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最新デジタルカメラ
購入ガイド
いよいよ夏のボーナス商戦が始まった。話題のデジタルカメラ
は次々と新製品が登場し、今年も各社で激戦となっている。昨
年までは35万画素モデルが主力だったが、今年は130万画素
オーバーの機種が新製品の大半を占めており、昨年までのデ
ジタルカメラよりも明らかに高画質になっている。そこで、今
年前半の新製品から注目すべき8機種を厳選してその実力をチ
ェック。また、デジタルカメラ活用のノウハウも併せてお届けし
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よう。

伊達淳一

今年のデジタルカメラは、
130万画素オーバーが主力
カシオQV-10が大ヒットしてからわずか3年

そういう意味では、デジタルカメラはもは

の間に、デジタルカメラは飛躍的な進歩を遂

や映像メモやホームページのイメージ素材用

げてきた。QV-10に使われていたCCDはわず

という限られた用途だけではなく、個人ユー

か25万画素しかなかったが、今年の主力機種

スなら従来のフィルムを使った銀塩カメラの

はメガピクセル（100 万画素）よりも1ラン

代替品としても十分使える実用品になってき

ク上の130万画素オーバーのCCD が使われて

たと言える。

いる。

そこで、画質や使い勝手の優れた最新デ

CCD の画素数が130 万画素を超えてくる

ジタルカメラを8機種厳選。その特徴と画質

と、1200dpiクラスのフィルムスキャナーでカ

をクローズアップしてみた。それぞれの製品を

ラーネガフィルムを取り込むよりもクリアーな

比較して自分のニーズに合ったデジタルカメラ

絵が撮れる。キャビネサイズにプリントしても

を選んでもらいたい。

写真に匹敵するクオリティーが得られるのだ。
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ess!

+CD-ROM

Let's Acc

付属 CD-ROMに
画像データを収録！

誌面に掲載したサンプル画像データを、
本誌付属のCD-ROM に収録した。誌面
の都合上、どうしても画像を縮小して掲載
しなければならないし、色も本物のデータ
とは違ってしまう。そこで、必ずCD-ROM
に収録している画像データを見ながら、
記事を読んでほしい。そして、デジタル
カメラを購入するときに役立ててほしい。
サンプル画 像 データを見 るには、 C D ROM 内の「INDEX.HTM」ファイルを
WWWブラウザーで開き、トップメニュー
の「1」をクリックすればOK だ。
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これだけは押さえておきたい
6つのチェックポイント
既存の銀塩写真システムは150年余の歴史を誇る。しかし、デジタルカメラの歴史は数年
と短く、その性能や使い勝手は千差万別だ。そこで、デジタルカメラを選ぶときのポイン
トをお教えしよう。
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1
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CCDの画素数で選べ

