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日本語
安全のために
電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や
大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
3、4 ページの注意事項をよくお読みください。

定期点検をする
長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施することをおすすめしま
す。点検の内容や費用については、ソニーのサービス担当者または営業担当者に
ご相談ください。

故障したら使用を中止する
ソニーのサービス担当者、または営業担当者にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

m

a カメラの電源を切る。
b 接続コードを抜く。
c ソニーのサービス担当者、または営業担当者に修理を依頼する。

m

すぐにカメラの電源を切り、消火する。

異常な音、におい、煙が出たら

炎が出たら
安全のために
警告表示の意味
オペレーションマニュアルおよび
製品では、次のような表示をして
います。表示の内容をよく理解し
てから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他の事故によりけがを
したり周辺の物品に損害を与えた
りすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号
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分解しない、改造しない
分解したり、改造したりすると、感電の
原因となります。
ビューファインダー内部の調整や点検を
行う必要がある場合は、必ずソニーの
サービス担当者にご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災の原因となりま
す。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに
カメラの電源を切り、接続コードを抜い
て、ソニーのサービス担当者または営業
担当者にご相談ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの
多い場所では設置･使用しない
上記のような場所で設置・使用すると、
火災や感電の原因となります。

ビューファインダーの接眼レ
ンズを太陽に向けて放置しな
い
太陽光が接眼レンズを通してビューファ
インダー内部に焦点を結び、火災の原因
となることがあります。

太陽や輝度の高い光源にレン
ズを向けてアイピースを覗か
ない
太陽や輝度の高い光源にレンズを向けて
アイピースを覗くと、目を痛める原因に
なります。
目次／ 注意 3
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ビューファインダーを回転す
るときには手や指を挟まない
ビューファインダーを回転するとき、本
体とVFアームの間に手や指を挟み、け
がの原因となることがあります。
注意



概要

HDエレクトロニックビューファインダーHDVF-C30WR
は、ハイビジョンカラーカメラ用の 2.7 型カラービュー
ファインダーです。
本機には以下のような特長があります。

マルチスキャン
カメラからの制御信号により、60i の他に 24PsF や 50i など
の各種フォーマットに対応します。

マーカー表示
カメラ側でセンターマーカーやセーフティーゾーンマー
カーなどの表示がONに設定されている場合、本機のス
イッチでマーカー表示をON/OFFできます。

高解像度
高精細 LCDの採用により、水平解像度 500TV本以上の高
解像度を実現しています。

安定した画像
LCD画面では、画面の明るさが変化してもひずみに影響し
ないため安定した画像が得られます。

高性能ルーペ
2 群 3 枚構成レンズを使用しているため、ひずみの少ない
画像が得られると同時に、広範囲の視度調整が可能です。

着脱可能なアイピース部
アイピース部を取りはずして、目を離した撮影を行うこと
ができます。

着脱可能なVF筒部
バヨネットマウント構造のVF筒部をワンタッチで取りは
ずし、LCD画面を直接見ることができます。

画像拡大機能
画像の縦横を 2倍／ 4倍に拡大して、フォーカスを容易に
調整することができます。

グレースケール表示
画面左右にグレースケールを表示できます。このグレース
ケールを基準にして微細なアイリス調整を行うことができ
ます。

グレースケールを表示しているときは、色付けする輝度レ
ベルを選択できます。側面パネルのASSIGNABLEスイッ
チ（12 ページ）により、レベル表示インジケーター（9
ページ）を移動して、色付けする輝度レベルを指定します。

◆ グレースケールについて詳しくは、9ページをご覧ください。

B&W表示
スイッチ操作により、カラー表示画面を白黒表示画面に切
り換えることができます。

プリセット調整値への切り換え
あらかじめ調整しておいた明るさ、コントラスト、ピーキ
ングの設定を、前面のスイッチ操作により切り換えること
ができます。

ピーキング機能
従来のピーキング機能に加え、より高精細な描写が可能な
ナチュラルピーキングや、白黒画像でフォーカスが合った
エリアに色付けするカラーピーキングに対応しています。
概要 5
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使用上のご注意

使用場所について
気温の低い場所で使用すると、電源投入直後、動解像度が
低下します。

本機をHDW-750シリーズ／730
に接続して使用するときは
本機をHDカムコーダーHDW-750 シリーズ／ 730 に接続
したとき、次の２点について確認を行ってください。該当
する場合はHDカムコーダーの対応が必要になります。

• HDカムコーダーのATソフトウェアバージョンが
「V1.49以下」になっている。
ROMのバージョンは、HDカムコーダーのDIAGNOSIS
メニューで確認できます。

• HDカムコーダーのシリアルナンバーが次表のいずれかに
該当している。

いずれかに該当するHDカムコーダーを本機と使用すると、
本機の映像が白黒で表示されてしまうため、HDカムコー
ダーの改造が必要になります。

◆ 改造が必要な場合は、ソニーのサービス担当者または営業担当
者にご連絡ください。

液晶画面の輝点・滅点について
本機の液晶パネルは有効画素 99.99% 以上の非常に精密度の
高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れたり
（画素欠け）、常時点灯している輝点（赤、青、緑など）や
滅点がある場合があります。また、液晶パネルの特性上、
長期間ご使用の間に画素欠けが生じることもあります。こ
れらの現象は故障ではありませんので、ご了承の上本機を
お使いください。

接眼レンズについて
本機の接眼レンズを太陽などの強い光に向けないでくださ
い。
本機の接眼レンズには焼損を抑制する特別な対策を施し、
従来機種（HDVF-C30W）よりも耐久性を向上させていま
すが、太陽光などの強い光がレンズによって集光すること
により、LCDパネルの焼損や火災の原因になるおそれがあ
ります。

お手入れについて
• 画面の表面からほこりを取り除くときは、ブロアーを使
用してください。

• 画面をクリーニングするときは、シンナーなどの溶剤は
いっさい使用しないでください。

機種名 シリアルナンバー

HDW-750/9E 70001-70557

HDW-750 10001-10400、20001-20003

HDW-750P 40001-40097

HDW-750CE 40001-40036

HDW-730 10001-10053
使用上のご注意



各部の名称と働き

a コネクター
カメラのVF端子に接続します。

b スライドストッパー
本機をカメラに取り付けて左右にスライドさせるとき、 本
機がカメラからはずれるのを防ぎます。

c タリーランプ（後面パネル）
レッドタリー／記録インジケーター（15 ページ参照）に連
動して点灯します。
使わないときは、カバーを閉めて隠すことができます。

d アイカップ
撮影時に外光を遮断します。

経時変化により、ひび割れが生じる場合がありますので、
必要に応じて交換してください。
ソニー部品番号：3-776-341-01

e 視度調整リング
画像が最もはっきり見えるように、このリングを回して視
度を調整します。

5 視度調整リング

VF 筒部

下面パネル（13ページ）

側面パネル（10ページ）

前面パネル（8ページ）

ビューファインダーケーブル

3タリーランプ
（後面パネル）

2 スライドストッパー

1 コネクター

側面パネル（10ページ）

4 アイカップ
各部の名称と働き 7
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前面パネル

a TALLY （タリー）スイッチ
本機のタリーランプの明るさをコントロールします。
HIGH：タリーランプが明るくなる。
OFF：タリーランプが点灯しない。
LOW：タリーランプが暗くなる。

b ASPECT/DISPLAY （アスペクト／ディスプレイ）ス
イッチ

マスク表示やマーカー表示のON/OFFを切り換えます。

ASPECT：画面有効領域（4：3領域）だけを表示させる
ため、カメラ側の制御により範囲対象外部分を黒く覆
う（黒マスクする）ことができる。

範囲対象外部分を黒く覆うかどうかカメラ側が制御し
ます。カメラ側の制御で 4：3固定領域の黒マスクを使
用しない場合、カメラからのビューファインダー出力
信号そのものにマスクが施されます。

TALLY

ZEBRA

MAG

B&W

ASPECT DISPLAY

LOW
OFF

HIGH

MOMENT
OFF

ON

8 B&Wボタン

7 MAGボタン

5 調整用ボリュームカバー

6調整用ボリューム

4タリーランプ

3 ZEBRAスイッチ

1 TALLY スイッチ

2 ASPECT/DISPLAYスイッチ

ご注意
各部の名称と働き



DISPLAY：カメラ側でマーカー表示の設定がONになっ
ているとき、押すたびにマーカー表示をON/OFFす
る。

c ZEBRA （ゼブラパターン）スイッチ
ゼブラパターンの表示をコントロールします。
ON：ゼブラパターンが表示される。
OFF：ゼブラパターンは表示されない。
MOMENT：ゼブラパターンが約 5秒間表示されて消える。

d タリーランプ
カメラにタリー信号が入力されると点灯します。前面パネ
ルのTALLYスイッチで明るさを調整できます。使わない
ときは、TALLYスイッチをOFFにしておきます。

e 調整用ボリュームカバー
調整用ボリュームを雨滴や異物などから保護します。経時
変化により、ひび割れが生じる場合がありますので、必要
に応じて交換してください。
ソニー部品番号：3-776-614-01

