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おわりに――目指された目標

はじめに
（

）

従来のカメラ史研究は，フイルム，感光材料の発達史と，レンズ或いは光学ガラスの発達史
（

）

にもとづく研究が中心である。フイルム，感光素材の発達史は経営学的な側面，もしくは，化

＊ ２０１２年１０月２３日受理，現代的カメラ，適応露光，電気露光計，相互連動，ホイートストンブリッジ
＊＊ 立命館大学大学院社会学研究科
（ ） Rudolf. Kingslake “The Development of the Photographic Objective” Jour. Opt. Soc. America
Mar １９３４
Rudolf Kingslake, History of the Photographic lens, AcademicPress １９８９．ルドルフ・キングズ
レーク，雄倉保行訳『写真レンズの歴史』
（朝日ソノラマ１９９９）
辻定彦著『レンズ設計のすべて』
（電波新聞社２００６）
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（２０）
（

）

学史の立場から分析した研究もある。一方，レンズ或いは光学ガラスの場合，理工学部系にお
いてエンジニア育成の幾何光学教育の一貫として，或いは窯業の一分野である光学ガラス製造
の発達史として研究されてきた。
これらはカメラ史を考察するうえで重要な先行研究であるが，いずれもカメラの一部分をな
すパーツ，素材に限定された技術発達を論じたものである。カメラ全体（機構）を取り上げた
（

）

研究は，在野もふくめ充分になされてきたとは云いがたい。その理由として理研光学（現・㈱
リコー）カメラ設計部の織間勇は「カメラがいくつかの技術を総合して完成され，あまりに複
（

）

雑多岐にわたるためと，内容の変化が激しいため」としている。つまり，光学，化学，精密機
械，電気など，多岐にわたる技術からなるため「カメラ学」という一分野が成立しづらかった
と説明する。
織間が指摘するように，カメラの発達はいくつかの技術が総合されて複雑多岐にわたり，且
つ内容の変化が激しい。例えば Daguerréo-type 以来の暗箱カメラと，現在のデジタルカメラ
までを通史で解説し，技術の発達を分析するのは困難であろう。ゆえにある程度，時代を区切
り，技術の内容と分野を分けて考察する必要がある。
（

）

筆者は，これら先行研究が持つ問題点を踏まえ，前報においてメカニズムを中心に現代的カ
メラの成立と開発のプロセスを考察した。それは，カメラが Daguerréo-type 以来の暗箱カメ
ラに対して，飛躍的に多機能でかつ，技術集約性が高くなり精密機械としての側面を持つに至っ
た最初の過程である。
くわえて，ほぼ時を同じく１９３０年代にはじまったカメラに電気技術を導入する試みもまた，
現代的カメラ登場へ向けた重要なターニングポイントであった。例えば，現在のデジタルカメ
ラは露光の決定，焦点合わせ，シャッター，記録媒体などすべての操作が電気によっておこな
われる。そのルーツは１９３０年代，写真撮影における適正露光を得る露光調整を電気で行うため
の技術開発である。それは当時，撮影における距離測定を正確なものにする技術と同じく，重
要な技術的課題であった。

（

（

（

（
（

） Reese V.Jenkins, Image and Enterprise 〜Technology and the American Photographic Industry １８３９ to １９２５ , Tke Jhons Hopkins University Press １９７５. Reese V. Jenkins 中 岡 哲 郎，高
松亨，中岡俊介訳，
『フイルムとカメラの世界史〜技術革新と企業』
（平凡社１９８９）
） C.E. Kenneth Mees, D. Sc., F.R.S. FromDryplate to Ektachrome Film-A Story of Photogaraphic Research. EASTMAN KODAK COMPANY １９６１．
C.E.K.ミース著，是松忍訳『ミース博士が語った写真技術史の研究開発物語』
（講談社ビジネスパー
トナーズ２０１３）
） 在 野 の カ メ ラ 史 研 究 で は，H.D. Abring の von Daguerr bis Heute Ⅰ 〜 Ⅳ （Buchbinderei
Gmbh１９８９〜１９９７ Leipzig Germany）が著名であるが，各時代を代表するカメラを時系列的に紹介す
るにとどまり，技術の発達史にまで踏み込んだ内容となっていない。
） 織間勇『楽しいカメラ学』
（朝日ソノラマ１９７６）
） 日本産業技術史学会編『技術と文明』第３３冊，１７巻 号，森亮資「ワイマールドイツにおける「現
代的カメラ」の開発」１７頁〜４５頁
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このように，カメラに電気技術が導入される出発点が，１９３０年代における露光の測定からは
じまった事実は，現在のカメラへと直接つながる点でも，重要性を有している。
本論文では，適正露光決定の手段としてカメラに電気技術が用いられた最初の具体例をもと
に，現代的カメラ成立への一階梯について明らかにする。

現代的カメラ
―

現代的カメラの出現

現代的カメラ誕生以前，カメラは大きく，重く，操作が煩雑で，一定以上の専門的知識と技
能を必要とした。それゆえ，一般人が扱いきれるものではなかった。粒子が細かく焦点が鮮明
で露光も適正な写真は，大型カメラと，プロのカメラマンの技能によってのみ写し得るもので
あった。写真の質を低下させずに，カメラの大きさと重量を軽減するという技術的課題を達成
すべく，様々な型式のカメラが開発された。しかし，小型，軽量化の代償として性能や操作性
が悪くなり，写真の質の低下は避けられなかった。
このような状況を一変させたのが，現代的カメラの登場である。その始祖とも云える Leica
や

