
は じ め に

一般に，日本のカメラ産業史に対する歴史的解釈には大きく�つの特徴が看取される。

�，日本のカメラ産業は，軍需光学産業からの民需転換によって基盤が作られた。

�，日本のカメラ産業の経済的成功と発展は，戦後の対米輸出から始まった。

このような認識は，大宅壮一が『週刊朝日』昭和３２年（１９５７）�月１４日号における「日本の

企業」第�回連載で，輸出商品の代表的メーカーとして「キヤノン」を採り上げたのに端を発

している。同じく『週刊朝日』昭和３７年�月１２日号で同誌編集長の角田秀雄は，特集記事に戦

艦大和，武蔵に搭載された光学兵器を例に挙げ，「いくさの役には立たなかったが，ニコン・
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キヤノンなど世界的名カメラは，これら光学兵器を作った技術から生まれ
（�）
でた」とし，日本の

カメラ産業は，敗戦後に軍需光学産業からの民需転換によって基盤が作られたと結論づけた。

科学技術史の分野でも星野芳郎は，「日本光学は，戦時中は規模・技術ともに抜群の光学兵

器メーカーだったから，戦艦大和や武蔵の巨大な測距儀はそこでつくられた。だから，戦後は

ニコン用にいいレンズを製造したので
（�）
ある」として，大宅壮一や角田秀雄の記述に，ほぼ準拠

した見解を示している。

しかし，日本のカメラ産業は戦前・戦中期に養われた高度な軍事（光学）技術が，戦後に一

般生産技術へ転用され，対米輸出を中心とした世界市場へ進出したことによって，経済的成功

を収めたとする従来の見解には疑問がある。戦前期から敗戦までに，民需カメラ産業でも，相

応の技術蓄積が存在していたと考えるからである。

筆者は
（�）
前報にて，第二次大戦前の日本における３５ミリ精密カメラ開発の事例として「キヤノ

ン」を分析し，ドイツと日本の国家間，さらに日本国内でも軍需と民需の間に技術水準の格差

があり「二重の構図」を生み出していたことを指摘した。

そこで本報では，戦前から戦中にかけて日本のカメラ産業に存在していた「二重の構図」が，

戦中から戦後にかけての技術開発の過程で，いかに解消されたかを分析する。くわえて，戦後

に発展を遂げた日本のカメラ産業の基礎が，どのようにして形成されたかを明らかにする。

� 自立の契機

�―� キヤノン登場

日本の３５ミリ精密カメラ市場は，昭和１０年（１９３５）のキヤノン登場により国産品とドイツ製

品（主に Leicaと Contax）が競合するようになる。だが，戦時経済体制の規制により輸入品が市

場から姿を消し，事実上国内市場を独占したことが，自立の契機になった。一方で，民需品の

生産は次第に軍需生産に圧迫され，日本光学の民需用レンズの生産が減少した。これに危機感

をもった精機光学（現・�キヤノン）は，日本光学（現・�ニコン）からレンズ製造技術の技術

移転を受けることで，市場と技術の両方を独占するに至った。それは同社が，日本光学の下請

けとして軍需産業化することをも意味していた。本章では，その経緯について考察する。

さて，精機光学代表の内田三郎は，キヤノン製造にあたってシチズンの時計学校出身者を集

め，カメラ製作をはじめて
（�）
いる。それは，日本の民間カメラ産業には精密機械を作る土壌が無

いために，他分野からの技術移転を必要としたからである。キヤノンの発売は，昭和１０年（１９３５）

（�） 角田秀雄「ドキュメント・戦艦大和，武蔵は生きている！」朝日新聞社『週刊朝日』昭和３７年（１９６２）
�月１２日号。

（�） 星野芳郎「戦後技術史の時代区分」中山茂編『日本の技術力』朝日新聞社 昭和６１年（１９８６）８２
頁所収。

（�） 森亮資「第二次大戦前日本における３５ミリ精密カメラの開発」日本産業技術史学会編『技術と文
明』第３３冊，１７巻�号 １９―３５頁。
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の『日本写真興業通信』１０月�日号の新製品紹介欄で確認できる。それによれば，

同カメラの型はライカ（クローム）と同様で，レンズ・シャッター総てを国産で以って

固めてゐる点注目を引いてゐる。即ちこれ等小型カメラの最も優秀なる点は我が国光学界

の権威日本光学工業製造に成る F三．五を装備，自動焦点，シャッター等総ての点に於い

てクロームライカと同等（中略）価格はライカ D�の半額以下の速写ケース付き二百七〇

円であるからカメラマンに喜ばれることは確実であろう。

この記事から読み取れるのはキヤノンのセールスポイントが，標準レンズ付きの Leicaと同

等の性能を持つ輸入代替品でありながら，価格はそれの半額以下であるという点である。つま

り，キヤノンは，性能ではなく価格で Leicaと競合しようとしていたことがわかる。

昭和１２年（１９３７）盧溝橋事件を発端とする日中戦争の開始は，それまでの好景気によって支

えられていた写真市場に，大きな衝撃を与えた。例えば，商工省『写真器及部品輸入統計』に

よれば，昭和１２年度は６３９万２１８３円，翌１３年度には１２０万９４４０円へと急激に落ち込んだ。原因は

輸入品に対しても高額な戦時物品税，奢侈税が課せられ，ついに輸入禁止となったことで
（�）
ある。

しかし，写真市場は軍需景気で相変わらず活況を呈しており，物不足は必然的に価格高騰を招

いた。昭和１４年，東京と大阪ではドイツ製中古カメラの高騰に対処した公定価格が制定されて

いる。最高価格の Contax―Ⅲが２０００円，Leica―Ⅲ aが１５００円（共に中古）とされたのに対
（�）
して，

キヤノンの公定価格は新品で
（�）

５７０円だった。しかし，戦局の深まるにつれて競合相手である輸

入品が市場から姿を消すことで，キヤノンは日本の３５ミリ精密カメラ市場を事実上独占し，自

立するに至ったのである。

しかしながら，戦時体制が深まるにつれてキヤノンを製造する精機光学は大きな問題を抱え

ることになった。内田三郎によれば

盧溝橋事件に端を発した日支事変は益々深まに入り（中略）軍の日本光学に対する注文

が殺到し，平和商品のカメラ・レンズを製造する余裕がなくなりレンズ供給が先細りに

なって
（�）
きた。

戦時体制下での特殊な環境が，キヤノンの市場独占と自立を可能にした反面，レンズ製造は

（�） 内田三郎の証言によれば
「ボディは金子君に次いで深沢君がシティズンの時計学校出身の連中と工員を多く連れて来てきて
初めて形が出来たので，キヤノンのボディの基礎技術は深沢君指導に依るシティズンの時計工作技術
が基礎をなしてゐると見て良いと思います。」（原文ママ）
内田三郎『内田三郎回顧録』平成�年（１９９２）５０頁。

