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(I) ( 2) 

従来のカメラ史は，フィルム・感光材料の発達史や1 レンズ ・光学ガラスの発達史からの視

点で論じたものが多い。本論文では，それらを前提としつつメカニズムに関する考察を加え，

「現代的カメラJの成立を論じる。

* 2010年10月19日受理，現代的カメラ，精密計iP-1］，独占資本，市場競争，技術革新
＊＊ 立命館大学社会学研究科
(1) リーズ Vジェンキンス，中間哲郎高松亨中岡俊介訳 『フィルムとカメラの世界史～技術革新
と企業J（平九社.1989年）Reese V. Jenkins守 Imageand E11teゆrise:Technology and the American 
P'1otogra戸lzicIndustry 1839 to 1925, The Johns Hopkins University Press, 1975 

( 2 ) Rudolf Kingslake, The Development of th巴 PhotographicObjective (jour. Opt. Soc. Amenc口
Mar. 1934). Rudolf Kingslake‘Histmy of the Photographic lens, Acacl巴『i1icPress. 1989. 
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技術と文明 17巻 l号（28)

現代的カメラは， 1932年の“Contax”（図1）において最

初の実現をみたとする。第ーは，世界最大のカメラ独占資

本 Zeiss-Ikonが，Contaxの製造過程で水準の高い標準化

規格化を導入しカメラ製造の手工業からの脱却，すなわ

ち現代化を実現したことである。Zeiss-Ikonにおいて標準

化 ・規格化が可能であったのは， 1920年代， Carl-Zeissグ

ループの独占による規模の巨大化を契機に，標準 ・規格シ

ステムの構築を達成し製造コストの節減が可能になった

からである。標準化・規格化が徹底されたため， Contax 

ではライカと異なって，当初からレンズ交換が可能であっ

た。

理由の第二は.Contaxがライカと異なって，発売の当初

から高精度の連動式距離計を装備していたことである。こ

れは Carl-Zeiss精密計測部の OttoEppensteinが， 20世紀初

頭からライフワークとして開発を行っていた，軍用の光学

班lcriu時 Jiiin11t:11Sic w削tig制 ltcn,
well e尉...吋clu.u Seu cm Is’一

図 1 1932年3月，写真業界誌に掲

載された最初の“Contax’広告（“Die

Photogi’aphische lndust門E”， Berlin,

1932) 

距離計の流れを汲んで‘いる。第一次大戦後，精密計測部長であった Eppensteinは，軍用の光学

距離計で永年培った技術を応用し既存の計測器具に光学システムを組み込んで，飛躍的に精

度の高い精密計測器を開発した。この精密計測器は各種産業の標準化－ 規格化に広く使用され，

1920年代には CarlZeissに莫大な利益をもたらすに至ったが，1930年代に発表された Contaxに，

高精度の連動式距離計が搭載できたのは この背景があったからである。

このように，焦点距離の異なるレンズの交換 －装着が可能になると同時に，常に鮮鋭な焦点

を結んだ画像を得られることとなった。ここに従来の「暗箱」的カメラから，現代的カメラへ

の変化が起こったのである。本稿ではこの過程をあきらかにする。

1 「現代的カメ ラ」と，その成立の社会的要因

1 1 「現代的カメラjの定義

現代的カメラとは，取り扱いに職業的写真家の如き専門的知識が必要であったカメラに対し

て，専門的知識や経験が無いものでも 鮮鋭で適正語調の写真が得られる如きカメラをいう 。

加えて，構造堅牢，機構精密なることも，現代的カメラの条件である。このようなカメラの先

駆となったのは， 1912年発売の VestPocket Kodak （以下 Vp Kと略）である。Vp Kは安価

かつ取り扱いは簡便であり，フィルム販売，現像，焼付を一体化したサービス体制 （Kodakシス

テム）が伴っていたため，実に200万台以上を販売し “カメラのT型フォード”とも評されてい
( 3) 

る。しかしその一方で，構造が単純で精度が低く，シャッターやレンズの性能も劣っていた

ため，撮影結果も大きい引伸ばしに耐えられず，また撮影に際しでかなりの明るさを必要とす
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るなど，撮影条件の範囲も限られていた。
( 4) 

対して現代的カメラは，

一総金属製で，飛躍的に小型で、ある。

一精度が高く部品に互換性がある。

ーイ民速から高速まで正確な露光を行うシャッターを装備する。

ーフィルムの給送とシャッターチャージが連動している。

一各焦点距離のレンズに対応する連動距離計を装備している。

一交換レンズの口径比が平均して明るく，採光条件の悪いところでも撮影できる。

このようなカメラの出現により，撮影条件や範囲が飛躍的に改善・拡大され，アマチュアで

も職業写真家に劣らない鮮明な写真を得ることが可能となった。

1 2 先行研究の検討

現代的カメラ成立の出発点である Contaxの研究では，ハンスユルゲンク ツツの 『コンタッ
( 5) 

クスのすべて』が知られている。これには Contax開発チームの統括者であった Dr.Heintz 

KUppenbenderをはじめ，多くの関係者へのインタビュー，またその開発の経緯を記した重要

な史料が掲載されている。しかし現代的カメラの成立という問題意識に根ざした歴史的考察

は見られず，さらに現代的カメラが連動距離計を装備することの意味，その背景となる技やf.r革

新についての分析も不十分で、ある。
( 6) 

Carl-ZeissのArchiv史料を駆使した RolfWalterのZeiss1905-J945では，Zeiss-IkonAG.の成

立の経緯や， 1920年代に Eppensteinらが確立した精密計測の技術が産業全般の合理化に及ぼし

た影響などについての記述は注目に値する。しかし経営面での記述が中心であり， 30年代に

Eppensteinらが確立した精密計測の技術が，カメラ開発に及ぼした影響についての論及はない。

Carl Zeissの機械工からドイツのErnstLeitz社に転職したOskarBarnackが開発した＂ Leica” 

は， 1925年に発売されたが，映画用35ミリフィルムを使うカメラとしては後発ながら，商業的

に成功したため，現代的カメラの原型，あるいはそれに準じる特徴を備えたカメラとして，
( 7) 

Con taxと比較される存在である。Leicaに関する研究ではエミール G ケラーの『ライカ物語』

( 3) 二玄社 CarGraphic誌の元副編集長，自動車評論家であり，カメラ史研究家としても著名な高島
鎮雄の指摘による。高島一森，私信2011年7月7日。

( 4) 「現代的カメラJは，小型フィルム（主に35ミリフィルム，画面寸法24x36mm）を用いるため，
高倍率の引伸ばしと焼き付け作業が不可欠であり l 高度な技能や設備を要求される。これは一般人に
は困難であり 7 その成立には“Youpress the button. we do the rest”のキャッチフレーズで知られる
ビジネスモデル 「コダツクシステム」の導入は「現代的カメラ」の成立に欠かせない前提である。

( 5) ハンスユルゲンクッツ！浦郷喜久男訳『コンタックスのすべて.l（朝日ソノラマ， 1993年） Hans-
Jurgen Kuc, Auf den Spureηder Contax, Wittig, 1992 

