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XF カメラシステムの主要なパーツ
レンズ、XF カメラボディ、IQ デジタルバック

焦点距離スケール・
被写界深度インディケーターマーク

AF/MF セレクターリング

リーフシャッターレンズ

レンズリリースボタン
マニュアルフォーカスリング
取り外し式フード
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ビューファインダーブラインドレバー
ホットシュー

取り外し可能

フロントダイヤル
フロントダイヤル

ビューファインダー

トップタッチスクリーン

サイドダイヤル
バッテリーコンパートメント付き
ハンドグリップ

リヤダイヤル

ディオプター調整ダイヤル
VF リリーススライダー
フラッシュシンクロポート

バックリリースボタン

バックロックスライダー

ent
8 ピンマルチコネクター
ポート

12 ピンマルチコネクター
ポート
CF カード

リヤタッチスクリーン

コンパートメント
USB 3.0 ポート

On/Off ボタン

FireWire 800 ポート

バッテリーコンパートメント
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ダイヤル、ボタン、タッチスクリーンのインターフェース
レンズ、XF カメラボディ、IQ デジタルバック

XF カメラボディ
シャッターリリースボタンとユーザーボタンはすべて指が届く範囲に配
置されています。これらはすべて撮影に使用され、「ボタン」と称さ
れています。一方本マニュアルで後に述べる、OneTouch UI に
あるユーザーインターフェースをコントロールするために付いている
ユーザーインターフェースキーは、「キー」と称されています。

プライマリーシャッター
リリースボタン

フロントユーザーボタン

セカンダリーシャッター
リリースボタン

XF カメラシステム | ダイヤル、ボタン、タッチスクリーンインターフェース

6

XF カメラボディ
XF カメラボディのトップスクリーンはタッチ
スクリーン式半透過型 LED ディスプレ
イで、ダイヤルとキーで複数の機能を直
接操 作し たり、メニ ューシステ ムのナ ビ
ゲーショ ン をすることができます。コン ト
ロールはすべてカスタマイズできます。

トップタッチスクリーン

フロントダイヤル
トップフロントキー
トップリヤキー

電源ボタン

サイドダイヤル

リヤダイヤル

リヤユーザーボタン

IQ デジタルバック
トップレフトキー
トップライトキー

CF カードスロット

ボトムレフトキー

ボトムライトキー

電源ボタン

リヤタッチスクリーン
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XF カメラシステムの組立て

モジュール式デジタルバックとカメラボディ
システムをお買い求めいただいた条件にもよりますが、通常 XF カメラシステムはすぐにお
使いいただけるように IQ デジタルバックが装着されているため、撮影前に取り外す必要
はありません。ただし、例えばテクニカルカメラで使用するために取り外す際は、以下の指
示に従ってください。

XF カメラボディから IQ デジタルバックを取り外す
1.

カメラシステムの電源を OFF にし、デジタルバックからインターフェースケーブルをす
べて外します。

2.

バックリリースボタンを押しながら、IQ デジタルバックのロックスライダーを XF カメラボ
ディの方向にスライドさせます。ロックスライダーはセーフティキャッチの働きをします。

3.

上の方から IQ デジタルバックを少し後ろに傾け、XF カメラのガイドレールからゆっ
くり持ち上げて外します。

注：
XF カメラボディから IQ デジタルバックを取り外
した後は、必ずカバーを再装着してセンサーを

XF カメラボディに IQ デジタルバックを取り付ける
1.

保護し、バックポートカバーを XF に取り付けて
カメラ内にほこりが入るのを防いでください。

IQ デジタルバックのマウントプレートを、ゆっくり XF カメラボディのボトムガイドレー
ルに入れます。

2.

リリースボタンを押しながらバックロックスライダーを押し、バック上部のロック機構を
解除します。ボトムガイドレールを軸にしながら、カメラのツインキャッチに IQ デジ
タルバックをしっかり押しつけます。
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レンズの取り外し
1.

カメラの前右側にある、レンズリリースボタンを長押しします。

2.

ボディについているレンズを止まるまで反時計回りに回し、ボディからゆっくり持ち上
げて外します。

レンズの取付け
1

カメラを上から、または右側から見て、レンズの青または赤のインデックスポイントを XF カメラ
ボディのバヨネットマウントについている、赤または青のインデックスポイントに合わせ、カチッと
音がして止まるまで時計方向に回します。

カメラのレンズアタッチメントとして、2 つのカラーインデックスポイントが備えられています。カメラの
上から下をみる場合（青）、横からカメラの前側を見る場合（赤） です。

ミラーボックス内にほこりが入ったり、レンズエレメントが傷ついたりするのを防ぐため、
レンズ交換をする場合以外は必ずフロントとリヤのキャップやカバーを取り付けたまま
にしてください。

ビューファインダー交換
プリズムビューファインダーに加え、XF にはオプションでウエストレベルファインダー（パーツ
＃73090）をご用意しています。

ビューファインダーの取り外し
1.

XF システムの電源を OFF にします。

2.

ビューファインダーを右手でしっかり抱え、ビューファインダーリリーススライダーをレンズ
側（前）に、右の親指でスライドさせます。

3.

ビューファインダーの後ろの方からゆっくり持ち上げ、ボディから外します。

ビューファインダーの取り付け
1.

XF システムの電源を OFF にします。

2.

右手で XF を持ち、ビューファインダーを少し下側に傾けます。

3.

ビューファインダーの前側の端をボディの前側の端に合わせてのせます。

4.

ビューファインダーの前側の位置ピンが XF ビューファインダーポートの前部にあるボ
ディのピン受け部と合っていることを確認します。（ビューファインダーの電子接点とプ
リズムの両方がボディ接点とビューファインダースクリーンの凹み部分に合うようにする
こと）

5.

ビューファインダーの後ろがボディと同じ高さになるまでゆっくりおろし、クリックするまで
ビューファインダーをしっかり下方へ押してください。

注：
電源を ON にしてカメラを使用する前に、ビューファインダーがしっかり固定されているのを確認してくださ
い。ビューファインダーとボディが正しく固定されているのを確認しないまま使用すると、カメラの誤作動につ
ながる恐れがあります。ビューファインダーが正しく固定されていないと、ビューファインダーやカメラの落下の
危険性もあります。常に光学素子を保護するようにしてください。
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カメラシステムの準備

バッテリーの充電
コンピュータに接続して撮影をしない場合、XF と IQ デジタルバック両方の
標準の電源は、7.2V（3400mAh）BP-911/914/915 再充電式の
リチウムイオン電池となります。
バッテリー性能を最大限にするため、付属のツイン V プロチャージャーで両方
のバッテリーを充電してから、ご使用下さい。約 2.5 から 3 時間程度で、空
の電池が完全に充電 されます。

1.

チャージャーのベースカバーをスライドさせ、スタンドの形に折り曲げます。

2.

チャージャーのスロットに上の方からバッテリーを入れます。バッテリーを一つだけ充電
する場合は、どちらのスロットを使用しても構いません。

3.

チャージ表示が点滅し、充電されるバッテリーの容量がパーセントで表示されます。

4.

最初のバッテリーの充電が終わったら、チャージャーは自動的に次のバッテリーの充
電を開始します。

5.

チャージ表示の点滅が停止し、容量レベルが 100％と表示されると充電が完了し
ます。

6.

バッテリーを外し、チャージャーからケーブルを外します。

2 ツインバッテリーシステム
XF カ メ ラ ボ デ ィ

と

IQ デ ジ タ ル バ ッ ク の 両 方 で 、 同 一 の

7.2V(3400mmAh)、BP-911、914、915 再充電式リチウムイオ
ンバッテリーが使用でき、チャージャーを共有できることで利便性が上が
りました。ただし IQ デジタルバックは、使用前、またはバス電源イン
ターフェースケーブル（FireWire 800 または USB 3.0 ）をコン
ピュータに接続してテザー撮影する前に、充電しておくことが必要です。

XF と IQ の電源共有
XF カメラボディと IQ デジタルバックはシステム内の 2 つの BP-915
型バッテリーを使用することで電源が共有できるよう設計されています。
それにより、フルシステムでの操作時間が改善されました。IQ1 と IQ2
デジタルバックは、XF カメラ と電源共有することができないため、カメラ
ボディとは別に、それぞれのバッテリーをお使いください。
IQ デジタルバックには、独自の電源があり、他社のカメラシステムにも使
用でできます。

XF カメラシステム | XF カメラシステムの準備
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バッテリーおよびチャージャーの使用に関する一般的注意事項
使用しない時はバッテリーを取り出してください。
注：
低温環境では、スペアバッテリーはジャケットの
内ポケットに入れるなどして、体温に近い温度

バッテリーをカメラやバックの中に入れたままにしておくと、微少の電流が流れて過放電状
態になり、電池寿命短縮の原因となります。保管するときはバッテリーを外しカバーを元の

で保管してください。リチウムイオン電池は寒い

位置に戻してください。バッテリー端子にほこりや指紋が付くと、接続が悪くなったり腐食を

環境では、効率が下がる傾向があります。

招いたりします。バッテリーを装着する前に柔らかい布でコンタクト部分を拭いてください。

テザー撮影
FireWire または USB でコンピュータに接続してテザー撮影をする場合でも、バッテリー
は IQ デジタルバック に入れてください。

バッテリーの充電
バッテリーは不使用時に放電します。バッテリー性能を最大限にするため、カメラと IQ デジタ
ルバックのご使用の前にバッテリーを充電してください。

海外での使用
AC 電源アダプターには、海外でのご使用のための変換プラグがいくつか付いています。電源
アダプターは、110 ～ 250 V AC （50/60 Hz）の電源に対応しています。

充電は屋内で
充電は、周囲温度が 5 ～ 35℃の湿気のない屋内で行ってください。

継続充電
長時間バッテリーをチャージャーに挿入したままにしないでください。充電が終わったら、バッテ
リーを外し、電源コンセントからチャージャーを外してください。

使用が認められているバッテリーのみ使用
7.2 V BP-915 タイプのバッテリーのみご使用になれます。3300 mAh 以上のものをお
勧めします。メーカーによって許容値が異なるため、他社のバッテリーのなかには、XF カメ
ラボディや IQ デジタルバックのバッテリーコンパートメントに収まらないものがあります。コン
パートメントの中にバッテリーを無理に押し込まないでください。バッテリーリリースボタンを押
すと、バッテリーはスムーズに取り出せるようになっています。バッテリーをレバーなどで無理
に外そうとすると、傷がつくことがあります。バッテリーが外れない時は、Phase One の代
理店にご相談ください。

同梱の、電源アダプターまたは 12 V DC のカーアダプターのみご使用になれ
ます。
バッテリーチャージャーにポータブル変圧器を使用することはお勧めできません。自動車の
12 V 電源も使用できますが、エンジンがかかっていない時はカーバッテリーは放電します。

XF カメラボディでシステムの電源 ON/OF
XF カメラボディのグリップ上部裏側にある電源ボタンを半押しすることで、XF と IQ を同
時に電源 ON にすることができます。同じボタンを長押しすると、XF の電源が OFF に
なり、続いて IQ の電源が数秒後に OFF になります。XF と IQ は、IQ デジタルバック
の電源ボタンを押して、電源の ON/OF ができます。

ヒント：IQ デジタルバックで最初に診断を行うので、IQ の電源ボタンを使って ON/OF
するほうが速いです。

XF カメラシステム | XF カメラシステムの準備
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XF ボディのバッテリー装填
1.

XF のグリップの底にあるバッテリーカバーを開けます。

2.

接電部を先に、バッテリーを挿入します。

3.

固定位置でロックするまでバッテリーを押し上げます。

4.

バッテリーカバーを閉じます。

XF ボディからバッテリー取り出し
1.

バッテリーカバーを開けます。

2.

グリップ内部の保持金具を押し、バッテリーをリリースさせ取り出します。

3.

バッテリーカバーを閉じます。

IQ デジタルバックのバッテリー装填
1.

IQ デジタルバックの下側にあるバッテリーカバーを開けます。

2.

接電部を先に、バッテリーを挿入します。

3.

固定位置でロックするまでバッテリーを押し上げます。

4.

バッテリーカバーを閉じます。

IQ バックからバッテリー取り出し
1.

バッテリーカバーを開けます。

2.

グリップ内部の取り外しつまみを押し、バッテリーをリリースさせ取り出します。

3.

バッテリーカバーを閉じます。

バッテリーの持続時間
実際の撮影可能枚数は、撮影条件により異なります。例えば、画像表示、オートフォーカス、
ライブビュー、WiFi、プロフォトエアフラッシュを使用すると、一度の充電で撮影できる枚数が減
ります。バッテリーの使用年数や使用状況によっても、バッテリーの持続時間は異なります。

IQ デジタルバックの日付と時間設定
日付と時間は IQ デジタルバックのメニューで設定、管理できます。IQ デジタルバックは、
最初にお手元に届いた際、または電池切れのまま長時間放置された後に、日付と時
間を設定するよう自動的に表示します。

IQ デジタルバックの日付と
時間設定

画面をタッチし、時間と日付に使われる数字までスク ロールします。スクリーンの右上の
「ホーム」アイコンをタッチするとダイアログが終了し、IQ デジタルバックのホームスクリーンが表
示されます。この日付と時間は、IQ デジタルバックで撮影される全てのファイルの EXIF
データに使用されます。
XF カメラシステム | XF カメラシステムの準備
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IQ デジタルバックの言語設定
XF では、英語をデフォルトとして設定しています。IQ メニューで、9 つの言語から選択 する
ことができます。（ドイツ語、フランス語、スウェーデン語、イタリア語、スペイ ン語、中国語、
日本語、韓国語、ロシア語）
1.

ホームスクリーンでメニューを選択します。

2.

画面をスクロールして使用言語を探します。

3.

言語の選択を行います。緑のチェックマークが選択された言語を示します。

4.

メニューを終了するには、IQ デジタルバックの左上のキーを押してください。

メモリーカードの使用

注：
間違って違う言語を選択し、メニューシステムを読
めない場合、言語メニューを探すには、メニューアイ

XF では、コンパクトフラッシュ（CF）カードのみをサポートしています。Phase One は

テム の（L）を お探しくださ い 。（ L） が言語 メ

UDMA7(800 倍速以上)を推奨していますが、それ以下のものも使用できます。マイ

ニューです。この メニューに入り、第一オプションを

クロ ドライブや CF タイプ II カードは IQ バックと共に使用するにはお勧めできません。

選択すると、英語になります。

CF カードのインストールと取り出し
CF カードを、表のラベルが IQ のディスプレイ画面側を向く方向で、IQ の左側端に
あるメディアストーレジスロットに差し込みます。入れるときに抵抗を感じたら直ちに止
め、カードの方向を確認してください。

カードの上部分にある黒のリリースレバーを最初に押すと、イジェクトレバーが飛び出し、
次に押すとカードの取り出しができます。イジェクトレバーが正しく閉じているか、他のカー
ドを装填する前に確認してください。

CF カードのインストールと取り出し

LED ライト
IQ デジタルバックには、画面の下左角に 2 つ LED が装備されています。

グリーン
撮影時、グリーンの LED が短く点滅し IQ がビジー状態であることを示します。IQ 画
面が暗くなると、グリーンライトが継続的に付いた状態になり、カメラがまだ撮影できる状
態にあることを示します。

レッド
レッドの LED は、IQ がストーレジメディアに書き込みをしており、バッファーが空になって
いないことを意味します。CF カードスロットの横（カバーの下）にもレッドの LED がつい
ていますが、これは CF カードの作動に関してのみ表示を行うようになっています。（写
LED ライト

真、「CF カードのインストールと取り出し」を参照）
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XF カメラシステムのナビゲーション
トップタッチスクリーン
XF カメラシステム操作の中枢となるのが、XF カメラトップタッチスクリーンです。人間工
学に基づいてデザインされた大きなハンドグリップの上に装備されている、このタッチセンサー
式多機能スクリーンは、カメラの基本設定、情報を常に表示します。指先の操作で簡単に
フロントダ

フロントダイヤル
イヤル

情報が得られます。
トップタッチスクリーンでは、簡単に選択ができるだけでなく、右手の親指や他の指の自然
な操作で、カメラの操作に必要な管理を全て行うことができます。
露出モード、オートフォーカスモード、測光モードの変更や、ISO 設定のマニュアル、オー
トの切り替えは、スクリーンにタッチして表示されたメニューを選択するだけで行えます。

