
露出モードダイヤル	

シャッターダイヤル（デフォルト）	

絞りダイヤル（デフォルト）	

AELボタン	

シンクロターミナル	

視度補正つまみ	

セルフタイマー	
AF赤外補助光	

シャッターボタン	

ドライブダイヤル	

AFLボタン	 プレビューボタン	

フォーカスモード切替	

アイピース開閉	

PHASE ONE 	
システムガイド	

●　カメラのパーツと機能名	



L/ロック	 	 	電源On/Off	
	
S/ 1コマ撮影　 	シャッターを押すごとに、シャッターが切れます	
	
C/連続撮影	 	シャッターを押している間、シャッターが切れます	
	
M.UP/ミラーアップ撮影　シャッターボタン半押しでミラーアップ。さらにシャッターボタンを押す

	 	とシャッターが切れます	

P/プログラムAE（プログラムシフトPH/PL） 
絞り、シャッター速度が自動決定 
	
Av/絞り優先AE 
希望の絞り値を設定、シャッター速度は自
動選択されます	
	
Tv/シャッター優先AE 
希望のシャッタースピードを設定、絞りは自
動で選択されます	
	
M/マニュアル 
絞り、シャッタースピードを任意で設定	
	
X/シンクロモード 
ストロボ使用時設定、シャッター速度が
1/125に固定されます	
	
CF/カスタムファンクション 
カスタムファンクションを設定	
	
C1/ C2/ C3 カスタム設定	
各設定を記録。P、C、Av、Tv、M、X、測光
モードの記憶ができます。	

中央部重点平均測光 
中央を重点的に画面全体を平均測光	

測光モード 
	
設定方法	
Aボタンを押し、前ダイヤルを回すと設定が変更できます。　再度Aボタンを押すと設定が完了します。	
	

S/ シングル 
シャッター半押しでピント合わせ、合掌マーク点灯でピントが固
定されシャッターが切れます	

C/ コンティニュアス 
シャッター半押しの間、連続してピントを合わせます。合掌マーク
点灯、非点灯関係なくシャッターを切ることが可能	

M/マニュアル 
手動でピントを合わせます	
	

●　レンズのAF、マニュアルの切替え	

部分測光 
画面中央サークル付近を目安
に測光	

可変比率測光 
中央重点平均測光と部分測光の
２つのモードを画面全体の明暗差
の大小で自動的に切替え測光	

●　カメラのパーツと機能	

オートフォーカスはカメラのフォーカスモード切替えが優先になります。カメラ側のフォーカスモードがM（マニュア
ル）になっている場合、レンズがAFに設定されていてもオートフォーカスは動作しません。	
オートフォーカスをご使用の場合はフォーカスモードをCまたはSに設定してください。	

●　オートフォカース、マニュアル切替え	



表示スペース、サイズに制限があるため、略字または略語となります。 

操作を一層スマートに行えるカスタムファンクション(CF) 
 
カメラ機能を目的に合わせた使用方法やフォトグラファー
の好みに合わせて設定できるすることができます 
	

0 1 2 3 

C-01 露出値、露出値ステップ幅 1/3EV 1/2EV 1EV 

C-04 使用電池 アルカリ Ni-Cd、Ni-HM Li-ion 

C-06 Mモード前後ダイヤル入替え 前-Tv/後-Av 前- Av /後-Tv�

C-16 ブザー OFF ON 

C-18 作動シャッター（M） 自動切替 LSのみ FSのみ 

C-19 AF速度 高精度制御 高速制御 

C-99 ボディーファームウェア 

使用電池をLi-ionに変更	

１）露出モードをCFに合わせる	
２）後ダイヤルを回しABCユーザーを選択	

３）前ダイヤルを回しC-04を選択し、2に設定	

●外部液晶表示	

●　ファインダー内液晶表示	

●　カスタムファンクション	

●　カスタムファンクション カスタム例	

AELボタンをAFボタンに設定	
　１）AEL/AFLボタンを入れ替え 
　　　　カスタムファンクション C-09 を選択しリアダイヤルを回して「On」に設定	
　2) 次に AF 動作後のロック方法を設定	
　　　　フロントダイヤルで C-12 を選択し、リアダイヤルで「1」(AF 動作/ロック)に設定	
　3) シャッターボタン半押しによる AFL/AEL を解除	
　　　　フロントダイヤルで C-10を選択し、リアダイヤルで「2」(AFL/AEL OFF)に設定	
	
