43

絞り開放から絞り込んでの描写まで全域で素晴らしい解
像感を得ることができるLEICA DG SUMMILUX 12
㎜ F1.4。
ピントからアウトフォーカスまでのなだらかな
ボケのグラデーションを楽しむのも良し、
絞り込んでカ
ッチリとしたシャープネスを楽しむのも良し
の素晴らしい広角単焦点。
防塵防滴構造と
金属外装がやる気も引き出します。

胸騒ぎとか︑
予感めいたモノとか感
じたことはありませんか？
﹁やべ︑
そろそろパソ⁝⁝﹂
というアレの通
りに給湯からはじまりＰＣ︑
カメラ︑
エンジン等々と続いてカードの明
細を見たくない梅雨まっただなか︒
どっと支払い︑
どっとはらい︒

む
かしむかし︑まだ ミリの写
真フィルムをひとびとが使
用していたころ︒一瞬のチャンス
を写し止めるのは職業カメラマン
の技のひとつでありました︒
例えば野球のボールがバッター
の一振りでカキーンと打ち返され
るインパクトの瞬間︑サッカーで
はゴール間際のせめぎ合いの中で
見せるシュートした瞬間の表情︑
自衛隊総合火力演習で轟音と共に
出現する戦車砲の巨大な発砲炎
⁝⁝どれも素人さんには敷居が高
く撮影は困難を極めると思われて
おりました︒写真家サイドも﹁そ
うそう︑狙ってもなかなか撮れな
いよね︒そういうときはプロに頼
もうね﹂と考えていたのでありま
す︒それだけではなく︑
﹁まあ素人
さんには無理だからね﹂とタカを
くくっていたのでもあります︒
歳月は流れ︑テクノロジーは進
化し︑ルミックスはその技術に磨
きをかけてきました︒そして今日
では上記の決定的瞬間︑今ではぜ
んぶこのＧＸ7ＭａｒｋⅡでもれ
なく撮れます︒
しかもその瞬間に少しイトマい
ただけましたらピントのほうも全
部合わせて面倒みますよというの
です︒ええ︑そうです画面全部の
ピント合わせるという⁝⁝いった
いなんということをしてくれたの
でしょう︒われわれ職業写真家と
してはこのＧＸ7ＭａｒｋⅡの脅
威を見逃すわけにはいかんのです︒
人々がこのＧＸ7ＭａｒｋⅡの性
能に気が付く前に水際で押しとど
めておかねば︑おマンマの食い上
げです︒よって今回は本格的に辛
口でまいります︒さあ覚悟しろよ
ＧＸ7ＭａｒｋⅡ︒
まずはサイズあたりからネガテ
ィブに悪意をもって検証してみま
しょう︒約122ミリ×約 ・6
70

秒 コマ︑そして押す前1秒 コマ
の画像を捉えています︒
押す前です
よ︑
押忍︒きたる決定的瞬間の予感
がしたら︑シャッターを押してスタ
ンバイ︑事象が起きてからのレリー
ズでナイスショットゲット︒ぐう︒
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そのうえこの4Ｋ連写を応用し︑
撮影後に合焦面を選択できる﹁フ
ォーカスセレクト﹂機能も装備と
まったく不足がみあたりませぬ︒
こ
のカンペキとも言えるボディには
カンペキなレンズを合わせてやり
たいものであります︒
キットレンズ
のＬＥＩＣＡ ＤＧ ＳＵＭＭＩ
ＬＵＸ ㎜ Ｆ1・7もいいモノ
ですが︑ぜひ新しいＬＥＩＣＡ Ｄ
Ｇ ＳＵＭＭＩＬＵＸ ㎜ Ｆ1・4
もお忘れなく︒広角 ㎜換算で開
放Ｆ値が1・4というボケの美し
い優れた交換レンズで︑節度ある
感触の絞りリングと頑丈な金属外
装︑防塵防滴仕様の高性能交換レ
ンズです︒表現力にこだわる方こ
そぜひこのレンズ！
もうひとつ望遠ファンにお届け
したい名レンズがＬＥＩＣＡ ＤＧ
ＶＡＲＩＯ Ｅ
‑ ＬＭＡＲ100 ‑
400㎜ Ｆ4 6‑・3︒
全長約172㎜︑質量約985
ｇ で換算200ミリから800ミ
リの超望遠ズームです︒ボディと
レンズ側両方の手ブレ補正と連動
し︑強力な手ブレ制御が超望遠手
持ち撮影を可能にし︑絞り開放か
ら解像感のある良質な画像はさす
がＬＥＩＣＡレンズ︒
紳士のみなさん︑
この夏のボーナ
スの使い道︑決まりましたね
15
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4K連写ならではの
決定的瞬間を貴兄にも！

!?

