014

1

2014 年 1 月号（毎月 20 日発売）12 月 19 日発売
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2014 年のデジタルカメラはど〜なる！？

●

メーカー横断インタビュー

11

巻頭
企画

キヤノン

EOS M2

2014

さらなる小型化と
快適な AF スピード
を手に入れた

カシオ計算機

ケンコー・トキナー

一眼レフ
と

レンズ
鈴木知子

タムロン

鶴巻育子

F1.2

シグマ

キヤノン

Df
ニコン

〜

大人のカメラ
上田晃司がパリで
スナップを楽しむ

大口径

富士フイルム

写真家ふたりの EFレンズ

ミラーレス の

〜

［巻頭特別企画］

オリンパスイメージング

39mini

（セィヤ専用）

パナソニック

ヘラルダー

ソニー

弾！

旅先でじっく
り使いたい

横断

未来

2

リコーイメージング

カメラ 第
バッグ

キヤノン

中井精也
オリジナル

ニコン

萩原史郎

新製品が見えて来た！

インタビュー

は

写真は明と暗

散紅残心

2014 年のトレンドと
メーカー

［ギャラリー］

光と影
（＝コントラスト）
が
写真表現の第一歩！

﹇特集2 ﹈

大村祐里子

［特集 1］

と

Light ＆ Shadow 〜

鶴巻育子

〜

2nd モデル

写真
明暗

1

写真
明暗

デジタルカメラマガジンの Web ▶

CONTENTS 1

http://digitalcamera.impress.co.jp/

46

光と影が写真表現の第一歩

表紙撮影＝小林紀晴 商品撮影＝加藤丈博
表紙デザイン＝菊池美範／大村貢一郎（エイアール）

は

ギャラリー＆インタビュー 小林紀晴

2014 年 1 月号（毎月 20 日発売）
12 月 19 日発売

と

Light ＆ Shadow

特集 1

2014.01

Part.1

明と暗を知る／明と暗を撮る

Part.2

写真家の明と暗の表現方法に学ぶ

レポート：北 義昭、郡山総一郎、小林紀晴、佐々木啓太、角田みどり、藤田一咲、桃井一至

64
特集 2

11

！
過去最多 メーカー

オリンパスイメージング

キヤノン

総力 2014年
取材 一眼レフとミラーレスの未来

メーカーキーマンが語る
カメラのトレンドと新製品のヒント

シグマ

ソニー

ニコン

富士フイルム

リコーイメージング

パナソニック

カシオ計算機

ケンコー・トキナー

タムロン

レポート：田中希美男、編集部

38

2014 年
カレンダー

特別企画

鶴巻育子と大村祐里子が体感。
AFスピードが倍速！

毎月笑 顔になれる、
かわいい子猫たちが
いっぱい

特別
付録

EOS M2 子猫

デジタルカメラマガジン 2014 年 1 月号特別付録

キヤノン

レポート：鶴巻育子、大村祐里子
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2014.01

2014 年 1 月号（毎月 20 日発売）
12 月19 日発売

全国のローカル線を写真で応援
88 中井精也のがんばれ
ゆる鉄！

190

SPECIAL GALLERY

メージ通りにならないから自然は楽しい!!
92 イ風と木と水が教えてくれたこと

萩原史郎

34

しばれる大地 北海道

第7回

レポート：米 美知子

と違う写真が撮れる
96 いつも
写真表現カメラマニュアル

ISO 感度

第7回

巻頭特別企画

レポート：大和田 良

写真家ふたりの EFレンズ

鶴巻育子

ボケ表現に最適な憧れの超大口径レンズ

鈴木知子

タル一眼レフでちょっと本格派
100 デジ
内山 晟のたのしい動物園＆水族館
第 20 回

キヤノン

EF50mm F1.2L USM＆
EF85mm F1.2L Ⅱ USM

185

小湊鐵道

第7回

イバルレンズをラウンド対決
104 話題のラ
多画素時代のレンズガチンコ対決！
！
第 19 回

特別企画

キヤノン EOS 5D Mark Ⅲで
競う中望遠マクロレンズ対決！
！

レポート：高橋良輔

旅先でじっくり使いたい大人のカメラ
ニコン

アドベンチャー
ワールド

108 気持ちが伝わる写真の仕上げ方がわかる
感情表現 RAW＆レタッチテクニック

Koji Ueda

第 18 回

朽ちた切り株に抱く力強さ

レポート：茂手木秀行

写真が変わるRAW現像テクニック
110 Photoshop
Lightroomで

簡単レタッチ Download

レポート：上田晃司

グラデーション効果で
部分調整を行う レポート：吉田浩章

第7回

画

特別企

トラベラーが惚れたデジタルカメラ
112 世界を旅する
第2回

142 中井精也オリジナルバッグ
企画第 2弾 !!
ファン待望のミニサイズ

ヘラルダー39 mini 登場!
デジカメ新製品情報
162 デジタル一眼レフ
最新事情＆バイヤーズガイド
166 デジタルカメラ
トレンド＆ニュース
170 リリースノート
175 New Product Report
佐々木啓太

178 旅先で見つけたうまいメシ
斎藤巧一郎

TOPIC＆INFORMATION
174 Monthly GANREF NEWS
179
180
182
184
200

読者プレゼント
リーダーズスクエア
写真展最新情報
奥付
編集後記

撮影情報の読み方
本誌の撮影情報は項目名を省略して
以下の順番で記載しています。
カメラ名／レンズ名／焦点距離（35mm
判換算）／露出モード（絞り、シャッター速
度、露出補正）／ ISO 感度／ホワイトバラ
ンス／記録モード／撮影地

限定で
セィヤ専用
（赤）
も
あるぞ！

注目製品を
138 写真家がじ
っくり使ってレポート

LONG RUN REPORT
第2回

第3回
第 1回

D800E×萩原俊哉
LUMIX DMC-GX7×鈴木知子
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G×小野寺宏友

114 フォトコンテスト 1月号選考
デジタルフォト部門
選者：石橋睦美

オリンパス STYLUS 1
×GOTO AKI

E-M5と歩く
144 松尾芭蕉の足跡をOM-D
私のおくのほそ道
レポート：野川かさね

素朴な疑問をキーマンに聞く!!
146 HABU
といっしょに学ぶ

デジタルフォトカレッジ
第 7 回 メモリーカードの選び方

150 デジタル一眼大研究 いいレンズってなんだ？
第7回

組写真部門

選者：岡田 敦

ナイスショット部門
選者：鶴巻育子

130 添削教室「デジタルフォト部門」
131 添削教室「組写真部門」
132 2014 年度 フォトコンテスト選者発表
176 フォトコンテスト応募要項
177 年間ポイント結果＆投稿の注意事項
※各部門の応募の手順は
「GANREF」
（http://ganref.jp/）に移動しました。

年
133 2012
紅葉フォトコンテスト

結果発表

選者：丹地保堯

※本誌での実勢価格は、2013 年 12 月上旬にすべて編集部で独自調査したものです。
標準価格、実勢価格、定価など価格表記についてはとくに断りのない限り、
すべて税込の価格になっています。©® ™など商標は省略しています。

尾花沢〜立石寺〜大石田

第7回

OPTIAと画像シミュレーターと
〈前編〉レポート：田中希美男
「レンズの味」

ーカー直撃インタビュー
153 メ伊達淳一のもっともっと知りたい
!!

拡大版

待望のミラーレスフルサイズ機α7R ／α7 を
実現させたソニーの強さ

今月のちょっと気になるカメラグッズ！
159 プロが伝授
！カメラグッズ道場
第 20 回

夜景がきれいに撮れるグッズ

レポート：上田晃司

私たちは一艘の舟に乗り
196 遠い過去から未来へと向か
う 遠くから来た舟
第7回

ケベス祭 小林紀晴

11
特集 2

過去
！
最多

メーカー
総力取材

2014 年

一眼レフと
ミラーレスの未来
メーカーキーマンが語る
カメラのトレンドと新製品のヒント

田中希美男＋編集部

インタビュアー：

人物撮影：郡川正次
64

デジタルカメラマガジン 01-2014

キーマン

11

人の

注目

オリンパスイメージング

カシオ計算機

小川治男氏

松原直也氏

キヤノン

ケンコー・トキナー

シグマ

SD1の画質をブラッ

真栄田雅也氏

佐藤 肇氏

山木和人氏

す で に 発 表 済 み の “アメージングギア”に
40-150mm F2.8 こだわって、カシオら
のほかに PROレンズ しいユニークなカメラ
を提案します
を近々発表します

EF、EF-S、EF-M の

広いレンジで新しい
ご提案をしてレンズを
充実させます

動画でも使えるMF
の大口径F1.4 単焦点
レンズを5 本検討して
います

シュアップさせます
が画素数は全体の
バランスを考えます

ソニー

タムロン

ニコン

パナソニック

富士フイルム

リコーイメージング

FEレンズを着実に拡
充し、A マウントカメラ

時期はお約束できま
せんが、大口径の単
焦点レンズを出してい
きたいですね

FX、DX、CX の す

イメージセンサーを大
型化したコンパクトカ
メラをご提案できたら
と思います

大三元も含めて全部
で 20 本を目標に X マ
ウントのレンズを拡充
します

645Dの後継機につ
いて、近々なんらか
の発表をいたします
のでご期待ください

フレーズ

槙 公雄氏

は今後も継続して発
売していきます

桜庭省吾氏

笹垣信明氏

べてのフォーマットに
おいて進化させてい
きます

北尾一朗氏

飯田年久氏

村野 一氏

センサーの大型化と高画素化はさらに進むのか、
いまカメラとレンズに求められているものとは？
ついていえば、これまでのフルサイズ機の下

在、ユーザーは1 台ですべてをまかなうオー

ビュー。今回は過去最多の11 社を数え、

位モデルという印象を覆し、フルサイズより望

ルラウンドなカメラだけでなく、得意分野が明

2014 年はどんな戦略、製品で勝負をするの

遠や連写に有利というメリットを積極的に打

確なカメラをシーンや用途に応じて使い分け

か、各社のキーマンに話をうかがった。

ち出した。一方、ミラーレスでは、特にマイク

るようになるだろう。

4 回目を迎える恒例のメーカー横断インタ

最近のデジタルカメラ市場を振り返ってみ

ロフォーサーズで大きな動きがあった。画質

2014 年、こうしたユーザーのニーズを踏

ると、2012 年は35mm判フルサイズのカメラ

が大幅に向上したことで、小型システムの魅

まえ、メーカー各社は魅力的な回答を示し

が数多く発売された年だった。プロ仕様の

力が際立った。OM-D E-M1 がEシリーズ

てくれるだろうか？ 今回インタビューをした印

登場したことで、いわば フルサイズ祭り とも

でマイクロフォーサーズの魅力を高めた。

各社のレンズラインナップの拡充も一気に進

無料電子版のため非公開となりますので、
象ではまさに 是 だ。中判カメラPENTAX
高級機はもとより、EOS 6DやD600など、フ との統合でフラッグシップ機となり、LUMIX
本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
645Dのリニューアルがいよいよ秒読みだ。
ルサイズでありながら値ごろ感のある製品も GX7やGMは高性能や究極のコンパクト性
今後もこの傾向がさらに強まり、単純にイ

むだろう。レンズ一体型のカメラは、マウント

パクト機Cyber-shot RX1によってそれは揺

メージセンサーの大きさで性能の優劣を判

に縛られない自由度を生かして、各社でイ

るぎないものになるかと思われた。

断する時代は終わりそうだ。より個性を明確

メージセンサーの大型化が進みそうだ。

言える傾向があった。さらにフルサイズのコン

しかし一転、2013 年はAPS-Cやマイクロ

にしたカメラが求められるようになる。カメラ

フォーサーズ逆襲の年に。一眼レフカメラに

を1 人で複数台所有することも珍しくない現

デジタルカメラのトレンドと未来が凝縮され
た本特集をじっくりと読み進めてほしい。
デジタルカメラマガジン 01-2014

65

OLYMPUS
フラッグシップ機に求められる
3 つの条件をクリアした E-M1

わけです。もうひとつはやっぱり中途半端になり

考えています。

たくなかった。いったんフォーサーズとしてやった

― 勝手なことを言いますけど、E-7 をやめら

のは設計として眠らせて、OM-Dとして見てみ

れたのは、僕はいい選択だったと思っています。

たかったということですね。

ふたつのフラッグシップ機を追い続けられるよう

つ出したというのが、うちとしてはかなりがん

―日本以外の欧米で、E シリーズをどうして中

な、たいへん失礼ですけれども、そんなパワーが

ばったんですよ。

断したんだという話は出ませんでしたか？

あるわけないじゃないですか。

― E-M1とE-P5とSTYLUS 1 ですね。

小川

小川

小川

今年はPENを含めてフラッグシップを3

実は去年のCP ＋で 4 つ出します、と宣言

ありました、もちろん。でも、欧米の方々

には手にとっていただいて「これはかなりいい」

小川

そもそも、そういったタイプじゃないです

しね（笑）
。

していたんです。Eシリーズのフラッグシップと

と言っていただきました。ただ、日本ではちょっと

―一眼レフは一眼レフの良さがあるでしょうけ

OM-Dのフラッグシップ、PENのフラッグシップ

センシティブになっちゃったのかなって感じはす

ど、オリンパスの場合、E シリーズを続けていっ

とSTYLUSのフラッグシップ。どうしてもメッセー

るんですよ。

ていいものかどうか疑問に感じていました。そ

ジとして出したかったのがEシリーズのフラッグ

―そうですね。 E シリーズが E-M1 に「統合」

シップのことでした。でも、最終的にE-M1と統

されることについては、日本での反応は過剰とい

合するという結果になったわけですが、あの時点

うか過敏すぎてましたね。

ではE-7はかなりのところまで開発を進めていま

小川

した。出しますと言ったあと、どうするか社内で

積極的に説明をしました。私たちにはこういうプ

さんざん議論しました……。

ランがありますよと。今回はフラッグシップ機を

―しかし結局、E-7 は出なかった。 E-7 を断

作るんだ。そのときにフラッグシップ機の要件は

念せざるを得なかった最大の理由とは何だったん

3 つあると。まず、プロ仕様のレンズで最高の描

ですか？

写力に仕上げること。ふたつめが、他社にはな

小川

とりあえず大きく言うとふたつありまし

今回、E-M1は私自身が世界中を回って

い超小型のシステムカメラであることです。それ

た。流れとしてというか、カメラ業界のマーケット

から3 つめが、最高の防塵・防滴性能にこだわ

が崩れている状況のときに、とてもじゃないけど

ることです。やっぱりオリンパスが提供するブラ

この 3 つ以上をやるパワーがなかったということ

ンド価値というのは、どんなに厳しい環境下でも

ですね。どちらかひとつは選ばざるを得なかった

持ち歩けて、最高の描写力を約束することだと

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

田中希美男がふりかえる

オリンパスの

2013 年

昨年 2012 年のオリンパス・ショックから少しづつ立
ち直りつつあるようで、その証拠に今年 2013 年では
「3 つのフラッグシップ機」を発表したのはその元気の

無料電子版のため
非公開となりますので、
る。その一方で、期待が高かった Eシリーズの E-5 の後
本誌もしくは有料電子版にて
継機種であ
る「E-7」がぎりぎりまで開発が進められてい
たようだが結局は中断。
ソニーとの協業についても注目
お楽しみください
表れだ。PENシリーズの E-P5 、OM-Dシリーズの

E-M1 、そして STYLUSシリーズの STYLUS 1であ

されているが、それは部品供給のレベルにとどまり、それ
ぞれは今まで通り、独自ブランドをしっかりと守っていくの
ではないだろうか。

オリンパスイメージング株式会社

マイクロ4/3 の新レンズが続々登場
本格派の PROレンズの拡充でさらなる高画質化が進む

氏

オリンパスイメージング株式会社
代表取締役社長

小川治男

れよりも新しいシリーズに切り替えて、思い

― 12-40mm F2.8 と 同 時 に 40-150mm

E シリーズを中断するという決断を下すまで、か

F2.8という望遠ズームも発表されました。発売

なり悩まれたのでしょうね。

悩みましたね。E-M1ならEVFの進化は

もちろん、像面位相差AFとコントラストAFが

う。でもね、2 本じゃなくて 3 本から 5 本ぐらい発

一緒になって、さらに快適さを追求できますし、

表しておいてほしかった。

小川

無料電子版のため
非公開となりますので、
然感を出せるように、さらにもうひとつ超えて、
本誌もしくは有料電子版にて
OVFでも見られないところをEVFでやって撮影
お楽しみください

EVFもいろんなシーンでできるだけOVFの自

我々はやっぱりそこに注力するべきだろうと考え
たんですね。
―そうですね、マイクロフォーサーズの最高
機種として地位を確立していくためにも、まだま
だやるべきことがありそうですね。ところで、先

（株）商品戦略本部長。デジタルカメラ関連事業の商品
戦略を立案。2008 年、SLR 事業本部長。2010 年、
研究開発センター医療技術開発本部長。2011 年、オ
リンパスイメージング（株）取締役、マーケティング本部
長。2012 年 4 月、代表取締役社長に就任。愛用カメラ
01-2014
66は XZ-1 デジタルカメラマガジン
、E-30（PEN E-P1 は次女に奪われました）

はまだ先のようですが、発表しておいてよかった
ですね。黙っていればたった 1 本かと思われちゃ

シーンを広げるということもあると思います。

1982 年、オリンパス光学工業（株）入社。2000 年、
複合精密技術部長。2006 年、オリンパスイメージング

それにふさわしいレンズでいこうと。

切ってやっていったほうが可能性が広がる。でも、

ほどお話が出ていましたが、最高の描写力を発揮
するプロ仕様のレンズ、これはどのようにライン
ナップされていくつもりですか？

小川

やっぱりE-M1というものを出すからには

Eシリーズを統合したOM-D E-M1
PROレンズの拡充が進化のカギ

Check!

