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写 真 家 が 考 え る

写真を撮ることは、被写体である対象を見た目どおりに複写

することでなく、いかに自分が感じたもの、感動したものを表

現物として定着させるかである。撮影者はそのイメージを表現

するため、被写体の色彩の濃淡やコントラストを強調あるいは

省略と調整できる露出テクニックは非常に重要な要素である。

さらに大判カメラではイメージを強調するためアオリで被写

体の形状を変えるなど、さまざまな撮影テクニックを駆使する。

大判カメラで露出計を搭載した機種は1台もない。アオリが自

由に使えるカメラでは距離計すらなく、すべてがマニュアル式

である。だから露出計は絶対に欠かせない撮影用品である。今

の単体露出計は多機能になって、入射光測光・反射光測光・フ

ラッシュ測光が1台ででき、使い勝手がすこぶる良い。

私の場合、風景撮影でもカメラを構えた場所と被写体とがラ

イティング的に同じ条件の場合は、まずカメラ位置で入射光式

「落日後の興坪（シンピン）･漓江夕景」
興坪は中国の国際的観光都市・桂林市から名物「漓江下り」の途中にある村。ここから眺める川の景色は素晴らしすぎて、古人は「桃花源」と呼んだという。
村に船は停泊しないので陸路で訪れた。日が落ちるのを待ち、雲の明度が反射率18％と思われる部分のスポット測光値でシャッターを切った。
4×5判カメラ・レンズ110mm・絞りF45・1/4秒・フジクロームベルビア100

【たまだ・いさむ】1930年、岐阜県生まれ。64年フリーとなりタマ・フォトスタジオを設立。写真展、著書など多数。
日本大判写真塾、玉田勇フォトワークショップ、TAMAPHOTO.COM を主宰。
日本大判寫眞家協会会長。

大判カメラ撮影と露出

玉田 勇

で測光する。その上でスポット測光に切り替えて各ポイントを

測光し、露出値に修正を加える。カメラ位置と被写体の光線状

態が異なる場合には、スポットメーターでの測光値を使用する。

スポットメーターは被写体の反射率を18％と仮定して演算す

るため、反射率の高い被写体に対しては露出不足、反射率の低

い被写体に対しては露出過度の表示になる。したがって、基本

的には反射率18％のポイントを探して測る。では、この反射率

18％をどうして見つけるか。カメラ位置と被写体がほぼ同じ光

線状態のとき、まず入射光式で露出値を求めた後、スポット測

光に切替え、入射光測光と同じ露出値を示すポイントを探して

みる。見つかったそのポイントが反射率18％と記憶する。

こうした訓練を繰り返すことでスポットメーターでの露出値

決定が容易になり、思いどおりの表現が可能になる。それは「見

えるように撮れた」から「感じたように撮れる」への進歩である。
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「 露 出 」 と は

私が広告写真の世界で仕事をしていたときにはカラーリバー

サルフィルムが主流で、その撮影では露出決定が厳しく、撮影

現場ではなんと1/6絞りの微調整まで要求された。結果的に、

ほとんど見分けがつかないような露出値の違いにこだわった。

果たして印刷原稿として、そこまでシビアな仕上がりが本当に

必要だったのか、定かでない。

好きな言葉に「墨には五彩あり」という中国の言葉がある。

墨絵は無限の濃淡で表現でき、彩りをも表すといった意味で

ある。

私はモノクロ写真に魅せられ、好んでモノクロフィルムで撮

影する。モノトーンで表現するモノクロ写真にも五彩はあるは

ずである。が、モノクロ写真のグラデーションは無限ではない。

モノクロフィルムや印画紙の階調には限りがあり、限られたラ

チチュードで五彩の表現を考えたとき、フィルムや印画紙の性

能を最大限引き出すことが、いかに重要であるかがわかる。

特に微妙なトーンの描写が必要なモノクロ撮影では、必ず入

射光式露出計を使って測光する。入射光式露出計は、被写体が

どれほどの光を受けているか、その光量を測定することができ

る。対象の反射率に影響されることなく、明るいものは明るく、

暗いものは暗く、見た目に近いトーンで再現できる露出値を得

ることができる。ただ、これはあくまでも標準的な露出値であ

り、この露出値を基準にして表現イメージによって露出を加減

し、露出決定する。

モノクロ撮影だからといって露出決定が疎かであってはなら

ない。色彩がなくトーンの再現性がすべてのモノクロ写真は、

トーンの描写が作品の内容表現に大きく関わることになり、よ

り的確な露出が求められる。いかにモノトーンに五彩を感じさ

せるか、モノクロ写真の醍醐味でもある。

「reflection」
都市では、新しいビルが古いビルを駆逐しながら成長し、さまざまに姿形を変えた空間が出現する。都市は光によって表情を一変させ、
建造物はその存在感を主張する。
キヤノンEOS-1N・EF28～70mm（35ミリ使用）・絞りF16・1/125秒・アクロス100・フジブロFM

【さくらい・しゅう】1937年生まれ。59年東京写真短期大学（現東京工芸大学）卒業。
63年博報堂に入社。97年フリーとして独立。東京工芸大やカメラ雑誌等で、モノクロ写真の撮影を指導。
写真展多数。写真集「American West」など。日本写真家協会会員。

モノクロ写真と露出

桜井 秀
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写 真 家 が 考 え る 「 露 出 」 と は

露出は、作品の主題を決定づける大切な要素である。撮影者

が何に感動し、何を表現しようとしているのか。絵を描くとき

の色調と同様に、露出の明暗によって作品の主題や雰囲気が大

きく変わってくるからである。

私が提唱している「スポット測光術」（詳しくは『露出の極意』

日本写真企画刊を参照）は、まさに露出を自由自在に操り、自

分の思い通りの露出、つまり絵の濃度を実現するものである。

写真の露出は、基本的に＜①“見た目”の露出＞＜②“見た目

よりも明るい”露出＞＜③“見た目よりも暗い”露出＞の三つの

パターンに分けられる。撮影者は、自分が描きたい作品の主題

に照らし合わせ、そのいずれかを決めなければならない。そし

て②と③については、さらにどの程度明るく、あるいは暗くす

るのかという判断をすることになる。

「輝きの朝光」
自然は光によって、さまざまなドラマを演出する。立ち込める朝霧に拡散されたまばゆい光が静寂の世界をやわらかく包み込んでいた。福島県北塩原村・5月上旬
ペンタックス645NⅡ・FA80～160ミリ・絞りF32・1/60秒（手前の湖面をスポット測光してプラス2/3EV補正）・フジクロームベルビア100F・三脚

自然風景と露出

鈴木 一雄

ちなみに掲載作品「輝きの朝光」では、“太陽の輪郭をぎりぎ

りに出す”“湖面のハイライト部をとばさない”“朝焼けの色合

いを少し強調する”ために、“見た目よりもマイナス2/3EVの露

出”で描いている（手前の湖面をスポット測光して見た目の露

出には、プラス1･1/3EV補正が必要）。

露出を自在に操るには「見た目の露出」を確認し、表現意図を

踏まえて自分自身の「描きたい露出＝濃度」を決めることであ

る。そのためには、コンピュータの演算を関与させない測光方

式、つまり“スポット測光”で被写体の明るさそのものを確認

することが何よりも大切になってくる。

私の場合は、望遠レンズでのスポット測光とセコニックの単

体露出計を使ってのスポット測光を、場面に応じて使い分けて

いる。

【すずき・かずお】1953年、福島県生まれ。法政大学法学部卒。民間企業・地方公務員を経て自然写真家に転進。
写真集に「小国の聲」「裏磐梯の聲」「尾瀬の聲」など。写真展多数。著書に「露出の極意」「風景写真の極意」など。
フォト寺子屋「一の会」主宰。日本写真家協会会員。
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スナップショットは「ジャンル」ではなく、写真撮影のため