2

Point

3

液晶モニターだけでなく
光学ファインダーもあると便利

暗いところでも
キレイに写せるか？

現在の普及型デジタルカメラをCCDの画素数

最近のデジタルカメラは、大半が液晶モニター

CCDの画素数がアップして、デジタルカメラの

でクラス分けすると、35万画素、81 〜109 万画

を搭載しているので、ビデオカメラ感覚で撮影で

画質は飛躍的に向上した。しかし、その代償と

素、130 万画素オーバーの3 ジャンルに分けられ

きる。しかし、晴天の屋外など明るい場所では、

して感度が低くなり、室内ではストロボを使わな

る。単純に画素数が多い＝高画質とは言えない

液晶モニターは見にくくなるし、カメラのホール

いと満足に撮影できなくなってしまった。CCDの

が、それでも画素数が多いほど大きくプリントし

ディングも甘くなる。また、バッテリーの消耗も

サイズを変えずに画素数をアップすると、光セン

て楽しめるし、画像の一部をトリミングできる余

大きいので、液晶モニターだけでなく、光学ファ

サー1個あたりの受光面積が小さくなり、感度が

裕も出てくる。予算が許すなら81 万画素クラス

インダーも装備しているデジタルカメラのほうが便

低下しまうのだ。画素数だけでなく感度もよくチ

やメガピクセルクラスを選ぼう。

利だ。

ェックしよう。

CCD の画素数が多ければ、それだけ被写体の細
かな部分まで記録できるので、プリントしても高
画質が得られる。

Point

4

液晶モニターは明るいところでは見づらくなるの
で、光学ファインダーがあると便利だ。また、液
晶モニターをオフにすれば省エネにもなる。

感度が低いデジタルカメラは、室内ではストロボ
が必須。しかし、喫茶店などストロボを使いたく
ない場所では、高感度のカメラが有利だ。

Point

5

デザインや
携帯性で選べ

Point

6

メモリーカードの種類と
各種レスポンスをチェック

オプションまで含めた
トータルの価格で選べ

どんなに高画質のデジタルカメラでも、気楽に

メモリーカードもカメラを選ぶときの重要なポ

デジタルカメラで撮影した写真をパソコンに取

持って歩けなければ宝の持ち腐れだ。ポケットや

イントだ。スマートメディアは、容量当たりの単価

り込むとき、本体とは別に、パソコン接続キット

カバンに入れて持ち歩けるか？

小型軽量化によ

が安く、フラッシュパスというアダプターを使え

やPC カードアダプターなどが必要だ。また、標

などをチ

ば、3.5インチFDDで読み書きできる。一方、コ

準で付属しているメモリーカードの容量が少なく、

ェックしよう。また、カメラには、撮るだけでは

ンパクトフラッシュはすでに30Mバイトを超える大

予備のメモリーカードが必須の製品や、AC アダ

なく、所有するという喜びもあり、そういう意味

容量カードが存在し、価格もかなり安くなってい

プターや予備バッテリーといったオプションがあ

では質感やデザインも数値には表れない重要なス

る。また、液晶モニターのプレビュー表示や記録

ったほうが便利なケースも多い。こうした総額で

ペックだ。

時間、起動時間なども要チェックだ。

価格を比較しよう。

って操作性が犠牲になっていないか？

どんなに高画質のデジタルカメラでも、撮りたい
ときに手元になければ無意味だ。買ったからには
常に持って歩きたい。

付属しているメモリーカードの容量はさまざま
だ。製品によっては、予備のメモリーカードが必
須なものもある。
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デジカメライフをエンジョイするには、カメラ本
体だけでなく、パソコン接続キットやAC アダプ
ターなどのオプションも必要だ。
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デジカメを
ホームページ作成に使うならここをチェック！
デジタルカメラがあれば、手軽にホームページに写真を載せることができる。ここでは、
デジタルカメラで撮った写真をホームページに載せるときのポイントを紹介しよう。

■ 大は小を兼ねる。ホームページ作成にも
メガピクセルが有利
ホームページのイメージ素材として使うな

とんどの高画質モデルにはVGA 相当に解像

ら、35万画素クラスのデジタルカメラでもす

度を落として撮影できるモードが備わってい

でにオーバースペックだ。しかし、 大は小を

る。これで撮影しても35万画素クラスのデジ

兼ねる

タルカメラで撮影したものより色情報が豊か

という諺があるように、画素数の多
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いデジタルカメラのほうが基本的に有利だ。

で、しかもシャープな絵が撮れる。

たとえば、ズーム付きのデジタルカメラは

ちなみに、現在の130万画素モデルは進化

まだ少なく、値段も高価だが、画素数の多

し続けている真っ最中で、まだまだ感度が低

いデジタルカメラなら画像の一部を切り取っ

く、 手ブレしやすいのが欠 点 だ。 しかし、

て拡大することもできる。130 万画素クラス

VGA相当に解像度を落として撮影すれば、ち

イベントや展示会などで被
写体に近づいて撮影できな
い場 合 でも、画 素 数 の多
い高画質モデルなら、画像
をトリミングしても35 万画
素と同じ程度のクオリティ
ーは残っている。
写真：ビジネスシヨウ'98
NTT ドコモブースにて

!
k
c
e
h
C

のデジタルカメラで撮影した画像を1/4サイズ

に切り取っても35 万画素と同等以上の画質
を維持できるのだ。

ょっとしたブレやピンぼけは目立ちにくくなる。
したがって、予算が許すのなら、高画質モ

デルを選んだほうが、より長く多目的に使え

また、高画質モデルだからといって、必ず

るのだ。

しも最大解像度で撮影する必要はない。ほ

■ ウィンドウズとマッキントッシュでは
写真の明るさが違って見える
ホームページに写真を貼り込むときに注意

クリエイターたちはウィンドウズとマッキント

に合わせた画像も最適な状態で見ることがで

したいのが、
ウィンドウズとマッキントッシュの

ッシュのちょうど中間に合わせているケースが

きる。コントロールパネルの「モニタ＆サウン

モニター表示特性（モニターガンマ）
の差だ。

多いようだ。

ド」
、あるいは青木康雄氏作成の「がんもど

ウィンドウズで最適に見えるように調整す

ただ、マッキントッシュにはモニターの表示

き」
（http://www.kani.com/bin/Gammo

ると、マッキントッシュでは黒の締まりが足り

特性を変えるための仕組みが標準で備わって

100.hqx）を使えば、マッキントッシュのモニ

なく見えるし、マッキントッシュで最適に見え

いるので、ウィンドウズのモニター表示特性

ター表示特性を変えることができる。

るように調整すると、ウィンドウズでは中間調
からシャドー部が暗く落ち込んで見え
る。どちらもまったく同じ画像データ
を表示しているにもかかわらずである。
残念ながら、ウィンドウズとマッキン
トッシュの両方で最適な明るさに見え
るようにする方法はない。多くのウェブ

同じ画像でもウィンドウズ（左）と
マッキントッシュ（右）では明るさ
が違う。
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デジカメをもっと便利にする
サービス＆グッズはこれ！
大枚を叩いてデジカメを買ったからには、とことん使いこなさなければ損！

というわけで、

デジカメをもっと便利にするサービスやアクセサリーを紹介しよう。

■ 長期保存に適した
銀塩プリントサービスをうまく活用しよう
35万画素ではサービスサイズのプリントで

がかかる。

もちょっと甘めに感じる画質だが、130万画素

そこで、おすすめしたいのが、デジタルカ

を超える高画質モデルともなると、もはや写

メラからの銀塩プリントサービスだ。すでに

真以上に高精細で、プリントして十分楽しめ

全国のカメラ店では富士写真フイルムが提供

る画質だ。というより、もはやデジタルカメラ

するF-DI サービス
（http://www.fujifilm.co.

