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■一眼レフを使おう...

　前回はコンパクトカメラでの夜景撮

影テクニックの要点を解説しました。

今回はもう一歩、本格的な世界に踏み

込んで、一眼レフカメラを用いた撮影

についてコンパクトカメラとの比較を

まじえながらお話しします。写真用語

がかなりでてきますが、用語の詳細解

説はしませんのである程度知識のある

方が対象となります。一眼レフカメラ

を扱ったことがなく、これからチャレ

ンジされる方は入門書などで基礎的な

理解をされた上でご参照下さい。

　まず、一眼レフはコンパクトカメラ

に比べて何処が本格的なのでしょう？

それは以下の４点です。

１　露光量（露出量）の細かい補正が

可能。

２　長時間露出が可能。

３　レンズ口径が大きいため画質がよ

い。

４　遠景のフォーカスがシャープ。

　加えて、一眼レフは「絞り優先オー

ト露出」という機能をもっているもの

が必要です。たとえ一眼レフカメラで

もプログラムオートのみの入門機や、

マニア向けのマニュアル露出専用機で

は一般的な夜景撮影には向きません。

もちろんこれら夜景撮影の条件を備え

た高級コンパクトカメラも数機種あり

ますが、いずれも一眼レフカメラ並み

の価格です。これらを携えた身軽な夜

景の撮り歩きは大変魅力的ですが、こ

の話は別の機会に譲りましょう。

　さて、以下に上記項目それぞれの必

要スペックを示しますので、すでに一

眼レフカメラをお持ちの方は、お手元

の説明書に記載されている性能諸元表

と見比べてみてください。また、これ

から夜景撮影のために一眼レフカメラ

の購入を考えておられる方は、候補機

カタログのスペック欄をチェックして

みてください。

１　露出補正機能＝範囲±2EV以上。

２　シャッタースピード＝スロー側が

10 秒以上のもの。

３　単焦点レンズならｆ＝2.8 以下、

ズームレンズならｆ＝3.5～4.5以

下。

４　オートフォーカス機の場合、オー

ト機能をオフに出来ること。

　１のEVとは、写真の露出量の単位で

あると思ってください。0EVが適正露

出です。適正露出とは画面の平均明度

が反射率18％のグレーと同じにになる

状態です。余談ですが反射率18％とは

人の平均的な肌色であるといわれてい

ます。たとえば、黒い紙も白い紙も画

面全体を占めている場合、適正露出で

は同じ18％のグレーに写るということ

です。画面の大半を占める黒いものを

黒く写すためには通常－1EV、白は＋

1 .5EVの補正が必要であるといわれて

います。

　さて、高台から見下ろす街の夜景な

どは、全体としてはグレーと言うより

黒に近い感じがします。ですから、そ

のまま適正露出で撮ったら黒がグレー

になってしまい夜景に見えなくなって

しまうのでは？と思います。ところが

実際多くの場合、真っ暗なアンダーの

状態に写ってしまいます。それは点在

する外灯やもろもろの街明かりの輝度

が目に感じるよりもずっと高く、それ

らの輝きだけで全体の光量（＝露出量）

が１８％に達しているからです。です

から町並みのおぼろげなディテールを

きちんと写し込むためには最低でも＋

２EVくらいの補正機能が必要となり

ます。はなしはもっとややこしくなり

ますが、このEV値は適正露出を決めて

いるカメラ内蔵露出計の測光方式にも

よります。ここでは 全面平均測光方式