( 6) Rolf Walter, Zeiss1905-l945, Bi:ihlau, 2001 
( 7) エミール G ケラー，竹田正一郎訳 『ライカ物語.l（光人社.2008年）Emil G. Kel畑、 Leicah勿

Spiegel der Erinnerungen, Lindemanns、1986
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が知られ，これには Barnacl＜個人についての記述や．開発の経緯を知る重要な史料が掲載され，

一般に社史に準じる評価を受けている。しかしケラー自身の回顧録という側面が強く，ク ァ

ツと同様に，現代的カメラの成立という問題意識や，精密計測の技術進歩が現代的カメラ成立

へ及ぼした影響への考察が欠けている。

現代的カメラの成立を考察する上で重要なのは，1920年代の Carl-Zeissグループによるドイ

ツ ・カメラ産業の再編と， Contaxを開発した Zeiss-Ikonの成立である。RWalterのZeiss1905

1945は，Carl-Zeiss内部の視点から書かれたものであるが，筆者はくわえて旧東ドイツ VEB-

PENTA CONのカメラ技術部長であった Rフンメルの 『東ドイツカメラの全貌～一眼レフカ メ
( 8) 

ラの源流を訪ねて』 （以下 『全貌jと略す）の歴史叙述に注目し，1920年代における Zeissグループ

によるドイツ光学機器産業界の独占支配を， Zeissグループ外部の客観的視点からも取り上げ

たい。

1-3 Zeissグル プによるドイツ光学機械産業の独占支配

『全貌』では， Dresdenを中心としたドイツのカメラ産業が，いかにして Zeissグループに

よって統合され，巨大企業 Zeiss-Ikonになったか，そしてまた，独立系のカメラメーカーが，

いかに Zeissグルーフ。に抗ったかを対比させながら，歴史叙述をおこなっている点が注目され

る。

Dresdenを中心とするドイツのカメラ産業は 第一次大戦後の大インフ レなど不安定な経済

状況下，激しい過当競争の末に深刻な経済危機に陥った。この機に乗じ， Zeissグループによ

る合併の動きが始まる。1926年の Zeiss-Ikonの設立の背後には Dresdenの ICA（筆頭株主は
( 9) 

Carl-Zeiss）を脅かす競合メーカーすべてを合併せんとする Carl-Zeiss理事会の意図があった。

その結果，映画機材で有名な Ernemann(Dresden) 各種の独創的カメラで有名な Contessa-

Nette! (Stuttgart），更に CarlZeissグループ以外で唯一，写真レンズ開発から光学ガラス・レン

ズ製造まで一貫した開発能力を有する CP. Goerz (Berlin）などが Zeissグループ傘下に合併さ

れ，図2で示すごとき， Zeissグループによるカメラ産業の支配体制が完成した。Zeiss-Ikonの
(10) (11) 

1926年の資本金は1250万RM,従業員数は約5000人で Carl-Zeissの株式保有率は53.1%であっ
(l2) 

た。その結果，カメラ産業の中心地である Dresdenには，従業員500人以下の新興の独立系

( 8) リヒャルト フンメル，リチヤード ・クー，村山昇作訳 『東ドイツカメラの全貌一眼レフカメ
ラの源流を訪ねてJ（朝日ソノラマ，1998年） Richard Hummel, Spiegelrej/ex lwmeras aus Dresde11, 
Lindemanns, 1994. 

( 9) 「主としてカールツアイスの取締役会が新しいカメラコンツエルンの設立を推進した。この取
締役会は何十年も前から， ドイツの精笥：機械．光学産業。とくにレンズ製造における独占的地位を築
くことを目標としていた（中略）いまや最終的局面を迎えたのである。JR.フンメル， ク－.村山訳，
同51頁。

(IO) R. Walt巴r,ibid .. p.140. 
(11) ZeissーIkon.AG. 75]11are Photo 11nd F<ino Tec/111ik, 1937. Vo問 ort
(12) Rolf Walte1二ilbid.,p.140 
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Stammbaum der Zeiss Ikon AG, Dresden 

Ouelle: 75 JahげePho！。－ undドnotechnik,S 44 i.V. m. BACZ passim u. REPORT 

図2 Zeiss-Ikon. AGの系統図（RolfWalter"Zeissl905-J945”、 2001,pl40) 

メーカーしか残らず， ドイツの主要カメラメーカーのほぼすべてがZeissグループの傘下とな

り，限りなく独占に近い状態になった。しかも，カメラメーカーにとって生命線ともいえる写
(13) 

真用レンズの光学ガラス製造を Zeissグループの Schottが独占することとなった。なぜなら

ばGoerz傘下の Sendlinger光学ガラス工場が， ZeissIkonに合併する｜療に，協約に従って操業

を中止したからである。この背景には，ベルサイユ条約の発効という事実もあった。条約は光

学ガラスなどの軍需物資の製造を， ドイツ囲内で l業種 l社に制限したからである。これによ

り，かろうじて独立を守り通したメーカーも，写真レンズ製造に必要な光学ガラスを Sebo仕か

ら買うか，またはレンズを Zeissから購入しなければならない間接的な支配下に置かれた。

このような状況下， Carl-Zeissの経営陣は， Zeiss-Ikonに命じて，1929年には合併 4杜の製品

を綜合して600種類を超えていたカメラを整理して製品数を絞らせ，また従来の規範から脱し
(14) 

た新規カメラの開発を行わせた。そして，これに応えて新しく開発された35ミリフィルムを使

う小型の距離計連動カメラ Contaxとそのシリーズが， Zeiss-Ikon製品群の「BOXカメラから価
(15) 

値の高い精密カメラまでの完結した道筋」の中でも 頂点を占める存在になった。Contaxはそ

の時代のカメラの技術革新の結実とも言うべき現代的カメラであって 高品質な写真を得られ

(13) BACZ (Betriebsarchiv des VEB Carl Zeiss Jena) Nr31625. Die Photogra/;hisclw lndustrie tmd iher 
Arbeiter, 1927, p.52 

(14) R. Walter. ibid .. pp.144～45 
(15) Zeiss-Ikon. AC, ibid .. p.45 
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るカメラの購買層を，限られた職業写真家から広くアマチュア層へ拡大させる役目を担ってい

たのである。このように現代的カメラは ドイツのカメラ産業の再編による資本と技術の集中

が生み出した「独占資本の産物」という ー側面を持つ。

以下では，現代的カメラ成立の具体的プロセスの解明に欠かせない，Zeissの Eppensteinら

が確立した精密計測技術の高度化と，カメラ市場における競合の展開を，見ていこう 。

2 精密計測の高度化と カメラ市場における市場競争の展開

2-1 精密計測の高度化の社会的要因

なぜワイマール －ドイツで精密計測の高度化は起こったのか，いかなる社会的要因があるの

か。大戦と大インフレーションにより発生したドイツ経済の危機的状況の中で，多くの企業は

損失の計上や破産を余儀なくされた。当時のドイツの精密機械産業における経営危機の解決策

は， Zeissが主導する価格カルテルの結成にはじま り，利益共同体の設立，さらに企業合併へと

進展する。その一環として「ワイ マール共和国の産業史上，最大の合併劇」の基礎が築かれ，
(16) 

