、現在の設定状態に関する情報が表示されます。要約
すると、最上段にはこれから実行可能な事柄が、また最下段には現在の
状態すなわち既に実行した事柄が表示されます。

設定を変更した場合のカメラグリップディスプレイの表示例
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VIEWFINDER DISPLAY − OVERVIEW
設定項目ファインダーディスプレイの表示例。LEDは（カメラまたは設定によって）作動した時にのみ表示されます。
（カッコ内は、この表示の機能説明）

露出方式表示
(‘絞り優先モード)

絞り設定

(f/5.6)

露出補正設定注意マーク

測光方式設定
(センターワイド)

フォーカスアシスト

LED

フラッシュLED

警告三角LED

露出補正設定

(+0.7 EV)

シャッタースピード

(1/30 second)

コマ数カウンタ

(5コマ)

電子水準器をアクティブにすると、ファインダーの表示も変化します。

True Focus（全機
種）と、HCDクロップ
（6,000万画素機の

み）機能を作動させる
と、ディスプレイの右
側にアイコンが表示さ
れます。

SOME EXAMPLES OF VARIOUS VIEWFINDER DISPLAYS
標準設定

True Focusが設定された状態の通
常画面

AEロック状態における通常画面

露出補正が設定された状態の通常画面

スクロールホイールとナビゲーションボタンを使用しているか、ブラウズモード
が作動状態にされるときに表示されます。

VIEWFINDER DISPLAY ACCORDING TO
SETTING

EXPOSURE INFO ON VIEWFINDER DISPLAY
露出方式及び測光方式

メニューモード

フラッシュモード

露出補正モード

AFモード

A 	= 絞り優先AE
S 	 = シャッター優先AE
P 	= プログラムAE
Pv 	= プログラム可変 AE
M 	= マニュアル
センターワイド =
センタースポット =
スポット =
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CUSTOMIZABLE BUTTONS - FUNCTION OPTIONS
デフォルトでは右記の4つのボタンは名前
に従って割り当てられていますが、カスタ
ムオプション #4 、#5 、#6 、#7、あるいは
PhocusのCamera Configurationツー
ルを利用してここで記載されている様々な
機能への再割り当てをする事が出来ます。
（加えて、センサーユニットに2つのカスタ
マイズ可能なボタンP1、P2がありますが、
これらはセンサーユニットや Phocus の
Camera Configurationツールで設定が
出来ます）

·

True Focus

2

·

ます。

AE-lock
一時的にAEまたはマニュアルモードの
測光がロックされます。またゾーンシス
テムの輝度範囲チェック機能として使用
されます。

·

Mirror up
ミラーアップ機能またはミラーダウン機
能（M-UPボタンと同じ機能）をコント
ロールします。

·

AF
AF機能がアクティブになります。

·

Self timer
セルフタイマー機能がアクティブになり
ます。別オプションでミラーの動作をコ
ントロールすることで、リモートレリーズ
の機能を提供します。

·

B mode
カメラをB（バルブ）露出モードに設定し
ます。シャッターボタンが押し続けられ
ている間、露光が続きます。

·

T mode
カメラをT（タイム）露出モードに設定し
ます。シャッターボタンを押した後、開い
たままとなり、閉じる時には再びシャッ
ターボタンを押します。

·

Cycle Light Meter mode

·

Expose

·
·

Display Off
ディスプレイをオフにします。

·

Histogram
最後に撮影した画像のヒストグラムをグリ
ップLCDに表示します。

·

AE-L

3

M.UP

4

STOP DOWN

Delete
Grey balance exp.
グレイバランス測定を行い、適用する事
が出来ます。

シャッターボタンの代わりとして使用し
ます。

·

2

画像の削除を行ないます。

·

Spirit Level
電子水準器を起動し、センサーユニッ
トとビューファインダー内に表示させ
ます。

·

Rear Info Screen
センサーユニットのディスプレイ上にグ
リップLCDの情報を表示します。

Focus Conf.
センサーユニットの液晶画面にピントチェ
ック用に100%表示の画像を表示します。
True FocusとAE-Lのボタンには適用で
きません。

Bracketing
ブラケッティング機能がアクティブに
なります。この機能は標準露出からの
所定の偏差（標準的な露出で1ステッ
プ）での自動（または手動）撮影を提供
します。

·

Interval timer

測光方式を切り替えます。

Stop down
レンズの絞りを絞り込み、被写界深度を
チェックします。

·

·

True Focus

4

インターバルタイマー撮影モードがアクテ
ィブになります。

True Focus機能がアクティブになり

·

3

1

1

SHORTCUT ACCESS TO
BUTTON SETTING SCREENS

SAVE
(ISO/WB button)

1) MENUボタンを押した後に、カスタ
マイズ可能なボタン (True Focus,
AE-L, M.UP or Stop Down)を押

すと、メニュー内のカスタムオプション
の特定のボタンに直接アクセス出来ま
す。

2)

MENU

選択したボタンに機能を割り当てるた
めにリヤーホイールを回します。

3) SAVEボタンを押す（またはシャッター

ボタンを押す）と選択したボタンに新し
く割り当てられた機能が有効になりま
す。

Rear scroll
wheel

Tip

Flash Measure
フラッシュメーター機能として機能し
ます。

Camera Configurationについては別
のセクションを参照して下さい。
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CAMERA CONFIGURATION IN PHOCUS
PHOCUSのカメラ設定ツールはH5Dのための包括的なプロファイルを作成するために非常に徹底した安全な方法を提供しています。ツール
は完全な制御を行なうために、すべてのパラメータを提示する3つのウィンドウ（Control、Exposure、General）から構成されています。これ
は、事前に作成した特定のカスタムプロファイルを管理し、様々な撮影状況に合わせてカメラの設定を即時に変えて対応することができること
ができます。さらに、これらのプロファイルを簡単にインポートおよびエクスポートすることができます。たとえば、撮影の特定のタイプに合わせ
て、メモリースティックやラップトップ上でそれを維持するために、特別なプロファイルを作成することができます。簡単で安全な - 例えばH5D
を借りて、あなただけの設定を適用したい場合は、保存したプロファイルをH5Dにアップロードするだけで、各詳細をリセットする必要がないた
め、シンプルで簡単です。

インターフェイスは、1つのウインドウの中に、3つのタブ（コントロール、露出、一般）から構成されています。メニューや追加のツールチップの
上にマウスカーソルを乗せると、説明的な情報が表示されます。例を挙げると、コントロールのウィンドウを下記に表示します。画面左にカメ
ラとライブラリの二つのリストがあります。現在使用されているプロファイルだけでなく、デフォルトの設定と、他のソースから作成されたか、イ
ンポートしたプロファイルが表示されます。カメラのリストは、既にカメラに保存されたプロファイルと別に作成されたプロファイルが表示され
ます。ライブラリには、ディスクに保存されている工場出荷時のプリセットが含まれています。

カメラ設定ツールは重要な設定を見落とす事が無いように、論理的かつ体系的に設定を変更できます。

コントロール、露出、一般設定タブ
このリストには、現
在使用中の設定だ
けでなく、既に接
続されているカメ
ラに保存されたプ
ロファイルを示して
います。
このリストには、カ
メラ設定ツールで作
成された設定だけ
でなく、ディスクに
保存されている工
場出荷時の設定が
含まれています。
設定ファイルの作成、イ
ンポート、エクスポート
等のツール

チェックボックスをオンにすると詳細な情報を表示されます。


 CREATING A PROFILE
1)

「ウインドウ」からメニュー下にあるCamera
Configuationを選択します。

2)

カメラを接続し、画面左のカメラリストからプロファイルを
選択するとプロファイルの名前を変更出来ます。

3)

ご希望の設定を選択するための3つのタブControl（操
作）、Exposure（露出）、General（一般）を設定します。
設定が終わったら、新しい設定ファイルを選択してドラッ
グ＆ドロップするか、右クリックを押して、ライブラリへプロ
ファイルを転送します。

4)
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作成した設定プロファイルを転送するには、プロファ
イルのライブラリを右クリックして" Trancfer Profile
Set to Camera"を選択して下さい。グリップLCD上の
PROFILESボタンを押すと、新しいプロファイルが表示さ
れます。


設定ファイルの名前を変更するためには、ライブラリのプ
ロファイルを右クリックして下さい。必要に応じて標準に
戻したり、削除や、書き出しが行なえます。さらに読み込み
ツールなども利用できます。

SHORTCUTS
いくつかのボタンは異なる方法にも使用され、ショートカットとして活用出来ます。

3

4
5

10 11 12
6

1

7

8

2
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13

14 15 16

18

9

1

Menu button – P1 / P2 setting option access

10

MENUボタンを押した後、P1またはP2ボタンを押すと、ボタンの
設定オプションに直接アクセス出来ます。設定を行ないEXITを選

2

ディスプレイオフから、カメラを起動させます。

択（メニューボタン）またはシャッターボタンを押すと新しい設定
を適用する事が出来ます。

11

DISPLAY button – Display

12

Shutter release button – Camera activation

13

14

15

Menu button – Custom Options access

16

Menu button – Customizable Button access

17

MENUボタンを押した後に、グリップ上のカスタマイズ可能なボ
タン（True Focus, AE-L, M.UP, Stop Down）を押すと、機
能の割当設定へ直接アクセスが出来ます。設定を変更後、SAVE

Mirror Up button – Camera activation
ディスプレイオフから、カメラを起動させます。
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ボタンかシャッターボタンを押すと、設定が保存されます。

Stop Down button – Camera activation
ディスプレイオフから、カメラを起動させます。

Profiles button – Camera activation
ディスプレイオフからカメラを起動させます。

9

AE-L button – Selection button
センサーユニット上のメニューで、下の値のセレクターとして機能
します。

カスタムオプションにアクセスします。変更した後、新しい設定を
保存するためには、シャッターボタンを押して下さい。

8

AE-L button – Zoom-out button
ブラウズモード上でズームアウト（縮小）ボタンとして機能しま
す。

MENUボタンを2回押すと、グリップLCD上で行なわれた最新の

7

AE-L button – Camera activation
ディスプレイオフから、カメラを起動させます。

Front scroll wheel – Menu navigator / Browser
メニュー横のナビゲーターだけでなく、ブラウズモードの画像スク
ロールとして機能します。

6

CF Card format button – CF card format
挿入されたCFカードのフォーマットを行ないます。
（確認ダイアロ
グが表示されます）

Shutter release button – Quick save
各種設定の調整を行なった後、シャッターボタンを半押しすると、
素早く設定を保存出来ます。

5

True Focus button – Selection button
センサーユニット上のメニューで、上の値のセレクターとして機能
します。

ディスプレイオフから、カメラを起動させます。

4

True Focus button – Zoom-in button
ブラウズモード上でズームイン（拡大）ボタンとして機能します。

長押しすると、プレビュー表示をデフォルトに戻します。

3

True Focus button – Camera activation

Rear scroll wheel – Menu navigator
センサーユニットの縦方向のナビゲーターとして機能します。
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GENERAL

Photo: Ken Hermann © / Hasselblad Masters
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 CARRYING STRAP

まず、安全カラーを手前に引きます。次にフックを開いてストラップ金
具に取り付けます。安全カラーをスライドさせて元の位置に戻しフック
が小さい突起間のロック位置に留まるようにします。カラーがしっかり
装着されていると、これをスライドさせるのに幾分力を要するかもしれ
ません。


 RECHARGEABLE BATTERY GRIP

H5Dでは、全ての動作にバッテリー電源が必要で、リチャージブルバ
ッテリーグリップ(3043356)が標準的な電源です。機械的な予備施
設がないので、予備の電池を用意しておく事をお勧めいたします。ほ
とんどのバッテリーは、その性質上、非常に低い温度で使用すると問
題が生じる恐れがあります。こうした状況では、予備のグリップをポケ
ットに入れて、体温で暖めておく等の措置を心がけてください。

C
A


 FITTING AND REMOVING A BATTERY

B

カメラからバッテリーを取り出すには、バッテリーホルダーボタン(A)
を押すと同時にバッテリーホルダーを押さえレバー(B)が止まるまで下
向きに下げ、バッテリーグリップ(C)を下方に引き抜きます。
バッテリーグリップをカメラと別に保管する場合は、必ず安全カバー
を取り付ける必要があります。このカバーは図に示すように、スナップ
操作で所定位置に取り付けられており、クリップを外に向けて引き上
げると外れます。
バッテリーの装着は、バッテリーホルダーをカメラに対して平らに保
持して、上部の二個の突起をグリップの溝に合わせ、奥までスライドさ
せて正しい位置に装着します。バッテリーホルダー抑えレバーを持ち
上げ、カチッと音がする位置まではめ込みます。


 BATTERY CHARGER

充電器は、世界のどこでも入手可能な各種家庭用コンセントに接続す
るプラグのアタッチメントとともに提供されます。他のタイプのコンセ
ントに接続する場合は、家庭用コンセントコンバーターが必要です。
選択したプラグを正しい位置までスライドさせて装着し、充電器の二
個の接点ソケットに正しく挿入されている事を確認します。取り外し
は逆の手順で行ないます。
バッテリーチャージャー2900( 3053572)はリチャージブルバッテ
リーグリップ 2900(3043356)を充電する用途で設計されています
が、H4Dで使用されていた7.2Vのリチャージブルバッテリーグリップ
(3043348)を充電する事も可能です。
同様に、これまでのバッテリーチャージャー(3053568)もリチャージ
ブルバッテリーグリップ 2900( 3043356)を充電する事が可能です
が、その際は50%長い充電時間を必要とします。
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 CHARGING THE BATTERY

バッテリーグリップをカメラから取り外し、充電器からのジャックプ
ラグをバッテリーグリップのソケットに挿入します。充電器を標準的
な(100–240V~ /50–60 Hz)コンセントに差し込みます。
充電器のLEDインジゲーターには下記の意味があります。



スタンバイ（バッテリー未接続）



充電中



充電完了

Note
初回の充電には、約6時間
かかります。


 RECHARGEABLE BATTERY GRIP LI-ION/ BATTERY CHARGER LI-ION 2900
– PRECAUTIONS & GENERAL

•
•
•
•

初回の充電には、約6時間かかります。
バッテリーは常温で充電してください。
数回放充電を繰り返して、初めて最大バッテリー容量に達します。
頻繁に完全放電される事を避けてください。
（完全放電はグリップ
上のディスプレイ上にバッテリー残量の警告として通知されます。）
バッテリーは環境を破壊しないリチウムイオンタイプであり、実用
上問題となるメモリー効果を有していません。つまりこのバッテリ
ーは完全放電する前に充電しても、容量や性能が低下しません。

•

カメラの電源が長期にわたりオフにされる場合は、バッテリーを取
り外してカメラを保管してください。

•

バッテリーはグリップディスプレイにバッテリー残量やステータス
を表示する機能を備えています。ほとんどのリチウムイオン電池と
同様、この機能は電池が使用されている程度に応じてキャリブレー
ションされるのが望ましいです。これを行なうためには、バッテリ
ー交換の警告が表示されるまでカメラを起動させ続けて下さい。
それからバッテリーを6時間充電させます。これによりバッテリー
残量の精度を改善させる事が出来ます。

•

バッテリーチャージャーからバッテリーを取り外して、別のバッテリ
ーと入れ替える時に、チャージャーが次の充電の準備をするための
自動リセットされるまで2、3秒程待ってから充電させてください。

•
•

バッテリー充電中に暖かくなるのは、正常な状態です。

•

バッテリーをしばらく使用しない場合は、30%〜40%充電した後
に室温で保存する事を推奨します。電池残量はグリップ上のディス
プレイ上で確認する事が出来ます。

•

バッテリーは約400回の充放電のサイクルで使用可能な寿命があ
ります。

•
•

バッテリーグリップはカメラに正しく接続してください。

•
•

バッテリーグリップを液体に浸さないでください。

•

バッテリーチャージャーは屋内でのみ使用してください。
（湿度に
対する保護）

•
•

ジャックプラグをショートさせないでください。

バッテリーを使用しない時は、保護カバーを所定の位置に取り付
けてください。
（例えばポケット内でキーがショートする可能性が
あります。）
バッテリーグリップを消却しないでください。環境を破壊しない方
法でリサイクルまたは破棄してください。

専用チャージャー以外の充電器を使用しないでください。

きわめて高い温度や低い温度では、バッテリーの性能が一時的に
僅かに低下する事があります。

Tip
ディスプレイ表示のオン/オフ、スリープまでの時間、表示の明るさなどの設
定を変更する事で、バッテリーの消費を抑える事が出来ます。
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 BATTERY LIFE

Note

バッテリーの寿命は数多くの要因に依存す
るため、正確に予測する事が出来ません。
カメラがスタンバイ無しで長期間アクティブ
な状態が保たれると、バッテリーは非常に
早く消耗されます。バッテリー残量が低下
するとグリップ LCD上にシンボルで表示さ
れます。電池がほぼ完全に消耗すると、警
メッセージ'Replace battery'が表示され
ます。

ファインダー内の低バッテリーメッセージとグリップ
上の低バッテリーアイコンが表示されたら、カメラが
自動的に一時的に省電力モードに入ります。これはカ
メラの全ての動作が遅くなります。カメラの動作も通
常とは違った様相を呈します。
このモードでしばらく動作が継続するように設計さ
れていますが、バッテリー電圧が低すぎて通常の使
用には耐えません。通常の動作に戻すには、当然なが
ら出来る限り速やかにバッテリーを交換する必要が
あります。


 BATTERY STATUS

バッテリーの状態と情報を即座にフルスクリーンで表示するには、照明/バッテリーステータス
ボタンを押したままにすると、グリップLCD上にこのように表示されます。

•

ファームウエアのバージョン

•

最後にバッテリーが充電されてから撮影されたカット数

•

残量表示を図式化し、素早い残量チェックが可能にするリチャージブルバッテリーグリップの
バッテリーステータスアイコン

撮影カット数に関する情報は、あなたの撮影方法に応じて残り可能な撮影カット数の目安を算
出する支援をします。あなたが定期的に撮影する時、多くの事を参照したり、例えばあなたがモ
ードをディスプレイオフやスリープモードの代わりにスタンバイモードでカメラを置いておくな
らば、何もしない場合よりもバッテリーを消耗させると当然思うでしょう。バッテリーが消耗し
きる前にX番号の後に、通常Y番号を撮る事が出来ると推測する事が出来るはずです。パーセン
テージ情報は、単にバッテリー残量ではなくあなたの作業で通常の方法で残った電荷の量にも
っと基づく推定値とは別の情報を提供します。これらは電池残量の唯一の推定値であること、
例えば周辺温度だけでなく一般診療に影響を与える多くの要因がある事を覚えておいてくださ
い。
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 POWER MODES

H5Dは、Offはもとより、ON、スタンバイ（待機）の起動状態にある2

タイプのパワーモードに設定出来ます。スタンバイモードでは電池の
消耗が最小となり、パワーONモードで最大となります。グリップLCD
とセンサーユニットのディスプレイは時間に応じて薄暗くなります。こ
の時間はカスタムオプションで変更出来ます。また、30秒後にはディ
スプレイが完全にオフになります。5分後には、センサーユニットがス
リープモードになります。設定の変更はカメラがONモードにあるとき
のみ行なう事が出来ます。

SLEEP

ON

このモードでは、カメラは「パワーダウン」状態にあって、バッテリー
の消耗を減らします。このモードは緑である代わりに、オレンジ色に
輝いている手早いランプで示されます。このモードからカメラを復
活させるためには2、3秒かかります。どのボタンを押しても復活しま
す。

カメラを起動状態にするには、赤色のON.OFFボタンを押します。グ
リップLCDには、まずH5Dのロゴマークが表示され、自動的にメイン
画面に切り替わります。T

OFF

アクティブな画面から起動状態で赤色のON.OFFボタンを0.5秒押す
と（クリックではなく）、電源がOFFになります。全てのボタン（ON.
OFFボタン以外は）は効果がない状態となります。そしてバッテリー
の供給も行なわれません。数週間以上カメラを保管する場合には電
池を取り外してください。

時間間隔は以下の通りです。: 5 分, 10 分 と 使用しない.

このモードでは、ファインダー内の表示もグリップLCDの情報も利用
出来ません。

このモードでは、カメラは電源が完全にオフとなり、再びONボタンを
押す事によって動作を再開させる事が出来ます。簡単な動作で復活し
ません。

POWER OFF
SENSOR UNIT MENU > SETTINGS > CUSTOM OPTIONS >
POWER OFF


 AUTOMATIC SETTINGS

時間間隔は以下の通りです。: 30 秒, 60 秒 と 使用しない.

DISPLAY OFF


 RE-ACTIVATION FROM DISPLAY OFF

SENSOR UNIT MENU > SETTINGS > CUSTOM OPTIONS >
DISPLAY OFF

OR SLEEP MODES

• このシャッターボタンを半押しする

このモードでは、カメラはグリップLCDとセンサーユニット上のディス
プレイ表示をオフにしますが、すぐにONモードに復活する準備がで
きています。

• Stop down （絞り込み）ボタンを押す
• ON.OFF ボタンをクリックする

時間の間隔は以下から設定出来ます。: 10, 20, 30 と 60 秒

• Mirror up（ミラーアップ）ボタンを押す

SLEEP
SENSOR UNIT MENU > SETTINGS > CUSTOM OPTIONS >


 VIEWFINDER SCREEN

H5Dはとても明るく、均一な明瞭さを備えたアキュートマットDタイ

プのファインダースクリーンが備えられています。別途オプションでグ
リッドが入ったスクリーンも用意されています。ファインダースクリー
ンを交換するには、まず備え付けのファインダーを取り外します。その
後、ペンのような先の細いものを使ってスクリーンの突起部分に挿入
し、上向きに持ち上げます。ファインダースクリーンを正しくセットす
るために、突起部が右側にくるようにセットしてください。それからス
クリーン左側中央部の凹部をペン等を用いて、スクリーンが元の位置
にきちんとはまるまで押し込みます。スクリーンの交換の際にスクリ
ーンを直接手で触ることは避けてください。

Note
水などを浸けてスクリーンを洗浄したり、いかなる洗浄液も使用し
ないでください。スクリーンが湿った際に、乾燥させるために熱風
を使用する事はお止めください。唯一、上面に柔らかい布を使用
してください。スクリーンが汚れた場合はハッセルブラッドサービ
スセンターからの助言を求めてください。スクリーン上のほこりや
指紋の跡等はファインダー内の鮮明度を損なう可能性があります
ので注意してください。ただし、記録される画像にはいっさい影響
がありません。

マスキングによりファインダー画面が変わり、その違いを示していま
す。これはセンサーのサイズに応じて異なります。他のタイプ（例えば
グリッドパターン）については、アクセサリーを参照してください。
23


 REMOVING AND ATTACHING THE
VIEWFINDER

ビューファインダーを少し斜めにしてカメラの上にのせ、ビューファイ
ンダーを前方へスライドさせて前部中央ガイドがカメラボディのファ
インダー先端にある凹部にきちんと収まるようにします。カチッと音
がするまでファインダー後部を下方向に押し付けます。
ファインダーを取り外すには、ファインダー取り外しボタンを押しなが
ら、ファインダー後部を持ち上げるようにしてカメラボディから取り外
します。
ファインダーの左右両側が正しく収まりしっかり取り付けられている
事を確認してください。このとき、ファインダーとボディの間のデータ
バスインターフェイス接続が確実でなければ不安定な動作不良を起
こす場合があります。ファインダー単体のみを持ったままカメラを持
ち上げないようにしてください。

1


 EYEPIECE ADJUSTMENT

視度を補正する補正レンズがなくても、ほとんどの要件が満たされます。補正の範囲は-5〜
+3.5Dディオプターです。眼鏡を使用している人は眼鏡をかけたまま、あるいは眼鏡を外してい
ても素早く正確に設定を変える事が出来ます。
視度を補正するには、空のような一様なトーンの被写体にカメラを向けます。カメラを左手に持
ってファインダー画面上の各マークが最も鮮明に見えるように視度調整ダイヤルを右手親指で
回します。
普段は遠くを見るために眼鏡をかけていて、撮影時も眼鏡を外さない方は上記の視度調整時に
も眼鏡を外さないでください。反対に普段は眼鏡をかけていても撮影時に眼鏡を外す方は、眼
鏡を外した状態で視度調整を行なってください。


 RUBBER EYE CUP

H5Dには2種類のアイカップが用意されています。ファインダーについ

ているアイカップは眼鏡をかけずに撮影する方に適しています。もう
一つの小さめのアイカップは、ファインダーから目を離して撮影する
方、あるいは眼鏡をかけたまま撮影する方に適しています。アイカップ
の交換は弊社カスタマーサービスにご用命下さい。


 ACCESSORY CONNECTION


 PC-CONNECTOR

カメラ本体の左側にねじ山 (M5)なら
びにデータバスコネクターを保持して
いる2つのアクセサリーがあり、それは
カバーで保護されています。カバーは
はじめに左手の端を少し持ち上げ、そ
れから左にカバーを滑らせる事によっ
て取り外す事が出来ます。

非TTLフラッシュ同調のためのPCコ
ネクターはボディの左側にあります。
それはゴムプラグで保護されていま
す。

最初にカバーの端を持ち上げてく
ださい。
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 PROTECTIVE BASE PLATE

保護ベースプレートを取り外すためには、プレートの間にあるホールキャッチを持ち上げレンズ側にプレートを引きます。取り付けるには、三脚
座に保護ベースプレートを所定の位置まで滑らせます。ロックされた時にカチッと音がなります。


 USING COMPACT FLASH MEMORY CARDS

コンパクトフラッシュカードを使用する場合は、H5Dは完全な一体型となるため、追加の配線やコ
ネクターを使用する必要はありません。推奨されるタイプはUDMA/タイプ4/60MBs(400 倍速)
以上です。推奨するカードのリストについては、このマニュアルの付録を参照してください。

H5Dは100枚を超える写真を収める事が出来る8GBのコンパクトフラッシュカード付きで出荷され
ます。画像はロスレス圧縮で記録されるため、写真の実際のファイルサイズは変動し、これによって
カードに収まる写真の総数が影響を受けます。場合によってはさらに大きな容量のカードを追加導
入出来、各カードがいっぱいになったら交換する事が出来ます。
全てのカードは、初めて使用する前にセンサーユニットでフォーマットを行なってください。


 INSERTING A CF CARD
1.

