
中判デジタルカメラの利点
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When a pixel paints
a thousand words

画像がすべてである場合はいつも、より大きいほうが良い
とされます。21世紀の画像の世界は、スマートフォンから
デジタル一眼レフカメラにいたるまで、大衆向けの大量生
産された撮影機器による画像であふれています。そしてこ
れらの機器は、ある一定の範囲内で良い画像を撮ること
ができます。

Photo: Dmitry Ageev
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A generation 
evolves

「最高のテクノロジーとフォトグラフィに対する愛情を組
み合わせる」 という中判デジタルカメラのシステムに対する
わたしたちの姿勢は、ハッセルブラッドのカメラがはじめて
紹介された1941年から今日に至るまで変わりません。
優れたクラフトマンシップと画質を75年以上提供してきた
ことがハッセルブラッドのカメラを有名にしたのです。
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13 x 17 mm 
マイクロフォーサーズ

中判とは 

Bigger is better

歴史的に中判とは、ハッセルブラッドVシステムカメラに
も使用された120サイズのフィルム形式を指します。これ
は、標準の35ミリ形式よりもはるかに大きく、また高品質
のレンズとより大きな画像領域により、優れた画質を提供
します。デジタルカメラにおける中判とは、中判のフィルム
モデルに適合するカメラか、または35ミリのフィルムフレ
ームよりも大きなセンサーを利用するカメラのいずれかを
指します。

40.0 × 53.4 mm 
H6D - 100c

32.9 x 43.8 mm 
H6D - 50c

ピクセルサイズとノイズレベルがダイナミック
レンジと非常にシンプルなナチュラルカラーを
左右します。それはどのようなシーンにおいて
も正確な色を記録し、マルチカラープロファイ
ルを使わずにスムーズな色調の移行をもたら
すします。

画素数が多いだけではありません。

ハッセルブラッドのカメラのセンサーは最高クラスの画素
数を実現しますが、そのハッセルブラッドによる画像を、他
の大多数のものと比べて際立たせるのは、画素密度による
ものだけではありません。

どんなカメラセンサーにとっても、物理的な画素数は記録
される光量を左右します。センサーを製造するほとんどの
メーカーは現在、光の収集を最大限にするため、各画素上
にマイクロレンズを採用しており、その光の収集力がセン
サーのダイナミックレンジを決定します。

24 x 36 mm 
35mm フルサイズ  



電子ノイズレベル
信号レベル 信号レベル
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ハッセルブラッドの5000万画素CMOSセンサーの画素サイズは5.3ミクロン、一方、同じ解像度
のデジタル一眼レフのセンサーは4.14ミクロンとなります。ハッセルブラッドはデジタル一眼レフ
に比べて1.64倍の光の集光力をもたらします。

ワイドダイナミックレンジ 　

ダイナミックレンジは、純粋な黒と純粋な白の間の色調の
比率の差として表現することができます。人間の目は約22
ストップのダイナミックレンジを知覚することができるとさ
れています。ほとんどのデジタルカメラは、この値に遠く及
びません。

ダイナミックレンジは、センサーに光があたらない黒の露
出からはじまりです。シグナルレベルが完全な白を表現す
るまで何ストップで光のレベルを上げることができるかを
示します。

ハッセルブラッドのセンサーは、高い信号対雑音比と大きな
ピクセルサイズを組み合わせて、最大15ストップのダイナミ
ックレンジを提供することができます。比べてデジタル一眼
レフの小さいセンサーは約12ストップのダイナミックレンジ
となります。

画素とは 

それぞれのピクセルをコップだと想像してみてください。コ
ップが大きいほどコップに入る信号がより多くなります。ま
た、すべてのデジタルカメラのセンサーは、センサー自体の
電子ノイズで設定されて使用できる最小感度レベルがあり
ます。両者の違いは、信号対雑音比として知られています。
中判デジタルカメラのセンサーは信号対雑音比が非常に

中判デジタルカメラ デジタル一眼レフカメラ 
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ナチュラルカラー 

Natural Colours 

画像の色や色調は若干主観的ですが、画像に表示された
トーンは、以下により制御されます。

• ピクセルサイズと感度（ダイナミックレンジ）

• A/D変換過程におけるカラーチャンネルのビット数

• 得られた画像データに適用されるカラープロファイル

できるだけ正確な色を求めるユーザーのために、ハッセル
ブラッドナチュラルカラーソリューション（HNCS）が開発
されました。このシステムは、多数のプリセットから選ぶ必
要がなく、選択されたチップから最良の自然な色を再現し
ます。

HNCSの色深度は16 bit で、これより小さいセンサーを持
つほとんどのデジタル一眼レフに比べ、より滑らかな色調整
とまるでアナログフィルムのような画質を生み出します。