3 つのダイヤルと 2 つのキー
XF カメラボディには、露出設定、すなわち、シャッタースピード、絞り値、ISO そ
れぞれの専用ダイヤルが人間工学的な設計で配備されています。ダイヤルは、
Av/Tv やプログラムの露出補正の変更をして露出モードを直接管理するなど、
高度 なカスタマイズを可能にします。
ダイヤルはモード式で、選択したモードにより、トップタッチスクリーンに組み込まれ
たメニューシステムをナビゲートしたり、表示された機能設定をショートカットでスク
リヤダイヤル

サイドダイヤル

ロールしたりすることができます。上部の 2 つのアルミ製のキーのうちのひとつを一
度押すだけです。
フロントキーを押すとタッチスクリーンのカメラ機能モードのショートカットに、リヤキー
を押すとカメラメニューに移ります。

カメラメニュー
メニューシステムでは、フロントダイヤルによりメニューをスクロールして上下し選択します。リヤダイヤルと
サイドダイヤルは、次のレベルに移動し設定を選択するのに使用します。これは、混乱を避けるため変
更できないようになっていますが、トップフロントキーおよびトップリヤキーはモード式で変更できます。ど
ちらのコントロールを使ってもメニューを上下でき、レベル間を移動するためのキーを設定し直すこともで
きますが、設定を選択するにはリヤダイヤルとサイドダイヤルを用いる必要があります。

ユーザー設定ボタン
ボタンを押して使用できる機能はカスタマイズできるため、ボタンには記号や文字が印刷
されていません。例えばカメラの前に付いているセカンダリーシャッターボタンと 2 つのユー
ザーボタンは、トップタッチスクリーンのカメラコントロールメニューから簡単に設定を変更で
きます。
リヤボタン

フロントボタン
機能を選択したら、シャッターボタンを半押しするだけでカメラは撮影開始できるので、
ショットを逃すことはありません。設定の確認が求められるのは、3 つのカスタムモードのい
ずれかの設定グループを保存したりロードする場合、またはカメラをデフォルト（出荷時）
設定に戻す場合のみです。設定の確認はその他の場合は不要で、メニュー設定を終え
たら必ずそれが保存されます。

XF カメラシステム | XF カメラシステムのナビゲーション
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XF カメラボディのコントロール
シャッターリリースボタン

注：
AF 優先が「フォーカス」に設定されている場合、
ピントが合った場合のみ画像が撮影されます。

シャッターリリースボタンは操作が 2 段階あり、まず静かに半押しすると露出計とオートフォー
カスが作動します。
次に長押しすると、シングル撮影、連続撮影またはエクスポージャーブラケットモードのい
ずれでも直ぐにシャッターが押されるか、フォーカス、または振動遅延（セルフタイマー）
モードのミラーロックアップのようなアクションを開始した後にシャッターが押されます。カメ
ラがディスプレイオフ（スリープ）モードの場合、ボタンを半押しするとカメラに設定され
た機能が作動するようになります。また半押しすると、メニューを終了してカメラをすぐに
撮影できる状態に戻すことができます。

シャッターリリースボタン

セカンダリーシャッターリリースボタン

セカンダリーシャッターリリースボタン
このモード式ボタンはデフォルトで無効となっています。しかしシャッターリリース機能が（トップタッチスク
リーンメニューから）有効にされると、セカンダリーシャッターリリースボタンにはメインのシャッターリリース
ボタンの機能が複製されます。セカンダリーシャッターリリースボタンが作動可能な状態の時、メインの
シャッターリリースボタンもアクティブなままで、どちらのボタンでもシャッターを切ったり、選択したアクショ
ンを開始したりできます。

トップタッチスクリーン
多機能パネルのスクリーンのレイアウトは、カメラの状態により異なります。しかし通常はクラッシックレイ
アウトで、カメラの露出値やモード設定が表示されています。シャッタースピード、ISO、絞り値はそれぞ
れ、フロントダイヤル、リヤダイヤル、サイドダイヤルで直接選択できます。フロントキーを押した後フロン
トダイヤルやタッチによりメニューをスクロールして、オプションのカメラ機能選択モードを選ぶことにより、
キャプ チャーモード、測光モード、AF エリアモードなど、アイコン表示されたその他のカメラ機能を簡単
に選択することができます。カメラメニュー表示は、あまり頻繁に使用されないカメラ機能を選択する場
合に使用します。これは、リヤキーを半押しし、フロントダイヤルでナビゲートします。オプション機能はリ
ヤダイヤルとサイドダイヤルで選択します。

トップタッチスクリーン

トップタッチスクリーンの輝度は、
スクリーンの側のセンサーで自動的に設定されますが、リヤキー＞UI 設定＞バックライトで変更することもでき
ます。

XF カメラシステム | XF カメラシステムのナビゲーション
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フロントダイヤル
デフォルトで、フロントダイヤルはシャッタースピードを調整するのに使います。これ はモード
に応じて、フロントまたはリヤキーを押した後、カメラ機能の設定のナビゲーションやカメラメ
ニューに使うこともできます。フロントダイヤルはカスタマイズできます。

サイドダイヤル
デフォルトで、サイドダイヤルは、絞り値の調整に使用できます。トップタッチスクリーンで、
カメラメニューと機能設定の用法から選択するのにも使います。サイドダイヤルはカスタマ
イズできます。

リヤダイヤル

フロントダイヤル
フロントダイ

リヤダイヤルは主に ISO の調整に使用します。またサイドダイヤルと同様、カメラメニューと

ヤル

機能設定の用法から選択するのにも使います。リヤダイヤルもカスタマイズできます。

トップフロントキー
フロントキーを短く押し、キーを繰り返し押すか、フロントダイヤルでスクロールして、トップタッ
チスクリーンに表示されているカメラ機能を簡単に作動することができます。選択したメニュー
は白く表示されます。リヤダイヤルやサイドダイヤルを使用して変更すると、表示された機能
が直ぐに利用できます。

トップリヤキー
リヤキーを短く押して離すと、カメラメニューが表示されます。トップタッチスクリーンにメ
ニューが表示されると、リヤキーの機能のナビゲーションができ、メニューを下にスクロール
できるようになります。（トップフロントキーで上にスクロールできます。）フロントダイヤル
でメニューを上にも下にもスクロールできます。
リヤダイヤル

サイドダイヤル

電源ボタン
半押しするとカメラに電源が入ります。トップタッチスクリーンに XF スタートアップロゴが表示さ
れ、クラシックディスプレイが表示されます。バッテリーの残量レベルが低いと、バッテリー警告ラ
ンプが赤の点滅を続けます。バッテリーの残量レベルが十分の場合は警告ランプが消え、ミ
ラーが所定の位置に下がる音がして、撮影が可能になります。移動中も安心なように、電源
を切るとミラーが自動的にロックアップされるので、これは正常な動作です。1 分間何もしない
と、カメラはディスプレイオフ（スリープ）モードになります。ディスプレイを再表示し、撮影する
には、シャッターリリースボタンを半押しします。リヤキー＞ 電源管理から、ディスプレイオフ

フロントボタン

（スリープ）モードやミラーのロックアップ開始までの時間をカスタマイズすることができます。

リヤボタン

On/Off ボタンはモード方式で、カメラメニューが表示されている間に半押しすると、前
O

のレベルに戻ります。また上のレベルでナビゲート中に押すと、メニューを閉じることができ

n

ます。

/
O
f

カメラの電源を切るには、このボタンを 2 秒間長押しします。ミラーが正常にロックアップした音が聞こ

f

リヤボタン

フロントボタン

え、IQ バックの電源は 3 秒後に切れます。
ボ
タ
ン

電源ボタン
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フロントユーザーボタン
このボタンはデフォルトで被写体深度機能を有効にします。この機能を操作するには、こ
のボタンを長押しします。しかしモジュール方式となっているので、AF ロックおよび AE ロッ
クに設定する場合など、一度押して離すだけで有効にできる機能もあります。

リヤユーザーボタン
出荷時設定では、リヤユーザーボタンはカメラの AE-L（オートエクスポージャーロック）
機能を作動させ、オートおよびマニュアル露出モードで露出 値をロックするようにプログラ
ムされています。リヤユーザーボタンはカスタマイズできます。

フロントユーザーボタン

リヤユーザーボタン

XF カメラシステム | XF カメラシステムのナビゲーション

17

ワンタッチユーザーインターフェースの
フローチャート
M (マニュアル)

モード

AV (絞り優先)
TV (時間優先)
P (プログラム)

ISO

IQ バックによる

XF カメラメニュー概要図

50
100
200
400
800
1600
3200
6400

露出補正
フロント
キー

+/- 0.0 - 5.5
シングル

ドライブ

連続
振動遅延
ブラケティング
マトリックス

測光

中央
スポット
アベレージ

AF モード

スポット
過焦点

ミラーアップ
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設定をロード

カスタム 1
カスタム 2

設定を保存
AF モード

スポット
アベレージ

シングル

AF ドライブ
AF 優先

カスタム 1

カスタム 3

カスタム 2

デフォルトに戻す

カスタム 3

連続

フォーカス

Off

リリース

50%

補助光
LS 優先

シャッター
EV ステップ

キャプチャー設定

1/1 ステップ
1/2 ステップ
振動遅延

振動検知
フォーカストリム
マニュアルレンズ

プロフォトフラッシュ

=.5s
1s

Off

絞り

OneShot AE

シャッター時秒

8s

+/On
Off

オートエクスポージャー

On
1

On

2

Off

4s

Off

Off

On

2s
3s

オート

100%

FPS のみ

1/3 ステップ

3

Off

ISO

4

プロフォトチャンネル

On

5

シャッター時秒

6

絞り

7

ISO

8

プロフォト
シャッター半押し

オートフォーカス

オートフォーカス

なし

ライブビュー

リヤ
停止

AEL 切り替え
OneShot AE

ミラーアップ

リヤ
キー

なし

オートフォーカス

フロント

フラッシュトリガー

AEL 切り替え

停止

なし

OneShot AE

ミラーアップ

AF ロック

オートフォーカス

フラッシュトリガー

ライブビュー

なし

AEL 切り替え
OneShot AE

セカンダリシャッター

メニューボタン

上/下

AF ロック

イン/アウト

フラッシュトリガー

イン オート
時計方向

方向

モード
ExpComp

ExpComp

ブラウズ

なし

なし

なし

ISO

ISO

ISO

ExpComp

反時計方向

ブラウズ

プライマリー

TV

クラシック
シンプル

リヤダイヤル

プライマリー
On

タッチスクリーン
タッチ

ロック

Off

ダイヤル

オーディオ
フォーカス確認

なし

Off

100
On
Off

バックライト

0

ツール

5s

なし

ExpComp

時計方向

なし

イン オート
方向

反時計方向

10m
なし

地震計

スクリーンオフ

BullsEye
過焦点ポイント

電源管理

反時計方向

ブラウズ

10s

25
50

時計方向

方向

ExpComp

Off

3s

On

AV
モード

On

2s

ヒストグラム
オーディオ

イン オート

TV

ウエスト

UI 設定

AV

モード

サイドダイヤル

コントロール設定

レイアウト

TV

ExpComp

プライマリー
フロントダイヤル

AF ロック

シャッター

ライブビュー

30s

10m

1m

15m

5m

30m

電源オフ
ミラー位置

1h
オート

なし

下

情報
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IQ デジタルバックの
メニュー概要

上左キーを 2 度クリックして画面ロック
上左キーを 2 度クリックして画面ロック解除

クリックしてフルスクリーンに
ダブルクリックして 100%フルスクリーンに

画像のナビゲーション

スワイプして次/前の画像表示

長押しして設定

長押しして設定
長押しして設定

フォーカスマスク

向き（レベリングツール）
情報（オーバーレイ）

レーティングと削除
長押しして設定

ヒストグラム
露出警告

長押しして設定

長押しして設定

ロック（長押し）

ツール

ツールビュー

露出計

グリッド

温度

モノクロ表示
長押しして設定

ホームショートカット

露出ゾーンツール
カメラコントロール

サムネイルショートカット
フルスクリーンショートカット

コンテクスチュアルメニュー

ライブビューショートカット

プレイ

サイズ % とズームスライダーをクリック
ダブルクリックして 100% 表示またはフルスクリーンに戻る
スワイプして次/前の画像表示
長押しして設定

画像のナビゲーション
画像表示でレーティングと削除
露出警告

長押しして設定
長押しして設定

グリッド

コンテクスチュアルメニュー

ホームショートカット

画像のレートオプション

サムネイルショートカット

モノクロ表示

フルスクリーンショートカット

ホームショートカット

ライブビューショートカット

サムネイルショートカット

スワイプして画像をブラウズ

フルスクリーンショートカット

フルスクリーンビュー

ホワイトバランスピッカー
長押しして設定

メニューバー削除オプション

ズームスライダー

画像のナビゲーション

クリックしてツールビューで画像表示
コンテクスチュアルメニュー

ライブビューショートカット

XF カメラシステム |
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AF ドライブ
AF 優先
AF モード
補助光
シャッターモード

カメラコントロール

EV ステップ
シャッター半押し
リヤ

シャッタースピード

振動検知

絞り

マニュアルレンズ

ISO

OneShot AE

フロント
セカンダリーシャッター

メニューボタン

コントロール設定

第1
イン オート

スクリーンレイアウト

フロントダイヤル
第1

方向
第1

イン オート
方向

イン オート

キャプチャー設定

振動遅延

タッチスクリーン
サイドダイヤル
オーディオ
リヤダイヤル

オーディオ

フォーカス確認

方向

UI 設定

ヒストグラム

XF メニュー
スクリーンオフ
電源オフ

電源管理

パークミラー

ファームウェアのアップデート
システムについて

キャプチャー

アドホクチャンネル

レーティング

PIN コード

ネットワークを確認

モード

ジオタグ撮影

Capture Pilot 許可

ホスト名

ネットワーク選択

ジオタグ CF カード

Capture Remote を有効に

Capture Pilot

設定

フォーマットカード
WiFi
電源管理

ディスプレイオフ時間
PC から充電

On

オート電源オフ

オート

カメラからディスプレイオフ

CF

カメラで電源オフ

ファームウェア

カメラウェイクアップ

USB

PowerShare

ストレージモード
IIQ L 16bit

ファイルフォーマット

IIQ L
IIQ S

USB 電源管理

ディスクチェック

Off

ノーマル

カメラモード

Aerial
RZ67ProIID
ノーマル

シャッターレイテンシー

ゼロ
ノーマル

オート

拡張

0

ブラックキャリブレーション
画像の方向

90
180
270
オート
1％
20%

Off
3 sec

On

オートプレビューモード

Off

LiveView でプレビュー

5 sec
10 sec
ノーマル

40%

輝度

60%

5 sec

80%

20 sec

100%

メニュー

1 min

ディスプレイオフ時間

表示

5 min
デフォルトに設定

常にオン

CF からロード

デフォルトに設定

スプラッシュ画面
背景画像

CF からロード
なし
シングル

準備完了音

マルチ

日付と時間

英語

言語

ドイツ語
ロシア語

コピーライト

韓国語
フランス語

デフォルトに戻す

日本語
中国語

ファームウェアのアップデート

イタリア語

ファームウェアのレストア

スウェーデン語

ファームウェア

ログのダンプ

スペイン語

XF カメラシステム |

ワンタッチユーザーインターフェースのフローチャート

情報

21

IQ デジタルバックのメニュー
概要
長時間露光モード

オート

50

デイライト

100

蛍光灯

200

タングステン

400

WB

ISO

フラッシュ

800

カスタム 1

200 S+

カスタム 2

400 S+

カスタム 3

800 S+

1600 S+

3200 S+
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ワンタッチユーザーインターフェース概要

XF カメラボディのナビゲーション
ダイヤル
XF カメラシステムは工場出荷時、露出モードはマニュアルで、3 つのダイヤルは次の主
要な機能に割り当てられています：

トップタッチスクリーンの操作

1.

フロントダイヤル - シャッタースピード

2.

サイドダイヤル - 絞り値

3.

リヤダイヤル - ISO 値

トップタッチスクリーンの操作
トップタッチスクリーンのメインパネルに表示される設定とモードは、すべてタッチで選択、
調整ができます。設定やアイコンを一度タッチすると、それに応じてディスプレイが変わり
ます。詳細は以下を御覧ください。

寒冷地で手ぶくろを着用している場合などは、同様の設定を次のように行えます：

1.

フロントキー - 押すとカメラ機能モードが表示されます。もう一度押すと、次の設
定やモードに移ります。代わりにフロントダイヤルで設定をスクロールすることもでき
ます。

2.