Contax は，小型軽量で操作が簡易なことに加え，交換レンズや撮影補助器具を用いる

ことで，あらゆる被写体を撮影可能にする汎用性を兼備していた。そして写真の質においても，
Daguerréo-type 以来の大型カメラに勝るとも劣らない性能をもつ初めてのカメラであった。
さて，小型軽量，汎用性を持つ現代的カメラの誕生は，映画用３５ミリフイルムの採用と深い
関連がある。そこで，その原点である Leica と Contax の誕生と，市場競合の経緯について触
れておく。

―

Leica と Contax の競合

Leica の開発の出発点は，写真（スチル）を撮影するものためのものではなく，映画（ムービー）
撮影の機材の一種であった。
元々，映画が発明されて間もない１９００年代に Carl-Zeiss の映画機械職人であった Oskar Bar（

）

nack が製作した映画用３５ミリフイルムの感度を検査する小型の露光検査機であった。この露
光検査機は，小型軽量ながらも

度のフイルム装填で連続４０コマの写真を撮影することが可能
（

）

で，かつ想定していた以上に鮮明な画像を得ることができた。そこで Barnack は，これを改
良したものを小型カメラとして試作し，ドイツの大手メーカーに売り込みを図ったが，理解を
（

） Emil G. Keller によれば
「２０世紀の初めごろ，ライツ社ではツアイスから転職してきたオスカーバルナックという若者を雇
いました。この男は映画を撮影するのが趣味だったのですが，そのために一種の露光計を使っていま
した。
（中略）この小さな箱（※筆者註，露光計のこと）が進化して，世界中で有名なライカという３５
ミ リ カ メ ラ に な り ま し た。
」
，原 典 Emil G. Keller, Leica Im Spiegel der Erinnerungen, Linde（光人社２００８年） 頁
manns，１９８６，エミール G．ケラー，竹田正一郎訳『ライカ物語』
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（

）

得られなかった。
Barnack は，移籍先の Leitz 社でも，映画機械開発の傍らでこのカメラの開発を進めた。そ
れが，社主 Ernst Leitz Ⅰ世の目に留まり，Leitz 社としての開発が始まった。そして，第一次
世界大戦勃発直前の１９１４年

月１１日には

Liliput Kamera-Barnack （バルナック小型カメラ）の

（１０）

名で特許申請も行われた。この事実は，当時すでに３５ミリフイルムカメラとしての体裁を持っ
ていたことを示唆している。
さて，第一次大戦後ワイマール体制下のドイツでは，不安定な社会と経済のもとで，１９２０年
代には各産業分野の巨大合併が進んだ。その一例が，光学機械産業における大型合併である。
Zeiss グループ主導により，１９２６年に Zeiss-Ikon 社が誕生し，この合併によりドイツの光学機
械産業に大規模な資本集中が起こった。大手の光学機械メーカーの多くが合併や合理化によっ
て経済危機を乗り切ろうとする一方で，独立系の中小メーカーは技術開発で事業の存続を図っ
た。
（１１）

その中でも特筆すべき成功を収めたのは Leitz 社で，Barnack が開発した小型カメラを Leica
と名付けて１９２５年に発売した。映画用フイルムの露光検査機から出発し，第一次世界大戦を挟
み，長い開発期間を経て改良を加えられた Leica は，１９２５年の発売以降，順調に売り上げを伸
ばし，市場に Kleinbildkamera という新しい製品カテゴリーを築いた。当然のことながら，
Leica は映画用３５ミリフイルムを使用する。当時，映画は成長産業でありフイルムの生産量も

（

） ２０世紀初頭の映画の技術と，Leica の誕生は密接に関係している。初期の映画用フイルムは，製
造ロットによって露光感度が不安定で，予め個別のフイルムの露光感度を確かめ，現像条件を加減し
て均一にする必要があった。
その為に生まれたのが，Barnack の製作した露光検査機である。その使い方は，映画を撮るとき，
これで同じ場面のスチル写真を，露光条件を変えて何カットか撮影しておく。これを現像すると，そ
の場面の露光が露光過多（over）か，露光不足（under）か判明するので，それに合わせて撮影済の
長尺の本編映画フイルムの現像時間を決める。
（森―竹田，私信２０１２年１０月１４日）
（ ） Barnack は，１９０２年から１９０９年の間に，当時ドイツ最大のカメラメーカーであった ICA 社の社長
Guido Mengel に，自らが試作した小型カメラの売り込みを図ったが，Mengel は Barnack の提案を断っ
た。
Dr. Friedrich Schomerus, Geschichte des Jenaer Zeisswerkes １８４６ ―１９４６ , S.２６５, Piscator, １９５２,
Stuttgart.
（１０）「工場の誰もが，この Ur-Leica の速写性，こんな小さいカメラの発揮する能力に驚いた。Ernst-Leitz
は必ずと言ってよいほど現れてくる模造品に対してこのカメラを防御することを決断し，１９１４年 月
１１日に特許を出願した。題名は Liliput Kamera- Barnack である。特許請求に謳われた基本的な特
徴は「チャージシステムとシャッター巻上げの連動」であった。ところがドイツ特許庁はこの申請を
却下した。理由はそのような機構がすでに Jena の Carl-Zeiss と Lyon の先行出願特許の中に存在して
いるからというものである。
（中略）したがって意匠登録でがまんすることにした。これは 年間有
効のもので，フランスの SGDG にあたる（訳註：政府の保証なし，という意味の略字。効能につい
て試験しないで保証なしに国家が与えた特許の一種）
Prestige de la Photographie Le Leica p４０ première parte Éditions e.p.a. Boulogne １９７７
（１１） Leitz 社主の Ernst Leitz 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とである。前掲，Keller，竹田訳３４頁。
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潤沢でコストが安く，改良も加えられ

