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1.0 概要
1.1

保証

1.2

推奨ハードウェア

製品に添付の保証書をお読みください。お使いの製品に問題が発生した
場合は、購入店またはお近くの販売代理店までお問い合わせください。
– 保証を無効とさせていただく事由に該当しますので、お客様自身によ
るカメラの修理はなさらないでください。
Capture One 4 ソフトウェアは比較的古いコンピューターでも動作しま
すが、ソフトウェアの最適な動作を保証するために以下の最小要件を満
たすコンピューターのご使用をお勧めします。
Apple® Macintosh®：
Intel プロセッサーを搭載した Mac
1GB 以上のメモリ
1GB 以上の空きハードディスク領域
1280×800 ピクセル以上、24 ビットカラー（約 1677 万色）の表
示が可能な調整済みカラーモニター
Mac OS X 10.5.5 以降
Microsoft® Windows®：
Intel® Pentium® 4 または同等以上の性能を持つプロセッサー
１GB 以上のメモリ
1GB 以上の空きハードディスク領域
1280×800 ピクセル以上、24 ビットカラー（約 1677 万色）の表
示が可能な調整済みカラーモニター
Windows XP® Service Pack 3
Windows Vista® Service Pack 1
Microsoft® .NET Framework 3.0 再頒布可能パッケージ – お使い
のコンピューターにこのパッケージがインストールされていない場合、
Capture One のインストールと同時にこのパッケージがインストールさ
れます。
高画素カメラをお使いの場合や、より快適なパフォーマンスをお求めの
場合は、お使いのコンピューターで以下の項目を重点的に強化されるこ
とをお勧めします。
Intel Core ™ Duo 以降などのマルチコアプロセッサーを使用します。
2GB 以上のメモリを搭載します。
大量の画像を保存できる大容量のハードディスクを用意します。
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1.3

ソフトウェアのインストールとライセンス認証

“Digital Back Only”
（デジタルカメラバックのみ）のインストールを選
択する場合を除き、Capture One 4 のインストールはコンピューター
がインターネットに接続された状態で行う必要があります。
ご購入されたデジタルバック M のみで使用する場合はライセンス認証
の必要はありません。 付属の「Caputure One 4」をインストールし
最初に起動した際に出てくるウィンドウで、実行モードを“Caputure
One DB を使用”
（Windows の場合“Capture One デジタルバック
としてのみ使用”
）にチェックを入れ“デジタルバック”をクリックしてご
使用ください。
Mac OS X へのインストール：
Capture One ソフトウェアに付属の使いやすいインストーラーにより、
Mac OS X でアプリケーションを実行するために必要なすべてのソフト
ウェアがインストールされます。
ソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従います。
1. Capture One DVD をドライブに挿入するか、Phase One Web
サイト（www.phaseone.com）からアプリケーションをダウンロードし
ます。
2. Capture One ディスクイメージを開きます。
3. 使用許諾契約の内容を確認し、同意します。
4. Capture One アイコンを“Applications”
（アプリケーション）フォ
ルダにドラッグします。
5.“Applications”
（アプリケーション）フォルダから Capture One を
起動します。
6.“Caputure One DB を使用”にチェックを入れ、
“使用”をクリックし
ます。
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Windows へのインストール：
Capture One 4 に付属のインストーラーにより、Windows コンピュー
ターでアプリケーションを実行するために必要なすべてのソフトウェアが
インストールされます。
ソフトウェアをインストールするには、以下の手順に従います。
1. Capture One DVD をドライブに挿入するか、Phase One Web
サイト（www.phaseone.com）からアプリケーションをダウンロードし
ます。
2. ソフトウェアインストールの実行可能ファイルを実行します。
3. 使用許諾契約の内容を確認し、同意します。
4. 画面に表示される指示に従ってインストールを完了します。
5. Caputure One アイコンをダブルクリックして Caputure One を起
動します。
6.“Capture One デジタルバックとしてのみ使用”にチェックを入れ、
“デ
ジタルバック”をクリックします。
- Microsoft® .NET Framework 3.0 がまだインストールされていない
場合、Capture One と同時にインストールされます。
デジタルバック M 以外のカメラで Caputure One4 をご使用になられる
場合は別途ライセンスキーのご購入が必要です。
Capture One 4/4Pro のライセンスキーをご購入後にライセンス認証
を行うには通常、インターネットに接続している必要があります。
メニューから“Capture One”>“License”
（ライセンス）を選択して
ライセンス認証ダイアログを開きます。
Capture One のライセンス認証を開始すると、図に示すようなライセ
ンス認証ダイアログが表示されます。
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ライセンス認証ダイアログで、Capture One の購入時に供与されたラ
イセンスコードとお客様に関する情報を入力します。ライセンスコードは、
弊社よりお客様にお送りする電子メールまたはソフトウェア製品パッケー
ジに同梱の用紙に記載されています。
ソフトウェアのライセンス認証と同時に登録するお客様情報を入力しま
す。情報の入力が完了したら“Activate License”
（ライセンス認証）
ボタンをクリックします。Phase One のライセンス認証サーバーで認証
の確認が行われます。確認に成功するとライセンス認証が完了し、ソフト
ウェアを使用できるようになります。
トラブルシューティング
ソフトウェアのライセンス認証で問題が発生した場合は、アプリケーション
で表示される指示に従うか、付属のソフトウェアマニュアルをご参照いただ
くか、または Phase One Web サイト（http://www.phaseone.com/
support）でトラブルシューティングに関する情報をご確認ください。

1.4

Capture One 4 のライセンス認証解除

お使いのコンピューターで Capture One 4 のライセンス認証を解除す
るには、インターネットに接続している必要があります。
メニューから“Capture One”>“License”
（ライセンス）を選択して
ライセンス認証ダイアログを開きます。
“Deactivate”
（認証解除）ボタンをクリックします。
Capture One のライセンス認証を解除すると、アプリケーションは試用
版モードに戻ります。お使いのコンピューターで有効な試用期間を過ぎ
ると、実行中および実行予定のすべての処理が取り消され、Capture
One 4 のライセンスを再認証するまでアプリケーションでの作業を再開
できません。
ライセンス認証解除の実行を確定します。認証が解除されると、別のコ
ンピューターで Capture One のライセンス認証を実行できるようにな
ります。
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1.5