で撮った画像は、パソコンの全画面にフルカ

jp/fdi/）の受け付けが開始されているし、6月

ラー表示できないほど高解像度になったのだ。

からは神奈川県内のセブン・イレブンでもデ

F-DI サービスのホームページには、サービスを利用で
きる店の一覧が載っている。

デジタルカメラが高解像度・高画質になっ

ジタルカメラ・プリントサービスを開始した。

てくると、当然、人々の関心はデジタルカメラ

また、デジプリ（http://www.digipri.co.jp/）

たものは、せいぜい4 〜 5 年で変褪色してし

からのプリント出力に集まってくる。パソコ

では、早くからインターネットを使ったプリン

まうが、銀塩プリントなら50 年以上は大丈

ンに接続されたカラープリンターでプリント

ト宅配サービスを実施しており、なかなか好

夫。人にプレゼントする写真はできるだけ長

アウトするのがもっとも手軽な方法だが、1枚

評だ。

持ちしてほしいだけに、こうした銀塩プリン

1 枚プリントするのはそれなりの時間と手間

インクジェットや昇華型プリンターで出力し

■ デスクトップパソコンにも
PCカードリーダーを増設しよう

トサービスをうまく利用しよう。

■ 広角、望遠、
マクロも自由自在の
アタッチメントレンズを活用しよう

最近のデジタルカメラは、メモリーカード記録が主流だ。PCカード

ほとんどのコンパクトカメラやビデオカメラはズーム付きが当たり前

スロットを搭載しているノートパソコンなら、メモリーカードをアダプタ

だが、デジタルカメラはまだまだ単焦点モデルが主流だ。しかし、より

ーに装着して、PC カードスロットに挿し込むだけなので、データ転送

広く、より遠くの被写体をアップで、より近くのものを大きく撮りたい

も瞬時に終わる。しかし、問題はデスクトップパソコンだ。ケーブル接

というのが自然な要求だ。そんな要求をかなえてくれるのが、レンズの

続でデータ転送を行っている人は多いが、シリアル転送は時間の浪費

前に装着するアタッチメントレンズだ。

だ。スマートメディアならフラッシュパスというフロッピーディスクアダ

ワイドコンバージョンレンズを付ければより広角に、テレコンバージ

プターが使えるので、3.5インチFDDでデータを読み書きできる。シリ

ョンレンズを付ければより望遠に、そしてマクロレンズを付ければより

アル転送よりは高速だが、それでも8Mバイトクラスのデータを転送す

被写体に近寄って撮影できるようになる。

るとなると10分近くかかる。

ただ、メーカー純正オプションとしてアタッチメン

デジタルカメラが高解像度・高画質になってくる

トレンズが用意されている機種は稀で、

と、メモリーカードの容量も今後ますます増えて

そのほとんどがレイノックス（吉田産

くる。この状況に対処するには、デスクトッ

業）から発売されているものだ。も

プパソコンにもPCカードリーダーを増設す

ちろん、すべての機種でこうした

るのがベストだ。最近は安価なPC カー

アタッチメントレンズが使えるわ

ドリーダーも増えてきたので、高画質

けではないので、デジカメを買

デジタルカメラを買うときには、こうし

うときにはアタッチメントレン

たPCカードリーダーも予算に入れてお

ズが使えるか否かも要チェ

こう。

ックだ。
写真は、（株）インターマートシステ
ムズ（http://www.intermart.co.jp/）
のコンパクトフラッシュリーダー
PCD-CF30P（19,800
円）。
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写真左は、ニコン純正の
COOLPIX900 用アタッ
チメントレンズ、右 は、
レイノックスから発売さ
れているFinePix700 用
のオプションレンズ。
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■テスト撮影の概要

最新
デジカメカタログ

①ポートレート撮影
各機種の基本的な色・階調再現と描写力をチェックする。撮影はオートで、
各機種の最高画質が得られるモードで撮影している。主なチェックポイン
トは、肌色再現や背景の樹木の緑、服の赤。もちろん、手に持っているカ
ラーチャートで、グレーバランスや各色の色再現傾向もわかる。また、向
かって右側の肩を見ると、ハイライトの階調再現性の違いが出ている。撮
影日はあいにくの曇天だったが、写真的色温度は5500Kとさほど過酷な
条件ではない。

撮影アングルを選ばないシャープな写りの3 倍ズームモデル

株式会社ニコン

COOLPIX900

110,000円

画素数
：130万
問い合わせ先 ：03-3216-1010
URL
：http://nikon.topica.ne.jp/ei̲j/
digicam/e900.htm
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モデル：石黒都記子

ズーム付きでとにかく高画質なデジタルカメ

2

1

ラが欲しいならコレ。レンズがクルッと回転す

自由なアングルから撮影でき
る回転式レンズとそのシャープ
な描写が魅力。ただ、ほかの
130 万画素モデルに比べ、ハ
イライトが白飛びしやすいの
が気になる。

る構造になっているので、自分撮りはもちろん、
ローアングルやハイアングルなど通常のカメラ
では撮りにくいアングルからの撮影も楽にでき
る。また、収納時にはレンズを垂直に立てるこ
とでボディーがフルフラットになり、大きめとは
いえカバンなどへの収納性は高い。オリンパス
C-1400Lではちょっと持ち歩くのが大変という

3

人にはピッタリの機種だ。
光学ファインダーやストロボもレンズユニット

の、表現のためのカスタム機能は豊富だ。測光

側に組み込まれているので、常時使用できるの

方式は、マルチパターン、中央重点、スポット

は立派。液晶モニター表示も非常になめらかで、

の3 種類。ホワイトバランス設定もオート以外

メモリーへの記録もこのクラスのカメラとしては

に5 種類のプリセットを搭載。スローシンクロ

かなり速い。

撮影も可能だ。また、オプションで24mm相当

35mm一眼レフのように、絞りやシャッター
スピードを自分で設定することはできないもの
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のワイドコンバージョンレンズや魚眼レンズも用

