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4 目次 5はじめに

はじめに

本書は既刊の2 冊「やさしいカメラ修理教室」「レンズシャッターカメラ
修理教室」（朝日ソノラマ）を1 冊にまとめて再編集している。カメラ修理
マニュアルとして比較的やさしいEEカメラから高度な一眼レフカメラま
でを記述した総集編が必要と思ったからだ。

カメラの修理をやってみたいと思ってもなかなか踏み出せない理由に、
カメラは高価な精密機械として大切に扱ってきたという現実がある。素人
が分解してはいけないものとされてきたため、カメラを手にしてもどこか
ら手をつければよいか検討もつかないという人も多い。

本書は、やる気はあるが初めてなので、カバーの外し方から習いたいと
いう初心者を対象に解説している。はじめの頁に修理に必要な注意事項を
述べ、次に価格的にも入手し易いEEカメラを中心とした16 機種の修理実
例を並べた。レンズシャッターカメラの代表的な故障にシャッター羽根固
着があるが、シャッターに行き着くまでの経路は機種によって様々である。
本書の修理実例をいくつか見ることにより、これくらいなら実際に挑戦し
てみようと自信をつけてもらうことが目標である。

本書の後半は金属機械式マニュアルカメラとして評価されているレンジ
ファインダーカメラ、一眼レフカメラについて述べている。趣味で行うカ
メラ修理は一期一会、カメラの機種、故障の個所により内容は無限の数に
なる。機種ごとにオーバーホールの解説をしていたら頁数が足らないばか
りではなく非実用的でもある。本書の基本的な分解実例を基にして、巻上
げ機構、シャッター機構などを理解して他機種の修理の際に応用して欲し
い。仕組みをじっくり考えながら直すことがカメラ修理の醍醐味でもある。

大切な高級カメラは修理専門家にお願いしよう。最近のデジタルカメラ
なども中身は電気製品であり素人では無理である。修理をはじめてみると、
思ったより根気を必要として簡単にはいかない部分がある。もともとカ
メラは素人が修理することを前提にしていないからである。分解は自分の
ペースで無理をしないで進めよう。部品を元に戻せる自信がぐらついたら、
いったん元に戻して再スタートしよう。デジタルカメラで写真を撮りなが
ら分解することもお勧めである。リード線の半田を外す時写真を撮ってお
けば半田付け位置のメモ代わりになる訳だ。趣味で行う修理だから充分時
間を使って確実に復元しなければ楽しみは半減する。その意味で修理が終
わったら必ずテスト撮影をしよう。撮影してはじめて分かる故障も多いの
である。テスト撮影の結果が上手くいったそのときは、友人宅の押入れの
カメラがあなたの救出の手を待っているかもしれない。
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●カメラの初期
1840（天保11）年　　湿板使用、絞り､ シャッター無し
1874（明治  7）年　　乾板発明、アマチュアカメラ出現
1884（明治17）年　　フィルム発明、コダックカメラ発売
1894（明治27）年　　日中装填式フィルム発明
1897（明治30）年　　折り畳み式コダックカメラ発売
1915（大正  4）年　　コダック・ベストポケット発売

 ●戦前のカメラの主流
1929（昭和  4）年　　セミイコンタ・スプリングカメラ
1930（昭和  5）年　　ライカⅠ型・35mm 小型カメラ
1933（昭和  8）年　　ローライフレックス・二眼レフカメラ

●カメラの種類
ボックスカメラ
スプリングカメラ
35mm 判距離計（レンジファインダー）カメラ
二眼レフカメラ
一眼レフカメラ
プレスカメラ
ビューカメラ

● 35mmカメラの歴史

1925（大 14）年  ライカ　　A 型フォーカルプレンシャッター
　　　　　　　 B 型レンズシャッター

1932（昭 7）年    ライカⅡ（D）型　距離計連動 1/20～1/500 秒スロー無し
                      コンタックスⅠ型　距離計連動　1/25～1/1000 秒　黒仕上げ

1934  （9）年      ライカⅢａ型　1/1000 秒付き､ クセノン50mm/ Ｆ 1.5

1935（10）年　　キャノンⅠ型　ニッコール50mm Ｆ 4.5､ 1/20～1/500 秒、
                      同軸

1938（13）年　　レオタックス　50mm Ｆ 3.5スロー無し、単独距離計
                      ライカⅢｂ型　ズミタール50mm Ｆ 2 付き、Ⅲａとほ
                      とんど同じ