リヤダイヤルまたはサイドダイヤル - スクロールして選択した設定や、モードの調
整ができます。選択したら特に確認する必要はありません。

例えば三脚に設置して高い位置で後ろ側からカメラを操作する場合などは、メインパネルを
IQ タッチスクリーンにコピーし、タッチまたは IQ バックのリヤキーで操作することができます。

ユーザーコントロールボタン
工場出荷時にユーザーボタンには特定の機能が割り当てられていますが、別の機能に
変えることができます。

1.

フロントユーザーボタン – 長押しすると被写界深度のプレビューが表示されます。メイン
ディスプレイに設定された値に絞りが絞られ、押している間絞り続けます。この機能が作
動している間は、絞りの調整ができません。

2.

リヤユーザーボタン – 半押しすると露出設定がロックされます。（作動中は
ビューファインダーにシャッタースピードと絞り値が括弧内に表示されます。）この
機能を終了するには、ボタンを短く押します。

フロントおよびリヤキー
フロントキーは、主にカメラ上で操作することなくカメラ機能モードを操作するよう割り
当てられています（上記を参照のこと）。

リヤキーはカメラメニューシステムにアクセスするために使われます。

XF カメラシステム
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シャッターリリースボタン
半押しすると、AF および測光システムが作動します。メニューをナビゲートしたり機能を
選択している時、またはカメラがディスプレイ OFF（スリープ）モードの時、半押しすると
XF は直ぐに使用可能になります。

注：
カメラ前側、右下のセカンダリーシャッターリリースコントロールは、手持ちで縦方向撮影をしたり、ウ
エストレベルファインダーを使用する際に使用できます。

トップタッチスクリーンのディスプレイ
クラシックレイアウト（デフォルト）
XF ワンタッチ UI は、トップスクリーンでクラッシックレイアウトで現在の設定を表示するよう
に設定されています（デフォルト）。シャッタースピード、絞り値、ISO 以外、クラッシックレ
イアウトでは、 露出モード、露出補正、ドライブモード、測光モード、フォーカスエリアとミラー
アップ設定を表示しています。いずれかをタッチすると、その機能のパラメーターを設定できる
ようになります。バッテリーアイコンをタッチすると、CF カードの残量など、カメラの状況が表示
されます。バックに CF カードが入っていない場合、バッテリーアイコンの代わりに赤いフォル
ダーアイコンが点滅して警告します。

シャッタースピード、絞り値、ISO の自動機能
シャッタースピード、絞り値、ISO にタッチするとディスプレイが変わり、それぞれオートオプ
クラシックレイアウト
（デフォルト）

ションがオンになって、上限、下限が設定されます。例えば、ISO をオートに設定して
ISO の範囲を選択し、その中で操作できるようにします。
タッチスクリーンでシャッタースピードをタッチして絞り優先を選択し、次にオートを選択しま
す。絞りとシャッタースピードの両方がオートに設定されると、カメラは全自動（プログラム）
露出モードで作動します。
シャッタースピード、絞り、または ISO がオートに設定されると、画面でそれが青く表示さ
れるので、忘れることがありません。シャッタースピードまたは、絞りがオートに設定されると、
その変更を反映して、メインディスプレイの露出モードアイコンが変わります。

オート ISO がオートシャッタースピードまたはオート絞り、またはその両方と
一緒に設定されると、シャッター秒時範囲または絞り値範囲では適切な露
出画像が得られない場合のみ、ISO が変更されます。
ISO がオートに設定されると、XF カメラは常に、可能な限り低い ISO で露出を選択し
ようと試みます。

シンプルレイアウト
XF メニュー、または IQ XF カメラメニューからシンプルレイアウトに変更することができ
ます。（設定されている場合は露出補正など）露出設定とバッテリー残量（および
カメラ状態）のみが表示されるので、このレイアウトの方が好まれるかもしれません。
しかし、露出スケールに触れると、ドライブモード、測光モード、フォーカスエリア、ミラー
ロックアップアイコンが一時的に表示され、必要があれば調整できるようになります。
シンプルレイアウト

シンプルレイアウト

XF カメラシステム
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ウエストレベルレイアウト
ウエストレベルレイアウトは、シンプルレイアウトにフォーカス確認表示がプラスされ、XF ウエ
ストレベルビューファインダーを使用する際には非常に便利です。このレイアウトでは、プリズ
ムビューファインダーにもあるフォーカス確認表示が XF トップスクリーンに表示され、ベスト
なフォーカスが得やすくなっています。

スクリーンレイアウトの変更
XF トップスクリーンでリヤキーを押し、メニューから UI 設定＞レイアウト＞クラシック /
シンプル / ウエストを選択します。

ウエストレベルフォーカス表示

シンプル、ウエストレイアウトでは、殆ど変更しない設定 機能を排除したシンプルなスク
リーンで、クラシックレイアウトと同じ露出モードと ISO のオート On/Off 機能が使えま
す。

XF トップスクリーンのツール
Bulls Eye 水準器ツール
XF カメラシステムには、Bulls Eye 水準器ツールが付いています。これを作動するには、
XF トップスクリーンで横にスワイプするか、XF ワンタッチ UI のリヤキーを押すか、メニューか
Bulls Eye 水準器ツール

らツール＞Bulls-eye（リヤダイヤルとリヤキーで選択）を選択します。Bulls-eye ツール
は、デジタルバックのプレイモードの画像ツールリストにある水準器ツールに合わせてキャリブ
レーションが行われています。このツールに最初にアクセスする時は、キャリブレーションできる
よう、XF カメラシステムを平坦な表面（+/- 20°）に置くことが必要です。右上のツールア
クセスを長押しして手動でキャリブレーションをするまで、このキャリブレーション結果は保持さ
れます。

XF トップスクリーンのヒストグラム
画像の露出のモニタリングには、XF のヒストグラムツールが使用できます。トップスクリーンには、最
ヒストグラム

後に撮影した画像のヒストグラムが表示されます。これを作動するには、XF トップスクリーンでリヤ
キーを押し、メニューから、UI 設定＞ヒストグラム＞（On/Off で）"On" に切り替えます。

振動計モニター
振動計モニター

XF カメラシステムは、フォーカス機能の精密部品を搭載しています。それを考慮して、
XF カメラシステムのワンタッチ UI には振動計が装備されています。Bulls Eye 水準
器ツールと同様、XF トップスクリーンで横にスワイプして、これをモニター上に表示でき
ます。振動計は、撮影画像のシャープネスに悪影響を及ぼすブレをすべてモニタリング
します。また、振動計のセンサーは、本書の XF カメラシステムのキャプチャーモードの
項で後ほどご説明する、低振動モードに関連して使用されます。

XF カメラシステム
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IQ デジタルバックのナビゲーション

タッチスクリーンの操作
IQ デジタルバックには、すべて 3.2 インチのタッチスクリーンがついています。ズーム、パンも
可能で、異なるメニューや機能も見やすく、早く画像を確認することができます。操作は、タッ
チスクリーンか 4 つのキーのナビにより行うことができます。

4 つのキーのナビゲーション
IQ バックには 4 つのキーがついています。これらはモード形式で、ディスプレイに表示された
メニューによって機能が変わります。さらに、メニュー、ISO、ホワイトバランス（WB）オプ
ションのいずれかを選択すると、4 つのキーの機能は変わります。通常、左 2 つのキーは、
画面終了またはメニューオプションの選択に使います。右の 2 つは、ナビゲーションの上下
に使います。

ホームスクリーン
IQ のホームスクリーンは、ユーザーが電源を入れると最初に表示される画面です。これ
はバック のデフォルトスクリーンで、メニューシステムをナビゲーションする最初のポイントで
す。WB 設定、 ISO 感度、IQ バック機能をコンフィグするメニューや、撮影した画像
を見るためのプレイモードに直接アクセスすることができます。

インフォバー
インフォバー付きホームスクリーン

画面下に、インフォバーが表示されています。左から右に並べられているのは：CF カードま
たはホストコンピューターの残量、バッテリー残量、WiFi 接続状況（利用できる状況で
On になっている場合）、挿入されている CF カード、また、コンピュータに接続されている場
合は、USB3 または FireWire シンボルで表示されます。アイコンが点滅している場合は、
「CF カードが入っていない」、「WiFi 接続なし」などの理由により、機能が使えないことを意
味します。一番右にはコンテクスチュアルメニューが表示されます。ご使用の IQ モデルにより、
またメニューシステムのどこにいるかにもよりますが、多くの機能にアクセスできます。

XF カメラシステム
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IQ デジタルバックのナビゲーションのショートカット
ホームスクリーン
左上のキーを長押しすると、常にメインメニュー（ホームスクリーン）に移動します。

プレイバック/プレビュー画像の拡大
プレイモードやライブビューでフォーカス確認をするときは、チェックしたい場所をダブルタッ
プすると、画像は 1:1 （100%）の倍率で表示されます。

キーロックショートカット
ホームスクリーンが表示されている間、左上の（プレイ）キーを長押しし、右下のキーを
2 回押します。画面下にキーアイコンが表示されて赤に変わり、4 つのメニューキーとタッ
チスクリーン機能がロックされたのが確認されます。キーとスクリーンのロックを外すにはこの
工程を繰り返してください。

IQ デジタルバックの画像表示
画像表示 （イメージプレイバック）
撮影後、リヤスクリーンに画像が表示されます。イメージプレイバックは、デジタルバックの
左上のキー（画面がスリープモードでディスプレイ OFF の場合、特に便利です）、また
は、ホームスクリーンのプレイアイコンからいつでもアクセスすることができます。
デフォルト画面はツールビューモードで、次の 3 つのプレイバックモードが利用できます：ツー
ルビュー、フルスクリーンビュー、サムネイルビュー

Screendump= Screeen0531.jpg

一つの画像を表示（ツールビュー）
1.

撮影後、リヤタッチディスプレイのホームスクリーンから左上のプレイキーを押します。

2.

一つの画像がツールビューモードで表示されます。このモードでは、右にいくつかの
小さなサムネイル画像が表示され、その中でいくつかのツールオプションが提供さ
れます。

一つの画像を表示（フルスクリーンビュー）
デフォルトツールビューから、フルスクリーン表示する画像をタッチします。ズーム倍率が画
像の左に表示され、400％までのズームが可能です。コンテクストメニューアイコンも右
下に（隠れていますが）あります。このメニューからフルスクリーンビュー内のいくつかの
ツールにアクセスができます。
一つの画像を表示（フルスクリーンビュー）

複数画像を表示（サムネイルビュー）
トップレフトキーを押して、サムネイルビューが表示されるまで、プレイバックモードを スクロール
します。プレイバックスクリーンの右下にあるアイコンからコンテクストメニューにアクセスし、メ
ニューアイコンの下の列に あるサムネイルアイコンをタッチすることでも表示されます。

画像閲覧
ツールビューとフルスクリーンビューの両方で、画像の上を右左に指をスライドさ せることで、
簡単にスワイプすることができます。当該ファイル内で、前の画像に行ったり後ろに行った
りすることができます。また右のキーを使用して、画像を上下できます。

フォーカス確認 (ズーム)
複数画像を表示（サムネイルビュー）

フルスクリーンモードで、画像にタッチすると左にズームスライダーが表示され、フォーカス確認
ができます。指を上下してズームイン、アウトを行います。画像の他の部分を表示するには、
画像をドラッグします。ツールビューまたはフルスクリーンビューで、画像のチェックしたい場所を
ダブルタップすると、画像は 1:1 （100%）の倍率で表示されます。別の画像を選択する、
同じ画像の他の部分をチェックするなどのために、最初の倍率設定に戻るには、もう一度画
面をダブルタップします。

注：
シャッターを押し、その間にキーが押されなければ、デフォルトでは、リヤスクリーンに画像が約 60 秒
間表示されます。表示時間は、メニュー＞ディスプレイ＞ディスプレイＯＦＦ時間で変更できます。
フォーカス確認（ズーム）

XF カメラシステム
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IQ デジタルバック
コンテクスチュアルメニュー

コンテクスチュア
ルメニュー

コンテクスチュアルメニューの概要
IQ バックのナビゲーションの大きな特長は、タッチ式のコンテクスチュアルメニューが
含まれ ている ことです。このパワフルで直感的に操作できる 機能により、ライブ
ビュー、WiFi などの特別な機能、いくつかの役立つツール、頻繁に使用する機能
へのショートカットに素早くアクセスできます。
他のコントロール機能と同様、操作はモード形式で、表示されている画面の内容、
すなわちメニュー名により、使用できる機能（タッチ式のボタンタイプのアイコンで表
示）が異なります。例えば、WiFi の起動はホームスクリーンのコンテクスチュアルメ
ニューからのみ行えます。
コンテクスチュアルメニューは、ホームスクリーンのインフォバーの右下にあるスクリーン
型のアイコンに軽くタッチするとアクセスできます。また 4 つのスクリーン表示（ツー
ルビュー、フルスクリーンビュー、サムネイルビュー、ライブビュー）の同じ場所からも
アクセスできます。
さらにコンテクスチュアルメニューは、XF システムの原則に従い、アイコンを長押し
するとサブメニューにアクセスできます。右上角に白い三角形が表示されたボタンア
イコンは、これが可能であることを示しています。
ライブビューなどの表示モードへのショートカットは、ボタンの左下角に弓なりの矢印
で示されています。

XF カメラシステム
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ホームスクリーンから利用できる機能
節電のため、IQ 画面ではホームスクリーンは継続的には表示されないので、まず左上のボタン
を押してください。ホームスクリーンのコンテクスチュアルメニューアイコンは、インフォバーの画面右
下角に表示されています。アイコンにタッチすると、タッチ式ボタンで上の列の次の機能に直接ア
クセスできます：

Features available from the Home Screen

•

WiFi

•

ロックスクリーン

•

XF カメラメニュー

下の列は、以下のショートカットボタンです：

•

サムネイルビュー

•

ツールビュー

•

フルスクリーンビュー

•

ライブビュー

ツールビューから利用できる機能
ホームスクリーンからプレイを押すと、最初のツールビュー画面が表示され、コンテクス
チュアルメニューの上列の以下の機能に直接アクセスできます：

ツールビューから利用できる機能

•

レーティング/削除

•

グリッドオーバーレイ

•

モノビュー（モノクロームプレビュー）

下の列は、以下のショートカットボタンです：

•

ホームスクリーン

•

サムネイルビュー

•

フルスクリーンビュー

•

ライブビュー

フルスクリーンビューから利用できる機能
ツールビューのプレイバック画像をタッチするか、コンテクスチュアルメニューから関連する
ショートカットを選ぶと、フルスクリーンビューが表示されます。次の機能に直接アクセス
できます：
フルスクリーンビューから利用できる機能

•

レーティング/削除

•

露出警告（ハイライトレベル）ツール

•

カスタム WB ツール

•

グリッドオーバーレイ

下の列は、以下のショートカットボタンです：

•

ホームスクリーン

•

サムネイルビュー

•

フルスクリーンビュー

•

ライブビュー

XF カメラシステム
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サムネイルビュー
この画面のコンテクスチュアルメニューからは、グリッドオーバーレイ以外のツールビュー
と同じ機能とショートカットにアクセスできます。この画面のコンテクスチュアルメニューか
らは、一列目の次の機能に直接アクセスできます：

サムネイルビュー

•

削除

•

レーティング

•

モノビュー（モノクロームプレビュー）

下の列は、以下のショートカットボタンです：

•

ホームスクリーン

•

サムネイルビュー

•

フルスクリーンビュー

•

ライブビュー

ライブビューから利用できる機能
コンテクスチュアルメニューからは、一列目の次の機能に直接アクセスできます：

ライブビューから利用できる機能

•

グリッドオーバーレイ

•

輝度

•

ホワイトバランス

•

アライメント（レベル）ツール

下の列は、以下のショートカットボタンです：

•

ホームスクリーン

•

サムネイルビュー

•

ツールビュー

•

フルスクリーンビュー

コンテクスチュアルメニューを終了するには、もう一度メニューアイコンにタッチするか、ホームキー
（左上のソフトキー）を押します。
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ビューモードのツールと設定

ビューモードのツールと設定
フォーカス確認（前に説明）のオプション以外に、IQ には撮影中に便利な多くのツー
ルが、プレイモードで用意されています。プレイを押すと、プレイバック画像の右側に縦向
きにスクロールできるサムネイルが表示され、これらのツールに最初のツールビュー画面か
らアクセスできます。
該当するツールのサムネイルを押すと、次のツールがフルスクリーンビューに表示さ
れます:
ヒストグラム
アライメント
露出計
センサー温度
カメラコントロール
露出警告

