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1 はじめに 「現代的カメラJの原型「高級35ミリ精密カメラ」

T.A. Edison Papersのディレクターであるリーズ ・V・ジェンキンス 『フィルムとカメラの世
(I) 

界史 企業と技術革新』。あるいはイギリス Kodak博物館のブライアン ・W・ コー 『CAMERAS

ダゲレオタイプからインスタント写真まで』は，カメラの発達史を複製技術の進化と捉え，そ

の過程を銀板，湿板，乾板，ロールフィルム （シネフィルム）の5つの時代で区分する。それら

に見られるように，先行研究にはフィルムの発達史を重視するものが多く，カメラとレンズの
( 3) 

関係性に注目するものはほとんど見当たらない。そこで，本論は 「万能カメラ」「現代的カメ
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(1) R巴es巴 V.Jenkins“linage and Enterprise Tec/1110/ogy and the American Photogra戸hieIndustry 1839 
to 1925”（Tke Johns Hopkins University Press 1975) （平凡社1998)0）＇日訳，中岡哲郎 ー高松亨 ー中間俊
介 14～ 15頁。

( 2 ) Brian W. Coe “CAMERAS From Dagurreoly/;es to 11lsta11t Pictures”（。1978AB Nordbok 

Gothenb山一g.Sweden）邦訳，朝日ソノラマ編 1980年
( 3) 明江宏 『ARS最新潟虞大講座 14・小型カメラJARS 1936年
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技術と文明 17巻2号（100)

ラ」の出発点として「高級35ミリ精密カメラJを取り上げ．カメラの機構とレンズの関係性に

注目し，1930年代，日本における開発過程を明らかにする。併せて，戦後における日本のカメ
( 5) 

ラ産業発展の，歴史的基盤の一端を解明することも目的とする。

ところで，日本における高級35ミリ精密カメラ史研究，または重要な関連研究としては，小
6) ( 7) 

倉磐夫と酒井修ーの著作が一般的に知られ，また最近の研究では戦前，戦中期における軍需主

導の写真用レンズ技術史研究に特化した池上俊三の「日本における写真レンズ技術の進歩

軍需主導における独創性の萌芽 （1925～ 1945)Jが挙げられる。

本稿において高級35ミリ精密カメラ成立について注目するのは，カメラボディとレンズを中

心とする「現代的カメラ」を構成する必須の諸要素が，はじめて基本的に成立したという点で

ある。こうした視点から日本の高級35ミリ精密カメラ開発過程に焦点を当て，開発のプロセス

を技術史的に分析し，それを可能とした要因を， 1930年代の当該技術水準と，先進国からの技

術移転に焦点をあてながら検討する。

「ライ カでは この様にあらゆる分野の撮影が出来ると製作所が威張ってゐます。その故に「万能カ
メラ」とも称することが出来ます」 101頁。

( 4) 「高級35ミリ 精密カメラ」とは， 1920～30年代を通じて使われた歴史的名称である。この年代に
おいて，一般に使われていた「小型カメラ」は主にロールフィルムのヴ、ェスト判 （4×6.5cm）フィル
ムや，乾板フィルムのアトム判 （6×4.5cm）フィルムを使用するカメラを指す。それに対して映画
用35ミリフィルムを使用して24mm×36mmの規格闘面を持つ「高級35ミリ精密カメラ」は 非常に
特殊なカメラとされ ライカやコンタックスをはじめとする数種類しか存在しなかった。

ライカとコンタックスの特徴は 従来の小型カメラと比較しでも更に小型で，飛躍的に精密であり
レンズ交換が可能で，高機能を持ったカメラである。また たいへん高価で、もあった。それゆえに。

これらのカメラは従来の「小型カメラ」と区別する必要があり，「高級35ミリ精密カメラjと呼ばれ
ていた。現在，この名称は「死語jとなっているが 本論では，この歴史的名称を使う。

( 5) 一般に，日本のカメラ産業は 戦中期に養われた高度な軍事技術が，戦後に一般生産技術へ転用
され，対米輸出と世界市場へ進出したことによって経済的成功を収めた 「奇跡、」として解釈される
が，それは主にマスコミによって形成されたと考えられる。その起源は “THENEWYORK TIMES” 

1950年12月10日付け記事＂＇ JAPANESECAMERA～ 35mm Nikon and Lenses. Tested by Expert'，であ
るとさhている。

( 6) 東京大学工学部教授であった小倉磐夫は，軍需光学産業が，戦後において民生産業へシフトし，
カメラやレンズ設計 開発の点で果たした役割と意義の大きさを示唆 強調する研究を展開し 『ア
サヒカメラJ誌上で連載するに至った。その連載は，以下の 2冊の著作にまとめられた。fカメラと

戦争J（朝日新聞社 1996年）『国産カメラ開発物語』（朝日新聞社 2001年）
( 7) 酒井修ーは，カメラ業界誌 『カメラタイムス』記者を経て，日本カメラ財団「日本カメラ博物館j
副館長となり， Iアサヒカメラj，『カメラレヒ、ユ－Jを中心に執筆を行った。一貫して，写真市場の動
向を軸に 幕末から第二次大戦後まで 社会史的な側面からも。幅広い日本のカメラと写真産業史を
研究した。著書に 『ライカとその時代』（朝日新聞社 1999年）がある。

( 8) 池上論文が指摘するように白日本の戦前・戦中期における写真用レンズの技術的進歩は「軍需の
持つ高コスト体質に見合った高性能が要求される体質jによるものであり？且つ「写真レンズ技術は
いわゆる両用技術 （dualusetechnology）であり 7 軍事 民間で転用できる技術であるためその境界は
必ずしも明確ではない」とする見解b 基本的に同じである。
池上俊三「日本における写真レンズ技術の進歩一軍需主導における独創性の萌芽 (1925～1945）」）

『科学史研究J（岩波書店。 2010）第49巻（No.255)129-142頁参照。
また！筆者の問題関心は軍需や民需の別を問わず社会における技術の在り方であるという点を。

付言しておく 。
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第二次大戦前円本における35ミリ精管カメラの開発（森）

