
1 緒 言
（1）
前報では，戦後復興期に LIFE 誌の一フォトグラファーによってニッコールレンズの優秀さ

が見出され，日本製高級35mmフォーカルプレンシャッタカメラおよびレンズの世界進出の緒
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（1） 中井学「日本製カメラの世界進出の緒（1）」『技術と文明』第34冊，2013年12月，35頁。
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になった史実について考察した。当時の産業界では，この出来事はトピックス的に扱われてい

る。

従来，戦後復興期の日本製カメラの品質は，一般的に「安かろう悪かろう」なる語句で表現

されてきた。他方ドイツ製高級カメラの品質と性能は，太平洋戦争後のかなりの間まで日本製

カメラのはるか上に位置付けられている。ドイツ製高級カメラの代表例はライカ M3であり，

このカメラは操作感や作動感にまで配慮されて設計・生産されて
（2）
いる。ところが概してドイツ

製カメラの模倣から出発したわが国のカメラ産業は，1962年にスチルカメラの生産台数と生産

金額の両方においてドイツ製カメラのそれらを上
（3）
回り，現在は性能と品質においても世界一の

地位にある。この間にカメラの方式がフィルムカメラからデジタルカメラに移行するというカ

メラ技術上の大きい転換期があったが，わが国のカメラ産業はさほどの混乱を伴わずにこれを

克服している。近年のわが国のデジタルスチルカメラ生産台数は，カメラ付携帯電話およびカ

メラ付携帯情報端末の普及によって減少傾向にあるが，カメラ映像機器工業会統計による2013

年生産実績は61，005，309台にのぼっている。

わが国のカメラ産業が現在の立ち位置を築くことができた要因に，カメラメーカーの弛まぬ

技術開発があったことは勿論だが，ほかに戦後復興期における政府，光学精機工業協会写真機

部会，写真工業振興会，日本写真機検査協会などが一丸となったカメラの輸出振興と品質向上

への努力があったことを，産業技術史上見逃すことはできない。

本研究では，戦後復興期のカメラの品質が一般的に「安かろう悪かろう」と評されるに至っ

た要因について考察するとともに，産業技術史上不明のところが多かった戦中の航空写真機に

ついて検討し，また故障が比較的多かったシャッタに主に注目して，戦後復興期のカメラの中

にもかなり高品質のカメラが存在したことを実験的に明らかにする。

2 戦中および戦後の社会事情とカメラの品質

戦後復興期の日本製カメラが「安かろう悪かろう」と評されるに至った一原因に，戦前・戦

中におけるカメラ産業の技術水準と形態の問題がある。わが国で最初に工場制手工業に近いと

考えられる方法で作られたカメラは，1903年に小西
（4）
本店が発売したチェリー手提暗函であろう。

小西本店は名称を改めながら比較的品質のよいカメラを生産し，感光材料などを含めてわが国

の写真産業の発展を志したが，ドイツ製カメラの基本機構を参考にしたカメラが多く，終戦ま

でのわが国のカメラ産業とカメラ技術は未だ揺籃期にあった。

（2） 中井学「ライカ M3の官能的魅力」『写真工業』通巻715号，2008年11月，58頁。
（3） 日本写真機工業会編『日本カメラ工業史』日本写真機工業会，1987年，384頁。
（4） 薬種商の小西屋六兵衛店内に石版・写真材料部門が1873年に開設され，1876年に小西本店と称し
た。小西本店は1921年10月に合資会社 小西六本店，1937年2月に株式会社 小西六，1943年4月に
小西六写真工業，1987年10月にコニカと改称され，2003年8月にミノルタと経営統合してコニカミノ
ルタホールディングスになった。次いで2013年4月にコニカミノルタと改称された。
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戦中のカメラ産業の形態と技術水準の一面を示唆する文献として，1944年8月に軍需省機械

試験所が調査した『国産写真機ノ現状
（5）
調査』がある。この文献の調査目的の章には，国産カメ

ラが不必要に多種あるのに技術的に十分でなく，戦時下においても学術研究用・報道用などに

高価な外国製カメラが輸入されており，国産カメラの製作技術と品質向上のための技術的基礎

資料を得る目的で調査したとの趣が記されている。供試カメラは，1943年4月現在において製

品として登録されているものを精密機械統
（6）
制会が準備しており，62のメー

（7）
カーによって生産さ

れた201機種のカメラと131種類のレンズおよび108種のシャッタが調査されている。このうち

35mmフォーカルプレンシャッタカメラとしては，昭和光学精機，光学精機および精機光学工

業が生産した7機種が載っている。しかしこれらのカメラはドイツのコンタックスⅡやライカ

Ⅲ cと比較すると事実として工作精度や耐久性などが十分でない。また35mmレンズシャッタ

カメラは一機種も載っていないのに，セミ判スプリングカメラは79機種も載っている。その理

由の一つは，スプリングカメラが一般的な技術力で作ることができたからであろう。

レンズシャッタは，16種のラピッド型シャ
（8）
ッタを含む極めて多数が調査されている。なおラ

ピッドセイコーと称する精
（9）
工舎のシャッタを組み付けたカメラが調査されているが，セイコー

シャラピッドの生産が開始されたのは戦後な
（10）
ので，この文献には試作機や試作品なども含まれ

ている。シャッタを単体として生産して他社に供給していた知名度の高いメーカーには，精工

舎のほかに千代田光学精工などがあるけれども，さほどの数ではないので，大多数のカメラメー

カーは無名に近いようなメーカーからシャッタを購入していたか内製していたことになる。

シャッタを内製した理由は，シャッタメーカーの生産能力が十分でなかったこともあるが，カ

メラの他の部分との品質の統一を考慮したところもあろう。このような研究を機械試験所が

行った理由は，1940年頃から終戦までの公的研究機関の新しい研究として，軍需関連の科学技

術に関係するものが取り上げられたか
（11）
らだ。

（5） 丸山正義・淺石靖・岡田漸『国産写真機ノ現状調査』機械試験所，1944年8月。
（6） 昭和十六年勅令第八百三十一号 重要産業団体令が1941年8月30日に公布され，9月1日から施
行された。精密機械統制会はこの重要産業団体令にもとづいて設立された産業部門別統制会の一つで
ある。昭和十七年商工省告示第十号には，精密機器の製造及販売に関する事業の統制会は昭和十七年
一月十日成立したりと記されており，精密機械統制会定款が示されている。昭和十七年商工省告示第
五百五十四号 精密機械統制会統制規程には，本規定に於て精密機械とは工作機械，工具，軸受，測
定機器，光学機器，光学計器及試験機器竝に其の部分品及附属品にして会長の指定したるものを謂う
と記されている。

（7） 前掲『国産写真機ノ現状調査』のメーカー名の表には，精機光学工業や精工舎など五十音のサ行
のメーカーが印字されていない。だからメーカーは64以上あったと考えられる。

（8） ここではコンパーラピッドの機構を参考にして設計されたシャッタをラピッド型シャッタと呼ぶ。
輸出手携カメラ検査規格における Rコンパー型レンズシャッタ，JES機械7102暫定における A形レ
ンズシャッタおよび JES輸出39における A形レンズシャッタ1級の大部分はラピッド型シャッタで
ある。

