
今さらライカ Ｍ３を
買ってはいけない！

さらに日本人はなぜ美的・
音楽的センスに欠けるのか



Leica M3 with SUMMICRON 35mm, F2 (LEITZ WETZLER ) 

1954年に登場したLeica M3は、当時は世界一の最先端の超高級カメラでしたが、
今やカメラの進化に完全に取り残された『ガラパゴス・カメラ』となってしまいました。



1954年に新発売されたライカM3は、当時の世界最高峰の特別上

等のカメラであり、なんと東京に新築の一戸建ての家が買えるくらい

の値段だったそうです。その当時にライカM3を持っておれば、もの凄

い超大金持ちと思われ、税務署も睨みを利かしていたことでしょう。な

にしろ新築の家一軒を首にぶら下げているのと同じですから。

しかしなが、その後長い年月が経過し、日本の一眼レフカメラに圧

倒されて、レンジファインダーカメラは衰退の一途をたどり、いつまで

もそれに固執していたライカ社は、何度も経営不振に陥り、かの『ケ

リーバッグ』や『バーキンバッグ』で有名なエルメスが支援したこともあ



りましたが、レンジファインダーカメラに固執し続けたために、今やライ

カは非常に心配な状態にあると思います。キヤノンとニコンの一眼レフ

カメラに完敗です。今のライカは、金と暇のあるリタイア組用のカメラで、

その特性上、経済的・時間的に余裕があり、のんびりと撮影できる人に

しか向きません。スマホでの撮影とは全く違います。

確かに当時は世界一のカメラであったライカM3は、現在では最新の

日本のカメラに勝てる部分はデザイン以外には何もなく(そんな比較を

すること自体がおかしいが)、今や化石カメラと化しました。こんなのを

首からぶら下げていたら、化石の大きなペンダントとなります。



そんなわけで、カメラ歴史博物館に飾るためとか、昔の機械式カメラ

の内部構造はどのようになっているのか分解して確かめてみようとい

うような目的で購入するのなら別ですが、歴史的にあまりにも有名な

カメラであるし、中古で非常に安く買えるようになってきたので、この際

に買って実際に写真を撮影してみようと考えているのならば、絶対に

止めた方がいいです。新発売当時に持っていたら特別に凄いことです

が、今の時代に持っていてもなんの値打ちもなく、今や完全に時代遅

れの非常に使いにくいカメラとなり、人気がないのでヤフオクなどで並

みの程度のものならば、安いレンズも含めてわずか10万円程度です



ので、買って使ってみて『しまった！こんなのなら買わねばよかった！』

と後悔しても、ライカにしては大した金額ではありませんので、授業料

だと思えばよく、ぜひ欲しいと思っているのならばトライするのもいいで

しょう。カメラは科学技術の粋を集めた機械ものであり、今や電子もの

ですから進化が激しく、最初は世界の最先端の器機でも、少し時間が

たつと、もはや時代遅れになり、ただの骨董品になり下がってしまうの

です。このことは、親の影響で私が蒐集している抹茶茶碗とは全く逆の

状況です。良い抹茶茶碗なら古い物ほど価値が出てきますが。

今となってはライカM3は単なる骨董品、ノスタルジック・アイテムなの



楽家十代 旦入作 黒茶碗

約150年前の茶碗ですが
現役でますます活躍中



で、ライカM3をぶら下げて歩いている人を見たことがありません。当時

は世界一の素晴らしい手造りのカメラとはいえ、経年変化は避けること

ができず、たとえばファインダーの曇り、シャッタースピードや測距シス

テムの狂いなどが、どうしても起こります。ただ注意して欲しいのは、そ

れらが狂っていなければ、ライカM3でも他のものでも、写真の写り方に

はカメラボディは全く何も関係なく、写真の写り方・味はレンズのみに

よって決まります。従ってレンズのクオリティが写真には最も重要です。

写真も親の影響があり、私は10歳から写真を始めて、現在まで60年

近くの長きにわたって実に色々としてきました。ライカのカメラは、バル



ナック型からM型まで、さらに最近のライカのデジタルカメラも含めて多

数所有しており、レンズも同様です。また、日本のカメラでも同様で、