リセット方法	
　１）初期化したいユーザーを選択	
　２）SETボタンを長押しする	

	

使用する電池の種類に合わせて設定を変更してください。使
用電池と異なる設定になっていると電池の残量が正しく表示
されません。	



●　バッテリー残量表示	
バッテリー残量表示は3段階になっています。	

１）電池容量は十分ある状態	

＊２）の表示で残量が半分あると誤解されている場合があります。この表示になった段階で電池を替える準

備をしてください。	

２）容量が残りわずかな状態	

３）残量がほとんどない状態。点滅している状態ではシャッ
ターが切れません。	

FireWire800	USB3.0	

シンクロコネクター	

マルチコネクター	

CFカードスロット	

電源ボタン	

ロック	
取り外しボタン	

カスタムファンクション使用電池設定：C-04 0: アルカリマンガン　1: Ni-Cd、Ni-HM　2: Li-ion	
	

●　バッテリー残量表示	 ●　デジタルバックのパーツと機能名	

バッテリー挿入口	



●　液晶表示	

起動時にLEDが点灯し、起動後はLEDが消えます。	
	  
グリーン：シャッターをきるとグリーンのLEDが点滅し、ビ
ジーを示します。またディスプレイがスリープすると点灯し、
起動していることを示します。	  
	
レッド：撮影データをメディアに保存している時、またはバッ
ファーがフルの状態を示します。	
	  
グリーンとレッド：デジタルバックがエラーを起こしているこ
とを示しています。ケーブルを外しCapture	  One、デジタル
バックを再起動してください。それでも改善されない場合は
デジタルバックのファームウェアがエラーを起こしているい
る可能性があります。その場合はファームウェアをファー
ムウェアのリストアまたは再インストールを行ってください。	
	

ショートカット	
ホームスクリーン：左上のボタンを長押しで、ホームスク
リーンに戻ります。	  
	  
	  
	  
	  
	
ロック：左上のボタンを押したまま、右下のボタンを２回
押すとロックされます。解除は同様に左上のボタンを押
したまま、右下のボタンを２回押します。	
キーアイコンが赤い状態はロック状態を示します。	

長時間露光	
	
２秒以上の露光時間の場合、長時間露光を示すアイコ
ンが表示されます。	
露光中は数字がカウントアップ。露光終了後、ブラック
キャリブレーション作成の時間がカウントダウンされます。	

画像の確認	

デジタルバック 
DF/DF+の設定	

感度設定	

ホワイトバランス	

表示切替え、ライブビュー、ロック	バッテリー残量	

撮影可能枚数	

感度 
ホワイトバランス 
ファイルフォーマット	

CFカードスロットのLED	  
レッド：CFカードにアクセス中です。点灯中はCF
カードを抜かないでください。フォーマットの破損ま
たは画像やデータが壊れる可能性があります。	  

長時間露光を行う場合、露光時間と同じ時間ブ
ラックキャリブレーションを行います。	
そのため10分露光した場合、撮影後10分撮影
ができなくなります。ご注意ください。	

●　LED表示	
	

●　各機能の液晶、LED表示	



Playメニューで撮影画像の確認。	
画面右側にヒストグラム/ 露出警告/ 
フォーカスマスク/ 水準器/ インフォメー
ションのツールが表示されます。ツール
をタップすると機能が適用、表示されま
す。 
	

●　Play	
	

ISO設定 
デジタルバックによってはS+の付いた感度が表示され
ます。S+の付いた感度を選択した場合、Sensor+機
能が有効になります 

●　Menu	

●　WB(ホワイトバランス)	

●　ISO	

デジタルバックの設定やPhase One 
645DF/DF+の設定ができます。 
 
詳細は次のページをご確認ください。 
 
	