調整用ボリュームを操作した後は、ボリューム保護のため
カバーを必ず閉めてください。

f 調整用ボリューム
調整ドライバーを回し、明るさ、コントラスト、ピーキン
グを調整します。
上から順に BRIGHT（明るさ）調整用ボリューム、
CONTR（コントラスト）調整用ボリューム、PEAKING
（ピーキング）調整用ボリュームです。
BRIGHT とCONTR調整用ボリュームを使うには
側面パネルの SEL1/SEL2 切り換えスイッチを SEL2 側に設
定します。
PEAKING調整用ボリュームを使うには
設定スイッチ（下面パネル）のビット 3（14 ページ）の設
定に応じて、以下のようにします。
ビット3がOFF（出荷時設定）のとき：SEL1/SEL2 切
り換えスイッチを SEL2 側に設定します。

ビット３がONのとき：前面パネルのMAGボタンを使
用して画像を拡大表示します。

必ず調整用ボリュームの溝に合った調整ドライバーを使用
してください。無理な力が加わると故障の原因になります。

◆ 明るさ、コントラスト、ピーキングについて詳しくは、「側面パ
ネル」 （10 ページ）をご覧ください。

g MAG（画像拡大）ボタン
押すたびに、通常表示と拡大表示が切り替わります。

拡大している状態で押し続けると、中央 2倍→中央 4倍→
左上 2倍→右上 2倍→右下 2倍→左下 2倍の順に拡大部分
が変更します。

◆ 画像拡大表示の操作について詳しくは、20 ページをご覧くださ
い。

h B&W （白黒表示）ボタン
このボタンの働きは、設定スイッチ（下面パネル）のビッ
ト 2（13 ページ）の設定に応じて異なります。
ビット2がON（グレースケール表示機能優先）のとき：
押すと、画面がカラー表示から左右両端にグレース
ケールのある白黒表示に切り替わります。もう一度押
すと、カラー表示に戻ります。約 2秒以上押したまま
にすると、白黒表示になります。

ビット2がOFF（出荷時設定：B&W表示機能優先）のと
き：押すと、画面がカラー表示から白黒表示に切り替
わります。もう一度押すと、カラー表示に戻ります。
約 2秒以上押したままにすると、左右両端にグレース
ケールのある白黒表示になります。

グレースケールについて
LCD画面の左右両端に表示されるグレースケールは、カメ
ラからの被写体の信号レベルを確認するときに便利です。

a レベル表示インジケーター
色付けするレベルを示します。
側面パネルのASSIGNABLEスイッチを押して、色を付け
るレベルまでこのインジケーターを移動します。
ASSIGNABLEスイッチを押すたびに最下部から最上部へ
移動します。
輝度レベルの検出幅は、設定スイッチ（側面パネル）の
ビット 4（11 ページ）で選択します。
検出エリアの色は、設定スイッチ（側面パネル）のビット
5（11 ページ）で選択します。

レベル表示では 0%から最大 109%までの信号を検出しま
す。0%以下もしくは 109%以上の信号は検出できません。

ご注意

ご注意

ご注意

–2%
0%

+2%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
105%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
105%

2マスクエリア
1レベル表示インジケーター
各部の名称と働き 9
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b マスクエリア
前面パネルのASPECT/DISPLAYスイッチ（8ページ参
照）をASPECT側に押すとこのエリアがマスクされて黒
く表示されます。

側面パネル

a PEAKING（ピーキング調整）つまみ
時計方向に回すと画像の輪郭が強調され、レンズのフォー
カス調整が容易になります。カメラの出力信号には影響し
ません。

このつまみを使うには、設定スイッチ（下面パネル）の
ビット 3（14 ページ）の設定に応じて、以下のようにしま
す。

SEL

BRIGHT

CONTR

PEAKING

a）VF筒部を本体から取りはずして LCD画面を見ることができます。
◆詳しくは、「VF筒部を取りはずす」 （19ページ）をご覧ください。

1PEAKING つまみ

2CONTR つまみ

3BRIGHT つまみ

4 SEL1/SEL2
切り換えスイッチ

6 設定スイッチ
（側面パネル）

リリースつまみa）

5スイッチカバー

7 ASSIGNABLE
スイッチ
各部の名称と働き



ビット3がOFF（出荷時設定）のとき：SEL1/SEL2 切り
換えスイッチを SEL1 側に設定します。

ビット3がONのとき：画像を拡大表示せず、通常表示に
します（前面パネルのMAGボタン（9ページ）を参
照）。

b CONTR （コントラスト調整）つまみ
画像のコントラストを調整します。カメラの出力信号には
影響しません。
このつまみを使うには、SEL1/SEL2 切り換えスイッチを
SEL1 側に設定します。

c BRIGHT （明るさ調整）つまみ
画像の明るさを調整します。カメラの出力信号には影響し
ません。
このつまみを使うには、SEL1/SEL2 切り換えスイッチを
SEL1 側に設定します。

d SEL1/SEL2切り換えスイッチ
明るさ（BRIGHT）、コントラスト（CONTR）、ピーキング
（PEAKING）を調整するときに、側面パネルのつまみと前
面パネルの調整用ボリュームのどちらを使うか選択します。
SEL1（出荷時設定）：側面パネルのつまみを使う
SEL2：前面パネルの調整用ボリュームを使う
ただし、設定スイッチ（下面パネル）のビット 3が ONの
場合は、PEAKINGつまみと PEAKING調整用ボリューム
は、SEL1/SEL2 切り換えスイッチではなく、前面パネルの
MAGボタンの設定に応じて切り替わります。

◆ 詳しくは、「PEAKING（ピーキング調整）つまみ」 （10 ペー
ジ）および「調整用ボリューム」 （9 ページ）をご覧ください。

e スイッチカバー
設定スイッチ（側面パネル）を雨滴や異物などから保護し
ます。
経時変化により、ひび割れが生じる場合がありますので、
必要に応じて交換してください。
ソニー部品番号：3-776-614-01

設定スイッチ（側面パネル）の操作後は、ビット保護のた
めカバーを必ず閉めてください。

f 設定スイッチ（側面パネル）

8 個のビット（左から 1～ 8）を ON（上側に設定）、OFF
（下側に設定）することにより、以下のように設定を切り換
えます。（下線は出荷時設定です。）

ビット1、2
ASSIGNABLEスイッチに割り当てる機能を選択します。

ビット3
ピーキングを調整します。
OFF：従来のピーキング。
ON：ナチュラルピーキング（従来より高域信号を強調）。
ONにすると解像度は上がりますが、フォーカスが合った
ときのエッジのギラつき感は弱くなります。

ビット4
レベル表示インジケーターで指定したレベルの検出幅を指
定します。
OFF：± 5%
ON：± 2％

ビット5
グレースケールを使って検出したエリアの表示色を設定し
ます。
OFF：原画色
ON：黄色

ビット6
画面の表示モードを設定します。
OFF：現在の画面表示。
ON：上下左右に反転して表示。

ビット7
LCD画面の輝度オーバーレベルインジケーターを
ON/OFFします。
OFF：黄色に点灯。
ON：消灯

ビット8
通常はOFFに設定します。
OFF：標準
ON：消費電力が下がる（機能制限あり）。

ご注意

1 2 3 4 5 6 7 8

ON（上側）

OFF（下側）

ビット 8ビット１

ビット ASSIGNABLEスイッチに割り当てる機能

1 2

OFF OFF －（機能は割り当てられていない）

ON OFF アナログ信号レベル自動調整

OFF ON S-LOG 信号のガンマ変換ON/OFF

ON ON カラーピーキングモードON/OFF
各部の名称と働き 11
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g ASSIGNABLEスイッチ
グレースケールを表示しているときは、このスイッチを押
すたびにレベル表示インジケーターが最下部から最上部へ
移動します。グレースケールを表示していないときは、設
定スイッチ（側面パネル）のビット 1とビット 2の組み合
わせにより以下のように機能します。
アナログ信号レベル自動調整：入力信号のアナログレベル
を自動調整します。調整を行うには、マーカーおよび
キャラクター類をすべてOFFにし、カメラ側のビュー
ファインダー出力信号を 100%の 8 ラインカラーバー
にしてから、このスイッチを押します。調整中は、
LCDパネルのレベル調整タリーインジケーターが１秒
間隔で点滅し、調整が終了すると消灯します（調整
データは記憶されます）。
適切な入力信号を設定していない場合は、LCDパネル
のレベル調整タリーインジケーターは1/4 秒間隔で点
滅します（調整データは元の値に戻ります）。
5秒間押したままにすると、出荷時状態に戻ります。