（�） 酒井修一『ライカとその時代』朝日新聞社 平成１０年（１９９９）第１０章「ヴオルフの影響と戦時下
のライカ」２０９頁。

（�） 前掲書，『ライカとその時代』２１１―２１３頁。
（�） 朝日新聞社編『アサヒカメラ』昭和１４年（１９３９）�月増大号，付録・精機光学製品総目録，価格
表。

（�） 前掲書，『内田三郎回顧録』２４頁。
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軍需生産の圧力に押され，供給が不足していたのである。日本光学から精機光学へのレンズの

納入は，比較的に安定した時期でも月産５０台分程度に過
（�）
ぎず，これが，キヤノンの製造能力と

比例していた。いかに需要があったとしても，販売商品の生産が伴わなければ経営が成り立た

なくなることを，内田は懸念していた。

さらに，キヤノンの販売価格のうち半分を日本光学の製品が
（１０）
占め，カメラボディを製造する

精機光学の利益率を圧迫していた。独自にレンズや光学系を開発し，利益率を上げることが精

機光学の課題となった。

�―� 技術的自立への基礎形成

このような精機光学がおかれた窮状のなかで，内田は日本光学に対してレンズ製造技術の指

導を依頼することになる。内田によれば

私はいつまでも，日本光学に依存する事に心細さを感じたので，直接波多野専務に面接

して，レンズ製造技術の指導をお願いした。（中略）波多野専務の好意と決断により，レ

ンズ技術の指導を受ける事になった。ここに於いて，精機光学は名実共に光学会社の態を

なすに至ったので
（１１）
ある

内田は，この時期を昭和１４年（１９３９）秋頃であるとして
（１２）
いる。この技術移転に関して，日本

光学内部にかなり強硬な反対があったとも証言している。それでもなお行われた理由として，

欧州では第二次大戦が勃発しており，一方で日中戦争は泥沼化していた。日本光学にとって光

学兵器の増産は喫緊の課題であり，精機光学に技術指導を行う見返りに，兵器製造の下請けを

させる意図もあったと推察する。これを裏付ける事実として，日本光学は昭和１９年（１９４４），

光学兵器増産のために加工外注先の確保を行い技術指導，資金援助，資材確保まで支援する日

本光学協力会１０８社を結成
（１３）
した。精機光学はそれらを取りまとめる幹事会社で

（１４）
あり，精機光学

へのレンズ製造技術の移転はその先駆けになったものと考えられる。内田によれば

時局の進展に伴い兵器の製造にも手を伸ばし，日本光学より下請けの仕事もするように

なった。会社の経営基盤も固まり，業績も逐次上昇しつつ
（１５）

あった。

（�） 荒川龍彦『創業～なぜ消えた� キヤノン創業者』朝日ソノラマ 昭和６１年（１９８６）第�章「創
業の証言」１７１頁。

（１０） 当時のキヤノンの場合，日本光学が製造した部分，例えばレンズは２０５円であり光学距離計連動
装置を含めると，製品価格の約半分を占めていた。前掲書，『アサヒカメラ』昭和１４年（１９３９）�月
増大号。

（１１） 前掲書，『内田三郎回顧録』２４―２５頁。
（１２） 前掲書，『内田三郎回顧録』２５頁。
（１３） �ニコン編『光とミクロと共に ニコン７５年史』平成�年（１９９３）９０頁。
（１４）「日本光学の人々のあいだには，下請け工場の�つであり下請け業者によって組織されていた協
力団体の幹事役もやっていた精機光学工業の，戦時中のイメージが強く残っていた（中略）ものの考
え方やことばの端々になんとなくキヤノンを下請け工場視する雰囲気が感じられたものだった。」
荒川龍彦『明るい暗箱』朝日ソノラマ・昭和５０年（１９７５）第�章「決別と低迷」８２―８３頁。
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この証言は，精機光学が光学兵器の製造も手がけることで経営基盤も固めていった側面が

あったことを示している。日本の３５ミリ精密カメラ開発は，平時には民需カメラ産業の精機光

学が，軍需産業である日本光学にレンズ製造を外注することで成り立っていた。しかし戦時体

制の深化に伴って，日本光学が民需カメラ産業の精機光学を傘下に収め，兵器生産の下請けを

させることで増産を行った。このように日本光学の軍需技術は，精機光学を下請けにすること

で，軍需の中に民需カメラ産業を取り込む形で波及していった。

ところで，日本光学から精機光学に行われたレンズ製造の技術移転は，光学開発部所属の古

川良三と，光線追跡計算手�名からなる設計陣の移籍と，レンズ荒磨り機，レンズ研磨機，芯

取り機を含む機材の提供からなり，それによって最小限ながら写真レンズ開発に必要な陣容が

移転さ
（１６）
れた。

昭和１４年（１９３９）�月頃，精機光学に移籍した古川によって，R―セレナー�cmF１．５が設計

された。これは頭文字の“R”が示すように，レントゲン用カメラのレンズで，徴兵検査の結

核診断に用いられ，精機光学ではかなりの収益を上げた。内田の証言にも，はじめて販売され

た自社製レンズとして，好評を博したという記述が
（１７）
ある。しかし，R―セレナー�cmF１．５は Carl

-Zeiss Biotar４．２５cmF�の解析記録を基礎に設計されたため，焦点距離の延長と，大口径化に

は技術的に無理があった。図�で示すように，本来 F１．５クラスのレンズは�枚構成以上が必

要であるが，R―セレナー�cmF１．５は�枚構成である。このような場合，第一面の凸レンズに，

重バリュウム（BaF）系硝子素材が用いられる。

実際に R―セレナー�cmF１．５の光学干渉測定を行った宮崎貞安が指摘するように，球面収差

は現在の同じ仕様のレンズと比較して，実測値で�倍にも達している。また，宮崎は重バリュ

ウム系硝子（BaF）の使用を示唆するが，戦時下の日本では輸入に頼っていた重バリュウム硝

子は不足しており，これを使用したとは考えにくい。

また実写試験でも（試製距離計連動型セレナー�cmF１．５，Nr．４１３０使用），絞り開放（F１．５）では

画面中心部の解像力低下がみられた。画面中心部における解像力低下は，大口径レンズにとっ

て重大な欠陥であり，これはすべて，硝材の屈折力不足によるものと推定される。

このような問題を抱えつつも，軍需用の低照度下でも撮影可能な大口径レンズが不足してい

たため，レンズ硝材や設計はそのままで，低照度写真撮影用に改造されたものが少数製造され

た。古川は，R―セレナー�cmF１．５が本来の用途であるレントゲン撮影用以外に転用されるこ

とに不満
（１８）

だった。しかし，戦時下のレンズ硝材の種類と量の不足の悪条件のもとでは，満足の

ゆく改設計は不可能であった。このことからも，レンズ硝材を外部からの調達に頼らざるをえ

（１５） 前掲書，『内田三郎回顧録』２５頁。
（１６） 宮崎洋司『キヤノン・レンジフアィンダーカメラ』朝日ソノラマ 平成	年（１９９６）第Ⅲ章「１９３６
～１９４４年」４６―４７頁。

