
1 は じ め に

1―1 先行研究の検討と，カメラ史研究の課題

カメラそのものを学術的見地から取り扱った研究は，きわめて限られている。その点につい

て，
（1）
前報でも触れたように，理研光学（現・リコー）の織間勇は，例えば時計には「時計学」

という学問が存在するのに対して，カメラには「カメラ学」という学問は存在していないと指
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摘する。その理由としてカメラがいくつかの技術を総合して完成され，それがあまりにも複雑

多岐にわたるためという見解を示して
（2）
いる。

カメラ史における主要な先行研究としては，R. V. Jenkinsの『フイルムとカメラの世界史

～技術革新と企業』
（3）

（1975）や，コダックの創業者である GeorgeEastmanの生涯に焦点を当て，

その足跡をたどるという型式をとりながらフイルム産業史，カメラ史に言及した E. Brayerの

GeorgeEastman-a Biography
（4）

（1996），コダックの創設した“現像焼き付け業”に注目する，

イギリス Kodak博物館 B・W. Coeの『カメラ ダゲレオタイプからインスタント写真まで』
（5）

（1978）が挙げられる。この三者に共通するのは，銀板から湿板，乾板からロールフイルムへと

感光素材の変遷を中心としたカメラの発展を通史的に研究している点である。

たしかに，写真がデジタル化される以前は，写真は化学感光材による画像の固定であり，化

学感光材の変遷から写真やカメラ史を追う研究が主流を占めた要因である。

感光素材ないし，記録媒体の発達史は，カメラ史を考察する上で切り離せない課題であるが，

カメラはフイルム（現在はデジタル素子）というソフト面と，ハード面であるカメラボデイ，そ

して写真用レンズの3つの面から成立しているとを考慮すれば，メカニズム（ハード）の発達

史を欠いた研究は，写真も含めカメラ技術史全体を見渡す視点が欠如する。そこで本論文では

これら従来のカメラ史研究の成果と問題点を踏まえつつも，とくにメカニズムを中心にカメラ

の発達を技術史的に取り上げる。この問題は既に1920～30年代からカメラ開発現場における技

術的課題となっていたことが伺われ，且つそのような問題に言及した研究も存在していた。

その代表例として，ドイツ，Carl-Zeissグループに所属するの科学研究員で Zeiss-Ikon AG.

の技術担当役員だったHeinrich KüppenbenderはFortschritte im Bau photographischer Kameras

にお
（6）
いて。カメラの基本的な構成要素を「レンズ，フイルム，シャッター」であるとし，カメ

ラの構造や，メカニズムの進歩について重要な言及を行っている。次項では，Küppenbender

（1） 日本産業技術史学会編『技術と文明』第34冊，18巻1号，森亮資「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」20頁。

（2） 織間勇『楽しいカメラ学』（朝日ソノラマ1976）はじめに
くわえて，K. Pritschow等によるの Objektiv Mikrophotographie Kleinbildkamera Polarfilter

ElektrBelichtungsMesser Farbenphotographie（Springer 1943）がカメラ技術研究書に挙げられる
が，タイトルが示すようにカメラと写真技術が，複数の技術を総合して完成され，それゆえに複雑多
岐にわたることを示している。

（3） Reese Vjenkins Image and Enterprise～Technology and the American Photographic In-

dustry 1839 to 1925（JhonsHopkinsUniversity Press 1975）邦訳『フイルムとカメラの世界史～技
術革新と企業』中岡哲郎，高松亨，中岡俊介訳，（平凡社1998）。

（4） Elizabeth Brayer GeorgeEastman-a Biography（The Jhon Hopkins University Press 1996）.
（5） B・W. Coe CAMERAS～From Dagurreotypes to Instant Pictures（1978 AB Nordbok Gothen-

burg）.
邦訳『カメラ ダゲレオタイプからインスタント写真ままで』（朝日ソノラマ 1980）。

（6） H. Küppenbender（青木保雄訳）「写真機の構造の進歩」（精機協会『精密機械』Ⅵ―51939年5
月302～312頁 H. Küppenbender Fortschritte im Bau photographischer Kameras（Zeitschrift des

VDI Bd82, Nr11, 12―März, 1938）S301―308.

技術と文明 20巻2号（１０８）
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の「カメラ論」について考察する。