1939（14）年　　ライカⅢ c 型　ボディー3mm 大、１、1/2、1/4、1/10、
                      1/15、1/20、1/30 秒付き
                      キャノンＳ型　ニッコール50mm Ｆ 2.5 付き　1～1/20 秒
                      が付いた

1948（23）年　　ライカⅡ c､ Ⅰ c　Ⅱ c はスロー無し、Ⅰ cは距離計無し
                      ニコンⅠ型、M 型　Ⅰ型はニコン判、M 型はライカ判

1950（25）年　　ライカⅢ f 型　シンクロ付き、フィルム種別付き
                      ニコンS 型　ニッコール50mm Ｆ 1.4　１～1/500 秒
                      コンタックスⅡ A､ Ⅲ A　西独ツァイス社から新型
                      １～1/1250 秒

1954（29）年　　ライカM3 型　バヨネット式、レバー巻き上げ、トリミ
                      ングファインダー　露出計連動　
                      ニコンS2 型　レバー巻き上げ、光像式等倍ファインダー

1957（32）年　　ニコンSP 型　１軸不回転ダイヤル、等倍光像枠ファイン
                      ダー

虹彩 絞り

鏡胴眼球

水晶体 レンズ

まぶた
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シャッター
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⑤
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1958（33）年　　キヤノンⅥ L 型　1 軸不回転ダイヤル、レバー巻き上げ、
                      露出計連動
                      ニコンＳ 3、Ｓ 4　パララックス補正無し、Ｓ 4は普及型、
                      セルフタイマー無し
                      ライカⅢ g 型　トリミングファインダー
                      ライカM2 型　M3の実用型  セルフタイマー無し、ファ
                      インダー倍率 0.75 倍
                      キャノンP 型　Ⅵ L 型の普及型

1959（34）年　　ニコンF　一眼レフ、50mm F2  ペンタプリズム式

1962（37）年　　ニコレックス35 Ⅱ　50mm F2.5 交換不可、一眼レフ式
                      ロミラー、レンズシャッター

1967（42）年　　ニコマートFTn　金属羽根縦走りフォーカルプレーン
                      シャッター

1971（46）年　　ニコンF2　一眼レフ、シャッターを10～1/2000 秒に
                      セット可能

1977（52）年　　ニコンFM　一眼レフ、金属羽根縦走りフォーカルプレー
                      ンシャッター、1～1/1000 秒

1980（55）年　　ニコンF3　AE 一眼レフ、電子制御式シャッター、
                      8～1/2000 秒

1988（63）年　　ニコンF4　AE・AF 一眼レフ、電子制御式縦走りシャッ
                      ター、30～1/8000 秒

1996（平 8）年　 ニコンF5　AE・AF 一眼レフ、電子制御式縦走りシャッ
                      ター、30～1/8000 秒

●シャッターの種類

・レンズシャッター
　　ビハインドシャッター
　　B、1～1/1000 秒
　　B、1～1/2000 秒
　　レンズ交換可能だがレンズ
　　設計に制約あり、シンクロ撮
　　影に有利 ( 全速度同調可能 )
　

・ビトウィンシャッター
　　レンズごとにシャッターが
　　必要コンバージョンレンズ
　　は性能に限界がある

・フォーカルプレーンシャッター
　　T．B．1～1/1250
　　（昭和 30 年代）ストロボは　
　　シャッター全開秒時以下で
　　同調レンズ交換が自由で設
　　計に有利