2 「技術移転」における「模倣と自立」

世界初の高級35ミリ精密カメラの開発は， 1912年頃ドイツ Ernst-Leitz.GmbHの映画機械職

人 Oska1～Bamackの「UrLeica」開発によって始まり ，1932年発売の「Leica-DE」で＼ほほ

完成の域に達した。従って，日本の高級35ミリ精密カメラ開発は， ドイツからの技術移転より

始まった。

ところで，斎藤優は技術移転の定義について， 技術はある目的を達成する手段や方法であり，

技術移転とは先進地域から後進地域に移転された技術であるとしている。また，先進地域から

移転された技術は，例え先進地域で一般に普及している技術でも，これを使ってこなかった後

進地域にとっては技術革新であり，技術移転とは，技術革新が後進の地域社会へ普及し定着
( 9) 

する過程であるとしている。

そして，斎藤は技術の定着過程について幾っか例を挙げているが 新しい技術や新商品を国

産化していく場合，模倣品を作ることによって技術移転するパターンの存在を指摘している。

導入技術が在来技術に連結が可能なとき，伝播，定着は比較的容易になるが，まずは修理，模

造から始めるのが普通で，導入機械の修理を通して経験を踏んだ上で＼分解研究して模造し

次第に改良を加えながら国産化する。この場合，修理という行為が介在するために，］敵人など

の技能者が模倣の主導的役割を果たすケースが多いのは注意すべきであろう。それには，導入

技術が在来技術の吸収能力の範囲内にあることが条件となるが， 比較的に小規模で行うことが

できる。

対して導入技術が在来技術の吸収能力の範囲を超えてしまう場合は，海外からの全面的な技

術導入，機械導入，お雇い外国人による技術指導などが行われる。同時に日本側からは海外伝

習制度や，高等教育を通じて技術吸収能力を高めるなど，経済資本のみならず，社会資本も動

員した大規模なものとなる。概して，この定着パターンでは，l搬入などの技能者は無力となる。

ゆえに後進国日本では，このような大規模技術移転の場合，民間資本と市場が脆弱なために，

国家主導で行われる事例が多かった。

( 9) 「高級35ミリ精密カメラ」の登場によって， カメラが「H前面」から「精努機械」となったことを
もっとも早い時期に注目していたのは 戦前～戦中期に活躍したアマチュア写真家て、著述家の堀江宏
であろう。娼江の著作は多数あるがとくに rARs最新潟民大講座14一小型カメラJ(ARS 1936年）
は？堀江研究の集大成であるとされておか要素技術としての「精密機械技術」の重要性を挙げてい
る。

(10) 本論における「模倣Jの概念は。 一定以上の技術水準を持つという意味で使用する。
(11) 斎藤｛互によれば技術移転を以下の如く定義する。

技術はある目的を達成する手段や方法であり 技術移転とは先進地域から後進地域に移転された技
術である。先進地域から移転された技術は，後進地域にとっては技術革新であり 1 例え先進地域で一
般普及している技術でも？これを使ってこなかった後進地域にとっては新技術となる。そして技術移
転とは，技術革新が後進の地域社会へ普及する過程としている。斎藤優 『技術移転論』（文民堂 1

1979) 3頁。
(12) 問書 『技術移転論』663頁。
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技術と文明 17巻2号(102)

以上 これを本文中のテーマである日本の高級35ミリ精密カメラ開発に即してみれば，当時

の日本とドイツの当該技術水準を比較すると， ドイツのカメラ産業がカメラボディを作る精密

機械技指と，レ ンズ、製造に必要な光学長端を持つのに対して 日本のカメラ産業は 7 その両方

を持たなかった。よって． 日本では，カメラボディの製造技術とレンズ製造技術を，一定上の

水準まで引き上げるために 技術移転の必要があった。 しかし カメラボディと ．レンズ製造

技術の技術移転は，全く違うパターンで行われた。

すなわち，カメラボディは民需を中心として普及した時計産業の在来技術を基礎として，職

人や技能者達の主導によって開発が行われた。それに対し， レンズは，国家主導で導入された

軍事技術を基礎に普及し，且つ研究機関を動員した開発が行われた。
115) 

これにより， ドイツより技術移転を受け，模倣から始まり自立を目指した日本の高級35ミリ

精密カメラ開発は，日独問の当該技術格差と，日本国内における開発能力の格差という形で

「三重の構図」を形成していったのである。

3 ドイ ツにおける 「高級35ミリ精密カメラ」の成立

本章では， 日独の当該技術水準の比較を行う前提としてドイツにおける高級35ミリ精密カメ

ラ成立について触れておく 。そこでドイツにおける高級35ミリ精密カメラの技術水準の確立過

程を 3つの段階に分けて確認しておく 。

第一の段階として1912～ 14年頃， ドイツの Ernst-Leitzの映画機械職人， Oskar「－Barnacl＜が，

35ミリ フィルムを使う静止画専用の ι シャ ッターとフィルムの運動を連動させる機構”を持っ

た，「UrLeica」と呼ばれるカメラを試作した。その特徴はフィルムの規格にあり通常の映画
(16) 

用35ミリ フィルムの規格画面が24x18であるのに対して， 24×36ミリとした。ただし， 24×36

ミリの画面では，小さすぎて一般鑑賞には耐え得ない。ゆえに原画を数倍から数十倍の倍率で

印画に引伸ばす必要性があった。このシステムをより高精度にするのが，カメラの精密化と，

高性能なレンズである。Leitz社は Ur-Leicaを基礎に1 十数年もの開発期間を経て，カ メラの精

(13) 同書『技術移転論』663頁。
(14) 後進国で 導入技術が在来技術の吸収能力の範囲を超えてしまう理由の一つに挙げられるのは
導入技術の内容に きわめて科学原理的な問題が多く含まれている場合である。このような場合l 一
般に民間資本が脆弱なため，技術移転は国家主導で行われる場合が多い。

(15) 「自立」の概念は何らかの形で。先進地域からの一方的な影響から脱することを意味する。例え
ば社会的要求によって起こる自給自足！輸入品の代替品製造である。または程度の差はあれども 技
術革新が「模倣jを通じて社会の中で深化定着し その中に次の段階独自性への素地が生まれる過
渡期のことを意味し技術的に見れば日本的開発の特徴とされる“部分的改良” 或いは特許や実用新
築の回避の為のものも含まれる。その克服過程のなかに 例え枝葉末節の稚拙な開発ではあっても
自立への素地が見出されると考える。

(16) Oskar Barnackによれば
「シネフィルムの Iコマでは小さすぎる。映画のフィルムは例の忌今しい標準化のおかげて、幅が固定
されていますから，広げるわけにいかない。ですから長い方向にめいっぱい広げるしかない。でもっ
て2倍にしてみたんです。つまり24ミリのl隔， 36ミリのi幅 （中略）つまり，考えに考えたというわけ
じゃないんですね」Die f,eica" 1931/32 4～8頁。
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第二次大戦前日本における35ミリ中市街カメラの開発（森）