凹部に親指を当て、スロットカバーを左側へスライドさせ、CFカードスロッ
トカバーを開けます。

2.

カバーの後ろには、カード(A)用のスロットが見え、スロットの下には取り出

A

しボタンがあります。カードは既に挿入されている場合は下記のカードの
取り出しに従ってこれを取り出します。

3.

カードコネクターの孔をセンサーユニットのスロット側に向け、ブランドラ
ベルをセンサーユニットのプレビュー画面と同じ方向に向けてコンパクトフ

B

ラッシュカードを保持します。カードを静かにスロットに押し込みます。入
りにくい場合は、カードを後ろ向きまたは逆さに保持している可能性があり
ます。カードを容易にスライドして入るような向きを探してみてください。

4.

カードがカードスロットにほぼ完全にかつきわめて容易に落ち込むようで
あれば、作業は正しく行われています。これが実現したらカードがカードス
ロットの中にさらに数mm入って保持されるまで、しっかり押し込みます。

5.

スロットカバーを閉じて、ロックのために右にスライドさせます。


 REMOVING A CF CARD
1.

凹部に親指を当て、スロットカバーを左側へスライドさせ、CFカ
ードスロットカバーを開けます。

2.

カバーの後ろには、スロットの中にあるカードと、その下側にカー
ドの取り出しボタンがあるのが見えます。この取り外しボタンを
少し押して、動作位置にします。

レディランプが点滅している場合、セ

ここで延びた取り出しボタンをセンサーユニットの中まで押し込
みむと、カードは数ミリ押し出されます。力がいくらか必要なた
め、親指で押しながらセンサーユニットの反対側を他の指でつか
むのがコツです。

カード内のファイルが破損してしまう

3.

4.

親指と人差し指でカードをつかんでセンサーユニットから引き出
します。必要があれば、新しいカードを挿入してください。

5.

スロットカバーを閉じて、ロックのために右にスライドさせます。

Note
ンサーユニットからCFカードを抜か
ないでください！
恐れがあります。場合によってはカー
ドを再フォーマットしなければいけ
ない恐れがあります。
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 FORMATTING CARDS

フォーマットの方法は二つあります。最も簡単な方法はグリップにあ
るフォーマットのボタンを押す事ですが、センサーユニット部のメニュ
ーから選択する事も出来ます。

カメラは正しくフォーマットされたカードのみ読み書きする事が出来
ます。新しいカードはフォーマットされていないため、使用する事が出
来ないかもしれません。また、他のカメラ製品などで使用されたカー
ドは使用したいと思う事もあるでしょう。いずれの場合もH5Dで使用
する為にはセンサーユニット上で再フォーマットをしなければなりま
せん。カードをフォーマットするためには二つの方法があります。


 FORMAT BUTTON

カメラグリップ上にあるフォーマットのボタンを押します。これは意図
しない仕様を避けるため、凹んでいます。ペンのような先が細いもの
を使って押してください。センサーユニット上には、確認のためのメッ
セージが表示されます。




 FORMAT VIA SENSOR UNIT




SENSOR UNIT MENU > STORAGE > FORMAT > DIALOGUE
1. センサー上のMENUボタンを押します。
2. Storageを選択します。 (ナビゲーターまたはリヤーホイールを
使います。)
3. Formatを選択します。 (ナビゲーターまたはリヤーホイールを
使います。)
4. Format dialogueが表示されます。 (ナビゲーターまたはフロ
ントホイールを使います。).
5. OKボタンを押します。 (ディスプレイボタン).

メニュー

ナビゲーター

ズーム

Note

Note

H5Dを快適に使用するためには、UDMA/
タイプ4/60MBs (もしくは400倍速) 以上

を全てのCFカードははじめに使用する時
に、センサーユニットでフォーマットする事
をお勧めします。

のカードを使用する事をお勧めします。こ
のマニュアルの付録にあるリストを参照して
ください。
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 SENSOR UNIT – INTRODUCTION

スタンドアローン状態においては、センサーユニット上で撮影画像の管理
を行ないます。ケーブルをコンピュータに接続して使用する際は、コンピ
ュータに画像を保存して、Phocusソフトウエア上で即座に画像のチェッ
クが行なえます。

撮影された画像はCFカードの中に記録されますが、Phocusソフトウエ
アを用いたテザー撮影においては、コンピュータ上のハードディスクに撮
影データが保存されます。センサーユニットはモジュラー構造のため、セ
ンサーユニットを取り外して大判カメラ/ビューカメラ(このマニュアルの
後ろのセクションを参照)に取り付けて撮影する事が出来ます。
センサーユニットの取り付け、取り外しは受光素子の面に細心の注意を
払って作業を行ってください。受光素子自体はIRフィルターが取り付けら
れていて、センサーを保護しています。

センサーユニットの設定はセンサーユニット上のボタンを使用してのメニ
ューにアクセスしますが、カスタムオプションを選択した場合、グリップ上
のスクロールホイールを引き続き使用する事ができます。いくつかのセン
サーユニット情報はグリップLCD上の表示、ビューファインダーの表示、
（
ケーブルで接続されている場合）Phocus上で確認が出来ます。

フィルターを引っ掻いたり、マーキングすれば、全ての撮影においてその
跡が画像上に現れるでしょう。フィルターの交換は大変高価なものです。
交換レンズと同様に表面を丁寧に処理しています。受光素子自体はユー
ザーによるクリーニングやメンテナンスをする事が出来ません。受光素子
を損傷するような作業はお止めください。カメラから取り外して保管する
際には、常に保護カバーを使用してください。

撮影を開始する前にセッティングをチェックするのを忘れないでくださ
い。以前に設定した細かなセッティングはチェックを見落としがちです。
重要な機能のリセットをするために、ワンプッシュで元の設定に戻せるプ
ロファイル機能を活用する事をお勧めします。

全ての電子機器であることですが、湿った環境で作業する際は、機器に
対して細心の注意を払ってください。そして保管の際も湿った環境は避け
て下さい。


 REMOVING AND ATTACHING THE
SENSOR UNIT

A

1. FireWireケーブルが接続されていれば、外します。
2. セーフティロック(A)をカメラの後方部へ引きながら、Bのセンサーユ
ニット解除ボタンを回転させ、ボタンの中心を押し込みます。センサ
ーユニットを安全に取り外すために、カメラ本体Cをしっかり持ちセ
ンサーユニット解除ボタンの中心を押し込んでいる間はセンサーユ
ニット解除ボタンは回転させ続けてください。

3.

ブロアーなどを用いて（はじめに警告をご確認ください）IRフィルタ
ーの表面をクリーニングしてください。これで十分でない場合には
以下に解説する手順のいずれかを試みてください。

4.

クリーニングを終えたら、結果を確認するためカメラにセンサーユニ
ットを取り付けます。

5.

IRフィルターの表面をクリーニングした後に、撮影画像にスポットが
確認される場合は、IRフィルターの内側や受光素子自体のいずれか
にほこりを持つ可能性があります。

B
C


 CARE AND MAINTENANCE OF SENSOR
UNIT

•

Note

センサーユニットがカメラに取り付けられていない場合は、CCD/
IRフィルターカバーを取り付けてください。

•

指でCCD/IRフィルターに触れないでください。

•

センサーユニットを取り付ける、あるいは取り外す時は、カメラの
開口部から全ての異物を遠ざけてください。

•

センサーユニットを湿気や過度の熱を避けて保管してください。

•

センサーユニットを衝撃から保護してください。

センサーユニット上の時刻と日付は、FireWire/Phocus接続を
介して自動的に更新されます。これらの設定は定期的な使用状
態の中、メインバッテリーまたはFireWireによって再充電される
小型充電式電池を内蔵しており、約2週間設定が保持されます。
問題が生じた場合は、センサーユニットを12時間オンにのまま
にして、内蔵電池を充電してください。
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 CLEANING THE SENSOR FILTER

画像に黒い、もしくは色のついた斑点や線が見られるようであれば、場合によってはセンサーユニッ
トの赤外線(IR)フィルターの表面を清掃する必要があります。ほとんどの場合はブロアーを注意して
使用すれば十分ですが、エアダスターを使用する場合は、使用前に使用上の注意をよく読んで、フィ
ルター表面に不純物や氷粒まで吹き付けないようにしてください。場合によっては微粒子がIRフィル
ターの表面に付着し、拭き取りによる清掃を必要とする事もあります。清掃を適正かつ安全に行なう
ために、以下の指示に従ってください。

1.

ブロアーを使ってフィルターの汚れが取れない場合は、製品に付属されているE-wipeを使用し
てクリーニングを行ないます。

2. E-wipeを包装から取り出して、IRフィルターの幅に合わせてE-wipeを折ります。
3. E-wipeの端を2〜3本の指でしっかり押さえて、フィルター表面と均一にしっかり接触させ、尾
中で止めずに、一定の速度でIRフィルターを拭きます。
4. 最後にIRフィルターが適切に清掃されているかどうかを、黙視で点検するかまたはセンサーユニ
ットをカメラに装着し、写真を撮影して確認します。更に清掃が必要な場合は、清掃手順を繰り
返します。

Note

Note

E-wipeの同じ側を二度使用しない

IRフィルターを清掃後にスポットが確認出来る場合、IRフィルターの内側あるいは受光素子自体にほこり
を持っている可能性があります。こうした場合においても、ご自身でIRフィルターを外す事は絶対にお止め

でください。最初の清掃で拭き取っ
た粒子が再び付着する可能性があり
ます。

ください。センサー自体が破損する可能性があります。

IRフィルターと受光素子の間にほこりがある場合、ハッセルブラッドの工場で除去することができます。
お近くのハッセルブラッド販売店にお問い合わせください。


 TETHERED TO A COMPUTER WITH
PHOCUS RUNNING

カメラがコンピュータに接続されると、Phocusソフトウエアを用いてカメラの様々な機能をコント
ロールする事が出来ます。全ての撮影画像は3Fファイルとして保存され(CFカードに記録されませ
ん)、用途に合わせて他のファイル形式に書き出しする事が出来ます。


 CONNECTING TO A COMPUTER

コンピュータに接続するには、コンピュータに備えられたFireWireポートとセンサーユニットの
FireWireポートをFireWireケーブルで接続します。カメラ側のポートは、ヒンジ付きカバーによって
保護されています。
コンピュータと接続すると、以下の事が適用されます。

•

画像の転送先をPhocusから設定出来ます。

•

ISO、絞り、シャッタースピードなどを含む全ての露出設定はPhocusから制御されます。また、

•

センサーユニットは可能な場合、FireWireケーブルで接続されたコンピュータ（全てのコンピュ
ータが（特にラップトップPC）電源を供給出来る訳ではありません）から電源をとります。これ
はカメラのバッテリーを節約するのに役立ちます。ただし、カメラ本体が動作するには、充電し
てあるバッテリーグリップをカメラに取り付ける必要があります。

ライブビデオやフォーカス制御のような機能を使用する事が出来ます。完全な説明について
は、Phocusユーザーマニュアルを参照してください。

Phocusで接続されたカメラから撮影を開始すると、コンピュータはシャッター信号（およびストロ
ボ信号）をセンサーユニットに送信します。センサーユニットの液晶ディスプレイ上には撮影された
画像が表示され、同時に接続されたコンピュータの指定された保存先にFireWireケーブルを通して
16bitの3Fファイル(RAWファイル)を送信します。

コンピュータに接続されたセンサーユニットはディスプレイ上に'Host'と表示されます。この際、セン
サーユニット上にあるボタンは使用出来なくなりますので注意してください。
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Phocusソフトウエア上のカメラツール


 HASSELBLAD CAPTURE FILES, PHOCUS & ADOBE/APPLE SOFTWARE WORKFLOWS

ere

3FR
.fff

JPEG

.jpeg

PSD

TIFF

JPEG

DNG
etc.

.nef .cr2 .mos
.dng .tiff .jpeg
etc.

H5Dは、写真を撮影するとハッセルブラッドRAW形式、またはハッセルブラッドRAW + JPEG形式で記録する事が出来ます。
ハッセルブラッドRAWは撮影された情報を記録するハッセルブラッド独自のファイル形式で、3FRと言う形式で保存されます。3FRファイルはカメラ
で撮影された通りの完全にデジタル化された生(RAW)のデータが含まれています。3FRファイルは現像処理を行なうために、
（主にPhocusによる）
更なる処理が必要です。Phocusで現像処理をする場合、3FRのファイルはハッセルブラッド3Fファイルに変換され、”.fff ”のファイル形式で保存され
ます。他のRAW処理ソフトウエアで現像する場合、3FRファイルは3Fファイルに変換されませんが、用途に合わせてTIFF、PSDなどに直接書き出し
が行なえます。
しかしながら、テザーでの作業時は3FRのファイルはバックグラウンドで自動的に処理が行なわれ、コンピュータのハードディスクに直接3Fファイルと
して記録する事が出来ます。CFカードに記録される3FRのファイルは以下のソフトウエアを使って現像処理を行なう事が出来ます。

• Hasselblad Phocus
• Adobe Camera Raw / Lightroom
• Apple Aperture
要約しますと、撮影された画像はPhocusまたは他のソフトウエアを用いて現像処理をするための3FRファイルとして記録されます(CFカードの場合)
。カメラとコンピュータをPhocusソフトウエアによって接続した場合には、3FRファイルを自動的に3Fファイルに変換して直接コンピュータ上のハード
ディスクに保存されます。元のファイル(3FR/fff)を保存しておけば、Phocusあるいは他のソフトウエアで最終的な現像処理の再設定や、これから先
にアップデートされる新しいソフトウエアによる現像処理性能の向上が見込まれます。

Phocusを使う事が最も包括的な方法である事を理解すべきです。PhocusとAdobeのソフトウエアはRAW現像に関して、殆どの場合で同一の結果
を生成する事が出来ます。これは、ご自身にとって最も作業効率の良い方法を選択する個人的選択の問題です。AppleのApertureを使う事も出来
ます。この場合、DACとHNCSのメリットが失われる事に注意する必要があります。

Mixed formats
Phocusは一般的な他のほとんどのファイル形式を処理する事が出来ます。これはPhocusのワークフローの中に、他社製のファイルフォーマットを
含める事が出来る事を意味します。ご用途に合わせて上記のようにハッセルブラッドのファイルをAdobe/Appleのワークフローに取り入れる事も出
来ます。

29

PHOCUS
Phocusは主にキャプチャー処理と、ハッセルブラッド3Fファイルの処理
を目的としたファイル管理アプリケーションです。Phocus Mobileは、非
常に迅速かる簡略化されたファイル処理機能を提供しながら、繋留撮影リ
モート表示と制御を提供しています。 Phocusは専門的かつ効率的な方
法であなたのデスクトップに世界最先端のカメラから最も詳細なファイル
の生成を可能にします。

Phocusは専門的かつ効率的な方法であなたのデスクトップに世界最先端
のカメラから最も詳細なファイルの生成を可能にします。

Phocusはフォトグラファーの仕事を最小限の労力で、かつ最大限のパワ

ーとオプションを提供するように考え抜かれて設計されており、直感的な
ワークフローを提供します。Phocusは画期的な次世代の画質と、きわめ
て正確な技術を有し、ハッセルブラッドの優れた光学性能とイメージセン
サーが融合するとき、衝撃的な画質をもたらす事でしょう。

ます。例えば絞りやシャッタースピードの制御や、リモートフォーカス、ライ
ブビューなどの機能を備えており、これらを活用するとあなたの作業効率
が向上するでしょう。

FEATURES IN PHOCUS
究極のイメージクオリティ

· ハッセルブラッドナチュラルカラーソリューション (HNCS)
· HとV用のために洗練されたレンズ補正 (DAC)
その他の機能

· 高度なカメラコントロール
· Phocus Mobile *
· ライブビデオ
· シーンキャリブレーションとリプロダクションツール
· モアレ除去機能
· ハイライトの復活、シャドウの回復、クラリティとダストスポット除去

Phocus Mobile

ツール

Phocus MobileはiPhone®, iPad®とiPod Touch®で利用可能
です。このアプリケーションは、Phocusを実行しているコンピュー
タにワイヤレスで接続して、リモートで高解像度のRAW、JPEG及び
TIFF画像を閲覧する事が出来ます。

· Camera Configuration（カメラコンフィグレーション）機能
その他に下記のような特徴があります。

·
·
·
·
·
·
·

使いやすいインターフェイス
ユーザーのワークフローに合わせた広範囲に及ぶカスタムオプション
画像調整、キーワード、ワークフローの設定のインポートとエクスポ
ート
高品質なプリント出力
スライドショー
150以上ものデジタル一眼レフカメラRAWファイルのサポート
ライセンスフリー、無期限のソフトウエア

これは一つのコンピュータの周りで画像を見るのではなく、個人が
持つそれぞれのiOS上で画像イメージを見る事を可能にし、スタジ
オの中においてコミュニケーションを改善する大変便利なソリューシ
ョンを提供します。

Phocus Mobileは、仮想カメラの画面をディスプレイに表示して、

ユーザーがリモートコントロールを行なえ、撮影の制御が行なえま
す。この機能はカメラが非常に困難なアクセスの位置にある等の遠
隔操作の際に大変有用です。Phocus Mobileのアプリケーション
は、App Storeから無料でダウンロードが可能です。

Any File from Anywhere!
Phocusはあなたが用意するRAWファイルや他の画像ファイルを取り込

み、強力で直感的な処理環境を共有する事が出来ます。これはあなたが画
像を閲覧し、画像調整をする事が出来、あらゆるRAWと非RAWフォーマ
ットを処理する事が出来る事を意味します。

Phocus Quick
Phocus Quickはカメラからのボタンに触れるだけで画像のプレビ

Phocusは、キヤノン、ニコン、ライカ、ソニー、富士フイルム、オリンパ
スなどの150 種類を超えるカメラのRAWファイルをサポートするととも

ューを可能にします。元のRAWファイルはメモリーカードに残り、必
要に応じて自動的にバックアップする事が出来ます。いずれにしまし
ても、画像を素早く閲覧する事が出来て、Phocusで見直す事も出来
て、イメージを微調整する事が出来ます。使いやすさと心の平和の完
全なコンビネーション！Phocus Quickはハッセルブラッドのウェブ
サイトから無料でダウンロードが可能です。

に、TIFF、JPEG、DNG、およびPNGなどの最も一般的なファイルもサポー
トし、あなたの環境に合わせてこれまで以上に簡単に操作する事が出来ま
す。

Ultimate Image Quality
Phocusは、ハッセルブラッドで撮影した全ての画像にハッセルブラッド・
ナチュラル・カラー・ソリューション(HNCS)と、デジタル自動レンズ補正
(DAC) を備えています。また非常に高い解像度の画像には、モアレが発生
する可能性がありますので、Phocusはこれを効果的に除去する機能が備

* Phocus Mobileは、App Storeでダウンロードできます。
** http://www.apple.com/aperture/specs/raw.html から全リストが入手できます。

えられており、これによりホストプロダクションの作業時間を節約する事が
出来ます。テザー撮影では、Phocusによるカメラのコントロールが行なえ
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LENSES &
FOCUS MODES

Photo: Joachim Schmeisser © / Hasselblad Masters
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 ATTACHING A LENS

レンズ取り外しボタンを押したまま、ボディ
のフロントキャップを反時計回りに回すと、
フロントボディキャップが取り外せます。次
にレンズのリヤーキャップを反時計方向に回
して取り外します。その後、レンズマウント側
とカメラマウント側の赤い指標に合わせ、カ
チッと音が鳴るまでレンズを時計回りに回し
ます（バヨネットフィッティング）。


 FRONT LENS CAP

フロントレンズキャップの取り付け、取り外
しは凹部を親指と人差し指で矢印の方向に
つまむようにして行ないます。


 REMOVING A LENS

レンズ取り外しボタンを押したまま取り付けられ
たレンズを反時計回りに回すと、レンズが取り外
せます。必要に応じて保護キャップをレンズとカ
メラボディに取り付けてください。
レンズ取り外しボタンを押す前にレンズを取り外
そうとすると、ロックされてしまう事があります。
このような時には、レンズを時計方向に少し戻
し、ボタンを押してからレンズを外すようにしてく
ださい。


 LENS SHADES

レンズシェードは、全てのレンズに標準付属品として付いています。携行及び保管の際にはレンズ
シェードを逆に取り付ける事で、レンズ保護の役割を果たします。レンズシェードはバヨネット方式
で、レンズシェードとレンズ前部の指標同士を合わせて時計方向に回して取り付けます。逆取り付
けの際には、指標を合わせてから反時計方向に回します。シェードによって、押し込みながら回す
ものもあります。


 SHUTTER AND APERTURE CONTROL


 FILTERS

シャッタースピードと絞りは共に電子的に制御され、グリップ上のフロン
ト/リヤーダイヤルでのみ設定する事が出来ます。レンズやカメラボディに
は、シャッタースピードや絞りをマニュアル設定出来るリングはありませ
ん。

フィルターは、ねじ込み式（レンズの焦点距
離によって、67/77/95mmの3種類）で、時
計方向に回して取り付けます。ピントを変え
てもレンズ全部は回らないため、フィルター
も回転しません。これは特にフィルター位
置が画像に影響を与えるポラフィルターや
グラデーションフィルターを使用する際に
便利です。

設定した値は、グリップLCDパネルとファインダー内 LCDパネルの両方
に表示されます。詳しくは、
「測光方式と露出モード」の章をご覧下さ
い。


 FOCUSING DISTANCE CALCULATION

レンズ鏡筒上部には、撮影距離ウインドウがあり、撮影距離がメートル
とフィートで表示されています。ウインドウ内には、中央指標と被写体深
度スケールがあり、撮影距離は中央指標が指し示す値を読み取ります。

中央指標
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 STOP DOWN / DEPTH-OF-FIELD PREVIEW
中央指標ファインダー画面に画像を表示しながら、STOP
体深度を確認する事が出来ます。

DOWNボタンを押すと、画面上で被写

被写界深度は次のように読み取られます。

1.
2.
3.
4.
5.

