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要   旨 

GR DIGITALは銀塩カメラの名機GR1のコンセプトを踏襲したフラグシップ機として,“高画

質”と“高品位”に注力して開発されたデジタルカメラである．新設計の光学系，鏡胴，画像処

理システムを駆使することにより周辺まで均一な高画質を実現すると共に，品位や操作性につい

てもプロユースを想定した高いレベルを追求している． 

主な特徴は以下の通りである． 

1) 明るい広角単焦点レンズ搭載 

2) リトラクティングレンズシステム採用で薄型化を実現した新設計高性能鏡胴 

3) 有効813万画素CCD搭載，低ノイズ化，新画像エンジン採用による高画質 

4) 実用性を重視した機能的で品質感の高いデザイン 

 

ABSTRACT 

GR DIGITAL is a flagship digital camera developed to achieve “High picture quality”, and 

“Sophisticated design” in following the basic concept of the well-reputed analog camera, GR1. The camera 

has achieved uniform high definition picture quality up to corners of a picture by taking advantages of the 

newly designed optical system, lens barrel, image processing system. Also it aims sophisticated design and 

operability so as to be good enough for use by professionals.  

Major specifications are: 

1) Fast wide angle fixed focal length lens 

2) Compact body by employing a newly designed high quality lens barrel in a retractable lens system. 

3) High picture quality by carrying an effective 8,130k pixel CCD, achieving lower noise, and 

employing a new imaging engine. 

4) A functional, high quality image design putting stress on practical use. 
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 1．背景と目的 

近年のデジタルカメラ市場では，コンパクト機の高画素

化やデジタル一眼レフの普及にみられるように，高画質への

要求が高まっている．中でもデジタル一眼レフは近年の低価

格化の影響もあって急速に普及しているが，一方で携帯性に

は制約がある． 

このような状況の中で，リコーでは高画質＆コンパクト

の具現化によって市場の評価を受けたGR1の思想を受け継ぎ，

プロの使用にも耐えうる高画質・高品位を目指した小型デジ

タルカメラGR DIGITALを開発した． 

本稿ではGR DIGITALの主な特徴を中心に記述する． 

 

 2．製品の概要 

本機の主な特徴をTable 1に示す． 

Table 1 Specification of GR DIGITAL. 

記録フォーマット 

<静止画>圧縮：JPEG（Exif ver.2.21），RAW（DNG）
 DCF準拠 DPOF対応 
<文字モード>TIFF（MMR方式） 
<動  画>AVI（Open DML Motion JPEGフォーマット
    準拠） 
<音  声>WAV（Exif ver.2.21） 

記録媒体 
SDメモリーカード/マルチメディアカード， 
内蔵メモリー（26MB） 

撮像素子 1/1.8型原色CCD 有効画素813万画素 

解像度 

<静止画>3264×2448，3264×2176，2592×1944， 
2048×1536，1280×960，640×480 
<文字モード>3264×2448，2048×1536 
<動  画>320×240，160×120 

記録モード 
静止画（連写，S連写，M連写），絞り優先，マ
ニュアル露光，プログラムシフト，動画，シーン
（文字モード，音声） 

記録枚数（26MB） 

<静止画> 
3264×2488 RAW：1枚 F：8枚 N：14枚 
3264×2176 RAW：1枚 F：9枚 
2592×1944 N：22枚 
2048×1536 N：36枚  
1280×960 N：63枚 
640×480 N：277枚 

記録時間（26MB） 
<動  画>320×240  44秒，160×120  158秒 
<音  声>33分53秒 

レンズ 
焦点距離 f=5.9mm（35mm換算28mm） 
明るさ（F値）F2.4 
レンズ構成 5群6枚（非球面3面2枚） 

絞り 12段階構成，NDフィルタ併用 

シャッター 

<静止画>180，120，60，30，15，8，4，2，1～
1/2000秒（電子シャッター,メカニカルシャッター
併用） 
<動  画>1/30～1/2000秒（電子シャッター） 

撮影距離 約0.3m～∞（マクロ撮影範囲約0.015m～∞） 

デジタルズーム 4倍 

ISO感度 AUTO/64，100，200，400，800，1600 

液晶モニター 
2.5型 TFT（アモルファスシリコン）アクティブマトリクス方式
約21万画素 

フラッシュ（内蔵）

ポップアップ方式 
オート（逆光時自動発光）/強制発光/スローシンクロ
/発光禁止/赤目軽減 
到達距離0.2m～3.0m 

フラッシュ（外付）
ホットシューシンクロターミナル同期 
SIGMA社製EF-500 DG ST/SUPERの場合調光可能 

バッテリー 
専用リチウムイオン充電池（DB-60同梱） 
ACアダプター（AC-4c別売） 
単四型電池×2（アルカリ/ニッケル水素充電池 別売）

AF補助光 有 

外形寸法 107.0mm(W)×25.0mm(D)×58.0mm(H)（突起部含まず）

質量 
約170g（バッテリー/SDメモリーカード/ストラップ
は含まず） 

 