1―2 H. Küppenbender の「カメラ論」

Küppenbenderは「近年の写真機は，その根本的な構造では変化がな
（7）

かった」としながらも

「ただし，若干の部門での進歩は，注目に値する革新をもたら
（8）
した」とする。

具体的には，まずソフトであるフイルムの発達に触れ，感光度と粒状度の改良で「初めて写

真レンズの改良の価値を，完全に利用し尽すことができるように
（9）

なった」として，フイルムの

性能向上によりレンズの改良の成果を生かせるようになったと指摘
（10）
する。

また高感度でも感光乳剤の微粒子性を保持できるフイルムが実用化されたので，大判引き伸

ばしが必要な小型画面カメラの実用化が可能になったとしている。ちなみにフイルム感度は

1897年～1937年の40年間に16倍に上昇して
（11）
いる。

さらにレンズの明るさについて，1890年に口径比 F8程度だったのが，1930年代には F1．5

まで明るくなっていることを評価する。そしてレンズ性能の改良について，次のように述べて
（12）
いる。

画角が同一の場合には，焦点距離と口径が，ユーザーにとってもっとも重要な，レンズの

光学性能の表示である。焦点距離の変更には，何の困難もないが口径を大きくするために

は，場合によっては，まったく新しい設計のレンズを，作り出さなくてはなら
（13）
ない。

また，シャッターについては

露光時間を調整するシャッターは，カメラの重要な構成要素である（中略）カメラにおけ

るシャッターの重要性からすれば，すべての発達のなかで，この構成要素に，常に最大の

注意が向けられるのは，当然のことで
（14）
ある。

すなわち，Küppenbenderは写真カメラでのフイルム，レンズ，シャッターの三つの要素で

あると主
（15）
張し，とくにシャッターが，カメラのメカニズムで最も重要な要素であると強調する。

カメラのメカニズムのなかでも，とくにシャッターを重要視する Küppenbenderの考え

は，1929年3月に Stuttgart工科大学へ提出した Űber Forderungen und ihre Verwirkli-

（7） 同書 Küppenbender（青木訳）302頁。
（8） 同書 Küppenbender（青木訳）302頁。
（9） 同書 Küppenbender（青木訳）302頁。
（10） カメラの発達史においてレンズは重要な研究課題であるが，本稿では紙幅の関係上触れないこと
とする。

（11） 同書 Küppenbender（青木訳）303頁 第1図「1897～1937年の DIN感度の増加」参照。
（12） 同書 Küppenbender（青木訳）303頁 第2図「写真レンズの明るさの平均増加」参照。
（13） 同書 Küppenbender（青木訳）303頁。
（14） 同書 Küppenbender（青木訳）308頁。
（15） 写真用カメラは，フイルム（或いは受光感材），レンズ，シャッターの3つの要素により成立す
るという Küppenbenderの主張について，筆者もまったく同意見である。それは1839年のダゲレオタ
イプカメラの出現以来，現在も変わらないと，とくに強調しておく。

1920～30年代における写真カメラ用シャッターの工学的技術史研究（森）
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chung beim Bau von Drehscheiben-verschlüssen（「回転円板シャッターの製作の条件と，その

実現につ
（16）
いて）という博士論文の中でも，その冒頭部分において次のように指摘する。

カメラの三要素とは，レンズとフイルムとシャッターであるが，前の二者については理論

面と実際面で，多くの研究と考案が行われたので，ユーザーの要望が満たされない点は，

現在ではほんの僅かしかない。このような高い達成度から見れば，シャッターは総体的に

まだ大きく立ち遅れていると言わなければなら
（17）
ない。

Küppenbenderは当時のシャッターが，レンズやフイルムの到達している技術水準に較べ大

きく立ち遅れていると指摘するが，そこには，どのような技術的課題があったのか。本論文で

は，とくに1920年代から30年代にかけてのシャッターの工学的な研究開発について検討し，カ

メラの発達史の中でも，重要な一過程を明らかにする。

2 1920年代の航空シャッター技術の展開

2―1 航空撮影技術――ベンチャービジネスとしての航空写真――

航空撮影技術と航空カメラは，第一次大戦中に軍事技術として生まれたものだが，1920年代

に民間用に応用された。この戦時中の航空カメラの開発が，シャッターの工学的研究と開発の

原点になったと筆者は考察する。

第一次大戦中にアメリカ陸軍航空隊の R. A. Millikanの指導で航空撮影技術を開発したのは，

Herbert E .Ivesである。彼は著書 Airplane
（18）

Photographyの冒頭で，航空撮影の技術が軍事目

的のために生まれたと主
（19）
張し，一方で「平和時の地図作りのための，航空撮影術の

（20）
応用」にも

触れている。つまり Ivesは，航空撮影技術が，両用技術（dual-use technology）であって，将来

的には民間用に使用されることの可能性を示唆している。

これとは別に1919年当時，Arizona大学の学生だった Sherman M. Fairchildは，それまで航

空カメラに多く採用されていたフォーカルプレーンシャッターが，高速運動する被写体像に，

幾何学的な歪みを起こす欠点を解決しようとしていた。

研究の結果，Fairchildが開発したのが“Between the lens”タイプのリーフシャッターで
（21）
ある。それまでの航空カメラでは，高速露光が容易である特性を生かしたフォーカルプレーン

シャッターを使用していた。しかしこのシャッターは，2枚の幕のあいだに作られるスリット

（16） Heinz Küppenbender Űber Forderungen und ihre Verwirklichung beim Bau von Drehscheiben-

Verschlüssen（「回転円板シャッターの製作の条件と，その実現について」以下 “Dissertation” と略）
Stuttgart工科大学1929年3月。

（17） ibid., S1―2.
（18） Herbert E .Ives Airplane Photography（Philadelphia, London: J. B. Lippincott company 1920）.
（19） Dissertation op. cit. S7.
（20） ibid., S7―8.
（21） Thomas J. Campanella CITIES FROM THE SKY : An Aerial Portrait of America（Princeton

Architectural Press 2001）p8.

技術と文明 20巻2号（１１０）
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が，感材面の前を走る構造であり，スリット幅

を狭めることで高速露光が可能である反面，高

速運動する被写体を撮影すると，図―1に示す

ように幾何学的な歪みを起こす問題があった。

Fairchildの開発したリーフシャッターは，図―

2で示すように，撮影レンズを構成するレンズ

エレメント群のちょうど中間に5枚の金属製の

シャッター羽根が置かれ，連結桿で操作される

構造である。これを使えば，被写体あるいはカ

メラが高速移動している状態でも，幾何学的な

歪みは起こらなか
（22）
った。

このシャッターを装備した Fairchild式航空

カメラは，アメリカ陸軍航空隊司令 Billy

Mitchell准将に採用され，1921年に史上初の，

航空機による艦船への爆撃実験の記録に使わ
（23）
れた。その一方，ニューヨーク市当局からの依頼で行われたマンハッタン島の空中からの写真

（22） “Photographic Shutter” CA. PAT289, 273 発明者 Sherman M. Fairchild，公告1929年4月30日.