S-LOG信号のガンマ変換ON/OFF：S-LOG信号を制御で
きるカメラに本機を接続したとき、S-LOG信号を変換
する／しないを選択します。

S-LOG 信号とは、ソニーシネマ用のガンマ信号です。
この変換機能は、ソフトウェアがVer.1.4 以降のデジタ
ルシネマトグラフィカメラF23/F35 で扱うことができ
ます。
この機能を制御できないカメラに接続したときは、動
作しません。

カラーピーキングモードON/OFF：スイッチを押すたびに
カラーピーキング→標準→カラーピーキングに切り替
わります。

カラーピーキングは画像の高域成分を抽出して、その
部分に色を付ける機能です。カメラ側のVF DETAIL
やMASTER GAIN の設定によってノイズ成分が強調
されていると、画面全体に色が付き、効果が薄れる場
合があります。
カラーピーキング機能を使用するときは、カメラ側の
VF DETAIL とMASTER GAIN を以下のように設定
することをおすすめします。
• VF DETAIL：OFFまたはノイズが強調されない程
度の値に設定

• MASTER GAIN：0 dB 付近に設定

◆ グレースケールについて詳しくは、9ページをご覧ください。

ご注意

ご注意
各部の名称と働き



下面パネル

a 設定スイッチ（下面パネル）

8 個のビット（左から 1～ 8）を ON（上側に設定）、OFF
（下側に設定）することにより、以下のように設定を切り換
えます。（下線は出荷時設定です。）

ビット1
LCD画面上部、下部のインジケーターをすべて有効にする
か、BATTインジケーターのみ有効にするかを切り換えま
す。
OFF：すべてのインジケーターが有効。
ON：BATTインジケーターのみ有効。

ビット2
前面パネルの B&Wボタンの働きを切り換えます。
OFF：B&W表示機能優先。
ON：グレースケール表示機能優先。

◆ 詳しくは、「B&W （白黒表示）ボタン」 （9 ページ）をご覧く
ださい。

1 設定スイッチ
（下面パネル）

2スイッチカバー

1 2 3 4 5 6 7 8 OFF（下側）

ON（上側）

ビット１ ビット 8
各部の名称と働き 13
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ビット3
前面パネルの PEAKING調整用ボリュームおよび側面パネ
ルの PEAKINGつまみを、前面パネルのMAGボタンと側
面パネルの SEL1/SEL2 切り換えスイッチのどちらに連動
させるかを設定します。
OFF：SEL1/SEL2 切り換えスイッチに連動させる。
ON：MAGボタンに連動させる。
画像拡大表示時と通常表示時でピーキングの設定を使
い分けることができる。

ビット 3の設定と PEAKINGつまみおよびPEAKING調整
用ボリュームの有効／無効を次表に示します。

（○：有効、×：無効）

ビット4
画像拡大表示部分を中央 2倍、中央 4倍、左上 2倍、右上
2倍、右下 2倍、左下 2倍の中から選択可能にするか、ま
たは中央固定にするかを切り換えます。
OFF：6 か所から選択可能。
ON：中央に固定。
通常表示に戻すには、MAGボタンを押します。約 5秒後
に戻ります。

ビット5
ONにすると、カラーピーキングを標準設定にします。

ビット6、 7
ON、OFFすることにより色温度を調整します。

a) 通常は使用しないでください。

ビット8
将来の拡張用です。現在は使用していません。通常はOFF
で使用してください。

b スイッチカバー
設定スイッチ（下面パネル）を雨滴や異物などから保護し
ます。
経時変化により、ひび割れが生じる場合がありますので、
必要に応じて交換してください。
ソニー部品番号：3-776-614-01

設定スイッチ（下面パネル）操作後は、ビット保護のため
カバーを必ず閉めてください。

PEAKING

ビット3 OFF ビット 3 ON

SEL1/SEL2 スイッチ MAGボタン

SEL1側 SEL2側 ON
（拡大表示）

OFF
（通常表示）

つまみ ○ × × ○

調整用ボ
リューム

× ○ ○ ×

ビット 色温度

6 7

OFF OFF 約 6500K（出荷時設定）

ON OFF 約 5600K

OFF ON 約 3200K（テスト用）a)

ON ON 約 9300K

ご注意
各部の名称と働き



LCD画面のインジケーター
LCD画面の上部と下部には、カメラの状態や調整結果を示
すインジケーターが表示されます。

a 輝度オーバーレベルインジケーター
設定スイッチ（側面パネル）のビット 7（11 ページ）の設
定に応じて黄色に点灯します。

b MAGポジション（拡大表示部分）インジケーター
画面の中央 2倍（ ）、中央 4倍（ ）、左上 2倍（ ）、
右上 2倍（ ）、右下 2倍（ ）、左下 2倍（ ）のうち
の、どの部分が拡大表示されているかを黄色に点灯して示
します。

c  グリーンタリーインジケーター
カメラコントロールユニットからグリーンタリー信号を受
信すると緑色に点灯します。

d レッドタリー／記録インジケーター
状況によって赤く点灯または点滅します。
点灯：記録中、またはカメラコントロールユニットから
レッドタリー信号を受信。

点滅：カメラに取り付けたVTRがサーボロックしていな
い。VTRもしくはバッテリーの状態が正常状態ではな
い。

◆ 詳しくは、ご使用のカメラの説明書をご覧ください。

e  BATT（バッテリー）インジケーター
点灯または点滅してバッテリーの状態を示します。
点灯：バッテリー消耗。
点滅：バッテリーの電圧低下。
カメラの動作中断を防ぐため、このインジケーターが点滅
を開始したらすみやかにバッテリーを交換してください。
点滅を開始する電圧を、カメラ側で設定することができま
す。

◆ 詳しくは、ご使用のカメラの説明書をご覧ください。

f SAVE（VTRセーブ）インジケーター
カメラに取り付けたVTRが節電状態になっているとき点
灯します。

g レベル調整タリーインジケーター
アナログ信号レベル自動調整（12 ページ参照）を実行中に
黄色で点滅します。

h MAG（画像拡大）タリーインジケーター
前面パネルのMAGボタン（9ページ参照）を押して画像
を拡大表示したときに点灯します。

i !（注意）タリーインジケーター
カメラがある特定の状態になったとき点灯します。どのよ
うな状態になったら点灯させるかは、カメラ側で設定しま
す。

◆ 詳しくは、ご使用のカメラの説明書をご覧ください。

インジケーター
表示部

1 画像2 3 4 5

9 8 7 6

インジケーター
表示部

1 画像2 3 4 5

9 8 7 6

VF 筒部が付いているとき

VF 筒部をはずしているとき
各部の名称と働き 15
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カメラに取り付ける

1 カメラの左右位置固定リングをゆるめる。

2 本機裏側の溝をカメラ前面のスライドガイドにはめる。

3 本機を矢印の方向にスライドさせる。

4 本機を左右にスライドして取り付け位置を決め、カメ
ラの左右位置固定リングを締める。

5 コネクターをカメラのVF端子に差し込む。

カメラのVF端子にコネクターがしっかり差し込まれ
ていることを必ず確認してください。

取りはずすときは
取り付け操作の手順を逆に実行します。本機をカメラから
抜き取るときは、スライドストッパーを引き上げてくださ
い。

本機をカメラに取り付けた状態でキャリングケースに収納
する場合は、本機とカメラが無理なくケースに収まるよう
にしてください。本機やカメラに無理な力が加わると故障
や破損の原因になります。

1

5

2
3

4

左右位置固定リング

スライドガイド

溝

VF 端子

コネクター

スライドストッパー

ご注意

キャリングケースに収納するときのご注意
カメラに取り付ける



視度と画面を調整する

視度を調整するには
視度調整リングを回して、映像が最もはっきり見えるよう
に調整します。

画面を調整するには
下図のつまみ、スイッチまたは調整用ボリュームを使って、
映像の輪郭を強調したり、画面の明るさやコントラストを
調整します。

◆ 詳しくは「各部の名称と働き」の「側面パネル（10 ページ）」
および「前面パネル（8ページ）」をご覧ください。

画面の明るさを調整するには
BRIGHTつまみや BRIGHT調整用ボリュームを使用しま
す。
ただし、上げすぎると白がつぶれ、下げすぎると黒がつぶ
れることがあります。
白レベルを調整するときは、LCD画面の輝度オーバーレベ
ルインジケーター（15 ページ参照）が表示されない範囲で
調整すると白がつぶれません。

黒レベルを調整するときは、次の方法を推奨します。
0%以下の黒信号を含むカラーバーを表示し、0%と 0%よ
り上の領域（2%や 4%など）の輝度差は区別でき、0%と
0%より下の領域（－ 2%や－ 4%など）の輝度差は区別で
きないように調整します。