Kleinbild （小画面）ながらも，大きな引き伸ばしに耐

えるだけの画質を持つていた。これが，Leica を普及させる原動力となった。
ところで Leica の成功は，ドイツ光学機械産業の完全支配を目指す Zeiss グループを刺激し
た。その結果，１９３２年に Zeiss グループのカメラ製造部門である Zeiss-Ikon 社は，Leica を凌
（１２）

駕する性能を持つ Contax を開発，発売したことは，前報で述べた通りである。
Leica が，映画撮影の補助機材から派生して発明されたのに対し，Contax は最初から３５ミリ
フイルムカメラとして開発された点で差異があった。後発の Zeiss-Ikon 社は Contax 開発にあ
たり，先行する Leica に対して，確実に優位に立つための技術開発を目指さざるを得なかった。
その開発の一環が，電気を使った自動露光装置の実用化である。つまり，カメラに電気露光計
を内蔵し，シャッターとレンズ絞りが相互に電気により操作され，適正露光を得る装置の開発
である。これにより，Leica との差別化を図ろうとしたのである。
次章では，１９３０年代当時の適正露光を得る手段がいかなるものであり，なぜ自動露光装置が
必要とされていたかについて考察する。

写真技術の発達と，適正露光の必要性
―

露光表，そして光学露光計から電気露光計へ

現代的カメラ成立において，カメラへの露光計の内蔵は必要条件の

つである。しかし１９３０

年代の現代的カメラ開発においては，適正な露光を実現するカメラのメカニズムは充分に解決
されていない技術的課題であった。
V.D.I（Verein Deutscher Ingenieure）会員 Werner Senkpiel によれば，フイルムの性能とレン
ズの明るさの向上は，カメラの小型化を促した。そして，カメラが小型になるにしたがって機
動性が増し，屋内，屋外をふくめ撮影範囲は大きく広がった。それによって，以前に比べ変化
の多い光の状態で撮影が行われるようになり，結果として，正しい露光時間の決定が極めて困
（１３）

難になったとしている。
くわえて，１９３０年代を通じてアメリカの Kodak やドイツの AGFA，やや遅れて日本の小西
六（現，㈱コニカミノルタ）によって，次々と様ざまな型式のカラーフイルムが実用化されたこ
とも適正露光を困難なものとした要因の一つに挙げられる。１９３０年代に，映画のカラー化がは
じまったのに伴い，映画用３５ミリフイルムを使用するスチルカメラにも，カラー写真の実現に
（１４）

大きな期待が寄せられるようになっていた。しかし，当時のカラーフイルムは感度が低く，極
（１５）

端に露光許容範囲が狭かった。カラー写真を撮る際，それまでの勘や経験，技能に頼った露光

（１２） 前掲，森亮資「ワイマールドイツにおける「現代的カメラ」の開発」３５頁
（１３） Werner Senkpiel “Verfahren und Vorrichungen zur Bestimmung der Belichtunggszeit bei photographischen Aufnamen” Feinmecha und Präzision, ２８．Feb, März１９３８, Werner Senkpiel「写
真撮影における露光時間決定の方法及び装置」
（精機協会『精密機械』Ⅵ―１１青木保雄訳４４〜４５頁）
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設定では適正な露光を得るのが困難になったのである。
さて，１９３０年代には

つのタイプの露光測定手段が存在していた。

第一の方法は，１９世紀以来の古典的ともいえる露光表である。これは計算尺型露光表とも呼
ばれるもので，フイルム感度，レンズ絞り，シャッター速度，天候，季節，室内外，被写体の
光線状態等々の情報が円形，または直線の定規状のものに数値や文字で書き込まれており，計
算尺のようにスライドさせて適正露光を求めるものである。価格がきわめて安く，手軽である
ので広く普及していたが，天候や明暗などの判断において撮影者の主観や経験，技能に頼った
測光方式であるのため，おのずと精度に限界があった。まして露光許容範囲がきわめて狭かっ
た初期のカラーフイルムには全く適さなかった。
次に，１９３０年代に主流となったのが露光計（Belictungsme er）である。
第二の方法である光学露光計は，視覚計，消失計とも呼ばれ，人間の眼の閾値を利用するも
のである。眼と被写体の間に濃度の異なるフイルターを置いて，被写体がほとんど見えなくな
る位置を求める方法である。このフイルターには露光値が刻まれており，肉眼で読み取ること
が出来る限界の数値が，すなわち被写体の照度であり，その数値から適正なシャッター速度と，
絞り値を求める。欠点として，明暗に応じて人間の眼は，瞳孔が開き暗い数字まで見えるよう
（１６）

になるため，正確な測定ができない。
そこで，第三の方法として電気露光計が考案される。ドイツ Zeiss-Ikon 社の Heintz Küppenbender 博士は，撮影の際に正確な露光を計測する方法として，人間の眼に近いスペクトル感
度を持つセレン光電素子を備えた電気露光計が最適であると指摘した。そして，光学露光計に
（１７）

