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私のカメラ好きは父のお蔭で、小学校3年

生の時に、写真を趣味としていた父から「ス

タート35」を貰った時に始まる。その後フジ

ペット35、ニッカⅢをマイカメラとしながら、時

に応じて父のカメラを借りては使っていた。 

大学写真部の先輩のゼンザブロニカで

撮った写真プリントが、ほぼ同じシーンをニッ

カで撮った自分のプリントとはあまりに違って

いた事が中判カメラに目覚めたきっかけで、

社会人となって当時の月給の数倍もしたハッ

セルブラッド500C/Mを手に入れた。趣味の

写真は6×6cm判、日常の記録の多くはいろ

いろな機種の小型カメラで撮った。AJCCも含

めて機会ある毎に出掛けていた写真展の中

で、あるときリンホフ4×5による展示作品の全

倍プリントの精緻さに魅了された。定年退職

が近づいた頃に中古のリンホフカメラを手に

入れて4×5を使い始め、日本リンホフクラブ

に入会。このクラブ活動の中で8×10で撮っ

た作品を見る機会があって、8×10の魅力に

引き込まれて今日に至る。カメラを手にして65

年、4×5で10年、8×10では2年、これが私の

カメラ遍歴である。 

大判フィルムカメラとは使われるフィルムの

寸法がインチ表示で4×5以上を指すことが

一般的である。 

4×5のシートフィルムサイズは郵便ハガキ

にほぼ同じで、その画像面積はライカ判の約

13倍もある（写真1）。 

 

大判フィルムカメラの魅力は、第1は何と

いっても「圧倒的な描写力、画質（精細度、グ

ラデーション等々）が良い」ことである。 

第2は「交換レンズの自由度が大きい」こと

である。カメラに適合したレンズボードさえあ

れば世界中のあらゆるレンズが使えるといっ

ても過言ではないと思う。 

第3は「アオリ機能がある」ことである。アオリ

機能とは、①レンズ光軸と画面の位置関係を

調整できる、②レンズとフィルム面の平行を崩

せることで、後程詳しく説明する。第4は「被写

体に対峙する姿勢、一写入魂となる」ことだと

考える。 

デジカメでは多くの場合、一つの情景に対

して気軽に何枚も撮っておいて後からお気に

入りを選択するといったケースがあるようだ

が、大判ではフィルム代が高いこともあってそ

うはいかず、おのずと慎重になる、この姿勢

が尊いと思う。 

4×5カメラを愛用した代表的な写真家3名

とそのカメラを紹介する。 

先ずは土門拳（写真2）、平等院鳳凰堂の

屋根の上で構えているカメラはSINAR-Sであ

る。ついで入江泰吉(写真3)、カメラはリンホフ

テヒニカを駆使して数々の名作を残した。最

後は前田真三、カメラはリンホフスーパーテヒ

ニカⅣ、「それまでの月給の10倍もするカメラ

を購入した事が私の後半人生を決めた」と本

人が自筆で記している（写真4）。 

 

以前、「4×5のフィルムってまだあるの？」

と聞かれた事があって、その答は「イエス」。 

ヨドバシカメラやビックカメラの通販サイトを

検索すれば、フジ、コダック、イルフォードな

どの商品が出て来る。参考までに価格情報

の一例を挙げると、富士フイルム、プロビアの

4×5の20枚入り一箱は16，680円で1枚当たり
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の単価は約840円、8×10では64，020円で単

価は約3，200円、8×10の一箱は中古レンズ

やカメラに匹敵する価格となっている。未露

光フィルムは暗室又はダークバックで取り扱う

必要がある。この時フィルム面の裏と表（感光

面）の判別が必要で、シートフィルムの一辺

には、フィルムの種類ごとに固有の“切欠き”