巨大企業 ZeissIkonが1926年に誕生したのである。とくに合併のさいに， ドイツ銀行や国家政

策が果たした役割は無視できない。

一方， 1920年代の中ごろになると， 全産業を通じて社会行動の新しい規範が生まれ，合理

化や標準化の波が押し寄せた。

このような合理化の波は， 1920年代に産業のあらゆる分野に波及した。両大戦問， とりわけ

ワイマール時代には，高度な分業，互換性生産方式や，流れ作業などが成立した。そしてそれ

に不可欠で、あったのが，標準化や規格化であった。これは，効率 －採算の改善と ，資材 資本

の節減のためには，産業の全分野での要件であった。その基礎をなしたものこそが，精密計測

技術の高度化である。

精密計測の高度化は，光学と精密機械学の，ハイレベルでの協同によって達成できたのであ

る。精密計測の代表は長さの測定であり，これは言う までもなく ，機器の根幹となる各部品の
(18) 

互換的生産に不可欠で、あった。

(16) R. Walte1「.ibid .. p.136 
(17) 量産部品の計測に直接用いられるのは「限界ゲージ」 (limitedgauge）で，その較正（calibration)
のために用いられるのが，工場や現場で「原器J(The standard）と呼ばれる精密計視lj器である。原器
は，その精度の高さゆえに，温度変化や湿度変化によ る「狂い」 （accurate）を防ぐために恒撮恒湿室
に設置され，限界ゲージ等の製造や検査のために用いられる。限界ゲージ等の寸法検査には絶対測定
法と比較測定法があり。絶対測定法は，光波干渉言十を用い。とくに高精度な限界ゲージ等を測定する。
対して，比較測定法はオプティメーターなどの高精度な比較測長器を用い，絶対測定された限界ゲー
ジ等を基準としてこれと比較しその寸法差を求める。そのため これらの機器は「計測器の中の計
測器」とも呼ばれる。ゆえに 限界ゲージ、等の高精度化，ひいては立産部品の標準化 規格互換性の
精度向上には欠かせない言｜測機器であり。とくに本稿で取り上げる「現代的カメラ」の開発，製造に
不可欠な要素技術であったと考える。光波干渉計．及び比較制IJ:長filfについては註釈（21）を参照。森一
兵庫県立大学工学部材料工学科，元教授T M博士。私イ言。2011年9月26日。

(18) R. Walter. ibid .. pp.115～ 17 
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Carl-Zeissにおいて1900年頃から箪用距離計の開発を行っていた OttoEppensteinは，第一次

大戦後の1919年よ り精密計測部長となり 軍用光学距離計の開発で培った技術を，産業用の精

密計測機器の開発に応用した。 とくに Eppensteinらは1 従来の機械的測定法にくわえ，距離計
(20) 

開発で培った光学技術を応用することで大きな成果を得た。光学システムを応用した Zeissの
(21) 

新しいタイプの精密計測機器を採用した企業は，非常に早く投資に見合う利援を上げ， Zeiss
(22) 

もこの部門で高い収益をあげた。1920年代の世界的な保護貿易政策によって，輸出が困難な状

況下であったにも拘わらず，世界規模で Zeissの新しいタイプの精密計測機器が普及したこと

は，特筆に値するだろう 。

光学式精密計測機器のシステムユニッ トの利点としては，第一に測定精度の向上が挙げられ

る。Abbeの原理を基礎に作 られたオプテイメーターは， 世界に先駆けて1000分の lミリメート
(23) 

ルを読み取ることを可能にした。さらに機械式計測機器に比べて言十社!IJスピードが向上したこと
(24) 

で，製造コストが低下した。ただし Zeissの精密計測部の製造するこのような機器ないし設備

は，メガネレンズ，カメラ，双眼鏡のような民生用消費財の生産に際して使用されるのではな

く，研究所や工場に納入する精密装置を構成する，標準規格の互換的部品や，複雑なユニット

システムなどの部品などを生産するために使用されるものであった。 したがって機関車， 自動

車，航空機，時計産業などの
(25) 

(19) 第一次大戦後， Carl-Zeissでは一般用の光学計iJ!IJ機器の製造販売も始めるようになった。これは
従業員に労働の坊を確保するためである。

Dr. phi!. Otto Eppenstein. Carl Zeiss AG，参照 HP http:/ /www.zeiss.de/ _c12567a10053133c.nsf/ 

Contents-Frame/fa89d25d2c50b3cacl2569b50050ac0e?OpenDocument&Click = （最終アクセス2011年
10月2日）

(20) R. Walter, ibid.、p.117

(21) Carl-Zeissの精密計測部門からは， 1919年から1927年のあいだに，合計15種類の大型計測機器が

開発されて市場に出された。その一例として，光波干渉計や光学式比較il!IJ長器 （コンパレータ）が挙
げられる。R Walter. ibid., pp.119～ 121 

光波干渉計は標準尺のかわりに光被を基準とし 波長を目§として物体の長さが波長の何倍かを測
定しこれに波長をかけて寸法を求める機器である。

比較測長器 （コンパレータ）は主に機械式 光学式のものがあり，機械式のものは，スピン ドルの
動きを歯車伝ii:JJにより200～300倍に拡大して目盛板に指示し 指針測微探は挺子と歯車で800～900倍
に拡大する。光学式のものは1 目感尺が光で照射され，これの動きが光挺子により800～1C800倍に拡
大して読み取りが可能である。とくに測定子の変位を反射鏡の回転に変え，光学的に測定するものは
比較波lj長器のなかでも。とくに ιOpti”meter”と呼ばれる。沢本嘉郎編 『図説日本産業大系一2J （中
央社 1969年）90～91頁。

(22) R. Walter, ibid .. p.118 
(23) R. Walter可 ibid.. p.118 

(24) 光学計測機待の応用のうちで，よく知られているものは帝国鉄道省の機関車の台枠測定である。
機械式と光学式の対比で＼鉄道省の上層部は， 1932年の Iltgenでの測定結果の解説で。次のように述
べている。
a）機械式測定法と b）光学式測定法による機関車シャシーの測定所要時間を， Tempelhof鉄道省修

繕工場で記録した結果， 3$1!1式のシャシーについては，機械式で211時間光学式で12時間45分であっ
た。これは40%の時間節約となる。また Oels鉄道省修繕工場における計測ljでは， 5 ~副l式の台枠につ
いて機械式25時間，光学式 61時間であ った。これは76%の｜時間節約に相当する。Friederich
Schome1 us, Ceschcilzte des jeiwer Zeisswerlies 1846-1946, Piscato1 1952. pp. 247～ 248 

(25) R. Walter句 ibid.,p 116 
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では？なぜ一般消費財とは縁遠いものであったはずの高度な精密音｜籾IJの技術とコンセプトが，

