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First message

今年は太平洋戦争が終結してから70年になる。当
協会 JPSは戦後 5年目に創立したのだから65周年
にあたる。記念事業としては「日本の海岸線をゆく－
日本人と海の文化」をテーマに写真展と写真集を作る
企画が進んでいる。展示は東京池袋の東京芸術劇場
ホールで2016年 3月からスタートする。
戦後 70年の記念事業として日本写真保存センタ
ーが主体となり「被爆から70年－知っていますか！
ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾」の写真展をJCIIフ
ォトサロンで8月4日から30日まで開催することが
決定している。その中心になっているのはナガサキに
原子爆弾が投下された二日後に海軍の報道班員であ
った山端庸介氏が、その被爆状況を撮影したネガフ
ィルム68コマが遺族の山端祥吾氏から写真保存セ
ンターに寄託された。この貴重な記録に加え、ヒロシ
マの被爆直後から約３カ月の間に撮影された写真で
展示構成したものである。あえて3カ月にしたのは、
その後たくさんの写真家が被爆者をテーマに撮影し
ているので、期間を区切ったのである。その収集には
松本専務があたった。今回の企画は、勿論、戦後70年
という大きな節目もあるが、戦争を体験した人たちが
少なくなり、人口の殆どが戦後生まれの人たちになっ
てしまい、日本に原子爆弾が投下されたことを知らな
い人が多い。原子爆弾を体験したのは日本だけであ
り、被爆の実態を写真で見てもらい、その恐ろしさを
知って欲しいからである。また、写真保存センターに
は、この様な貴重なフィルムが収蔵されていることを
たくさんの人に知ってもらいたいこともある。セレク
トのための写真を見ていると、私が体験した1945年
3月10日の東京大空襲の時のことを思い出し、当日
の町に漂っていた悪臭、焼死者たちの姿まで記憶が
蘇るのであった。人間は過去のことを忘れるから生き
ていられるのだと言うが、しかし、写真を見ることに
より、その時の体験が蘇ってくるのだ。写真でなけれ

ば伝わらない歴史事実である。
私が写真保存センター設立の必要性を提唱したの
は2001年の JPS社団法人設立を祝う会の席であっ
た。師匠であった故木村伊兵衛の写真原板の管理を
まかされていた。木村の撮影した傑作といわれる写
真原板がビネガーシンドロームで溶解を始めていた。
また、戦後活躍した写真家が物故されると、撮影した
写真原板が廃棄されるという状況が起きていた。写
真は科学的にはどんどん進歩しており、見えるものは
全て撮れる時代になっているが、「過去の時代は絶対
に撮ることはできない」戦後の時代を記録した先輩た
ちの原板は貴重な記録であり、棄ててしまえば日本の
文化的損失で、由々しき問題と考えたからであった。
そのことを2006年に衆議院議員の森山眞弓先生
に相談したところ、文部科学大臣経験の議員を6名も
集め、発起人となって設立推進連盟を立ち上げること
ができた。例えば、元首相の福田康夫先生には「記録
を写真で残すことは、後世の国民への財産となる」と
力強い協力者となって頂いた。
文化庁から調査研究費を頂き物故写真家たちのフ
ィルムの保存状態、海外での保存施設などを調べ参
考にすることができたのも大きな進展であった。今は
文化庁から「文化関係資料のアーカイブの構築に関
する調査研究」の委嘱事業を進めている。保存事業を
スムーズに行うためには資金を必要とする。そのため
にキヤノン、ニコン、富士フイルムの各社に幹事会社
になって頂き、支援組織を立ち上げた。11社の支援会
社に参加して頂いている。この保存事業は継続して
行わねばならない。軌道にのせるため、会員の皆様の
力をお借りしなければならない。また、アーカイブの
構築にも資金が必要となる。集まってきたフィルムに
は撮影キャプションも書き込まねばならない。前途多
難であるが、目的を達成するには、みんなで頑張るだ
けである。

会長　田沼　武能

戦後 70年、写真は貴重な時代史の宝庫
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８Ｋ映像時代の写真家のスタンス
坂田大作（『SHOOTING』編集長／（株）ツナガリ代表）

●フルHD撮影ができるデジタルカメラの登場
2008 年 11 月 29 日、キヤノンから 35 ミリフルサイ

ズセンサーを搭載した EOS 5D Mark II が発売され
た。このカメラが画素数以上に注目されたのは 1920 ×
1080 ピクセル、フルハイビジョンの動画撮影機能が搭
載されたことだった。当初、メーカーさえもそれほど注
目していなかったような機能に飛びついたのはプロの
コマーシャル・フォトグラファーである（註：ハイビ
ジョン動画撮影機能を初めて搭載したデジタル一眼レ
フカメラは、ニコン D90）。

写真がそのまま動き出すかのような臨場感や、一眼
レフカメラの豊富なレンズバリエーションが利用でき
るのがメリット。特にセンサーサイズの大きさを活か
した「大口径レンズのやわらかなボケ味」の映像描写に
驚愕した人は少なくない。

30fps というフレームレートや、内蔵マイクによる
モノラル録音、連続録画可能時間が 29 分 59 秒、AF レ
ンズのマニュアルピント操作等、改良点や慣れの問題
もあったが、当時そういった要素よりも美しい映像が
スチルカメラで撮れるメリットは、写真業界に大きな
衝撃を与えた。その後、各メーカーから動画機能を搭載
したデジタル一眼レフカメラが発売され、今日に至る。

現在では、コンパクトデジタルカメラでさえ、フルハ
イビジョン撮影が当たり前のようにでき、キヤノン
EOS-1D C 等の 4K 映像が撮れる一眼レフカメラも発
売されている。

●高解像度化するデジタルシネマカメラ
一方映像の世界では、2005 年にレッド・デジタル・

シネマカメラ・カンパニーが設立され、主力商品であ
る「RED ONE シリーズ」が、コストパフォーマンスで
話題を呼んだ。

レッド社は「映像は、秒 24 コマ以上で連続撮影され

る高解像度の静止 RAW 画像ファイルである」と提唱。
スチルのデジタルカメラでは、プロやハイアマチュア
で一般化しつつあった RAW データという概念をその
まま受け継ぎ、「RED RAW」という録画方式を導入。そ
れが、スチルのフォトグラファーには分かりやすい考
え方だった。

ただコストパフォーマンスが高いと言っても、それ
は他のムービーキャメラから比較した場合であって、
ユーザーはコマーシャルやテレビドラマ、映画制作が
主流であり、いわゆる写真（静止画）を生業とするプロ
やアマチュアにはイメージしにくい製品であった。

●�減少するグラフィック（ポスター）スペース
と増加するデジタルサイネージ
撮影機材がデジタル化し、動画機能が強化される中、

社会で目にする写真を使用したメディアも変化してい
る。

電通が発表している日本の広告費割合（2012 年度）
によると、新聞が 10.6%、雑誌 4.3%、ラジオ 2.1%、テレ
ビ 30.2%、衛星メディア関連 1.7%、インターネット広告
費 14.7%、プロモーションメディア広告費 36.4% とな
っている。実はテレビよりも、プロモーションメディア
広告費の占める割合が最も大きい。

街中やビルの外壁が、ビルボード（紙媒体）から液晶
や LED の大型ビジョン（映像）に変わり、駅構内では、
グラフィックポスターのスペースが減少、デジタルサ
イネージに移り変わっている。
「デジタルサイネージ」とは、直訳すると「電子看板」

のことで、表示と通信にデジタル技術を活用して平面
ディスプレイやプロジェクターなどによって、映像や
情報を表示する広告媒体の事を指す。

都心部にお住まいの方であれば、東京・品川駅の自
由通路にある 65 インチ大画面の J・AD ビジョン 44
面をはじめ、東京駅、池袋駅、渋谷駅他、首都圏の主要な

　35 ミリデジタル一眼レフカメラがフルサイズセンサーを搭載し、フルハイビジョン（以下フル HD）の映像が
撮影できるようになり、写真家が映像作品やコマーシャル分野で活躍する場面が増えてきている。
　一方、RED ONE 等のデジタルシネマカメラの登場で、4K、6K というフルハイビジョンよりもさらに情報量
の多い映像作品が撮れるムービーキャメラやモニターが出始めている。
　4K 映像の 1 コマは、4096×2160 ピクセル、約 880 万画素に相当する。この映像から 1 コマを取り出して
加工（画像処理）すれば、雑誌サイズでは使用可能となる。高解像度の映像から 1 コマを抜き出せば、それは静
止画として成立するのか。8K 映像機器も開発されている現在、写真ビジネスの近未来を考えてみたい。
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Telescope

秋葉原駅電気街口（65 インチ８面）　写真：ジェイアール東日
本企画提供

2015 年秋から JR 東日本で導入される山手線の新型
車両からは、中吊り広告スペースがなくなり、ドア上や
窓上はデジタルサイネージ化が計られ、ディスプレイ
の数が増やされるとのこと。

このように写真を活かした広告スペースは減少。当
たり前のように見られているインターネットの Web
サイトでも、ムービーでのプロモーションやショート
フィルム等、映像が使用される場面が圧倒的に増えて
きている。

●高解像度映像は写真に置き換わるのか
今後主流になる 4K 映像の 1 コマは、4096 × 2160 ピ

クセル、つまり 1 枚約 880 万画素の写真（静止画）を 1
秒間に 24 ～ 30 コマ連続して撮影・表示しているのが
映像とも言える。

現実的にこの画素数であれば、雑誌の見開きサイズ
ならば、静止画の写真（画像）として使用できる。今はレ
タッチ（画像処理）技術も進化してきているので、絵柄
によっては B 全ポスターにも転用可能だ。

であれば、美しい風景もモデルのにこやかな表情も、
とにかく映像でおさえておけば、そこから「ベストな１
コマ」を抜き出し、「野鳥が羽ばたく瞬間」も、「モデルの
最高の笑顔」も、写真として転用できる。今後、映像を撮
るカメラが 6K、8K と進化すれば、ますます高解像度の
静止画が取り出せることになる。そうなると、プロもア
マチュアも、「とにかく動画で記録しておけばよい」、と
いう考え方もできる。

しかし実際には、大きな広告キャンペーンの現場で、
そのようなワークフローになっているという話は、現
状聞いたことがない。グラフィックはスチルのフォト
グラファーが撮影し、映像はムービーキャメラマンが
撮影する（一人が両方を兼ねる場合もある）。

これは、それぞれの媒体の性質の違いと解釈せざる
を得ない。「技術的にできる」ということと「実際にそう
する」ということは違うということ。

つまり、写真に適したシチュエーションや光の読み、
瞬間を切り取るフォトグラファーの感性は、現在も尊
重されているということである。

●増えるアートギャラリーと展覧会
インターネットや街中のデジタルサイネージは発達

し、人々はみなスマートフォンやタブレットで写真や
映像を閲覧し、コンテンツをネットで共有している時
代。「わざわざギャラリーで写真展を開くより、インタ
ーネット上で写真を見せ合えばいいのでは？」という
声が聞こえなくもない。

フィルムカメラが全盛の頃は、銀座にカメラメーカ
ー、フィルムメーカーのギャラリーが集中していたが、
デジタル化や不況の波にのまれ、メーカー系のギャラ
リーは、移転、縮小、閉館が相次いだ。しかし、作品をた
だ展示するのではなく、オリジナルプリントとして販
売するインディペンデントなギャラリー、フォトグラ
ファーやデザイナーが運営するギャラリー、カフェや
書店を併設するギャラリーなど、多様な形で写真を展
示するギャラリースペースは、特にここ５年程の間に、
顕著に増え続けている。

都心のギャラリー数を集約したわけではないが、私
が運営している写真の情報に特化した Web マガジン

「SHOOTING（シューティング）」には、今まで聞いたこ
とがなかったようなギャラリーの情報が多く寄せられ
る上での実感からだ。

これだけネットが発達した時代に写真を展示するス
ペースが増えるのは、閲覧者も撮影する側にとっても、
ネット時代の揺り戻しであったり、3.11 以降、紙の写真
の記録性，保存性、物質としての存在感が見直された結
果だと思う。

そこに安堵していいと話をしているわけではなく、
新しい技術を常に吸収する柔軟性、努力はしつつ、写真
家としての活動に映像作家としての経験を積んでゆけ
ば、それは写真、映像それぞれの作風に良い影響を及ぼ
すことは間違いない。誰でも失敗しない写真が撮れる
時代だからこそ、「より人を魅了する質の高い写真」が
求められる時代になったと言える。

ターミナル駅を中心に、ますますデジタルサイネージ
化が進んでいるのはご存知のことと思う。

坂田大作 （さかた　だいさく）

1988年大阪芸術大学写真学科卒業。月刊『COMMERCIAL 
PHOTO』編集長を経て独立。2011 年株式会社ツナガリ設
立。Web マガジン『SHOOTING』編集長。フォトディレク
ター、編集者、プロデューサー。2012 年よりフォトグラフ
ァーをサポートする「TSUNAGARI MANAGEMENT」を
スタート。2014 年広告制作会社のアマナと新部署「REP 
ONE」を設立するなど、写真をベースに活動中。
http://shooting-mag.jp/　http://www.tsunagari.co.jp/
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◆世界最大のフォトフェア
世界中からギャラリーが集まり、写真作品を「売る」

催し──「パリフォト」を一言で言えばそうなる。
写真のアートフェアは東京でも「東京フォト」「ヒル

サイドテラス・フォトフェア」などが開かれているが、
パリフォトは破格だ。2014 年に出展したギャラリー、
ブックショップ（出版社、古書店）は 169 にのぼり、作品
を展示した写真家、アーティストは1,231人。文字通り、
世界最大規模である。

