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ほとんどのコケ類は大きくてもセンチ単位，多くは

ミリ単位と非常に小さく，写典で鞭の特徴を捉えよう

とすれば，ルーペや実体別微鏡レベルの表現が要求さ

れる．それは風景や人物などの-．般撮影はもちろんの

こと、花などの接写ともだいぶ勝手が違う．写真は人

それぞれに好みも目的も違うので．これがベストとい

うわけではないが，私が目術している『コケ類の盗を

自然な形で．いかに鮮明に表現するか』という撒彫法

を紹介してみたい．

5.ｌどんな写真を掘るか

一口にコケ類写真と言っても，コケ類のある風景と

いったものから群落のアップ，朔や紫，無性芽などの

部分拡大まで槻々である．被写体の捉え方も，使う機

材や技術も異なるそれらを一緒くたにしては，混乱す

るばかりでかえって理解が困難になる．一般搬影に類

する「コケ顛のある風景」は除き，ここでは次の３つ

のパターンに分けて．それぞれに必要な機材と技法を

解説する．

パターンＡ：群落全体～数本のアップといった，等

倍撮影（フィルム而において実物大）までの方法

パターンＢ：微少なコケ類や，朔のアップなどの拡

大撮影法

パターンＣ：コケ類をそこそこに大きく，かつ畷境

(背景）まで写し込む，広角レンズによる接写法

5.2搬影機材

最近のカメラはオートフォーカスをはじめ．何から

何までオート化されて，非術に便利になっている．と

は言え．それは投計された機能の範囲内で使う場合の

ことである．私の行っているちょっと意固地な撮影法

には，すでに製造中止になってしまったペンタックス

ＬＸやオリンパスＯＭ２,ＯＭ４が股も使いやすいベス

トカメラである．これらのカメラは道具として唯用が

きくマニュアル機櫛を多く待ち，純正でないレンズで
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もどんな接写装圃でも．とにかくボディーにくっつけ

さえすれば写せる．おまけに相当薄暗くてもチラチラ

した光でも正確な鰯川を得られるという，超接写で一・

番難しい露出の部分だけ秀でたオート化がなされてい

る．言わばかゆい所に手が届くカメラだった．それに

比べて今流行の進化した(？)カメラというのは，極論

すればあれもこれもと，ほとんど使いもしない余計な

機能をゴテゴテ搭戦した．お仕蒋せカメラではないか

と私は思ってしまう．

さらにデジタルカメラ（デジカメ）の登場は，急速

に写真界を席巻する勢いである．デジカメはスチール

カメラに比べてまだ画面は劣るとしても，拡大超接写

には．はるかに被写界深度が深くて行利である．残念

ながら写真職人を目塊する私は，デジカメにほとんど

手を染めていないので，その解説はできない．しかし

メカの扱い方等は違うとしても，基本的な撮影法はだ

いたい同じだと思うので，デジカメ派の方々にも本文

を参考にしていただければ幸いである．

5.2.1カメラボディー

以下，３５ミリ判一眼レフについて述べる．

パターンＡに限定するならば，等倍まで撮れる５０

ミリ（又は’００ミリ程庇）のマクロレンズが装茜可能

であれば，あまりボディー選びに頭を悩ませる必要は

ない．ただしコケ煎の接写ではマニュアルフォーカス

がお勧めなので，オートフォーカス専用機は避けた

い．オートフォーカス機でもマニュアルフォーカス

モードで使う．

パターンＢでは，ボディーとレンズの間に接写装世

を挿入しても，レンズを逆向きに取り付けても測光可

能な，マニュアル測光機能の付いた機棚を選ぶ.なお，

接写では一般撮影に比べて．はるかに多くの露光最

(潔出時間）を必嬰とする．それは拡大串が上がるにつ

れて大きくなるが．大まかに次の式で求められる．

砺川倍率＝('十拡大率)聖
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例えば，零倍（１倍）撮影では(l＋l)2＝４で，同じ

絞り値ならば４倍の露出時間になる．５倍撤影では(ｌ

＋5)2で，なんと３６倍．接写＝スローシャッターであ

る．なるべく１０秒以上のシャッターが使えることも

大切で．さらに次のような機能がついていれば望まし

い．

（１）あらかじめレンズを投定した絞り値まで絞り

込んで，ファインダーでピントの状態を確認できるプ

レビュー機織．

（２）プレ防止のために．シャッターショックを軽減

するミラーアップ装世．

（３）ローアングル時に使いやすい．ウエストレベル

ファインダーに交換可能．またはアングルファイン

ダー（レフコンバーター）取り付け可能．

（４）特に広角接写では，カメラの水平垂直を決めや

すい方眼マットのビントグラス（フォーカシングスク

リーン）に交換可能

パターンＣの場合は，レンズメーカー（シグマな

ど）の適当な２４ミリ～２８ミリの広角マクロレンズが

使える機穏．特にオートフォーカスになって，同一

メーカーでも旧型と新型のカメラでレンズマウントが

変更になったり，測光方式が巡っているものがあるの

で，レンズとのマッチングに注意が必要．

5.2.2レンズ

（１）５０ミリマクロレンズ

パターンＡ用にも，一木目は等倍撮彫まで可能な

(雌近はほとんどがそうなった）５０～６０ミリのマクロ

レンズが岐適である．カメラメーカーの純正レンズだ

けでなく，レンズメーカーのものでも良い．ただしパ

ターンＢに使う場合．レンズをボディーから外した時

に絞り込み状態になるレンズが使いやすい．望遠系の
90～200ミリのマクロレンズは，被写体から離れて写

せるという使いやすさはあるが，被写界深度（ピント

を合わせた位世から前後の，ピントの合う範囲）が浅

く，さらにパターンＢの拡大撤影には用をなさない．

（２）広角マクロレンズ

バターンＢとＣには２４ミリか２８ミリの，雌大倍

率l/4～1/5以上の広角マクロレンズがほしい．般近
非常に明るい広角マクロ（シグマ２４ミリ，２８ミリ

Ｆ1.8マクロ）が出ているが．これはフィルター径が

７７ミリと大きすぎてパターンＢには使いにくい．む

しろＦ2.8やＦ3.5などの略いレンズの方がフィル

ター礎も合い，軽く安価でお勧めである（シグマのｌｕ

タイプやコシナレンズ等)．

通常の広州レンズでも，薄い接写リングがあれば広

角接写が可能だが，レンズによっては極端に描写力が

落ちる．

ズームレンズは，たとえ広角側が２４ミリや２８ミ

リから始まっていて，さらにマクロ機柵が付いていた

としても．それは望迩側でしか機能しない．目的とす

る山角接写には使えないので注意していただきたい．

（３）拡大撮影用レンズ

パターンＢ用に拡大接写専用の短熊点マクロレン

ズ（オリンパス．キャノン，ミノルタ等３５ミリ，２０

ミリ，１２．５ミリ等）があるが，すでに製造中止になり

入手は難しい．一般の広角レンズ(35～２０ミリ）を逆

向きにして使えば拡大接写ができ，熊点距離が短いほ

ど（３５ミリより２８ミリ，２８ミリより２４ミリ）拡大

率が高くなる．

ということで，５０ミリマクロレンズは必須だが．２

本目に２４ミリか２８ミリの広角マクロを持てば，広

範な撤影が一通りできることになる.ただしカメラボ

ディによっては，適当な広角マクロがなかなか見つか

らないかもしれない．パターンＣはあきらめてパター

ンＢ専用で使うとすれば，中古のなるべく安いレンズ

(千円単位）を，２４ミリと３５ミリの２本をそろえれ

ば非常に便利である．この場合レンズのマウントはど

うでもよく，つまり新旧を問わずどのメーカーのレン

ズでもかまわない．大切なのは焦点距離と，フィル

ター径が合うこと，レンズを絞り込めることである．

なお，レンズをカメラからはずすと絞りが開いてしま

うレンズは，絞り込みピンを押し込んで固定するとよ

い．

5.2.3接写用アクセサリー

－－．般的な手軽な接写用品としては，レンズ前1ｍの

フィルター枠に取り付けるクローズアップレンズや，

ボディーとレンズの間に入れる接写リングがある．こ

れらはマクロ機柵のない標剛レンズなどには大変便利

だが，コケ類のような小さなものの接写には力不足で

ある．また５０ミリマクロレンズがあれば，単体で等

倍柵影までできるわけだから，ここでは拡大撒影に的

を絞って解説する．

拡大撮影専用に設計されたものを除き，一般のカメ

ラレンズは風最や人物などの大きなものを，レンズを

通してフィルム上に小さく結像する．そういうレンズ

を逆向き（リバース）にして使えば，こんどは小さな
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コケをﾉ､:きなIlIIi側としてフィルムヒに仰｣Mできるわり