画面のキャリブレーション

作業に使用するモニターは、日々のワークフローにとって重要な要素で
す。撮影したキャプチャを中間色光で表示できることが不可欠です。
お使いのモニターが新しいデジタルライトボックスを備えると仮定しま
す。正確さを保証するには、モニターの側で正確なハードウェアキャリブ
レーションを行う必要があります。高品位のモニターとキャリブレーショ
ンツールを使用することで、撮影した内容を画面上に正確かつ確実に再
現することができます。モニターのキャリブレーションが完了したら、設
定が誤って変更されないようにカラーや明るさのコントロールをロックす
ることをお勧めします。
最近では、ハードウェア方式のモニターキャリブレーターが手頃な価格で
入手できるようになっています。短時間で簡単に行えるキャリブレーショ
ンによって、より高精度の画像判定が可能になります。高度なモニター
製品では、業務用のキャリブレーション機器と連携するキャリブレーショ
ンソフトウェアの内蔵により、最高レベルの正確性を実現しています。

8

2.0 本体 - システム
2.1

デジタルカメラバックのバッテリー

システムを開梱したら直ちにバッテリーを充電してください。
充電器は 110 ～ 250V の電圧に適合します。
充電器には電源コンセントアダプターの海外用セットが付属します（キャ
リングケースのアクセサリ収納部に収められています）。使用するコンセ
ントに適合するアダプターを選択し、上部からスライドして充電器に取り
付けます。
充電器をコンセントに接続してバッテリーを充電します（約 2.5 ～ 3 時
間）。
使用できなくなったバッテリーをその他のごみと一緒に捨てないでくださ
い。適正な方法での廃棄をお願いします。
6 ピ ン FireWire 端 子 を 使 用 し て コ ン ピ ュ ー タ ー の IEEE1394/
FireWire ポートにカメラバックを接続すれば、バッテリーを使用しなくて
もデジタルバック M を使用できます。

警告

• 付属の充電器は指定のバッテリー以外の充電には使用しないでください。
• 充電器を濡らしたり、湿気の多い場所に放置したりしないでください。
• 充電器は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
• 充電が完了したら充電器のプラグを電源コンセントから抜いてください。
• 純正 12V DC メインアダプターまたはカーアダプター以外は使用しないでください。
• バッテリーを充電器にセットする、または充電器から取り外す際に無理な力を加えないで
ください。
• バッテリーと充電器の接点を清潔に保ってください。
• 接点に無理な力を加えないでください。
• 接点をショートさせないでください。
• バッテリーを充電器にセットしたまま長期間放置しないでください。
• 充電器を高熱または火気に晒さないでください。
• 製品を分解したり改造したりしないでください。
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2.2

ボタン

2.3

LED ライト

デジタルカメラバックは 4 つのボタンを備え、これらのボタンを使ってデ
ジタルカメラバックのすべての機能を操作できます。各ボタンの機能は
ディスプレイに表示されているメニューに合わせて変化します。各ボタン
の機能とメニューの関係については、メニューについて解説した章を参
照してください。
カメラの電源を入れると、ディスプレイの右側にある緑と赤の LED が短
く点滅し、準備音が鳴ります。ライトはすぐに消えます。これはカメラを
使ったキャプチャの準備ができたことを知らせるものです。

•
•

緑：イメージのキャプチャ中は緑色の LED が高速点滅します。これはデ
ジタルバック M がビジー状態であることを示します。
緑色に点灯中の場合、ディスプレイのバックライトは消灯中だがカメラは
撮影可能状態であることを示します。
（この状態に入るまでの時間はデジタルバック M で設定できます。これ
については「メニューモード」の節で解説します）
赤：赤色の LED が点灯中の場合、デジタルバック M がストレージメディ
アに書き込みを行っており、バッファーがまだ空でないことを示します。
左側面のカバーを開けると、CF カードスロットの隣に赤色の LED イン
ジケーターがあります。この LED は CF カードのアクティビティを示し、
それ以外の機能はありません。
赤色の CF スロット LED 点灯中は、カードスロットからカードを取り出さ
ないでください。点灯中にカードを取り出すとカードのフォーマットが破
損するおそれがあり、画像やデータの消失または破損につながる場合が
あります。

10

2.4

日付と時刻の設定

日付と時刻はデジタルカメラバックから設定および制御します。
長期間電源を入れていなかった状態でデジタルバック M の電源を入れる
と、時刻と日付の設定画面が自動的に表示されます。
“日付時間”メニューでは、デジタルバック M 本体の 4 つのボタンを使っ
て時刻と日付を設定します。左側のボタンで時、分、秒のフィールドを
切り替え、右側の“Up”および“Down”ボタンで各フィールドの値を
設定します。
ここで設定する時刻と日付は、デジタルバック M でキャプチャしたすべて
のファイルに適用されます。
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3.0 基本機能
3.1

ISO 感度設定

ISO 感度調節機能はデジタルカメラバックによって制御されます。
デフォルトの ISO 感度設定は、デジタルバック M の機種に応じて ISO
50 または ISO 100 のどちらかになります。基本的には高い ISO 感度
を使用するほど画像にノイズが入りやすくなりますが、Capture One に
は強力なノイズ除去機能があります。
デジタルバック M で設定できる ISO 感度は現在、50、100、200、
400、800 の 5 段 階 ま た は 100、200、400、800、1600 の
5 段階です（モデルにより異なります）。デジタルカメラバックのメイン
メニューで、本体左上のボタンを使って項目を上下に移動し、
“Enter”
ボタンを押して目的の ISO 感度を選択します。コンピューターに接続し
た状態（接続モード）でカメラを使用している場合、ISO 感度の設定は
Capture One アプリケーションの“Capture”
（キャプチャ）パネルを
使用しても行えます。
ISO 感度とホワイトバランス
ディスプレイの 表 示 がホーム画 面 のとき、 本 体 右 側 の 2 つ のボタ
ン（
“ISO”および“WB”
）を押 すことで ISO 感 度とホワイトバラン
スを直接設定できます。ボタンで上下に移動して目的の設定値を選び、
“Enter”ボタンを押して設定値を確定します。接続モードでの作業中は、
Capture One によってホワイトバランスを制御することもできます。
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4.0 接続モードでの撮影

コンピューターとの接続モードでの撮影は、Capture One がインストー
ルされたコンピューターにデジタルバック M を接続するだけで簡単に行
えます。Capture One は高品位の画像処理ソフトウェアであり、あらゆ
るスタジオ環境での作業に対応した高度な機能を搭載しています。