HNCSの神髄

HNCS in real terms

ハッセルブラッドを使っている多くのフォトグラファーに話
を聞いたところ、全員から同じ回答を得ました。

「いくつかの色を理想に近づけるために、ほかのいくつか
の色を犠牲にしなければいけないような解決策は受け
入れられないと気づきました」。

「被写体が何であれ、すべての画像で正確な色を再現し
たい」。

「正確なカラーレンダリングを実現する簡易化された色
温度調整機能を必要としています」。

「カラーマネジメントを簡単にしておくためのソリュー
ションとなる-一つのプロファイルを求めています」。

これらの要望に応えるため、カラールックアップテーブル
（LUT）を作成しました。このLUTを用いて、調整されたカ
ラーバランスの入力に基づき画像をレンダリングすること
ができます。

自然補正プロファイル ポートレート補正プロファイル 製品補正プロファイル

また、アルゴリズムを再計算し、このアプローチによって、むらのない肌の色調に大きな効果が表れるよう可能な限り最も
自然な色を生成するため、CMOSの感度とフィルタ特性を考慮に入れました。このプロセスにより、Hasselblad RGBプロ
ファイルが作成されました。より広い色域を求めるフォトグラファーのために、広範な色空間にLAB色データを組み込んだ
Hasselblad L* RGBプロファイルも作成されました。
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Photo: Paul Gisbrecht
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無類のフレキシビリティ
センサーユニットを取りはずし、バッテリーユニットと一緒
にテクニカルカメラ（アルパ、リンホフ、カンボなど）に取りつ
けることで、これらのテクニカルカメラの幅広い動作に対応
できます。

HVMウエストレベルおよびHVDプリズム
ファインダーで、視点を変えることができます。

優れた互換性
フィルムでの撮影のために、ハッセルブラッドHM16-32
フィルムバックとHMi100インスタントフィルムバックが
あります。現在販売されているすべてのHシステムカメラと
互換性があります。

ひとつひとつ
ハッセルブラッドのモジュール設計は、ビューファインダー
の選択からテクニカルカメラの接続にいたるまで、撮影に
合わせカメラを柔軟に組み合わせることを可能にします。



9

自由に動かす 
チルト/シフト機能は、建築およびプロダクトフォトグラファー
にとって必須です。

従来型のデジタル一眼レフカメラは、この柔軟な機能を得
るために、高額な専門的レンズを購入しなければなりませ
んでしたが、ハッセルブラッドの革新的なHTS1.5xチルト/
シフトアダプターを装着することで、24㎜から100㎜のす
べてのHシステムレンズでこの動作が可能になります。

建物の上部が入るようにカメラを上向きに
傾けると画像の垂直線が1点に向かうよう

に歪みが生じます。

上方向にレンズを9㎜シフトさせると
垂直線が平行になります。

レンズのシフトは上下に18mm、チルトは上下に10度とも
に可能です。両方の動きを組み合わせて行なうこともでき
ます。HTS1.5xチルト/シフトアダプターはまた回転させて
軸の修正ができます。設定はカメラの背面ディスプレイで行
い、メタデータとして記録されます。
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往年の銘機が、デジタルカメラに

Yesterday  
meets today

Ready  
for tomorrow

ハッセルブラッドは常にカメラを改善することを模索し、可
能な限り最高の画質を生成するために努力することを惜し
みません。 

加えて、最新のセンサー技術や画像処理ノウハウにおける
最新の進歩を私たちの大切なVシステムカメラに適用する
ことを考えつづけています。

ハッセルブラッドCFV-50cにより、500C以降のほとんどす
べてのVシステムカメラが簡単に高性能デジタルカメラとし
て使えます。202、203、205のみ多少の改良を必要としま
すが、これらの機種にも互換性があります。フィルムマガジ
ンを装着するようにCFV-50cとバッテリーをつけると撮影
ができます。保存はCFカードまたは、FireWireをコンピュー
タにつなげて行ないます。

CFV-50cにはH6D-50cと同じテクノロジーが使用されています。1957年以降に製造されたVシ
ステムカメラであれば、そのクラシックなデザインと感触をそのままに、最新のイメージングテク
ノロジーを堪能することができるのです。

CFV-50cはすべてのプリズムビューファインダーとの互換性があります。
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トゥルーフォーカス

True Focus

画像フィールド全域に正確で精度の高いフォーカシングを
実現することでハッセルブラッドのTrue Focus（トゥルーフ
ォーカス）機能は、フォトグラファーがこれまで直面してき
た課題を解決します。マルチポイントオートフォーカス機能
のない代表的なオートフォーカスカメラでは、画像のセンタ
ーに位置する被写体へのピント合わせを正確に計測する
だけです。画像のセンター以外の位置の被写体にピントを
合わせたいときは、まず被写体にフォーカスロックし、それ
からフレーミングし直す必要があります。特に焦点距離が
短い場合、シャープネス面がレンズの光軸と垂直にカメラ
の動きに従うので、この再構図によってピントがずれてしま
うことがあります。