である．

ところでレンズを正向きのまま，接’ゲリングやベ

ローズをいたずらに伸ばして拡大するよりも，リバー

スした方が少ない繰り出し瞳で拡大瀬か上がり，しか

もピント性能も良くなる．なおリバースで使う珊合，

レンズの断離リングは。。(無限ﾉ､:）にＬておく．

（１）リバースアダプター

レンズを逆向きにカメラに取りつけるアクセサリー

で，一方がレンズマウント，もう一方はネジでレンズ

のフィルター枠に取りつけるWWf“リング．仙段はJ|；

常に安いが，作っているカメラメーカーは少ない．

リバースアダプターのネジ係とレンズのフィルター

係が・致しない時は．ステソプアップリング又はス

テッフダウンリングを使う．たとえばレンズ側が

‘１９ｍｍでリバースアダプターが５２ｍｍならば，‘１９

→５２ｍｍのステップアソブリング．レンズ{Nllが

５８ｍｍでリバースアダプターが５２ｍｍなら５８－

５２ｍｍのステ･ｿプダウンリングである．それぞれ千

円以下で買えるが，メーカーはケンコーよりもマルミ

の方が，睡航が磯常で値引き率も良い．

ﾚﾝズをﾘｰｽした場合,ﾏｳﾝﾄ部かむき11｝し

になって傷N･ける危険性が商い．またリバース撮影の

時にもレンズフードがあった方が良い．フード兼保誰

キャップとして，レンズマウントキャップの中心に，

径２０ｍｍくらいの穴を開けて使う．

リパースリングもステップアップリングも非常に薄

いリングで，その昔脱には苦労することが多い．そん

な時の為にフィルターレンチ（プラスチック製で安

価）を川;獣Ｌておく（側'5-1)．

（２）接写リング

接写リングは厚さの異なるリングがセットになった

ものや，５０ミリ，１００ミリといった長いものがあり，

組み合わせでレンズの純り出しftを変えられる．しか

しレンズをリバースした場合には，レンズの距離リン

グを操作しても鏡筒が助くだけで，レンズ自体は固定

されてしまう.こうなるとカメラ全体を動かしてピン

トを合わせなければならない．さらに微調整となると

非常に蛾しく，ほとんどの人はうんざりして投げ111す

ことiIIliけ合いである．こんなＷ態に陥らないたM》に，

ヘリコイド接‘ゲリングという優れものがある．

（３）ヘリコイド接写リング

名前の通りへリコイドがついた伸び縮みするリング

で，リバースしたレンズでも1,1曲に綴り出し吊を調節

でき，ピント合わせがしやすい．コンパク|､で操作が

楠''１，値段も削合亥いと良いことずくめだが，これも

作っているメーカーが限られているのが泣き所であ

る．ちなみにレンズをリバースしてへリコイドリング

を使った場合、５０ミリレンズで２倍前後，２４ミリレ

ンズでは４倍くらいの拡大搬影ができる．

（.！）ベローズ

亜くかさばり値段も商く．手軽さを求める人には不

向きだが，機能を頃祝すればベローズの右に川るもの

はない．ベローズは，カメラポディー．レンズ．そし

てベローズ全休をそれぞれ｢'1-|{に前縦移動でき，拡ﾉ<

率を火幡に変えたり，微妙なピント合わせにも対応で

きる．身媒に野山を歩きたいという方には，現場では

等倍撮影までで済ませ，標本を持ち帰って庭や邑内で

図５－１－Ａカメラにヘリコイド接写リングと５０ミリマクロレンズをリパースして袋衝する．フード椎保痩キ.t･ソ
プが付いている．

図５１－Ｂ後〃左より，カメラ，リバースアダプター，ヘリコイド撰写リング，レンズ．手前左より．フィルター
レンチ，ステップアッフ・ステップ.ダウンリング，穴を開けたレンズマウントキャソフ･．
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図５－２ベロースにカメラとリバースした２４ミリ
レンズを･災勝する．