密化と高性能レンズの開発に成功し 1925年に「Leica-A」を販売する。その特徴は，高精度の

引伸ばしシステムを構築したところにあった。Leitz社は，元々が顕微鏡メーカーであり，精密

加工技術の素地の他に レンズ開発能力を兼ね備えてい完。このカメラとレンズの開発能力が，

映画機械］搬入， Barnackのアイデイアを実現する原動力となった。

第二の段階が，異なる焦点距離のレンズを使用するカメラの汎用性である。1930年に望遠，

広角と複数のレンズ交換が随意に出来る「Leica C」が発売された。これによって，フィルム面

とレンズの距離が規格化され，この規格に沿って製作された レンズを使用すれば， Leicaは望

遠，広角，接近撤影，複写等々 1 幅広い撮影用途への応用が可能となり，高級35ミ精密カメラ

は次第にシステムカメラとしての性格を強めていった。

第三の段階は，焦点合わせの自動化である。1932年に発売された「Leica-DE」では，光学式

三角測量を行う連動距離計装置を組み込むことで，当時のカメラ操作の中で特に難しいとされ

ていた焦点合わせの作業を自動化した。すなわちファインダーを覗き，へリコイドを操作して，

ファインダー内部の二重像を合致させれば＼自動的に被写体とカメラ問の距離を合わせること

のできる連動機構の実現である。ここに，はじめて高級35ミリ精密カメラの機構が成立したの

である。

Leica-D E発売と同じ1932年，世界最大のカメラ独占企業 Zeiss-Ikon.AGは「Contax」を発売

し Leicaが独占していた市場へ参入し競合した。ContaxはLeicaと比較して，あらゆる点

で技術的に凌駕しており，「現代的カメラ」の最初の結実とも云うべきだろう 。しかしこの場

合 Contaxの登場で注目されるのは高い技術力ではなく， Leicaによ る35ミリフィルムカメラ市

場の独占を崩し競合した点にある。つまり競合者の登場は，高級35ミリ精密カメラが特殊な存

在ではなく，普遍的な存在として市場に受け入れられはじめた証拠と云うべきであり，それま

での「暗箱」カメラから「精密機械」としてのカメラへと変化する予兆になったのである。

4 吉田によ るカメラ開発

4 1 「原型機J開発（1932～33) 出発点、としての模倣

日本における高級35ミリ精密カメラ開発は，民間の職人や技能者主導で始まったが，ここで

は， ドイツで成立した高級35ミリ精密カメラを日本で模倣するにあたり，それを可能にした技

術的背景と水準を明らかにする。

1930年代初頭の日本の写真業界は，海外からの製品輸入が盛んな一方で＼国産カメラの開発

が始まりつつあった。とくに Leicaの人気が高く，その人気を決定的にしたのが，光学式連動

距離計を持った LeicaD Eであったことから，日本の高級35ミリ精密カメラ開発は L巴ica-DEの

(17) Barnacl＜によれば

「あと残る問題はただひとつレンズです （中略）マックス ・ベレーク教授のお世話になりました。先
生が作って下さったのは F3.5の50ミリのアナスティグマートで！その頃の同クラスのどのレンズに
だって負けないやつでした」"!Jie f,eica 1931/32 4～8頁。
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技術と文明 17巻2サ(104)

模倣から始まった。

国産初の高級35ミリ精密カメラ製作を行った吉田五郎は．正規の技術者教育を受けたことは

無く，フリーの機械職人として映画機械の輸入と，模倣品の製作を手がけていた。1930～34年

頃，映画－写真 電気機材の買い付けに十数回，上海を訪れているが，これにより，日本より

いち早く海外の技術情報を入手することができた。その頃に，発売直後の Leica-0Eを解体調
(20) 

査し模倣品を製作した。吉田製作による国産初の高級35ミリ精密カメラには，この時点では

名前が無かった。そこで＼本論では仮にこれを 「原型機」と呼ぶ。ここで， Leicaを開発した

Barnackも，その模倣を製作 した吉田も また，映画機械職人であったと いう共通点が重要に

なってくる。

吉田の証言によれば原型機開発の動機を，

（ライカ を）パラパラにしますとね，こん中には，貴重なダイヤモンドも金もはいっていな

いでしょ。パラパラにすりやね （中略）真録だとか レンジファインダーを動かすあすこ

なんかだって ヤキの入っているハガネですから なんにも違ったところがないじゃない

かっていうんです。それをあの当時の金で120円で売っているから 1 アーア，この日本で

これを作ったら， ドイツにこんな大金が流れないですむのに， もったいない話だなあって

いうのが，いつでも私の頭にくるんですよ

この証言には， 2つの確信が読み取れる。まず Leica-0Eの模倣品を製造するにあたって，

それに必要な部品調達に困難が無いこと。そして 輸入代替品の製造 つまり国産化が可能で

ある という 2つの確信である。筆者はこの発想がτ 吉田の職業，つまり映画機械の輸入や模倣

品の製作に深く関係していたと考える。

原型機は現存しないために？どのようなものであったか推測の域を出ない。しかし吉田の

証言によれば，外骨格は独特の八角形の形状で＼上部は一体構造であったことから （図 1），の

ちの「カンノン」や 「キヤノン」にも共通する外見的特徴を有していたと考えられる。また，

原型機で撮影された写真が現存しており それを分析すると ほぼLeica-0Eと同じ性能と構

造を有していたと推測される。

ところで，原型機の製作を可能とした技術水準は何であったのかそれを筆者は 「平歯車」

を作る技術に根拠を求めることが出来ると強調 したい。

原型機の手本となった Leicaのフィルム給装とシャッタ一巻き上げ機構では，平歯車が多数

(18) 吉田五郎によると 1932年発売の LeicaD Eの出現が。国産の「高級35ミリ精密カメラ」製作の動
機になったと証言している。荒川龍彦著 『創業～なせ消えた ！？キヤノン創業者』(1986 朝日ソノ
ラマ刊）73～74頁。

(19) 同書 『創業.I63～66頁。
(20) 同書 『創業』 75頁。
(21) 同書 『創業.I71～73頁。
(22) 前掲『国産カメラ開発物語J「カンノンカメラの謎」によれば，歯車を狸穴の坂口時計歯車店，ア
ルミ鋳物加工を四之橋の今井の名が挙げられている。32～44頁。
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図1 「原型機」の外観推定復元図（朝日