該当するツールのサムネイルを押すと、次のツールがオーバーレイ表示されます：
露出警告
フォーカスマスク
ファイル情報
露出ゾーン
フルスクリーンやオーバーレイビューでこれらを削除するには、各ツールのサムネイルをもう一度押し
ます。

ツール表示の順番を変える

ツール表示の順番を変えるには、関連するツールのサムネイルを長押しし、希望の方向の白
い矢印を押します。
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ヒストグラム
ヒストグラムはチャンネルごとの輝度データを表示し、ユーザーがハイライトの調整を開始するレ
ベルが分かるようにします。精度を上げるため、カスタムホワイトバランス測定を行う必要があり
ます。

ヒストグラムサムネイルを一度押して、フルスクリーンに表示します。撮影画像の EXIF 情報
（ISO、絞り値（F-Stop）、シャッタースピード）がヒストグラムの下に表示されます。画面
ヒストグラム

をもう一度押して、ツールビューに戻ります。ツール設定を変えるダイアログボックスを表示する
には、ヒストグラムのサムネイルを長押しします。RGB 数字と EXIF 情報は、表示、非表示
を選択できます。終了するにはホームキーか、右下の小さいチェックマークを押してください。

露出およびクリップ警告
露出警告ツールは、撮影画像の露出オーバーの部分をハイライトします。画像で白飛びした
部分をカラーオーバーレイ（デフォルトは赤）で表示するには、露出警告ツールアイコンを一度
押します。このオーバーレイの表示を消すには、露出警告ツールアイコンをもう一度押します。
このツールはまた、ハイライトのクリッピング表示を最も正確に可視化するため、RAW データ
に基づいてデフォルトのピンク色のオーバーレイでクリッピング警告を出すオプション機能を備え
露出およびクリップ警告

ています。
ツール設定を変えるダイアログボックスを表示するには、露出警告を長押しします。ユーザーは
露出およびクリッピング警告の設定や、オーバーレイ、ツール上で点滅させる設定を選択できま
す。ハイライトレベルは感度を調整できます。撮影画像に対して目立たせるために、警告カラー
は 9 色から選択して変更できます。
露出およびクリッピング警告オーバーレイは、フォーカス確認と同様に、フルスクリーンで表示した
り特定のエリアをチェックするためにズームすることができます。露出オーバーのエリアは点滅して
ユーザーに警告します。オーバーレイを停止するには、ツールビュースクリーンに戻ってツールアイ
コンを押します。

フォーカスマスク
フォーカスマスクはピントの合った部分をハイライトします。フォーカスマスクのツールアイコンを
一度タップし、ピントの合った部分をカラーオーバーレイ（デフォルトは緑）で表示します。こ
のオーバーレイの表示を消すには、露出フォーカスマスクツールをもう一度タップします。
ツール設定を変えるダイアログボックスを表示するには、フォーカスマスクを長押しします。ユー
フォーカスマスク

ザーはフォーカスマスクをオーバーレイ、ツール上で点滅させる設定を選択できます。フォーカス
マスクはユーザーのシャープネスの好みに合わせ、しきい値を上下して調整できます。撮影画
像に対して目立たせるために、マスクカラーは 9 色から選択して変更できます。

アライメント
アライメントツールはカメラが垂直、水平両方向に対して傾いていないことを確認する、
手早く正確なビジュアルエイドで、特に三脚を使用する場合に役立ちます。
アライメントツールアイコンを一度押すとフルスクリーンで表示されます。画面をタップする
か左上（画面外）のボタンを押すとツールビューに戻ります。
アライメント

設定を変更するには、ツールのサムネイルを長押ししてダイアログボックスを表示させます。ユー
ザーは水平線を表示するか、ロールとピッチ数値を表示するかを選択できます。カメラが水平に
なったら信号音を発するようにするには、ビープ音のオプションボックスにチェックマークを入れます。
ロールとピッチのオフセット水平線をカスタム設定により調整することができます。設定矢
印（左端の丸の中）を押すと、水平線が現れます。カメラと IQ バックを希望のロールと
ピッチ角度に調整し、グリーンのチェックマークを押します。このオフセットは自動で行われ
ます。
デフォルトの垂直、水平両方向設定に戻す場合は、ロールとピッチのオフセットチェック
マークボックスを無効にしてください。これらの設定は、XF カメラボディのトップスクリーンの
BullsEye 水準器でも使用されることに注意してください。
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ファイル情報
ファイル情報オプションでは、ISO、絞り値（F-Stop）、シャッタースピードの設定が
表示されます。ファイル名、撮影日時、ファイルフォーマット、露出モード、レンズの焦点
距離などの詳細情報を見るには、ファイル情報サムネイルをタップしてください。

ファイル情報

露出計
露出計ツールにより、フォトグラファーは、長時間露光のシャッタースピードを、短い同等
の露出値から推測することができます。これは夜の長時間露光撮影や、ND フィルター
を使用した撮影を行う場合に露出設定を計算する際、テスト露光の時間を短縮する
のに役立ちます。
露出計

まず、可能な限りの絞り開放と最高の ISO 値設定（さらに最短のシャッタースピード）
で、テスト露光撮影をします。希望の露出を決めるために、オートエクスポージャーや露
出補正設定を使用することもできます。（まだ選択されていない場合は）マニュアル露
出モードにして、IQ の後部のツールビューから露出計ツールを選択します。テスト露出
値に従い、露出計は自動的に更新されます。

必要なシャッタースピードを決めるため、下のボックスにチェックマークを入れ、スクロールして希
望の絞り値設定および（または）ISO 設定を入力します。
下のチェックボックスのチェックマークを外してから、１つまたは複数の設定を変えると、必
要なシャッタースピードが表示され、露出値変更（EV）がハイライトされます。（情報
バーに表示）

ND フィルターをレンズに付ける前に露出を計算するには、情報バーの ND アイコンにタッチし、
メニューから該当する ND フィルター条件を選択します。新しい露出を反映して、露出計が変
更されます。（Tv にチェックマークが入っている場合は、シャッタースピードも変わります。）
※IQ１リーズでは該当機能がありません。

センサー温度
センサー温度が高すぎたり低すぎたりすると、長時間露光中にイメージクオリティーが劣
化する場合がありますが、このツールは撮影前に最適な温度を決めるのに役立ちます。
ツールビューからセンサー温度を直接読むことができ、フルスクリーンビューには経過時間
とともに推移した温度がグラフ表示されます。このグラフを表示するには、ツールビュー
モードでツールを選択し、温度が安定してから長時間露光撮影をします。

センサー温度

このツールにより、長時間ライブビューを使用した時に、いつ温度が安定したか
を知ることができます。
※IQ１リーズでは該当機能がありません。
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」

露出ゾーン
このツールは撮影した画像のダイナミックレンジを、輝度の RAW データにより可視化し
て表示し、ハイライトのクリッピングの絶対点を知るのに役立ちます。また、シャドウのレン
ダリングを決めるのに便利なツールです。露出値のダイナミックレンジを示すのには、色が
使用されます。フルスクリーンビューのオーバーレイを表示するにはサムネイルを押します。
露出値のスケールを表示するには、これをもう一度押します。（2 度押すと輝度により
露出ゾーン

スケールが表示されます。）スケールのユーザーガイドを表示するには、これを長押ししま
す。ガイドを消すには、右下のチェックマークを押します。
※IQ１リーズでは該当機能がありません。

カメラコントロール
XF カメラボディに IQ デジタルバックを取り付けると、カメラのコントロール画面が表示
され、カメラの後ろからコントロールしやすくなります。ライブビューやシャッターリリースボタ
ンが右側に表示され、タッチですべてがコントロールできるようになります。
※IQ１リーズでは該当機能がありません。

カメラコントロール
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プリズムビューファインダーの表
示と機能

オートフォーカスエリア インディケーター

露出
補正値/
測定値と
設定値の
差

デフォーカス
インディケーター

露出
測光

露出
モード

AE ロック
インディケーター

注意マーク

シャッター
スピード

絞り

フラッシュ
チャージ
インディケーター

オートブラケッ
ティングモード

ISO 値
インディケーター

ピントが合ったことを
示すフォーカスマーク

フラッシュ
補正マーク

オートフォーカスエリア
XF にはフレームの中央にオートフォーカスセンサーのインディケーターが付いています。フォーカスス
クリーンには、1 つの四角形のオートフォーカス（AF）エリア内にもう 1 つの四角形が表示され、
カメラで使用できる平均およびスポット AF モードのオプションを示します。AF エリアの周辺には、
スポット測光エリアのみを示す中央スポットが表示されます。
使用中の AF エリアは、XF トップタッチスクリーン上にハイライトされます。AF エリアモードを変更す
るには、アイコンにタッチし、画面から適切なエリアオプションを選択します。

ビューファインダーディスプレイ
XF には総合的なビューファインダーディスプレイが装備されています。しかし、分かりやすくするため
に、関係する情報のみ表示されます。設定可能な表示についての説明は上の図を御覧ください。
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アイピースディオプター調整

アイピースディオプター調整
補正レンズを使用している場合は、よく見えるように調整してください。まず、レンズを MF にし、
手動でピントをずらします。空や白い壁など、光が均一な明るい場所にカメラを向けます。
ビューファインダーから覗き、フォーカススクリーン上の AF エリアとスポット測光の丸がしっかりピ
ントが合うまで、プリズムビューファインダーの横にあるディオプター調整ダイヤルを回します。近
視の場合はディオプター調整ダイヤルを反時計回りに、遠視の場合は時計回りに回して調
整してください。
遠距離や近接作業で通常メガネを着用していて、カメラを使用するときも着用を続ける場合
ビューファインダーアイカップリリースのつまみ

は、上記の手順に従ってください。または、カメラを使用する時にメガネを外すのであれば、メガ
ネを付けないで上の調整方法を繰り返してください。

内臓のディオプターが不十分な場合は、次のディオプター補正レンズを使用してください：
パーツ＃ 70278 ディオプター補正レンズ DE402 (近視用、-5 ～ -2 ディオプター)パーツ
＃ 70279 ディオプター補正レンズ DE403 (遠視用、0 ～ +3 ディオプター)

同梱ディオプター補正レンズの交換は、以下を注文してください：
パーツ＃ 70277 ディオプター補正レンズ DE401 (標準、-2.5 ～ +0.5 ディオプター)

アイカップを外す
XF に標準品として同梱されたアイカップは、メガネを着用する人にも着用しない人にも適していま
す。出荷時のディオプターを交換するには、上の小さな金属製の留め金を引っ張ってアイカップを緩
めます。次にアイカップを上にスライドさせ、アイカップレールから外します。

注：

ビューファインダーディオプターレンズの交換

レンズ表面にチリやほこりがある場合は、ブロワーやレンズブラシを

ディオプター補正レンズを交換するには、まずアイカップを外し、ディオプターレンズをゆっくりスライドさせ

使って、そっと取り除いてください。レンズ表面に指紋やほこりが付い
ている場合は、清潔で柔らかなガーゼ布で拭いてください。溶剤を
使用すると、補正レンズフレームが色落ちします。

てディオプターレールから外します。新しいディオプターレンズを取り付けます。この時、左手側のクリック
ロックのタブが上を向いた状態で正しい位置にあるように気をつけてください。
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XF カメラシステムの設定概要

XF カメラボディの基本設定
XF は、一連のデフォルト設定に設定されて工場から出荷されています。XF カメラボディは
カメラメニューの、ロード設定 > リストアで工場のデフォルト設定にリセットすることが可能で
す。

シャッタースピード
シャッタースピードは、フロントダイヤルで調整します。

絞り
絞りは、サイドダイヤルで調整します。

ISO
ISO は、リヤダイヤルで調整します。ISO スピードオプションは付いている IQ バックに
より異なります。オート ISO スピード域はタッチにより選択できますが、付いている IQ
バックにより異なります。
オートモードの露出補正を調整するために、3 つのダイヤルのいずれも再設定できます。
（デフォルトはオフ）このオプションは、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、
UI 設定 > コントロール設定 >フロント / リヤ / サイドダイヤル > In Auto > ExpComp
を選択して設定します。

3 つのダイヤルの回転方向を逆にするには、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、
UI 設定メニュー

コントロール 設定

UI 設定 > コントロール設定 > フロント / リヤ / サイドダイヤル > 方向 >
CCW (反時計方向、デフォルト) / CW（時計方向） を選択して設定します。
ここで、 / はオプションを示しています。
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AF/MF
オートフォーカス、マニュアルフォーカスは、レンズのオート/マニュアルリングで選択し
ます。

AF ドライブモード
AF ドライブモードを変えるには、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、キャプチャー
AF ドライブ

シングル

AF ドライブ連続

設定> AF ドライブ > シングル（デフォルト） / 連続撮影、を選択して設定します。

AF エリアモード
オートフォーカスエリアはアベレージ（デフォルト）とスポットが選択できます。これを変更す
るには、画面でアイコンを選択し、タッチかサイドダイヤルで希望のモードを選択します。

AF エリアモード

キャプチャーモード
シングル撮影（デフォルト）、連続撮影、振動低減、ブラケティングキャプチャー
モードを変更するには、画面でアイコンを選択し、タッチかサイドダイヤルで希望の
モードを選択します。

キャプチャーモード

露出モード
マニュアル（デフォルト）、絞り優先、時秒（シャッター）優先、プログラム露出
モードを変更するには、画面でアイコンを選択し、タッチかサイドダイヤルで希望
のモードを選択します。

露出モード

測光モード
反射光、周辺光に関してのみ、マトリクス（デフォルト）、センター、スポットの 3 つのモー
ドが選択できます。画面でアイコンを選択し、タッチかサイドダイヤルで希望のモードを選択
します。
スクリーンアイコンで表示されているモードは、タッチして直接変更できます。また、フロント
測光モード

トップキーを押して、次にフロントダイヤルでスクロールしても変更できます。
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IQ デジタルバックの
基本設定

IQ デジタルバックは、単品でご購入いただいても、XF に装備された状態でお手元に届
いても、直ぐにご使用いただけるよう多くのデフォルト設定を行った状態で出荷されていま
す。これらの設定を調整した後、工場のデフォルト設定にリセットするには、バックのスク
リーンで、メニュー＞リストアを押します。リセットを続けるには、チェックマークを押します。
言語と日時は変更されません。

ISO
ホームスクリーン

ISO の範囲は、IQ デジタルバックのモデルにより異なります。IQ デジタルバックのデフォ
ルト設定は、常に一番低い ISO になっています。それにより、デジタルバックをデフォル
トにリセットした場合でも、常にベストなイメージクオリティーが得られます。

適切な ISO 値を選ぶには、ホームスクリーンから ISO を選択します。または、XF
カメラのリヤダイヤルを使います。

ホワイトバランス
ホワイトバランスは、4 つのプリセットとオートがあり、デジタルバックのホームスクリーンから直
接選択できます。オート（デフォルト）、デイライト、蛍光灯、タングステン、フラッシュから
WB 選択

選択します。ホワイトバランスはカスタマイズできます。本書のカスタムホワイトバランスの
ページを御覧ください。

適切なホワイトバランスを選ぶには、ホームスクリーンからホワイトバランスを選択します。
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ファイルフォーマット
ファイルフォーマットは、2 種類の RAW ファイルに対応しています。IIQ L は最高品質で完
全に劣化のない、RAW フォーマットです。（デフォルト）IIQ S はやや劣化はありますが、
サイズが小さい圧縮 RAW ファイルです。

ファイルフォーマットは、メニュー > ファイルフォーマット >IIQ L (デフォルト) / IIQ S、で
ファイルフォーマット

選択します。

WB、ISO、ファイルフォーマットの 3 つの設定は、ホームスクリーンの中央に表示され
ます。

注：
IIQ S は、品質がそれで十分な場合はあらゆる用途に使用されます。実際圧縮性能が非常に良
いため、イメージクオリティーの差に気付かないこともあります。しかしデータにはわずかな劣化があるた
め、Phase One では、IIQ S が完全に劣化しないとはしていません。