（１７） 前掲書，『内田三郎回顧録』２５頁。
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なかった精機光学にとって，使用硝材の種類と量の不足は，レンズ設計，製造における大きな

隘路だったことがうかがえる。

さて，次に分析するのは，昭和１７年（１９４２）�月頃に同じく古川によって設計されたセレナー

１３．５cmF�である。図�で示すこのレンズは，昭和１０年（１９３５）に日本光学設計部で解体調査

された Zeiss-Sonnar １３．５cmF�（Nr１４３５５１７）の分析記録を基礎として開発された。古川の分

析によれば，Sonnar １３．５cmF�の使用ガラスは BK�，K�，F�，BaF１０である。しかし，

（１８） 古川良三は昭和１８年（１９４３），硝材不足によるレンズ設計の制約に対する不満と，精機光学代表
だった内田三郎が，役員の御手洗毅に会社代表権を乗っ取られた社内の内紛に嫌気が差し“職を辞す
潮時”と感じ精機光学から，小原硝子製造所に移籍している。戦後，請われて精機光学に復職し光学
設計部長になっている。平成元年（１９８９）�月２５日，古川―上山私信。

図� 左，古川良三が，精機光学で最初に設計した，セレナー�cmF１．５の手書き図面（古
川良三遺稿）。右，宮崎貞安によるレンズテスト（光学干渉計検査）。いわゆる対称
（ガウス）型レンズである。

図� 古川良三による手書きのセレナー１３．５cmF�図面。いわゆる非対称（ゾナー）型レ
ンズである（古川良三遺稿）。
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ドイツからの輸入に頼ってい
（１９）

た BaF１０は戦時下で入手困難になったため SF�で代用した。そ

して，このガラス材料の変更によっておこる色収差補正のため，K�を BaLK�に変更した。

色収差は手本となった Sonnar １３．５cmF�と比較して，充分に補正されなかったが，実用上は

差し支えない水準に達して
（２０）
いた。戦時下の日本の民需カメラ産業は，このような使用硝材の種

類と量の不足という隘路を抱えていた。しかし単なる模倣でなく，硝材不足が要因の代用設計

を通じて写真用レンズの開発と，製造技術確立への素地を形成しつつあった。

� 追従者たちの登場

�―� レオタックスの開発―民需主導開発の限界

図�で示すレオタックスは，国産としては�番目の３５ミリ精密カメラである。開発者の中川
（２１）
幹三が六桜社（現・�コニカミノルタ）から独立し，設立した共栄社（のちの昭和光学，�レオタッ

クスカメラ）から昭和１５年（１９４０）�月に発売された。

民需を基礎とした技術で開発されたレオタックスは，軍需を基礎とした技術導入で完成した

キヤノンと比較して，カメラボディ，レンズともに大幅に性能・機能が劣った。そしてドイツ

と日本の当該技術水準の格差に加え，日本国内でも，軍需を基礎とした技術と，民需を基礎と

した技術の格差が，日本の３５ミリ精密カメラ開発を通じてもっとも顕著にあらわれた。

レオタックスの開発でもまた，キヤノンの開発と同じく図�で示す Leitzのオスカル・バル

ナック考案『冩真器鏡玉ノ距離調節
（２２）
装置』（以下，Leitzの実用新案）を避ける開発が焦点となっ

（１９） BaF１０は，ドイツ Carl-Zeissが開発した当時もっとも高屈折，かつ低分散能力を持ち，大口径，
高性能レンズの製造には欠かせない硝材だった。戦中期の日本ではドイツからの輸入ストック，もし
くは試験生産したものしか無く，希少な硝材だった。また，製造時に気泡が入りやすく，硝材原料の
調合が困難で，調合具合では空気接触面が風化しやすい欠点があり，戦時下の日本では完全国産化が
困難だった。

（２０） セレナー１３．５cmF�は，敗戦後の昭和２２年（１９４７）�月に市販が広告されている。上山早登『精
機光学キヤノンのすべて』朝日ソノラマ 平成�年（１９９０）第�章「セイキレントゲンカメラと試作
群」１２４―１２６頁。

（２１） すぎやまこういち編，粟野幹男監修『国産カメラ図鑑』朝日ソノラマ 昭和６０年（１９８５）４７頁。
なお，中川幹三の証言によれば
「昭和１４年（１９３９）に，美すず商会の社長から，その頃の売れ筋だったドイツ製カメラ，スーパー
セミイコンタ，ローライフレックス，それとライカの�台のカメラを見せられ，どれを作ったら売れ
るかと聞かれたので，ライカと答えました。すると，金を出すので作ってみないかと言われました。
それがレオタックスのはじまりです。キヤノンのことは意識しませんでした。そこで，共栄社（後の
昭和光学，レオタックスカメラ）を創立して，５０台ほど私と皆川保男君が作り，美すず商会に納めま
した。作るのにとても手間がかかり，昭和１５年（１９４０）に徴兵されたこともあって，いったん止めて
しまいました。あとのことは知りません。戦争中に鈴木君（鈴木英二，後の鈴木光学社長）が設計を
少し変えて作ったようです。終戦で復員しましたが，高野（高野三郎，後の昭和光学・レオタックス
カメラ社長）が会ってすぐ，日暮里の工場は空襲で焼けて何もないと，解散すると言われました。何
年も外地に居たので会社の状況が判らなくて，信じてしまいました。しかし，本当は焼けていません
でした。騙されて，お払い箱にされたのです。（中略）そこで，古巣の六桜社の世話になり，子会社
の六和に行くことになりました」（括弧内筆者註）中川幹三への聞き取り調査，インタビュー・すぎ
やまこういち，昭和５９年（１９８４）音声録音１２０分。
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図� ドイツ・Leitz社オスカル・バルナック氏考案
『冩真器鏡玉ノ距離調節装置』（実用新案・２０１４９０号，出願，昭和�年�月１９日，広告，昭和�年�月３０日）より抜粋