視度調整リング

SEL

BRIGHT

CONTR

PEAKING

PEAKING つまみ

CONTR つまみ

SEL1/SEL2切り換えスイッチ

BRIGHTつまみ

調整用ボリュームカバー

BRIGHT調整用ボリューム

CONTR 調整用ボリューム

PEAKING調整用ボリューム
視度と画面を調整する 17
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アイピース部を取りはず
す

本機から目を離して撮影する場合は、アイピース部をはず
すと、画面全体が見やすくなります。画面やミラーをク
リーニングするときもアイピース部を取りはずします。

◆ クリーニングについて詳しくは、「画面や内部（LCD 画面や本
体のミラー）をクリーニングする」 （21 ページ）をご覧くださ
い。

1 ロックリングを反時計方向いっぱいに回して、ロック
リングの合いマークとVF筒部の合いマーク（いずれ
も赤い線）を合わせる。

2 アイピース部を抜き取る。

アイピース部の LCD面側を傷つけないようにしてくださ
い。

再び取り付けるには

1 ロックリングの合いマークと、VF筒部の合いマークを
合わせる。

2 アイピース部先端の合いマーク（左記手順 2を参照）を
ロックリングの合いマークに合わせて、アイピース部
をVF筒部に差し込む。

3 ロックリングを時計方向いっぱいに回し、ロックリン
グの「LOCK」表示の上の矢印を、VF筒部の合いマー
クに合わせる。

VF 筒部の合いマーク

ロックリングの合いマーク

ロックリング

アイピース部先端の合いマーク

ご注意

この偏光フィルター（21ページ参照）
面を傷つけないように充分注意する。
アイピース部を取りはずす



VF筒部を取りはずす

VF筒部を取りはずすと、LCD画面を直接見ることができ
ます。LCD画面や本体内部のミラーをクリーニングすると
きもVF筒部を取りはずします。

◆ LCD画面や本体内部のミラーをクリーニングする場合は、21
ページをご覧ください。

1 リリースつまみを押しながらVF筒部を反時計方向に回
す。

2 VF筒部を取りはずす。

VF筒部を取り付けるには

1 本体の合いマークとVF筒部の合いマークを合わせる。

2 VF筒部の合いマークを本体の合いマークに合わせなが
ら、VF筒部を本体へ差しこむ。

3 リリースつまみがカチッと音を立てるまでVF筒部を時
計方向に回す。

リリースつまみ

VF筒部

合いマーク
VF 筒部を取りはずす 19
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画像を拡大表示する

画像を縦横 2倍または縦横 4倍に拡大表示してフォーカス
調整を容易にすることができます。

画像を拡大表示するには前面パネルのMAGボタン（9
ページ）を押します。押すたびに通常表示と拡大表示が切
り替わります。
拡大表示する部分は、画面の中央 2倍（出荷時設定）、中央
４倍、左上 2倍、右上 2倍、右下 2倍、左下 2倍のいずれ
かを選択することができます。

本機に電源を投入して最初にMAGボタンを押したときは、
中央が自動選択されます。カメラの出力信号には影響しま
せん。

拡大表示部分を変更するには、以下のように操作します。

1 MAGボタンを約 1.5 秒以上押したままにする。

拡大表示部分選択モードに入り、画面左下部にMAG
ポジションインジケーター（15 ページ）とMAGタ
リーインジケーターが表示されます（15 ページ）。
同時にLCD画面の表示が拡大表示に切り替わります。

2 ＭAGボタンを押したままにして、拡大表示部分インジ
ケーターが希望の位置を示したらボタンを離す。

ボタンを押し続けている間は、約 1秒ごとに拡大表示
部の選択が中央 2倍、中央 4倍、左上 2倍、右上 2倍、
右下 2倍、左下 2倍の順に切り替わります。同時に
LCD画面の拡大表示も切り替わります。

通常表示に戻すには
MAGボタンを押します。
MAGポジションインジケーターとMAGタリーインジ
ケーターが消え、LCD画面が通常表示に戻ります。

拡大表示部分を中央に固定するには
設定スイッチ（下面パネル）のビット 4（14 ページ）を
ON （上側）に設定します。
拡大表示部分の選択が中央 2倍に固定されます。
MAGボタンを押して拡大表示に切り換えた後、約 5秒経
過すると自動的に通常表示に戻ります。もっと早く通常表
示に戻したい場合はMAGボタンを押します。
拡大表示に切り換えたときにMAGボタンを押したままに
していると、拡大表示が保持されます。

左上2倍

左下 2倍 右下2倍

中央2倍

右上 2倍

中央4倍
画像を拡大表示する



画面や内部（LCD画面や
本体のミラー）をクリー
ニングする

本機の画面や内部（LCD画面や本体のミラー）をクリーニ
ングするときは、本機をカメラから取りはずし、内部の部
品を傷つけないように充分注意して行ってください。

◆ 本機をカメラから取りはずす方法については、「カメラに取り付
ける」 （16 ページ）をご覧ください。

◆ VF筒部を取りはずす方法については、「VF筒部を取りはずす」 
（19 ページ）をご覧ください。

画面やミラーの表面からほこりを取り除くときは
ブロアーをお使いください。

レンズや LCD焼き付き防止フィルターをクリーニングす
るときは
市販のレンズクリーナーをお使いください。

• シンナーなどの溶剤は、いっさい使わないでください。
• 防滴と LCD焼き付き防止フィルターの落下防止のため、
アイカップは必ず取り付けてください。

• アイカップの取り付けは防滴性を損なわないように確実
に行ってください。

アイピース部を分解するには

1 本機のVF筒部から、アイピース部を取りはずす。

◆ 取りはずしかたについて詳しくは、「アイピース部を取り
はずす」 （18 ページ）をご覧ください。

2 アイカップホルダーからアイカップをはずす。

3 アイカップホルダーから LCD焼き付き防止フィルター
を反時計方向に回しながらはずす。

偏光フィルターの透過率グラフ

LCD焼き付き防止フィルターの透過率グラ
フ

ご注意

2
3

1

偏光フィルター

アイカップホルダー

アイカップ

LCD焼き付き防止フィルター

VF 筒部

アイカップホルダー LCD焼き付き防止
フィルター

シングル
クロス
並列

透過率（％）

波長（nm）

透過率（％）

波長（nm）
画面や内部（LCD画面や本体のミラー）をクリーニングする 21
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特殊環境で使用後のアフターケア
海辺やほこりの多い場所、温泉地などで使用した後は、以
下のようなクリーニングや確認を行ってください。
• セットの中に入っている砂やほこりをエアーブラシ等で
慎重に取り除く。

• 海水中の塩分や温泉中の硫黄分が外装の非塗装面に付着
した場合は、アルコール等で速やかにクリーニングする。
（塩分や硫黄分が付着したままにしておくと、その部分が
白く腐食することがあります。）

• コネクターの接続面をクリーニングする。
• 上記のクリーニングを行った後に、一般動作チェックを
行い、正常に動作することを確認する。

M52規格の市販のパーツ
を取り付ける

アイカップホルダーに LCD焼き付き防止フィルターを重ね
て、M52 規格の市販のプロテクトフィルターやクローズ
アップレンズ（老視対応レンズとして使用）を取り付ける
ことができます。

◆ 取り付けかたについて詳しくは、ソニーのサービス担当者また
は営業担当者にご相談ください。

M52規格の市販のパーツ
M52規格の市販のパーツを取り付ける



仕様

一般
電源 DC 10.5 V ～ 17.0 V（カメラから供給）
消費電力 5.2 W
使用温度 0℃～＋ 45 ℃
保存温度 － 20 ℃～＋ 60 ℃
質量 840 g
外形寸法（単位：mm）

LCD
2.7 型、カラー、TFT液晶
画像表示部 59.04 × 33.21 mm（水平／垂直、アスペ

クト比 16：9）

性能
輝度 280 cd/m2

解像度 500 本以上
対応フォーマット

色温度 6500K

入力信号
Y：1.0 Vp-p、同期あり、75Ω終端
Pb/Pr：0.7 Vp-p、同期なし、75Ω終端

付属品
オペレーションマニュアル（1）

別売品
VFスライドASSY （LB） （ソニー部品番号：A-8279-413-
G）

マイクブラケットASSY（ソニー部品番号：A-8279-919-A）
ビューファインダー回転収納機構 BKW-401

関連製品
HDカラーカメラHDC-950/930、HDC1400 シリーズ／
1500 シリーズ／ 1600 シリーズ、HSC-300

デジタルシネマトグラフィカメラ F23/F35
HDカムコーダーHDW-650/700 シリーズ1)、2)/F900 シ
リーズ

プロフェッショナルディスクカムコーダー PDW-700 シ
リーズ

1) HDW-750 シリーズ／ 730 に接続する場合は、HDカムコーダー
側の ROM（AT）のバージョンが 1.50 以上であることが必要で
す。

◆ 詳しくは、「本機をHDW-750 シリーズ／ 730 に接続して使用
するときは」 （6 ページ）をご覧ください。

2）HDW-700A に接続する場合は、VFスライドASSY を交換する
必要があります。
交換部品およびソニー部品番号：VFスライド ASSY （LB） A-
8279-413-G