や中央部重点平均測光方式といわれる

ものについてのお話です。スポット測

光方式やマルチパターン測光方式など

の特殊な測光方式には当てはまりませ

ん。

　２のシャッタースピードに関しては、

私がこれまでさまざまな夜景を撮影し

てきた経験上、使われるスピードは１

／１５秒～８秒くらいであるというこ

とにもとづいています。もしレンズの

絞りを開放 （最大にあける。絞り値の

表示は最小値）にしても１０秒で対応

し切れない夜景の場合は、シャッター

をＢ（バルブモード）もしくはＴ（タ

イムモード）にして、腕時計で計りな

がら１５、２０、３０秒くらいの撮影

をすればよいでしょう。

　３のｆ＝～というのはレンズの開放

絞り値を表し、ｆ値と言います。レン

ズの有効口径と焦点距離の比になって

います。この数字が小さいほど、明る

いレンズ（＝集光力の高いレンズ）と

いうことになります。標準レンズとい

われる焦点距離50mmのレンズは通常

ｆ＝1.5～1.8くらいで明るく、価格も

安いのでとっつきやすいレンズといえ

ます。しかし、画角が風景撮影用とし

てはやや狭いため展望台からなどの鳥

瞰撮影には良いのですがオールマイ

ティーとはいえません。欲をいえば

28mm/f=2 .8 程度ともう一本望遠系レ

ンズも持ちたいところです。ちなみに

人の通常視野に相当する画角を持つレ

ンズは35～40mm程度で、目で見た景

色と違和感のないフレーミングができ

ます。また、ぼんやりと広く景色を見

ている時は28mm、一カ所を注視する

特は135mm程度と言われています。夜

景は好きだけどカメラはそんなに好き

ではないという人にとって、たくさん

のレンズを持ち歩くのは骨が折れる事

だと思いますので、ｆ値は暗くなりま
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【中級】

「写真撮影編」夜景写真をきれいに撮る方法～中級編
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すが28～80mm程度のズームレンズを

一本というのが現実的な選択かもしれ

ません。一般的な一眼レフのレンズは

開放値から2～3段階絞り込んだとこ

ろが最高画質になっているようなので、

なるべくｆ値の明るいレンズを選ぶに

越したことはありませんが、明るいモ

ノほど価格は高く、重量も重くなる宿

命にあります。

　４に関してはコンパクトカメラの場

合、無限遠にピントが合わなかったり、

カタログ上合うことになっていてもレ

ンズ設計が４～５ｍくらいまでの近距

離撮影向けになっていて、画質がよく

ないものが多いようです。その点一眼

レフは心配ないはずですが、オート

フォーカスカメラの場合、オート

フォーカス機能をオフにして手動でピ

ント合わせが出来るものでないと、

フォーカスエリアが夜空になってしま

うような構図のときにまったくピント

が合わなくなってしまいます。一眼レ

フカメラのオートフォーカスはフォー

カスエリアの画像を読み取り、コント

ラストが最大になるところをベストピ

ントと見なしています。ですから黒一

色の夜空や、ライトアップされた真っ

白な壁など、均質光にピントを合わせ

ることが出来ません。さらに、露出計

の測光範囲データもチェックしてみて

ください。1EV～となっていればまず

はＯＫです。

■いざ撮影へ...