XF カメラシステム
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カスタムホワイトバランス
カスタムホワイトバランスの作成
カスタムホワイトバランス設定は、IQ デジタルバックのプレイモードが選択されている場合、
撮影した画像から作成できます。オート WB または 4 つのプリセットのひとつで、基準と
なるホワイトバランス画像を撮影します（理想的には、Gratac Macbeth カラーチェッ
カーを使用するか、想定する光源の下で撮影された画像に表示される QP-Card を使
用）。表示された画像をタップ、または、プレイアイコンを押した後もう一度画像をタップ
して、IQ ディスプレイをフルスクリーン表示にします。画面の右下角にある小さいコンテク
コンテクスチュアルメニューのカスタムホワイトバランス

スチュアルメニューアイコンをタッチし、コンテクスチュアルメニューを表示してホワイトバランス
ピッカーボタンを押します。指先を使ってズームインし、画像の希望の場所をパン（横振
り）します。次にグレーのパッチをタップするか、画像の明るい白またはグレーのニュートラ
ルエリア（白飛び黒潰れしていないエリア）をタップして、カスタムホワイトバランスを作成
します。

小さな十字アイコンが画面に表示されます。必要であれば、ホワイトバランスの結果に
満足できるまで、引き続き画像の他の場所でホワイトバランスポイントを選択できます。
設定は自動的に保存され、その後の撮影でこのホワイトバランス設定が使用されます。
ホワイトバランスピッカー

（下注を参照）

カスタムホワイトバランスの設定の保存
IQ バックでは、ホワイトバランスは 3 つまで作成し保存できます。コンテクストメニューか
らホワイトバランスピッカーアイコンを長押しし、ダイアログボックスのオートセーブボックスの
選択を外します。

次にカスタムホワイトバランスを作成する際は、ホワイトバランスを保存する
カスタムホワイトバランスの保存

かどうかを尋ねられ、カスタム 1、カスタム 2、カスタム 3 のオプションが提示
されます。番号を選択し、設定を保存します。保存した設定はその後、ホ
ワイトバランスオプションで下にスクロールするとアクセスできます。

注：
オートセーブモードを選択した場合、カスタムホワイトバランスは現在の画像にのみ適用されます。
ホワイトバランスおよびカスタムホワイトバランスの設定は実際には、IQ デジタルバックのリヤタッチス
クリーンに表示する場合に代表的なカラーレンダリングを行う際にのみ必要となります。IQ デジタル
カスタムホワイトバランスの選択

バックは、カメラ内での JPEG ファイルの処理には対応していません。特に想定する光源の下でグ
レーカードを使用して基準ホワイトバランスファイルを撮影する場合、デフォルトの IIQ L およびオプ
ションの IIQ S ファイルフォーマットには、キャプチャーワンの修正に必要なすべての関連情報が含ま
れています。

XF カメラシステム
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HAP-1 AF
フォーカシングシステム
フォーカスモード
XF カメラボディではシングルと連続の 2 つのオートフォーカスモード（AF ドライブ）が使用
できます。カメラは出荷時にはデフォルトで、AF ドライブモードはシングルに、AF 優先機能
はリリース（リリース優先）に設定されています。ピントは、フォーカススクリーンに内枠および
外枠で示されている AF エリアモードにより決まります。コントラストや光レベルが低い場合
は、AF 補助光を起動できます。これはデフォルトではオフになっています。（カメラメニュー
フォーカスモード

から、キャプチャー設定 > AF 補助光 > On）

AF ドライブモード設定
シングルと連続 AF を変更するには、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、フロントおよびリヤダ
イヤルで、キャプチャー設定 > AF ドライブ > シングル/ 連続を選択します。

シングル （AF）
シングル AF ドライブモードを選択すると、AF サーボモーターが作動して、シャッターリ
リースボタンを半押しすると、レンズのピントが一度合います。ピントがあったまま、この半
押し状態を持続するとピントがロックされ、フォトグラファーは画像を再構成できます。
シャッターリリースボタンをさらに押し込むとシャッターが切れます。ボタンを離してもう一
度半押しすると、オートフォーカスが再度作動します。
シングル （AF）

連続撮影 （AF）
連続撮影モードでシャッターボタンを半押しすると、AF サーボモーターがレンズのピントを
合わせ、HAP-1 AF システムは被写体のモニターを続けます。被写体にピントを合わせ
た後に被写体が動いた場合は、レンズはそれを追ってもう一度ピントを合わせます。

連続撮影 （AF）

AF 優先設定
AF 優先は、被写体にピントが合っていることを確認する前にシャッターが押されることが
ないように設定します。AF 優先モードを変更するには、リヤキーを押してカメラメニューを
表示し、キャプチャー設定 > AF 優先 > リリース / フォーカス、の順に選択します。

AF 優先設定

XF カメラシステム | HAP-1 AF フォーカシングシステム
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AF エリアモード
高速撮影でもシャープネスを維持するために、オートフォーカスの精度は欠かすことができま
せん。Phase One では、独自の技術で XF カメラのために開発したオートフォーカスセン
サー、「ハニービー・オートフォーカス・プラットフォーム」、HAP-1 を専用のプロセッサーに搭
載しています。フォーカス精度を改善するため、XF カメラはそれぞれのラインおよびクロスタ
イプのセンサーを、複数のハニカム形状に百万画素エレメントを配備した CMOS センサー
に変えました。様々な被写体やシーンで最適なオートフォーカスが得られるよう、HAP-1
センサーには アベレージとスポットの 2 つの AF エリアがあります。AF システムはミラーボッ
クス内にあり、プリズムビューファインダーまたはウエストレベルファインダーのいずれかが取り
付けられている場合に作動します。

アベレージ AF モード
アベレージモードは広い範囲でフォーカシングし、百万 (1MP) 画素エレメントを最大限
に利用します。網羅されるエリアはビューファインダーの中央に表示され、フォーカシングスク
リーンでは外枠で示されます。アベレージモードは、長いレンズを使用する際、そして光量
の低い環境で絞りを絞って撮影する場合に使います。手持ち撮影でマニュアルフォーカス

オートフォーカスエ
リアフレーム

が難しい時、または動く被写体を撮影する場合に、このモードを選択します。

スポット AF モード
スポット AF モードでは、ビューファインダーの中央のはるかに狭い範囲が対象となり、
フォーカシングスクリーン上で小さい枠で示されます。広角レンズを使用したり、焦点距
離の長いレンズでピンポイントのフォーカスが必要なときは、このモードを選択します。
注：
レンズリングが AF にセットされている場合は、シャッターリリースボタンを押すとオートフォーカスが作
動します。選択した AF エリア内に被写体が入っていると、ピントが合った時に、ビューファインダー
のフォーカス確認インディケーターランプが点灯します。デフォルトでは音声確認はオフになっていま
す。これをオンにするには、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、UI 設定 > オーディオ >
フォーカス確認 > On、の順に選択します。

AF エリアモード設定
デフォルトのアベレージエリアから、小さいスポット AF エリアに変更するには、トップタッチスクリー
ンから AF モードアイコンを選択し、タッチにより（または前述のとおり、キーを使って）設定を
切り替えます。選択したモードは、トップタッチスクリーンに表示されます。

AF 補正
AF センサーのフォーカスポイントは調整できます。この AF 補正方法により、フォーカスポ
イントまたはフォーカス平面を、設定量だけ前後することができます。フォーカスポイントは、
オートフォーカスを始動する度に、設定量だけ調整されます。必要な補正量を決めるた
めには、フォーカストリムオプションを使用して量を設定して撮影し、結果を確認してくださ
い。希望の結果が得られるまで、この方法を繰り返します。
Phase One は、撮影予定地（想定される採光条件）で、または想定条件にで
きるだけ近い同様の距離で、カメラと使用予定のレンズを三脚に付け、スポット AF
AF エリアモード設定

モードで調整を行うことをお勧めします。

AF 補正設定
前後の補正量を設定するには、リヤキーを押してカメラメニューを表示し、キャプチャー設定 > オー
ディオ > フォーカストリム > – / 0 / +、の順に選択します。補正量は ±5 pts 単位で調整でき
ます。
最初の調整は 3（±15 pts） または 5（±25 pts） 倍で行い、その後希望の結果
AF エリアモード設定

が得られるまで、小刻みに調整するのが良いでしょう。
マイナス（-） のトリム値は、フォーカスポイントを（工場出荷時設定の）デフォルト値
（0）より前に進めます。プラス（+） のトリム値は、フォーカスポイントを（工場出荷
時設定の）デフォルト値（0）より後ろに引きます。従って、フォーカスポイントがピントを
合わせる点より前にある場合は、プラス（+） 値を増やして調整します。
補正値をなくすには、トリム値をゼロ（0）に設定します

XF カメラシステム | HAP-1 AF フォーカシングシステム
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AF ロック
カメラがシングル撮影または連続 AF ドライブモードに設定されている場合、フォーカス
位置はロックできます。これは被写体が中心から離れた場所にある時便利です。 AF
ロック機能は、デフォルトではコントロールボタンに割り当てられていません。フロントまたは
リヤボタンを再設定するか、セカンダリーシャッターボタンにこの機能を割り当てるには、リ
ヤキーを押して、設定 > コントロール設定 > リヤ / フロント / 2nd シャター > AF
AF エリアモード設定

ロックを選択します。

1.

シングル撮影または連続 AF ドライブモードで、被写体にピントを合わせます。

2.

割り当てたボタンを長押しして、フォーカスをロックします。

3.

ビューファインダーで被写体の構図を再構築します。

マニュアル（MF）
マニュアルフォーカスはレンズの AF/MF セレクターリングを、AF から MF に切り替え
て行います。レンズが MF に設定されていると、オートフォーカスは使用できません。
フォーカスポイントは、ビューファインダーディスプレイのフォーカスインディケーターを使用
して AF エリアモードで決定するか、またはフォーカシングスクリーン上で目視により決
定します。

注：
レンズの AF/MF セレクターリングにより、指をシャッターボタンから離すことなく、左手を使って AF
（オートフォーカス）と M（マニュアル）に手際よく切り替えることができます。

AF/MF セレクターリング

XF カメラシステム | HAP-1 AF フォーカシングシステム
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ハイパーフォーカルポイント 撮影
無限大
被写界深度

過焦点
被写界深度

ハイパーフォーカル（過焦点距離）撮影とは
風景写真で重要な要素は、構図の主要な部分がすべてシャープであることです。手前
の被写体がカメラから数メートルで、背景部分が何キロも離れている場合もあります。フ
レーム全体が確実にピントが合い、「許容できるシャープネス」であるためには、被写界深
度が手前から無限距離まで適用されなければなりません。そのために、「過焦点距離」
でフォーカスする必要があります。一定の焦点距離と絞り値で、フォーカスポイントを設定
すると、そのシーン全体がその被写界深度内におさまる距離があります。

どのように設定するのか
多くのフォトグラファーにとって、フォーカスポイントを最適化するのは、目に頼るのが一番で
す。シーンの中で一番遠い距離でまずピントを合わせ、次に背景の許容できるシャープ
ネスを維持しながら、フォーカスポイントを手動でできるだけ近くに調整します。

多くの人が、およそ風景の 1/3

のところにピントを合わせると、全体のシャープネスが最大

化できる、という経験則に従っているようです。これは役立つ時もありますが、必ずしも最適
ではありません。正確な距離は、被写体の距離、絞り値、焦点距離などの多くの要因に
よって異なります。

XF カメラシステム
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XF カメラシステムのハイパーフォーカルポイント距離
XF カメラシステムはレンズごとに、特定の焦点距離を一つ保存できます。この機能は、好みの
絞り値でのそのレンズの過焦点距離を保存する時に、特に役立ちます。この焦点距離はいつ
でも呼び出せます。
XF カメラシステムではこの過焦点距離は、多くのフォトグラファーが簡単にハイパーフォーカルに焦
点が合わせられるようレンズに設定するマーカー、物理的なポイントに呼応して「過焦点ポイン
ト」と称しています。XF 過焦点ポイントは、内部の HF スケールの絶対「HF 単位」で測定さ

過焦点ポイントメニュー

れます。これは装着したレンズのフォーカスメカニズムの精度により、キャリブレーションが行われま
す。

XF ハイパーフォーカルポイントを保存する：
XF 過焦点ポイントモードを、XF リヤキー > ツール > 過焦点ポイント、の順に操作して入力し
ます。
これはレンズが AF モードの時に限ることに注意してください。

過焦点ポイントの調整

ダイヤルを使って、XF 過焦点ポイントを保存します。
XF ハイパーフォーカル ポイントツールで、フロントおよびリヤダイヤルを使い、フォーカスおよび被写体
深度の微調整を行います。フロントおよびリヤダイヤルにより、「HF 単位」でフォーカスの移動がコン
トロールされます。フロントダイヤル：+/-1 HF 単位、リヤダイヤル：+/-10 HF 単位。レンズを
電子的に制御することにより、最適な位置精度が確保されます。
このモードではレンズのフォーカスリングを手動で操作しないことが重要です。
過焦点ポイントの保存

手動で操作すると電子制御のフォーカスメカニズムの精度が損なわれます。

.

最適なハイパーフォーカルポイントに到達したら、過焦点ポイントスクリーンの保存アイコンを押
して保存します。

フォーカスブラケッティングの使用と XF 過焦点ポイントの保存
ハイパーフォーカルポイントの精度設定を補助するために、特殊なフォーカスブラケッティング機能を使用する
ことができます。この機能により、連続 5 ショットの撮影ができます： 現在の過焦点ポイントでの基本ショット、
選択した HF 単位を、 -2、-1、+1、+2 倍した過焦点増加「ステップ」を使用してピントを合わせた、補足
のエクストラ 4 ショットです。
各画像のフォーカスと被写界深度を正確にチェックできるよう、キャプチャーワンに接続してテ
ザー撮影し、次に撮影した順に各画像の過焦点ポイントの「コールアウト値」を出すことを強
くお勧めします。（メタデータにて）
一連の画像の中でフォーカスと被写界深度がベストな画像を選ぶときは、過焦点ポイントスク
リーンのキャプチャーワンからダイヤルで過焦点ポイントのコールアウトを選び、過焦点ポイントス
クリーンの保存アイコンを押して、過焦点ポイントを保存します。
または、より小刻みの調整プロセスをベストショットで継続して、新しいベスト画像を作ることも
できます。
撮影画像は、WiFi や Capture Pilot（Phase One のワイヤレスカメラコントロールソフト
ウェア）を通じて、IQ2 または IQ3 XF カメラシステムに接続し、iPad で確認することもできま
す。画像は、XF リヤスクリーンで確認することもできます。ただし、iPad のモニターや XF リヤス
クリーンは、画像の特定の過焦点ポイントの「コールアウト値」を表示することはできません。これ
は手動で計算しなければなりません。

ハイパーフォーカルポイントの使用
ハイパーフォーカルポイントが設定されたら、AF モードとして過焦点モードを選択できます。（スポッ
ト、アベレージ、過焦点） ハイパーフォーカルポイント を選択した場合、AF ボタンを押すとレンズが
保存された値まで移動します。
「オートフォーカス」には、シャッターボタンの半押し以外のボタンを割り当てることを強くお勧めします。

過焦点ポイントの選択

これはリヤキー > UI 設定 > コントロール設定を選択して設定します。
ハイパーフォーカルポイントモードは継続しては保存されません。XF のスイッチを切ると、前の値に戻りま
す。

XF カメラシステム
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XF カメラシステムの
キャプチャーモード
キャプチャーモード
XF カメラボディには 4 つのドライブモードがあります。シングル、連続、低振動、ブラケッティ
ングです。各モードは XF トップスクリーンのドライブアイコンをタップした後、ドライブモードか
らアクセスできます。または、IQ デジタルバックの XF スクリーンから、XF メニュー>カメラコン
トロールを選択してもアクセスできます。

シングル撮影
シャターリリースボタンを下まで押すと、1 枚の画像が撮影されます。ボタンを長押しし
ても、続けて撮影ができるわけではありません。次の撮影は、シャターリリースボタンを
一度離してからもう一度押さなければなりません。

連続撮影
リリースボタンを長押しすると、カメラは可能な最速フレーム率で画像を連続撮影します。
フレーム率は、IQ デジタルパックのモデルとファイルフォーマットにより異なります。

低振動モード
シャッターボタンを離す前にミラーが自動的にロックアップされ、振動を軽減します。この
モードでは、XF カメラシステムは振動計のセンサーからのデータを使用し、撮影遅延によ
り撮影の安定を確保する低振動ドライブを監視します。
ドライブスクリーンの振動アイコンを長押しするか、XF トップスクリーンのリヤキーを押し、
低振動モード

