ンケーキレンズであるＥＦ Ｍ‑
㎜ Ｆ2 ＳＴＭ︒軽快で最短撮影
距離 ㎝ のクローズアップ撮影も
魅力な薄型レンズですね︒
最後に汎用性にすぐれた幅広い
シーンをカバーできる標準ズーム

撮影データ
絞りF5.6
シャッター速度 1 /400秒
ISO100
焦点距離55㎜
（35ミリ換算88㎜）
カメラ内画像トリミング加工

EF-M18-55㎜
F3.5-5.6 IS STM
（広角）

製品写真／油科康司
（WPP）

ヤノンがいよいよミラーレ

Ｓの立場が辛かった︒
たとえば長嶋

だねデジ一眼レフＥＯＳシリーズ
が高性能すぎて︑ミラーレスＥＯ

感じでありました︒Ｍ2だって悪
いカメラじゃなかったんです︑た

意欲作でありましたが︑続くＭ2
へ世間の風は冷たかった⁝⁝的な

ズ︒そう︑Ｍといえばキヤノンの

ス一眼へ乗り出してきたと︑
世間が期待したＥＯＳ Ｍシリー

キ

撮影に集中するのに強い
味方の電子ビューファイ
ンダーEVF‑DC1。
236万
画素の高精細なファイン
ダーで視野率約100%。
約90度のチルトが可能。

キヤノン

EOS M3 18‐55㎜＋
EVFキット

ガイドナンバー約 5（ISO100）
、
約18
ミリ
（35ミリ換算29㎜）
の画角をカバ
ーするE‑TTLⅡ自動調光の内蔵ス
トロボを新たに搭載。
スナップなどの
撮影にも良し、
暗く陰った被写体を
浮き立たせるために発光しても良し。
ストロボを備えているのと無いので
はやはり撮影の自由度が違います。

一茂だってそんなに悪い選手じゃ
なかったのに常にパパと比べられ
ては気の毒でした︒若い芽は摘んで
はダメ︑伸ばすようにしないとね︒
今回のＥＯＳ Ｍ3では初代よ
り約2年半の歳月を経て︑一眼レ
フＥＯＳの8000ＤやＫｉｓｓ
Ｘ8ｉと共通のモジュールを搭載
し︑このクラスとしては圧倒的な
スペックを手に入れました︒この
新たなＭ3を以てミラーレス一眼
のトドメとしたいキヤノンの猛り
具合はいかほどなのか︑皆様とご一
緒に見てゆこうではありませんか︒
今回のフルモデルチェンジでは
新センサーで約1800万画素か
ら約2420万画素へ大画素化に
成功し︑さらに画像処理エンジンも
進化してこのあたりは同時発表の
ＥＯＳ 8000Ｄ＆Ｋｉｓｓ Ｘ8
ｉとほぼ同じと見ていいでしょう︒
ミラーとファインダーをシェイプし
た一眼レフ画質なのでありますね︒
で︑画像エンジンを一新し︑画
素も大幅にアップ︑さらにＡＦ方
式が進化し測距点も 箇所増えて
点ＡＦに強化されたりといいこ
と尽くしのＭ3なのでありますが︑
なかでも個人的にやっぱ必要だよ
なと思ったのが﹁内蔵ストロボ﹂
︒
ＭとＭ2では非搭載だったストロ
18

写真と文

織本知之

Ｆ Ｄ‑Ｃ1も用意されました︒視野
率約100％︑236万画素の高
精細なファインダーは決して光学
ファインダーに見劣りせず︑約 度
可動するファインダー部分はロー
アングルでの構図の決定に非常に
役立つオプションであります︒
この
電子ファインダーを同梱した
﹁ＥＶ
Ｆキット﹂が2万5000台限定
発売中︵キットは4種類︶
︒実質ＥＶ
Ｆがたった3000円で付いてくる
勘定ゆえ︑善男善女よさあ急げ！

ができます︒その際︑小型軽量の
ボディに大口径のＥＦレンズを装
着するのに強度的な心配もありま
しょうが︑ＥＯＳ Ｍ3はフレーム
をマグネシウム合金とした堅牢強
固な構造でありますゆえ︑大型重
量級のＦＥレンズを装着しても安
心して撮影を楽しむことができる
のであります︒
また︑ミラーレス一眼に多い︑背
面の液晶モニターを見ながらの撮
影がどうも落ち着かないという従
来からのカメラファンの皆様にむ
けて︑電子ビューファインダーＥＶ

49

冬のスタッドレスタイヤから夏のノー
マルタイヤに履き替えた途端︑
足元の
軽やかさと春の気持ち良い追い風に︑
つい愛車のアクセルを踏み気味に︒
結
果︑
ラジエターが 万㎞の過走行に耐
えられずあえなく⁝⁝︒
とんだ春の嵐
がフトコロに吹きやがりました︒