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ
とがありますが、ご了承ください。

有効走査線数 フォーマット 水平走査線周波数 垂直走査線周波数

1080 23.98PsF 26.97kHz 47.95Hz

24PsF 27kHz 48Hz

25PsF 28.13kHz 50Hz

29.97PsF 33.72kHz 59.94Hz

30PsF 33.75kHz 60Hz

50i 28.13kHz 50Hz

59.94i 33.72kHz 59.94Hz

60i 33.75kHz 60Hz

92

194

230

127.6

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故
障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および
保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますの
でご了承ください。
仕様 23
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For the customers in the U.S.A.
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and 

receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit 

different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV 

technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not 
expressly approved in this manual could void your 
authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be 
shielded in order to comply with the limits for a digital 
device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the customers in Europe
This product with the CE marking complies with the EMC 
Directive issued by the Commission of the European 
Community. 
Compliance with this directive implies conformity to the 
following European standards:
• EN55103-1: Electromagnetic Interference (Emission)
• EN55103-2: Electromagnetic Susceptibility (Immunity)
This product is intended for use in the following 
Electromagnetic Environments: E1 (residential), E2 
(commercial and light industrial), E3 (urban outdoors), E4 
(controlled EMC environment, ex. TV studio).

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-
7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
The Authorized Representative for EMC and product 
safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or 
guarantee matters please refer to the addresses given in 
separate service or guarantee documents.

Pour les clients en Europe
Ce produit portant la marque CE est conforme à la 
Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 
émise par la Commission de la Communauté européenne.

La conformité à cette directive implique la conformité aux 
normes européennes suivantes :
• EN55103-1 : Interférences électromagnétiques 

(émission)
• EN55103-2 : Sensibilité électromagnétique (immunité)
Ce produit est prévu pour être utilisé dans les 
environnements électromagnétiques suivants : E1 
(résidentiel), E2 (commercial et industrie légère), E3 
(urbain extérieur) et E4 (environnement EMC contrôlé, ex. 
studio de télévision).

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japon.
Le représentant autorisé pour EMC et la sécurité des 
produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question 
concernant le service ou la garantie, veuillez consulter les 
adresses indiquées dans les documents de service ou de 
garantie séparés.

Für Kunden in Europa
Dieses Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung und erfüllt 
die EMV-Richtlinie der EG-Kommission.
Angewandte Normen:
• EN55103-1: Elektromagnetische Verträglichkeit 

(Störaussendung)
• EN55103-2: Elektromagnetische Verträglichkeit 

(Störfestigkeit)
Für die folgenden elektromagnetischen Umgebungen: E1 
(Wohnbereich), E2 (kommerzieller und in beschränktem 
Maße industrieller Bereich), E3 (Stadtbereich im Freien) 
und E4 (kontrollierter EMV-Bereich, z.B. Fernsehstudio).

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Der autorisierte Repräsentant für EMV und 
Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Bei 
jeglichen Angelegenheiten in Bezug auf Kundendienst 
oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten 
Kundendienst- oder Garantiedokumenten aufgeführten 
Anschriften.

English
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Outline

The HDVF-C30WR HD Electronic Viewfinder is a 2.7-
type screen viewfinder designed for use with high-
definition color video cameras.
It has the following features.

Multiscan
In addition to the 60i format, the viewfinder also supports 
formats such as 24PsF and 50i as controlled by signals 
received from the camera.

Marker indications
When center marker, safety zone marker, and other marker 
indications have been turned on by settings on the camera 
side, they can be turned on and off by a viewfinder switch.

High resolution
The viewfinder features a high-resolution LCD, for a 
horizontal resolution of 500 TV lines or more.

Stable picture
Changes in the brightness of the LCD screen do not result 
in distortion, so that the picture is always stable.

High-performance loupe
The 2-group 3-element lens delivers pictures with low 
distortion and allows adjustment over a wide range of 
visibility.

Removable eyepiece
Detaching the eyepiece allows you to shoot while viewing 
the viewfinder screen from a distance.

Removable viewfinder barrel
The bayonet-mounted viewfinder barrel can be removed 
with a single touch for direct viewing of the LCD screen.

Picture magnification
The picture can be expanded vertically and horizontally to 
2 or 4 times normal size to enable easier focus adjustment.

Gray scale display
You can display gray scales at the left and right sides of the 
LCD screen. These gray scales can serve as references for 
fine iris adjustments.
Table of Contents / Outline 25
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When the gray scales are visible, you can select a 
luminance level and assign a color to that level. To select 
a luminance level for color assignment, use the 
ASSIGNABLE switch (see page 32) on the front panel to 
move the level display indicator (see page 30).

For more information about the gray scales, see page 30. 

B&W display
A color or monochrome display can be selected by a 
viewfinder switch.

Switching to preset adjustment values
Brightness, contrast, and peaking values can be set in 
advance and recalled to by using switches on the front 
panel.

Peaking function
In addition to the peaking functions of previous models, 
this unit supports natural peaking that enables more 
detailed depiction of the subject, and color peaking that 
allows you to colorize the area where a black and white 
picture is in focus.

Notes

Place of Use

When you use the viewfinder at low temperature, dynamic 
resolution drops just after you turn the power on.

Connecting This Unit to an HDW-750 
Series/730 HD Camcorder

If your HD camcorder is an HDW-750 series/730 HD 
camcorder, be sure to check the following two points. If 
your HD camcorder falls into either category, it must be 
upgraded before connecting this viewfinder.

• Whether the version number of the HD camcorder’s 
AT software is 1.49 or earlier.
Version number can be confirmed using the 
DIAGNOSIS menu of HD camcorder.

• Whether the serial number of the HD camcorder is 
one of the ranges shown in the following table.

If your HD camcorder falls into either of the above 
categories, the pictures in the viewfinder will be black and 
white when you connect it to the HD camcorder. The HD 
camcorder must be upgraded.

If your HD camcorder requires an upgrade, contact your 
Sony representative.

Always On or Flashing Pixels in the 
LCD Panel

The LCD panel fitted to this unit is manufactured with high 
precision technology, giving a functioning pixel ratio of at 
least 99.99%. Thus a very small proportion of pixels may 
be “stuck”, either always off (black), always on (red, 
green, or blue), or flashing. In addition, over a long period 
of use, because of the physical characteristics of the liquid 
crystal display, such “stuck” pixels may appear 
spontaneously. These problems are not a malfunction. 

Model name Serial number

HDW-750/9E 70001 to 70557

HDW-750 10001 to 10400, 20001 to 20003

HDW-750P 40001 to 40097

HDW-750CE 40001 to 40036

HDW-730 10001 to 10053
Notes



Viewfinder Lenses

Do not leave the viewfinder lens facing toward a strong 
light source, such as sunlight.
To suppress burnout of the LCD panel, the viewfinder lens 
of this unit incorporates special countermeasures which 
deliver superior durability when compared to the previous 
model (HDVF-C30W). However, burnout of the LCD 
panel or fire can still result if the lens focuses the light from 
sunlight or another strong light source.

Maintenance

• Use a blower to remove dust from the screen.
• Do not use a solvent such as thinner to clean the screen.
Notes 27
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Location and Function of Parts

a Plug
Connect to the VF connector on the camera.

b Stopper
Prevents the viewfinder from coming off the camera when 
it is slid from side to side.

c Tally indicator (rear panel)
Lights up at the same time as the red tally/recording 
indicator (see page 36).  This indicator can be covered 
when not in use.

d Eyecup 
Blocks external light while you are shooting.
Over time the eyecup may become cracked. If this occurs, 
it should be exchanged.
Sony part number: 3-776-341-01

e Diopter adjustment ring
Turn this until the image is sharpest for your eyesight.

Viewfinder cable

4 Eyecup

1 Plug

2 Stopper

5 Diopter adjustment ring 

Viewfinder barrel

Front panel (see page 29)

Side panel (see page 31)

3Tally indicator 
(rear panel)

Side panel (see page 31)

Bottom panel (see page 34)
Location and Function of Parts



Front Panel

a TALLY switch
Controls the brightness of this unit’s tally indicator.
HIGH: The tally indicator lights brightly.
OFF: The tally indicator does not light.
LOW: The tally indicator lights dimly.

b ASPECT/DISPLAY switch 
Turns the mask and marker displays on and off.
ASPECT: When you want to display only the effective 

picture range (the 4:3 range), you can mask the area 

outside that range with a black mask operation on the 
camera side.

Whether the area outside the target region is masked 
is determined by control on the camera side. When, by 
control on the camera side, you do not use the black 
mask for the fixed 4:3 region, a mask is applied to the 
signals output from the camera to the viewfinder.