腰を据えて，ベローズで本格的な拡大搬影という手も
ある（5.3.5参照)．

レンズをリバースしてベローズを使った場合，５０

ミリレンズでは約２～‘1倍，２４ミリレンズでは約‘1～

１０倍くらいまで拡大撒影できる．３５ミリレンズはこ

の中間である．２倍搬影というのはＩ２ｘｌ８ｍｍ，‘１倍
では６×９ｍｍ，１０倍では2.4×3.6ｍｍの範囲が,２４

×３６ｍｍのフィルム面いつぱいに写ることである．

ベローズには，カメラと三脚台の位世が間定され，

レンズだけ助く簡払型もあるが，拡大撒影では微妙な

ピント合わせが必要なので･レール（ベローズ全体）・

カメラ・レンズ共全部動かせるものがよい（図5-2)．

（５）ベローズの使い方

まず，どのレンズを使ってどれだけ蛇腹を繰り出せ

ば何倍撒影ができるか（何ミリの範囲が写せるか),定
規の同磯りでも覗いて大まかなデータをとっておく．

また，レンズの先端から何ミリくらいのところでピン

トが合うかも知っておくと，実際の搬影の時に非常に

便利である．

簸初から蛇腹を伸ばして拡大率を上げてしまうと，

目的の物をファインダー内に捉えることが雌しい‘レ

ンズ側は少し動かせるように，レール先端から数ミリ

手前に固定し，蛇腹を縮めてカメラ側を緩く固定す

る．三脚に取り付ける三脚台は，バランスの良い位悩

に持ってくる．雌初はカメラのファインダーを覗かず

に、’1測で写したいコケ瓶のＩKliにレンズの仇冊を大

まかに決める．次にファインダーを覗きなから，三脚

の雲台とレールをフリーにしてベローズ全体を助か

し，画面購成とだいたいのピントを決めて固定する．

それから必要な繰り出し瞳をとってカメラ側を問定す

る．ミリ単位のピント合わせはレールやレンズ側を助

かして行い，妓後にミクロン単位の微妙なピント洲Wｆ

をカメラIllllを助かして行う，

5.2.‘ｌ私のお勧めカメラセット

ペンタックスＬＸやオリンパス０Ｍ２．０Ｍ‘lはす

でに製造L|｣止になり，これらは!'』ilr品を探すしかＦが

ない．猟い物ねだりはできないので，私の知っている

測川で〕ｌ,WkI雁されているもののL|｣から紹介する．

カメラポディーは，ペンタックスＭＺ－Ｌをお勧めす

る．ペンタックスを推す第一の理由は、ヘリコイド接

写リングやリバースァダプターをlliしていること．特

に拡ﾉ､:蝉では，大抵の場合マニュアル撒影になる

が，この機祁はマニュアルシャッターでも３０秒まで

Iil能である．またプレビュー機能も付いている．

レンズは．純砿又はシグマ等レンズメーカーの等倍

批影可能な５０ミリマクロレンズ．２本|･'の２４ミリ

(２８ミリ）広角マクロは，シグマの現行モデルはF1.8

蚊大悩串ｌ/2.7と性能は優れているが，ノくきくて尚

価．もし売れ残りや巾古品が手に入れば，旧モデル

(F2.8雌火倍率l/､！)がお勧め.同じく中古市場で，コ

シナ２４ミリマクロＦ2.8が新品で約１万１１１で入手ＬＪ

能である．

5.2.5三脚

いろいろな人の写奥機材を見ていると．高価なカメ

ラを持っていても三脚は意外にお粗末という場合が

多々ある．少なくともコケ頚のような小さなものを撒

ろうとするならば，カメラと同じくらいの比亜で二脚

のことも増えたい．それは，超接写はブレとの酬いだ

と言っても過言ではないからである．どんなに優秀な
カメラやレンズを使い．いかに完盤にピントを合わせ

たとしても．プレてしまったら元も-ｆもない．力､と

いって亜くて大きな三脚では持ち迎びがﾉ<変だ．なる

べく'|酷くて安い三脚と，その上手な使い方を紹介す

る．

コケ緬が生えている現賜は，イにろだらけの沢筋な

どで足場が悪かったり，地而や雌・立木の表1mなどと

制さもまちまちである．問い所のコケ瀬はあきらめて

小型三脚で済ませてもよいが，ここでは地1ｍぎりぎり

の超ローアングルから、の１１.ｌｉさくらいまで，自在に操

れる二脚術を紹介する．

（１）三脚選びのポイント

①脚をいっぱい伸ばして血て、さらにセンターポー

ルを|:げた“伸艮”が１５()センチ|脚俊あり，脚が水､F

近くまでlHlくローγングルタイプ．



②ローアングル時にセンターポールがつかえないよ

うに，センターポールは分割式．

③なるべくコンパクトにしたいならば，３段よりも

4段_』脚の〃が‘‘縮艮”が少し蝿くなる．

④カーボン三脚は，アルミ製よりも値段は１１Wいが軽

い．

⑤塞台は，パン禅ｌ本式よりも２本式の方が．細か

な掘作がしやすい．

⑥パン維鰹台の上に，さらに自由雲台を取り付ける
(図5-3)．

（２）三脚の使い方

まともな写奥家には目をむかれてしまうかもしれな

いが，私の三脚の使い方は三通りある．

【心ハイアングル，Ｌ'一アングルを含い，普通に立て

る．

②垂直～急斜Iniで使う場合の．斜ぬ立て掛け．

③地面ぎりぎりの超ローアングル用に、横倒しに寝
かせて使う．

写真湿影法 ､1５

いずれの川合も，パン搾諜台に必ずＩ.'}'1諜台を取り

付けた状態でけう．またIllを大きく|)Mく’'一了ングル

時はもちろん，Ｊ１峰本的にセンターポール下部は取り外

しておく．脚を雌大に伸ばしても足りない場合のみ，

センターポールを継ぎ足して使う．

①の聯合には，まず３本の脚を伸繍，開閉して必撰

な高さを決める．ハン樺を１本手前にくるようにし

て，これで雲台を前後に移動し，ピントあわせと仙人

率の調節をする．もう１本は右側に持ってきて，左右

方向の移動を行い、カメラアングルを決ぬる．この時

自由塞台はゆるめておき．ファインダーを１１Mきながら

ll的の位Wiにカメラを持ってくる．なお，パン総自

由雲台共に位世を決めて締め付けるまで，必ず片手は

しっかりカメラを保持して落とさないように注意する

(図5-4)．

②の場合，ｆ前の脚を１本伸ばして地面からの制さ

を決め，砿りの２本は大きくﾐｲiに広げて確而に1kて

かける．左ｲｉ２‘ドのUMIlMl角哩と脚の催さで，雌而から

の距離を大まかに決める．以下雲台の扱い方は①に同

じ．１本目の脚を固定できる段やくぼみがあれば，た

とえ斜面の途中でも使える．（図5-5-Ａ）

②'もっと壁而にカメラを近づけたい場合には，手

前の１本の脚は使わず，２本をハイアングル状態で伸

ばして高さを決める．１本，または２本のパン棒をハ

の字状にして確而に立てかける．パン隙の角唆で．あ

る縄度カメラのMiWを変えられる．自由盤台でカメラ

の向きを決M》為(側5-.5--B).

③の｣り合，ひとつの方法は，２本の脚とｲiI1llに向け

たバン棒がしっかり地面に着くようにして、上向き

(手前)のパン棒で自由芸台を上下させ，カメラの位個

を調節する．脚の上に堕しを乗せれば，２脚はより宏

図５３パン冊２木式雲台を１，｣.けたローァングルョ

脚，取り外したセンターポール下部とrllll
型台．

パン怖諜行にI・lIlIﾘ$台を(､|け，カメラを前〃にIIIIぱした状態‘
下前のパン搾をドけ'て，カメラを手前にセントした状態（三脚は11ﾘﾉかしていない)．

ｌ
‐
Ｌ

ｌ
ｉ
１

図５．‐4-ハ

図5..1-11
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図５５Ａ､BwifIiIiに二lIMlを立て川,りる使い方．

図５６超ローアングルl仙影では竜脚を堰かせて使

う．

定する（同5-6)．もうひとつは‘②'を横倒しにした状

態で，カメラの可動噸荊は小さくなるが，２本の脚と

２‘ドのパン州でillMlの安定艇は{'ﾘ”て問い．

（.'）Ｍｉ助'1M｜

ローアングル撮影の場合，パン棒雲台，Ｉ]山雲台共

に前方に伸ばして使うことが多い．おまけに長い接写

リングやベローズを使えば当然重心は大きく移動し，

カメラプレの危険性が商くなる．それを防ぐために，

小枝でも小石でも何でもよいのだが，カメラポディー

やレンズ(､j･近につつかえ碓をするとよい．私は「パイ

ンビレッジ』と共同開発した，小型軽量で約2～４０セ

ンチまで自由に高さを変えられる補助脚を使ってい

る．この補助脚は．ハイアングルで三脚のセンター

ポールをlllIばして使う助合でも，安定感を｣1吋のにｆｊ

効である（lXl5-7)．（参考：パインビレッジ製ロー了

一三口

毒響‘
ｆ

毒響‘
ｆ

「Ｉ「Ｉ

図5-7-Ａローアングル用補助脚の使い方の一例
図５７Ｂハイアングルでの補助脚使用例．

ソグルlllMi肋脚，約８×２３センチ・８５９)．なお，パイ

ンピレソジでは，デジタルカメラ用顕微鏡アダプター

も製作している．

5.2.6フィルム

雌初にぶつかる間剛が，ネガフィルム（プリント川）

を仙うか‘ポジフィルム（スライド用）にする力､であ

る．ネガフィルムはプリントの際に明るさや色調が調

諮できるので，撮影時の露出や色捕砿がある程度ルー

ズでもよいという使い易さがある．風景や人物などの

'ﾉﾒ典なら，プリントする人にも共通認撤があるのでさ

したる間脳はない．しかしコケ瓶という非』附にマイ

ナーな題材では，たとえきちんと写してあっても，プ

リント時にかえって色調の狂いが生じる恐れすらあ

る．

シャッターを切った瞬間に総てが決まってしまうポ

ジフィルムは，搬影に倣密さが喋求されるWli，′J]:し

た時の愈例が出来l:がりにストレートにlxlIｿ↓する．多
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少雌しくても，また技術向上の懲味も含め，私はポジ

フィルムの使用をお勧めする．

低感度（ISO50など）のフィルムは，露出時間が長

くなるが,微粒子で面質が良い.高感度になるにつれ，

|;,rFはWllく、色調も悪くなってくる．

5.3搬影のポイント

失敗をなくし，より魅ﾉﾉある写真を擬るためには，

まず妓初に人間の目とカメラのレンズは，まるで別物

であることを認識しなければならない．目とカメラが

Ｉｌｉｌじ所からIlilじ"向を向いていたのに,’二1に||峠た像

と出来上がった写典が全然巡っていた，という失敗が

その証明である．その秘密は，目というレンズから

入った像が脳というフィルムに達する間に，感情とい

うフィルターを通過するためである．このフィルター

はとてつもなく優れた能ﾉ〕を待っている反面，脚分勝

訴に､lji気で叩尖をねじIlliげる厄介なものでもあ論．思

い通りの写真を作るコツは，カメラレンズのように冷

徹な'1を持つことである．

5.3.1画面構成

（１）充分な拡大率と附図

人の目は，関心が高いものだけを実際以上に大きく

クローズアップしてしまう排がある.肝心のコケ類が

i町面中央に小さくチョコッと,扉っていた、という失敗

がそれである．常にファインダー枠を意識し，その中

に必艇充分な大きさにコケ瓶が捉えられているか

チニックする．また，カメラを横位紐でしか使わない

人を見かけるが，たとえば伽が長く伸び上がっている

コケ類などは，｜苗位佃で写したのでは拡大率が足ら

ず，おまけに画而の左心に撫駄な空間ができてしま

う．Ｗ(極的に縦位価で写すことも大切である（図5-

8)．

（２）超ローアングル撤影

小さいがゆえに普段上から!『,L下ろしているコケ類の

姿も，コケ頬と同じ高さになって頁横から見た')，多

少下{'11から覗き上げると、それまでとはまるで述った

広がりのあるコケ類の|l僻が見えてくる．雌や樹上の

コケ類は簡単にこのアングルで写せるが，地1ｍに蛸え

ているコケとなると，少し勝手か違ってくる．

職位価で撮る場合は三脚を使わず，カメラをll1i接地

而にIlIil疋寸-る．カメラかうまく落ちi１．iくように，少(‐

地而を伽ったり．小ｒｉや水切れなどを使って支え為．

カメラが汚れる時は，下にビニールなどを独<，この

図５－８ヒノキゴケ．洲柄が長く伸び上がったとこ

ろを捉えるために縦位慨で写す．

状態では，上から覗けるウニストレベルファインダー

やアングルファインダーが雌非とも欲Ｌくなる．もし

カメラブレが心配な時には，カメラの上に堕しを無せ

る（Ⅸ'5-9)．

ローアングル撮影では，地而に膝を付けた方が作離

しやすい，防水性の膝当てがあると便利である．

（３）背擬を大切に

前の機材の項で三脚もカメラと同じくらい重要だと

許いたが，′ｹ:真では背景が，主役であるコケ類と同様

の'1Tみを捗っている．たとえ|Ｉ的のコケ類が完蝋に捉

えられていても，：ｉｌｆ雛が械茶鮮茶では決して良い碗（

にはならない．その反対にコケ繭が多少貧ﾘﾙでも．１１Ｙ

景が紫1Ｗらしい雰囲気を砿し出していれば，その序典

は全休的に魅ﾉ]あるものになってくる．主役を生かす

も殺すも｡,Ｉ｡ｆ最次第．例えば朔だけのような超アソプで

もそれはいえることで、背景が何であるかわからなく

ても，洲1と背l;tとの色合いや|U'11門のX,l比が亜'塊な怠味

をもってくる（図５－１０)．
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図５９カメラを直接地而に閥き、ウエストレベル