会場はパリ中心部、セーヌ川沿いに位置するグラン・
パレ。1900 年のパリ万博のために建てられた展覧会場
で、アール・デコ調のクラシックなデザインの建造物
だ。

パリフォトへの入場は有料で、入場料は 30 ユーロ
（約 4,400 円。学生は半額）と安くはないが、チケット売
り場にはいつも行列ができている。2014 年の入場者数
は 5 日間で 59,825 人にのぼったという。

パリフォトの中心は販売を目的に出展しているギャ
ラリー、ブックショップであり、VIP（招待客）のための
休憩室も用意されている。だが、これだけ入場者数が多
いということは、写真作品を買う目的だけでなく、作品
を見ることを楽しみに来ている人が多いということで
もある。ギャラリーに展示してある作品を見て、ブック
ショップで写真集を手にとることもできるだけでも十
分な情報量だが、出展ブースを取り巻くように、BMW
や JP モルガン、日本のアマナといったスポンサーの

サポートを得た企画展や写真賞、写真集賞の発表展示
が行われている。また、ギャラリー、ブックショップが
写真家を呼んでサイン会を開くなど、お祭り的な要素
もある。

このようにパリフォトは写真作品の実物と情報の一
大集積地となっており、一日ですべてのブースと企画
展示を見て回ることは不可能なほどだ。私の場合、職業
的な関心から丁寧に見たということもあるが、二日半
かけてようやく見終えることができた。

◆写真が「芸術作品」になった時代
パリフォトが始まったのは 1996 年。2014 年で 18 回

目を迎えた。18 年という時間は長いだろうか、短いだ
ろうか。

ご承知の通り、写真は二百年近い歴史を持つが、その
当初から芸術としての写真作品は存在していた。英国
マンチェスター美術名宝博覧会に展示されたオスカ
ー・ギュスターヴ・レイランダーの絵画的写真作品「人
生の二つの道」がヴィクトリア女王の夫、アルバート公
によって買い上げられたのは 1857 年。写真の発明から
わずか 18 年後のことである。その後も、ピクトリアリ
ズム、モダニズム写真、そして戦後の現代写真と、芸術
表現としての写真は綿々と新しい作品を生み出してき
た。にもかかわらず、世界規模のアートフェアが誕生し
たのはわずか 18 年前だと考えれば、ごく最近の出来事
と言えるかも知れない。

現代美術のアートフェアとして世界最大規模である

パリフォト 2014 レポート

「アート・ビジネスとしての規模が拡大しつつあることを 
象徴する破格のフォトフェア」

� タカザワケンジ（写真評論家）

パリフォトの外観。2014年は 11月 13日（水）から17日（日）ま
での 5日間開催された。前日に招待客、プレスを対象とした内覧
会も開かれる。

会場のグラン・パレは天井が高く、広い。バルーンにエリアが書
かれ、マップ片手にお目当てのブースへ向かう。
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Opinion

パリフォトのブース。壁に写真作品を展示し、写真集などの資料
も用意されている。価格が表示されている場合もある。

スイスのアート・バーゼルが始まったのが 1970 年。こ
の頃から現代美術は写真、映像、パフォーマンスなど、
貪欲に新しい表現形式を取り込んでいく。同時に、作品
を販売するマーケットが急速に拡大していった。写真
がその波に乗り、価格を上昇させていくのは、ジェフ・
ウォール、シンディ・シャーマンらが活躍を始める
1980 年代に入ってからである。

しかし、一方で、18 年という歴史を「長い」と感じる
人もいるだろう。先述のように 1980 年代にようやく現
代美術のメディウムの一つとして認められるようにな
った写真は、現代美術ギャラリーでの取り扱いが増え、
マーケットを拡大していった。

しかし、　美術館で展覧会を開く写真家は、依頼を受
けて撮影する職業的な写真家ではなく、美術のメディ
ウムの一つとして写真を使う「美術家」だという認識が
一般的だった。「写真家」は雑誌の口絵か、写真集で「作
品」を発表することが中心だった。

しかし、時代は変わった。
1995 年にウィンドウズ 95 が発売されインターネッ

ト時代が始まると、わが世の春を謳歌していた出版業
界に影が差す。1996 年、日本の出版界にとって総発行
部数がピークを迎えた年でもあり、それからは下がる
一方の状況が現在まで続く。奇しくも、この 1996 年と
いう年はパリフォトが始まった年でもある。

撮影機材にも劇的な変化が現れた。銀塩には遠く及
ばないと言われていたデジタルカメラが急速に技術的
革新を遂げ、写真関係者の予想を遙かに上回る速度で
普及した。その結果、雑誌を中心としたストレート写真
の需要に変化が見られるようになった。編集者やライ
ターがカメラを片手に取材する機会が増え、職業的写
真家の出番が減った。プロに依頼される仕事は専門性
が高く特殊なニーズに応える撮影か、レタッチなどの
後処理を含めたものになっていく。

時を同じくして現代美術はますます多メディア化が
進み、旧来、美術の領域に入らなかったものまで美術史
に組み込もうと新しい展覧会が企画された。なかでも
写真は絵画、版画のような物質性を持った二次元表現
であったため、受け入れられやすかった。ましてや、
二百年近い歴史を持ち、そのアーカイヴには「お宝」が
眠っている。発掘の可能性は無限にあり、現代美術との
接点が見つかれば、コレクションの対象としても価値
がある。パリフォトが始まって 18 年、年々拡大してき
た背景にはこうした時代背景がある。

ポートフォリオレビューでレビュワーをしていると
感じるのだが、アーティストとして、あるいは写真作家
として写真作品を作りたいと考える者が増えている。
背景にはこうした時代の変化があるのだろう。

パリフォトは写真をめぐる劇的な環境の変化を象徴
する存在だと言える。この 18 年が「長い」としたら、そ
れはその間の変化があまりに激しかったためだ。

◆2014年の出品作品の傾向
このように、長いような短いような 18 年の歴史を持

つパリフォトだが、2014 年はどのような写真作品が展
示、販売されていたのか。

もともとパリフォトは古写真、歴史的名作、ビンテー
ジが多く、やや保守的な印象があったのだが、現代作家
のコンテンポラリーな作品が増えてきた。その結果、新
しい客層をつかみはじめたと感じた。

実は、パリフォトは 2011 年から変化を見せている。
会場がルーブル美術館地下のカローセルから現在のグ
ラン・パレに変わり、ぐっとスケールが大きくなった。
天井が高いため、大きな写真が増え、価格の底上げが進
んだ。コンテンポラリーな作品でも巨大なプリントは
高額だからだ。ガゴーシアン・ギャラリーに代表され
る、メジャーな現代美術ギャラリーが出展し始めたこ
とも大きい。それまでは毎年、国と地域を特集するな
ど、芸術としての写真作品の啓蒙に努めていたが、本格
的に「ビジネス」方向へと舵を切ったという印象だ。

おそらくそれまでパリフォトに通っていた人たち
や、クラシックな写真ファンからは商業主義的になっ
た、という批判もあっただろう。しかし、2014 年はその
成果が出たと感じた。私は 2008 年から 2 年に 1 度パリ
フォトを訪れているが、2014 年が質量ともにもっとも
充実していたと思う。

では、どんな作品が展示、販売されていたのか、その
内容を見ていこう。

（１）古写真、写真史上のマスターピース
撮影者不詳の写真や、報道写真として撮影された印

刷原稿など、現代の眼で見てアートとしての価値を認
められるもの。アフリカ、中東などの古写真のほか、今
年はマーガレット＝バーク・ホワイト、ロバート・キ
ャパのビンテージ写真が多数出品されていた。いずれ
も時代を経たとは思えない生々しさがあり、「本物」を
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見た満足感があった。美術館でもなかなかお目にかか
れないこうした歴史的な写真を間近にできるうえ、そ
れに値段がついているという状態を見られるのは、パ
リフォトで味わえるスリリングな体験の一つだ。

（２）ファッション、コマーシャルのマスターピース
アーヴィング・ペン、リチャード・アヴェドンから

最近のアニー・リーボヴィッツなど、著名人のポート
レイトやゴージャスなファッション写真など。コマー
シャルとアートの境界を行き来した早世の写真家、ロ
バート・メイプルソープの作品が、フランスの女優、イ
ザベル・ユペールのキュレーションにより個展形式で
展示された（ギャラリー・タダイ・ロタ、パリ）。また、
映画のスチル写真もあり、レイモン・コシュティエが
撮影したゴダールの映画『勝手にしやがれ』の有名なス
チル写真も出品されていた（ジェイムス・ハイマン・
ギャラリー、ロンドン）。

（３）ドキュメンタリー写真
パリフォトにはマグナム・フォトがギャラリーとし

て出展し、会員の写真作品を販売している。正統的なド
キュメンタリー写真のほか、地元のレイモン・ドゥパ
ルドン、元会長のエリオット・アーウィットなどのビ
ッグネームが並ぶ。むろん、ロバート・フランク、ウィ
リアム・クライン、ダイアン・アーバスといった人気
写真家たちの作品は複数のギャラリーから出品されて
いた。このカテゴリーで印象的だったのはニコラス・
ニクソンの「ブラウン姉妹」（フランケル・ギャラリー、
サンフランシスコ）。ちょうど同時期にニューヨーク近
代美術館で「ブラウン姉妹　40 年」が開催中というこ
ともあり、同じ作品がパリとニューヨークで同時に展
示された。

（４）コンストラクテッド・フォト
もともとは 1980 年代に始まったシンディ・シャーマ

ンやサンディ・スコグランドの演出、合成、構成写真の
ことだが、デジタル以降の「新コンストラクテッド・フ
ォト」と呼ぶべきブームが来ている。2014 年はこの手の
作品がやたらと目に付いた。デジタルによる合成、画面
の改変から、プリントに手を加えるアナログな「物質的」
な作品まで、バリエーションは豊富だ。もっとも、もとも
とアートフェアはモノの売り買いだから、こうしたコン
ストラクテッドな作品とは相性がいいということもあ
るのだろう。しかもシンディ・シャーマンのビンテージ
や、現代美術家のロバート・ロンゴの写真作品（パリフ
ォト 2014 のメイン・イメージ）など、1980 年代を彷彿
とさせる「元祖」と、現代作品がクロスオーバーするとい
う状態は、パリフォトならではのものだろう。

◆日本の写真家、ギャラリー
私が初めてパリフォトを訪れたのは 2008 年だが、そ

れには理由があった。その年は日本特集だったからだ。
当時、パリフォトでは毎年、特集する国や地域を決

め、ギャラリーを誘致し、シンポジウムなどの啓蒙的な
企画を行っていた。パリフォトが現在のように国際的
なアートフェアになっていった理由の一つは、この特
集が大きかったはずだ。

では、あれから 6 年たったパリフォトで、日本写真は
どのような存在だったのか。2008 年の日本特集年では
荒木経惟、森山大道の両巨匠の作品が世界各地のギャ
ラリーから出品され、その幅広い人気に驚かされた。
2014 年も荒木、森山の作品は複数のギャラリーから出
品されていたが、出品作家の幅が歴史的にも、内容的に
も広がっていると感じた。

数えてみると、ギャラリーに出品された日本人作家
は 48 人。古くは戦前に丹平写真倶楽部で活躍した椎原
治から始まり、濱谷浩、VIVO の細江英公、奈良原一高、
佐藤明、東松照明と続き、次が深瀬昌久、高梨豊、森山、
荒木、須田一政、篠山紀信。その下の世代では、倉田精
二、柴田敏雄、杉本博司、森村泰昌、畠山直哉。若い世代
では、志賀理江子、田口和奈の作品が出品されていた。
つまり、戦前から現代までほぼまんべんなく日本の写
真が見られるという状況ができているわけだ。ほかに、
写真集大国の日本らしく、ほぼ同数の写真家の写真集
が販売されていたから、ほぼ 100 人の作家の写真がパ
リフォトで見られたことになる。

パリフォトではブースの使い方もさまざまで、個展
形式で一人の作家をピックアップするギャラリー、誰
か一人を中心にそのほかの作家も展示するやり方、あ
るいは、あつかっている作品をバラバラに展示するな
ど。目立ったのは、ニューヨークのヨシイ・ギャラリー
で「劇場」シリーズの個展を開いた杉本博司と、ザ・サ
ードギャラリー・アヤで個展を開いた石内都だ。MEM
の大森克己の作品も前面に展開され目を引いた。

また、日本写真に強い海外のギャラリーも現れてい
ニコラス・ニクソンの「ブラウン姉妹」の 40年を記念してギャラ
リーの目玉に。
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る。ケルンのプリスカ・パスカル（細江英公、森山大道、
川内倫子、蜷川実花ほか）、ロンドンのマイケル・ホッ
ペン・ギャラリー（佐藤明、西野壮平ほか）、ロサンゼル
スのリトル・ビッグマン・ギャラリー（北島敬三、倉田
精二ほか）、パリのサージュ（畠山直哉、米田知子、瀧澤
明子ほか）がそうだ。出版社ではベルリンのオンリー・
フォトグラフィーが東松照明、須田一政などの日本人
写真家の写真集を出版し、販売していた。

日本人写真家は賞でも健闘した。パリフォトはニュ
ーヨークの写真集出版社アパチャーと共同で公募形式
のフォトブック・アワードを主催している。年間賞、新
人向けのファースト・フォトブック賞、図録賞の三部
門があるが、日本からは 5 冊の写真集が最終候補に選
ばれた。その内訳は年間賞は森山大道の『Marrakech』