図―1 高速で移動する物体を，フォーカルプレーンシャッター装備のカメラで，高速
シャッターで撮影した際に起きる幾何学的な歪みの典型例。1912年，フランス GPで撮
影されたもの（Jacques-Henri Lartigue）。

図―2 （Fairchild式航空シャッター）Sherman.

M. Fairchildが，1919年に開発したシャッター。
5枚の金属製のシャッター羽根がレンズの中
間に配置される“Between the lens”タイプで
ある（CA.PAT289273，公告1929年4月30日）。

1920～30年代における写真カメラ用シャッターの工学的技術史研究（森）
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地図製作にも使われている。

1920年，Fairchildは Fairchild Aerial Camera Corporationを設立し，1924年には商業航空撮

影を目的とする Fairchild Aviationを設立した。またその活動範囲はアメリカ国内だけでなく，

広く極東から欧州までを網羅
（24）
した。

Fairchild社が出版した Multiple-Lens Aerial Camera in Mapping では「最大の地域を，

最小の費用で地図製作
（25）
する」として，航空写真による地図製作の経済性を強調している。

このように，商業航空撮影はベンチャービジネスとして生まれ，1920～30年代における普及

が，本来軍用だった航空撮影技術の性格を，次第に変化させていった。このような事実からも，

筆者は Ivesが示唆するように，航空写真技術の本質が両用技術（dual-use technology）であると

考える。

2―2 Küppenbender の“回転式シャッター”

Carl-Zeiss の Heinz Küppenbende
（26）
rは,Carl-Zeiss Jenaに在籍中の1929年に，Stuttgart工科

大学へ提出した博士論文で，航空撮影用の大型カメラのシャッターについて論じ，その中で

Fairchildが開発したリーフシャッターの欠点を指摘している。

いわく，Lichtdurchlässigkeitsgrad（光透
（27）
過率）が低いというのである。そしてこの欠点を改

良した回転式シャッターの優位性を主張する。

この当時，Carl-Zeissはドイツ光学精密機器市場の独占的支配を目標にしていたが，航空写

真機器市場独占への動きも強めていた。その一環として Carl-Zeissは Dresdenの Aerotopog-

raph社の株式を買収し，1931年に Zeiss-Aerotopograph社を
（28）
設立した。ここでは，Küppenbender

の研究が，この Carl-Zeissの動きと前後して発表されている点に，注目すべきで
（29）
ある。

（23） Sherman M. Fairchild
http : //www.bcwarbirds.com/sherman_fairchild_bio.htm（最終アクセス2015年6月12日）.

（24） Campanella op. cit., p8―13.
（25） Fairchild Aerial Camera Corporation Multiple―Lens Aerial Camera in Mapping（1933）Foreword.
（26） Heinz Küppenbenderは，1901年 RheinlandのWaldineに生まれ，1925年に Aachen工科大学の
学位終了試験に合格し，1926年3月から蒸気装置講座の助手を勤めた。その後，1927年3月に Carl-Zeiss
の技術研究員に採用されている。

Dissertation Lebenslauf op. cit.
（27） この場合「光透過率」とは，現在で云うところのシャッターの光を透過させる「効率」を指す。
金野剛志の「シャッターの効率」の定義によれば次の通りである。
「JISでは理想的なシャッターというものを想定しており「撮影画面の全域にわたって光の全く当た
らない状態から瞬間的に最大光量の状態に達し，所定の露出時間の経過後，瞬間的に元の光の当たら
ない状態に戻る」ような性能をもっているものとされる。しかし，レンズシャッターの羽根（※或い
は回転ディスクシャッターの回転ディスク）にしても，フォーカルプレーン・シャッターの幕にして
も，それらの運動には時間がかかるのでこの理想的シャッターの特性からずれが生じる。このずれを
表す1つの量が効率である」（※括弧内筆者註）
金野剛志『カメラメカニズム教室（上巻）』（朝日ソノラマ1996）215頁。

（28） Dr. F. Schomerus Geschichte Des Jenaer Zeiss Werkes 1846―1946（PISCATOR 1952）S240―241.

技術と文明 20巻2号（１１２）
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Carl-Zeissのこのような動きは，当然 Küppenbenderは知っていた筈であるから，この論文

