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価格23万5440円
シャッター速度 1/5800秒
（プリ連写・電子シャッター使用）
絞り F4
撮影感度 ISO12800
フィルムシミュレーション Velvia
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わたしの中で長らくの謎であった、
花畑で見かける空飛ぶエビフライ状の
イキモノ。
ホバリング状態から飛翔の瞬間はX‑T3の超高感度ISO12800、
高速電子シャッター、
チャンスの瞬間を逃さないプリ連写、
そしてシャー
プかつ素早いAF駆動のXF50‑140㎜ F2.8の組み合わせで謎が解けまし
た！ コレ、
エビフライではなくホウジャクっつう虫でした。
国内最速の
飛翔速度だそうです、
ありがとうX‑T3＆XF50‑140㎜ F2.8。

キ

レ

ン

ア

イ

いこの間までは、第一線で働くカメラといえばな
え？ ミラーレスです
か……せいぜい良いとこサブ機もしくはお気楽お出か
け用ポジションでしょ……なんつう風潮でございました。
が、ここ最近のミラーレスカメラの台頭感ときたら。
めきめきと実力をつけたミラーレスと一眼レフとが
実力拮抗、いやいや構造的に機能面でミラーレスが一
歩リードなんつう場面も散見できます。
と、いうのも先日、何台かのカメラのオートフォー
カスのテスト比較取材を行いましたところ、ミラーレ
ス勢はフォーカスポイントが画面内に広く配置され構
図の自由度が高いのに比べ、一眼レフモデルではファ
インダー中央部分に寄せて配置されたフォーカスポイ
ントが構図を決定する際にずいぶんと狭く感じました。
今まではこの制限されたこのフォーカス範囲で上手に
やりくりしていたのですが、今回紹介するX‑T3のよう
に画面ほぼ100%全域で像面位相差AFによりフォーカ
スが素早く合焦するとなるともう昔のAFエリア枠に
は戻れなくなります。一度頂点を経験したセレブが凋
落してもなかなか生活レベルを下げられないのに似て
います。ま、長ネギの根っこのトコは水につけておけ
ばまた生えてくるから捨てちゃだめだ……なんてやっ
てる俺はそもそもダメですが。
さて、2014年にX‑T1が発売されると同時にそのカメ
ラらしいクラシックなスタイルから多くのファンに愛
され、いよいよ三代目X‑T3になったワケですが、パッ
と見ると大きな違いは感じないもののダイヤルのサイ
ズや位置が微妙に調整され、より使いやすいようにレ
イアウトされているのに気が付きます。たとえばボデ
ィ左肩のISOダイヤルなどあたくしこれ以上使いやす
いカメラは存じ上げません。同じように右肩のシャッ
ターダイヤルと露出補正ダイヤルもこの世で一番直感
的に操作できるレイアウトではないかと思うのであり
ます。ま、
多機能なデジタルカメラでは「ISO感度」
「シ
ャッター速度」
「露出補正」以外にも多くの設定や好み
の味付けといえるパラメータの操作がありますゆえ、
この 3 つだけの操作性だけでカメラのオペレーション
を語ってはイケナイと思うのですが、時にその仕草と

XF200㎜F2 R LM OIS WR
は開放F値2.0の
「XFレンズ」
この
初の大口径望遠レンズ。
圧倒的な解像力とボケ味はす
べての撮影において実力を発
揮。
もう一本のズームレンズ
XF50‑140㎜ F2.8は防塵・防
滴・耐低温設計とXFレンズ史
上最高峰の手ブレ補正技術な
どを駆使するネイチャーフォ
トの強い味方。

