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ユーザーへ
オリンパスからのメッセージ

—このインタビューを始める前に、オリンパス
の今回の事件について、小川さんのほうから少し
お話ししたいとのことですので。
小川　この場を借りて読者の皆さまにひとことお伝
えしたいと思います。このほどの一連の件では、
ユーザーの皆さまに多大なるご心配をおかけいた
しましたこと、申し訳ございませんでした。私たち

直したり、それを読み返したりすると、やっぱりファ
インダーにこだわっているんだなということがわかり
ました。
—ほほぉ、ファインダーですか。PENユーザー
がこだわっているところは。
小川　それってどういうことなんだろうと。私たちか
らすれば、EVFを付ければフレーミングしやすい
し、拡大もできて、従来よりピントも合わせやすい。
それから、設定したアートフィルターとかホワイトバ
ランスとかの結果も全部見えるわけですね。でも
そういう私でさえも、一眼レフをいまだに使ってい
るわけです。それはやっぱりなにか一眼レフならで
はの、撮影者にとって“はまる”ところというのか“ツ
ボ”のようなものがあるんじゃないかと……。
—光学ファインダーのよさですね。確かにライ
ブビューで撮影するのとは違いますからね。
小川　私たちの持っている技術を精査すれば、
本当に完ぺキっていうわけにはいかないかもしれ
ないけど、少なくともこれってすごい可能性を秘
めてるよね、という原型はできるかもしれない。

オリンパスイメージング株式会社

ファインダー重視の新ミラーレス準備中。
E-5の後継機も作っています。

としては、今後も引き続きご期待に応えられるよい
製品をお届けできるよう、企画・開発も製造もこれ
まで以上に鋭意努力してまいります。
—オリンパスの多くの社員の方々にとっても
災難だったわけです。きっとつらい思いをされてい
るでしょう。私たちのほうからは、どうぞがんばって
ください、としかいいようがありません。ということ
でインタビューを始めさせてください。先日、ニコン
からもミラーレスカメラの発表がありました。今後
ももっと増えてくると思われます。ミラーレスカメラ
の先駆者でもあるオリンパスはこうした状況をどう
見ておられますか？
小川　PENとしてのスタイルを確立できたし、競合
メーカーも追従が見受けられ、ある一定のマーケッ
トに成長したという思いはあります。ただ、ミラーレ
スカメラの方向性が各社同じなのが気になるとこ
ろですね。
—それはいったいどういうことですか？
小川　どうもみんな“カメラ女子”というところに向
かいすぎているような気がしています。ミラーレス
には、いろんな可能性があるにもかかわらず、み
んなグーッと同じ方向に向かっているんですよ。確
かに、その方向にマーケットがあるからわかるんで
すけど、逆にこのミラーレスのマーケットを短命に
してしまう可能性があるという心配もあります。
—確かにそうですね。ミラーレス＝女子向け
と、そんな一方的な方向が見られますね。
小川　私たちは、もう一度カメラを使っている方々
をみつめ直してみようと思いました。それはたとえ
ば、フォーサーズファンがPENを見てどう考えてい
るかなとかです。いろんなアンケートをもう一回やり
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2008年、SLR事業本部長。デジタル一眼の事業責任。
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　オリンパスの2011年は、いい意味でも悪い意
味でも話題の年だった。カメラやレンズを作り売っ
ているオリンパスイメージングのトップが今年の春
に入れ替わり、さあ再出発だ、とみんなが期待して
いた矢先に粉飾決算の事件が起こった。これが悪
い話題。一方、いい話題としてはPENシリーズが
第3世代となって大幅に改良され進化したことだ。
さらに、PEN用の交換レンズとして12mm F2や
45mm F1.8というすばらしい写りのレンズが発売
された。とくに45mmは、価格が安く小型軽量なの
に性能の優れた“常識外れ”のレンズだ。

オリンパスのこの一年

田中希美男が見た

  オリンパスらしい新しいミラーレスカメラを作っている 
PENとは違う「新路線のミラーレスカメラ」を近く発表するという。PENとの互換性はあるとのこ
と。いつまでも手のなかで触り続けたい。そんな味のあるカメラを目指したという

  キーはファインダーのあり方らしい ユーザーアンケートなどを丹念に
読み返した結果、見やすいファインダーにこだわっているユーザーが多いことに気づいたという。
それが新路線のミラーレスカメラのスタートだった。そして、新製品となるミラーレスカメラは、見や
すさという点では画期的なファインダーを搭載しているという

  そしてE-5後継機も開発中！ きっぱりとEシリーズの継続を明言したオリンパ
ス。いま新しいEシリーズの開発にも着手しているという。あのすばらしいオリンパスのレンズシ
ステムが活かせる新製品カメラが待ち遠しい

（解説／編集部）

PEN最新モデ
ル「E-P3」。

このPENシリーズと
は違う新しい

コンセプトの

ミラーレスカ
メラが出ると

の情報を得た
。

キーワードは
画期的なEVFファインダ

ーらしい
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特集2 2012年 デジタルカメラの次なる夢。

その部分をもっともっと仕上げていきたいと。だか
らPENで大きく道を切り開いたように、また別のも
うひとつ（ミラーレスカメラ）で道を切り開きたいと
思っています。近いうちにね。

既存のミラーレスとは
違うカメラをねらっている

—それは、エポックメイキングな新型ミラーレス
カメラってことですね。ビッグニュースですね。
小川　う～ん、そうですかね。
—期待していいってことですね？
小川　とにかくファインダーを見れば……。うー
ん、これ以上詳しい話はかんべんしてください。
—いいえ、かんべんできません。すごいカメラ
を考えていますよ、ということですね。もうすぐ出ま
すよと。次のその機種はファインダーが、そのカメ
ラにとってのキーになるんですか？　画期的なファ
インダーが搭載されるんですか？
小川　きついなあ（笑）。もちろん、それだけじゃ
ありませんけど。結論から申しますとね。富士フイ
ルムさんの、あのハイブリッドのファインダーはみご
とですよね。で、私たちは私たちなりに、トータル
のバランス、持ったり、構えたりしたときの気持ち
のよさを伝えていくカメラを作りたいと思うんです
よね。E-P1も突出した機能はなかったと思うんで
す。でも「うわー！ このカメラっていいよね」ってい
うカメラだったと思うんですよ。やはり、それがオリ
ンパスの、カメラメーカーとしての提案なのです。
—もう少し具体的におうかがいしたいんですけ
ども、それは、まったく新しいシリーズのカメラなの
でしょうか？
小川　PENと互換性のある新しいステージです。
—新しいシリーズにシフトする予定？
小川　ミラーレスカメラの幅を広げるということで
す。前からいっていましたが、いまのミラーレスは
われわれカメラメーカーが、自分たちで可能性を
狭めてしまっている。
—そうか。さっきの話は女子向けカメラじゃな
いんだ。ユーザーの幅をもっと広げるカメラ。女子
でもなく、男子でもなく、初心者にもハイエンドの
ユーザーにも広げたい、そんなカメラを提案したい
ということですね。
小川　そうですね。そういうことです。
—だいたい、カメラを女子向けだとか、男子向
けって分けること自体、私はおかしいと思うんで。
小川　ナンセンスですね。カメラ女子という言葉が
逆にカメラの印象を女性方向にうんともっていって
しまった。
—だれの責任かっていったらオリンパスの責
任ですよね。オリンパスがやりはじめた（笑）
小川　いわゆるカメラ女子っていう人たちは、じつ
は私たちが思う“女の子”じゃないんですよね。
レトロふうのカメラとかね、ああいう持ち物としての