をこの時期に発表したことの背後には，ヨーロッパにも市場を拡大していたアメリカ資本の

Fairchild社に対抗し，Carl-Zeissのようなドイツ民族系資本が，航空写真機器市場で優位な地

歩を築くことに，貢献しようという意図があったと筆者は考える。

さて，VEB-PENTACONのカメラ設計部長であったRichard HummelはSpiegelreflexkameras

aus Dresden（1994）で，Küppenbenderの経歴や博士論文と，Zeiss-Ikonでの新職務の関係に

ついて

どちらにしても，ツァイス・イコンでは，従来のヒエラルヒーを改革して，主任設計者が

全体を統括するという態勢が必要だった。この結果として，キュッペンベンダー博士

が，1929年4月に主任設計者として赴任したのである。彼がカール・ツアイスで技術研究

員として勤務したことや，シュツットガルト工科大学で1929年3月に完成させた博士論文

で追究したテーマ（訳注：シャッターのことを指す）は，この彼の新しい任務にとっては，

非常に好都合だった。すなわち彼は着任後わずか3年目の1932年3月頃には，伝説的な35

mm判カメラ「コンタックス（Contax）」の設計を，製造が開始できる直前の状態にまで完

成させていたので
（30）
ある。

Hummelが“非常に好都合だった”と言う Küppenbenderの博士論文のテーマは，シャッター

の効率を実験と数学的解析で論証したもの
（31）

だった。これはカメラ工学の一部門の出発点であり，

カメラ史研究には重要な基礎史料である。

Küppenbenderは Between the lensタイプのリーフシャッターは光透過率が低いと判断し

「光透過率」の高い「回転ディスクシャッター」を開発し，さらに博士論文で「光透過率」を

定量的に分析した。

ところで Küppenbenderは，博士論文ではアマチュア用のカメラの使用環境に触れ「航空撮

影を行う必要があるときは，環境がこれと本質的に異なる。航空機からの撮影に使うカメラは，

アマチュア用とは大きく異なるので
（32）
ある」として，測量用の航空カメラは，特殊なものである

とし，そのシャッターに必要な性能について，以下のように述べている。

まず撮影点が被写体に対して高速で移動する点が異なるし，エンジンの振動から生ずる震

動が存在するし，更に時として飛行機の揺れもあるから，鮮鋭な画像を得るためには，露

光の瞬間に非常に迅速に作動するシャッターが必要なので
（33）
ある。

（29） R. Walter Zeiss1905―1945（Böhlau 2001）S161.
（30） Richard. Hummel Spiegelreflexkameras aus Dresden（Lindemanns Stuttgart 1994）S52.
（31） 内田光房を主催する内田安孝は Hummelの記述には懐疑的だった。なぜなら，航空用の回転円
盤シャッターと Contaxに使われているフォーカルプレーン・シャッターでは，同じ写真用シャッター
でも原理が全く違うからである。しかし，筆者と竹田正一郎の Küppenbenderの学位論文の主旨は違
う形式のシャッター開発にも応用される内容であるという主張に，最終的に納得した（森―内田―竹
田私信，2008～2010）。

（32） Dissertation op. cit., S1―2.
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すなわち，航空カメラで高速シャッターが必要なのは，撮影者（を乗せた航空機）が高速で移

動するからだけではなく，航空機のエンジンの震動や揺れによる撮影画質の劣化を防止するた

めでもあると述
（34）
べる。さらに

レンズに明るいものが必要とされるのは，露光時間が短いからであるが，さらに次の理由

にもよる。撮影に使用する感光乳剤が，殆ど常にオルトクロマティッシュであること，ま

たフィルターも，ほとんど常用するからである（中略）またフィルターによる入射光量の

損失を考えれば，シャッターの光透過度は，いやが上にも高いことが必要なのである。航

空写真用のカメラの要件をこのように見ると，現在でも満足に充足されていない点が過半

数で
（35）
ある。

として，フイルムに微粒子のオルトクロマティッシュ乳剤層を常用することによる若干の感度

低下，また写真にコントラストを与えるためのフィルターの常用が，光の透過度を低下させこ

となど，いくつか悪条件が重なるため，シャッターの光透過度の向上は，不可欠であると述
（36）
べる。

さて，Küppenbenderの提示する「良いシャッターの条件」は，以下の6点で
（37）
ある。

a） 乾板ポイントの露光時間はその都度，実用上の希望の長さに調整できる状態でなくては

ならない。

b） 露光時間はすべての乾板ポイントにとって同じ長さでなくてはならない。

c） 露光開始は画像の歪みを避けるために，すべての乾板ポイントにとって，同時でなくて

はならない。

d） 透過率は，シャッターでの光損失を妨げるには，値1とはほんの少しか異なっていな

ければならない。

e） 透過率は，全露光時間にとって一定であること。

f） シャッター動作は，例へば温度などの外部の影響に左右されない状態でなくてはならな

い。

なお，Küppenbenderは条件 f）について，「考慮や対応が必要な要素がきわめて多いため，

理論的考察にはなじま
（38）
ない」としながらも，航空撮影には避けられない「急激な温度

（39）
変化」が，

シャッターに与える影響にも言及しているのは，重要なポイントである。Küppenbenderが開

発した「回転ディスクシャッター」は，4枚の半円形の金属製のシャッター円板から構成され

（33） ibid., S1―2.
（34） ibid., S1―2.
（35） ibid., S1―2.
（36） ibid., S1―2.
（37） ibid., S1―2.
（38） ibid., S1―2.
（39） ibid., S1―2.
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る。この点では Fairchildの Between the lensタイプの，リーフシャッターと似ている。しか