（SUPER LABO）、横田大輔『Vertigo』（NEWFAVE）、
ファースト・フォトブック賞は小原一真『Silent 
Histories 』（私家版）、藤井ヨシカツ『Red String 』（私家
版）、濱田祐史『photograph』（lemon books）、図録部門
は高橋宗正『津波、写真、それから --LOST&FOUND 
PROJECT』（赤々舎）である。残念ながら受賞はかなわ
なかったが、最終候補に残った作品はパリフォトに展
示され、基本的に自由に閲覧することができた。

フォトブック・アワードの傾向としては、写真の内容
もさることながら、デザイン、造本に凝ったものが多い。
私家版の写真集は手作りのものも含まれており、オブジ
ェとしての魅力も兼ね備えていた。なお、公募形式のた
め、審査料を払えば誰でもエントリーが可能だ。エント
リー方法はアパチャーの公式サイトに詳細が書かれて
いる。（http://www.aperture.org/photobookawards/）

海外で評価される写真家は確実に増えているが、写
真家の作品をあつかう日本のギャラリー、ブックショ
ップはどうだろう。タカ・イシイギャラリー、MEM、
ザ・サードギャラリー・アヤの 3 つ。ブックショップ
ではブックショップ M と、SUPER LABO の 2 つ。ほ
かに別枠でアマナサルトが杉本博司の作品をプラチナ

プリントで制作し、そのほかの作品とともに展示販売
していた。

全体のギャラリー、出版社の数から考えれば少ない
が、そこには海外のアートフェアに出る難しさがある。
たとえば出展料の高さ。ブースのサイズにもよるが、ギ
ャラリーで数百万円とも言われており、元を取るのが
大変だ。出版社はそれよりも安いはずだが、本の単価を
考えればハードルは高い。さらに、ブースを出すにあた
ってはパリフォトの審査がある。出展しているギャラ
リーのクォリティが揃っているのはそのためだ。

文化庁が 2014 年から海外のアートフェアに出展す
るギャラリーへの助成金制度（「優れた現代美術の海外
発信促進事業」）を始めたが、これからの海外展開に期
待したい。

◆「写真の街」パリの充実ぶり
パリフォトを生んだパリもまた、「写真の街」として

の充実度を年々増しつつある。1980 年から始まってい
る「パリ写真月間」は 2 年に一度開かれる催し。パリ市
内の美術館、ギャラリーが写真展を開くというもので、
次回は 2016 年だ。

パリフォトの成功に刺激され、近年はアートフェア、
フォトブックフェアも増えてきた。「fotofever」「photo 
off」の 2 つがあるが、どちらのフェアもパリフォトに
比べれば質量ともに見劣りする。しかし、セレブ化した
パリフォトに対するアンチと見れば、補完的な存在と
捉えることもできるだろう。アートブックフェアでは

「photo off」、写真集に特化したフェア「polycopies」が
ある。以上、4 つのフェアすべてに日本からギャラリ
ー、ブックショップが出展しており、日本写真の進出は
活発だ。

このようにパリフォトの時期のパリには世界中から
写真の専門家が集まり、情報交換をし、作品を見るとい
う場になっている。今後もパリには写真関係のフェア、
イベントが増えこそすれ、減ることはないだろう。そし
て、どのギャラリーも売れる写真作品、評価される写真
作品を求めている。世界に冠たるカメラ大国であり、分
厚いアマチュア写真層をかかえる日本は、まだまだ世
界に認められていい作品がある。日本写真の真価が認
められるのはこれからだ、と私は考えている。

パリフォトとアマナが共同開催するフォトブック・アワードの
最終候補の展示風景。37冊の写真集が展示された。

タカザワケンジ

写真評論、インタビューほか。1968 年群馬県前橋市生
まれ。早稲田大学第一文学部卒。会社員を経て、97 年
からフリー。『アサヒカメラ』『写真画報』『IMA』『メン
ズノンノ』ほかに執筆。『Study of PHOTO』（ビー・エ
ヌ・エヌ新社）日本語版監修。富谷昌子写真集『津軽』
(HAKKODA) 編集と解説。東京造形大学非常勤講師。
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「ハンセン病」というと、曖昧な記憶で恐縮だが、もう
かれこれ５～６年前になるだろうか、NHK のラジオ第
１でハンセン病隔離施設に入所していた人が、かのノ
ーベル文学賞受賞の川端康成が施設を訪れたときのこ
とを、「普通は施設の入口で白衣やマスク、手袋などで
身体を覆うのだが、川端さんは何も付けずに入って来
て、入所者と握手した」と語っていたことを思い出す。
川端はハンセン病に対して偏見にとらわれず正確な知
識を持ち合わせていたのだ、という強い印象を受けた
のだった。

ハンセン病＝1873 年ノルウェー人医師アルマウ
ェル・ハンセンがらい菌を発見。彼の名前が病名と
なった。ハンセン病は、らい菌によって皮膚や末梢
神経などが冒される慢性感染症。らい菌は、発病力
が弱く、感染しても発病することはほとんどない。

2014 年 11 月半ばのある日、最寄り駅（西武池袋線秋
津駅）のホーム掲示板に写真のように大きなポスター
が貼られていた。国立ハンセン病資料館 2014 年度秋
季・2015 年度春季企画展「この人たちに光を─写真家 
趙

チョウ

根
グン

在
ジェ

が伝えた入所者の姿─」（2014 年 11 月 16 日～
2015 年５月 31 日、国立ハンセン病資料館２階企画展
示室）とあった。

ハンセン病を捉えた写真家

河野和典 KOHNO Kazunori（フォトエディター）

連載６

松市大島を訪問し、その島で隔離され続けた人たちの
歴史「生きた証」を撮影し 1998 年写真展「魂の島・大島

（銀座ニコンサロン・大阪ニコンサロン）、2000 年同名
の写真集を出版、そして 15 年後の昨年、写真展「溶融の
時（ハンセン病療養所大島）」（６月４日～６月 17 日、銀
座ニコンサロン、８月 21 日～８月 27 日、大阪ニコンサ
ロン）を開催した香川県小豆島出身の元高校教師太田
昭生（1950-）の両氏が知られるが、写真家趙根在は遅ま
きながら今回初めて知った。

趙根在の写真の原点
2014 年 11 月 29 日（土）13:30 ～ 14:30、国立ハンセン

病資料館１階映像ホールで写真展付帯事業として開催
された、趙氏と生前交流のあった大竹章さん（国立療養
所多磨全生園入所者）の講演会「趙根在の写真を語る」
を聴いた。ポスターにもなっている趙氏が全生園で初
めて入所者（まったく目の見えない人であった）を撮影
したときの話にはじまり、視覚障がい者の「舌読」場面
や、療養所内に設けられている日常の作業場から火葬、
納骨堂などにいたるまで、具体的にその撮影の様子が
語られてとても貴重な講演であった。

趙根在はプロフィールにもあるように、「生家は貧し
く 15 歳で中学校を退学、家計を支えるために岐阜県内
の亜炭鉱山に働きに出た」が、炭鉱労働は辛く苦しく、
本人の言葉によれば「地底の暗躍」で、「地上へ、光への
脱出願望」をつのらせていったという。1957 年上京し、
映画プロダクションで照明の仕事をしていた 1961 年、
初めて国立療養所多磨全生園を訪れ、そこで在日朝鮮

写真
×写
真

11 月 29 日の講演会での大竹章氏。左は国立ハンセン病資料館学芸員
の金貴粉（キン キブン）さん

駅のホームに貼られた写真展ポスター
（掲載されている写真は趙根在が 1961 年
国立療養所多磨全生園ではじめて撮った
入所者）

「この人たちに光を─写真家 趙チョウ 根グン在ジェが伝えた入所者の姿─」
国立ハンセン病資料館 2014年度秋季・2015年度春季企画展

これまでハンセン
病に取り組んだ写真
家としては、元朝日
新聞写真部、アエラ
編集部フォト・ディ
レクターを経て現在

『AERA』スタッフ・
フォトグラファーで、
2006 年写真展「絆」、
2011 年 『 輝 い て 生
きる ハンセン病国
賠訴訟判決から 10
年』を出版した八重
樫信之（1943-）と、ら
い予防法が廃止され
た 1996 年、香川県高
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Zooming

ありし日の趙根在氏（今展図録より） 写真展の会場入口

「舌読」栗生楽泉園（1971 年）指先に知
覚麻痺のある視覚障がい者は残る舌先や
唇の感覚を使って点字を覚え、本を読もう
とした。舌読の習得には舌先、唇から文字
通り血がにじむほどの努力が必要だった。

（今展図録より）

伝えることこそ自分の使命だと確信」する。これが原動
力となって、「入所者と療養所を写すためだけのカメラ
マン」になったという。以後 20 年以上にわたって黙々
と撮り続けた写真は２万点に及ぶと言われている。

趙根在作品の魅力
趙根在が撮ったハンセン病の写真は、前述のように

２万点に及ぶというが、今展覧会ではこの中から 81 点
が紹介された。趙作品の特徴は、大竹章氏の講演にもあ
ったが、ハンセン病をことさらセンセーショナルに強
調するようなものではなく、入所者の普段の生活を中
心に、広い視野から、そして深く──全国の療養所 10
ヵ所に通い、入所者と寝食を共にしながら──捉えて
いることである。写真の最大の特性である「記録する
力」とそれを「表現する＝伝える力」、そして写真を通し
て「発見する力」を、決して声高ではなくむしろ黙々と
表していることである。1907 年から始まった隔離政策
から 1996 年に「らい予防法」が廃止され、隔離政策が解
除されるまで長く続いた差別と偏見のなか生きた入所
者を、結果として、ものの見事に記録し、生き生きと表
したと言えよう。

人入所者に出会い、
隔離政策の下、家族
とも社会からも断絶
し孤立無縁となった
人たちを目にして、

「私が地底で体験し
た出口のない闇のな
かに閉じ込められて
いる」と共鳴し、「そ
の闇から脱け出した
いという入所者の切
なる願いを、社会に

を問うような『いのち
の初夜』で第２回文
學界賞を受賞してい
る。すぐれた小説で
あるとともに、ハンセ
ン病の一端を知れる
名著である。北條民
雄が生きた戦前のハ
ンセン病の状況を知
る上でも一読をおす
すめしたい。また、写
真 展も 2015 年５月

余談として
今回の国立ハンセ

ン病資料館への取材
で判ったことがあっ
た。冒頭の川端康成
は、多磨全生園に入
所していた北條民雄

（本名七條晃司、1914-
1937）という若き小
説家に会いに行った
ようである。北條は
その著作によって川
端の注目を受け、北
條も川端を師と仰い
だという。入所した
体験を元に、いのち
の持つ根源的な意味

31 日まで開催されている（ただし、２月 17 日～２月 28 日
は展示替えのため休室）。

●日本におけるハンセン病の歴史
1907（明治 40）年　法律第 11 号「癩予防ニ関スル件」公布　

→これにより全国５カ所に連合府県立の公立療養所が設立されること
になる。（青森、東京、大阪、香川、熊本）　
収容対象→放浪するハンセン病患者（「浮浪癩」）

1931（昭和６）年　「癩予防法」公布　収容対象→全患者　※ 1930 年に
国立療養所長島愛生園が設立され、全国に国立のハンセン病療養所が
増加する。

1946（昭和 21）年　東京大学で治療薬プロミン合成
1951（昭和 26）年　全国国立癩療養所患者協議会結成（現在は全国ハン

セン病療養所入所者協議会）
1952（昭和 27）年　らい予防法闘争始まる。（～ 1953 年）
1953（昭和 28）年　「らい予防法」成立→入所規定はあるが退所規定が

ない。
1996（平成 8）年　「らい予防法」廃止。
1998（平成 10）年　星塚敬愛園と菊池恵楓園の入所者 13 人が国家賠償

請求訴訟を熊本地裁に提訴。1999 年には全国ハンセン病療養所入所
者協議会が裁判支持を決議。東日本と長島愛生園・邑久光明園の入所
者が、それぞれ東京地裁と岡山地裁に提訴。

2001（平成 13）年　熊本地裁で原告勝訴の判決。国は控訴を断念し、「ハ
ンセン病問題の早期かつ全面的な解決に向けての内閣総理大臣談話」
を発表。「ハンセン病補償法」成立。

2008（平成 20）年 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」（平成
20 年法律第 82 号、通称「ハンセン病問題基本法」）成立。

＊国立ハンセン病資料館＝〒 189-0002 東京都東村山市青葉町
4-1-13、TEL：042-396-2909、休館：月曜日（年末年始 12 月
28 日～１月３日）、入館料無料。
趙 根在（チョウ グンジェ）プロフィール
日本名・村井金一（むらい かねいち）。1933 年愛知県に９人兄弟の末っ
子として生まれる。1948 年（15 歳）中学校を３年生で退学し、家計を支
えるため亜炭鉱山で働く。1957 年（24 歳）上京し劇団前進座に入る。
1958 年在日朝鮮中央芸術団に入り照明係として全国公演に参加。1959
年日本大学芸術学部に入学。1961 年日本大学芸術学部を３年で中退。
初めて国立療養所多磨全生園を訪れ在日朝鮮人入所者に出会い、入所
者と療養所を写すためだけにカメラを手にし、以後 20 年以上にわたり
全国の療養所 10 ヵ所に通い、入所者と寝食を共にしながら写真を撮
る。1965 年中山節夫監督テレビドキュメンタリー「ある青年の出発」に
カメラマンとして参加。1967 年（34 歳）齋藤君子と結婚。1969 年森川時
久監督映画「若者はゆく」撮影助手。1970 年宮島義勇監督映画「怒りを
うたえ」撮影。1974 年吉村公三郎監督映画「襤褸の旗」撮影助手。1981 年