があるので、これが右下になるとき乳剤塗布

面は表側となる（写真5）。 

大判フィルムで撮影した後は現像所に依

頼するのが一般的、依頼先の一例としては、

富士フイルム系列の会社で東京銀座1丁目

にある「クリエイト」、ここは隣に富士フォトギャ

ラリー銀座が併設されている。 

令和4年9月時点におけるシートフィルムの

通常の現像料金は4×5カラーポジで627円、

8×10では1，936円である。増減感が必要な

場合は＋αとなる。店頭まで出向けない人

や、地方在住のユーザーに対して宅配便を

利用した「メールオーダー」サービスを提供し

ている。 

さきに、大判カメラの魅力の一つとして「交

換レンズの自由度が大きい」と述べたが、日

本製のレンズではニッコール、フジノン、コム

ラ―、山崎光学、海外勢ではコダック、ツァイ

ス、シュナイダー、ローデンシュトックなどがあ

る。2004年のニッコールレンズカタログにある

レンズ群の数は26本、これらの焦点距離は

65mmから1200mmをカバーしており、35mmカ

メラに換算すると約3分の1なので、21mmから

400mmに相当する。この中でイメージサーク

ルが最大のレンズは494mm、フィルムサイズ

では8×10を超えて11×14インチをカバーす

るとある。イメージサークルとはフィルム面に

円形の良画像を形成できる、画像直径寸法

を指す。ライカ判35mmカメラでは50mmレンズ

が標準とされていてその画角は47度である。

4×5では縦・横の比率はやや異なるものの同

等の画角となる焦点距離は180mm、8×10な

らば360mmである。レンズを選定するには焦

点距離の他に、イメージサークルが重要であ

る。フィルムの対角線寸法は4×5で153mm、

8×10ならば312mmあるので、これらを上回る

イメージサークルが必須条件であり、撮影目

的に合わせてイメージサークルを選ぶことに

なる。1999年のフジノンレンズカタログに焦点

距離では65mmからまで600mmまで26本が掲

載されていて、このなかでイメージサークルが

最大のレンズは620mm、フィルムサイズでは

10×12インチを十分カバーするとある。 

次にアオリの説明に移る。繰り返しとなるが

アオリ機能には2つあって、一つ目はレンズ光

軸とフィルム面の位置関係を調整できること

である。一般的な35mmカメラではレンズとフィ

ルム面は互いに平行で、レンズ光軸はフィル

ム面の中央に位置するように設計され、且つ

この状態で固定される。モノレール型の4×5

カメラを例にとると、レンズ側とフィルム側のそ

れぞれの面で、上下左右に相対的に平行移

動させることが出来る。2面×4通りで合計8通

りのパターンが構成できる（図 1）。移動状態

の名称は左右方向を「シフト」、上方向を「ライ

ズ」、下方向を「フォール」と称する事が一般

的である。アオリ機能の二つ目は、レンズ面と

フィルム面の平行を崩せる事である。前述同

様にレンズ側とフィルム側のそれぞれの面

で、垂直軸上で左右方向に、水平軸上で上

下方向に回転(角度変更)させれば8通りのパ

ターンが構成できる（図 2）。この時の名称は

垂 直 軸 回 転 を「ス イ ン グ」、水 平 軸 回 転 を

「ティルト」と称する事が一般的である。それで

は、レンズ面とフィルム面の平行が崩れるとど

うなるの？だが、その答は「焦点平面が変化

する」である。一般的なカメラでは図3の(a)に

示すように、レンズ面と破線で表すフィルムの

焦点面が平行であるから灰色実線で表す被

写体平面もそれらに平行な平面となる。アオ

リ機構があるカメラでレンズ面を通常状態から

少し傾けると、この場合の被写体平面はその

傾きに応じて傾いた平面図3の（b）となる。こ

こで仮にレンズ面とフィルム面が45度となるよ

うにしたならば、この時の焦点平面はフィルム

面に対して90度、フィルム面が垂直であれ

ば、焦点面は水平（図3のc）となる。この現象

はオーストリア人の発見者の名前を取って、

「シャインプルーフ（Scheimpflug)の原理」とし

て知られている。WEBのウイキペデイアから

引用した図4で説明すると、Image Plane(フィ

ルム焦点面）とLens Plane（レンズ面）を延長

した先にはこれらが交わる交点が存在する。

この時Subject Plane（被写体が焦点を結ぶ平

面-被写体平面）を延長した所は前述の交点

に一致するというものである。それでどうなる

の？という問い対する答えは「近距離にある

被写体と遠距離にある被写体に対して同時

にピントを合わせることが出来る、いわゆるパ

ンフオーカスが実現する」である。アオリで出

来ることは二つあって、その一つは被写体の

形を整える事、言い換えれば画像の歪を修

正する事、もう一つは被写界深度をコントロー

ルする事である。これらふたつの機能は、デ

ジカメやスマホカメラが全盛となった今日で

は、カメラに内蔵された機能や画像編集ソフ

トウエアで実現できる時代になっている。 

 