　さあ、これらの条件を満たしていれ

ば、すぐに夜景の撮影に出かけられま

す。三脚とリモートレリーズは必携で

す。長時間露光の多い夜景撮影はカメ

ラの電池を消耗しますので、交換電池

も必ずもっていきましょう。フィルム

はリバーサルフィルム（＝スライド

フィルム）のＩＳＯ４００で撮ってみ

てください。フィルムもプリント代も

ネガに比べて高価ですが、黒のしまり

が良く、夜景がより印象的になります。

スライドプロジェクターにかけて見れ

ばよりリアルな夜景の再現が出来ます。

夜景の感動を人に伝えるのはこれが一

番です。

　まずは機材のセッティングです。三

脚は脚を目一杯広げてカメラを安定さ

せましょう。軽い三脚ではちょっとし

た風でもぐら ついてしまいますので、

最低でも自重２ｋｇ以上のものを用意

してください。カメラを取り付けたら

まず水平を出しましょう。構図の中の

ビルや外灯などでアタリをつけるとよ

いでしょう。手がかりがないときは三

脚の雲台の目盛りであわせましょう。

そのためにも三脚の脚は目一杯伸ばし

ておく必要があります。一眼レフ本体

のストロボ取り付け金具のところにつ

けられる水準器が販売されていますの

でそれを利用するのも手です。また水

準器付きの三脚もあります。つぎにカ

メラ本体にリモートレリーズをつけま

しょう。せっかく三脚にのっけても、そ

のまま本体のシャッターボタンを押す

のではブレてしまいます。ぶれは遠く

の被写体ほど、またレンズが望遠であ

るほど影響が大きくなります。

　そして、カメラの設定です。絞り優

先モードにして、露出補正を＋２にし

ます。リモートレリーズを軽く押すと

測光が開始されシャッタースピードが

表示されるはずです。自動露出範囲に

余裕があるようでしたら絞り値を上げ

ましょう。よりシャープな画像になり

ます。いよいよシャッターを切ります。

＋２で一枚撮ったらつぎは＋１、０と

合計３枚撮りましょう。露出補正のマ

イナス側は通常の夜景撮影では使用し

ません。３枚のうちのどれかがきっと

イメージ通りに写っていると思います。

おそらく実景よりも少し明るめのもの

を好ましく感じるはずです。人は明暗

のコントラストや色彩を現実よりも鮮

やかに記憶する傾向があるようです。

色彩の場合、これを「記憶色」といい

います。カラー写真フィルムはこれを

重視した設計がなされており、現実よ

りもわずかに彩度が高く発色するよう

になっています。ネガフィルムの場合

は、プリント時に補正が効くことと、

フィルム自体の感光の許容範囲（＝ラ

チチュード）が広いため＋１か＋１．５

の一枚だけでも構いません。

　では、このような撮影が出来ない一

眼レフの場合どうすればよいのでしょ

う。結論から言えばどうしようもあり

ません。それなりの工夫の仕方はある

と思うのですが、それは機種ごとに異

なるのでここではフォローできません。

思い切って中古屋に売り飛ばして新し

いカメラを買いましょう。私自信も風

景撮影で写真技術をおぼえましたが、

照明を仕事にするようになってカメラ

を変えました。ニコンのＦＭ２という

マニュアル露出専用機を使っており、

露出計以外に電池を必要としないため

零下２０度でも確実に動作する素晴ら

しいカメラでした。しかし夜景はうま

く撮ることが出来ませんでした。暗い

夜景や室内撮影には露出計が連動しな

い事が多いからです。勘で適当に露出

を決めれば写りますが、当たり外れは

許されませんでした。カメラマンのよ

うに専用露出計を使えばよいのですが、

それならいっそカメラを換えようと考

え、当時のオート露出カメラのカタロ

グをすべて集め、上記のスペックを吟

味しました。その結果ベストであった

のがニコンのＦ９０でした。それまで

オート機をほとんど使ったことがな

かったので、数枚の余分な押さえコマ

で夜景が確実に撮れてしまうことに驚

きました。いまはモデルチェンジして

Ｆ９０Ｘとなっています。この機種は

現在、照明探偵団でもオフィシャルカ

メラの一台として使われています。静

かな美術館や教会の中ではシャッター

音や巻き上げ音が多少うるさいのが玉

に瑕ですが、これから夜景撮影のため

に一眼レフを買う方には一番のおすす

めです。下位機種のＦ６０や上位機種

のＦ100も最近発売されたばかりで、

Ｆ９０の良いところを取り入れており

使いやすさの点でおすすめです。使っ

たことがないのですがキャノンやミノ

ルタにもそれなりにいい機種があると

思います。

　入門といいながら、かなりややこし

い内容となってしまいました。中級編

ということでご勘弁下さい。この後は

上級編があるのが当然かもしれません

がとりあえずこれでおしまいにします。

前回の入門編で触れたことと今回の内

容を十分ご理解された方はすでに上級

者であろうと思います。あとはどんな

夜景を撮るか、その夜景はどんなこと

を物語っているのか、というテーマ性

をご自身で掘り下げて下さい。

（澤田 隆 一 ）
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照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動 11111 ／／／／／研研研研研究究究究究会会会会会サササササロロロロロンンンンン報報報報報告告告告告 （（（（（田田田田田町町町町町�����　　　　　ナナナナナイイイイイススススステテテテテクククククノノノノノプププププラララララザザザザザ）））））