し Fairchildのリーフシャッターでは，5枚のシャッター羽根が往復運動するのに対して，Küp-

penbenderのシャッターは，シャッター円板が大きく片道運動する点で，まったく異なってい

る。

この Küppenbenderの「回転ディスクシャッター」は，航空カメラ用としては，まったく新

しいものであった。

次節では，往復運動する「Between the lensタイプのシャッター」と，回転運動する「回

転ディスクシャッター」の「光透過率」を比較する。

2―3 “Between the lens”タイプのシャッターと“回転シャッター”の「光透過率」比較

既に述べたように Küppenbenderは，写真用カメラの重要な3要素であるレンズ，感光膜（乾

板・フイルム），シャッターのうち，レンズと，感光膜（乾板・フイルム）は品質要求を高度に満

たしているのに対して，シャッターは満足な水準に達していないとして
（40）
いるゆえに，カメラの

構成要素の中でも，特にシャッターに注目して研究を進めている。ちなみに Küppenbenderが

この過程で行った「光透過率」解析は，要するにシャッターの効率試験であって，航空カメラ

だけでなく，一般のカメラにも応用され，普遍的なカメラ工学の成立に方向性を与えたもので

ある。

以下では，Deckel社製のレンズシャッター“Compur”，と，Küppenbenderの開発した「回

転ディスクシャッター」の「光透過率」について検討する。

この「光透過率」の実験に基づいて Küppenbenderは，Fairchildが開発した Between the lens

タイプのシャッターの光透率についての欠点を指摘し，自らが開発した「回転ディスクシャッ

ター」で，その欠点を解消できると主張する。

図―3に示すのは Carl-Zeiss製の光透過率試験機であり，軸間距離 Rの回転薄板式シャッター，

いわゆるレンズシャッターの光透過度と，露光時間を検査するためのものである。アーク灯の

穴 Krの像は，コンデンサーレンズ K1によってスリット薄板面に結像する。この薄板の周り

には等間隔で36個のスリットがあり，薄板の回転数に応じて Krから来る光線を1秒に数百個

の割合で透過させる。この光束はコンデンサー K2によってほぼ平行な光線になってシャッ

ターに導かれる。遮光性のケースの壁にはレンズ Oが装着され，これが光線を受けたシャッ

ターの回転薄板の像を，ケース内部で回転する写真乾板の上に結像させる。スリット薄板と写

真乾板は電気モーターで回転させるが，この回転数は実験中一定に保たれる。これにより，

シャッター面の露光が変化するのに応じ，シャッターの作動の各局面が，相互に重なった図像

として，写真乾板上に記録さ
（41）
れる。さて Between the lensタイプの5枚のリーフシャッター

（40） ibid., S1―2.
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は，5枚のシャッター羽根が往復運動するものである。これはシャッター羽根が中央部から開

き始めて全開に達し，そこで一定時間停止した後また中央に戻って閉じる構造になっている。

シャッター羽根が開き始めてから閉まるまでの時間の，最初と最後の部分は，写真乾板への感

光が不十分であり，全体としての露光量は不足することになる。

シャッターの効率は，t をシャッター羽根が開き始めてから閉じるまでの時間，Δt をシャッ

ター羽根が全開している時間として考えると，

露光時間＝t＋Δt

2 効率＝有効露光時間全露光時間 ×100％

であるので，羽根が開き始めてから開き終わるまでの時間と，閉まり始めてから閉まり終わる

時間，つまり写真乾板に光が部分的にしか到達しない時間は，光の透過率が低下することとな

る。露光時間が短くなるほど，この透過率の低下は相対的に大きくなり，その分だけ写真乾板

は露光不足になる。

ここでは，まず Küppenbenderの試験した“Compur”（製造番号 Nr864．424開口直径35mm）の

調査について述
（42）
べる。図―4は「光透過率」のグラフ表示であり，「光透過率」の推移が表示さ

（43）
れる。先に述べたように，往復運動するシャッター羽根が中央部から開き始めて全開に達し，

そこで一定時間停止した後また閉じる構造であるので，グラフでは前後の勾配部分に相当する

この区間で失われる「光透過率」は，作動速度無限大（すなわち効率100％）のシャッターの透

過率を100とした場合，その43．3％である。ゆえにシャッターが開き始めてから閉まり終わる

までの全時間を通じた「光透過率」は，全開状態のほかに，作動中（勾配部分）で得られる光

量も算入して56．7％で
（44）
ある。Fairchildの Between the lensタイプのリーフシャッターも，

（41） ibid., S38.
（42） ibid., S39―40.
（43） ibid., S39―40.

図―3 Carl-Zeiss社のシャッター効率（光透過度）試験機（H. Küppenbender Dissertation,1929, S38）。
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シャッター羽根が往復運動する形式であるので，

光透過率はこれと似た数値だったと推定さ
（45）
れる。

それに対して，図―5で示す Küppenbender

が開発した「回転ディスクシャッター」は，回

転運動する半円板の4枚のシャッターディスク

から構成され，「従来型にくらべ，理論的に到

達できる極限まで開口時間を接近させた数値を
（46）
示すとしている。

図―6から明らかなように，各々のシャッター

の開口と閉鎖区間の勾配が急であり，光透過率

は，上記の“Compur”の場合にくらべて飛躍

的に高く，透過率は86．7％を示して
（47）
いる。これ

は Küppenbenderの提示する良いシャッターの

条件の d）の，「透過率は，シャッターでの光

損失を妨げるには，値1とはほんの少しか異

（44） ibid., S39―40.

図―4 “Compur”シャッターの「光透過率」試験のグラフ。透過率は56．7％で，シャッター羽根が開き始め
てから閉まるまでの時間の，最初と最後の部分の露光しない“光量損失”は，43．3％になる（H. Küppenbender

