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すぐ使える！施設見学時の写真撮影のコツ：
カメラ機材選定から撮影方法小技まで
橋本

郷史 *

本郷仮目羅倶楽部代表，東邦大学医学メディアセンター

Ⅰ．最初に
他の機関の図書館や施設を見学する機会は突如訪れ
る。あわててカメラを持ち出して撮影してみたものの，慣

センサーサイズ：極小〜小。
2）ミラーレスデジタルカメラ（ミラーレス）
レンズ交換が可能で，内部構造にレフレックスミラー
を含まないもの。

れない撮影に気を取られて話を十分に聞くことができな

コンデジよりは若干大きくなるが，性能，汎用性の面

かったり，いざ撮って来た写真を見てみると手ブレして

で優る。重量は標準的なレンズ込みで 400 g 前後。セン

いたり…誰しも一度は経験のあることではないだろうか。

サーサイズ：小〜中。

本稿では，見学に適した撮影機材の選び方から，すぐ
に使える見学時の撮影のコツまで，知っておくと見学時
にあわてないで済む撮影に関する Tips を紹介する。
なお，本稿でカメラという場合，特に断りのない限り
デジタルカメラを指すものとする。

Ⅱ．撮影機材を選ぼう

3）一眼レフデジタルカメラ（デジイチ）
レンズ交換が可能で，内部構造にレフレックスミラー
を含むもの。光学式のファインダーを備える。
高性能で高い汎用性を持つ反面，大型で重い。標準的な
レンズ込みの重量は900 g前後。センサーサイズ：中〜大。
2 ．スペックの見方

見学にどんなカメラを持っていけばいいのだろうか？ ベ

カメラ及びレンズの性能を見る上で特に重要なのは以

ストで万能なカメラというものは無いが，端的に言えば，
「小

下の三点である。説明中難しく思える部分は未理解のま

型」
「軽量」なカメラで，
「広い範囲を写す」ことのできる「明

までもよい。その場合，推奨するスペックの基準となる

るい」レンズがついていることが望ましい。具体的に使用

値の部分のみを記憶しておいてほしい。

するカメラは撮影者のニーズに応じて選んでいただきたい。

1）カメラのセンサーサイズ

カメラ選びの参考になるように，各ジャンルのカメラ

デジタルカメラのフィルムにあたる部分がセンサーで

の概要を紹介する。また，注意すべきスペックのポイン

ある。大きければ大きいほど画質が良い，と考えてまず

トと，見学に携行する際の長所と短所を解説する。

間違いない。また，大きいセンサーほど手ブレに強く，

なお，参考例として紹介するカメラは 2012 年 10 月末
現在の現行機種である。

感度を上げても画像が荒れにくくなる。
35 mm フィルム（135 フィルム）と同サイズのセン
サーをフルサイズと呼称し，以下大きい順に「APS-C」

1 ．カメラのジャンル
近年，カメラの種類は非常に増え，一概にカメラを

「M4/3」
「1」
「1/1.7」
「1/2.3」などが代表的なセンサー
のサイズである（図 1）
。

ジャンル分けすることは難しくなっている。本稿では便
宜上，以下の 3 つに区別することとする。レンジファイ
ンダー等少数のカメラジャンルは割愛した。
1）コンパクトデジタルカメラ（コンデジ）
レンズとカメラが一体化しているもの。
小型軽量。200 g 前後。機種ごとの性能差が激しい。
*Satoshi HASHIMOTO：〒 143-8540 東京都大田区大森西 5-21-16.
hashimoto@mnc.toho-u.ac.jp
（2012 年 11 月 8 日 受理）