ファインダーを便っでｊうす．下にビニール

を'肱き，カメラの向きを小石でＭ１節する．
ＺＥ手削はアルミホイルのレフ仮．

（４）広角接写のポイント

特に広角接写では，環境や季節などを表現する背賊

が極めて11t愛になる．広角レンズの特徴は．ピントが

深いことと遠近感が強調されることである．手前のも

のは大きく，遠くのものは小さく描写されるため，下

手に写すと建物や立水などが傾いてしまう．しかしこ

の遠近感はレンズの鉛直而では起きないので，カメラ

を水､IILに棚えれば，その歪みを出さずに写すことがで

きる．

広角接写で大切なことは，まず目的のコケ類にでき

るだけ近寄り，ピントを合わせてllIliImの半分に大きく

捉えることである．残り半分(JJlM拙写頁のつもりでIIlIi

而を柵成する．コケ類にカメラを向けたまま，カメラ

を少しヒド左右に移動すると，背般が大きく秒鋤す

る．ノ:k育即境を表現するなり．コケ賦の姿を際立たせ

るなり，こうして最適のカメラブングルを探し出す．

最後にレンズを甑力絞り込んでピントを深くし、背賊

も充分,細'1できるようにする（Ⅸ'5-11)．

5.3.2ピント

（１）ピント面を探し出す

一般撮影に比べて，接写では極端にピントが浅くな

る．さらに拡大接写になれば，たとえレンズを絞り込

んでもピントの深さは１ミリに‘biIllIiたない．私たちが

コケ類を見る助合，肉眼，ルーペ，実体顕微鏡を問わ

ず，前後にピントを移動しながら見ているから何の不

自由も感じない．しかし写真では,あるひとつの平面

だけにピントが固定され，そこから外れたものは総て

ボケてしまう．コケ類'1ﾒ典のピント合わせのコツは．

写したい部分が全部一つのWli上に納まっている．’ビ

図５１０ノミハニワゴケの朔．ベローズと２５ミリ

マクロレンズを使用．背景を暗くして．湖

を緯き'Zたせた．（同５－１３参照）

図５１１ユミタ．イゴケ．シグマ２‘１ミリＦ2,8マク

ロレンズ使川．地面を少し掘ってカメラを

同定する．ｆ２２に絞り込み．背険の建物
（屋久鳥空港）まで識別できるようにした．

ン卜1m”を兇つけだＬ，その而の鉛I|‘〔線ｋにカメラを

時ってくることでああ．

とはいえコケ噸は立体的なもので，水､ドに広がる葉

と垂直に伸びる鋪といったように，そんな都合の良い

ピント面などそうそうある訳がない．ひとつの解決法

は，Ａの個体で朔を，Ｂの個体で葉の棚j急をというよ

うに，いくつかの個体を組み合わせてピントｌｍを探し

出すことである．または１本の姿の良い個体Ｃを頁

横から捉え．これをピント面と決めて，そこにＤの鋤

の正面とかＥの鍵の表面がくるようにＤやＥをひ

ねったり傾けたりする．そして，これらを違和感のな

い自然な感じに仕lそげることも大切である．

（２）ピントの位世と絞り
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たとえコケ類が一平面上にうまく並んだとしても，

レンズをあまり絞り込まずに写せば．見たい所まで見

えてこない薄っぺらな写真になってしまう．たとえば

一個の鮒の手前から奥まで，というようにピント而に

ある程度厚みを持たせ，その中間にピントを合わせ

る．そしてレンズをなるべく絞り込み．全体にピント

がくるように写すのが基本である．ここでレンズを絞

り込んだ時のピントの状態を，あらかじめファイン

ダーで確認できるプレビュー機織が必要になってく

る．

ｆ５‘６くらいがレンズの性能が一番良いとよく言われ

るが，それはテストチャートのような平面を写した甥

合の111で．立体的なものを写した時の見た目のピント

の良さとは次元が異なる．ただし拡大接写の場合，レ

ンズを絞り過ぎると画像の崩れがはっきり出て．どこ

にもピントが合わない写真になるので注意してほし

い．私が使っている拡大撒影専用マクロレンズの珊

合，３５ミリレンズでf１１，２５ミリでf8,12.5ミリでは

f5.6を最高絞りの目安にしている．しかしレンズに

よってこの値は違ってくるので，ご自身のレンズで

f8,ｍ,fl6,f22などと絞り'1点を変え，テスト撮影して

おくことをお勧めする．

（３）プレ防止

ピントの良い写真を搬るには，レンズの性能以上

に，いかにブレを防ぐかが股重要課題である．風によ

る被写体プレは，風が止むのを待つか風よけを工夫す

るしかないが．ここではカメラブレを防ぐ方法を紹介

する．

カメラプレは，手持ちや不完全な三脚使用によるカ

メラ自体の不安定さと，シャッターボタンを押し，

シャッターが切れる時のショックで起こる．レリーズ

の使川と．ミラーアップ可能なカメラ，又はミラー

ショックの少ないカメラである程度シャッターショッ

クは防止できる．

しかし何と言っても，いかにカメラを安定させるか

が噸要である．拡大率が上がるほど，また接写機材が

大きくなるほど，前に紹介した三脚プラス補助脚の使

用を心掛けていただきたい．

5.3.3光を操る

写真が絵に勝る最大の特徴は．色や形ではなく，光

を簡単に表現できることだと私は考えている．たとえ

ば，逆光に透けた濁りのない色は絵では難しいが，写

真ならば朝飯前．また，立体感を表現するのは光と陰

であるが．画面全体に一誰々々丹念に描き込まねばな

らない絵に対して，写真では光を当てる角庇をちょっ

と操作するだけで済んでしまう．

カメラに装肴したストロボを使って微った写真とい

うのは，大変便利な面もあるが，そんな写真ならでは

の長所を台無しにする恩の骨頂でもある．もちろんス

トロボも使い方次第で素哨らしい効果を発抑するが，

それにはある程度熟練を要する．ここでは自然光の扱

い方を中心に解説する．もしストロボを使う場合は，

あくまでも自然光の代用と考え，自然状態で光が来る

方向からストロボを当てるようにしていただきたい．

（１）illn光・斜光・逆光

色や形を全体的に表現するには，正面から光が当た

る順光が良いが．この光では立体感が出ない．斜めや

横から当たる斜光は，陰になってつぶれる部分はある

が，立体感を雌も良く表現する．逆光は，特にコケ頚

のように小さな薄っぺらなものでは光がよく透過し，

澄んだ美しい色になる．また表而の毛などの微細なも

のが光り輝き，はっきりと表すことができる．

この順光・斜光・逆光を目的に応じて使い分けるこ

とと，これらの光をうまく組み合わせることがコツで

ある．たとえば，全体を表現するために順光をメイン

とし，葉先の毛を強調するのに逆光をプラスする．立

体感を出すため斜光を用い，陰の部分がつぶれないよ

うに順光ぎみの光を弱く当てる，というように．

（２）コケ頬の写真日和

普通は快附を写真日ﾛと考えるが，コケ鎖の接写で

は曇りこそ峨高の撫影条件である．拡大接写をすれば

わかるが，太陽の直射が当たっていると，コケ類の表

面で光が七色のスペクトルに分解し，像がにじんでし

まうのである．逆光の効果をねらう時は別として，太

賜の直射光は離本的に避けた方が良い．

１１W天下でも白い傘を差し掛ければ.コケ類の接写に

は充分な範囲を，雲り空のような柔らかい光で満たす

ことができる．

（３）レフと白傘の使い方

必ず用意して欲しいものが，険の部分に光を反射し

て補う銀色のレフ板である．折り姓み式の市販の便利

なものもあるが，細かくしわを付けた厚手の（または

数枚折り重ねた）アルミホイルでも充分用が足りる．

私は２０～30ｃｍ角のこのレフを２～３枚，小さく畳ん

で持ち歩いている．なお，アルミホイルの光った而と

くすんだ而では反射率が違うので，両方使えば強弱２

種類のレフ板がつくれる．さらにコケ頚からレフまで
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簿

図5-12州天下での白傘とレフ仮の使い方．

の距離を変えれば，光の強弱もつけられる．

例えば，曇天の日，または白傘で擬似曇天を作った

甥合も，もし強すぎる陰があれば，レフを使って陰の

部分に光を補う．常に光の来る方向を意識し，補助光

が効果的に当たるレフの位置と向き（人射角と反射

角）を考える．

｜W天下で白傘を差し掛けた場合，傘に当たった光が

拡散されて透過するので，傘自体を光源と考える．傘

をコケ頓の間近に図けば．それだけで明るい曇天様の

光がi￥られる．傘をやや遠ざければ光は弱くなり，こ

れを補助光とし，希望の方向からレフで太賜の直射を

強く反射させてメインの光とする．またレフ板を遠近

２ヶ所に侭き，サブとメインの光にするなど，梯々な

方法があるので工夫していただきたい（岡5-12)．

太賜の直射で逆光撒影をする場合，光が非常に硬い

ので．特別な意図がない限り補助光を当てた方が良

い．しかしレフを順光で当てすぎると（強すぎる補助

光)，かえって平而的な写真になってしまうので注意

する．

アルミホイルのレフ板は，単に光を反射させるため

だけではない．小さな部分ならば，背景の上に被せて

暗くすることもできる．写したいコケ類と背賊が，同

系色で明るさが同じような場合，この方法で同的のコ

ケ類だけを背景から浮き立たせる（図5-13)．

（４）フィルター

蹄天と曇天，日向と日陰，日中と朝夕．緑葉や紅葉

の林内など，それぞれに光の色が違い，コケ頓の色彩

を常時正確に写真で柳現するのはなかなか難しい．特

に附天のLlの林内では，緑の蝋や黄・紅葉などに陽が

当たり，葉を透かしてきた光は汚い黄緑色や黄色，オ

蚕レフ

私

図5-13背最の部分にレフ板を被せて暗くする．

レンジ色になってしまう．さらに青空の色や樹の幹で

反射した光なども混じり合えば，正確な色補正は至難

の業である．

空全体が白い雲で闇われた状態での色が．私の撮影

の基単である．私の常用フィルターは，青空の青味を

補正するＷ２（弱い）とＷ４（やや強い)．太陽光や黄

葉，紅葉の赤みを補砿するＣ2,Ｃ４の４枚である．陽

の当たった緑莱の黄緑色は，ＣＣフィルターのブルー

(青紫色)を使えば良いが．これはシート状フィルター

ですぐに傷が付くし，浪さの選択も難しい．むしろ太

陽の直射を白傘やレフで受けてコケ類に当て，好みで

Ｃ２フィルターを使う方が手っ取り早い．

（５）特殊フィルター

使用頻度は少ないが，次のような２１，類のフィル

ターがあれば撮影効果を高められる．

①PＬ（偏光）フィルター：濡れた部分の光の反射を

おさえて像や色をはっきり出したり，コントラストを

尚めたりする.

