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2010年2月の研究会のテーマが「カメラメー

カー名あるいはカメラ名が‘S’で始まるカメ

ラ」であり、私がご指名を受けましたので、英

国カメラの中でも金字塔の一つと称されてい

るSanderson Cameraについてお話したいと

思います。 

カメラ発展史の中で英国製写真機とその

周辺機器の果たした役割は実に大きいので

す。製品としての世界最初の写真術（ダゲレ

オタイプ）の発明は1839年フランスに先を越

されたものの、後の1841年にカロタイプの発

明者となるウイリアム・Ｈ・フォックス・タルボッ

トは1835年には紙ネガ（塩化銀紙）で「ラコッ

ク・アベイ」という元修道院だった自宅の窓格

子の撮影（原画は紙ネガでその後ポジ画像

にした）に成功しました（この写真は「格子窓」

として歴史的に有名です）。これはまさに昨

今までの写真システムの主流であったネガ=

ポジ法の元祖であり、これ以降カロタイプ・湿

板時代を経て乾板時代まで、英国（人）がカ

メラや写真技術の発展に貢献した事実は特

筆すべきものです。 

具体的なカメラの形は、簡略すると銀板写

真や湿板写真で主流であったスライディング

ボックス・タイプから携行に便利な蛇腹付カメ

ラへと移行し、この蛇腹方式のカメラも、当初

のレンズ前板とベースボードがＬ字状に固定

され、ピントグラス側を移動して焦点を合わせ

る、いわゆるDove Tail型（日本では一般的に

テイルボードと呼んでいる。このタイプの蛇腹

カメラは欧州大陸では英国に比較し長期間

に亘り使用されていたため日本では大陸型

組立暗箱と呼ばれている）から、レンズを装

着した前板を前後に移動してフォーカシング

を行う型にと変遷しています。 

19 世紀後半から 20 世紀の初頭までは、イ

ギリスの写真産業が最も繁栄した時期で世

界の頂点に立っていたと言っても過言ではな

いでしょう。 

因みに私が知っている当時のメーカー名を

羅列してみると、まさに百花繚乱、Adams、

Ashford、Beck、Chapman、Dallmeyer、

Gando l f i、Hare、Hinton、Houghton、

Kershaw、Lancaster、Lizars、Marion、

McKellen、Newman & Guardia、Perkenson 

and Rayment、Reding & Gayles、Ross、Sands 

& Hunter、Shew、Sinclair、Talbot & Eamer、

Taylor, Taylor & Hobson、Thornton-

Pickard、Watson 等と枚挙に暇がないほどな

のです。 

Sanderson Camera 誕生のバックグラウンド 

このような環境の中で、“The  Sanderson 

Cameras”といわれるほどの名声を博した

Sanderson Cameraの生い立ちは、なんと言っ

て も Mr.  Frederick  H.  Sanderson(1856 ～

1929） が発明し、1895年1月10日に取得した

基本特許 (図1)が全てであると言えます。 

この発明の特徴は、 

1) いわゆるUniversal Swing Frontと称される

二対のスロット（細長い穴）を持つ支柱で

レンズボードを自由に任意の位置に固定

し支えることで、ベースボードを移動する

ことなく（現在のビューカメラに採用されて

いるものとほぼ同等の）ほぼ完全なアオリ

機構ができること。 

2) レンズボード上での回転板(Compound 

Front)の採用 

の二つであります。 

彼がこの特許を取得するに至った経緯は、

彼自身が一写真家として建築構造物の類を

専門としており、当時のカメラには本人の希

望するようなものがなかったために、自身で

自分の目的にあうカメラを工夫・考案していく

うちにこのUniversal Swing Font (Compound 

Front)機構を開発するに至ったのです。 

 