図� 現存する，レオタックスの試作機とされるもの（出典協力・KCMライブラリー）

図� レオタックスの単独距離計装置部分写真（出典協力・KCMライブラリー）

技術と文明 １８巻�号（１６６）
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た。中川は Leicaの連動距離計装置の実用新案に代わる開発は，技術的，資金的，時間的にも

不可能であると判断した。それゆえ，実用新案を回避しつつ開発を行われざるを得な
（２３）

かった。

まず，Leitzの実用新案回避の�点目として，図�に示すように距離計とビューファインダー

設計は，距離計の左側にビューファインダー配置し，距離計の基線長を短くした。しかしなが

ら，光学距離計の測距精度は三角測量の原理に基づいており，距離計窓の距離（基線長）に比

例するため，この設計では距離計窓間の距離が確保出来ず測距精度が低くなり，改悪と
（２４）

なった。

�点目は，距離計とレンズを連動させるシステムに関するものである。レオタックスでは連

動距離計方式を放棄したため，図�で示すように撮影者がカメラ上部にある丸い距離スケール

を動かして被写体までの距離を計測し，その測定結果をレンズに刻まれた距離目盛に合わせて

ピント合わせを行うようにしている。これは，使用上不便な方式で，これもまた改悪となった。

つまりドイツで成立した３５ミリ精密カメラの技術水準である，焦点合わせの自動化機構を欠い

ていたのである。

この�点は，Leitzの実用新案に抵触しない方式を開発することが，民需の技術ではいかに

困難であったかを示している。

さて，レオタックスに装備された藤田光学製のレンズ，レタナー・アナスティグマート�cmF

３．５は�群�枚構成の Triplet型で
（２５）
ある。しかし，３５ミリ精密カメラには，少なくとも�枚構成

で，より高度な光学収差補正が行われた Tessar型のレンズが必要である。Leicaの Elmar―�

cmF３．５，キヤノンに装備されたニッコール�cmF３．５は�群�枚構成の Tessar型であるのに

対して，レオタックス用レンズであるレタナー・アナスティグマート�cmF３．５はキヤノンに

装備されたニッコール�cm F３．５に比較すれば劣るものであった。

当時，ドイツ製レンズに匹敵するだけの３５ミリ精密カメラ用の高性能レンズを硝材製造から

レンズ製造，組み立てまで一貫生産出来るのは，国内では日本光学のみであった。

つまり，キヤノンがドイツ製と同等の日本光学製レンズを独占することは，日本の３５ミリ精

密カメラ市場を独占することを意味していた。

（２２） オスカル・バルナック氏考案『冩真器鏡玉ノ距離調節装置』（実用新案・２０１４９０号，出願，昭和
�年�月１９日，広告，昭和�年	月３０日）図―�参照。

（２３） 中川は，戦時体制下の統制経済のため部品の外注調達に苦慮した。民間であっても技術水準の高
い工場は，軒並み軍需指定を受けており，民生品の仕事を請け負って貰えないことが多かった。また，
中川自らが出向いて外注先に技術指導を行っている。
中川幹三『レオタックス誕生を語る』昭和５９年（１９８４）�月１５日（遺稿）

（２４） 中川は，レオタックスは大口径レンズや長焦点レンズは使用不可能だと証言している。前掲『レ
オタックス誕生を語る』。

（２５） 中川は，レタナー・アナスティグマート�cmF３．５の製造は，藤田光学に委託したとしている。
前掲『レオタックス誕生を語る』。
また，２０００年１１月に筆者が粟野幹男と共同で行った調査では，レタナー・アナスティグマート�cmF

３．５は�枚構成，Triplet型であるという結果を得た。また，同レンズの研究については，粟野幹男「日
本のライカ型カメラ」朝日ソノラマ編『カメラレビュー�号』昭和６０年（１９８５）５６頁参照。
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�―� ニッポンの開発―戦時下，日本の限界

図�に示すニッポンは，戦時中に陸海軍の要望で製作された国産�番目の３５ミリ精密カメラ

であり，精機光学から独立し，光学精機社（現・�京セラ Optics）を設立した熊谷
（２６）
源二によって

開発さ
（２７）
れた。

ニッポンは，軍部の命令により，図�に示す Leitzの実用新案を無視した開発が行われたた

めに，キヤノンやレオタックスの開発時に見られた実用新案等回避の隘路に嵌まり込んだ改悪

開発になることはなかった。しかし，そこには戦前，戦中期を通して模倣の域を出られなかっ

た日本の３５ミリ精密カメラ開発の限界，ドイツと日本の当該技術水準の格差を，より顕著に見

ることが出来る。

ニッポンの距離計とビューフアインダー部分は，図�の Leitzの実用新案と同じく，�つあ

る距離計窓の中間部分にビューファインダー部が位置している。また，レンズを取り付けるボ

ディ側マウントには，距離計にレンズの前後運動を伝えるローラーがあり，これもまた Leica

と同じ構造である。さらに，ニッポンの内部構造は，距離計の光路を覆うハウジングケースに，

ビューファインダー光路を覆うハウジングケースが交錯し，Leitzの実用新案への侵害が行わ

れている。

（２６） ニッポンを開発した熊谷源二は昭和１１～１５年（１９３６―４０）精機光学に勤務したのち独立し，Leica
の修理と改造を目的とする光学精機社を昭和１５年（１９４０）に創立した。昭和１６年（１９４１）陸海軍から，
Leicaの代替品を供給する事を目的に，実用新案等を無視した模倣開発が指示され，同年�月に１０台
ほどが完成し，陸海軍の採用審査を受け「小型写真機二型」として採用された。
白井達夫『幻のカメラを追って』朝日ソノラマ・昭和５７年（１９８２）第�編「ニッポンカメラ」２２―２４

頁。
（２７） ニッポンは，戦時中に軍への納入以外に民需向けに販売された形跡がある。

図� ニッポンと Kol-Xebec�cmF�・正面写真（出典協力・KCMライブラリー）

技術と文明 １８巻�号（１６８）
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このように，Leicaの完全な模倣であるニッポンは戦前，戦中に製作された国産の３５ミリ精