②ハーフＮＤ４フィルター：画面の半分が明るく半

分が略い鳩合，明暗のバランスを補正してiIlj方とも適
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ＩＩｉなIﾘlるさに．iI･る

復欺のレンズを使い，それらのフィルター係が巡う

場合，それぞれのレンズにあわせてフィルターを揃え

るのは大変である．一番大きなフィルター径で揃え．

他のレンズにはステップアンプリング（52.3参照）を

使ってフィルターを装蒋すれば，機材も金額も大柵に
減らすことができる．

（６）館出補正

露出計の適正露出というのは．明るからず暗からず

写るという事である．極端な例だが，白いものを拠れ

ばグレーに写り，照もグレーになってしまう．緑や赤

などI.'｣冊的な|ﾘ1度では問題ないが，白や11'池，ピンク

などをそのままの色に写すには，カメラの露出計の指

示通りではなく，明るく写るように補正（露出時間を

長く）しなければならない．暗い色はその逆である．

また，写そうとするコケ揃|‘1体の明るさだけでな

く，lIIIi而全休での明るさも問題になる．陪い背紫の111

に明るいコケ類がある場合は'1冊い方に補正し，空のよ

うな|ﾘ1るい背紫がlII1i而の多くを１１７坊る場合は，極端に

明るく補正する．背景の占める面積と明度によって，

補正する度合いは違ってくる．またカメラの測光機撒

によって，II11i面の''１央と周辺部で露出fil･の感皮が述

う.′必ず失敗しないようにするには，砺出を変えて欺

枚写す「段階露出」も必要である．

カメラが自動露出の場合．レンズから入ってくる光

だけでなく，フフ･インダーから入る光で,誤作動するこ

とがある.ｶﾒﾗから顔を離してシャッターを切る時

には，ファインダーに覆いをするに夫も必拠になる．

5.3.4コケ類のメークアップと七つ道具

いろいろな機材とその使い方を述べてきたが，肝心

のコケがしょぼくれていては話にならない．コケ類の

災しさや特徴を良く災現するには，コケ剛1.岬の化削

はもらろん，背批の盤理や卿台作りもそれなりに必要

になってくる．

（１）七つ道具

搬形倍率が上がるにつれ，微少なゴミはど|~Iに付い

てきて，赤い糸くずなどが写り込んだらそｲLこそ台川

しである．私は花粉一個々々を剣先で取り除いたこと

すらある．コケ類のメークアップにはピンセットと小

兼（柄を短く切りつめておくと挑帯に便利）は必需品

で，他に柄つき針やブロヮーブラシ．小７W1のハサミや

ナイフ，クリソプ(洗猫パ･ﾘ･ミ)，誘吹きなどもあれば

大いに役に立つ．

図５１'１仏が持ち歩いている小jui風賊乎ＩＷ/,【より
右回りに，小桶ハ陰り･ミ，ピンセット，袖
付き針，折り壁んだアルミホイル製レフ
仮．クリリプ．需吹き，ナイフ．レリー
ズ．

クリップは．邪臓な車や伎などをlIIii而外に出して僅

定する他に，銀レフを小枝などに問定するのにも使

う．霧吹きは，乾いたコケ頑に水気を与えてＪ１蓑生き

させるのが1；目的だが，背景になる地面や樹皮，落ち

葉などが乾いて白茶けている時に，・吹きしてやれば

暗色になって．コケ類が浮き立って兄える（図５－１．１)．

（２）背3ｔ・郷台作り

鹿角接‘ﾉﾒで環境を山く'学し込む時だけでなく，敬セ

ンチの小さな範囲を写す場合でも．ある程度環境や季

節感を表現することができる．

コケ師の′|;青する1A物がよく分かるように邪脈なも

のを椎理したり，剛塊や季節を示唆する落ち雌や雌な

どをうまくIIIii而内に取り入れるのである．たとえばエ

ゾスナゴケを撮る時に．IIi1i面の中にそれとなく小ｲiや

砂利を間いてやれば，''1誼として変化がつくだけでな

く，内容もより豊かになる．

（３）ゴミ探しとピントの確認

コケ類のメークアップや郷台作りが済んだつもりで

も，意外に見逃しているゴミがある．また必腿な所に

きちんとピントが合っていなザれば，せっかくの努力

も報われない．充分にピントが合っているか，余計な

ゴミがないか，シャッターを押すｌＷにlIlli而のlIIlI々 ､侭で

Ｈ１蝿しなければならない．

プレビューを使えばピントは深くなるが，フッ･イン

ダーが暗くなって．細かい所が兄え雌<なる．そんな

時にはレンズを絞らず．ピントの合う位置を前後に脇

動してゴミ探しをする．

またレンズの被球界深脚峨りを使って，絞り開放

のまま必蝶は部分にそ,{Lぞれヒントを合わせ，その日



5.3.5持ち帰り澱影法

野外で移動しながらコケ類を写すのは，撮影縦材の

セットや倣収を何度も純り返すことになり．決して楽

ではない．特に拡大蝉うでは，足場の懇さや多くの機

材，微妙なピント合わせなどで手間ひまかかり，能率
が悪い．しかし，狭い範囲だけを写す等倍|､l・近かそれ

以上の紘大撮影ならば，コケ類を持ち帰り、庭先など

で効率的に写す方法がある．とは言え，それは味気な

い槻水写爽などでははく、４１畠育現場の雰開気も蚊るべ

く狐な１)ない服り力である．特に採果も搬形もと欲帳
りたい人にとっては，うってつけの方法に違いない．

（１）コケ類の採り方

写したいコケ類を決狗たら，背＃tになる部分も含め
てやや大きめに，スクレーバーなどで埜物ごとていね

いに採取する．もし大きく採れない時は，生育斑境に
マッチした落ち葉や柚れ木の樹皮などを，背殻用とし

て一緒に持ち帰る．州のアップなどでごく小さな部分

を写す場合でも．現場の雰囲気がﾉ<切なので．たとえ

落ち熊・枚だけでも背景用に袖っておく．

（２）ストッキングの利用

採ったコケ類は，槻力生えていた時の状態で持ち州

る．姿が崩れないようクソション性の高いもので包

み，蒸れず，乾かず．糸くずなどのゴミが付かないこ

とも大切である．それに蛾も適したのがストッキング

で，通､靴,:ﾉくきさに|北て|舗水全休を柔らかく包み，

鐙付きのプラスチックケースなどに納める．これは伝

２－
，

線したストソキングの血．効利111だが，人手Ni雌なり拙

のために，理解ある女性の協ﾉﾉをお願いしたい．もし

コケ類の乾燥か心配な時は，ストッキングの上から

ケース内に少し需吹きしておくと良い．

（３）股写休のセント

万一写っても不自然でない石や木片・瓦欠けなど

の，槻本を乗せる賠色系の平たい台（１０～２０ｃｍ大）

を川意する．械本と背景を(ﾓ通の向きにセントするた

めに．支えの小石なども数個用意する，・i1If賊兼用の大

きめの標本はそのまま台に乗せればよいが、小さな漂

本は手前にセントし，後ろⅢに背景用のコケ，樹皮，
落ら雌などをセソトする．

コケ類の生門地に比べて人家付近は椛燥Ｌている．

台も含め，その周辺に充分水を打ち，撮影中にコケ類

が乾いて変形しないように注意する．

（４）ゴムWil：

特に小さな槻木の拡大搬彬では，黒や茶色などのゴ

ム粘土で小さな台を作り，その上に写すコケ類を固定

する．こうすると満図やアングルを決めるのにカメラ

や台全体を動かさずに．粘土を伸縮させたりひねった

りするだけで，刈合簡単にl1的の位侭と向きにコケ類

をセットできる．

（５）カメラのセット（5.2,3,5.2.5参照）

もし地而にu‘i接「台」を脱いて写す蝿合は，三脚は

ローアングル状に大きく開いて使用する．カメラは，

水､Fよりも３０～４５度くらいの角度で柵えた方が，光

が全休にＭりやすく，｜‘l然でがしやすい．コケ頬を1,1

る〃向がたとえ柵からでも斜め上からでも，カメラの

蝋り内に納まっているかを知る方法もある‘

伊沢正名

玄|%眺でベローズを仙議》て小さな似水を写す‘

藻の生えた占いコンクリートプｔ１ツクを台にして，概本をゴム1,1i土でIi』j腿する．パック川のコケ瓶(J；
小石で支える．ベローズの先端をブロックに押し付けて固定し，カメラブレを防ぐ．