（48 歳）谺雄二との共著『詩と写真 ライは長い旅だから』（皓星社）出版。
1984 年上野英信・趙根在監修『写真万葉録・筑豊』（葦書房）刊行開始。
1986年『写真万葉録・筑豊』全10巻刊行終了。1996年ガンと診断される。
1997 年死去。（企画展「この人たちに光を─写真家 趙 根在が伝えた入
所者の姿─」図録より抜粋）
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印象に残った作品
━━　名取洋之助写真賞（以下、名取賞）は、2005 年に
写真家協会が創設し、昨年、第 10 回を迎えました。これ
まで受賞した 10 作品のうち、海外にテーマを求めたも
のが６作品、国内が４作品。男女の比率は、男性が７、女
性が３となっています。

応募規定では、１作品につき 30 点。これは設立当初
から変わっていません。ただし応募資格に関しては、当
初 30 歳まででしたが、30 歳で 30 点というのはなかな
か大変かなということで、第９回から年齢を 35 歳に引
き上げました。

創設当初は知名度もそれほどなかったので、どのく
らい作品が集まるのかちょっと心配していましたが、
ドキュメンタリーについての関心が高く、われわれが
予想したよりもたくさんの応募がありました。ちなみ
に第１回は 64 名 66 作品です。2014 年の第 10 回では、
38 名の方の 43 作品が集まりました。

10 年という節目の年ということで、ここで名取賞の
10 年を振り返り、その成果と今後に向けて論議したい
と思います。初めに今までの受賞作品、あるいは受賞者
に関して、初回から審査員をつとめてきた審査員長の

田沼武能さん、第６回から第 10 回まで審査員をつとめ
た大島洋さん、鎌田慧さんのお三方に、とくに印象に残
った作品について伺いたいのですが。
田沼　最初の頃は、名取賞とはどういうものなのかが
なかなか伝わらなかったのか、集まってきた写真も、も
うひとつ絞りきれないものがあったように思います。
それが２回、３回と続けるうちに、名取賞というのはこ
ういうものを求めているのだということを、応募者自
身がだんだん分かるようになってきたのでしょう。ど
んどんよくなっていきました。
鎌田　賞を続けていくうちに、ドキュメンタリーを求
められているのだという認識が強まったんでしょう
ね。僕は第６回から審査員として参加したので、第５回
以前のことはあまり申し上げられないのですが、１回
目から５回目は比較的内省的な、きわめて現代的な感
覚の作品が多かったのではないでしょうか。それがこ
こにきて、明確な主張、あるいは抵抗精神を持った作品
が増えてきたように思います。そういう意味でも、いま
田沼さんがおっしゃったように、求められているのは
ドキュメンタリーなのだという認識が強まり、明確に
なってきた、というふうに考えています。
━━　具体的に印象に残っている写真はありますか？

　＜座談会＞　

「名取洋之助写真賞の 10年」
−その成果と今後に向けて−

出席者：田沼武能（JPS 会長・審査員長）、大島 洋（第６回～ 10 回審査員）、鎌田 慧（第６回～ 10 回審査員）
司　会：熊切圭介（JPS 副会長）

2014 年 12 月 22 日（火）於：JCII 603 会議室

大島 洋（おおしま　ひろし）：写真家
・1964 年よりフリーランス。九州産業大学芸術学部教授。
主な写真集・著書は、『ハラルの幻』、『アジェのパリ』『写
真に帰れ　伊奈信男写真論集』。受賞歴：1987 年「第１
回写真の会賞」、2003 年「第 28 回伊奈信男賞」

鎌田 慧（かまた　さとし）：ルポライター
・業界紙（鉄鋼新聞社）記者を経てフリーライターとなる。
弱者の立場に拠ったルポルタージュを数多く執筆。
受賞歴：1990 年『反骨 鈴木東民の生涯』で「新田次郎
文学賞」。1991 年『六ヶ所村の記録』で「毎日出版文化賞」。
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Wonder Land

鎌田　自分が審査員として参加した第６回から 10 回
に関していえば、第６回に名取賞を受賞したトム宮川
コールトンさんの「オーガニック アメリカンズ」が印
象に残っています。決してそれほどドラマチックでは
ないけれど、日常の中での急激な変化と、それを担う人
たちを写した。こういう着眼と表現はすばらしいと思
います。
田沼　日本は農業をどう変えていくべきか、悩んでい
る時期に、アメリカですでに起きていた運動をドキュ
メントした。やはり時代を記録したものであるし、日本
とアメリカが未来に向けて農業問題にどう取り組むの
か、それが非常に伝わる作品であったがゆえに、選ばれ
たと私は思います。
大島　あの作品がよかったのは、オーガニック農業を
やっていこうとしているグループ、企業的にやろうと
している人、宗教の中で実践している人などを、すべて
等価で見ている点です。彼の中に、どちらがいいという
のを強く主張しない。実際に農場に寝泊まりして、仕事
を手伝いながら撮影した、その結果に、ドキュメンタリ
ーとしての可能性を感じました。
鎌田　全体に沈着なトーンで、「これが新しい農業だ
ぞ」という声高で大袈裟な感じがない。内省化しながら
も、社会が変わっていく様子をとらえており、そのバラ
ンスがよかったですね。静かなトーンが、農業にふさわ
しいなと思い、印象に残っています。
━━　大島さんと鎌田さんは、第６回からの参加です
が、第６回以降、国内を取り上げた作品で名取賞を受賞
したのは、山本剛士さんの「黙殺黙止～福島の消えた歳
月」のみです。
大島　山本さんは第３回に新潟中越地震を取り上げて
奨励賞を受賞し、第８回に福島原発事故をテーマにし
て、また奨励賞を取りました。そして第９回再び福島第
一原発で名取賞を受賞したわけです。こんなふうに、自
分のテーマをゆるぎなく持ってやっているというの
は、なかなかすごいなというふうに思いました。福島に
しろ三陸にしろ、今までいくつか応募作品がありまし
た。これからも増えてくるかと思ったら、そうは増えて
きませんでしたね。
鎌田　山本さんには執念があって、それを僕ら審査員
は評価したのだと思います。けっこう原発 10 キロ圏
内、５キロ圏内にも入っている。原発から 1000 メート
ルくらいのところで撮った写真もあります。原発に関
しては、ドキュメンタリー映画はかなりありますが、ス
チールのほうが少ないですね。でも彼はずっと、撮り続

けている。
田沼　彼の執念は評価しますが、あえていえば、もう少
し写真を勉強してほしい。「あっ、これは山本剛士の作
品だな」と一目で分かる自分なりの表現を築いて、強力
な印象を植えつけていくことが必要かな、と思います。
鎌田　奨励賞はどちらかというと小品が多いようです
が、それも捨てがたい味がありますね。第１回の伊原美
代子さんの「海女」や、第７回の「工場の少女たち」、第９
回の「とうふ屋のおじちゃん」。それから何度か応募し
てきて、いつも高い評価を得るけれど、社会的なドキュ
メンタリーではないから名取賞を取りそこねる、日本
の祭りをテーマにした中塩正樹さんの作品。こういう、
やさしさが表われるような写真も、味わい深いですね。
名取賞の受賞にはいたらないけれど、こういう層は確
実にありますね。
大島　中塩さんは、ずっと祭りを撮り続けています。し
かも誰もが知っているような大きな祭りではなく、
人々の生活と密着した、その土地の文化としての祭り
を取り上げている。中塩さんのように、あるひとつのテ
ーマをずっと追っている作品が奨励賞を取るのは、と
てもいいことだと思います。
鎌田　中塩さんは、写真集は作らないのでしょうか。十
分、作れると思うのですが。写真家協会が基金を作っ
て、無利子でお金を貸すとか、援助するとか。（笑）
田沼　お聞きしておきましょう（笑）。ただ、やはり経済
事情というものがありますからね。
━━　他に記憶に残っている作品はありますか。
鎌田　第２回、江原一禎さんの「失われゆく記録」は、認
知症がテーマですね。日常がよく描かれていて、家族で
ないと撮れない作品かな、と思いました。

名取洋之助写真賞の意義
━━　そもそも名取洋之助写真賞は、どういういきさ
つで創設されたのでしょう。
田沼　10 年前に名取賞を創設したのは、フォトジャー
ナリストを志望する方がだんだん減ってきていること
を危惧したからです。やはり写真の原点はジャーナリ
ズムといいますか、ドキュメンタリーであると私は考
えています。ドキュメンタリーを撮る写真家がいなく
なるのは、私どもにとっても、社会にとっても、非常に
ゆゆしき問題ではないか。なんとか若いフォトジャー
ナリストを育てようということで、この賞を始めたわ
けです。

私どもが写真界に出てきた時代は、毎年のように写
真雑誌が創刊され、一般誌も多く、ジャーナリズムその
ものが活気づいている時代だった。ですから次々と若
手が出てきても、それを吸収するだけのメディアの受
け皿があったわけです。ところが近年、フォトジャーナ
リストが出てきても、発表の場がない。発表のあてがな
いのに一所懸命撮っているのも悲しい話で、なんとか

田沼武能（たぬま　たけよし）：写真家
・木村伊兵衛氏に師事。芸術新潮、タイムライフ嘱託な
どを経て 1972 年からフリーランスとなる。「世界の子ど
もたち」をライフワークとして、これまで 120 カ国以上
の人びとを撮影する。受賞歴：1985 年「菊池寛賞」。
1990 年「紫綬褒章」。2003 年「文化功労者」
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大きなテーマに向かって仕事をしようと思っている人
たちが、名取賞にターゲットを定めて頑張ろう、と。そ
ういう若い人が増えてほしいと思って、名取賞を創っ
たわけです。
大島　おっしゃる通り、写真の基本はドキュメンタリ
ーだと思います。しかし今、そのドキュメンタリーが写
真の世界の中で力を失いつつあり、なおかつ発表の場

大島　１作品 30 点になったのは、どういう経緯からで
しょうか。
田沼　最初からジャーナリストとしての格付けがあっ
て、名取賞に該当するような人は、そのくらいの大きな
テーマをこなせる人でなければ値しない、ということ
です。そういう人を選ぼうということで、30 点にしま
した。30 点というのは、確かに大変です。だけど、それ
だけのことをこなせる人は、少なくとも１冊本ができ
るくらいの撮り方をしているわけです。つまり、プロと
してやっていこうという心意気がある。そういうもの
を判断するには、やはり 30 点は必要だ、ということで
す。

応募作品を見れば分かりますが、20 点くらいで息切
れして、あとは流れ解散、みたいな作品もあります

（笑）。やはり、それでは名取賞の受賞者たる力量が足り
ないと思わざるをえない。そういう作品は、審査員も関
心を向けません。審査するほうも真剣ですからね。なん
とかこの中から次代のジャーナリズムを担うすばらし
いフォトジャーナリストが出てほしいという思いで、
一所懸命選んでいますから。
鎌田　そういう意味では、名取賞は非常にハードルが
高いですよね。アイデアも、持続力も、構成力も、表現力
もいる。大変なハードルです。
田沼　そんなわけで、毎年すばらしい作品が応募され、
その後活躍している人が多いのは嬉しいのですが、名

がない。そういう状況の
中でこういった賞がある
のは、非常に意義がある
ことだと思います。そし
てそれを写真家協会がや
っているというのが、さ
らに意味がある。今、ドキ
ュメンタリー写真をやっ
ていこうという人たち
が、生きにくくなってい
る。そこをなんとかしな
くてはと危機感を抱き、
賞を創設できるのは、やはり当事者の写真家たちでし
ょう。
鎌田　出版社が、自社の商品を作るために賞を出すと
いうのはよくあるけれど、この賞は、自分たちのライバ
ルを作っているわけですから。
田沼　そうそう。次期ライバルですからね。大変、度量
の広い先輩諸氏だと思ってもらいたい。（笑）
大島　わずか 10 回、奨励賞を含めて 20 名ほどの若い
写真家に賞が与えられ、その中のかなりの人たちが現
在活躍しています。その事実は、まさにこの賞に意味が
あることの証だと思います。
田沼　受賞者の中で、その後プロとして活躍している
人の確率は相当高いですね。第１回の受賞者、清水哲朗
さんも今、脂が乗っていて第一線で活躍しています。同
じ年に「海女」で奨励賞を取った伊原美代子さんは、猫
とおばあさんを撮った写真集がずいぶん話題となって
います。
大島　写真の賞の中では、プロになる確率が圧倒的に
高い。そのくらい、レベルが高い応募作品が多いという
ことでしょう。
田沼　とくに最初の頃は、まだまだドキュメンタリー
で食べていけると思っていた人がかなりいましたから
ね。だから全精力を傾けて作品を撮り、応募してくる。
それだけに、すごい写真がありました。ただ、名取賞は
一人しか選べないため、気の毒なことに、そのまま日の
目を見ない人もいました。
━━　レベルが高いひとつの理由は、点数もあると思
います。30 点というのは、生半可では撮れませんから。
よほど本腰を入れて、テーマを掘り下げないと、構成で
きない。そういう意味で、内容的にいいものが多いので
はないかと思います。