のひとつの姿勢であり方法でもあるという考えがある。その点

でいえば、まずシャッターが優先されるという理屈であるのだ

が、当然のこと「露出」が合っていなければ写らない。しかし、

たとえシャッター速度が一段遅かったためにブレてしまったと

しても、写真として状況なり現象をとらえていればOKという

見方もできる。報道写真などにはこれが当てはまる。まず記録

し伝えるという使命がそこにある。

もちろんスナップショットは、たとえば市井の暮らしぶりを

等身大のものとして率直にとらえるという大きな役目を担って

いる。そこではよりよい写真のために、露出を正確にコントロ

ールするということが普通に要求される。デジタルであろうが

銀塩フィルムであろうが同じだ。

しかし、スナップショットは風景や植物やスタジオ撮影とは

違い、その都度、その場で（被写体に対し）露出を測り、自分

の意志で数値を決定し撮影することが物理的に、あるいは状況

としてむずかしい場合がほとんどである。したがって、単体露

出計やカメラ内蔵露出計で測った露出値をひとつの基準値とし

て瞬時に頭の中にインプットし、状況や場面の展開に応じて、

その数値を細かく変化させ対応させなくてはならない。つまり、

同じような光の当たり方ならそのままに、自身の角度や被写体

の動きに連れて、明るさやコントラストが変わっていくならば、

細かく絞り値やシャッター速度を動かす。またAE露出ならば露

出補正を細かくおこなう。この連続作業が不可欠だ。

私は中判カメラで町を撮影（特にモノクロフィルム）する場

合、ポケットに入る小さな単体露出計で適時に露出を測定し、

その測定値をもとに歩き、被写体の条件によりカメラ内蔵の露

出計の指示とは別に露出を決めたりもする。特に好んで撮影す

る晴れた日の町中では、コントラストがどのようにフィルム上

で表現されるかが重要だからである。

リバーサルフィルムによるスナップショットは露出アンダー

を良しとする風潮があるようだが、ただ単に画面を暗くするこ

とと「光」を見極めるのとは本質的に違うものであるというこ

とを、ぜひ実際に露出測定のプロセスで知ってほしい。

「駅前小路」
道幅が狭い上に道路工事。ここでは路地そのものが主題で、作業する人や警備員は私たちの眼では常に風景化している。さらに光線は右横からであり、
あえて彼らの表情を描く必要はない。露出値をアンダー方向に動かし、1枚撮って足早に左側を通り抜けた。
ニコンD300・AF18～70ミリF3.5-4.5G・ISO200・絞りF11・1/160秒

スナップショットと露出

大西 みつぐ
【おおにし・みつぐ】1952年、東京都生まれ。74年東京綜合写真専門学校本科卒業。
写真展、著書など多数。東京綜合写真専門学校、武蔵野美術大学非常勤講師。
93年「第18回木村伊兵衛写真賞」受賞。日本写真家協会会員、ニッコールクラブ幹事。



写真は真っ暗闇で写すことはできません。つまり、光がない

と写真撮影はできないわけです。しかし、光は空気と同様に、

常にごく身近に存在するため、日々の生活の中であまり意識す

ることもなく、特別に注意を払うこともありません。が、太陽

光は日の出から日没までさまざまに変化しますし、天候によっ

ても光の性質が異なります。まずは、そんな光の特長的な性質

を理解することから始めてみましょう。

光の基本的な性質としては

①光は直進する

②光は入射角と同じ角度で反射する

③光の強さは、光源から距離の２乗に反比例する

④屈折率が異なる物質を、光が角度をもって通過するとき、

その境界面で光の速度が変わる

などが上げられます。

①と②は、小学校の理科で習ったことのおさらいです。た

とえば、ガラス越しにフラッシュを発光させると、フラッシ
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第一章

■光の特長を理解しよう

光の話～写真にとって必要不可欠な光を理解しよう～

光といえば、一般的には太陽光や電灯光といった明るさや色を感じることができる光、いわゆる「可視光線」のことを指す

ことが多いので、本ガイドにおいても、写真撮影に利用される可視光線を光と呼ぶことにします。光にはレーザー光線やX

線などもあり、太陽光でも紫外線や赤外線は不可視光線で人間の眼には見えません。

光がなくては、私たちは物の形をとらえることも色を感じることもできないし、もちろん写真を撮ることもできないわけで

す。写真は光のさまざまな性質を利用し、あるいはコントロールしながら画像として描写しますので、写真を撮るためには、

光について理解を深めることが必要であるといえます。

ュ光がガラスに反射してしまうことがあります。これは光の

直進性により、フラッシュ光がまっすぐガラスに届き、そし

て直角に当たったフラッシュ光が同じ角度で反射して戻って

くるため、フラッシュの反射光をまともに写してしまうから

です。光の性質①と②を理解すれば、こうした場合は角度を

つけて、斜めから撮影すればよいことがわかります。

③は、フラッシュのGN（ガイドナンバー）で考えてみてく

ださい。GN32のフラッシュを1メートルの距離から発光させ

れば、適正絞り値＝GN÷距離（m）ですから、F32が適正絞

りになります。距離が倍の2メートルになると、適正絞りは

F16ですから、絞り2段分の光量ロスということになります。

これを逆2乗の法則といいます。

④は、レンズ設計者のための法則と思いがちですが、水中

写真を撮るときには、この法則が身近に感じられます。水中

では屈折率の関係で4/3倍に大きく写ります。つまり、焦点距

離35mmのレンズが50mmレンズに近い画角になってしまう

わけです。水中ではワイドレンズのほうが使いやすいといわ

れるのは、これも一因です。

直進してきた光が鏡のような平面で反射するとき、入射角度と反射角度は同
じです。

入射角と反射角

水中では画角が狭くなります。焦点距離28mmのレンズで撮影していますが、
35mmレンズ相当の画角になっています。

水中撮影

●光の性質
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光は常に一定ではなく、光源の種類やさまざまな要因によっ

て光の質が少しずつ違ってきます。こうした違いを理解すると、

写真を撮る上において、たいへんに役立ちます。

光源には自然光と、人工的に作られる人工光があります。

自然光には雷やオーロラなどもありますが、撮影に適してい

る自然光は太陽光だけといってよいでしょう。人工光にはロ

ウソク、電球、蛍光灯、フラッシュなど多種多様な光源があ

り、撮影に利用されることが多いのですが、それぞれ光によ

って発色も異なります。また、写真の場合は1種類の光だけで

なく、ミックス光源下で撮影することもあります。

①順光・斜光・逆光と描写の違い
一般に風景写真は斜光線がよいといわれています。その理

由を理解する前に、光の当たり方を考えてみましょう。最初

は、カメラの背後に太陽がある場合です。これを、順光とい

います。太陽が左右どちらかにある場合は斜光、太陽がカメ

ラの正面に位置するときは逆光といいます。

同じ風景でも光線の方向によって、その表情が一変します。

それは順光線だと被写体に光がまんべんなく当たり、影がな

くなってしまい、立体感に乏しくなります。斜光から逆光に

なるほど影の部分が多くなり、被写体の立体感が強調されま

す。写真は光と影が織りなすアートといえますから、光と影

の状態を把握して、写真表現に活かしてください。

②透過光
普段ほとんどの場合、見たり写真に撮ったりする光は物体

が反射する反射光ですが、シャボン玉やステンドグラスのよ

うに物体を通過してくる透過光もあります。ガラスビンや花

びら、新緑や紅葉なども、透過光で撮影すると透明感のある

色彩で描写することができます。

■光のいろいろ

透過光は反射光と異なり、透明感のある色彩描写となります。

順光線は発色がよいものの、立体感に乏しい写真になります。

順光

逆光線はコントラストが強くなり、より印象的な写真に仕上がります。

逆光

斜光線だと石畳などの質感が描写され、立体感がかもし出されます。

斜光

「シャボン玉」（透過光）

●光の種類

●自然光と人工光
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第一章 光の話～写真にとって必要不可欠な光を理解しよう～