現在のメインカメラはキヤノンのEOS 1Ds Mark ⅢとEOS 5D Mark Ⅱ

およびサブカメラとしてコンパクトデジカメ2機種です。最近のコンデジ

は本当に凄い性能ですねー。これらのカメラと比べると、ライカM3の使

いにくさは月とスッポンで、全く話になりません。それが最新のライカの

デジカメにも引き継がれています。いくら言っても・書いても、実際に使

用したことのない未体験の人には、この使いにくさが理解できるはず

がありません。そんなわけで、ずっと以前にはライカのカメラをよく使っ



ていましたが、今はライカデジタルを含めて全てのライカのカメラの使

用を完全に止めました。迅速性、利便性など、あらゆる点でデジタルの

一眼レフには勝てないからです。今となっては、昔のライカのブランドイ

メージに酔っている時代ではありません。もはや時の流れに完全に取

り残されているのです。現実的・実質的なことを考えねばなりません。

私のホームページのライカに関連する原稿をぜひ参照してください。

インターネットで、いくつも見かけるのですが、『ライカM3 の買い方』

のような記事がありますが、何をしようと各自の自由とは言え、私には

今の時代にライカM3 の購入を薦めることや買い方を指南することが理



解できません。ただ、『現在では、化石カメラとなってしまったので買わ

ないように！』と言ってあげるのがベストのアドバイスです。

今の超高性能・超便利なデジタル一眼レフと比べると、ライカM3の欠

点は無数にあり、いちいちその全てを列挙することはできませんが、そ

の中で特別に重要なもののみ以下に書きますと、まずはライカに限ら

ず全てのフイルムカメラに当てはまることですが、近いうちにフイルム

の生産が終了し、世界中どこでも全く入手できなくなります。こうなると、

ただの暗箱となり、もはや写真を撮影することは全くできません。以下

は私が実際に使っていて、特に困った点です。レンジファインダーカメラ



の宿命で、ファインダーで見えるものとレンズを通して実際に写るも

のの範囲が異なることです。魚眼レンズから1000mmの超望遠レン

ズでも、さらに顕微鏡写真や天体写真でも、一眼レフならば、ファイ

ンダーで見たとおり全く100%同じに被写体が写ります。レンジファイ

ンダーカメラでは、こんなことは絶対に不可能です。そのことで、ライ

カの『沈胴レンズ』(写真が後出)で、レンズを引き出すのを忘れてい

て大失敗をしたことがあります。二度と撮影できない被写体でしたの

で、後でとても困りました。これが一眼レフカメラならば、沈胴のまま

だと被写体がボケボケになり、絶対にそんな失敗は起こりません。



デジタルですと、いずれのカメラでも、フイルムの交換の必要がなく、

大容量のメモリカードなら、 1枚で何千枚もの写真の撮影が可能で、

フイルム交換のためにシャッターチャンスを逃すこともありませんし、

フイルムのようにかさばりませんが、逆にメモリカードが小さすぎて、ど

こかに紛れ込んで困ることがあります。以前の海外への撮影旅行では、

１週間程度でも36枚撮りフイルムを50本くらいは持って行きましたが、

空港でのX線検査、フイルム交換(ライカは特に面倒で厄介)、撮影後

の整理(順番の決定)など、とても大変でした。さらにデジカメの便利な

点は、撮影の途中でも、 ISO感度を自由に変更でき、実際にやった例



では、フィンランドで夜のオーロラの撮影時には64000にセットして撮影

し、昼の雪景色では100とかにセットして撮影しました。フイルムカメラで

は、こんな芸当は全くできません。言うまでもなく、フイルム自体でISO

感度が予め固定で決まってしまっていますから。

以上はカメラの話ですが、以下に少しだけオーディオのビンテージ物

のことや日本の美的センス・音楽的センスについて書いておきます。

アンプで世界一良い音がすると評判だったのは、アメリカのマランツ７

です。これは、1958年にマランツ社が発売した真空管式のプリアンプで



世界一音が良いと言われている Marantz 7 プリアンプ
(約50年前の製品)