図５．－１５Ａ

図葡ｌ５Ｂ
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向きはほぼ一定にしておき，カメラに合わせてコケ賊

の向き，位圃を調整する．カメラや隙木台全体の向き

を変えると背景も移動するので，その時は背景が適切

な位置にあることを確認する．

ベローズを使う拡大接写では，とっておきの便利な

方法がある．極めて汀効なプレ防止に，ベローズの

レールの先を長く伸ばし．レール先端を地而など安定

したものに押し付けて固定する．カメラの向きは決

まってしまうが，レンズ側・カメラ側双方を動かし

て．ピントの合う位閥は大きく変えられる．

カメラの向いた方向の中心（両面）に，ゴム粘土で

固定したコケ頚の写したい部分をもってくる．ゴム粘

土の上のコケを取り換えるだけで．いくつもの標本を

次々に写すことができ，拡大率が同じくらいのものを

まとめて写せば．さらに効率は上がる（図5-15)．
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付肥マニュアル露出の方法

等倍までの搬影では．露出は絞り優先オートを使っ

て，カメラ任せで簡単に写せる．しかしレンズをリ

バースしたり，接写リングやベローズを用いる拡大撮

影では，しばしば光量不足で適正砺出が得られないこ

とがある．こういう場合はマニュアル柵影に切り換え

るが，館出（絞りとシャッタースピード）は次のよう

にして求める，

１．カメラをマニュアル露出モードに切り換える，

2．シャッタースピードを１秒に投定し，その時の適

正絞り(f)値を錠みとる．

3．必愛な絞り値まで絞り込み，その分１段絞るごと

に，シャッタースピードを２倍にしていく．たと

えばシャッタースピードが１秒でｆ４が適正露出

の場合，ｆ5.6では２秒，ｆ８で４秒，ｆｌｌで８秒，

fl6で１５秒，１２２では３０秒になる．
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デジタルカメラ写真撮影法

デジタルカメラとは，撮影用フィルムの代わりに

ＣＣＤ(ChargeCoupIcdDevicc）やＣＭＯＳ（CompIe・

mentaryMetalOxidcSemiconductor)などの半導体

撮像素子を搭戦し．搬影画像をデジタル化して記録す

るカメラ全般を指す．デジタルカメラは1980年代に

商品化されていたものの．画質や取扱いの面でフィル

ムカメラには遠く及ばなかった．しかし．前回の「コ

ケ類研究の手引き」が出版された２００３年，日本の主

要なカメラメーカーは次々に６００万画業クラスの普

及価格帯デジタルー眼レフカメラを発売した．この頃

から新規カメラ職人者の多くはデジタルカメラを選ぶ

ようになり，フィルムカメラユーザーのデジタルカメ

ラへの乗り換えも－．気に加速した．また，レンズー体

型のコンパクトデジタルカメラも高性能化され急迎に

普及しはじめた．同時に，画像を記録するメディアの

大容最化・高速化も進み，小さな紀録カード１枚に数

千枚の画像を保存できるようになった．この結果，撮

影用フィルムとそれを用いるフィルムカメラは市場か

ら姿を消しつつあり，デジタルカメラの全盛期となっ

ている．

6.1デジタルカメラの利点と欠点

デジタルカメラには，フィルムカメラと比較して多

くの利点と欠点がある．最大の利点は，樋影直後に写

した画像そのものを詳細に確認できることであろう．

搬影ミスもその場で確認でき，撮影条件を変えつつ納

得できるまで何度でも撮り直す事が可能である．長年

の経験と勘．多くのフィルター類を必甥としたカラー

バランスの調整も，デジタルカメラ本体のみで自在に

変更が可能である．また，ＩＳＯ感度もほぼ自由に選択

できるため，特に薄暗い森林内での撮影が多いコケ類

掘影で威力を発揮する．小さな記録メディア１枚で数

百数千もの画像が記録可能なので．大尿のフィルムを

持ち歩く必要もなくなった．さらに，搬影された画像

には搬影日時，シャッタースピード，絞り値，カメラ

松井透

モデル名などはもちろん，ＧＰＳ搭雌機では緯度・経

度・標高・方位データなどの槻々 な怖報がEXif(Ex・

changeabIeImageFileFormat)形式で紀録されるの

で，画像の管理が極めて容易である．

デジタルカメラの欠点としては．まず撮影画像のラ

チチュード(像として再現できる龍光の範囲，ダイナ

ミックレンジ)の快さが単げられよう．デジタルカメラ

が搭峨する搬像素子は，ネガフィルムと比鮫してラチ

チュードがまだまだ狭く，それを超えてしまったデー

タは記録されない．このため,明暗差が大きな被写体の

場合は白トビや黒つぶれが起こる．デジタルカメラ固

有な問題としては．存在しない紬槙槻が出現する「モア

レ｣や高い抑度飛のある部分で発生しやすい｢偽色｣な

どもある．また．デジタルカメラはバッテリーが必斌で

あるため，長期にわたる野外調査などでは電源確保の

問題もある．バッテリーは結露や低温状態では極端に

性能が落ちてしまうことも忘れてはならない．

よく「デジタルカメラはフィルム代・現像代などの

ランニングコストはかからない」と言われる．しかし，

デジタルカメラ及びその周辺技術は現在も発展途上に

あり，その性能は急速に向上しているため，カメラ本

体がわずか数年で時代遅れとなってしまう．つまり，

ランニングコストはかからないものの．カメラ本体の

買い換えや画像処理を行うパソコンとそのソフト代な

どの初期投資が大幅にかさむことになる．

6.2デジタルカメラの種類

デジタルカメラはその柵造上，レンズー体型とレン

ズ交換型に分ける平ができる．

レンズー･体型の多くは，接写可能なオートフォーカ

スズームレンズを搭載し，光学ファインダーは省略さ

れ，カメラ背而の大部分を占める液晶モニタで柵図や

ピントの確認を行う．また，小型化に亜点を例いた機

煎が多いため「コンパクトデジタルカメラ」と呼ばれ，

市場に出回る哩品の多くはこのタイプとなっている．
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コンパクトデジタルカメラに搭戦されているズーム