一般に、フラッシュ光のように1点から光が放射するような

光源を点光源といい、写真では影がきつくなります。こうい

う光は「硬い光」と呼ばれ、陰影を強調した印象的な写真表

現によく用いられます。ただ硬い光でもトレーシングペーパ

ーを通したり、パラソルなどに反射させたりすると、「軟らか

い光」に性質を変えることが可能です。このように拡散した

光は広い面積から照射される光源になるので、面光源と呼ば

れています。

ところで太陽の直射光も、実は点光源です。ですから、夏

の強い直射日光下では強い影がはっきり現れます。それでも

太陽と地球の距離は非常に遠いため、地球の大気を通過する

ときに光が拡散されます。

太陽光は天候や季節によって、その性質が変化します。夏

に比べて冬の日差しが軟らかいのは、太陽の角度が低くなる

ためで、それだけ大気を通過する距離が長くなるからです。

○晴天の光＝晴れた日の直射日光は影がはっきり出て、立体感

が強調されます。

○曇天の光＝曇天のときは雲によって拡散され巨大な面光源に

なるため軟らかい光になり、影がほとんどなくなって立体感

も弱くなってしまいます。

○薄曇りの光＝薄曇りの日は軟らかな影がほどよい立体感をか

もし出すため、花の優しさを描写する場合などに適した光源

といえます。

露出計は反射率18％の標準反射率を基準に測定値を算出し

立体感や影を印象的に描写するときは、逆光が効果的です。

「市」（逆光線）

「富士山」（斜光線）

斜光線によって、富士
山の立体感や雪の質感
が強調されて描写され
ます。

●硬い光と軟らかい光

●太陽光の七変化

ます。物体が黒く見えるのは、物体に当たった光がほとんど

反射されないで吸収されてしまうからなのですが、逆に当た

った光をほとんど反射すると白く見えます。つまり黒から白

の間には、反射率の異なる無数の濃度のグラデーションが存

在します。

当然、色によっても反射率が異なり、スポットメーターで

測光する場合、どの色の部分を測るかによって露出値が異な

ります。自然界にはさまざまな色彩があり、色彩の反射率を

単純に表すことはできません。ただ、どの色がどのくらいの

反射率かを経験的に知っておくと、撮影時の露出測定に役立

てることができます。撮影では反射率によって露出補正をし

ます。緑色は反射率18％に近く、明るい色ではプラス補正、

暗い色ではマイナス補正になります。

照明の光によってそれぞれ色が異なりますし、太陽光の色

も天候や時刻などによって変化します。この光の色を色温度

といいます。光源が発している光の色を絶対温度のK（ケルビ

ン）を使って表示します。

色温度が低いと赤っぽく、色温度が高くなるにつれて黄色

みを帯び、さらに高くなると青っぽくなります。晴天正午前

後の太陽光の色温度は5500K前後で、デーライトタイプのカ

ラーフィルムはこの色温度で撮影すると正しい発色が得られ

るように作られています。日の出や日没時の色温度は2000K

前後で、昼光よりも赤っぽい光です。日中の日陰はより色温

度が高く、青っぽい光です。カラーリバーサルフィルムでは、

光の色がそのまま描写されます。デジタルカメラでは、ホワ

イトバランス機能があり、色温度を調整することができます

ので、逆に意図的に色温度による描写の違いを表現に活かす

ことも可能です。

●色と反射率

●光と色温度
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虹に現れる光の色
太陽光線は電磁波の一種であり、波長の短い方からガンマ線・X線・紫外

線・可視光線・赤外線・電波に分類されます。ちなみに、可視光線の波長はお

およそ400nm（ナノメートル）から700nmで、波長の短い（400nm）側か

ら紫・青・青緑・緑・黄緑・黄・橙・赤の順にグラデーションの縞になってい

ます。虹の七色は、このグラデーションが美しい帯状の色になって現れます。

ロウソクの灯りは赤っぽい光なので、暖かみを感じます。雪の中でも、ほっ
とする温もりが味わえる光です。

ロウソクの光（低い色温度）

夏の日差しは硬い光で、陰影がはっきりして、コントラストが高くなります。
カラーリバーサルフィルムではハイライト基準で撮影すると、シャドー部が
つぶれやすくなります。

夏の光（硬い光）

花の優しさをかもしだすには薄曇りの日の軟らかい光が最適です。ソフトフ
ィルターを使えば、優しいイメージをより強調できます。

可視光線の色分布（イメージ）

薄曇りの光（軟らかい光）

蛍光灯（緑色の光）

人間の眼には自然な発
色に見える蛍光灯は、
一般的に緑色の光を多
く発しています。その
ため、デーライトフィ
ルムでは緑カブリを生
じてしまうので、色の
補正が必要です。



カメラのAE（Automatic Exposure＝自動露出）は内蔵露

出計で測光し、その標準露出に基づいて設定された露出値によ

って撮影します。単体露出計も基本的には内蔵露出計と同様で、

そのままでは標準露出の域を出ないといえます。しかし、単体

露出計は標準露出をもとに自分なりの適正露出を素早く正確に

把握するための機能が備わっており、より表現性を追求した撮

影作画にはぜひ使いたいツールのひとつです。

では、何を基準に標準露出が

設定されるのか、その基準にな

るのが反射率18％です。標準反

射板と呼ばれる反射率18%のグレ

ーが、そのままの濃度で再現さ

れる露出値を標準露出といいま

す。基本的にはデジタルもフィ

ルムも変わりません。

12

第二章

■露出計の基礎知識

露出計の知識～意図した写真表現をするために～

露出はフィルムや撮像素子に光を与えることをいい、この時の光量を測るのが露出計です。この測光で得られた露出値を

「標準露出」とすると、撮影意図や表現によって撮影者が判断した露出は「適正露出」ということになります。

一眼レフカメラの内蔵露出計は、反射
光式露出計です。そのカメラが測定し
た露出で撮影した画像では、明るい背
景（写真A）は露出アンダーに、暗い
背景（写真B）は露出オーバーに写っ
ています。入射光式露出計では被写体
の位置で、受光球をレンズに向けて測
定しました。明るい背景（写真C）、暗
い背景（写真D）のいずれも、背景の
明るさに左右されることなく、標準露
出で撮影することができました。

露出計は測定方式の違いにより、「反射光式」と「入射光式」

に大別されます。反射光式は被写体が反射した光を測定し、

入射光式は被写体に当たる光を測定する方式です。したがっ

て、反射光式は被写体から離れたところからも測光すること

ができ、入射光式はできるだけ被写体の近くで測光します。

カメラ内蔵露出計は背景や被写体の反射率によって、測定

結果が大きく左右されてしまいます。もちろん、単体の反射

光式露出計でも、同じような結果になります。その点、入射

光式露出計は反射率に左右されないため、背景の明るさが異

なっても安定した測光が可能です。

また、被写体の状況などに応じた測定上の得手、不得手が

あります（13ページの表参照）。

【明るい背景の場合】撮影データ：絞りF4・1/160秒

モデル：堀越恵理子

カメラ内蔵露出計の測光で撮影

A

【暗い背景の場合】撮影データ：絞りF4・1/15秒

B

【明るい背景の場合】撮影データ：絞りF4・1/30秒　

入射光式露出計で測光して撮影

C

【暗い背景の場合】撮影データ：絞りF4・1/40秒

D

●基準は反射率18％のグレー

●反射光式露出計と入射光式露出計

セコニック標準反射板
使用時：120×120mm
収納時：120×70mm



被写体 

白 

黒 

18％ 
グレー 
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入射光式露出計と反射光式露出計の特長と測定方法