TALLY

ZEBRA

MAG

B&W

ASPECT DISPLAY

LOW
OFF

HIGH

MOMENT
OFF

ON

6 Adjustment screws
7 MAG button 

8 B&W button 

1 TALLY switch

2 ASPECT/DISPLAY switch 

3 ZEBRA switch 

4 Tally indicator

5 Adjustment screw cover

Note
Location and Function of Parts 29
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DISPLAY: When the display of markers is enabled on the 
camera side, each press of this switch toggles the 
display of markers on and off.

c ZEBRA (zebra pattern) switch 
Controls the zebra pattern display on the viewfinder 
screen.
ON: A zebra pattern appears and stays.
OFF: The zebra pattern is not displayed.
MOMENT: A zebra pattern appears and stays for about 

five seconds.

d Tally indicator
Lights up when the camera receives a tally control signal. 
Set the TALLY switch on the front panel  to OFF when not 
in use.  The brightness can also be adjusted with the 
TALLY switch.

e Adjustment screw cover
Protects the adjustment screws against moisture and 
foreign objects. Over time the cover may become cracked. 
If this occurs, it should be exchanged.
Sony part number: 3-776-614-01

To protect the adjustment screws, always replace the cover 
after using the screws.

f Adjustment screws
Adjust the brightness, contrast, and peaking when rotated 
with an adjustment-screwdriver.
From the top, these are BRIGHT (brightness), CONTR 
(contrast) and PEAKING adjustment screws.
To use the BRIGHT and CONTR adjustment screws
Set the SEL1/SEL2 switch on the side panel to the SEL2 
side.
To use the PEAKING adjustment screw
Make the following settings, depending on the setting of 
bit 3 of the setting switches on the bottom panel (see page 
35).

When bit 3 is OFF (factory default): Set the SEL1/
SEL2 switch to the SEL2 side.

When bit 3 is ON: Magnify the picture by using the 
MAG button on the front panel of the unit.

Be sure to use an adjustment-screwdriver that matches the 
grooves in the adjustment screws. Do not apply excessive 
force. Doing so can damage the screws.

For more information about brightness, contrast, and 
peaking, see “Side Panel” (see page 31).

g MAG (magnification) button 
Each press of this button switches between normal and 
magnified display.

If the button is kept pressed, the magnified section changes 
in the order center × 2 t center × 4 t upper left × 2 t 
upper right × 2 t lower right × 2 t lower left × 2.

For more information about magnification operations, see  
page 41.

h B&W (black & white) button 
The function of this button differs depending on the setting 
of bit 2 of the setting switches on the bottom panel (see 
page 34).
When bit 2 is ON (gray scale display priority): Press this 

button to change the picture from color to B&W with 
gray scales displayed at the left and right sides of the 
screen. Press it again to return to color. Keep it 
pressed for two seconds or longer to change to B&W 
without gray scales.

When bit 2 is OFF (factory default – B&W display 
priority): Press this button to change the picture from 
color to B&W. Press it again to return to color. Keep 
it pressed for two seconds or longer to change to 
B&W with gray scales displayed at the left and right 
sides of the screen.

Gray scales
The gray scales at the left and right sides of the LCD screen 
are convenient when you want to check the signal level of 
the subject being shot by the camera.

a Level display indicator
Indicates the level that will be colorized.
To move the indicator to the level that you want to 
colorize, press the ASSIGNABLE switch on the side 
panel. 
Each press of the ASSIGNABLE switch moves the 
indicator from the bottom toward the top. 
The luminance level detection width is selected by bit 4 of 
the setting switches on the side panel (see page 32). 
The color of the detection area is selected by bit 5 of the 
setting switches on the side panel (see page 32).

Note

Note

–2%
0%

+2%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
105%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%
105%

1 Level display indicator

2 Mask areas
Location and Function of Parts



Signals from 0% to a maximum of 109% can be detected 
for the level display. Signals below 0% and above 109% 
cannot be detected.

b Mask areas
When you press the ASPECT/DISPLAY switch on the 
front panel (see page 29) to the ASPECT side, these areas 
are masked and displayed as black.

Side Panel

a PEAKING control 
Turning this control clockwise adjusts the picture 
sharpness, and makes focusing easier.  This control has no 
effect on the output signals of the camera.

To use this control, make the following settings, depending 
on the setting of bit 3 of the setting switches on the bottom 
panel (see page 35).

Note

SEL

BRIGHT

CONTR

PEAKING

Release knob a)

1PEAKING control 

2CONTR control 

3BRIGHT control 

4SEL1/SEL2 switch 

a) The viewfinder barrel can be detached from the body of the 
viewfinder barrel to allow a direct view of the LCD screen. 

For details, see “Detaching the Viewfinder Barrel” (see page 40). 

6Setting switches 
(side panel)

5Switch cover

7ASSIGNABLE 
switch
Location and Function of Parts 31
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When bit 3 is OFF (factory default): Set the SEL1/SEL2 
switch to the SEL1 side.

When bit 3 is ON: Display as normal without expanding 
the picture. (See the description of the front panel 
MAG button (see page 30).)

b CONTR (contrast) control 
Adjusts the contrast of the picture. This control has no 
effect on the output signals of the camera.
To use this control, set the SEL1/SEL2 switch to the SEL1 
side.

c BRIGHT (brightness) control 
Adjusts the brightness of the picture. This control has no 
effect on the output signals of the camera.
To use this control, set the SEL1/SEL2 switch to the SEL1 
side.

d SEL1/SEL2 switch 
Selects the controls to be used to adjust brightness, 
contrast, and peaking: either the BRIGHT, CONTR, and 
PEAKING controls on the side panel, or the adjustment 
screws on the front panel.
SEL1 (factory default): Adjust with the side panel 

controls.
SEL2: Adjust with the front panel adjustment screws.
However, when bit 3 of the setting switches on the bottom 
panel is set to ON, the PEAKING control and the 
PEAKING adjustment screw are switched according to the 
setting of the MAG button on the front panel, regardless of 
the SEL1/SEL2 setting.

For details, see “PEAKING control” (see page 31) and  
“Adjustment screws” (see page 30).

e Switch cover
Protects the setting switches against moisture and foreign 
objects.
Over time the cover may become cracked. If this occurs, it 
should be exchanged.
Sony part number: 3-776-614-01

To protect the setting switches (side panel), always replace 
the cover after using the setting switches.

f Setting switches (side panel)

The 8 bits (1 to 8 from left) select the following settings 
when they are set to ON (upper) or OFF (lower). (The 
underlines show the factory default settings).

Bits 1, 2
Select the function assigned to the ASSIGNABLE switch.

Bit 3
Adjusts peaking.
OFF: Peaking like that in previous models.
ON: Natural peaking (greater emphasis of high-region 

signals than by previous models). 
Resolution improves when this is set to ON, but the edge 
emphasis that indicates the area in focus becomes weaker.

Bit 4
Specifies the level detection width for the level specified 
with the level display indicator.
OFF: ±5%
ON: ±2%

Bit 5
Specifies the display color of the area detected with the 
gray scales.
OFF: Original picture color
ON: Yellow

Bit 6
Specifies the picture display mode.
OFF: Display of current picture
ON: Vertically and horizontally inverted display.

Bit 7
Turns the LCD panel luminance over-level indicator on 
and off.
OFF: Lit in yellow
ON: Off

Bit 8
Normally leave this set to OFF.
OFF: Standard
ON: Power consumption is lower (but some functions are 

limited).

g ASSIGNABLE switch
When the gray scales are displayed, each press of this 
switch moves the level display indicator from the bottom 
toward the top. When the gray scales are not displayed, this 
switch functions as follows, depending on the combined 
settings of bits 1 and 2 of the setting switches on the side 
panel.
Automatic analog signal level adjustment: 

Automatically adjusts the analog level of input 
signals. To make the adjustment, turn all marker and 

Note

1 2 3 4 5 6 7 8

Bit 8

ON (upper side)

OFF (lower side)

Bit 1

Bits Function assigned to the ASSIGNABLE 
switch1 2

OFF OFF – (no function assigned)

ON OFF Automatic analog signal level adjustment

OFF ON S-LOG signal gamma conversion ON/OFF

ON ON Color peaking mode ON/OFF
Location and Function of Parts



character displays off, select 100% eight-line color 
bar output signals to the viewfinder on the camera 
side, and then press this switch. During the 
adjustment, the level adjustment tally indicator in the 
LCD panel flashes at one-second intervals. The 
indicator goes out when the adjustment finishes (the 
adjustment data is saved).
If you have not selected appropriate input signals, the 
level adjustment tally indicator in the LCD panel 
flashes at 1/4-second intervals (adjustment data is 
restored to the original values).
The unit returns to the factory default state if you keep 
this switch pressed for five seconds.