カメラの構造に根本的変化をもたらしたのか，次節ではその社会的要因を，いま一度.Zeissグ

ループによる ZeissIkonの設立の経緯に即して検討しよう。

2-2 Leitzとの市場競争と大インフレーション

第一次大戦後の Carl-Zeissによるドイツの光学機械産業の支配は 価格カルテルの結成には

じまる。1919年 9月に成立した「顕微鏡会議」という名の価格カルテルは，議長を Zeissの

Heinrichsがつとめ，顕微鏡のみならず他分野でも市場競争していた光学機械メーカー， Busch,

Lei包， Winkel, Seibert，そして WienのReichertが参加した。これによって過当競争を抑え，

各社の競合に一定の秩序をもたらすのが目的だったが，Zeissが特に興味を持っていたのは

Leitzの海外市場での動きである a Zeissは，利益共同体の設立，さらに企業合併を通して業界

支配を進める過程で，常にドイツ銀行を後ろ盾とした株式取得という手段を取ってきた。しか

し， Leitzは同族経営の有限会社であり，株式取得による介入が不可能であった。 かつ，激しい

市場競争の中で， Lei包だけは Zeissに匹敵する最高品質の製品を出し，競争力を保持してい
(27) 

た。つまり， Zeissにと って， Leitzは規模こそ小さいが，その動向について常に注意を払うべ

き存在であった。

さて，1923年の大インフレ時にドイツでは，光学機械精密産業のみならず全産業が大きな損

害を受けた。マルク価値が下落するにつれて，売上代金の実質価値が低下するため，実体的な
(28) 

損害は大きかった。とくに， Zeissと競合する業界 2位の Goerzの損害は大きく ，1925年10月に

累積赤字を穴埋めするために， l億 4千万 悶4の資本金を 8億 4千万 RMに増資し不採算工
(29) 

場の閉鎖，人員削減を行わねばならなかった。この機に乗じて Zeissは， Goerzの株式を額面価
(30) 

値で 3億5050万RM分取得し， 41.71%以上の株式シェアを保有し支配体制を鉱石なものとし

た。
(31) 

ところで＼その頃の Leitzは，従業員数ではZeissに次ぐ業界 2位の規模となっている。

これは，それまで光学機械業界上位にあった大手4社が合併に向け，大量の人員削減を行っ

た結果であるが，もう 一つ見逃せない動きがあった。それは，Leitz社主の ErnstLeitz II世が，

未だインフレの余波が残る経済的状況下にあった1924年，一人の解雇者も出さずに収入基盤を

拡大するという「経営者にと っては最大級の冒険」 つまり新製品の開発と販売を決断したこ
(32) 

とである。その新製品が，映画用35ミリフィルムを使う小型精密カメラの先駆の 1つとして知

(26) R. Walter.ilbid‘p.101 
(27) R. Walter. ibid.、p156 
(28) R. Walter二ibid.守 P109 
(29) R. Walter. ibid .. p.135 
(30) R. Walter. ibid .. p.136 
(31) BACZ. Nr31625守 ibid守 pp.10～ 11

(32) ケラー，竹田訳＇ 34頁。

34 



ワイマールードイツにおける「現代的カメラ」の開発（森）

られる Leicaである。1925年に発売された Leicaは着実に販売台数を

伸ばしカメラの製造販売の経験がほとんどなかった Leitzではある

が， Leica発売 3年目の1927年には，カメラ事業部門で黒字を計上す
(33) 

る結果となった。これとほぼ同時期の， 1926年9月の総合製品カタロ

グによれば， Zeiss-Ikonの製品は基本的に合併4杜の古典的とも云え

る旧製品を引き継いだものであって，第一次世界大戦前の製品群と，

さほどの変貌を見せていなかった。

一方，当時の Leitzの風刺的広告 （図3）は3 映画用35ミリフィルム

を使用する Leicaは小型－軽量 取り扱い至便で，スマー 卜で賢明な

若い｜主代の支持するカメラであると強調し，対して，旧態依然の大型

乾板を使用するカメラを製造する競合他社 （無論 Zeiss-Ikonも含まれ

る）の製品を，“嵩張る邪魔者” であると挑発していた。事実， Le1ca

の生産は，1928年には 1万台，翌29年には 2万5千台に達し，カメラ

市場に“悶巴inbildkamera”という新しい製品カテゴリ ーを着実に築き

つつあった。

,s.~c 
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図 3 “Lei ca”の風車I）的

対して Zeiss-Ikonは，これに匹敵できる製品を持たず，また， Leitz
広告（1927年）

がカメラ業界では新規参入者であるがゆえに， Zeissが1919年に結成
(35) 

した「カメラコンツエルン」という名の価格カルテルを通して， Leitzに影響力を行使すること

も困難で、あったと思われる。

1929年， Carl-ZeissJenaから Zeiss-Ikonに派遣された HeinzKi.ippenbenderは，総合カタロ

グに所載の600に及ぶ機種を整理する一方で、 新しいカメラの開発計画にも着手した。このよ

うな状況のもとでZeissIkonは， Leicaと市場競争できるカメラ，すなわち現代的カメラの始祖

となる Cont~ の開発をはじめる 。

Lei caの登場による新たな製品カテゴリーの誕生は，光学機械市場の支配を目指す Zeissグ

ループを刺激し， 1930年代になると，これが新たな市場競争を生む技術革新をもたらすのであ

る。

2-3 現代的カメラ成立への原動力

Carl ZeissとZeissIkon は， LeitzのLeicaと市場で競合できるカメラの開発をはじめるに際し

て，技術力や市場支配力の上でも，またカメラを構成する 3要素すなわちフィルム， レンズ，

シャッターの開発 ・生産能力においても，優位な立場にあった。この 3要素の開発・生産能力

(33) ケラ一。竹田訳，同70頁。
(34) ケラー，竹田訳，同64頁。
(35) R. Walter. ibid., p 107 
(36) R Walter. ibid , pp.144～45 
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が，現代的カメラ開発のための絶対条件となるのである。ここでは，これらの条件がどのよう

に充足されたかを検討しよう。

さて R.フンメルはContax開発の発端について，次のように述べている。

ツアイス －イコン株式会社が誕生して以来 3年を経過した後でも 供給されるカメラは合

併前からのものが大部分を占めていた。（中略）イエナのカール ・ツアイスの親会社は，こ

のような状況にこれ以上我慢できず， ドレスデンの子会社の革新的な変革を求めた。最新

の技術で新しい製品を作るために，新しい設計アイデアとこれを実践することが求められ

た。特に今までのカメラ製造における階層構造乞 主任設計者一人の責任に取って変える

必要があった。この理由により 1929年4月 ツアイス ・イコン株式会社の主任設計者にド

クター ハイ ンツ・キユツペンベンダーが任命された。彼のこれまでのカール－ツアイス

における，科学技術研究フエローとしての活動 およびシュツッ トガルト工科大学におい

て1929年3月に完成させた学位論文のテーマは，これに際して非常に有効であった。彼は

新しい職に就いてから36ヵ月日の1932年3月頃には．伝説的な35mm判カメラ 「コンタ ッ
(37) 

クス （Contax）」を製造できる段階にまで事態を進展させた。

フンメルが「非常に有効であった」と指摘する Ki.ippenbenderの学位論文「回転円板シャツ
(38) 

ターの製作の条件と，その実現について」 は，第一次世界大戦中に軍事技術として誕生した航

空写真技術のなかでも，とりわけシャ ッターについて，実験と数学的解析による科学の方法に

基づいた研究成果であると評価できる。Ki.ippenbenderは光透過度を重視したシャ ッター研究

を行い，シャッターの実験と数学的解析手法を確立しそれまで立ち遅れていたシャ ッターの

研究開発を，普遍的なカメラ工学の域にまで高めた。

Lei caは1883年のOttomarAnschutzの発明に起源を持つ布幕フォーカルプレーンシャッター
(39) 