は前述したような不正確さがあり，電気露光計に駆逐されるのは，当然であると主張した。
つまり，露光操作において撮影者の経験や能力，主観に左右されない，誰が操作しても同じ
結果が得られるということが，重要な課題となってきたのである。
（１４）「
（前略）キネ・エクサタクタは，天然色コダクロームフイルムを用いられますから，幸運なる現
代寫眞家は天然色の寫眞を享楽することが出来ます。初期の幼稚な サンドローイング 時代より永
１９３６年，ドイツ Ihage e 社 Kine
く寫眞人の理想たりし天然色寫眞は遂に皆様の手に實現されました。」
-Exakta 発売予告（日本語版）カタログより。
（１５） 写真における露光量の許容範囲のことを，ラチチュード（latitude）と言う。１９３０年代のカラー
フイルムは，モノクロフィルムよりも露光量に対するラチチュードが極端に狭く，正確な露光が求め
られた。現代でも，モノクロよりカラー写真の方がラチチュードは狭く，同じカラーでも一般的なネ
ガカラーより，スライド等に使われるポジカラーの方がラチチュードは狭い。また，１９３０年代のカラー
フイルムは映画用カラーフイルムからの転用が多く，撮影条件の厳しいラチチュードの狭いポジカ
ラーが主流であった。
参考文献・１９３７年，ドイツ AGFA 天然色フイルム（日本語版）カタログより。
（１６） Brian W. Coe, CAMERAS From Dagurreotypes to Instant Pictures （１９７８ AB Nordbok
Gothenburg, Sweden）ブライアン・W・コー『CAMERAS ダゲレオタイプからインスタント写真まで』
邦訳，朝日ソノラマ編，１９８０年，２１５頁
（１７） H. Küppenbender, Fortschritte im Bau photographischer Kameras Zeitschrift des VDI Bd８２,
（精機
Nr１１, １２―März, １９３８, S.３０１―３０８, Heintz Küppenbender 青木保雄邦訳「写真機の構造の進歩」
協会『精密機械』Ⅵ― ，１９３９年 月，３１０頁）
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―

カメラへの電気露光計の組み込み

Zeiss-Ikon 社の Küppenbender は，カメラに電気露光計を内蔵することに取組んだ。図

に

示す U.S.PAT２．
０３１．
３２１ PHOTOGRAPHIC CAMERA （ドイツ出願１９３３年１２月２１日，アメリカ出願
（１８）

１９３４年１１月１５日，公告１９３６年

月１８日）は，世界初のレンズ絞りとシャッターが相互に電気露光計

を介して連結された露光制御装置搭載のカメラである。本特許の注目すべきポイントは

点あ

り，
，光電素子を用いて電流を発生させ，露光調整装置を操作する。
，電流の強弱は，被写体の明暗に比例する。
，撮影者は，計測器具である露光メーターの針の動きに応じて，シャッター速度やレンズの
絞りを操作し，適正露光を設定する。
つまり Contax は，当時
さらに

自動露光制御装置

自動焦点装置

と呼ばれた光学連動距離計を装備するだけでなく，

とも呼ぶべき機構を装備しようとしていた。それには Zeiss-Ikon

社総裁で，電気工学者でもある Emanuel Goldberg 教授の影響も大きいものであったと推察さ
（１９）

れる。次章では，この Contax の電気露光計と露光調整装置の構造について，特許にもとづき
詳細な分析を行いたい。

電気露光計内蔵カメラの構造
―

電気露光計内蔵 Contax と相互連動の分析

さて，Contax は最初から３５ミリカメラとして計画され，Zeiss グループの研究機関を駆使し
１９３０年代の技術水準で開発された点で，１９００年代にフイルム露光検査機として出発した Leica
とは根本的に異なっていた。
３５ミリカメラの設計において，一般にフイルム巻上げ兼シャッターチャージノッブ，そして
シャッター速度変換ダイヤルは，カメラ上面に装備するのが常識である。しかし Contax では，
（２０）

その常識に反してカメラ前面に，この

つの機能が

つにまとめて配置された。この特異な設

計には電気露光計と連動装置の内蔵と関係があったのである。
（１８） 日本においては特許第一一三四五五號，第二類二．寫眞暗函「光電曝光測定器ヲ具備スル寫眞「カ
メラ」
（発明者，ハインツ キュッペンベンデル 出願・昭和九年（１９３４）十二月十五日，公告・昭
和十年（１９３５）八月三十日）の特許が成立している。なお本論文では，主により詳しい内容が掲載さ
０３１．
３２１ PHOTOGRAPHIC CAMERA に依拠するが，一部邦訳の用語を，
「光電
れている U.S.PAT２．
曝光測定器ヲ具備スル寫眞「カメラ」
」と比較したうえで，参考とする。
（１９） Emanuel Goldberg 教授の専門は電気工学であり，アマチュア向けムービーカメラ Kinamo や，
初期のテレビジョンの中継装置の開発者としても知られる。参考文献，Michael Buckland, Emanuel
Goldberg and His Knowledge Machine : Information, Invention, and Political Forces, New Directions in Information Management ２００６
（２０） Contax の特異な形状の理由については，Contax 研究で著名な Hans-Jürgen Kuć も含め，従来の
カメラ史研究では明確にされてこなかった。Hans-Jürgen Kuć Auf den Spuren der Contax Wittig.
１９９２．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』（朝日ソノラマ１９９３）
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図
U.S.PAT２．
０３１．
３２１ PHOTOGRAPHIC CAMERA
（ドイツ出願１９３３年１２月２１日，アメリカ出願１９３４年１１月１５日，公告１９３６年