 

 3．製品の特徴 

3-1 高画質の方向性 

“高画質”を前面に掲げたGR DIGITALでは，まずその定

義を議論するところから開発が始まった．画質を要因系統に

分解し，各要因の目標値と優先度の議論の中から，最終的に

①画像中央から周辺部まで均一な解像力があること，②ノイ

ズが少ないことを“高画質”の上位概念として位置づけた． 

3-2 撮影レンズ 

撮影レンズは，1/1.8型800万画素以上のCCDに対応し，

高性能・小型を狙って開発したものである．具体的には，銀

塩フィルムカメラGR1の思想を受け継ぎ，画面最周辺部まで

均一な像性能，ズームレンズでは実現困難な低歪曲収差を目

標にし，さらにデジタルカメラにおいて目立ちやすいパープ

ルフリンジの低減を目指している． 

 

Fig.1 Construction of Taking Lens. 

Fig.1が撮影レンズの構成図である．銀塩カメラのGR1と

は異なり，撮像素子にCCDを用いるGR DIGITALでは，像面

に対して垂直に近い角度で光束を入射させる必要があるため，

レトロフォーカスタイプの構成を用いている．しかし，レト

ロフォーカスタイプを採用するとレンズ全長が比較的長くな
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る．そこで小型化，特に鏡胴収納時の薄型化を実現するため

に，少ないレンズ枚数で構成すること，構成するレンズの肉

厚を薄くし，必要な光路長をレンズ間隔で確保することを

狙った． 

その結果，半画角約38度の広画角でF2.4の明るさを持つ

レンズとしては枚数が少ない5群6枚のレンズで構成している．

フォーカシングは，第4レンズから第6レンズまでを一体で繰

出すリアフォーカシング方式となっている．カメラの電源

OFF時には，フォーカシング群を光軸外に退避し，第2レン

ズと第3レンズの間隔を短縮するとともに，第1レンズから第

3レンズまでを像面側へ移動させる． 

少枚数で高性能を実現するため，第2レンズと第6レンズ

に非球面を設け，前者では主に歪曲収差を，後者では主にコ

マ収差と非点収差の補正を行なっている．また，第1レンズ

には特殊低分散ガラスを用い，色収差の低減を図りパープル

フリンジの発生を抑えている．更に各レンズ面には最適化さ

れたマルチコートを施し，逆光時のゴーストを低減している． 

 

Fig.2 MTF of Taking Lens. 

Fig.2に撮影距離1mにおける，開放でのMTF曲線を示す．

画面周辺部までMTFの大きな低下はなく，画面全域で均一

な像性能を有していることが分かる． 

第3レンズと第4レンズとの間には，シャッター・絞りが

配置されている．撮影者が絞り値を自由に選択できる絞り優

先，マニュアル露光モードに対応し，さらに，画面内に輝点

が存在するときの光芒の美しさも考慮し，7枚羽根の多段絞

りを採用した． 

3-3 鏡胴ユニット 

Fig.3にGR DIGITALの鏡胴ユニット構成斜視図を示す．鏡

胴ユニットは前群，後群の2群構成で，前群には第1レンズか

ら第3レンズ，後群には第4レンズから第6レンズを配置し，

前群はDCモータを用いたカム駆動方式，後群はフォーカシ

ング群でパルスモータを用いたリードスクリュー駆動方式を

採用している． 

前群内には撮影時にレンズのガタを一方向に付勢するた

めのガタ取り機構を追加しており，撮影時の光軸位置の安定

性・繰返し再現性を向上させている． 

 

Fig.3 Outline View of Optical Unit. 

Fig.4 Retracting LENS system. 