露出計 

反射光式 

入射光式 

反射率の高低  ※1

◎＝得手　×＝不得手　△＝撮影条件による　※1  反射率18％以外の被写体　※2  被写体の色による測定の影響がある場合　※3  順光の場合は測定可能 

要露出補正 

◎ 

色彩  ※2

要露出補正 

◎ 

透過光 

◎ 

× 

光る被写体 

◎ 

× 

遠くの被写体 

◎ 

△　※3

入射光式の特長は、被写体に当たる光

を測定して露出を決めますので、被写

体の反射率や背景の明るさに影響され

ない露出値が得られます。測定方法は

イラストのように、基本的に被写体位

置で光球をカメラ方向に向けて測光し

ます。

入射光式露出計（イラスト①）

イラスト②

イラスト①

被写体 

白 

黒 

18％ 
グレー 

反射光式の特長は、被写体の反射光を

測定し露出を決めます。測定方法は被

写体に向けて測光しますから、風景な

どの近づけない被写体に有効です。た

だし、被写体の反射率や背景の明るさ、

色などに影響されますので測定値通り

では、白っぽい被写体は露出アンダー

に、黒っぽい被写体は露出オーバーと

なりますので、露出補正が必要となり

ます。

反射光式露出計（イラスト②）

通常、私たちが光として認識しているのは、太陽や照明器

具などのように連続して発光している光で、こういう光を

「定常光」といいます。一方、フラッシュのように一瞬だけ発

光する光を「瞬間光」と呼んで区別しています。

もともと露出計は定常光の測定をするために設計されたの

ですが、フラッシュ撮影が普及するにつれ、瞬間光測定ので

きるフラッシュメーターが開発されました。

セコニック・フラッシュメーターは、瞬間光も定常光も測

定できてその応用範囲は広く、さまざまな撮影現場で活用さ

れています。

●定常光と瞬間光



入射光式露出計と反射光式露出計は、それぞれ測定スタイル

が違います。まず、それぞれの基本的な使い方とヒントからお

話ししたいと思います。最初は、入射光式露出計の使い方から

です。

14

第二章

■基本的な露出計の使い方
入射光式露出計の測光
入射光式露出計は、半球状で乳白色の受光球が外観上の特

長です。この受光球を、被写体の位置からレンズに向けて測

光します。被写体に当たる光、つまり、被写体に入射する光

を測定するので、入射光式露出計というわけです。

入射光式露出計の特長は、被写体の反射率に左右されずに

露出測定ができることです。白いものは白く、黒いものは黒

露出計の知識～意図した写真表現をするために～

●単体露出計と測光方法

明暗差が大きくても、安定した測定が特長
黒光りしたSLと金色に輝くプレート。その反射率の差は、非常に大きいものです。入射光式露出計
は、明暗差が大きくても、安定した露出測定が特長です。このように、反射率が大きく異なる被写体
が混在しているシーンでは、入射光式露出計のありがたみを実感できる場面です。
撮影データ：絞りF7.1・1/200秒・ISO100
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く、また、両者が混在していても安定した測光ができます。

もちろん、色による反射率を考慮することもありません。プ

ロ写真家が昔から入射光式露出計を多用している理由は、こ

のように、安定した露出測定ができるからです。

しかし、撮影意図によっては、測定スタイルを変える必要

があります。たとえば、斜光線のとき、受光球を太陽のほう

へ向けて測定することがあります。半逆光線のときは、受光

球に当たる太陽光をカットすることがあります。こうした測

定スタイルを行うには、ある程度経験が必要になりますが、

入射光式露出計を使いこなす上での登竜門と考え、的確な露

出で撮影できるようにしていただきたいと思います。では、

実際の撮影シーンに合わせて、解説することにしましょう。

正確な色再現には、
正確な露出が必要
ソメイヨシノの淡いピンク
色は、フィルム上ではうま
く再現できない被写体のひ
とつです。それは、露出を
安易にとってしまうこと
が、一因として考えられま
す。フィルムは、標準露出
で撮影したときにもっとも
安定した発色をしますか
ら、入射光式露出計を使っ
て、標準露出で撮ることか
ら始めてみてください。
撮影データ：絞りF16・
1/80秒・ISO100

メインになる被写体の
明るさを測る
メインの被写体には太陽光
が当たっているけれど、撮
影位置は影になっていると
きがあります。このような
ときは、メインの被写体の
位置で測定してください。
露出測定も撮影と同様、手
を抜かないことがよい結果
につながります。
撮影データ：絞りF11・
1/125秒・ISO100
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第二章 露出計の知識～意図した写真表現をするために～

反射光式露出計の測光
反射光式露出計は、カメラ内蔵のTTL露出計と同じで、被

写体が18％の反射率をもっていることを前提に測定します。

したがって、測定値のままでは、白い被写体はアンダーに、

黒い被写体はオーバーに描写されてしまうわけです。そのた

め、白い部分を測定したときは、測定値にプラス2～2.5EV

程度の補正を、黒い部分を測定したときは、測定値にマイナ

ス2～3EV程度の補正を踏まえて、適宜、露出補正をしてくだ

さい。

入射光式と反射光式露出計、どちらが優れているかという

比較ではなく、それぞれの特長を活かした使い方を考えまし

ょう。両者の特長をよく理解して適材適所で使う。それが、

写真の表現力を強める結果になるのです。

映り込みは
反射光式露出計で測光
水面などへの映り込みを作画に活か
したいときは、入射光式露出計では
測定できません。他に、自ら発光す
る照明、透過光、ガラスなどへの反
射なども、反射光式露出計で測光し
ます。
撮影データ：絞りF5.6・1/50秒・
ISO100

風景写真に使いやすい
反射光式露出計
順光下での風景撮影は、受光角30～
40°程度の反射光式露出計が多用さ
れています。それは多分割測光のよ
うに、明暗の差を自動的に補正しな
い単純な平均測光になるため、どの
くらい露出補正をしたらよいかが分
かりやすいからです。
撮影データ：絞りF10・1/400秒・
ISO100
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スポットメーターの測光
スポットメーターも反射光式露出計ですが、測光の受光角

が1～5°ほどで、被写体の非常に狭い範囲を測定することが

できます。そのため部分的に照明が当たっているような撮影

条件とか、被写体の一部分の測光、あるいは明暗比（照明比）

の確認などにも積極的に利用されています。

しかし、反射率が18％以外の被写体を測定した場合、補正

が必要となり、使いこなすにはそれなりの知識と経験が必要

になります（19ページ　色の反射率と露出補正を参照）。

経験を積んでスポット測光を使いこなせるようになると、

光を自由にコントロールして、意図した露出で表現すること

ができ、写真がいっそう楽しくなります。入射光式露出計な

どと併用して、ぜひ写真表現の幅を広げてください。

部分を測光して露出をコントロールできる
スポット測光なら、シャドー部とハイライト部を測定することによって、ラチチュードに収まるかどう
か確認することができます。作例写真の露出差は、4･2/3段でラチチュードに収まっていました。撮影で
はハイライトをとばさないように平均値より－1/3EVの補正をしました。L-758Dのゼロ目スケールは、
ラチチュードの確認が簡単にできます。
撮影データ：絞りF8・1/500秒・ISO100

ゼロ目スケール

③

③赤い鯉のぼりの 
　口の部分 

①手前の砂 

②水車の中 

絞りF8・1/500秒 

②

①
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第二章 露出計の知識～意図した写真表現をするために～

●分離測光システム

フラッシュメーターで瞬間光を測光
フラッシュメーターは、光の状態が把握しにくいフラッシ

ュ撮影のときにフラッシュメーターを用いて、被写体に届く

光の量を測定します。セコニックのフラッシュメーターはす

べて、瞬間光の測定がコードイン、ノンコードの両方に対応

していますから、使いやすい露出計です。さらに、スポット

メーターも瞬間光の測定に対応していますので、照明比の測

定に便利です。現在の自動調光フラッシュは性能が高く、明

るさをコントロールするだけなら、大きな失敗が少なくなり

ました。でも、写真は、光と影を見極めることに意味があり

ます。つまり、自動調光フラッシュのように、『光によって写

真を撮らされる』のではなく、『光を積極的に利用して写真を

撮る』ことが、大切です。単体露出計を活用して、光を作画

に利用することを、ぜひ、実践してください。

セコニックフラッシュメーターの中には1回の測定で、フラ

ッシュ光と定常光の割合を表示してくれる、分離測光機能が

搭載されている機種があります。「ロウソクの暖かみを重視し

ながら、ケーキの白さはある程度再現したい」というような

とき、分離測光機能を使って、意図した仕上がりに近づける

ことができます。

フラッシュ光の割合を調整するには、2通りあります。1つ

は1回の測定値をもとに、希望するフラッシュ光の割合が表示

されるまで、L-758Dの変換ダイヤルを回して、シャッター速

度を読み取る方法です。もう1つは、フラッシュの光量をマニ

ュアルで調整し、その都度、測光する方法です。

フラッシュ自動調光撮影
カメラ専用フラッシュを、自動調光して撮影し

ました。白いケーキは白く再現されているので

すが、いかにもフラッシュを使った感じで影が

強く、味のない写真になってしまいました。
撮影データ：絞りF16・1/60秒・ISO200

分離測光を用いて露出設定
（フラッシュ光の割合40％）
フラッシュ光の割合が40％になるように、フラ

ッシュの光量を調整しました。これで、ロウソ

クの暖かい光をそこなうこともなく、ケーキの

白さを再現することができました。
撮影データ：絞りF16・1/2秒・ISO200

分離測光を用いて露出設定
（フラッシュ光の割合10％）
フラッシュ光の割合が10％になるように、フラ

ッシュの光量を調整しました。光は柔らかくま

わり、雰囲気はあるのですが、もう少し、ケー

キの白さを再現したいところです。
撮影データ：絞りF16・1秒・ISO200

トレーシングペーパーとフラッシュの距離を遠くすれば、より
柔らかい光が得られます。また、手前にレフ板を置くことで、
シャドー部の明るさを補うことができます。

フラッシュ 
カメラ 

トレ
ーシ
ング
ペー
パー
 

レフ版 

フラッシュを
自動調光
カメラ側から、専用の

クリップオンフラッシ

ュを用いて撮影しまし

た。一見、きれいに撮

れているようですが、

硬い光のため、陰影の

強い写真になりました。

フラッシュメーターを用いて測定
トレーシングペーパー越しに、被写体の上方、やや背後からフラッシュを発光しました。
全体に軟らかい光を作りながら、質感描写を重視したライティングです。
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適正露出は撮影者個人の表現意図によって変わりますので、