4.1

接続

4.2

ドライバーのセットアップ

FireWire ケーブルの一方の端をデジタルカメラバックに、もう一方の端
を Mac または Windows コンピューターの FireWire ポートに接続しま
す。FireWire 接続用のポートを前面にも備えるコンピューターもありま
すが、背面のポートに接続したほうが通信は安定します。Capture One
によってカメラとその設定が自動的に認識されます。ソフトウェアのマニュ
アルには、キャプチャに関するより詳細な情報が記載されています。
Capture One をコンピューターにインストールし、指示に従ってソフト
ウェアのライセンス認証を行います。
プログラムのセットアップに関しては、このユーザーガイドの冒頭部分お
よび Capture One のユーザーガイドに記載されているセットアップ手順
と推奨ハードウェア要件以外に特別な注意事項はありません。
Caputure One ファームウェアの 更 新につ い ては、Phase One 社
Web サイトでお知らせします。
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4.3

接続モードでの操作

スタジオ環境にて FireWire 経由でコンピューターに接続して作業する
場合、バッテリー残量やストレージ容量の制約を受けることはありませ
ん。CF カードを挿入しなくても、Mac または Windows で動作する
Capture One Raw ワークフローソフトウェアへの直接キャプチャが可
能です。デジタルバック M には FireWire ポートから電力が供給される
ため、バッテリーも不要です。
接続モードでの作業時は、画像を CF カードにキャプチャするか、コン
ピューターのハードディスク上のキャプチャフォルダにキャプチャを直
接転送するかを選択できます。転送先フォルダの割り当ては Capture
One アプリケーションで行います。
接続モードでの撮影中、デジタルバック M のディスプレイは無効にする
ことも、通常撮影と同様に画像を表示することもできます。
デジタルバック M から FireWire ケーブルを抜くと、デジタルバック M
はデフォルトで通常撮影モード（キャプチャ先は CF カードまたはマイクロ
ドライブ、電源はバッテリー）になります。
ノート型コンピューターの 4 ピン mini 1394/FireWire ポートに接続し
た状態でキャプチャを行う場合は、ポートから電力が供給されないためデ
ジタルバック M にバッテリーを取り付ける必要があります。
これらすべての操作機能のオプションは、本体の 4 つのボタンを使って
設定できます。
Capture One 4 ソフトウェアの詳細については、ソフトウェアのマニュ
アルを参照してください。
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5.0 デジタルカメラバック

デジタルカメラバックは高度な電子技術の結晶です。デジタルバックM は、
不要な機能や複雑なメニュー操作を排し、自然で簡易なワークフローを
実現するように設計されています。次の図はメニュー全体の構造をフロー
チャートで示したものです。個々のメニュー項目については以降の節で詳
しく説明します。
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5.1

CF カードの使用

CF カード、カードリーダー、およびデジタルカメラを使った作業では、デー
タの損失を防ぐためにいくつかのルールに従うことがきわめて重要です。
製品に付属のものを含め、新しく使用するすべての Compact Flash ™
カードについて初期テストを行うことをお勧めします。初期テストを実施し
て、キャプチャファイルをカードに正しく保存でき、コンピューターからカー
ド内のデータにアクセスできることを確認しておくことで、いざ撮影から
帰ったときにスタジオでデータを正しく読み出せずに慌てることがなくなり
ます。Compact Flash ™カードは他社の製造物であるため、カードの品
質保証について弊社ではその責を負いません。
デジタルバック M へのカードの挿入と取り出し
CF カードまたはマイクロドライブは、
デジタルバック M の左側面のカバー
を開けたところにあるスロットに挿入します。
カードのブランドラベルとデジタルカメラバックのディスプレイ側がともに
前面を向いた状態でカードを挿入します。
カードが完全に挿入されると、カバーを閉じることができます。
カードを取り出すときは、カードのすぐ上にある小さいボタンを 1 回押す
と取り出しピンが出てきます。
このピンを奥に押し込むとカードが排出されます。
メモリカードは必ずデジタルバック M 上でフォーマットしてください。す
べての CF カードまたはマイクロドライブは通常、あらかじめフォーマット
されすぐに使用できる状態で出荷されています。ただし、カードの最適
なパフォーマンスを確実に引き出すために、カードのフォーマットを常に
デジタルバック M 上で行うことをお勧めしています。
メモリカードのフォーマットは、カードの容量に応じて FAT16 または
FAT32 のどちらかで行われます。デジタルバック M 上でフォーマットを
行うと、最適なパフォーマンスが得られるようにディスクのクラスタサイ
ズが設定されます。
ただし、カードのフォーマットは Mac または Windows で行うこともで
きます。これについてはこの章の後続の節で説明します。
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CF カードの使用 - 3S（Secure Storage System）
デジタルバック M にカードを挿入すると、ファイル構造の有効性を検証
するためのディスクチェックが実行されます。
通常の CF カードの場合、このチェックはごく短時間で完了します。大容
量のカードではロード時間が多少長くなります。
大容量のマイクロドライブは一般にこれよりも少し時間がかかりますが、
チェック時間が 2 秒を超える場合は進捗状況を示すバーが画面に表示さ
れます。
ディスクチェックの進捗状況は、ディスクアイコン内の小さいドットの連続
で表されます。
ディスクの異常を検出した際には警告が表示されます。カードを再フォー
マットするか、それでも解決しない場合は別のカードにお取替えください。
ディスクチェックを無効にすることはお勧めしませんが、
“Menu”
（メ
ニュー）>“保存先”>“ディスクチェック”の順に項目を選択して無効化
することもできます。
ディスクチェックの無効を選択するとキャプチャカウンターの色が赤に変
わり、ディスクが未チェック状態であることを示します。
ディスクチェックの概要
3S テクノロジーの導入により、業界最高水準のセキュリティと安定性を
実現したストレージシステムの 1 つをデジタルバック M に搭載すること
が可能になりました。
• デジタルバック M 上での完全なフォーマットを新しくサポートします（コ
ンピューター上でのフォーマットは不要）。
• カードのフォーマットの破損または不正を直ちに検出し、カードを再
フォーマットして問題を訂正できる機能が追加されました。
• 書き込みセッション中にカードを取り出しても CF カード全体のファイル
構造が壊れることはありません。破損する可能性があるのは、書き込み
中であった画像データとバッファー内にあった画像データのみです。
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5.2