（9） 精工舎は，1881年に創業した服部時計店の工場として1892年に設立され，1930年からシャッタの
生産を開始した。

（10） 中川忠『精工舎シャッター物語』朝日ソノラマ，1998年，19頁。
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戦中は昭和十三年法律第五十五号 国家総動員法にもとづく経済統制が次第に強められ，軍

需と直接関係しない市販カメラの生産は次第に困難になる。太平洋戦争開戦前年の手携カメラ

生産台数が218，659台であったのにたいし終戦年のそれは13，082台にまで減少して
（12）
いる。1940

年には，昭和十五年商工省農林省令第二号 奢侈品等製造販売制限規則が7月7日より施行さ

れ，昭和十五年商工省告示第三百四十号によって，販売価格が五百円を超える写真機は許可を

受けた場合および製造中のものを除いて10月7日から製造並びに売渡しが制限されている。し

かしながら昭和十四年 勅令第七百三号 価格等統制令にもとづいて昭和十五年商工省告示第

八百四十三号に示された456機種の国産写真機の小売業者販売価格を調べると，最も高い価格

はキヤノン最新型Ⅲとオリンパススタンダードの480円であり，限度価格以下である。このと

き20％の物品税は製造業者が負担した。その後，昭和十六年商工省告示第千百十三号によっ

て，1941年12月1日からキヤノン最新型Ⅲの小売業者最高販売価格は568円80銭に改定されて

いる。昭和十九年二月十六日軍需省告示第八十九号には，昭和十六年商工省告示第千百十三号

に示された写真機の製造業者販売価格に十八分の四を乗じて得た額を，製造業者販売価格，卸

売業者販売価格，および小売業者販売価格にそれぞれ加算できるものとするとの記述がある。

カメラの物品税は昭和十六年法律第八十八号により12月1日から50％に引き上げられ，さらに

昭和十八年法律第一号および勅令第九十四号により1943年3月1日から80％に，また昭和十九

年法律第七号および勅令第七十八号によって1944年2月16日から120％に引き上げられた。

1941年には，昭和十六年商工省令第八十二号 鉄製品製造制限規則，昭和十六年商工省告示

第八百四十八号，昭和十二年商工省令第二十八号 銅使用制限規則および昭和十六年商工省告

示第九百四十三号によって，鉄または銅を使用する製品である映画撮影機，映写機，写真引伸

機などの製造が制限されたが，写真機は指定を免れた。しかし小カメラメーカーにおける機械

材料の調達は非常に困難であったと考えられる。小メーカーの生産手法は現物合わせが主体で

あるから，徴用や徴兵による熟練工の減少は直ちにカメラの品質低下を招いたであろう。だが

ついに写真機は，昭和十九年六月七日軍需省告示第四百六号により，軍用および学術研究用の

ものを除いて鉄製品製造制限規則にもとづく指定品目に加えられ，許可を受けた場合を除いて

6月10日から製造することができなくなった。

ところで戦中に主なカメラメーカーは，軍の監督工場や管理工場に指定されて，市販カメラ

の生産や開発を行う余裕はほとんどなかった。昭和十八年法律第百八号 軍需会社法にもとづ

いて，昭和十九年軍需省陸軍省海軍省運輸通信省告示第一号により1月18日に150社が軍需会

社の第一次指定を受けている。このうち光学関連メーカーは，日本光学工業，東京光学機械，

小西六写真工業および服部時計店の4社で
（13）
ある。兵器は一般に最高の性能と精度を求められる

から，これらのメーカーは技術力と生産能力を軍によって認められたことになる。しかしなが

（11） 工業技術院機械試験所編『機械試験所二十五年史』工業技術院機械試験所，1963年，51頁。
（12） 前掲『日本カメラ工業史』12頁。

技術と文明 20巻1号（２４）

２４



ら技術力の高いメーカーの軍需工場化は，技術力の低いメーカーが生産する市販カメラの割合

を大きくすることになり，また技術力の高いメーカーにおける戦後の市販カメラの生産回復を

遅らせることになって，戦後復興期のカメラが「安かろう悪かろう」と評される一因になって

いる。

終戦によって軍需生産から解放された主要カメラメーカーは，GHQから民需転換の認可を

受けた後に，残り部品を集めてカメラを組み立てるなどして生産を再開しようとしたが，カメ

ラは容易には完成しなかった。一方，1943年5月に陸軍航空本部監督工場に指定されながら，

軍の許可を得てマミヤシックスの生産を継続していたマミヤ光機製作所は，1946年1月にマミ

ヤシックスⅢを57台完成させて
（14）
いる。しかしこの生産ペースは平均すると日産2台程度であり，

現在の主要カメラメーカーのカメラ生産ペースとは比ぶべくもない。

戦後のカメラ雑誌の広告を調査すると，『光画月刊』の1947年1月号には超小型カメラのマ

イクロ，4×4cm判のオートキーフおよびマミヤシックスの3機種の広告しか載っていない。

しかし同年6月号には4機種の広告が，また同年12月号にはセミパール，キヤノン SⅡ，ニ

コンなど10機種の広告が載っていて，同年の後半にカメラ生産が漸く回復し始める様子を知る

ことができる。また昭和二十一年六月大蔵省告示第四百六十七号には国産写真機の統制額が示

されていて，パーレット，ベビーパールなど13機種の統制額しか記されていないが，昭和二十

二年九月物価庁告示第五百五十四号にはミゼット，マイクロなど45機種の統制額が示されてい

る。

このように終戦直後は主要カメラメーカーの生産はおおむね止まっていた。しかしながら早

くも終戦の翌月の段階で進駐軍兵士の間に日本製カメラに対する関心が異常に高まり，日本製

カメラやフィルムを求めて兵士がジープでメーカーへ押しかけることが度々起
（15）
きる。GHQは

同月に輸入食糧品の見返り物資としてカメラの増産を奨励し，1946年2月には1万台のカメラ

を6月までに納入するよう要求
（16）
した。また政府も貿易赤字を減らす一手段としてカメラの輸出

と増産を奨励している。しかし1949年3月7日にドッジラインが発表されてカメラの国内需要

が減少し，また世界経済の低迷に起因する諸外国の輸入手控えが起きる。光学精機工業会写真

機部会
（17）
統計によると，1947年から1950年までのカメラ生産台数はそれぞれ54，348台，126，341

台，311，970台，177，266台である。

ところが1950年6月25日に朝鮮戦争が勃発し，特需景気によって国内にカメラブームが起き

（13） 昭和十九年軍需省陸軍省海軍省運輸通信省告示第二号により4月27日に424社が第二次指定を受
けている。このうち光学関連メーカーは岩城硝子，小原光学硝子製造所，千代田光学精工，大日本セ
ルロイド，東洋写真工業，東洋光学硝子製作所，富岡光学機械製造所，富士写真光機および富士写真
フイルム工業の9社である。