を装倣しており，発売当初よ りシャ ッタ一幕が温度や湿度の変化に弱いという技術的問題をか

かえていた。それに対して，ContaxはKi.ippenbenderの研究を基礎とし Zeissグループの科学

研究員を動員して開発した， 30～ ＋60℃の温度変化に耐える世界最初の金属幕フォーカルプ
(40) 

レーンシャッターを装備することで， Leicaのシャ ッターの技術水準を凌駕した。このように，

Con taxは，工学的研究を基礎として カメラの 3要素の lつであるシャッターを開発すること

で，技術的な優位性を実現したのである。

また Leicaと市場競合するにあたり CarlZeissと傘下の Zeiss-Ikonは，レンズやフィルムにお

いても優位な立場にあった。光学ガラスの開発と製造では，前記のように Zeissグルー プの

Schottが独占してお り，写真用レンズの開発設計と製造では， Carl-Zeissの技術力が，同業他社

(37) フンメル，クー！村山訳。 56頁。
(38) Heintz Klippenbender, Uber Forderungen u11d ihre Verwir'1/ichung bei1n Bau vo11 
Drehsc11eibenversch/11sse11, Dissertation、derTechnisch巴nHochschule zu Stu仕gart,Marz 1929 

(39) ケラー，竹田訳， 67～68頁。
(40) An der Wiege der CON？スX (Zeiss-Ikonが1936年頃に製作した CONTAX製造の記録映像）
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を大きく日｜き離していたからである。Leitzは元来， Goerz傘下の Sendlinger光学ガラス製造所

から光学ガラスを購入していた。しかし先に触れたように， Goerzが1926年に ZeissIkonの結

成に参加しその合併協約により光学ガラス製造を中止したことで，光学ガラスの製造は

Schott社によ って独占されることとなり LeitzもSchottから光学ガラスを購入せざるを得なく
(41) 

なった。これは独占資本の誕生が。合併を免れた独立系メーカーに対しでも，何らかの影響を

及ぼすことになった一例である。

さらに注目すべきは，フィルムである。そもそも， LeitzがL巴icaを販売するにあたって

もっとも問題となったのは 映画用35ミリフィルムの使用を設計の基本としたことに起因する。

映画用35ミリフィ jレムは，当時はまだ一般の写真機材市場で流通していなかったため， Leica 

のユーザーにこのフィルムの入手を強制する ことが，かなり困難であった。さらに24×36mm

の画面から引き伸ばすためには，普通の映画用フィ ルムではなく ，特別な微粒子フィルムが絶

対に必要だったのである。

したがって試作段階の当初から， Leitzはフィルムの選定に苦慮する。最初は通常の映画用

フィルムを使用していたが，粒子が粗いため，航空測地撮影用の特殊な微粒子フィルムに変更
(42) 

して，試験を続けた。Leitzは， Leica発売後も，自社でフイ lレムを製造できないため，常にフィ

ルム会社の協力に頼らざるを得ない状況にあった。

一方，ZeissIkon は1927年に自社製フィルム を発売するが，これは合併した Goerzの写真化
(43) 

学工場で作られたものである。これにより Contaxにと っては，当初から自社生産の専用フィ

ルムを使用することが可能とな り フィルムの供給についても安定した有利な立場に立った。

光学ガラス製造での独占体制の確立，またフィルム事業への参入，これらが可能になったの

は，Goerzの併合によってであるが，この結果を見れば， Goerzの併合に際して Zeissが費やし
(44) 

た熱意の根源がうかがえる。

以上によ って，フィルム， レンズ， シャッ ターという，カメラを構成する 3要素の優位性確

保が可能となり ，それが現代的カメラの開発基盤である技術革新へとつながっていく 。またこ

れと同時に， Eppensteinらが確立した精密計測技術を基礎とした標準化・ 規格化の概念が，現

代的カメラの設計思想、の根底を形成してゆく 。

2-4 現代的カメラの原型 Dr. Erich SalomonとErmanox

前述したように，写真用レンズの開発設計・ 製造では， Carl-Zeissは，同業他社を大きくヲ｜き

離し技術的優位を保っていたが，低照度下でも猿影可能な Nachtレンズと呼ばれる大口径レン

ズの開発では，例外的に多少の遅れを取っていた。この分野でリードしていたのは Ernemann

(41) ケラー，竹田訳， 180～81頁。
(42) ケラー， 竹田訳，同62頁。
(43) R. Walter、ibid.,p.143 
(44) R. Walter、ibid.,p.135 
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(Dresden）であり，既に1923年には，同社の LudwigBerteleが“Ernostar”10cmF2と12.5cmFl.8

を設計していた。このレンズは当時，実用的な大口径レンズとしては最大の口径比を誇り，こ

れが専用のカメラボディに装着されたカメラは＂ Ermanox”と呼称された。この Ermanoxは，

夜間の手持ち撮影を可能とした最初のカメラであった。

ドイツの大手新聞社 Ullsteinの記者であった Dr.Erich Salomonは このカメラを駆使して

“SchnappschU/3”と呼ばれる撮影技法を編み出した。この撮影技法は，あたかも自分の身体及

び視神経の延長のようにカメラを使いこなし人に気がつかれないように撮影を行ったり，低

照度下で自然な人間の表情や動きを嫌影する技法であり Ermanoxの登場によってはじめて可

能になった。Salomonは，国際会議や裁判所に紛れ込み低照度下で隠し撮りした写真を
(45) 

“Berliner lllustiierte Zeitung”（ベルリン絵入り新聞）に掲載し大きな反響を得た。これは，低照

度下でも撮影可能な大口径レンズ Ernostarによ ってもたらされた新しい写真術であり，その将

来に新しい展望を示すものだった。

しかし Ermanoxには数々の欠点があった。レンズ交換が不可能なことに加え，ガラス乾板

を使用することに起因する取り扱いの不便さ，そして最大の問題は，距離合わせの機構を持た

ず，焦点合わせがきわめて困難であった点である。大口径であればあるほど，写真用レンズの

被写界深度は浅くなる。Emostarにいたっては，レンズの焦点目盛は 5cm刻みであり，目測と

勘で正確な焦点合わせを行えるのは， Salomonのような職業写真家に限られていた。ゆえに彼

が編み出した SchnappschU/3は，アマチュア向きのものではなかった。そして Ermanoxも

Nachtカメラと呼ばれ，特殊なカメラと見なされていた。

1926年， Ernemannは Zeiss-Ikonに統合され，Zeissグループの傘下に入った。そして

Ernostarの設計者である Berteleは，Zeissグループのレンズ設計者として活動することになる。

1929年 Carl-ZeissJe聞から HeintzKUppenbend巴rを派遣された Z巴issIkonは， Leicaと市場で

競合するカメラすなわち現代的カメラの始祖となる Contaxの開発を開始する。その要となる

のが， Leicaを圧倒する優れた大口径レンズの開発であった。それはアマチユアでも低照度下

での SchnappshU/3が可能な，いわば“万能カメラ”の開発プロジェクトの一環である。

Z巴iss-Ikonの開発する新しいカメラには， Ernostarを超える性能を持つ，各種の焦点距離を

持つレンズが必要とされた。それに対して Berteleはもonnar”という名称のレンズ ・シリー

ズを開発する。それは Ermanoxの場合より小さな35mmフィルム （24x36mm）の画角に適応し，

(45) Salo1百onは．フランス外相 AristideBrianをして「無遠慮の王様」（Konigder Indiskreten）と云
わせしめた。hrsg,Janos Frecot, Erich Salomon: Photograρhien 1928-1938, Schirmer/Mos巴I,2004 