ソノラマ『カメラレビュー 58号』（2001)

内回一三「カンノンからハンザ キヤノ

ンへ lその開発の過程」p125) 

A 

図2 「原型機」の内部構造の推定図。Leicaと同じも のだった

と考えられる（間宮精一『ライカの使ひ方JARS，昭和13年（1938)

p.18. 間宮精一作図）

認められ．歯車を仲介することによ って，フィルム給装とシャ ッターの巻上げが同時に行われ

る機構である ことが判る （図一2）。 この機構の鍵になるのが。平歯車の使用である。吉田は映

画機械製作を通じて関係のあった民需の時計歯車等 精密機械部品を製作する中小メーカーか

ら部品を調達することで1 原型機の製作を可能としたのである。日本の高級35ミリ精密カメラ

開発は，民間の時計歯車を作る夜来技術を基礎にすることでカメラボディ に関して模倣開発に

成功した。

一方，高級35ミリ精密カメラに必要なもう lつの技術的要素であるレンズは，国産品では満

足なものが得られなかった。原型機に国産レンズを取り付けて線影された写真が残されている

が，開放付近の描写に収差が残り ， ドイツ製と比較してたいへん劣っていた。この点で原型機

開発は カメラボディの開発には成功したが，レンズが調達出来ず‘「不完全な模倣品Jだった

と云うことも出来る。なお。原型機，それに続く「カンノンJに装備された レンズについては，

次節で詳述する。

4-2 吉田による「カンノン」の開発（1933～34) 技術的自立の挫折

吉田は前述したように映画機械，とくに米国ウエスタン ・エレクト リック製映写機の音声再

生装置を国産化するなど映画機材業界では名の知れた！被人であった。原型機を開発していた

頃，土橋式ト ーキーの開発者．土橋兄弟とトーキー専門会社を設立する予定だ、ったが1 土橋兄

弟の松竹入社によか会社設立はI頓挫した。

そこで 1933年頃，吉田は予てから注目していた高級35ミリ精密カメラの国産化を計画し，

義弟で山一証券社員の内田三郎に出資を依頼，精機光学研究所を閉所した。これが，現代まで

(23) 同書 『国産カメラ開発物語J28～31頁

(24) 前掲 f創業J63～65頁。
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図3 「カンノン」外観(1934年「カンノン ーカタログ」

より。カタログ提供，元 キヤノン販売H U氏）

。
図4 実用新築『「シャッター」ト「フィルム」トカ連

動ヲナス装置J（出願人 吉田五郎出願昭和9年

8 )J 15日公告 ni'l和10年7刀18日第1.051号）

(25) 

続く光学機器メーカー （附キヤノンの始まりとなる。ところで 内田三郎は．義兄からの出資
(26) 

の要請に対して，最初は消極的であったと証言する。なぜなら当時の日本のカメラ製造技術は

幼稚であり？高級35ミリ精密カメラ製造に必要なカメラボディを作る精密機械技術，それに必

要とされる高性能なレンズ製造技術も持っておらず， リスクが大きいと考えていた。それにも

関わらず出資に応じた動機を．私淑していた日産コンツエルン総裁 鮎川義介の事業観に影響

されたと証言する。

「鮎川社長よ り伺った事のある資源の少ない我邦では 材料の原価に占める割合が少なく？

高度の頭脳と技術を要する。例えば光学精密機械とか純度の高い化学工業が有望であるとの事
(28) 

業観にヒントを得て，敢えて冒険を試みる決心をした。昭和 8if三晩秋であった」

出資者である内田の立場からすれば 国産の高級35ミリ精密カメラ開発は 既存の大資本と

の競合が少ない分野であり ドイツから移転された新技術を使い。ベンチャー ビジネスとして

市場進出の可能性があったからである。

内田からの出資を受けた吉田は Leica D Eの模倣である原型機を超える性能を持つカンノ

ンの開発に着手した。1934年！『アサヒカメラ』『月刊カメラ』に計4回の広告が掲載されてお

り，その性能は 「一世界一」であると宣伝した。

なぜ吉田はカンノンが世界ーの性能を持つと謂ったのか その恨拠が何であったのかを中心

に，tJ下ではカンノンの開発過程について検証する。

吉田による試作機カンノンは現存していない。その形態は，『アサヒカメラ』（朝日新聞社）

1934年6月.7月， 9月号に掲載された広告と． 『H刊カメラ』（ARS)1934年 9月号に掲載され

た広告．そして2004年に発見された当時のカタログ （図 3），そして技術的内容に関して実用

(25) 内田一三編 『内田三郎凶顧録11991年.22～23頁。
(26) 前掲 『創業』81頁。
(27) 前掲 『内凹三郎回顧録』 22～23頁。
(28) 同書 『内田三郎回顧録J22頁。

26 



第二次大戦前日本における35ミリ精密カメラの開発（森）

(29) 

新案 『「シャッター」ト「フィルム」トカ連動ヲナス装置』（図－4）によ って知り得る。ここで

は主に当時のカメラ雑誌の広告，カタログ？実用新案からカンノンの技術的特徴と，開発経緯

を考察する。

原型機とカンノンを比I絞すると，次の 2点に変化が見られる。

( 1 ) フィルム巻き上げノブとフィルム枚数計 （カウンター）がカメラ前面に位置している。

( 2) カメラ上面に，セルフタイマー兼スローシャッター装置が付いている。

この 2点は，ともに手本となった Leica-DEや Contaxには無い機構である。これを装備する

ことはカ タログデータ上で 模倣から自立（世界一）を目指すことを意味していた。

まず，カンノンの最大の特徴はカメラ全面にフィルム巻き上げノブ （兼シャッタ一巻上げ装置）

があることだが，この部分に「世界一」を 目指したカンノン開発の最大の意図があった。それ

は巻き上げノブを，カメラ前面に 「逃がす」ことで＼カメラ上面に「空地」を作り，セルフタ

イマー兼スローシャッター装置を設置出来るスペースを硲保したのである。この特徴は

Con taxの外見的特徴と合致することから， Contaxを真似たフィルム巻き上げノブ （兼シャッ

タ一巻きヒげ）という印象を受ける。ただし Contaxの場合，将来的には光電素子を使った露光
(30) 