後群はFig.4に示すように，薄型コンパクト鏡胴を達成す

るための技術である当社独自のリトラクティングレンズシス

テムを採用しており，収納時は回転運動により後群のレンズ

を鏡胴の外へ退避させて鏡胴の薄型化を実現し，撮影時は光

軸上に戻してから繰出してフォーカシングさせる機構となっ

ている．前群と同様に後群内にも撮影時にレンズガタを一方

向に付勢するためのガタ取り機構を追加して光軸位置の安定

性・繰返し再現性を向上させている． 

また前群と後群は別ユニット化し，撮影位置における画

像（主に中心と四隅）で微小に位置調整し，最適な位置で両

ユニットを空中接着することでレンズ性能を最大限に引き出

している．今回，生産技術部門と共同開発し，この調整方式

を確立したことにより，GR DIGITALの高画質化を達成する

ことができた． 

 

Image Hight (mm) 
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3-4 撮像素子と画像処理 

GR DIGITALに搭載している撮像素子は，単位画素サイズ

が2.22μm，有効画素数が約813万（水平3288画素，垂直2472

画素），光学サイズが1/1.8型(対角約9mm)のインタラインタ

イプCCDである．800万画素クラスの採用は，A3ノビサイズ

のプリント画像鑑賞に耐えうる解像力の達成を意図している．

撮像素子の光学サイズについては開発当初APS-Cサイズ

（16.7×23.4mm：対角約29mm）や，2/3型（対角約11mm）

なども検討された．APS-Cサイズは，撮像素子のセルサイズ

が大きいため，電気的にはS/N特性とダイナミックレンジ特

性に優れ，光学的には許容錯乱円径が大きくなるため被写界

深度の浅い表現を活かした写真を楽しむ利点を有するが，一

方では銀塩フィルム以上に周辺光量落ちが課題となる．また，

2/3型は1/1.8型よりS/N特性に優れるものの，その差は撮像

素子周辺回路と画像信号処理で補える範囲内との評価結果が

得られた．以上より，最終的に1/1.8型を採用している． 

撮像素子周辺回路は，撮像素子を駆動するTG（Timing 

Generator）と撮像素子出力をサンプリングしてAD変換する

AFE（Analog Front End）で構成される．これらの回路は，

最速時に36MHzでCCD電荷転送信号や映像信号の送信・受

信をおこなうが，配線インピーダンスや受信側の負荷容量に

よる信号波形の劣化＝画像劣化を発生させやすい．GR 

DIGITALでは従来機比で1/2の配線長となっており，撮像回

路の優先度が高いレイアウトとなっている．また新規採用の

AFEはCDS（Correlated Double Sampling）部で映像信号に対

してバンドパスフィルタ処理を施すことで高ISO感度撮影で

のS/N特性劣化を抑制している． 

画像信号処理部では，非線形型補間処理を新規に搭載し

た．これは，対象画素とその周囲のテクスチャを解析しなが

ら各画素のR・G・B信号を補間演算する処理であり，ノイズ

低減化と解像力確保の両立に寄与する．また，解像力を決め

る大きな要因である輪郭・エッジ強調処理設定については，

デジタルカメラの解像度測定規格であるISO12233に記載の

空間周波数応答＝SFR（Spatial Frequency Response）の測定

によって最適化を図っている． 

長時間露光モードにおける露光時間は，従来機の最長30

秒からGR DIGITALでは180秒に変更しており，ノイズ除去に

ついても改良を加えた．長時間露光時には，各画素の感度差

やアンプ部から発生する熱の影響でノイズが発生する．従来

機より，遮光した状態で同一時間蓄積を行ったダークデータ

（ノイズデータ）との差分を取る遮光差分法によるノイズ除

去方法を用いているが，被写体の輝度が高い部分では，ノイ

ズ成分を減算することで黒点を生じるという問題が発生して

いた．そのためGR DIGITALでは，周辺輝度分布から孤立し

た黒点を検出し，周辺画素情報を用いて，減算による黒点補

正をすることで長時間露光時の高画質化を実現している． 

3-5 デザイン 

高画質と並んで，GR DIGITALの重要命題として掲げられ

たのが，“携帯性”と“高品位”である． 

プロカメラマンが使う「仕事の道具」として，日常的に

持ち歩けるコンパクトなボディサイズと操作性の両立，装飾

性よりも実用性に重点を置いた、機能的で高品質感のあるデ

ザインを目指した． 

グリップの握りやすさや各操作ボタンの配置については

特にこだわって検討を行っている．カメラを構えたときに適

度に指が掛かり，かつ手にフィットする形状のグリップは，

表面をラバー素材のパーツで包むことによって，より確実な

ホールドを可能としている．操作ボタンは，カメラを構えた

まま親指と人差し指で操作できる位置に適度な間隔を開けて

機能的に配置してある．ボディの表面処理については，光の

反射を抑えるだけでなく，マグネシウムダイカストボディの

堅牢感と道具感を表現するために，銀塩カメラのGR1と同じ，

黒色で少し粗目の焼付け塗装を採用した． 

カメラを構成する各要素をプロカメラマンの要求を満た

すクオリティにまで引き上げてバランス良くまとめることが

高機能感・高品質感の表現につながっている．これにより、

銀塩カメラとして好評を得たGR1の思想を継承した最新のデ

ジタルカメラとして，従来のデジタルカメラとは異なるデザ

インと価値を提供している． 

3-6 全体構成 

Fig.5に全体のユニット構成図を示す．光軸をカメラの中

心に近づけ，銀塩カメラのGR1に近いベーシックなカメラス

タイルを追求するとともに，高画質・高品位・高剛性を目指

し，さらには幅広い拡張性を有する全体構成となっている． 
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Fig.5 Total constitution of GR DIGITAL. 