Dissertation,1929, S39）。

図―5 1933年，ドイツ VDI 誌に掲載された Küp-

penbenderの回転ディスクシャッター（W,

Lind, Berlin “ Objektivverschüsse für photo-

graphische Apparate“, Zeitschrift des VDI Bd

77, Nr27, 8-Juli, 1933, S733）。

1920～30年代における写真カメラ用シャッターの工学的技術史研究（森）

４９



なっていなければなら
（48）
ない」に合致する。すなわち，この実験では，往復運動するシャッター

に対する回転運動するシャッターの優位性が実証されている。

Küppenbenderがシャッターの開発にすぐれた能力を持っていたこと，またシャッター開発

での評価法として開発した「光透過率試験」が，実験と数学的解析によるシャッターの効率試

験であって，普遍的なカメラ工学の出発点のひとつとしても，重要な意味を持っていたことは

（45） ドイツ光学機械産業史研究家で翻訳家だった竹田正一郎は「1920年の Fairchild式以降，航空写
真用シャッターに使われだしたリーフシャッター自体は19世紀末にアメリカ Bausch&Lombで発明さ
れたもの。しかし，作動はシリンダー（※空気圧式）だっので，気圧の変化の激しい航空用にエアポ
ンプのリーフシャッターは使われなかったのではないか。それを機械作動式にしたのが Fairchildの
アイディア。それを更に発展させて回転リーフシャッターにしたのが Küppenbenderと云えるだろう。
この時代のシャッター開発でアメリカとドイツが航空写真業のシェアを競って技術開発をやったとい
うのは，興味深いし気に留めといたほうがいい。当時の日本は陸軍技術研究所を中心に Fairchildの
方をコピーした。Zeissのほうが良いのは判ってはいても，Zeissの真似をするほどの技術は無かった
のだろう。今もそうだが，Zeissの機械は技巧に走る傾向がある」。
（2008年8月29日，森―竹田私信）（※括弧内筆者註）
また，竹田は筆者に参考文献としてT. J. Campanella CITIES FROM THE SKY, M. Buckland Emanuel

Goldberg and His Knowledge Machine, H. Küppenbender Photographic focal plane shutter U.
S. PAT2. 149. 094を紹介し本論文執筆において史料の提供と示唆を行った。

（46） Dissertation op. cit., S39―40.
（47） ibid., S39―40.
（48） ibid., S2.

図―6 回転ディスクシャッターの「光透過率」試験のグラフ。透過度は指標100に対して，86．7％を得，損
失は13．3％に過ぎない（H. Küppenbender Dissertation, 1929, S40）。
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明らかである。

次章では，1930年代に航空カメラ用シャッターから一般カメラ用シャッターへ技術が波及す

る過程を考察する。

3 航空カメラ用シャッターから一般カメラ用シャッターへ

3―1 Küppenbender の金属幕フォーカルプレーンシャッター

1920年代に航空カメラという特殊用途で起こったシャッターの工学的技術開発は，1930年代

には一般カメラ用というより広い用途へと展開する。

Küppenbenderが航空カメラ用のシャッター開発で得た研究手法の蓄積は，これに際して非

常に役立つことになる。

1925年の Leica発売以来，急速に市場を拡大してきたレンズ交換式の35mmカメラでは，レ

ンズごとにシャッターを装備するよりも，カメラボディ内部にフォーカルプレーン式のシャッ

ターを装備するのが合理的である。1932年に Zeiss-Ikonでもレンズ交換式35mmカメラ Contax

を発売したが，この開発に際して，Leicaなどで使われている従来型の布幕式フォーカルプレー

ンシャッターを改良して装備することが，大きな課題となった。

レンズの焦点面（FocalPlane）の直前でスリットが走るのがフォーカルプレーンシャッターで

ある。その特徴は，スリットがレンズの焦点面の直前を走行するため，露光効率が高いことで
（49）
ある。しかしその一方では，被写体，あるいはカメラが高速移動している状態で撮影すると，画

像に幾何学的な歪みを生じる構造的な欠点があるのは前述した通りである。また，既存のフォー

カルプレーンシャッターの幕素材は，黒い布の上にゴムを引いて遮光している。それゆえ素材

は柔軟で軽量だが，太陽にレンズを向けると幕に焦点を結んで焼け孔ができ，漏光の危険性が

ある。くわえてゴム引き布幕は，気温や湿度の急激な変化に影響を受け易い欠点を持って
（50）
いた。

1929年7月，Stuttgart工科大学から工学博士の学位を得た Küppenbenderは，65名の設計

者や製図工を伴い Zeiss-Ikon社に出向した。目的は Carl-Zeissの主導によりドイツの大手カメ

ラメーカー4社合併で成立した Zeiss-Ikonの合併直後のカタログに掲載された，600種類を超

えるモデルを整理統合すること，そして新しいタイプのカメラを開発することである。この新

しいカメラが35mmカメラ“Contax”で
（51）

あって，とくにその独自の改良がされたフォーカルプ

レーンシャッターの開発に貢献
（52）
した。

Küppenbenderは博士論文のなかで「シャッターの作用は，温度などの外部の影響を受ける

ものであってはなら
（53）
ない」としているが，この条件を満たすために開発されたのが，縦走り鎧

（49） 愛宕通英『カメラとレンズの辞典』（日本カメラ社1961）156頁。
（50） 同書，愛宕168―169頁。
（51） R. Walter op. cit., S144～145.
（52） Michael Buckland Emanuel Goldberg and His Knowledge Machine: Information, Invention,

and Political Forces（New Directions in Information Management 2006）p128.
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戸式金属製シャッター幕のフォーカルプレーンシャッターで
（54）
ある。

これによって，温度や湿度の変化に弱かったフォーカルプレーンシャッターの欠点は取り除

か
（55）
れた。この金属幕フォーカルプレーンシャッターは，温度変化に対するきわめて高い不感受

性を特徴としており，摂氏－30℃～＋60℃の急激な温度変化に耐える性能を持っていた。これ

は，さきに述べた「良いシャッターの条件」f）の「シャッター動作は，例へば温度などの外

部の影響に左右されない状態でなくてはならない」という条項を満たしている。そしてこの金

属製シャッター幕の重さは，わずか20グラムに過ぎ
（56）
ない。これによって，軽量で急激な温度変

化に耐える耐寒・耐熱シャッター幕が，史上初めて実現したので
（57）
ある。

このシャッターの金属幕は，2種類の形状の幕片金属が交互に差し込まれて遮光性のある鎧

戸になっており，各片の両端は布製のリボンが挟み込んである。

一方，内田安孝が作図した Contaxのシャッターの概念である図―7が示すように，24×36

（53） Dissertation op. cit. S2.
（54） Metallner Rollschieber für Sclitz-verschlüsse, photographische Kassetten u. dgl .