Sanderson Cameraの種類 

Sandersonと名の付くカメラは大別すると

Field Camera とHand Camera (Hand Camera 

については、Hand and Stand Cameraと呼ぶ

説もありますが、当時のSanderson のカタログ

にはField Camera とHand Camera で載って

いるので、これを採用しています)の二つであ

るが、これらの技術は、初めにField Camera 

上で試され、後にHand Camera に採用され

ました。 

具体的には、1895年のRoyal Photographic 

Society (RPS)において、特許取得後すぐに

Original Model (Field Camera)を発表してい

ますが。Sanderson 社はもともと多くのメー

カーの製品を取り扱っていたCambridge地方

の一Dealerであったためか、特許取得の直

後に、この特許をGeorge Houghton社（後の

Houghton & Son社）に与え、以来Houghton 

社は1930年代にSandersonカメラの製造・販

売が終了するまで、販売権と商標権、及製造

権を保持していた訳です。図2はこの事実を

証明するもので、翌1896年のThe  British 

Journal Photographic Almanac  (英国写真年

刊)にGeorge Houghton & Son社が掲載した

広 告 で す。Sanderson 社 製 品 の Solo 

Licensees and Manufacturers として表示され

ています。これがSandersonの名前が出た最

初の広告で、従ってSanderson社自身の商標

で販売したSanderson名のカメラはこの1年間

という極短期間に売られたものしかなく、また

後のものに比較しその完成度もあまり高くな

かったと考えられるため、現存するカメラその

ものが限られています。 

写真1～3はその数少ない現存するカメラの

1台で、銘板にも、「E.  R.  SANDERSON & 

CO.  PATENTEES  &  PHOTOGRAPHIC 

DEALERS CAMBRIDGE」とあり（写真3）、当

時のSanderson 社を如実に説明している非

常に珍しいオリジナル(Original)と呼ばれてい

るモデルです。Patenteesとありますように、特

許権所有者とうたっています。 

当初SandersonのCameraは全てIslingtonに

あったHolmes Brothersが今で言うOEMで製

作し、G. Houghtonが販売していましたが、

1904年に幾つかの他のメーカーと共にG. 
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Houghton に 合 併・吸 収 さ れ、新 た に

Houghton Ltdが発足し、以後Houghton社の

一部門として引き続き製造を担当していま

す。 

現時点で判明しているこのField Cameraと

Hand Cameraの２種類のそれぞれのモデル

を発表年代順にまとめたものを表1 、表2に

示します。 

しかしながら、約40年間の長期に亘り製造・

販売されているため、同じモデル名でも色々

な バ リ エ ー シ ョ ン が あ り、ま た そ の 間 に

Houghton社自身の名前も色々と変遷してお

り、これらのコンビネーションの中で、個々の

カメラの製造年を特定することは中々難しい

作業ではあります。我々古典カメラの研究者

或はコレクターとしては、種類と年代を判別

することの重要性は申すまでもないことです

が、ことSanderson Cameraについてこれらを

判別する主なポイントとしては以下の点があ

げられます。 

 

Field Cameraについては 

1. カ メ ラ に つ い て い る The  Sanderson 

Cameraを含めた銘板の種類 

2. 蛇腹の形状と材質 

3. 前面レンズパネルの支柱（Strut）の形状、

材質並びにlockの有無 

4. 同じく後部の支柱の有無、形状 

5. 後部フォーカシング・ラックの機構 

6. レンズボードの形状 

 

Hand Camera  については 

1. カ メ ラ に 付 い て い る The  Sanderson 

Camera を含めた銘板の種類 

2. 蛇腹の形状と材質 

3. レンズボードを支える支柱(Strut)の形状、

材質 

4. ベースボードの繰出板の形状、材質 

5. 蛇腹を伸ばしたり、本体に収納したりする

際のストッパーの形状 

6. 蛇腹を伸ばした際に無限大で止める弓の

形をしたバネ板(Bow spring)の有無、形

状、取り付けられている位置およびその

数 

7. レ ン ズ ボ ー ド を 支 え る 固 定 板 (Front 

Standard)の材質と、それについているボ

ルトの形状 

8. レンズボードの固定具の形状と位置 

9. レンズボードを上下する際に使用する

ナットの形状 

10. 広角使用の際に開く本体上部のフラップ

の留め金の位置・形状 

11. 背面板の固定具の形状と位置 

12. フォーカシングガラスとフードの形状 

この他にも、Sanderson CameraはBody と

Lens は 別 売 り で あ り、さ ら に 1904 年 ご ろ

Houghton が発行したSanderson Camera の

カタログで、例えばHand Camera の部で”