CF カードの使用に関する一般的な注意事項

デジタルバック M がカードへの書き込みを行っている（赤色の LED が
点灯している）間にカードを取り出すと、カードへの書き込みが完了して
いない画像データは消失または破損します。
また、デジタルバック M が書き込みを行っている間にバッテリーを取り出
すと、メモリカードへの書き込みが完了していないデータが消失する可
能性があります。
取り扱い全般のガイドライン
マイクロドライブを使用するときは特に、地面や床はもちろん、テーブル
程度の高さであってもドライブを落とさないように注意してください。
CF カードはマイクロドライブほど衝撃に弱くはありません。カードは湿気
やほこりのない場所に保管してください。カードを折り曲げないでくださ
い。カードを保管したり持ち運んだりする際は付属の専用カードケースに
入れてください。
カードリーダーでのカードの使用
Mac または Windows でカードリーダーにカードを挿入すると、カード
はリムーバブルドライブとしてコンピューターにマウントされます。
Phase One Capture One にファイルをインポートする方法について
は、ヘルプメニューの“Capture One Help”
（Capture One ヘルプ）
から参照できる Capture One オンラインユーザーガイドを参照してくだ
さい。
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5.3

コンピューターへのカードのマウントとマウント解除

Windows では、
“マイ コンピューター”
でカードのアイコンを右クリックし、
“取り出し”を選択してカードを安全に取り出す必要があります。この手
順に従わないと、システムで適切な処理が行われず、最悪の場合は CF
カード内のデータが意図せず消去される可能性があります。
Mac の場合は、カードをゴミ箱にドラッグするか、
“File”
（ファイル）メ
ニューで取り出しを選択してください。
特別な手順を踏まずにカードの抜き差しを行うと、システムで適切な処
理が行われず、読み取りまたは書き込みの制御エラーが発生する可能性
があります。この問題が発生した場合、通常はコンピューターを再起動
すれば問題が解決します。
CF カードの準備
ほとんどの CF カードはあらかじめフォーマットされた状態で出荷され、そ
のままデジタルバック M で使用できる状態になっています。
デジタルバック M は FAT16 または FAT32 でフォーマットされたカー
ドをサポートします。
カードがデジタルバック M に認識されない場合、カードのファイルシステ
ムのフォーマット形式が正しくない可能性があります。
Mac HFS、UNIX、NTFS の各ファイルシステムはデジタルバック M
でサポートされておらず、これらのファイルシステムでフォーマットされた
カードは認識されません。
Mac OS X または Windows が動作するコンピューターを使用して、
FAT16 または FAT32 でカードをフォーマットする必要があります。
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デジタルカメラバックを使ったフォーマットの手順（推奨）
“フォーマット”を選択すると、デジタルバック M 内の CF カードの内容
が消去されます。CF カードは FAT32 でフォーマットされます。
Mac OS X コンピューターでのフォーマット
Mac OS X では“Finder”で直接フォーマットを行うことはできませんが、
“Applications”
（アプリケーション）>“Utilities”
（ユーティリティ）フォ
ルダにある“Disk Utility”
（ディスクユーティリティ）を使えば簡単にフォー
マットを実行できます。
“Disk utility”
（ディスクユーティリティ）を起動し、
ディスク（パーティショ
ンではなくディスク全体）を選択します。
次のページに表示される“Erase”
（消去）パネルを選択し、
“MS-DOS
File System”
（MS-DOS ファイルシステム）を選択します。ディスク
の名前を入力して“Erase”
（消去）をクリックすると、ディスク上のデー
タが消去され、ディスク全体がフォーマットされ、デジタルバック M で使
用できる状態になります。
メディアの完全フォーマットを指定するには、フォーマット操作のダイアロ
グで“Options”
（オプション）を選択します。
Windows コンピューターでのフォーマット
カードリーダーに CF カードを挿入します。カードがドライブとしてマウン
トされるので、
“マイ コンピューター”またはエクスプローラーでそのド
ライブを選択します。
ドライブを右クリックし、ポップアップメニューから“フォーマット”を選択
します。
“フォーマット”ダイアログの“ファイル システム”で“FAT32”または
“FAT16”を選択します。
カードの名前を入力して“開始”をクリックすると、カードがフォーマット
され、デジタルバック M で使用できるようになります。
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メディアの完全フォーマットを指定するには、
“クイックフォーマット”オプ
ションを無効にします。
iPhoto 自動起動の無効化（Mac OS X）
Mac のシステム環境設定で iPhoto の自動起動を無効にすることができ
ます。
“CD’s & DVD’s”
（CD と DVD）を選 択し、
“Picture CD”
（ピク
チャ CD）の設定を“Ignore”
（無視）に変更するか、使用している
Capture One アプリケーションを指すようにします。

5.4

デジタルカメラバックのメニュー操作

デジタルバック M の電源を入れると、ディスプレイには常にホーム画面
（
“メイン画面”とも呼びます）が表示されます。

•
•

バック本体の左上ボタンを長押しすると、メニューシステム内でのどこか
らでもメイン画面に戻ることができます。
メイン画面の上部には残りキャプチャ可能枚数のインジケーターが、下
部にはバッテリー残量のインジケーターが表示されます。
どちらかの残量がゼロに近づくとインジケーターが点滅しはじめ、
ストレー
ジまたはバッテリーを交換しないと画像のキャプチャを続けられないこと
を知らせます。
メイン画面には現在の ISO 感度設定、ホワイトバランス設定、選択中の
IIQ Raw ファイル形式も表示されます。
メニューボタン
デジタルバック M には、ディスプレイ上でメニューシステムを操作するた
めの 4 つのボタンがあります。
デジタルバック M の初期状態（電源投入直後）またはメニューシステム
のホーム画面に戻った状態（メイン画面が表示された状態）では、
“Play”
（再生）、
“Menu”
（メニュー）、
“ISO”
、
“WB”のショートカットが 4 つ
のボタンに割り当てられています。
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メニューシステム内では、矢印のアイコンが 4 つのボタンの機能を示し
ます。左側の 2 つのボタンは、選択したメニューの開始と終了に使用し
ます。右側の 2 つのボタンはメニューシステム内での上下移動（項目の
選択）に使用します。
ホーム画面で“Play”
（再生）ボタンを押すとイメージブラウザーが起動
します。イメージブラウザーでは右側のボタンを使って画像を切り替える
ことができます。
“Menu”
（メニュー）ボタンを押すとメニューシステムに移動します。メ
ニュー画面では、オプションの設定を行うメニュー項目を右側のボタンを
使って選択します。
オプションの設定を行う項目が反転表示になったら左下の“Enter”ボタ
ンを押してその項目を選択できます。
メニュー画面を終了するには左上の“Exit”ボタンを使用します。