田沼武能氏

大島 洋氏

取賞を受賞したことをあ
まり言ってくれない人が
いる。そこが私たちにと
って、ちょっと悲しい点
です。
大島　名取賞はまだ創設
されてから 10 年ですか
ら、賞として若いですよ
ね。ですから賞をもらっ
た人も、その賞を自分の
経歴の中でどういう位置
づけにするのか、戸惑い
があるのではないか、という気がします。
鎌田　賞は 10 年くらいでは、なかなか社会に浸透しま
せん。写真学校の学生などはこの賞を知っているかも
しれませんが、一般の人の中での知名度が低いですか
ら。今後、名取賞を多くの人に知ってもらうべく宣伝を
どうするかということも、課題かもしれません。でもと
にかく 10 年続いたわけですから、ようやく土台ができ
たと考えればいいのではないでしょうか。僕は、こうい
う賞は、持続が何より大切だと思います。この賞を目指
して頑張った新人たちが、結果的にデビューできたと
いうのは、すばらしいことだと思います。
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ドキュメンタリー写真の変容
━━　応募作品はたいへんレベルが高いものが多いと
いうことですが、何か気になる点、あるいは問題点はあ
りますか？
田沼　相対的に見て応募する作品に海外ものが多いと
いうのが、ひとつの悩みです。やはり、今の日本をドキ
ュメントしてほしい。それが非常に難しいのは、よく分
かります。今、個人情報保護法とやらでオブラートに包
まれ、なかなか中に食い込んでいけないし、肖像権など
いろいろな問題が絡み、本当に撮りたいものが撮れな
い時代になってきましたから。しかし、写真というのは
やはりそれぞれの時代を記録し、また人間の尊厳を伝
えるものであり、たとえば 2014 年に日本人はどういう
営みをしていたのか。どういう生活をし、経済はどうだ
ったのか。そういうものを記録した作品が、後々の時代
になって、重要な発言力を持ってくる。やっぱり海外の
ほうが、テーマを見つけやすいのかもしれません。それ
は世界的に考えれば重要なことではありますが、私の
考えとしては、国内を見据えるもっといい作品が出て
こないかなというのが、偽らざる感想です。
鎌田　時代も関係しているんでしょうね。昔だったら、
たとえば安保闘争や三井三池闘争があったり、沖縄の
闘争など、絵になりやすいドラマチックなシーンがい
ろいろあったけれど、世の中全体が静かになってきた。
しかし、日常をどうドラマ化するのか。あるいは、日常
の中のドラマをどう発見するのかというのは、やはり
写真家が考えるべき課題だと思います。こういう視点
があったのか。こんな表現がありうるんじゃないか。そ
こを踏ん張って検証していけば、のめっとしたような
現代の状況にも食い込んでいけると思うんですよね。
そこを頑張らないで、パッと見ドラマチックな状況が
ある海外につい行ってしまうのは残念ですね。僕とし
ては、なんとかこの日本でテーマを見つけようとする

方法論を見つけていく若い人が出たときに、内省的な
部分と社会性を合わせ持つ写真表現が出てくるのでは
ないでしょうか。
田沼　確かに今は、私どもが若いときとは時代が違う
ので、昔の表現がそのまま通用するわけではないでし
ょう。今はわれわれ世代とは違う感性の人間が撮り、見
る側の人間も感性が違う。ですから、昔と同じことをや
っていたのではダメだということは、私も重々分かっ

鎌田 慧氏

ています。時代の変化は、当
然考えなくてはいけない。
昔の感性を押しつけても、
通じないものがあると思い
ます。とはいえ、もうちょっ
と、社会を抉り出すような
作品が出てきてほしいなと
いうのが、偽らざるところ
です。今の時代、誰でも簡単
に写真を写せるので、あま
り深く考えない人が増えて
いるのではないかと、その
点をちょっと心配しています。
大島　名取賞はドキュメンタリー写真が対象ですが、
これからはドキュメンタリーも芸術写真も、境がない
ような写真が多くなっていくと思います。ドキュメン
タリー映画の世界でも、山形のドキュメンタリー映画
祭に行くと、シナリオに基づいた劇映画なのかドキュ
メンタリーなのか分からないようなものが、ドキュメ
ンタリー映画として出品されている。写真も、自己表現
の芸術写真かドキュメンタリーか、分けられない方向
に変わってきている。一般的な意味でのドキュメンタ
リーとはかなり違うものも含めながら、この時代にあ
った写真の可能性をみんな模索していると思います。
その中で、新しい意味での写真表現が生まれてくるの
だろう、と。そういったことでいえば、僕は悲観的では
なく、可能性は十分あるだろうと思っています。
━━　われわれが若い頃は、今でも若いですけど（笑）。
ドキュメンタリーはテーマも表現も、もう少しストレ
ートなものだった。ただ時代が変わり、大島さんが指摘
したように、従来だったらドキュメンタリーと言わな
いようなきわめて内省的なテーマを取り上げることが
ドキュメンタリーにつながる、という面が出てきたの
かもしれません。
田沼　しかし、自己表現だけをやっているのでは、ドキ
ュメンタリーではないと思います。ドキュメンタリー
というのは、何か事象があって、それを伝える物語です
から。ドキュメンタリーとしての必要事項はあると思
うんですよ。いわゆる自己表現のアートとドキュメン
タリーでは、やはり違う。それを、どれもこれも一緒で
いいというのは、決してよくないと私は考えています。
要は時代を記録していきたいという主張と信念がある

熊切圭介氏

人を激励したいな、とい
う気持ちがあります。
大島　今、日本をテーマ
にすると、内省的になら
ざるをえないようなとこ
ろがあると思います。た
だ、この 20 年くらいと言
っていいのか、30 年くら
いか、写真そのものがど
んどん内省的になってい
るわけです。おそらく、写
真表現として芸術性を意
識すると内省的になっていくわけですが、ドキュメン
タリーでもそれが避けられないようなところが、時代
的にもそうですけど今の若い人にはあるのではない
か。今後もっと新しい、われわれが今まで持っていない
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かどうか。そういうものを生涯続けていこうという志
を持った人間が、いてほしいですね。

希望をもって写していくことが大事
━━　先ほどから何度か話に出ましたが、せっかく志
を持ったフォトジャーナリストを目指す若い人がいて
も、なかなか発表する場がない、という現実がありま
す。そこをわれわれは、どうしていけばいいのでしょう
か。
鎌田　かつてはいろいろな写真雑誌が現れたし、ほと
んどの週刊誌、月刊誌にグラビアページがありました。
そして編集者の中で写真を好きな人が、グラビアを担
当していたわけです。しかし活字文化が衰退して全体
のパイが小さくなる中、写真の受け皿も当然減ってい
くわけで、それにともなって量的にも質的にも、写真が
弱くなっているのではないでしょうか。
田沼　それと同時に、以前は評論家などさまざまな人
たちがカメラ雑誌などに文章を書いていました。つま
り、違った角度から写真を見る視線があったわけです
が、最近はあまりないですね。
大島　写真に対する批評の言葉が、衰弱している気が
しますね。
鎌田　そう思います。やはり褒めてくれる人も必要だ
し、批評家がいて、その写真の意味をちゃんと取り上げ
てくれるとか、そういった写真ジャーナリズムが必要
でしょう。写真家協会で写真評論賞みたいなものを創
設して、応募作品をこの会報に掲載するといったこと
も考えていいのではないか、と思います。
大島　確かにグラビアページが減り、写真を発表する
場が狭くはなっていますが、逆に今は少部数、ローコス
トで写真集をつくることが可能になってきています。
以前からアート的な表現をする人たちは、そういう方
法をとっていましたが、これからはドキュメンタリー
写真を撮っていく人たちも、そういう方法をとれるの
ではないか。それをきっかけに、大きなところにつなが
っていく可能性もあるわけです。もちろん、発行部数が
多いところに出れば、見てくれる人も多いし、影響力も
持つけれど、それだけを望むのではなく、自分の等身大
のところで今何ができるかを考えていけば、さまざま
な場があるのではないかと思います。
田沼　しかしそれはいわば、自費出版の勧めのような
ものでしょう。自費出版以外では、なかなか出せない。
ほかで一所懸命働いて稼いだものを、自費出版に注い
で自分の主張として出していく。そういうやり方もも
ちろんありますが、それではなかなか写真家として生
活していけないでしょう。
大島　自費出版は写真の歴史の中で、重要なものだと
思います。もちろんそれだけをずっとやって生きてい
くことは不可能ですが、少なくとも若い人たちが、自分
が撮ったものをなんとしてでも形にしたいというとき

には、それも可能性に入れておいていいのではないで
しょうか。
鎌田　写真家に限らず、たとえば物書きでも、時間をか
けた書き下ろしのものをなかなか出版してもらえない
という現実があるわけです。ですから活字を含めた、媒
体の問題なのかな、と。しかし、そこを突き詰めていく
と、この座談会が寂しくなるので（笑）。

僕は、写真家を目指す多くの人たちが、写真ですぐに
食べられるわけではないと思うんです。それは、活字で
もそうです。しかし活字の世界でも同人誌とか、さまざ
まな雑誌があって、そういうところで頑張っている人
の中から、プロが生まれている。ですからやはり希望を
持って写真を写して、作品を残していくのが大事だと
思います。つまり職業の問題ではなく、人間存在の問題
として写真を写していく。そういうとき、この名取賞を
目指すというのも、ひとつの大きな励みになるかと思
います。またこれからは、インターネットで写真がどれ
だけ広がっていくかというのも、ひとつの課題だと思
います。

名取賞を目指す若い人たちへ
鎌田　ところで、写真学校の進学希望者は、どういう推
移を辿っているのでしょう。
大島　全国的に少なくなってきていますが、それはひ
とつには子どもの数自体が少なくなってきているか
ら、という理由もあるかと思います。
田沼　でも、一時よりは増えましたね。ある時期、女性
ばかりが写真学校に進学していましたが、ここにきて
男性も盛り返し、男子学生が増えているという話を聞
きました。
━━　90 年代から 2000 年にかけて、写真を学ぶ人が
すごく増えましたが、ここ５年 10 年ぐらい、反動とい
うか、がくんと減っています。ひとつには、写真はもう
学ぶものではない。スマホで撮るものだ、という認識に
なってきている。それと、プリントするのではなくネッ
トで発表すればいいという意識が若者たちにどんどん
共有されてきて、写真学校に行って何を学ぶのか、とい
う意識になってきているのではないでしょうか。
鎌田　確かに今は、写真の大衆化がどんどん進んでい
ます。僕はピースボートによく乗るのですが、今はみん
なスチールより、動画で写しながら喋っています。写真
に言葉がつくようになったんですね。つまり、視聴覚文
化というか、映像文化が拡大した。しかしその中から、
やっぱり残るべき写真は残っていく。今までの写真文
化を見て、ああいう写真はいいな、こういう写真をやり
たい、という人は、必ず出てくると思います。今はその、
過渡期であり、混乱期だけど、やはりスチールで決めた
写真というのは、作品として残るわけですから。
━━　これから名取賞を目指す若い人たちに、何かア
ドバイスがありますでしょうか。
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鎌田　僕はやっぱり、若いカメラマンが世に出てほし
いという強い希望があります。現実社会と切り結ぶド
キュメンタリーに新しい息吹きを与え、ドキュメンタ
リーの歴史を変えていこうという意気込みがある人
に、ぜひ頑張ってもらいたい。名取賞はハードルが高い
し、取り組もうとすると日常生活の中でかなりの時間
が割かれますが、若いときに挑戦のしがいがある賞で
すから。希望を持って、名取賞に挑戦して賞を取ってほ
しいと思います。
大島　19 世紀初頭からの歴史を振り返ったとき、ドキ
ュメンタリーは写真の原点でもあるし、非常に重要な
ものです。そして時代時代で、ドキュメンタリーの表現
は相当変わってきています。ですからそして本当にド
キュメンタリーをやっていく覚悟があるのなら、自分
の信念のもとに自分ならではのテーマを見つけて , 自
分の表現を探してもらいたい。もし前年の受賞者の傾
向を見てテーマを決める、といったことがあるとすれ
ば、ちょっと残念です。
田沼　名取賞の初期の頃は、前年の受賞作を見て「傾向
と対策」みたいな感じで応募してきた人もいましたが、
今はそういう作品はないですね。やはりその人、その人
なりの大きなテーマに向かって、全力を尽くしている
ように私は感じます。応募しているのは、いわゆるコン
テスト族ではなく、プロになりたいという信念があっ
て撮っている人たちでしょう。皆さん、大袈裟かもしれ
ないけれど、青春をかけて撮っていると思います。

ただ、名取賞に選ばれるのは一人ですから。その１点
に入るか入らないかは、時の運もあります。たとえ名取
賞に選ばれなくても、それに負けないくらいの内容の
ものを撮っている人はたくさんいます。私は、たとえそ
のときに賞を取れなくても、それはその人の作品とし
て、ある時期に発表できるものだと思っています。です
から、名取賞にチャレンジすることで、「これはオレの
作品だ」というものを、ぜひ生み出してほしいのです。

作家活動をしている人は、だいたい 30 歳前後で、ち
ゃんとした作品を作っています。なかにはその余韻で、
その後ずっと続いている人もいる（笑）。20 歳そこそこ
というのは、やみくもに撮る年代で、それを何年かやっ
ているうちに、自分はこういうテーマで撮りたいとい
うのが確立してくる。それがやはり、30 歳前後なんで
すね。その年頃が、人間にとって一番脂の乗る時期なん
ですよ。ですから名取賞を目指して頑張って、たとえ賞
が取れなかったとしても、それほどしょげないで、また
頑張ってほしい。山本剛士さんのように、３度目の正直
で名取賞を受賞した人もいますから。ベストを尽くし
て撮っているということに誇りを持って、応募しても
らいたい。それが、私の本当の気持ちです。
鎌田　僕は５年間、審査員をやらせていただいて、毎回
今度はどんなテーマの作品が来るのかと、すごく楽し
みでした。若い人たちが現代という時代をどう捉え、何