密カメラの中で，キヤノン，レオタックスと比較して最も性能，信頼性が高いものとなった。

この事実からも Leitzの実用新案が，いかに日本の３５ミリ精密カメラ開発の大きな制約となっ

ていたかが判る。

さて，ニッポンの開発は，精機光学を退社し再び映画機械の開発製造を行っていた，吉田五

郎の協力で行わ
（２８）
れた。そのためニッポンは，吉田が最初に製作した Leica-DⅡのデッドコピー

を基礎に，さらに Leica-DⅡの後継機である Leica-DⅢに装備されたスローシャッター装置と

同じものを取り入れていることを特徴と
（２９）
する。

熊谷源二は，ニッポンの品質に自信を持ち，日本における Leicaの代理店であったシュミッ

ト商会に持ち込んで，評価を求めている。その際に，常駐のドイツ人は非常な驚きと興味を示

し，日本で Leicaの特許権を使える会社の設立を提案したと，熊谷は証言
（３０）
する。

なお，筆者は２００１年と２０１２年の�回にわたり，国内外に現存するニッポンの機材調査と，解

体内部調査を含めた機構，材質にわたる総合的調査を行った。そして，ニッポンのボディは使

用材料と鍍金の品質を除けば，精度，工作共に完成度が高く，ほぼ Leicaに匹敵，充分に代用

出来るという結論を
（３１）
得た。これを裏付けるように熊谷によれば，昭和１６年�月の海軍による採

用審査では

艦政本部に持って行ったら，ボディはライカの代用として使えるが，ズマールそっくり

の国産レンズはダメだと言われた。それでも海軍は採用してく
（３２）
れた

この熊谷の証言は，ニッポンが完全に Leicaに匹敵しないまでも，充分実用に耐える性能と

品質を有していたが，その反面，当時の民需で製作された国産品のレンズは使える水準になかっ

たと，海軍が判断した事を意味している。

次に，レンズについて考察したい。この時期，Leicaに匹敵するレンズをガラスの溶解から

（２８） 朝日ソノラマ編『カメラレビュー６１号』平成１２年（２００１）内田一三「カンノンからハンザキヤノ
ンへ～その開発の過程（�）」１１４頁。

（２９） ニッポンは基本的に，Leica-DⅡの模倣であり，吉田五郎が製作した国産初の３５ミリ精密カメラ
（Leica-DⅡのデッドコピー）に近い存在と思われる。その根拠については，朝日ソノラマ編『カメラ
レビュー５８号』平成１２年（２００１）森亮資「戦争が生んだライカコピー機，ニッポン」“ニッポンは，
ライカのどの型のコピーなのか？”９６―９７頁参照。

（３０） 前掲書『幻のカメラを追って』２６頁，なお，この証言については真偽をめぐり賛否両論があるが，
筆者は事実であっただろうと推察する。

（３１） 前掲書，『カメラレビュー５８号』「戦争が生んだライカコピー機，ニッポン」参照。
また，筆者は２０１２年に戦中から戦後に製造されたニッポンをベースに製作された�台の“Fake

Leica”（偽ライカ）と，光学精機社が連動距離計，スローシャッター追加の改造した Leica�台，合
計�台の調査を行った結果，Leicaの完成度とさほど差異が無いことを確認した。また，カメラレビュー
誌の編集長であった白井達夫の調査によれば，熊谷が改造した Leicaや模造した Leicaは，戦後に
Leicaユーザーの間で話題になっていたという証言を得ており，半ば公然とおこなわれていたと推察
される。前掲『幻のカメラを追って』２５頁参照。

（３２） 前掲『幻のカメラを追って』２４頁。
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研磨，組立製造まで一貫生産できるのは日本光学以外に存在せず，日本光学製の３５ミリ精密カ

メラ用レンズは，全てキヤノン用に製造したものであった。しかし，ニッポンに装備された国

産レンズの KOL-Xebec�cm F�は，民間向けに販売されていたもので
（３３）
ある。２００１年に筆者が

行った�回目のニッポンの調査では，レンズについては実写試験（KOL-Xebec�cm F�，No．３４６８８

使用）のみを行ったところ，Leicaに装備されていた Leitz-Summar�cmF�の水準には達して

おらず，熊谷の証言を裏付けるものと
（３４）

なった。

しかし，図�で示すように２０１２年に行った�回目の調査では，実写試験に加え，前述した宮

崎貞安によるレンズの解体，光学干渉検査も新たに行った。その結果，KOL-Xebec�cm F�

は，手本になった Leitz-Summar�cmF�と，ほぼ同水準の光学性能を有しているという結果

が
（３５）
出た。

Leitz-Summar�cmF�は第一面の凸レンズの硝材に BaF１０を使用しているが，KOL-Xebec�

cm F�では代用硝材を使用していると推測され，第一面の凸レンズの曲率が強くなっている。

これは，BaF１０より屈折率の弱い硝子材料を使用したため，曲率を強くして屈折力不足を補っ

（３３） 熊谷によれば
「（海軍には）レンズだけはライツ社から買って取り付け，陸軍には市中で入手できる国産レンズを
そのまま利用して納入した」（括弧内筆者註）
前掲書，『カメラレビュー６１号』「カンノンからハンザキヤノンへ～その開発の過程（�）」１１４頁。
また，『光画月刊』によれば KOL-Xebec�cm F�について
「市販品となってゐるのは五城光学のクセベク五〇ミリ二だけであるが，これはライカ判に使用す
るためにはあまりにも鮮鋭度が足りない。球面収差，色収差の残存が劇しいためと思われる。」光画
荘『光画月刊』北野邦雄「ライカ覚え書」昭和２２年（１９４７）�月�日号，２６頁。

（３４） 前掲書『カメラレビュー５８号』「戦争が生んだライカコピー機，ニッポン」１００―１０３頁参照。
（３５） 調査には，写真用レンズ設計と製造を行っている MS-Optical R&D宮崎貞安代表と，兵庫県立大
学工学部材料工学科，松田均教授の協力を得た。

図� 左 KOL-Xebec�cmF�の構成図。いわゆる対称（ガウス）型レンズ。右，KOL-Xebec

�cmF�のレンズテスト（光学干渉計検査）。手本となった Leitz製 Summar―�cmF

�と同等の光学性能を有している（ともに，宮崎貞安の調査による）。

技術と文明 １８巻�号（１７０）
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たと筆者は推定する。しかしこのような場合，第一面の凸レンズの曲率を強くする代償として，