ホームへのショートカット
左上の“Exit”ボタンを数秒間長押しすると、いつでもホーム画面（メ
イン画面）に戻ることができます。

ファイル形式のショートカット
ホーム画面で“Menu”
（メニュー）ボタンを押すと“Menu”
（メニュー）
の文字が黄色になり、右上ボタンのショートカットの表記が
“ISO”
から
“ファ
イル”に変わります。
“Menu”
（メニュー）ボタンを押したままの状態で“ファイル”ボタンを
押すと、
“ファイル形式”メニューが表示されます。
“IIQ Raw L”または
“IIQ Raw S”から形式を選択できます。各メニューで選択する項目の
詳細については「メニューモード」の節を参照してください。
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バッテリーと電源のインジケーター
これらの図はバッテリーと電源モードのインジケーターを示しています。
コンピューターに接続せずにバッテリーを装着しデジタルバック M の電
源を入れた状態では、画面にバッテリー残量のインジゲーターが表示さ
れます。
FireWire ケーブルを接続し、デジタルバック M が FireWire ポートか
ら電力の供給を受けている場合、メインメニューの下部にこのような
FireWire ケーブルアイコンが表示されます。
接続先のコンピューターで Capture One が起動している場合、ケーブ
ルアイコンの代わりに FireWire アイコンが表示されます。
接続モードでもデジタルバック M がバッテリー電源を使用するように設定
されている場合、バッテリーアイコンと FireWire アイコンが同時に表示
されます。
接続モードでのバッテリー電源の選択は“詳細設定”>“電源設定”メニュー
から設定します。
ボタンロックのショートカット
ホーム画面で“Play”
（再生）ボタンを押すと“Play”
（再生）の文字が
黄色になり、右下ボタンのショートカットの表記が“WB”から“ロック”
に変わります。
“Play”
（再生）ボタンを押したままの状態でこの“ロック”ボタンを 2
回押すと、4 つのメニューボタンの機能がロックされます。これにより、
カメラの持ち運び中に意図しないボタン操作が発生するのを防ぐことが
できます。
ボタンロックを解除するには、再度
“Play”
（再生）ボタンを押しながら
“ロッ
ク”ボタンを 2 回押します。ボタンロック状態のときは“WB”の下に鍵
のアイコンが表示されます。
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5.5

再生モード

“再生モード”は画像の確認、ズーム、削除に使用できます。
メイン画面で左上の“Play”
（再生）ボタンを押すと、デジタルバック M
が再生モードに設定されます。
再生モードでは画面の上部にメニューバーが表示されます。メニューバー
の右端には現在の画像番号と、メディアに保存されているキャプチャ済
み画像の枚数が表示されます。この図の例では、全 19 枚の画像のうち
5 番目を表示しています。
デジタルバック M の右側の“Up”ボタンと“Down”ボタンを使って、
画像を順次切り替えながら確認できます。
再生モード時に左下の“Enter”ボタンを押し続けると画面右側に“Uｐ”と
“Down”のアイコンが表示されます。
“Enter”ボタンを押したまま“Up”
ボタンを押すと最初の画像に、
“Down”ボタンを押すと最後の画面にそ
れぞれジャンプします。
メニューバーの中央部分にバッテリー残量と残りキャプチャ可能枚数が表
示されます。
デジタルバック M の“Play”ボタン（左上ボタン）を押すと、
メニューバー
から実行できる操作を順次切り替えることができます。
実行できる操作は左から順に確認、ズーム、削除です。
操作を選択してデジタルバック M の“Enter”ボタン（左下ボタン）を
押すとその操作を実行できます。
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表示モード
画像の確認には通常の画像表示、露出警告付き、ヒストグラム付き、ファ
イル情報付きの 4 種類の表示モード（確認モード）があります。
画面左上の３つのアイコンのうち、最も左にある確認モードを選択してか
ら左下の“Enter”ボタンを押すと、表示モードを順次切り替えることが
できます。
露出警告付き表示では、白とびの箇所が点滅表示され、画像内の露出
過多領域について警告します。
ヒストグラム付き表示では、透過のヒストグラムを画像に重ねて表示します。
ファイル情報付き表示では、キャプチャ番号、キャプチャ日付、時刻、ファ
イル形式、ホワイトバランス、ISO 感度、シャッター速度、絞り値、使用
レンズなどの詳細なキャプチャ情報が表示されます。
再生モードで最後に使用していた表示モードが、撮影中の画像確認時に
も適用されます。
たとえば、再生モードをヒストグラム付きに設定してからメイン画面に戻っ
たとします。この場合、それ以降のすべてのキャプチャの確認画面は、
画像にヒストグラムが重なった状態で表示されます。