Regular”、 “Tropical”、 ”De Luxe”の価格表

（表 3）を覗いて見ると、夫々のモデルで乾板

（フォーマット）サイズによって4種類あり（モデ

ルによっては5種類）、夫々に22種類のレンズ

の組合せが用意されているので、総ての組

合せのモデルが販売されたと仮定すれば、

単純に計算しても88のバリエーションがあるこ

とになります。またこの場合はEnsign-Sector 

Shutter との組合せのみのケースで、このカタ

ログでは他にもKoilosやCompound Shutterと

のコンビネーションも紹介されているので、そ

の種類たるや膨大なものになり、研究者やコ

レクターにとっては実に頭の痛い問題なので

す。 

 

社名の変遷 

種 類 の 判 別 に欠 か せ ぬ ポ イ ン ト と し て

Houghtonの社名があります。この社名の変遷

を紹介すると表4のようになります。 

この変遷を知っておきますとカメラについて

いるプレートが其の時の会社によって少しず

つ違っているので、カメラの判別の一助にな

るわけです。 

先に一部をご紹介したHoughton社のカタロ

グ で Sanderson  Cameras  の 魅 力 は、

Sanderson Camera が技術的に全く他社の追

随を許さぬ写真家の理想を実現したカメラで

あると、繰り返し強調しています(図4、 5、 6、 

7、 8、 9、10)。 

事実、英国製の、特にHand Cameraでは、

約40年近くの長きに亘り殆どその原型を保ち

ながら生産が続けられたカメラはSanderson以

外には見当たりません。またその生産台数も

他に匹敵するHand Cameraを見つけることは

困難です。 

然 し な が ら、何 故 現 在 で も Sanderson 

Camera がクラッシックカメラ愛好家やコレク

ターに根強い人気を博しているのでしょうか。

それはやはり、申し上げるまでもないことです

が、技術的優位性もさることながら、大英帝国

が世界中から集めた厳選された材料、特に

マホガニーやチーク材を用いたトロピカル・タ

イプやデラックス・タイプに見ることができる、

工芸品的なクラフトマンシップの最高峰の巧

みの技が施されたカメラであるということだと

思うのです。 

長期間乾燥させた柾目材の組みあわせで

狂いの無い組立をし、さらに真鍮の埋め込み

は研ぎ出し工法で寸分の隙間も無く、止めビ

スの溝は全て一定方向に揃っている等々、

見る者を圧倒します。競合品であるジェーム

ス・シンクレア社のシンクレア・ウナ・トロピカル

やスコットランドのリザース社のチャレンジ・ト

ロピカル等と共に、まさに究極の製品でありま

す。 

この点に関しての詳細は限りがありません

ので、いつか又これら３社の製品を比較しな

がらお話できればと考えております。 

今回の話が皆様の研究やコレクションの参

考となれば幸甚です。そして一人でも多くの

方が、木製カメラに興味を持っていただけれ

ばと願うしだいです。  

表1 フィールドカメラのモデル名と発売年 

Year Model

1895
Original
(sold by E.R. Sanderson & Co.)

1896 A Pattern

1898 B Pattern

1899 Popular or Regular Popular

1901 Royal

1902 Compact Popular

1903 Junior Popular

1904 Tropical Popular

Year Model

1899 Original Model

1900 Original Model 2nd Version

1902 Regular

1902 De Luxe

1902 Tourist

1902 Roll Film Early Version

1903 Junior

1903 Roll Film Later Version

1904 Tropical

1904 Tropical De Luxe

1904 Tropical Junior

1905 Post-Card

1909 Tropical Roll Film

1928
Regular, Last Model
 (with Ensign Sanderson Plaque)

表２ ハンドカメラのモデル名と発売年 

写真1 

写真2 

写真3→ 

写真1-3  オリジナルモデル（Original Model)。 数少ないSanderson社自身の商標(写真3)