Leitz-Summar�cmF�より強い非点収差が発生すると思われるが，実写試験（KOL-Xebec�cm

F�，No．３４７０５使用）ではその傾向は顕著にあらわれず，どのような硝材選定と光学設計を行っ

たか，筆者は非常な関心を持って
（３６）
いる。

この事実は，戦時下の硝材不足の状況下にあって大口径レンズ製造の妙薬といわれた BaF１０

を使用せずに，同水準に近い性能のレンズを製造し得た技術水準の高さ示しており，戦中の民

需用レンズの設計が従来考えられていたよりも，高度であったことをも示唆している。

では，なぜ�回目の実写のみの調査と，�回目のレンズ解体，光学干渉検査を含む調査では

結果が異なったのか。その原因として，レンズ絞りの構造とレンズを固定している鏡筒の工作

精度に問題があったことが明らかとなった。

まず，ドイツ製の Leitz-Summar�cmF�と，そのコピーである国産の KOL-Xebec�cm F�

は共にガウス型�枚構成レンズであるが，絞り性能に差異があった。ガウス型の大口径レンズ

は，口径を絞るにつれて焦点移動を起こし，フイルム面に正確な焦点を結ばない。その問題を

Leitz-Summar�cmF�は，口径を絞るにつれて，絞り羽根がフイルム面側に後退する特殊な構

造にすることで焦点移動の問題を解決しており，最小絞り値は F１２．５である。それに比べて

KOL-Xebec�cm F�は普通円形絞りで最小絞り値は F�にとどまる。

次にレンズ鏡筒であるが，摺動部に材質不良による摩耗の形跡が見られた。そして，レンズ

を繰り出すヘリコイドが偏芯して
（３７）
おり，加えてレンズ側マウントのネジピッチの精度不良が判

明
（３８）
した。つまり，光学設計の問題ではなく，レンズ鏡筒の材質と工作精度に問題があったので

ある。レンズ本来の性能を発揮させるには，それを取り付けている鏡筒の加工精度が重要にな

る。高い精度が求められる３５mm精密カメラ用レンズである KOL-Xebec�cm F�は，光学設

計では無く鏡筒の材質，および工作精度の問題で本来の性能を発揮できなかったので
（３９）
ある。

ニッポンは，カメラボディに関して戦前，戦中における国産の３５ミリ精密カメラの中で最高

（３６） R―セレナー�cmF１．５や，KOL-Xebec�cm F�の使用硝材の特定には光学干渉計試験だけでは不
充分であり，例えばレーザー光線追跡が妥当である。しかし，多額の費用が必要であり，今後の課題
とする。

（３７） レンズ鏡筒のヘリコイドの偏芯により，撮影画像の周辺に部分的に焦点を結ばない“片ボケ”と
呼ばれる現象が起こる。
前掲書『カメラレビュー５８号』「戦争が生んだライカコピー機，ニッポン」１０２頁，夜景作例写真参

照。
（３８） Leitz-Summar�cmF�のレンズ側マウントのピッチは�インチ２６山（平均０．９７６９mm），ネジ山の
角度は６６．８６度で，これが Leicaの規格ある。対して KOL-Xebec�cm F�レンズ側マウントのピッチ
は０．９６７９～１．３２２４mmとばらつきが多く，ネジ山の角度は平均で６７．８度，ネジ山は台形で，ネジ山頂
部の幅は，０．２５３mmである。これは摩耗では無く，製作時における加工不良や，工作機械の精度不
良と考えられる。共同で調査を行った松田均教授によれば「元から精度が出せないのを承知で，手作
業で辻褄を合せたのだろう」という意見である。（検査機材�日本光学工業，万能投影機 V―１６A，No
４９７３６。於，２０１２年�月�日，兵庫県立大学工学部材料工学科）
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の性能を持ち Leicaと同等であった。それは Leitzの実用新案を無視した結果であり，決して

ドイツと日本の当該技術水準を埋め合わせたものではなかった。むしろ，キヤノンやレオタッ

クスと比較すれば，もっとも安易な開発である。キヤノン，レオタックスが Leicaの実用新案

回避の開発を行ったために，Leicaの模倣であるニッポンと比較して，大幅に性能・機能が劣っ

た事実は，戦前，戦中期を通して模倣の域を出られなかった日本の３５ミリ精密カメラ開発の限

界，ドイツと日本の当該技術水準の格差を如実にあらわす結果になった。

さらにレンズ製造技術に関しては，光学設計は一定の水準に達していたが，レンズ鏡筒の加

工，製造技術に問題があり，本来の光学性能を発揮できていなかった。つまり，総合的な開発

能力に欠けていたのである。

一方で，キヤノンに装備されていたニッコール�cmF�は「中身はドイツ製ではない
（４０）
か？」

と噂されたほどの性能を誇っていた。いかにカメラボディの性能が優れていても，最終的にレ

ンズの性能が優先されるのは云うまでもない。ここにも「二重の構図」が看取され，ゆえにニッ

ポンはキヤノンには及ばなかったのである。

� 敗戦直後の３５mm精密カメラ開発

�―� 宮部甫と，ミノルタ３５の設計思想

昭和２０年（１９４５）�月１５日の敗戦により，軍需産業化していたカメラ産業は民需への復帰を

余儀なくされる。だが，民需への復帰は捗らず，各メーカーとも在庫部品で細々と民需用カメ

ラの生産をはじめるが，新規開発をはじめる余力はなかった。

そのような状況のもと敗戦直後の昭和２０年（１９４５）�月初旬，千代田光学（現・�コニカミノ
はじむ

ルタ）の堺工場長だった宮部甫は，３５mm精密カメラ開発に取り掛かった。

宮部は，東京帝国大学工学部造兵科精密専攻を卒業後，理化学研究所に入所。大河内研究室

研究員を経て，大阪の千代田光学に招聘され，主力工場である堺工場の工場長となっていた。

（３９） 筆者は，元・マミヤ光機社員で日本カメラ博物館学芸員の井上光郎に，KOL-Xebec�cm F�の
設計者について質問を行ったが「ちょっと訳があって言えません。業界の古い人に迷惑がかかるので
……KOLは訳ありで……いろいろあって……その方面では有名な人ですから，知ってる人でしょう。
そのうち詳しいこと教えてあげます」という返答を受けた。しかし，井上がその後，高齢と体調不良
のため，未だ回答を受けていない。平成１２年（２００１）�月�日，於日本カメラ博物館，録音，森亮資。
筆者は，KOL-Xebec�cm F�の設計者は古川良三だと推測している。根拠として，筆者の知る限

り戦中から戦後にかけて一貫して大口径ガウス型レンズの研究開発を行っていたのは，多くのドイツ
製レンズの光学分析データを持って日本光学から精機光学に移籍した古川だけである。古川は戦後に
精機光学（キヤノン）の光学部長として最初のガウス型大口径レンズ，セレナー�cm F�の開発を
行い，市販されている。

（４０） 朝日新聞社編『アサヒカメラ』昭和１５年（１９４０）�月号，「これが知りたい」５０３頁，写真家・木
村伊兵衛談。
当時の日本光学は光学兵器用の金物工場を擁し，キヤノン用ニッコールのレンズ鏡筒も，そこで生

産されていた。その点でも，日本光学製のレンズは戦時体制下の物資不足，軍需優先の状況下でも民
需品の KOL-Xebec�cmF�に対して優位にあった。
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宮部は戦前から Leicaを使用しており，その利点，欠点も見抜いていた。ゆえに，単なる Leica