○
×

意されている。

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

3倍ズーム機としては収納性が
よく、レンズ部回転機構を活か
した奇抜なアングルからの撮影
が楽しめる。写りもシャープだ。

コントラストの強い被写体を写
すと、ハイライトが不自然に白
飛びする傾向がある。省エネの
ため30 秒ほどでサスペンドし
てしまう。

Product Showcase

②低照度の撮影能力
最近の高画質モデルは軒並み感度が低下しており、室内など明るさが不足
するシーンに弱くなっている。そこで、一定の速度で回転するチャートを
撮影することで、低照度での撮影能力の優劣を比較してみた。チャートの
ブレが少ないものほど、ストロボなしでもブレずに撮影できるというわけだ。
③マクロ撮影能力
デジタルカメラは初心者でも手軽にマクロ撮影が楽しめるのが魅力だ。そ

こで、各機種で名刺にどれだけ寄って、どれだけの範囲を写せるかをテス
トしてみた。また、名刺は白く、オートのままでは露出不足になってしま
うので、露出補正ができるものは露出補正をかけている。
誌面の都合上、どうしてもサンプル画像データは縮小して掲載しなければ
ならないし、色も本物のデータとは違ってしまう。そこで、デジタルカメ
ラの性能を正確に把握するためにも、必ずCD-ROMに収録している画像
データを見ながら記事を読んでほしい。

光の色を写し取れる高品位でコンパクトなデジカメ

富士写真フイルム株式会社 99,800円

FinePix700

画素数
：150万
問い合わせ先 ：03-3406-2981
URL
：http://www.fujifilm.co.jp/fx700/

1

コンパクトで携帯性に優れ、なおかつ高画質
なデジタルカメラを求めるなら、FinePix700が

2

一番。コンパクトだからといって、画質や機能
はまったく犠牲にしておらず、光学ファインダ
ーやストロボも搭載する。CCD は1/2インチと
大きいので、感度やS/N（シグナル/ノイズ）面

非常に階調レンジが幅
広 く、コントラストの
強い被写体でも破綻し
にくい。ホワイトバラン
スは太陽光固定なので、
曇天の日や蛍光灯下で
は色がくすみがちだ。

で有利だ。
ホワイトバランスは太陽光固定＋プリセット
なので、光の色にナーバスに反応する。従来の
CLIP-IT シリーズに比べると、鮮やかさを抑え
た上品な色再現で、パッと見た目の鮮烈さには

3

欠けるが、階調レンジが広いので、レタッチ素
材としては優れている。

充電が完了する。また、バッテリーは予想以上

十字キーで4 倍までのズーム再生ができるの

に長寿命で、液晶モニターを付けっぱなしにし

は秀逸。ピンぼけやブレのチェックに便利だ。

たり、ストロボを多用しなければ30 〜40 枚は

時刻表など細かな文字もしっかり読み取れる。

余裕で撮れる。とはいえ、バッテリーが切れた

電源は専用のリチウムイオンバッテリーで、付

らそれまでなので、予算が許せば、予備バッテ

属するAC アダプターを接続すれば約 7時間で

○
×

持つことの喜びを感じさせる高
級感のあるメタルボディー。傷を
付けないためにも、オプション
の革ケースもぜひゲットしたい。

標準で付属しているのはお試し
版の2M バイトカードで、まっ
たくないよりはマシという感じ。
ピントを合わせ中は液晶モニタ
ーが消えてしまう。

リーと高速充電器を同時に購入したいところだ。
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バランスの良さとコストパフォーマンスの高さが光る

Prod u ct Showca se

CP-600

セイコーエプソン株式会社

1

2
高感度モードにして撮影

ズバ抜けた優等生ではないが、すべてにそつ
がなくバランスよくまとまっているのが、CP-

○

CF カードは別売だが、4M バ
イトの内蔵メモリーを搭載し、
接続キットやソフトも付属して
いるので、オプションを買わず
にデジカメライフを楽しめる。

600。4M バイトの内蔵メモリーとCF カードス
ロットを備えていて、接続ケーブルや転送ユー

C-840L とCOOLPIX900
のちょうど間を取ったよ
うな画質傾向で、130 万
画素モデルの中ではもっ
ともバランスがよい。わ
ずかに青を強くしている
のもクリアーな感じだ。

ティリティー、デジタルカメラ活用ソフトも標準
で付属する。CCD やレンズなどのスペックは、
オリンパスのC-840L と酷似しているが、記録

×

メニューは体系立ててきちんと
整理されているが、ボタンの操
作とカーソルの移動に違和感が
あり、違うボタンを押してしま
いやすい。

メディアとして大容量のCFが使え、露出補正も
0.75EV ステップ± 1.5EVと細かい。また、ホ
ワイトバランスを太陽光固定にロックできたり、
高感度モードを備えているので、暗い場所での
手持ち撮影に強いなどのアドバンテージを誇る。