5.6

再生モード - ズーム機能

再生モードに切り替えた後で再度左上の“Play”ボタンを押して虫眼鏡
のアイコンを選択し、左下の“Enter”ボタンを押すとズーム機能を使
用できます。
“Enter”ボタンを押すと画像を拡大できます。
ズームには標準、拡大 1、拡大 2、拡大 3 の 4 段階があります。
拡大 1、2、3 の段階にズームしたときは、画面左下の縮小表示を使って、
画像のどの領域を拡大表示するかを選択できます。
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画面左下の縮小表示中の小さい長方形は現在の表示領域を表し、
“Up”
ボタンと“Down”ボタンを使って表示を上下方向にスクロールできます。
“Play”ボタンの隣（画面左上）にある 2 つの矢印アイコンはスクロー
ルの方向（縦または横）を表します。
この図の状態で“Play”ボタンを 1 回押すと、
“Up”ボタンと“Down”
ボタンによるスクロールの方向が横から縦に切り替わります。
（左側の図）
ズーム機能を終了するには、
“Enter”ボタンを使って縮小表示の右側の
虫眼鏡アイコンを選択し、
“Play”ボタンを押してメニューバーの次のア
イコンを選択します。または“Exit”ボタンを 1 秒以上長押しします。
ズーム中のブラウズ
ズームツール（拡大 1、2、3）の使用中に“Enter”キーを押したまま
にすると、2 つの上下インジケーターが非表示になります。この状態では、
ズーム機能をオンにしたまま“Up”ボタンと“Down”ボタンで別の画
像に切り替えることができます。
つまり、
“Enter”キーを押しながら“Up”キーまたは“Down”キーを
押すことにより、複数の画像の同じ領域を連続して比較評価できます。
削除
“Play”ボタンを押して削除機能のアイコンを選択します。
削除ビューでは“Up”ボタンと“Down”ボタンで画像を切り替えます。
“Enter”ボタンを押すと“X”またはチェックマークのアイコンが表示さ
れます。
“Enter”ボタンを再度押してチェックマークを選択すると画像が
削除されます。
削除を取り消すには“Exit”ボタンを押して“X”アイコンを選択します。
“表示設定”の“削除設定”が“確認しない”に設定されている場合、削
除の承認または取り消しの確認は省略され、削除メニュー内で“Enter”
ボタンを押すと直ちに画像が削除されます。
再生モードの終了
“Play”ボタンを 2 秒以上長押しすると、いつでも再生モードを終了で
きます。
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5.7

メニューモード

メイン画面で左下の“Menu”
（メニュー）ボタンを押すとデジタルバッ
ク M が“メニューモード”に切り替わります。
左下ボタンを押してメニューモードに切り替えることにより、デジタルバッ
ク M のすべてのオプションを設定できます。
メニューの操作は、左上の“Exit”
、左下の“Enter”
、右上の“Up”
、
右下の“Down”の各ボタンの位置に表示される矢印を参考にしながら、
デジタルバック M の対応するボタンを押すことによって行います。
左上の“Exit”ボタンを 2 秒以上長押しすると、いつでもメニューモー
ドを終了してメイン画面に戻ることができます。
メニューモードには“撮影設定”
、
“表示設定”
、
“詳細設定”の 3 つの設
定項目があります。

撮影設定
“撮影設定”画面ではキャプチャのオプションを設定します。
撮影設定を開始するには左下の“Enter”ボタンを押します。
撮影設定では“シャッター”
、
“ファイル形式”
、
“ISO”
、
“WB”から項目
を選択します。
項目を選択するには“Down”ボタンを押して下の項目に移動します。
シャッター
“シャッター”画面では、
デジタルバック M が取り付けられたカメラのシャッ
ターに関する設定を行います。
デジタルバック M のスリープ機構により、電力消費を抑えるために CCD
がスリープ状態になっている場合、撮影前にデジタルバック M がスリー
プから復帰する必要があります。この復帰シグナルのタイミングを設定
します。
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マミヤ 645AFD シリーズや RZ67 プロⅡD に装着して使用する場合、
“レリーズ（短）”を選択します。
コパルシャッターやその他の機械式シャッターを搭載した大判カメラに取
り付けたデジタルバック M を“2 ショットモード”
（バックをスリープから
復帰させるためにシャッターを一度リリースし、画像の撮影時に再度リ
リースするモード）
で使用している場合は、
デジタルバック M のシャッター
設定を“レリーズ（長）”に設定してください。
“レリーズ（短）”に設定するとカメラの操作に対する応答が瞬時に得ら
れます。レリーズ（長）”に設定すると応答はやや遅くなりますが、バッ
テリーの消費は抑えられます。
ファイル形式
“ファイル形式”
画面では、
“IIQ Raw L”
または
“
“IIQ Raw S”
”
の 2 種のファ
イル形式を選択できます。
“IIQ Raw”は“Intelligent Image Quality Raw”の略です。
“IIQ Raw L”はデフォルトの設定で、デジタルバック M に搭載されたロ
スレス圧縮のファイル形式です。
“IIQ Raw S”はファイルサイズが小さくなりますが、まったくロスのな
い形式ではありません。
“IIQ Raw L”は処理済み TIFF ファイルの約 3
分の 1 のファイルサイズです。
“IIQ Raw S”は処理済み TIFF ファイ
ルの約 5 分の 1 のサイズです。
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ISO
“ISO”メニューでは、撮影条件に合わせて ISO 50 ～ ISO 1600 の範
囲で感度を選択します（設定可能な ISO 感度の範囲は、使用するデジ
タルバック M のモデルによって異なります）。
一般的には、ISO 感度を高くするほど画像にノイズが入りやすくなります。
つまり、最適な画質を得るためには、シーンの光量を増やすか、または
単に ISO 感度を上げるのではなくカメラの絞りで調節するほうが方法と
しては適切です。
適切な ISO 感度を設定したら、左下の“Enter”ボタン（緑のチェックマー
ク）を押して選択を確定します。
選択を取り消して以前の設定（数値の左側にドットが表示された設定）に
戻す場合は、左上の“Exit”ボタン（赤の X マーク）を選択します。
WB（ホワイトバランス）
“Auto”
（自動）のホワイトバランス設定では、画像内の情報に基づいて
適切なホワイトバランスが算出されます。
“Auto”
（自動）の設定はほと
んどの撮影用途に適しています。
特定の光源を使用している場合は、光源の種類別のオプションをここで選
択できます。
デジタルカメラバックがコンピューターに接続されていて、ホワイトバラ
ンスの設定を Capture One の内部から行っている場合、メイン画面で
“WB”インジケーターの代わりに“C1”アイコンが表示されます。
カスタムホワイトバランス
デジタルバック M では、カスタム設定のホワイトバランスを 3 つまで作
成できます。
カスタムホワイトバランスの設定を行うには、メインメニューで“WB”
ボタンを押します。
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“WB”設定画面で一番下のオプションまでスクロールすると、次の 4 つ
のオプションを選択できます。
“カスタム 1”
、
“カスタム 2”
、
“カスタム 3”
、
“WB 作成”
新しいカスタムホワイトバランスを作成するには、
“WB 作成”
を選択します。
“カスタム 1”
、
“カスタム 2”
、
“カスタム 3”の中から登録したいカスタ
ム番号を選択します。
いずれかのカスタム番号を選択すると、
“WB 作成”という表示が点滅します。
これで、ホワイトバランス調整に使う画像をキャプチャする準備ができまし
た。ビューファインダーのセンターサークルを 1 つの領域（グレーのカー
ドまたは白色面）に合わせ、画像をキャプチャします。カスタムホワイトバ
ランスの作成が完了し、以降のキャプチャで使用するホワイトバランスとし
て設定されます。
3 つの異なるカスタムホワイトバランスを作成し、撮影目的別のホワイト
バランスとして使用できます。
Capture One からのカスタムホワイトバランスの転送
簡単な手順で、Capture One からデジタルバック M にホワイトバラン
スを転送することができます。
1. Capture One でカスタムホワイトバランスを作成します。
2. コンピューターに接続した状態で、デジタルバック M の右下のボタン
から“WB”を選択します。
3. 新しいホワイトバランスをデジタルバック M に保存する場所を“カス
タム 1”
、
“カスタム 2”
、
“カスタム 3”から選択します。
4. Capture One のカメラツールで設定ボタンをクリックします。
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デジタルバック M からビープ音が鳴ります。これは、カスタムホワイトバ
ランスの転送が完了し、デジタルバック M とコンピューターの接続が解
除され、そのカスタム設定が適用されることを知らせるものです。
この方法が便利なのは、スタジオであらかじめ設定しておいた最大 3 つ
のカスタムホワイトバランスをロケーション撮影場所に持ち出せる点です。
コンピューターに接続した状態での撮影では、Capture One アプリケー
ションでホワイトバランス設定を行う必要があります。コンピューターとの
接続中は、デジタルバック M 側でのホワイトバランス設定はできません。