２６

月１８日）
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図

で示した特許（U.S.PAT２．
０３１．
３２１）からは，Küppenbender が Contax の開発において最

初の段階からカメラに電気露光計を内蔵し，さらにレンズ絞りと，シャッター速度変換ダイヤ
ルが相互に連結された機構を備えようとしていたことが伺える。
本特許は，とくに光電露光計を装備したカメラに関するものである。光電露光計は，カ
メラのレンズの機構と操作的に連結（operatively coupled）されている。そして光電素子，
抵抗及び露光メーターから構成された露光計をカメラに備え，受光部は撮影される被写体
（２１）

からの反射光により電流を発生し，露光メーターの操作に利用される。
図

からも読み取れるように，本カメラにはセレン光電素子を使った電気露光計が装備され，

シャッター速度変換ダイヤルとレンズの絞りの動きが，互いに平歯車と垂直シャフトを通じて，
レンズ内部に設置された抵抗素子やリング状の抵抗回路を動かす。その際に起きる電流の変化
を，カメラに内蔵された露光メーターで測定し，適正露光を決定する。
図

において，Fig

た図，Fig
図，Fig

はカメラの正面，すなわちレンズ側平面図，Fig

はレンズの部分的断面を示した図，Fig

はカメラ上面から見

はシャッターの露光時間調整機構の断面

はシャッターの露光時間調整機構の正面図，Fig

は露光制御装置の電気回路の概略

図である。
例えば，シャッター速度が ／１００秒の場合を想定する。シャッターを調整するため，露光ボ
タン２０（Fig ， ， ， ）を，シャッター速度指標である２０a（Fig ， ， ）まで回す。ボ
タン２０が回転している間，伝達機構１９，１８，１７，１６a，１６，１５，１４a，１４（Fig ， ）の連結を
伝って環状の支柱１２，１３（Fig ， ）が動き，接触部品１１の位置が決められる。接触部品１１は
抵抗１０a に接触しており，抵抗１０a に沿って滑動する。その結果，光電回路内の抵抗値変化に
よって電流の変化が起こる。露光メーター２６の指針２６a（Fig ， ）は露光ボタン２０に比例し
て動き，シャッター速度が設定された後，指針２６a は露光メーター２６の目盛り上のいずれかに
位置する。
露光時間はあらかじめ

／１００秒に決定されているので，次は与えられた光の状況下での露光

時間に対する適正なレンズの絞り値を決定する必要がある。環状の抵抗１０a（Fig ）は，回転
絞りリング

（Fig

，

）に固定されているので，リング

部品１１に対して回転される。回転絞りリング

を回転させると抵抗１０a は，接触

を回転させると，光電回路内の電流の変化に従

い，露光メーター２６の指針２６a は（Fig ），ダイヤル上の指標３０（Fig ）を示すまで回される。
その時，この指針２６a は，露光時間である

／１００秒において，撮影される被写体に与えられた

光に応じた口径比（F 値）となるように，絞り羽根
（２２）

で調節させる。

（２１） US.PAT２．
０３１．
３２１, Ibid., p
（２２） US.PAT２．
０３１．
３２１, Ibid., p

・左 〜１１
・右２４〜６３
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）を，適正な露光を得る口径にま
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このように，シャッター速度をあらかじめ決めて
おくと，被写体からの反射光を受けて，光電素子が
電流を発生し，露光メーターの指針を動かす。次に，
レンズの絞り値を変化させ，露光メーターの上に刻
まれた定点に指針を合せると，適正露光が得られる。
またその逆の使い方，すなわちレンズの絞り値を
決めてから，シャッター速度を変化させる方法も可
（２３）

能である。
これは写真撮影における露光決定において，現在
でいうシャッター速度優先，絞り優先の両用が可能
な融通の利く構造となっている。この回路構成は，
ホーイトストンブリッジとして知られる電気回路で
ある。その仕組みは，抵抗値

Ω（図 の Fig に示

す露光メーター２６の指針２６a が，指標３０を指している状態）
図

Contax の 段式ベベルギア
（撮影・内田安孝）

で，シャッター速度とレンズの絞り値が適正露出を
示すように，設定されている。そして，撮影者は撮
影条件によって，シャッター速度，或いはレンズの

絞り値を操作し，意図的に指標３０から指針２６a の位置をずらすことで，露光値の＋と−の操作
（２４）

（いわゆる露光補正）を容易にすることができる。

ホーイトストンブリッジの原理自体は，１９世紀以来既知のものであったが，それまでカメラ
の露光調整に電気回路が使われたことはなかった。その意味において，これはカメラ技術にお
ける新機軸である。

―

電気露光計内蔵 Contax の構造的特徴

ところで，この図

に示される特許図面（U.S.PAT２．
０３１．
３２１ PHOTOGRAPHIC CAMERA ）は，

実際に市販された Contax の外見的特徴と酷似している。カメラ正面にシャッターチャージ兼
フイルム給装ノッブ，シャッタースピード変速ダイヤルという

つの機能を兼ね備えた器具を

配置するレイアウト（図 の Fig ， ， に示す２０を参照）は，既存のカメラには無い特徴であ
（２３）「最初に望ましい被写界深度（depth of contrast）に従って絞り値を選択し，ボタン２０を露光メー
ターの指針２６a が指標３０になるまで回す。この方法で，シャッター速度は正しい露光時間に設定され
０３１．
３２１, Ibid., p ・右６３〜７１
る」US.PAT２．
（２４） 露光における許容範囲，ラチチュードが狭かった１９３０年代のカラーフイルムでは，常に細かい露
光補正は不可欠であった。註１２を参照。
また，神戸大学名誉教授，堀尾尚志の指摘によれば１９３０年代は機械操作の手段として，ホィートス
トン・ブリッジの原理が欧米で見直された時期と重なる。森―堀尾私信，２０１２年 月２４日，日本産業
技術史学会年次総会，於・九州大学大橋キヤンパス。