3

アルカリ電池は緊急用。普段は充電池を使おう！
デジタルカメラは、フィルム代や現像料が不要
な夢のようなカメラだが、電池代だけは従来の

した特性にマッチしていない。では、どうすれば

のが賢明だ（ただし、ニッカ

いいのか？

ドやニッケル水 素
充電池はメーカー

カメラ以上にかかる。しかも、そのほとんどが値

答えは、ニッカドやニッケル水素充電池を使

段の高いアルカリ電池を湯水のごとく消費する

うことだ。これらの充電池は、内部抵抗が少な

保証外のことも

のだからたまったものではない。実は、デジタル

いので大電流を流すのが得意だ。そのため、デ

ある）
。

カメラとアルカリ電池はあまり相性が良くない

ジタルカメラではアルカリ電池よりも長寿命だ

のだ。

し、繰り返し使えるのでランニングコストも安

というのも、デジタルカメラは一時的に大電

い。したがって、アルカリ電池は電池が切れた

流を必要とするが、大半のアルカリ電池はこう

ときの緊急用と割り切り、普段は充電池を使う
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84,800円

画素数
：130万
問い合わせ先 ：0424-99-7133
URL
：http://www.i-love-epson.co.jp/
products/tp/camera/cp600/cp600.htm
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軽快な動作でオプション群も充実。総合力が魅力

C-840L

オリンパス工学工業株式会社 84,800円
画素数
：131万
問い合わせ先 ：0426-42-7499
URL
：http://www.olympus.co.jp/LineUp/
Digicamera/c840l.html

2

1

とにかく高画質で、誰にでも手軽に使えるデ
ジタルカメラなら、オリンパスC-840L がおすす
め。銀塩コンパクトカメラによく似たデザインで、

○

白飛びしないよう軟調な階調特
性に味付けされており、一見メ
リハリのない画像に見えるが、
適切なレタッチで高画質を引き
出せる。

レンズバリアを開ければ約2秒で撮影可能だ。
記録メディアは3.3V のスマートメディアで、

ほかの130万画素モデル
に比 べると軟 調 なので、
場 合 によってはくすんだ
ようにも見えるが、白飛
びで破綻する恐れが少な
く玄人好みの絵と言える
だろう。

ウィンドウズユーザーならフラッシュパス（3.5イ
ンチフロッピーディスクアダプター）が利用でき

3

る点は便利。新発売の16M バイトカードにも

×

露出補正が± 1.3EV とアバウ
ト。また、電源を切るとストロ
ボモードが自動発光に戻ってし
まう。

対応している。
防水、防塵プロテクターやレイノックスから
発売されているワイコン/テレコン、マクロレン
ズセットといったオプションが充実している点
も、C-840Lならではのアドバンテージだ。

デジタルビデオカメラはデジカメの代わりになるか？
デジタルビデオカメラ（以下、DVカメラ）には、静止

しているので、動くものを静止画として取り込むと、

画撮影機能が備わっているものが多いが、果たしてデ

垂直解像度が半減してしまう（パナソニックDJ-1 と

ジタルカメラの代わりになるのだろうか？

DJ100、キヤノンMV1、ビクターGR-DVLの4機種だ

DVカメラの映像をDV 端子経由でパソコンに取り込

けは、垂直解像度が低下しないモードを搭載している）
。

むと、720 ×480 ピクセルの画像が得られるが、縦横

もっとも、DVカメラはどれも10倍以上のズームレン

比を補正する必要があるため、実質的には640×480

ズを搭載しており、遠くの被写体もアップで写せるこ

ピクセルと、35万画素クラスのデジタルカメラと同じ

とを考えると、できるだけ高速シャッターを使ってカメ

画像サイズになる。

ラを振り回さずに撮影すれば、35 万画素クラスの代わ

ただし、DV カメラは、インターレースで画像を記録

りとして使うことは十分可能だ。
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35 万画素クラス以上の静止画撮影が
可能な「キヤノンMV1」（235,000円）
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日本コダック株式会社

青空や肌色がキレイに写る使いやすいデジカメ

79,800円

画素数
：109万
問い合わせ先 ：03-5644-5050
URL
：http://www.kodak.co.jp/DAI/9d4000f1.shtml

DC210A Zoom

2

3
29 〜58mm とワイドに強い2 倍ズームと色、
階調再現の良さが魅力。ピント固定のパンフォ

Prod u ct Showca se

ーカス方式なので、遠景の描写は甘めだが、誰

○
×

非常に軟らかな階調と深みを感じさ

1

が使ってもひどいピンぼけにならないので、ファ

せる色再現が魅力。少し暗めに感じる
なら露出補正を活用しよう。撮 影後

ミリースナップには最適だ。

に記録をキャンセルできるのも便利。

従来のDC210ズームとからの主な変更点は、
レンズが明るくないので、室内でのノ

8Mバイトカードを標準添付、メニューの日本語

ーストロボ撮影は難しい。また、液晶
モニターのプレビュー表示も他 機種

化、テンプレート合成機能、日付埋め込み機能、

109 万画素の描写として
はやや甘くシャドー部 の
ノイズも多めだが、非常
に鮮烈な色再現が魅力。
階調再現もなめらかさも
特筆ものだ。

に比べるとやや粗い。

ボディーカラーの変更、20%の省エネ化など。

高級コンパクトの風格を持った暗さに強い奴

キヤノン販売株式会社

PowerShot A5

画素数
：81万
問い合わせ先 ：043-211-9556
URL
：http://www.canon-sales.co.jp/
Product/PowerShot/ps-a5.html

Small モードにして
撮影

2
3
「ライバルはIXY」というにはちょっと大げさ
な気もするが、レンズがボディーの中央にあり、
ダイアルを撮影モードに切り換えると自動的に
電動バリアが開いてレンズがせり出してくる。
しかも、ボディーはフルメタル外装で、この感