図 1．センサーサイズの比較
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2）レンズの焦点距離

●参考機材例●

撮影範囲が決まる値。この値が小さい（短い）ほど，

・SONY Cyber-shot RX100（28 mm/F1.8）1

広い範囲を写真に写す事ができる。実際の撮影範囲は，

・RICOH GR Digital Ⅳ（28 mm/F1.9）1/1.7

レンズの実焦点距離とセンサーサイズとの相対的な関係

・PANASONIC LUMIX LX7（24 mm/F1.4）1/1.7

によって決まる（換算焦点距離）
。大きいセンサーにな

・CANON PowerShot S110（24 mm/F2.0）1/1.7

ればなるほど同じ範囲を写すための焦点距離は大きく

・OLYMPUS STYLUS XZ-2（28 mm/F1.8）1/1.7

（長く）なる。

・NIKON COOLPIX P310（24 mm/F1.8）1/2.3

撮影範囲を比較しやすいように，換算焦点距離は35 mm

GR Digital Ⅳを除き全てズームレンズを搭載してい

フィルムカメラの撮影範囲を基準とすることが一般的で

る。開放 F 値は広角（最も広い範囲を撮影する状態）時

ある。

の値。センサーサイズでは RX100 が秀でる。レンズの

焦点距離が短いほどピントの合う範囲は広くなる。

描写力は GR Digital Ⅳ。最もコンパクトで広く写せる

広い範囲を写すには，35 mm フィルムカメラの焦点距

のは P310 だが，センサーが小さい。

離に換算した場合に 28 mm よりも短いことが望ましい。
3）レンズの開放 F 値

2）ミラーレス
コンデジに比べ，若干大きくなる。衣服のポケットに

レンズの明るさを表す値。F 値が小さいほど，瞬間あ

押し込むには少々無理があるが，鞄があれば（多少小さ

たりに取り込むことができる光の量が多くなり，暗い場

な鞄でも）無理なく入るサイズ。長時間持ち歩いてもそ

所での撮影でも，シャッタースピードが低下しにくくな

れほど疲れることは無いと思われる。性能も安定してい

る。撮影時にF値を小さく（明るく）することを「開放」
，

る。見学時の撮影という用途で考えれば，どの機種でも

大きく（暗く）することを「絞る」
，という。また，光

十分な性能を有しているため，選定も楽である。

量調整をする機構自体のことを「絞り」という。

●参考機材例●

カメラのレンズには，もっとも明るい状態で使用した
ときの F 値（開放 F 値）が書かれている。値が 1.4 倍に
なると明るさは半減する。

・SONY NEX F3＋E 16 mm F2.8＋VCL-ECU1（18 mm/
F2.8）APS-C
・PANASONIC GF5 ＋ LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.

F 値が小さい（開放・明るい）状態で撮影を行うと，

（28 mm/F2.5）M4/3

ピントの合う範囲は狭くなる。F 値が大きい（絞った・

・NIKON 1 J2＋1 NIKKOR 10 mm f/2.8（27 mm/F2.8）1

暗い）状態で撮影すると，より広い範囲にピントが合う。

全てズームのない単焦点の広角レンズ。ズームレンズは

開放 F 値は，コンデジの場合 F2，ミラーレスの場合

大きく重い。単焦点レンズは薄く軽くなり描写力でも優る。

F2.8，デジイチの場合はF4よりも小さいことが望ましい。

SONY の薄型広角レンズ（E 16 mm F2.8）は，そのま
までも換算 24 mm と撮影範囲が広いが，更に撮影範囲を
広げる純正のワイドコンバージョンレンズ（VCL-ECU1）

3 ．各ジャンルの向き不向き，長所短所
参考機材例はセンサーサイズの大きい順に並べた。換

をつけることができ，これをつけた場合，換算焦点距離

算焦点距離と開放F値を（ ）内に，センサーサイズを（ ）

は 18 mm 相当と，ずば抜けて広くなる。センサーサイズ

後に記した。

も大きく，アドバンテージは大きい。J2 はセンサーが

1）コンデジ

小さいが，ピント合わせの速度と精度で一歩抜きん出て

軽く小さいため，持ち運びが非常に楽である。機種に

いる。

よってはスーツのポケットに収納することも可能。ま

3）デジイチ

た，センサーサイズが小さいため，レンズの実焦点距離

高性能だが，見学時の写真撮影用途に限って言えば，

はとても短い。そのため，手前から奥まで広くピントが

重く，かさばり，画質面でもオーバースペック気味。男

あった写真を撮ることが可能だ。一方で，手ブレに弱

性用のビジネスバッグでも，マチが広いものでないと収

く，画質の面で劣る。

納は難しいかもしれない。他の選択肢がある場合，見学

見学時に携行するカメラとしては向いているが，廉価

のためにわざわざデジイチを使用することは推奨できな

な機種は性能が低く，撮影に必要な条件を満たせない可

い。また，ファインダーをのぞいて撮影することが基本

能性もあるので，機種の選定には注意を要する。ハイエ

となるため，ハイアングルなどの撮影がおこないにくい。

ンド機を使用するのが理想的だ。
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●参考機材例●
・PENTAX K-30＋DA15 mmF4ED AL Limited（23 mm/
F4）APS-C
デジイチの超広角装備としては最小最軽量。K-30 は
防塵防滴耐寒（− 10 ℃動作保障）でタフに使える。専
用充電池のみならず乾電池での動作にも対応し，充電切
れの際のバッテリー入手が容易。

Ⅲ．撮影編
機材の準備は整った。次は，実際の撮影の現場でどん
なことに注意すればいいのかを解説する。
写真 1．構え方

1 ．構えあれば，手ブレ無し
撮影の際に一番注意を要するのが，手ブレである。

左右の親指と人差し指の 4 本だけを使って上下から挟

手ブレは主にシャッタースピードが遅いことに起因して発
生する。撮影者のカメラの構え方とシャッターボタンの押
し方が悪いと更に手ブレはひどくなる。手ブレを防ぐには，