「名取洋之助写真賞」受賞者
第1回（2005年）

「名取洋之助写真賞」清水哲朗「路上少年」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」伊原美代子「海女」（モノクロ）

第2回（2006年）
「名取洋之助写真賞」江原一禎「失われゆく記憶」（モノクロ）
「名取洋之助写真賞奨励賞」王晟陽「遠と近－上海の下町」（モノクロ）

第3回（2007年）
「名取洋之助写真賞」今村拓馬「Kids-existence-」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」山本剛士「被災者の心 ～新潟中越地震

～」（モノクロ）

第4回（2008年）
「名取洋之助写真賞」柳瀬元樹「ユーゴの残影」（モノクロ）
「名取洋之助写真賞奨励賞」中井菜央「こどものじかん」（モノクロ）

第5回（2009年）
「名取洋之助写真賞」久塚真央「ゆびさきの星 つまさきの星 ここ

ろのなかの星」（モノクロ）
「名取洋之助写真賞奨励賞」三澤史明「幸福論」（カラー）

第6回（2010年）
「名取洋之助写真賞」トム 宮川 コールトン「オーガニック　アメ

リカンズ」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」中塩正樹「奈良の祭り人　極上の刻」（カラー）

第7回（2011年）
「名取洋之助写真賞」林　典子「硫酸に焼かれた人生～ナイラとセ

イダの物語」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」山野雄樹「工場の少女達」（カラー）

第8回（2012年）
「名取洋之助写真賞」安田菜津紀「HIV と共に生まれる―ウガンダ

のエイズ孤児たち―」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」山本剛士「福島原発事故～『酪農家の

記憶』～飯舘村長泥封鎖」（モノクロ）

第9回（2013年）
「名取洋之助写真賞」山本剛士「黙殺黙止～福島の消えた歳月～」（モ

ノクロ）
「名取洋之助写真賞奨励賞」片山育美「とうふ屋のおじちゃん～ a 

period of time ～」（モノクロ）

第10回（2014年）
「名取洋之助写真賞」高橋智史「屈せざる女性たち・カンボジア―

変革の願い」（カラー）
「名取洋之助写真賞奨励賞」中塩正樹「誇り高き祭り人 刻を紡ぐ」（カラー）

に関心を持ち、どんなふうに表現しようとしているの
か。それが、応募作品から見えてきますから。
田沼　おっしゃる通りです。
大島　今、日本はすごく難しい、重要な時期にあると思
います。今後、国内に大きなテーマを見つけて応募して
くれる方が多くなればいいなと思っています。
田沼　とにかく 10 年続いたわけですから、われわれも
これからもっと頑張って、この賞を盛り立てていかな
くてはいけないなと思います。
━━　今日はどうもありがとうございました。

（構成／篠籐ゆり、撮影／出版広報委員：小城崇史）
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大束 元の敗戦の日
8 月 15 日正午から天皇の重大な放送があることを

知らされていた国民は、それぞれの場所でどんな放送
があるのかを聞くために、職場では手を休め、街角では
ラジオのある場所に集まって、正午が来るのを待って
いた。放送が始まると首を垂れ、無言で佇んだまま聞き
入っていた。大阪の朝日新聞社写真部員だった大束元

（1912~92）は、軍需工場で働く女子挺身隊員たちをガ
ラス乾板カメラで数枚撮った。憔悴した表情には悲し
みの涙は無かった。ところが現存するプリントや乾板
には涙が書き加えられている。当時の新聞ではよくあ
った方法で、プリントに筆やエンピツで描き起こした
り、消したりして臨場感を演出する手法がされていた。

大束は 1912 年東京北区滝野川で写真修整の名手で
あった父昌司の長男として生まれ、29 年東京高等工芸
学校写真科へ進学。33 年卒業、在学中に野島康三、中山
岩太らによる『光画』に「やもり」を発表。のち英国の写
真年鑑『Modern Photography』に掲載される。34 年に
は銀座紀伊国屋画廊で個展を開くなど、写真の技量は
優れていたようだ。同年朝日新聞社大阪本社に社会部
員として採用され、37 から 43 年にかけて華北、タイ、
シンガポールへ派遣され従軍報道に関わる。45 年軍令

1945 年 2月 19 日に米軍が硫黄島に上陸。守備隊全滅。3月 9日から 10 日にかけてＢ 29 が東京を空襲し、江東
地区を中心に大空襲。23万戸が焼失、死傷者12万人以上。全国の主要都市の空襲が続く。4月1日沖縄本島に上陸、
日本軍全滅。8月 6日広島に原子爆弾が投下され、死傷者 14万人以上。続いて 9日には長崎に原爆投下、死傷者 7
万人以上を出す。8月 14 日御前会議でポツダム宣言の受諾を決め、15日正午、昭和天皇は戦争終結の詔書を放送
（玉音放送）。第二次世界大戦終わる。30 日連合国最高司令官マッカーサーが厚木飛行場に到着。9月 2日東京湾上
の米艦ミズリー号で無条件降伏の文書に署名。と、めまぐるしい勢いで歴史が大きく変わっていった。

により大阪の大正飛行場偵察隊に配属され、Ｂ 29 の標
識撮影をする。敗戦後 48 年に東京本社の出版写真部へ
移り、50 年から『アサヒカメラ』でポートレートや斬新
な視角による「新東京風景」で「ニコライ堂」「雪の幻想」
などを。「現代の感情」で「靖国神社大祭」「出勤」を。舞台
写真ではマーサ・グラハムの「黒い躍動」、マルセル・
マルソーの「パリが来た」などを発表する。「ニコライ
堂」は 2 枚の写真をつなぎ合わせ、「雪の幻想」では新聞
社の窓から撮った銀座風景に、降りしきる雪を写した
ネガの 2 枚を重ね合わせて、幻想的な都市風景を表現
し話題を呼ぶ。超望遠で撮った「富士山頂」や日中の長
時間露出による白っ茶けたビル街「死の街」など、様々
な技法を駆使して制作した。晩年は全日本写真連盟で
アマチュアの指導にあたるなどした。

山村の暮らしを撮る ― 朝倉 隆
わが国は平地が少なく山が多い。急斜面に段々と耕

地をつくり、山仕事や炭焼きで生活している。山村はい
まも交通手段が乏しく、古い制度や因習が根強く残っ
ている。土門拳の助手をしながら、ドキュメンタリーの
仕事を手がけてきたのが朝倉隆（1923 ～ 2007）である。
なかでも岩波写真文庫で農山村を捉えた『村と森林』

（岩波書店  58 年 3 月刊）は出色である。山梨県塩山市
三富村を 1 年余にわたって撮り、日本の代表的な農山
村の風習や生活振りを撮った。

村には週 2 回、3 里の山道を登って魚の行商人がや

「日本写真保存センター」調査活動報告（17）
時代の諸相を撮る─収集・保存した写真原板から─� 松本�徳彦（専務理事）

割れたガラス乾板　1945年 8月 15日 山梨県三富村広瀬　1957年頃
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え、精薄者，自閉症児対策など陽の当たらないところで
の格差が進んでいったのもこの時代であった。

高校教師をしていた川上重治は、口先だけの政治に
嫌気がさし、光の当たらない教育現場に飛び込み、現実
を写真でもって捉え訴えることにした。ロマンティッ
クに取り上げるマスコミに抗して、ひたむきに活動す
る現場の人たちと子らを同列の目線で捉えた。そこに
は心情的な同情ではなく、正しい理解と認識を訴える
川上の強いメッセージが伝わってくる。

ユーモアあふれるスナップフォト―中村由信

ってくる。村の年老いた婦人たちが集まって、品定めが
終わるとよもやま話で賑わう。そばでは就学前の子供
たちが集まって遊ぶなど、貧しくものどかな光景が見
られた。山村での仕事は炭俵作りにホップの栽培とわ
ずかしかない。若者や男衆は街に下りて働き、祝い事の
ある日に帰ってくる。どの家も子沢山で、村の分教場へ
行く年頃になると家事手伝いなどで学校を休む児が多
くなる。それでも自然を舞台に遊びを工夫して楽しん
でいる。そんな村にも冠婚葬祭時には、溢れんばかりの
親族や友人たちが集まり、喜びにつけ、悲しみにつけ、
夜を徹して飮めや歌えの饗宴が続く。しかし、村で働く
青年のもとへは、嫁にくるものがいないという悩みが
あった。こうした現象はいまも続いている。

川上重治の一生の証人たち
1960 年 5 月 19 日、日米安全保障条約の改定審議で、

自民党が強行採決をし、国会審議がストップする。26
日、安保を阻止するデモ隊が国会を包囲。6 月 15 日全
学連主流派と警官隊が衝突し、東大生の樺美智子さん
が死亡。全国で 580 万人が参加。新安保条約自然承認。
10 月 12 日、日比谷公会堂で演説中の浅沼稲次郎社会
党委員長が右翼の少年山口二矢に刺殺される。以降、62
年のサリドマイドによる奇形児が問題化。キューバ危
機。64 年東京オリンピック開催。ビートルズ来日。68 年
東大紛争、安田講堂封鎖。3 億円強奪事件、70 年大阪で
万国博覧会開催。光化学スモッグ、ヘドロ公害。71 年浅
間山荘事件、高松塚古墳発見。沖縄市政権の返還、72 年
田中角栄首相が列島改造論をぶち上げる。73 年石油危
機でトイレットぺーパーの買いだめ騒動。75 年天皇、
皇后訪米。ロッキード事件。天安門事件。77 年日中平和
友好条約調印などと、めまぐるしく歴史は動いていた。

オリンピックや万国博を機に、日本全国で国土開発
が始まり、経済も上向き、国民のライフスタイルが大き
く変化した。家電製品にテレビ、洗濯機、冷蔵庫、炊飯器
が加わり、マイカー、カラーテレビへと生活が豊かにな
っていく。その一方で、公害問題や青少年の非行が増

自己実現の教育 ─麦・もみじ・あざみ寮　1966～ 69年

1925 年 香 川 県 直
島町に生まれた中村
由信は旧制の香川県
立高松中学校を卒業
し、46 年三菱金属直
島精錬所に勤務。49
年岡山の緑川洋一に
師事し、55 年上京、
東京光芸社に入社す
るが退社し、フリー
の写真家になる。主
に月刊誌のグラビア
頁に作品を発表する
報道写真家となる。
ユーモアあふれるス
ナップフォトから民
俗学的な視点でのドキュメントなど幅広い。SL に興味
を持ち、数多くの写真集を出版する。ユーモアたっぷり
な人柄に、人間味のある心優しい写真は万人から好ま
れ、アマチュアに人気があった。仕事の幅も広く瀬戸内
をテーマにした『こんぴらさん』（56 年）、『瀬戸内海の
旅』、『日本の海女』、『瀬戸うちの人びと』と続き、『日本
の汽車』、『蒸気機関車』などの SL と、指導書に『私の組
み写真作法』、『スナップフォトの実技』などがある。集
大成といえるのが『日本方言図鑑』（86 年）で、取材で訪
ねた全国の方言と写真で構成した写真集もある。掲載
の海女は対馬の厳原町で撮ったもので、海辺に住む男
衆は船を操り、女が家事と漁猟を担う。素潜りでアワビ
やサザエなどの海産物を採って生活していた。撮影に
はオリンパスを使った自作の防水カメラを使って、素
潜りで海女を追って撮影。海女を撮り続けたのは、彼女
たちの若々しく天真爛漫な対応にあったと言う。ユー
モアたっぷりのスナップで名高い作品に「島の駐在さ
ん」がある。四国多度津の沖合にある佐柳島に駐在する
巡査と親しくなり、駐在さんをモデルにあれこれ設定
して、何日間も撮り続けた結果、ユーモアあふれる作品
が生まれたという。スナップの極意は被写体に話しか
け、自然な表情を狙い、すかさず撮ることだ。

海女・対島厳原町　1970年
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≪スナップ写真が撮りづらくなった要因と対応策≫ 
―誤解を生む撮影態度―

ソーシャルネットワーキング時代となった今日、誰にで
も鮮明な写真が写せ、同時に画像を送信したり、SNSにア
ップして楽しむことができるようになった。反面、プロと
アマチュアの差が明確にならず、作品なのか情報なのか
判断の難しいコンテンツが流通。ましてネットにアップさ
れた画像は著作権管理が大変困難な時代となった。その
ような観点から、プロの作品もアマチュアの画像も、まし
て写真と意識しない人達のものまで、十把一絡げにした
写真として同一視されている。表現にはプロもアマチュ
アも関係がないが、思想信条に基づいて撮影された作品
と写真と意識しない人たちによって撮られた写真を同一
視されることによって、撮影態度が迷惑行為等の摘発や
逮捕の結果として混乱や誤解を生む要因ともなってい
る。
犯罪行為になるような撮影態度は言語道断であるが、

誰もが情報の発信ができる環境が整ってきた半面、氾濫
する情報の海に埋没し、トラブルや混乱が生じている。決
して携帯電話やスマートホン等の利便性と機能を否定す
るものではないが、時としていかがわしい態度や「覗き」、
「隠し撮り」といった他人が不審感を抱いたり、不快感を
抱くような曖昧な撮影態度は現に慎むべきである。写真
といえるかどうかは別として、手軽に写真が撮れる今日、
撮られる側に対する配慮、ルールとマナーが欠如した姿
勢や態度は社会の秩序を乱すことになる。
環境の悪用、痴漢・犯罪行為や明らかな迷惑行為、あか