２８

１９３０年代ドイツにおける「現代的カメラ」成立への一階梯―適正露光実現への技術開発を中心に―（森）

る。
このような特異なレイアウトは，カメラに電気露光計を内蔵し，シャッターとレンズ絞りが
相互に電気的に連結された機構を実現するには必要であった。なぜなら Contax の設計は，フ
イルム巻上げ兼シャッターチャージノッブ，シャッタースピード変速ダイヤルなど，本来はカ
メラの上面にあるものを，あえてカメラ前面にまとめて配置することで，カメラ上面に 空地
を作り，そこへ電気露光計の露光メーターを配置しようとしたためである。
さて，カメラ前面に配置されたシャッターチャージ兼フイルム給装ノッブは，カメラボディ
の内部でベベルギアを用いて駆動力の伝達方向を横方向から縦方向に変換する構造になってお
り，シャッターチャージとフイルムの給装を同時に行う。一般にカメラの設計ではベベルギア
（２５）

の使用を避けるのが通例である。しかし Contax はすでに述べてきたような理由により，この
部分に図

で示すような

段式ベベルギアを採用せざるを得なかった。この

はシャッターチャージ兼フイルム給装ノッブと直結している。図

段式ベベルギア

の歯車①と②で示す直径の

大きな歯車は，シャッターチャージ用であり，シャッターチャージ兼フイルム給装ノッブを巻
き上げると，歯車①が歯車②を動かし，シャッターの動力源であるゼンマイの巻上げが行われ
る。それと同時に，歯車③はフイルム給装用スプロケットに直結した歯車④を動かし，フイル
ムを巻き上げる。
（２６）

また Contax の場合，ベベルギアを含め歯車の大部分が耐摩耗性を重視した焼入れ鋼製であ
る。このような設計は，他のカメラには見られないもので，効率の良い設計とは云いがたい面
（２７）

があったことが指摘されている。それでも，なおこのような設計としたのは，電気露光計を内
蔵し，シャッターとレンズ絞りが相互に電気的に連結された機構の搭載を最優先とした設計で
あったことが伺える。
つまり Contax は，基本設計の段階から連動距離計の採用による焦点合わせの自動化と共に，
電気露光計の装備と，シャッターとレンズ絞りが相互に電気的に連結された機構の内蔵を目指
していたのである。それは精密機械技術と光学，さらに電気技術の融合であり，第二次大戦後
に開花したカメラ・エレクトロニクスの先駆けとも呼ぶべき存在である。さらに Küppenbender によれば，
（２５） 究極のレバー巻き上げ機とうたわれたニコン F３の開発責任者であった佐藤昭彦氏いわく「ニコ
ン F３が横走りフォーカルプレーン（シャッター）を使い，縦走りフォーカルプレーンを使わなかっ
た理由は，ひとえにベベルギア（傘型歯車）を使いたくなかったからです。ベベルギアは伝達効率の
悪い歯車なのです（括弧内筆者註）
」小倉磐夫『国産カメラ開発物語』３９頁（朝日新聞 ２００３年）
（２６）「目視する限り，このカメラの歯車はハイカーボン鋼，しかも表面は独特の灰色がかった色をし
ている。これは Fe-C 系炭素鋼，おそらくは，Kiruna 鉱床あたりの鉄鉱石を素材に浸炭鍛造したもの
で，そのため，素材表面の結晶粒が martensite 化して，灰色がかった色をしていると考えられる。
ゆえに，耐摩耗性が非常に高い。製造工程としては，切削加工，浸炭，焼入れ，焼き戻しが行われた
と推定される。
」２０１３年 月 日，森―元・兵庫県立大学工学部材料工学科教授，T・M 博士私信。
（２７） 大塚新太郎「クローム・コンタックスのシャッターについて」光画荘『写真工業』１９５２年 月号，
第一巻，第三号，１４〜１５頁
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この発明の特徴は，露光計との連動に適した電気抵抗を，レンズに備えることである。
異なった焦点距離の交換可能なレンズ群を，カメラに備えることは，すでに当然のことに
なっていた。そこで，本発明ではさらに進んで，提供されるカメラに装備した露光計を，
異なった様ざまなレンズ群に使えるようにしたのである。抵抗回路は露光計の一部として
設置され，レンズ器具に直接取り付けられる，つまり，抵抗回路はレンズと同時に交換さ
（２８）

れる。
カメラ本体には光電素子，露光メーター，そして導線のみを装備し，抵抗回路はレンズに組
込まれる。これにより，レンズを交換するさい，いかなる口径比（F 値）のレンズに対しても
対応できる。すなわち，完全な交換可能性のあるシステムユニットによる規格化を目指してい
る。
また，電気露光計の受光部の配置についても，
カメラ本体の前面に受光部を装備することで，受光部は撮影レンズと隣接する。つまり，
受光部は被写体に向けられる。受光部をカメラ本体の前面に取り付けるこの配置は，簡潔
に，そしてカメラを小さく構成できる。露光メーターは，カメラ本体の上面に配置されて
いるが，カメラ本体の裏面にも配置することが可能である。また，視野ファインダー，距
（２９）