(46) 自社でZeissに対抗できるよ うな大口径レンズを作り得なかったのは，当時の Leitzの技術的弱点
であった。マーク Jスモールが述べているように 「1920年代に写真界に登場したライカは，アマチユ
アにもプロにも新しい展望を開くものであった （中略）その一方では。ライツのレンズの品質は二流
で種類も少なく値段も高かった。このことが原因になって，他社ではさっそくライカに合うマウン ト
のレンズを出すようになった （中略）とくに大口径レンズは他社に負けていた。」マークジェイムズ
スモール 竹田正一郎訳 『ノンライツ ・ライカ スクリューマウントレンズ』（朝日ソノラマ， 2000
年）15～17頁 MacJames. Small守 Non-LeitzLE/CAη1.read-Mozmt Lenses, Wittig, 2000 

38 
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高倍率の引伸ばしに耐える高い解像力を持つものである。かつレンズの構成枚数を減らすこと

なしに， レンズと空気の境界面を 8面から 6面に減少させることで，コントラストの向上に成

功したものである。Sonnarには標準画角の 5cmF2, 5 cm日5，中望遠 ・望遠画角の8.5cmF2

と13.5cmF4が用意され，これらのレンズは1930年代から60年代初頭までの長きにわたって，世
(47) 

界最高の性能を誇った。

これは ZeissグループがErnemannを傘下に収めることで生じた非常に大きな技術的収穫

であり， Leicaとの競合を極めて有利にした。そしてこのように明るく，その結果として被写

界深度が浅くなるレンズを用いる Contaxには，当然ながら高精度の連動距離計の搭載が必要

となるので， Contaxはその前提のもとに設計されたという意味で， 世界最初のカメラとなった

のである。以下では， Carl-Zeissにおいて20世紀初頭から行われていた軍用距離計開発，およ

び第一次大戦後の精密計測機器開発で蓄積された技術が， Contaxのようなスチルカメラでの

距離測定技術の確立に，どのように影響したのかを検討する。

3 スチルカメラにおける距離測定技術の確立過程

3-1 距離計とレンズの連動

先にも述べたように現代的カメラが成立する以前，アマチュアが写真を撮るうえで院路に

なったのは （とくに大口径レンズを使用する時）正確な距離測定である。それを解消するメカニズ
(48) 

ムが， レンズと連動する距離計であり，光挺子を利用したものを含む一種のシステムユニット

である。

Carl-Zeiss精密計測部の OttoEppensteinらが確立 した精密計測技術と標準化・規格化の概

念を導入することで，連動距離計の設計が可能となり ，現代的カメラ成立の必要条件の lつが

満たされたと言える。
(49) 

1932年 3月， Zeiss-Ikonは Contaxを，一方 Leitzは新型の Leica-DII （図4）を発売して，市

(47) 第二次大戦後T 日本光学（現，ニコン）はZeiss-Sonnarシリーズを目標として写真用レンズの製
品開発を行い， 1960年初頭にはこれを凌駕し，日本製カメラの名声を得た。

(48) 光挺子は，微小変化を求めるときに使う。微小変化は，そのままiJilJると大きな誤差になるが光挺
子を使えば誤差が小さくなり測定精度が上がる。例えば物体の小さい移動で鏡やプリズムが回転する
ようにしておけば，物体の移動を高い精度で、計測で＝きる。この原理を応用した測定機器は Carl-Zeiss
製のものが古くから知られている。なお，光挺子の原理，応用の詳細は以下の文献を参照。寺津寛一
『物理学一上巻J（裳華房 1954年） 188頁，副島吉雄 『精密計測』（共立出版 1958年）52～53頁。

(49) 1925年の発売当初 Leicaのレンズとボディの組み合わせは固定されていたが， 1930年にはレンズ
交換が可能な Leica Cが発売され， Contaxが発売された1932年3月には， さらに連動距離計を装備し
たLeica-0Eが発売され，Contaxと市場で競合した。

しかし Leitzの技術部長であったLudwigLeitzはLeicaの距離計とレンズの互換性について， 1941
年の社内報で次のように述べている。
「ライカのレンズは焦点距離はあまり厳密で、はなかった。距離計のベースもレンズの光学的中心とは
合致しない場合があった。特に焦点距離の長いレンズは ズレがひどかった。コンタックスの場合は
50mmの標準レンズの距離計機構が，カメラのボディと一体になっていたので，どのレンズの場合も，
光学的中心がしっかり一致していた。またこれがないと，距離計が合わなくなるのだ。」ケラー，竹田
訳， 157頁。
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技術と文明 17巻l号（40)

場競争をはじめるが，この 2つのカメラは，ともに現代

的カメラ成立に不可欠な連動距離計を装備していた。

連動距離計は，初期的には光挺子を利用して撮影者と
(50) 

被写体の問の“距離”を三角波lj量の原理で測定していた。

レンズの長さ方向の動きは，後端に装備されたカムとレ

バーの組み合わせ，あるいは歯車を用いて 2 可動ミラー

あるいはプリズムに伝達され， 二重像という光学的情報

として可視化される。この二重像を合致させることで＼

フィルム上に焦点が結ばれる。このシステムでは異なる

焦点距離のレンズと交換することが可能で、ある。

こ のよ うな連動 距離 計は，基 線距離計

(Basis巴口tfe1一n

装置と呼ばれた。当然ながらこの連動距離計には，明る

いレンズの，ごく浅い被写界深度で、も，正確な合焦が司

能な高い精度と，十分な堅牢性が求められた。次に，連

動距離計の進歩のプロセスを見ておこう。

3-2 連動距離計の進歩

1932年発売の ContaxとLeicaD Eは いずれも光挺子原理に基づくミラー式距離計を採用し

ていた。このミラー式連動距離計においては， 可動ミラーによ って測定光線の方向を変換させ

測距する。図5に示すように，可動ミラー （図5の3）のアーム （図5の5）の先端にあるカム追

従子が，レンズ後端に装備されたカム （図5の32）の上を滑動する。カムによってミラーが回転

する角度は数度程度で，このわずかなミラーの角度変化で＼無限遠からlm程度まで測距する。

したがって，連動のメカニズムには非常に高い工作精度が求められ，わずかに狂っていても焦

点に及ぼす影響は非常に大き くなる。しかし原理が単純で、あるため“ライカタイプ’と呼ば

れ，この種の光挺子距離計は Leicaによって永年使用され続けた。

それに対しContaxは1934年に光挺子によらない全く新しい連動距離計を導入する。それ
(53) 