あり、1965年まで１万数千台が製造されました。当時の値段は、現在

の貨幣価値に換算すると約300万円くらいに相当するようです。いまだ

にこれを超えるプリアンプは無いと言われるくらい素晴らしい音がする

歴史的名機なのです。実際に見てみると、回路設計や美しい内部配線

(すべて手配線・立体配線でプリント基板はなし)などが実に素晴らしく、

オーディオマニアには垂涎の的でした。いみじくも、この名アンプは、ラ

イカM3とほぼ同じ頃に誕生しております。そして、それ以来50年以上も

経過しているために、部品の経年劣化などで、当初ほどの良い音は出

ないようですが、その音を覚えている人はごく少ないでしょう。まれに



新古品が百万円以上で売りに出されていることがあり、それだと結構

良い音がするそうです。しかし新古品でも、やはりコンデンサー、抵抗、

ボリウム、切り替えスイッチ、RCAコネクタなど、いろいろな部品の劣化

があり、現在では、もはや当時のままの高性能で音の良さに直接影響

する部品の全てが新品で得られないので、完全なオリジナルの復元は

不可能であり、今となっては当時のままの本当のオリジナル・サウンド

は聞くことはできず、もはや幻の音、レジェンドとなってしまいました。

オーディオの場合、たとえ回路が全く同一でも、同じ音がするわけで

はありません。部品のクオリティや配置、配線の仕方などで音がかなり



変わるのです。やはりオリジナルには勝てません。復刻版でも新品と

はいえ、部品がオリジナルモデルのものとは違うのでダメです。なので、

今やいくら頑張っても発売当時の音を出すのは絶対に無理ですし、そ

れに近付けようとしても元の音を知らないのならば近付けようがありま

せん。上記のライカM3と同様で、オーディオ歴史博物館へ展示するた

めなら別ですが、良い音で音楽を楽しむのが目的ためならば、古い

Marantz 7を買ってリストアしまくっても意味がありません。

現在のハイスピード、ワイドレンジのデジタルアンプの音を聴き慣れ

た耳には、昔の古い真空管アンプの甘い(悪く言えばボケた)音を聴くと、



ホッとするというか良い音のように思えるのです。この点にも注意してく

ださい。

それにしても日本では、なぜライカM3やMarantz 7などのような、歴

史に残る世界一的な名品の製品が生れないのでしょうか。とにかく、い

つまでも歴史に残るレジェンド的・世界的名品がありませんねー。アン

プもスピーカーもオーディオ製品全般が押し並べてそうですし、ピアノ

などでもそうでして、とにかく欧米の製品に負けており、とても残念なこ

とです。きっと日本のメーカーの設計技術者の耳が悪いからでしょうね。

彼らが本格的な生演奏を聴きまくっていないので、本当の生の名演奏



の音を十分に知らないからだと思います。もっとも、日本のオーディオ

製品やピアノなどに文句があるのなら、そんなのを買わなければいい

だけの話なので、この問題は、いとも簡単に解決します！ そんなわ

けで、大学もSTEINWAYを買いました。

類似のことは、音だけでなく、美術の世界、特にデザイン面にも当て

はまります。上述のライカM3のデザインは、非常にハイレベルです。

今までの名車などでも類似のことが言えます。たとえばニューヨークの

近代美術館へ行けば、以下に示すように、素晴らしい工業デザインの

歴代の製品が多数展示されていますが、日本製品はごくごくわずかし



かありませんでした。たとえばオーディオコーナーでは、テクニクスの

例のダイレクトドライブ・ターンテーブルが展示されています。

一般に日本人は、お洒落なデザインを創造するのも苦手なようです。

とにかく日本製品は、全般的に性能は中級でデザインは並み(特に考

えていない)のものが大半です。デザインが良くなくてもあまり気になら

ないのは、環境のせいでしょうね。生まれた時以来、住んでいる環境

や自宅内部などが、欧米の街並みや住宅内部のようなお洒落で美的

な雰囲気がない、ごみごみした所に常にいるために、美的センスが育

たないのだと思います。そのために、海外旅行をすると、どこへ行って



も素晴らしいと感激するので、日本人は幸せです。逆に欧米から日本