シャッター フィルム

シャッター

シャッター

フィルム

フィルム

フォーカルプレーンシャッターの構造

先幕後幕

隙
間

後バネ筒先バネ筒
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昭和 30 年代は各種一眼レフカメラが黄金時代を築き上げた期間だが、こ
れらの高級カメラは使い方も難しく、男性のステータスとして認知されて
いた。同じ時期、誰にも使える普及型カメラとして35MMレンズシャッ
ター機が多数発売されて、その数ははるかに一眼レフカメラを越えていた。
少し時代を遡って国産カメラの足跡をたどってみよう。第 2 次世界大戦後
のカメラ工業は当初は進駐軍向けの生産から始まり、その後も特需と輸
出に推移したが1949 年になってようやく国産カメラが市場に出るように
なった。本書で扱った機種名はカッコ内で示す。
1949年（昭和23年）終戦から3年で早くもキャノンⅡB、ニッカⅢ、ニコンM、
レオタックスＴなど高級 35MMフォーカルプレーンカメラが出揃った。
1950 年（昭和 24 年）ニューヨークタイムス紙にニコンM、ニッコールレ
ンズの優秀性を認めた記事が載る。通常 2 万円はした二眼レフの相場にリ
コーフレックスⅢが5800 円で発売され二眼レフブームの発端となる。
1951 年から1953 年はスプリングカメラが急増し、二眼レフカメラも多数
発売された。
1952 年（昭和 26 年）国産初の一眼レフ、アサヒフレックスが発売された。
1954 年（昭和 29 年）ライカM3ショック。高級 35MMレンジファインダー
機を目指してしのぎを削っていた業界に技術力の違いを見せ付けたライカ
M3。翌年に入社した筆者は当時の製造現場の職人の間でライカのねじは
緩めたときに最後の一山までガタが出ないとうわさが飛びかって、現場の
加工技術を向上させなければならないという雰囲気があったことを憶えて
いる。二眼レフカメラが供給過剰となり値下げ乱売された。アサヒフレッ
クスがクイックリターンミラーで登場し、一眼レフカメラの存在が俄然ク
ローズアップされる。
写真機工業会、写真機検査協会が設立され輸出されるカメラはすべて一定
基準の検査をパスしなければならず、この結果不良品の海外流出を防ぎ、
海外での日本製品の信頼性を高めた。映画「7 人の侍」が上映される。
1956 年（昭和 31 年）フィルム巻上げ前面レバーで行う「コニカⅢ」が発売
される。1957 年（昭和 32 年）ライカに追いついたといわれた「ニコンSP」
が発売される。人工衛星スプートニク1 号が打ち上げられた。
1959 年（昭和 34 年）発売当初からレンズ付属品を揃えたシステムカメラと
してニコンFが発売される。「オリンパス35S Ⅱ」発売される。皇太子御成
婚 1960 年（昭和 35 年）シャッター速度優先の最初の自動露出カメラの「オ

リンパスオートアイ」が発売される。
1961 年（昭和 36 年）F1.9レンズ、自動露出機構付きで低価額に設定した

「キャノネット」が発売され大ヒットした。高級カメラを所有することが
ステータスであったが、難しい露出の決定を自動化し、主婦がカメラを使
い始め、カメラを身近な生活必需品へと変えていった。「オリンパスペン・
EE」が発売され、国産 35MMネガカラーフィルムも発売されている。
1962 年（昭和 37 年）プログラム式自動露出カメラの「オリンパス・ペン
EES」が発売され、人工衛星フレンドシップ7 号に使われた「ミノルタハ
イマチック」が発売された。「フジカ35オートＭ」も発売されている。
1963 年（昭和 38 年）ズームレンズを世界で始めて搭載した一眼レフカメラ
の「ニコレックスズーム35」と「ミノルタハイマチック7」、「ヤシカミニマ
チックS」が発売された。この年日米初の通信衛星放送がケネディ米大統
領暗殺のニュースを伝えた。
1964 年（昭和 39 年）「ニコンオート35」が発売された年は高速道路が整備
され、新幹線が走り、カラーテレビが放送され、東京オリンピックではだ
しの王者アベベが走った。
1965 年（昭和 40 年）「キャノネットQL19」、「オリンパス・ペンEES-2」、「コ
ニカEEマチックデラックス」が発売され、世の中はカラーテレビ、カー、
クーラーの3 Ｃ時代とよばれた。
1969 年（昭和 44 年）「ニューキャノネットQL17」
1970 年（昭和 45 年）ハーフサイズとあまり変わらない大きさでフルサイズ
を実現したEEカメラの「オリンパストリップ35」が発売されたこの年には
大阪万博が開催された。
1974 年（昭和 49 年）一眼レフのキャノンAE-1にマイコンが搭載され、機
能は格段に進歩する方向に進んだが、電子回路によって制御される部分が
多くなったために、精密機械であったカメラが家電製品化していくことに
なる。電子技術の進歩は際限が無く、驚くほどのスピードがある。カメ
ラが金属メカの肌触りを慈しむ精密機械のシンボルから極限の正確さと便
利さを持つ実用本位の電気製品になっていったのは時代のなせる業である。
同時にICが使われ出した頃からカメラは素人が修理することを拒みだし
たといえる。
素人がカメラ修理に挑戦できるのは1970 年のEEカメラまでと考えてよい。