被写体にピントを合わせます。
オートかマニュアルで露出を決め、絞り値をメモします。
中央指標の両側にある、この絞り値に対応する2つのマークに注目します。
この2つのマークが指し示す2つの距離を読み取ります。
これら2つの距離に含まれる範囲が、その絞りと撮影距離で設定される被写界深度となりま
す。

図に示された例では、撮影距離が約3mに設定されています。従って絞りがf/22の場合、被写界深
度はおよそ2m〜4.5mと読み取れます。被写界深度が絶対ではない事に注意してください。この見
解はいくつかの要因に依存していますので、唯一の目安として見られるべきです。


 INFRARED FOCUS SETTINGS

赤外線は可視光とは異なる面にピントを結ぶため、通常のピント合わせが適用されません。次のよ
うにマニュアルでピントを合わせます。

1.
2.
3.

通常の方法でピントを合わせます。
中央指標が指し示す撮影距離を読み取ります。
この撮影距離を中央指標に代えて赤外指標（赤色表示）に合わせ直します。

撮影距離を既に読み取っている場合は、その撮影距離と（中央指標に変わる）赤外指標を使ってマ
ニュアルでピントを合わせる事が出来ます。
専門家のための赤外線写真に対応するセンサーユニットについては、お近くのハッセルブラッドの販
売店にお問い合わせください。


 FOCUS ASSIST

フォーカシングスクリーンを見ながらピント合わせる方法の他に、H5Dカメラではファインダー表示
の右側にある2つの矢印LEDがフォーカスエイドの役割を果たします。
（ただし、明るさがf6.7以下
のレンズを除きます）。これらの矢印は、目視によるピント合わせの補助手段として正確なピント合
わせに役立ちます。

MF（マニュアルフォーカス）の場合
左側の矢印のみが表示されている時は、ファインダー内の測距範囲が測定した距離よりも遠くにピ
ントが合っていることを表し、また右側の矢印のみが表示されている時は、ピントが近すぎる事を表
しています。両方の矢印が同時に表示されている時は、ピントが正しく結ばれています。ピントが定
まっていなければ、矢印が点滅します。

AF（オートフォーカス）の場合
両方の矢印が同時に表示された時、正しい距離にピントが合っている事を表します。どちらか一方の
矢印のみが表示されている時は、ピントが合っていません。ピントが定まっていなければ、両方の矢
印が点滅します。

ファインダー内の中央
部分で囲まれた被写体
の距離よりもピントが
遠すぎる

ファインダー内の中央
部分で囲まれた被写体
の距離よりもピントが
近すぎる

ピントが合っている
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Note

Note

いくつかのレンズはさらに説明が必要な特別な特性を持っています。例
えばHC 120mm/f4 Macroレンズはピントの合う範囲を近距離、遠
距離または全範囲に対応したカメラの特別な設定によって制限する事
が出来ます。これは特定のレンズとの組み合わせの際にグリップLCD上
に表示されます。

HCDレンズは、Hシリーズの小型センサーで使用する為に作られまし

た。60メガピクセルのモデルで使用される大型センサーでHCDレンズ
を使用すると縮小範囲が生じます。画像の端に出るケラレとクオリティ
の低下の制限に注意して下さい。
このような状況の通知として、オートクロップ機能を用います。HCDク
ロップアイコンは、HCDレンズが装着されているファインダー内の表示
の右側にあります。

さらに詳しい情報は、Hシステムレンズ＆Hシステムのレンズアクセサリ
ー、各レンズに付属の冊子に記載されています。冊子はハッセルブラッ
ドのウェブサイトからもダウンロードする事が出来ます。

Phocus上では、ご希望に合わせてオートクロップ機能をオフにする事

HCDレンズに関しては、注意を参照して下さい。

が出来ます。

Note

Tip

撮 影 画 像 が Phocus にインポートされた時にデジタルレンズ 補正
(DAC)を適用する事が出来ます。DACツールは、色収差、歪曲や周辺
光量を調整するためにレンズのモデル特定の計算を使用しています。レ
ンズの仕様だけでなく、個々の画像に含まれているメタデータに記載さ
れている情報も組み合わせ、画像が分析されているのです。

AFの持つ高精度と言う利点を維持しながら、さらにマニュアルフォーカ
スコントロールを望むユーザーにとってもう1つの選択は、カメラをマニ
ュアルフォーカスに設定し、AE-LボタンをAF Sコマ送りに設定するこ
とです。

この場合、フォーカスは通常のようにフォーカシングリングを使って手
動で動作しますが、AE-Lボタンを押すとAF機能が一時的にAF Sモー
ドで動作します。

個々の画像を処理する時に、この非常に有用な改良を見逃さないで
下さい！詳細については、Phocusユーザーマニュアルを参照して下さ
い。

従って、フォーカスロックのためにシャッターボタンを押し続けなくても
構図を変える事が出来ます。
（AF-Tも使用する事が出来ます）

Tip

Note

True Focusは特定の状況のために、AFモードと相互に組み合わせす

オートフォーカス機能は、特定の付属品とレンズの組み合わせにおいて
は使用する事が出来ません。確認した後に警告が表示されます。

る事が出来ます。

Tip
あなたの使用するレンズを拡張するために、ハッセルブラッドVシステ
ムのレンズのほとんどを使用出来るCFレンズアダプターを使用する事
も検討して下さい。
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 MANUAL FOCUS

マニュアルフォーカスモード設定とマニュアルオーバーライド機能の両方があります。前者は手動で
行なう特定の設定であるのに対して、後者はAF（オートフォーカス）モードに設定されている時、い
つでも一時的にマニュアルオーバーライドに切り替えられる機能です。

MFモードでは、従来と同じようにフォーかシングリングを回転させてピントを合わせます。従来

フロント

AF

ホイール

SAVE

の非オートフォーカスレンズの場合と同様に、ピント合わせは変更されるまでそのままです。つま
り、AFモードの場合と異なり、シャッターボタンを押してもピント合わせは出来ません。AFモードに
戻すには、AFボタンを押し、AF Sまたは AF Cを選択して設定し直す必要があります。
マニュアルオーバーライドは、AFモードの時、モードを変更することなくフォーカスリングを回転さ
せてマニュアルでピントを合わせる事が出来ます。シャッターボタンが半押し位置にある限り、ピン
ト合わせモードが保たれます。シャッターボタンから指を離しもう一度押すと、直ちにAFモードに戻
ります。


 AUTO / MANUAL FOCUS SETTING
1)

グリップ上のAFボタンを押します。

2)

フロントホイールを回して、Single Shot, Continuous, True Focus または Manual
を表示させます。

3) SAVEを押して、この設定を保存します。
フォーカスリングを回す時の重さは、マニュアルレンズの感触を再現するために設計に組み込んだも
のです。

MFの場合、レンズスケール上の無限遠と最短距離のマークは、中央指標以外の位置に表示させる

事が出来ます。これは見かけだけの問題で、これによってレンズのフォーカス範囲は変わる訳ではあ
りません。


 AUTOFOCUS

AFモードでは、さらにSingle Shot (AF-S)と Continuous (AF-C) を選択する事が出来ます。
いずれもシャッターボタンの半押しでスタートします。AFが作動する明るさはEV1から19（ISO 100

の時）の範囲です。測距対象は、フォーカス画面中央の四角形の枠で囲まれる範囲です。被写体が
暗い場合や、コントラストが低い場合、設定によってグリップ上の補助光を自動的に発光させる事が
出来ます。作動有効距離はカメラから約 6mです。また、似た機能を持つメッツ54/70などのフラッ
シュの補助光を適切に取り付けて代わりに使う事も出来ます。この機能の設定は変える事が出来ま
す。設定の詳細は、設定 / カスタムオプションの「AF assist light(AF補助光)」をご覧下さい。

True Focusはオートフォーカス機能として分類され、グリップ上のTrue Focusボタンを押して動
作させます。後述のセクションを参考にして下さい。


 MANUAL OVERRIDE IN AUTOFOCUS
MODE

AFモードにおけるマニュアルオーバーライドは、設定を変更する事なく、
フォーかシングリングを回すだけでいつでも可能です。AFモードではレ


 AUTOFOCUS OVERRIDE IN MANUAL
MODE

ンズ鏡筒は回転しないため、従来のレンズと同様にインスタントマニュア
ル調整用のフォーかシングリングを指で押さえたままでもシャッターボ
タンの半押しでAFが可能です。しかしMF状態を保つには、指を離し、も
う一度半押しするとすぐにAFモードに戻ります。

マニュアルモードにおいて高速 AFチェックを利用する方法については全
述のセクションをご覧下さい。

マニュアルオーバーライド機能は便利な操作方法です。ピンポイントの
高精度を望む場合は、AFモードを利用しながら、何ら設定を変更せずに
マニュアルフォーカスチェックで即座にピントが合わせられるからです。
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 SINGLE SHOT

シングルショット(AF S)モードにすると、合焦しない限りシャッターは切れません。つまり、ピントが合
わないと測光が作動しないようになっています。しかし、フォーカスパターンがクリアで被写体の明るさ
が適切であれば、この一連の動作は瞬間的に行なわれます。

AF Sモードでは、レンズはある距離を隔てて焦点を結び、シャッターボタンを押し続けている間その距

離で焦点を結んだ状態となります。こうして撮影者は、たとえばファインダースクリーン上のフォーカス
ゾーンの被写体にピントを合わせ、その跡もシャッターボタンから指を離さずに、被写体がフォーカスゾ
ーンから外れていてもピントが被写体に合っている事を認識しながら構図を変える事が出来ます。シャ
ッターボタンから指を離しもう一度半押しすると、フォーカス設定がフォーカスゾーン内にある被写体
の距離に変わります。
マニュアルとAF設定を組み合わせた撮影方法については「AFモードにおけるマニュアルオーバーライ
ド」をご覧下さい。


 CONTINUOUS

コンティニュアス(AF C)モードにすると、瞬間撮影ではレンズが焦点を結ぶ前にシャッターを高速で
切る事が出来ます。
（シングルショットでは、カメラのピントが合うまでの間シャッターを切る事が出来
ません）。ただし、移動する被写体がフォーカスゾーン内にある場合はシャッターボタンを半押ししてい
てもカメラはピントを合わせ続けてくれます。
この機能を、例えばフォトジャーナリズムのように高速で変化する状況を写真撮影に利用する方法の1
つは、シャッターボタンを押したままにしておく事です。この場合、レンズはフォーカスゾーンに従って常
に焦点を結んでおり、シャッターボタンから一瞬指を離してすぐにこれを押すと、レンズがフォーカスを
チェックする時間が最小限で済むため、最適なフォーカスでの瞬間撮影が可能になります。


 TRUE FOCUS

True Focus(AF T)は、一般にカメラのアングルが常に変化する中で自

動的にフォーカスを修正するために使われ、他のオートフォーカスの設定
と組み合わせる事が出来ます。
正しくTrue Focusを活用できるようにするためには、いつどのように使
用するかを充分に検討して理解するべきです。基本的には、注意を払う
ための4つの変数がありますので、記述します。被写体までのカメラの距
離（a）、レンズの焦点距離（b）と絞り設定(c)、カメラの動きあるいは被
写体のセッティングです。これらの変数に関して理想的な状態へより接
近したままであればある程、True Focusの影響は顕著となります。

•

カメラと被 写体 の距 離 が 近いと最 初の 問 題 が 悪 化します。従っ
て、True Focusの必要性はより大きくなるでしょう。

•

単焦点（広角）レンズは自然に被写体との距離を短くします。従って(a)
のポイントに続いてTrue Focusの必要性が高まります。

•

より小さい絞りは被写界深度を増大させるため、True Focusの必要
性を減らすでしょう。しかし絞りを開けて撮影すると異なる視覚効果
をもたらします。従ってTrue Focusは不要なフォーカス制限を恐れる
事無く、浅い被写界深度での撮影を可能とします。

True Focusは長い焦点距離のレンズ、絞りを開けた撮影で使えるでし
ょう。前途したような理想に似ている状況での効果は少なくないはずで
す。True Focusが著しく厳しい撮影を改善させる事が出来ますが、特定
の状況で効果的に動作する機能であると言う事を覚えておいて下さい。

• True Focusは、カメラと被写体とその調整に必要な距離の位置との

関係を計算します。従って、初期設定が作られたあとカメラまたは被写
体が動くと計算が適用出来ない事になります。そのため、最適な補正
値を確実なものとするために、フォトグラファーと主要被写体は出来
る限り動きを制限しなければなりません。若干のレンズで（特に長い
焦点距離のレンズ）わずか数センチの動きが結果を台無しにしてしま
う事がありますので、ご注意ください。
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 TRUE FOCUS AND ABSOLUTE POSITION LOCK
True Focusを使用して恩恵を受けられる最も明らかな状況は、広角レンズでの大口径の設定で、画像の中央部が衣類でモデルの顔にフォーカスを
保持したまま撮影するファッションフォトです。理想的には、かなり動きを制限して撮影しなければなりません。
（モデルのポーズの変化が起こらなけ
ればフォトグラファーは身をがかめるか、撮影の前に前方にのりだすあるいは後方に下がるだけ）

その最も絞りを開けた設定では、オートフォーカスのセッティングは通常モデルの顔 (A)になり、焦点がロックされます。その後、構図は衣類 (B)を含
めるために変更されます。しかし現在セットされた焦点は幾何学の法則により (B)で、モデルの顔を超えて焦点距離が伸びます。これではカメラとモデ
ルの顔に最も近い主題の多くが当然ながらシャープに写らない結果になります。マルチポイントセンサーのマニュアルフォーカス/フォーカスロック/リ
セットを含むソリューションは、仕事の流れに気が散って、エラーの傾向があります。(A)でセットするTrue Focusを使う事は、焦点がカメラアング
ルの変更に従って自動的に調節される事を保証するでしょう。

True Focusはヨーレート技術を使用し、Absolute Position Lock(APL)プロセッサにより、どのシャッター速度でも遅れの無いきわめて迅速
にフォーカスをリセットするための基礎としてカメラの動きを記録します。H5Dのファームウエアは、さらに全てのHC/HCDレンズで発見された正確
なデータ検索システムを使用してフォーカスを完成します。

通常、オートフォーカスの設定はモデルの顔に固定
されています。

A

被写体までの距離は約2.5mです。

A - ca
. 2.5 m

B - ca.2.5 m
カメラを垂直に戻すと、距離は2.4mになります。

B
カメラを顔の位置から下げるとB（2.5mに固定され
た焦点距離）は、幾何学の法則により垂線のライン
を超えて奥へと伸びます。そのため不鮮明な写真と
なります。

B

B A

A

通常のオートフォーカスの代わりにTrue Focusを用いてAの位置でフォーカスすると、カメラの構
図をBに戻した際に、カメラは2.5mから2.4mに焦点位置を自動的に計算して調節します。それは垂
直の向きへカメラを傾けたときの距離となるため、モデルの顔はシャープに写ります。
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 TRUE FOCUS AND CAMERA HANDLING
True Focusの利点を充分に活用するために、システム要件の範囲で動

✘

作するようにして下さい。これには少し練習が必要かもしれないですが、
その結果測定の制度を改善し、良好な結果を提供するでしょう。

最初にTrue Focus測定を行なう時に出来るだけフォーカス位置を固定
してファインダー内のアイコンやオーディオ信号を待って下さい。これは
プロセスを向上させるだけでなく、精度を向上させます。
次に構図を変える時に出来るだけ同じ位置に留まるようにして下さい。つ
まり、測定された位置からカメラが離れて移動する、のように後方または
あなたの頭や体を前後に移動させないようにして下さい。
右上の図の例では、撮影者は構図を変えて撮影するために最初の測定位
置からカメラを振っています。しかし、この場合カメラがもとに合った位
置から移動している事が分かります。
右下の図の例では、カメラは振られたのではなく、中心軸の周りで回転し
ています。違いはわずかかもしれません。しかしこの方法を実行する事に
より最初の場所を保持し、より良い合焦精度が確保出来たことを示して
います。

元の位置からカメラが振られて離れています。

✔

カメラは回転されています。


 FOCUS CHECKING IN BROWSE, PREVIEW OR TRUE FOCUS MODE右下
撮影画像のフォーカスを確認する非常に効果
的な方法は、センサーユニットのP1またはP2
（またはミラーアップ、絞り込みボタン）にフ
ォーカス確認するためのボタンを割り当てる
ことです。

画像を閲覧中、フォトグラファーはPボタンを押したところ、フレームの中央にカーソルが表示されました。フロント・リヤ
ーホイールはカーソルを動かす事に用いられ、それから再びPボタンを押しモデルの目をクローズアップさせてフォーカス
チェックを行ないました。

ブラウズモードでは撮影した後にPボタンを
押します。ナビゲーションボタンやスクロール
ホイールを使用して必要なエリアを特定しで
きます。この状態から再びPボタンを押すと、
フォーカス確認のため、選択した部分を拡大
表示します。拡大表示をしている時は、フロン
ト及びリヤーホイールを使用する事が出来ま
す。それ以外により多くの位置を確認するた
め画面の表示を戻すには再び Pボタンを押し
て下さい。

True Focusを用いて撮影した画像は、カーソ
ルは中央の表示をする代わりにTrue Focus

によってセッティングされたフォーカスの位置
へ自動的に配置されます。True Focusを使う
とき、この方法は非常に便利で、画像を素早く
確認できるでしょう。



この撮影では、まずモデルの耳にフォーカスを合わ
せてTrue Focusの設定を行ない、構図を整え撮
影しました。構図を整えた後Pボタンを押すと、カ
ーソルが自動的に耳の上に表示されました。この後
に再びPボタンを押し、ナビゲーションせずにモデ
ルの耳をクローズアップさせてフォーカスチェック
を行ないました。
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FOUR TRUE FOCUS METHODS
ACTIVATED BY SHUTTER RELEASE BUTTON – TRUE FOCUS RETAINED
MENU > SETTINGS > CUSTOM OPTIONS > # 31
このモードでは、オートフォーカスの機能を効果的にTrue Focus機能へ反映させる事が出来ます。フォーカスはシャッターボタンを半押ししてフォー
カスを決めることでカスタムオプションでこの機能をオフにするまで、True Focus機能が保持されることを覚えておいて下さい。
1. グリップ上のMENUボタン、またはMENUボタンを二度押します。
2. Custom Optionsからフロントホイールを使い、#31 (True Focus in AF-S)を選択して
からリヤーホイールを回してONを選びSaveを押し設定を保存します。
3. ピントを合わせたい場所にカメラを向けて、シャッターボタンを半押しします。
4. ピント合焦後（ファインダー内の）True Focusアイコンとオーディオ信号を確認します。
5. シャッターボタンを半押ししたまま構図を整えて、シャッターボタンを押し込んで下さい。
焦点距離を修正して撮影します。この際、ファインダー内のTrue Focusアイコンは消失し

フロント
ホイール

SAVE
MENU

リヤー

ます。

ホイール

半押し

TEMPORARILY ACTIVATED BY A SELECTED CUSTOMIZABLE BUTTON – AUTOFOCUS RETAINED
MENU > SETTINGS > CUSTOM OPTIONS
このモードでは、True Focus機能が割り当てられたボタンを押す事によってTrue Focusが使用されます。これはカメラが撮影後にもとのオー

トフォーカス設定に戻り、ワンショットの設定を生成します。通常のオートフォーカスの間を素早く切り替えたい場合等に便利です。これはカス
タムオプションのセッティング#31の有無にかかわらず動作します。

1. グリップ上のMENUボタン、またはMENUボタンを二度押します。
2. Custom Optionsからフロントホイールを使い（この例ではM.UP buttun function
を選択）、リヤーホイールを回してTrue Focusを選択し、Saveを押して設定を保存しま
す。

3.

ピントを合わせたい場所にカメラを向けて、選択したボタンを押します。
（この際に、グリッ
プLCD上ではAF-Tモードを示します。）

4.
5.

ピント合焦後（ファインダー内の）True Focusアイコンとオーディオ信号を確認します。
構図を整えて、シャッターボタンを押し込んで下さい。
（この際、一時的にAF-Tモードとな
っているため、フォーカスは動作しません。）焦点距離を修正して撮影します。この際、ファ
インダー内のTrue Focusアイコンは消失し、カメラはAF-Sモードに戻ります。
レンズのフォーカスリングが移動した場合、カメラはAF-Sモードに戻りますので注意して
下さい。
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フロント
ホイール

SAVE
MENU

リヤー

ホイール

FOUR TRUE FOCUS METHODS

– CONT

ACTIVATED BY TRUE FOCUS BUTTON – AUTOFOCUS DEACTIVATED

このモードでは、True Focusボタンを押す事によってTrue Focus機能が起動されます。通常のオートフォーカスが非アクティブ化されるため、
シャッターボタンを押してもオートフォーカスが駆動しません。同じ焦点設定で多くのショットが必要な場合に有効です。

1. AFボタンを押してフロントホイールを回してTrue Focusを選び、Saveを押し設定を保
存します.
2. ピントを合わせたい場所にカメラを向けて、選択したボタンを押します。
3. ピント合焦後（ファインダー内の）True Focusアイコンとオーディオ信号を確認します。そ

フロント
ホイール

AF
SAVE

して構図を整えて、シャッターボタンを押し込んで下さい。

True Focusボタンの調整は、を再びTrue Focusボタンを押すまで（新しい調整がされるまで）
以後全ての撮影に適用される事に注意して下さい。

ACTIVATED BY AN ASSIGNED BUTTON – MANUAL FOCUS RETAINED

このモードでは、True Focus機能が割り当てられたボタンを押す事によってTrue Focusが使用されます。これはカメラが撮影後に元のマニュ
アルフォーカス設定に戻り、ワンショットの設定を生成します。シャッターボタンを押してもフォーカスは動作しません。同じ焦点設定で多くの
ショットが必要な場合に有効です。

1. グリップ上のMENUボタン、またはMENUボタンを二度押します。
2. Custom Optionsからフロントホイールを使い（この例ではM.UP buttun function
を選択）、リヤーホイールを回してTrue Focusを選択し、Saveを押して設定を保存しま
す。

3.
4.

フロント
ホイール

SAVE

ピントを合わせたい場所にカメラを向けて、選択したボタンを押します。

MENU

ピント合焦後（ファインダー内の）True Focusアイコンとオーディオ信号を確認します。
構図を整えて、シャッターボタンを押し込んで下さい。焦点距離を修正して撮影します。こ
の際、ファインダー内のTrue Focusアイコンは消失し、カメラはMFモードに戻ります。

True Focusボタンの調整は、を再びTrue Focusボタンを押すまで（新しい調整がされる
まで）以後全ての撮影に適用される事に注意して下さい。
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リヤー

ホイール

EXPOSURE CONTROL

Photo: Joe Felzman © / Hasselblad Masters
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 ISO & WHITE BALANCE

ISOとホワイトバランスはグリップLCD上のメニューやセンサーユニットから設定することができるだけでなく、Phocusソフトウエアを経由し
て設定する事が出来ます。

グリップLCD上のISO/WBボタンからやホワイトバランスの設定をすぐに行なえます。前後のスクロールホイールはそれぞれの設定を変更する
のに使用されます。センサーユニット上で設定を変更するためには、ズームボタンを使用します。Phocusソフトウエアからはカメラの設定を制
御するためのツールが用意されています。
設定を変更すると自動的にセンサーユニットへ適用されます。同様にセンサーユニットの設定の変更が自動的にグリップLCDに転送されます。
設定が保存された時、変更がセンサーのみに表示されますのでご注意ください。マニュアルホワイトバランスについての詳細はセンサーユニッ
ト設定」セクションをご覧下さい。

フロント


 ISO & WHITE BALANCE ON GRIP
– presets and manual

1.
2.
3.

グリップ上のISO/WBボタンを押します。

4.

マニュアルホワイトバランスを設定するためにはMan(AF)を
押して下さい。ボタンを押した後、数値（ケルビン値：2000 –
10000 K）をリヤーホイールを回して設定して下さい。

MAN.