ストロボ部は光軸との距離を確保して鏡胴によるストロ

ボ光のケラレを回避するために，リコーのデジタルカメラと

しては初めてポップアップ機構を採用した．また，新設計の

ストロボ反射傘で従来機種よりも均一な広角配光特性を確保

し，良質なストロボ撮影画質を実現した． 

電源方式については専用充電池，汎用一次電池，ACアダ

プタの3電源コンパチブル方式を踏襲している．新規の専用

リチウムイオン電池および単四乾電池を採用し，これらを縦

方向に配置することで，小型でバランスの取れたカメラ形態

を実現した． 

拡張性としては，カメラ上面にホットシュー，カメラ前

面にアダプタ装着用マウントを配し，外部フラッシュやワイ

ドコンバージョンレンズにより撮影領域の拡大を実現すると

ともに，ホットシュー部にはクリアで高倍率な外部ファイン

ダを装着することが可能である． 

3-7 電子部品と実装 

GR DIGITALのPCB構成はメインPCBとサブPCBの2枚構成

となっており，メインPCBには画像処理回路などのデジタル

＆アナログ回路を実装，サブPCBには電源回路を実装してい

る． 

Fig.6にメインPCB部品実装面の写真を示す．PCBの形状

は左側に配置される鏡胴ユニット，ならびに右上に配置され

るストロボコンデンサに配慮して異形となっている． 

 

 

Fig.6 Main PCB (Parts Side). 

GR DIGITALでは，PCB表裏にBGA（Ball Grid Array）タイ

プのLSIを実装することで信号線路長を短くしており，抵抗

チップならびにコンデンサチップの最小サイズは1005サイズ

（1.0 x 0.5 x 0.5 [mm]）を，部品間隔0.2mmで高密度実装し

ている． 

従来機種では実装基板として，2-2-2 Build Up 基板などを

使用していたが，GR DIGITALではFig.7に示す様な全層IVH

（Interstitial Via Hole）型のBuild Up基板を採用することで，

全層において自由な層間配線が可能となり，高密度実装と電

源-GND層の強化が実現できた． 

Fig.7 All Layer IVH style PWB. 

3-7 多彩な設定機能 

GR DIGITALでは，様々な撮影シーンに応えるため，多彩

な設定機能を用意している．設定機能については，直感的な

操作性を追求するとともに，設定内容を細部までカメラが記

憶するよう配慮している． 

露出関係では，マニュアルモードを絞り優先モードから

独立させたほか，新たにプログラムシフトモードを追加した．



Ricoh Technical Report No.32 145 DECEMBER, 2006 

露出モードの設定はモードダイヤルによって行う．画質設定

関係では，コントラスト・シャープネス・色の濃さのレベル

を独立して設定し，これらの組み合わせを2通りまで記憶可

能とする機能を新設した．ホワイトバランス設定では，新た

に14段階から選択可能な詳細設定機能を設け，毎回同じ設定

での撮影を可能とした．このほか，カメラの各種設定内容を

まとめて2セット記憶させるマイセッティング機能も搭載し

ている． 

3-8 アフターサービス 

GR DIGITALでは，ご購入後においても個々のお客様の要

求に応えられるよう，有償のオプションサービスを用意して

いる．レリーズ力量調整サービスでは，お客様の好みに合わ

せてレリーズボタンの力量の調整を行い，鏡胴銘板交換サー

ビスでは，黒文字の銘板に交換することでマクロ撮影時の銘

板文字映り込みを低減することが可能である． 

また，発売後に寄せられた機能の改善要望などにお応え

するため，改訂版ファームウェアの提供を行っている．これ

には，単なる機能改善にとどまらず，メニューに項目の追加

が必要となるレベルの機能追加も含まれる． 

 

 4．今後の展開 

今回のGR DIGITAL発売に対する内外の反響により，高画

質・コンパクトというカテゴリーのカメラに対するニーズが

少なくないことが改めて確認されたといってよい．今後も，

時代の要請に合致した製品をタイムリーに市場に導入できる

よう，開発を進めていきたい． 

 

 