S

また社内で叱られてしまうんですけど

―そうでしょうか。絶対的な画素数というの

ね。この 40-150mm F2.8 PRO 、さらにそれ

は解像力にものすごく影響してくるんじゃないで

以外のレンズを近々発表します。

しょうか？

小川

― 2 月の CP ＋で、レンズのロードマップが出

小川 ローパスフィルターをなくしたり、それによ

るということですか？

る弊害を消し去りながらやるってことが条件にな

小川

ロードマップというか、このあたりのレン

りますね。ただし、レンズのよほどの解像感がな

ズをやりますっていうのを。

いとローパスレスにしたところで効果は発揮でき

―何本くらいですか？

ない。レンズとの組み合わせで初めて実現する

小川

言うからには詳細なスペックを出そうと

思っています。正直に言うと2 本は間違いない

Check!

わけですよ。

コンパクト最上位機の STYLUS 1
マイクロフォーサーズ搭載も間近？

―あらためてお聞きしますが、いまの 1,600

んですけれども。あと何本あるかはよくわかって

万画素を、もっと画素数を上げるということは考

いないんですよ（笑）
。

えてらっしゃいますか？

―そんなわけない。ぱっと5 本ぐらいやる、っ

小川

て言っちゃったらどうでしょう？

遠の追及課題だと思いますし、絶対っていったら

―だったらどうしてシルバーモデルの E-M1

高画素のほうがあるに決まっている。

を出さなかったんですか？

やめてくださいよ。

―でも、センサーのサイズが小さいのに画素

小川

―その新しく発表するレンズは E-M1 に最適

数を上げていくと、いろんなデメリットが出てきま

―ねー、じゃないですよ（笑）
。

なレンズですか？

すよね。感度の問題もありますし、回折の問題も

小川 まだこれでシルバーを出さないというわけ

小川

小川

勘弁してください（笑）
。ハードル上げるの

少なくともE-M1のやつは入っているはず

考えています。いずれにしろ、それって永

小川

ありますよ。

ねー（笑）
。

ではないですけれど、可能性としてはどうなんで

出てきます。

しょうか……（笑）
。

ですよ。今はとにかくあそこを強化しないといけ

小川

ないのでね。

かっていうとそれは否定はしません。

― いま の PEN の シリー ズ で す が、PEN、

―フォーサーズであれだけすばらしいレンズ

―大きなサイズのことも考えてらっしゃるとい

PL、PMと3 つも必要なのでしょうか。 OM-D

だからもっと大きなサイズはやらないの

がラインナップされていた。あれと同じようなレ

うことですね。それはフルサイズではなくて、もっ

はふたつあるし、もうひとつ加わるかもしれない

ンズを、つまりスーパーハイグレードなマイクロ

と大きなサイズかもわからない。

し……（笑）
。

わからない。どこを選ぶかはわからない。

小川

PENシリーズについては、私もそう思い

フォーサーズレンズをしっかりラインナップをさせ

小川

ていこうとお考えですね？

ただいずれにしろレンズが追いつかないようなレ

ますね。あっさり認める必要はないのかもしれな

ベルのものは出したくないと。

いけど（笑）
。淘汰はされていくと思うんですけ

いってもフォーサーズレンズは私は現役だと思っ

―コンパクトカメラのほうだって、フォーサー

れどもね。

ているんですよ。ただ 2003 年からやってますか

ズセンサーを使った STYLUS ってことも考えら

―ユーザーがわかりにくいですよ。

らアクチュエーターとか構造的に古くなっている

れる。

ところもあります。やっぱり常に最高のパフォー

小川

小川

そういう考え方もあります。でもそうは

小川

そこに対して何かまた次のね、セグメン

テーションとか次のユーザー像に対してのメッ

そのとおりですね。

マンスを出すとしたらリニューアルとか必要なん

― APS-C サイズだっていい（笑）
。STYLUS

セージというシリーズがあってもいいだろうとい

ですよね。

は小さなセンサーだってこだわっているわけじゃ

うふうに思っていますね。

―でもフォーサーズレンズをリニューアルす

ないでしょう？

―じゃあ PEN のシリーズの中でまったく今ま

るって、実際には無意味じゃないですか？

小川

だからそこは基本はそうだといい切りた

ぜんぜんこだわっていないです。一番肝

小川

心なことは、メーカー各社が同じものを出すこと

いんですけど、ちょっといい切れないところがあ

が一番いけないと思うんです。センサーの話より

りましてね。

も、300mmでF2.8 通し、小型でねって、そこ

―またそういう曖昧な言い方をする（笑）
。

も大事ですよね。

でとは違うシリーズも考えていらっしゃるというこ
とですか？

小川 まだしっかりと固まっているわけではあり

ませんが、OM-DとPENというス
無料電子版のためトリームがで

きたなと。非公開となりますので、
これにあとはなぞるだけというのでは

進化がないので、
さあ次に何をやるのかという
本誌もしくは有料電子版にて

基本はマイクロフォーサーズ中心にいきま

― E-M1 は相当に男性向けのイメージが強い

すよ。だけどこればかりはレンズのキレ味とかな

ですが、E-M1 を女性に使ってもらおうという気

のを、もう1 回引き出しを整理して検討している
お楽しみください

んとかって考えると、とてつもないレンズになる

はなかったのですか。

ところなんです。

小川

わけですよ。それを本当に置き換えられるのかっ
ていうときにまだ全部が見えてないんですよ。だ
からもうちょっとそこは時間ください。

1,600 万画素でも高解像が出るが
高画素＆大型センサーもありうる

編集部予想
▶

オリンパスの

2014 年

40-150mm のほかに PROを含む2 本のレンズが登場

12-40mm F2.8 、40-150mm F2.8にもう1 本が加わってPROレンズは3 本に拡充されるという

無料電子版のため非公開となりますので、
マイクロフォーサー
ズを搭載したSTYLUS 最上位機が出る

―いま、PEN シリーズも OM-D シリーズも、

▶

だ い た い 1,600 万 画 素 で す。しかし、オリン

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
現在 1/1.7 型センサーを搭載しているSTYLUS
1よりハイスペックのモデル。APS-C の可能性もありうる

パスはレンズの性能と画像処理技術がよければ

OM-Dシリーズを拡充してシルバーモデルを投入か？

3,000 万画素に近い解像感は得られると言ってま

▶

すよね？

質実剛健な佇まいの E-M5 、E-M1に続いて、女性にもアピールできるシルバーモデルが登場するかもしれない

小川

それは自信があります。
デジタルカメラマガジン 01-2014
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カメラのコンセプトや個性を
デザインで示す必要性がある

CMOS AF が活用されていません。動画撮影の

でいちばん優れたAFだと自負しております。

ときだけじゃないですか。ライブビューでの静止

―ええ、それについては何の文句もないわけ

画撮影のときにデュアルピクセル CMOS AF を

ですよ。

自慢させてくださいよ（笑）
。要は動画

―いきなりこういう話から始めるのは気が引

しっかりと使いたかった。例えば、せっかくの像

真栄田

けるんですけど、今年はキヤノンらしい「ガツン」

面位相差なのにライブビューで動体予測 AF もで

を撮るときに最終のフォーカス位置がどこかわ

とした製品が少なかったような……。

きません。けど、動画はそれに似たことが実にス

かっているというのは素晴らしいですよね。そこ

ムーズにできます。不満ですねえ、これ（笑）
。

に対してフォーカスのランディングがスッといく

真栄田

EOS 70DのデュアルピクセルCMOS

AFはどうですか？

真栄田

確かに動画にフォーカスしました。これ

か、ビッといくか。静止画は最速でいけばいい

―うーん……。 そのセンサーはもちろん素

まで、私どもはビデオのコントラスト検知方式の

じゃないですか。そういったところでいろんなとこ

晴らしい。技術的にも画期的だと思うんですが、

AFやハイブリッドCMOS AFなど、さまざまな

ろからお褒めをいただいています。静止画はどう

なぜか静止画撮影のほうにはデュアルピクセル

提案をしてきましたが、今までの動画AFのなか

なっているのかとおっしゃいますけれども。

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

キヤノン株式会社

EOS-1系や 7D 後継機の動向に注目

プロ機に合わせて EFレンズの高性能化も進む可能性がある

―はい。静止画はどうなってますか？

るのは、プラットフォームの性能サンプリングの

静止画は乞うご期待です。これまで一

パフォーマンス、システムが持っている高速性に

眼レフでの動画撮影には課題があったので、一

依存すると思います。これも徐々に改善してまい

眼レフの世界で本当に使える動画を提案しよう

ります。

というのがEOS 70Dです。静止画については

― M2 はスタイルというかデザインが Mとほ

まだまださまざまな改良、ライブビューで改善の

とんど変わっていないんですけれども。

余地はあると私どもも思っています。宿題を全部

真栄田

やっていないと思われないで、もう少しお時間を

レベル、あるいはモックレベルで正直いろんな

真栄田

デザインにつきましては、レンダリング

いただきたいと思います。

挑戦をしています。しかし、次のステージでこの

―先日発表された EOS M2 ですが、これに

デザインに切り替えるというところまでは到達し

デュアルピクセル CMOS AF が採用されてな

ていないです。私はかなりデザインコンシャスな

かったのが残念というか期待を裏切られました。

のでいろんな形でデザイナーと議論しています

それは置いておいて、使っていちばん感心したの

が、佇まいに関して何か新しいテイストを出すに

はシャッターを切った後のブラックアウト、M では

はもう少し時間が必要ですね。

田中希美男がふりかえる

キヤノンの

2013 年

2013 年のキヤノンのレンズ交換式カメラの新製品は
Kiss X7i ／ X7 、EOS 70Dそしてミラーレスの EOS
M2 である。どの機種も旧型から着実に進化させた実に

無料電子版のため
非公開となりますので、
アルピクセル CMOS AF などは大変に素晴らしい未来
本誌もしくは有料電子版にて
的な技術なのだが、
それが動画撮影にだけ大きく貢献
していて、静止画撮影が少
し置いてけぼりにされている
お楽しみください
堅実な印象のカメラではあったが、あのキヤノンにしては

……との不満もなくもない。EOS 70D に採用のデュ

ようだった。今年のキヤノンのその静かな動きを見ている
と、来年は話題のカメラが数機種、ブレークしてきそうで
実に楽しみではある。

ます。

画面がしばらく真っ黒でしたが、それが改善され

―一眼レフよりも、M シリーズのようなミラー

てブラックアウトしなくなった。これ感動的でした。

レスのほうが今後はスタイルも大きく変わってい

―でもキヤノンはどうでしょうね。真栄田さん

く可能性がありますか？

はいいと思われても、なかなかキヤノンとしては

真栄田

ありがとうございます。

―やればできるのにねえ（笑）
。

真栄田

基本的にそのようなレスポンスはプラッ

真栄田

確かにミラーレスのほうがデザインの

自由度はあります。

ああいうことはやりにくいのではないかと思うん
ですが。

トフォームのパフォーマンスに依存しています。

―では一眼レフはどうなんでしょう？ 将来一

真栄田

最近ミラーレスでもどんどんAFが速くなってい

眼レフのスタイルが大きく変わっていくということ

クという言葉がいいかどうかわからないんです

はあるんでしょうか？

プロの要求に応えるために
EOS-1D X が再び 2 系統になる？

Check!

真栄田 ええ、じつは一眼レフでもいろんなデザ

インを検討しています。けれども、基本的に一眼
レフの構成を考えると、大きく変えるという方向

設定にしていますが、
今はAv 、Tvの時代では
非公開となりますので、

なく、ISO感度のレンジが広がったので、
本誌もしくは有料電子版にて実に理

にかなっていると思います。
私もEOSを使うとき
お楽しみください

―ニコンから Df というクラシカルなカメラが

に、ISO感度の設定をわりと優先させ、結果的

発表されましたけれども、真栄田さん、あれはど

にTv 、Avはどうなるかを見ながら撮っています

う思われますか？ 他社のカメラはコメントしづら

から。

いでしょうけれども。ああいった方向のカメラは

―おっしゃるとおりで、今のデジタルカメラは

真栄田

デジタルカメラマガジン 01-2014

が、その手のデザインも検討しています。Dfで

はダイヤルのいちばん大きいものをISO感度の
無料電子版のため

性は今のところは……。

キヤノンとしてはどうなんでしょうか？
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先ほども言いましたが、モダンクラシッ

個人的には年代が年代ですから嫌い

何が重要なのかっていうのがよくわかっています
よね。アナログ化してもデジタルカメラの良さを

じゃないです。やはり、私どももそういったモダ

最大限に引き出すようにしていますね。

ンクラシックのようなデザインも検討してまいり

真栄田

そう思いますね。

プロのニーズに対応するために
性格の異なるモデルに分化する

したが。

真栄田

来年はさらにレンズを充実させます。上

から下まで。EF 、EF-S 、EF-Mの広いレンジ
―画素数が、キヤノンの一眼レフの多くは約

で新しい提案をしていきたい。

2,000 万画素前後なんです。他社ではフルサイ

―リニューアルですか。それとも新規で？

ズで 3,600 万画素、APS-C サイズでも 2,400

真栄田

万画素のもあります。キヤノンは画素数は追わな

ラーレス、あるいはコンパクトも含めて、それぞ

両方です。その理由は、一眼レフ、ミ

れのレンズ性能をさらに上げたいというのが基

Check!