ホイール

ISO/WB
&
SAVE

フロントホイールを回してISOを設定します。
リヤーホイールを回してWB (Daylight, Shade, Cloudy,
Flash, Fluorescent and Tungsten)を設定します。

リヤー

ホイール

マニュアルホワイトバランス（
ケルビン値）での設定

5. SAVEボタンを押します。

Tip

Note
RAW( 3F/3FRファイル)形式で撮 影する時にホワイトバランス
の設定は色温 度の設定や Phocusソフトウエアでの補正に必要

な 全ての 情 報 が含まれているため技 術 的には 必 要はありませ
ん。RAW&JPEGで撮影または、Phocus/Phocus Quickを用い
て直接JPEGファイルを生成したり、印刷する予定がある場合はホ
ワイトバランスの設定を行なう必要があります。

ISOとホワイトバランスの設定は、グリップまたはセンサーユニット
のいずれかで変更でき、それぞれ設定が自動的に更新されます。


 LIGHT METERING MODES

ーンの中央部を重点的に測光します。これは主要被写体が画面中央
にある時によく用いられ、バランスのとれた評価を提供します。

3タイプの測光方式があり、いずれも反射光式（方式に従って被写体
で選択された様々な部分の反射光を測定）でレンズを透ります( TTL)
。これらはそれぞれ次のようなシンボルでグリップLCDに表示されま

スポット測光: 測光範囲は画面全体の2.5%（ファインダー画面上の中
央スポット）に相当します。この領域の外側の画像部分はいずれも露
出の読み取りに影響を及ぼしません。これは特定のトーンを非常に正
確に測光し、最大のコントロールが要求されるゾーンシステムなどの
測光によく利用されます。また、被写体各部のトーンの比較にも優れ
た方法です。スポット測光モードでは、EV値の代わりにゾーン値をフ
ァインダー内LCDに表示させる事が出来ます。
（Custom Options
#14参照）

す。

–

中央部重点測光

–

センタースポット測光

–

スポット測光

中央部重点測光: トーン範囲で極端に明るい部分や、暗い部分のない
「平均的に」光が照射された被写体に広く用いられる測光方式で、フ
ァインダーに表示される画面の約25%を測光します。
センタースポット測光: 画面の約25%に相当するフォーカシングスクリ
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 EXPOSURE SETTING MODES

マニュアルモードでは、カスタムオプション#26で設定しない限り、
絞りはフロントホイール、シャッタースピードはリヤーホイールで設定
します。

露出は、
マニュアルまたは4タイプのAEモードから選択でき、グリップ
LCDに次のように表示されます。

M – マニュアル

AEモードでは、絞りとシャッタースピードは設定によっていカメラ側

A

– 絞り優先AE

S

– シャッタースピード優先AE

で、部分的にあるいは全面的にコントロールされます。このモードの
中には4つの選択肢があります。

P

– プログラムAE

P(プログラムAE)とPv(プログラム可変AE)のモード図については、絞
りとシャッタースピード設定の組み合わせて説明した付録をご覧下さ
い。

Pv – プログラム・バリアブル（可変）AE
いずれのモードでも、絞りとシャッタースピードの情報はグリップ
LCDとファインダー内LCDの両方に表示されます。


 SELECTING METERING / EXPOSURE
SETTING MODES

フロント

カメラ本体を起動して、以下の操作を行ないます。

1.
2.

ホイール

ビューファインダーのEXPボタンを押します。

SAVE

フロントホイールを回して露出モードを、リヤーホイールを回して
測光方式を設定します。

3. SAVEボタンを押します。

リヤー

ホイール

EXP


 MANUAL EXPOSURE – M

マニュアル露出モードでは、絞りとシャッタースピードの両方をユー
ザーが設定します。マニュアル露出モードでは、フロント/リヤーホイ
ールを回して絞りとシャッタースピードを設定します。
ファインダー内LCDの露出スケールのポインタを中央指標に合わせ
ると、標準的な露出が得られます。

設定された絞りとシャッタースピードは、一般に露出スケールの右に
表示されます。

この標準的な露出からのズレは、次のように表示されます。

EVステップの設定によっては、「１ステップ」、「1/2ステップ」、およ
び「1/3ステップ」も表示されます。
（「インクリメント設定」参照）。
例えば、
「1/2ステップ」を選んでいる場合は、f/8とf/11の中間には

•ポ
 インタが中央指標以外の位置に表示されます。

f/9.5が表示されます。

また、

•標
 準的な露出のズレを表す数字がEV値でスケール丈夫に表示さ
れます。

例えば、図4に示すように、ディスプレイスケール上方の‘+0.7’と表示
されている場合は、0.7EVの露出オーバーを表し、反対に‘-2’と表示
されている場合は、2EVの露出アンダーを表しています。マニュアル
モードでグリップLCDとファインダー内LCDに+/-の符号が表示さ
れている時は、露出補正が設定されている事を表しています。露出
補正については後のセクションをご覧下さい。

Tip
B（バルブ）およびT（タイム）の設定を一時的に隠す事が出来ま
す。詳しくはカスタムオプション#34を参照して下さい。
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 AUTOMATIC EXPOSURE – A, S, P, PV

AEには、シャッタースピードと絞りを反自動で決定する2つの方法
と、全自動で決定する2つの方法を選択出来ます。

AEモードではフロントホイールは測光EV値を変えずに絞りとシャッ

タースピードの組み合わせを選択しリヤーホイールで露出補正を加え
ます。露出補正はグリップLCDとファインダー内LCDに+/- 符号で表
示されます。

絞り優先AE: A - ユーザーがフロントホイールを回して絞りを決め
ると、シャッタースピードをカメラ側が自動的に決定します。

絞りとシャッタースピードの組み合わせが PまたはPvモードで提供
されるパラメータを超える（ただし、露出は正しい）場合は、グリップ
LCD上の絞りとシャッタースピードの間に双方向矢印が表示されま
す。

シャッター優先AE: S - ユーザーがフロントホイールを回してシャ
ッタースピードを決めると、絞りをカメラ側が自動的に決定します。
プログラム: P - このモードでは、各種要件とアプリケーションに
合わせてあらかじめ設定された適正な制約の範囲内で、絞りとシャ
ッタースピードの組み合わせをカメラ側で測定されたEV値（測定方
法はユーザーの選択通り）に従って決定されます。
可変プログラム: Pv - プログラムAEに似ていますが、レンズの焦
点距離に応じて自動的にシフトされます。例えば、長い焦点距離の
レンズでは、早いシャッタースピードにシフトするようになっていま
す。

Tip
絞りとシャッタースピードの設定は、
センサーユニットのアクセスランプ
が点滅している間でも変更する事が
出来ます。


 OVEREXPOSURE INDICATOR
撮影画像の一部が露出オーバーであった場合、ヒストグラムの表示だ
けではどの部分かが分かりません。明るいエリアを多く含む撮影画像
はイメージの重要な部分だけを見る事ができて、露出オーバーである
かどうかを確認するのは難しいと思われます。撮影者がそれらを容易
に見つける事が出来るようにH5Dは撮影画像の露出オーバー領域を
正確に表示する事が出来ます。この機能を有効にすると、露出オーバ
ーの場所をインジゲーターが黒から白への点滅で表示します。

Affected areas flash from black to white.

あなたは自動で動作を行なうようにするか、させないようにするかを
選ぶ事が出来ます。

A.

露出オーバー表示の設定方法

1. メニュー > 設定 > カスタム・オプションを選択します。
2. "露出オーバーを表示"を選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-L ( ) ボタンまたは
ZOOM ( or ) ボタンを押して"オン"を選択します。
4. EXITを押して設定を保存します。 (またはMenu ボタンを押
す).
B.

露出オーバー表示の設定方法

コントロールボタンでのON/OFF設定
方法

コントロールボタンでのON/OFF設定方法

1. センサーユニットのMENUボタンを押します。
2. P1ボタンまたは P2ボタンを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-L ( ) ボタンまたは
ZOOM ( or ) ボタンを押して"露出オーバーを表示"を

3. True Focusボタン ( ) または AE-L ( ) ボタンまたは
ZOOM ( or ) ボタンを押して"露出オーバーを表示"を
選択します。

4. EXITを押して設定を保存します。 (またはMenu ボタンを押
す).
C. PhocusのCamera Configuratorを使用してP1/P2ボタン
へ"Mark Exposure"を適用する。

選択します。

4. EXITを押して設定を保存します。 (またはMenu ボタンを押
す).
または

1. メニュー > 設定 > カスタム・オプションを選択します。
2. P1ボタンまたは P2ボタンを選択します。
44


 AE- L BUTTON

このボタンは、下記の2つの主要な機能を備えており、これらは露出ロ
ックを必要とする各種の使用法に取り入れられます。また、このボタ
ンはフラッシュメーター機能を使用する時は別な機能を持っていま
す。
（「フラッシュ」のセクションで「AE-L」をご覧下さい）。

景を測光してその読み取り値をAE-L ボタンでロックし（これによって
18%グレー相当として再現出来る領域をロック）、カメラをある岩に向
けてこれが前景に比べてどんなに暗いかをスケールから読み取ったEV
差で判断します。

AE-Lボタンは

SpotとZoneディスプレイを同時に選択した場合（カスタムオプショ
ン#14を参照）、AEモードのA, S, PまたはPvの一つと同様に、ゾーン5

a)

マニュアル露出、AEモードいずれの場合もEV値の設定をロック
します。

であると判断する領域にスポットマークを被写体場で移動すると、メー
ターはビューファインダー内LCDにEVのズレでなく、被写体のいくつか
の部分をゾーン値として表示します。この表示には領域がセンサーの範
囲外にある事を表すLoとHiが含まれます。）

b) ゾーンシステムの配置ボタンとして使用されます。
a) AE-Lボタンを押すと、測光機能がEV設定にロックされ、グリップ
LCDとファインダーLCDのシャッタースピードと絞り値表示の間にロ
ックを意味するLの文字が確認のために表示されます。もう一度AE-L

また、一つの領域を別のゾーンとして分類し直した後で被写体の他の部
分をチェックして、他の領域がそのゾーンに属するかどうかを調べる事
も出来ます。これを上記の手順に従って実施して、希望する新たなゾー
ン値がファインダー内 LCDに表示されるまでリヤーホイールを回しま
す。また、新たなこのゾーンを生成する新たな露出も表示されます。例
えば、岩を測光してゾーン5が得られたとします。しかしこの岩をもう少
し暗くしたければリヤーホイールを回してゾーン4と分類し直す事が出
来ます。その際、例えば白い雲が新たなゾーン分類による露出範囲に入
っているかどうかが分かります。

ボタンを押すと、ロックは解除されます（オン・オフ機能）。

また、測光のための「ゾーン5」に適当な被写体が手近に見当たらない
場合は、次の方法で最初のゾーン値をプリセットする事も出来ます。例
えば、通常はゾーン6と分かっている砂浜にいるとします。AE-Lボタン
を押したまま新たなゾーン値を選択してゾーン6が表示されるまでフロ
ントホイールを回すとゾーン値をあらかじめ設定出来、その後は全てゾ
ーン6となるでしょう。

EVロックすると、絞りとシャッタースピードは連動状態になり、同一
EV値を表す新たな絞りとシャッタースピードの組み合わせを素早く選
ぶ事が出来ます。例えば、シャッター速度を1/125秒に、絞りをf/8に

設定してこれらを共にロックすると、フロントホイールを操作するだけ
で1/30秒とf/16、あるいは1/500秒とf/4などの新たなEVに相当する
組み合わせを選ぶ事が出来ます。

この機能を利用すると次のような事が可能になります。例えば、AEモ
ードのスポット測光で被写体のミッドグレイに相当すると判断した部
位を測定してAE-Lボタンを押してロックします。構図を変えてより明
るい、あるいは暗い部位を測光ゾーンとしても当初の露出値は保持さ
れます。この時、新たな絞りとシャッタースピードの組み合わせを選ぶ
事も出来ます。

b) AE-Lボタンでは、スポット測光を行なってトーンを比較し、輝度範
囲を確認する事が出来ます。AE-Lボタンを押すと、測光部位が18%
グレーとして保存されます。この後、被写体の他の部分にカメラを向
けると、新たな領域が保存領域と比較され、その差がファインダー内
LCDの露出スケールに表示されます。例えば、風景の撮影では、全

新たな測光領域は、AE-L ボタンを押した時の測光領
域よりも1.8EV低くなります。

AE-Lボタンを押して、測光領域”Zone 5”を呼び出し
ます。

測光領域は"Zone 8"と表示されます。

測光領域は"Zone 10”を超えています。
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 EXPOSURE COMPENSATION /
QUICK ADJUST

カスタムオプション#3
、#17、#23はリヤーホイ
ールを用いたクイック機
能を調 整するために使
用されます。

マニュアル及び AE モードのいずれの場 合も、-5〜+5EVの範 囲
で、1/3EVあるいは1/2EVのステップ刻みで露出補正を加える事が出
来ます（カスタムオプション#3参照）。この機能によって、露出が設
定値だけ補正されて変更され、設定はファインダーのスケールに表示
され、グリップLCDには±の記号が表示されます。

AEモードで露出補正を行なう最も簡単な方法は、リヤーホイールを
まわす事です。

一定の露出補正は、カメラが起動状態の時に次のように行ないま
す。

1) AEモードを選択します。
2) リヤーホイールを回して補正量を調整します。
補正量はビューファインダーに"-"または"+"の符号付きEV値とゼ
ロ補正を表す中央指標付きの"-"から"+"スケール情報のマーカー
とで表示されます。
初期設定では、1/3EVステップの露出補正と、撮影後に露出補正を
解除する仕様となっています。
しかしながら、カスタムオプション#3では、露出補正値のステップを
1/3、1/2、1EVから選択でき、カスタムオプション#23では撮影後の
露出補正値の保存を選択することができ、カスタムオプション#17で
リヤーホイールでの調整を無効にする事が出来ます。


 FIXED EXPOSURE COMPENSATION
SETTING

1)
2)

ビューファインダーの‘±’ボタンを押します。

3)

補正量はビューファインダーに'+'または'-'の符号付きEV値とゼロ
補正を表す中央指標付きの'+' 〜 '-'スケール情報のマーカーとで
表示されます。

フロント
ホイール

フロントホイールまたはリヤーホイールを回すと、1/3ステップ刻
みで補正量が増減します。

Save
Clr

リヤー

ホイール

4) Clrボタン (AFボタン) を押すと、設定がクリアされます。
5) Saveボタン (ISO / WBボタン)を押すと、設定が保持されます。
6) A ‘±’ のシンボルは、設定の確認として、絞りとシャッター速度の
設定の間に表示されます。

+/–
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NAVIGATING THE MENUS

Photo: Tom D. Jones © / Hasselblad Masters
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センサーユニット上のメニュー項目の説明

操作パネルのボタンとグリップのスクロールホイールを使用する事でメニュー内の様々
な設定にアクセスする事が出来ます。利用可能な設定オプションの概要は以下の通り
です。

ISO
センサーのISO感度を設定します。

ホワイトバランス
センサーのホワイトバランスを設定します。

クオリティ
撮影時の保存形式をRAWまたはRAW+JPEG(sRGB/
Adobe RGB 1998)から設定します。

STORAGE

消去 DELETE

For single or multiple dele-

単一または複数の画像を削除します。
tion of images.

フォーマット
CFカードをフォーマットする際に使用し
ます。

SETTINGS

ユーザー・インターフェイス
言語や音声、日付、ディスプレイ表示の設定
をする際に使用します。

カスタム・オプション
傾きセンサーやメニューのコントロー

サービス
アクセスログや工場出荷時の設定に戻す
際に使用します。

情報
シリアル番号、ファームウエアのバージョ
ン、フォーカスキャリブレーションIDの
情報を表示します。
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ル、及び表示に関するオプションを設定
します。.


 OVERVIEW OF NAVIGATING MENU AND SETTINGS ON SENSOR UNIT.

メニューを操作し、センサーユニットの設定にアクセスするには、ディスプレイの周囲にあるボタンを押す事によって設定出来ます。ボタンの一部
がモーダルですので、移動する時にその特定のボタンに最も近い表示名称で表示され、二重の機能を持っている事に注意して下さい。例えば、メ
ニューボタンも対話の要求に応じて、保存または退出ボタンとして機能します。別の例として、ビューの表示ボタンは水準器の機能が有効になりま
すが、長押しを必要とするため、それに応じて表示されません。これらの変化は全ての関連するセクションに記載されています。

この例では、メニューボタンはEXIT（退出）ボタンの働
きをします。そしてディスプレイボタンはモードに従い
OKボタンの働きをします。

ここではサウンドを出すために必要な手順の例を示します。明確な手順を説明するために例示されています。以後の手順はこのマニュアルに略
した手順で述べられており、説明されます。従って、以下の記述の詳細をよく確認して操作を進めて下さい。

1

2

3

ディスプレイからメニューにアクセスする
ためにMENU (
) ボタンを押して下さ
い。

リヤーホイール（またはナビゲーションボタ
ンの上矢印
か下矢印
を押します）を
回します。メニュー項目の上のハイライトは
選択したメニューを表します。


4

フロントホイール(またはナビゲーシ
ョンボタンの右矢印
を押します）
を回して、サブメニュー画面へ移動し
ます。


5


6

る選択後、保存して画像表示に戻るた
めには、Exitボタン（メニュー）を押し
て下さい。

リヤーホイールを回すか
または
の矢印を押してユーザー・インターフェイ
スを選択して下さい。サウンドにアクセス
するためにはナビゲーションボタンかリ
ヤーホイールを回して下さい。

希望する音量が表示されるまでメニューリス
トの
または
のズームボタンを押して
下さい。または代わりにTrue Focus ( )
ボタンかAE-L(
)ボタンを使用する事が
出来ます。
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ナビゲート / 開く =

,

選択 =

,

メニュー

/ 保存 / 退出 =

,


 OVERVIEW OF NAVIGATING MENU AND SETTINGS ON GRIP

メニューを操作し、グリップ上の設定にアクセスするには、グリップLCDディスプレイの周囲にあるボタンを押す事によって設定出来ます。ボタン
の一部がモーダルですので、移動する時にその特定のボタンに最も近い表示名称で表示され、二重の機能を持っている事に注意して下さい。例え
ば、ISO/WBボタンはSAVEボタンの役割にもなります。

ここではブラケッティングの設定に必要な手順の例を示します。明確な手順を説明するために例示されています。以後の手順はこのマニュアルに
略した手順で述べられており、説明されます。従って、以下の記述の詳細をよく確認して操作を進めて下さい。

1

2

グリップ上のメニューにアクセスするため
にはMENUボタンを押します。

フロントホイールを回しBracketingを選
択します。



3



4

グリップ上のEnter (ISO/WBのボタン)
を押します。.



5

オプションにアクセスするには
フロントホイールを回します。
フレーム撮影コマ数のシンボル

Number of Captures（撮影順序に必要なコマ数）
Sequence（露出のオーバー / アンダーの順序）

数を選択します。

Step（標準露出設定からの露出変化の大きさ）

を4つの選択肢を選ぶためにはリヤーホイールを回します。
必要なEV補正量(3,



Enter: メニューの一つ下の階層に進みます。
Exit: メニューの一つ上の階層に戻ります。設定は保存されません。
Off: メニューにセットされている特定の機能をOFFにします。
On: メニューにセットされている特定の機能をONにします。
Sel.: (Select) - image infoやプロファイル名を作成時の選択ボタン。
ESC: (Escape) - 動作を終了させ、メイン画面へ戻ります。設定は保

設定終了後はExit （FLASH
ボタン）を押します.

Save:

ACTIONS

設定終了後に保存される動
作と保存されない動作があ
りますので、注 意して下さ
い。



以下はグリップLCDに表示される様々な動作を記述した様々な用語
のリストです。

たはシャッターボタンを半
押しで"設定を保存します。
最初の画面に戻るにはESC
（Profilesボタン）を押し
ます。


 GRIP

2, 1, 1/2, 1/3 EV.)を選択するために

はリヤーホイールを回します。

Save （ISO/WBボタン) ま

6

を選択した状態からリヤーホ

イールを回して、2, 3, 5, 7または9からブラケッティング撮影のコマ

存されません。
設定を保存させ、メニュー一つ上の階層に戻ります。メニュー
画面上で多くの保存ボタンとして使用されます。.

保存される

保存されない

‘クイックセーブ’ - シャッタ

Escape - ESCボタン (PROFILES
/ESCボタン) を押す

Save - (ISO/WBボタン)

Exit - exitボタン (FLASHボタ
ン)を押す

ーボタンの半押し
を押す
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PREVIEWS &
BROWSING

Photo: Wai Kuen Eric Wong © / Hasselblad Masters
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 PREVIEW MODES

ディスプレイボタンを押す事でプレビューモードへ切り替えられま
す。

ヒストグラムモードからは、さらに二つの追加画面を表示させること
ができます。

• スタンダードプレビュー:
		 いくつかの設定項目と合わせてプレビュー画像を表示します。

• カラーヒストグラム:
		 プレビュー画面にR(赤)、G(緑)、B(青)ごとのヒストグラムを表示
します。

その際に画像の一部が表示項目の裏に隠れますので注意して
下さい。画像全体を表示するには、フルスクリーンモードに切り
替えて下さい。

• ヒストグラムと詳細表示:
		 プレビュー画像の上にヒストグラムと撮影情報の詳細を同時に

• ヒストグラムプレビュー:
		 プレビュー画像の上にヒストグラムを重ねて表示します。

表示します。

• フルスクリーンプレビュー:
		 設定項目を表示せずに、プレビュー画像を表示します。

ヒストグラムモードの表示から、ナビゲ
ーションボタンの上矢印または下矢印（
または ）を押す事で、
「カラーヒス
トグラム」、
「ヒストグラムと詳細表示」
モードへアクセスする事が出来ます。

ヒストグラムと詳細表示

ディスプレイボタンを押す事でスタンダ
ードプレビュー、ヒストグラムモード、フ
ルスクリーンプレビューの切り替えが行
なえます。

カラーヒストグラム

スタンダードプレビューモード

ヒストグラムモード

フルスクリーンプレビューモード


 STANDARD PREVIEW
スタンダードプレビューモードはカメラの電源を入れた時に表示され
るモードで、最も使用頻度の高い表示モードです。このモードでは、
一番最後に撮影した画像、及びカメラの基本設定がプレビュー表示
されます。
このプレビューはメニューシステム内を移動し、センサーユニット部
にカメラの設定を行なう事が出来ます。詳細についてはメニュー項目
の説明を参照して下さい。

ISO設定

撮影カウンタ

機能ボタン
ホワイトバランス
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機能ボタン
ファイル名


 BROWSING


 ZOOMING IN AND OUT

ブラウズモードでは、フロントホイール（またはナビゲーションボタ
ンの左矢印
または
右矢印）を用いて画像表示を切り替える
事が出来ます。

(+)

と (-) ボタンを使用すると、画像細部の詳細を確認する事が
出来ます。またブラウズモードでは、TrueFocusボタンはズームイ
ン、AE-Lボタンはズームアウトボタンとして使用出来ます。
標準表示からズームアウトすると、9つの画像を同時にプレビュー表
示します。これを使用すると、これまでの作業の概要を把握して、特
定の写真を探すのに役立つでしょう。サムネイルの表示すると選択
した画像が青枠で囲まれます。画像を選択すると、ズームインボタ
ンを使って画像を拡大することができます。
ズームイン後は、センサーユニットのナビゲーションボタンまたは、
カメラグリップ上のリヤー/フロントホイールを使用して表示領域を
移動する事が出来ます。画像をズームすると拡大画像と現在表示さ
れている画像部分を占めす青枠を含んだサムネイル画像の両方が表
示されます。

または


 HISTOGRAM MODE

ヒストグラムは輝度レベルのピクセル総数を示すグラフで左側が
アンダー露出（黒）、右側がオーバー露出（白）を表し、撮影画像の
評価をするための重要なツールです。露出が適正な写真では通常、
レベルが全範囲にわたっていますが、露出アンダーの画像はスケー
ルの左側に、露出オーバーの画像は、スケールの右側に集約する傾
向があります。ヒストグラムは理解すべき唯一の指標ですが、ヒス
トグラムが疑わしくても目標とする結果を得るのに最適である（ま
たこの逆も）と言った状況もよくあります。以下にその例を挙げま
す。

ズーム

ズームアウト

スタンダードプレビュー

9画面サムネイル表示
または

ズームイン

露出アンダー


 FULL DETAILS MODE

左側が遮 断されていて、左側以外に
ピクセルが少ないヒストグラムは、露
出アンダーの傾向を表します。シャド
ウ部では多くのディテールが失われま
す。

詳細モードでは、カメラ設定の
一覧を読み取る事ができ、かつ
ヒストグラムと背景にある画像
の暗いプレビューを表示する事
が出来ます。カメラ設定の詳細
は画像と共に保存されるため、
画像をコンピュータに読み込ん
でこれをアーカイブに保存した
後でも、Phocusを使用してこ
れを参照する事が出来ます。

適正露出

全範囲にわたってピクセルが分布する
ヒストグラムは、露出が適正である傾
向を表します。両極端にいくらかのピ
クセルが存在していて、明るい部分に
スペクトルがあり、蔭の部分が飽和し
ている事もありますが、これは適正な
露出では一般に正常です。


 FULL-SCREEN MODE		
フルスクリーンモードでは、標
準のプレビュー解像度で画像
周囲のデータを気にせずに画
像を閲覧することが出来ます。

露出オーバー

右側が遮断されていて右側以外にはピ
クセルが少ないヒストグラムは、露出
オーバーの傾向を表します。ハイライ
ト部分では、多くのディテールが失わ
れます。
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SENSOR UNIT SETTINGS

Photo: Denis Rouvre © / Hasselblad Masters
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センサーユニットの基本概要
センサーユニットのプレビュー画面は、メニュー画面を表示してシステムをナビゲートし、センサーユニットの設定をする事が出来ます。
メニューにアクセスした後は、画像の表示の下に表示や選択といった各種ボタンが表示され、グリップ上のスクロールホイールや、True
ン、AE-Lボタンでナビゲーションする事が出来ます。

Focusボタ

メニューボタンを押した後、最初の画面はメインメニューを表します。これにはISOやホワイトバランス、ストレージのような主要な設定が表示され
ています。更にこのメニューには他の全ての設定にアクセスするサブメニューがあります。

STORAGE

SETTINGS


 NAVIGATION
カメラグリップ上のスクロールホイールとTrue Focusボタン、AE-Lボ
タンはセンサーユニットのナビゲーションとズーム/選択ボタンの動作
をします。
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 ISO SETTING ON SENSOR UNIT

センサーユニット上 MENU > ISO
ISOとホワイトバランスの設定は、センサーユニット、グリップ、Phocusを介して設定する事が出来ます。
センサーユニット上で設定を行なうと、センサーユニットからグリップ上まで自動的に設定が反映されます。同様に、グリップ上で設定を変更す
ると、自動的にセンサーユニットへ設定を反映します。設定変更後の詳細はセンサーユニットにだけ表示される点に注意して下さい。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いISOを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( ) – (またはZOOMボタン) –を押して希望の設定を選択します。
4. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。


 WHITE BALANCE SETTING ON SENSOR UNIT
– PRESETS:

センサーユニット上 MENU > ISO
1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いWhite Balanceを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( ) – (またはZOOMボタン) –を押して希望の設定を選択します。
4. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。
ホワイトバランス設定

設定の説明

Daylight

直射日光のあたる場所での一般的な屋外での設定.