へ来る人は、特に日本の美的センスゼロの街並みなどを見て、どのよ

うに感じるのでしょうか、心配です。従って、日本人が美的センスに欠

けるのが解消される見込みはありません。

アメリカ人の何軒かの家に何回も訪問したり長期滞在させてもらった

こともありますが(今後も)、どの家もインテリアなどが実に素晴らしいく、

とてもお洒落です。庭も広くて客人専用の部屋も複数あり、バス・トイレ

も複数個所ありますし親友なので、気楽にお邪魔できるのです。日本

の住宅事情では、こんな家は普通ではとても無理ですねー。



類似のことが大学についても言えます。欧米の有名大学・一流大学

の多くを訪問したことがありますが、とにかく全体に統一が取れていて

非常に素晴らしいです。たとえば数回訪問したハーバード大学を例に

取ると、全ての建物がチョコレート色のレンガ造りで統一されており、と

てもすっきりしていて美しいです。地面は芝生で覆われていて、土が丸

出しの部分はありません。それに反して日本の大学、特に国立大学は、

各学部や同一学部内でも各建物の形、色合いなどまちまちで、美的セ

ンスゼロです。しかも訳の分からない部分がたくさんあります。壊して

しまえばよいのに放置したままの汚らしい小屋みたいなものとか。私



は写真に非常に凝っていますので、どこの景色を見ても、どの部分を

切り取って写真にすれば、素晴らしいものになるかと常に考えて眺め

ていますので、絵になる景色がよくわかります。日本の大学では、その

ような部分が少なく、欧米の大学とは差があり過ぎます。教授室も同

様で、アメリカの偉い先生の部屋にもいくつか入ったことがありますが、

なぜかデスクの上には家族の写真とパソコンしか置いてなくて、実に

すっきりしており、本棚にも本は少ししかなく、本当に仕事をしているの

かなあと思わせるほどです。なぜそんなに何も置いてないのかとハー

バード大学の偉い先生に聞いたら、半分冗談でしょうが、いつでも他



大学へ移れるように荷物は極力少なくしている。本は印刷物ではなく

ても現在はインターネットで見れるからだそうです。それに反して、日

本の大学の教授室は、本棚に大量の本が飾ってあり、取材を受ける

時はその前で恰好を付けて撮影します。デスクの上は、ちらかした書

類の山で、いかにもよく仕事をしていて多忙であるかのような雰囲気で

す。私もそうで、とてもちらかしています。これらのことも、欧米と日本

の日常の美的感覚の違いでしょうね。

以上のような環境からは、美的センスはとても養われませんし、素晴

らしい世界的なデザインは、とても創造できませんねー。



ニューヨーク近代美術館の優秀工業デザイン・オーディオ製品の部の一部分 (2015年1月7日撮影)



同上

展示品の解説文をそのまま転載
⇓



同上 (ガラス張りの展示ケース内にあるのでガラスに手前のものが写っていることをお詫びします)



以下に、私が所有するカメラとレンズの中から、グッドデザインのもの

を少し紹介します。



グッドデザインで個性的なライカM型用レンズの例
ライカM3から現在のデジタルライカに使用可能

１ ２ ３ ４

１： SUMMICRON 1:2/35 LEITZ WETZLAR
２： ELMAR 1:2.8/50 LEITZ WETZLAR (例の『沈胴レンズ』で写真のように鏡胴を引き出した状態で使う)
３： SUMMILUX 1:1.4/50 LEITZ WETZLAR
４： ELMARIT 1:2.8/90 LEITZ WETZLAR



ライカのフイルムカメラの中で私が最も多用したカメラとレンズ 『ライカM6 with SUMMILUX 1:1.4/50 』

ライカのカメラとレンズのデザインは、いずれも非常に素晴らしい。
写りの良さに加えて持つ喜びのあるカメラ。



日本製のカメラとしては珍しいグッドデザインのフイルムカメラの名品 Nikon F3

それもそのはず、これをデザインしたのは、日本人ではなくて、かの有名なイタリアの工業デ
ザイナーのジウジアーロ氏です。

フイルムカメラでは私が最も多用したもので、使い過ぎてカメラの角のブラック・ペイントがすり減って下の真鍮が見えている。

世界各地を共に旅行したカメラ
(アメリカに住んでいる時に新発売になった)