本にありますが、もうひとつは動画対応です。本
当に静止画と動画の境目がなくなる時代が来ま
す。そのときにきちんとレンズで応えられるよう
にしたいんです。
―シネマ用ということですか？

真栄田 シネマ用もそうですけれども、いわゆる

一眼レフで撮るムービーですよね。その分野で
きちんと動画が撮れるようにしたいです。
―ムービー、特にシネマ用を考慮するなら F

EOS 7D 後継機がついに登場か？
EOS 70Dとの差別化に注目

値が明るいほうが喜ばれますよね。 F 値が明るい
レンズが出てくる可能性がありますね？

真栄田

あります。

キヤノン株式会社 常務取締役
イメージコミュニケーション事業本部長

真栄田雅也氏

1975 年、キヤノン（株）に入社。1995 年、DE プロジェ
クトチーフ。2002 年、DCP 開発センター所長就任。
2006 年、DC 事 業 部 事 業 部 長。2007 年、取 締 役。
2007 年、イメージコミュニケーション事業本部長。2010
年、常務取締役（現在）
。愛用のカメラは EOS 6D および
PowerShot S110

―確か前回も真栄田さんにお聞きしたと思う
いということなんでしょうか。

真栄田

いやいや。画素数を高めていくことは

んですが、中判カメラについてはお考えに変化が
でましたか？

ひとつの流れだと思っています。私ども、一眼レ

真栄田

フの画を作っていく場合に、いろんなフォトグラ

どは検討していますが、予定はありません。

ファーの方々のご意見をお聞きしながら検討して

―そんなものはウチはやらないということで

真栄田

いるんです。すると、できるだけ画素数を上げて

はなく、検討はされている？

ショナルな方々のニーズというのは非常に高い

中判カメラは、特殊用途のセンサーな

てくると次のステップに行かざるを得ないですも
のね。

それはわからないです。特にプロフェッ

ほしいが、そのときに画のクオリティは落とさな

真栄田

いでほしいというご意見もあり、それが私どもの

―状況が来ればひょっとしたら出すかもわか

理解しているいちばん重要なニーズだと思って

らないよと。

ね。次はいったい何年待ってればいいのかみた

います。端的にいうとS/Nを落として画素数を上

真栄田 まったく同じことを去年もお話ししたか

ないな意見も多いと聞きます。

と思いますが、今の 35mmフルサイズのデバイ

真栄田

ですから。

そういうわけじゃないです。

―ニーズが多いのは EOS 7D の後継機です

―画素数が上がることによって解像感が上が

無料電子版のため
非公開となりますので、
スの能力はまだまだ伸びると思っています。まず
本誌もしくは有料電子版にて
は35mmサイズのデバイスがどのくらいまで進
お楽しみください
化していくのかを見極めたいんです。

る、階調描写力もよくなる。グラデーションも出

―でも去年は完全に否定されていました、中

カメラはだんだん少なくして、キヤノンはフルサ

判カメラは。でも今年はかなり前向きのように聞

イズにのほうに軸足を傾けるのかなと。

げるということは行いたくないので、今のクオリ
ティをキープしながら画素数を上げていくことに
はチャレンジしていきます。

てくる。

真栄田

グラデーションも出てきますけれども。

真栄田

例えば、それでギリギリのS/Nで調整してしま

真栄田

いますと、例えば暗い部分のグラデーションが

―いやいや（笑）
。でも世の中が APS-C サイ

いえいえ（笑）
。がんばってます。

―心配だったのは EOS 7D のような APS-C

真栄田

こえました。おおっと思ったんですよ。

わかりました。

―もう少しだけ待ってなさいと（笑）
。

いやいや。やはりそれぞれのバランス

がありますので。それぞれの正常進化というの

それは田中さんの誘導尋問に（笑）
。

は継続しますよ。APS-CやEOS Mも含め、しっ

表現できなくなりますしね。バランスをとりなが

ズからフルサイズになり、ユーザーの目も肥えて

かり進化をさせていきます。新しいことにも挑戦

ら画素数のアップにはチャレンジしていきます。

きて、フルサイズからその次、と要求も高くなっ

したいですね。

グラフィック系の方々はたくさんの画素数が欲し
い。ライティングも十分にきちんとされるので、
感度は少々低くても良いという声もあります。
―一方では画素数はそれほど必要ではない。
しかし、高感度画質は重要だというニーズもあり
ますね。

真栄田

そこのバランスを1 台のカメラでとる

か、別のカメラを作っていくか、つまりEOS-1D
Xをセパレートするかどうかという感じです。それ
は重要なテーマであります。

編集部予想

キヤノンの

2014 年

プロのニーズに応えるべくEOS-1D Xが再び 2 系統に

▶

低感度高画素モデルと高感度最優先モデルのような、プロのニーズにリーチできるものに分化しそうだ
▶

EOS 7Dが無料電子版のため非公開となりますので、
APS-C のフラッグシップとして高性能化

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
待望の APS-C 最上位機がいよいよ登場
？ EOS 70Dとの差別化で現行機よりかなり高性能になるだろう

EF、EF-S、EF-Mすべての EFシリーズのレンズを拡充

― 交換レンズは出てきそうですか？ 今年は

▶

18-55mm の STM、55-250mm の STM、

来年は幅広いシリーズでレンズを増やしていくという。STMなどの動画対応の機構を搭載したモデルも出そうだ

200-400mm、EOS M 用の 11-22mm が出ま
デジタルカメラマガジン 01-2014
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Foveon センサーを生かし切る
ベストの方法を提案していく

能じゃないと。

山木

前回もお答えしたことと同じですけど、商

品性と全体的なバランスで最適なものを選んで
―来年 2014 年は期待していいような新製品
はありそうですか？

山木

いきたいと思っています。
―なかなかフルサイズに踏み切らない理由は

毎年ご期待にお応えできるようなものを

なんなんでしょう？

出しているつもりですが、どうでしょうか。

山木

―新型カメラなんかはどうですか？

です。たとえばファイルサイズだったり、レンズの

山木 カメラは毎年出しているので、なんらかの

性能だったり、価格だったりですね。

今お話しをしたような全体的なバランス

ものは出したいですね。

―ファイルサイズが大きくなりすぎるというこ

―そのカメラに画期的な機能は入っていそう

とですか？

ですか？ 今までのとはちょっと違うような。

山木 Foveonの場合、同じ画素数でもデータ

山木 うーん、そうですねえ、画期的かと言われ

量は3 倍になりますので。

ると……。

―それがブレーキをかけてるんですか？

― CP ＋での発表ですか？

山木 いえいえ、それだけではないですね。あく

山木 えっ、それはお答えできませんよ。危ない

までも全体的なバランスを考えています。今の

ですね、例のごとく誘導尋問（笑）
。当社らしい

Merrillシリーズは、そうした全体的なバランス

提案というか、そういったものを出していきたい

を考えてAPS-Cにしていったところですね。

です。他社さんと同じようなものだと当社の存

―でも、シグマから Foveon のフルサイズが

在意義はなくなってしまいますし。

出てきてもおかしくないじゃないですか。

―シグマらしい製品って、たとえて言えばどう

山木 まあそうですね（笑）
。

株式会社シグマ
代表取締役社長

山木和人氏
1993 年上智大学院卒業後（株）シグマに入社。機構設
計などを担当後、経営企画室に入る。2000 年からはじ
めたカメラプロジェクトリーダーを務め、2005 年に取
締役社長、2012 年 2 月に代表取締役社長に就任し、現
在に至る。愛用のカメラは DP2 Merrill

いうものですか？

―シグマはいろんなメーカーに対応するレン

山木 カメラのほうはFoveonセンサーの特性を

ズを作っています。 APS-C サイズもフルサイズ

生かすようなカメラだったり、そういう進化とい

もマイクロフォーサーズも。そういうところから

ところが感覚的にしっくりくるというところだった

うのを遂げていきたいなと思います。

見て、山木さんとしてはフルサイズの魅力とはな

り。あるいは、フルサイズのほうがより良いもの

― Foveon センサーの次のステップというの

んだと思いますか。どうして多くの人たちがフル

として認識していて、より性能のいいものが欲し

は、たとえばふたつ方向性がありますよね。ひと

サイズに魅力を感じているんでしょうね？

いという潜在的なお客さまの欲求というのが、フ

つは今の APS-C サイズのセンサーのまま画素数

山木 これは推測ですが、これまでずっとフィル

ルサイズカメラにリバウンドしているのではない

を上げていうという方向とセンサーそのものを大

ムカメラはフルサイズでやってきたということ。

かなと思います。もちろん、昨年と今年の製品を

きくするという方向。

特にベテランの方ですと、例えば画角など肌感

比べると、話題性という点では昨年のほうが大

山木 うーん。どうなんでしょうね（笑）
。

覚的なものがありますよね。画角に対するパー

きかったと思うんですけれども、流れとしては今

―センサーの大型化は去年、山木さん、不可

スの付き方だったり被写界深度だったり、そんな

年もやっぱりフルサイズというのはきていると

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

株式会社シグマ

SD1の進化はセンサーか基本性能か

Foveonセンサーを生かし切るベストの方法を提案していく

田中希美男がふりかえる

シグマの

2013 年

シグマの 2013 年は、昨年 2012 年から始まった「新し
いシグマ」をより発展させた年だったようだ。カメラでは

Merrillシリーズを充実させ安定化したし、交換レンズで

無料電子版のため
非公開となりますので、
た画期的な製品も発表し発売している。来年の新型
本誌もしくは有料電子版にて
交換レ
ンズはちょっと目が離せそうにない。コンパクトカメ
ラの DPシリーズは今年、
DP3 Merrill が加わったこと
お楽しみください
は 3 つのプロダクトラインに沿った新製品をいくつか発

売しただけでなく、18-35mm F1.8 DC HSMといっ

で 3 機種のシリーズ化が整った。今後はこのシリーズが
どのように展開していくのか、そして近いと噂されるSD1

Merrill の後継機種も楽しみである。

70
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思いますね。

す。当社の場合リソースがそんなにたくさんある

―レンズもやっぱりフルサイズのレンズがよく

わけではないので、大手メーカーさんみたいにエ

売れていますか？

ントリーモデルのようなラインナップを増やして

山木

比較的ですが、やっぱりそうですね。ボ

いくというのは難しいですね。

リュームゾーンはAPS-Cのレンズが多いんです

― SD1 を進化させるには、画素数をアップす

けれども。お客さまの欲求としてフルサイズのレ

る方法、あるいはセンサーをそのままにして撮影

ンズへのお声をたくさんいただいています。

機能をアップしていく方法になりますよね？

―シグマの一眼レフは、いまSD1 のシリーズ

山木 そうですね。どちらが良い悪いということ

のみです。これバリエーション広げていかれる予

ではなくて、常に両方やってもいいわけですし。

定っていうのはないですか？

基本的にはFoveonらしい絵の質みたいなもの

バリエーションを増やすというか、これの

は追及していって、その範囲の中でどういったこ

進化版みたいな形でSDユーザー向けのカメラ

とができるのかというのは追及しています。ただ

を開発していかなければいけないと思っていま

センサーの開発は時間がかかるので、同じセン

山木

SIGMA
サーを使って新しいボディを出したりといった感

画素だったりすると、Foveonではデータ容量

じで、いろいろなご提案をカメラでしていきたい

的には3 倍なので、1 億何千万画素といったと

なと思いますね。

ても巨大なファイルサイズになってしまいます。

ミラーレスの要望もあるが
まずは SD1 の環境を整えたい

Foveon の場合は一般的なベイヤー方式とは違っ

Check!

― そうですね。 画素数を増やすというのは

た障壁があるわけですね。

山木 そうなんです。

―次の SD1 については、とりあえず基本的な

― DPシリーズは単焦点だけなんですけれど、

ところをブラッシュアップしていくということです

ズーム化ってどうなんでしょうか？

か？ 画素数アップだとかセンサーサイズだとかで

山木

はなく。

が、どうしても魅力のある形にまとまらないと言

山木

基本的にはブラッシュアップになります。

静止画の画質を鍛えていくというかアップグレー

ドしていく。例えば、高感度の部分でどうして
無料電子版のため

実は過 去にも検 討したことはあります

いましょうか……。

フラッグシップ機 SD1 Merrill の
進化のポイントはいかに？

―魅力あるというのは大きさの問題ですか？

大きさを無視してスペックを取ると大きく

山木

もベイヤー方式には一歩二歩劣ってしまう面が
非公開となりますので、

重くなり、どうしてもレンズがヘビーになってしま

きには素晴らしい写真が撮れるというような、
性
お楽しみください

は凡庸というかつまらなくなってしまう。そうで

思うんですけれども。

能面のところはしっかりブラッシュアップしていこ

あれば、単焦点 3 本をそろえたほうがお客さまと

山木 DPの交換式が欲しいという話はよくいた

うと考えています。

しては魅力のあるカメラになるだろうというよう

だきますね。まあそうなんですが、いろいろ順序

―画素数アップの要求はないんですか、ユー

な判断をしています。

もプライオリティもありまして。

あっても、
風景写真などで、きちっと撮影したと
本誌もしくは有料電子版にて

ザーからは。

います。コンパクトさを優先するとスペック的に

センサーを使ったカメラ、そういう要求ってあると

―ユーザーからズームの要望はないですか？

―シグマに限ったことではないのですが、交

最近はあまりないですね。特にDP3 が出

換レンズメーカーの製品は、カメラ側でやってい

だ、やはり画素数が増えれば階調表現が豊かに

てからはあまりないような気がします。その前ま

る画像処理、例えば周辺光量補正とか倍率色収

なったり、よりFoveonらしい立体的な表現とい

ではけっこうありましたが。ズームよりもよくあ

差補正などの機能を生かすことができません。今

山木

絶対にという声はないと思っています。た

反響を呼んだ18-35mm F1.8 DC HSM
個性豊かなレンズで純正レンズと勝負

Check!

山木

るのは超広角の「DP0」が欲しいみたいな話が

後、もっとこうした問題が出てくるように思います

あります。例えば、焦点距離 20mm相当とか

が、これについてはどのように対処されるのでしょ

16mm相当といったものです。ズームというの

うか？

はあんまり聞いたことがないですね最近は。

山木

―出てくる可能性はないということですね？

能を磨いていくということなんだろうなと思って

山木 はい。あとは「DP0」ではなくて「DP1.5」

います。あくまでレンズ性能で勝負。

当社としては、やはりレンズそのものの性

です。現在、28mm 、45mm 、75mmといっ

―シグマだけがメーカーのレンズよりも、い

たラインナップですが、35mm相当のが欲しい

つも数段上の性能というのはかなりハードルが高

というお声がありますね。

いと思うんですが？

―シグマからレンズ交換式のミラーレスが出

山木 そこは努力してがんばるしかないですね。

てこない、その理由はなんでしょうか？

―あとは価格だとか？

山木 まずは、やっぱりSD1のお客さまがいらっ

山木 まあそうですね。価格はもちろんです。

しゃって、このシステムをきちっと維持していくと

―あとスペックですよね。 18-35mm F1.8

うのは可能になるので、画素数が増えることは

いうのが第一の使命になっていますから。ミラー

DC HSM のような、他メーカーには作れないよ

必ずいい方向にいくはずなんですね。

レスの魅力は認めつつも、やはりまずはお客さま

うなレンズで勝負していくとか？

―そうですよね、さらに解像力も向上する。

に対する期待に応えていくのが重要かなと思っ

山木 そうですね。これは別に今に始まった話で

ています。

はなくて、これまでずっとそうなんですが、とにか

―でも小さくてレンズ交換ができる Foveon

くがんばるしかないですね。

山木

ただ、処理スピードの問題もあります。

バッファからの書き込みの時間だったり、RAW
のプロセスのスピードだったり、そのバランス次
第だと思っています。あとはレンズ性能とのバラ
ンスなどを見て決めていきたいと思います。基
本的には画素数が増えたほうがいいと思ってい
ます。
― Foveon センサーは画素数をアップしてい
くことっていうのは難しいですか。

山木 それほどでもないのですが、性能的には

やはりS/N特性のところをきちっと見なきゃいけ
無料電子版のため

ないということです。
それに、やたらと増やしす
非公開となりますので、
ぎるとファイルサイズが相当に大きくなります。
本誌もしくは有料電子版にて

そこは気をつけなければいけないと思っていま
お楽しみください

編集部予想
▶

シグマの

2014 年

SD1 Merrill の後継機は AF や高感度特性が上がる

DPシリーズの開発が目立っていたが、そろそろSD1に動きがありそうだ。使い勝手がどこまで上がるのか注目
▶

無料電子版のため非公開となりますので、
新プロダクトラ
インが拡充。個性派レンズが新登場

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
引き続きプロダクトラインへの置き換えが進みつつ、18-35mm
のような個性的なレンズが話題を呼びそうだ
▶

DP1.5 の発売でシリーズに足りなかった画角をカバー

3モデル出そろった感のあるDPシリーズだが、ユーザーの要望が多い35mmモデルが増える可能性がある

す。仮にニコンさんのD800みたいな3,600 万
デジタルカメラマガジン 01-2014
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2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