Cloudy

曇天での一般的な屋外での設定

Shade

直射日光を避けた日陰の場所での一般的な屋外での設定

Flash

通常のフラッシュ/ストロボを使用する場合の.設定

Fluorescent

蛍光灯(ストリップライト)を使用する場合の設定

Tungsten

タングステン光を使用する場合の設定.

Manual

マニュアル設定




ホワイトバランスは6つのプ
リセットの設定とマニュアル
ホワイトバランスから構成
されています。

WHITE BALANCE SETTING ON SENSOR UNIT
– NUMERICAL VALUE SETTING:

センサーユニット上 MENU > ISO

マニュアル調整では、特定の数値での設定が行なえます。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いWhite Balanceを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( ) – (またはZOOMボタン) –を押して
Manualを選択します。
4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使い詳細設定へ進みます。
5. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の
設定を選択します。

6. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

Tip

Tip

ミックス光や急激に変化する光
源の下で迅速にマニュアルホワ
イトバランスを調整するために、
カスタマイズ可能なボタンに割
り当てが行なえます。

カ スタムプ ロファイル の 中 に
は、ISO設定とホワイトバランス
の設定が含まれます。

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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ディスプレイ

WHITE BALANCE SETTING BY USING A ‘GREY CARD’:
グレーカードまたはQpカードを使用して手動でグレー/ホワイトバラ
ンスの設定を行なう事が出来ます。色の精度が重要でない場合はコン
クリートや曇り空、あるいは白い背景紙などをグレーとして判断させ
ホワイトバランスの設定として適用する事が出来ます。それはその場
での可能な限りの方法であり完璧なものではありません。

•

•

撮影時のホワイトバランスをカメラ内に設定するためには、グレー
カードからのホワイトバランスを作成して下さい。

テザー撮影時に保存されたホワイトバランス設定は、設定後にグリッ
プ、センサーユニットへ反映されます。

はじめにグレーカードまたはQpカードクローズアップして撮影し
て、Phocusからホワイトバランスの調整を行ないます。

MANUAL WHITE BALANCE ‘GREY CARD’ IN-CAMERA SETTING:

センサーユニット上 > ホワイトバランス > マニュアル
1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いWhite
Balanceを選択します。
3. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( ) – (または
ZOOMボタン) –を押してManualを選択します。
4. ニュートラルな色として認識させたいエリアをファインダー内の中
央部分で捉えて撮影を行って下さい。撮影時には正しい露出で撮
影を行って下さい。
（露出アンダーや露出オーバーでの撮影は警
告メッセージが表示されます。）撮影が終わるとセンサーユニッ
トの液晶中央に特定の領域を示した小さな長方形が現れます。

5.

ホワイトバランスのサンプル画像はホワイ
トバランスの計算とエリアを調べるために

設定を保存するにはMENUボタンを押して下さい。次の撮影か
らはホワイトバランスの標準として自動的に適用されます。この
方法を用いると、撮影時の光源による色温度がケルビン値で表
示され、カメラが判定された詳細を読み取る事が出来ます。

表示されます。

Tip

Tip

ミックス光や急激に変化する光源の下

カスタムプロファイルの中には、ISO
設定とホワイトバランスの設定が含ま
れます。

で迅速にマニュアルホワイトバランスを
調整するために、カスタマイズ可能なボ
タンに割り当てが行なえます。


 IMAGE FORMAT

センサーユニット上 > クオリティ > 画像フォーマット
画像フォーマットは、撮影時にRAW + JPEGファイルを同時に作成す
る事が出来ます(H5D-40、H5D-50のみ)。
JPEGファイルのプロファイルは、sRGBまたはAdobeRGB(1998)の
から選択出来ます。

画像フォーマットの設定:

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いQualityを選
択します。

3.

フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いImage
Formatを選択します。

4. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )または
ZOOMボタンを押して希望の設定を選択します。
5. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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ディスプレイ

STORAGE
SETTINGS > STORAGE

ストレージには2つのサブメニューが含まれています。


 DELETE

センサーユニット上 > ストレージ > 削除

単一または複数画像の削除を行なう事が出来ます。

1. 削除したい画像を表示させます。
2. MENUボタンを押します。
3. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いストレージを選択します。
4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使い削除を選択します。
5. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使い、削除ダイアログへ移動します。
6. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の
設定を選択します。

7.

ディスプレイボタン(OKボタン) を押して削除を行ないます。

Note
削 除を実行する前に、確
認画面が表示されます。


 FORMAT

カメラはフォーマットされたストレージにのみ画像の書き込みをする事が出来ます。新しいカー
ドやカメラが読み込む事を出来ないカードは使用する事が出来ない場合があります。
カードをフォーマットするには2つの方法があります。最も簡単な方法はカメラグリップにあるフ
ォーマットボタンを使用する事ですが、必要に応じてセンサーユニットのメニューから実行する
事も出来ます。
本マニュアルの「一般」セクションから、カードをフォーマットする事についての詳しい詳細をご
確認ください。

FORMAT ON SENSOR UNIT
センサーユニット上 > ストレージ > フォーマット
1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使いストレージを選択します。
3. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いフォーマットを選択します。
4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いフォーマットダイアログへ移動します。
5. ディスプレイボタン(OKボタン) を押してフォーマットを行ないます。

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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SETTINGS
SETTINGS > USER INTERFACE

ON:


 SOUND

センサーユニット上 > 設定 > ユーザー・インターフェース > サウンド
H5Dは情報を知らせる音声フィードバックを提供しています。このメニュー項目は音量（高、低、

OFF:

オフのいずれかを選択）と、キークリック（オン・オフのいずれかを選択）と露出警告（オン、オ
フのいずれかを選択）から構成されています。
1. MENUボタンを押します。

2.
3.

リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い設定を選択します。

Error:

フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いユーザー・インターフェースを選択し
ます。

4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いサウンドを選択します。
5. 変更したい項目を選択します。
6. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の
設定を選択します。

7. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。.
オーディオフィードバック
即座に情報を知るために10の異なる音があ
ります。ボタンを操作すると機械的なクリ
ック音が鳴りますが、ここに記載されてい
るアクションはより音楽的です。例えば、露
出アンダーの撮影では通常より3段階下回
る音が鳴り、露出オーバーと評価された撮
影は3段階上回る音が鳴ります。

Ready:
Low battery:

ON:
ON:

Overexposure:
Overexposure:

OFF:
OFF:

Underexposure:
Underexposure:

Error:
Error:

5 images left:
5 images left:

Ready:
Ready:

1 imageleft:
left:
1 image

Low
Battery:
Low
battery:

Medium full:
Media full:

Overexposure:

IAA yellow:

Underexposure:

ナビゲーターred: ディスプレイ
Overwrite

メニュー

ズーム

5 images left:

Transfer complete:
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1 image left:


 DATE & TIME

センサーユニット上 > 設定 > ユーザー・インターフェース > 日時と時間
H5Dは内部クロックを備えています。これらは撮影された画像に対して撮影した日時を表示す
るのに使用されます。また、これらはフォルタに対して各フォルタの作成日を表示するのに使用
されます。
（センサーユニットには日付と時刻の設定を維持するための内蔵バッテリーを備えて
います。センサーユニットの概要の項目を参照して下さい。）

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い設定を選択します。
3. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いユーザー・インターフェースを選択し
ます。

4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使い日時と時間を選択します。
5. 変更したい項目を選択します。
6. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の
設定を選択します。

7. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。


 DISPLAY

センサーユニット上 > 設定 > ユーザー・インターフェース > 液晶
これは画面のコントラストや明るさ（それぞれ1から10の値で）を制御します。通常、この設定は
5のデフォルトレベルのままにしておくものとします。ただし、表示環境や画像の種類によっては
この値を増減したい場合があります。10の値が最大のコントラスト、明るさを提供し、0の値が
コントラストや明るさの無い状態（黒い画面）です。ここに小さい値を入力すると、バッテリーの
消耗を抑えるのにも役立ちます。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い設定を選択します。
3. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いユーザー・インターフェースを選択します。
4. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使い日時と時間を選択します。
5. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の
設定を選択します。

6. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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SETTINGS > CUSTOM OPTIONS




BUTTON P1 & P2, DISPLAY OFF, SLEEP, POWER OFF, IMAGE ORIENTATION, SHOW PREVIEW

,
カスタム・オプションや様々なオプションを設定、変更する事が出来ます。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い設定を選択します。
3. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いカスタム・オプションを選択します。
4. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い変更したい項目を選択します。
5. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押
して希望の設定を選択します。

メニュー

6. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

ナビゲーター

ディスプレイ

ズーム

• P1ボタン / P2ボタン
センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > P1ボタン / P2ボタン
P1ボタン、P2ボタンには特定の機能を割り当てる事が出来ます。これらのボタンはカメラの
グリップにある割り当てボタンと同様に機能します。これらのボタンの割り当てはPhocus
上のCamera Configrationツールからも行なえます。
オプション: ブラウズモード、フォーカス確認、電子水準器、情報スクリーン、フォーマット、
画像を消去、露出オーバーを表示

•

液晶オフ

センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > 液晶オフ

液晶表示がオフになるまでの経過時間を設定します。詳細については、
マニュアルの「電力
モード」の項目を参照して下さい。
オプション:

•

10 秒, 20 秒, 30 秒, 60 秒.

スリープ

センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > スリープ

カメラはスリープモードになるまでの経過時間を設定します。詳細については、
マニュアルの
「電力モード」の項目を参照して下さい。
オプション:

5 分, 10 分, 使用しない

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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•

電源オフ

センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > 電源オフ

カメラの電源がオフになるまでの経過時間を設定します。詳細については、
マニュアルの「
電力モード」の項目を参照して下さい。
オプション:

•

30 分, 60 分, 使用しない

画像の向き

センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > 画像の向き

撮影された画像がPhocusに表示された時の画像の向きを設定します。カメラが真上や真
下を向いている時など、意図しない向きの変更を回避するために使用することができ、向き
の位置を固定させる事が出来ます。
オプション: 自動, 0度にロック, 90度にロック, 180度にロック,

•

270度にロック.

プレビュー表示

センサーユニット上 > 設定 > カスタム・オプション > プレビュー表示
撮影後に撮影画像を液晶ディスプレイに表示させるかどうかを設定します。敏感な環境ま
たは垂直に撮影する時などに有用です。
オプション: オン, オフ

SETTINGS > SERVICE




SERVICE

センサーユニット上 > 設定 > サービス

ログデータ保存はCFカード上のログファイルを保存します。
デフォルト設定はセンサーユニットの設定が工場出荷時の状態にリセットされます。デフォルト
設定の詳細なリストについてはこのマニュアルの付録を参照して下さい。
テザー時の電源はMacBook ProのThunderbolt to FireWireアダプターを使用する時のオプ
ションです。この場合はコンピュータからカメラへ充分な電力を供給しないため「カメラ」を選
択する必要があります。その他の構成では「コンピュータ」を選択します。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い設定を選択します。
3. フロントホイールまたはナビゲーションボタンを使いサービスを選択します。
4. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い変更したい項目を選択します。
5. True Focusボタン ( ) または AE-Lボタン ( )またはZOOMボタンを押して希望の

Thunderbolt to FireWire
adapterを使用する際は、
「カ
メラ」を選択します。

設定を選択します。

6. EXIT(MENUボタン) を押して、設定した選択を保存します。

Thunderbolt to FireWire
adapter以外の構成を使用す
る際は、
「コンピュータ」を選
択します。
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ABOUT

センサーユニット上 > 設定 > 情報

情報ダイアログはセンサーユニットのシリアル番号や現在のファーム
ウエアバージョンを確認する事が出来ます。センサーユニットのファー
ムウエアは時々更新する事があり、その際にバグ修正や新たな機能の
追加を行なっており、ハッセルブラッドのウェブサイトからダウンロー
ドする事が出来ます。
フォーカスキャリブレーションIDは、グリップLCD上の'System Status’に記載されている情報と一致しなければなりません。センサーユ
ニットは、最適なパフォーマンスを得るためにカメラボディに合わせて
一台一台キャリブレーションされています。別のカメラボディとセンサ
ーユニットを組み合わせて使用する場合は、ハッセルブラッドのサー
ビスセンターをご参照ください。

1. MENUボタンを押します。
2. リヤーホイールまたはナビゲーションボタンを使い情報を選択し
ます。

メニュー

ナビゲーター

ズーム
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標準 (初期設定時)

 電子水準器		
電子水準器は、カメラの水平方向あるいは垂直方向の位置合わせを
行う時の迅速かつ正確な方法を提供し、ファインダー内の一部とセン
サーユニット上のディスプレイに水準器がそれぞれ表示されます。カ
メラが通常の向きにある場合は標準画面が表示され、カメラを傾け
て俯瞰の位置に向かうと、俯瞰画面が表示されます。これはカメラグ
リップ上のTrue Focus / AE-L / Stop Down / M.UPボタンに電子
水準器機能を割り当てる事が出来ます。詳しくは、カスタムオプショ
ン#4、#5、#6、#7を参照して下さい。

Not level

標準: カメラを縦または横位置のいずれかの状態で三脚に構えた時な
どに用いられます。ファインダー内の画面はカメラの傾きに関わらず、
二面に整列されており、風景撮影の水平を出す時や、インテリア/建築
撮影で広角レンズを使用する際の視覚的にカメラを水平にする事が
困難な状況において有用です。

Level

俯瞰 (初期設定時)

俯瞰: カメラを三脚に取り付け、上向きあるいは下向きにした際に、本
当に垂直な向きにあることを確実にするために用いられます。
使用中: センサーユニット上の表示 - 標準では中央部と画面下縁、右
側の3つのスケールが表示されます（風景モード）。カメラの向きを調
整し中心に来た時に、黄色の気泡が緑色に変わります。画面十字線
との大きな円はスケールを代替合成表示したものです。水平方向が正
しい場合、円の内容が黄色が緑に変わります。俯瞰モードでは、中央
のスケールも気泡表示となります。それぞれのスケールを中心とする
時、二つの黄色の気泡が緑に変わります。別の方法として、中央の青
い気泡が緑色の丸（バブルに色の変化）の中央に配置する事が出来
ます。

Not level

Level
ファインダー画面に表示される水準器

ビューファインダー上の表示 – ファインダー内の表示は水平方向のみ
を表示する事が出来ます。これはカメラが水平の時、気泡が黒くなる
以外は上述したようにバブル法を使用します。カスタムキャリブレー
ションを使用する事も出来ます。
使用方法

1) P1 / P2がボタンに機能を割
り当てて、ボタンを押す。

または

2) カメラグリップのTrue Focus /

AE-L / Stop Down / M.UPボタ
ンに電子水準器を割り当て、ボタンを
押す。

P1 & P2

カスタムキャリブレーション: 自動的に選択されるこれらのモードにはデフォルトのキャリブレ
ーションがあります。しかしながら、様々な目的のためにカスタムキャリブレーションを保存す
る事が出来ます。

1) P1 / P2 / カスタムボタンを押して水準器をアクティブにします。ディスプレイの下部には「

退出」、
「スタンダード」、
「モード」のテキストが表示されます。
モードボタンを押します。ディスプレイの下部テキストが「CAL」、
「ユーザー」、
「モード」の
表示に切り替わり、センサーユニットのディスプレイの左上に緑のユーザーアイコンが表示
されます。
3) カメラが選択した方向にしっかりと向いている事を確認して、CALボタン（Menu/Exitボ
タン）を押し、新しい設定を保存します。
4) デフォルト及びカスタム設定を切り替えるにはディスプレイボタンを押します。
カスタム設定は、次回の使用のために保存されます。新しいカスタム設定を行なうには、上記の
手順を繰り返します。
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2)

ユーザーアイ
コン

キャリブレーシ
ョンボタン

GRIP MENU SETTINGS

Photo: Frank Meyl © / Hasselblad Masters
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 GENERAL OVERVIEW
OF GRIP MENU

Text setting

Self timer options

Bracketing options

Interval
options

Custom Options

Settings options

System status

Drive

この矢印はこれらのオプションを選択
するためにフロントダイヤルが使用さ
れることを示します。

この矢印はこれらのオプションを選択
するためにリヤダイヤルが使用される
ことを示します。

Note
非常に低い温度下においては、ディス
プレイが表示されるまで、数秒の時
間を要する事があります。
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 SETTINGS

カメラのグリップ部には、よく使われるISO/WB、AF、フラッ
シュボタンの他、多くの機能にアクセスすることができま
す。これらは、H5Dをカスタマーの様々な要求を満たすた
めに強力で洗練されたツールにするためのアシストをしま
す。
これらはセルフタイマー、ブラケット、インターバル、設定、
ドライブの機能です。
定期的に使用する機能はメニューにアクセスし、ショートカ
ットボタンの再割当を使用する事によって簡略化する事が
出来ます。設定を行なう際に覚えておくべき一つのポイント
は、該当する画面が表示された時に特定のオプションにの
み利用可能であることです。関連する関数はフロントスク
ロールをまわして使用可能になります。例えばセルフタイマ
ーでの遅れ/ミラーアップするまたはミラーアップを遅らせ
る/の選択は、ディスプレイ上の下段リアスクロールホイー
ルを回してのみ使用可能です。


 SELF TIMER
オプションあり
2 – 60 s

オプションあり

DELAY / MIRROR UP
or
MIRROR UP / DELAY

オプションあり

MIRROR GOES DOWN
or
MIRROR REMAINS UP

セルフタイマー撮影とミラーの動きの配列における変化の
活性化の遅延を可能にする。シャッターは、カメラの振動
を最小限に抑えるには、2つのアクション間の休止を作成ト
リップする前に、通常はミラーが発生します。しかし、この
一時停止中にファインダーには画像や任意の最終的な露
出変更のため利用できません測光はありません。従って、セ
ルフタイマー機能は、遅延の代わりに提起されてミラーが
続くシーケンスに設定することができる。通常、ミラーが瞬
時にキャプチャした後に戻りますが、ミラーが上がったまま
の設定を選択することができます。

それがタイムアウトし、リモートシャッター機能を提供する
ように分割し、第2のタイミングが重要でないときには、リ
モートリリースケーブル/コード/デバイスの代わりに使用す
ることができる。カメラの露出設定（手動または自動）が直
前に非常に変わりやすいの照明条件で、そう育てられてミ
ラーに測光要件に応じてになり、長時間の遅延を使用して
いる場合に最適なモードを選択します。

continued over 
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SELF TIMER SETTING

フロント

ON

1)

グリップ上の MENU を押します。

2)

セルフタイマーが表示されるまでフロントダイヤル を回します。

3)

ENTERを押します。.

4)

フロントダイヤルを回してオプションにアクセスします。

ホイール

ENTER
or
SAVE
MENU

リヤー

ホイール

Delay(タイマー時間）
Mirror sequence (作動順序)
Mirror Up / Mirror Goes Down(ミラー動作モード)
(選択した項目のシンボルマークの下に影（ドロップシャドウと呼びま
す）が表示されます。例えば
)
5)

6)

タイマー時間のシンボル –
– を選択（ハイライト表示）して、
リアダイヤルを回すと、セルフタイマーを１秒刻みで2 - 60秒の範
囲で設定することが出来ます。

選択されて影がついた「タイマー遅 延 」
10秒を選択

フロントダイヤルを再び回して、Delay / Mirror Up, Mirror
Up/ Delay の作動順序を選択します（シンボル で選択）。シ
ンボルを選択した後、リアダイヤルを回して次のいずれかを選択
します。

Delay / Mirror Up
タイマー作動後、ミラーアップ（そして露出）

作 動 順 序を選 択。

Mirror Up/ Delay

「タイマー遅延後にミラーアップ」を選

択。

ミラーアップ後、タイマー作動（そして露出）.