（14） マミヤのあゆみ編集委員会編『マミヤのあゆみ』マミヤ光機，1990年，5頁。
（15） 例えば，小西六写真工業社史編纂室編『写真とともに百年』小西六写真工業，1973年，591頁。
（16） キヤノン史編集委員会編『キヤノン史 技術と製品の50年』キヤノン，1987年，29頁。
（17） 井崎陸夫「日本カメラ工業の現況について」『写真の教室』通巻6号，1951年11月，46頁。
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る。当時のカメラは機械式であり，また機構も比較的簡単だったので，レンズやシャッタなど

を三流メーカーから仕入れて，カメラを組み立てるだけのような零細メーカーが多数立ち上げ

られ，多機種の二眼レフやスプリングカメラおよび35mmレンズシャッタカメラなどが組み立

てられる。当時は輸出検査制度が法律的に確立していなかったので，技術水準の低いアウトサ

イダーメー
（18）
カーの作ったカメラが PXで販売されたり輸出され，国内に限らず海外でもカメラ

の故障が多発した。

3 戦中における航空写真機の生産

わが国における写真産業の黎明期からの老舗で，戦前から戦中にかけての最大手の小西六は

太平洋戦争が始まると航空写真機の生産に多大の力を注いでいる。戦後復興期の写真産業につ

いて考察するとき，戦中における航空写真機の生産の影響を除いて考察することは困難である。

しかしながら航空写真機に使用されている技術の評価も未だなされておらず，また関係文献も

極めて少なくて，航空写真機に関する産業技術史には不明のところが多い。文献が少ない原因

は，光学兵器に関する情報が軍事秘密扱いであったこと，戦争が進むと工場疎開などで混乱が

生じ，正確な記録が残らなかったこと，また終戦直後に軍事関係書類が焼却されたことなどに

ある。今後，航空写真機に関する知見を順次積み重ねる必要がある。

航空写真機の主な種類には，長焦点レンズを使用して航空機の下方を撮影する大型の固定式

写真機，斜め撮影用の比較的小型の手持式写真機および訓練用写真機がある。『兵器を中心と

した日本の光学工業史』と各航空写真機メーカーの社史を調べると，小西六写真工業の『写真

とともに百年』には和田秀穂大尉の依頼で1914年に1台が生産され，第一次世界大戦の青島戦

で使用された海軍用航空写真機，1925年受注の陸軍用ネディンスコ型25cm小航空写真機など

18機種以上が記載されており，日本光学工業の『四十年史』には九六式小航空写真機，一号自

動航空写真機など11機種以上が，また東京光学機械の『東京光学五十年史』には小航空写真機

乙，1939年試作のライカ判望遠航空写真機など7機種以上が記載されていて，極めて多機種の

航空写真機が生産または試作されている。なおマミヤ光機の『マミヤのあゆみ』には軍用マミ

ヤ式特殊航空写真機1944年製造進捗との記述があり，『兵器を中心とした日本の光学工業史』

を参照したところ，陸軍用同調式航空写真機の試作が行われて良好な結果が得られたが，実用

に至らず終戦になったことが分
（19）
かる。航空写真機の開発には多数の関係者が多大の努力を重ね

たが，光学関係技術，材料関係技術，機械関係技術など周辺技術の水準が深く関係するから，

開発は容易には進まなかった。

一般に手持式でも重くかつ大きくて取り回しが容易でない航空写真機の中で，図―1の九九

（18） ここでは，光学精機工業会写真機部会の会員外で，技術水準の低いメーカーをアウトサイダーメー
カーと呼ぶ。

（19） 光学工業史編集会編『兵器を中心とした日本の光学工業史』光学工業史編集会，1955年，407頁。
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式極小航空写真機は，渦巻ばねによって航空フィルム1本分の巻上げおよびシャッタセットが

自動化された軽快で使いやすい航空写真機である。軽快さの主因は，焦点距離が7．5cmの比

較的短めのレンズが組み込まれていることと，レンズシャッタが使用されていることにある。

六
（20）
櫻社が1942年9月に生産した図―1の本体番号が1327の九九式極小航空写真機の重さを実測

したところ約2．1kgであり，幅は約20．7cm，奥行きは約12．4cm，高さは約16．9cmである。『兵

器を中心とした日本の光学工業史』などによると，九九式極小航空写真機は画面寸法が6×6

cm，レンズの焦点距離が7．5cm，渦巻ばねによる自動式という主要条件が1935年に陸軍航空

技術研究所から示され，日本光学工業，六櫻社および東京光学機械で試作が始まっている。

図―2は，図―1の九九式極小航空写真機の本体下面（右図）と底カバー上面（左図）を示し

ている。右図において向って右方中央の歯車列はシャッタセットを担っており，歯数が20の白

色の歯車が1回転するとシャッタがセットされる（図―3参照）。右図のやや右方の揺り腕上端

の垂直軸はシャッタボタン軸で，この軸を起点に右図のやや右方と下方にフィルム送りに関係

（20）1902年5月に東京府豊多摩郡淀橋町角筈に小西本店の研究および生産部門の建屋が建設され，六
櫻社と命名された。六櫻社および日野分工場は1943年4月1日にそれぞれ小西六写真工業淀橋工場な
らびに小西六写真工業日野工場と改称された。

図―1 九九式極小航空写真機の外観

図―2 九九式極小航空写真機の本体下面と底カバー上面

図―3 レンズ部カバーを取り去っ
たレンズ部の外観
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するリンクが組み付けられている。右図の下方中央部の歯数が20の歯車の直下に，1本の溝を

有する円板が直結されており，右図の下方の揺り腕の突起がこの溝中にあると，渦巻ばねによっ

て回転力がかかった左図の歯数が80の大歯車は静止させられている。レリーズ後のシャッタボ

タン軸の戻り行程で，リンクを介して揺り腕の突起が溝から外れると，大歯車が回転してフィ

ルムが巻上げられる。円板が1回転すると，揺り腕の突起は再び円板の溝に落込んで大歯車が

停止し，フィルム1コマの巻上げが完了する。右図の左側下方の歯車列は調速機構である。右

図の左側上方の2枚の歯車は，左図の上方の歯車と嚙合わされてフィルム倉のフィルム巻上げ

軸につながっている。

図―3は，レンズ前部の合成樹脂カバーを取り去ったときのレンズ部の外観を示しており，

カバープレイトに陸軍の星マークが刻印された千代田光学精工製のレンズシャッタが組み込ま

れている。陸軍がシャッタの生産をモルタ合資
（21）
会社に依頼した理由として，精工舎の協力が得

られなかったことが挙げられて
（22）
きた。しかしモルタ合資会社は1931年からシャッタを内製して

おり，またわが国最初の二眼レフであるミノルタフレックス（Ⅰ）を1937年から発売していて，

クラウンⅡなる00番ラピッド型シャッタを開発中または完成させていたことも関係しているの

ではないか。

図―1の九九式極小航空写真機に組み付けられた製造番号が1881のシャッタを整備して露出

時間を実測したところ，1／400sの目盛における10回の測定繰返しの平均値は2．73msであ

り，1／200sの目盛におけるそれは4．46msで，誤差は比較的小さかった。しかし1／100sの

目盛における露出時間実測値の平均は5．43msと短かったので，著者がシャッタを分解して原

因を調べたところ，互いに擦れあうエスケイプメントの扇形歯車のすべり面とテンショニング

リングの突起の両方に比較的大きい面積の摩耗痕が観察され，これが露出時間の短くなる原因

の一つではないかと考えられた。この部位における摩耗の原因には航空写真機の酷使，機械要

素の材質不良，摩擦部分の熱処理不良および潤滑不足などがあり，諸文献を検討すると太平洋

戦争が進むと機械材料が不足して，材質変更なども行われたようだ。

さらに原因を検討するために，比較的早期に生産された製造番号が427の別のシャッタ（図
（23）
―4）を分解して調べたところ，扇形歯車のすべり面とテンショニングリングの突起における