が，図 6 7に示す模プリズム距離計である。これは“vonBoscovichのドレーカイル対”と呼

(50) Leica-D Eの光学距離計の基線長が実浪ljで、38111111なのに対して Con tax は101111111を確保しており I

単純計算で湖lj距精度は約2.6倍も高いことになる。これも Lei caに対して Contaxが技術的優位に立っ
ている点である。

(51) LeitzとZeiss-Ikonの距離計に関する特許の権利状況については， 『カメラレビュー 76号J（朝日ソ
ノラマ， 2005年）林田吉弘「ライカの距離計の謎」72～77頁．特に76頁の表 lを参照。

(52) 愛宕通英 『カメラとレンズの辞典』（日本カメラ社 1961年）193頁。
(53) Co附 binedPhotogra戸hieCamera and Distanceineter, U.S.PAT.2.040,050 

出願1934年5月25日公告1936年5月5日（ドイツ,'Li願1934年5月30日）発明者HeinzKi.ippenbend巴I

40 



ワイマール ドイツにおける「現代的カ メラ」の開発 （森）

PHOTOGRAPHIC CAMERA WITH FINDER 

F.iled Feb. 27, 1932 

Zきぜ5

図5 ミラー式距離計

3 Sheets-Sheet 2 

U.S.PATl.973.213 出願1932年2月27日，公告1934年9月11目。

ばれ，比較測長器 （コンパレータ）等にも使用されていたものである。これは図 6に示すように，

固定プリズムブロックの前方に，円形の模プリズムが2枚置かれ，これが互いに逆方向に回転

することで，光の屈角を変化させ測距する。特徴としては区！？ のように，合焦のためのきわめ

て小さいレンズの前後動が，歯車を介して大きく模プリ ズムの角度を回転させるため，機械
(54) 

的連動部分で発生する連動誤差の影響を受けにくく 高い測距精度を得ることができる。また，

光学系がプリズムブロックで構成されているため，外部からの振動に対し，狂いが生じにく
(55) 

い。 主任設計者である Kuppenb巴nd er は，それまで7~11長器なとεに使われていた， この一種の光
(56) 

学マイク ロメータ ーを，カ メラへ導入する新しい着想で成功を収めた。これにより， Contaxは

Lei caよりも高い潰lj距精度と堅牢度を保持し技術的な優位に立った。

ところで Contaxが発売後わずかの期間に，光挺子式ミラー式連動距離計の性能を凌駕する

プリズム式距離計を搭載するに至った技術的背景には， Eppensteinのライフワークともいうべ

き距離計の技術蓄積があった。

前述したように Eppensteinは， 1919年に精密計測部長に配属される以前， 1900年代から主と

(54) 愛宕， 194～95頁。
(55) 連動距離計は光学部品と機械部品の組合せによって機能するが 光学部品を保持 ー駆動する機械
部品に作動誤差（遊びゃガタ）があると，測定精度に大きく影響する。Contaxでは，当初の可動ミ
ラーによる光路偏角を，模プリズム （von Boscovichのドレーカイル対）方式に改良することで機械
的誤差の距離計精度への影響を40分の lに縮小した。つまり，模プ＇）スム距離言十は。可動ミラー光路
偏角距離計に対 して40倍の不感受性を持つ。JosefStUper. Die Photogra帥ischeKamera, Springer. 
1962. pp.251～ 252. 

(56) Karl Pritschow u.a. Objelitiv Miliro戸h.otographieKleinbi/dlwmera Po!arfilter Ele'1trBelichtu11gsmesser 
Farbenphotogra/;h』e,Springer、1943.pl 76 
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図7 模プリズム距離計の複数の歯車を

介したレンズとの連動部分
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図B Eppensteinの模プリズム距南北計付き砲隊鏡（1917)

U.S.PATl.477.112. 出願1921年8月13日，公告1923年5月11日

※ドイ ツでは。第一次大戦中の1917年 3月8日に特許が申請さ

れ.D.R.P302.436が成立している。

Fig.z 

図9 Eppensteinの模プリズム距縦割ー付き砲隊鏡（1918)

U.S.PAT.1.546.723.出願1921年8月13日公告1925年7月21日。図6・7

と比較すれば， Contaxの模プリズム距離言！と同一構造であることが判る。

※ドイ ツでは，第一次大戦中の1918年 3月8Elに特許が申請されたもの。
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(57) 

して軍事用距離計の改良に取り組み，取得した特許は78件，実用新案も 5件にのぼる。その過

程で培われた技術が，様々な精密計測機器を生みだす土壌にもなっていた。
(58) 

Eppensteinが第一次大戦中の1917年に開発した距離計付き砲隊鋭は，図 8で示すように， 2 

枚の模プリズム（図8のb1 . b 2）で光を偏角するもので， vonBoscovichのドレーカイル対を

用い，光学系はプリズムブロックで構成されていた。その原理は Contaxの模プリズム距離計

（図 6 7参照）と同じであり，さらに1918年には図 9で示すように， vonBoscovichのドレーカ

イル対をブロック構造化した （図 9のm1 m 2) Contaxの模プリズム距離計の構造そのものと

もいえる，距離計付 き砲｜嫁鏡を開発している。Epp巴nsteinがライフワークとした距離計の改良

とその技術蓄積が， 1920年代における精密計測技術の高度化の基礎となり，また1930年代のカ
(60) 

メラにおける距離測定技術を確立したのである。一方， Leicaは，距離計を収納するカメラボ

ディ内部の空間的制約があったため 測距精度や連動精度や堅牢度において劣るミラー式距離
(61) 

計を使用し続けざるを得なかった。Leicaを製造する独立系メーカー Leitzと， Contaxを製造す

るカメラ独占資本 Zeiss-Ikonの聞には， 単に資本力のみな らず，技術の蓄積と開発能力の点で

も格差があったのは否めない事実である。

おわりに 市場競争と技術革新

Con taxの高い技術水準は一定の支持を得ることに成功した。 しかし必ずしも市場におい

(57) R. Walter, Ibid .. p.117 

(58) ドイツでは，第一次大戦中の1917年3月8日に特許が申請され， D.R.P302.436が成立している。
(USPAT.1.477.112. 7》lemeter， 出願1921年8月13目。公告1923年5月11日）

(59) Eppensteinの模プリズム距離計付き砲隊鏡（1918）図6・7と比較すれば， Contaxの模プリズム
距離計と構造が，ほほ同一であり，図8と比較すれば，模プリズムをブロック構造化することにより，
整備性が格段に向上しているのが判る。
(U.S.PAT.1,546,723. Telemeter. 出願1921年8月13日，公告1925年7月21日。）
※ドイツでは，第一次大戦中の1918年3月8日に特許が申請されたもの。

(60) 光学部品と機械部品の組合せから構成される連動距離討の開発にあたり Carl-Zeiss内部でレンス
や光学系の開発を行う 写真部ι精密計測機器を開発する精密計il!崎IIの問には，密接な技術交流が
あったものと推測される。精管計il!IJ部長であった OttoEppensteinと，写真部長であった Ernst

