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価格39万9600円
オリンパスマイクロフォーサーズレンズラインナップでは
最大望遠の35㎜判換算で600㎜相当の超望遠レンズ。
これ
まで超望遠レンジの撮影ではレンズとボディの重さから三
脚や一脚などを使用した機材の保持が必須でしたが、
こち
シャッター速度 ● 1/2500秒
らのレンズとE‑M1Xの組み合わせでは手持ち撮影が可能
絞り ● ｆ4
なほどの軽量システム。
被写体をAIが判断するインテリジ
撮影感度 ● ISO800
これま
プロキャプチャー ● H
（60コマ/秒）
使用 ェント被写体認識AFや強力な手ぶれ補正と合わせ、
での超望遠撮影方法を覆すレンズとボディのコンビです。
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電子寫 眞機戀愛
リンパスといえば2016年の暮れに発売され
たOM‑D E‑M1 Mark Ⅱが長らくフラッグ
シップの座についており、わたくしも愛用中
の名機でございます。
このカメラ、昨年のファームウェアバージョン2.0によ
りさらに機能面が増強され、プロキャプチャーモードでの
全押し前画像記録枚数を、最大35コマに大幅増加！ と
いうモデルチェンジしたようなアップグレードを果たし
たのであります。ほかにも、新アートフィルター「ブリー
チバイパス」を追加したり、
フィッシュアイ補正撮影機能
やフリッカーの影響を抑える、細やかなシャッター速度調
節「フリッカースキャン」を追加したりして「俺たちには
もうこれで充分だ」と思わせる、
軽量高性能なミラーレス
なのでありました。おそらく、きっと次の世代を担うオリ
ンパスのフラッグシップシリーズもこの路線で……と思
っていたあたくしの大間違いでありました。
今回リリースされた新型OM‑D E‑M1Xはまさかの
タテ位置グリップ一体型ボディ。このボディのスペック
や理念を理解する前に脊髄反射的に「おっきいです！」
と思ってしまったのは、ボクだけじゃなかったハズ。じ
っさい、発表会であたしのそばにいたおじさんも「デカ
イなあ……」なんてボソッて言ってましたもの、そうあ
れはたしか某カメラ雑誌の編集……いやヨソのヒトの
ことをとやかく言うのはヤメておきましょう。大きいと
いっても従来のOM‑D E‑M1 Mark Ⅱにタテ位置グリ
ップ付いて、ファインダーらへんのボリューム感がすこ
し増したり、各部の肉付きがむっちりグラマラスになっ
た、と思えばこれはこれでいいもんです。それではボデ
ィ本体のみ約849gのOM‑D E‑M1Xの優れた機能を羅
列しますと、まずは2037万画素 4/3 Live MOSセンサ
ーは、新たなコーティングを採用しダストリダクション
システムSSWFによる、
ゴミの付着率を1/10に低減。ま
た12bitロスレスRAW出力での豊かな諧調と精細な描写。
さらに 5 軸手ぶれ補正はシャッター速度にして約7.0段
もの補正効果を発揮。M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100
㎜ F4.0 IS PRO使用のレンズ・ボディ5軸シンクロ手ぶ
れ補正時には約7.5段の補正力。236万ドットの電子ファ
インダーと104万ドットのバリアングル液晶モニタ、オ
ールクロス121点 オールクロス像面位相差AFはインテ
リジェント被写体認識AFにより、画面内の被写体をAI
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M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0
IS PRO

ャ

全天候 OK！ 劣悪環境バッチコイ！

な

シャッター速度 ● 1/2000秒
絞り ● ｆ4
撮影感度 ● ISO200
ピクチャーモード ● i‑Finish

シ

オリンパス初の
タテ位置一体型
ボディのこの絶景。
この操作レイアウトにご注目。タ
テヨコいずれの持ち方でも、同様
のボタン配置でボタンごとに1つ
の機能を与えることで、直感と習
熟による素早いボタン操作が可能
なレイアウト。またスティックレ
バー状のフォーカスセレクターも
優れた操作感でした。