次にアオリの効果の実例をいくつか紹介す

る。写真6はライズで形を整えて、建物は垂直

であるべしとした画像である。写真6の下の図

(a)の灰色破線はレンズ面①を、黒色破線は

フィルム面②を表していて通常のカメラではこ

れらが平行であるから、地上付近から高層建

築物を撮影する場合、広角レンズを用いて仰

写真 5 

シートフィルムの

表裏、右下に切

欠きがあれば表

が乳剤塗布面 

切欠き 

図 1 アオリ－平行移動 図 2 アオリ－角度変更(回転） 

図 3  焦点平面の変化 
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ぎ見る角度にカメラを向けると上端がすぼ

まった画像となる。被写体に対して垂直を確

保するためには同図（ｂ）の如くレンズ面とフィ

ルム面は被写体と平行にする必要があり、こ

うすると高層建築物の上層部は写すことが出

来ない。レンズ面とフィルム面、そして被写体

の平行を保ったまま、十分大きなイメージ

サークルを持った広角レンズを用いてライズ

すれば同図（c）、建物が垂直となる画像が得

られる。 

写真7は模型の自動車を被写体として形を

スマートに仕上げた例である。スイングやティ

ルト(角度変更）にはレンズ側とフィルム側の

どちらとするか？の選択肢があって、フィルム

側では画像の変形量が大きくなる。この例で

はフィルム側をメインにスイングしたことで、車

体が横に伸びてアオリがない場合、写真7の

(ａ)に比べてよりスポーティに見えるようにした

ものである。やりすぎるとタイヤが長円形と

なってしまうので注意が必要である(同(c)）。

写真7（b）はシャインプルーフの原理に則って

いる。被写体が女性モデルならば、立像で八

頭身とする修正は容易である。 

写真8は鏡を撮影する場合にカメラが写りこ

まないようにする方法の一例である。普通に

撮影すれば、写真8の（ａ）のようにカメラは中

央に映り込む。写り込まないようにするために

はカメラを鏡の斜め横位置に据える必要があ

り、その結果は（b）のように変形した画像とな

る。カメラは鏡の外側に据えて、レンズ面と

フィルム面と鏡面がお互いに平行になるよう

に保ちつつシフトすれば（c）となる。 

写真9は風景撮影で近距離にある被写体

から遠景までを合焦状態にする方法の一例

である。写真9(a)の下の図（a）の黒色で太い

部分③は奥行きのある被写体、灰色の破線

④は焦点面、薄灰色の幅⑤は被写界深度を

それぞれ表す。遠近の差異が大きい鉄道線

路をアオリなしで、且つ絞り込まずにF=8で撮

影すると写真9(a)のように前後のボケが極め

て大きい画像となる。絞りをF=32まで絞り込ん

で被写界深度を稼いでも写真9（ｂ）画像で示

されるように限界がある。ここでティルトをかけ

ると絞り込まなくても写真9(c)の画像の如くピ

ントを合わせることが出来る。この時ピントが

合う面は平面なので、合焦させた平面から外

れた部分はピンボケになるので注意が必要

である。 

風景写真で合焦平面から外れた凹凸部分

がピンボケとなる事を中ボケと云うが、これを

防ぐには合焦させる平面の位置の選択に加

えて絞りを絞り込む事でカバーする。 

写真10は前述と逆のアオリをかけることに

よって、意識的に被写界深度を浅くしてボケ

を強調する一例である。 

本庄直樹さんはこの手法で実際の被写体

をあたかもミニチュア・ジオラマのように見せる

写真を発表して木村伊兵衛賞を受賞した写

真家として知られている。 

写真 6 平行移動アオリの例（建物の垂直描写、下図はカメラ横から見た図） 

(a) (b) 
① 

② 
(c) 写真 7角度変更のアオリの例 、（ｃ）はアオリのやり過ぎ。 

（ｂ）の被写体平面、レンズ平面、フィルム平面は一線に集まり、シャインプ

ルーフの原理に則っている.。右図はカメラの上から見た図） 

(c) 

(b) 

(a) 

(b) 

(a) 