一概に定義づけるというのはむずかしいのですが、最初は、

ラチチュード（デジタルではダイナミックレンジ）に収まる

ような露出設定から始めましょう。

ラチチュード（ダイナミックレンジ）と露出
よくカラーリバーサルフィルムのラチチュードは5EV程度

といいます。最新のデジタル一眼レフカメラは6～7EVのダイ

ナミックレンジをもち、単純に白トビと黒ツブレをしないだ

けなら８EV以上あるカメラもあります。このことから、再現

したいハイライトとシャドー部分をスポット測光して、その

差が5EV以下であれば、フィルムもデジタルも白トビや黒ツ

ブレのない画像になるということです。

自分なりの適正露出
逆光に光る黒い瓦屋根を撮るときは、露出をアンダーに切

りつめた露出にすることが多いのですが、アンダーにするほ

どよいというわけではありません。シャドーがツブレない程

度にアンダーにするか、ツブレることを覚悟でアンダーにす

るか、これは作者の意図によって変わります。最終的にはフ

ィルムのラチチュードや、デジタルカメラのダイナミックレ

ンジを活かしながら、自分なりの適正露出を決定します。

色の反射率と露出補正
反射光式露出計では、被写体の反射率に応じた露出補正が

必要になります。意外なのは、色によって反射率が大きく異

なる点です。そこで、コダックのカラーセパレーションガイ

ドの各パッチ部分をスポット測光して、標準反射板を測定し

た値との差を比較してみました。なお、測光は風景撮影時を

念頭に、屋外における定常光下で行いました。

緑色はほぼ反射率18％で測光値のままで正常な発色が得ら

れます。黄色や赤色は反射率が高くプラス補正になり、濃紺

や濃いグレーは反射率が低くマイナス補正になります。

近接撮影時の露出補正
レンズを繰り出すとフィルムや撮像素子に届く光量が減る

ために、近接撮影の場合、レンズの繰り出し量に応じてプラ

ス補正が必要になります。特に撮影倍率が1/10倍以上の撮影

では、補正が必要です。その補正量は、等倍では2絞り、1/2

倍では1絞り分と覚えておくと便利です。

フィルター使用と露出倍数
露出倍数のかかるフィルターを用いたときも、露出補正が

必要です。これはフィルターのパッケージなどに記載されて

いますので、そちらを参照しながら適宜補正をしましょう。

露出計によっては、反射光式の受光部にフィルターをつけて

測定することも可能です。その際には、フィルターを傷つけ

ないよう注意しましょう。

標準反射板の測定値を０とすると、
白パッチは＋2･1/3EV、黒パッチ
は－2･2/3EVという結果になりまし
た。色パッチは緑が±０EV、青パ
ッチが－2/3EV、それ以外はすべて
プラス傾向でした。とくに黄パッチ
は＋1･2/3EVに出ていて、被写体の
色が黄色のときは注意が必要です。

●適正露出を見極める

標準反射板に対する各パッチ部分の測定値

＋1・1/3

－2/3

＋2

＋1

＋1・2/3

±0EV

＋2

＋1・2/3

＋1・2/3

＋1/3

＋1・2/3

＋2/3

＋2・1/3

＋1

－1・2/3

＋1・1/3

－2・2/3

撮影倍率 

1/10

1/8

1/5

1/4

1/2

1/1等倍 

露出倍数 

1.21倍 

1.27倍 

1.44倍 

1.56倍 

2.25倍 

4倍 

プラス補正する値 

＋1/4

＋1/3

＋1/2

＋2/3

＋1・1/3

＋2

デジタルとフィルムの違い
デジタル撮影では白トビや黒ツブレがあると、RAWデータを増

減感しても、その部分の階調再現は不可能です。これがフィルム

と大きく違うところです。したがって、デジタルの方がフィルム

以上にシビアな露出設定が必要です。単体露出計はデジタル時代

になって、その重要性がいっそう増してきたといえます。

また、デジタルはソフトウエアを用いた補正が可能です。つま

り、ダイナミックレンジに収まる露出設定をしていれば、階調再

現を失うことなく自分なりの表現意図を画像に定着できます。補

正したデータが最終原稿になります。ここが、ほぼ撮りっぱなし

でラボ任せだったカラーリバーサルフィルムと違うところです。



「富士山」を反射光式露出計で測光

ほぼ、順光に近い風景写真では、受光角が30～40°前後の反射光

式露出計が使いやすいといえます。またL-208は、33°の受光角

度が分かりやすく表示されていますので、初心者に使いやすい入

射・反射兼用露出計です。富士山の撮影にあたっては、富士山と

空の明るさをしっかり決めたかったため、露出計をやや上向きに

して測定をしています。そのため、シャドー側の影響をあまり受

けず、意図した露出で撮影することができました。

撮影データ：絞りF11・1/500秒・ISO50

20

第三章

撮影シーンと露出測光の実際
実際の撮影現場で、反射光式で測光するか、入射光式で測光するか、あるいはスポット測光でどのポイントを測定するか、

といったことを撮影シーン別にまとめてみました。単体露出計の測光に慣れてくると、その測光性能のよさが実感できるは

ずです。単体露出計を使いこなして、より表現力のある写真を撮影してください。

●測光の実際「風景編」
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反射光式露出計の測光値で

雪を撮ると、アンダーに表示

されるため、白い雪がグレー

になってしまいます。入射光

式露出計は、反射率に左右さ

れず測光することができます

から、このように明暗差が大

きいときにはなおさらです。

入射光式露出計で測定したと

ころ、適正露出が得られまし

た。経験を積むことによって、

入射光式、反射光式の特長を

うまく活かしながら、的確な

露出設定ができるようになり

ます。

「雪の日」を
入射光式露出計で測光

撮影データ：絞りF6.7・1/250秒・ISO100

遠方の被写体であっても、撮影地点と同じ光線条件であれば、カ

メラ位置からでも入射光の測定ができます。そうして測定したの

が、＜写真A＞です。雪が白く写り、問題がありませんでしたが、

もう少し雪の質感と噴煙を強調したかったので、露出を1EVアン

ダーにして撮影し直したのが、＜写真B＞です。これで、雪の質

感が強調され、噴煙も明確に写すことができました。

「雪山」を入射光式露出計で測光

＜写真A＞撮影データ：絞りF11・1/15秒・ISO100 ＜写真B＞撮影データ：絞りF11・1/30秒・ISO100
補正
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第三章 撮影シーンと露出測光の実際

明暗差の大きな被写体を、階調をそこなうことなく撮りたいとき

は、ラチチュードを考慮した露出測定をします。このようなとき

は、L-758Dが便利です。まず、スポットメーター機能を用いて、

逆光に光る瓦屋根の部分と格子戸の部分の測定値をそれぞれメモ

リーします。次に、アベレージボタンを押して、平均露出値を得

ます。さらに、L-758Dをゼロ目スケールに切り替えると、平均値

を基準に、ハイライトとシャドーの差がドットで表示されるので、

ラチチュードに収まっているかどうかの確認が容易です。ここで

は、平均値からハイライト側が＋2.3EV、シャドー側が－2.7EVに

なり、ポジフィルムのラチチュードにほぼ収まることが分かりま

した。

「八幡堀」をスポットメーターで測光

逆光に光る瓦屋根だけを測定値で撮影すると、露出アンダーになってしま
います。
屋根瓦の測定値：絞りF41・1/5000秒・ISO100

瓦屋根の部分と格子戸の部分の測定値をそれぞれメモリーし、L-758Dをゼ
ロ目スケールに切り替えたところ、ここでは、平均値からハイライト側が＋
2.3EV、シャドー側が－2.7EVになり、ポジフィルムのラチチュードにほぼ
収まることが分かりました。