2. レンズシャッターカメラが作られた時代
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エレクトリック・アイの頭文字をとったもので、カメラに内蔵された露出
計の指針の動きをシャッターの絞りに連動させて、自動的に露出できるよ
うにした方式をEE 方式という。
国産 EEカメラの第 1 号機は1960 年にオリンパスオートアイが誕生して、
露出の自動化の幕が開かれた。翌年 1961 年に発売されたキャノネットは
購入すると高価な露出計を内製することにより、当時の若手サラリーマン
の一月の給料 2 万円を切る価額を達成してブームを巻き起こした。キャノ
ネット各タイプの総計は600 万台を超えるというからすさまじい数である。

EEの機構

セレン光電池①に被写体からの光が当たると、メーター指針②が振れる。
シャッターボタン③を押すと段カム④が指針の位置まで動いて止められる。
同時に絞る方向に動いていた絞り⑤もそこで止められて大きさが決められ
る。エレクトリックと称されていてはいるが、後の電子回路を使ったAE
カメラとは内容で大きく異なり、機械式自動露出機構といえる。針押さえ
の機械式 AEカメラともいわれている

1974 年のキャノンAE-1 以降のカメラにはマイコンが搭載され機能は格段
に進歩したが、家電製品化したカメラの素人修理は無理になった。

国産レンズシャッターカメラ（ハーフサイズ含む）
アイレス35 Ⅱ・ペトリ35　
ロード35 Ⅳ B・ミノルタAC・タロン35・オリンパスワイドⅠ・
リコレットS
コニカⅡ A・コニカⅢ・リコー35デラックス・ワルツ35
アイレス35 Ⅲ B・ビューティーカンター・マミヤ35 Ⅲ
オリンパス35S Ⅱ（2.8）
コニカⅢ A・マミヤクラウン・ヤシカ35・リコー500
オリンパスワイドスーパー
コニカS・オリンパス35S Ⅱ
アイレスM28・ミノルタA5・ヤシカリンクス1000・ヤシカミニス
ターF2.8・オリンパスペンS・オリンパスオートアイ
キャノネット・ミノルタユニオマットⅡ・オリンパスペンEE
ペトリ7・ビューティライトOマチックⅢ
ニコレックス35 Ⅱ・オリンパスペンD・フジカ35EE
マミヤEEメリット・ミノルタハイマチック・オリンパスペン
EES・ヤシカフラッシュオートセットⅡ・フジカ35オートM
キャノンデミ・ミノルタAL2・ニコレックスズーム35
キャノネットジュニア・フジカハーフ・コニカEEマチック
ミノルタハイマチック7・リコー35S・ヤシカミニマチックS
ニコンオート35・ヤシカミニ－Ｓ
オリンパスペンS3.5・キャノネットQL17・コニカEEマチックデラッ
クス・オリンパスペンEES － 2・ヤシカハーフ17EEラピッド
キャノンデミEE17・フジカコンパクト35・ヤシカエレクトロ35
オリンパス35LC・リコーオートハーフSE・コニカEEマチックデ
ラックスF
キャノネット28・ペトリカラー35・コニカC35
オリンパス35SP・ニューキャノネットQL17
オリンパストリップ35
キャノネット28（後期）・オリンパス35 ＥＣ 2
キャノネットG －Ⅲ 17・ヤシカエレクトロ35MC
オリンパスペンEE3 

製造年
1954
   55
  

   56
   57
   

   58
  

   59
1960
   

   61
   

   62
   
   

   63
   
   

   64
   65
   

   66
   67
   

   68
   69
   70
   71
   72
   73 

①

②

③

④

⑤

3. EEカメラとは 4. 主な国産35mmレンズシャッターカメラ



14 155.　セレン光電池式と CdS 式 ６．カメラの手入れと保管法

EEカメラの露出計回路
には電池を使わないセレ
ン光電池式と電池を使う
CdS 式がある。回路図で
見るように、どちらも目
視で確認できる至極単純
な回路であり、メカを扱
うのと同じ感覚で対処で
きる。電気はだめといわ
ずに挑戦してみると良い。
セレン光電池式は受光部
に太陽光線が当たると電
流が流れるため古くから
露出計の受光体として使
われていた。但しカメラ
につけて感度を上げるた
めには受光面積を大きく
しなければならない欠点
があり、測定範囲はEV7