摩耗痕は小さかった。図―5はこのシャッタのカバープレイトとカムリングを取り去ったとき

の内部機構を示しており，コンパーラピ
（24）
ッドがタイム目盛，バルブ目盛と9段の露出時間目盛

（21）1928年11月に日独写真機商店が設立され，1931年7月にモルタ合資会社，1937年9月に千代田光
学精工株式会社，1962年7月にミノルタカメラ，1994年7月にミノルタと改称された。

（22） 前掲『兵器を中心とした日本の光学工業史』406頁。
（23） このシャッタが組み付けられていた九九式極小航空写真機の本体番号は399で，1941年9月に生
産された。

（24） ドイツコダックのレチナは生産年が比較的明確な35mmレンズシャッタカメラである。1936年3
月から1937年10月まで生産されたレチナⅠ（＃126）に組み付けられた製造番号が5296556のコンパー
ラピッドと対比した。
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を有しているのにたいし，九九式極小航空写真機のシャッタは3段の露出時間目盛だけなので

内部機構はかなり簡単である。またコンパーラピッドのエスケイプメントが，ガンギ車との軸

間距離を調整することができるアンクルと4軸の歯車列とから構成されているのにたいし，九

九式極小航空写真機のシャッタのエスケイプメントはガンギ車との軸間距離が固定されたアン

クルと2軸の歯車列から成っている。図―6は1／100sの目盛においてテンショニングリング

が走行を終えたときのカムと扇形歯車のピンの位置関係を示している。扇形歯車のすべり面と

テンショニングリングの突起の摩耗が進むと扇形歯車の作動角が次第に小さくなり，露出時間

が短くなるとともに，テンショニングリングの走行後のピンの位置がカムに近づくけれども，

シャッタは作動することが分かる。これで図―1の九九式極小航空写真機のシャッタにおい

て，1／100sの露出時間が短くなる原因の一つが扇形歯車のすべり面とテンショニングリン

グの突起の摩耗によることが確かめられた。

製造番号が427のシャッタを整備した後に1／400s，1／200s，1／100sの各目盛について

露出時間をそれぞれ10回実測したところ，平均値はそれぞれ3．34ms，6．16ms，13．5msであり，

基準値からの誤差はそれぞれ＋33．4％，＋23．3％，＋34．9％である。このシャッタの検査規格

として例えば後述の JES機械7102暫定を準用し，A形レンズシャッタの露出時間公差を適用

図―4 製造番号が427のシャッタの外観

図―5 九九式極小航空写真機のシャッタの内部機構 図―6 カムと扇形歯車のピンとの位置関係
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した場合には，これらの誤差は公差範囲内にある。しかし測定された露出時間が全体的に少し

基準値より長めなので，引張コイルばねにへたりがあるのではないかと考えられた。弾性限度

内でもばねにひずみを与えたままにすると塑性ひずみが生じることがあるので，このへたりは

必ずしもばねの設計に問題があることを意味するものではない。むしろ当該九九式極小航空写

真機が長年にわたってシャッタセットされたまま保管されていたとも考えられる。なお各目盛

におけるそれぞれ10回の露出時間実測値の偏差は極めて小さい。その原因は，高性能の潤滑剤

を使用したことのほかにシャッタ機構の簡単さにもある。

4 戦後の輸出カメラ検査規格の遷り変わり

現在の日本製カメラ隆盛の基礎は，戦後における政府およびカメラ関係団体が一丸となった

輸出促進および品質向上への努力などによって築かれており，その一つは輸出カメラ検査規格

の制定である。輸出カメラ検査規格に関係して，竹内
（25・26）
淳一郎は戦後日本のカメラ産業を主に経

済学および経営学の見地から研究している。

ここでは，故障が多かったシャッタに関する規格内容に注目して，検査規格の遷り変わりに

ついて検討する。

4―1 輸出手携カメラ検査規格

終戦直後のカメラにおける品質の低下は，輸出が期待されるカメラ産業にとって信用上重大

な問題であった。戦中の精密機械統制会は戦後に GHQの命令によって解散させられ，同統制

会に属していた光学関係企業は1946年1月20日に光学精機工業協会を創立する。同協会内には

写真機，顕微鏡，望遠鏡など六部会が置かれ，写真機部会は1946年1月31日に部会員17社で発

足している。

写真機部会は早くも約90日後の4月30日に輸出手携カメラ検査規格を制定している。この素

早さは，技術水準が低いアウトサイダーメーカー製のカメラにおける故障の多さがカメラ産業

全体の信用に及ぼす影響について，いかに深刻に受け止められていたかを意味する。輸出手携

カメラ検査規格が記された冊子は縦横の寸法が約117×172mmであり，手書文字による謄写印

刷である。最初に検査規格制定ノ主旨が記されていて，冒頭に，

写真機ガ見返リ輸出品トシテ指定セラルヽニ及ビ光学精機工業協会写真機部会ハソノ重要

性ト将来性ヲ考ヘ此ノ際輸出検査規格ヲ制定シ制品ノ性能向上，国際的品位ト信用確保ヲ

得ルノ要ヲ認メコヽニ本規格ヲ決定スル次第ナリ，……検査機関及検査方法ニ関スル規定

（25） 竹内淳一郎「日本カメラの品質向上と輸出検査」『日本大学経済学部経済科学研究所紀要』第33
号，2003年，163頁。

（26） 竹内淳一郎「輸出検査と品質向上」『日本カメラ産業の変貌とダイナミズム』日本経済評論社，2006
年，161頁。
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ハ当然附随決定ヲスベキデアルガ，生産ノ急務ヲ要スル事態ニ鑑ミ各会員会社ハ本規格ニ