980912 第5回照明探偵団倶楽部 ・研究会ｻﾛﾝ

田町にある松下電工ショールーム《ナ

イステクノプラザ》で行われた研究会

サロン。初めに参加者はショールーム

の光の体験室に案内され、ナイステク

ノプラザの沖さんのガイドによる、空

間の色温度体験やモデリングのシミュ

レーションを通じて、普段はなかなか

体感できない不思議な光のマジックを

楽しみました。特に色温度実験では、空

間の色温度が2000Kからだんだんと高

くなるにつれ気持ちも次第に高ぶり、

1 0 0 0 0 Kを越えるといてもたってもい

られなくなるという感覚が、多くの団

員や参加者に新鮮な感動を呼んだよう

です。引き続いてドリンクや食事をと

りながらのなごやかな雰囲気の中、

「2050年TOKYO 夜景は 明るく な るか 、

暗く な るか 」とい う 単純で難し い テー

マでトーク セッションが 行われ、映画

やアニメに 描か れた未来像の ビデオや、

進行役の 坂尾団員の 活躍に より、予想

を越え た多く の 参加者の 活発な 意見が

交換され ま した。当初は 省エ ネ ル ギ ー

を軸とし た「暗く な る」とい う 結論に

至ると思われまし たが 、各自が それぞ

れ根拠を示し な が ら意見を述べ合った

後も、意外に も参加者の 意見は 真っ二

つに 分か れる結果に な りまし た。現在

地球規模で色 な々 問題が 叫ば れてい ま

すが 、それを乗り越え る技術への 期待

が 、2050年を明るい 方向へ導い てい く

よう です。将来は どっちへ転ぶんだろ

う か ・・・未来への ワク ワク が 共有さ

れたサロンは 黒川団員か らの 夜景旅行

レポートを締めに 楽し く 終了し まし た。

照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動照明探偵団倶楽部活動 22222 ／／／／／ 街街街街街歩歩歩歩歩ききききき （（（（（ 横横横横横浜浜浜浜浜編編編編編））））） 報告報告報告報告報告

981211　第5回・街歩き探偵 「横浜編」

昨年の 連続実践講座＋夜景ウォッチン

グツアーでは 、台風の ためク ルージン

グを中断する羽目とな った横浜。探偵

団倶楽部員か ら街歩き の 催促と横浜の

リク エストが 多く な ってき たこともあ

り、ク リスマスイルミネーションに 輝

く 横浜をシーバスか らの 眺めも楽し み

な が ら歩い てみ まし た。モアーズやそ

ごうなど、横浜駅周辺のデパートを飾

るイルミネーションをいくつか見た後、

最終のシーバスに乗り込み、山下公園

まで海からの景色を楽しみました。普

段より少し飾り気のある、色のついた

照明をいくつか見ることができました。

山下公園に到着しマリンタワー、バー

ニーズニューヨークのショーウィンド

ウを眺め、ぶたまんをほおばりながら

中華街を通り抜け、MM21 地区のク

イーンズスクエアへ。モール内に立つ

大きなクリスマスツリーは正時になる

と音楽と共にイルミネーションが様々

なパターンで点滅するパフォ ーマンス

が行われていました。

上　： は ふ は ふ 、ぶ たま ん あったかいね

下　：関帝廟

右上：M M 2 1 ド ックウッド プラザ

右下：クイーンズスクエアのクリスマスツリー

1 0 0 0 0Kを 越える 高い色温度を 体感
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団員から の 投稿

新宿富久町で光発見！「レトロな夕方」

先日仕事で新宿富久町に行った時、印象に残った光景があり

ましたので報告します。そこは靖国通りから入る細い歩道で

少し上りますが、その先階段で下ります。その中程に立って

いる外灯は、区の物でデザインは特別でないものの、あの低

圧ナトリウムのオレンジが回りの石垣や階段を照らし、実に

良い雰囲気でした。それは昔なつかしい夕日の様でもあり感

動しました。近くに行った際 （夜のみ）見てやって下さい。

命名 「レトロな夕方」。

（高橋 勝 美 ）

←

筆者　横浜街歩きにて
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【照明探偵団の 活動は 以下の 20 社に ご協賛いただいており ま す。】