らさまに個人の肖像権を侵害するような行為は許されな
い。科学開発や時代の変遷に伴い写真による記録や表現
活動はさらに広範囲に利用される傾向にある今日、犯罪

となるような興味本位な撮影態度は、全ての写真家に対
する評価を著しく下げることになり、カメラを手にスナッ
プをする写真家の姿をみれば、不審感や疑惑の目が集中
することになる。カメラを向けただけでプライバシーの侵
害とか、肖像権侵害などといわれる時代、撮影にあたって
は、隠し撮りや盗み撮りといった姑息な方法ではなく、常
に正々堂々とした態度でいることが必要である。　
一方では肖像権やプライバシー・名誉といった個人の
権利意識や重要性の高まりが、個人情報などと相俟って
誤った過剰反応を起こし、悪質な権利主張や言いがかり
にもなる。現に、人情の厚い谷根千と呼ばれる下町辺りで
は、路地や裏庭にまで入り込む写真愛好家の態度に、地域
こぞって写真撮影禁止としたところまで出始めている。
写真を撮るための「ルールとマナー」は特別なことでは

ない。一般的なモラルや道徳、全てその範疇にあるといえ
る。
【類似事件有罪】
・�ズボン姿の尻撮影、罰金 30万円　最高裁上告棄却・・
自衛官（2008 年）　北海道迷惑防止条例　旭川市内の
スパー買い物女性、5分間、40メートル付け狙い、至近
距離からカメラ付き携帯電話でズボン姿の尻を13 枚
撮影。( 社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだ
らな言動、地裁判決は後ろ姿全体であり無罪判決、高裁
は、みだらな言動として逆転有罪、裁判官 5名のうち1
名、尻だけ撮影とは認められず無罪の意見 )
・�路上「SEX」Tシャツスナップ、35万円支払い命令、東
京地裁（2003 年 7月）
・盗撮で男性教諭懲戒免職
和歌山県立高校、女子生徒のスカートの中をデジタル
カメラで。

・�盗撮、駅階段でスマートホン、2～ 3年前から20回、淀

著作権研究（連載 33）

時代の記録が残せない、スナップ写真の危機！
─歴史の証言者スナップ写真を残すために─

山口 勝廣　（常務理事 著作権担当）

「着衣姿のスナップ写真を撮って逮捕！」ネット上の大きな波紋
こんなショッキングな報道が新聞やネットで流れた。記事によると、2014 年 8 月東急田園都市線の電車の中で、
川崎市環境局勤務の男性が隣席の女子大生をUSBメモリ型カメラで撮影、これを「盗撮」として通報、逮捕された。
しかし、逮捕後の調査で女子大生の下着類は一切写っておらず全身であって、「着衣姿を写しただけで逮捕される」
という事実は、瞬時にネットに広がり大きな波紋となった。
「神奈川県迷惑防止条例違反」と看做されたことによるが、携帯電話やスマホといった写真撮影機能を備えたタブ
レット端末の急速な技術開発や普及にも大きく影響されている。この案件は、後日、不起訴になったと報じられた。
軽率で不審な行動、いかがわしい覗き、隠し撮りならばともかく、シャッターを切らずとも、デジカメや携帯、スマ
ホのファインダーを向けただけでも「迷惑」と感じられれば逮捕の危険性が生じる。
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川署巡査部長減給 6カ月。
・�盗撮弁護士、事務員のスカート内、デジタルカメラ、大
阪弁護士会業務停止 6カ月の懲戒処分。
・�病院の女子トイレ小型カメラ設置盗撮、和歌山院内飲
食店男。
・�女子中学生下半身スマホで保存、懲戒免職、京都市教
委員会。
・�JR 西社員による車内盗撮行為で逮捕、動画撮影機能付
き携帯電話、女性スカートの中 (2014 年 )
警視庁：去年 1年間盗撮検挙・615 件　前年より121
件増 (24％増 )
「迷惑防止条例」とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力
的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持す
ることを目的とする、日本の条例の総称であり、47都道府
県や一部の町村に定められている。これらの違反に対し
ての罰則は、自治体ごとに異なる。迷惑防止条例は親告罪
でないため、被害者の告訴がなくても控訴を提起できる。
迷惑防止条例では、撮られた側の裁量によることが多

く、「勝手に撮った！」と被害を訴えられたら、現行犯とし
て即逮捕という可能性がある。
・�スマホを向けるだけで「盗撮」と判定！岩手県警の条例
改革案（2013・11・18）

≪写真作品の価値観の見直しの必要≫

「創意工夫、思想信条のある写真はすべて著作物」とし
た現行著作権法は画期的な法として写真界はこぞって歓
迎した。写真著作権の保護期間も含めて長い差別を受け
てきた写真界にとってはこの上ない喜びであった。しか
し、携帯電話からスマホ、各種タブレット端末に撮影機能
が装備され、一億総写真家といわれる時代になって、単に
写し撮られた写真情報の全てに著作物と言った評価を与
えるべきかどうか、今この時点で検討の必要があるように
思う。一般的な社会では、全てひっくるめて写真と表現し
ているが、単なる情報画像は著作物とは言えず、そのあた
りに社会的な混乱や誤解が生じ、「盗撮」「隠し撮り」とい
う写真と同様な表現を用いることによって、事件や犯罪と
「写真」が語られることに違和感を覚えるものである。
写真作品は思想又は感情を創作的に表現したものであ

り、そこには写真家の強いメッセージが表現されている。
単なる情報画像などの写真との明確な定義付けの無い日
本では、今後も起こりうる問題である。勿論、表現とは使
用カメラや形態に左右されるものではないことは百も承
知しているが。
■スナップショットでのトラブル
スナップ写真について、親しい写真家仲間の声。

・何年も前、故人となった親しい写真家が九州の村落で
元気な子供たち数人を撮影、プリントを送ろうと住所
を聞いた。子供たちと別れ村落の撮影を続けていたと

ころパトカーが走ってきて職務質問を受けた。子供ら
の保護者から怪しまれたらしい。イヤー、スナップも撮
りにくくなったね、と語っていた。
・神奈川県下米軍基地周辺で公道から基地だけでなく風
景を撮影していたところ、パトカー数台がサイレンを
鳴らしてきた。撮影していたのは写真学習の一環であ
るが、「撮影目的、グループの責任者名」を質問される。
「目的は写真の勉強で基地のある街を撮影している、責
任者は決めていない」と答えるが、質問は繰り返され
た。

・写真学校の学生に都内繁華街で街角の風景を課題に
したところ、「ショーウインド、ビルの外観は撮影禁止」
と多数の学生が警備員から言われ、殆ど撮影できなか
った。街角での撮影は昔ほど自由ではなくなった、と語
っている。

《スナップ写真は時代の証言者！》 
―時代を写し撮る写真記録の重要性―

「スナップ写真と盗撮とは全く別の次元のもの」権利意
識のみが一人歩き、撮る側も撮られる側も過剰反応や誤
った解釈のもとで写真撮影が難しいと躊躇したりする傾
向がある。しかし、スナップ写真には、街中のファッション
や髪型、子供たちのいでたちといった風俗、交通機関や建
築物、そのどの一つにも時代を語る要素があり、社会や歴
史の貴重な記録となって後世に伝え残されるものがあ
る。それほどスナップ写真は文化の記録には欠かせない。
そこに写真家のメッセージが明確に表現されていなけれ
ばならない。撮影にあたっては、隠し撮りや盗み撮りとい
った姑息な方法ではなく、常に正々堂々とした態度でい
ることが必要である。　
盗撮となると都道府県の迷惑防止条例違反や、民家の
裏庭などに入っての撮影は、住居不法侵入などとして摘
発を受け犯罪者として扱われることにもなりかねない。
時と場所により、臨機応変な対応が必要。
また、興味本位で悪意を感じられるような写真の扱い
や公表は、名誉毀損や人権侵害といった問題が生じ、十分
な注意が望まれる。
★注意すべき点
被写体の対象になる人への配慮。
撮られる側には「肖像権」（プライバシー権）といって撮

られたくないという権利があり、特定の人をアップで撮っ
たり、悪意を感じる表現や、仕事の邪魔になるような撮影
は避ける。「カメラを持った暴力」にならぬよう要注意。
ただでさえ世の中がギスギスし、権利主張の声が高ま

る中「特定秘密保護法」が施行され運用が開始された。何
が秘密なのかの内容も明確化されず、国会のチェック機
関「情報監視審査会」は、衆参両院ともに設置されていな
い状況でのスタートとなった。これがまた写真家の日常
的なスナップ撮影に支障をきたす懸念がある。
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撮影後にピント位置やボケ量を調整できる「リフォー
カス」（refocus）技術が注目を集めています（図 1）。当初
は Lytro（ライトロ）社のデジタルカメラ製品がリフォ
ーカス機能の代名詞となっていましたが、今ではさまざ
まなスマートフォンにもリフォーカス機能が搭載され
るようになり、さらにはスマートフォン用アプリも登場
するなど、広がりを見せています。

こうしたリフォーカスは、「ピント位置やボケ量は表
現意図に基づいて撮影時に決めるものであり、なおか
つ、一度撮影したらあとからは変えられない」というこ
れまでの写真の常識を覆す技術ともいえます。

また、ピントやボケを決める主体は従来は撮影者にあ
りましたが、一部を除くリフォーカス機能では写真の閲
覧者がピント位置やボケ量を決める（選ぶ）ことができ
ます。写真表現や鑑賞のあり方を大きく変える可能性を
秘めているといえるかもしれません。

現在実用化されているリフォーカス機能を大きく三
種類に分けて技術や製品を簡単に紹介しましょう。

ています）。
代表的なライトフィールドカメラが Lytro の「Lytro 

ILLUM」です（図 2、国内は加賀ハイテック扱い）。光の
方向（ライトフィールド）を捉える 4000 万個のマイクロ
レンズアレイが撮像素子の前面に配置されているのが
特徴で（図 3）、リフォーカス処理後に得られる静止画サ
イズは 400 万画素です。

独自フォーマットの RAW ファイル「リビングピクチ
ャ」を扱うソフトウェア「Lytro Desktop」が提供されて
おり、ピント位置の変更や仮想絞り（F1 ～ F16）の設定
などの諸機能がサポートされています。リフォーカス処
理後の画像は JPEG や TIFF で吐き出すことができる
ほか、視差を応用した簡単な動画も作成できます。また、
リビングピクチャをインターネット上の Lytro ギャラ
リーなどにアップロードすると、ブラウザからピント位
置を変更して楽しむことも可能です。

なお、ピントの変更可能範囲は撮影時のズームレンズ
の焦点距離と焦点位置によって決まる「再合焦範囲」に
制約され必ずしも任意ではありませんが、フォーカスブ

撮影後でもピントを変えられる
「リフォーカス」機能が話題に

～新たな潮流を生む「コンピュテーショナル・フォトグラフィ」～

◆奥行き情報を得て画像を再構成
（1）ライトフィールド方式
トンボの目のような複眼（多眼）で被写体を写し、わず

かに視差のある多数の画像を取得したのち、それらの
画像から演算によって被写体の奥行き情報を推定する
方式です。奥行き情報が分かればピント位置をずらし
た画像を生成することができます。

ちなみに「ライトフィールド」（light fi eld、光線空間）
とは、通常のデジタルカメラでは捉えることのできない
光線の方向など、光に関するすべての情報を含んだ概
念を指す用語です（厳密には「プレノティック関数で表
される光線で埋められた三次元空間」などと定義され

図 1. 撮影後にピントを変更できるリフォーカス機能のイメージ
（加賀ハイテック提供）

図 2. Lytro のライトフィールドカメラ「ILLUM」（加賀ハイテック
提供）

図 3. ライトフィールドカメラの構成図
本来の撮像素子の位置にマイクロレンズアレイが置かれ、その後ろ
に撮像素子が配置される。（参考資料 [4], pp2, Figure 1 から引用）
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ラケット機能を使って撮影すれば、より広い範囲でリフ
ォーカスが可能になります。

ライトフィールドカメラや Lytro の詳細については
資料 [*1] ～ [*4] などを参照してください。

（2）ステレオカメラ方式
2 台のカメラで被写体を撮影し、2 枚の画像の視差

から被写体の奥行き情報を推定し、画像処理によって
適量のボケを与えて、あたかもピントを自在に設定でき
るかのように処理する方式です。

東芝はスマートフォン向けの 500 万画素ステレオカ
メラモジュール「TCM9518MD」を 2013 年 12 月に発表
[*5]。また、HTC はスマートフォン「HTC One （M8）」や

「Butterfly 2」にステレオカメラとリフォーカス機能を
搭載しています（東芝製モジュールの採否は不明）。

Google は、Android 4.4 以降のスマートフォン向け
に提供している「Google カメラ」というアプリに、通常
の単眼カメラを使ってリフォーカスを実現する「レンズ
ぼかし」機能を搭載しました [*6]。撮影後にカメラ（スマ
ホ本体）をわずかに持ち上げて上下方向の視差をアプ
リに与える操作が必要で、いわば縦方向の擬似的なス
テレオカメラといえます。