メニューから、キャプチャー設定 > 振動を選択して、リヤダイヤルを希望の遅延時間に
切り替え、最大撮影遅延を設定します。

遅延は、0.5 ～ 8 秒で調整します。振動遅延の時間が来たら、カメラは常に撮影を
開始します。

エクスポージャーブラケッティング
この自動機能により、選択している露出モードに関係なく、測定露出設定に基づいて
一連の撮影が行われます。XF カメラは、自動的に次の 3 フレームを連続で撮影しま
す：1 ストップアンダー、1 ストップオーバー、と測定露出での撮影です。ブラケッティン
グの段階は最大 5.0 EV まで選択可能で、2 ～ 7 枚までの枚数を選べます。
エクスポージャー
ブラケッティング

メインスクリーンのドライブアイコンを押してドライブモードを表示し、ブラケットアイコンを長
押ししてブラケティング機能を表示します。その画面から、リヤダイヤルとサイドダイヤルで、
撮影枚数と EV の差を選択します。

振動軽減と測定露出設定の微調整のために、低振動モードでブラケッティング機能が使用でき
ます。これはブラケッティングスクリーンから直接オン、オフできます。

ノーマルドライブによる

低振動モードの

ブラケッティング

ブラケッティング
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XF カメラシステムの
露出モード
露出モード
出荷時のデフォルトで、露出モードが M（マニュアル）となっている XF は、露出はマ
ニュアルでコントロールし、シャッタースピードはフロントダイヤルで、絞り値はサイドダイヤ
ルで選択します。ISO 設定はリヤダイヤルで選択します。さらに、セミオートエクスポー
ジャーモードが 2 つあります：Av （絞り優先）、Tv （シャッタースピード優先）、そ
して完全オート P（プログラム） です。

スタンダードのクラシックスクリーンレイアウトでは、トップタッチスクリーンのアイコンをタップ
し、次に希望のモードを選択するか、リヤまたはサイドダイヤルを切り替えて、エクスポー
ジャーモードを変更します。

セミオートモードでは、絞り値とシャッタースピードがカメラにより自動的に選択されるため、
不要になったダイヤルをカスタマイズして、代わりに自動的に露出補正機能が選択され
るようにできます。詳細は、露出補正設定のページを御覧ください。

ISO 設定
ISO 感度は、XF カメラボディのリヤダイヤルをスクロールするか、IQ デジタルバックのトッ
プライトキーで ISO を選択します。設定値は自動的に、IQ デジタルバックと XF カメラ
ボディで共有されます。ISO の範囲は、システムに付いている IQ デジタルバックのモデ
ルにより異なります。

自動 ISO 設定
光の状況が頻繁に変化する場合は、自動 ISO オプションは便利です。この機能は、XF
カメラボディで、トップスクリーンの ISO アイコンを押すか、IQ デジタルバックの XF カメラボ
ディメニューからアクセスできます。注： バックの ISO ショートカットボタンや右上のキーか
らはアクセスできません。オート ISO スクリーンには、ノイズを制限するためなど作業範囲を
設定するために、最小および最大 ISO 値が表示されます。この機能を自動に設定する
自動 ISO 設定

には、オフ > オートを選択します。限界を設定するには、リヤダイヤルとサイドダイヤルで範
囲をスクロールします。設定は自動的に保存されるので、確認する必要はありません。メイ
ンスクリーンに戻るには、バツ (X) マークをタッチするか、シャッターリリースボタンを半押しし
ます。
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露出補正

露出補正
露出補正機能は、主にセミオートとオートエクスポージャーモード（Av、Tv、P）で使用できま
すが、マニュアルエクスポージャーモードでも使用できます。補正値は、1/3、1/2 または 1 EV
刻みで、-5 ～ +5 EV に設定できます。デフォルトでは、露出補正は 1/3 EV 刻みで行わ
れます。（これを 1/2 または 1 EV 刻みに変更するには、トップスクリーンのリヤキーを押し、
露出補正設定

キャプチャー設定 > EV ステップ > 1/3、1/2 または 1 を選択します。この設定は全体にわ
たって適用されることに注意してください）

適用される EV 値はトップスクリーンとビューファインダーに表示され、撮影枚数に関
わりなく一定となります。露出補正を止めるには、この機能にもう一度アクセスし、値
を 0 （ゼロ）に設定します。

露出補正設定
露出補正は、カメラのトップタッチスクリーンから、フロントキーにタッチし、リヤダイヤルま
たはサイドダイヤルで値（EV 値）をスクロールして選択します。

露出補正をオートでクイック設定
セミオートモードでは、絞り値とシャッタースピードがカメラにより自動的に設定されるため、不
要となったダイヤルをモード式操作に再設定して、例えば、露出補正機能が設定されるよう
にできます。この機能への変更は、セミオートモードやオートエクスポージャーモードを選択した
時、自動で行われます。トップスクリーン（または IQ スクリーン）で XF メニューにアクセス
し、UI 設定 > コントロール設定 > フロント / サイドダイヤル > In Auto > ExpComp
を選択します。

リヤダイヤルにより、デフォルトで ISO 感度は変更されますが、この機能が（ISO アイコ
ンにタッチし、オフ > オートを選択して）オートに設定されると、他と同様にオート ISO
モードで露出補正が調整されるように再設定することができます。
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長時間露光

長時間露光の機能は、IQ デジタルバックのモデルにより異なります。（モデルごとの機
能は、IQ 技術仕様書を御覧ください。）ただし、全モデルで基本操作は同じで、関
連設定はすべて、IQ デジタルバックと XF カメラボディで同期されます。
IQ シリーズのモデルはすべて、最大 60 分間の長時間露光が可能で、時間は XF
のフロントダイヤルから直接選択できます。XF を使用するときは、特別なエクスポー
3.18 分時の 3.30 露光

ジャーモードは必要ありませんが、マニュアルエクスポージャーモードがお勧めです。
絞り値はサイドダイヤルで選択します。ビューファインダーまたはライブビューで構図を作り、
ピントを合わせ、シャッターボタンを押します。割り当てられた時間、シャッターは開いたま
まとなり、XF のトップスクリーンには経過時間が（秒で）表示されます。1.0 秒以上の
シャッタースピードの場合は、自動的にリーフシャッターオプション（あれば）が変更され、
カメラに搭載されたフォーカルプレーンシャッターになります。

3.12 分時のブラックフレーム撮影

ノイズ除去（ダークフレーム減算）
ノイズを最少にするため、撮影時間中ダークフレームが撮影され、オリジナルの露出から
これが差し引かれます。これは完全に自動でユーザーの介入は 必要ありません。露光
時間が終わったら、スクリーンにはダークフレーム減算時間が秒でカウントダウンされます。
画面の左上のアイコンが虹彩から三日月に変わって、操作中であることを示します。停
止と保存オプションにより露光は終了して、自動的にダークフレーム撮影が開始します。
ユーザーがアボートを選択すると、画像は保存されません。ノイズ除去（ダークフレーム）
プロセスが終了すると、カメラは次の画像撮影ができます。
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ライブビュー
全ての IQ バックは後ろの LCD にライブプレビューを映すことが可能です。静止した被
写体の撮影には非常に効果的な方法です。ブレないように三脚の使用をお勧めします。
プレビュー画像は選択した絞り値で表示されます。ユーザーはプレビュー中に絞り値を変
更して、被写体深度への影響を見ることができます。
スクリーンを見やすくするため、露出はシミュレーションされません。そのため露出補正は無
効となっています。
CMOS センサー付きの IQ デジタルパックは更新レートが速くなったため、表示されるラ
イブビュー画像は CCD のものと比べて優れています。しかしライブビュー画像はファイル
品質には影響されません。
50MP IQ デジタルパックは、USB 3.0 のみでライブビューに対応しています。その他の
IQ デジタルパックはすべて、FireWire 800 または USB 3.0 でテザー撮影のライブ
ビューに対応しています。

ライブビューを有効にする
IQ のホームスクリーンで、ディスプレイの右下角にあるコンテクストメニューアイコンに
タッチします。コンテクストメニューのポップアップウィンドウが表示されます。動画カメラ
アイコンにタッチしてライブビューを開始します。XF カメラボディのシャッターが開き、リヤ
スクリーンにライブプレビュー（ライブビュー画像）が表示されます。

ライブビューのフォーカス
ライブビュー中は AF は使用できません。レンズのセレクターリングでマニュアルフォーカス
（MF）を選択し、ライブビュー画像で被写体にピントを合わせます。この後の操作は、
撮影画像のプレイバックで説明した基本機能の操作に従います。スクリーンにタッチする
と、フルスクリーンモードに入ります。ライブプレビューはスクリーンをダブルタップするか、左
手側に表示されたズームスライダー上で指先を上方向にスライドさせて、ズームアップし、
フォーカスの確認ができます。（ズームアウトするには、指先を下方向にスライドさせま
す。）プレビューの他のエリアを調べるには、指先で画像をドラッグします。フルスクリーン
モードに戻るには、画面をダブルタップします。ライブビューを終了するには、IQ デジタル
バックの左上キーを押します。

ライブビューでの画像キャプチャー
上に概要を説明したステップに従い、ライブビューを有効にしてフォーカス確認をします。
低振動モードを選択するか、シングル（または連続）ドライブモードを有効にし、画像
のブレを防ぐためにケーブルレリーズを使用してください。ライブビュー中ミラーはロックアップ
されますが、シャッターリリースボタンでシャッターを切るのはお勧めできません。

XF カメラシステム | ライブビュー

52

XF カメラボディの
カスタムプレセット
カスタムプレセット
XF カメラボディでは、3 つのプレセットが設定可能です。この機能によりシステムに行っ
た設定を保存し、お好みやワークフローに合わせてそれを組み合わせて使用することが
できます。プレセットは、1 日を通して依頼や異なる課題を同じカメラで受ける場合、
うっかり他の設定を使ってしまうなどを最小限に防ぎます。現在の設定はすべてカスタム
プレセットに保存できます。

カスタム設定の保存
カメラに必要な設定をそれぞれ行い、XF トップスクリーンのリヤキーを押して、メニューから、
設定の保存 > カスタム 1 > 設定の保存 > Yes / No を選択します。さらに 2 グルー
プの設定が（カスタム 2 とカスタム 3 に）保存できます。

カスタムモードのいずれかでカメラを使用している間に設定を変更し、その設定を更新
したい場合は、カメラメニューにアクセスし、関連するカスタムセットに保存することに気
をつけながら、「設定の保存」を選択します。

カスタムプレセットの変更
カスタムプレセットは、設定と機能のグループ間で素早く変更を実施できるようにするため
にあります。XF トップスクリーンのリヤキーを押し、メニューから、ロード設定 > カスタム 1、
2 または 3 > カスタム設定をロード > Yes / No を選択します。Yes を選択するとす
ぐに一連の設定が有効になります。通常、その後も設定は変更されます。最初の設定に
カスタム設定

戻るには、上記手順を繰り返してください。

カスタムプレセットの終了（デフォルトに戻す）
カメラをデフォルト設定に戻すには、カメラメニューから、ロード設定 > デフォルトに戻す、を選択しま
す。
カスタムプレセットに登録された一連の設定は、このオプションでは消えません。

カスタムプレセットの終了
（デフォルトに戻す）
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フラッシュ撮影

フラッシュ撮影
XF はフラッシュをマニュアルで作動させるように設計されており、ほとんどのシュナイダー・クロ
イツナッハ LS （リーフシャッター）レンズで、前例のない 1/1600 秒までフラッシュと同期
します。

Profoto Air Sync 内蔵
XF カメラボディは Profoto Air Sync モジュールを内蔵しています。これは、どのような
プロフォトエアシステムやアクセサリーでもワイヤレスでトリガーすることができます。
他社のフラッシュシステムには、Profoto Air Sync トランシーバー（Phase One パー
ツ＃ 70263）が使用できます。

Profoto Air Sync を有効にする
Profoto Air Sync はデフォルトでは有効になっていません。ワイヤレスシンクロ機能を
設定するには、カメラメニューにアクセスし、キャプチャー設定 > Profoto > Profoto フ
ラッシュ > On を選択します。同じメニューでワイヤレスチャンネルも選択できます。チャン
ネル 1～8 の間で選択してください。チャンネルの選択は、使用している Profoto フラッ
シュシステムまたは Profoto Air Sync トランシーバーで選択されたチャンネルと同じで
なければなりません。

フラッシュシンクロレンジ
プロフォトフラッシュを有効にする

Phase One のレンズは、XF カメラボディに内蔵されたフォーカルプレーンシャッター
（FPS）により、 1/125 秒のシャッター秒時までフラッシュにシンクロするようになってい
ます。
シュナイダー の LS（リーフシャッター） レンズは、レンズによって、1/1600 または
1/1000 までフラッシュにシンクロすることができます。

Enabling Profoto Flash
フラッシュ準備完了アイコン

シンクロ適応能力については、シャッタースピード設定の下にある小さなフラッシュアイコン
で表示されます。もし、このアイコンが見えなければ、シャッタースピードの設定が取付レ
ンズの範囲外になっているか、マニュ アルで設定されたシャッター（FPS か LS）である
と思われます。

配線式フラッシュ
配線式マニュアルフラッシュは、XF プリズムビューファインダーまたは IQ デジタルバックの
フラッシュシンクロポートを介し、適切なケーブルを使用して利用できます。さらに、プリズ
ムビューファインダー上にあるホットシューを介しても利用できます。スレーブユニットやワイ
ヤレストランスミッターも接続可能です。詳細はそれぞれの機器のユーザーマニュアルを
御覧ください。
Phase One は、Phase One の機器に接続した他社のデバイスにより生じた事故や
損失に対して、一切の責任を負いませんのでご注意ください。
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XF カメラシステムレンズ
フォーカルプレーンおよびリーフシャッターレンズ
Phase One XF は、フラッシュと周辺光で露出の幅を広げるため、デュアルシャッターオ
プションをご用意しています。

Phase One FPS（フォーカルプレーンシャッター）レンズ
XF カメラボディにはフォーカルプレーンシャッター（FPS）が内蔵されています。1/4000
秒から 1 時間までのシャッターレンジとなっています（使用される IQ バックのモデルによ
る）が、フラッシュシンクは最大 1/125 秒のシャッタースピードまでとなっています。

シュナイダーLS （リーフシャッター）レンズ
シュナイダーのレンズは、リーフシャッター（LS）が内蔵されています。XF カメラボディと
IQ デジタルバックと組み合わせると、リーフ シャッターは 1/1600 秒のシャッタースピード
までシンクロフラッシュが可能です。

LS レンズをお使いの場合、カメラのトップ画面で、LS、FPS のどちらが作動しているか
表示されます。どちらを優先して使用するかは、トップ画面の操作メ ニュー、もしくは IQ
バックの XF メニューから設定可能です。キャプチャー設定の選択
> シャッター> LS 優先 / FPS のみ

FPS（フォーカルプレーンシャッター）の利点
FPS の主な利点は、1/4000 秒までの撮影が可能である点です。これにより、ビュー
ファインダーの明るさと AF の性能が損なわれる ND フィルターを使用しやすくなります。
他にも、リーフシャッターのほぼ半分のシャッターレスポンスの速さという利点があります。こ
れは、FPS フラッシュシンクの範囲内で撮影する場合、またはフラッシュなしでも、指で
シャッターリリースを押した後のレスポンスが非常に速いということです。
シャッター優先

LS （リーフシャッター）の利点
1/125 秒よりも早いシャッタースピードでシンクロしたい場合、LS レンズがその要望に
応えます。例えばバランスドフィルフラッシュを使用して、動きを静止させたり、絞り開放
でセレクティブフォーカスの撮影をしたりする場合、LS レンズがフォーカルプレーンシャッ
ターの遅いフラッシュシンクロの問題を克服します。他にも LS はシャッターブレードが
軽量であるため低慣性で、撮影中の振動が少ないという利点もあります。振動の問
題については、XF カメラボディの低振動モードで、LS でないレンズにも対応していま
す。
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Capture One Pro

XF カメラシステムは Capture One Pro 付き
Mac へのインストール
Capture One ソフトウェアには便利なインストーラーが付いており、OS X 10.9 (Mavericks)
または 10.10 (Yosemite) 搭載の Mac でアプリケーションを実行するのに必要なソフトウェア
が全てインストールされます。

1.

同 梱 の USB フ ラ ッ シ ュ ド ラ イ ブ を 、 お 使 い の コ ン ピ ュ ー タ の USB ポ ー ト に 接 続 し 、
Capture One のインストーラーをナビゲートします。または、以下の Phase One のウェ
ブサイトから、アプリケーションの最新版をダウンロードできます：www.phaseone.com

2.