装置を装備することを想定してのレイアウトであった。

このように，フィルム巻上ノブ （シャッタ一巻上げを兼ねる）をカメラ前面に設置するために

は，傘型歯車によって動力伝達乞横方向から縦方向に変える駆動装置が必要になる。しかし

機械要素設計ではよく知られているように，動力部から伝達部に至る最初］の歯車には，最も大

きな負荷が掛かる。この部分に，伝達効率が悪くて加工も難しい傘立l歯車を使うことは，通常

は避けるのが常識である。しかも，平歯車に較べて傘型歯車は．三次元的な設計と加工が必要

であり，難易度も飛躍的に高い。しかし Contaxとカンノンは，先に述べたような理由から，こ

の部分に傘型歯車を使用せざるを得なかった。

Con taxの設計ではこの部分に 2段式傘型歯車を使月3することで，フィルム巻上げとシャッ

タ一巻上げに 2分割し歯車に掛かる負荷を分散することにより 歯車に掛かる負担を最小限

に抑える設計になっていた。さらに， Contaxの歯車は全てが材料強度の高い焼入れをした鋼

鉄製で，且つ精度の高い精密加工がおこなわれている。それに対して．カンノンは，シャッ

ターとフィルム給装を駆動するために掛かる負荷がl個の傘型歯車にすべて集中する設計であ

る （図－4中の 3）。 しかし 傘型歯車は通常。時計部品にはあまり用いられない。そのため，製

造経験が少なく加工精度も不足していた。しかも当時，日本の民需時計産業で使われた歯車は．

加工は容易だが，鋼鉄に較べて強度の劣る真鍛製であったので，材料強度が不足しており ，磨
(31) 

耗が激しかった。

(29) 出願人，吉田五郎 『「シャァター」卜「フィルム」トカ連動ヲナス装置』（昭和J9年 8月15日・第
1.051競・広告，昭和10年 7月18日）

(30) USPATZ.031.321“PHOTOGRAPl-llC CAMERA”（ドイツ出願1933年12月21日‘アメリカ出願1934

年11月15日。公告1936年2月18日）
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吉田が頼みとした民需の時計歯車を作る技術水準で、は，傘型歯車を製造するに足る充分な加

工精度と材料強度を実現出来なかった。Leica-DEの内部機構に使われる歯車は平歯車だけ

で，傘型歯車は使われていない （図一2参照）。 その模倣である原型機もまた，傘型歯車は使われ

ていなかったと推測される。だがカンノンは 傘型歯車を使うことで．セルフタイマ←兼ス

ローシャッター装置を装備し手本となった Leica-DEや Contaxの「模倣Jから抜け出した上

で「世界一」になるべく，「自立」を図ろうとした。しかし市中の時計歯車や精密部品を製作

する中小メ カーからの部品調達が困難なために，「模倣から自立」への開発は難しくなった。

すなわち設計の蹟きと外注先における加工精度と材料設計の不足が，カンノンを世界ーの

高級35ミリ精密カメラになることを阻んだのである。カンノン開発失敗の最大の要因は設計の

蹟きであり，機械要素設計の知識を欠いた職人や技能者による開発には！自ずと限界があった

と筆者は特に強調する。

結局，傘型歯車の使用を前提としたセルフタイマー兼スローシャ y ター装置のカメラ上面へ

の設置は，不可能となり放棄されたと考えられる。後年に吉田五郎が自筆したカンノンの図面

では，傘型歯車の問題から，カメラ正面に巻上げノブを装備するプランと，カメラ上面に巻上

げノブを装備するプランの 2つが存在している。加えて吉田が出願した，実用新案 『「シャ y

ター」ト「フィルム」トカ連動ヲナス装置』においても， 2つのプランの存在を確認できる。

また，実際に市販されたキヤノンの構造にも，その影響が強く覗える。以上が，カメラ内部の

巻上げ機構に関する分析である。

次に 1 4回行なわれたカンノン販売予告広告における特徴の変化から．特許 ・実用新案の回

避過程を考察する。

ここでは，宮崎洋司の 「カンノン」変遷の分類に準拠し 1934年6月号の Iアサヒカメラj

掲載分を「カンノン AJ. 同年 7月 『月刊 ・カメラj掲載分を「カンノン BJ，同年 9月 『アサ

ヒカメラJ掲載分を「カンノン C」として，3種類のカンノンを比較する。

「カンノン A」，「カンノン BJ，「カンノン C」への変化は，カメラの上部構造，特に距離計連

動部に集中している。「カンノン AJと「カンノン B」は 連動距離計と，ビューファインダー

の構造が， Leicaそのものである。すなわち距離計の 2つの窓の中間にファインダー窓を配

置する設計であり，違いは見られなし、。変化が見られるのは1934年 7月「カンノン BJから，

同年9月の「カンノン C」の問である。それまでの Leica型のファインダー構造から，「カンノ

ンC」では折りたたみ式ファインダーへと変更されているが，この違いは，ライカの実用新案
(33) 

回避の開発過程であると考えられる。吉田が「カンノン」開発を行っていた1934年， ドイツ －

Leitz社より 『罵真器鏡玉ノ距離調節装置 （オスカル ハルナ yク氏考案）』（実用新案 ・201490号，出

(31) 「何回も前面巻上げのノブを巻き上げてシャッターを切り 傘歯車が互いになじんでガリガリ言
わなくなってから撮影している」 『カメラレビュー 61号J（朝日ソノラマ 2001）内田 三「カンノン
からハンザキヤノンへ～その開発の過程 （3）」 114頁。

(32) 宮崎洋司 『キヤノン ・レンジファインダーカメラJ（朝日ソノラマ 1997) 28～31頁。
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図5 実用新案I窮民器ニ於ケル「ファ

インダー」出没装置J(出願人 ・内田三郎，

出願 ・昭和10年6月8日，公告・昭和l

11年 4月4日，第4.324号）

願。昭和7年7月19EI。広告昭和9年6月30日）が広告さ

れた。その出願の請求範囲には，距離計の光ilifflが

ヒ、ユーファインダーの光illtliと交差する設計，すなわち

距離計の 2つの窓の中間に，ファインダー窓を配置す

る設計のカメラは，Leicaの実用新案に抵触するとい

うものである。この実用新案が広告されたことで。カ

ンノンは， Leicaの実用新案に抵触する可能性があっ

た。このため，実用新案を避ける開発の必要性，この

部分における模倣から自立への必要性が生まれた。

吉田は。 Leitz社の実用新案の存在に気がついたと

考えられ， 同年9月の「カンノン C」では折りたたみ式ファインダーに変更している。カンノ

ン広告は1934年8月の掲載が欠けているが，この期間に Leitz社の実用新案を回避するための

開発が行われた可能性がある。最終的に吉田は，俗称「ピックリ箱」と呼ばれる 『窮民器ニ於
(34) 