（F2、1/30 秒 ）～17（F16、
1/500 秒）と低輝度側が充
分ではなかった。

CdS 受光体は太陽光線を
受けると光の強弱に応じ
て電気抵抗が変わる性質
を持つ。このCdS 受光体にメーターと電源を接続しておくと光の強弱を
メーターの指針の振れに変えることが出来る。露出計に適した水銀銀電
池との組合せで測定範囲は低輝度側がEV3（F2、1/2 秒）まで広がって実
用上の不便は無くなった。なお当時の水銀電池は1.3Vであるが現在販売
されている1.5Vのバルタ（VALTA）625Uは外形寸法が同じで実用上代用
できる。　

●有害なもの　　砂埃、湿気、高温、潮風
●保管場所　　　樟脳入りのたんす、皮ケースに入れたままはよくない
　　　　　　　　条件のよい居間に裸で置くのがよい
　　　　　　　　ドライキャビネットがベスト
　　　　　　　　時々カメラ、レンズを作動させて風を通すとよい

＜手入れ法＞
（1）  外観

金属部はアルコールを湿したレンズテイッシュ（ガーゼも可）で拭き、そ
の後鹿革で磨く。シンナー、ガソリン、ベンジンは不可。ボディー内部は
細かいホコリ、フィルムくずをブラシ､ エアーブラシで掃除する。

5. セレン光電池式とCdS式

光源

光源

セレン受光対

CdS 電池

セレン光電池式

CdS 式

メーター

メーター

6. カメラの手入れと保管法

オシボリ、セーム革、ブロアー、ブラシ ブラシで隙間に入ったホコリを落とす

外観部は鹿革でよく拭き汚れを落とす 潮風や汚れがついたときはオシボリで
よく拭く
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①レンズ・クリーナー液
②レンズ・クリーニングペーパー
③メガネ拭き
④エアーブラシ
⑤柔らかい筆
⑥柳箸
⑦無水エチルアルコール（500cc）
⑧ハンドラップ（アルコール用）
⑨ガラス小ビン（アルコール用）

（2）レンズ、ガラス部

●レンズの簡単な拭き方

指紋などが落ちにくい
ときはレンズ・クリー
ナー液を綿棒につけて
部分的に落とし、後はメ
ガネ拭きで全体的に拭
きなおす

（3）本格的なレンズ拭き

先端は軽く曲がるように余裕をつけて巻くこと。レンズ・クリーニングペー
パーをしっかり巻きつけるためには、柳箸の先を平たく加工しておく必要
がある。サンド・ペーパーで加工すると容易である。

接眼レンズは、綿棒にレンズ・クリーナ
液をつけて指紋や油を拭き取る。

　　③　　　④　　　⑤　　　⑥

　　①　　②　　⑨　　⑦　　⑧　　②

次にメガネ拭きの布を柳箸に巻きつけて、先
端で中心から外に丸く回しながら丁寧
に拭きとる。

レンズ表面のホコリ､ 砂などをエアーブラシ
で丁寧に吹き飛ばす。

小さくたたんだメガネ拭きで、レンズ中心
から円を描くように拭く

二つに折ったレンズ・クリーニングペーパーを端から柳箸に巻きつける。
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製造後 30 年又は40 年も経っているカメラは古いというだけで共通の故障
要因が存在する。項目によっては未使用のカメラでも故障は発生する。主
な故障個所と修理方針を以下にしめすので参考にして欲しい。

（1）モルトプレーンの劣化
裏蓋嵌合部の遮光に使われているスポンジ状のモルトプレーンがベタベタ
になる状態をいう。材質はウレタン樹脂で年数が経つと加水分解のために
強度が落ちてボロボロになる現象だ。カメラによってはモルトプレーン不
良だけでジャンク扱いになっている場合もあるので、カメラ修理の入門作
業と考えて根気良く交換して欲しい。修理後に撮影するには欠かせない作
業である。カメラの内部に使われているモルトプレーンも出来るだけ交換
することが望ましい。最近では劣化しにくいモルトプレーン各種がヨドバ
シカメラなどで入手できる。