Capture One ディスクイメージを開きます。

3.

Capture One アイコンをアプリケーションフォルダーにドラッグします。

4.

アプリケーションフォルダーから Capture One を開きます。
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注：

Windows へのインストール

Windows では、Capture One はま

Capture One には便利なインストーラーが付いており、Windows ベースのコン

ず、すでにインストールされていなければ

ピュータ上のアプリケーションを実行するのに必要なソフトウェアが全てインストールされ

Microsoft® .NET Framework の
インストールから始めます。

ます。

1.

同梱の USB フラッシュドライブを、お使いのコンピュータの USB ポートに接続し、
Capture One のインストールファイルをナビゲートします。または、以下の Phase
One の ウ ェ ブ サ イ ト か ら 、 ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 最 新 版 を ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す ：
www.phaseone.com

2.

作動可能なソフトウェアインストールファイルを起動させます。

3.

ライセンス契約を読み、同意してください。

4.

インストールを完了させるため、画面の指示に従ってください。

システム要件
Capture One は以下にリストされた機器より古い型式でも作動しますが、ベストな
性能が得られるために、少なくとも以下の仕様を備えたコンピュータのご使用をお勧め
します：

Microsoft® Windows® の場合
• Intel® Core™ 2 Duo 以上
• 4 GB の RAM
• ハードディスクの空き容量、10 GB
• 1280 x 800、96 dpi スクリーンルールで 24 ビット解像度をもつ、キャリブレーショ
ン済みカラーモニター
• Windows 7® SP1 64-bit、Windows 8® 64-bit、Windows 10® 64-bit
• Microsoft® .NET Framework version 4.5.2 （インストールされていなければ
インストールされます）
• PDF リーダー（リリースノート閲覧のため）
• Capture One を作動する際に、インターネット接続が必要です。

Apple® Macintosh® の場合
• Intel® Core™ 2 Duo 以上
• 4 GB の RAM
• ハードディスクの空き容量、10 GB
• 1280 x 800、96 dpi スクリーンルールで 24 ビット解像度をもつ、キャリブレーショ
ン済みカラーモニター
• Mac OS X 10.9.5 または 10.10.5 または 10.11.x
• Capture One を作動する際に、インターネット接続が必要です。

推奨するシステム要件
上記のハードウェア仕様は最低要件であるとお考えください。高解像度カメラシステムを
ご使用の場合や、パフォーマンスを最適化したい場合、以下の推奨に従ってください：
• Intel® Core™ i7 以上などの、マルチコアプロセッサ―
• 16 GB 以上の RAM
• 画像のために、多めのハードディスク空き容量を確保
• ソリッドステートディスク（SSD）などの高速ハードディスク
• AMD Radeon 7950 (Mac) / AMD R9 290 (Win) 以降の、2GB 以上の
RAM をもつ、NVIDIA または AMD からの高速グラフィックカード。デュアル AMD
D700 GPU 搭載 Mac Pro （2013 年後半）のご使用をお勧めします。
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Capture One Pro （Mac / Windows）の作動
Capture One Pro を作動、更新する際に、インターネット接続が必要です。

1.

Capture One をスタートし、Pro を選択して、製品ダイアログボックスから
作動させます。

2.

与えられている 16 文字のライセンスコード / プロダクトキーを入力し、さらに必
要なフィールドに個人情報を入力して、プロフィールを作成します。（Capture
One Pro のライセンスコードは、Capture One のパッケージの内側にあります）

3.

情報の入力を終えて「作動...」ボタンを押すと、Phase One のサーバーによ
りソフトウェアが認証されます。

4.

注：
Phase One プロフィールは、作動するた
め、また将来のアップデートやアップグレードの

Capture One は有効となり、使用できます。

Capture One のマイナーなバージョンアップは無料です。例えば、Capture One Pro
8.2 か ら 8.3 へ の バ ー ジ ョ ン ア ッ プ は 無 料 で す 。 大 き な バ ー ジ ョ ン ア ッ プ 、 例 え ば
Capture One Pro 7 から 8 へのバージョンアップは有料です。

ために必要です。Phase One プロフィール
がない場合は、E メールアドレスとパスワード

Capture One Pro 8 のキーにより、それ以前のバージョンも有効となります。例え

を入力して、新しいプロフィール ID を作成

ば、Capture One Pro 7 を使用したい場合は、ライセンスコードはこのバージョン用

してください。

として使用されます。これは登録には適用されないのでご注意ください。
Capture One DB は、Phase One のバックのみに対応しています。Phase One
だけではなく他のメーカー製品の対応には、Capture One Pro をご使用ください。
トラブルシューティング
ソフトウェアの起動に問題がありましたら、アプリケーションでの指示に従い、 オンラインの
Capture One ヘルプマニュアルをお読みいただくか、トラブル シューティングのウェブサイト
（http://www.phaseone.com/ support）をご覧ください。
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Capture One テザー使用

注：

テザー撮影

IQ デ ジ タ ル バ ッ ク は FireWire 基 準 （ 最 長

フォトグラファーのためのプロフェッショナルツールとして、IQ デジタルバックは Capture

4.5m のケーブル）および USB 基準（最長 3m

One Pro RAW ファイルワークフローソリューションを作動させる Mac または PC に接

のケーブル）に

続してテザー撮影が行えます。露出、フォーカス確認、ライブビューなど幅広いカメラ機

も対応しています。これよりも長いケーブルをお使い

能の選択や制御に加え、PC のハードディスク、またはカメラの CF カードに撮影画像を

の場合、他社の電源もしくは電源中継点が必要と

バックアップとして保存することも可能です。

なる可能性がございます。これに関してはお近くの
ディーラーにお尋ねください。

コンピュータ接続
IQ デジタルバックは Firewire800（IEEE 1394b）、または USB 3.0 インターフェース

IQ デジタルバックはインターフェースケーブルを使う

ケーブルを使ってコンピュータに繋ぎ、テザー撮影をすることができます。（50 メガピクセル

ことにより、コンピュータのポートから電源をひいた

IQ CMOS シリーズのデジタルバックは、USB 3.0 を使用した場合のみライブビューテザーに

り、バッテリーを充電したりできます。すべてのコン

対応しています）

ピュータからデータバスにより、電源をひくことができ
るわけではありませんが、IEEE 1394 ポートと、
いくつかの USB ポートのあるノートパソコンからは
可能です。
IQ デジタルバックには、切れていてもいなくても、

オンラインサポート
Capture One のテザー撮影に関する詳細は、Capture One ヘルプメニューにあるオンラ
インユーザーガイドを見るか、以下を御覧ください。
http://help.phaseone.com/en/CO8/Capture/Tethered-Shooting.aspx

バッテリーが装着されていなければ正しく機能しま

テザー撮影（FireWire / USB 3.0）

せん。バッテリーが切れている場合、データバスに電

XF は Firewire800(IEEE 1394b)、または USB3.0 インターフェースケーブルを使うことにより、コン

源が入ると、バッテリーの充電が始まります。

ピュータに繋ぐことが出来ます。IQ デジタルバックのポートはヒンジ式カバーで保護されています。接続す
るとカメランには電源がはいり、設定が Capture One と自動的に共有されます。
テザー撮影中は、IQ デジタルバックのディスプレイを切ることも、（Capture One または IQ メ
ニューのカメラ設定ツール（デジタルバック）から、自動プレビューモード > Off / On を選択して）
テザー撮影していない時のように、撮影中に画像を表示することもできます。IQ 画面に画像の一
部を拡大して、フォーカス確認をすることもできます 。
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デフォルトの自動保存設定では、インターフェースケーブルを外すと、IQ デジタルバックは
非テザーモードになります。
IQ 50MP CMOS レンジのデジタルバックは、FireWire 800 または USB 3.0 を使用して
テザー撮影できますが、USB 3.0 を使用した場合のみ、ライブビュー機能が利用できます。

注：
IQ デジタルバックは、いくつかの制限があるものの、Apple Thunderbolt から FireWire 800 のア
ダプターに対応しています。詳細は以下を御覧ください：
http://www.phaseone.com/Search/Article.aspx?articleid=1256&languageid=1

IQ デジタルバックは、FireWire 400 にも対応しています：。Phase One には、FireWire
800 ～ 400 のケーブル長 4.5m をご注文ください。パーツ＃：50300164

テザー撮影時の電力設定（FireWire / USB 3.0）
IQ デジタルバックはバッテリーチャージャーを搭載し、コンピュータに接続してテザー撮影を行う場
合、確実にバッテリーが充電されるようになっています。

テザー中の充電
この充電機能はスイッチを切ったり、スロー、ファストに設定できます。IQ デジタルバックのメニューか
ら、電源管理 > PC から充電、を選択してくだい。スローやオフは、ノートパソコンの電源の持続時
間を保持するために選びます。バッテリーは、IQ デジタルバックの電源管理がスローまたはファストに
設定され、USB または FireWire 経由で接続している時のみ充電します。

作業中または待機中、たいていの USB ポートは十分な電力を供給できないことに注意してくださ
テザー撮影時の充電

い。ただし充電中はバッテリーの持続時間を長くすることができます。これは、現在の USB 2.0 お
よび USB 3.0 の技術的な限界です。USB に接続中にバックの電源が切られた場合でも、充電
が続けられます。電源をオフにした場合、バックの後部のオレンジ色の LED ランプがバッテリー充電
中であることを示します。

Capture One Pro への画像インポート
IQ デジタルバックは純正の RAW ファイルでのみ撮影し、JPEG または TIFF ファイルで書き
出すには、Capture One または同等のソフトウェアが必要です。IQ デジタルバックはカメラに
ある RAW ファイルはプロセスできません。

画像インポート
コンピュータに接続したカードリーダーにメモリーカードを入れると、Capture One の作動時
は、自動的にインポートイメージダイアログウィンドウが立ち上がります。

画像のマニュアルインポート
1.

File で「Import Images..」を選択します。ダイアログボックスがファイルをブラウズする
ために開きます。

2.

ロケーションツールの「Import from」で、フォルダー、カード、ディスクを選 びます。

3.

キャプチャーフォルダー(インポートロケーション)を選択し、必要ならば、 job name とメ
タデータ（著作権、キャプション）などを入力します。

4.

インポートされたファイル用にネーミングフォーマットを選択したい場合、「 Format」を
ネーミングツールから選択します。

5.

全ての画像、または特定の画像をインポートするよう選択します。

6.

「Import」または「Import all」をクリックします。バックグラウンドで画像がインポートされ
ている間、他の作業を継続することが可能です。

Capture One ユーザーガイド
ユーザーガイドは、Capture One のヘルプメニューまたは、以下で入手できます。
http://help.phaseone.com/
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WiFi 機能および
Capture Pilot

IQ3 お よ び IQ2 デ ジ タ ル バ ッ ク は WiFi シ ス テ ム が 内 蔵 さ れ 、 Phase One の
Capture Pilot アプリを作動している、Apple iOS デバイス（iPhone、iPad および
iPod タッチ）にワイヤレスに接続されます。Capture Pilot によりユーザーはカメラの露
出設定を遠隔制御でき、XF IQ3 と IQ2 カメラシステムのシャッターを切ることができま
す。さらに Capture Pilot により、画像のブラウズとジオタギングが可能になり、Phase
One の IQ3 50MP および IQ250 MP バックでのリモートライブビューもできるようにな
ります。

Capture One Pro のオプション品として、Capture Pilot はリモート操作やテザー撮
影のカメラのトリガー機能も果たします。フリーダウンロードのこのアプリは、スタジオや現地
にいて、コンピュータ画面がない場所で画像を見たいクライアントにとっても有益なソリュー
ションです。

iOS デバイスには RAW ファイルは転送、保存できないことに注意してください。オリジナ
ルのファイルは、設定により異なりますが、カメラの CF カードと（または）テザー撮影用コ
ンピュータのハードディスクに保存されます。

詳細は以下を御覧ください。www.phaseone.com/en/CO8/capture-pilot

WiFi 設定
開始前に Capture Pilot アプリを Apple App Store からダウンロードし、使用する iOS
デバイスにインストールします。Capture Pilot のリモートカメラオペレーション機能である
AppStore からキャプチャーパイロットを
ダウンロード

キャプチャーリモートは、IQ デジタルバックがワイヤレス接続されると、自動的に作動します。

他社の一眼レフカメラをコントロールするには、キャプチャーリモートのアプリ内購入が必要
です。購入前に互換性をご確認ください。他社の製品では、Capture One Pro が作
動しているコンピュータにテザー撮影接続されているカメラにのみ、遠隔制御が行えます。
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WiFi 接続
IQ3 デジタルバックを iOS デバイスに接続できるワイヤレスネットワークモードは 2 つあります。
撮影現場では、8m までアドホックモードを使用してください。スタジオにルーターがある場合は、
30m までインフラモードが使用できます。（装置と信号強度により異なります）

アドホックモードを使用して、iOS デバイスを直接 IQ デジタルバックに接続
1.

XF/ IQ3 に電源を入れ、リヤタッチスクリーンから、メニュー > WiFi > モード (Off) >
アドホック、を選択します。これにより、PhaseOne [製造番号] の名前で、画像サー
バーが始動します。（この名前は変更できます。ネットワークセキュリティのページを御覧
ください。）

2.

iOS デ バ イ ス を 使 用 し て 、 ア プ リ 設 定

> WiFi > Choose a Network …

> PhaseOne [製造番号]を選択します。

3.

Capture Pilot をスタートし、IQ デジタルバックの PhaseOne [製造番号] をローカルサー
バーリストから選択します。該当する場合は、バックの認証（PIN）コードを入力します。（詳
細はネットワークセキュリティのページを御覧ください）

4.

IQ デジタルバックに接続されると、カメラの CF カードに保存された画像はすべて、
サムネイル表示されます。

5.

Capture Pilot のカメラコントロールツールのキャプチャーを遠隔で開くには、画面下のメニュー
バーにあるカメラアイコンを押します。

6.

リモートライブビューを始めるには、ムービーカメラアイコンを押します。（IQ3 50MP および
IQ250 のみ）

接続のトラブルシューティング
一般的にアドホックモードで作業している場合、iOS デバイスの WiFi 設定は「接続を確認」に設定
します。これにより、例えばカメラのバッテリーが切れたなどの理由で IQ3 からの信号がなくなったため
に、IOS デバイスのネットワークが自動的に切り替わるのが防がれます。しかし、iOS デバイスは自動
的に（あれば）既知のネットワークに接続され、IQ デジタルバックが電力を回復して WiFi 接続が
Select digital back in Capture Pilot

再び可能になっても、Capture Pilot は再び接続されません。再度接続を確立するには、iOS デバ
イスのアプリ設定から、IQ3 ネットワーク名の PhaseOne [製造番号] を選択し、Capture Pilot
を開きます。

IQ デジタルバックをルーターに接続する（インフラモード）
1.

IQ3 で WiFi 接続を確立するには、メニュー > WiFi > モード (Off / アドホック) > On を選
択します。バックが利用可能な WiFi ネットワークをスキャンするまで待ちます。

2.

スタジオの WiFi ネットワーク名（SSID）を IQ3 画面から選択し、メニュー > WiFi >
ネットワーク選択、を選びます。

3.

スタジオの WiFi ネットワークのパスワード（ある場合はユーザー名も）を、表示された
キーボードを使って IQ3 タッチスクリーンに入力します。キーボードのグリーンのチェックマー
クボタンを長押しし、パスワードを確認します。（ワイヤレスでホスト名、ユーザー名、パス
ワードを入力する場合は、基本的な ASCII (基本的な英語)文字のみ使用できます）

4.

ネットワークを利用するには、グリーンのチェックマークを押します。IQ バックの画面にはプログ
レスが表示され、接続状態が確認されます。

ルーターで Capture Pilot を、使用している IQ3 に接続
1.

iOS デバイスから、スタジオのネットワークを、設定 > WiFi > WiFi ネットワーク名 (SSID)
の順に選択します。

2.

スタジオの WiFi ネットワークのパスワード（ある場合はユーザー名も）を入力します。

3.

Capture Pilot をスタートし Capture Pilot のローカルサーバーで、PhaseOne [製造
番号] を選択します。該当する場合は、バックの認証（PIN）コードを入力します。（詳
細はネットワークセキュリティのページを御覧ください。）

4.

IQ デジタルバックに接続されると、カメラの CF カードに保存された画像はすべて、サムネイル
表示されます。

5.