7)

フロントダイヤルをもう一度回して、

Mirror goes down / Mirror remains up –を選択しま

す（シンボル
で選択）。シンボルを選択した後、リアホイール
を選択して、次のいずれかを選択します。

Mirror goes down =

ミラーダウン / アップ選択

ミラーは元の位置に戻り、カメラは次の露出に備える

「露出後にミラーダウン」を選択。

Mirror raised =		
ミラーアップ状態のままで M UPボタンを押すまで画像がフ
ァインダーに表示されない

8) On(AFボタン)を押すと、Offが表示され、画面最下段のテキスト
行には‘Self timer on’が表示されます。
9) SAVEボタンを押すとこの設定が保存されます。
10) セルフタイマー画面からENTER をもう一度押すと、この機能が
アクティブになります。

11) Onをクリックします。
12) シャッターボタンを半押ししてこの機能をスタンバイモードにした
後、更に全押ししてこの機能をアクティブにするか、またはシャッ
ターボタンを全押しして直接アクティブにします。

Tip

Note

Tip

画面下段のテキスト行をチェックし
てONまたはOFF状態にします。

ON/OFF(ESC)ボタンをクリックする
と、一連の動作を中止する事が出
来ます。

M UPボタンを押した後、0.5秒以内
に再びボタンを押す事で、セルフタ
イマー機能を呼び出せます。
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BRACKETING
オプションあり

2 frames
or

3 frames
or

5 frames

オプションあり

オプションあり

1/3 EV or 1/2 EV or
1 EV or 2 EV or 3 EV

ブラケッティング機能を利用すると、標準露出の撮影（マニュアルまたは
AE）及び露光量を少しずつずらした一連の撮影を自動的に行なう事が出来
ます。ブラケッティング撮影は、広範囲なトーンの被写体を撮影する場合な
どに特に有効な方法です。
ブラケッティング撮影では、何コマ撮影するか、どの順序で撮影するか、ま
たは露出差をどの程度にするかを検討して設定します。マニュアル露出また
はAEで撮影する1コマ目の露出が一連のブラケッティング撮影の基準露出
になります。

• Singleでは、一連の撮影が終了するまで、個々の露出全てに対してその
都度シャッターボタンを押す必要があります。

• Continuousでは、シャッターボタンを押したまますべてのコマを連続
撮影する事も出来ますが、シャッターボタンから指を離してもう一度押しな
がら一連の撮影が終わるまで全てのコマを連続撮影する事も出来ます。

※SingleとContinuousの設定間の動作の違いに注意してください。

BRACKETING SETTING

フロント

ON

1) MENUボタンを押します。

ホイール

ENTER
or
SAVE

2)

フロントホイールを回して、 Bracketing を表示させます。

3)

グリップ上のENTERボタンを押します。

4)

フロントホイールを回して、表示されている下記の項目をドロップシ
ャドウさせて選択します。

MENU

リヤー

ホイール

Number of Captures (撮影順序に必要なコマ数)
Sequence (露出のオーバー / アンダーの順序)
Step (標準露出設定からの露出変化の大きさ)
(選択した項目のシンボルマークの下に影（ドロップシャドウと呼びます）
が表示されます。たとえば
)
5)

フレーム撮影コマ数のシンボル
を選択した状態で、リヤーホイ
ールを回して、"2、3、5、7または9 "からブラケッティング撮影のコ
マ数を選択します。

6)

撮影順序のシンボル
を選択した状態でリヤーホイールを回し
て、撮影順序を次の中から選択します。

A:

標準、オーバー、アンダー

B:

標準、アンダー、オーバー

C:

オーバー、標準、アンダー

D:

アンダー、標準、オーバー

フレ ーム 撮 影 コ マ 数 の 選
択。３コマを選択。

A

B

C

D
次ページへ続く
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– 前ページからの続き
7)

露出差のシンボル
を表示させた状態で、リヤーホイールを回
して、"1、1/2、1/3EV"からブラケッティング撮影の露出差を設定しま
す。

撮影順序の選択。

露出差の選択。

「標準、オーバー、アンダー」

8) SAVEボタンを押して、設定を保存します。

1/3 EV の露出差を選択。

を選択。

9) Bracketing画面でENTERを再び押してブラケッティング機能を
アクティブにします。On.(AFボタン)を押します。ここでOffが表示
され、画面下段のテキスト行には‘Bracketing on’が表示されま

例

例

す。

シャッターボタンを半押ししてこの機能をスタンバイモードにした
後は、さらに全押ししてこの機能をアクティブにするか、またはシャ
ッターボタンを全押しして直接アクティブにします。

次のコマ撮影準備未完、残り3コマを示す
ファインダーディスプレイ。
撮影順序「標準、オーバー、ア

このモードから抜けるには、MENUを押し、さらにBracketing画
面でEnter を押してから Off (AF button)を押します。

ンダー」、残り3コマ、次のコ
マの撮影準備未完を示すブラ
ケッティング設定後の画面。

Tip

Note

ブラケッティング撮影順序は、ESC(ON,OFF)ボタンを押す
と撮影途中でも中断する事が出来ます。

一 例としまして、
「標 準 、オーバー、アンダー」で露 出差
EV1の5コマ撮影の場合は、標準（露出差なし）、+1EV、1EV、+2EV、-2EVのようになります。

Tip

Note

画面下段のテキスト行をチェックして、ONまたはOFF状態
にします。

デフォルト設定はブラケッティング撮影順序のシャッタース
ピード変更です。ただし、カメラをマニュアルモードに設定す
ると、絞りの変更を選択できます。
（本説明書の「カスタムオ
プション→ブラケットパラメータ→25」）をご覧下さい。

Note
SingleとComtinuousの送りの違いに関しては、このセク

ションのはじめの注意書きをご覧下さい。どちらの場合も、
ブラケッティング機能は新たな撮影に備えて自動リセット
されます。
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INTERVAL

オプションあり

2 frames –
255 frames

オプションあり

2 seconds −
1 hour

インターバルタイマー撮影機能を利用すると、一定の間隔をおいて自動的
に連続撮影する事ができます。これは動作時間研究、安全監視、自然研究
などでしばしば必要になります。露出モードやMF/AFは、カメラに設定さ

れているモードがそのまま適用されます。

INTERVAL SETTING

フロント
ホイール

ON

1)

グリップ上のMENUボタンを押します。

2)
3)
4)

フロントホイールを回して、 Intervalを表示させます。

ENTER
or
NEXT

グリップ上のENTERボタンを押します。

MENU

フロントホイールを回して、次の項目を選択します。

Number of captures (撮影順序に必要なコマ数)

リヤー

ホイール

Interval duration (撮影間の時間間隔)
(選択したシンボルはドロップシャドウによって表示されます。)

5)

撮影コマ数選択のシンボル
を選択した状態でリヤーホイール
を回して、2〜無制限の間の必要な撮影コマ数を選択します。

6)

撮影間隔のシンボルを
選択した状態で、リヤーホイールを回
して、1〜1時間の間の撮影間隔を選択します。

撮 影コマ数の選 択 。2 コマを

撮影間隔の選択。5 秒の撮影
間隔を選択。

選択。

7) SAVEボタンを押して、設定を保存します。
8) Interval画面でENTERを再び押してブラケッティング機能をアク
ティブにします。On.(AFボタン)を押します。ここでOffが表示され、
画面下段のテキスト行には‘Interval on’が表示されます。

例

シャッターボタンを半押ししてこの機能をスタンバイモードにした後
は、さらに全押ししてこの機能をアクティブにするか、またはシャッ
ターボタンを全押しして直接アクティブにします。
撮影間隔 30 秒、残りコマ数 3
を示 す 撮 影 間 隔 設 定 後 の 画
面。

Tip
画面下段のテキスト行をチェッ
クして、ONまたはOFF状態にし
ます。

Note

Tip

「カスタムオプション#27」で、初
期のタイマー遅延（すなわち、撮影
間隔）としてNone（なし）、2秒、
、10秒、60秒を選択できます。

インターバルは、ESC(ON,OFF)
ボタンを押すと撮影途中でも中断
する事が出来ます。
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SETTINGS > CUSTOM OPTIONS

オプションあり
CUSTOM OPTIONS

Settings画面でフロントホイールを回すと、Custom options, Image
info, Date & Time および System statusの4つのサブメニューを選
択できます。それぞれのサブメニューからさらに他の画面を表示できます。

Custom optionsには34を超える別の画面があり、Image infoに
は各々が多くの選択項目を備えた 2つの別画面があり、また System
statusには3つの別画面が用意されています。

CUSTOM OPTIONS (ON GRIP)

フロント
ホイール

1)
2)

グリップ上のMENUボタンを押します。

3)
4)

グリップ上のENTERボタンを押します。

ENTER
or
SAVE

フロントホイールを回して、 Settingsを表示させます。

MENU

フロントホイールを回して、4.1 Custom optionsにアクセスし
ます。

リヤー

5) ENTERボタンを押して、34を超える選択項目にアクセスします。
6) フロントホイールを回して、希望するオプションに合わせます。
7)

ホイール

リヤーホイールを回して、希望する設定に合わせます。

8) SAVEボタンを押します。
カメラの全てのオプションに対してデフォルト設定にリセットする場合
は、ON.OFFボタンを素早く押してProfilesに進み、Standardを選
択してからLoadを押します。

Tip

Tip

Custom optionsの(True Focus, AE-L, M.UP, Stop Downボタ
ン)へのショートカットとして、MENUボタンを押してさらに(True Focus, AE-L, M.UP, Stop Down）のボタンを押します。変更を行った

Custom optionsのショートカットとして、MENUボタンを押してさ
らにMENUボタンを押すと、最新の設定が自動的に表示されます。

任意の設定を行なった後、新しい設定を保存するには、シャッターボ
タンを押して下さい。

後、シャッターボタンを押して、新しい設定を保存します。
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 CUSTOM OPTIONS (ON GRIP)

絞り込みボタン割当て機能

以下は、グリップディスプレイからアクセス可能なすべてのカスタムオプショ
ンの説明です。これらは、[Menu]> [Setting]> [Custom options]によっ
てアクセスされます。赤い印を付けたオプションはデフォルト設定です。

ディスプレイオフタイム

6

• Stop Down
この他、下記に割り当てる事が可能です。

AF Drive • AE-lock • Self Timer •
Bracketing • Mirror up • B mode •
T mode • Flash Measure • Interval
timer • Cycle LM mode • Expose •
Display Off • Histogram • Focus conf
• Delete • Grey bal ex • Spirit Level •
Rear Info Screen • None

1

• 10s • 20s • 30s • 60s
ディスプレイが自動的にオフになる経過時
間の量を決定します。センサーユニットの
> [Menu] > [Settings] > [Custom options] > [Display off]から設定します。

ミラーアップボタン割当て機能

7

• Mirror up
EVステップ

この他、下記に割り当てる事が可能です。

2

AF Drive • AE-lock • Self Timer •
Bracketing • Stop Down • B mode •
T mode • Flash Measure • Interval
timer • Cycle LM mode • Expose •
Display Off • Histogram • Focus conf
• Delete • Grey bal ex • Spirit Level •
Rear Info Screen • None

• 1/2 Step • 1 Step • 1/3 Step
フロントまたはリヤーホイールの1クリック
で変更できる絞り及びシャッタースピード
のEVステップを設定します。

露出補正ステップ

3
コントロールホイールの作用方法

• 1/3 Step • 1 Step • 1/2 Step

• Clockwise • Counter clockwise

露出を一定にしてリヤーホイールの1クリ
ックで変更できるEVステップを設定しま
す。

True Focusボタン割当て機能

8

コントロールホイールを回す方向と表示の
対応関係を設定します。
例えば、フロントホイールを左方向に回し
て絞り値を変更すると、f/8 、f6.8 、f5.6の
ように表示されます。コントロールホイール
の作用方向を変更すると、同じように左方
向にコントロールホイールを回した時、f/8
、f/9.5、f/11のように絞り値が変更されま
す。

4

• True Focus
この他、下記に割り当てる事が可能です。

AF Drive • AE-lock • Self Timer •
Bracketing • Mirror up • Stop Down
• B mode • T mode • Flash Measure
• Interval timer • Cycle LM mode •
Expose • Display Off • Histogram •
Delete • Grey bal ex • Spirit Level •
Rear Info Screen • None

フラッシュ充電完了までシャッターロック

9

• Yes • No
AEロックボタン割当て機能

フラッシュの充電完了前にシャッターを切
る事ができます。内蔵ポップアップフラッ
シュや互換TTLフラッシュをホットシュー接
続して使用すると有効な機能です。PCター
ミナルに接続したフラッシュでは機能しま
せん。

5

• AE-lock
この他、下記に割り当てる事が可能です。

AF Drive • Self Timer • Bracketing •
Mirror up • Stop Down • B mode •
T mode • Flash Measure • Interval
timer • Cycle LM mode • Expose •
Display Off • Histogram • Delete •
Grey bal ex • Spirit Level • Rear Info
Screen • None

Yesに設定すると、フラッシュの充電が完
了するまでシャッターがロックされます。

Noに設定すると、フラッシュの充電完了前
でもシャッターを切る事が出来ます。
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バック未装着時、シャッターロック10

スポットモード

14

• Yes • No

• Normal • Zone

デジタルバックが装着されていなくてもシャ
ッターを切る事ができます。

スポット測光方式を選択した時、カメラがど
のように作動するかを選択します。

Yesに設定すると、ボディにデジタルバック

Normalに設定すると、カメラは平均測光

Noに設定すると、デジタルバックが装着さ

Zoneに設定すると、カメラはHasselblad
205FCCと同じように作動します。すなわ

または中央部重点測光と同じように作動し
ます。

が装着されていない時にシャッターをロッ
クします。また、グリップLCDには" Check
Magazine"のメッセージが表示されます。

ち、被写体の特定部位に中心スポットを向
けAE-Lボタンを押すと、その部位が18%グ
レイまたはゾーン5であるとして露出が計算
されLCD上にZone 5が表示されます（付
録「用語の解説」
（P.115）をご覧下さい）。
この時、リアホイールを回して、別のゾーン
値に設定する事も出来ます。

れていなくてもシャッターを切る事が出来
ます。

レンズ未装着時、シャッターロック11

• Yes • No

カメラを被写体の他の部分に向けると、そ
れらの中心スポットの部位がそれぞれのゾ
ーン値で表示されます。

レンズが装着されていなくてもシャッターを
切る事ができます。

Yesに設定すると、ボディにレンズが装着さ

れていない時にシャッターをロックします。
また、グリップLCDには"NoLens"のメッセ
ージが表示されます。

MF時のフォーカスエイド

Noに設定すると、レンズが装着されていな
くてもシャッターを切る事が出来ます。

15

• Half press • Always • Off
MFモードの時、ファインダー内LEDディス

測光範囲外、シャッターロック

プレイのフォーカスエイド矢印マークの表
示方式を次の3タイプから選択します。

12

Half press

• No • Yes

ると表示

絞りやシャッタースピードを測光範囲外に
設定した時もシャッターを切る事ができま
す。

シャッターボタンを半押しす

Always カメラが起動状態の時、常に表示
Off 表示せず

Yesに設定すると、露出計の測光範囲外で
はシャッターをロックします。

Noに設定すると、露出計の測光範囲外で
もシャッターを切る事が出来ます。

AF時の補助光
厳密な露出制御

16

• Ext flash • Camera • Off

13

被写体の照明光が暗い、またはコントラス
トが低い場合、AF補助光を発光するかどう
かを選択する事が出来ます。

• On • Off
露光量を自動的に調整して、厳密な露出制
御を行なうかどうかを設定します。絞りやシ
ャッタースピードを測光範囲外に設定した
時もシャッターを切る事ができます。

Cameraに設定すると、内蔵AFの補助光
が常に発光します。

External flashに設定すると、外付けさ
れている互換フラッシュのAF補助光が発光

Onに設定すると、厳密な露出制御を行な
います。

します。外付けフラッシュが装着されていな
い時は、内蔵フラッシュが使用されます。

Offに設定すると、通常の露出制御を行な
います。

Offに設定すると、AF補助光は発光しませ
ん。

Note
ストロボ光源と1/800のシャッター速度
を使う場合は、True Exposureモードを
オフにするのを忘れないでください。
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リアホイール露出補正

インターバルとセルフタイマー撮影21

17

• Yes • No

• Exit • Stay

AE 露出モードの時、リアホイールを回して

インターバル撮影またはセルフタイマー撮
影モードの時、設定した撮影が完了後にそ
の設定をそのまま継続するか、またはすぐに
標準設定に戻すかを設定できます。

EVの設定（または露出補正）を高速で行な
う事が出来ます。

Yesに設定すると、この設定がオンになりま

す。リアホイールを回すと、設定が行なわれ
てグリップ LCDとファインダー内 LCDのシ
ャッタースピードと絞りの値の間に±のシン
ボルが表示されます。補正量もファインダー
内 LCDで絞り値の左のスケールに表示され
ます。

Exitを選択すると、インターバル撮影また
はセルフタイマー撮影終了後に設定をクリ
アにして自動的に標準設定に戻ります。

Stay を選 択すると、引き続きインターバ
ル撮影またはセルフタイマー撮影を行いま
す。

Noに設定すると、リアホイール露出補正機
能は完全にオフになります。.

AEロックとクイックアジャスト

22

• Exp reset • Saved
コントロールロック

AEロックまたはクイックアジャストモードの

18

時、設定したモードでの撮影の完了後にそ
の設定をそのまま継続するか、またはすぐに
標準設定に戻すかを選択できます。

• All controls • Wheels • Off
コントロールロックボタンを押した時に働く
ロックの対象を設定します。

Exp Resetを選択すると、AEロックまた

All controls コントロールホイールとボタ

はクイックアジャストモードでの撮影終了後
に設定をクリアにして自動的に標準設定に
戻ります。

ンの機能をロックします。

コントロールホイールのみをロッ
クします。ただし、コントロールホイールはい
かなる設定モードでも使えます。

Wheels

Savedを選択すると、引き続きAEロックま
たはクイックアジャストモードで撮影を行い
ます。

Off ロックは働きません。

EV値の表示・非表示

23

• Yes • No
ビープ音

• On • Off

グリップLCD上でのEV値の表示・非表示を
選択できます。

ビープ音の発生を設定します。

Yesを選択すると、グリップLCD上にEV値

19

が表示されます。

Noを選択すると、表示されません。

Onに設定すると、ビープ音が鳴ります。

ISO値の表示・非表示

Offに設定すると、ビープ音が鳴りません。

24

• Yes • No

ヒストグラム表示

グリップ LCD上での ISO 値の表示・非表示
を選択できます。

20

Yesを選択すると、グリップLCD上にISO値
が表示されます。

• Yes • No
撮影後のヒストグラムをグリップ LCDに表
示するかどうかを設定します。

Noを選択すると、表示されません。
マニュアル時のブラケットパラメータ

Yesに設定すると、ヒストグラムが表示され

25

ます。

• Shutter speed • Aperture

Noに設定すると、ヒストグラムが表示され

マニュアル露出モードの時、ブラケッティン
グ撮影で変更するパラメータとして、シャッ
タースピードまたは絞りのいずれかを選択し
ます。

ません。

Shutter speedを選択した場合は、シャ
ッタースピードを変更します。

Apertureを選択した場合は、絞りを変更
します。
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マニュアル時の絞り制御

常にミラーダウンを行なう

26

32

• Front wheel • Rear wheel

• No • Yes

マニュアル露出モードの時、絞りの設定の変
更にフロントホイールまたはリヤーホイール
のいずれを使うかを選択できます。

ミラーアップ後に撮影した時に、ミラーアッ
プした状態を維持するか、ミラーを戻すか
のいずれかを選択できます。

Front wheelを選択した場合は、フロント
ホイールで絞りの設定を変更します。

シャッターボタンでAEロックを行なう

Rear wheelを選択した場合は、リアホイ
ールで絞りの設定を変更します。

フラッシュ光量のアンダー警告

33

• Off • On
AE-L ボタンに他の機能を割り当てた場合
でも、シャッターボタンの半押し動作でAE
ロックを行なう事が出来ます。

27

• On • Off
‘Low flash’ メッセージと三角マークの表
示をコントロールします。

B / T モードを隠す

ONを選択すると、フラッシュ光量アンダー

• Off • On

警告が表示されます。

シャッタースピードの変更を行う際に、1秒
から1.4秒へスムーズに調整が出来るよう
にB（バルブ）、T（タイム）モードの表示を
設定します。

OFFを選択すると、表示されません。
初期のインターバルタイマー遅延28

• None • 2s •10s • 60s • Interval time
インターバルタイマー機能が働いて最初の
撮影が行われるまでの遅延を設定する事が
出来ます。

絞りの指示

29

• Normal • Light meter
絞りの指示の表示を選択できます。(マニュ
アル露出モードの時のみ).

Normalを選択すると、従来の表示(f5.6,
f8など)が行なわれます。
Light meterを選択すると、「露出計」タ
イプの表示 (f5.6⁰, f8.⁵, など)が行なわれま
す。

エキストラ・ミラー・ディレイ

34

30

50 ms • 100 ms • 200 ms • None • 25
ms
長い露光時間でのミラーショック（振動）に
よる影響を防ぐため、ミラーが上がる瞬間と
レンズシャッターの駆動の遅延時間を選択
できます。

AF-SモードにTrue Focusの設定31
• Off • on
AF-Sモードの時、シャッター半押しボタン
でピントを合わせた際にTrue Focusの機
能を割り当てる事が出来ます。
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SETTINGS > IMAGE INFO

画像情報では、メタデータに含める文字、単語、シンボルなどをユーザー独自の組み合わせによって表示できます。これと同じ方法がプロファイル名の変更
にも使用できます。

IMAGE INFO SETTING

フロント

AF

1)

グリップ上のMENUボタンを押します。

2)

フロントホイールを回して、 Settingsを表示させます。

3)

グリップ上のENTERボタンを押します。

4)

フロントホイールを回して、4.2 Image infoにアクセスします。

SAVE
or
ENTER
MENU

5) ENTERボタンを押して、テキスト表示画面にアクセスします。
6)

ホイール

フロントホイールを回すと、カーソルは水平方向に移動します。リアホ
イールを回すと、カーソルは垂直方向に移動し、画面をスクロールす
る事によって、画面表示されている文字全てを見る事が出来ます。
画面の左側に、一つのXシンボルと二つの矢印を表示した小さいボッ
クスフレームがあります。フロントホイールを回して選択カーソルをこ
のボックスに入れ、リアホイールを回して選択カーソルを上下に移動
させます。
ボックス内のXシンボルをハイライト表示し、Sel.(AF)ボタンを繰
り返して押すと、テキストの不要な行を削除する事が出来ます。そ
の後、リアホイールでスクロールして希望する文字を見つけ、画面に
表示させます。
（「スペース」文字は、感嘆符の左隣にある「空きス
ペース」
（最上行・左端）です。）フロントとリアの両ホイールを組み
合わせて選択カーソルを移動し、希望する文字をハイライト表示さ
せ、Sel.(AF)ボタンを押すと、画面の下部のテキスト行に表示されて
いる文字が保存されます。同じ手順を繰り返して、文字とシンボルの
行を完成させ、Save(DRIVE)ボタンを押して、新しい設定を保存し
ます。
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IMAGE INFO SETTING

以下に、作成済みテキストの変更方法の一例を挙げます。（以下に記
載する「テキスト」という単語は、著作権シンボル"©"+撮影者名"Jens
Karlsson"のことです）。変更の手順については、前のセクション「4.2
Image Info」をご覧下さい。

1)

まず、Image info画面にアクセスします。画面最下段の上のテキス
ト行で、テキスト行カーソルを変更する文字の右に置きます。フロン
ト及びリヤーホイールを回して選択カーソルを移動し、Xシンボルを
ハイライト表示させます。

1

2

3

4

5

6

7

8

2) Sel. (AF)ボタンを押すと、この文字が消去されます。
3) Sel. (AF)ボタンを繰り返して押すと、この行の全ての文字が次々と
消去されます。

4)

不要なテキストを消去した後、フロント及びリヤーホイールを回して、
選択カーソルで希望する文字（この場合は著作権シンボル）をハイラ
イト表示させ、Saveを押します。画面を下にスクロールすると、更に
多くのシンボルが現れます。

5)

同様に次の文字（この場合はスペース）を選択して、Saveを押しま
す。

6)

この例では、大文字の"J"が既にハイライト表示され保存されていま
す。

7)

希望する全ての文字が表示されるまで上記の手順を繰り返します。更
に多くの文字を表示していくと左側の文字が一時的に画面から消え
るため、追加してある文字が何であるか分かります。最大文字数が
約40である事を忘れないでください。
間違えた場合は、変更したい位置に到達するまで書く文字を一つず
つ削除して（前記ステップ1〜3参照）から、
「テキストの追加」手順
に戻ります。

8)

この例では、シンボル、スペース、大文字、及び小文字からなる全部
で15文字を表示しています。

SETTINGS > DATE & TIME
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SETTINGS > SYSTEM STATUS

修理の結果としての部品の処置を以下のように確認します。

SYSTEM STATUS DISCLOSURE

フロント
ホイール

1)

グリップ上のMENUボタンを押します。

2)

フロントホイールを回して、 Settingsを表示させます。

ENTER
or
NEXT
MENU

3)

グリップ上のENTERボタンを押します。

4)

フロントホイールを回して、4.4 System Statusにアクセスしま
す。

5) ENTERボタンを押します。
6) ENTERボタンを押します。ここでディスプレイはカメラ部分のリス

トが表示され、個々の部品の右側にはその部品の動作回数を表す数
字が表示されます。全く新しいカメラでも、納入前に実施された試
験での処置が記録されている事に注意してください。