で1895年に発売したカメラ。サンダーソンの英国特許の図とそっくり同じである。 

表4 Houghton社の社名の変遷 

年 社名の変遷

1834

Claudet & Houghton設立。

後、英国に於けるDaguerreotype process

のLicenceesとなる

c1860 George Houghton & Son

1903 GeorgeHoughton & Son Ltd.

1904 Houghton Ltd.

1915

Houghton Ltd. sold their manufacturing
business to Houghton-Butcher
Manufacturing Co.

1925 Houghton-Butcher (Great Britain) Ltd.

1930 Ensign Ltd.
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表3 Houghton 社が1904年頃発行したサンダーソンのカタログ、ハンドカメラ（レギュラー、トロピカル、デラックス）の部に掲載されているプライスリスト 
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図5 Houghton社のカタログ－その２ 図6 Houghton社のカタログ－その３ 

図７ Houghton社のカタログ－その４ 図８ Houghton社のカタログ－その５ 図９ Houghton社のカタログ－その６ 

図4 Houghton社のカタログ－その１ 

図１０ Houghton社のカタログ－その７ 



 

 5 

写真４は1904年版A パターン( A  Pattern)、写

真５はそのフロント部の詳細 (Front details)  

写真６は1904年頃 トロピカル･サンダーソン

(c1904 Tropical Sanderson)、写真7はそのフロ

ント詳細と銘板(Front & Plaque) 

写真６ 

写真７ 

写真8は1900年 オリジナル・セカンド･バージョン (Original 2nd Version)、写真9はその

フロント部の詳細と銘板(Front details & Plaque)  

写真10は1903年版ジュニア･サンダーソン (1903 Junior Sanderson) 

 

写真11は1906年版ジュニア・サンダーソン (1906 Junior Sanderson) 

 

写真12は1906年版ジュニアのフロント詳細と銘板(1906 Junior Sanderson Front & Plaque) 

写真10 

写真11 

写真12 

写真８ 
写真9 

写真４ 

写真1３ 
写真1４ 

写真13は1906年のレギュラー(Regular)、 

 

写真14(はレギュラー後期モデル(Regular 

Later Model)、 

 

写真15は後期モデルのフロント部と銘板

(Regular Later model Front & Plaque) 

写真15 

写真5 
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写真16は1906年頃のデラックスモデル（De Luxe 

Model)。写真17はそのフロントで上部のサンダーソ

ン名とレンズ下のDe Luxeの二つの銘板を示す。 

写真16 
写真17 

写真18は1909年頃のデラックスモデ

ル（c1909 De Luxe Model)、写真19

はその側面（side  view of  the  De 

Luxe)、写真２０はスウィングダウン

(Swing down) したところ。カメラ上部

蓋の裏側に英国製とエンサインの銘

板 (Inside  plaque-British  made  & 

Ensign Trade mark)がある。 

レンズの下にはトロピカルモデルの

銘板がある(写真21)。 

写真20 

写真1８ 

←写真21 

写真22 1903 年 ロールフィルム・サン

ダーソン (1903 Roll Film Sanderson) 

写真23はその側面(Side view of the Roll 

Film Sanderson) 

写真24はその銘板（Plaque) 

写真22 

写真23 

写真24→ 

写真25 トロピカル･デラックス (Tropical De Luxe) 

 

写 真 26 は そ の上 面 の 写 真（Top  View  of  the 

Tropical De Luxe) 

 

写真27は側面の写真（Side view of the Tropical 

De Luxe) 

写真27 

写真25 

写真26 

写真1９ 