ケル「ファインダーj出没装置.I（図 5）を考案した。この装置ではファインダーは通常，カメ

ラ内部に格納され，スイッチを押すことで，撮影時にのみ飛び出してくる構造になっている。

これによ って Leicaの実用新案を回避することが可能になったが 実用上は不便で、，結果的に

は “改悪”の開発だったと云わざるを得ない。

以上，吉田によるカンノン開発のカメラボディ側の検証を行ってきたが，次にカメラのもう

lつの要素であるレンズ開発について検証する。原型機の項でも述べたように，高級35ミリ精

密カメラに必要なもう Iつの技術的要素であるレンズは，国産品では満足なものが得られな

かった。原型機に国産レンズを取り付けて撮影された写真が残されているが，小倉磐夫は．お

茶の水付近の八興というレンズ屋で製作されたカサパ 5cmF3.5であろうと推測する。このカ

サパというレンズは，Zeiss-Tessar5 cmF3.5を模倣したものであり 大きな引き伸ばしには耐

えないもので，特に球面収差が大きいと指摘する。更に，小倉はその製作方法を，明治末～大

正期に行われた初期の国産顕微鏡の開発方法に例に求め，その手法は同じであったと推定して

いる。その概略は，以下のようなものである。

レンズ設計はもともと皆無なので，ただライツのレンズを模倣して作るのだから，そ

の苦心は大変なものだ、った～ （中l略）～小さな三角形のガラス材料が，大体五種類あった

(33) 荒川もまた， 『創業jの中で，広告に現れたカンノン変迭を特許回避の過程としており （113～116

頁）本論でもそれに準拠するが。変選過程の分類については，前述のように宮崎洋司のものに準拠す
る。

(34) ［窮民器ニ於ケル「ファインダー」出没装置』（第4.324~徒 出願人・内田三郎，出願 H併IHO年 6
月8日！公告 ・昭和11年 4月4日）内田一三によれば。この装置の発明は吉田五郎であるとしている。
朝日ソノラマ 『カメラレビュー58号』（2001)内田一三 「カンノンからハンザキヤノンへ～その開発

の過程 （1 ）」129頁。
(35) 前掲 『国産カメラ開発物語J34～35頁。
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とすると，その五種類のガラス材料をまず先端のレンズと同じ形のレンズにみがきあげ；

その五種類のレンズを順次ライツのレンズにおきかえてみて，一番よい材料を決める。こ

の場合，五枚構成中．他の四枚はもちろんライツのものをそのまま使用した。このように

して，五枚のレンズのガラス材料をきめ，全部手持ちのガラス材料で，どうやら見える程

度の対物レンズを作り上げた。

このように明治末期から昭和初期にかけて 民間で行われていたレンズ製作は光学的原理を

基礎にした開発ではなく 「現合わせ」という手法に頼った原始的なものであった。実際，この

手法で国産初の顕微鏡である「エム ・カテラ」号をはじめとして，高千穂光学 （現オリンパス）
(37) 

の「旭」号など，多くの国産顕微鏡が製作されていた。また。写真用 レンズでも山崎秀山堂（羽

山崎光学）の大判用レンズ「コンゴー 2lcmF4.5」(1931) なと！ 同じように「現合わせ」で開発

された。このような開発手法が広く民需で普及していた事実は．日本の光学史の初期段階を考

察する上で留意すべき重要な点であるが．池上俊三の研究ではこの点について？論文のテーマ
(40) 

上ほとんど言及されていない。

筆者は光学技術後進国である日本では守池上の主張する“軍需の持つ高コスト体質に見合っ

た高性能が要求される体質”に対して，民需光学産業における＇ ＇］搬入依存の開発体質”が，明

治末から1934～ 35年頃まで並存していたと考察する。

そして吉田による原型機，カンノンの レンズ開発は，まさしく後者の音［）類に属するものと推

察される。

しかしながら「高級35ミリ精密カメラ」のレンズ開発は，前述した大判用 レンズ，コ ンゴ－

2lcmF4.5のような「現合わせ」によるレンズ開発は通用しない。それは．精密な引伸ばしが必

要とされる高級35ミリ精密カメラにあっては，既存のものに比べて飛躍的に高解像度の高性能

レンズが要求される。ゆえに物理化学的知識の蓄積と研究能力，それらを基礎に工業化する

(36) 同書 『国産カメラ開発物語.I46～47頁， 出典 『オリンパス光学50年史』（附オリンパス 1969) 

12～14頁。
(37) これら国産顕微鋭は。主に輸出用生糸の検査等を目的に使用されていた。『千代田顕微鏡の歴史』
（（附サク ラ精機 1994) 60］；可。

(38) 『カメラレビュー 14ぢJ（朝Hソノラマ＇ 1989）井上光郎「写真レンズの夜明け」 130頁。
(39) 前掲 池上俊三 「日本における写真レンズ技術の進歩一軍需主導における独自l性の萌芽 (1925～
1945）」）『科学史研究J129-142頁。

(40) 小倉磐夫．酒井修ーの研究でも，池上論文の主張する「軍需の持つ高コスト体質に見合った高性
能が要求される体質」 に対して。筆者がある時期まで民需光学産業における 「殺人依存の開発体質J
が並存してお り 日本の光学史の初期段階を考察する上で留意すべき重要な事実であるとする指摘
については，議論が未整理である。

(41) 前掲 池上俊三「日本における写真レンズ技術の進歩一軍需主導における独創性の萌芽 （1925～
1945）」）『科学史研究1139頁。

(42) エム ーカテラ顕微鏡を製造する松本製作所は。1931年5月 多年にわたり海軍工廠で光学機械工
場を指導してきた手島安太郎元大佐の助言，指導のもとで vanSeid巴lの収差論を導入し，光学原理を
基礎とした顕微鏡製作を試みたが現場のレ ンズ職人遠からの反発は強く「工場内は まさしく新旧
恩惣、のせめぎ合う修難場だった」このような状態下 研究は進められ1934年2月に，光学原理を基礎
とした顕微鏡 「千代III」ガーが完成する。前掲 I千代田顕微鋭の歴史J69頁。
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製品開発能力が必要とされた。