これをbrassingという
⇓



以下に、オーストリアのザルツブルクと京都の風景の比較をします。

ザルツブルクの景色は、どこを見ても汚い部分はなく、全て絵になる

非常に美しい街です。ヨーロッパの歴史ある街は、いずれも同様です。

このような素晴らしい環境の中に育てば、美的センスも自然に養われ、

デザイン能力も高くなるのは当然です。この街はモーツァルトが生まれ

育った所であり、街中がモーツァルトグッズで溢れ、ウイーンと並んで

ザルツブルクは音楽の街としても世界的に有名で、あちこちで演奏会

が頻繁に開かれております。こうして自然に音楽的な素養も見に付くの

です。日本と異なり、生音楽中心で、再生音楽には凝らないのです。



それに反して京都は、非常に歴史のある日本一の国際観光都市で

あるにもかかわらず、たとえば観光寺の境内へ入れば、確かに非常に

素晴らしい眺めですが、外界は全く絵にならない、美的センスの全くな

い街並みが続いています。境内は世界遺産の素晴らしい建物や庭園

であるにもかかわらず、その境内から一旦外へ出れば、周辺などは発

展途上国的な景観！ これは、日本のどこへ行っても同様で、ピンポイ

ントに特定の狭い場所のみが素晴らしいだけであって、街全体の中の

どこを見ても絵になるというような街は、日本には完全に皆無です。ヨー

ロッパの街とは大きく違うのです。日本人は、そんな所に住んでいるの



で、それが普通の景観に思ってしまい、美的センスやデザイン能力が

身に付かないのです。このことが日本人一般に美的センスがない原点

になっていると思います。とは言え、ひょっとしたらその逆かもわかりま

せん。つまり卵が先か鶏が先かの議論と同じで、元々美的センスやデ

ザイン能力がない人種なので、美しい街並みにしようとせず、汚くても

平気なのかも。ヨーロッパの古い街などでは、たとえば屋根はオレンジ

色に統一されており、建物のデザインもある程度統一されていて、日本

のように道と直角に飛び出している派手で大きな看板は皆無であり、

各建物のバルコニーにはきれいに花を飾り、都市計画が本当に完璧で



素晴らしいです。日本人は、美的貧困、音楽的貧困という環境の中に

常におりますので、これは仕方ないことなのです。作る方も聴く方も、そ

の程度で十分と思ってしまうので、素晴らしいデザインで素晴らしい音

のするオーディオ装置が日本では生まれないのでしょう。他の製品でも

同様です。もちろん何事にも例外はあり、あくまで一般論ですが。

以上が、なぜ日本の製品は国際的に見るとデザインなどが中流止ま

りなのかの一つの結論です。

とにかくグローバルに見て・ジェネラルに言って、日本人が美的センス

や音楽的センスがトップクラスだとは、私にはとても思えません。



モーツァルトが生まれ育った非常に美しい音楽の街： ザルツブルク (オーストリア)

ここホーエンザルツブルク城で開催された
コンサートを聴きに行ったこともあります。

ザルツァハ川



鴨川

京都の四条大橋の上から北を望む写真

前頁のザルツブルクの写真と比較してください。
何を感じますか？ 両者が日欧の美観の原点です。



モーツァルトが生まれ育ったアパートがあるゲトライゼ通り (モーツァルトファンなので3回行きました)



国際観光都市・京都で一番の繁華街の四条河原町やその東側付近

の通りの景観が次の５枚の写真ですから、全く話になりません。各建

物の高さや外観が完全にまちまちで、都市計画は全くされていません。

通りのトータルバランスを全く考えずに各社が勝手気ままに建物を建

てているだけなのです。さらに美観を大きく損なうのが頭上の電線です。

欧米の都会や観光地は、電線を地中に埋設するのが常識になってお

り、電線はどこにも見えません。しかし、京都はかなり以前に四条通り

は地下に埋設したはずですが、今回見たら頭上にもありましたし、四条

通を横切っている南北の通りは、四条通のすぐ近くでも下の写真に示



すように電線だらけで、非常に見苦しいです。ベトナムのハノイでは、都

心部でも電線が本当に物凄いことになっていますが、京都はそこまで

はひどくありませんが、なんとか都心部だけでも全ての電線を地中に埋

設して欲しいですねー。こんなひどい電線風景を常に見てても何とも思

わないようでは、やはり美的センスがおかしいと言わざるを得ません。

以上の色々と問題のある景観は、国際的に見たら、日本一の国際観

光都市として、とても恥ずかしいことです。 もっとも予算が十分にあれ

ば、都市計画・再開発・統一化をすることは可能でしょうが、街並みを根

本的に全面的に改良しようとすれば莫大な予算が必要でしょうし、実際



には実現不可能で、やはり現状維持のままとならざるを得ません。机上

の空論を言うのは簡単ですが、それの実現は予算的に絶対に無理で

しょう。とにかく色んな点で貧困なんです。 by 本籍京都人 said.

【お知らせ】

最初は、『今さらライカM3を買ってはいけない！』の原稿のみのつもり

で書き始めたのですが、関連でマランツ７や京都の景観にまで発展して

しまい、日本人はなぜ美的センスや音楽的に欠けるのかにまで至りまし

た。京都はあくまで代表例であり、他の都市や観光地も同様です。上記

の日本人のことや京都のことは、まさに私自身のことでもあるのです。



四条河原町の交差点のど真ん中から北を望む景観 (以前よりは改善されている)



四条大橋の上から東を望む景観

かの有名な東大出身の歌手の加藤登紀子の父親で京都出身の加藤孝四郎氏(故人)が創業し、
現在は実兄の加藤幹雄氏がオーナーのロシア料理の『キエフ』が６階に入っているビル

ずっと以前に結婚披露宴をした老舗レストラン『菊水』

南座

八坂神社



四条通りの東詰め近くの景観で突き当りが八坂神社 (右端奥)

京都一のメインストリートの街並みがこれで、美的センスゼロであり非常に悲しい景観です。



電柱と電線が非常に醜い



この電線の様子は、いかにも日本的景観 (これが京都の中心部ですよ！)
この景観は発展途上国なみ

こ
の
付
近(
祇
園) 

へ
は
、
よ
く
飲
み
に
・歌
い
に
行
き
ま
し
た
。



終り