“味わい”からスタートしてるんですよね。

—いま、デジタルカメラの操作系に不満を感
じてフィルムカメラに走っちゃった若い女の子がた
くさんいるんですよ。やっぱりアナログ的なボタン
やダイヤルがたくさんついているカメラね。
小川　うちのカメラ作りでいうと、PENとXZ-1っ
て相通じています。昔を復刻しているわけではな
く、アナログチックなところを目指しているわけじゃ
ない。デジタルカメラとしての繊細感、デジタルカメ
ラって、どうしても荒っぽくなりがちなのを繊細なデ
ザインにまとめているっていうのが共通項としてあ
る。これは文化だと思うんですけど、カメラのあり
方は、いろんな会社のいろんな提案があってもい
いと思うんです。現状では、そこをあえて殺してま
で同じところに入り込んじゃってるって感じがちょっ
としてるんです。私たちはもうひとつ新しいシリー
ズとしてそういう方向も考えられるかなって。
—こんどのはミラーレスカメラとして新しい提案
をしているカメラだということですか？
小川　そうしたいと思っているんですよね。
—それはオリンパスだけじゃなくて既存のミラー
レスカメラとも違うカメラをねらっていると。
小川　持ち物としてはそうですね。
—撮影をするという行為にもっとぴったりした
ようなカメラというわけですか。
小川　そうですね。
—おもしろいなあ。でもやっぱりもっと具体的
な話が聞きたいなあ。新しいシリーズってことです
が、いまあるPENと互換性はありますか？
小川　互換性は当然あります。
—うんうん、安心しました。
小川　PENも持ってて楽しいし、置いてて見てて
も楽しいと思うんです。それがやっぱりオリンパス
のアイデンティティなんですよね。そういう意味で
は本当に新しいカメラも、そういうふうに仕上がっ
ていると思うんですけどね。ここらへんで、その話
はかんべんしていただいてもよろしいですか。

Eシリーズはもっと進化させたい

—新型ミラーレスの話はこれくらいにして、オリ
ンパスのカメラでひとつ気になることがあります。
Eシリーズは今後いったいどうなるんでしょうかとい

うこと。やめちゃうのか心配なのです。
小川　フォーサーズはフォーサーズとしてのしっか
りとしたよさというものをE-5で示したつもりですの
で、これはやっぱりもっと進化させたいですね。
—フォーサーズっていうよりも一眼レフカメラで
すね。一眼レフカメラは継続していきたいと。
小川　いまの体力でね、そんなにあれもこれもでき
るのか、ということはよく言われますけどね。
—オリンパスとしてはEシリーズはやめません
よと。私は続けていく、と小川さんに言ってもらえ
ればいいわけです。
小川　いまは、とにかくやめる理由はありません。
いまは、一眼レフカメラの継続は、必要だなって
思っていますね。
—うれしいなあ。それじゃあE-5の次のモデル
は着手しているわけですか？
小川　まあ、そうですね。
—つまりその、なんと言えばいいのかなあ、オ
リンパスの昔からのユーザーとしては、かって裏切
られたわけですよ、OMシリーズの中断で。それが
ずっといまでも疑心暗鬼につながっている。また
見捨てられるんではないかと。だからEシリーズは
それはないですよと、そんなことはありませんよと、
はっきり言ってもらえればメッセージとして十分オリ
ンパスのユーザーに伝わると思います。
小川　私はやめた、なんて言ったことは一度もあり
ませんから。
—EシリーズのユーザーはE-5でもう終わりじゃ
ないかと思っている人もいるわけですよ。
小川　この仕事って、お客さまの夢を奪ったら終
わりですよね。
—数年前ですがウッド（木製）のコンパクトカ
メラの試作品がありました。おもしろくて夢もある
カメラでした。あれは終わっちゃったんですか。
小川　上のほうから、あれやろうよって、何度もいわ
れているんです。ただむずかしくってね。すごく加工
費が高かったりとか、経営的にみればかなりたいへ
んですね。でも、日々 検討しているんですよ。本当に
経営に余裕が出ないとGOってならないと思うんで
すけど、でも私としてはやっぱりやりたい。
—そのウッドカメラはぜひ、実現していただき
たいと思います。

一眼レフカメ
ラ「Eシリーズ」

のフラッグシ
ップ機E-5。

同シリーズも
継続して開発

が進んでいる
とのことだ

12月14日に発表さ
れた新しいズ

ームレンズ

12-50mm F3.5-6.3 EZ

電動ズームに
防塵・防滴は

なにを示すの
か
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動画のトップ
エンド機のEOS C300。

キヤノンはEFレンズを中
心に

各映像機器が
ラインアップ

ミラーレスはマーケットのようすを
見て来年には出したい

—ほかのメーカーもそうですが、キヤノンもま
た、震災、タイの洪水とたいへんな1年でした。
真栄田　もうたいへんでしたよ。レンズ生産の拠
点の宇都宮がかなり大きな被害を受けました。
—今日はこの特集を読んでいる読者が明るく
楽しくなる話をぜひしていただきたいと思います。
今年、印象に残る製品としてはなにがありますか？
真栄田　ひとつは、EOSムービーですね。動画
のトップエンドの製品を出せるところまでこぎつ
けた。しかもキヤノンにとって大きな財産である
EFレンズをべースにしたシステムである意味は
大きいですね。あとはテレフォト系の500mm 、
600mm 、そして200-400mm 、プロに使っていた
だいても十分満足いただけるような高性能と高堅
牢性をもったテレフォト系のレンズができたことです
ね。発売時期が未定となっており、ご迷惑をおか
けしております。3つめは、コンパクトカメラであり
ながら、すばらしい高感度特性をもったカメラ、そ
してS100が出せた、この3つですね。

いくということにもチャレンジしています。じゃあ、
この狭間でどういう商品（ミラーレスカメラ）を置け
ばいいのか……ですよ。ミラーレスはやろうと思え
ばいつでもできます。
—キヤノンならできますよね。
真栄田　コンパクトカメラの性能もかなりよくなって
います。EOSもコンパクト化をしている最中です。
その重なっていく部分をどうやっていくのかなとい
うのがひとつテーマとしてあります。
—それは、たとえばいまレンズ交換式のミラー
レスを出したとき、一眼レフともかぶってくるしコン
パクトともかぶってくる可能性があると？
真栄田　ええ。
—かぶらないような時期になるまでキヤノンは
出さないということではないですよね。来年2012
年には出してほしいですよね。
真栄田　まあ来年ぐらいには出したいですね。た
だ来年はあれですよ、ミラーレスを食うようなコンパ
クトも一眼レフも出すかもしれないですよ。
—ほほお、ミラーレスも食ってしまうようなコン
パクトと一眼レフですか。でも、いまスマートフォン
がものすごく台頭してきています。そのときにコン
パクトカメラってはたしてどれほどの存在意義があ
るんだろうかと思いますが、どうですか。
真栄田　ただ、直近で売れ筋のコンパクトデジタル
を考えると、スマートフォンよりも優位なのはやっぱ
り画像性能やズーム領域だと思いますね。
—高画質、高倍率ズームレンズですね。
真栄田　ええ。そこでの存在意義はまだ十分ある
と思います。それに、人の一生が有限である限り
絶対いい記録を自分の子どもとかに残したいと思