ソニー株式会社

あくなき挑戦で驚きの1台が登場するか

ロードマップどおりならフルサイズ E マウントレンズは 6 本発売

写真を撮る人が増えた今こそ
カメラ業界が盛り上がるチャンス

るんですよね。そうやってカメラの使いこなし方
がうまくなっている。どんな写真が今後撮りたい
とか、どうなのって聞くと、やっぱりみんなからい

田中希美男がふりかえる

ソニーの

2013 年

槙 どうやったらソニーらしい方法でこの業界

いねって言われたい、Facebookに載せていい

の活性化に貢献できるのか。今まで撮れなかっ

ねって言われると本当にモチベーションが上がる

た写真を撮れるようにするにはどうしたらいい

そうなんです。だからそういう写真をどんどん、

んだっていうことを常に考えてます。要は今まで

どんどん撮りたいんだというのは実は我々の業

持って行けなかったところでも、いつも手元にあ

界にとってはものすごいチャンスなのかなと思っ

るというのがカメラの良さのひとつだと思うんで

ています。

すよね。スマートフォンの業界はそれを成し遂げ

―そう。まったく僕もそう思うんですよ。写

ておられます。常にカメラと一緒にいるという世

まった。ただし、その新しいシリーズの交換レンズのライ

真を撮る人口がものすごく増えているわけですか

ンナップがやや遅れているようで、このへんのアンバラン

界ができていると思います。いまは、僕らの世代

らね。

スさがソニーらしくもあり、若者らしい元気さかもしれない。

それにしてもソニーは元気だ。いや、元気なだけではな
い。いつも新しいことに果敢にチャレンジしていて、次に
何が飛び出すのか、どんなデジタルカメラが出てくるのか

無料電子版のため
ワクワクさせて
くれる。昨年 2012 年にはフルサイズコン

非公開となりますので、
パクトのRX1
を発売し、
とうとう今年 2013 年には、
ミラー

レスE本誌もしくは有料電子版にて
マウントのままでそこにフルサイズ判センサーを強

引にねじ込んだようなα7R ／α7を発表し発売してし

お楽しみください

ではわからないぐらい、若い世代ではもうカメラ

槙 カメラ業界のすそ野が広がっています。これ

は常に持ってるよと思っておられると思います。

は活性化に向けたひとつの過渡期であって、次

―そうですね。これだけ日常的にカメラ、写

に来るウェーブはもうちょっと大きい。カメラの

し、ゴールはみんなで共有したものを大切にしま

使いこなし方がうまくなったお客さまが、購入さ

した。とにかく僕の仕事はゴールを共有すること

れる商品はどんなだろうというのは僕らもすごく

と、若いエンジニアたちが成し遂げられる環境を

真が扱われる時代は今まで経験しなかった。

槙

ないですよね、今まで。最近の若者たち、

私の娘でもですね。とにかく毎日のように写真を

頭をひねっています。

作ることが仕事ですので。辛い試練はいっぱい

撮るんですよ。タブレットとかスマートフォンとか

― ソニーは以前から新しいことにどんどん

ありましたが、みんな笑顔でやっていましたね。

で。ということは、カメラのリテラシーが非常に

チャレンジしていかれる。それでカメラがどんど

あるときにね、RX1のモックを作ってみんな全
員を呼んで、オレたちが作るのはこれだぞって、
ここにOVF 、もしくはファインダーを付けて、

んなに自由なアングルで撮る発想がなかった。

じがします。

サムグリップを付けて、完成された形でみんなに

ところが、見たことがないアングルから写真を撮

槙 カメラ業界が元気になっていきたいと思って

見せたんですよ。その瞬間からです、辛いとき、

いますし、お客さまの心をつかまえられるような

そのモックを見にきましたね、みんな。このモック

今まで世の中になかったような商品を出していき

を見ると絶対にやってやろうっていう気持ちにな

たいと思っています。

る、って言うですね。なんて言うんでしょう。若

氏

ソニー株式会社
デジタルイメージング事業本部
第2事業部 事業部長

ん面白くなりました。最近はさらに輪をかけてめっ
ちゃくちゃ元気ですね。イケイケドンドンという感

槙 公雄

上がってるんですね。カメラのあとの加工の仕方
とか、カメラアングルとかも。今までカメラでそ

―ほほーっ、これまた元気のいい話ですね。

い人たちが自分を駆り立てる瞬間をすごく見まし

槙 いろいろとチャレンジしているつもりです。

たね。そのおかげもあって、RX1は実はみなさ

―それがとっても楽しそうに見える。いつも

んの想像以上に短期間で作り上げることができ

夢を追い続けているようで。

たんですよ。

槙 開発している自分たちが楽しいと思ってやっ

― RX1 は槙さんがやったんですよね。

ています。カメラを作ってる若いエンジニアが若

槙 はい、そうです。

い気持ちを発揮してくれています。彼らがやっぱ

―昨年このデジタルカメラマガジンのインタ

り、どんどんカメラが好きになって、どんどんソ

ビューで各メーカーの皆さんに、いちばん興味の

ニーのカメラのあり方というのを自分たちで考え

ある他社のカメラは何か聞いたら、ほとんどの方

て、知らないうちにすごいものになっていたりし

が RX1と言っていました。自分たちの概念から

ます。これが僕の最近の驚きです。

ちょっとはずれていたわけですよね。企画を出し

―面白いなあ。ソニーは新しいアイデアを出

たときに、こんなものを作ってこの値段でいった

したときに、頭ごなしに否定的なことを言わない

い何台売れるんだ、とは言われなかったですか？

ようですね。「こんなものだめだよ」とか「こんな

槙 「いや、すばらしいカメラだ」
無料電子版のため と言われて

もの商品になるか」っていうことはあまり言わな
いんじゃないですか？

槙 それはある段階までは言います。ただし、例
1988 年ソニー（株）入社。入社当初はハンディカムの
設計に携わる。担当した機種はV900 、
VX1 、
PC7など。
英国駐在を経て、2001 年からコンパクトデジタルカメ
ラの商品企画。現在は A マウントおよび E マウントのレ
ンズ交換式カメラとコンパクトデジタルカメラを担当す

デジタルカメラマガジン
72る事業部長。
愛用カメラは RX1 01-2014

えばRX1は、みんなでいろいろと考えて検討しま
した。さまざまな可能性を検討しましたが、ただ

（笑）
。そのあとに
「ところでいくらだ？」と上から
非公開となりますので、

聞かれまして、
正直に答えると「え、
25万円……」
本誌もしくは有料電子版にて

と驚く人もいました。
お楽しみください

―やっぱりねえ（笑）
。結局、それでも通った

んですね、すごいなあ。古くからのカメラメーカー

Check!

イミングでの発表とさせていただきました。

― A マウントはだんだんシュリンクしていくん

―そうか、やっぱりレンズは時間もかかります

ではないかと心配だったんです、僕は。

もんね。

槙 しません。

槙 ラインナップをそろえるのには時間が必要で

―α99 の次がありますか。

す。しかも高性能を狙いましたので。

槙 それは考えないといけないですね。フラッグ

―今のところ予定が 5 本ですが……。

シップモデルは重要な存在です。それを続けて

槙

発表済みの商品は5 本で、それ以降の予

す。ソニーのαのシンボルですから。

サーの本誌もしくは有料電子版にて
24-70mmのF4 、そして単焦点レンズ

ということですが、APS-C はもうやめちゃって、

ます。α7非公開となりますので、
のキットの 28-70mmと、バリオテッ

最近の元気なソニーの象徴
2014 年はFEレンズが熱い

いくことが私たちのやらなくてはいけないことで

定はロードマップを公表させていただいており
無料電子版のため

― そのα99 はフルサイズ。α77 は APS-C

の 55mm F1.8と35mm
F2.8で す。3 月 に
お楽しみください

こうした一眼レフはフルサイズだけにするのでは

70-200mmがそろってきます。

なく両方やっていくと。

―マクロ、大口径の単焦点っていうのは？

槙 やります、やります。

には「小姑」のような人たちが幅をきかせていて、

槙 そうですね。マクロレンズや大口径単焦点

― A マウントの APS-C のカメラが今、α99、

若い人たちからの新しいアイデアや提案をまず否

レンズにつきましては、まだロードマップではあ

77、65、58とたくさんラインナップされている

定してかかるって聞きます。ソニーにはそうした

いまいな表現にとどまっていますが、早めに更

んですけれども、これもうちょっと整理したほうが

新する必要があるかもしれません。僕の持論で

いいんじゃないですか？

槙 ソニーは歴史が浅いがゆえなんでしょう、そ

すけど、レンズはボディを走らせるレール。その

槙 そうですね。わかりやすくしていきます。

ういう傾向はあまりないですね。

レールがしっかりと伸びているとお客さまもその

―それと同じように E マウントのほうの NEX

ボディを使って安心してお使いいただけと思うん

のシリーズもなんかわけのわからない記号のカメ

「小姑」的な人はいないんですか？

SONY

―でも電機製品を作ってるメーカーとしては

です。ですのでボディを作っているだけではなく

ラがいっぱいあって（笑）
。

槙 そうですね。ただし、電機メーカーが歴史的

て、レンズでちゃんとレールを作ったうえでボディ

槙 こちらもわかりやすくしていきます。

に作り慣れている商品とカメラはまったく違うと

を順番に乗せていくというような開発をしていき

― A マウントもそうですが、E マウントのカメ

ころがあると感じています。

たいと思っています。

ラ、どうしてあんなに似たような機種の数が多く

―それと絶対に必要なのはレンズの性能です

なっちゃたんでしょうね。

古いじゃないですか。

―どういうところが違うと思われますか？

槙

入社したときにカメラのことをよく知らない

人が多い。例えば、カメラメーカーに入るから

槙

ズも 3,600 万画素も意味がなくなっちゃいます。

ね。来年にご期待ください。変化を感じていただ

にはカメラが好きか、もしくはいいカメラを作り

槙

たいっていうモチベーションがあるじゃないです

精密な描写ができるレンズが必要と考えていま

そのとおりです。3,600 万画素に見合う

か。ソニーにはさまざまな商品カテゴリーがあ

す。それときれいにぼける。そのふたつをきちん

るので、世界初の商品とかみんなが驚くような

とこだわりたいと思っています。

商品を作りたいというモチベーションが非常に

―ソニーのデジタルカメラでレンズ交換式の

高いんですよ。例えば、スマートフォンがやりた

システムがふたつあります。 E マウントと A マウ

かったのにカメラに配属されている人もいるわけ

ント。 A マウントのほうはフルサイズ判と APS-C

です。その人たちがカメラを好きになっていき、

サイズ判。トランスルーセントミラーで一眼レフ

カメラの使われ方をわかっていくというのに一

風、僕は一眼レフカメラだと思っているんですけ

生懸命ですからね。なので「小姑」が育たないん

れども、将来もこの一眼レフカメラ、A マウントの

じゃないでしょうか。

シリーズは続けていかれるんですか。

満を持して登場のα7R ／ α7
FE レンズが一気にそろってくる
―ところでα7 ですけれども、だいぶ前から、

壁があったんですか？

槙

技術的な問題は決してなかったわけじゃな

いです、実は。細かいところはいろいろありまし
た。ただ、時間がかかったのは、いざ出すときに
きちんとしたレンズのラインナップをそろえたう
えでお客さまにご提供しないと、なんだか焦って
作ったな、これからどうしていくんだろうと思わ

けると思います。

Aマウント機は今後も継続
α99の動向が気になるところ

Check!

槙 続けますよ。
―今後、レンズのラインナップもそろえてい
かれるんですか？

槙 やります（笑）
。

すぐにも出るようなことを匂わせていましたが、
だいぶ長く時間がかかったような。何か技術的な

なかなかお答えづらいところが あります

ね。性能が良くないことにはせっかくのフルサイ

編集部予想

ソニーの

2014 年

フルサイズ Eマウントレンズが 6 本登場して合計 10 本に

▶

ロードマップでは70-200mm F4 、超広角F4ズーム、大口径単焦点、マクロ、さらに2 本が発売される予定

の画素数や AFが向上した後継機に期待
α99 やα77無料電子版のため非公開となりますので、

▶

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
Aマウントカメラの開発は継続する
と断言。上位モデルのα99やα77 のセンサー、EVF 、AF 性能に注目

NEX がリニューアルされてAPS-C 新製品が登場か

れてしまいますよね。ですから、私たちはきちん

▶

とレンズのロードマップを立て、5 本を合わせて

これまでNEXを冠していたAPS-Cサイズの Eマウント機が α に。NEX-7 の後継機が出ると面白そうだ

発表できるようにしたいと考えまして、今回のタ
デジタルカメラマガジン 01-2014
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Df が 2014 年のカメラの
トレンドを占う試金石になる

まいました。

てくるだろうと思っていたら、欧米両方ですけれ

―ミラーレスの成長はスローになりましたか。

ども普及率がそれほどは上がってこない。そこ

成長率としてはスローになっています。

はなぜなのかということをよく考えないといけま

―昨年と比べて今年のニコンで大きく変わっ

伸びてはいますが、もっと急激に伸びるだろうと

せん。その見極めが今年非常に難しくて、来年

たことってどんなことでしょう？

思っていました。現状は伸びが非常に鈍化して

以降ミラーレスを含めてレンズ交換式、コンパク

笹垣 やはり市場環境の変化です。

いるように感じます。特に欧州、アメリカは統計

ト、これをどのように発展させていくかというの

―それはカメラ業界全体に言えることで、ニ

データでも縮小傾向ですね。

が課題だと思います。

コンに限らずということになりますね。

―ニコンのレンズ交換式のカメラの販売比率

―今年、ニコンは Dfという話題のカメラを出
されました。見かけは保守的、クラシックですが、

笹垣

笹垣 そのとおりだと思います。コンパクトカメ

は一部の機種などは日本国内が 1 割ぐらいで 9 割

ラが我々の想像以上に落ち込んで、それからミ

が海外ですよね。

実はとても先進的、チャレンジングなニコンらしい

ラーレスカメラ、ここの成長がスローになってし

笹垣 確かに市場規模では海外が大多数です。

カメラだとぼくには思えます。 Df のようなカメラ

田中希美男がふりかえる

ニコンの

2013 年

ニコンは頑固で保守的、と思われがちだが、それは間

―そうなるとやっぱり海外の市場というのが

が今まで出てこなかったのが不思議にも感じまし

非常に気になりますね。

た。デジタルカメラが成熟期に入ってきたのかな

笹垣 もちろんそれは気になります。

という気もします。

―そんな話を聞くと、ニコンは日本の市場や

笹垣 Dfは一眼レフ愛好家の方々に必ず受け

動向などは軽視しているんではないか、とそんな

入れていただけるカメラだと自信を持っていま
す。ただ、Dfというカメラは非常に趣味性の高

違ったイメージだ。ほかのカメラメーカーの中でもニコンほ

気もしないでもない。

どアグレッシブでチャレンジ精神旺盛なメーカーを見つけ

笹垣

無料電子版のため
非公開となりますので、
トカメラの COOLPIX A に始まり、マイナーチェンジモ
本誌もしくは有料電子版にて
デルの
D610 はあったが、Nikon 1では 32mm F1.2
のレンズを発表
したかと思えば、レンズ交換式では珍し
お楽しみください

は日本のトレンドが海外に広まっていくという傾

いご意見をいただいております。ここまでするの

向がありますから、ある意味イノベーター的な市

なら液晶パネルなんていらないとか。液晶パネル

場として日本というのは非常に大事です。日本

というのはデジタルカメラの基本のひとつですよ

でまず成功することが第一です。そうすると海

ね。デジタルカメラはフィルムがいらないという

い耐水・耐衝撃性能を備えた AW1 の発売、そして年

外でも1 、2 年後にその傾向が出てきます。ミ

ことと、撮ってすぐに結果を見られる、このふた

ラーレスも、まず日本で普及率がグッと上がりま

つが基本でした。しかし「撮った後すぐに見られ

した。ただ欧米がそれに連れてどんどん上がっ

る機能はいらない」ということです。しかし、

出すのは難しい。昨年 2012 年の D800Eもそうだし、

今年 2013 年はローパスレスの D7100 、高級コンパク

末には多くのカメラファンを「あっ」と言わせたDf の発表
と発売があった。

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

いいえ、そんなことはありません。カメラ

いカメラに仕上げたつもりですが、いろいろ面白

株式会社ニコン

主力の一眼レフや交換レンズが進化
FX、DX、CX フォーマットのメリットを明確にした開発が進む

それは非常に面白いところで、デジタルカメラ

いという方には別の方向性として、より高性能・

プしなければならない部分、例えばAEやAF 、

には液晶パネルがあるのが当たり前として今ま

高機能で失敗写真のない、あるいは今までにな

ホワイトバランスの精度、高画質を実現する画

では進化してきましたが、では液晶パネルのない

かった写真が撮れる、そういうカメラをやってい

デジタルカメラってどういうことができるのかな

かなければと思っています。

と。こういうところもDfを出したことで考えさせ
られました。将来カメラを考えるうえで面白いヒ
ントのひとつだと思います。

D800 は AE や AF の高性能化や
多機能化でブラッシュアップか

ね。ほかのカメラメーカーもそうしたことに注目

― D800 ／ 800E は今でもまだまだ人気が

しているのではないでしょうか。これからのカメ

高いんですか？

ラの方向性に迷っているメーカーもあると思うん

笹垣 はい、そうですね。おかげさまで。

でが、Df の受け入れられ方を参考にしていけば、

― D800 ／ 800E の次のカメラというのは、

笹垣

ただDfのようなカメラで、将来、電子化

笹垣

かというと決してそうではないと思います。Dfの

方向性があると思います。例えばさらに性能を

ようなカメラは、じっくりと被写体と向き合い、撮

上げていく方向とか。

今後の機種についてはいろいろな進化の

影結果だけではなく、その過程も含めて楽しむよ

―どういう性能アップでしょうか？

うな方に使っていただきたい。一方で仕事や趣

笹垣 もちろん画素数という可能性もあるでしょ

味でもっと良い写真を簡単に、効率的に撮りた

うし、その画素数を生かすためにより性能アッ

デジタルカメラマガジン 01-2014

とつは多機能化というか新しい機能を搭載して
お楽しみください
いくことです。例えばですが、バリアングルモニ

年末の話題をさらったニコンDf
アナログ回帰がトレンドの予感

何が変わってくるんでしょうかね。画素数なんで
しょうか？

された今のカメラがどんどん置き換えられていく
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く。つまり高性能化というのがひとつと、
本誌もしくは有料電子版にてもうひ

ター、Wi-Fiなどそういう今までになかったもの

― そういう意味でも Df は面白いカメラです

何かが見えてくるかもしれない。

像処理もそうですし、
振動を抑えることなども
無料電子版のため

あります。非公開となりますので、
そういうところの性能をより上げてい

Check!