基キ一応自主的ニ製品検査ヲセラレン事ヲ希望ス，……

とある。この文章から，輸出カメラの将来についての明るい見通しと信用確立の必要性に関す

る強い認識が読み取れる。規格はレンズ規格，シャッター規格および本体規格から成っている。

シャッター規格の露出時間精度の検査では，Rコンパー型レンズシャッタの露出時間の公差

は±30％以内，またライカ型フォーカルプレンシャッタのそれは±40％以内と規定されている。

また耐久性検査では，Rコンパー型レンズシャッタの場合，最短露出時間と最長露出時間の目

盛においてそれぞれ3，000回のレリーズに耐えた後に，露出時間が公差内にあるを要すとなっ

ており，ライカ型フォーカルプレンシャッタの場合も同一の内容になっている。このシャッター

規格は当時使われていた機械材料の性質，工作機械の諸元および潤滑剤の性能などを勘案する

と，大変厳しい規格である。

なお日本規格協会が1947年12月20日に発行した 日本機械規格解説 写真機検査通則・携帯

写真機検査 JES機械7101～2解説（以後，JES機械7101～2解説と呼ぶ）には，輸出手携カメラ

検査規格は精密機械統制会が1943年に立案した規格をもとにして簡易化したものであると述べ

られている。

4―2 日本機械規格 写真機検査通則 JES機械7101 および日本機械規格 携帯写真機検査 JES機

械7102暫定

標記の二規格が工業標準調査会機械部会光学機器委員会写真機分科会において1947年6月4

日に決定された。後者（以後，JES機械7102暫定と呼ぶ）の原案作成者は光学精機工業協会であ

る。JES機械7101～2解説の巻末には委員長，委員および幹事名が記されていて，輸出手携カ

メラ検査規格と比べるとかなり体裁が整った規格である。

これらの二規格はカメラに関するわが国最初の国家規格であり，JES機械7101～2解説の文

言からは，携帯写真機に関する国家規格の制定が当時の緊急課題となっていたことや主に輸出

カメラを念頭に置いて制定されたことが分かる。

JES機械7102暫定における A形レンズシャ
（27）
ッタの露出時間の公差は，1／300s以下で＋65％

－30％，その他の目盛において±40％になっており，輸出手携カメラ検査規格と比べると露出

時間に区分を設けるとともに，1／300s以下の目盛において露出時間が長くなる側の公差を

大きくするなど現実的な規格になっている。フォーカルプレンシャッタの露出時間の公差は，1

／200s以下の目盛において＋65％ －30％，その他の目盛において±40％になっていて，露

出時間の区分が異なるだけで A形レンズシャッタと同様の数値になっている。耐久性検査に

おいては，A形レンズシャッタおよびフォーカルプレンシャッタとも，輸出手携カメラ検査規

（27） A形レンズシャッタとは，1／25s～1／100sの範囲よりさらに長時間または短時間の目盛をも
つシャッタをいう。
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格と同一のレリーズ繰返し回数になっており，繰返し後に露出時間が公差内にあるを要すとの

厳しい条件は無くなっている。

4―3 日本輸出規格 携帯写真機 JES輸出39

昭和二十三年法律第百五十三号 輸出品取締法が1948年7月12日に公布され，公布の日から

起算して九十日を経過した日から施行された。光学関係製品のなかで双眼鏡および顕微鏡など

は当初から対象品になっていたが，写真機は昭和二十四年厚生省農林省商工省令第一号 輸出

品取締法施行規則によって，上記法律のいうその他の光学機器の一つとして，1949年1月4日

から正式に対象品になっている。この法律は，輸出貿易の健全な発達を期すために，輸出品の

声価の向上と品質の改善を図ることを目的としており，第三条に主務大臣は品質の識別のため

必要があると認めるときは，輸出品の品目を指定して，その各々につき等級及びその標準を定

めると規定されている。また第六条には第三条の規定により指定された輸出品を輸出し，又は

輸出品として政府に譲り渡そうとする者は，その輸出品に同条の規定により定められた標準に

適合する等級を附さなければならないとも規定されている。

この輸出品取締法に対応するために，輸出カメラだけを対象にしたわが国最初の国家規格と

して，標記の規格（以後，JES輸出39と呼ぶ）が1948年10月1日に決定された。現在，日本規格

協会に保存されている JES輸出39の冊子は手書文字による謄写印刷である。原案作成者は光

学精機工業会写真機
（28）
部会であり，この規格の特徴の一つは，輸出カメラの品質を1～3級に区

分したことである。輸出カメラの品質向上を目指す光学精機工業会写真機部会では，自主的に

部会員各社の検査課員が検査員になって他社の輸出品の検査を実施し，等級表示ラベルを有料

で交付したと
（29）
いう。

前記の輸出品取締法施行規則の第七条第一項には，検査は主務大臣が政府の検査機関に行わ

せると記されており，昭和二十四年商工省告示第十二号によって携帯写真機の検査機関として

機械器具検査所が2月4日に告示されている。しかしながら同所は電気機械，自動車部品，農

機具など極めて多数の検査品目を担当することになり，カメラに関する本格的な輸出検査を実

施することが困難であった。だからアウトサイダーメーカーは，必ずしも JES輸出39に適合

しないカメラでも輸出することができた。

JES輸出39に定められた露出時間の公差は，A形レンズシャッタ1級およびフォーカルプレ

ンシャッタともそれぞれ JES機械7102暫定に定められた A形レンズシャッタおよびフォーカ

ルプレンシャッタの場合と数値が同一である。ただし JES機械7102暫定の A形レンズシャッ

タでは露出時間目盛の範囲が1／300s以下とその他に区分されているのにたいし，JES輸出

39における A形レンズシャッタ1級では，1／200s以下とその他に変更されている。耐久性

（28） 光学精機工業協会は GHQから解散命令を受け，1948年5月に光学精機工業会が組織された。
（29） 前掲『日本カメラ工業史』21頁。
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検査では，A形レンズシャッタ1級およびフォーカルプレンシャッタとも，JES機械7102暫定