キヤノン株式会社

2012年にはミラーレスを出したい。
すごい一眼レフやコンパクトもあり。

—どれもすばらしい製品だと私も感じていま
す。が、確か去年のインタビューでは私がミラーレ
スカメラのことをお聞きしました。ミラーレスカメラ
についてはその後、どんなぐあいですか？
真栄田　（EOSムービーを持って）これミラーレス
ですよ。でかいですけど（笑）。
—冗談はやめてくださいよ（笑）。ほんものの
レンズ交換式のミラーレスカメラのことですよ。
真栄田　まだなかなか申し上げられないんですけ
れども。まあ、マーケットのようすを見ているという
のが正直なところです。
—じゃあ質問の方向を変えます。キヤノンとし
てはミラーレスカメラは必ず出しますよね？
真栄田　……と思います（笑）
—マーケットのようすを見ながら、という理由
は、いまある一眼レフと競合しないようにという配
慮からですか？
真栄田　いや、そういう意味ではなくて、いま市場
に出ているミラーレスの使われ方をいろいろ調べ
てみると、レンズ交換システムのカメラという形でい
いのかが若干疑問なんです。
—ええっ、どういうことですか？
真栄田　ミラーレスカメラは（一眼レフカメラとは別
の意味で）レンズ交換ができるというのが大きなメ
リットとされているけれど、本当にメリットはレンズ
交換式なのか？　ですよ。当然そのカメラボディも
レンズも撮るときにはある一定の大きさがほしいで
す。でも撮らないときには……。
—おっしゃるとおり、じゃまですね。
真栄田　一眼レフの小型化は当然しています
し、一方コンパクトカメラの性能をどんどん上げて

　2011年のキヤノンもまた大震災の影響を強く受
けた。そのせいで、だいぶ予定が狂ってしまい、な
によりもレンズが大打撃を受けた。カメラとしては
EOS Kiss X5やX50が3月に発売されたあと、ぱっ
たりと新製品がなかった。ようやく秋になって、EOS
シリーズの最高機種にあたるEOS-1D Xの発表（だ
けで、発売は2012年3月予定）があり、その後、業
務用だが相当にチカラのこもったEOSムービーが
発表された。結局、期待されていたレンズ交換式の
ミラーレスカメラは2011年はまったくの音なし。来
年、2012年のお楽しみとなった。

キヤノンのこの一年

田中希美男が見た

  ミラーレスカメラはレンズ交換が本当に必要か？ インタビュー
中に出た発言だ。ミラーレスカメラにはレンズ交換式（レンズユニットを含む）と固定式がある。
昨年のインタビューではEFレンズを使うミラーレスを考えているという発言があったのだが、いろ
いろな選択肢を考えているのか？

  ミラーレスを食うようなコンパクトや一眼レフ 当然、旬であるミ
ラーレスに力が入っているのは容易に想像できる。でも、そのミラーレスを食うようなコンパクトや
一眼レフも用意しているとの発言にキヤノンのパワーを見せつけられた感じだ

  一昨年より多画素から高感度に振りはじめた 多画素化が進む
なか、コンシューマ向けカメラに対してこれ以上の多画素化が必要なのか？　という問題提示と
も受け止められる言葉だ

（解説／編集部）



SIGMA

SD1ではセンサー開発で
コストがかかりすぎた

—今年、2011年はシグマにとっては、福島
の会津工場が震災で少なからず被害を受けました
が、一方では創立50周年の記念の年でもありま
した。50周年、おめでとうございます。
山木　ありがとうございます。
—その50周年にあたる今年なんですが、これ
だ、という思い出に残る製品はありますか。 山木　まあそうですね。そのとおりです。

—どう責任取るんですか（笑）。
山木　今後の開発で埋めていきたいと思います。
—期待していた人がたくさんいました。
山木　まあそうですね。ずいぶん厳しいご意見も
ありました。それだけ期待していたという裏返しだ
と理解しています。
—そうなんですよ。ぼくも期待いっぱいに待っ
ていましたよ。
山木　逆に非常に感謝しているんですよね。ちょっ
と、今後のなかできちっとご期待に沿えるような物
作りをしていかなきゃいけないと思っています。
—なるほど、わかりました。

Foveonセンサーを
さらにブラッシュアップしていきたい

—そのSD1ですが、将来的にフルサイズにす
るっていうことは考えてらっしゃいません？
山木　うーん。お客さまからそういう声はよくいた
だきますが、レンズを含めて考えるとAPS-Cがベス
トバランスと考えており周辺の画質も含めてバラン

株式会社シグマ

マイクロ4/3対応のレンズも開発中。
FoveonはAPS-Cでブラッシュアップ

山木　カメラでは思い出に残る製品というとやっぱ
りSD1でした。カメラはSD1と、あとDP2xですね。
—文句なしにSD1がいちばんですね。
山木　まあそうですね。
—SD1は構想から発売まで、結局どれくらい
時間かかったんですか。
山木　だいたい2年強ですね。
—価格ですが予想よりも相当高くなりました
ね。山木さんがにおわせていた価格よりもずいぶ
ん高かった。これはどうしてですか？
山木　当社の力不足、と認識しています。
—どんな力が不足していたのですか？
山木　詳細についてはお答えできません。
—あの価格の予定ではなかった？
山木　APS-Cなので、そこに求められる価格（コ
スト）は認識していますので。
—結果的に予想よりもだいぶ高くなった。
山木　まあでもいろいろ努力はしております。
—どこにもっともコストがかかりましたか？
山木　間違いなくセンサーの開発です。全部ピク
セルの構造から新しくなっていまして、まったく新し
い世代のセンサーですのでかなりコストがかかりま
した。開発費も含めて……。
—でも製品の開発をし始めたとき、企画の段
階で価格設定は決まっているでしょう？
山木　目標の原価と販売価格がありますね。
—そこからだいぶ離れちゃったわけだ。
山木　うーん、まあ……そうですね。
—こう言っちゃ失礼ですけれど、山木さんが中
級機の価格っていうから（笑）、みんなそれを信用
しちゃったわけですよね。

　2011年のシグマはSD1に開けてSD1に暮れた
といった感じである。SD1の撮れる画質のすごさ
が期待を膨らませ、発売前から｢買うぞ、買うぞ｣
と盛り上がっていたが価格が発表されたとたん、
予想外の高価格に猛烈なブーイングと落胆の声が
響き渡った。価格を発表しただけで、これほどまで
に評価が｢一変豹変｣するカメラもめずらしい。し
かし、そうした評価はともかく、その描写はすこぶる
すばらしいものだった。SD1の高価格の反動で、
SD15の売れ行きが大いに伸びたというのも皮肉
な現象だ。

シグマのこの一年

田中希美男が見た

  DPシリーズのラインアップを充実する SD15と同じ大きい撮像素
子を搭載し、画質にこだわったコンパクトカメラがシグマのDPシリーズだ。そのコンセプトでライン
アップの拡充をしたいという

  SDシリーズは今後APS-Cサイズで展開 現状搭載されている
SD15のセンサーサイズはやや中途半端なので、今後出すSDシリーズについては、SD1と同じ
APS-Cで展開していくらしい

  ミラーレス対応のレンズも出す 2011年のCP+で展示されたモックアップ
をご覧になった方もいると思うが、来年の早い段階（CESあたりか）でなんらかの発表がありそう
だ。ではミラーレスカメラについてはどうかというと、いまあるSD、DPの両シリーズを充実させた
いとのことだ

（解説／編集部）

株式会社シグマ
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年から始めたカ
メラプロジェクトリーダーを努め、2005年より現職

Foveonセンサーが
生み出す

4,600万画素の超
高画質で

話題になった
SD1



SONY

デジタルカメラマガジン  01-201280

一眼レフカメラのスタイルには
必然性がある

—震災やタイの洪水など、ご苦労の多い１年
だったと思います。新製品が多かったという意味
でもたいへんな１年ではなかったでしょうか？
長田　何年に1度あるかないかぐらいのたくさん
の機種を出せたと思ってます。
—ソニーの一眼レフはトランスルーセントミラー
に流れています。フラッグシップ機……α900の
後継は、光学ファインダーできちっとオーソドックス
な一眼レフカメラにしていくんですか？
長田　現段階ではお話しできませんが、今回トラ
ンスルーセントミラーのα77やNEX-7の有機EL
のファインダーが、予想以上に受け入れられてい
ると感じています。
—EVFはもっとよくなりますか？
長田　電子デバイスで構成できるものは、すべ
て、驚くほど進化していくと思いますね。
—でも、α900の光学ファインダーは、一眼レ