ハッセルブラッド独自のTrue Focus は、カミソ
リのように鮮明な画像を捉えるため、ピントが
正確に調整されます。

ほとんどの一眼レフカメラの従来の解決方法は、マルチポイ
ントAFセンサーをカメラに付けることでした。しかしこのよ
うなマルチポイントAFセンサーによる解決は、面倒で融通
がききにくく、さらに、一眼レフカメラの構造上、センター以
外にピントを合わせた場合でもかなり画像の中心近くにな
りがちです。フォトグラファーはまずピントを合わせ、次にカ
メラを動かしてフレーミングし直し、その結果、ピントが合
わなくなることがあるのです。

True Focus あり

True Focus なし

デジタル一眼レフカメラは、再構成時にピントのずれを補正
するとき複数のフォーカスポイントを使用する傾向があり
ます。しかしフレームの中心に向かって集中するため、True 
Focusのシステムほど正確ではありません。

カメラがピント位置のずれを補正します。

はじめに目にフォーカスをあて、撮影する前に構図を変えます。



12

レンズ

Optical 
excellence
優れた品質の光学系とレンズシャッターが標準
の幅広いハッセルブラッドのHC＆HCDレンズシ
リーズは、2本のズームを含む12本の24mmか
ら300mmの焦点距離レンズを提供しています。

すべての画像はカメラの前にある
レンズからはじまる
どんなにすばらしいカメラでも、画像を最初にとらえるのは
レンズです。Hシステムモデルのように高速で多機能なカメラ
は最高のレンズを必要とします。ハッセルブラッドのすべての
HCレンズ、およびHCDレンズは、フィルム撮影でもデジタル
撮影でも、最適な性能と画質を実現します。

中判デジタルのシステムは、センサーサイズが大きいため、デ
ジタル一眼レフカメラと比較して浅い被写界深度を提供する
ことができます。

これは、特にポートレート撮影において、背景から被写体を際
立たせるために使用される大口径に大きな利点となります。 
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ストロボ全速同調

Flash sync  
without limits
ハッセルブラッドHC＆HCDレンズは、レンズシャッターが
標準で、1/2000秒までのすべてのシャッター速度でフラッ
シュを同調させることができます。これは専門のトリガーや
ハイパーシンク技術に頼らずに使用できます。デジタル一眼
レフカメラは、専門のフラッシュモードまたはトリガーがな
い場合1/200秒または1/250秒に制限されます。

屋外で速いシャッタースピードを利用してフラッシュ撮影が
できるということは、自然光をもっと自由にコントロールで
き、絞りの選択とより大きな柔軟性を可能にします。

デイライトにフラッシュ追加 1/200秒
比較的遅いシャッタースピードで空の露出がオーバー

デイライトにフラッシュ追加 1/800秒
速いシャッタースピードで空が正しく露出できた
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画像処理ソフトPhocus

Image  
advancement 
ハッセルブラッドのパワフルな画像処理ソフトウェア、 
Phocus。すばらしいプログラムの核となる魅力的な作業
環境と高度なツール、そして真の実力と性能を備えていま
す。

パワフルなRAW現像エンジンに加え、Phocusは包括的な
テザードカメラコントロール、よりフレキシブルなスタジオ
撮影のための独創的なモバイルソリューション、クライアン
トレビューなどをもたらします。

iOSで使用できるPhocus Mobileには、遠隔での撮影やブ
ラウジングができる柔軟な拡張性が備わっています。

MacおよびWindows用のPhocusは、リンク先より無料で
ダウンロードできます。  www.hasselblad.com/jp
Macのプラットフォームでは、Phocusは約200の他のデ
ジタルカメラからのRAWファイルフォーマットに対応して
います。

Photo: Bara Prasilova
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以下の画像はVシステムCF30mmの魚眼レンズを使用して撮影。Phocusは魚眼の歪みを補正し直線にすることができます。

デジタルレンズ補正

ハッセルブラッドの最新のレンズ設計は色収差、歪み、周辺
光量を完全に自動補正するなど、デジタル面での完成度を
最大限に高めました。Phocusは、撮影ごとに距離と絞り値
の設定によって光学補正値を計算し、レンダリングや画像
処理にも理想的で完璧な画像を生み出します。

ハッセルブラッドのデジタルレンズ補正技術は、すべてのハッセルブラッドHシステムレンズで、チ
ルトシフト撮影時でも自動的に機能します。また、すべてのクラシックなVシステムのレンズにもマ
ニュアルで使えます。

色収差の例 補正後の画像

補正なし 補正あり
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