7) NEXTボタンを押して各品目に関するファームウエアのバージョンを

表示します。さらにNEXTボタンを押すと、フォーカスキャリブレーシ
ョンの情報を表示します。
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 DRIVE

ドライブモードには、SingleとContinuousの２タイプがあります。モー
ドでは、Singleシャッターボタンを押すと1コマの撮影が行われて、次の
撮影準備が完了します。Continuousモードでは、シャッターボタンを押
し続けている限り、カメラは自動的に連続撮影を行って次の撮影に備えま
す。

SINGLE AND CONTINUOUS SETTING

フロント
ホイール

カメラを起動状態にして、次のように設定します。

1)

グリップ上のMENUボタンを押します。

2)

フロントホイールを回して、 Driveを表示させます。

3)

グリップ上のENTERボタンを押します。

4)

フロントホイールを回してSingleまたはContinuousを選択し
ます。

ENTER
or
SAVE
MENU

5) SAVEボタンを押して、この設定を保存します。
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PROFILES

Photo: Vicente Ansola © / Hasselblad Masters
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PROFILES
プロファイルは、あらかじめ決定した複数の設定の組み合わせに素早
くアクセスして、ワークフローの速度と安全性を向上させる機能です。
社交場の例を挙げると、屋外のフォーマル撮影や屋内のインフォーマ
ル手持ちフラッシュ使用の広角写真などが含まれ、こうした状況は緊
張度の高い環境下での様々な設定を必要とします。各状況に必要な
設定を事前に定めておく事で、これらをプロファイルとしてまとめて保
存する事が出来ます。このプロファイルを呼び出す場合、ボタンを一
つ押すだけで、全ての設定が正しい事が保証されます。

Fill flash: ノーマルフラッシュシンクロ（-1.7絞り分光量補正）、シン
グルAF、1コマ送り、AE（絞り優先）、平均測光

例えば、屋内ではAF-S、ブラケッティング、プログラム撮影などを選
ぶものとします。一旦設定した後、赤色のPROFILESボタンを押し、
プロファイル名を選択してSAVEを押します。また新しいプロファイル
には新しい名前を‘Outdoors’などと付けて保存する事が出来ます。
屋内撮影をフラッシュ、Pv設定などに変更する場合は、新たな設定と
してその手順を繰り返します。プロファイルリストの‘Outdoors’また
は‘Indoors’にアクセスするだけで、関連する全ての設定が状況に合
わせて即座に正しく行なわれます。

カスタマイズ全てのユーザープロファイルは 、電 池を取り外して
MENU及びISO/WBボタンを同時に押し続けるだけでデフォルト値
に戻す事ができ、電池の交換はこれらのボタンを押しながら行ないま
す。プロファイルをデフォルトに戻すと、音声信号が発せられます。

プロファイルには、Default, Full auto, Studio,およびFill flash
の4種類があります。Defaultをのぞく全てのプロファイルは名前を
変更することが出来ます。

または

Spare: カスタマイズしたプロファイルを保存できます
デフォルト設定では、簡単かつ迅速にアクセス出来るよう、強調表示さ
れています。リストの下のプロファイルを選択するためには、リアスクロー
ルホイールを回します。ディスプレイの右側に見えるスクロールバーが下
がり、リストの下のプロファイルへアクセスが出来ます。

プロファイルを作成し、保存・管理するには二つの方法があります。

1)

グリップ上のボタンを使用する

2) PhocusのCamera Configurationツールを使用する

デフォルトのプロファイルの内容は次の通りです。

Default: ノーマルフラッシュシンクロ、シングルAF、1コマ送り、AE（
絞り優先）、中央部重点測光

ノーマルフラッシュシンクロ、シングルAF、1コマ送り、プ
ログラム撮影、平均測光

Full auto:

ノーマルフラッシュシンクロ、MF、1コマ送り、
マニュアル撮
影、スポット測光

Studio:

Note
プロファイルが作成されると、センサー部で行われた設定を含めたすべての設定が保存されます。それは、プロファイルが作成された時点でのISO、ホ
ワイトバランス、色温度とプロファイルが作られた時点でのカラーバランスの設定も含みます。これらのプロファイル設定は、プロファイルボタンが押
された時点で使用されている設定を上書きします。言い換えれば、プロファイルを使用する場合にISO、ホワイトバランスや色温度の変更を確認する
ことを忘れないでください。
（色調はユーザー設定ではありませんが、マニュアルホワイトバランスが行われた後に保存されます）。

1)

プロファイルの作成
カメラを起動状態にした後、各種設定（AFモード、絞り優先。フィル
フラッシュ露出補正など）を行い、それぞれの設定を保存します。

2)

必要な設 定が全て完了したら、グリップ上の PROFILES ボタン
(ON.OFFボタン)をクリック（押すのではなく）すると、プロファイル
画面が表示されます。

3)

フロントまたはリヤーホイールを回して、プロファイルのリストをスク
ロールします。Defaultを除いた、Spareプロファイルまたはそれ
ぞれのプロファイル名を選択します。新しいプロファイルを同じ名前
で保存することも出来ますし、名前を変更する事も出来ます。

LOAD
(AF)
SAVE
(ISO/WB)

PROFILES
(On/Off)

4) Saveボタンを押します。ここで内容に見合ったプロファイル名を新

たに付ける事が出来ます（この手順については、本説明書のセクショ
ン4.2 「Image Info」(P.104)をご覧下さい）。

Note

メイン画面上のプロファイルを使用するには、PROFILESボタンを押し
て再びプロファイル画面を表示します。選択したいプロファイルまでリス
トをスクロールして、Load (AF)ボタンを押します。保存された全ての設
定が自動的に実行されます。

設定を変更しても、リストのプロファイル名をそのまま残そうとする
とその新しいパラメータはその名前のまま残ります。すなわち、名前は
同じでも設定はここにリストされたものと同じにはなりません。後で
混乱を招かないためにもプロファイル名を必ず変更しておく方がより
安全です。
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 USING PROFILES
1)

メイン画面からグリップ上のPROFILESボタンをクリックすると、
プロファイル画面が表示されます。

2)

フロントまたはリヤーホイールを回して、リストをスクロールし、希望
するプロファイルを選択（ハイライト表示）します。

AF
SAVE
PROFILES

3) Load (AFボタン)を押します。ここでカメラは選択したプロファイル
の名前の下で保存されている全てのパラメータに従って設定されま
す。


 CHANGING A PROFILE NAME

プロファイル名は‘Default’を除いて、いつでも変更できます。

1)

メイン画面からグリップ上のPROFILES(ON.OFFボタン)をクリッ
クすると、プロファイル画面が表示されます。

2)

フロントまたはリヤーホイールを回して、リストをスクロールし、希望
するプロファイルを選択（ハイライト表示）します。

3) Load (AFボタン)を押します。
4) PROFILES(ON.OFFボタン)を押します。
5) Saveボタン(ISO/WBボタン)を押します。ここで内容に見合ったプ

ロファイル名に変更する事が出来ます。
（この手順については、本説
明書のセクション4.2 「Image Info」(P.104)をご覧下さい）。

Tip
工場出荷時の設定に素早く戻す方法は以下の通りです。

1.
2.
3.

バッテリーグリップを外す
5〜10秒待ちます。
MENU及びIS0/WBボタンの両方を押しながら、バッテリーグリップを
装着してください。.
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FLASH / STROBE

Photo: Olivier Valsecchi © / Hasselblad Masters
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FLASH / STROBE
H5D カメラには、マニュアルモードでほとんどのフラッシュユニット

が 使えます。しかし、T T L オート機能を利用するには、フラッシュが
SCA3002システムと互換性がある事を確かめる必要があります。接続
にはPCソケットまたはホットシューのいずれ下が必要です。
（以下の警告
参照）
ビューファインダーはガイドナンバー12のフィルフラッシュが内蔵されて
いて、OTF/TTLフラッシュコントロールが可能です。このユニットは近距
離での簡単な屋内撮影はもとより屋外での多くのフィルフラッシュ機能に
対しても十分な照明が可能です。
フラッシュの発光量は、周辺の露出とは別に調整して最適なコントロール

を行なう事が出来ます。
外付けフラッシュユニットがハッセルブラッドSCA3902アダプタを採用
したSCA3002（メッツ）システムと互換性がある場合は、このユニット
をホットシューに接続して専用モードで使用できます。また、このユニッ
トはケーブル無しで取り付けて情報を転送する事が出来ます。
フラッシュシンクロはNormalまたはRearに設定できます。
（先幕シンク
ロまたは後幕シンクロ）。
外付けフラッシュを使用する場合は、各ユーザーマニュアルをご覧下さ
い。

GENERAL

A（絞り優先AE）またはS（シャッター優先AE）モードでフラッシュを使用すると、カメラの露出条
件から屋内撮影でシャッタースピードを遅くせざるをえなくなり、例えば三脚が必要になります。一
方、P（プログラムAE）またはPv（プログラム可変AE）モードの場合、シャッタースピードは自動的
に最長でも1/60に設定されて手持ち撮影が可能になります。
接写撮影でフラッシュを使用したり、絞りを大きく開いたりすると、フラッシュユニットの発光持続
時間が最小の場合でも、発光量が大きすぎる事がありますので、注意してください。これらの制約
の詳細については、フラッシュの発光量の仕様をご覧下さい。
フラッシュメーター機能は、あらゆるタイプの外付けフラッシュに使用できます。
（TTL測光タイプ
のフラッシュは、マニュアルモードのみで使用してください）。
リアシンクロは、撮影効果を狙った有用な機能で、長時間露光された光の流れをフラッシュと組み
合わせて露光が終わる直前のタイミングで発光させることで、自然な表現が可能になります。
メッツSCA3002タイプ及び互換の専用フラッシュを使用する場合は、フラッシュはカメラ側から自
動的に制御できます。この制御では、フラッシュユニットをTTLに設定するか、ユニット内蔵の測光
システム(A)にするかどうかが決定されます。
ファインダー内蔵フラッシュまたは外付けのSCA3002互換フラッシュは、露光補正とシャッターシ
ンクロの二つの機能ともカメラのグリップからコントロールする事が出来ます。マニュアルモードの
場合、フラッシュ測光機能はSCA3002互換でないフラッシュユニットにもSCA3002互換ユニット
にも使用できます。
フラッシュ出力とカメラの露出条件のバランスを変えて様々な効果を得るには、露出補正機能を使
います。長時間露光の効果を生かすには、シンクロ機能を使います。フラッシュ露出試験を行なう
には、フラッシュメーター機能を使います。

Note

Note

Note

カメラのホットシューには、H5D用に特化
されたフラッシュユニットのみを接続する
必要があります。

ホットシューを利用してH5Dカメラ専用のフ
ラッシュユニットを別のブランドのカメラに接
続しないで下さい。フラッシュユニットやカメ
ラが損傷するおそれがあります。

フラッシュ・ストロボ主光源と1/800のシャッ
ター速度を組み合わせて使用する際は、True
Exposureモード（カスタムオプション #13）
をオフにして使用してください。.

Note
どんなタイプのストロボやスタジオ用フラッシュの使用時にもあてはまる事ですが、正しい接続と一般的な取り扱い方法の確認には特に注意を払って
ください。また、カメラにデジタルバック、コンピュータ、照明器具等の電子・電気機器を接続すると、潜在的危険度が増す場合があり、IR（赤外）ま
たは同様のワイヤレス機器を使用してシャッターを切るなどリスクを最小限にとどめるように心がけてください。
ヴィクター・ハッセルブラッドAB社及び、ハッセルブラッドA/S社は、ハッセルブラッド製品をサードパーティ性の機器と組み合わせて使用したために
起こった事故等に関して、いかなる責任も負いません。
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 ACCESS TO CONTROLS
1.

カメラを起動状態にして、FLASHボタンを一度押します。

2.

フロントホイールを回して、必要な補正量を設定します。

FLASH

Clr

フロント
ホイール

• ±3EVの範囲で設定できます。
• Clrを押すと設定をクリアできます。
3.

リアホイールを回して、次の項目を設定します。

• normal sync (ノーマルシンクロ)シャッターが開いた直
後にフラッシュが発光

• rear sync (リアシンクロ)シャッターが閉じる直前にフラ
ッシュが発光

• flash measure (フラッシュメーター)非TTLタイプまた
は、TTLタイプのマニュアルモードで動作
4. 標準表示では、グリップLCD上にフラッシュモード、つまりNormal
またはRearが表示されます。
5. Flash Measureに設定すると、特定の画面が表示されてAE-Lボ

ファインダー内の LCD の表示 例 。rear
syncと露出補正'- 1EV’に設定

タンを押して読み取りを行なうように促されます。詳細については以
下の説明をご覧下さい。


 INTEGRAL FLASH

内蔵フラッシュの使用方法

設定する内蔵フラッシュの仕様は以下の通りです。
ガイドナンバー			
内蔵照射角			

				
周辺部隅での最大輝度減衰
内蔵色温度(フル発光時)

1)

12
56º 水平方向
44º 垂直方向
- 1EV (50%)
5,000 – 5,600º K

フラッシュポップアップボタンをフラッシュマークの方向にスライド
させます。

2) FLASHボタンを押します。
3)

フラッシュポップアップレバーをフラッシュマークの方向へスライドさせ
ると内蔵フラッシュがポップアップします。フラッシュの上部をカチッと
音がする位置まで押し込むと、フラッシュを収納する事が出来ます。フラ
ッシュはポップアップ状態では自動的に作動可能となり、収納すると作
動停止します。

リヤーホイールを回してNormal syncまたはRear syncを選択
し、必要に応じてフロントホイールを回して補正量を選択します。

4) Saveボタンを押します。シャッターボタンを押して撮影します。
5)

フラッシュファインダー内の緑色LEDフラッシュマークは充電中は点灯
し、充電が完了すると点灯します。フラッシュの発光量は、フィルフラッ
シュモードで最適な光源バランスが得られるように調整する事が出来ま
す。

カメラの設定とフラッシュの発光量が適切でないと、ファインダー
内LCDに緑色のフラッシュマークと一緒に赤色三角マークと‘Low
flash’の警告メッセージが表示されます。またグリップLCDに
も‘Low flash’の警告メッセージが表示されます。
このような場合は、被写体に近づく、絞りを開く、あるいはISO感度
を高くする等の対処をして、状況を打開してください。

FLASH
カメラファインダー内LCDの左側の表示マーク。

SAVE

警告三角マーク（赤色）とLED フラッシュ（緑
色）

リヤー

ホイール

Note

Note

外付けTTLフラッシュをTTLまたはA(オートモード)で使用している時
は、ファインダー内内蔵フラッシュを使用しないでください。

ファインダー内蔵フラッシュを使用する場合、照射角の関係上、80mmまたは更
に長い焦点距離のレンズ(レンズシェード無し)を使用してください。
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 SEPARATE FLASH UNIT CONNECTION

外付けフラッシュユニットは、ビューファインダー最上部のホットシューア
クセサリーホルダー（前記警告参照）からもしくはボディ側のシンクロタ
ーミナルに接続します。スレーブユニットスイッチ/トランスミッターもユ
ニットに応じて同様に接続します。
（詳細については、個々のユーザーマ
ニュアルをご覧下さい）。
ホットシューを使用しない時は、常にプラスティック製のカバーをかぶせ
ておいてください。

はじめにこの角を持ち上げます


 FLASH MEASURE OF SEPARATE 		
FLASH UNIT

FLASH

フラッシュメータ機構は、外付けフラッシュをシンクロターミナルに接続
したとき、及び SCA3902アダプタ対応フラッシュをMモードで使用し
た時のみ機能します。この場合、カメラはフラッシュとほとんど連動しま
す。絞りを調整して、情報がグリップLCDに正しく表示されるまで、何度
か撮影を試みます。

SAVE

リヤー

フラッシュメーターの使用方法

1)

ホイール

グリップ上のFLASHボタンを押してフラッシュオプション画面を表
示します。

2) リアホイールを回して、Flash measureの文字を表示させます。
3) Save (ISO/WBボタン) を押して、flash exposureの画面を表示
させます。

4) フロントホイールを回して、絞り値を設定します。
5) AE-Lボタンを押すと、設定した絞り値に絞り込まれ、ミラーが跳ね

上がり、フラッシュが発光します。被写体からの反射光は補助シャッ
ターの白色部分で反射されてセンサーで測光します。

6)

適正露出からのズレがEV値の差として、グリップLCDとファインダー
LCDに表示されます。‘high’または‘low’が表示される場合は、絞
りを変えてもう一度測光します。
露出差が0(Diff EV: 0)、あるいは適正露出からのズレが希望する
値になるまで絞りを変えて測光を繰り返してください。

	 	
	 	

Diff EV: Low は2EV以上アンダーの時に表示されます
Diff EV: High は2EV以上オーバーの時に表示されます

Tip
‘Low Flash’の警告は、お好みに応じて「カスタムオプション
(P.102)でオフにする事が出来ます。
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ACCESSORIES

Photo: Milosz Wozaczynski © / Hasselblad Masters
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CONNECTIVITY DIAGRAM

Optional viewfinders

Tilt/Shift

HV 90x / HVD 90x viewfinders

Accessories

GIL GPS
receiver

HTS 1.5.
For use with HCD28,
HC35, HC50, HC80
and HC100 (including
extension tubes)

HVM waist-level
viewfinder

H5D Camera

Optional V system lenses

CF lens adapter
HV 90x-II viewfinder

SCA3902 TTL Flash
Adapter

Lenses

Sensor unit

Camera body
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All HC/HCD
lenses, including
extension tubes
and converter

HC LENS RANGE

HCD 4.8/24mm

HC 3.5/50-IImm

HC Macro 4/120-IImm

HCD 4/28mm

HC 3.5/35mm

HC 2.8/80mm

HC 2.2/100mm

HC 3.2/150mm

HC 4/210mm

HC 3.5–4.5/50–110mm
HC 4.5/300mm

Most V system C type lenses with
optional CF lens adapter
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HCD 4.0–5.6/35–90mm

OPTIONAL ACCESSORIES
Flash adapter SCA 3902

HVM waist level viewfinder

(3053393)

(3053328)

フラッシュSCA3002システム互換のフラッ
シュをハッセルブラッドH5Dに接続する際
に使用します。

HVMウエストレベルファインダーは、被写体

とのアイコンタクト効果、例えばポートレート
撮影において低い視野からの快適な視野を
提供します。すべてのHシステムレンズのオー
トフォーカス機能を使用できます。横位置の
撮影に最適化されており、縦位置での使用に
は適していません。

UV-sky filters
(3053470, 3053474, 3053478)
紫外線を吸収し、色再 現に影 響を与えず
にブル ー ヘイズ を 減 少させる 事 が 出 来
ます。また、レンズ 前 玉保 護 の 役 割を果
たします。厳しい条 件での屋外 撮 影には
特におす すめです。各 種レンズに合わせ
て、UV-sky 67mm (3053470), UV-sky
77mm (3053474)およびUV-sky 95mm
(3053478) の3サイズが用意されていま
す。

Proshade V/H 60 – 95
(3040740)
蛇腹レンズフードです。コンパクトでフラット
なフォールディングデザインであるため。収納
ケースのスペースが節約されます。アダプタを
使うと、全てのH用レンズとほとんど全てのV
システムレンズに装着できます。ガラス、ゼラ
チン、プラスティックの各フィルター用のホル
ダーも備えています。

Pola filters
(3053482, 3053486, 3053490)

Proshade adapters

非鏡面反射とグレアを抑え、彩度を上げて
鮮やかに撮影します。これを使用すると、青
い空を強調する事が出来ます。3サイズが用
意されています。

(3043415, 3043417, 3043419)
バヨネット式の HCレンズ用 67mm,77mm
及び95mmヨアダプタです。確実に装着され
るロック機能を備えています。

GIL (Global Image Locator)

Support strap with
Quickplate H

(3053300)

(3045154)

ハッセルブラッドGIL（3053300）は、すべて
のHシステムのデジタルカメラ用 GPS 情報の
自動作成とストレージを提供します。データ
は、各個別の画像ファイルに直接タグ付けさ
れており、PHOCUSによって読み取ることが
できます。余分な外部バッテリーや電源を必
要とせず、バックグラウンドでシームレスに動
作します。

手持ち撮影の際、手首の負担を軽減するほ
か、安心感も増します。クイックプレートH
も付属します。

Camera strap H
(3053616)
裏面に滑り止め加工を施した幅広のカメラ
ストラップです。

Tripod quick coupling H
(3043326)
このカップリングを三脚に取り付けておくと、
カメラを素早く着脱でき、また同じ位置にしっ
かり取り付ける事が可能になります。水準器
が二カ所に設けてあり、カメラの水平出しも
用意です。1/4”及び3/8”三脚ネジに対応し、
安全ロック付きです。

Focusing screens
全てのフォーカシングスクリーンはスフェリ
カルアキュートマットDタイプです。中央部
にスポット測光(ø7.5)用及びAF測距マーク
が入っています。グリッドは工業、建築など
の詳細写真撮影に利用されます。センサー
フォーマットのマスキングの有無に関わらず
使用する事が出来ます。
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Release cord H

Angle finder H

(3043370)

(S100A12359A00)

ケーブル長0.5mのリモートレリーズコードで
す。

HV90x,HVD90x用のアングルファインダー。カ

メラの位置に関わらず、垂直視野角を可能にし
ます。取り付けの際に接眼部への若干の修正を
要します。

HVM correction lens holder
(3053348)

DC power grip

Lens holder for custom made eyesight
correction (lenses available from opticians). To be used for optimal viewing
comfort and accuracy.