るとかアイディアはいろいろと……。
—でも、なかなか小さくて軽いレンズが出てこ
ない。でも、性能を維持したまま高性能のまま小さ
く軽くできる秘策はあると。
長田　そうですね。ボディを買って待っていていた
だけるといいかなと（笑）。

カメラとしてコンパクトは
スマホに絶対に負けない

—小型のミラーレスがあちこちから出てきてい
ますし、カメラ機能をもったスマートフォンもある。
そんな状況のなかでコンパクトカメラは、いままで
のまま残っていきますか？
長田　私は残っていくと思いますね。デジタルカメ
ラもスマートフォンもマーケットは伸びていています
が競合はしていません。スマートフォンは電話をか
けるもの、カメラは写真や動画を撮るもの、機能と
しては、メインはどっちかだと思います。やはり、カ
メラは最高の“画”が撮れるということに存在意義
を感じていただけると思っています。
—スマートフォンのカメラ機能はもっと進化す

ソニー株式会社 

小型のEマウントレンズを検討中。
トランスルーセントは上位機にも展開か。

フカメラのなかでは、ダントツにすばらしい。OVF
はα900で終わりですか？
長田　いやあ（苦笑）、あの値段であの商品を作
り続けるのは、むずかしいのは確かです。
—では、話を変えて、一眼レフのオーソドック
スなこのスタイルはずっと残っていきますか？　と
いうのは、トランスルーセントミラーのテクノロジー
を使えば、もっと斬新なカメラスタイルも不可能で
はないはずです。
長田　作ろうと思えば作れますね。
—一眼レフらしいスタイルのほうが、多くの人
に受け入れられるということですか？
長田　むしろ一眼レフの形に必然があると思いま
す。ファインダーはレンズの光軸上にあることが望
ましいですし、フラッシュも光軸上にあってなおか
つレンズを避けるためにある程度高さがあったほ
うがよい。しっかり握れるにはグリップ部は必要、と
いった必然性を形にしていくと、この形になってい
くんですね。
—じゃあ一眼レフはずっとこういうスタイル、こ
ういう形態のものは残っていくと。
長田　はい。もちろんトランスルーセントミラーにし
たことでペンタ部の自由度は高くなっています。
バッテリーもどんどん進化するでしょうし形は多少
変わっていくと思うんですけれどねえ……。
—NEXですがボディのわりにレンズが大き
い。小さいレンズは考えてらっしゃいます？
長田　もちろん考えています。
—どんなレンズなんでしょうか？
長田　まず画質、ディストーションなどは妥協したく
ない。小さくすることも可能ですしもっと望遠にす

　2011年、今年のソニーは新製品ラッシュだった。
ミラーレス機はNEX-C3に始まり、NEX-7、NEX-

5N、デジタル一眼はα77、α65である。ところが、
タイの洪水被害でメイン工場が操業停止となり、
NEX-7やα77、α65の生産が完全ストップして
しまった。発表はしたものの発売が未定、という異
常事態に陥った。しかし生産拠点を移動するなど苦
労して、ようやく年内には出荷できそうだというとこ
ろまできた。NEX-7もα77も、ソニーのカメラ作
りの独自性が発揮された注目の機種だっただけに
タイの洪水被害は残念でならない。

ソニーのこの一年

田中希美男が見た

  NEX用の小さなEマウントレンズ そのボディの割にレンズが大きかっ
たNEX用レンズだが高性能な小型レンズが出てくるようだ。画質も収差も妥協はしないとキッパ
リ断言。「NEXを買って待っていてください」との発言からも来年の早い段階で発表されるかも

  １億画素があってもおかしくない 多画素化についての質問で出た発言
だが、α77でも約2400万画素のメリットを活かした形で「スマートテレコンバーター」という形でズー
ム機能化している。今後も多画素化を前提にカメラ開発が進みそうな気配が濃厚だ

  電子シャッターはいずれ各社が商品化 カメラの電子化についての
質問に対する発言だが、業界が目指すカメラ作りの方向性を物語っている気がする。α77には
OVFではなく有機ELのEVFが採用されるなど、電子化が進む今後のソニーの方向性に注目
したい

2011年秋に発売
されたα77。

現状ではフラ
ッグシップ機

のα900に次ぐ

ハイエンドカ
メラ

ミラー駆動を
不要にしたソ

ニーの透過型
ミラー

「トランスル
ーセントミラ

ー・テクノロ
ジー」

（解説／編集部）



Nikon

2012年は新製品で
にぎやかな年にしたいですね

—今年2011年はニコンにとってはたいへんな
年でしたね。3月の東日本大震災とタイの洪水の
大きな被害がありました。インタビューの前にお見
舞い申し上げます。
笹垣　はい。ありがとうございます。
—でも、いい話もありました。Nikon 1の発
表と発売です。ニコンにとって初のミラーレス一眼

新製品を出していきたいと思っています。
—私がなにげなく勝手にD700の後継、D3
の後継と言ってしまいましたけれども。
笹垣　もちろんそのあたりも考えていますし、当然
それ以外にもいろんな新製品を考えています。み
なさまが「そう来たか！」と思われるような新製品を
来年度中には出したいと思っています。
—じゃあ、D700やD3の後継だけでなく、
D7000などの後継も早く見られるわけですね？　と
にかくニコンとしては来年は、カメラもレンズもどん
どん発売する予定であるということですか？
笹垣　はい、今年のぶんも含めて、来年はにぎや
かにいろいろと出したいと思っています（笑）。
—D3XはともかくとしてD3SもD700も1,200
万画素です。画素数としてはちょっともの足りない
と感じている人も多いはずです。ニコンとしては現
状のように、画素数をそんなに上げないで高感度
をねらっていくのか、あるいはもっと画素数を上げ
る方向なのか、そのあたりいかがですか？
笹垣　多くのユーザーの方々、とくに風景写真を
撮られる方からは、もっと高い解像度の写真が撮
れるカメラが欲しいという要望をいただいておりま
すので、解像度を重視したカメラも出していきたい
と思っています。
—ではそれほど多画素化しないで高感度の画
質を重視したカメラ、もう一方は高感度よりも高
解像力のほうを重視したカメラを出す予定だと考
えていいわけですね。
笹垣　そうですね。高感度を犠牲にするというと
語弊がありますが、より解像感に重きを置いたよう
な多画素なカメラ。こういうものも出していきたいと

株式会社ニコン 映像カンパニー

D700後継機は多画素・高解像、
D3後継機は高感度・高速モデルに。

ですし、相当に大胆というか、思い切ったデザイ
ンでしたね。社内で反対意見はなかったですか。
笹垣　ものすごかったです（笑）。当社ではレンズ
交換式アドバンストカメラと呼んでいますが、あの
デザインに決まるまでに、モックアップは想像を絶
する数を作っていますから。
—カラーバリエーションも、お堅いニコンにし
てはかなり飛んでますね、ピンクとか（笑）。
笹垣　最初だからこそ、インパクトのあるピンクも
入れようということになりました。
—評判がいいんですってね、予想外に（笑）。
笹垣　非常にいいですね（笑）。
—Nikon 1を見ていると、ニコンはこれまでの
「堅い、頑固、保守的」なニコンじゃないんだぞ！
という気持ちが伝わってきます（笑）。
笹垣　ニコンのイメージとして信頼性は非常に高
いんですが「むずかしそう」とか「頑固」とかね。