氏

株式会社ニコン 映像カンパニー
マーケティング本部
第一マーケティング部
ゼネラルマネジャー

笹垣信明

きちんと確保できなければいけません。間引い

ふたつの方向を極力両立させたいと思っていま

たら間引いた以上に画質が劣化してしまっては

す。つまり、ピントの合ったところは非常にシャー

意味がない。そのあたりが現時点ではまだまだ

プだけれども、そこからぼけていくと急に二線

難しいようです。ただそういうことを解決する技

ボケになったりぼけ像が崩れていったりという

術は将来必ず出てくると思いますので、それがで

のはいかがなものかと。ピントの合ったところは

きるようになればそれこそオールマイティーなカ

シャープで、そこからぼけていくととても自然で

メラなんていうものもあるかもしれません。

奥行き感の出る描写をする、そんなレンズを今

― D300 系の後継はなかなか出てきません

後増やしていきたいと思います。

ね。 APS-C サイズのフラッグシップ機はどうした

―このところ DX 用レンズのリニューアルが、

んでしょうか？

FX用に比べるとほとんどされていないように感じ

笹垣

カメラ設計部で F501 など一眼レフカメラ、交換レンズ
のメカ設計、リーダーを経験後、2000 年から米国ニコ
ンインクに駐在。米国にてデジタル一眼レフの市場立ち
上げを行う。2006 年帰国後、商品企画を担当し現職に
至る。愛用カメラは D600 と D7000

ここ数 年はやはりフルサイズのほう、

ますが、このへんはどうですか？

つまり、D800 ／ 800E 、それ からD600 、

笹垣

D610 、Df 、こういったところに力を入れてきま

最近もAF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-

した。レンズも含めてフルサイズにウエイトを置

5.6G ED VRを発売し、性能面で非常に高い評

そのようなことはまったくありません。

いてきましたが、ニコンとしてはFXとDX 、そし

価をいただいています。また、望遠レンズについ

てNikon 1も入れればCX 、この3つのシリーズ

てはDX用にしてもそれほど小さくなるわけでは

をすべて進化させていきます。DXについても、

ありませんので。ぜひ最新のFX用のレンズをお

遅いというお叱りは甘んじて受け、できる限りお

Check!

客さまのご要望に応えられる製品を企画してま
いります。
―来年早いうちに出てきそうですか？

笹垣 ご期待くださいとしか申し上げられません

が……。
を搭載していく必要もあるかもしれません。

―ニコンの中判カメラはどうなんでしょうか。

― 今の D800 ／ 800E を基本的にはスペッ

すでに開発研究はしてるんでしょ？

クは同じにして AF の性能だとか測光の性能だと

笹垣 研究はしていますが、やはり難しいです。

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4Gのような
個性的なレンズに期待

かをもっとアップしていくというわけですか？

―どういうところが難しいんでしょう？

笹垣 そういう可能性もあると思います。

笹垣 B to Bといいますか、業務用途での使用

―じゃあ D800 ／ 800E のモデルチェンジは

が多くなってきますので、ご意見を聞くとけっこ

使いいただきたいです。標準から広角側につい

近いんですか。

うスタジオの中でも撮る被写体によって要求が

ては確かにリニューアルしてほしいという声もい

笹垣 それは残念ながら申し上げられません。

かなり異なっています。なかなかそれをひとつに

ただいておりますので、鋭意開発しています。ぜ

―ニコンのユーザーの中から強い要望がある

まとめるというのが難しい。それに当然大きなイ

ひご期待ください。決してさぼっているわけでは

ようですが、D4 のようなしっかりとしたボディに

メージセンサーが必要になりますので、価格面

ありません。

D800E のようなイメージセンサーを組み込んだ

での問題もあります。さらに、レンズも含めたシ

― たとえば 58mm F1.4 とかの高級タイプ

カメラっていうのはどうなんでしょうか？

ステムをそろえられるかという点は、非常に難し

の DXレンズ。そんなレンズがぜんぜん出てこな

いところです。

いじゃないですか。

―ニコンのレンズですが、解像力を追求した

笹垣 DXの高級レンズに対するご要望もたくさ

を実現するためにパワーのある電池やモーター

ようなレンズと、もうひとつはレンズの味というよ

んいただいています。

を積む必要がありますから、あのサイズがどうし

うなものを出したような 2 方向のレンズを狙って

―それはもう、だいぶ前から差し上げている

ても必要になってくる。一方でD4を高画素にす

おられるようですね？

と思うんですけれども（笑）
。

ると今度は画像処理のためにそれだけの高速性

笹垣 そうですね、先日発表したOPTIAという

笹垣

が現時点では出せません。D4 のサイズで高画

計測機器もありますので、そういうものを使って

待ください。

笹垣

高画素にすると画像処理の問題などで高

速連写は非常に厳しくなります。D4は高速性

いろいろ検討していますので、ぜひご期

素と高速性を両立させるというのは、現状ではま
だ難しいのです。ただ将来的に画像処理がさら
に高速化すれば可能性はあるかもしれません。
―高速連写を優先させるために画素数を落と
さざるを得ないようですが、でも D800E のよう
なセンサーを入れて、高速連写のときだけ画素数
を落とすことも可能ですよね。そうすれば 1 台の

編集部予想
▶

ニコンの

2014 年

DXフォーマットのフラッグシップ機や DXレンズが登場

DXフォーマットのプロ機としてD300S の後継モデルがついに出る？ DXレンズの高級モデルにも期待が膨らむ

無料電子版のため非公開となりますので、
エーション展開されるか
Nikon 1が個性派モデルでバリ

カメラで高速連写もできて、高解像力の写真も撮

▶

れるわけです。そういうチョイスはないんでしょ

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
防水・耐衝撃性能の Nikon
1 AW1に続き、例えばアウトドアやクラシカルなフォルムといったモデルに期待

うか？

OPTIA の活用で個性あふれるレンズの開発が進む

笹垣 おっしゃるとおりだと思います。我々も開

▶

発部隊にそういうことはできないのか常に話し

レンズ計測機器 OPTIAが活用され、名玉をリニューアルしてユニークなレンズが出てくる可能がありそうだ

ております。ただ、やはり間引いたときの画質を
デジタルカメラマガジン 01-2014
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フルサイズの研究は続いているが
可能性があるとすればレンズ一体型

いうのが別にありまして。レンズの旧フジノンの

の 3 つがまさにひとつの事業部で一体となった

チームです。

わけです。開発も営業も1カ所に集結し、かなり

―昔の富士光機ですね？

組織的には大きな変更をした年でしたね。

今年の 4 月、私たちは商品を企画してか

飯田 そうです。富士光機からフジノンという名

―今まではレンズを作っている事業部とデジ

らステップアップしていくところをもっと一体感

前になりました。それが富士フイルムの中に入っ

タルカメラを作っている事業部が別だったんです

を持たせようと組織を変えました。と同時に、当

て光学デバイス事業部になっていました。電子

ね。それが今度一緒になったと？

時六本木のミッドタウンにいた営業と企画が、大

映像事業部と光学デバイス事業部というのがふ

飯田 さらにビジネスを広げるには、センサーか

宮にいる開発と一緒になったほうがもっとスピー

たつに分かれていましたが、これをひとつの事業

ら撮像、信号処理ですね。ここでデジカメで培っ

飯田

ド感を高めたコミュニケーションができるだろう

部にしようということで、今の我々の光学電子

た技術をこういう分野に入れていけばもっとい

ということで、営業と企画が全部、大宮に来た

映像事業部というのを6 月に発足しました。そう

ろんな映像分野が広がるんじゃないかということ

んですね。さらに、当時、光学デバイス事業部と

いう意味ではレンズ、撮像素子、信号処理、こ

と、逆にデジカメの分野としては交換レンズを

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

富士フイルム株式会社

高性能なボディとレンズが新登場

FUJIFILM
Xシリーズの高級路線を強化して大三元レンズの発売も

筆頭に、レンズの持っている重要性というの

飯田 おっしゃるとおりですね。お客さまはいろ

飯田 当然、望遠タイプのズームを出してきます

がますます広がってくるでしょう。だったらもう組

いろ研究されていますしね。デジタル時代はカメ

ので、それに見合ったボディというのも必要かも

織も一緒にしてということで、単にふたつをこう

ラの買い替えが 3 台目、4 台目のお客さまもお

しれません。必ずしもレンジファインダー型に固

くっつけただけじゃなくて、いろいろ中で人も動

られて目が肥えてらっしゃる。フルサイズだから

執するということではないです。

かしながら組織も再編成してやっているところな

買おうよ、というお客さまはいらっしゃらなくて、

―真ん中でのぞくようなファインダー。

んです。

やはりお客さまに本当にメリットがある形じゃな

飯田 光軸が合ってですね。

― X シリーズのカメラは、いまは APS-C サイ

いと出す意味がないと思うんですよね。

―そういうカメラも考えてらっしゃる。例えば

ズだけなんですが、それよりも大きなセンサーサ

―でも来年ぐらいに、何か出てくるんじゃない

オリンパスの OM-D E-M1 のようなカメラが富

イズというのは考えてらっしゃるんですか？

ですか（笑）
。

士から出てきそうな……。これ、当たらずも遠か

飯田 もちろん研究はしています。可能性はやっ

飯田 来年ですか（笑）
。

らずですかね？

ぱり考えておかないと。ただ少なくともレンズ交

― いま飯田さんのお話をうかがっていたら、

飯田 はい。そういうカメラもオプションになっ

換式については、まだ2 年経っていないシステム

どうもレンズ交換式でないような雰囲気なんです

てくるかもしれませんね。

なので、レンズの開発にしても今は二兎を追うよ

が、レンズ固定式のフルサイズ判ですか？

― 冒頭に飯田さんがお話しされたことです

うな段階ではないと思っています。まずは、少な

飯田 まぁ、どうでしょうか……。

が、電子映像事業部と光学デバイス事業部が一

くとも来年はボディもレンズもAPS-Cの充実とい

―すごい難しい顔をされた（笑）
。

緒になって、なにかいい変化が起きていますか。

うところははっきり申し上げておきたいです。

飯田 とにかくレンズ交換式はAPS-Cということ

光学デバイスは業務用のテレビレンズも作ってい

―研究をやっているとのことですが、もし出さ

になりますが、一体型はそういう意味ではまだい

ましたよね？

れるとすれば今の富士の APS-C サイズの画質と

ろんな可能性があるかなと。

ははっきり見分けがつくようなものじゃないと意味
がないですね。

EVF を光軸上にもつ本格派ボディと
本格派レンズでラインナップを拡充

田中希美男がふりかえる

富士フイルムの

2013 年

ンジファインダー型が多いですね。一眼レフのス

販売する部門で大きな組織変更があって、従来の光

がないんですが、意図的に避けてらっしゃるんで

始まった Xシリーズを、今年は着実に広げていき、さらに

非公開となりますので、
その次にも期待を持たせてくれた年であった。システムを
本誌もしくは有料電子版にて
着実に広げたのは新型の Xカメラボディだけでない。交
お楽しみください
換レンズの充実化も見逃せない。
来年 2014 年の早い
うちにレンズラインナップをさらに増やす予定もあり、それ
にともない Xシリーズにも 新しいスタイル のカメラが加
わりそうで楽しみだ。

76

画に適さないところもあります。フォーカスを動

タイル、つまりペンタ部が飛び出したようなカメラ

デジタルカメラ事業に広がり
を見せてくれそうだ。昨年に
無料電子版のため

デジタルカメラマガジン 01-2014

ますので、そっちのほうとのシナジーを上げてい
くことを考えています。今のレンズがやっぱり動

― Xシリーズのカメラのスタイルはいわゆるレ

富士フイルムの 2013 年は主にデジタルカメラを開発し
学部門と電子映像部門が統合した。このことで今後、

飯田 はい。光学デバイス事業部と統合して、

そこには動画専門の放送用テレビレンズがあり

すか？

飯田 いえいえ、意図的にということはまったあ

りません。今のラインナップの中で考えるオプ
ションにはなってますね。
―じゃあ近々出てくる可能性もあるんですか。

飯田

具体的には申し上げられないんですけれ

ども。
―かなり近いような感触ですね（笑）
。

Xマウントの高級レンズが拡充されて
いよいよ真打ちの大三元レンズが登場

Check!

かすだけで画角も変わるというタイプにしていま

十分出せると思っています。ただこの先をそこで

すので、それは動画には適していない。ズーミン

止めるんじゃなくて画素数を増やしつつもSNを

グしてもフォーカス位置が変わらない本当の意

上げてそれでより解像感を出す。そういう方向

味でのズーム撮影、それが放送用テレビレンズ

にも進める余地がまだ残っていますので、やろう

で要望されています。

としています。

―ホンモノのズーム、バリフォーカルズーム

― X シリーズのレンズを使ってみると3,000

じゃなくて。

万画素や 4,000 万画素ぐらいまでは対応してい

飯田 やっています。放送用テレビレンズはそう

る、それくらいの実力は持っているように感じら

じゃないと使いものにならないので。

れますが。

―そうですか。動画の画質クオリティが向上

飯田 どこまでとははっきり申し上げられないで

するだけではなくて、動画に最適なレンズまで含

すけれども、今のものより先々出すものを一応

めてこれから展開ができていくわけですね。

飯田

ええ、そういうふうに考えていきたい。

想定してそこまでは考えた解像力をもって設計さ

もちろんイメージセンサーのほうも、X-Trans

―そうでしょう。 3,000 万画素、4,000 万画

CMOSでかつ動画にも十分に見合うようなセ

素まで視野に入れたレンズですものね。

ンサーに変えていきたいと思っていますし。セン

飯田 おっしゃるとおり、16メガでリミットがくる

サーと信号処理。プラス放送テレビ用で培ったレ

レンズ設計にしていないですから。センサーもこ

ンズと。この辺の三位一体ですね。

の先は進化させていきます。ただ、その進化させ

― 4K だとか 8K なんかも、もちろん視野に入

るのもセンサーだけじゃなくて信号処理もやっぱ

M
Check!