選択されているホワイトバランスには緑のチェック
マークがつきます。またホームスクリーンにも選択さ
れているホワイトバランスが表示されます。	  
	  
自動、デイライト、蛍光灯、タングステン、フラッシュ
とカスタムホワイトバランスが3つ設定可能です。	  
	

■　カスタムホワイトバランス 
１、スポートツールのアイコンをタッチしたままキープし、設
定メニューを開く 
２、ホワイトバランスの保存先を別名保存の項目から選択
し、右下の✔をタップ 
３、画像の適正場所でタップするとホワイトバランス保存先
に記録されます。 

Playメニューのツールの並び替え	

１、並び替えたいツールをタップしたままキープ	

２、∨∧が表示されたら上下で移動	

３、✔マークで決定	

	
画像をタップすると画像のみ表示されます。ダブルタップで
100％表示。タップし左に表示される拡大スライダーをドラッ
グすると表示サイズを変更できます。 大400％まで拡大表
示可能。	
	

Sensor+機能を有効にした場合、
感度設定が4倍高く設定可能にな
りますが、画素数が1/4になりま
す。	
例：IQ280（８０００万画素）の場合　
Sensor+を使用すると2000万画素
になります。	
Sensor+で撮影したものを基の画
素数に戻すことはできませんので、
ご注意ください。	

	
自動保存設定になっていない場合 
画像の適正な場所でタップ後、右上に表示されて
いる「WBを保存」をタップし保存を選択します。	

露出警告 
 
フォーカスマスク	



645 DF  Phase One 645 DF/ DF+のカスタム設定をデジタルバックから行えます 
 
フォーマット  CFカードのフォーマット	
 
WiFi   スタンドアローンで撮影時、Capture Pilotで画像を確認する場合に設定します。 

 ＊WiFiがオンになっていると電池の消費が早くなりあますのでご注意ください。	
 
電源設定 	ディスプレイの表示時間やバッテリの充電方法などを設定	
 
Live View   電源周波数の設定	
 
ディスクチェック 	CFカードの診断機能	
 
保存先 	データの保存、転送を選択	
 
ファイル形式 	IIQ LとIIQ Sの切替え	
 
カメラモード 	ノーマルに設定　 
 
レイテンシー 	シャッターのタイミング設定。ノーマルをご使用ください。 
 
イメージの方向 	画像の回転設定	
 
自動プレビューモード 	撮影後の画像表示	
 
ディスプレイ 	明るさや消灯時間などを設定	
 
ビープ音 	撮影準備可能音	
 
日付時間 		
 
言語	
 
デフォルトに戻す 	設定を初期の状態に戻します 
 
ファームウェア 	ファームウェアのアップデート、リストア、ログの書き出しが可能	
 
情報 	デジタルバックの情報を表示	

●　Menu	
	

ディスクチェック	

カメラ モード 

ファームウェア	

ディスクチェックがオフになっていると、撮影残数が赤く
表示されます。 
 
ディスクチェック機能 Phase One Secure Storage 
Systemは、自動的にメモりカードの構造をチェックし、正
常に使用できるかチェックする機能です。 
カードが挿入されるたび確認し、エラーが検出された場
合は警告します。 

レイテンシー	

通常はノーマルに設定してください。 
 
 
Aerialモードは特殊なカメラを使用する場合のみ設定	
 
RZ67Pro ll DモードはMamiya RZ Pro ll Dカメラに
HX702アダプターを使用した時に設定してください。	

シャッターのタイミング設定。 
通常はノーマルをご使用ください。 
 
 
ゼロはビューカメラでワンショットで撮
影する場合に設定します。 

ファームウェア リストアは出荷時のバージョンにファーム
ウェアを戻す機能です。 
デジタルバックが正常に動作しない場合に行ってください。 

	
警告が表示された場合、フォーマットし再度挿入し直す
か、他のCFカードに変更してください。警告を無視し撮
影を行った場合、撮影データが保存できない可能性が
あります。ご注意ください。	

ゼロモードで長時間使用するとノイズが発生する可
能性があります。ワンショットで撮影する必要がない
場合は、２ショットで撮影してください。	

ファームウェアが古いバー
ジョンに戻ってしまうため、
新しいレンズが使用できな
くなることがあります。	
リストア前にレンズが使用
できるバージョンか確認の
上、ファームウェアをリセッ
トしてください。	