コピーをではなく，全く独自の設計を試みた。そして，自らが設計するミノルタ３５には過剰な

機能を盛り込まず，且つ Leicaには無い機能を追加することで，差別化を図ろうとした。また

宮部は，将来３５mm精密カメラの主流が Leicaや Contaxのような距離計連動カメラから，一

眼レフへ移るだろうと予測していた。そしてミノルタ３５は，当面の利益を得る手段であり，本

命の一眼レフ開発までの“つなぎ”に過ぎないとさえ考えて
（４１）
いた。

�―� ミノルタ３５の開発

宮部は図�に示すミノルタ３５の開発にあたり，Leicaに比べて主に�つの点で差別化を図っ

ている。まず，フイルム規格は Leicaが３５ミリフイルム使用の２４×３６mmだったのに対して２４

×３２mmとした。つまり，Leicaのフイルム規格を最初から捨てたのである。宮部はこれを日

本独自の規格，“ニホン判”と称し，これによって３６枚撮りを４０枚撮りとすることが出来た。

また，当時の Leicaには装備されていなかったセルフタイマーを内蔵し，くわえて当時，開発

されて間もないフラッシュの同調装置を装備することで差別化を図った。さらに，図�にある

ようにファインダーを Leicaの�眼式（距離計ファインダーと，構図を決めるビューファインダー）

に対して�眼式にした。これにより被写体との距離調整を行いながら，構図を決められること

が可能となり，撮影の迅速化を図った。ミノルタ３５はファインダー倍率が低い（０．３倍）ことが

（４１）「宮部甫氏を囲む会」於大阪写真会館，２０００年１０月２８日。インタビューワー・粟野幹男，久保田
盛一郎，森亮資 筆記記録，録音・森亮資１２０分×�。

図� ミノルタ３５試作機（出典協力・KCMライブラリー）
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欠点とされているが，宮部は本命の一眼レフ開発までの，つなぎに過ぎないとさえ考えていた

こともあり，距離計連動カメラの利点であるコンパクトさを重視した。また，使用レンズも焦

点距離をやや短い４５mmとすることで，ファインダー倍率が低くとも，見やすくかつ必要充分

な距離計の連動精度を確保し，絶対性能より使用の利便性を重視した。くわえて，ミノルタ３５

は Leicaの欠点とされていた底蓋を外してフイルムを差し込むように装填する方法を改め，蝶

番式の裏蓋を開けて，フイルム装填を行えるようにした。これは，３５mm精密カメラとしては

世界に先駆けたものである。

もともと，Leica型カメラの欠点とされていた底蓋を外してフイルムを装填する方式は，Leica

が板金製ボディのために，蝶番式の裏蓋開閉にすると強度不足になることが原因であった。対

して，ミノルタ３５はダイカストボディを採用することで強度を保ち，蝶番式の裏蓋開閉を可能

とした。さらにシャッターユニットにもカメラボディの剛性を担わすべく，ユニット構造化，

強固な構造とし，シャッターユニットにも剛性を持たせて，カメラボディ全体の剛性向上と精

度保持に腐心したと証言
（４２）
する。

そのシャッターは Leicaの�軸式フォーカルプレンシャッターに対して，構造がより単純な

�軸式フォーカルプレンシャッターを採用している。宮部はシャッター構造を，ドイツ FOTH

社製の中級カメラ FOTH-DERBYに倣ったとしている。このカメラのフォーカルプレンシャッ

ターは単純明快な構造で知られ，当時でも，やや旧式であったが宮部は「この程度のもので充

分と判断した」と証言
（４３）
する。宮部の設計は「これ以上は贅沢，これ以下は無理」という

（４４）
発想と

同時に，Leicaには無い機構や規格を導入することで差別化を図る合理性がうかがえる。

ミノルタ３５は昭和２３年（１９４８）�月に発売され，敗戦後に新規開発された３５mm精密カメラ

としては，もっとも早いものと
（４５）

なった。ミノルタ３５は，発売当時「理想的カ
（４６）
メラ」と評された。

（４２） 宮部は当時の Leicaの欠点として，板金構造による剛性の低さ，たわみによる精度の低下を指摘
し，ミノルタ３５の開発時にカメラの剛性強化に特に留意した経緯について，次のように証言する。
「あの頃のライカはね，板金だったから重たい望遠レンズ付けたらボディがたわむから，それがわ
かるくらいね。僕なんかボディを持たずにレンズの方を持つようにしていた。もう，剛性とか精度な
んでも危なっかしいもんだと。だからミノルタ３５ではダイカストにして徹底的にやった。シャッター
ユニットにも剛性を持たせて，カメラの剛性を上げようと思いついたのは，はじめてじゃないかな（中
略）頭にあったのは，兵器ですよ兵器。武人の蛮用にも耐える設計しろって，造兵（東京帝大造兵科）
でも言われたし，理研でも先生（大河内正敏，理化学研究所所長）からも言われてたから。あれは，
技術者としていい心がけだと。だから，誰がどう使うか判らないカメラもそうしようと。あの当時は
外貨稼がなきゃならない。GIの連中とかに売るんだから（中略）それで，あれの（ミノルタ３５）見
た目は，流線型で女性的なラインだけど中身は，これでもかというくらいごつい構造にしたんです。」
（括弧内筆者註）前掲「宮部甫氏を囲む会」

（４３） 櫻井實『国産カメラの選び方』ARS昭和２４（１９４９）３１―３２頁，宮部甫『カメラと私』日本ミノッ
クスクラブ 平成１１年（２０００）第�章「はじめてのカメラ設計」及び前掲「宮部甫氏を囲む会」。

（４４） 前掲「宮部甫氏を囲む会」。
（４５） 宮部によれば「試作は５０日を要し，完成したのは昭和２１年（１９４６）秋であった。（中略）ダイカ
ストやプレス部品を使って製品試作が出来たのは翌年の半ばであった。かくしてミノルタ３５のⅠ型機
は翌１９４８年�月に発売されることになった」前掲『カメラと私』３０頁。
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しかし，レンズ開発の隘路に悩まされることになる。千代田光学は戦時中の昭和１８年（１９４３）