フルサイズ第一弾は
レンズ一体型の X100S 後継？

富士フイルム株式会社
光学・電子映像事業部
営業部 統括マネージャー

れています。

飯田年久氏

1991 年入社時はフィルムおよびフィルムカメラ製品の
海外営業。1997 年よりイギリス駐在。現地のデジカメ
および写真関連製品の売上拡大に従事し、2005 年に
帰国。現在の光学・電子映像事業部営業部にて海外営
業。2013 年 6 月より、同事業部営業部の統括マネー
ジャー就任。愛用カメラは X-E2 と単焦点レンズ

りついていかないといけません。メリットのない
単なる画素数競争になってしまいますので。そこ
は両輪で。レンズは間違いなく十分余裕があり
ますよ。
―その X シリーズの交換レンズが今年、何本

いただいています。それをいつ出すか。どうして

か発売されましたが、今後の展開について教えて

も順番がありますので……。来年はもうちょっと

ください。

ズームレンズのラインナップを加えていきたいで

今月ようやく10 本目が出るということ

飯田

すね。

で、まだまだ足りないと思っています。だいた20

―単焦点ではなくてズームなんですか？

本ぐらいがひとつの目標値かなと思ってやってい

飯田

ます。

ズームの中でもどちらかというと高級タイプ。仕

次はズームを充実させていきたいです。

― 20 本というと現在の約 2 倍になりますね。

様、スペックの高い、性能の高いズームレンズを

2014 年内に 20 本になるんですか？

そろえていきたいなと。

そうですね。うちの会計年度でいうの

れてやってらっしゃる。

飯田

飯田 はい。4K 、8Kというのは、どんどんやっ

か、カレンダーで見ていくのか、いろいろ解釈が

― 2015 年の 3 月までということですね。

飯田 うーん。そうですね（笑）
。1 月を今目標

ていかないと。東京オリンピックが決まったこと

ありますけれども（笑）
。お約束している56mm

にしていますが。全部 20 本いけるかどうかわか

でちょっとまた前倒し気味になってきているの

までめどをつけたあと、
次のロードマップをです
無料電子版のため

らないですが、お約束できるところまではロード

ね、おそらく1
月になると思うんですけれども、
非公開となりますので、

マップで公開したいと思うんです。

始めるときに単焦点
3 本でした。それから単焦
お楽しみください

んか（笑）
。

高画素はレンズの解像とのバランスだと

した。どれも大事な焦点距離ですね。それよりも

思います。レンズが解像できないほどの高画素

もうちょっと長い単焦点というのはご要望として

無料電子版のため非公開となりますので、
いわゆる大三元といわれているああいうところ
本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
です。

で。その辺のところはチャンスととらえて早く開
発しなくちゃいけないのかなと。
― 画 素 数 で す が、 いまの X シリー ズ は 約

1,600 万画素と、ちょっと少なめですね。
飯田

今公開するために準備しています。Xシリーズを
本誌もしくは有料電子版にて

点の14mm 、27mm 、今年は23mmを出しま

―その中で、こっそり1、2 本教えてくれませ

飯田 だいたいご想像の中でしょうから（笑）
。

化してもデメリットのほうが大きくなります。私た
ちのシステムではどれくらいの画素が最適なの
かというところを考えています。
―いつまでも 1,600 万画素じゃ、やっぱりお
客さんは納得してくれない。

飯田 もちろん高画素化を考えていますが、やっ

ぱりバランスがありますので。レンズだけでな
く、ほかのシステム系とのバランス。もちろんセ
ンサー的にはやっぱりピクセルが大きいほうがノ
イズには有利なので、結局、最終的な絵って解

編集部予想
▶

富士フイルムの

2014 年

光軸上にファインダーを備えたXシリーズ新モデルが登場

これまでXシリーズになかったOVF のような光軸上にファインダーを備えた本格派ボディが新たに出そうだ
▶

無料電子版のため非公開となりますので、
ンズが大豊作でついに大三元の投入か？
Xシリーズのレ

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
新年にロードマップが更新され、2014
年に約 2 倍にレンズが増える可能性があるというから大いに楽しみだ

フルサイズセンサー搭載の高級コンパクト機に期待

像感を出す処理、これノイズがなければないほ

▶

ど解像感を出す信号処理をしやすくなりますの

交換レンズ型はXマウントに注力するものの、レンズ一体型はフルサイズ搭載の余地が残されている

で。今の我々のもっている技術の中で 16メガで
デジタルカメラマガジン 01-2014
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メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

リコーイメージング株式会社

645D の後継モデルがついに登場か？

フルサイズも視野に入れたチャレンジに期待が高まる

田中希美男がふりかえる

リコーイメージングの

2013 年

「ペンタックス」がカメラのブランド名としては残るもの
の、社名からとうとう消えてしまった。
しかし、カメラ作りの
実際のところでは従来とほとんど変わらず、いや逆にリ
コーのスタッフ
と一緒になったことで、今年 2013 年はリ
無料電子版のため
コーイメージングに新しいパワーが湧き出しているような

非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
ら「大幅」なモデルチェンジをしたし、APS-C 判カメラと
しては文字通り
トップクラスのクオリティに仕上げた K-3
お楽しみください
印象も受ける。GR が従来のコンセプトをキープしなが

かと。

るお客さまがいらっしゃって。先日もオーストラリ

―おおっ、そこまで言っていいんですか。

村野

直球をど真ん中に投げたいとしか言って

いませんけれども（笑）

アあたりでイメージセンサーイコールカメラのク
オリティーだ、フルサイズがいちばんいいんだみ
たいなことを私に言ってくる方がいました。

― ぼくの個人的な意見ですが、数年前まで

―車の馬力数や排気量。カメラの画素数信仰

は、ペンタックスのフルサイズを期待していたん

と似たところもあるんですね。

です。でも最近は、別に必要ないんじゃないか思

村野 そうですね。ただしこれは非常に注意しな

うようになりました。特に K-3 を使ってみると素

きゃいけないのですが、一時期、音響機器の音

晴らしい、APS-C でここまでのカメラが作れるん

質がパワーに議論が集中しましてね、数字競争

だったら、ペンタックスの場合、高いリスクを負っ

になったんです。音楽の音は質とか深さとかそう

や、システムを拡充しているQシリーズもある。来年は

てまでフルサイズに手を出さなくてもいいんじゃ

645D のモデルチェンジも控えているなど 多忙 なメー

いうところにもこだわる商品であるはずなのに、

ないかと、老婆心ですけど。

カーである。

ほかのマウントを犠牲にしないなら
直球勝負のフルサイズはありうる

大きければいいという議論になってしまったんで

それもひとつの考えだと思いますね。

す。ただしそれはもう終わってしまって、大きけ

APS-Cもフルサイズとの比較がずいぶんされま

ればいいとやっていたメーカーさんのほとんどは

したけれども、K-3という相当気合いの入った

苦労して、小さいメーカーで音質にこだわった会

村野

一球入魂のものを出しましたので。フルサイズの

社がむしろ元気だったりする現象があります。私

下にあってもぜんぜん負けていると思っていませ

はこれはあんまり長続きする議論ではないなと

ん。ですから、やっぱりそのマウントのなかで約

踏んでいるんですよね。

―フルサイズはどうなんでしょうか？ 昨年は

束して、コミットして、レンズもそろえてくれるお

―なるほどねえ。面白い話ですね。それはデ

開発統括部長の北沢さんでしたが、いきなり同じ

客さまの期待を裏切るようなことはまずできない

ジタルカメラにも通じる。

ことを聞きました（笑）
。いつ出てくるんですかね？

と。そこをさぼって新しい、むしろウチが弱い領

村野 ですから画素数なんかもあると思うんで

村野 もう始まりますか。

域に乗り込んでいって、1 機種、2 機種出したと

すけれど、大きさイコール質であるという乱暴

―ええ、始まってますよ。

ころで、それをするなら本末転倒です。

な議論になってしまうところがあるので注意しな

―じゃあ、出すことが決まっているわけじゃな

きゃいけませんね。やっぱり色合いとか深さとか

村野

お茶が出てくる前に、もう突然（笑）
。一

眼レフの数少ないメーカーとして、フルサイズに

いんですか。

含めて考えています。完全に仕様が決まってこ

したマウントに対するこだわりもありますから、

れだというところまでは至っていないですね。
―フルサイズを出すには条件があると思いま

メーカーなので、いくつものマウントを展開する

す。今あるたくさんのマウントのシステムカメラ

のはそれなりに大変なんです。ポイントは、もし

をスポイルするものであってはだめだということ

フルサイズをやるとすると、ウチらしいところをど

や、それを充実させていくというのが大前提。も

こで出すかに思いを巡らせているんです。

うひとつはペンタックスらしいフルサイズカメラで

―ペンタックスにとっては、フルサイズのカメ

ないとGO にはならないのでしょうか？

ラにはふたつの方向性があると思うんです。一眼
レフのスタイルにするか、ミラーレスのスタイル
にするかですが、一眼レフだ、っていうそういう
決め方はしてないわけですよね、それとも……。

村野

上手なご質問ですね（笑）
。でもミラーレ

村野 いや、やるやらないの議論でいうと、先ほ

ど申し上げましたようにやる方向で考えていま
無料電子版のため
す。ただしほかのマウン
トのそのカメラの開発や
非公開となりますので、

レンズの開発を犠牲にして、
そこをさぼって出す
本誌もしくは有料電子版にて

んであれば意味がないというところでそこは難し
お楽しみください

スも含めてK-01というのもチャレンジしました

いところになりますね。

し、選択肢はいろいろあると思うんですけど。お

―そのフルサイズですが、ペンタックスの場

客さまの声に真摯に耳を傾けると一眼レフの王

合、日本よりも海外のほうで要望が大変に強くあ

道でまず来てほしいという声が多い気がします

るということを聞きました。

ね。まずは直球をど真ん中に投げる。ホームラン

村野

を打たれるか空振り三振になるかはわかりませ

サーの大きさがカメラの品質にイコールである、

んけど、変化球を投げるよりはいいんではない

それ以外のものはさして重要でないと信じてい
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氏

そこをきちんとしてということになります。小さい

リコーイメージング株式会社
チーフセールス＆
マーケティングオフィサー

村野 まあ開発は進めていて、時期的なものも

645D 、K 、Qと出してきましたけれども、こう

村野 一

も果敢にチャレンジしようと思っています。ただ

日本以外の国でやっぱりイメージセン

1985 年ソニー（株）入社。アジア、欧州、中近東、中南
米に駐在し、主に販売会社の経営に従事。コンシューマ
エレクトロクス全般のグルーバルセールス＆マーケティ
ング企画戦略、直営店、Web 統括。2012 年 12 月（株）
リコーに入社、現在リコーイメージング（株）へ出向中。
セールス部門、マーケティング部門、サービス部門を統
括。愛用カメラは、GR 、K-30

Check!

APS-C 最強との呼び声が高い K-3
フルサイズも一眼レフになる？

ところに近づいていっちゃいますね。そこは十分

レンジャブルな会社ですよね。

に注意しなきゃいけないところだと思います。最

村野 無謀な会社かもしれない、あははは
（笑）
。

高のコンパクトというところ、最高画質というと

― 無 謀じゃなくて チャレンジャブ ルで すよ

ころにこだわって出していくからGRなんで。GR

（笑）
。こんなにたくさんのマウント持ってるメー

の名前を廉価版のほうに落としていくとちょっと

カーほかにないですよ。それにフルサイズも加え

違うかなという気がしますね。

ようとしてるんですから。

ただしここからは弊社がどうというより

―じゃあ、GR の高いブランド力とスタイル性

村野

を堅持したままズームレンズを内蔵ってのはどう

は、今後のインダストリーの向かう先ですが、車

ですか？ ただしズームを内蔵すると、どうしても

にもありますが一部の非常にお金がかかる投資

カメラが大きくなってしまう。 GR のコンセプトっ

に関してはいくつかの会社が協力してやるとい

て小さく軽いということですから、そこからはず

うようなことが起こるんだと思うんですね。すべ

柔らかさとかそういうことにこだわっていきたい

れてしまうかもしれませんが……。

ての企業がまったく別の技術をもって新しい投資

ですね。

村野 そうですね。ユーザーとしてGRを使って

をしていくということは、必ずしもお客さまにとっ

3 年半の時を経てついに
中判の 645D がモデルチェンジ

みると、たしかにズームがあったらいいなってい

てメリットではないという考え方もあります。特徴

う瞬間があります。寄って撮ればいいんですけ

をつけるところはつけるけれども、ある部分は協

どそうじゃないときも条件としてあるので。そこ

力してやるというところも少しインダストリーとし

には真摯に耳を傾けています。ですからライン

て挑戦しないといけないですね。

ナップをたくさん増やすことは考えていません

―そういうところが増えていきますか。いわ

RICOH

―いまのいいお話と逆行するようですが、ペ

ンタックスにはフルサイズよりも大きな 645D が

が、単焦点とズームぐらいのことはちょっと考え

ゆる協力関係になくてもそういうところが出てく

あります。前機種を出してからそれなりに時間も

て対応していく必要があるでしょう。それはお客

る可能性が。

経って、その間にフルサイズの高画質化もどんど

さまの強い声かな、というのは認識しています。

村野

ん進んでいます。もうそろそろモデルチェンジの

―昨年、リコーとペンタックスが一緒になって

ば、海外メーカーとの協力関係もあると思いま

時期ではないんですか。近いんでしょうか。

今年から本格的に稼動しているわけですけれど、

す。車の話に戻りますと、それがお客さまのメリッ

村野 いやぁ（笑）
。まあ、比較的近々お目にか

何か大きく変わってきたことはありますか？

トになっているかどうかというと、環境に対する

けられるんじゃないでしょうか。

村野 違う色のものを一緒にすると、今までのお

投資だとかそういうものっていうのは一社が個

―それは来年の CP ＋のときに、なにか形が

客さまにとってがっかりしたものになってしまう。

別にやるということよりは、よりよいものが早く

見えるんでしょうか？

それぞれのカラーはカラーで生かしながら一緒

できるということもありますので。そこら辺はあ

ありえますね。日本メーカー同士もあれ

村野 そうですね、さすがにいつとまでは申し上

にする。ここのところのパターンがサービスでも

る程度、我々も考えてやっていかないといけない

げられませんが、来年にはなんらかの発表をさせ

可能になったし、セールスやマーケティングの現

かなと思います。

ていただくつもりなので、この号をお読みの方は

場でもできるようになりました。ある意味では、

乞うご期待ということで。

―ご配慮をありがとうございます（笑）
。とこ

異質なカラーの違う人達が一緒になって、ようや

くそれぞれの違いを生かしながら、いいところは

ろで GR ですけれど、GR の進化に期待している

効率的なところは一緒にやればいいんだという

人がたくさんいます。 GR DIGITAL から今回の

パターンがわかってきたのかなという気がしてい

GR になってセンサーサイズが大きく変わりまし

ますね。

た。今後の GR はどんなふうになっていくとお考

―社内ではうまくまわっている感じでね、お互

えですか？

いに協力しながら。

今年の 5 月にGRを出して次のGRの期

村野 そうですね。K-3なんかにもGRのいいと

待が高まっちゃって（笑）
、いま大変なことになっ

ころが入ってきているので。そういうことも少し

ていますけれども。今、どちらの方向に行くか、

ずつ出てきています。

村野

無料電子版のため
非公開となりますので、
どこまでやりますかっていうのを検討している段
本誌もしくは有料電子版にて
階ですね。ちょっと自分たちでハードルを上げて
お楽しみください

初の中判デジタルカメラ645D
モデルチェンジの詳細が楽しみだ

Check!