むようにカメラを構える人がいるが，そのような持ち方
はブレを生み出しやすい。
3）シャッターボタンは押し続ける

速いシャッタースピードを使い，カメラをしっかりと構え，

シャッターボタンを押す動作と，ボタンから指を離す動

正しくシャッターボタンを押して撮影することが重要である。

作は，カメラに大きな振動を与える。シャッターボタンに

1）速いスピードでシャッターを切るには

はあらかじめ指を添えておき，撮影の際は軽く押し込むだ

建物の中は，人間が思う以上にカメラにとっては暗い

けにする。シャッターを切った後は，撮影が完全に終了す

環境だ。日中でもシャッタースピードはかなり遅くな
る。遅くとも，15 分の 1 秒から 30 分の 1 秒程度のシャッ
タースピードがほしい。

るまで指でボタンを押し続けたままの状態を維持する。
シャッターボタンを押した後，すぐに指を離す人が多
いので要注意だ。

これより遅くなっている場合は，少しでもシャッタース
ピードを速くするために，レンズの絞りを開放（F 値を小
さく）する。そして，センサーの感度を上げる。センサー
の感度は低ければ低いほど荒れの少ないきれいな写真を

2 ．ズームを捨てよ，広く撮ろう
なるべく広い範囲が一枚の写真に写っている方が現場
の雰囲気を端的に伝えることができる。

撮ることができる。しかし，ブレてしまっては元も子もな

1）ズームしない

いので，画質を犠牲にしてでも感度を上げるとよい。

多くのカメラはズームレンズが使用可能だが，ズーム

感度が倍になるとシャッタースピードも倍になる（速
くなる）。

は使用しない。レンズは常に広角で撮影する。ズームす
べきか悩む必要は無い。広く撮っておけば，撮影後に，

コンデジであれば，感度 800 − 1600 程度を上限目安

必要に応じて部分を切り出すことができる。しかし，そ

にする。ミラーレスやデジイチの中には 51200 など，感

の逆はできない。よく撮れた広角写真はズーム写真の何

度を非常に高くすることができるものもある。機種に

倍も役に立つ。

も拠るが，ミラーレスやデジイチ使用時には，3200 −

2）被写体から距離をとる

6400 程度を感度の上限目安として考える。

被写体に近づきすぎないことも重要なポイントだ。近

2）カメラを両手でしっかりと構える。

距離になるほどカメラのピントの範囲は狭くなるので，

手ブレの主な原因は，シャッターが開いている間（撮影

近づきすぎるとピンボケする可能性が高くなる。被写体

中）にカメラが動いてしまうことだ。これを防ぐために，

にピントが合った場合でも，それ以外の背景など周辺が

たとえコンデジであっても，必ず両手でしっかりと構える。

ボケて，情報量が減ってしまう。また，特定の被写体だ

脇を締め，カメラを体に引き寄せた体勢で，右手でカ

けが写っていても，周辺の施設とのつながりが分からな

メラを包み込むように掴み，左手はカメラを下から支え
るように持つ（写真 1）。
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い写真となってしまう。
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る気持ちで撮るとよい。狭い室内を撮影する際などは，