離計ファインダーの内部にも露光メーターを配置することができる。
このように Contax は，カメラ上面に露光メーターを設置することを想定して設計されてい
るが，その配置についてはカメラのファインダー内部を含め，どこにでも設置可能であること
を示唆している。将来的には露光メーターを小型化し，カメラのファインダー内部で被写体の
確認と距離調節を行いながら，同時に露光操作を行うという次のステップに進むことをも考慮
（３０）

していたと推察される。
な お Küppenbender は，図

の U.S.PAT２．
０３１．
３２１の 付 属 特 許 と で も 云 う べ き U.S.PAT

２．
０５３．
０８９においても，このようなレイアウトがコンパクトに電気露光計をカメラに内蔵させ
（３１）

るには，好ましいと主張しており，将来的な開発の進展を見据えた設計となっている。

―

Leica の露光計内蔵カメラと，その限界点

これに対して，Leitz 社の Hermann Ripert が出願した COMBINED CAMERA AND EXPOSURE METER

US.PAT２．
１７８．
３６１号（１９３６年１０月１０日 出 願，公 告１９３９年１０月３１日）は，図

で示

（２８） US.PAT２．
０３１．
３２１, Ibid., p ・左３４〜５１
（２９） US.PAT２．
０３１．
３２１, Ibid., p ・右５０〜p ・左
（３０） この機構は，戦後の１９５９年に西ドイツ Zeiss-Ikon 社製 Contarex で実現されており，決して机
上の空論では無かったと理解されるべきある。またその開発プロジェクト名は Contax―Ⅳ であっ
た。
森―竹田私信，２０１２年１０月１４日。
０５３．
０８９, PHOTOGRAPHIC CAMERA 発 明 者 Heintz Küppenbender 出 願１９３５年１０月
（３１） US.PAT２．
日，公告１９３６年 月 日，本国出願１９３４年 月 日，p ，右１２〜１６
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図

Leitz の Hermann Ripert が出願した COMBINED CAMERA AND EXPOSURE
METER US.PAT２．
１７８．
３６１号
（１９３６年１０月１０日出願，公告１９３９年１０月３１日）

すように電気露光計を内蔵するのではなく，既存の Leica のボディ上面のアクセサリーシュー
に差し込み
図

の Fig

図，Fig

建て増し

で装備するものである。

は，露光計を装備したカメラの背面図，Fig

は露光計を装備したカメラの上面

は露光計単体の上面図である。

その構造は，次の通りである。例えばシャッター速度変換ダイヤル１１（Fig ， ）を動かし，
／６０秒に設定したとする。すると，シャフト２２
が動き，カメラボディ内部の歯車１２，１３
（Fig ）
３１

技術と文明 １８巻１号
（３２）

（Fig

）を介して，カメラと電気露光計を繋ぐ結合部品

部品

は，露光計内部の歯車

，

（Fig

（Fig

，

）を動かす。そして結合

）を介して，シャフト２０（Fig

）に動きを伝達する。

シャフト２０の頂部には抵抗への接触部品 （Fig ）が取り付けてあり，抵抗 （Fig ）の上を
摺動する。
同時に，露光計のセレン光電素子の受光部
発生させ，抵抗

を通じてシャッター速度

（Fig

）は，被写体からの光量に従って電流を

／６０秒に対して，適正なレンズの絞り値を示すよ

う指針２５（Fig ）を動かす。指針２５はシャッター速度
を，レンズの絞り目盛り板

（Fig

，

，

／６０秒における適正なレンズの絞り値

）の上に示す。撮影者は，それに従って，手動で

レンズの絞り値を動かすと適正露光が得られる。
また，露光計はカメラから取り外して使うことも可能で，シャッター速度目盛り３２（Fig ）
（３２）

と，指針３１（Fig ）を備えている。
この方式は，シャッター速度を決定してから適正露光を計測する方法であり，あくまで Leica
の基本構造を変えない前提の設計である。つまり，Contax と違い，シャッター速度を決めて
からレンズ絞り値を決定する方法，レンズ絞りを決めてからシャッター速度を決定する方法，
つまり

つの適正露光設定が出来る融通の利いた露光制御の設計にはなっていない。

Leica の基本設計は１９００年代に製作されたフイルム露光検査機に端を発するものであり，露
光計を内蔵するには基本構造を根本的に変える必要があった。そのため，露光計を内蔵するこ
とが出来ず，カメラボディ上面（上部）に増設する形にせざるを得なかった。そして，この方
式はシャッター速度変換ダイヤルと露光計は連動するが，レンズの絞りと連動しておらず，図
に示した Zeiss-Ikon 社の特許に比べて技術的に劣ったものになっている。
ここに，Leica を製造する独立系メーカー Leitz 社と，Contax を製造する Zeiss グループに
属する世界最大のカメラ資本 Zeiss-Ikon 社の間に開発能力の点で差がみられるのである。

おわりに――目指された目標
さて，Küppenbender の出願した

PHOTOGRAPHIC CAMERA は，製品としては実現しな

（３３）

かった。これが，Leica との販売競争において Contax を不利な立場に追い込んだことは想像
に難くない。電気露光計とシャッター及びレンズ絞りが相互に連動する機構を搭載していない
Contax は，商品として Leica との差別化において中途半端であり，絶対性能は高いが，その
（３４）