Capture Pilot のカメラコントロールツールのキャプチャーを遠隔で開くには、画面下のメニュー
バーにあるカメラアイコンを押します。

6.

リモートライブビューを始めるには、ムービーカメラアイコンを押します。（IQ3 50MP および
IQ250 のみ）

デジタルバックのネットワーク
名を選択

テザー撮影時は Capture Pilot を使用して、IQ3 を遠隔操作できます。上記と同じ手順に
従って、どちらのワイヤレスモードも使用できます。
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ネットワークセキュリティ
大きなスタジオでは複数の Phase One IQ バックがワイヤレスに使用されていたり、
Capture One Pro から複数のコンピュータが Capture Pilot を作動させている場合
があります。そのような場合、使用しているイメージサーバーが 範囲内にあれば、
Capture Pilot を作動している使用中の iOS デバイスには、ローカルサーバー下のデ
バイスが表示されます。各イメージサーバーは、IQ バックの PIN コードか、（Capture
Pilot サーバーが有効になっていて）Capture One Pro が作動しているコンピュータに
よって発行されているイメージサーバーのパスワードにより、セキュリティを確立することがで
きます。サーバーから求められたら、該当するコードやパスワードを入力してください。

IQ3 シリーズのデジタルバックのネットワーク設定には、ホスト名（IQ3 イメージサーバー名）
変更、PIN コード設定、または特定のネットワークチャネル選択が含まれます。設定を変更す
るには、メニュー > WiFi > モード > Off > 設定、の順に選択します。

IQ3 から、すべてのネットワーク設定、PIN コードを含むすべての WiFi 設定をリセットするには、メ
ニュー > デフォルトに戻す、を選択します。警告：これにより IQ3 設定はすべて工場のデフォルト
設定にリセットされます。（日時設定は変更されません）

Capture Pilot の位置データ
撮影現場でバッテリー電力の使用を最小限に抑えるため、ジオタギングは例えばホテル
やスタジオに戻った時など、撮影後の都合の良い時に行うのが良いでしょう。ジオタギン
グ機能が有効なまま、背景で Capture Pilot が作動して、バックが自動的にシンクロ
に設定されることが必要です。（ジオタグ CF カード > On）しかし、撮影時にデータ
をワイヤレスでエンベッドすることも可能です。（キャプチャーをジオタグ > On）詳細は
以下を御覧ください。

キャプチャー後位置データをシンクロ
IQ デジタルバックから、メニュー > WiFi > 設定 > Capture Pilot > Capture Pilot
許可 > ジオタグ CF カード > On、を選択します。撮影中は Capture Pilot のアプリが
（ご使用の iOS デバイスで）背景で作動し、アプリのデータロギング機能が有効になって
いること（右上角のコンパス針のボタンがオレンジ色であること）を確認してください。

画像を正確にタギングするために、バックの日時と iOS デバイスの日時が同期している
ことを必ず確認してください。

後で画像にタギングする
IQ デジタルバックをワイヤレスで Capture Pilot に（上記に説明の、アドホックまたは
インフラモードで）接続すると、IQ デジタルバックの CF カードにあるファイルに場所デー
タがシンクロします。画像の入った CF カードが複数ある場合は、順に 1 つずつ IQ デジ
タルバックに挿入してください。Capture Pilot は IQ デジタルバックと同期し、自動的に
ファイルに位置データをタグ付けします。バックとアプリは両方、 CF カードのファイルがタグ
付けされたという確認を表示します。

キャプチャー時に画像にタグ付けする
Capture Pilot はキャプチャー時に、iOS デバイスから出される位置データを画像にタグ付
けできます。IQ デジタルバックから、メニュー > WiFi > 設定 > Capture Pilot >
Capture Pilot 許可 > キャプチャーをジオタグ > On、を選択します。
Capture Pilot のデータロギング機能が有効になっていること（右上角のコンパス針のボ
タンがオレンジ色であること）を確認してください。
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IQ デジタルバックと
他社のカメラ

Phase One の IQ デジタルバックは、Phase One / Mamiya のカメラとハッセルブ
ラッドの中判カメラのボディ向けの特殊マウントとデジタルインターフェースを備え、最適な
パフォーマンスが得られるよう製造されています。

標準 IQ デジタルバックは、Phase One

XF または Phase One

/ Mamiya

DF+ カメラボディ用の M マウントが付いています。しかし、IQ デジタルバックはハッセル
ブラッド H または V マウント付きのモデルを注文することもできます。IQ デジタルバック
は他のカメラボディ用マウントに合わせるためのアダプターを付けることもできます。IQ デ
ジタルバックは、コンタックス 645 の C マウントには対応していないのでご注意ください。
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IQ デジタルバックを Mamiya RZ67 PRO II/D に取り付ける
Mamiya RZ67 PRO IID
XF 用もしくは 645DF+ 用の標準 M マウント付き IQ バックは、アダプタープレート
（Phase One パーツ＃70994）が必要となりますが、Mamiya RZ67 Pro IID カメラ
と互換性があります。

Mamiya のサービス部品（Y22995-RZ）でバックマウントプレートを変更することで、
Mamiya RZ67 PRO IID にハッセルブラッドの V マウントで IQ バック を使用することがで
きます。

Mamiya RZ67 PRO II
IQ バックのハッセルブラッドの V マウントバージョンのみ、Mamiya RZ PRO II のアダプ ター
（Phase One パーツ＃70964）と共に、古いバージョンの Mamiya RZ PRO II で使用す
ることができます。標準 M マウントの IQ デジタルパックは対応していないのでご注意ください。
ビューファインダーマスク

ビューファインダーマスク
ビュ ー ファ イン ダ ー の 取 り 外 し 方と フ ォ ーカ スス クリ ー ン の 取り 外 し に 関 し て は 、 Mamiya
RZ67 のマニュアルをご確認ください。

Mamiya RZ Pro II モードセレクター

1.

マスクから保護テープを外します。

2.

プリズム/ウエストレベルファインダーを外し、フォーカススクリーンを外 します

3.

フォーカススクリーンを保持するブラケットにビューファインダーマスクを載せます。

4.

フォーカススクリーン、ビューファインダーを載せます。

Mamiya RZ Pro II モードセレクター
トリガーボタンのモードセレクターは、 IQ バックと使用時、白いドットに変わります。セレクター
は、IQ バックがボディに装着され、使われていない時に、RZ カメラのバッテリーが消耗するの
を防 ぐため、オレンジのドットに設定する必要があります。

IQ デジタルバック カメラモード設定
IQ デジタルバックで Mamiya RZPRO IID カメラモードを選択してください。（メニュー
> カメラモード > RZ67PROIID）これにより、IQ デジタルバック が Mamiya RZ
IQ デジタルバックカメラモード設定

PRO II 用に最適化されます。 このオプションは Mamiya RZ67 PRO II モデルには
対応していないことをご注意ください。
F カメラシステム
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ハッセルブラッド H 用 IQ デジタルバック

ハッセルブラッ ド H マウントを装備した Phase One IQ デジタルバックは、ハッセルブラッ ド
H1 および H2 などの初期のハッセルブラッ ド H シリーズカメラに取り付け可能です。

ビューファインダーマスク
ビューファインダーの取り外し方やフォーカススクリーンの外し方については、ハッセルブラッ
ド H シリーズのマニュアルをご確認く ださい。ビューファインダーマスクの取り換えは、
50MP と 40MP の IQ バックにのみ必要となります。

ビューファインダーマスク

1.

マスクから保護テープを外します。

2.

ビューファインダーを外し、フォーカススクリーンを外します。

3.

フォーカススクリーンを保持するブラケットにビューファインダーマスクを載せます。

1.

フォーカススクリーン、ビューファインダーを載せます。

ハッセルブラッド H シリーズカメラディスプレイ
ハッセルブラッド H シリーズのグリップスクリーンでも、いくつかの IQ バック情報を表示
すること が可能です。「デジタルバックストーレジメディアがいっぱいです」などのエラー
メッセージや IQ バックでの ISO 設定などです。
ISO 設定は IQ バックから設定、またはテザー撮影時に Capture One Pro ソフトウェア
で設定すること ができます。
全てのハッセルブラッド H シリーズのオートエクスポージャーモードは IQ バックで完全
対応となっています。エクスポージャーモードに関する詳細は、関連のハッセルブラッド
H シリーズのマニュアルをご確認ください。
ハッセルブラッド H シリーズの
カメラディスプレイ
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ハッセルブラッド V カメラ用 IQ デジタルバック

ハッセルブラッド V 用の Phase One IQ デジタルバック は、ハッセルブラッド 555ELD、
553ELX、501 CM、503CW を含む、ほぼ全てのハッセルブラッド V カメラに装着す
ることが可能です。

ビューファインダーマスク
フォーカススクリーンを外す前に、関連のハッセルブラッドカメラのマニュアルをご確認ください。

1.

マスクから保護テープを外します。

2.

ファインダーを外し、フォーカススクリーンを外してください。

3.

スクリーンを保持するブラケットにマスクを置きます。

1.

フォーカススクリーン、ビューファインダーを載せます。

ビューファインダーマスク

縦型取付け
ハッセルブラッド V には、縦サイズの写真の撮影のために、デジタルバックを縦方向に取
付けることが可能です。

縦型取り付け
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シンクケーブル
お使いのハッセルブラッド V がどのタイプでも、レンズからフロントプレート（右か左）にあ
るコネクターポートへ、シンクケーブルが接続されていなければなりません。

モーターケーブル
ELX、または ELM ボディには、Capture One Pro からカメラ撮影を可能にするよう、
モーターケーブルが付属しています。ハッセルブラッド 555ELD には必要ありません。

シンクケーブル

モーターケーブル
ーブル

フラッシュリード接続
フラッシュケーブルを IQ デジタルバック のフラッシュポートコネク ターに接続することができ
ます。

フラッシュリード接続

シャッターレイテンシー設定
IQ バックは、特定のカメラ機能の最適なパフォーマンスを確保するため、ノーマルとゼロ
レイテンシーの両方のモードで使用することができます。ミラーアップ機能をお使いの場
合、またはシャッ ターボタンを素早く押したい場合、レイテンシー設定をゼロにします。
ノーマルレイテンシーをお使いの場合、シャッターボタンを早く切りすぎないようにしてく だ
さい。903CW、905CW では、IQ バックレイテンシーをゼロに設定して下さい。
シャッターレイテンシー設定

ハッセルブラッド 555 ELD
555 ELD の全面のシャッターリリースが、DIG 位置にあることを確認してください。

ハッセルブラッド 555 ELD

DIG 位置
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IQ デジタルバックと
テクニカルカメラ
Phase One IQ デジタルバックは、対応するボディマウントとアダプターのあるテクニカル
カメラに幅広く 対 応していま す。フォーカ スや補正 時のライブビューオプシ ョン 、特に
CMOS 採用の IQ デジタルバックは、圧倒的な機能を提供します。

IQ バックとメカニカルシャッター
IQ デジタルバックは、ノーマルとゼロの 2 つのシャッターレイテンシーモードをご用意しまし
た。IQ デジタルバックをゼロレイテンシーに設定すると（IQ メニュー選択 > シャッターレ
イテンシー > ゼロ）、最初のリリースでメカニカルシャッターとシンクロします。レンズのメカ
ニカルシャッターにあるフラッシュシンクロポートと、IQ デジタルバックのマルチコネクターポー
トを標準（ワンショット）シンクロケーブルで接続します。バックの電力管理機能を使用
するため、ゼロレイテンシーモードのほうがバッテリー電力消費が多いことに注意してくださ
い。
IQ デジタルバックをノーマルレイテンシーに設定すると、バッテリー電力消費は減りますが、
テクニカルカメラのメカニカルシャッターは、 4 秒の時間枠内に 2 度トリップが必要です。
これには特殊なツーショットシンクロケーブルが必要となります。最初のシャッターリリース
は、ウエイクアップ信号で IQ デジタルバックを始動し、次のシャッターリリースは露出を開
始します。4 秒のタイムリミットが過ぎると、IQ デジタルバックは警告音を出し、スクリーン
には「2-ショットエラー」と表示されます。

メカニカルシャッターと一緒に使用できる他社の、オート、セミオート、2-ショットソリューションが
ゼロレイテンシー設定

いくつかあります。（ウエイクアップケーブルと呼ばれているものもあります）詳細は販売店に
おたずねください。

2-ショットリリースの一般的な使い方
1.

IQ バックのマルチピンポートへ、2-ショットケーブルを接続。もう片方をメカニカルレ
ンズのフラッシュシンクポートへ接続します。フラッシュが必要な場合には、IQ バック
へフラッシュシンクリードを接続してください。

ノーマルレイテンシー設定

2.

IQ デジタルバックでノーマルレイテンシーが選択されていることを確認してください。

3.

必要ならば、シャッターを閉じてください。

4.

シャッターリリースケーブルのトリガーをゆっくり押してください。2-ショットケーブルが
IQ バックを起動し、トリガーが完全に下まで押されると、撮影ができます。

エレクトロニックシャッター
IQ バックと互換性のあるオートレンズコントロールもいくつか販売されていま す。
詳細は、お近くの販売店へお尋ねください。

更なる詳細は、support.phaseone.com の Phase One Knowledge base で特
定のカメラ（機種）名でお探しください。
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システムメンテナンス

XF カメラボディとビューファインダー
XF カメラシステムは、基本的にほとんどメンテナンスの必要 がありません。しかし、プロ用機
材として適切なケアをし、注意を払ってお取り扱いいただく必要があります。カメラが長期間
使用されていない場合、フォトセッションの前には必ずテストショットを行ってください。XF カ
メラボディの電子コンタクト部分やバックマウントを、清潔でほこりのない状態に保ってくださ
い。手入れにはマイクロファイバークロスやボディ専用のレンズブラシを使用し、これらはレン
ズ上で再使用しないでください。

レンズ
指でレンズの光学素子に触れないようお願いいたします。ゴム製のブロアー（圧縮空気
不使用のこと）やソフトなレンズブラ シ、乾いたレンズクロス（レンズに同梱）を使用し
て、きれいな状態で維持してください。レンズに、他のツールを使用しないで ください。電
子接点にも指で触れないでください。レンズは防水ではありません。水にぬれた場合には、
直ちに乾いたク ロスでふき取ってください。海水など、塩にさらされた場合には、クロスを
濡ら して、十分注意しながらレンズを拭いてください。

IQ デジタルバック
P1IQ バックは、カメラに取り付けられていない時には、センサー保護カバーを装着しておか
なければなりません。センサーの IR フィルターにはほこりが蓄積する可能性があります。こ
れにより画像の品質が下がります。IQ バックに同梱されるセンサークリーニングキットにある
指示に従ってください。

センサー上の IR フィルター
IR フィルター（赤外線軽減フィルター）はセンサー上に常に取り付けられています。
フィルターは以下のような理由により、取り外しができないこともあります。

1.

IQ バックのフォーカス精度は、IR フィルターの存在によって左右されます。

2.

クリーンルーム施設を使用できる場合のみ、センサーを侵害するホコリの侵入無
しにセンサーを再装着することができます。

3.

Phase One 製品保証が無効になります。
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追加重要情報

Phase One カスタマーサービス
Phase One XF はハイパフォーマンスカメラで、様々な環境の下でプロのフォトグラファー
の過酷な日々の使用に耐え得る設計となっています。しかし光学系の精密機器ですので、
過度に過酷な使用は避け、ご使用にならない時は極端な温度、湿度を避けて保管して
いただきますようお願いいたします。
カメラの長期間保管時は、電池を抜いていただき、安全に保管していただくようお願いいた
します。（ショートや出火のリスクを避ける為。）

修理
故障やサービスには、以下の Phase One または Phase One 代理店にお問い合わせい
ただくか、www.phaseone. com/contact または以下の Phase One パートナーにご連
絡ください。www.phaseone.com/ partners

Phase One テクニカルサポート
Phase One ハードウェア、キャプチャーワンソフトウェア（ライセンスや作動問題を含 む）に関
するサポートは、support.phaseone.com の Phase One テクニカルサポートチームオンラ
インのメンバーへご連絡ください。
登録ユーザーでない場合、ファームウェアやソフトウェアの最新アップデート情報や、開発に関す
る最新情報をお伝えしますので、サインアップをお願いいたします。過去に、キャプチ ャーワンの
登録、ダウンロードを行ったことがあれば、既にユーザーアカウント をお持ちの可能性もございます。
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