「職人」という言葉もありますね（笑）。その部分
はわれわれの伝統でありニコンの強みだと思って
います。しかし、新しいユーザーのためにも新し
いニコンをアピールしなければなりません。
—そこで、ニコンのお家芸ともいえる一眼レフ
カメラですが、D700とD3の後継機については、
そろそろ発表が近いのでは、と思っていますが？
笹垣　はははは（笑）。この2機種は、もう発売か
らかなり経っていますから、そういう意味では当然
新しい機種の開発っていうのは進んでいます。
—そうですか。来年の早い時期には新型が発
表される、と期待していいんですね。
笹垣　そうですね。タイの影響とか不確定なとこ
ろはありますが、できるだけ早い時期にいろいろ
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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

　2011年のニコンはたいへんであった。宮城県名
取市の仙台ニコンが大打撃を受け、それがようやく
回復し始めた矢先に今度はタイの洪水被害。メイン
工場が完全に操業停止になった。このために、秋に
発表を予定していた｢大物｣とうわさされる機種が
2012年に“持ち越し”となった。発売計画が大幅に
狂ったために、2012年にそのしわ寄せがきて新製
品ラッシュアワーになるのではないか。今年2011
年のビッグニュースはなんといってもNikon 1。ニ
コンにとっては、ニコンF以来、約50年ぶりの新規
マウントによるシステムカメラだった。

ニコンのこの一年

田中希美男が見た

  D3、D700の後継機 発売から数年が経過した両機の後継機が来年の早い
段階で発表されると予測する。おそらくCP+を見据えての発表となるのではないか。多画素化の
流れからすると両機とも現状の約1,200万画素から大きく多画素化すると思われる

  「高感度」「高解像度」「高速化」に特化 今後の一眼レフカメラがどう進
化するのかという田中氏の質問から出てきたKeywordだ。中級機以上の一眼レフカメラはより機
能に特化した“とんがったカメラ”になるだろうと笹垣氏は予測する。確かに報道分野ではこうした
要望が強いかもしれない

  使い方に特化したコンパクトカメラ スマートフォンに対する差別化という
意味でコンパクトカメラも「特化」の方向にカジを切ったようだ。「多画素」「高倍率ズーム」「薄
型」に特化したコンパクトカメラが2012年には出てきそうだ

（解説／編集部）
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X100のユーザーのうち
40％が女性ユーザー！
—今年2011年で樋口さんがもっとも印象に
残ったことはなんでしょうか？
樋口　去年のフォトキナで発表したX100が受け
入れられるだろうか、それが心配でしたね。
—それがフタを開けてみれば大成功。今年中
に10万台いくとのことですね。たった9ヵ月で。来
年の3月までには12万台に達するかもといわれて
いますよね。
樋口　はい、達成できると思います。本当に、みな
さまのおかげだと感謝しております。
—それに驚いたのはX100のユーザーの40％
が女性であると。理由はいったいなんですか？
樋口　X100のいちばん気に入ったところは「長く
使えそう」っていうのと「日本製だから」というの
が上位にありました。女性のお客さまに聞いてみ
たところ『私の持ってるバッグより安いから』という
意見もありました。X100を日常に、自分の子ども
を記念に撮っているという女性もいました。30歳
代くらいの奥さんでしたね。ちなみに、1位が20
代の男性。2位が20～30代の女性。3位が30
代の男性なんです。その次が60代の女性でした。
—いやあ、びっくり（笑）。ところで富士フイル
ムの電子映像事業部に樋口さんが事業部長とし
ていらっしゃってから、いったいどうしたんでしょう
ね、つぎつぎといい製品、魅力的な製品が出てき
ている。業績もよくなっている。イケイケドンドン、
ですね（笑）。
樋口　うちは技術力も人材もそろっている。課題
を与えると確実に達成します。いままでと違うとこ

—レンズ設計やマウントなど、いろいろ工夫さ
れたと思いますが、なにをいちばん重要視された
のでしょうか？
樋口　やっぱりベストの画質ですね。それと大きさ。
レンズのこれからのバリエーションを考えたときにな
るべくカメラを小型にしたい。レンズも将来へ向かっ
て出すために、いろいろマウントなども含めて検討
を重ねました。
—新しいカメラを出すということは、たいへん
な作業だったと思います。苦労されたでしょうね。
樋口　思っていた以上に時間がかかりました。
—ボディとレンズとの通信のことなど、いろいろ
ありますからねえ。
樋口　そうなんです。
—しかもセンサーがAPS-Cサイズだから小型
化ということでもたいへんだったと思います。
樋口　できるだけカメラ本体を小型化したかった
ので、詰められるところは、徹底的に詰めました。
将来のいろんなレンズで撮影を楽しんでいただき
たかったのでいろいろな可能性を検討しました。

富士フイルム株式会社

新ミラーレスはAPS-Cセンサー搭載。
解像感はフルサイズを超えるレベルだ

ろは、企画の段階から営業も設計も購買も、デザ
イナーも同じところに移動しまして、最初の企画段
階からいっしょに検討させた。つまり課題も問題も
すべて共有して連携をしっかりさせたんです。
—なるほど、組織改革からやったんですね。
樋口　そうです。あとはいい商品を作ることに専
念すれば、いいものはできますから。
—そして、いままで外注が多かったようです
が、樋口さんが来られてから、レンズなど光学系の
ほとんどは自社でやるようになったんですよね。
樋口　そうです。今度のX-S1もそうですが、液晶
以外はすべて自社で設計しています。たとえば、
EVFなどはかなり見やすくなっています。やはり、
いいものを出すには、できるだけ自社で設計開発
しなければだめだと思っています。
—そのせいか、写りがものすごくよくなった。
樋口　画質は大事です。画質は絶対に落とせな
い。とにかくレンズにはこだわっています。
—ところで、ずばり聞きたいことがあります。来
年1月発表のレンズ交換式のミラーレスカメラです
が、撮像センサーの大きさはどれくらい？
樋口　カメラの詳しい話はまだちょっとね。うー
ん、サイズだけ申し上げますとAPS-Cです。
—やっぱりAPS-Cサイズですか、予想どおり
だ。でも、先日、樋口さんは、仮にX100のボディ
にAPS-Cサイズを入れるとこんなに小さくはでき
ない、もっと大きくなるとおっしゃってましたね。
樋口　やっぱりこのX100よりは大きくなります。
—やはり大きくなりますか。
樋口　詳しくはいえませんが、レンズ設計もマウン
トもベストの形になるようにいろいろ考えました。

　富士フイルムは、宮城県仙台市の近くにあるカ
メラ製造の工場が大震災の大きな被害を受けた。
ちょうどX100の出荷が始まったばかりだった。しか
し、予想外に回復が早くてその後、順調に生産が続
き、当初の予想を大きく上回る売れ行きを続けた。
女性のユーザーが40％も占めているというのも驚
きだ。X100の好調を受けてX10が発売、このカメ
ラもデキがとてもよいし売れゆきも好調だ。2012
年1月にはレンズ交換式ミラーレスが発表される予
定で、元気いっぱい文字どおりイケイケドンドンと
いった感じである。

富士フイルムのこの一年

田中希美男が見た

  X100やX10などと同じく高級路線で勝負！ X100 、X10といっ
た高級路線でラインアップの充実をはかり成功している富士フイルム。低価格路線では実現で
きなかった撮影の道具としての完成度を実現できている。うわさの新型ミラーレスも、そうした路
線で最高のカメラを目指したという

  AFも相当に速く、将来は下位機のラインアップも!? 次期
ミラーレスカメラのAFスピードについて「速いです！」と明言。また、その高性能を受け継いだ下
位機もラインアップとしていずれはそろいそうだ