―それにしても、645D、K、Q、GR、さら
に THETA、そしてフルサイズ（笑）
、ほんとチャ

いっているところがあるので、中途半端なことを

するとお客さまの期待を裏切ってしまう。
―そうなんですよ。 GR ファンの期待はすご
い高い。そのハードルが高いところにみんな期待
を持ってると思うんですよね。

村野 だからそこは検討中というところです。
―例えば GR のシリーズ化ということも考えら

編集部予想
▶

リコーイメージングの

2014 年

中判カメラ645D 後継機の発売がいよいよ間近

発売から3 年半経過した645Dがいよいよ進化する。来年の CP＋で何らかのアナウンスがあるかもしれない

無料電子版のため非公開となりますので、
海外需要の後押
しもあってフルサイズ搭載機を検討中

れるわけで、GR なんとかっていうのは出てくる

▶

可能性はどうなんでしょうか？

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
実績十分の一眼レフタイプでフルサイズを搭載する可能性を示唆。
時期や仕様は未定だが期待が高まる

村野

注意しないといけないのは、GRを筆頭

K-3 の一部機能を搭載したK-30 後継モデルの登場か？

にラインナップを組んで、どんどん安く、いわゆ

▶

るいろんなものを削っていく方向にいくと、なん

コストパフォーマンスの良さが支持されたK-30が K-3 の機能を一部譲り受けてリニューアルするかもしれない

となく今コンパクトカメラで市場が失われている
デジタルカメラマガジン 01-2014
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マイクロフォーサーズの性能を
もっと追求できる余地がある

ですが、まだまだマイクロフォーサーズのポテン

本誌編集長がふりかえる

シャルを出し切れていないという思いがあって、
それをもっと引き出していきたいですね。

― 8 月の連結決算の発表で「一眼レフカメラ

―つまり、急いで APS-C やフルサイズに手

を含めた高級機をどう展開するかを検討してい

をつけるということは考えていないんですね。

る」という発言がありましたが、今後は一眼レフ

北尾 ただ、センサーの大型化の流れはコンパ

も作るのですか？

クトカメラについても言えるので、来年何かご提

北尾 いやいや、そんな予定はないんですよ。ミ

案できたらいいなと。

ラーレスを含めた高級機をどう展開するか、とい

―もしかしたらフォーサーズ、いや APS-C や

う意味でとらえていただければと……。

フルサイズもありうると？

―てっきりL1 や L10といった一眼レフに新た

北尾 さすがにフルサイズはなかなか（笑）
。た

な動きがあるのかと思ってしまいました。 ただ、

無料電子版のため非公開となりますので、
だ、
大きなセンサーを積んだものは出てくると
本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
思っていただいてかまいませんよ。

最近発売された GX7 や GM の流れを見ると、ク

パナソニックの

2013 年

今年 2013 年の前半までのパナソニックは、今後のデ
ジタルカメラの方向性にやや迷いがあったような印象
だった。
しかし夏過ぎから、そうした迷いが吹っ切れたよう
に、マイクロフ無料電子版のため
ォーサーズの良さを引き出したコンセプトの
明快なカメラを続けて発表してきた。バリアングル EVF

非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
インの GM がそれである。交換レンズも着実に充実して
お楽しみください
いるし、今後はライ
カブランドの新しいシリーズも広がっ

を内蔵させた GX7 に続き、超小型でスタイリッシュデザ

ていきそうだ。コンパクトカメラのほうも、来年 2014 年に
は大型センサーを採用したものが発表されそうで大いに
注目していきたい。

ラシカルというかオーセンティックなカメラスタイ

― 非常に楽しみですね！ 現在の製品ライン

ルで、パナソニックが一眼レフを作ってくれたら

ナップを見ると、画素数は 1,600 万画素でほぼ

いう方がどんどん増えていくと、静止画と動画

すごく面白いと感じていたのですが。

横並びですが、さらに画素数は上がるのですか？

というものがひとつのコンテンツになっていくわ

北尾 そうなんです。出鼻をくじいてしまってす

北尾

当然技術の進化に合わせて可能になって

けですよね。そういうところに対しても我々はマ

いません（笑）

くると思いますが、今のところ16メガは非常に

イクロフォーサーズをちゃんと生かしていこうと

― パナソニックはフォーサーズ、マイクロ

バランスがいいんです。画素数が増えるとレン

思っているので、このGHやGは我々にとって非

フォーサーズですべてのラインナップを展開して

ズによっては解像度が追いつかないものも出て

常に重要な商品だと考えています。

いるんですが、昨今のイメージセンサーの大型化

きますので。

―フォーサーズは今後どうなるのですか？

はどう感じられていますか？

―パナソニックのラインナップは、一般的な

北尾 これ聞かれると困るんですけども。

北尾 これはGH3 のときから申し上げているん

高級コンパクトLX7の後継機は
大型センサー搭載の可能性あり

Check!

価格という縦割りではなく、ニーズというか目的

―オリンパス側は基本的にもうフォーサーズ

別に並んでいる。価格も下剋上が起こりうる状況

のカメラはやらないと言われているようですが。

北尾

性にこだわっているように思えるんですが？

上げをいただいていますので続けていきますよ。

北尾 そうですね。メーカーの論理でラインナッ

―今のレンズシステムはどのくらいの画素数

プを組んでもそれはお客さまの欲しいものでは

まで対応するんでしょうか？ 4K、8K の時代が来

ないと考えています。

ても大丈夫なのでしょうか？

― 今後は GH、G シリーズあたりも展開され

北尾 いやぁ、どうかな。どこまでの品質を求め

ていくわけですよね？

るかでしょうかね。4Kは大丈夫です。だって8

北尾

静止画と動画というのはもっともっと融合

していきます。タブレットで写真をご覧になると

11

メーカー

総力取材

2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

当社においては、レンズは今でもお買い

ですよね。製品それぞれのパッケージとしての個

メガしかないですからね。8Kだと32メガですか
らね。8K動画は苦労すると思っています。で

パナソニック株式会社

マイクロ4/3 採用の上位機が登場か

本誌取材 コンパクトカメラでは大型センサーを採用していくと明言
もそういう時代は必ず来ますよね。
―そのレンズのラインナップなんですが、ノー

イカとしてイメージできるような焦点距離でやっ

北尾

ています。そういう点で言うと、単焦点のレンズ

え方としてはそのほうが画質や補正効果が高い

基本はやっぱりレンズ側です。我々の考

無料電子版のため
群でいうとライカが最高の品質になりますね。

と考えます。さらに動画を扱ううえではレンズ内

本誌もしくは有料電子版にて
といったものはズームレンズの中では最高峰で

でも来年はライカブランドで 2 本出ます

お楽しみください
す。Xはどちらかというと機能的に最高級レンズ

ような商品はオールドレンズを付けられる方も非

よ。15mm/F1.7 ASPH.とNOCTICRON

で、ライカはもっと感性的な最高級レンズと言え

います。

42.5mm/F1.2です。

ますね。明確な定義があるわけではないです。

―今のところ手ブレ補正機構のあるレンズと

―パナソニックの最高級レンズというのは、X

―あと、手ブレ補正機構なんですが、従来は

ボディを組み合わせられるのはパナソニックだけ

ブランドとライカブランドのどちらでしょうか？

レンズ側に入れる O.I.S. で対応していましたが、

なんですが、ハイブリッドで両方動かして高度な

マルの G、X ブランド、ライカブランド、それから
フォーサーズの Dとありますけれども。最近の流
れでいうとX が非常に展開として積極的ですね。

北尾

北尾

難しいご質問ですね。ライカレンズで基

本的に考えているのは単焦点で、みなさんがラ
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非公開となりますので、
一 方、Xブランドの
12-35mmや35-100mm

のほうが有利な部分が多いです。ただ、GX7の
常に多いので、ボディ内にもあるべきだと思って

今回 GX7 で初めてボディ内に搭載しました。今

手ブレ補正はできないものでしょうか？

後、その流れはどちらに進むのでしょうか？

北尾

僕も技術者に提案しているんですが、も

いるんじゃないかなと思ってました。

もGX7と同じセンサー、エンジンが入っていま

北尾 とても難しいですね。

すし、ボディの筐体もマグネシウム。ローレットと

多機能で超小型ながら高画質
個性が光る GX7 と GM の魅力

氏

たくなかったんですよ。だから中身はぜいたくに

かアルミとかの品格にもすごくこだわってやって
きました。ある面これまでなかった小さいけれど

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
DSC事業部 事業部長

はすごくありました。小さいから安いとは思われ

―機械式と電気式のハイブリッドをもう考えて

北尾一朗

のすごくハードルが高いようです。

も持っていて価値がある品格と、いい写真が撮
れるカメラとしての本質を備えたものを目指し、

―私が GX7と GM ですごく驚いたのは、同

我々としてきちっと作り上げたい意思がありまし
た。デザインにもカメラっていう基本線を崩さず

マイクロ4/3の潜在能力は
GH3 後継機で本領発揮か

Check!

にどうやって新しいものを入れ込んでいくかで苦
労しましたけれども。
― GM では新たにボディに合った 12-32mm
を作られました。 GX7 のキットレンズになってい
る 20mm も同様です。そういう発想はどこから
生まれてくるんですか？

（現パナソニック）に入社し、
1986 年松下電器産業（株）
ビデオ事業部海外営業部に配属。2002 年に DSC 開発
センターの企画チームに配属以来、デジタルカメラ事業
に従事し、グループマネージャーやビジネスユニット長
を歴任。2013 年よりDSC 事業部事業部長に就任し現
在に至る。今の愛機は GH3 、GM1 。主に愛娘の成長
記録の撮影に加えて、趣味である風景写真を楽しむ

わりと素直な発想ですよ。試しにGMに

北尾

14mmのパンケーキを付けてみたところ、じゃ
あ、これでズームしたらっていう話が始まりなん
ですよ。そしてこれができてくると、だったら望
遠もいるよねって話になりまして。
―ロードマップにある 35-100mm も同じで
すね。まったく同じ径なので完璧だと思いました。

新しい 14-42mmが実はこれぐらいのサ

じ 16 メガでここまで画質が良くなるのかと思った

北尾

んですよ。特にこの 2 機種で良くなっている理由

イズなんですよ。14mmのパンケーキのイメー

て戻ってきていますよね。そういうのは LUMIX

はどこにあるんですか？

ジで標 準ズーム作り、14-42mmのサイズで

シリーズに取り入れていくのでしょうか？

ヤルをふんだんに使うといった流れがトレンドとし

北尾 これはセンサーもエンジンも両方新しく

200mmまでいくズームレンズを作ろうと考えま

北尾

なったことがあります。特に、センサーそのもの

した。それがある程度できてくると、今度は単焦

すし、そのようなハードスイッチというものは重

のパフォーマンスがかなりよくなったのが大きい

点のいいレンズが欲しいよねとなって、20mm

要だと考えています。だけど、各社似たような

ダイヤル操作はいちばん安心感がありま

ですね。加えてエンジン側の進化もありました。

F1.7を付けたんですが、やっぱりちょっと大きい

ものを作っても仕方がないと考えています。オリ

―これはけっこう衝撃的で、今の 1,600 万画

んです。

ンパスさんにしてもOMという過去の名機があ

素でさらに画質がよくなることもあるのですか？

―目玉おやじみたい（笑）
。

り、レンズの名機があり、ちゃんとアイデンティ

北尾 そこはどうですかねぇ。当然今がベストだ

北尾 そうなんです。やはりGMに合うプレミア

ティをお持ちです。我々は10 年そこそこのメー

と思って作り込んでますけど、画質っていうのは

ムレンズ作ろうということになりまして、15mm

カーで、これからアイデンティティというものを

いろんなファクターで決まっていきますので、やっ

F1.7 のライカレンズの発想が生まれました。

GHやGX 、GMといったプレミアムラインで、こ

ぱりすべてを完璧にやり遂げられたかというと、

― 12-32mm、35-100mm、15mm の 3

れから我々自身のアイデンティティを作っていく

まだやりたい部分はあったと思います。そういう

本があればかなり満足できそうですね？

必要がありますよね。

面でいうとまだポテンシャルをもっているように

北尾 いったんそれをきちっと出せば、GMの世

―年明け早々に CP ＋がありますが。なんか

思います。ただ、今回でドラスティックによくなっ

界観を楽しめるでしょうし、さらにアクセサリーの

ラインナップ的にそろそろ GH あたりが来るん

たので、簡単ではないですね。

グリップを付けていただいたらほとんどのレンズ

じゃないかなと想像したいところですが、どんな

―あと、GX7とGM はカメラ好きに向けた商

が合うんです。

ものでしょうか？

品だと思っているんです。それは何か方向転換

―最近、昔のカメラを想起させるようなダイ

北尾 まあ、当たらずとも遠からずですね（笑）

があったんですか？

北尾 GX7はおっしゃるようにきちっとカメラ好

きの方に評価をしていただきたいという思いで
作りました。一方、GMはカメラらしさをきちっ
と実現しましょうというのがいちばんにありまし
た。単にクラシカルということではなく、このGM
のフォルムがもつ佇まいをどういうふうに表現し
たら魅力を出せるかと考えていく過程でオレンジ
色が提案されたんです。オレンジ色がいちばん
売れてるんです。びっくりなんですけどね。

編集部予想
▶

パナソニックの

2014 年

一眼タイプのフラッグシップ GH3 後継モデルの発売が近い

マイクロフォーサーズの能力を最大限に生かすならやはり高性能モデル。GH3 後継機あたりが登場しそうだ
▶

無料電子版のため非公開となりますので、
む
GX7、GM の思想を受け継いだ新製品に期待が膨ら

本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
GX7やGM の好評を受けて、
そのコンセプトを受け継いだミラーレス機が登場する可能性があるかもしれない

大型センサー採用の高級コンパクト機が登場する

―私もいちばん売れると思っていました。

▶

北尾 このフォルムだから、このサイズだからで

レンズ一体型モデルでセンサーの大型化を図ると語る北尾氏。勢いそのままに思い切った戦略もありそうだ

きるものを凝縮させていこうというのがGMに
デジタルカメラマガジン 01-2014
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コンパクトカメラの可能性を
開拓するフロンティア精神

と大きなセンサーはどうだったんですか？

しちゃう人がいるんじゃないですか？

松原 EX-10はZRシリーズで好評をいただいて

松原 あまり難しそうにみえないように、ダイヤ

いるハイスピードカメラの最高峰を目指して開発

ル類とかスイッチ類をできるだけ減らすことで、

―今年の秋に発表された EXILIM EX-10 で

しました。ハイスピード性能を高める観点から、

撮影プロセスに興味のない方に違和感を感じさ

すが、まじめというか正攻法のカメラですね。

1/1.7 型センサーがベストであると考えました。

せないスタイルに仕上げたつもりです。

松原 ははは（笑）
。まあ少しその気持ちはあり

―外観を見て、あっ難しそうなカメラだと敬遠

ますね。でもやはり私どもは各社さんの高級コ

―そうですか。全体の雰囲気はかなりオーソ
ドックスな昔ふうな感じがしますから、僕なんか

ンパクトデジタルカメラとは違う路線を狙いまし

は安心感がありますね、カメラを見ただけで。

EXILIM の最上位モデル EX-10
今後の高級路線の展開に期待

た。マニアの方というよりは、やっぱり今までコ
ンパクトカメラを使っていながら、自分なりの表

松原 もっとクラシックなほうがいいんじゃない

Check!

現性がある写真を撮りたい、でも、それは撮影す

かという社内の意見もあったんですが、デジタ
ルならではの先進性を表現しつつ、撮りやすさも

るプロセスを楽しむのではなくて、結果としてそ

追求した結果が、このデザインなんですよ。

ういう写真を撮りたいという人たちを狙った商品

―来年以降もやっぱりこういった高級コンパク

に仕立てたつもりですけれどもね。

ト路線は続けられるんですか？

― EX-10 のセンサーは 1/1.7 型ですが、もっ

松原 こういったこともやりながら、カシオと
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2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

カシオ計算機株式会社

田中希美男がふりかえる

より個性的に進化するEXILIM

カシオの

CASIO

QV の思想を受け継ぐユニークなギアを開発

して通常のカメラとは異なるものを引き続き出

SNSに上げている人が多かったのです。そこをき

ちんと対応したのが今年のモデルです。

していきたいと思っています。

―ところで、EX-TR シリーズが中国で大ブ

―へーっ、そんなに自分撮りが流行ってる？

レークしているそうですね。日本で今年発売した

松原

TR15 も限定 3,000 台がすぐに完売だそうで。

る。自分を見せたいという意識がものすごく強

自分撮りをしてそれをSNSにアップをす

おかげさまで。主に中国からの旅行者

いのです。ちょっとした空き時間を活用して日

や、在日中国人の方に購入いただいたようで、

常的に自分撮りをしている感じです。それを微博

松原

2013 年

2013 年秋に発表された EX-10 はカシオ初の高級コン

無料電子版のため
非公開となりますので、
を中国などでブレークさせて新しいカメラ文化を広めるな
本誌もしくは有料電子版にて
どした。
あえてレンズ交換式にチャレンジするのではなく
従来のコンパク
トカメラをさらに極めて行こうとするカシオ
お楽しみください
パクトだ。従来のハイスピードハイレスポンスを堅持しな

がら高級路線に一歩踏み出した。一方で、TRシリーズ

の姿勢が明確になった年でもあった。

然QV-10 。でもQV-10はカメラを作るつもり
無料電子版のため

じゃなかったんですよね。
あくまで画像を情報と
非公開となりますので、
して取り込む機械を作りたかったので銀塩カメラ
本誌もしくは有料電子版にて
に代わるものだとは思ってなかった。
お楽しみください