ルートロンアスカ株式会社　岩崎電気株式会社　松下電工株式会社　三菱電機照明株式会社　東芝ライテック株式会社　小糸工業株式会社　三菱レイヨン株式会社　ヤマギワ株式会社　山田照明株式会社　

小泉産業株式会社　ヨシモトポール株式会社　ニッポ電機株式会社　湘南工作販売株式会社　株式会社エルコ・トートー　日本電池株式会社　株式会社ウシオスペックス　金門電気株式会社
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今年のクリスマスイルミネーションは、すこし地味な気がしています。かつてバブルの全

盛期に街を飾った様 な々イルミネーションや飾りは目を見張るものがありましたが、今年

は驚きや感動が少ないように思います。目が肥えてしまったのでしょうか、感動が薄く

なってしまったのでしょうか、それとも世の中の景気低迷を映し出しているのでしょうか、

いずれにしても、ちょっとさびしい気がします。東京表参道のけやきを飾るイルミネー

ションをめぐり、近隣住民の反対運動や裁判が話題になりました。イルミネーションを見

に集まる人 の々マナーの悪さが原因です。照明探偵団事務局は表参道の近くにあるので今

年も覗いてみましたが、いるわいるわ、平日、休日を問わず、もう大変な人出です。お店

は行列、道は歩けないほど。照明探偵団事務局内でも、近隣住民側につくメンバーが現れ

るほど。商店街がイルミネーションを決行するのもうなずけます。ただ 、やはり近隣住民

への迷惑を考えてか、ごみ箱の設置やゴミ拾いのアルバイト、警備員などが随所に配備さ

れていました。照明探偵は、ゴミをちらかしたり、人に迷惑をかけたりしては失格です。

発つ鳥、あとを濁さず。あら。でも谷中墓地では、長ーい眠りについている方 に々、ちょっ

とご迷惑を掛けたかもしれません。失礼致しました・・・。

（田中 裕 美 子 ）

照明探偵団通信 vol.05 （ 次号） の 原稿を 募

集しています。独自の照明探偵レポート、

光に思う今日の日本、照明について知りた

いこと、疑問に思っていることなどなど、

テーマは何でも結構です。日頃ひかり、あ

かりなどについて思っていることや様 な々

レポートを照明探偵団通信に発表してみま

せんか。原稿の送付方法は、

●原稿をテキスト形式で保存したフロッピーを送付

●e-mailで送付（メール上記述でも原稿テ

キストファイル添付でもOK）

●FAXで送付　●郵送で送付

のいずれかでお願いいたします。また、こ

のほかの送付方法をお考えの方は、事務局

までご相談くだ さい。

◆面出薫　著 「あな たも 照明探偵団- 光の ハ ン テ ィ ングに 、夜の 街へ いざ-」（ 日経BP 社）　発刊

◆ランド スケープデザイン（マルモ出版）　「照明探偵団・世界の都市照明」連載中

◆室内 （工作社）　「あかりのミツュラン」毎月連載中 （12 月で終了）

◆朝日新聞夕刊 （マリオン）　「光と遊ぶ」　4.10

◆読売新聞朝刊　「生活探検」　6.18

◆グ ラフTEPCO （東京電力）　「ボクらは照明探偵団」　10.10

◆POPEYE （マガジンハウス）　「照明探偵団と下町の夜景を探検しに行こう！」

■NHK　生中継にっぽんの夜「夜景の街あかり探検-北海道函館市」　3.21 放映

■文化放送　「吉田照美のやる気MANMAN」　5.13放送

■ＭＸテレビ　ガリレオチャンネル「光と陰のキャンバスを描く照明デザイン」　6.14 放映

■WOWOW　Sony Cosmic Base 「照明探偵団　谷中に現る」　10.17 放映

■NHK　首都圏「今日の東京」　11.2 放映　　　　　

■NHK　おはようにっぽん「土曜インタビュー」　11.7 放映

照明探偵団が登場した各種メ デ ィ ア に ついてご質問を 受ける こと がよ くあり ま す。

以下に、今年照明探偵団が登場した出版物、雑誌、テレビ、ラジオ番組をご紹介します。出版物については、

以下の他に、鹿島出版会から出版されている、SD別冊 「照明探偵団」があります。