高耐久性能ボディ
！ オリンパス OM-D E-M1X

が特定。追尾するアルゴリズムでなんだか近未来フォーカス。
そしてそのへんにまつわる面倒で複雑な演算は、ダブル
TruePic ⅤⅢを搭載。これにより、16枚連写を合成した50メ
ガピクセルもの手持ちハイレゾショットが可能に。さらに自
由度が増した深度合成機能に、ライブNDフィルターの内蔵、
新たにGPSを搭載し、
動画撮影面でもデジタルシネマ規格の
C4K 24p/4K 30p FHD 120fpsでの記録を可能にしました。
そして防水試験にのめりこみ、もはや防水カメラ寸前の
防塵防滴構造を得て、たいていの事じゃ壊れませんこのボ
ディ。操作性も 8 方向対応マルチセレクターを搭載して、
心
臓部のシャッターユニットは40万回の動作試験をクリア。
フラッグシップというより不沈空母ですねこのカメラ。
で、この超耐環境性能をひっさげてオリンパスが提唱するの
が
「機動性」
。たしかにボディはこれまでのマイクロフォーサー
ズマウントカメラにはないゴツさですが、マイクロフォーサー
ズマウントならではなのが、レンズシステムの軽量コンパクト
性能。フルサイズフォーマットであればちょっとした天体望遠
鏡のような600ミリF4クラスのサイズの望遠レンズで撮影して
いた世界が、E‑M1Xならわずか1270gのM.ZUIKO DIGITAL
ED 300㎜ F4.0 IS PROで手に入れることができるのです。こ
のレンズ、定価約40万円と高価ですが、比較対象として某国産
フルサイズ600ミリF4レンズは質量約4000gで、定価ざっくり
160マンエンです。こちらも良いレンズですよもちろん。ただ、
機動性という面で比較すると、軽量で低価格なE‑M1Xに軍配
があがるのは仕方がないことです。そういう目的のマイクロフ
ォーサーズ規格なのですから、フルサイズを責めてはいけませ
ん。またフルサイズ換算で24ミリから200ミリのレンジをカバ
ーするM.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100㎜ F4.0 IS PROなど
は、約560gの質量で防塵防滴レンズですが、これに該当するモ
ノは……フルサイズフォーマットではありません。開放F値を
F4とするなら、どうしても標準ズームと望遠ズームの 2 本レン
ズを用意せざる得ません。これだけでもかなりの機動性なので
すが、このレンズとE‑M1Xを組み合わせた場合の手ぶれ補正
力ときたら、シャッター速度にして約7.5段分。シャッター速度
にして『秒』単位での補正力なので三脚を必要とするケースが
ぐっと少なくなり、おそろしい機動力を発揮するのです。
いつでもどこでもどんなときでも、E‑M1X。このカメラ
は止まりません！（注）
（注・あくまでもカメラは大丈夫です。が、アナタが耐えら
れるかは果たして……）
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価格18万9000円
35㎜フルサイズ判換算で24㎜
ワイドから200㎜望遠までカバ
ーして、
なお開放F値はF4通し
という高スペックの高倍率ズー
ムがこちらの12‑100㎜ F4.0
IS PRO。
ひと昔前の高倍率ズ
ームにありがちだった眠い描写
に甘いピントなんてものはこの
レンズに関しては皆無。
防塵防
滴構造で高画質、
クリアな描写
力と高速高精度な
「FAST AF」
で、
あらゆる場面で活躍するレ
ンズです。
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この出来ることはすべて詰め込み
ました感のあるわがままボディの
カワイコちゃんE M1Xは︑いか
がでしたか？ 発表と同時に無理
言って貸してもらった途端にこの
冬最強寒波到来︒
カメラはマイナス
度でもどんどん動き︑
おれはオコ
タで丸くなる︒
写真家サイドが機能
停止のなか︑
カメラはまだまだ余裕
の動き︒

デ

オリンパス
OM-D E-M1X

4 / 3 型 Live MOSセンサー
高速画像処理エンジン TruePic Ⅷ 2 基搭載
有効画素数約2037万画素
5 軸シンクロ手ぶれ補正搭載
121点オールクロス像面位相差AF
AF/AE追従連写約18コマ／秒
ISO LOW、
200〜25600
ボディ幅約144.4×高さ146.8×奥行75.4㎜
本体質量約849g
（本体のみ）
ボディ オープン価格
（実勢36万5000円前後）
オリンパスカスタマーサポートセンター☎0570‑073‑000

燃料片道涙で積んで、ゆくは……
大丈夫、もう一個あります。

待ってました
この機能。

インテリジェント被写体認識AFのAIや、
50メガの手持ちハイレ
ゾショットなどの膨大なデータ処理のため、
ダブル TruePic VIII
を搭載したE‑M1Xは電力の消費量もなかなか。
そこで大容量バ
ッテリーを最初から2個搭載して、
長時間の撮影に対応している
のです。
なお、
1個でもカメラは動きます。

なんでこの機能を搭載してく
れなかったんですかよぉ！
と長らくお嘆きのOM‑Dユ
ーザーの皆さんお待たせしま
した。USB充電です。タイプ
C端子です。これでうっかり
出張ロケに充電器忘れて出
かけてもどうにかなります。
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