


もう５年以上使っている相棒のカメラが、前回の山科行きの時に

電源が入らなくなりました。

サービスセンターに持ち込んで修理してもらったんですが、その

間、iPhone試してみるかなあ、と、ふと思ったのです。
 
iPhoneのカメラ、あまり使う方ではないです。ありきたりに、

こんなのを撮ってみたりするぐらいです。もちろんインスタとかに

アップしたりはしません。

便利だし、よく撮れるなあとは思うんですが、ちょっとしたこだわ

りが、いやいやそいつは違うだろうお前さん、と袖を引くのです。

 



お寺の石段を上がって入る時に、桜の花が落ちているのをみました。

カメラ持ってないしなあ、、、iPhoneで行ってみるか。　　　　　　
そんなノリでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ちなみに、iPhone７です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





あの背面について入る小さなレンズで、これだけはっきりくっきり撮れる

のは驚きです。画像処理ソフトで頑張っているのかも。　　　　　　　　

色味は少し赤っぽいかもしれません。逆に、青が綺麗に出にくい印象を持

ちました。枝の樺肌がつやっとしてていいな。　　　　　　　　　　　　









前景と背景をもっとぼかしたいところなんですが（趣味）iPhoneのレンズは
口径が小さい上に広角系レンズなので、そうはなってくれない。 　　　　　
レンズが二つのタイプのだともっとボケが綺麗に出るんでしょうか？　　　

これでもだいぶ頑張った方なんですけど、みた時の印象とぴったり来ない。

前の写真は、手前の桜にピントを合わせました。背景がごちゃごちゃ。　　



結構寄れます。花びらのはんなりとした感じも出てる。



花びらの縁の、表面張力で水面が歪んでいるところとか、　　

水底で影の輪郭が光って入るところとか、意図通りと言うか。

iPhoneはとにかく被写体に寄らないといけないんだな、と言う



のが徐々に理解できて来ました。広角だから当たり前と言えば

そうなんだろうな。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　









ヤマツツジなんですが、もう少しピンクっぽかったと思われる。

もうちょっとはっきりとしたコントラストが欲しい。 　　　　　
実際は、奥のツツジがもっと光って、浮かび上がる印象でした。



この丸ボケはいい。



手前の枝はボケて欲しいところです。人って見ているようで、見ていない。

その時注意の向いているところ以外は、ぼんやりとしか把握しない。　　　

そういうのを、そのままに撮りたいんですよねえ。　　　　　　　　　　　



普段は85mm　F1.4というのをよくつかっています。 　　　　　　　　　





この写真はコントラスト不足なので、次の写真のように調整をしてみました。



こちらの方が、撮影した時の印象に近いです。バランス重視の

設定になっているんでしょうか。一昔前のデジカメよりは全然

いいですけど。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



デジタルズームを使って見ましたが、これはだめでした。　　

iPhoneの画面でみるのならなんら問題はないと思いますが、
PCの画面だと画像が荒くて見れたものではありません 　　　

 



ズームしないで撮るとこんな感じになります。



撮影時の露出補正も必須な機能です。最初は補正の仕方が

わかりませんでした。順光でしかとれないのかと、、、。

補正するとこう言う感じで撮れます。 　　　　　　　　　









iPhoneのカメラはあのサイズでこんなに撮れるのかと驚きを禁じえませんが、
大きいサイズでみると描写の細やかさとか、いわゆるボケ味とか、コントラスト

とか色味とか、デジカメには当然及ばなくてホッとしました。でないと、せっか

く修理したカメラを持って歩く理由が無いですから。　　　　　　　　　　　　
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「黄昏の王国」
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　　アリシア編　
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