  解像力では35mm判フルサイズ判を超えている 次期ミ
ラーレスカメラの画質は、既存の35mm判フルサイズ機の画質と同レベルだという。ファイン
ダー、AF性能、高画質とかなり完成度の高いカメラに仕上がっているようだ

（解説／編集部）

画質はもちろ
んのこと、

操作したとき
に感じるフィ

ーリングにも

徹底的こだわ
ったX100



PENTAX

一般家庭も10年後には
超高画質化になる

—リコーといっしょになったことで、ペンタック
スにとってなにか変わったことがありますか？
北沢　われわれがやりたかったことを経営層がよ
く理解してくれ、それをバックアップしてくれていま
す。これは大きいことですね。
—リコーからものすごく期待されている。
北沢　ですから、その期待される喜びよりもプレッ

してもしょうがないですもんね。
北沢　むずかしい質問ですねえ（苦笑）。
—たとえばですけど、センサーサイズが違うと
か、大きいサイズのセンサーのミラーレス。
北沢　う～ん。

フルサイズと645のミラーレスも
視野に入れている

—じゃあ質問を変えますが、ミラーレスカメラを
ペンタックスが作るとすればフルサイズっていうの
は可能ですか？　不可能ですか？
北沢　そう来るんですか（苦笑）。えっとですね、
そのフルサイズができるかできないかという質問に
対してはイエスですね。当然のことながらペンタッ
クスとしてねらうところは画質です。
—なぜ画質なんでしょう。
北沢　4Kとフルハイビジョンを見比べるとフルハイ
ビジョンがとてもプアに見えるんですよ。10年前に

ペンタックスリコーイメージング株式会社

フルサイズ、645Dのミラーレスを検討
一眼レフはすべて100％ファインダーに

シャーのほうが大きいですけどね。
—結果的にはペンタックスにとってはよかった
ですね。ペンタックスのユーザーにとっても今後が
期待できるということですよね。
北沢　そうですね、ぜひ期待してほしいです。
—このPENTAX Qですが、これはミラーレス
カメラになるんですか？
北沢　ジャンル分けするとミラーレスですが、別に
ミラーレスというジャンルに入れようとして作ったわ
けではないです。一眼レフだと大きい重いというお
客さまの意見を聞き、どこまでぎりぎりサイズダウン
できるかやってみたという感じですね。
—去年、このインタビューの企画での北沢さん
のお話で印象に残っているのは、ひとつは、一眼レ
フカメラはもっともっと小型化できるという話でした。
北沢　そうですね、もっと小型化できますね。
—もうひとつは、一眼レフは機能に特化した
一眼レフカメラが出てくるだろうと。それにより安
い一眼レフカメラはだんだんミラーレスに置き換
わっていくともおっしゃってました。
北沢　そうです。いまでも同じ考えです。ミラーレ
スは価格を安くできる。一眼レフの下の層というの
は当然ミラーレスに置き換わってくると思います。
—ペンタックスは今後、PENTAX Qとは違
う新しいミラーレスの開発、なにかやろうとしてい
るんじゃありませんか（笑）。
北沢　いろいろ検討はしています（笑）。
—それはいま市場にあるようなミラーレスじゃな
いミラーレスですか？
北沢　それはどういう意味でですか（苦笑）。
—ペンタックスですから、ほかと同じものを出
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1978年、旭光学工業（株）（当時）入社。１年の工場実習
後、カメラ設計部に配属。カメラの機構設計担当。Z-1で
開発責任者。2001年、開発部長 デジタルLS、デジタル
LSR担当。2006年、イメージングシステム事業部副事業
部長を経て現在に至る。入社以来、一貫してカメラ関係の
開発に従事

　ペンタックスにとって2011年は、大震災やタイ
の洪水の影響は強くあったが、たいへんに明るい年
だったように思う。それはペンタックスのカメラ作り
をまったく理解してくれなかったHOYAから一転、
それを高く評価し、期待してくれるリコーに移った
ことだ。ペンタックスの人々はHOYA時代に比べる
と、じつにはつらつとして元気いっぱいという印象
を受ける。2011年はPENTAX Qというユニーク
なミラーレスを出したが、来年、再来年にもそれを
超えるようなカメラをどしどし出してきそうなほど
前向き積極的な印象だ。

ペンタックスのこの一年

田中希美男が見た

  一度、超高画質を味わったら元には戻れない 約10年前には、
ここまで普及するとは思わなかったハイビジョン。4K、8Kといった超高画質が10年後には家
庭で見ることができるかもしれない。画質へのこだわりは、それを視野に入れているのだろう

  エントリー機も視野率約100％にしたい いまファインダーで見え
ているものが、そのまま写真になる……これはあたりまえでなければならない。美しいと思う光景
は、ファインダーでも美しくなければダメだ。これがペンタックスの考えなのだ

  ミラーレスカメラはフルサイズ、645も視野に入れている 
個人的な意見としながらも、PENTAX Qに続くミラーレスカメラについて、フルサイズや645も
視野に入れているとの発言には、画質にとことんこだわりたいという思いが、強く現れている。た
だ、645の場合は、レリーズ時のミラーショック対策の意味合いが強いようだ

ペンタックス
の高画質を実

現する

画像処理エン
ジンはPRIME Ⅱ

（解説／編集部）
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特集2 2012年 デジタルカメラの次なる夢。

あれだけ感動したフルハイビジョンが。実際に、
4Kの風景の画像とかみると鳥肌がたってきます。
—私も見比べたことありますが、差は歴然。
北沢　各家庭にフルハイビジョンのテレビが普通
に置いてあるなんて10年前は想像しなかった。あ
と5年または10年くらいで4Kまたは8Kの画質が
家庭で楽しめるとしたら……。一度すごい画質を
見てしまうと元に戻れないんですよね。
—うん、確かにそれはいえますね。
北沢　それは写真も同じだとすれば、ねらうところ
はフルサイズかなと、個人的には思います。
—じゃあ、いっそのこと645をミラーレス化すれ
ばどうですか？
北沢　645ですが、そのうちミラーレスを作りたい
ですね。理由は一眼レフのミラーショックです。こ
の微振動ってかなり画質に影響しているんです。
将来的にはフルサイズや645でミラーレス化をねら
いたいなと思います。
—おおっ、大胆な話ですね。どちらが現実味
があるかというとフルサイズのミラーレス化。
北沢　そうですね。
—もうだいぶん進んでいるんですか。

ないといけないかなと。645は別ですが。
—なんだかほんとに近い将来出てきそうです
ね。35mm判フルサイズのミラーレスが。
北沢　近い将来？　ありがとうございます（笑）。
—かなりそちらに傾いていますね。話の向きも
ペンタックスの姿勢も。
北沢　個人的にはですね。個人的にはですよ！
—でも北沢さんの立場とすれば個人的もなに
もペンタックスそのものじゃないですか（笑）。
北沢　いやそんなことないです。個人的なお話を
しただけです。
—それはともかく、ぜひ早く欲しいですね。
北沢　そこはなんとか開発のエンジンをかけたい
なと思います。
—うん、それを聞けばもう今回のインタビュー
は終わったようなものです。
北沢　えっ？　そうなんですか。いまの話は個人
的な意見ですからね（笑）。
—画質にこだわっていきたいということであれ
ばフルサイズミラーレスもですが、645のミラーレ
スということも考えられるわけですよね。
北沢　両方パラレルで検討したいと思います。
—一眼レフはAPS-Cサイズで小型化をどん
どんねらっていく。ミラーレスは35mm判フルサイ
ズ。そして645もミラーレス化ということですね。
北沢　ありがとうございます。田中さんにロードマッ
プを描いていただいたみたいで（笑）。