富士フイルム X-T3

香りといたずらっぽい瞳だけで恋に落ちてあとはナニも見
えなくなるのもまた人生。
この直感操作でX‑T3と恋に落ちたアナタはさらに優れ
たその魅力を目にするワケですが、まずは先代T2の約 3 倍
と言われるAF処理速度と、Xシリーズ第 4 世代目の
「X‑Trans CMOS 4 」により2610万画素の裏面照射型イメ
ージセンサーは解像度の向上に成功、同時にISO拡張時の
ISO80からISO51200の幅広い撮影感度域を手に入れまし
た。これはとりあえず撮れますの数字ではなく、どの感度
でもシャープで実用的な画質なのがX‑T3の素晴らしい点
なのであります。そしてスポーツなどの動体にも追従する
EVFは先代機236万ドットから369万ドットにアップし、フ
ルフレームでは約20コマ/秒、画像サイズ約16.6MPの1.25
倍クロップ撮影の場合では約30コマ/秒のブラックアウト
フリー連写が可能になりました。これは動体撮影では非常
に有利となり、実際の撮影時には想像以上に快適なファイン
ダービューとなります。ほかにも「ACROS」やモノクロ撮
影時には温黒調、冷黒調のトーンの調整がプラスマイナス 9
段階の調整ができたり、フィルムシミュレーション では富士
フイルムらしいコクのある色調がさらに豊かな色の厚みを感
じさせるチューニングが施されていたりいたします。
このようにスチール撮影に最適化されたように思える
X‑T3ですが、動画方面も手を抜いてはおりませんぞ。滑ら
かな4K動画は4K60Pの10bit。プロの映像製作の場面でも活
躍できます。
それではより高速化された連写性能とAF機能を合わせ
もつX‑T3の魅力を存分に味わっていただくのに今回紹介
いたしますのが大口径ド級望遠レンズXF200㎜ F2 R LM
OIS WRと大口径軽快F2.8 ズームXF50‑140㎜ F2.8 R LM
OIS WRの 2 本。XF 200㎜ F2は1.4倍のテレコンバーター
を同梱し、単体では換算305㎜ F2.8の望遠レンズとして、テ
レコンバーター使用時には427㎜ F4の超望遠レンズとして
最高峰の画質を味わうことができます。また、
XF 50‑140㎜
は換算76㎜から213㎜ F2.8の大口径ながら軽快な望遠ズー
ムとして扱え、 5 段手ブレ補正の威力と合わせて幅広いモ
チーフを捉えるレンズです。
それではタフネスなオールラウンダーX‑T3で新たな境
地へ、いざ。

第

四十
夜

織本知之

な

X シリーズ、第４世代突入！

このレンズ、
どハマり必至。

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR

ン

電子寫 眞機戀愛
つんといっても一眼レフ！

シャッター速度 1/1300秒
絞り F2
撮影感度 ISO160
フィルムシミュレーション PRO Neg.Std
（ポートレート向けモード）

シ

写真と文

デ

ん

モチーフを背景から浮き上がらせ、
より立体
的に描写するというモデル撮りは神様が人類
に
「サンニッパ
（300㎜ F2.8）
」
をもたらせた
ことにより始まった手法ですが、
一度味わう
とクセになりますこのテクニック。
このたび
フジフイルムよりもたらされた200㎜は開放
F2、
そしてとろけるような背景のボケ味でモ
デルの魅力をより浮き上がらせてくれること
でしょう。
ま、
ウチの子が一番カワイイのです
が。
あと、
1.4倍の1.4X TC F2 WRを同梱し
ておりますので、
より望遠域が必要なスポー
ツ撮影にもぜひどうぞ！

最近ウエストバッグが気になって
ます︒
いえ︑
正確にはソレを愛用する
ヒトビトといえばよいのでしょうか︒
フードコートの冷水機で続けざまに
3杯飲んでる紳士のピンとした背筋︑
腰痛なんか怖くねえという体勢で写
真を撮るベテランカメラマン︑
腰も
伸ばさず仙台から東京までハンドル
を握った某編集氏︒
共通していたの
が⁝⁝そう︑
ウエストバッグ︒
ぼくも
腰にこれを巻けばきっと⁝⁝︒

価格90万5580円

富士フイルム
X-T3

色ノリしっとり、シロ
クロはっきり。日本
の色は富士フイルム。
フィルムシミュレーションモードは全16モード、
それぞれかつてのフイルムからスタンダードは
PROVIA、ビビッドならVelvia。ほかにも
ASTIA、クラシッククローム、
PRO Neg.Hi、
PRO Neg.Stdなど独自のチューニングが施
されたカラーモードが並ぶ。
またモノクロも
調整幅が± 9 段階と大きく広がりました。

有効画素数 約2610万画素
X‑Trans CMOS 4 センサー
画像処理エンジンX‑Processor 4 搭載
最速30コマ／秒高速連写
フィルムシミュレーションモード搭載
ISO160〜12800
（標準）
ボディ幅約132.5㎜×高さ約92.8㎜×奥行約58.8㎜
本体質量489グラム
ボディ価格オープン
（実勢20万円前後）
富士フイルム ファインピックス サポートセンター
☎050‑3786‑1060

ここにホレたよX-T３
トップ部のダイヤルレイアウトは撮影者に安
心感を与えてくれる黄金比。
左側の感度ダイヤ
ルはISO感度表示に徹底しているのでひと目
で現在の感度が解り、
一瞬で設定したい感度に
切り替えることができる。
また露出補正ダイヤ
ルもしかり。
撮影中に 2 大調整したい設定が一
瞬で済ませられるこの素晴らしい景色。
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