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 

写真 7 鏡の撮影(シフトによる撮影、下の図はカメラを上から見た図）。 

正面から撮るとカメラが写る、斜めからでは鏡がゆがむ。 

写真 9 遠近の差異が大きい鉄道線路の撮影。(a)はアオリなしF8、(b)はアオリ

なしF32、（ｃ）ティルトで撮影(下図はカメラの横方向から見た図） 

⑤被写界深度 

③被写体 

④ 
⑤被写界深度 

(a) (b) (c) 

鏡 鏡 鏡 
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写真11、12は左右方向に奥行きがある被

写体に対してパンフォーカスにする方法の一

例で、スイングをかけることによって斜め並び

の被写体にピントを合わせた画像である。画

像の右端のピント状態を分かり易くするため

に、部分的な拡大画像も併せて掲げる。 

 

最後は会報143号に投稿した内容である。

クラシックカメラのフォーマットには大手札判

など、6センチ幅のブローニーフィルムではカ

バーしきれない場合があるので、4×5フィル

ムが使えればカメラ本来のフルフレームに近

い写真が撮れる。ブローニーだと1本丸ごと使

い切る必要があるが、4×5ならば1枚撮りが

被写界深度 

被写体 

 

写真 10 アオリをかけることによって、意識的に 

被写界深度を浅くしてボケを強調する例 

上図はアオリの状態図（橫から見た図） 

写真は本庄直紀 公式サイトhttp://

honjonaoki.com/よりコピーペーストした。 

  

写真 12スイングアオリを

かけることによって斜め

並びの被写体にピントを

合わせた画像 

写真11 奥行きがある

被写体に対してパン

フォーカスにする方法の

一例(アオリなし） 

写真 13  

No3 Folding Pocket Kodak 

Model B-4 
写真 14  4×5のピントフレームを付けた状態 

写真11のアオリなしの状態(カメラを上から見た図） 

写真12のアオリの状態 (カメラを上から見た図） 
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出来る。4×5のピントフレームとカメラが接続

できれば良いので、このためのアダプターを

自作する事がポイントとなる。写真13はNo3 

Folding Pocket Kodak Model B-4の例であ

る。写真14はその裏側、写真15は4×5のピン

トフレームを取り外してカメラとアダプターが

一体になっている状態、写真16はアダプター

である。このアダプターは厚みが約38mmある

ので、カメラレンズのピント位置は本来の位置

より38mm内側に奥まった位置となる。 

引用文献にある木戸嘉一さんは本郷3丁

目でカメラショップを経営されていて、大判カ

メラの良き相談相手である。 

皆様の中でフィルム一箱には手が出せな

いけれど1、2枚なら試してみたいという方に

はホルダーに入れた形でお分けします。 

アダプター作りに挑戦したいけれどピントフ

レームまでは調達できないという方にはピント

フレームを貸し出ししますので、小生まで連

絡（メルアド：xndbw327@ybb.ne.jp）下さい。  
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写真 15  4×5のピントフレームを外した状態 

カメラとアダプタ－が一体となっている 

写真 16  アダプター 

持　参　者 カ　メ　ラ　　名 製 造 会 社 Ⅰ 国  名 発売年

Owner Camera name Manufacturer Film (Picture Size) Country Year

長谷川 和徳 リンホフ・スーパーテヒニカ Ⅳ リンホフ・プレシジョン・テクニクス シートフィルム（4×5inch） 西ドイツ 1956

Linhof Super Thchnika IV Linhof Präzisions-Systemtechnik Sheet film W. Germany

カメラショップ ジナー S ジナービューカメラ製造 シートフィルム（4×5inch） スイス 1948

Sinar S Sinar Fachkamera Bau Sheet film Switzerland

カンボ SC-I カンボ写真工業 120(6×9cm） オランダ 1958

Cambo SC-I Cambo Fotografische Industrie BV Roll film Netherlands

カンボ SC-Ⅲ カンボ写真工業 シートフィルム（8×10inch） オランダ 1958

Cambo SC-III Cambo Fotografische Industrie BV Sheet film Netherlands

カンボ SC-Ⅳ カンボ写真工業 シートフィルム（4×5inch） オランダ 1958

Cambo SC-IV Cambo Fotografische Industrie BV Sheet film Netherlands

2022年9月研究会 長谷川和徳会員発表時展示のカメラ

発表時展示大型カメラの一部 