に規定されたレリーズ繰返し回数に，新たにバルブ目盛およびタイム目盛におけるそれぞれ50

回の繰返しが追加されている。

4―4 日本工業規格 JIS B 7107（1953）輸出携帯写真機

昭和二十八年法律第九号により輸出品取締法の一部が改正され，昭和二十八年政令第三十五

号により4月1日から施行された。1953年2月21日の衆議院会議録を検討すると，改正案の要

点の第一点として従来最低標準を定める品目の指定を機能などの観点から行っていたのを，品

質という包括的観点に改め，最低線をしいて粗悪品の輸出を防止したいとの趣が述べられてい

る。したがって改正された輸出品取締法の第四条の条文の冒頭は，

主務大臣は，輸出品の品目を指定して，その各々につき，品質に関する最低の標準又は包

装条件及びその標準又は条件に達している旨を表示すべき様式を定めることができる

に改められ，品質なる語が強調されている。

標記の規格（以後，JIS B7107（1953）と呼ぶ）は，この輸出品取締法の一部改正に対応して1953

年3月28日に制定されている。総則の章には，この規格は輸出携帯写真機の最低資格条件を規

定しているものであって，その標準を示しているものではないとの断り書があり，またシャッ

タの耐久性の節では，規定の繰返し回数の反復操作に耐え，なお規定の性能をたもつこととい

う文言が新たに加わっている。

この規格では，露出時間の公差はレンズシャッタおよびフォーカルプレンシャッタとも1／

200s以下で＋100％ －50％，その他の目盛において±50％となっており，レンズシャッタで

は最高速度・中速度・最低速度においてそれぞれ露出時間を測定することが定められている。

また耐久性検査におけるレリーズの繰返し回数は，レンズシャッタおよびフォーカルプレン

シャッタとも最高速度および最低速度でそれぞれ1500回，バルブ目盛およびタイム目盛におい

てそれぞれ50回の合計3100回になっている。

この後，カメラの輸出検査は1954年8月1日から全面的に日本写真機検査協会に委ねられる。

それまでの輸出検査の最大の問題点は法律的に強制力がなかったことであり，検査規格を満た

さないカメラでも輸出が可能だったことである。これが国内に限らず諸外国からも戦後復興期

のカメラが「安かろう悪かろう」と評された最大の原因である。

5 戦後復興期のカメラの品質に関する実験的検討

一般的に「安かろう悪かろう」と評された戦後復興期のカメラのなかに，かなり高品質のカ

メラが存在したことを明らかにするために実験的検討を行う。実験ではシャッタの露出時間精

度と耐久性が，当該カメラの生産された当時の検査規格を満たしているかどうかを調べる。供

試カメラの抽出にあたっては，水準以上の品質を有しているとの定評が当時あったことを基礎
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条件とし，また産業技術史学の視点から当時の特徴的なカメラを加えている。現在入手できる

戦後復興期のカメラは，たとい未使用であっても潤滑剤の劣化などが生じていて整備が必要で

ある。本実験ではシャッタの最良性能を得るために，一方法として最新の高級潤滑剤を用いて

整備を行っている。終戦から現在までの間の潤滑剤の進歩は極めて著しいので，露出時間の偏

差などについては，カメラの生産時の性能を上回る結果が得られた場合もあると考えられる。

なお露出時間精度に関する検査では，シャッタの各目盛においてそれぞれ10回の測定を繰返し，

得られた実測露出時間の平均値を使用する。

5―1 キヤノン J戦後型

図―7は精機光学
（30）
工業が戦後早期の1945年10月頃から組立てに向けて準備を開始した35mm

フォーカルプレンシャッタカメラのキヤノン J戦後型を示しており，本体番号は8055である。

このカメラには戦前または戦中の J型などの残り部品が諸所に流用されており，終戦直後のカ

メラ組立ての一面を知ることができる産業技術史上注目すべき機種である。レンズマウント近

傍にあって部分円板で塞がれた部分は他機種の低速度シャッタダイヤル位置に相当するので，

ボデーケースの流用は明らかであり，またカバープレイト前面に不要の切欠きがあるので，カ

バープレイトの流用も明らかで
（31）
ある。向って前面右下方がろう付けされたファインダーカバー

は，塑性加工でしわが生じた不良品を利用していると考えられる。

このカメラを整備した後に，まずこのカメラで写真を撮影し，次に最短露出時間の目盛と最

長露出時間の目盛においてそれぞれ3，000回のレリーズを繰返したが，試験後の写真撮影結果

は良好であった。終戦直後に応急的に組み立てられたカメラにもかかわらず，故障が起きなかっ

た一因には，このカメラにスローシャッタが無いことがある。

5―2 コニカ（Ⅰ）

戦後比較的早期に生産が開始された35mmレンズシャッタカメラの一つとして，小西六写真

工業が進駐軍への納入と輸出向けに1947年10月から生産を開始したコニカ（Ⅰ）（図―8）につい

て検討を試みる。1948年1月から国内で発売されたコニカ（Ⅰ）のレンズ前群鏡筒外径は約32mm

であるが，図―8のカメラのそれは約26mmであり，カバープレイト上面に Made in occupied

Japanの彫刻がある。

5―2―1 ルビコンの試作 コニカ（Ⅰ）の基礎となったカメラは，六櫻社が1938年頃から開発を

（30） 現 キヤノンの源流である精機光学研究所が1933年11月に設立され，1936年6月に日本精機光学
研究所，1937年8月に精機光学工業株式会社，1947年9月にキヤノンカメラ，1969年3月にキヤノン
と名称が変更された。

（31） 上山早登『キヤノン Vol．1 精機光学キヤノンのすべて』フォトフォーラム社，1990年，153
頁。
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始めたとされるルビコン（図―9a・b）である。ルビコンの詳細については不明のところが多い。

わが国最初の35mmフォーカルプレンシャッタカメラであるハンザキヤノンは1935年に発表
（32）
され，またわが国最初の35mmレンズシャッタカメラであるスーパーオリンピック Dは1936

年に発売されている。このようなわが国の35mmカメラの揺籃期に，本格的な3件の実用
（33）
新案

をもつルビコンが寸法に公差の記入された工作図を用いて試作された意義は大きい。実用新案

公告書中の考案者名は3件とも藤本栄になっているので，設計に際して藤本が主要な役割を果

している。藤本は1909年2月17日生まれで，1929年に東京高等工芸学校を卒業して六櫻社に入

社する。実用新案公告書中のルビコンの機構説明図は端正に描かれており，カメラの生産工学

における藤本の技術思想は織間勇が的確に述べて
（34）
いる。コニカミノルタに保管されている本体

番号が1251のルビコン試作機のヘリコイドレバーを著者が操作してみたところ，極めて滑らか

（32） Manabu Nakai, “A Study of the ‘Kwanon’,” Nikon Journal , No．107，2010，p．12.
（33） 昭和十五年実用新案出願公告第九九六号 写真機ニ於ケル「フイルム」捲止装置，昭和十五年実
用新案出願公告第一〇八四号 写真機ニ於テ距離計ト鏡玉トヲ聯動セシムル装置，昭和十五年実用新
案出願公告第一一七二号 写真機ニ於テ蓋ノ開閉ト「マガジン」ノ開閉トヲ�聯シテ行フ装置。

（34） 織間勇ほか「ブリキの玩具をベストセラーに変えた「伝説の設計者」藤本栄の秘密」『アサヒカ
メラ』通巻900号，2001年11月，116頁。

図―7 キヤノン J戦後型 図―8 コニカ（Ⅰ）

図―9a・ｂ ルビコン試作機の外観とベイスプレイトの下面（2013年8月撮影）
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に作動したので，工作精度はかなり高いと推測される。