シャドー部の格子戸だけを測定値で撮影すると、露出オーバーの写真にな
ってしまいます。
格子戸の測定値：絞りF4・1/160秒・ISO100

ハイライトとシャドーの平均
をとり、階調再現を重視した
写真に仕上げました。
撮影データ：絞りF4・1/800
秒・ISO100

ゼロ目スケール

②格子戸 絞りF4・1/800秒 ①瓦屋根
▼

①F41･1/5000秒

②F4･1/160秒

▼▼
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夕景・夜景撮影では、反射光式露出計のほうが使いや

すいシーンのひとつです。ただし、画面全体が同じよ

うな明るさか、部分的に照明が当たっているのかによ

って、測定方法を少し変える必要があります。前者は、

受光角が広い露出計を使い、平均測光的に測定します。

後者は、照明があたっている部分のみを測定する、ス

ポット測光が向いています。この夜景シーンは、水面

の反射をきれいに写すことで、全体的な明るさの調和

と雰囲気描写ができると考え、L-308Sの受光部を水面

の反射に向けて測光し、測定値で撮影しました。

「小樽の夜景」を
反射光式露出計で測光

●測光の実際「夕景･夜景編」

撮影データ：絞りF11・8秒・ISO100

カラフルにライトアップされている建築物を撮るとき

は、露出オーバーは禁物です。画面内に暗い部分が多

くなる夜景撮影では、とくに注意しなければなりませ

ん。そんなときは、スポットメーターで、ライトアッ

プされている部分を測定するほうが、露出をおさえや

すくなります。レインボーブリッジが虹色にライトア

ップされたとき、ライトアップされた橋脚の露出をス

ポットメーターで測りました。ここでは、緑色にライ

トアップされた部分を測り、補正なしで撮影していま

す。白いライティングのときは、プラス1EV前後の露

出補正が必要になるときがあります。

「お台場夜景」を
スポットメーターで測光

撮影データ：F11・5秒・ISO100

夕景は、空の明るさと街の明るさが一緒になったとき

が、一番きれいに撮れる、とよくいわれます。このよ

うな条件で撮影するときは、受光角が30～40°程度

の反射光式露出計で、ほぼ適正露出を得ることができ

ます。ただし、夕焼けの赤味をもっとかもし出したい

とか、夕暮れの雰囲気をもっと強調したい、という欲

求があれば、露出を1/3～1EVほどアンダーに撮影し

てみましょう。天王洲夕景も、夕焼けと夕暮れの感じ

を強調したくて、1EVアンダーにして撮影しました。

「天王洲夕景」を
反射光式露出計で測光

撮影データ：F11・2秒・ISO100（実際の測光値：絞りF11・4秒）



24

第三章 撮影シーンと露出測光の実際

花弁や葉は、透過光で撮影するほうが、力のある写真に仕上がり

ます。このような透過光を測定するには、反射光式露出計を使い

ます。被写体までの距離が離れているときは、スポットメーター

が必要になります。また、白い被写体のときは露出補正をしなけ

ればなりませんが、ここでは花弁のシャドー部を中心にスポット

メーターで測光したため、補正なしで意図した撮影ができました。

被写体の反射率を体感的に覚えると、スポットメーターのありが

たさを感じるようになります。

撮影データ：絞りF5.6・1/500秒・ISO50

撮影データ：絞りF2.8・1/4000秒・ISO100

●測光の実際「花編」

順光での花畑なら、反射光式でも入射光式露出計でも測定はで

きます。ただし、太陽が高い位置にあって、花畑へ均等に光が

当たっているときに入射光式露出計で測定するときは、受光球

を花畑と水平において測定したほうが、意図した適正露出が得

られます。このコスモス畑は、トップライトに近い逆光ぎみに

太陽が位置していたため、露出オーバーだけは絶対に避けたく、

受光球を水平からやや太陽方向へ向け、測定しました。

「花畑」を入射光式露出計で測光

花弁のシャドー部をスポット測光

「ポピー」をスポットメーターで測光
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近接撮影は反射光式、入射光式でも測定

ができます。ただ、被写体が小さいとき

は、受光球を被写体の位置にもっていく

ことがむずかしくなるため、反射光式露

出計が使いやすいでしょう。今回、被写

体に選んだ「めしべ」は小さなものだっ

たので、露出計は迷わず反射光式（スポ

ット）を選びました。次に、撮影倍率を

考慮する必要があります。このときは、

ほぼ等倍だったので＋2EV。それに、色

による反射率を考慮して＋1/3EV。合計

で＋2･1/3EV補正をしました。ただし、

クローズアップレンズ装着時の補正は不

要ですから、注意してください。

色の違いにより、反射率が大きく変わってくることは、前に説明

をしました。とくに、黄色は要注意です。入射光式露出計は、こ

うした反射率に関係なく安定した測光ができますから、安心して

使える露出計といえます。しかし、光のくる方向は順光ばかりで

はありません。受光球をレンズに向ける、という基本的な使い方

だけでは、思うような露出値を得ることができません。斜めから

太陽光が当たっている斜光線のときは、太陽に受光球を向けて測

定したほうが適正露出を得やすくなります。菜の花も、太陽光が

当たっている右半分を主体に考えたので、受光球を太陽光に向け

て測定しました。

撮影データ：絞りF5.6・1秒・ISO100（実際の測定値F5.63･1/4秒）

「菜の花」を入射光式露出計で測光

「しべ」のマクロ撮影
反射光式露出計で測光

受光球をカメラへ向けて測光
撮影データ：絞りF3.5・1/400秒・ISO100

受光球を太陽光に向けて測光
撮影データ：絞りF3.5・1/800秒・ISO100
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第三章 撮影シーンと露出測光の実際

撮影データ：絞りF4・1/125秒・ISO100

撮影データ：絞りF5.6・1/30秒・ISO50

スポットメーターは、さまざまな撮

影シーンで便利に使える露出計で

す。しかし、被写体の反射率により

補正が必要なため使いこなすには経

験が必要となります。一般的に、太

陽光の下では、緑色が18％グレーの

標準反射板に近い反射率をもってい

るので、樹木の葉などの緑色部分を

目安に測定しましょう。

一般的に、緑色は標準反射板

に近い反射率で測光できます。
補足説明

「ツバキ」を
スポットメーターで測光

テーブルフォトとして切り花を撮影

するときは、入射光式露出計が便利

です。たとえば、左後方から被写体

にライトを当て、レフ板で正面の光

を補ったとします。このときのメイ

ンライトは、レフ板の反射光になり

ます。基本的には、メインライトの

光を主体にしてライティングを考え

ていきますから、受光部は素直にレ

ンズ側へ向け、測定すればよいとい

うことになるわけです。切り花も、

同様の考えで測定すれば、意図した

露出で撮影することが可能です。

「切り花」を
入射光式露出計で測光
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●測光の実際「フラッシュ測光」

水滴のような小さな被写体のときは、瞬間

光が測定できるスポットメーターを使って、

露出測定をします。L-758Dはスポットメー

ターに切り替えたときも、瞬間光の測定が

できるようになっている多機能な露出計で

す。今回は、この露出計を使って測光しま

した。まずは、水滴の露出をきっちり決め

なければなりません。スポット測光をして、

水滴部分の明るさを確認します。それから、

背景があまり明るくならないように、フラ

ッシュの光量を1/2EVほどマイナスになる

ように調整しました。

「水滴」を
フラッシュメーターのスポット式と
入射光式を併用して測光

テーブルフォトでは、ライティングを自由

に変えて、自分なりの画作りを楽しむこと

ができます。このシャクヤクの撮影は、メ

インライトが上方から照射されたフラッシ

ュ光が反射したレフ板の光であるため、シ

ャクヤクの前から入射光式のフラッシュメ

ーターを使い、露出測定をしました。これ

が、メインの露出です。さらに、濃紺の背

景紙にフラッシュを当てています。このと

きは、背景紙が濃い色だったので、メイン

光の露出値より1EV強くなるように、フラ

ッシュ光量を調節しました。多灯ライティ

ングは、照明比の設定が重要になります。

「シャクヤク」を
フラッシュメーターの
入射光式で測光

撮影データ：F22・1/125秒・ISO100（背景の測光値：絞りF165・1/125秒）

撮影データ：F20・1/125秒・ISO100（背景の測光値：絞りF29・1/125秒）
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第三章 撮影シーンと露出測光の実際