だが，当時の日本の民間カメラ産業にはそのような素地は未だ充分に形成されていなかった。

吉田が頼みとした開発手法により，カメラボディの模倣には，ほほ成功した半面， レンズは模

倣すら出来る水準になかったのである。

その後，吉田は総合的な開発失敗仁義弟で出資者の内田との意見の相違から， 1934年秋頃

には開発から手をヲ｜いた。これ以降，カンノンは距離計連動部等の光学部分，カメラマウント，

レンズの全てにおいて，吉田に代わり日本光学（現ニコン）で開発が行なわれることになる。

5 日本光学によるカメラ開発（1934～ 35)

5-1 日本光学による「カンノン」（後のキヤノン）開発

前述のように吉田によるカンノン開発は行き詰まりを見せつつあった。 しかし 出資者であ

る内田三郎は技術に疎く，吉田によるカンノン開発を客観的に評価することが出来なかった。

そこで，カンノン開発の評価を，知人で光学兵器設計の専門家である山口一太郎陸軍大尉に依

頼した。
(44) (45) 

カンノンの開発現場を何度も視察した山口は 2つの問題点を指摘した。

1 レンズの開発が出来ていない。

2 複雑な精密機械の開発には，交差や歯車の規格をしっかり書戸き込んだ設計図が必要でL’

それを基礎にして修正を繰り返し進める必要がある。

l点目のレンズ開発に関する問題点は前述した通りであるが， 2点目で山口は，機械要素設

計の知識を欠いた 勘や経験のみを頼りとしたI俄人や技能者による開発には．限界があると指

摘した。これはまさしく 日本の高級35ミリ精密カメラ開発が抱えていた問題そのものであっ

た。山口の評価を聞いた内田三郎は，実兄で海軍軍人，日本光学工場監督官だった内田亮ノ輔

に相談したところ，海軍の光学兵器を専門に製造する日本光学へ協力を要請すればどうかとい

う助言を受けた。

そこで1934年の晩夏にカンノンを日本光学に持ち込み 協力を要請した。すると， 日本光学

側のカンノンへの評価は高かった。さらに日本光学としては，軍需偏重の経営体質は軍事予算

の変動に影響される懸念があり，民生品市場開拓の意欲を持っていることが明かされた。当時

を振り返り，内田は

(43) 山口一太郎の経歴には，光学兵器の設言「の他に
「東京麻布六本木に研究所を設けたキヤノン カメラを私的に指導」という一文がある。『光学兵器を
中心とした日本の光学工業史』（日本の光学工業史編纂委員会1955)793頁。また．山口は2.26事件に
関わった陸軍皇道派の過激派青年将校としても知られる。

(44) 吉田いわく 「しょっちゅうやって来た」前掲『創業J106頁。
(45) 前掲 「カンノンからハンザキヤノンへ～その開発の過程（ 1 ) J 129頁。
(46) 前掲 『内田三郎回顧録』23頁。
(47) 日本光学では。技術担当重役の藤井龍蔵の設計ーで、何度か民生用カメラの試作を試みたが，その度
にI 頓挫している。山本光学40年史.l（側日本光学 1960）「回顧と座談」 733～734頁。
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「自分の技術の優劣を広く社会に問ふには絶

好の機会である。大いに協力しようと嬉しい挨

拶を受けた （註，日本光学技術部長砂山角野よ

り）。 ここに於て初めて日本光学と精機光学と
(48) 

の間に親密な関係が成り立った」と回想する。

これ以降，カンノン開発は日本光学によって 6 

光学系統に絞った開発が進められる。しかも，

開発費用は日本光学が負担しており，その意欲

が覗える。

開発の過程で Leitz社の実用新案 『湾真器鏡

玉ノ距離調節装置』を避ける開発が焦点になっ

た。この実用新案は前述したファインダ一系統

図6 実用新案『篤農機ニ於テ撮影距離ニ適感

スルヤウ封物鏡ノ位置ヲ調整スル装置j（出願

人 日本光皐工業株式舎社，出願昭和10年6

月27日公告昭和11年5月7日第6町035号）

だけではなく， レンズと距離計の連動方法もまた，その請求範囲に含まれていた。吉田のカン

ノンは，それに代わる連動距離計方式が開発されていなかった。

そこで，実用新案 『寝具機ニ於テ撮影距離ニ適膳スルヤウ釘物鏡ノ位置ヲ調整スル装置』（出

願人 日本光撃工業株式舎社？出願 ー昭和10年 6月27日公告ー昭和11年 5月7目。第6035号）（図－6)

が，日本光学設計部民需班の山中栄ーによって開発された。しかしこの方式では，50ミリの標

準レンス以外に距離計の連動が適応出来ず，レンズ交換による汎用性を欠いていた。これもま

た特許 ・実用新案回避のための“改悪”開発であった。このように 当時の日本では群を抜い

た技術水準を誇る日本光学でさえ 広角 望遠レンズを開発する余力が無（特許 ・実用新案

回避のための開発と，標準レンズの模倣開発が精一杯という状態だった。それほどまでに， 日

本とドイツの光学技術と，それに付随する技術の水準は隔絶していたのである。

ところで＼内田三郎は日本光学に協力を要請したのが1934年晩夏だったと証言するが，内田

が日本光学を訪問する以前の1934年6月10日から 同社では民需j輩出を想定した高級35ミリ精

密カメラ用レンズの開発が独自に始まっていた。

その開発手法は民間で行われていた 「現合わせ」のレンズ製作とは違い，光線追跡法， von

Seidelの収差論を軸に，光学原理を基礎とする解析作業を中心としていた。

まず，手本となる写真レンズを使用したテストチャート撮影による解像力試験，実写試験，

収差測定を行った。次に写真レンズは解体され，レンズの厚さと間隔を測定し光線追跡計算

を用いて世｜率から屈折率を算定することで，ガラスの種類を特定し写真レンズの性能を解析

する。この手法は， レンズの新設計と変らない方法である。ここでは， 1935年3月28日， 日本

(48) 前掲 f内田三郎回顧録j40頁。
(49) 日本光学設計部分解測定表による。上山早登『精機光学キヤノンのすべて』（朝日ソノラマ
1990) 40頁。
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光学設計部によって解体測定された Contax用の Tessar5 cmF2.8 (Nr.1438241）の分析を例とす

る。これは開設計部の古川良三によって作成されたデータであるが，そこには，ガラスの材質
(50) 