表示設定
メニューモードの 2 番目の設定項目は“表示設定”です。
“表示設定”画面では、
“明るさ調整”
、
“自動再生”
、
“削除設定”の 3 つ
の項目を選択できます。
明るさ調整
“明るさ調整”設定では、LCD 画面の明るさを設定できます。
デフォルトの設定は 80 です。
この設定はディスプレイの明るさにのみ影響します。露出警告、ヒストグ
ラム表示、最終的なキャプチャ結果に影響を及ぼすことはありません。
明るい野外での撮影時や、暗い場所で撮影した画像を確認するときは、
ディスプレイの明るさ設定を上げるとプレビューがしやすくなります。
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自動再生
“表示設定”
画面の 2 番目の項目は
“自動再生”
です。ここでは、
キャプチャ
した画像をディスプレイに表示する時間を設定します。
自動再生を“無効”に設定すると、撮影時にプレビューを自動表示しま
せん。

注意

- 自動プレビュー中にボタンに触れると、
プレビューは継続し次のキャプチャまで
タイムアウトは無効になります。

削除設定
削除設定には“確認する”
、
“確認しない”
、
“無効”の 3 つがあります。
画像の削除操作を行ったときに追加の確認の動作を行う場合は削除設定
を“確認する”
（デフォルト）に、確認せずにすぐに削除する場合は“確
認しない”に設定します。
“無効”に設定するとデジタルバック M 上での
画像削除が無効になり、誤って画像を消去してしまうのを防ぐことができ
ます。
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詳細設定
“詳細設定”画面では、全体的な設定や作業を行います。
“詳細設定”画面には多くのメニュー項目があり、すべての項目を画面に
表示できません。画面右下の二重矢印のアイコンは、画面の外側（下方）
にまだ項目があることを表します。
画面の一番下のメニュー項目からさらに下にスクロールすると、次の項
目が現れます。この時点で、画面右上の矢印アイコンが二重矢印に変わ
り、画面の外側（上方）にまだ項目があることを示します。
保存先
“保存先”はデフォルトで“自動検知”に設定されています。デジタルバッ
ク M に CF カードが挿入されている場合、キャプチャ結果は自動的に
そのカードに保存されます。CF カードが挿入されていない場合、IEEE
1394/FireWire ポート経由でコンピューターにキャプチャ画像を直接
転送します。CF カードが挿入されたデジタルバック M がコンピューター
にも FireWire 接続されている場合、IEEE1394 のほうが優先されます。
“ 保 存 先 ” 画 面 で 保 存 先 を 選 択し て、CF カ ードと IEEE 1394/
FireWire 接続先のどちらにキャプチャ画像を保存するかをデジタルバッ
ク M に指示することもできます。
電源設定
電源のオプションは“自動検知”と“バッテリー”の 2 つだけです。
“自動検知”を選択すると、IEEE 1394/FireWire を介してデジタルバッ
ク M に電力が供給されている場合はそちらが優先され、バッテリー電源
が自動的に無効になります。
電源オプションを“バッテリー”に設定すると電源がバッテリーから供給
され、FireWire 接続からデジタルバック M に電力が供給されなくなりま
す。
この設定は、MacBook や PowerBook のバッテリー消費を抑える場合
に特に有効です。
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フォーマット
“フォーマット”を選択すると、デジタルバック M 内の CF カードの内容
が消去されます。CF カードは FAT32 でフォーマットされます。
カードが認識されない場合のトラブルシューティングについては、「5.1
CF カードの使用」を参照してください。
拡張子
デジタルバック M では画像データ名の拡張子を“TIF”か“IIQ”かを選
択できます。
ディスクチェック
デフォルトでは、デジタルバック M に CF カードが挿入されるたびにディス
クチェックが実行されます。
何らかの理由でチェックを実行したくない場合は、このメニューからディ
スクチェック機能を無効にすることができます。
メモリカード上のデータの安全性を最大限に高めるため、ディスクチェッ
クは無効にしないことをお勧めします。
セキュアストレージシステムの詳細については、このマニュアルの第 5
章を参照してください。
省電設定
省電設定オプションは“液晶点灯設定”と“自動停止”の 2 つだけです。
液晶点灯設定
“液晶点灯設定”画面では、ディスプレイのバックライトを消灯するまで
の無操作状態の時間を設定できます。
この設定はデジタルバック M のバッテリー持続時間に影響します。消灯
までの時間を長くするほど、バッテリーの消費が早くなります。
“自動停止”では、無操作状態が続いたときにデジタルバック M の液晶
の電源を切るまでの時間を設定します。