S-LOG signal gamma conversion ON/OFF: When you 
have connected this unit to a camera that supports 
S-LOG signals, selects whether or not to convert 
S-LOG signals.

S-LOG is a gamma signal for Sony Cinema. This 
conversion function is supported by F23/F35 Digital 
Cinematography Cameras with system software 
version 1.4 or later.
This conversion function does nothing when you have 
connected this unit to a camera that cannot control it.

Color peaking mode ON/OFF: Each press of this switch 
toggles the color peaking mode in the order Color 
peaking t Normal t Color peaking.

Color peaking is a function that extracts the high-
frequency components of the video signal and applies 
color to those parts. This may be less effective when 
noise components are emphasized by VF DETAIL and 
MASTER GAIN settings on the camera side, because 
then color is applied to the whole screen.
If you plan to use the color peaking function, it is 
recommended that the VF DETAIL and MASTER 
GAIN settings on the camera side be set as follows.
• VF DETAIL: OFF, or set to a value that does not 

emphasize noise.
• MASTER GAIN: Set to a value near 0 dB.

For more information about gray scales, see page 30.

Note

Note
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Bottom Panel

a Setting switches (bottom panel)

The 8 bits (1 to 8 from left) select the following settings 
when they are set to ON (upper) or OFF (lower). (The 
underlines show the factory default settings.)

Bit 1
Selects whether to enable all of the indicators in the upper 
and lower sections of the LCD screen, or only the BATT 
indicator. 
OFF: Enable all indicators.
ON: Enable the BATT indicator only.

Bit 2
Selects switching to B&W display priority or to grayscale 
display priority by the B&W button on the front panel.
OFF: Priority given to B&W display.
ON: Priority given to grayscale display. 

For details, see “B&W (black & white) button” (page 30).

2Switch cover

1Setting switches 
(bottom panel)

1 2 3 4 5 6 7 8

ON (upper side)

OFF (lower side)

Bit 1 Bit 8
Location and Function of Parts



Bit 3
Selects whether the PEAKING adjustment screw on the 
front panel and the PEAKING control on the side panel 
should work together with the MAG button on the front 
panel or the SEL1/SEL2 switch on the side panel. 
OFF: Work together with the SEL1/SEL2 switch.
ON: Work together with the MAG button. 

This allows you to use different peaking settings for 
magnified and normal display. 

The following table shows the relationship between bit 3 
settings and the times when the PEAKING control and the 
PEAKING adjustment screw are enabled and disabled.

(Yes: Enabled, No: Disabled)

Bit 4
Selects whether to enable selection of the section of the 
picture to magnify (center × 2, center × 4, upper left × 2, 
upper right × 2, lower right × 2, lower left × 2) or to fix 
magnification at the center.
OFF: Select from the six locations.
ON: Fix at center.
To return to normal display, press the MAG button. The 
display returns after about five seconds.

Bit 5
Set this to ON to specify color peaking as the standard 
setting.

Bits 6, 7
Turn ON and OFF to adjust the color temperature.

a) Normally this should not be used.

Bit 8
This bit is reserved for future expansion. Currently it is not 
used. Normally leave it set to OFF.

b Switch cover
Protects the setting switches (bottom panel) against 
moisture and foreign objects. 
Over time the cover may become cracked. If this occurs, it 
should be exchanged.
Sony part number: 3-776-614-01

To protect the setting switches (bottom panel), always 
replace the cover after using the setting switches.

PEAKING

Bit 3 OFF Bit 3 ON

SEL1/SEL2 switch MAG button

SEL1 SEL2 ON 
(Magnified 
display)

OFF 
(Normal 
display)

Control Yes No No Yes

Screw No Yes Yes No

Bits Color temperature
6 7

OFF OFF Approx. 6500K (factory default)

ON OFF Approx. 5600K

OFF ON Approx. 3200K (for test use only) a)

ON ON Approx. 9300K

Note
Location and Function of Parts 35
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LCD Screen Indicators 

Indicators appear in the upper and lower sections of the 
LCD screen to indicate the status of the camera and the 
results of adjustments. 

a Luminance over-level indicator
Lights in yellow, depending on the setting of bit 7 of the 
setting switches on the side panel (see page 32).

b MAG position (magnification section) indicator
Lights in yellow to indicate which of the sections of the 
picture is magnified: center × 2 ( ), center × 4 ( ), upper 
left × 2 ( ), upper right × 2 ( ), lower right × 2 ( ), 
lower left × 2 ( ).

c Green tally indicator 
Lights in green when the camera receives a green tally 
control signal from the camera control unit.

d Red tally/recording indicator 
Lights in red or flashes, to indicate the following.

Lit: Recording, or reception of a tally signal from a camera 
control unit.

Flashing: The VTR attached to the camera is not servo-
locked. The status of the VTR or battery is abnormal.

For details, refer to the manual supplied with your 
camera. 

e BATT (battery) indicator 
Lights or flashes to indicate the state of the battery. 
Lit: Battery power is exhausted.
Flashing: The battery is low on power.
To avoid interruptions while operating the camera, you 
should exchange the battery as soon as possible after this 
indicator flashes. 
The voltage level at which this indicator starts flashing can 
be set on the camera side. 

For details, refer to the manual supplied with your 
camera.

f SAVE (VTR save) indicator 
Lights when the VTR attached to the camera is in power 
save mode.

g Level adjustment tally indicator
Flashes in yellow during automatic analog signal level 
adjustment (see page 32).

h MAG (magnification) tally indicator
Lights when the MAG button on the front panel (see page 
30) is pressed to magnify the picture.

i ! (attention) tally indicator
Lights when the camera enters a certain state. The specific 
state depends on settings on the camera side. 

For details, refer to the manual supplied with your 
camera.

Image 1

Indicator 
section 

2 3 4 5

9 8 7 6

When the viewfinder barrel is attached

Image 1

Indicator 
section 

2 3 4 5

9 8 7 6

When the viewfinder barrel is detached
Location and Function of Parts



Attaching the Viewfinder to a Camera

1 Loosen the left-right positioning ring on the camera.

2 Insert the slide guide which is located on the front of 
the camera into the slide rail which is located on the 
back of the viewfinder.

3 Slide the viewfinder in the direction of the arrow.

4 Position the viewfinder by sliding it from side to side, 
and tighten the left-right positioning ring on the 
camera.

5 Connect the plug to the VF connector on the camera.

Be sure to check that the plug is firmly inserted into the 
camera’s VF connector.

Detaching the viewfinder
To detach the viewfinder from the camera, conduct the 
attachment procedure in reverse.  When removing the 
viewfinder from the camera, pull up the stopper.

When loading the camera with viewfinder attached into a 
carrying case, make sure that the camera and the 
viewfinder fit into the case without having to be forced. 
Applying undue pressure can result in damage to the 
camera or viewfinder.

1

5

2
3

4
Stopper

Slide rail

Slide guide

Left-right positioning ring

Plug

VF connector

Note

Note about loading in carrying case
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Adjusting the Focus and Screen

Adjusting the focus
Turn the diopter adjustment ring until the image is sharpest 
for your eyesight.

Adjusting the screen
To adjust the peaking, brightness and contrast of the 
viewfinder screen rotate the controls which are illustrated 
below.

For details, see “Side Panel” (see page 31) and “Front 
Panel” (see page 29).

To adjust the brightness of the screen
Use the BRIGHT control or the BRIGHT adjustment 
screw. 
However, note that white out may occur if you increase 
brightness too much, and black out may occur if you 
decrease it too much. 
When you adjust the white level, you can avoid white out 
by adjusting over the range where the luminance over-
level indicator in the LCD screen (see page 36) does not 
appear.

The following method is recommended for adjusting the 
black level. 
Display color bars containing 0% and lower black signals, 
and adjust so that it is possible to distinguish the luminance 
of the 0% signal and the luminance of signals higher than 
0% (for example, 2% or 4%), and not possible to 
distinguish the luminance of 0% signal and the luminance 
of signals lower than 0% (for example, –2% or –4%).

Diopter adjustment ring

SEL

BRIGHT

CONTR

PEAKING

SEL1/SEL2 switch

BRIGHT control

CONTR control

PEAKING control

Adjustment screw cover

BRIGHT adjustment screw

CONTR adjustment screw

PEAKING adjustemnt screw
Adjusting the Focus and Screen



Detaching the Eyepiece

Detaching the eyepiece gives you a clear view of the 
screen even with your eye away from the viewfinder.  The 
eyepiece must also be detached to clean the screen and 
mirror.

For details on cleaning the viewfinder, see “Cleaning the 
Screen or Interior” (page 42).

1 Turn the eyepiece locking ring fully counterclockwise 
to line up the red alignment mark on the locking ring 
with the red alignment mark on the viewfinder barrel. 

2 Detach the eyepiece.

Take care not to scratch the eyepiece face on the LCD side.