やレンズの光学的な欠点，他レンズとの比較が書き込まれている（図 7)。この手法の特徴は，

光学的原理を基礎にしており 前述したように 使用している光学ガラスの種類を光の屈折率

から特定することが可能で、ある。さらに日本光学では，大正期から軍需目的で光学ガラスの製
(51) 

造が行われており，そのガラスの中に，手本となるレンズのガラスと 同種類の光学ガラスが存

在すれば，ガラスの溶解，製造，研磨，組立ての工桂までー買製造による国産化が可能だった。

この過程を積み重ねることによ って，技術的な模倣から，自立への素地が蓄積されるのである。

この点が，民需での職人や技能者を中心に勘や経験に頼っていた開発手法と違うところである

と筆者は特に強調したい。それまでの日本社会では，このよつな開発方法は軍需技術として，

一般の経済活動と関係のないところで，直接に国家予算で支えられた「先端技術」として存在
(52) 

していた。

しかし，この時期にレンズ開発は民需製品においても， J~成人主導の「現合わせ」の段階から，

本格的な光学計算に基づく段階へ移行する。日本光学によるカンノン（後のキヤノン）開発は．

その象徴的な出来事であった。その契機は 大正～昭和初期における日本光学の経営難である。

それは“軍需偏重”の経営体質によってもたらされたものであり この“苦い経験”が民需志

(50) 1989年，古川良三が自身の「古川ノート」より 1 抜粋し清書したもの。
(51) 前掲 『光学兵器を中心とした日本の光学工業史J635～638頁。
(52) 木本忠昭によれば「軍事技術先進国から導入された，これら兵器 ー装備体系は途上国経済の再生
産過程内で運動する一般生産技術から遊離し国家の軍事予算に直接支えられ国際軍事技術水準に支
配されている」 I日本の科学者jNo 1. Vol. 18 Jan 1983 10頁。
また，池上論文が指摘する「軍需の持つ高コスト体質に見合った高性能が要求される体質」とは。木
本が述べるところの「兵器・装備体系は途上国経済の再生産過程内で運動する一般生産技術から遊離
し国家の軍事予算に直接支えられ国際軍事技術水準に支配されている」という指摘そのものである
と併せて考察する。
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(50) 

向をも併せた経営体質へと転換させ，ひいては

国内における軍需から民需へ，光学技術の技術

移転の要因にもなった と，考察する。

吉田による原型機からカンノンに至るカメラ

ボ、デイの開発過程では，前述したように，先進

国ドイツからの技術的影響を模倣という形で享

受できた。一方で？自立は機械設計の知識の欠

如，さらに立ち塞がる特許白実用新案のジ レン

マの中に立たされ，モデルにな った Leicaや

Con taxより機能や性能が劣る 1文悪”開発に繋

がり，自立に失敗しただけでなく， 吉田もカン

ノン開発から手をヲ｜し、てしまう 。しかし軍需光

学会社である日本光学の協力で カンノンはレ

ンズの供給を受け1 はじめてカメラボディ ，レンズ共にドイツ製に準ずる 「高級35ミリ精密カ

フ
ア
イ

ン

r
l

図B 「キヤノン」発売時のカタログ写真（昭和

10年10月頃と推定）

メラ」としての技術水準にまで達した。この時期にカンノンはキヤノンに改名し 1935年10月

に試験販売が開始され，翌年の1936年2月に本格的に市販された （図 8）。

5 2 おわり に ［二重の構図」の誕生

吉田による原型機，カンノン開発によって日本の高級35ミリ精密カ メラ開発は始ま ったが，

アッセンブリーによる職人 技能者的な開発では，模倣の域を越えることが出来なかった。し

かし一方で民需では模倣することすら出来なかった高級35ミリ精密カメラに必要な高性能レ

ンズを，軍需産業である日本光学から供給されることによ って，カメ ラボディ， レンズ共に，

より完全に近い Leica-DEの模倣品f キヤノンが完成した。

原型機からカンノン 7 キヤノンに至る開発の総括として. Leica-D Eの模倣開発に終始し実

用新案回避の必要性からカメラボディは「不完全な模倣」 に終わった。一方でレンズは，ほほ

完全な模倣が出来たのである。ここに，囲内の軍需を基礎とした技術と，民需を基礎とした技

術の格差が，ドイツと日本の当該技術格差とも相侯って， 「二重の構図」を生み出したのである。

そこには 1930年代における日本の高級35ミリ精密カメラ開発に一定の限界があったことを窺

い知る ことが出来る。

(53) 大正～昭和初期の日本光学は．海軍軍縮条約によって受注が滅り。減資や労働争議の頻発など経
営的に困難な時期があった。詳細は「日本光学25年史』（附日本光学 1942）第二主主「苦闘時代」 （大
正13年より昭和6年まで）99～194頁を参照。

(54) 1939年頃，内田三郎の要請により， 日本光学から，精機光学へ設計部の古川良三と計算助手2名
が移籍している。内田は「ここに於いて 精機光学は名実共に光学会社の態をなすに至ったのである。
日本光学の好意に対して感謝の他ない。」 と回想する。前掲 f内田三郎回顧録』24～25頁。
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今後「三重の構図」が如何なる経緯で、解消し，日本のカメラ産業が自立するに至ったのかを，

今後の研究課題としたい。

［謝辞］ 本論文執筆にあたり，史料の提供を頂いた内田一三氏，古川良樹氏に感謝の意を表する

とともに，惜しまぬ助力と示唆を頂いた日本のカメラ産業史研究の先駆者である故粟野幹男氏

に，心より感謝と哀悼の意を表します。

On the Development of Premium 35mm Cameras 

in Japan in the 1930s 
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We discuss here the development of premium 35mrn cameras in the 1930s as the starting 

point of the modern Japanese cam巴raindust1γ Development of premium 35111111 cameras 

started by imitating th巴 bodyand objective of German camera manufacturing technology 

perfected in the 1930s. While the body-making technique was imitated by uneducated 

c1 aftsmen of consumer-oriented watches司 technologyfor objective-making was imitated by well 

educated, qualified enginee1 s of a military-oriented institution, Ni hon Kogaku Co. (Nikon）、

which depended upon the Navy’s clemancl 

This yielded a gap in technological sophistication and indicated that Japan was still a 

developing country for technology because in Germany, body-making was also a job of well 

educated engineers 

We can observe that such a gap within the Japanese camera technological community and 

another gap between advanced Germany and backward Japan presented a double gap 

35 