34

デジタルバック M の電源が自動的に切れた場合、再度電源を入れるには
“Power”ボタンを押す必要があります。
音設定
準備音とは、撮影時に次のキャプチャの準備ができたときにデジタルバッ
ク M から鳴る音の設定ができます。
準備音は、デジタルバック M で次のキャプチャの準備ができたことを知
らせます。準備音は“シングル”
、
“マルチ”
、
“無効”のいずれかに設定
できます。デフォルトは“シングル”です。
“マルチ”の設定は、騒音が多く、フラッシュのチャージ完了音とデジタ
ルバック M からの準備音を聞き分けにくいような環境で使用します。
設定の解除
デジタルバック M の各種設定をデフォルト設定に戻すには、
“設定の解除”
を選択します。デジタルバック M で行ったすべての設定が工場出荷時の
設定にリセットされるため、このオプションの使用には十分な注意が必要
です。
日付時間
“日付時間”では、デジタルバック M 上の 4 つのボタンを使って時刻と
日付を設定します。左側のボタンで時、分、秒、年、月、日のフィール
ドを切り替え、右側の“Up”および“Down”ボタンで各フィールドの
値を設定します。ここで設定する時刻と日付は、デジタルバック M でキャ
プチャしたすべてのファイルに適用されます。
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言語
“詳細設定”メニューの“言語”オプションでは、ユーザーインターフェー
スに使用する言語を選択できます。
メインメニュー内の“ISO”
、
“WB”
、
“Play”
、
“Menu”などの表記は翻
訳されません。
これらはアイコンとして認識されているので、いづれの国のインター
フェースでそのまま表記しても支障をきたすことはまずありません。
ただし、
間違った言語に切り替えてしまうと、
表記の意味が分からなくなり、
メニューの表記を母国語に戻すのが難しくなる場合もあります。
このような問題を防ぐため、英語以外の言語メニューの項目の右側に括
弧付きで（L）と表示しています。
この（L）を探すことで、ユーザーは母国語の項目をすぐに見つけられ
ます。
M シリーズで現在（このマニュアルの執筆時点で）サポートされている
言語は英語、簡体字中国語、日本語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、
スペイン語です。
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情報
設定メニューの“About”
（バージョン情報）オプションを選択すると、
カメラのハードウェアおよび内蔵ソフトウェア（ファームウェア）について
のバージョン情報が表示されます。
これは特に、サポートが必要な場合や、新しいファームウェアが入手可能
かどうかの確認時に役立ちます。
ファームウェアは弊社 Web サイト（http://www.mamiya.co.jp/）の
ダウンロードページからも入手できます。
販売代理店またはサポートへのお問い合わせの際は、事前に必ずこの“情
報”オプションを選択して、画面に表示されているすべての情報をメモし
ておいてください。
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6.0 ソフトウェア

Caputure One4DB はマミヤデジタルバック M シリーズのカメラプラッ
トフォームの一部です。
Capture One 4 の機能の詳細については、製品のユーザーガイドを参
照してください。ユーザーガイドは、Windows 版および Mac 版ともに
ヘルプメニューから参照できます。

6.1

はじめに

Capture One 4DB の“撮影”ツールタブを選択するとケーブルを接続
してキャプチャ設定を作成できます。ISO 形式やホワイトバランスなどの
一部のカメラ設定を制御できます。
ソフトウェアを使用する前にソフトウェアマニュアルに目を通し、本番の撮
影でソフトウェアを使用する前にテスト撮影を行ってください。
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6.2

CF カードからのインポート

Windows エクスプローラーなどを使用するのと同じ感覚で、RAW イ
メージが保存されたローカルコンピューターまたはネットワークコン
ピューター上のディスクを容易に参照できます。カードリーダーに差し込
んだメモリカードからの直接インポートも可能です。
メニューの“ファイル”>“イメージのインポート”を選択するか、イメー
ジのインポートボタン（下向きの矢印アイコン）をクリックしてインポー
ト処理を開始します。インポートするファイルのプレビューが大きなダイ
アログボックスに表示されます。このダイアログボックスでは、さまざま
なインポートオプションを選択することもできます。
メモリカードをカードリーダーに差し込むと、インポートウィンドウが自動
的に表示されます。インポートウィンドウのさまざまなオプションを使用し
て、すばやく簡単にインポートを実行できます。
画像は検索先から指定の場所にインポートされます。そのため、ファイ
ルのインポート先にフォルダを作成または定義する必要があります。これ
は手動で行うことも、ファイルのインポートウィンドウの“場所”タブで行
うこともできます。
Capture One 4 ではサブフォルダを自動的に作成できます。フォルダ
の名前は日付から自動生成されるか、ユーザーが定義します。インポー
ト処理の際に、CF/ メモリカードからインポートするファイルの名前を変
更することもできます。インポート後の名前の変更は「ブラウザ」でファ
イル名をダブルクリックして行うか、ファイルのエクスポート時に行うこと
ができます。
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7.0 大判カメラとテクニカルカメラ

マミヤデジタルバック M は Phase One 社のフレックスアダプターを使
用することにより、大判カメラにも対応しています。

7.1

大判カメラによる写真撮影

マミヤデジタルバック M はフレックスアダプターを使用して各種の大判カ
メラに接続ができます。通常のワンショットの撮影のほか、フレックスア
ダプターの指標を利用して、ほとんど重なりのない２枚の画像を撮影で
きます。この２枚をステッチングすることによりさらに大きなイメージを
得ることができます。
ただし、M ３１と M １８は CCD にマイクロレンズが使われているため、
アオリを使った撮影には向いていません。
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8.0 メンテナンス
8.1

デジタルカメラバックのメンテナンス

CCD のクリーニング
デジタルバック M をカメラに取り付けていないときは、デジタルカメラ
バックのセンサー面をボディカバーで保護する必要があります。ボディカ
バーで保護を施した場合でも、長い間に IR フィルターにほこりが溜まる
ことがあります。ほこりを取り除かないと画質の低下につながります。
デジタルバック M に同梱されている CCD クリーニングキットを付属の説
明書の指示に従って使用しメンテナンスを行ってください。
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9.0 補足
9.1

Mamiya RZ67 プロⅡD で使用する場合

MamiyaRZ67 プロⅡD で使用する場合は別売の「デジタルバックアダ
プター HX701」が必要です。
RZ67 プロⅡD で使用後にデジタルバック M シリーズを装着したまま放
置しますとカメラの電池が消耗いたします。
ご使用後は、デジタルバックＭを取り外して保管してください。
装着したまま保管される場合はシャッターセレクターリングの位置を右の
オレンジの点（メカニカルシャッター）に合わせておくか、電池を抜いて
保管してください
フィルムを入れて撮影する前に、カメラの操作に馴れておきましょう。
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