カメラのあらゆるところが
電子化されていく

—デジタルカメラはもっと多画素化していくの
でしょうか？
北沢　今後、あの1億っていうのはちょっといくか
どうかわかりませんけど、デバイス的には確実に
多画素になってきました。
—多画素化に対してよく耳にするのは、これ
以上の多画素化がはたして必要なのかどうか、で
す。これについてはどう考えていますか？
北沢　必要だと思います。細かいところまで解像
するようになりますので、いままでとは違う写真表
現ができる可能性もあります。
—将来、AFだとか手ぶれ補正の技術はどう
なんでしょうね。これはまあ夢みたいな話でもいい
んですけれど、もっと変わっていきますか。
北沢　そうですね。いまはもうAFにしても手ぶれ
にしてもやっぱりハード的になにか物を動かす方
向でやっているじゃないですか。当然それは今後
どんどん進化していくんでしょうけれど、将来的に
はやっぱり電子化される技術なのかなとは思って
います。
—ということは、そう遠くない将来にはシャッ
ターだとか絞りの機構が電子化されると。
北沢　もう見えていますからね。
—絞りについても昔から偏光フィルターを使っ

て絞りの役目をするとかって話がありました。
北沢　そうですね。そういう偏光フィルターとか液
晶シャッターとか、液晶の絞りも含めて、いままでメ
カニカルに動いていたものが電子化される方向に
なっていくのかなとは思いますよ。
—そうなるとカメラを動かしている機械がです
ね、ギアがまわったり、パタパタいったりする、そ
ういうものがなくなって、写真を撮っていても味気
ないカメラになりそうですね。
北沢　そうですね。みんな味気なくなっているん
ですよ。ミラーレスになると今度はミラーのパタパタ
もなくなってくる。電子化されると稼動部分がなく
なるのは宿命なのかな。
—カメラというのは精密機械としてのよさも価
値もあるはずです。ダイヤルを操作したりすること
でカメラの内部で小さなギアが動いたり小さな部
品があちこち動いたりする。それを頭のなかで想像
しながら触っていることが快感だったわけですよ。
それがなくなって、ただ写るだけの機械になってい
いものでしょうかね。
北沢　本当はわれわれからするとメカニックな機
械のところって残したいと思っているんですよね。
高級なもの、付加価値の高いもの、存在感がある
ものっていうのはそういうところの感触ですね。人
間の感性を揺さぶるようなものっていうのはどうし
ても必要だと思うんです。
—カメラは撮れればいいじゃないか。自分が
思ったように写ればいいじゃないか。操作だとか
感触だとかそんな情緒的なものはどうでもいいじゃ
ないかって、そういう人が増えてきたのかなあ。
北沢　増えてくると思いますが、逆にカメラにこだ
わりをもつ人も増えてきますよ。
—ペンタックスはファインダーひとつとってもこ
だわって作ってますよね。K-7からは小さなカメラ
なのに視野率100％で、ファインダーの見えもすば
らしいと思う。やっぱりカメラにとってファインダー
は大切です。それはミラーレスになっても大切？
北沢　大切ですね。去年、ミラーレスと一眼レフで
なにが違うといえば、やっぱりファインダーと言った
はずです。ペンタックスの一眼レフはエントリーモ
デルでも今後100％にしたいですね、これはぜひ。

北沢　ぜんぜん進んでいません。言ったじゃない
ですか。僕の個人的な思いだって（笑）。
—それはウソです（笑）。ペンタックスがフルサ
イズで勝負をするなら、一眼レフじゃなくてミラーレ
スで勝負したほうが勝ち目はある。ミラーレスのフ
ルサイズっていうのはいまのところはライカだけ。
それをペンタックスの技術でフルサイズを出すって
ことは期待大ですね。
北沢　ほかのメーカーがフルサイズのミラーレスを
出していませんから、いま現在出せばですね、い
われたようなことがあるかもしれないですね。
—そうなるとやっぱりレンズも一新しなきゃいけ
ないですね。
北沢　そうですね。まあレンズはどっちにしろフル
サイズ専用のレンズでデジタル設計のものを開発
しなきゃいけないので、それはもう必須です。
—ペンタックスが、もし仮に、いいや確実な話
だと思いますが（笑）、フルサイズのミラーレスを出
すとすれば価格は非常に高い？　それとも私たち
が買えるような価格になる？
北沢　ノーコメント（笑）。ペンタックスがもし、もし
出すとすると一般のお客さまが手に届く価格にし

中判デジタル
一眼レフカメ

ラの645D。

ミラーショッ
クをなくすた

めにもミラー
レス化が

待ち望まれる

有効画素数約
1,628万画素のCMOSセンサー。

今後、さらに
多画素化して

いくのか？
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GXの復活を望む声は
予想以上に多い

—今年2011年、リコーの大きなトピックはペ
ンタックスをリコーの傘下に入れたことです。リコー
のカメラ作りの面でなにか変化はありましたか。
野口　現時点ではまだ変化はありません。
—じゃあいまは、ペンタックスとリコーとは、お
互いに、どういう話をしているんですか？
野口　それぞれが持っている技術的なもの、人

ですけど（笑）。個人的にはおもしろいと思ってい
ます。
—えー、やってるのかなと思ってた。
野口　いえ、いろいろ課題もあるんですよ。
—大口径ズームっていうのはどうですか？
野口　GRやGXを評価してくれる方は、レンズ性
能を重視する方が多いので、もしやるとしたら検
討の優先度は高いでしょう。あとはサイズとのバラ
ンスがポイントになりますが。
—海外での評価はどうですか？
野口　海外は日本と比較すると、GRよりもGXや
GXRへの評価が相対的に高いです。欧米では
ファンクションを重視する傾向が強いですから。
—アジアの評価は？
野口　台湾、韓国の反応は日本に近いものがあり
ます。時間的な差もほとんどない印象です。
—今度のGR DIGITAL Ⅳは完成度がとても
高くて、もうこれでいいや、もう次の“V”はいらな
いという気持ちさえしました。次のGR DIGITAL
で、まだまだやりたいことはありますか？

株式会社リコー

起動時間、バッテリー、堅牢性⋯⋯。
道具としてのGRはもっと進化する

的なもの、物理的な拠点ですとか、そうした資産
的情報の共有化を進めている段階ですね。もちろ
ん、個々ではいっしょに取り組むことを開始してい
ます。来年のCP＋ではひとつのブースとして出展
する準備を進めています。
—なんだか時間のかかりそうな話ですね。
野口　しかし、結果を出さなければいけないの
で、ゆっくりしているわけにはいきません。
—さて、今年リコーが発売した機種としては
GR DIGITAL Ⅳ。GXRのライカマウントのカメ
ラユニット、そしてPXにCX6ですね。やはり注
目はGR DIGITAL Ⅳです。ところで、きっとユー
ザーからの要望も多いと思われるGXのシリーズ
ですが、それについて社内であんまり議論はない
んですか?
野口　いろいろ、検討していますよ。
—つまりそれはGR DIGITALのズーム版って
いうことになるんですよね。
野口　いえ、商品化の可能性の選択肢のひとつと
して、検討をしているという意味です。GRをズー
ムにしようというアプローチではありません。
—GR DIGITALのズーム版が欲しいという
人はいると思います。私もそうですが、でも、いま
の単焦点レンズのGR DIGITALはそのままに、
GR DIGITALのバリエーションとしてズーム内蔵
のGR DIGITALが欲しい。いかがですか？
野口　GRのズームが欲しいという声はあまりあり
ません。それよりGXの後継機が欲しいという声を
よく聞きますね。　
—じゃあどうしてその声に応えないの？
野口　声があるからやればいいなら簡単でいいん