単焦点ライカレンズキットでボディとセットされている小型軽量のレ
ンズだが、
キットレンズと侮ってはなるまじの素晴らしいキレ味。
そも
そも換算30ミリでF値1.7という通好みのLEICAレンズなのである。7
群 9 枚のマルチコーティングされた上質なレンズは約115ｇとコンパ
クトに凝縮され、
常時装着していてもまったく重さを感じさせない。

絞り●Ｆ 5
シャッター速度●1/1000秒
撮影モード●プログラムオート
（− 2 ）
クリエイティブコントロール・ハイダイナミック
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価格オープン
（12‑32㎜標準ズームレンズキット）
実勢10万6000円前後、
15㎜単焦点ライカDGレンズキット
実勢13万6000円前後
パナソニック
0120‑878‑365 lumix.jp
絞り●Ｆ5.5
シャッター速度●1/1000秒
撮影モード●プログラム
（−0.7補正）
フォーカスセレクト使用

価格7万5600円

このレンズ、2 月のＣＰ＋(日本最大の映像用品展示会)ではじめて展示され
たのですが、
プレスタイムが終わったと同時に寄せたファンの数。
いやじつ
にスゴイ人気でした。
それほど期待されていたレンズということであります
が、
実際に使用してみるとキレ、
画質、
フォーカス速度すべてにおいて高いレ
ベルの完成度。
これは実にいいもんです。

フォーカス・車

価格24万8400円

LEICA DG SUMMILUX
15㎜ F1.7
LEICA DG VARIO-ELMAR100-400㎜ F4-6.3

「チラ
たらファインダーの中で
チラチラチラ」
とAFポイントが
画面を走査する間に撮り終えま
す。
で、
あとでピント選べる恐ろ
しい機能です。
絞り●F16
シャッター速度●1/160秒
撮影モード●絞り優先オート
（−0.7）
ISO200

冗談みたいですが、
この両極
端のフォーカスが合焦してい
る写真がすぐに撮れます。
確
かに写真のように1/500秒と
感
かでは切り取れませんが、
覚としてはシャッターを押し

LEICA DG SUMMILUX
12㎜ F1.4 価格19万4400円

シャッターチャンス最強カメラ到来。とうとうここまで進化しましたルミックス、GX7MarkⅡ。
16

ミリ︑厚さ約 ・9ミリのボディサ
イズにバッテリーを含んだ質量約
426ｇ はカメラとしては軽くてコ
ンパクトすぎます︒致命的とさえ言
えます︒これでは低速シャッター時
の手ブレに対してまったくの無力︒
やはりカメラはごっちりとたっぷり
1㎏は欲しいですね︒それくらいの
手応えがないとしっかり構えること
も⁝⁝え？ 新開発の5軸ボディ
内補正と2軸レンズ内補正を兼ね
合わせた﹁Ｄｕａｌ Ｉ．
Ｓ．
﹂で強力
に手ブレ補正ですか⁝⁝ぎゃふん︒
しかしアレでしょ︑最新のテク
ノロジーにはニンゲン不在の冷た
くドライな仕上げの写真しか撮れ
ない温かみに欠ける現代のゆがん
だ⁝⁝え？ ローパスレスの メ
ガセンサーを新ヴィーナスエンジ
ンによる高画質化かつ︑階調豊か
で深みのある仕上がりを目指した
新モノクロモード
﹁Ｌ．モノクロー
ム﹂を新たに加え︑質感描写の追
及に余念無し︒しかも新開発シャ
ッターは従来より静音低振動で撮
り心地なお良ろし⁝⁝ぎゃふん︒
とまあ︑ことごとくぎゃふんと
言わされたのでありますが︑どう
せならさらに4Ｋ撮影機能で今度
はぐうの音もでないようにされて
みようではありませんか︒
ＧＸ7ＭａｒｋⅡの4Ｋフォ
トは秒間 コマの高速連写で決定
的瞬間をバッチリ捉える夢の機能
が︑3モードに分かれております︒
シャッターを押し続けている間4
Ｋフォトを撮り続ける﹁4Ｋ連写﹂
︑
シャッターで連写オン︑もう一度押
してオフにするまで撮り続ける﹁4
Ｋ連写︵Ｓ／Ｓ︶
﹂のふたつのモー
ドでは無制限︵カード容量やバッテ
リーの持続時間に依存︶
に連写し続
ける持久力があるそうです︒
そして
決定打となるのが﹁4Ｋプリ連写﹂
シャッターボタンを押したあと1
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ルミックス
GX7MarkⅡ
ほかのカメラの追随を許さないパナソニックの4Kフォト技術。
こんどは露
出差のあるシーンを4Kフォトで捉えることによりカメラ内で比較明合成い
わゆるコンポジット撮影が簡単にできます。
使いたい写真を4Kファイルか
ら選ぶ方法とシーンの始まりから終わりまで合成する二通りが選べます。

フォーカス・手前のカメラマン