(3043350)
国内の主電源からカメラの電源を供給するため
のAC電源アダプタ。取り外し可能なHシステム
カメラグリップの形状をしています。

HVD 90x / HV 90x & 90x-ll
viewfinders

Battery Adapter

(3053330, 3053326, 3053334)

(3053310)
大判カメラに取り付けられたセンサーユニットへ
の電源を供給するためのアダプタ。

アイレベルのビューファインダーで、視野率
100%の正立・正像を見る事が出来ます。ポッ
プアップ式の小型フラッシュ、露出計を内蔵し
ています。

OPTIONAL HC LENS ACCESSORIES
Converter H 1.7X

HTS 1.5

(3023717)

(3043400)

このコンバータは、レンズとボディの間に取り付
けてレンズの焦点距離を1.7倍にします。これを
使うと、レンズの幅を広げるのに便利です。コン
バータH1.7Xは、ハッセルブラッドHシステムの
他のレンズと同じ優れた光学およびメカニカル
性能を持っています。レンズの構成は4群6枚で
す。

H T S1. 5 は 、H CD24 mm , H CD28 mm ,
HC35mm,HC50mm,HC80mm および
HC100mmレンズのために設計されたティル
ト・シフト・アダプターです。それは技術的な難
問を解決するだけでなく、創造性の解決策のた
めのエキサイティングな機会もまた提供しま
す。

CF Adapter

Macro Converter H

(3043500)

(5023720)

CFレンズアダプターを使用すると、Vシステム
のほとんど全てのレンズをHシステムのカメラ

マクロコンバータは広角Hシステムレンズの至
近距離性能を向上させるように設計されていま
す。最適な性能を得るためにHC50-IIレンズと
共に使用を目的としていますが、他のHシステム
広角レンズでも使用することができます。

で使用できます。このため、レンズの幅が必然
的に拡大されて十数種を超える様々な焦点距
離のHカメラシステムが実現します。

H 13, 26 and 52 Extension
tubes
(3053513, 3053526 and 3053542)
このエクステンションチューブは、レンズとボ
ディの中間に取り付けて最短撮影距離を短く
し、クローズアップ撮影に使用します。厚みの
違いにより13mm、26mm、および52mmの
3種類が用意されています。H5DカメラのTTL
測光方式によりAE露出補正がそのまま使えま
す。

詳細や新しいアクセサリのニュースについては、ハッセルブラッドのウェブサイト
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www.hasselblad.com をご覧下さい。

MULTI SHOT
マルチショット機能はH5D-50MSとH5D-200MSのモデルで利用可能
です。H5D-50MSは通常の1回の撮影ではなく、4回撮影を行い、H5D200MSは6回撮影を行っています。マルチショットキャプチャーはそれぞ
れの撮影時に同じ条件で撮影を行なうことで、究極の色定義を示し、モア
レを排除します。マルチショット撮影のテクノロジーは非常に正確な高精
度ピエゾ制御による技術により実現します。H5D-200MSの6ショット撮
影の場合、R、G、B各ピクセルごとに画素をずらして4回撮影をし、さらにピ
クセルを半画素ずらして2度撮影を行ない大部分の隙間を埋めてピクセル
数を拡大し、超高解像度のイメージに結合されます。
マル チショット撮 影 を行 うためには カメラをコンピュー タと接 続し
て、Phocusソフトウエアから撮影を行わなければなりません。撮影メニュ
ー上の「撮影」から「マルチ（6ショット)」を選んで下さい。Phocusは自動
的に撮影を開始します。撮影後は画像保存先のフォルダへ3Fファイルとし
て保存されます。
マルチショット撮影のテクノロジーは非常に正確な高精度ピエゾ制御によ
る技術により実現します。H5D-200MSの6ショット撮影の場合、R、G、B
各ピクセルごとに画素をずらして4回撮影をし、さらにピクセルを半画素ず
らして2度撮影を行ない大部分の隙間を埋めてピクセル数を拡大し、超高
解像度のイメージに結合されます。マルチショットで撮影された画像はモア
レの無い驚くべきシャープネスと、豊富なディテールを含んでいます。従っ
て、これらは撮影後の大きな拡大にも耐えうるでしょう。
撮影時には、カメラと被写体が確実に固定されている事が重要です。従っ
て、マルチショット撮影機能は、スタジオのような場所で、カメラを安定し
て設置する三脚、安定した照明環境が求められます。しかし1ショットモー
ドではいずれの製品も全ての仕様、機能を含めてH5Dカメラの標準モデル
として機能します。

H5D-50MSとH5D-200MSの詳しい詳細については、www.hasselblad.comからデータシートをダウンロードして下さい。

この画像は6ショットモードが生成する品質の向上を説明するために1ショット及び6ショットモードで撮影されました。6ショットの画像は細かいディ
テールがあり非常に細部の描写にすぐれ、色モアレもありません。

この花びらの部分のみを拡大
した画像

'6ショット' モード

'1ショット' モード
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APPENDIX

Photo: Jon Lowenstein © / Hasselblad Masters
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H5Dカメラの仕様

H5D-40

H5D-50

H5D-60

H5D-50MS

H5D-200MS

センサーサイズ

4000万画素
(5478 × 7304)

5000万画素
(6132 × 8176)

6000万画素
(6708 × 8956)

5000万画素
(6132 × 8176)

5000万画素
(6132 × 8176)

センサー寸法

32.9 × 43.8 mm

36.7 × 49.1 mm

40.2 × 53.7 mm

36.7 × 49.1 mm

36.7 × 49.1 mm

ピクセルサイズ

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm

6.0 μm / 3.0 μm

画像サイズ

RAW 3FR : 約50 MB
TIFF 8 bit: 約120 MB

RAW 3FR : 約 65 MB
TIFF 8 bit: 約150 MB

RAW 3FR : 約80 MB
TIFF 8 bit: 約180 MB

RAW 3FR : 約 65 MB /
約300 MB
TIFF 8 bit: 約150 MB /
約150 MB

RAW 3FR : 約 65 MB /
約300 MB / 約1200 MB
TIFF 8 bit: 約150 MB /
約150 MB / 約 600 MB

RAWファイルフォーマット

可逆圧縮されたHasselblad 3FR

JPEG

1/4サイズでの同時記録に対応

撮影モード

シングルショット

シングルショット

シングルショット / マルチ

シングルショット / マルチシ

ショット

ョット / 6ショット

80, 100, 200, 400, 800

50, 100, 200, 400, 800

50, 100, 200, 400, 800

8GBのCFカードに平均100枚

8GBのCFカードに平均120枚

8GBのCFカードに平均120枚

シングルショット

色深度

16 bit

ISO感度

100, 200, 400, 800 1600

カラーマネジメント

ハッセルブラッド・ナチュラル・カラー・ソリューション

50, 100, 200, 400, 800

記録枚数

8GBのCFカードに平均150枚

ディスプレイ

3インチTFTタイプ, 24bitカラー, 460.800ピクセル

8GBのCFカードに平均120枚

記録メディア

U-DMA対応コンパクトフラッシュ (例. SanDisk Extreme Pro) または、Mac/PCと接続して画像を転送

音響フィードバック

対応

ソフトウエア

Phocus for Mac / Windows (同梱). Adobe® Photoshop® Lightroom® (同梱)

連結操作

Phocus またはテザープラグインをインストールしたAdobe® Photoshop® Lightroom®

プラットフォーム

Macintosh: OS X 10.5 以降. Windows: Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit)

ホスト撮影のタイプ

FireWire 800 (IEEE1394b). オプションのアダプターでThunderbolt対応

ビューカメラの互換性

機械式シャッターはストロボ設定を利用してコントロール 電子シャッターはからコントロール
オプションのバッテリーアダプターを使用するとセンサーユニット単体で使用可能.

カスタム登録

6つのプログラム可能なユーザーボタン カメラの設定をカスタムプロファイルとして7つ保存可能

レンズ

セントラル・レンズ・シャッター搭載のハッセルブラッドHCレンズ (24 〜 300 mmまでの12本のレンズ )
オプションのCFレンズアダプターを使用してVシステムのカールツァイスレンズが使用可能

シャッタースピード範囲

256 秒 〜 1/800 秒

ストロボ同調速度

全速同調

ビューファインダーオプション

•HVD 90x:
•HV 90x:
•HV 90x-II:
•HVM:

フォーカシング

128 秒 〜 1/800 秒

32 秒 〜 1/800 秒

128 秒 〜 1/800 秒

128 秒 〜 1/800 秒

90°アイレベルファインダー、視度調整可能(-5 to +3. 5D)、画像拡大3.1倍
一体型フィルフラッシュ(ガイドナンバー12@ISO100). Metz™社SCA3002システムフラッシュ用ホットシュー搭載
90°アイレベルファインダー、視度調整可能(-4 to +2. 5D)、画像拡大 2.7倍
一体型フィルフラッシュ(ガイドナンバー12@ISO100). Metz™社SCA3002システムフラッシュ用ホットシュー搭載
90°アイレベルファインダー、視度調整可能(-4 to +2. 5D)、画像拡大 2.7倍
一体型フィルフラッシュ(ガイドナンバー12@ISO100). Metz™社SCA3002システムフラッシュ用ホットシュー搭載
ウエストレベルビューファインダー 画像拡大3.2倍

パッシブ方式の中央クロスタイプセンサー付きオートフォーカス測光 IFC付きTrue Focus インスタントマニュアルフォーカスオーバーライド
測光範囲 EV 1 〜 19 ( ISO 100 の時)

フラッシュコントロール

自動TTL 中央部重点方式. 内蔵ストロボまたはSCA3002 (Metz™)対応ストロボ使用 出力は -3 〜 +3EVに調光可能
マニュアルフラッシュでは、内蔵型調光システムを使用可能

測光オプション

スポット、センターワイド、センタースポット 測光範囲: スポット: EV2 〜 21, センターワイド: EV1 〜 21, センタースポット: EV1 〜 21

ハードウェア

Hasselblad Image Processing Architecture (HIPA)を実行する高速化された新しいプラットフォーム

電源

充電式リチウムイオンバッテリー (7.2 VDC / 2900 mAh). オプションのバッテリーアダプターを使用するとセンサーユニット単体で使用可能

フイルム撮影対応

非対応

動作温度

0 - 45 ˚C / 32 - 113 ˚F

寸法 (HC80mmレンズ付カメ

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

153 × 131 × 205 mm

2290 g

2290 g

2290 g

2500 g

2500 g

ラ一式) [幅×高さ×奥行き]
重量(HC80mmレンズ付カ
メラ一式)

* ヴィクター・ハッセルブラッドABは、上記の使用に通知する事無く変更する権利を保有します。
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H5D

All models
All H5D camera models share a good number of features, as listed here.
Camera Type

Auto-focus, auto-exposure digital SLR camera with interchangeable viewfinders and lenses.

Construction

One piece stainless steel shell. Die-cast aluminium internal structure. Tripod sockets (1/4 and 3/8”) and quick
coupling tripod plate for rapid mounting.

Lenses

Hasselblad HC/HCD lenses with built-in electronically controlled shutter and aperture. Automatic or manual
focusing with instant manual focus override. All HC/HCD lenses meet the exacting requirements of digital photo
graphy. Lens shades can be mounted in reverse for transport. V- system lenses can be used with a CF adapter.

Lens factor

HC – 1.0 / HCD –1.0 (marginal crop).

Viewfinder (HV 90x-II)

A 90° reflex viewfinder, providing 100% field of view even when wearing eyeglasses, and built-in multi-mode light
metering system. Image magnification 3.1x. Integrated fill-in flash with guide number 12. Hot-shoe for automatic
flash (Metz SCA3002 system / adapter SCA3902). Dot matrix display with presentation of all relevant information.
Built-in diopter adjustment from -5 to + 3.5D. Interchangeable.

Focusing

Automatic and manual focusing with electronic focus aid in manual mode. Instant manual focus override. Automatic
focusing using passive central cross type phase detection sensor. AF metering range EV 1 to 19 (ISO 100).

Shutter

Electronically controlled lens shutter with speeds up to 1/800. Flash sync at all speeds.

Flash control

TTL centre-weighted system. Can be used with the built-in flash or a wide variety of flashes compatible with the
SCA3002 (Metz) system using adapter SCA3902. ISO range 16 to 6400. Flash output can be adjusted (-3 to +3EV)
for fill-in purposes independent of ambient light. Synch at all shutter speeds.

Flash measurement

The H5D has a built-in measurement system that measures flash light from non-TTL flashes, such as studio flashes.

Exposure metering

Multi-mode exposure metering using 90° reflex viewfinder. Metering options are: Spot (diameter 7.5 mm),
Centre Weighted, and CentreSpot. Metering range at f/2.8 and ISO100: Spot: EV2 to 21, Centre-weighted: EV1 to 21,
CentreSpot: EV1 to 21.

Auto bracketing

Bracketing using predetermined number of captures (2, 3, 5, 7 or 9) in 1/3, 1/2, or 1 EV step difference intervals.

Interval timer

Number of captures from 2 to ‘no limit’ and interval from 1 second to 1 hour.

ISO range

ISO range: 50 – 800 / 100 – 1600, depending on model.

Displays

The camera features two dot-matrix displays that provide clear and easy-to-understand information to the user. One is
located on the grip and the other in the 90° viewfinder. The sensor unit has a high contrast 3 inch TFT type display.

Focusing screen

Bright Spherical Acute-Matte type D with sensor format markings. Grid marked type also available as option.

Compatibility

All H System lenses and accessories except film magazines. V system C type lenses with optional CF lens adapter.

Accessory connection

Provided with two M5 threads and an electrical connector for accessories.

Customization

A large number of the H5D’s functions can be customized by the user to suit specific styles or situations through the
built-in menu system.

User interface

Both basic and advanced functions are set using buttons and scroll wheels in conjunction with the grip display and
viewfinder display. Sensor unit menu visible and controllable from back’s display. Some functions and settings
controllable through Phocus on a tethered computer.

Rechargeable battery grip Li-ion

2900 mAh output.

External dimensions

Complete camera with HC 80mm lens: 153 x 131 x 205 mm [W x H x L] (153 x 131 x 209 mm - H5D 50MS).

Weight

Camera body with HC 80mm lens, Li-Ion battery and CF card: 2330g (60), 2290g (40, 50).
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DEFAULT SETTINGS (‘DEFAULT’ PROFILE)
		
A (Aperture priority)
		
Exp.mode 		
GENERAL
		
Centre weighted
		
LM mode 		
		0
		
Exp. adjust 		
		AF-S
		
Focus mode 		
		S
		
Drive mode 		
		
Normal (beginning of exp.)
		
Flash sync 		
			0
		
Flash adjust
		
		 Delay 		
10 sec
		
SELf TIMER
			
Mirror up / Delay
		
Sequence 		
		
Mirror goes down
		
Mirror mode
		
		3
		
Frames
BRACKETING
		
Normal - over - under
		
Sequence
			0,5
EV
		
EV diff
		
		3
		
Frames
INTERVAL TIMER
			
0 min 30 sec
		
Interval
			Display
Off 			30 sec
		
1
CUSTOM OPTIONS
		
EV increment 1/2 step 		
(0.5 EV)
		
2
		
Exp adjust increment 1/3 step 		
(0.3 EV)
		
3
		
True Focus button function 		
True Focus
		
4
		
AE-Lock button function 		
AE-lock
		
5
		
Stop Down button function 		
Stop down
		
6
			
M.UP button function 		
Mirror up
		
7
		
Control wheel direction 		
CW
		
8
		
Flash ready exposure lock 		
Yes
		
9
		
Magazine exposure lock 		
Yes
		
10
		
Lens exposure lock 			
Yes
		
11
		
Out of range exposure lock 		
No
		
12
		
True exposure 			On
		
13
		
Spot mode 			Normal
		
14
		
Focus aid in MF 			
Half press
		
15
		
AF assist light 			
Ext. Flash
		
16
		
Rear wheel quick adjust 		
Yes
		
17
		
Control lock 			
All controls
		
18
		
Beeper 				On
		
19
		
Show histogram 			Yes
		
20
		
Interval & Self timer 			
Exit
		
21
		
AE-lock & Quick adjust 		
Exp. reset
		
22
		
Show EV 				Yes
		
23
		
Show ISO 				Yes
		
24
			
Bracket param. in Manual 		
Shutter speed
		
25
		
Aperture control in Manual 		
Front wheel
		
26
		
Low flash warning 			
On
		
27
		
Interval timer initial delay 		
None
		
28
		
Aperture indicator 			Normal
		
29
		
Extra mirror-delay 			50ms
		
30
		
True Focus in AF-S 			
Off
		
31
		
Always return mirror 			
No
		
32
		
AE lock at half press 			
Off
		
33
		
Hide B/T mode 			
Off
		
34
				RAW
SENSOR			Quality
UNIT
		
Language 				English
		
Sound vol 				High
		
Key click 				On
		
Exp. warning 			
On
		
Display 				Contrast 5
		
Display 				Brightness 5
		
P1 				Info screen
		
P2 				Focus conf
		
Display off 				30 sec
		
Sleep 				5 min
		
Power off 				30 min
		
Image orientation 			
Auto
		
Show Preview 			
After exposure
			Tethered power			From host
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TRUE EXPOSURE
画像面での光の
レベル

T fully open

開放絞りの露出

True Exposure モード ONで1段絞った時
True Exposure モード OFFで1段絞った時

Time

T stopped down = T fully open
(True Exposure使用)

T stopped down > T fully open
(True Exposure未使用)

True Exposureは、シャッタースピードが遅くなった時にシャッター速度
の影響を受けないままでいさせるHC/HCDレンズの機能です。この影響は

しかしながら、この補償は必ずしも必要ではなく、主光源としてフラッシ

ており、この効果は一般的には知られていません。

LCDのカスタムオプション#13から、True

ュストロボを使用する時には露出不足をもたらすので、好ましくありませ
ん。従って、主な光源としてフラッシュストロボを使用する時はグリップ

フォーカルプレーンシャッターとは対照的に、レンズシャッターで制限され

なければなりません。

レンズが絞り込まれた時、シャッターの開閉に幾分時間を要するためシャ

ExposureをOFFに設定し

ッタースピードは長くなります。そして設定された露出に影響を及ぼしま
す。遅いシャッター速度では影響が最小限になりますが、速いシャッター
速度（例えば1/500秒）であれば、影響が明らかに見えるようになります。

ハッセルブラッドはHCレンズがどのように機能するかを正確に捉えていま
すので、設定しているシャッター速度に対して、自動的に補正を加えます。

Note

補償は速度を調節する事だけで、これは最も早いシャッター速度1/800秒
を調節する可能性を防ぎます。従って、これを対処するために設定した露出

You can download a fuller explanation of this situation from
www.hasselblad.com.

を保持するよう、絞りを開けます。
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AUTOMATIC EXPOSURE – P & PV MODE
P Mode
35

-3

150
-2

-1

1

0

35

50-110 @ 110

120

210
-4

50-110 @ 50

50

80

EV -5

Pv Mode

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Aperture
Aperture

17

11

18

16

19

22

16s

8s

4s

2s

1s

2

4

8

15

30

60

125

250

4

5

6

7

8

9

10

13
14
15
16

8

17

11

18

16

90
64s

500 1000

Shutter speed

11
12

19
20
21
22

64

23
32s

3

45

22

64

2

32

21

45

1

0

22

20

32

-1

5.6

16

8

-2

4.0

15

5.6

-3

2.8

14

4.0

-4

2.0

13

2.8

Aperture

EV -5

150

1.4

12

2.0

90
64s

11

50-110 @ 110

120

210

1.4

50-110 @ 50

50

80

23
32s

16s

8s

4s

2s

1s

2

4

8

Shutter speed
Shutterspeed

15

30

60

125

250

500 1000

LIGHT METERING METHOD SENSITIVITY DISTRIBUTION

RECOMMENDED CF CARDS FOR H5D
Card type

Size GB

Marked speed

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
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新しいコンパクトフラッシュカー
ドを入手したら、センサーユニッ
トを使ってフォーマットする事を
お勧めします。
準備ランプがオレンジ色の場
合は、センサーユニットからCF
カードを抜かないで下さい。
カードに書き込まれたファイ
ルが破損、消失することがあ
ります。

PROBLEMS, EQUIPMENT CARE & SERVICE
The H5D is a very sophisticated camera that relies on much information
being passed and processed to and from each modular back to produce
the correct behavior. It is therefore essential that reasonable care is taken in a ttaching, detaching and storing the viewfinder, lenses, extension
tubes, etc to ensure that the databus connections are not damaged or
soiled in any way. Also when lifting or handling the camera try to always
use the grip or strap and avoid holding the camera just by the sensor
unitor viewfinder.
Warning messages are normally easily addressed and remedied but ‘Error’ messages require further attention as they denote a fault, temporary
or otherwise. You should methodically investigate the situation to see
for example whether the recent attachment of an accessory has coincided with the appearance of an error message. Standard procedure is
to detach and re-attach the viewfinder, lens etc ensuring that they are
positioned firmly and correctly to see whether the problem disappears.
Failing that, removal of the battery grip for about ten seconds or so will
reset the camera’s processors. Persistent error messages might well signify a more complex problem and you are advised to contact your nearest Hasselblad Authorized Service C
 enter for advice. You may receive a
feedback report on either the grip display or the capture back display.
Please note this message carefully as it can facilitate support response
greatly, as well as improve on firmware updates . As well as the error message, a description of the camera’s behavior and an account of what action you were trying to take when it happened could be also beneficial.
Also, please remember that if a hardware check is to be made, the Center
will almost certainly want to inspect all of the items that were involved
when the error message first appeared.
In certain situations, it is possible that the camera can be affected by a
discharge of static electricity particularly if the area around the control
buttons on the grip comes into contact with a conductive cord or material that is connected to earth, directly or indirectly (a lighting stand, for
example). This might temporarily deactivate the camera though it does
not cause any damage. Press the red ON.OFF button on the grip again to
reactivate the camera.
If a problem does occur you are advised not to attempt any repairs yourself. Some service operations require very sophisticated instruments to
check, measure and adjust and there is a real danger of creating more
problems than solving them if such attempts are made in any other way.

Loss: Hasselblad equipment is much sought after and you should take
obvious steps to prevent theft. Never leave it visible in an unattended
car, for example. Separate and specific camera insurance cover should be
considered by professional users.

SERVICE
Return your equipment to a service centre for occasional checking and
preventive maintenance to ensure optimal reliability. You can easily keep
a check on service intervals by looking under ‘Info’ in the menu. If your
camera is used constantly and intensively, regular periodic check-ups
are recommended at one of the Hasselblad Authorized Service Centers.
They have the expert staff and specialised equipment necessary to ensure that your equipment remains in perfect working order.

CAUTION
•

Keep all equipment and accessories out of the reach of small
children.

•

Do not place heavy objects on the equipment.

•

Do not use the batteries except as specified.

•

Use only the batteries specified for use with the camera.

•

Remove the batteries when cleaning the camera or if you intend
to leave the camera unused for a long period.

•

If you use spare (standard or rechargeable) battery packs be particularly careful to use the supplied protective cap when storing. There is a potential fire risk if the contacts are short circuited
across a conductive object (such as keys in a pocket, for example).

•

Take particular care when working with strobe / studio flash units
to prevent damage to equipment and personal injury.

•

Do not attempt to open the sensor back.

• 	 Keep the sensor unit and all other computer equipment away
from moisture. If the sensor unit becomes wet, disconnect from
power and allow it to dry before attempting to operate again.
• 	 Never cover the ventilation openings on the sensor back.

EQUIPMENT CARE
A Hasselblad camera is designed to withstand the rigors of professional
use in most environments. To avoid the possibility of damage however,
it should be protected from harsh conditions and in particular avoid oil
fumes, steam, humid conditions and dust.
Extremes of temperature: High temperatures can have an adverse effect equipment. Avoid frequent and severe temperature changes and be
particularly careful in humid environments. If entering damp or humid
conditions from dry and cold conditions, seal all equipment in a plastic
bag or similar first before entering and then wait until the equipment has
acclimatized to the new temperature before removing. Failure to do so
can cause condensation internally as well as externally which can lead to
problems particularly in regard to sensor units. Try to ensure the environment or conditions are as dry as possible when storing.
Dust and grit: Take care to prevent dust and grit from getting into your
equipment. In coastal areas take measures to protect your equipment
from sand and salt water spray. Dust on the lens glass and focusing
screen can be removed with a blower brush or very soft lens brush if
necessary. Smears on the lens glass should be treated with great caution.
In some cases they may be removed with a high quality lens cleaning
solution on a tissue but be careful not to scratch the lens or touch any
of the glass surfaces with your fingers. If in any doubt, do not attempt
to clean lens glass surfaces yourself but allow a Hasselblad Authorized
Service Center to treat them.
Impact: Your equipment can be damaged by severe physical shocks so
practical protective precautions should be taken. Some form of protective case or camera bag is advised for transportation.
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• 	 Always replace the protective CCD/filter cover when the sensor
unitis not connected to the camera.
• 	 Never try to remove the glass IR filter from the front of the CCD;
this will probably ruin the CCD. If dust manages to get between
the CCD and IR filter, please contact your Hasselblad dealer for
assistance.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the
European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that
this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste
equipment by handing it over to a designated collection point for the
recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate
collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in
a manner that protects human health and the environment. For more
information about where you can dispose of your waste equipment for
recycling, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the retailer where you purchased the product.
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The information in this manual is furnished for informational use
only, is subject to change without notice, and should not be construed as a commitment by Victor Hasselblad AB.
The images in this manual were not taken with a Hasselblad H5D.
They are used for illustrative purposes only and are not intended
to represent the image quality produced by a Hasselblad H5D.
The text in this manual cannot be reprinted or reused without the
express permission of Victor Hasselblad AB.
The images in this manual cannot be reprinted or reused without
the express permission of the photographers who took them.
All text in this manual : © Victor Hasselblad AB.
All images in this manual not credited to a specific photographer:
© Victor Hasselblad AB.
Victor Hasselblad AB assumes no responsibility or liability for any
errors or inaccuracies that may appear in this manual.
Victor Hasselblad AB assumes no responsibility or liability for loss
or damage incurred during or as a result of using Hasselblad software or products.
Hasselblad, Imacon, Ixpress, Phocus, Phocus Mobile, Phocus
Quick and FlexColor are trademarks of Victor Hasselblad AB. Adobe and Adobe Photoshop are trademarks of Adobe Systems, Inc.
Macintosh, Mac OS, iPhone®, iPad® and iPod Touch® and FireWire
are registered trademarks of Apple Computer, Inc. InfoLithium is
a registered trademark of Sony Corporation. Canon, Nikon, Leica,
Sony, Fuji and Olympus are trademarks of their respective corporations. Qp Card is a trademark of Qp Card AB. E-Wipe is a trademark of Photosol Inc.

Copyright © 2013
Victor Hasselblad AB
All rights reserved.
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