Wanderslebは義理の兄弟で親密な｜品l係にあった。
(61) Leicaは， 1925年発売の Leica・Aを基礎に，時代に応じて線々な機能を付け加えていった。ゆえに
元々 1 連動距離言十を搭載することを想定していなかった。とくにカメラヒ音IIにはシャッター速度変換
ダイヤル，フィルム巻上げノブ等が存在するため，連動距離計をj創設するスペースが不足していた。
くわえてContaxが強度の高いジルミン（AlSi）ダイカスト製ボディであったのに対して， Leicaは板金
製ボ、ディであったためカメラ全体の問lj性が不足しており 例えば棒プリズムを用いた距離計を用いる
ことは困難 （岡lj性の不足でプリズムが破損する）であったと考えられる。これは，連動距離計の装備
を前提に設計された Contaxと 連覇。J距離計を搭載することを想定していなかった Leicaの根本的な差
異だろう。 Contaxに先行する Leicaがミラーによる光路偏角方式に終始したのは，顕微鏡製造が主要
業態であった Leitzに。軍用距離計などの高精度の距離計の開発や製造経験がなく，複雑な機械系と
光学系を連動させる技術基盤がなかった上，Zeissグループが連動距離計の特許を多数所有していた
ためと考えられる。“vonBoscovichのドレーカイル対”などは.1770年に考案された「反対方向に回
転する光模」以来，既知のものであったが，その実地の設計製造には。光学系と機械系の複雑な連動
機構を実現する技術が必姿なのである。

(62) クッツ，浦郷訳。 43頁。
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て成功したとは言い難し、。1932～45王｜三の製造台数を比較すれば， Contaxは30.6%，その他の
(63) 

Zeiss-Ikon製35m mカメラが 5%，そして市場競争する Leicaは実に64.4%を占めたのである。

Con taxの販売価格は，いちばん安価な標準レンズ （5 cmF3.5）付きの場合は， Leicaとほぼ変
(64) 

わらず，しかも Contaxの技術水準は確実に Leicaを凌駕していた。 しかし Contaxに真の性能

を発揮せしめる大口径 レンズ Sonnarはたいへん高価で，とくに 5cmFl.5, 8.5cmF2のレ ンズ単

体価格はカメラボディよりも高価で，それらを装着した Contaxは，標準レンズイ寸き Leicaの2

倍以上の価格になった。その対価を支払い，得られるものを理解するアマチュアは少数派だ‘っ

た。“WoKenner da Contax”（“通’のいるところにコンタ ァクスあり）と いう Contaxのキャ ッチコ

ピーから，まさに Zeiss-Ikonの苦 しい胸中が窺える。くわえて Contaxは，1932年の製造開始か

ら，36年の製造終了までの間に，極めて頻繁に仕様が変更された。それは，新しい技術導入の

ために必要な変更であったのだが，ユーザーや販売店からは不評で，多くの苦情が寄せられた。

Leitzの「（コンタックスの）実験にはかかわり合わないようにしましょう！ Jという辛練な宣伝
(66) 

も，ユーザーや販売店からすれば，充分説得力のあるものだ、ったのである。

つまり技術的優位性だけでは， Contaxは必ずしも市場の覇者たり得なかったのである。

それ以降， Contaxの後継機の H型，Ill型などでは，頻繁な仕様の変更は行われなくなる。

1981年， H.KUppenbender は80歳の誕生日に行われたインタビューで「ツアイス イコン社

は当初，コンタ ックスによってではなく（中略）様々なモデルで利益をあげた」と，証言した。

この証言からも Contaxの開発は，利益を度外視した，次世代のカメラ開発に向けた技術革新の
(68) 

ための，まさに“実験”だったと考察できる。実際， Contaxで試みられた新技術 （軽合金ダイ

カストの採用，部品の互換性，標準化，そしてとくに模プリズム連動距離計）は，他の大衆向けの Zeiss-

Ikon製カメラの多数に採用されて大きな利潤をあげ2 巨大企業 ZeissIkonを支えていた。

KUppenbenderの云う“利益をあげた様々なモデル”とは，まさにこれらのカメラなのである。

(63) クッツ， irll郷訳，向152頁。
(64) クッツ 浦郷訳。向39～41頁。
(65) クッツ。浦郷訳。向91頁。
(66) クッツ， if阿部訳同41頁。
(67) クッツ，浦郷訳向61頁。
(68) Carl-Zeiss財団の創立者 Dr.Ernst Abbeが1889年に定めた定款（dasStatut）第43条には次のよう
に書かれている。
「（中略）財団傘下の企業体は 未来のいかなる時点においても，出来る限り広い範囲で．技術的な価
値は非常に高いが，むしろその故に孤高を守るというふうになりがちな領域をえらぶようにするべ
きである，ということである。無論。こうした領域での事業は，手lj援をもたらすことは少ないが，そ
の反面，グループ全体の技術的水準を向上させるのに役立つということもあるしまた何よりも。企
業体を営利追求のためにのみ 要領よく運営してゆくのが，経営のあり方であるという，現代の風潮
に対して，断固として同調しないばかりか むしろ これと対決してゆく姿勢を明瞭にしめしてゆく
ことになるからである。j
この定款第43条の順守は， Zeissグループの傘下となった各メーカー，例えば1926年結成の Zeiss

Ikonにも義務として謀せられただろう。そして 現代的カメラの始祖である Contaxの技術開発は
単に Leicaとの差別化のためのみならず，このような企業理念から生み出された， 利益を度外視した，
次世代のカメラ開発に向けた技術革新だったと も1 考えられる。
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利益を度外視した，次世代のカメラ開発に向けた技術革新，カメラ市場を舞台にした Zeiss

Ikonの実験は， Carl之eiss精密計測部の OttoEppensteinらが確立した一般消費財とは無関係

の精密計測技術をカ メラに導入し カメラをそれまでの単なる「H音箱」から，「現代的カ メラ」

へと決定的に変化させたのである。
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たこと に謝意を表する。

Development of‘Modern Camera' in the Weimar Republic 

by 

Ryδsuke Mori 

(Rits11meika11 Univei’sity) 

The 1932 Contax is regarded as the paragon of the modern camera. It was created by 

Zeiss Ikon. a monopoly capitalist company, which transformed camera manufacturing from 

traditional handwork into a modern product of standardization. This company succeeded in 

standardization through monopoly with planning, execution, and control, which were all made 

possibl巴 bythe concentration of capital、experience,and technology. Due to standardization, 

the Contax could, unlike L巴ica,accept objectives of any focal length at the time of its debut 

Furthermore, Contax made its debut with a high-precision coupled range自nder,whereas 

Leica did not. This was an application for cam巴rasrequiring a high-pi ecision optical 

measuring technique developed by Otto Eppenstein et al. of Carl Zeiss, Inc. as a step towards 

the modernization of industrial manufacturing technology, which, originally, did not focus on 

consumer products such as the camera. Since Ikon joined the Zeiss group, this technique 

could be applied to cameras such as the Contax. The Contax was developed as the ideal 

camera. one that allows any photographer to interchange objectives of various focal lengths to 

obtain sharp images. With its development. evolution from the traditional to the modern 

camera took place. In this pap巴r,the process is discussed in detail with an emphasis on its 

mechanism. 
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