に，光学兵器増産のため硝材製造工場を，大阪工業試験所の援助を受け兵庫県伊丹市に開設し，

また光学設計部は，日本における写真レンズ開発の先駆者ともいうべき斉藤利衛を擁して盤石

に見えた。しかし，宮部が再三要望を出していた広角レンズは設計が完了していたものの，重

バリュウム硝材 BaF１０の不足から完成が遅れた。そのため，技術開発で先行していたにもかか

わらず，同業他社に後れをとることに
（４７）

なった。宮部は緊急措置として硝材を輸入するよう千代

田光学社長の田嶋一雄を説得したが，硝材工場を持っているのに，わざわざ貴重な外貨を使っ

てまで買う必要は無いと断られ，さらには将来を見越した一眼レフ開発の進言も，聞き入れら

れな
（４８）

かった。宮部は，これをきっかけに千代田光学を去り，マミヤ光機で日本初のペンタプリ

ズム搭載の一眼レフ「プリズムフレックス・マミヤ」を昭和２７年（１９５２）に試作した。しかし，

宮部の意思に反してマミヤ光機も一眼レフ開発には及び腰で，またしても同業他社に後れをと

ることに
（４９）

なった。宮部の予見したとおり，３５mm精密カメラの主流が距離計連動カメラから，

一眼レフへと移るのは昭和３５年（１９６０）頃であり，その頃には日本のカメラ産業と技術水準は，

名実共に世界市場でドイツ製品としのぎを削るまでに成長していた。

� おわりに――技術的自立と，その課題

以上，１９３０～４０年代の日本における３５mm精密カメラの開発過程を検証したが，確かに戦前，

戦中には独創性が無く，コピーに終始していたのは事実である。反面，レンズの設計開発では

かなり高い水準に達していた。先に述べた日本光学協力会のように，戦時体制下の官民一体と

なった上意下達的な技術移転も否定できない。

しかし戦後の日本のカメラ産業発展の基礎は，単純に敗戦による軍需光学産業解体とスピン

アウトだけの産物とは言い難い。とくにレンズ設計に関しては硝材不足による代用設計ではあ

るものの，自立的技術開発への萌芽も見ら
（５０）
れる。また，ミノルタ３５のように敗戦直後の早い時

期にドイツ製カメラのコピーを抜け出し，独創的な開発さえ行われていた。この技術的蓄積と

過程が「二重の構図」を解消し，日本のカメラ産業発展の基礎を形成したのである。

その一方，光学設計は出来ても光学レンズ製造に必要な硝材開発が追いついておらず，戦後

（４６） 前掲『国産カメラの選び方』３２頁。
（４７）「はじめは双眼鏡のレンズしか作ってなくて，カメラ用レンズは他社（旭光学，現・ペンタック
ス）から仕入れていた。戦時中に高松さん（高松亨・大阪工業試験所所長）の指示でガラス工場を作
り研磨機も入れ，ミノルタ３５用スタンダードレンズとして４５mmF２．８を作った。（中略）しかしミノ
ルタでは交換レンズの（製造）能力がなくて３５の交換レンズが発売出来なかった。ミノルタ３５はレン
ズ交換式でありながら３５mmのもの（広角）が�年かかった」（括弧内筆者註）前掲「宮部甫氏を囲
む会」。

（４８） 前掲「宮部甫氏を囲む会」。
（４９）「この種のカメラの将来を予見し，業界に先がけて出そうと思った私の野望はついに消え去った
のである」前掲『カメラと私』５７頁。
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になってもカメラ開発の隘路になっていた。これは，光学兵器用の硝材の生産から，民需品で

あるカメラ用レンズの硝材への生産転換が，いかに困難であったかを示している。

民需カメラ用の光学硝子の自主開発と本格的国産化は，カメラを重要輸出品として通産省指

導で官民挙げての振興策が始まる昭和２０年代中頃（１９５０年代初頭）まで待たねばならなかった。

確かに技術移転から自立へのプロセスは，困難で，紆余曲折を強いられる。技術移転にはじ

まり段階的な技術開発は，軍需，民需を問わず社会的な要請で可能であるが，一つとして段階

を踏み外すことは出来ない。踏み外した段階は，必ず隘路となって現れる。

これまで詳述したように，一部の高度な技術者たちにより，設計は部分的に先進国の水準に

追い付いても，それを支える生産技術が伴わなければ意図した性能を発揮できない。これは，

単にカメラの分野に限らず技術移転を受けた後進国側の総合的な技術水準，その社会における

技術の在りかたの問題に帰するのである。

本論文は１９３０～４０年代における日本の３５mm精密カメラ開発を例に実証研究を行ったが，こ

れは一事例に過ぎない。現代においても普遍的な先進国から後進国への技術移転と，その課題

でもあると強調したい。

［謝辞］ 本論文執筆にあたり，貴重な証言をいただいた千葉工業大学名誉教授の故宮部甫氏，１０
年以上にわたり調査協力を頂いた，日本のカメラ産業史研究の先駆者である故粟野幹男氏，神
戸市立カメラミュージアムの故久保田盛一郎氏に感謝と哀悼の意を表するとともに，史料提供
をいただいた故古川良三氏の長男である古川良樹氏，元・日本カメラ博物館の井上光郎氏，写
真史料の提供を KCM（神戸クラシックカメラメンバーズ）国産カメラ図鑑第二編編集委員会，
そしてレンズ調査に協力をいただいた MS-Optical R&D宮崎貞安代表と，兵庫県立大学工学部
材料工学科，松田均教授に感謝の意を表します。

The Development of the ３５mm Precision Camera in Japan

in the １９３０s and １９４０s

by

Ryōsuke MORI

（Graduate Schoot of Ritsumeikan University）

In his last research titled “On the Development of the Premium ３５mm Camera in Japan in

（５０） 光学設計の教育は，明治４２年（１９０９）から火兵学会会長の種子田右八郎中将（海軍造兵監）の助
力で，横須賀海軍工廠の若狭吉次郎が始めている。若狭の主催する「光学校」は，高等小学校卒業程
度の学力を持つ者に対して基礎教育を行うことを重視していた。このように，戦前期の日本には地道
ながらレンズ設計の基礎になる幾何光学の専門知識が，社会的な素地として存在していたことがうか
がえる。若狭吉次郎「精密工業と光学機械器具の關係に就いて」精機協会編『精密機械』�巻�号，１７
～２１頁，昭和�年（１９３３）�月。

技術と文明 １８巻�号（１７６）
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the １９３０s,” the writer proved that in the development process of the Canon camera, the tech-

nology for the body was based on watch manufacturing, which was already very popular in the

civil sector, and that the technology for the lens and other optical parts was based on military

appliances. As part of the research, which included a review from techno-historical points of

view, the writer pointed out the disparity between civil and military technologies and noted

that civil technology was a product of a craftsman’s own invention, while military technology

was the product of technology transfer from educational institutions and social capitals spon-

sored by the state. Therefore, this situation can be regarded as a “duplex structure.”

In the current paper, the writer tries to examine and prove how the disparity or the duplex

structure was dissolved and normalized. Information was gathered by reviewing practical events

that took place in the prewar, wartime, and postwar periods.
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