D. R. P532, 228. 57a―27出願人 Zeiss-Ikon. A. G in Dresden 出願1930年9月24日，公告1931年8
月25日。

（55） 前掲，愛宕169頁。
（56） An der Wiege der Contax（Zeiss-Ikon. AGが1937年頃に製作した Contax製造の記録映画）。

図―7 Contaxのシャッターの構造概念図。2枚の鎧戸式金属膜フォー
カルプレーンシャッター幕から構成されている（作図・内田安孝）。
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ミリのフイルム面は横置きになっているため，24ミリの短辺は垂直に，36ミリの長辺は水平に

位置している。シャッターを切ると，シャッターの鎧戸式金属幕は，上から下に垂直に，スリッ

トを形成しながら走る。シャッター幕は24ミリの短辺を走行することで，一定の幕速に対して，

露光過程に必要な時間が少なくすることができる。これにより，画像の歪みを極小化できる。

ここでの Küppenbenderの功績の第一は，航空カメラのシャッターの工学的研究開発の手法

を，一般用カメラにも波及させたことである。そして功績の第二は，シャッター幕に金属を使

うことで，急激な温度や湿度変化に耐え，レンズを太陽に向けても焼け穴ができないシャッター

を実現したことである。

次節では，Küppenbenderが新式の金属幕フォーカルプレーンシャッターの開発で行った均

等な露光を実現する開発の実践例をみてみよう。

3―2 Küppenbender の均等な露光を実現するフォーカルプレーンシャッターの開発

Küppenbenderは Contaxのシャッター開発のなかで，航空カメラのシャッター開発で養っ

た工学的研究開発の手法を，一般用カメラにも波及させた。当時のフォーカルプレーンシャッ

ターは光透過率は高いが，被写体あるいはカメラが高速移動するさいの画像の歪み，くわえて

均等な露光の実現が困難であるという構造的な問題を抱えていた。

そこで，Küppenbenderが開発した鎧戸式金属幕フォーカルプレーンシャッターは，先にも

述べたように垂直に上から下へ下降する。それは，36×24ミリの短辺をシャッター幕が移動す

ることにより，被写体あるいはカメラが高速移動するさいの画像の歪みを最小限にする狙いが

うかがえる。

しかし下降してゆくシャッター幕の速度は均一ではない。それは加速度がつくからであり，

シャッタースピードが高速であればあるほど，調速スプリングのテンションが強いので加速度

は大きくなる。つまり幕の下降速度は，露光過程の終わりに近づくほど，早くなる。

この加速度的下降によって，上端から順次スリットによってスキャンされてゆくフイルムは，

下端に近いほど照度が不足し，露光量が減少し，均等な露光が出来なく
（58）
なる。

この問題について Küppenbenderは，不均等な高さの U字型金具を使う案で，解決策を示

（57） 内田安孝は，半世紀にわたる民生用，特殊用途，各種カメラの整備や修理業を通して，1000台以
上の Contaxのシャッターの整備を行ったが，シャッターの耐熱，耐寒性，精度の保持において「現
代の，電子制御シャッターでも，対温，耐候性とシャッター速度の精度保持，作動の確実性において
総合的に戦前（※1930年代）に開発された Contaxの金属幕フォーカルプレーンの完成度に勝るもの
は出来ていない。とくに最近の電子制御シャッターの欠点として低温時における作動は不確実であり，
問題がある」とする見解を示した（2007年2月，※森―内田私信）（括弧内筆者註）。
一般にカメラに使用される化学電池の化学反応は温度が高いほど活発になり，低いほど不活発とな

る。その程度は電池によって変わるものの基本的に化学電池を使用する電子シャッターは，環境温度
により大きく作動が変化する弱点を内田は示唆している。内田が低温下における作動の不確実性をと
くに問題視したのは，内田が旧陸軍航空隊で航空機関士やパイロットとして勤務した経歴が影響して
いたものと推察する。
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している。つまり，シャッターの動きに同期するように入射光を制御し，ほぼ均等な露光が得

られるフォーカルプレーンシャッターを開発した。

この U字型金具については，実際に Contaxで採用された例も踏まえて，検証する。

図―8の Fig3，4で示すように，被写体からの光線は左側のレンズ（図中3）とスリット（図

中2）を通過して右側のフイルム（図中5）に到達する。フイルムは画像フレーム（図中4）の

背後に設置されている。先に下降する幕（先幕）の縁の金具（図中7’）は左右不均等な高さの

U字型になって
（59）
いる。この U字金具の遮光末端の形状はレンズ側が高く（図中9），フイルム

面側が低い（図中10）。つまり，先幕の縁金具（図中7’）の長いほうの遮光末端（図中9）は，

短いほうに比べてレンズに近く，フイルム面（図中5）からは遠い。

つまり，フィルム面の前にあるシャッター幕の遮光末端部は，左上から右下への斜面を作っ

ているのである。シャッター幕の運動の初期では，スリットがまだ上にあって，レンズから来

た光は左下から右上に向かって斜めに当たるので，斜面の傾きと逆になり，遮光される時間が

長くなる。一方で下降するシャッター幕は加速度で早くなって，運動の終わりに近づくと，光

は左上から右下に当たるので，斜面の傾きと一致して，遮光される時間が短くなり，露光され

（58） Photographic focal plane shutter U. S. PAT2. 149. 094，発明・出願人 Heintz Küppenbender
1939年2月28日公告（ドイツ出願1936年8月12日）p1，右1―14。

（59） 後幕の先端も，この U字型の形状に合うように設計されている。

図―8 1つのシャッター幕の縁の形状が，長さの等しくない U字型に整形されており，もう一つのシャッ
ター幕の縁の形状が I字型の光を制限する形状のもの。Fig3は露光開始，Fig4は露光終了時を示す（U.