特異な設計ゆえに Leica に比べて操作が難しいカメラとして市場に受け取られたであろう。
１９３５年，世界初の電気露光計を内蔵した３５ミリ二眼レフカメラ Contaflex が発売され，１９３６

（３２） US.PAT２．
１７８．
３６１， COMBINED CAMERA AND EXPOSURE METER 発 明 者 Hermann Ripert
出願１９３６年１０月１０日，公告１９３９年１０月３１日，p ，右１１〜p ，左２２
この方式は，１９５４年発売の Leica-M３の外付けクリップオン式電気露光計（Leicameter-M）の原型
と推察される。
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年には Contax の後継機

Contax―Ⅲ

が電気露光計を内蔵する。しかし，何れの機種も露光

計を内蔵していたものの，シャッターとレンズ絞りの連動はされておらず，技術的には最初の
構想からは退歩した内容となった。
その後も，Zeiss-Ikon 社からは Küppenbender を出願者として，カメラに電気露光計を内蔵
し，シャッターとレンズ絞りを相互に連動させたカメラの特許出願が繰り返されたが，何れも
製品として実現することはなかった。
しかし，電気露光計を介してシャッターとレンズ絞りを連動させ，適正露光を実現するカメ
ラ開発への試行は，露光の失敗を根絶するカメラ開発への挑戦であり，ワイマールおよびナチ
ス両体制下のドイツにおいて，現代的カメラ開発の目指された目標であった。
それは，後世のメカトロニクスカメラや，電子露光制御のシャッターを備えたカメラ，さら
には画像記録や操作の全てが電子化されたデジタルカメラ登場へ向けた，最初の一歩であった。
つまり，カメラを操作する手段として電気が用いられた最初の段階であり，カメラの発達史に
おいて現代的段階へ向けた，重要な一階梯であったと考察する。

［謝辞］ 本論文の執筆にあたっては，元神戸製鋼中央研究所・技術開発本部副主席，元兵庫県立
大学工学部材料工学科教授の T・M 博士から，材料工学および機械設計について多大な示唆を
頂いたことに感謝の意を表するとともに，惜しまぬ助力と示唆を頂いた，日本におけるドイツ
カメラ産業史研究の先駆者であった，故竹田正一郎氏に心より感謝と哀悼の意を表します。

（３３） Contax の電気式露光調節装置が完成しなかった理由として，電気工学を専門とする Zeiss-Ikon
社総裁，Emanuel Goldberg 教授がユダヤ人であるのを理由に，総裁の座を追われたのと関係がある
と推察される。また，ユダヤ人であるという理由で「現代的カメラ」の成立に大きな功績のあった Carl
-Zeiss Jena の精密計測部長 Otto Eppenstein 博士も追放され，その義弟である写真レンズ部長 Ernst
Wandersleb 博士も，ナチス政権を批判したため追放された。これは，Zeiss グループ全体にとって，
重大な損失だっただろう。
これらの出来事は，ナチス体制下において Thüringen 州の内務大臣兼国民教育大臣，Fritz Wächtler
が「マルクス主義と自由主義に汚染されたツアイス工業の徹底的改革」を推し進めたのと，軌を一に
している点を指摘しておきたい。Armin Hermann, Nur der Name war geblieben. Die abenteuerliche Geschichte der Firma Carl-Zeiss, １９８９ Anstalt GmbH．アーミン・ヘルマン，中野不二男訳
（新潮社１９９５）１０２〜１０３頁
『ツァイス‐激動の１００年』
Rolf Walter, Zeiss１９０５ ―１９４５ , Böhlau, ２００１．S.２１０―２１５
（３４） 当初から，Contax のフイルム巻き上げ， 段切り換え式シャッター操作の煩わしさは議論され
ている。朝日ソノラマ編『カメラレビュー』１４号，１９８９年，酒井修一「カメラライバル考」１３９―１４１
頁参照。
ところで筆者は， 段切り換え式のシャッター操作は，本文で述べたような内蔵露光計と連動装置
に関係があったと推測している。つまり， 段切り換え式は露光計の感度切り換え装置（抵抗回路に
よる High と Low の切り替え）を兼ねていたのではないだろうか。そしてまた， 段切り換え式の
シャッターも，内蔵電気露光計と連動装置の残滓であるとも併せて考える。
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A step toward the contemporary camera in Germany of the １９３０s
―With

special reference to the correct exposure control system―

by

Ryōsuke MORI
（ Graduate School of Ritsumeikan University ）

The writer discusses the debut of the “contemporary camera” in the context of its mechanical development. In this regard, this work is different from other works that dealt with camera
development in the context of the evolution of light-sensitive materials.
A contemporary camera has the capability of enabling the user to take pictures of any object
with interchangeable objectives and supplementary accessories with convenient handling. It is,
therefore, highly technology-intensive and multi-functional as compared with traditional, often
wooden, big cameras that had changed little since the daguerreotype. The characteristics of the
contemporary camera are the result of standardization and normalization in their design and
production.
The forerunner of such contemporary cameras was the Contax of １９３２, which was manufactured by the world’s largest camera producer, Zeiss Ikon, the largest monopolized capital in the
history of the camera. The immense size of the Zeiss Ikon company automatically resulted in
standardization and normalization with the concentration of capital and technology at a higher
level. As one of the consequences thereof, studying to develop a camera with automatic exposure control started in the １９３０s.
This work examined equipping cameras with exposure meters, as well as cross-coupling the
shutter speed and lens apertures. The development of a camera with such mechanisms is regarded as the initial step toward today’s modern camera.
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