○
×
276

IXYを意識したコンパクトな金属ボディー
で、レンズも中央にレイアウト。感度も
高く、スナップには最適。8Mバイトカー
ドや接続キットが同梱されている

触は間違いなく高級銀塩コンパクトそのものだ。
色再現は少し渋めだが、感度が高く、カリッ
としたシャープな写りが特徴で、室内でもノー

AFの精度は高いが、測距スピードが
一定ではなく、3〜4秒かかることも
ある。また、電源は2CR5型リチウム
電池で、別売の電源キットは必須だ。

INTERNET magazine 1998/8

ストロ ボ で 結 構 写 る。 S m a l l モード では

1
ピントが合うまでにちょ
っと時間がかかるが、ピ
ント精度は抜群。色再現
はやや渋めで、赤の発色
が鈍い傾向はあるが、カ
リッとシャープな描写だ。

ISO400まで感度アップする。
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74,800円

Product Showcase

35万画素の決定版！

三洋電 機株式会社

即写・即再生が魅力

58,000円

画素数
：35万
問い合わせ先 ：0720-70-4184
URL
：http://www.sanyo.co.jp/AV/DSC/

DSC-V100

2

3
これだけ金をかけた35万画素はもう登場しな
いかもしれないという究 極 の 機 種 が D S C V100。カードサイズに迫るコンパクトボディー

○
×

きわめて鮮烈な色再現が特長で、見
ているだけでなんだかハッピーな気分
になれるほど。充電池セットも 標準で

速ハード処理とすることで、記録・再生とも約1

付属する。

秒というレスポンスを実現。また、0.1 秒間隔
あまりにもボディーがコンパクトなの
で、レンズに 左手の 指がかかってし
まいやすい。また、35万画素モデル

1

に専用ワンチップLSIを搭載。画像の処理を高

で15枚の高速VGA連写ができるほか、最大10
秒間の音声付き動画も撮影可能。DSC-V100

きわめて鮮やかな色再現
で、特に赤の発色がよい
ので健康的な肌色に写る
のが特徴。35万画素とし
てはとてもシャープで、35
万画素トップの写りだ。

としてはやや割高。

ならではの4秒間のボイスメモ機能も健在だ。

パノラマ合成や簡易動画機能を搭載した

カシオ計算機

QV-770

画素数
：35万
問い合わせ先 ：03-5334-4828
URL
：http://www.casio.co.jp/productnews/
qv̲770.html

53,000円

Small モードにして
撮影

2
3
初代QV-10のコンセプトをもっとも色濃く受
け継いだQV シリーズの最高傑作がコレ。レン
ズ部回転機構をはじめとするQV ならではの楽
しさやおもしろさがさらにアップされており、マ

○
×

1

撮影中に瞬時に操作できる露出補正は
とても使 いやすい。別売のパソコンリ
ンクソフトで、パノラマ合成やアニメー
ションGIFも簡単に作成できる。

ルチ画面連写を利用した簡易動画機能や、カメ
ラ内部でのパノラマ合成機能、各種おもしろフ
ィルターを搭載する。

今回取り上げた機種の中では唯一内
蔵メモリー記録専用。軽快 に撮影で
きるのは快適だ が、アッという間に
撮影残数がなくなってしまう。

また、記録・再生も驚くほど軽快。非常に
ポップな色再現で、比較的暗い場所でもキレ
イに写る。

暖かみのあるポップな色
再 現 で、かつてのQ V シ
リーズとはまるで違う鮮
やかな色再現が魅力。た
だ、シャープネスが低く、
細かな文字はほとんど読
み取れない。
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最新デジタルカメラスペック一覧
製品名