通常のポートレート撮影では、標準的な露出で顔

の明るさを再現できる入射光式露出計が向いてい

ます。注意点としては、斜光線や逆光線などの光

が受光部に入ると、標準露出を得られないことが

あるので、よけいな光を受光部に入れないように、

平板を用いるか手などでさえぎるようにして下さ

い。実際の撮影時は、太陽が逆光気味ながらトッ

プにあるので、入射光式露出計の受光部に太陽光

が当たらないように、手をフード代わりにしまし

た。もちろん、顔に汚い影が出ないように太陽の

直射光が当たらないアングルをさがしたことは、

いうまでもありません。

●測光の実際「人物編」

撮影データ：絞りF2.4・1/500秒・ISO100

「ポートレート」を入射光式露出計で測光
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被写体となる人物と撮影位置が離れている場合と

か、反射光や光源が作画に影響を及ぼすような撮影

シーンでは、反射光式露出計が向いています。ただ

し、明暗の差が大きい場合は、適宜露出補正が必要

になります。作例写真は顔の表情というより、波の

模様と水面に輝く太陽の反射を作画に利用したかっ

たので、反射光式露出計（受光角30°）をプールに

向けて、露出計の指示通りに撮影をしました。

フラッシュを用いたスタジオ撮影なら、フラッシュメーターが必

需品です。L-758Dは入射光式とスポットメーターでのフラッシュ

光測定が可能です。この成人式のスタジオ撮影では、髪の質感描

写と立体感をかもし出すために、メインライトとトップライトの

光量比を1：2から1：2.5になるよう調整しました。手順としては、

メインライトの光量だけを測定し、その値を元に、トップライト

の光量を測定しながら調整する、という流れになります。

補足説明

撮影データ：絞りF11・1/60秒・ISO100

①メインライト測定値：絞りF11・1/60秒
②トップライト測定値：絞りF163・1/60秒

撮影データ：絞りF16・1/160秒・ISO100

「成人式」をフラッシュメーターの入射光式露出計で測光

「プール」を反射光式露出計で測光

①

②
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第三章 撮影シーンと露出測光の実際

物撮りは光の状態を確認できるので、撮影ジャンルを問わず練習

することをおすすめします。基本はメイン光源ひとつから始め、

シャドー部を補完したりエッジを強調したりするときにライトを

足したり、レフ板で補います。ここでは、色鉛筆の質感と立体感

を出すため逆光気味にライトを一ついれただけの、シンプルなラ

イティングです。また、色鉛筆はテーブル上でほぼ水平に並んで

いますから、露出計の受光球を水平にして測定をしています。

●測光の実際「テーブルフォト編」

撮影データ：絞りF4・1/125秒・ISO100

「色鉛筆」を入射光式露出計で測光

フラッシュを上方から1灯、そして左右と正面をレフ板で囲み、

光を回すようにライティングしました。このときのメイン光源

は、カメラ側においたレフ板からの反射光です。測光は、薔薇

の前においた入射光式露出計の受光部をレンズ側に向けて測定

しています。

撮影データ：絞りF14・1/60秒・ISO100

「薔薇」を
フラッシュメーターの入射光式露出計で測光
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グラスや瓶のような透明、あるいは半透明の被写体は、透過

光でのライティングが基本です。メインライトを正面にもって

くると、＜写真A＞のように、透明感のない平坦な写真になっ

てしまいます。ライトを、被写体の背後から入れてあげると、

＜写真B＞のように、グラスや瓶の質感を描写することができ

ます。こういった透過光の露出測定には、反射光式露出計を用

いますが、部分的な明るさを測定するときは、スポットメータ

ーが必要です。

補足説明

＜写真A＞撮影データ（順光で撮影）：絞りF4・1/125秒・ISO100 ＜写真B＞撮影データ（透過光で撮影）：絞りF4・1/250秒・ISO100

フラッシュは、閃光時間が短いため、

動く被写体を止めたり、適度にブラし

たりして撮影することができます。ミ

ルクの滴も、ブレとストップモーショ

ン効果を狙い、フラッシュ撮影にしま

した。露出測定は、白いミルクが露出

オーバーになってしまうと意味があり

ませんから、入射光式のフラッシュメ

ーターを用いて、光源側、ここでは左

側に向けて測定しています。ちなみに、

フラッシュと反対側の右側には大きな

レフ板をおいて、シャドー部の明るさ

を補っています。的確な露出設定とラ

イティングによって、つるっとしたミ

ルク滴が、立体感のあるミルク滴とし

て描写されました。

「香水瓶」をスポットメーターで測光

「滴」をフラッシュメーターの
入射光式露出計で測光

メインの被写体は中央の香水瓶なので、

スポット測光のサークルは、香水瓶の

顔に当てました。被写体の色や透過光

の強さによっては、露出補正が必要で

すが、今回は露出計の指示した値で適

正露出となりました。

撮影データ：絞りF14・1/60秒・ISO50・フラッシュ使用
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第三章 撮影シーンと露出測光の実際

透明度の高い被写体を撮るときは、

ライティングと露出設定が重要にな

ります。まず、ライティングは透過

光にするため、アクリル板の上に被

写体をのせて、下からライトを1灯

入れました。さらに、被写体上部に

レフ板をおいて、植物の階調が再現

できるようにしています。次に、露

出測定ですが、明暗差の大きな被写

体ですから、全体的に均一な露出が

測れるL-308Sの反射光式露出計を用

いました。もちろん、経験に基づく

露出補正は必要です。このときは、

ハイライトがオーバーにならない程

度にプラス補正をして、植物の質感

をかもし出したい、という意図があ

ったので、1EVだけプラス側に補正

をしました。最初は、多めに段階露

光をしておいて、自分なりの経験値

を導き出して下さい。

●測光の実際「イメージフォト編」

「フラスコ」を
反射光式露出計で測光

撮影データ：絞りF8・1/10秒・ISO100（実際の測光値：絞りF8・1/20秒にプラス1EV補正）

小樽で毎年冬に開催される、「雪あ

かりの路」のワンシーン。氷ででき

た行灯の中にロウソクが灯され、幻

想的で、温もりを感じさせてくれま

す。そうした雰囲気を写真に定着さ

せるためには、しっかりした露出設

定がかかせません。白い行灯が露出

オーバーになってしまわないよう

に、スポットメーターで、行灯の中

に閉じ込められたカエデの葉を測定

して、それを基準にします。あとは、

シャドー部分がマイナス2.5EV、ハ

イライト部分がプラス2EV程度に収

まっているかどうかを確認しなが

ら、最後はプラス1/3EVの補正に決

めました。

「氷行灯」を
スポットメーターで測光

撮影データ：F2.8・1/13秒・ISO100（実際の測光値：絞りF2.81・1/15秒にプラス1/3EV補正）
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補足説明

定常光モードで、フィラメントをスポット測定すると、測定値はF8・
13秒になりました。被写体のフィラメントの明るさを考慮し、プラス
1･1/3EVの補正をすると露出値はF8・30秒になります。真っ暗闇にお
けるフラッシュ光は、絞りが一定であれば、スローシャッターにして
も光量が変わらないため、F8になるように調整しました。撮影データ
F8・30秒によって、フラッシュ光と、定常光のフィラメントのバラン
スが取れています。

撮影データ：F8・30秒・ISO100（実際の測光値／フィラメント：絞りF8・13秒にプラス1･1/3EV補正、フラッ
シュ光：絞りF5.68・1/60秒）

このような透明度のある水ものを撮

るときは、反射光式露出計を使うこ

とが多いのですが、ライトがあたっ

た水面の波紋がメインなので、波紋

を写しだす光を測定すればよいわけ

です。そのため、反射率に左右され

ずに露出測定ができる入射光式露出

計を用いました。なお、水面は平面

的な被写体と同じなので、受光球を

平板にして測定しました。

「波紋」を
入射光式露出計で測光

メイン光源はフラッシュ光ですが、

被写体に定常光の光源がある、とい

うようなときは明るさのバランスを

とるため、個別に測定する必要があ

ります。この作例写真では、真っ暗

な中に点灯させた電球のフィラメン

トがフラッシュ光によってかき消さ

れてしまわないよう、フィラメント

の露出を考慮して撮影をしていま

す。まず、フィラメント部分をスポ

ット測光し、その測定値をもとにフ

ラッシュメーターでフラッシュの光

量を調節しました。このように、定

常光とフラッシュ光の測定機能を同

時に使って、適正露出値を導くこと

もあります。

「電球とガーベラ」を
スポット露出計＋
フラッシュメーターの
入射光式露出計で測光

撮影データ：絞りF13・1/4秒・ISO100
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■露出プロファイルを活用しよう
デジタルカメラは、ダイナミックレンジからはずれてしま