ホールドすることで撮影ができないかを検討してみること。

中に入らず，入り口の一歩外から撮るとよい。
4 ．暗め暗めの選択

3）建物の隅が写る場合は入れる
壁や天井，床など，建物の隅が写る場合は，少しだけ

多くのカメラは，暗い場所や黒いものを写す時に，必

でもいいのでなるべく写真にいれるようにする。撮影場

要以上に多くの光を取り込もうとして，シャッタース

所が狭くて天井の低い廊下だとしても，写真の中に天井

ピードを遅くしてしまう。これが手ブレにつながる。

や壁が写っていなければ実際にどの程度の幅や高さなの

また，デジタルのセンサーは光量の過多に敏感で，明
るく写した場合は白トビによって情報が失われてしまう

かが伝わらない。
また，壁を撮ると，結果的に壁にある通路や扉が写
る。隅を入れることで，建物の構造と，他の空間へのつ

ことがある（写真 3）。
暗めに撮影することで，シャッタースピードは速くな
り手ブレを防ぐことができ，かつ，白トビによる情報の

ながりが分かりやすくなる。

損失を防ぐことができる。暗い画像は，画像ソフト等で
調整をすることで容易に情報を回復することができる

3 ．バイバイ，フラッシュ
少し暗いからと言って安易にフラッシュを焚くこと

（写真 4）
。

は，往々にしてよくない結果を招く。フラッシュはその

EV という項目をマイナスに設定することで，暗めの

場にない強い光を作り出すので，思わぬ遮蔽物によって

写真を撮ることができる。EV-1 で，カメラが適度と判

余計な強い影ができ，写るはずだったものも写らなく

断する光量の半分の明るさになり，シャッタースピード

なってしまう。

は倍の速さになる。− 1 では暗くなりすぎることが多い

また，フラッシュの光は到達距離が短いため，広い場

ので，− 0.3 から− 0.7 の間で設定をしておくとよい。

所の撮影では手前までしか光が届かず，遠くは真っ暗，
5 ．確認無用。連写有理。

という結果になる（写真 2）。
その他，現場の本来の雰囲気を崩してしまったり，資

見学中にその都度細かく撮影結果を確認すると時間を

料の劣化を招く場合も有るので，フラッシュの使用は最

ロスする。撮影結果の確認はポイント（手ブレ，明るさ）

後の手段と考えるのがよい。

を絞って極力簡潔に済ませることが望ましい。また，以下

まずは，絞りを開放し，感度を上げて，しっかりカメラを

の対策を講じることで，確認の手間を省くこともできる。
手ブレが不安に感じる場合は，カメラを連写モードに
し，最低でも 3 枚は同じ写真を撮るようにするとよい。
シャッターを押す時と離す時にカメラが揺れることは前
述した。シャッターボタンを押しっぱなしで連写するこ
とで，最初と最後の写真は指の動作によってぶれてしま
うかもしれないが，真ん中付近の写真はブレずに写る可
能性が高くなる。
被写体の明暗差が激しく，適切な明るさをカメラが判
断しにくい場面では，明るさを変えながら連写するオー
トブラケット機能を利用するとよい。前述の暗め設定と
オートブラケットを併用することで，明るさに関する失
敗をある程度防ぐことができる。

Ⅳ．その他の小技，注意点等
1 ．ハイアングル撮影
ハイアングルからの撮影は，見学地を俯瞰できるた
め，わかりやすい写真となることが多い。目線の高さの
写真だけではなく，手を高く伸ばして，なるべく高い位
置から見下ろすような写真を 1 枚は撮っておくとよい。

写真 2．フラッシュは届かない
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写真 3．明るすぎる撮影とその補正例

写真 4．暗い撮影とその補正例

2 ．撮影地の情報も撮っておく
降りた駅の看板，施設の敷地の MAP，館内の案内図，
そういったものを撮影しておくと，見学の周辺的な情報
も写真にまとめて整理することができるので，後で見学
報告を書く際などに，あれこれと資料を探さなくて済む。
3 ．鞄
撮影は両手でカメラをしっかり持って行うことが望まし
い。このため，見学に訪れる際はブリーフケースなどの，
片手をふさいでしまう手提げ鞄は避けるべきである。ショ

写真 5．止ネジ

ルダーベルトのついたビジネスバッグか，背負えるリュッ
ク状のものがよい。
4 ．止ネジ，ミニ三脚
しっかり構える為の補助器具として，止ネジ（例：エ
ツミ 止ネジ短 E-521）が有効である。カメラの三脚穴に
短いネジを差し込んでおくと，カメラを構える際の取っ
掛かりになり，ホールド性能が格段に上がる（写真 5）
。
また，小型の三脚をカメラに付けておいて，三脚をか
らだに押し当てて撮影するのも手振れを防ぐ上で有効な
手段となる（写真 6）。

写真 6．ミニ三脚
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すぐ使える！施設見学時の写真撮影のコツ：カメラ機材選定から撮影方法小技まで

影時にはなるべくゆっくりとカメラを動かすように心が

5 ．スイングパノラマ

けたい。

いわば，裏技。
SONY の NEX など，一部のカメラに搭載されている
機能。カメラを振りながら撮影することで長大なパノラ

Ⅴ．最後に

マ写真を撮ることができる。ただし，撮影には若干のコ

撮影の方法など，取り立てて目新しいことは書いてい

ツが要る。連続撮影写真の自動合成によって写真ができ

ない。ごく一般的な，撮影法の不文律を書き起こしたも

るため，振り方の速度が一定しない場合などは，実際と

のである。その分，ここに記したコツは今後時を経ても

は異なるサイズで被写体が写ることもある。わずかでも

普遍的に利用できるものであると思う。

動く被写体には使えない。

一方で，これらは，絶対に守らなければいけない，と

iPhone5などApple社のiSightカメラ搭載のモバイル端
末でもこの機能を利用できるものがある。

いう類のものではない。基本のひとつとして，気に入っ
たものを心の隅にでも留めていただき，あとはそこを基
準として，各人に合った自由なスタイルを確立していた

6 ．動画撮影

だきたい。

写真での撮影が難しいと思った場合には動画で撮影し

読者がどこかの施設を訪れた際に，本稿を読んでいた

てしまうのも一つの方法である。また，動画から静止画

ことで，少しでも気持ちに余裕を持って見学することが

を抜き出すこともできる。しかし，フルハイビジョン画

できたならば，これに勝る喜びは無い。

質でも 200 万画素しかない点には注意が必要だ。動画撮
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