小西六本店または小西六においてルビコンの開発が企画された理由は，1934年にイーストマ

ンコダックが世界初のパトローネ入り135フィルムを発売し，同時にこのパトローネ入りフィ

ルム専用のレチナを発売して成功したことが関係していると考えられる。なぜなら小西六のパ

トローネ入りさくらパンクロ Fの発売は1938年4月であり，ルビコンも同年に試作されたか

らで
（35）
ある。しかしながらルビコンはフィルムマガジンの使用にもこだわっている。その理由は，

当時わが国で35mmカメラを使用するとき，映画用長尺フィルムを切断してフィルムマガジン

に詰めて使用することが一般的であったからだ。

ルビコン試作機には，ドイツのフリードリヒデッケル製のコンパーラピッドが組み付けられ

ている。小西六は当時フリードリヒデッケルを特約海外製造会社として位置付けており，新型

リリーなどにコンパーラピッドを組み付けている。また小西六は外国製写真器械の輸入および

販売を事業の一部にしていたので，ライカやレチナなどを容易に設計の参考にすることができ

た。ルビコンの機構を検討したところ，レンズ部周辺の設計にライカ Bの影響が感じられ，

また裏蓋開閉方式の採用や圧板まわりの設計にレチナの影響が感じられる。

ルビコンが試作された1938年は日中戦争勃発の翌年であり，1940年3月に六櫻社が陸海軍共

同管理工場に指定されるなど小西六は軍需品生産の割合が大きくなって，民需品のルビコンが

発売されるに至る余地はなかった。

5―2―2 コニカ（Ⅰ）に関する検討 小西六写真工業が，戦後比較的早期に新型カメラのコニカ

（Ⅰ）を生産することができたのは，ルビコンおよび X線間接撮影カメラのルビコンスペシ
（36）
ャル

の開発が完了していたからだ。コニカ（Ⅰ）ではシャッタが新たに設計されたほかは，ルビコン

およびルビコンスペシャルからの設計変更は部分的である。ルビコン試作機とコニカ（Ⅰ）の外

観を一見して分かる相違は，三脚取付部の形状である。しかしこの変更は既にルビコンスペシャ

ルにおいて行われている。三脚取付部の形状が変更された理由は，カメラを机上などに置いた

ときの安定性を高めるためであろう（図―8および図―9b参照）。ルビコンの実用新案公告書の機

構説明図は，日本標準規格 製図 JES第119号にもとづいて正規に描かれた組立図ではない

が，コニカ（Ⅰ）の機構をこの機構説明図と照合したところ，カメラの基本的機構はおおむね同

様であると推定される。

（35） ルビコンの実用新案の出願日は1938年8月3日であり，出願書中のルビコンの機構はコニカ（Ⅰ）
の機構とほぼ同様なので，工作図は出願日以前に既に存在していたと考えられる。だからルビコンは
実用新案の出願年またはそれ以前に試作されたと考えられる。

（36） X線間接撮影カメラのルビコンには，1940年発売の Rubicon Specialと，その後に発売された Ru-
biconの2種類がある。本体番号が2431の Rubicon Specialは，アパーチュアの縦横寸法が実測約24．3
×26．7mmであり，フィルム1コマの送りはスプロケットホイールの6歯分相当である。フィルム枚
数計の目盛は49まである。
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図―8に示した本体番号が4301のコニカ（Ⅰ）に組み付けられたコニラピッドについて，露出

時間精度に関する検査を行った。カメラの整備後に1sから1／500sまでの9段の目盛につい

て得られた露出時間実測値の平均は，それぞれ925ms，497ms，182ms，108ms，39．6ms，20．7

ms，12．7ms，4．78ms，2．78msであり，誤差はそれぞれ－7．51％，－0．54％，－9．10％，＋7．50％，

－0．93％，＋3．45％，＋27．4％，＋19．6％，＋39．0％である。これらの誤差はすべて JES機

械7102暫定の公差範囲内にある。

戦後復興期には工業技術が年々向上したので，後期のコニカ（Ⅰ）におけるシャッタの作動感

は明らかに向上している。そこで本体番号が56373のコニカ（Ⅰ）に組み付けられたシャッタ番

号が118127のコニラピッド－Sについても検査を行った。シャッタの整備後に各目盛について

得られた露出時間実測値の平均は，それぞれ942ms，465ms，192ms，112ms，43．5ms，19．0

ms，11．1ms，3．69ms，2．73msであり，誤差はそれぞれ－5．78％，－7．08％，－4．20％，＋12．1％，

＋8．65％，－5．13％，＋10．5％，－7．88％，＋36．6％である。これらの誤差は JES輸出39に

おける A形レンズシャッタ1級の検査規格を十分に満たしている。また各目盛における実測

値の偏差は，本体番号が4301の初期のコニカ（Ⅰ）に組み付けられたコニラピッドと比べるとか

なり小さい。次に耐久性検査を試みる。JES輸出39に定められた合計6100回のレリーズを繰返

しても，シャッタに故障は起きなかった。なお JES輸出39には規定されていないが，念のた

めに輸出手携カメラ検査規格に定められているように，レリーズの繰返し後の露出時間が公差

範囲内にあるかどうかを調べる。各目盛について得られた露出時間実測値の平均はそれぞれ937

ms，451ms，184ms，114ms，39．1ms，18．7ms，10．7ms，3．63ms，2．68msで，誤差はそれぞ

れ－6．35％，－9．78％，－8．15％，＋14．4％，－2．23％，－6．54％，＋6．72％，－9．18％，＋

34．0％であり，十分公差範囲内にある。また偏差も比較的小さい。1／10sの目盛を除き，各

目盛における実測露出時間の平均値が整備直後の値に比べて短くなっている一原因は，整備後

のシャッタの初期摩耗が良好に進んだためと考えられる。

次に著者がカメラの本体を分解して品質を検討したところ，一般的に硬い材料で作られた小

ねじがかたく締められており，また極めて剛性の高いレンズボードが4本の皿小ねじでボデー

本体にかたく留められている。コニカ（Ⅰ）は戦後早期に発売されたカメラでありながら，ヘリ

コイド焦点調節方式や大型圧板の採用など良い画像を得るための基本的機能を重視したカメラ

であり，戦後復興期における比較的高品質のカメラの一つである。

5―3 マミヤシックスⅣ（セイコーシャラピッド付）

わが国のスプリングカメラの多くがドイツのイコンタ系スプリングカメラの機構を参考に設

計されているのにたいし，初期のマミヤシックスの各型はこれに加えて機構や機能に独創的部

分や先進的部分を持っている。1947年10月頃に発売が開始されたマミヤシックスⅣは作動感に

まで配慮されたカメラに仕上げられている。
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本体番号が36895のマミヤシックスⅣに組み付けられた製造番号が4806708のセイコーシャラ