（ウェイボー）
、微信（ウェイシン）などのSNSに

―途中からなんか違う方向に行くようになっ

― TR の自分撮りの機能が中国で大うけだっ

アップしています。TRは、自分撮りの神の機械

ちゃったんですかねえ。やっぱりカメラの枠の中

たそうですね。昨年の TRと、今年の TR15とは

を意味する「自拍神器」
（ヅーパイ シェンチーと

に入ってしまった？

何が違うんですか？

発音）の愛称が自然発生的に広がって、すっかり

松原 カメラ市場の主流がデジタルに移行して

定着しています。

いく中で、マーケットを意識するようになってい

に、今年のものはWi-Fiを搭載しています。中国

―どういう人たちが使っているんですか？

た側面はありますね。

の方は、TRは自分を撮ったあとにSNSなどにそ

松原

の写真をアップする道具として使っていらっしゃ

いらっしゃいますが、ほとんどがプレゼント用と

松原 このTRだって実はQV-10 の要素が入っ

います。でも、昨年のTRはWi-Fiがないので、

思われます、女性への。

ていたりS1の要素が入っていたりしているわけ

さらに3,000 台を追加発売しました。

松原

中国発売モデル、日本発売モデルとも

TRで撮影した液晶画面をそれをスマホで撮って

圧倒的に若い女性です。男性の購入者も

氏

カシオ計算機株式会社
羽村技術センター
QV事業部 開発部長

松原直也

―今までこういった TR みたいなカメラってあ

です。そこは忘れていません。あくまでコンセプ

りましたか、カシオに。

トはアメージングギアですので。カメラとは言っ

松原

私どもはコンパクトデジタルカメラを切り

拓いてきたと思うんですよ、まず始めはQV-10
か、電池寿命を延ばしていくとか、ある意味コン
パクトデジタルカメラのトレンドはカシオが作り続

わらず本当に驚くものを出していきたいです。

編集部予想

けてきたかなと。みなさんより先に1,000 万画
EXILIM S1という超薄カード型のカメラもありま
した。常に一歩先を行くことで、コンパクトの基
準を作ってこられたと思っています。
―そうですね、カシオは常にコンパクトカメラ
の新しい道を切り拓いていったと言えますね。

82

てないんですよ。ギアとして、カメラの形にこだ

で。そのあとには、いち早く液晶を大型化すると

素級のセンサーを搭載したのも私どもですし。

1986 年カシオ計算機入社。2008 年からの QV 海外
営業を経て、2009 年に QV 戦略部で営業本部内で
商品企画、販売企画を担当。2012 年 QV 事業部商
デジタルカメラマガジン
01-2014
品企画部、
2013 年開発部で商品企画開発を担当

―カシオは今こそ原点に立ち戻ると？

松原 エポックメイキング的に考えているのは当

カシオの

2014 年

大型センサーの高級路線を推進
無料電子版のため
非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
▶ TR
のようなユニークな製品を展開
お楽しみください
カメラではなくアメ
ージングギアとしての個性を追求するカシ
▶

EX-10は連写性能を優先して1/1.7型のセンサーを採用。そ
れに大型センサーの本格モデルが加わっても面白そうだ

オ。より用途が明確なアイデア商品が登場するかもしれない

― 24-70mm F2.8 ですか、いまさら。そん

佐藤
―今年の CP ＋でトキナーブースに参考出品

氏

なオーソドックスな。

だけどね。こういうのが海外ですごく要

望が あるんですよ。70-200mmは最 短 撮 影

されていた 70-200mm F4、フルサイズ用のレ

距離が 1mです。性能的には他社に負けていな

ンズですけど、あれはどうなったんですか？

い。じゃあ勝っているかというと、望遠レンズっ

あのときに試作の可動機を出していたん

てもうガラスなんです。どれだけいいガラスを使

です。だから試作まではうまくいってたんです

うかで決まっちゃう。だからそれは他社並みには

が、量産部品がもうばらついちゃって。とても量

使っていますよ。

産できる状態じゃないってことになりましてね。

―気になる価格は？

佐藤

それで急きょ、仕切り直しで全部設計変更を。

佐藤

―それは手ブレ補正のメカニズムですか？

ない。キヤノンさんも含めてみんな下がってきて

いいえ、リング 型の超音波モーターで

佐藤

す。手ブレ補正のほうはいいんですけど、超音

今となってはもう10 万円で売らざるをえ

いるんですよ。だから、我々としてはスタートは
実売で 98,000 円ぐらいで売らないと。

株式会社ケンコー・トキナー
広報 宣
･ 伝課 課長

大口径単焦点とトキナーが熱い

佐藤 肇

24-70mm に 70-200mm

1994 年（株）ケンコー・トキナー入社。初めて企画に
携わった商品はマメカム（セパレートビデオカメラ）
。
その後トキナーブランドの交換レンズの企画や広報
に従事。愛用カメラはニコン D300

波モーターに部品のばらつきがあるんです。こ

― マイクロフォー サ ー ズ用 のレフレックス

の部分の品質管理技術をまず確立しないと。で

300mm を今年発売されましたが、あれ、楽しい

パスさんやパナソニックさんに怒られちゃうかも

も、我々としてはなんとしてもやります。おそらく

レンズですね。 ポケットに入る 600mm 相当の

しれないですけど、海外でまったくニーズがない

ですけれども、来年の 3 月〜 5 月に発売するつ

レンズで、最短撮影距離もすごい短い。カメラの

んですよ。で、今のところペンディング状態です。

もりです。

ボディ内手ブレ補正を効かせれば手持ち撮影もで

―このテーブルの上のレンズなんですか、す

―じゃあ諦めてないんだ（笑）
。小型で手ブレ

きますね。そう言えば、もう1 本予定していたん

ごく大きいレンズですね。

補正が入って超音波モーターも搭載ですか。

ですってね、マイクロフォーサーズ用レンズ。こ

佐藤 これはシネマ用レンズです。キヤノンのEF

の話、しないほうがいいですか（笑）
。

マウント。16-28mmのズームでTナンバー 3.0

確立はできて、あとは量産の精度なんで

佐藤

すよ。そこだけなんですよね。来年のCP ＋は

佐藤 それねえ、出そうとしたんですけど。フィッ

です。業務用なんです。コマーシャルムービーの

70-200mm F4と24-70mm F2.8はやります。

シュアイズームをマイクロフォーサーズで。オリン

シネカメラ用。フォーカスはマニュアルなんで

田中希美男がふりかえる

ケンコー・トキナーの

2013 年

少し地味で目立たない存在の交換レンズメーカーだ

無料電子版のため
非公開となりますので、
2014 年からはシネカメラ用レンズにも応用できるMF
本誌もしくは有料電子版にて
大口径単焦点レ
ンズの新しいシリーズを予定しているよ
うで、そのほかお楽しみください
予想外 の楽しいこともやろうとしていて
が、広角系ズームには独特のラインナップを備えてい

る。もう少し注目してもいいのにと思っていたら、来年

株式会社ケンコー・トキナー

ズームや大口径単焦点が続々登場
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2014 年
一眼レフと
ミラーレスの未来

待望の70-200mm F4レンズも来年春に発売

Kenko Tokina
目の離せないメーカーになりそうだ。

ら焦点移動とかそういうのが少ないようにして

F1.4、50mm F1.4 なんかですかねえ。それは

います。あと電子接点は何もないです。

来年ぐらいからボツボツ出てきますか？

―こういうレンズを今後出していくんですか？

すよね。AFだと音を拾っちゃったりするので。

佐藤

動画用にも静止画用にも使える大口径

佐藤

焦点距離ははっきり決めていませんけ

ど、そうですねえ、そのへんをやっていかないと。

― EF マウントだからキヤノンのムービーカメ

の単焦点レンズを考えています。全部F1.4 のシ

ラにも使えるわけだ。

リーズでザーッと。

佐藤

―ええっ？ スチルカメラ用の単焦点、F1.4 大

い、発売したいということで……。

やっぱり動画を使われているお客さまっ

佐藤

てキヤノンさんが 多いんですよね。EOS 5D

口径のレンズをですか？

Mark Ⅱ、Mark Ⅲ。そこら辺に対応しています。

佐藤

― こ の レ ン ズ、 す で に 発 売 さ れ て る

18mmぐらいから。
ただし、それは業務用の動
無料電子版のため

16-28mm F2.8 と同じで すよね、光 学 系は。
だったら静止画も撮れますね。

大丈夫です、普通のレンズですからね。

佐藤

16-28mmと同じですよ。ただ、シネマ用ですか

単 焦 点を現 在 企 画しています。まず

画シネカメラにも使いますからマニュアルフォー
非公開となりますので、

Check!

そういったシネマ用のレンズを開発した

―いやはやシネマ用も視野に入れた静止画撮

影用の大口径単焦点レンズとは驚きですね。

佐藤

できるだけ早く実現できるように努力い

たします。

カスです。AFじゃない。
でも、その中にフォーカ
本誌もしくは有料電子版にて
スエンコーダーは入れますよ。
だから距離情報
お楽しみください
やなんかは全部機能する。
―面白いなぁ、やるなあトキナー。大口径で

AT-X 70-200 F4 PRO FX VCM-Sは
2014 年春の発売で10 万円を切る？

―いやぁ、実に楽しみなコメントですね。

MF で単焦点というシリーズを考えてるわけです
ね。手始めは広角 18mm F1.4 から。

佐藤 テレ側ではだいたい 85mmぐらいです。
―何本くらい予定してますか？

佐藤

全部で 5 本。来年のフォトキナで何本か

プロトタイプを展示できると思います。
― と い うこ と は、24mm F1.4、35mm

編集部予想

ケンコー・トキナーの

2014 年

70-200mm F4を来年春に発売
無料電子版のため
非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
▶ MF
大口径単焦点レンズ 5 本を検討
お楽しみください
業務用の動画撮影にも対応する仕様のためMFとなるが、す
▶

今年のCP＋のブースで参考出品されていた望遠ズームがい
よいよ発売される。価格のアドバンテージも十分ありそうだ

べて開放F1.4というから驚きだ。注目の新製品になるだろう
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これまではフルサイズ向けに注力
今後は高倍率ズームを検討中か

開発発表の150-600mm F/5-6.3
超望遠で VC 搭載なのにコンパクト

― はい。 それはもうよくわかっていますが、
でも焦点距離は……。

桜庭

定番も大事なんです。例えばワイドであ

―最近のタムロンの新製品はフルサイズ用レ

れば 24mmスタートが定番ですし、Fナンバー

ンズばかりのような印象ですが。

でいくとF2.8 、そこを踏襲しているというところ

Check!

桜庭 そうですね。昨年から24-70mmに始まっ

です。もちろん、どうやってタムロンの特徴を出

て70-200mm 、90mmとフルサイズに力を入

していくのかは、焦点距離やFナンバーも含め

れているように見えますが、たまたまです（笑）
。

て、今後の商品企画で見直していきたいと考え

予定はどうなんでしょう。来年ぐらいに単焦点が

― APS-C 用のレンズが出てこない理由とい

ています。

出てきますか？

うのは？

―ただ、先日開発発表された 150-600mm

桜庭 そうですね。出したいところです。

桜庭 ボリュームゾーンはAPS-Cですが、やはり

なんかは、かなり独自性があると思うんです。今

―それはいわゆる大三元の中の 1 本が出てく

今後の市場はフルサイズのほうが伸びるという

までにはない焦点距離で、小型だし手ブレ補正も

るんですか？

予測もあります。ラインナップをきちんと、まずフ

ある。こんなレンズをもっと出してほしいです。

桜庭 そこはねぇ……（笑）
。

ルサイズを固めるという段階ですね。

桜庭 すでに200-500mmのVCなしがありま

―でも来年中には単焦点レンズが出てくると

―もうひとつ、タムロンのレンズは既存スペッ

すので、それに単純にVCを付けるだけでは面白

考えていいんですね？

クとそっくりなレンズが多い。高倍率ズーム以外

くない。ということで、ワイドもテレも両方広げ

桜庭 可能性はありますが時期はちょっと……。

は独自性があんまり感じられないんですけれど

ながら、この大きさに収めたというところがまあ

―レンズの味ということを売りにしたような単

も、それはどうしてなんでしょうね。

タムロンらしいかなと自負しています。

焦点レンズだと考えていいんでしょうか？

桜庭 24-70mm F2.8なんか世界初の手ブレ

― タム ロン の 単 焦 点レン ズ は 最 近 で は

桜庭 70-200mm F2.8は市場でも非常に後

補正「VC」搭載ですよ。

90mm マクロ以外ないんですけれども。今後の

ぼけがきれいだと評価していただいていま

11

メーカー

総力取材

2014 年

一眼レフと
ミラーレスの未来

田中希美男がふりかえる

株式会社タムロン

大三元を担う広角ズームが新登場

タムロンの

2013 年

おおっと注目するような新しいスペックのレンズではな

TAMRON
開発発表の150-600mm に続く注目レンズは？

無料電子版のため非公開となりますので、
す。
そういったボケ味というのも大切にしたい
本誌もしくは有料電子版にてお楽しみください
ですね。

―レンズの今度の課題としては、小型化もひ

とつ大きいと思うんですね。大きく重いレンズは

く、やや ありき
たり だが着実で堅実な、そして性能のす
無料電子版のため
こぶる良いレンズをタムロンは今年 2013 年も（数は少

非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
欠けているのは高性能な大口径単焦点レンズだ。来年
お楽しみください
ンらしい単焦点レンズが出てきそうで、
2014 年はタムロ

なかったが）発表してきた。そのタムロンにいまいちばん

楽しみにして見守りたい。

―そうですね。僕は最近のタムロンのズーム

性能がいいのはあたりまえ。でも、小さくて軽く

レンズを使っていて、ボケ味がとても自然でいい

て高性能のレンズというのもまだまだ可能性はあ

―でも、そんなことをおっしゃってるからニコ

と思ってるんです。このボケ味といったレンズの

ると考えてるんですが、どうでしょうか？

ンに追い越されてしまった（笑）
。

そうですね。ひとつは昨年からの流れで

桜庭 18-300mmは先を越されちゃいました。

味にこだわって設計しているんではないかと。

桜庭

桜庭 そのとおりです。ニコンさんのOPTIAほ

キヤノンさんがレンズにステッピングモーターを

― 18-200mm にしたって向こうは望遠側を

どではないにしても、似たようなことは当然やっ

入れてきましたよね。あれはレンズの小型・軽量

F5.6 にしましたもんね、タムロンは F6.3。とこ

ていますから。

化のひとつの可能性だと思います。

ろで、いま思い出しましたが（笑）
、大口径の広角

―そんなことをやっているんだったら、もっと

―タムロンは新しいアクチュエーターを開発

ズームがないです。 70-200mm、24-70mm

早くアピールすればよかったですね。

していくということですか？

に続く広角ズームです。

桜庭 そうですね。先に言われてしまいました。

桜庭

そうですね。ミラーレスと一眼レフだと

氏

株式会社タムロン
上席執行役員
光学開発本部 本部長

桜庭省吾

―来年ですか（笑）
。

ですけれども、キヤノンさんのステッピングモー

桜庭

ターがひとつの方法になるかなと。

待ください、ぜひ（笑）
。

しては、高倍率ズームはタムロン、みたいなとこ
ろがあります。それは今後の製品にも期待してい

編集部予想

いですか。
―より小型化、より高倍率化ですか。

桜庭 乞う、ご期待ということで（笑）
。
― 例えば 16-300mm 相当の小型ズームと
か、どうですか？
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いつかはわからないですけれども、ご期

―タムロンに対する多くのユーザーの見方と

桜庭 そうですね。そこは譲れないですね。

1981 年（株）タムロン入社。光学開発部長を経て、
、
2004 年より光学開発本部長。71A（28-200mm）
A005（ 70-300mm VC）、B008（18-270mm
、
VC）
A007（24-70mm VC）などの開発に携わる。
デジタルカメラマガジン
、B008 、272E
愛用カメラはニコン
D7000 01-2014

桜庭 それはご期待ください。

AFの方式が違うので同じにはならないと思うん

桜庭

実現できればいいのですが。夢のような

スペックですね。

タムロンの

2014 年

広角レンズ登場で大三元が完成か？
無料電子版のため
非公開となりますので、
本誌もしくは有料電子版にて
▶タムロン
らしい大口径単焦点に期待
お楽しみください
そろそろタムロンから高性能ながらお手ごろ価格の大口径単
▶

24-70mm F2.8、70-200mm F2.8があるだけに、大口径広
角ズームが出てきそうな予感。焦点域が気になるところだ

焦点レンズが出てくるのでは、という期待が高まる

この度は『デジタルカメラマガジン2014年1月号』無料ダイジェスト版を
お楽しみいただきありがとうございます。
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