COOLPIX900

FinePix700

CP-600

CAMEDIA C-840L

DC210A Zoom

PowerShot A5

DSC-V100

QV-770

メーカー名

株式会社ニコン

富士写真フイルム
株式会社

セイコーエプソン
株式会社

オリンパス光学工業
株式会社

日本コダック株式会社

キヤノン販売株式会社

三洋電機株式会社

カシオ計算機株式会社

本体価格

110,000円

99,800円

84,800円

84,800円

79,800円

58,000円

75,000円

実売価格

89,800円

79,800円

59,800円

59,800円

52,800円

59,800円

44,500円

39,800円

シリアル 接続キット価格

16,000円

7,000円

本体付属

10,000円

14,800円

本体付属

10,000円

4,800円

PCカードアダプター価格

2,500円

10,000円

−

10,000円

−

3,500円

−

−

フラッシュパス価格

−

12,000円

−

12,000円

−

−

12,000円

−

ACアダプター価格

5,400円

本体付属

3,500円

4,500円

4,500円

4,500円

4,000円

4,000円

サイズ（W×H×D）

157×75×35

80×101×33

144.2×69.8×49.3

128×65×45

131×48×82

103×68×32.5

106×61×35

147×69×50

重量

360g

245g

280g

245g

320g

230g

200g

290g

1/2.7インチ

1/2インチ

1/2.7インチ

1/2.7インチ

1/3インチ

1/3インチ

1/3インチ

1/4インチ

撮像素子

CCD サイズ
画素数

130万

150万

130万

131万

109万

81万

35万

35万

JPEG（Exif2.0）

JPEG（Exif2.0）

JPEG

JPEG

JPEG、FlashPix

CIFF

JPEG（Exif2.0）
、AVI

JPEG

種類

コンパクトフラッシュ

スマートメディア

内蔵フラッシュメモリー、 スマートメディア
コンパクトフラッシュ

コンパクトフラッシュ

コンパクトフラッシュ

スマートメディア

内蔵フラッシュメモリー

標準添付品容量

4M

2M

4M

8M

8M

8M

4M

4M

最高画質モード

6枚

2枚

6枚

18枚

24〜53枚

44枚

30枚

30枚以上

高画質モード

12枚

5枚

13枚

36枚

33〜73枚

89枚

60枚

60枚以上

標準モード

24枚

11枚

43枚

122枚

49〜112枚

125枚

120枚

120枚

エコノミーモード

−

−

−

−

−

236枚

−

−

焦点距離（35mm 38〜115mm
換算時相当）

35mm

36mm

36mm

29〜58mm

35mm

43mm

38mm

絞り値

F：3.2 / 8

F：2.8 / 5.6 /11

F：2.8 / 5.5 /11

F：4.0〜13.5（広角） F：2.5〜11
F：4.7〜16（望遠）

F：2.8 / 8

F：2 / 8

オートフォーカス

画像フォーマット
記憶メディア

撮影枚数
（標準添付品
使用時）

Prod u ct Showca se

レンズ

74,800円
（バリューキット価格）

F：2.4〜3.6

フォーカス

オートフォーカス

オートフォーカス

オートフォーカス

パンフォーカス

オートフォーカス

パンフォーカス

パンフォーカス

シャッタースピード

1/4〜1/750秒

1/4〜1/1000秒

1/2〜1/500秒、1/30〜
1/2〜1/500秒
1/500秒（ストロボ使用時）

1/2〜1/360秒

1/6〜1/750秒

1/4〜1/10.000秒

1/8〜1/4000秒

露出制御

AE

AE

AE、補正可（±2段階） AE、±1.3EV
約0.75EV/ステップ

AE

AE

AE

AE

ホワイトバランス

オート、マニュアル

5500K固定（マニュア
ル時は5段切り替え）

オート、固定（太陽光） オート

オート

オート

オート

オート、固定

感度

ISO64相当

ISO100相当

ISO60相当、高感度時
ISO120相当

非公開

ISO140相当

LargeモードISO100
SmallモードISO200

ISO140相当

ISO150相当

光学ファインダーの有無

○

○

○

○

○

○

○

○

ストロボの有無

○

○

○

○

○

○

○

○

液晶モニター

2インチTFTカラー

2インチTFTカラー

2インチTFTカラー

2インチTFTカラー

1.8インチカラー

2インチTFTカラー

2インチTFTカラー

1.8インチカラー

電源

種類

単3形アルカリ乾電池、 充電式リチウムイオン
単3形ニッカド電池、 バッテリー、
単3形ニッケル水素電池、 ACアダプター
単3形リチウム電池、
ACアダプター

単3形アルカリ乾電池、 単3形アルカリ乾電池、 単3形アルカリ乾電池、 リチウム電池（2CR5）
、 単3形ニッケル水素電池、 単3形アルカリ乾電池、
ACアダプター
単3形リチウム電池
単3形ニッカド電池、 単3形ニッカド電池、 単3形ニッケル水素電池、 充電式NiMH電池、
単3形ニッケル水素電池、 単3形ニッケル水素電池、 単3形リチウム電池
ACアダプター
単3形リチウム電池
単3形リチウム電池、
ACアダプター

本数

4本

1本

4本

4本

4本

パソコンへの 接続方法

シリアルケーブル

シリアルケーブル

シリアルケーブル

シリアルケーブル

シリアルケーブル、
シリアルケーブル
赤外線通信（IrDA1.0）

付属画像編集ソフト

−

−

Hot Shots、デイジー
コラージュ、変身スタ
ジオ!! プリアミーゴLE

Kai's photo soap

−

付属品

コンパクトフラッシュ
（4MB）
、
ソフトケース、
ストラップ、ビデオケ
ーブル、単3形アルカ
リ乾電池4本

2本

2本

4本

シリアルケーブル

シリアルケーブル、
赤外線通信（IrDA1.0
準拠 IrTran-P対応）

Adobe Photoshop
−
プラグインモジュール、
iPhoto Express、
PixeColor Player

−

スマートメディア（2MB）、 シリアル接続キット、 スマートメディア（8M）
、 コンパクトフラッシュ シリアル接続キット、
コンパクトフラッシュ
ビデオケーブル、充電 ビデオケーブル、単3
ケース、
ストラップ、
（8M）、ビデオケーブ
式リチウムイオンバッ 形アルカリ乾電池4本、 単3形アルカリ乾電池 ル、ストラップ、
単3形 （8M）、ビデオケーブ
ル、ストラップ、リチ
テリー、ACアダプター ケース、ストラップ
アルカリ乾電池
ウム電池

スマートメディア（4M）、 単3形アルカリ乾電池
ビデオケーブル、ケー
4本、ケース、
ストラップ
ス、ストラップ、
単3形
ニッケル水素電池2本、
充電地専用充電器
0720-70-4184

問い合わせ先

03-3216-1010

03-3406-2981

0424-99-7133

0426-42-7499

03-5644-5050

URL

http://nikon.topica.
ne.jp/ei̲j/digicam/
e900.htm

http://www.fujifilm.
co.jp/

http://www.I-loveepson.co.jp/

http://www.olympus.co.
jp/LineUp/Digicamera/
c840l.html

http://www.kodak.co.jp/ http://www.canon-sales. http://www.sanyo.
DAI/9d4000f1.shtml
co.jp/Product/PowerShot/ co.jp/AV/DSC/
ps-a5.html