レンズは．広角域から望遠域をカバーするとともに，

被写体にレンズ手前1ｃｍ程度まで寄ることができる

接写機能まで装備されているものが多い.一般にこの

ような多目的ズームレンズは光学的にかなりの無理を

しているため，色収策による色ズレや逆IMI収差による

像の歪みが激しくなる．しかし．近年ではこれら収差

をカメラ内でデジタル補正し，ある程庇抑え込むこと

が可能となっている．

レンズ交換型は日的に合わせた様々なレンズを利用

することができ，カメラ本体も高性能かつ大型のモデ

ルが多い．その多くはレンズからの光をミラーで反射

し，ペンタブリズムなどからなる光学ファインダーへ

と導く「一眼レフ」タイプだが，近年はミラーと光学

ファインダーを省略し，コンパクトデジタルカメラと

同搬に背面液晶モニタをファインダー代わりとする

「ミラーレスー眼」タイプも増えてきている．少数だが

光学式レンジファインダーを搭載したモデルもある．

コケ類を撮影する聯合，接写能力に特化した「単焦点

マクロレンズ」が必鎖となる．最近では撮像素子上に

実物と同じ大きさで像を投影する「等倍マクロレン

ズ」が多いが，中には実物のｌ/２サイズの像が投影さ

れる「ハーフマクロレンズ」もあるため脳人時には注

意する必要がある．簸近のズームレンズには「マクロ

機能」などと呼ばれる近接撮影機能を組み込んだもの

も多いが．これらの多くは実物の１/４サイズ程度の像

が投影されるに過ぎず．単熊点マクロレンズほどの

シャープな像は得られない．

6.2.1撮像素子サイズ

デジタルカメラの柵造上の違いの他に．写りに大き

な影僻を及ぼす撮像業子サイズの違いにも留意したい

(図6-1)．レンズ・体型の大半はｌ/1.7型やｌ/2.3型

などの極小撮像素子を用いているのに対し，レンズ交

換型は中判サイズ～フォーサーズまでの大型素子を用

いている．同一熊点距離のレンズを用いた場合，撮像

衆子サイズが小さくなるほど画像がトリミングされ

る．すなわち画角が快く望迩寄りになっていく．例え

ば３５ｍｍフィルムー眼レフカメラで標準レンズとさ

れる５０ｍｍレンズを用いた場合，APS.Ｃ素子ならば

約７７ｍｍ中望遠レンズの画角と，１/2.3型素子なら

ば約２９０ｍｍ綱述レンズの面角と同源になる．この

ため，ある被写体を３５ｍｍフルサイズ素子に５０ｍｍ

レンズを用いた場合と同じ距離から同じ大きさで操る

中判サイズ

507ｍｍｘ39.0ｍｍ

こ □□
35ｍｍフルサイズAPS＜フォーサーズ

36.0ｍｍｘ24‘０ｍｍ２３６ｍｍｘ15.7ｍｍｌ７３ｍｍｘｌ３ｐｍｍ

□ □
１/1.7型１/２３型

7.6ｍｍｘ5.7ｍｍ６０２ｍｍｘ4.6ｍｍ

図６－１デジタルカメラの搬像紫-fサイズ．

ことを想定した場合，APS-C素子ならば約３３ｍｍレ

ンズが，ｌ/2.3型衆子ならば約９ｍｍの極めて焦点距

離の短いレンズが必要となる．コンパクトデジタルカ

メラなどのカタログを見ると，レンズの項目に「３５

ｍｍフィルム換算」という言葉が出てくる．例えば

｢焦点距離6.0ｍｍ（35ｍｍ換算値で２８ｍｍ)」とい

う表記の場合,実際の焦点距離は６ｍｍだが，３５ｍｍ

一眼レフ用レンズの２８ｍｍ広角レンズ相当の画角で

写ることを意味する．－．般に蝶点距離が短くなれば彼

写界深度が深くなる．先の条件で搬像紫子とレンズを

変えて同一距離から同一櫛図の画像を撤影しても，素

子サイズの違いにより背景のボケ方がまったく異な

り，蝶点距離の短いレンズほどボケにくくなる．この

ことはコケ類を接写する際にも爪要で，深い彼写界深

度を得るためにはレンズの絞りを絞り込むか．小さな

搬像素子のカメラを用いると良い．

撮像素子は光を検出して電荷を発生させる膨大な数

のフォトダイオードからできており，これらひとつひ

とつが両像の１画索となる．岐近では極小のｌ/2.3型

搬像莱子であってもゆうに1,000万画索を超えるよ

うになってきた．通常，画素数が多いほど詳細な画像

を得ることができるが，フォトダイオードのサイズが

小さくなればなるほど,感度，ノイズ，ラチチュード，

色再現性などで不利となる．実際，極小撮像素子を用

いて撮影された画像はノイズが多くざらつくが，それ

を強力なノイズ低減処理を行うことで洲らかな画像に
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している．この結果，細部の111i報の多くは失われてし

まい，せっかくの高iiI1味数もその威力を兇抑していな

いのが実{111である．これに対し、大型批像素子は１つ

のフォトダイオードあたりの受光面積が大きく，全て

の面で余栴がある．最近では最高感度がISO51200

や102.1()()などの製品も驚珊している．細部まで詳細

かつ滑らかな画像を冊るにはﾉ<型撮像紫｣‘hを榊仙した

デジタルカメラが望ましい．

このように撮像素子サイズの大小だけでも利点と欠

点があるため同的に合わせて用いるカメラを選ぶ平

がTIT狸である．

6.2.2防水性

デジタルカメラを実際に野外に持ち出す場合，雨や

ﾉkの飛沫などでカメラ本体が濡れてしまう１iも多い．

デジタルカメラは精密地下櫛器であり，スイソチやダ

イヤルなどはすべて旭子接点となっている．この隙間

から水が投入しやすく，・度水が浸入すると動作不能

に陥る場合も少なくない．最近では防塵防滴随造や水

深１０ｍ程腿の防水櫛造を持った機諏も織淵しており，

これらを選んでおくと間脳が起こりにくい．ただし,防

塵防滴柵造は防水ではないため，水に授けるような搬

影はできないばかりか，水に滞れたまま放iiYtするとト

ラブルを発生する場合もある．力測ラにi,j･皆した水滴

はタオルなどで適宜拭うようにしなければならない．

６．３デジタルカメラによる掘影法

デジタルカメラでコケ噸を撒影する際の堆木技術

は，フィルムカメラを川いた場合と基本的に同じであ

る．詳細は第５章『写真搬影法」を参照されたい．ま

た海野(2009)や吉住(2010)も参考になる．しかし，

挑意すべき点も多い．

コケル､の′|;青する薄|'叶い剛境下で接'聯をげう｣ﾘ合，

たとえI師感度特性に優れたデジタルカメラであって

も．本体をしっかりと三脚に固定することか重要であ

る．特に高画索数となっている撮像衆子は、フィルム

以上にブレに対してシビアである．雌近ではデジタル

カメライ':体やレンズに「手ぶれlWi正機能.|を樵,|iMし，

手ぶれを低減することが,】I能な機種も多い．しかし，

この機能は＝脚にデジタルカメラを固定した場合．ま

れに誤動作する可能性もあるためＯＦＦにしておく車

が蝋ましい．

デジタルカメライ碍休を言'1川にいくらしつか()I1Iil雌し

ても，シャッターボタンを脂で押してしまってはブレ

が発生する．これを防ぐ'たいリモートケーブルやリ

モコン課を利11Iしてシャソターを切る．リモートケー

ブル等かない場合はセルフタイマーを利用する．岐近

のモデルの多くは，カメラプレを防ぐため「２秒セル

フタイマー機能ｊを装備しているので積極的に利用し

たい．デジタル・Iilルフカメラの賜合，服形ll1iにミ

ラーが助くたM)どうしても微小な振動がＭＺしてしま

う．２秒セルフタイマー機能を用いると，まずミラー

がアップし，撮影叫能状態となった２秒後にシ､１，ソ

ターが切れるため，ミラーによる振動を大福に抑える

ことができる．この侭能はプレにシビアなMII微姉'７j典

搬影時にも汀効である．

6.3.1ピント合わせ

最近のカメラはオートフポ･一ﾉｽ機能が高ﾔ|;能化し

ており、特にデジタルカメラではほぼ令画iiIiで川距で

き，そこから岐適な部分を自助鮒識してピントを合わ

せたい顔認識機能により人やペットの顔に自動でヒ

ントを合わせることまでul能となるなど，円常的ぱ撮

影においてはカメラまかせのオートフォーカスでほと

んど問題ないレベルになってきている．

しかし，コケ頓の生育する苅暗い休床などでの接'ノブ

では，オートフボーカスのみでII的とする部分にビタ

リとピントを合わせることは雌しい、そこでマニニア

ルフォーカス1;体でピント合わせを行うことになる．

デジタルカメラでは背面に装備された液晶モニタに

撮影する画像がリアルタイムに炎示される．この画像

は暗い条件ドでも光壮を地柵して表示できる．また，

図６２波difIIモニタに炎,さｵ↓た両像を鏡で反射さ

せて'１１柵する．’、'4のようなカメラィパ体に
Ⅱ(1)|､ｌＵｎＪ能は･7.ク･じ･ｌｊ･リーも版,,'準れて
いる．
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喪示画像の・部を１０倍程度まで拡大可能なので，搬