うと、白か黒にしか印刷されません。RAWデータを増減感し

たからといって階調は再現できませんから、露出設定はシビ

アに行う必要があるわけです。

L-758Dは、「露出プロファイル」機能といって、事前に

測定したダイナミックレンジを3種類まで記憶させることが

できます。カメラの機種はもとより、撮像感度（ISO感度）

を変更してもダイナミックレンジは変化しますから、露出プ

ロファイル機能を活用して、美しい階調再現ができるような

露出設定に役立てていただきたいと思います。

露出プロファイルターゲットの撮影データを処理すると、感度特性曲線
が描かれます。単純に白とびと黒つぶれをしない範囲なら、レベル1～
254ということですが、印刷特性を考えれば35～230くらいを目安に、許
容範囲を考えれば20～245くらいが実質のダイナミックレンジ、といっ
てよいでしょう。この範囲設定は、自由に変更することができます。

Step 1　テスト撮影 

Step 2　プロファイルの作成 

Step 3　プロファイルの転送 

別売りの露出プロファイルターゲ
ット、または露出プロファイルター
ゲットⅠⅠを、ISO感度など撮影条件
に合わせて、テスト撮影します。 

撮影したデータをパソコンに取り
込み、L-758D付属のソフトウエア
を使って、プロファイルを作成します。 

Step 4　露光域の確認 

露出測定した結果が、ダイナミックレン
ジに収まっているかどうかを、ゼロ目スケ
ールを使って確認します。 

作成したプロファイルをL-758D付属のUSBケーブルを用いて、露
出計へ転送します。露出計本体でマニュアル入力も可能です。 

●露出プロファイルの使い方

感度特性曲線

ハイライト部分のみをスポッ
ト測光すると、アンダー露出
になってしまいます。露出オ
ーバーになるよりはまだよい
のですが、シャドー部はつぶ
れています。ヒストグラムは
全体的に左側により、全体的
にシャドー部の多い画像だと
いうことが分かります。

撮影データ：絞りF8・1/8000秒・ISO100

露出アンダー

シャドー部分のみをスポット
測光してしまうと、このよう
に露出オーバーになってしま
います。白とびが生じると、
ハイライト側の階調が途切れ
てしまい、見た目もよくあり
ません。デジタルフォトの場
合、意図しない限り、露出オ
ーバーは禁物です。

撮影データ：絞りF8・1/250秒・ISO100

露出オーバー

再現したいハイライトとシャ
ドー部の測定結果が、露出プ
ロファイルのダイナミックレ
ンジに収まることを確認して
撮影した画像です。ヒストグ
ラムを見ると、グラフがヒス
トグラム内に収まっていて、
白とびや黒つぶれがありませ
ん。

撮影データ：絞りF8・1/2000秒・ISO100

適正露出
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■露出と露出計のQ&A

EVはExposure Valueの略で、露光指数のことです。基本は、絞りF1

をAv0、シャッター速度1秒をTv0として、その和をEV値で表わしてい

ます。つまり、Av＋Tv＝EVになります。このメリットは、EV値が1段

違えば、絞りかシャッター速度のどちらかが1段変化することを対数的

に表しているため、分かりやすいということです。そして、EV値が同

じであれば同じ露出が得られるため、絞りとシャッター速度の組み合わ

せと露出の関係を知る上で便利です。

さて、露出計の仕様表には、測定範囲EV－2～22（ISO100）などと

記載されています。これは、ISO100のときに、その露出計が測定でき

る明るさの範囲（レンジ）を表しており、露出計の測定能力をみる目安

になります。

1

FTV
AV

秒 

00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1/2 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1/4 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1/8 33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/15 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/30 55 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1/60 66 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1/125 77 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1/250 88 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1/500 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1/1000 1010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

絞り（F値） 
1.7

黒色文字は1段ステップ　緑色文字は1/2段ステップ　青色文字は1/3段ステップ ※セコニック露出計表示値 

1.4

1.6 1.8

2.42

2.2 2.5

3.42.8

3.2 3.6

4.84

4.5 5

6.75.6

6.3 7.1

9.58

9 10

1311

13 14

1916

18 20

2722

25 29

32

シャッター速度 
　　　　（秒） 0.71

0.8 0.6

1/31/2

0.4 0.3

1/61/4

1/5 1/6

1/101/8

1/10 1/13

1/201/15

1/20 1/25

1/451/30

1/40 1/50

1/901/60

1/80 1/100

1/1801/125

1/160 1/200

1/3501/250

1/320 1/400

1/500

0

照明比 

差 

1：1

1絞り 

1：2

2絞り 

1：4

3絞り 

1：8

4絞り 

1：16

5絞り 

1：32

6絞り 

1：64

7絞り 

1：128

●EV値って何？

入射光式の半球状受光部（光球）は、さまざまな方向から被写体にあ

たる光を、一様に測定します。これは、被写体が立体的であることを前

提としているからです。これに対し、平板は複写など、平面的な被写体

を撮影するときに使います。

また、多灯ライティングのライティング構築時に、照明比を測定する

ときにも使われます。測定方法は、まずメインライト側の光量を測定し、

それからサブライトの光量を測定します。このとき、ほかのライトの光

が受光部にあたる場合は、手でさえぎるなどしてください。そして、メ

イン、サブ、両方の測定値の差を読み取り、照明比を算出します。ちな

みに、フィルムの照明比は1：2～1：8を多用していましたが、デジタ

ルは1:2～1：4あたりのほうが自然、といわれています。

●白色平板はどう使うの？

露出の話をすると、よく「1段絞る」というように、『1段』というこ

とばが出てきます。この1段とは、絞りでいえば、F8からF11に絞った

りF5.6に開いたりすることをいいます。同様に、シャッター速度は、

1/125秒から1/250秒に速くしたり1/60秒に遅くしたりすることです。そ

して、1段分露出を多くする（F8からF5.6とか、1/125秒から1/60秒など

の変更）と、フィルムや撮像素子に入る光の量は2倍になります。

さて、絞りもシャッター速度も1段分の露光量（光の量）は同じです

から、絞りを1段絞れば、シャッター速度を1段遅くしてあげることによ

って、フィルムや撮像素子に入る光の量を一定に保つことができるわけ

です。具体的には、「F8・1/60秒」と「F5.6・1/125秒」が同じ露光量と

いうことです。

なお、最近のカメラは1段より細かく、1/2段とか1/3段とかのステッ

プで露光量が変更できるようになっています。それぞれの値を整理しま

したので、露出測定時の参考にしてください。

●露出のステップはどういうこと？

デジタル表示機能をもったセコニック露出計は、絞り値の右に小さな数字が表示されることがあります。これは、1段分

の露出値に1/10段分の端数を表示したときの数字です。たとえば、『F5.68』と表示されたときは、F5.6＋8/10という意味

ですから、絞りF8に近い測定値であることが分かります。このように、デジタル表示機能をもったセコニック露出計は、

最新のカメラに対応できるシビアな露出測定が可能な露出計です。

◎セコニック露出計の端数表示について

フィルムで使われるラチチュード（latitude）とデジタルカメラで使わ

れるダイナミックレンジ（dynamic range）は、写真的に同じ意味とし

て扱い、どちらも写真画像として再現できる露光範囲のことです。ちな

みに、呼び方がちがうのは、単位が異なるからです。なお、ポジフィル

ムのラチチュードは5EV、カラーネガフィルムは7EV、モノクロネガフ

ィルムは10EVといわれ、最新のデジタルカメラは7EV以上のダイナミ

ックレンジを有しています。

●ラチチュードとダイナミックレンジは同じこと？
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