（2）羽根固着によるシャッター不良
油の出てくる経路は様々のようだが、シャッター羽根表面に油の薄幕が浸
透して吸着現象を起こしスプリングの力では作動しなくなった状態をいう。
シャッターが作動しないカメラの前玉を通してシャッター羽根を観察した
とき、羽根の表面や隙間に油がにじんだような模様があれば固着している
と考えてよい。もともとシャッター羽根に油気はまったく無く、羽根と羽
根は乾燥状態で摩擦抵抗無く軽く開閉する。ここに1 滴でも水油をたらせ
ば、羽根の隙間に油膜が浸透して吸着を起こし、小さなスプリングの力で
は吸着力に勝てなくなり羽根は動かなくなる。油は滑りを良くする働きが
あるのにこの現象は納得できない場合は、二枚のガラス板を重ねて間に水
を数滴たらすとガラス板は吸い付いて離れなくなる様子を想像して欲しい。
同じ現象が薄い羽根の間でも起きている訳である。
軽度の羽根固着は前玉を外しただけでベンジンを含ませた綿棒の先で清掃
しよう。数回清掃すると突然羽根が開き、その後は軽快なシャッター音を
立てて作動するようになる。これで直る時はラッキーで、異常に油が多い
ときはシャッターを分解して清掃する。初めてシャッターを分解する時は、
作業するスペースを充分とって慎重に分解して行こう。一番大切な勘所は
羽根を動かしているセクターリングの働きと羽根を開閉させる駆動機構の
バネの関係を間違えないようにすることだ。間違えやすいと思われるとこ

先端でハンドラップを軽く押し下げることに
よって、適量の溶剤を出すことが可能だ。

付け過ぎた溶剤は、重ねたレンズ・クリーニ
ングペーパーに押し付けて、調整する。

レンズの中心から外側へ、円弧を描くように
拭きあげる。

レンズの中心から外側へ円弧を描くように拭きあげる

良い例 悪い例

7. カメラの故障内容と修理方針
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カメラ好きの人達が、自分の使っているカメラの中身をのぞいて見たい
と思うのは当然の話だ。そうはいっても、最近のオートフォーカスのカメ
ラを分解するとLSIやリード線の網に圧倒されて欲求不満に陥るのが落ち
だ。分解して機構や作動状態を目で観察できるのはセミクラッシックカメ
ラと呼ばれている昭和 40 年代頃までに作られたカメラである。EEカメラ
にはコイルメーターが使われているが、絞り制御はメカなので目視で確認
でき機構が理解し易い。趣味で楽しみながら故障中のカメラを直して見よ
うと思ったら、こうしたマニュアル機のカメラを対象にして欲しい。昭和
50 年代のエレクトロシャッター機以降は電気知識が無ければ手に負えな
い内容になった。

東京オリンピックが行われた1964 年、私はニューヨーク5 番街にあっ
たニコンUSAの修理室でニコレックス35のシャッター羽根の油と格闘し
ていた。新任のリペアーマンに与えられる仕事はまずレンズシャッターカ
メラの修理だった。花形機のニコンFモータドライブ付きの修理を担当で
きるのは現地経験 1 年過ぎてからである。この頃の修理マニュアルは部品
表と機構断面図、簡単な説明文しかなかった。それでも現地のアメリカ人
リペアーマンが何とか修理をこなしていたのはマニュアル機の分かりやす
さにあったと思われる。

手に職をつけるとはよく言ったもので、30 年以上も前に経験したレン
ズシャッターの分解も、本書の原稿写真を撮るために分解を始めると、昨
日のことのように次から次へと思い出されてきた。クラシックカメラを分
解して、機構の見事さや部品加工の丁寧さに気付いて欲しい。より良いも
のを作ろうとした設計者、部品加工、組み立ての職人の心意気に触れて欲
しい。

本書を作るに当って調査が必要だったのは、工具、部品、測定器につい
てだった。専門家は当然のことに専用の工具、正確な各種測定器が準備さ
れ、部品も保管されている。ただ、一般の人にはほとんどのものは市販さ
れていない。けれども、一時期のクラシックカメラブームの影響もあって、
大型カメラ販売店の一部でカメラ修理用工具、モルト、革などの部品が販
売されていることが確認できた。従って、本書では一般に市販されている
工具、部品を使ってできる修理を説明している。

銀塩カメラかデジタルカメラかの議論はとうにデジタルに軍配が上がっ
た。風景写真でブローニーサイズにこだわるフィルム派の人々はまだ多い
と聞くが、フィルムカメラを愛するわれらのためにフィルムを作り続けて

欲しいと願っている。
最後にこの総集編出版の機会を与えていただいたジャパンホビーツール

社の笹部英嗣社長に心から御礼申し上げる。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大関　通夫
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