Refitting the eyepiece

1 Align the alignment mark on the eyepiece locking ring 
with that on the viewfinder barrel.

2 Align the alignment mark on the end of the eyepiece 
(see step 2 on left) with that of the eyepiece locking 
ring, then insert the eyepiece into the viewfinder 
barrel.

3 Turn the eyepiece locking ring clockwise until its 
“LOCK” indication arrow points to the alignment 
mark on the viewfinder barrel.

Locking ring

Locking ring alignment mark

Alignment mark on the viewfinder barrel

Alignment mark on end of eyepiece

Note

Be careful not to scratch the surface of this 
polarizing filter (see page 42).
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Detaching the Viewfinder 
Barrel

The viewfinder barrel can be detached for a direct view of 
the LCD screen. The viewfinder barrel must be detached to 
clean the viewfinder’s LCD screen and internal mirror. 

For more information about cleaning the LCD panel and 
the mirror inside this unit, see page 42.

1 While pressing the release knob, rotate the viewfinder 
barrel in the counterclockwise direction. 

2 Detach the viewfinder barrel. 

To attach the viewfinder barrel

1 Align the alignment mark on the body of the 
viewfinder with the alignment mark on the viewfinder 
barrel. 

2 Slide the viewfinder barrel into the body, while 
keeping the alignment marks aligned. 

3 Rotate the viewfinder barrel in the clockwise direction 
until the release knob clicks into place.

Release knob

Viewfinder barrel

Alignment marks
Detaching the Viewfinder Barrel



Magnifying the Picture

To facilitate focus adjustments, you can magnify the 
picture by 2 times or 4 times vertically and horizontally.

To magnify the picture, press the MAG button (see page 
30). Each press of the button toggles between magnified 
and normal display. 
The magnified section can be selected from among the 
center × 2 (factory default), and center × 4, upper left × 2, 
upper right × 2, lower right × 2, lower left × 2 of the 
picture. 

The center section is selected automatically the first time 
that you press the MAG button after powering the 
viewfinder on. Magnification does not affect the output 
signals of the camera. 

To change the section to magnify, proceed as follows. 

1 Press the MAG button, and keep it pressed for about 
1.5 seconds or longer. 

The unit enters magnification section selection mode, 
and the MAG position indicator (see page 36) and 
MAG tally indicator (see page 36) appear at the lower 
left of the screen.
At the same time, the LCD screen changes to 
magnified display.

2 Keep the MAG button held down, and release it when 
magnification section indicator shows the desired 
position. 

While the button is held down, the selection changes 
about once every second between center × 2, center × 
4, upper left × 2, upper right × 2, lower right × 2, lower 
left × 2, in that order. The actually magnified section 
changes at the same time.

To return to normal display
Press the MAG button again. 
The MAG position indicator and MAG tally indicator 
disappear, and the LCD screen returns to normal display.

To fix the center section as the magnification 
section
Set bit 4 of the setting switches on the bottom panel (see 
page 35) to the ON (upper) position.
The magnification section is fixed as the center section 
magnified 2 times.
About five seconds after the MAG button is pressed to 
select magnified display, the screen automatically returns 
to normal display. Press the MAG button again if you want 
to return to normal display more quickly. 
Keep the MAG button pressed if you want to continue 
viewing the magnified display.

Upper left × 2 Upper right × 2

Lower right × 2Lower left × 2

Center × 2

Center × 4
Magnifying the Picture 41
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Cleaning the Screen or 
Interior 

To clean the screen or internal mirror of the viewfinder, 
detach the viewfinder from the camera, detach the 
viewfinder barrel from the body, and clean as explained 
below, taking care not to damage the components.

For more information about how to detach the viewfinder, 
see “Attaching the Viewfinder to a Camera” (page 37).

For more information about how to detach the viewfinder 
barrel, see “Detaching the Viewfinder Barrel” (page 40). 

To remove dust from the screen or the mirror 
Use a dust blower.

To clean the lens or the LCD burnout prevention 
filter 
Use a commercially available lens cleaner. 

• Do not use organic solvents such as thinners.
• To protect the eyepiece from moisture and prevent the 

LCD burnout prevention filter from coming off, be sure 
to always attach the eyecup.

• When attaching the eyecup, make sure that its anti-drip 
performance is not impaired.

Disassembling the eyepiece for cleaning

1 Detach the eyepiece from the viewfinder barrel.

For more information about detaching procedure, see 
“Detaching the Eyepiece” (page 39).

2 Remove the eyecup from the eyecup holder.

3 Remove the LCD burnout prevention filter from the 
eyecup holder, rotating the filter in the 
counterclockwise direction.

Polarizing filter transmittance ratio graph

LCD burnout prevention filter transmitance 
ratio graph

Notes

2
3

1

Viewfinder 
barrel

Eyecup holder

Eyecup

LCD burnout prevention filter

Polarizing filter

Eyecup holder LCD burnout 
prevention filter

Transmittance (%)

Wavelengths (nm)

Single
Cross
Parallel

Transmittance (%)

Wavelengths (nm)
Cleaning the Screen or Interior



Check the viewfinder after using it in harsh 
environments
Check the following points after using the viewfinder in a 
harsh environment such as a beach, a dusty area, or a hot 
spring resort.
• Use an airbrush to carefully remove any dust or sand 

from inside the viewfinder.
• Salt from seawater or sulfur from hot springs can result 

in whitish corrosion on the non-painted surfaces of the 
viewfinder. Use a cleaning solution such as ethanol to 
remove any adhering salt or sulfur from the non-painted 
surfaces as soon as possible.

• Clean the contacts of the connector.
• Check that the viewfinder is working correctly.

Attaching a Commercially 
Available M52 Standard 
Accessory

You can mount the LCD burnout prevention filter in the 
eyecup holder, and attach a commercially available M52 
standard accessory or a close-up lens (to use as far sight 
lens).

For details on how to attach, consult your Sony 
representative.

M52 standard accessory
Attaching a Commercially Available M52 Standard Accessory 43
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Specifications

General
Power supply 10.5 V to 17.0 V DC (supplied by the 

camera)
Power consumption

5.2 W
Operating temperature 

0°C to +45°C (+32°F to +113°F)
Storage temperature

–20°C to +60°C (–4°F to +140°F)
Mass 840 g (1 lb 13 oz)
External dimensions in millimeters (inches)

LCD
2.7-inch color TFT screen
Image display area dimensions

59.04 × 33.21mm (2 3/8 × 1 5/16 inches) 
(H/V, 16:9 aspect ratio)

Performance
Luminance 280 cd/m2

Resolution 500 or more lines

Supported formats

Color temperature
6500K

Input signals
Y: 1.0 Vp-p, synchronous, 75Ω terminated
Pb/Pr: 0.7 Vp-p, asynchronous, 75Ω terminated

Supplied accessories
Operation Manual (1)

Optional accessories
VF slide assembly (LB) (Sony part number: A-8279-413-

G)
Microphone bracket assembly (Sony part number: A-

8279-919-A)
BKW-401 Viewfinder Rotation Assembly

Related accessories
HDC-950/930, HDC1400 series/1500 series/1600 series, 

HSC-300 HD Color Camera
F23/F35 Digital Cinematography Camera
HDW-650/700 series 1), 2)/F900 series HD Camcorder
PDW-700 series Professional Disc Camcorder

1) When connecting to the HDW-750 series/730, the ROM in the HD 
camcorder must be version 1.50 or later.

For details, see “Connecting This Unit to an HDW-750 Series/730 HD 
Camcorder” (page 26).

2) When connecting to the HDW-700A, the VF slide assembly must be 
exchanged. 
Exchange part and Sony part number: VF slide assembly (LB) 
A-8279-413-G

Design and specifications are subject to change without 
notice.

Effective 
scanning 
lines

Format Horizontal 
scanning 
frequency

Vertical 
scanning 
frequency

1080 23.98PsF 26.97kHz 47.95Hz

24PsF 27kHz 48Hz

25PsF 28.13kHz 50Hz

29.97PsF 33.72kHz 59.94Hz

30PsF 33.75kHz 60Hz

50i 28.13kHz 50Hz

59.94i 33.72kHz 59.94Hz

60i 33.75kHz 60Hz
Specifications



Note
Always verify that the unit is operating properly before 
use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES 
OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON 
ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR 
PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF 
THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY 
PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE 
WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON 
WHATSOEVER.
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このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあ
り、説明内容は機器購入者の使用を目的としています。
従って、当社の許可なしに無断で複写したり、説明内容（操
作、保守等）と異なる目的で本マニュアルを使用することを
禁止します。

The material contained in this manual consists of information 
that is the property of Sony Corporation and is intended 
solely for use by the purchasers of the equipment described 
in this manual.
Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any 
portion of this manual or the use thereof for any purpose 
other than the operation or maintenance of the equipment 
described in this manual without the express written 
permission of Sony Corporation.
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