　ペンタックスがリコーの翼下に入ったことで、い
ままでリコー内でカメラ作りひと筋だったパーソナ
ルマルチメディアカンパニーは（気持ちとして）微
妙な立場になっているような気がする。いままでと
違って、こころなしか元気がなく感じる。リコーらし
い個性的で独自性のあるカメラ作りを、ぜひこれか
らも続けていってほしい。元気を出してよいカメラ
を作っていってほしい。いじけるなよ、と力づけた
い気持ちだ。GR DIGITALのシリーズを発展、育
成させていくことも、GXRのシステムを拡張する
ことも、ユーザーに対する責務である。

リコーのこの一年

田中希美男が見た

  ペンタックスのレンズが使えるユニット リコー傘下にペンタックスが
加わったことから将来的にはリコーとペンタックスのコラボレーションも夢ではないかもしれない。
もちろん現状でそういう話は出ていないが、コラボレートすることで新しい写真の楽しみが増える
ことを期待したい

  ズームレンズ内蔵のGR DIGITAL GRのテイストをもったズームレ
ンズを望む声もあるようだが、GR DIGITALのコンセプトからすると単焦点レンズだろう。そこで
GXを復活させて、そこにGR DIGITALのズーム版という声も多いのではないだろうか

  モノクロ専用（コンパクト）カメラ 田中氏との会話中で新しいコンパクト
カメラのイメージについての話で出てきた言葉だ。もちろん、具体的な話ではないが、野口氏の
なかではモノクロ専用機や90mmマクロ専用機など“夢”は膨らんでいるようだ

（解説／編集部）
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大学卒業後、株式会社リコー入社。パーソナルOA機器、
8mmビデオカメラのマーケティング担当を経て1992年よ
り銀塩カメラに従事。GR1マーケティング推進。2008年
よりPMMC企画室室長。現在に至る
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GR DIGITAL Ⅳ
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楽しく夢のある話で、充実した
内容のインタビューとなった

　昨年に続き2011年の末に、各カメラメーカーの
「キーマン」の方々に、将来、どんなカメラを作ろ
うと考えているのか、ということをテーマにしてイン
タビューしてみた。当初、来年とか再来年の近々
のカメラの話ではなくて、もっと先を見据えた、デ
ジタルカメラはどんな方向に向かっていくのであろ
うかといったやや漠然とした「カメラやレンズの話」
を聞く予定だった。
　ところが今年、2011年は東日本大震災と福島
原発事故という日本にとって衝撃的なできごとで、
たいへんなダメージを受けた。むろん各カメラメー
カーも直接的、間接的に被害があった。さらに、

それに追い打ちを
かけるようにタイの
洪水被害だ。ある
メーカーは、タイの
洪水被害を「大震

　オリンパスの小川さんは、インタビューした時期がちょうど粉飾決算
事件のさなかで、はたで見ていても痛 し々いほどでした。「社員が元気に

なってほしい」と、近い将来発売予定の新型カメラの話を突然、始めた

のです。相当にチカラの入った、楽しみいっぱいの新製品のようでした。

　キヤノンの真栄田さんは、昨年もそうでしたが同席していた広報の担
当者がそわそわしているのが感じられるほど、踏み込んだ大胆な話をしてく

れました。真栄田さんの話を聞いていると、キヤノンは将来のデジタルカメ

ラをとても大局的にとらえて開発しようとしているのがわかります。

　ソニーの長田さんは、もともとはハンディカムの開発、その後おもに
“α”や“NEX”のシリーズの開発の責任者を続けてこられた方です。カメ

ラのあるべき姿、ソニーが作るべきデジタルカメラの姿を明確に見通して

いるなあと感じました。

　シグマの山木さんには、「ここでSD1のうっぷんをはらさでか」と少々
ツッコミ過ぎてしまいました（申し訳なかったです）。しかし、山木さんは

SD1の実質的な開発責任者でもありましたし、次機種開発のメインキー

マンでもあります。

　ニコンの笹垣さんは、一眼レフ、ミラーレス、コンパクトを含めた企画
部門の責任者のひとりです。5年先の新製品の具体的な構想を練って

いる人です。もともとは技術者で口の重い方なのですが、今回はこちらが

驚くほどの情報開示でした。

　富士フイルムの樋口さんを抜きにして、いまの富士フイルムのデジタ
ルカメラを語ることはできません。大人気となったX100、X10、そしてす

ぐに発表になるレンズ交換式のミラーレスカメラの仕掛け人兼最高責任

者こそが樋口さんなのです。

　ペンタックスの北沢さんはカメラ・レンズの開発部門のトップです。
今回のインタビューでは、リコーの翼下に入って「さあ、これから再出発」

というときで、あれもこれも（あることないこと）大サービスの楽しい話をたく

さんしてもらいました。

　リコーの野口さんはカメラ企画部門の責任者です。デジタルカメラは
どうあるべきか、という「夢」を持ち続けている人です。リコーのカメラづく

りをしている人たちには、野口さんのような「少年のようなこころ」をもった

人がたくさんいます。

　ところで今回、主要なカメラメーカーのひとつであるパナソニックが入っ

ていません。どうしても時間的な都合がつかず参加していただけませんで

した。それが残念なことでした。来年は、ぜひパナソニックにも参加して

いただけるように、こちらも手はずを整えますのでどうぞよろしく。

災の比ではないほどの大打撃」といっていたほど
だ。ニコンやソニーの工場は完全に操業停止に
追い込まれたし、さらにカメラやレンズに使用する
電子部品などを作っているたくさんの工場も洪水
被害にあい、それが各メーカーに大打撃を与え
た。サプライチェーンがずたずたになったのだ。
　予想はしてたが、インタビューをはじめてみる
と、いきなり暗い話ばかりになってしまう。さらに、
各メーカーが被害を受けて、「明日どうするのか」
を真剣に考えているなかで、のほほんと「5年先
10年先の夢の話」が聞けなくなった。そこで急
きょ、予定を変更して、「来年または再来年にど
んな楽しいカメラを発表しようと計画しているの
か」、それをできるだけ具体的に聞いてみることに
した。とにかく、カメラや写真好きの人たちにとっ
て、インタビュー記事を読んで楽しく夢がもてる気
分になってほしかったのだ。
　ご存じのように、新製品のことやその内容につ
いては「いっさい、話さない」というのは業界の決
まりごと。その決まりごとの“あたりまえ”を承知の

うえで、無理矢理トビラ
をこじ開けるように直撃
インタビューしてみた。各
メーカーの方々はそろっ
て困惑された（ごめいわ
くをかけました）。ところ
が、こちらが予想した以
上に「夢のある具体的な話」を次 と々していただ
き驚きの連続だった。なかには、来年2012年に
発売予定の新型カメラのことなどについて、表現
はあいまいながら、少し知識があれば「ああそう
か」とはっきり感じさせるほど突っ込んで話をして
いただいたり、こちらのほうが「えっ！」と驚くほど
具体的で詳細な話をしてくれたメーカーの方もい
た。そうしたインタビューが1時間、2時間近くにも
およんだ。オフレコの話や、その後、広報担当者
から「この話はマズい」と指摘された部分を除き、
できるだけ会話をナマのまま掲載したのがこのイン
タビュー記事である。

2012年が楽しい年であるよう願いを込めて！

8社横断インタビュー後記2012年
昨年に続き、第2弾となったインタビュー特集記事だが、今年は1社増えて「8社横断インタビュー」となった。
震災や洪水など各社その対応にたいへんな時期でのインタビューとなった。そのあたりの田中希美男氏の胸
中も含め、インタビュー後記をお読みいただければと思う。

各メーカー担当者の皆さまありがとうございました！

田中希美男の

見て
聞いて