S. PAT2. 149. 094）。
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る時間が長くなる。このようにして，加速度による露光時間の減少を防ぎ，結果的にフイルム

面における露光時間を均等化するので
（60）
ある。

これは，原理は単純だが有効な手段であって，Küppenbenderが，それまで困難であった

フォーカルプレーンシャッターにおける均等な露光を実現した実例である。

4 おわりに――シャッター開発の到達点――

さて，シャッターの性能を計る重要な指標である最高速度を例に（表―1），シャッターに生

かされた技術水準の推移の比較を行う。
表―1

1919年 “Between the lens”タイプのシャッター 1／200秒 Fairchild式航空シャッ
（61）
ター

1929年 回転ディスクシャッター 1／400秒 回転ディスク式航空シャッ
（62）
ター

1932年 金属幕フォーカルプレーンシャッター 1／1000秒 “Contax”用シャッター（民生，
（63）
汎用）

1919年の Fairchildによる“Between the lens”タイプの航空用シャッター開発では，高速

でフォーカルプレーン・シャッターを作動させた時の画像の歪みを解決するのが課題であった

が，1929年の Küppenbenderの回転ディスクシャッターの開発では，シャッターの高速化と，

光透過率の向上が課題であった。この課題の解決の過程において，実験と数学的解析による

シャッター工学が確立したのである。

そして1932年の Contaxでは，ふたたびフォーカルプレーンシャッターが採用されたが，

シャッターの工学的開発手法と，それまでの知見に基づいて，高い対候性と，それまでのフォー

カルプレーンシャッターが持っていた欠点を最小限にするために，新しい研究開発が行われ，

さらにシャッターを高速化することが図られた。

ここに，航空カメラ用シャッターという軍需や特殊用途的なものから，一般カメラ用シャッ

ターという民生用の普遍的なものへ，技術応用の範囲が波及，拡大したことが看取できる。

また，このように一般向けのカメラにおけるシャッター技術開発の集大成は，Zeiss-Ikonの

Contaxに最初の結実をみたが，軍用や特殊用途のものではなかった。

それは，1920～30年代において写真用シャッターの工学的技術開発が，民生用カメラにも波

及していたという意味でも注目すべきだろう。

【謝辞】 本論文の執筆にあたっては，日本におけるドイツ光学機械産業史研究の先駆者であった

（60） Küppenbender U. S. PAT2. 149. 094 op. cit., p1，左42～50,
（61） Fairchild Aerial Camera Corporation op. cit., p16.
（62） Josef Stuper Die Photographische Kamera.

（Lindemanns 1999）S201.
（63） Zeiss-Ikon AG CONTAX Die camera von 1932.
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A Study on Photographic Camera Shutter in 1920’s through 1930’s ;

the Technology behind it and the Path of Evolution

by

Ryōsuke MORI

（Ritsumeikan University）

Many historical studies have been conducted on photographic cameras. The majority of those

studies, however, have elaborated upon their evolution in the context of the development of

photo-sensitive materials. “Image and Enterprise ” by Reese V. Jenkins, and “Camers : from

Daguerreotype to Instant Pictures” by Brian W. Coe are two classic examples in this category,

both representing a diachronical overview of the camera history along with the flow from silver

plate to wet and dry plates, thence to roll film. In this study, on the contrary, the emphasis

of historical observation is placed on the changes brought about in the structure and inner

mechanism of photographic cameras per se, paying, although, due respect to the preceding

studies.

Two studies with regard to the camera mechanism, especially to shutter, are the targets of

special attention and reference in this current study. Those two are namely the doctoral thesis

by Dr. Heinz Küeppenbender dated 1929, and a study he publicized in the organ of “Zeitschrift

Des V D I ” dated 1938. In these studies, Dr. Küeppenbender stated “the objective, the film and

the shutter are the triumvirate of a photographic camera” and “it is legitimate that the maxi-

mum attention be devoted to the shutter and its evolution, among all the components of a

photographic camera, inasmuch as it regulates, so importantly, the exposure time”.

In accordance with this assertion by him, the present study focuses on the engineering tech-

nique and paths followed in the development of the photographic camera shutters in 1920’s and

1930’s.

Aerial photography was developed as an innovation during WWI, and its technology, including

that of the photographic shutter, subsequently saw applications to civil sectors. Sherman M.

Fairchild of the U. S. was the pioneer in development of photographic shutter, who was followed

by H. Küeppenbender. Dr. Küeppenbender is to be noted by his achievement in establishing

and developing the shutter technology, resolving challenging key issues through experiments and

mathematical analyses. His theories and methods laid cornerstones for the development of the

shutter for Contax, a “Kleinbildkamera” making use of 35mm film introduced by Zeiss Ikon A.

G. Dresden. In such a path of evolution, we can observe the outgrowth of the shutter technol-

ogy, of which application was in the outset confined to a rather specific area of military aerial

photography, up to a fully versatile civilian usages.
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