043-211-9556

03-5334-4828
http://www.casio.co.
jp/QV-Magazine/
Info/qv̲770/

※実売価格は6月16日現在のものです。

各記憶メディアの実勢価格表
コンパクトフラッシュ

スマートメディア

品名

容量

価格

実売価格

品名

容量

価格

実売価格

PCCF-4MS

4Mバイト

9,500円

6,600円

PCFDCII-4M

4Mバイト

6,800円

4,800円

PCCF-10MS

10Mバイト

15,500円

11,600円

PCFDCII-8M

8Mバイト

9,800円

5,980円

PCCF-15MS

15Mバイト

20,500円

13,600円

MG-16S

16Mバイト

15,000円

─

PCCF-20MS

20Mバイト

25,500円

17,600円

PCCF-30MS

30Mバイト

39,500円

27,600円

PCCF-40MS

40Mバイト

48,000円

35,600円

PCCF-48MS

48Mバイト

56,000円

42,600円
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●ここで取りあげた記憶メディアは株式会社アイ・オー・データ機器のものです。
● 16M バイトのスマートメディアのみ富士写真フイルム株式会社のものです。
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Product Showcase

夏のボーナス商戦を目前に
続々と発表されるニューモデル
本稿執筆時は夏のボーナス商戦間近とあって、各社からニューモデルの情報が次々と飛び
込んできた。各製品の詳細なスペックは、誌面が限られているので各社のホームページを参
照していただくとして、ここではどこが魅力なのかをピックアップしてみた。

コストパフォーマンス最重視モデル

FinePix500 & CLIP-IT50
この夏のデジタルカメラ市場に一波乱起こ

り、液晶モニターも小さくなった。また、メ

しそうなのがフジFinePix500。74,800円と

モリーへの記録時間なども若干長くなるなど、

130万画素オーバーの機種では驚異的な低価

多少レスポンスが低下した部分もある。

格ながら、レンズやCCDは、人気絶頂のFine

CLIP-IT50 は、DS-20の後継機にあたり、

Pix700とまったく同じだ。つまり、画質面で

凹レンズや凸レンズなどユニークな変形フィ

は700と同等以上で、電源は汎用の単3電池

ルターを搭載する。色と階調再現のよさは

4本。バッテリー持続時間も長くなっている。

DS-20譲りで、これまたコストパフォーマンス

その代わり、700よりも外装がチープにな

富士写真フイルム株式会社
FinePix500（74,800円：写真）
CLIP-IT50（39,800円）

抜群の35万画素モデルだ。

世界初Digita OSを搭載した

DC260 Zoom & DC220 Zoom
コダックの2機種は、デジタルカメラ用OS

手軽簡単路線のDC210A Zoomに比べると、

のDigita（デジタ）を世界で初めて採用。擬

機能重視の半業務向けモデルで、マニア受け

似シャッター音、45 秒の音声メモ、長時間露

しそうなデジタルカメラだ。両機種の違いは主

出、外部フラッシュ同調（DC260 Zoom の

としてCCDとレンズ周りで、DC260 Zoomは

み）
、縦位置撮影時に写真を自動的に回転し

1/2インチ160万画素CCDで3倍AFズームを

て記録できる縦横センサー、ユーザーカスタ

搭載、DC220 Zoomは1/3インチ109万画素

マイズが可能な自動スクリプト言語など、他

CCDでパンフォーカスの2 倍ズームを搭載し

機種にはない個性的な機能を備えている。お

ている。

日本コダック株式会社
DC260 Zoom（128,000円：写真）
DC220 Zoom（88,000円）

反射式液晶モニターを搭載した

リニューアルして色再現性がアップ

プログレッシブスキャンCCD採用で垂直解像度が向上

Allegretto 5

Q-M100V

デジタルマビカ

MVC-FD71

カメラの裏蓋を開けるとダイレクトにPCMCIA Type

100万画素の夜景というキャッチコピーで高感度を

ⅡのPCカードスロットに挿せるAllegrettoが大幅にリ

アピールしていたQ-M100 もマイナーチェンジ。CCD

3.5インチFD記録と10倍ズーム、リチウムイオンバ

ニューアルした。背面には、デジタルカメラでは初めて

の画素数は従来と同じ108 万画素だが、フィルターを

ッテリーによる長時間スタミナ撮影が魅力のデジタル

2.5インチ反射型液晶モニターを採用している。撮像

補色系から原色に変更することで色再現がアップした。

マビカもリニューアル。従来機はビデオカメラ用のメ

素子は従来同様、35万画素CMOSセンサーを搭載し

また、オートホワイトバランスの安定性が向上してお

カをそのまま流用していたため、動体撮影時には垂直

ているが、感度とダイナミックレンジが2倍になってい

り、 価 格 も 3

解像度が半分に低下してしまっていたが、今度の新製

るという。携帯性とバッテリーの持続時間が長いのが

万 円 引き下げ

品はプログレッシブスキャンCCDを採用することで、こ

特徴だ。
また、Allegretto 5と同

られている。

の問題を回避している。また、フロッピードライブが2倍

時に発表された M1は、150万

速になり、記録時間も

画素CCD を搭載した高画質

半分以下になっている。

モデル。外観デザインは異
なるが、スペックはFine
Pix500と同等だ。
株式会社東芝
Allegretto5（49,800円：写真）
AllegrettoM1（79,800円）

コニカ株式会社
69,800円

ソニー株式会社
MVC-FD71（オープン価格）
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［インターネットマガジン バックナンバーアーカイブ］ ご利用上の注意
この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
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