90

描写力は？

EF-M18-55㎜ F3.5-5.6
IS STM

同じ標準ズームで撮影した写真でもワイド
側とテレ側では、
まったく違う表情を見せ
てオモシロいのだ。
レンズのパースを効か
せたアクティブな描写が得意なワイド側
にくらべ、
望遠側は標準的な絞りF値と相
成り、
遠くまで続くなだらかなフォーカ
スで描写力を活かしたほうがいい。
本来
の望遠レンズとは異なり、
遠くの被写体
にそれほど肉薄できる焦点距離は備えて
いないが、
大画素2420万画素を頼りにじ
ゃんじゃん撮影してもらいたい。
ちょっ
と小さいかなと思って倍にトリミングし
てもまだ1200万画素もあるのだから。

一眼レフの
EOS 8000
DやKissX
8iと同じイ
メージセン
サー、
処理エンジンを持つ大画素のEOS M3は細部ま
でシャープに結像しており、
拡大しても鳶の嘴
（くちば
し）
のカタチがシルエットでよくわかるのです。
精度の
高いオートフォーカスも描写性能に貢献してます。

上に約180度、下に約45
度のアングル可動する
3.0型約104万ドットのチ
ルト液晶を搭載。
設定や
ピントを直感的に操作で
きるタッチパネルを採用。
高画素化したボディにも耐えうるシャープ
な描写能力を備えた標準ズームレンズが
EF‑M18‑55㎜ F3.5‑5.6 IS STM。
非球
面レンズと強力な手ブレ補正機能で扱い
やすく、さまざまなシーンをこの 1 本で
撮影することが可能。35ミリ判換算で
28.8ミリから88ミリをカバーするズーム 撮影データ
としてはそれほどコンパクトではないが、絞りF18
無理に小型化せず、
安心感のある描写能 シャッター速度 1 /125秒
力が使いやすい。
写真は多彩なクリエイ ISO100
（35ミリ換算28.8㎜）
ティブフィルターからジオラマ風をセレ 焦点距離18㎜
（+ 2 補正）
クトして、
ピント位置調整、
フォーカス部 内蔵ストロボ使用
クリエイティブフィルター
「ジオラマ風」
使用
分の幅はLを採用し立体感を強調。

拡張時にはISO
25600まで増感可能
なM3は高感度域の撮影
も大の得意なのである。
写真は暗めのラーメン店内に
てISO3200。
激辛の具材の禍々しさまでよく表現して
いる。
ちなみに、
いい齢になったらあんまり辛いのはや
めたほうが翌日は吉。

カメラをホールドしやす
くするボディジャケット
EH27‑CJとEOS M 3 用
の斜めがけも可能なネッ
クストラップEM‑E 2 。

EF-M18-55㎜
F3.5-5.6 IS STM
（望遠）

有効画素数：約2420万画素
背面モニター：3.0型タッチパネル上下可動式
撮影可能枚数：約250枚
撮影感度：100〜12800

操作性は？

る
す
を
戀
に
眞

ボでありましたが改めて搭載され
たことにより︑ちょっとした暗が
りや逆光で陰になっている被写体
をおこしたいときなど︑ストロボ
はやっぱあると便利だよなと思っ
た次第︒
そのかわり︑ほんのわずかにボ
ディが重く大きくなりました︒軽
快だったＭ2に比べてホールド感
は上がったもののボデイ質量約3
19ｇ と約 ｇ アップ︑サイズも
幅で6㎜︑高さで2・8㎜︑厚さ
で ・8㎜アップになりましたが︑
上180度︑下に約 度可動のチ
ルト液晶モニター︑
カメラ上部に3
ダイヤル︑背面ダイヤルと直感的
に操作を可能にしたダイヤル配列
とこのサイズアップは必要であっ
たのだと使えばわかる扱いやすさ︒
さあ︑それでは実写してみよう
ではありませんか！ 現在のとこ
ろＥＯＳ Ｍ3に装着できる専用
レンズＥＦ Ｍシリーズは超広角
‑
レンズのＥＦ Ｍ
‑
‑㎜ Ｆ4 ‑
5・6 ＩＳ ＳＴＭ︑望遠ズームの
ＥＦ Ｍ
2‑00㎜ Ｆ4・5 ‑
‑
6・3 ＩＳ ＳＴＭは ミリ換算
約320㎜の望遠撮影が可能にな
ったレンズ︒そして単焦点薄型パ

22

35

レンズであるＥＦ Ｍ‑ 18‑55
㎜ Ｆ
3・5 5‑・6 ＩＳ ＳＴＭ︒この
4本が現在Ｍシリーズ専用マウン
トとなっておりますが︑マウント

28

11

アダプターＥＦ Ｅ‑ＯＳ Ｍを使用
すれば膨大なＥＦレンズを装着し
て多彩な表現力を手に入れること

22

55
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涙の最終回を迎えた『デジカメ☆ナウ』からひと月。
「明日からどんなデジカメを選べばいいのだ！」
「ナウロスでなう……」等の声に応えて新連載開始でございます。以後、改めましておみしりおきを！
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高感度は？