惜なピント合わせを行うこと;fで可能である，雌近で

は光学式ファインダーを持つデジタルー眼レフタイブ

にも，背而液晶モニタでリアルタイムに画像を表示で

きる「ライプビュー」の搭救が一般的になった．

コケ緬の撮影の賜合，地而すれすれの位悩にカメラ

を没価する!'も多く，ｆＷ１ｉ波,1,1',モニタがjｲl咲的に兇に

くい場合もある．このような時は波晶モニタがいI動す

るモデルが便利である（第３軍阿３－２１を参照)．ま

た．液晶モニタが同定された機種でも，鏡を使うこと

によ-うて|,,!‘やすい角度から波111&IlI1i像を肺腿できる（'叉

６２)．

6.3.２絞り値

レンズの絞り値を変えることで，画像の被淳界深度

や前艮・背賊のボケを洲節-J･ることができる（ただ

し，極小撮像紫ｆを用いたコンパクトデジタルカメラ

は,絞り機柵が簡略されているものもある．このため，

内蔵ＮＤフィルターによって光端調整している機種

も多いので派迩が必愛である．以下はデジタル･一眼レ

フタイプなど．絞りを装附した機煎に話を限定する)．

絞りを附くと被'亨界深度が淡くなりボケもﾉ<きくな

る.また，レンズに入る光の脳も多くなるのでシャッ

タースピードを辿<できる．逆に絞りを絞ると被写界

深度が深くなりボケも小さくなるが，レンズに入る光

の鼓も少なくなるのでシャッタースピードを遅くしな

ければならない．

雌近のレンズは絞り開放でも極めてシャープな像を

緒ふか,被写界深哩がとても淡い．このため，ポケ･を活

かした作品撮影でなければある縄度絞り込む必要があ

る．ただし．絞り過ぎると光の同折現象による小絞り

ボケが発生し，像のシャープさが失われてしまう．デ

ジタル・眼レーノカメラの吻合，索ｆサイズにもよるが

F8～Ｆ１１より絞ると画質が低下し始める（側6-3)．

このため．車前にどこまで絞っても問題ないか，自身

が納得できる何質であるか砿認しておくと良い．もち

ろん，小絞りボク･によりぼやけてしまったI1ui像も、そ

の縦の山像処皿によりある剛叫t緩・11できる．

野外においては，レンズの絞りを絞り込むことによ

り．業子に届く光の量が少なくなる事が問題となる．

ストロボを使わず，レンズの絞りを絞り込んだ低感度

llli形を行うと.｜時に数秒f'１１雌の露光時間が必班な平も

あり，カメラプレや被写体プレのhi〔1人|となる．デジタ

ルカメラではISO感座を胃ｲEにコントロールできる

ＺＥ－ｐ〆Ⅱ

図６３小絞りボケ．左：絞り値Ｆ8.右：絞り値Ｆ3２

ので，高感度をW他的に利用してシャッタースピード

を稗ぐようにすると良い緒''1:が11｝られる噸が多い．デ

ジタル一眼レフカメラの場合、雌匝にもよるかIsO

800～1600までなら比較的ノイズの目立たない噸像

が僻られる．また，後述するＲＡＷ現像等を行うこと

により，詳細さをあまり失うことなくノイズ低減する

ことも"J能であるため目的や状況によってはさらに

冊感峻に設定した搬影も行える．般近では簸商感嘆が

ISO5I200や１０２４００まで設定uI能な機種もある．こ

の機能を活かし、レンズの絞りとシャソタースビード

を任意に選択しておけば，被写体の状況に合わせて

ＩＳＯ感度を自動変更する感度オート撮影すら１１能と

なっている．

コンパクトデジタルカメラでは，｜凱小撮像紫j号のた

あ,1.iIi感度ノイズが苑生しやすい．こちらも機ｍによる

藤が大きいが概ねlSO400～800穐度が限度であろう．

また，ＲＡＷファイルで記録できない接種も多いため，

後処理によるノイズ低減にもかなりの制約がﾉﾋじる．

6.3.3ホワイトバランスの調整

自然光による撒影を行う場合．時間により太陽光線

の色調か変化するため．適正な色合いで撮影するには

隙々な_'二夫が必Ｉ腿であった．しかし，最近のデジタル

カメラでは，カメラが光の条件を解|斤してjull;Uな色,１Ｍ

で記録する「オートホワイトバランス」の糖度が飛雌

的に高くなってきており．コマ毎のばらつきも極めて

小さくなってきた．このため，後処理がやや雌しい

Ⅱ)ＥＧファイル形式などで柵彫する場合，オートホワ

イトバランスで搬影しておくと比岐的良い結処になる

ことが多い．
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あるいはデイライトフィルムと同様にホワイトバラ

ンスを「太陽光」に設定しておくと良い場合もある．

特にＲＡＷ現像する場合，ホワイトバランスを「太陽

光」に同定しておくと，コマ毎のホワイトバランスが

一定となるため，ノ<1,tのリハ'Ｉを処理しやすい．

厳密な色弼で搬影するにはカラーチ･1,-卜郡をfll川

し、手動でホワイトバランスを調整することになる
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6.4.1データの保智。管理

デジタルカメラの面像はjf§本的にはハードディスク

報に保存して保蕎し，ハソコンによって閲'臆すること

になる．このため，記録しているハードディスクが損

傷すれば，一瞬にしてこれまで保管してきた凹像全て

が失われてしまう最悪のｌｌｉ態も起こりうる．

これを川避するためには．般的なハソコンのデー

タと同じく､普段から両像データそのものを定期的に

バックアップするのが一器であるバソクアップメ

6.3.4露出の確認

デジタルカメラの批像素了はネガフィルムに比べて

ラチチュードが狭く，それを超えてしまった部分は

データとして記録されない．特に沈意すべき点は測度

が極端に高いハイライI､部分で．明るさが飽和し階調

箭報が失われてし蛍う現欽,通称r白トビ｣が起こりや

すい．白トビを起こした部分はその後の処理でもIul復

させることはできないたM>，’’1能な限りに1トビを,i瞳こ

さないように砺川をliIl脈して搬膨したい．岐近のデジ

タルカメラには，服影山像のどの部分で、トビが起き

ているか，あるいは起こすのかを警告してくれる機能

を搭峨しているものも多く，明るさの範囲をヒストグ

ラムなどでグラブ化してリアルタイム表示してくれる

ものもある．白トビか発生する甥合は礁出をアンダー

にl1llilliして撮影すればlul避できる‘雌近では館川が異

なる画像を連続撮影する「露出ブラケット」が!｣I能な

カメラも多い．これらの機能をうまく活用すれば，効

端的にミスのない画像をⅢi影することができる．

6.‘ｌ撮影後の各種処理

フィルムカメラの吻合，撮影後はフィルムの現像や

印''１１i紙への焼き付け等を行い，ネガやポジはうぅ･イル

で，焼き付けた写衷はアルバムで保青することにな

る．これに対し，デジタルカメラで撮影された両像は

形のないデジタルデータであるため，パソコンでの閲
覧・管理が必緬となる．

図６５ＧＰＳ搭救デジタルカメラ（左）とデジタル

カメラ用ＧＰＳユニソト（右）

ディアには雛々なものがあるか，デジタルカメラの

データは年々巨大になってきているため，Ｃｌ).Ｒや

ＤＶＩ).【《など現行の光ディスクでは容量が小さすぎ，

火景のIlhi像データを保存するためには何枚ものディス

クが必艇となる．これに対し，ハードディスクは年々

容景が湘加し価格がドがってきているのでデータ促存

にｲj利な点が多い．もちろんバックアップ川ハード

ディスクも損傷してしまう111能性もあるたぬ，旭川的

な買い換え等も必嬰になろう．

ハードディスクに保存されたldIi像の閲覧は，ＯＳ悌

準あるいはカメラ付属の画像閲覧ソフトを利用するこ

とができる．しかし，大殿の画像データを効串よく櫛

剛するにはl師像管理専用ソフI､ぱどを用いた方が良

い．後述するＲＡＷ現像ソフトの巾には，画像管理ソ

フトが組み込まれているものもある（凶６－４)．デジタ

ルカメラで撮影された画像には．１１時やシャンタース

ピード，絞り仙，カメラ名などがＥＸｉ『形式で自助的に

記録されているため，データベース検索をするように

特定の日時等で容易に絞り込むこともできる，また，

近年で(よＧＰＳ搭載デジタルカメラや専用(;}>Ｓユ

ニットも職場し（ｌｘｌ６５)，これらを利用すると地側上

に批彫珊所やルートをプロットすることさえ111能とな

り，撮影地の止碓な記録も行うことができる．



(211-16384階調）で炎現する．このようにＲＡＷ画

像はJPEGと比較して圧倒的な階調災現が､I能と

なっている．ＲＡＷｌｌｉ１ｉ像で記録しておけば，撮影後に

ホワイトバランスや露出，コントラスト．彩庇謀を大

脈に痩更することも１１能である（図6-6).野外での撮

形では，櫛阿や露出などを'１能な限りその恥で充鯉に

I|:ｋげておく方か良い．しかし，現実には時i&lの部合

上，そこまで追い込んだ撒影をすることは雄しい、そ

こで階調表現に余補のあるＲＡＷで撮影し，その後パ

ソコン上でトリミング，ホワイトバランス．明るさ．

コン|､ラスト･ノイズ低減，輪郭強調などの様々処理

を行うことで，より良い'J誠を僻ることがlll来る（Ⅸ’

６７)．しかし，Ｉ山i像を犬示するためには専用のソフト

が必要となる．このようなソフトは．ＲＡＷファイル

からＪＰＥＧ形式などの汎用性のある画像を生成する

ことから「ＲＡＷ現像ソフト」と呼ばれる．Ｒ八Ｗ現像

ソフトは，カメラメーカーそれぞれが独自のqjim測品

をカメラ本体に添付あるいは別光にて提供している．

また，隙々なデジタルカメラに対応し，きy>細かな

ＲＡＷ現像処理が行えるのみならず、画像の管哩や印

刷なども行うことができる商機能なソフトウェアメー

カー狸もある（同６．．８)．

搬影レンズは商度な光学投計により各種収飛が抑え

込まれているが，完全なものはない．例えば望遠レン

ズでは軸Iや収差が，広角レンズでは歪'''1収飛が発牛

しやすい．また絞り|H1放では周辺減光が発生するレン

ズも多い．これらの問題点をlIfIi像処理により浦11列･る

機能がＲＡＷ現像ソフト，そして近年ではデジタルカ

メラ本体に内蔵されはじめている．さらにデジタルカ

松井通

■

6０

赤{R)，緑((;)，背(B)それぞれを８ピント（23-256

階調）で表現する，これに肘してＲＡＷ側像はＲＧＢ
それぞれを１２ビット（2i2-4096階調）やＬ1ビット

６.'1.2ＲＡＷ現像ソフト

ほとんどのデジタルカメラでは，画像の保存形式と

してjPEG形式を採用している．コンパクトデジタル

カメラの甥合，ＪＰＥＧ以外では保存できない機種も多
い．デジタル一眼レフカメラや部のコンパクトデジ

タルカメラでは，ＲＡＷ画像と呼ばれるそれぞれのカ

メラＷＩのファイル形式で保存可能である．ＪＰＥＧは
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図６７ＲＡＷ現撫オリジナル画像(左)に対し，

明るさとコントラストを変更し輪郭強洲を
行った（臼)．
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