ピッドについて検査を試みる。かつて精工舎に在籍した中川忠は精工舎の戦前のシャッタにつ

いて，ドイツ製品と同一形状のシャッタを製造し，可能な限りにドイツ製品の性能に近づけよ

うと努力していたと述べており，また生産方法について

寸法をスケッチして同じものを作った。設計図面はなかった。ドイツ製のカシメ付けして

ある部品状態シャッターの中に，国産の部品を一つずつ入れ替えて，動くかどうか確かめ

ていくという具合だった

と述べて
（37）
いる。これは一種の限界ゲージ方式の応用であると考えることもできる。精工舎は1941

年に2ダースの00番セイコーシャラピッドの試作品を完成させたが，次第に軍需品の生産が主

体になり，シャッタの生産は中止されている。精工舎におけるシャッタの生産再開は1945年12

月に指示されて
（38）
いる。

製造番号が4806708のセイコーシャラピッドを整備した後に，1sから1／500sまで9段の

目盛において得られた露出時間実測値の平均は，それぞれ1031ms，411ms，196ms，132ms，37．6

ms，17．8ms，10．2ms，4．66ms，3．01msであり，誤差はそれぞれ＋3．10％，－17．9％，－2．15％，

＋31．8％，－6．04％，－11．0％，＋2．03％，＋16．5％，＋50．7％である。これらの誤差は JES

機械7102暫定における露出時間の公差範囲内にある。セイコーシャラピッドは部品の形状精度

が比較的高く，各部品の品質に統一性が感じられる。また各軸受すきまは作動に問題が生じな

い範囲で比較的小さく，大きい力を必要とする1／500sのシャッタセットを安心して行うこ

とができる。セイコーシャラピッドは高級レンズシャッタであるという当時の定評が裏付けら

れた。

一般に戦中から戦後復興期にかけてのレンズシャッタは機構内に形状精度が比較的高く感じ

られる部品と形状精度の低い部品が混在しており，摩擦を小さくすることによって最短露出時

間を得ようとするのではなく，ばねの力を大きくして最短露出時間を得ようとしているきらい

がある。図―10は製造番号が4905911のセイ

コーシャラピッドのシャッタベイスを示して

おり，レリーズすると引出線を用いて示した

すべり面を厚さが約0．76mmで材質が鋼系の

テンショニングリングの円筒内面が擦過して

シャッタがきれる。だから公差範囲内の最短

露出時間を得るには，この部分の摩擦をいか

に小さくするかが重要になる。シャッタベイ

スの材質は鋼系と考えられ，引出線を用いて

（37） 前掲『精工舎シャッター物語』17頁。
（38） 同上書19頁。

図―10 セイコーシャラピッドのシャッタベイス
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示したすべり面に切削条痕が観察されるので旋削仕上である。ごく大雑把にいって，鋼と鋼を

すべらせたときの動摩擦
（39）
係数の一例は，潤滑剤がないときに約0．46であり，0．5％のオレイ

（40）
ン酸を加えたスピンドル油が存在するときは約0．15で

（41）
ある。一般にラピッド型シャッタでは，

エスケイプメントの裏側にセクターが露出しているので，シャッタへの給油はなるべく控えら

れる傾向がある。しかし摩擦係数を小さくするためには油分が必要であり，油性向上剤などが

添加された微量の高級潤滑油をシャッタベイスのすべり面などに存在させるべきである。

5―4 ニコンS

フォーカルプレンシャッタカメラの一例として，本体番号が6121913のニコン Sについて

シャッタ検査を試みる。後期に生産されたニコン Sを取り上げる理由は，戦後9年が経過し

た1954年12月に発表されたニコン S2が，ライカ M3対抗機を目指すまでに品質が向上してい

たので，終期近くに生産されたニコン Sもかなりの品質に達していると推測されるからであ

る。1sから1／500sまでの11段の目盛におけるそれぞれの露出時間実測値の平均は，862

ms，452ms，243ms，143ms，35．2ms，28．6ms，22．4ms，15．3ms，8．97ms，4．97ms，2．26ms

であり，誤差はそれぞれ－13．8％，－9．58％，－2．68％，＋14．1％，－29．5％，－14．3％，－

10．4％，－8．50％，－10．3％，－0．54％，＋13．2％である。これらの誤差は JIS B7107（1953）

に規定された公差範囲内にあり，また各目盛における実測値の偏差も十分小さい。次に耐久性

検査を試みる。合計3，100回のレリーズを繰り返した後に，再度露出時間を実測したところ，

それぞれの平均値は800ms，424ms，227ms，132ms，35．2ms，29．1ms，22．9ms，15．8ms，9．46

ms，5．67ms，2．45msであり，誤差はそれぞれ－20．0％，－15．1％，－9．36％，＋5．84％，－

29．6％，－12．8％，－8．36％，－5．32％，－5．36％，＋13．4％，＋22．7％である。これらの誤

差は十分 JIS B7107（1953）の公差範囲内にあり，実測値の偏差も小さい。ニコン Sは日本製

高級35mmフォーカルプレンシャッタカメラの世界進出の緒をつくったカメラで
（42）
あり，この史

実に相応しい検査結果が得られている。

なおフォーカルプレンシャッタカメラの他の例として，完成度が高いとの定評があった1954

年3月発売のキヤノンⅣ Sb改（本体番号は156865）についても検査を行い，良い結果が得られ

ている。キヤノン J戦後型からキヤノンⅣ Sb改に至る約9年間におけるわが国のカメラ技術

並びにカメラの品質の向上は著しく，この間に発売されたキヤノンレンジファインダーカメラ

群は戦後復興期における工業力の向上の様子を具現した産業技術史上の代表例の一つである。

（39） 静止している物体を動かそうとするときに作用する摩擦力を静摩擦力といい，物体が動いている
ときに作用する摩擦力を動摩擦力という。物体が同一のとき，一般に動摩擦係数は静摩擦係数より小
さい。

（40） オレイン酸は油性向上剤の一種である。
（41） 曽田範宗『摩擦と潤滑』岩波書店，1954年，260頁。
（42） 前掲「日本製カメラの世界進出の緒（1）」参照。

日本製カメラの世界進出の緒（2）（中井・井口・市川）
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6 結 言

戦後復興期のカメラが一般的に「安かろう悪かろう」と評されるに至った要因について検討

し，太平洋戦争が深く関係していることを明らかにした。しかしその敗戦が現在におけるカメ

ラ産業の隆盛の一要因になっているともいえる。また故障が多かったシャッタについて実験的

検討を行い，戦後復興期のカメラのなかに比較的高品質のカメラが存在したことを明らかにし

た。

なお現行の日本工業規格 カメラ用シャッタ JIS B7091―1992 の冊子には，

シャッタ性能はカメラの価格と密接な関係にあり，許容差を規定する場合，カメラの特徴

および性能・価格に応じて適用されるのが望ましい。したがって，この規格に定める許容

差はシャッタ性能の全般的な検査規格として規定するものではなく，撮影者に良好な撮影

結果を与えるためのシャッタ性能に対する目標値を設定するものである

と記述されている。この記述内容は，わが国のシャッタ技術が成熟した状態にあることを意味

している。

終わりにあたり，光学精機工業協会写真機部会に関係する資料の閲覧を許可されたコニカミ

ノルタ会社に謝意を表します。またカメラ技術については，関東カメラサービス会社の協力を

得た。

Japanese Cameras in the World Market（2）
―Quality of Cameras manufactured during Recovery Period following the Pacific War―

by

Manabu NAKAI, Yoshio INOKUCHI & Yasunori ICHIKAWA

(Professor Emeritus, Toyama University / Japan Camera Industry Institute)

Japanese cameras available today are world leaders in quality and performance as well as in

production volume. Quality of Japanese cameras manufactured during the recovery period fol-

lowing the Pacific War, however, was generally expressed in one phrase, i.e. ’cheap and nasty’.

This study described the causes of malfunction of Japanese cameras during post-war years

and surveyed relatively in detail Japanese aerial cameras manufactured during the War, many of

which had unknown contents in the history of industrial technology. Also, a historical transition

of the public standards, for export camera inspection, that improved the quality of Japanese

cameras was considered ; attention was paid to the standards for shutters. The result of ex-

periments made mainly on shutters demonstrated that some of the cameras manufactured dur-

ing the post-war years had considerably high-quality.
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