カメラから 1.5 メートル以内の前景と遠くの背景と
で構成される構図に限られますが、Android スマート
フォンの機種を問わずに使えるのが特徴です。

（3）フォーカスブラケット方式
ピント位置の異なる画像を複数枚連写し、それらを

選択することで、あたかもピントを自在に変更できるか
のように見せる方式です。

スマートフォンに搭載されているリフォーカス機能
としてはもっとも多く使われている方式で、Nokia の

「Nokia Refocus」機能、Samsung の「セレクティブフォ
ーカス」機能、ソニーの「背景ぼかし」機能、LG の「マジ
ックフォーカス」機能、Voros Innovation 開発の iOS
用アプリ「Focus Later」などが本方式に該当すると考え
られます。ちなみに Nokia のスマートフォン「Lumia」の
場合で最大 7 枚の連写が内部で行われるようです。

基本的にこの方式は撮影直後にピントを選択して画
像を保存する操作が必要で、閲覧時に自由にピントを
合わせることはできません。

◆コンピュテーショナル・フォトに熱視線
ピントやボケは写真表現において重要な役割を担っ

ています。絞りを開け気味にして被写体を浮かび上が
らせる手法、絞りを絞り込んで前景から後景までピント
を合わせる手法（パンフォーカス）、アオリ機構を使って
ジオラマのような世界を再現する手法、意図的にボケを
強調する手法（たとえば 1970 年代に流行った「ブレボケ

写真」）など、さまざまな手法が写真表現に使われてきま
した。

撮影時点でピント位置やボケ量を決定しなくともよ
いリフォーカス機能は従来とは異なる新しい表現手法
のひとつといえるでしょう。ただし、今のところ一般ユ
ーザーからは「お遊び的機能」として認知されるにとど
まっているように感じます。

一方、産業市場からはライトフィールドカメラに熱い
視線が送られており、たとえば撮影データから取得した
奥行き情報を元に物体の 3D モデルを再現して画像認
識の精度向上につなげようといった研究も行われてい
るほか、小型のカメラアレイモジュールで高画質な静止
画や動画を実現する Pelican Imaging 社にノキアやパ
ナソニックが出資、アドビと東芝がライトフィールドカ
メラの試作を発表、ソニーやアップルなどがライトフィ
ールドカメラに関する特許を出願するなど、業界の動き
も活発化しています。

こうしたライトフィールドカメラの背景にあるのが、
高度な信号処理を適用して画像を再構成する「コンピ
ュテーショナル・フォトグラフィ」（computational 
photography）[*7] という新たな考え方で、2000 年代
半ばから産学で研究開発が活発化しています。

今後の技術の進歩に伴ってリフォーカスにとどまら
ないユニークな機能が登場する日も遠くないかもしれ
ません。これからも新しい技術や新しい表現の萌芽に
注目していきたいと思います。
 （文責／出版広報委員・関 行宏）

〈参考資料〉
[*1] Ren Ng. "Digital Light Field Photography", Jan 2006, 
https://www.lytro.com/downloads/resources/renng-
thesis.pdf
[*2] http://blog.lytro.com/post/97168596625/modeling-the-
light-field-camera
[*3] 「光線情報をつかって焦点自在に／ハードもソフトも独
自品の塊」, 日経エレクトロニクス 2012 年 8 月 20 日号 , 
pp.42-47, 日経 BP 社
[*4] Ren Ng et al, "Light Field Photography with a Hand-
held Plenoptic Camera", Stanford University Computer 
Science Tech Report CTSR 2005-02, Apirl 2005, http://
graphics.stanford.edu/papers/lfcamera/
[*5] 山本琢磨 ほか , 「多眼カメラを用いたデジタルリフォーカ
ス技術」, 東芝レビュー vol.69 No.11, pp30-33, 2014 年 11 月
[*6] http://googleresearch.blogspot.jp/2014/04/lens-blur-in-
new-google-camera-app.html
[*7] http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_
photography
URI の参照はいずれも 2015 年 1 月 9 日
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講演タイトルは昭和 10 年発行の辞苑からで、私の写
真はほとんどが人物でそれにあたります。1965 年に初
めて中国へ行き、入国が難しい時代でしたが青年文化
代表団として 45 日間撮影をしました。翌年に文革が始
まりその後行けなくなりましたが 75 年から様々な都
市を訪れ、のちに写真集として「蘇州」「上海」「北京」な
どを 4 冊にまとめました。上海や昔の様子を留めてい
た蘇州の町を歩き、運河と人を撮りました。北京へも通
いましたが、建物はマンションに変わる一方で庭では
お年寄りが一日中座っている様な状況でした。朝の上
海では昔から太極拳をやっており、そのファッション
や時代の変化のおもしろさが感じられましたね。
『写真家たちの肖像』の展覧会は『先輩・後輩・仲間

たち』の 80 人に若手を入れたものです。熊切圭介さん
を事務所へ撮りに行った際には、木村惠一さんや髙村

規さんが偶然加わること
になり、まるで町会のお
っちゃんの会議ような写
真となり、偶然性の面白
さを実感しましたね。喜
多六平太さんの写真は大
学３年時の私の中では古
いものですが「変な写真
を公表されると弟子まで
もが恥をかく」とお話し
いただき、人生には多く

第８回 JPS フォトフォーラム
 （2014 年 11 月 8 日：有楽町朝日ホール）

主催 : 公益社団法人 日本写真家協会、共催：朝日新聞出版『アサヒカメラ』　後援 : 文化庁

今回のテーマ：

「スナップショット」
田沼武能 会長　「挨拶」
「スナップショット」は写真の原点だと私は思ってお

ります。昨今、写真を撮ると肖像権が侵害されるとか
様々言われておりまが、時代を記録するには写真を撮
らなければ残りません。では、どこまでが許容範囲か難
しいですね。相手の顔を見ながらそれを決める時もあ
りますが、うっかりするとどれも後ろ姿の写真ばっか
りで、これでは写真になりません。だからと言って石こ
ろや空だけを撮っていては、そこに住んでいる人間が
どんな生活をしていたか全くわからなくなります。や
はり写真で撮らなければだめですね。そのあたりの兼
ね合いを今日はじっくりお話ししてくれると思いま
す。皆さん楽しみにしてください。

齋藤康一　Kouichi Saitou
「snapshot とは辞苑によると、映画で時事的な人物や事件を即興的に撮影した写真」

の背景があるのだと教訓を得た恩人です。仕事を始め
て 60 年近くたちますが、やはり写真は相手が誰であれ
結局は記録です。それが何年かたつと生きてくると私
は感じております。 

【さいとう・こういち】1935年東京生まれ。1959年日本大学芸術学部写真学科卒業。在学中より林忠彦、秋山庄太郎氏の助
手を務め、その後フリーランスに。雑誌などに数多くの人物写真や、ルポルタージュを発表している。1965年、第一回日中
青年大交流に日本写真家協会より参加、以後約80回中国各地を訪問・取材する。1976年第 7回講談社出版文化賞、1988
年日本写真協会年度賞、2014年第9回飯田市藤本四八写真文化賞を受賞。日本写真家協会名誉会員。日本写真協会監事。
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女性写真家の草分けである清宮由美子さんの 1961 年
『日本のどこかに』の写真集での深川ドヤ街のルポルター
ジュに、自分の生まれ育った町と同世代の子ども達が写
っていたのに興味を抱き、写真少年をスタートさせまし
た。須田一政さんには助手としてつき大変勉強になりま
した。須田さんはまさにスナップショットの早撮りにふさ
わしい人ですが、僕は立ち止まりじっくり対面して時間の
流れの中でシャッターを切っていくリズムです。スナップ
ショットで日記のように身辺雑記として捉えたのが、木村
伊兵衛賞受賞作品の「遠い夏」シリーズです。自分の家族
が入る写真も 1/ ３程含まれており、旅行、海水浴に連れ
て行くと言いつつひたすら写真を撮っていたお父さんで
した。『標準街景』では標準レンズを使い、ストリートでの
スナップショットの限界に格闘していました。太陽賞受賞
の荒川河口を中心に撮っていたシリーズでは、人間はも
ちろん町のありようを見据えていく新たなスナップショ

ットの命題になりました。
『放水路』では、これまでの
懐かしい下町情緒の世界
とは一線を画するスナッ
プショットへとなってい
きました。

僕はこの下町を一切出
ずにスナップショットを
続けてきましたが、十分
に自己を表現でき、ずし
りと心に刺さる、痛みも

毎年恒例となったフォトフォーラムが2014年11月8日、有楽町朝日ホール（東京都千代田区）で開催されました。今回は齋藤康一
氏、大西みつぐ氏、田沼武能氏を招き、「スナップショット」というテーマで行われました。
常連の方々も多くみられるなか、今回は643名もの参加者で満席となり、各氏の講演に続き『アサヒカメラ』編集長の佐々木広人氏
の司会でパネルディスカッションが繰り広げられ、写真談議に浸るひと時を楽しみました。また、ロビーではJPS事業紹介、JPS展、
写真著作権、日本写真保存センター、講演者の写真集・著書の各コーナーが設けられ、講演の合間には多くの参加者で賑わいました。

大西みつぐ　Onishi Mitsugu　　「私たちの時代を切り開いていくために」

含めた仕事となりました。そしてこの先も続いていく
と思います。「過ぎゆく町のために」というタイトルを
つけてスナップショットを撮っています。

60 歳となり、その場に立ち会って逃げずに見つめてき
たイメージを一つの証に出来たと思っています。

田沼武能　Takeyoshi Tanuma　　「私の考えるスナップショット」
戦後間もない木村伊兵衛と土門拳のリアリズム時代の

頃は、ドキュメンタリーが提唱されてスナップは全盛期で
した。私の師匠は木村ですが「魂を入れて撮れ、真似した
って俺より上手くなんねぇぞ」と言われ自分の写真を撮ろ
うと思いましたね。スナップは木村にかなう名人はいない
と思っています。才能はもちろんですが、陰では勉強して
いましたね。表に出るとわい談ばかりですが。

写真家になろうと思った原点は『ライフ』の写真家にな
りたいからでした。『ライフ』誌から来ないかと話があり、イ
ンドシナ半島へは行かない契約をしたのですが、インドネ
シアのクーデター時だけは行かざるを得なかったですね。
私は世界中の人のゆりかごから墓場まで撮っているわけ
ですが、売れるのは子供の写真ばかりでしてね。世界の人
を撮るきっかけは『ライフ』誌の研修の後、１週間の有給休
暇でパリを訪ねた際、ブローニュの森で子どもと出会い、
一目散に森へ飛び込んで遊ぶ姿にすごい魅力を感じ撮る

ようになりました。当時は
容易に海外へ出られない
時期ですが『ライフ』誌で
働いていたおかげで、世界
の子どもを主体に人間を
撮るようになったわけで
す。子どもには「こういう
格好してください」なんて
言っても無理です。自分の
意志で行動しているとき
が一番いい表情になりま
すね。

私は人間が大好きです。人生はドラマだと考えていま
す。その一瞬を切り取るのが写真家の仕事だと思います。
私は 65 年間やってきて良かったなと思っています。皆さん
も写真を撮って、人生を楽しみ元気で生き続けましょう。

【おおにし・みつぐ】1952 年東京深川生まれ。東京綜合写真専門学校卒業。1970 年代より東京下町、街角、湾岸などを
拠点に撮影を続ける。また大学、専門学校などで若い世代を指導するとともに各カメラ雑誌において記事執筆、月例コン
テスト審査員などを歴任。1985 年第 22回太陽賞、1993 年第 18回木村伊兵衛写真賞、同年江戸川区文化奨励賞を受賞。
日本写真協会、日本写真家協会会員、ニッコールクラブ顧問、大阪芸術大学客員教授。

【たぬま・たけよし】1929年東京生まれ。東京写真工業専門学校卒業。49年にサンニュースフォトスに入社して木村伊兵衛氏に師事。
芸術新潮、タイムライフ嘱託などを経て、1972年からフリーランスとなる。ライフワークとして世界の子どもたち、人間社会のドラマ、武
蔵野や文士・芸術家の肖像などを撮り続けている。写真展、写真集の出版多数。95年より（公社）日本写真家協会会長に就任。1979
年モービル児童文学賞、1985年菊池寛賞、1990年紫綬褒章、2002年勲三等瑞宝章を受章し、2003年には文化功労者に顕彰される。
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各氏の講演のあとステージセットが応接風へと入れ
換えられ、３氏に加え、和服姿で登場した朝日新聞出版
『アサヒカメラ』の編集長・佐々木広人氏を司会に迎え、
熱いパネルディスカッションが行われました。
佐々木　今回のテーマは「スナップショット」です。『ア

すよ。
田沼　一番難しいのは、たくさん写っている場合ね。せ
いぜい許諾が聞けるのは２人ですね。
佐々木　ロバート・キャパのパリ解放の写真は、何百
人写っているかわからないですね。
田沼　こんな話を木村伊兵衛が聞いたら、憤死しちゃ
うよ。
大西　「標準街景」を『アサヒカメラ』に掲載した際に、
２人の若い青年が大きく写っていまして見開きで掲載
してもらいました。ちょうど写真が喉に入る部分で、は
っきり顔が写らない状態にプロテクトをかけていまし
た。それがよいかはここでは言えませんが。
田沼　カメラが発達しても過去のものは撮れないの
で、使うか使わないかは別にして、現代は現代で撮らな
ければなりませんね。やはり写真は記録です。絵と違う
のは事実を残せることです。
大西　今の若者の写真が少しずつ変わってきていま
す。演出写真風スナップで巧みに状況をつくりだして
いる写真です。それに力を注ぐのではなく今の時代を
きちっと記録していくよう若者が外に出て現在を撮る
ことが必要だと思いますね。
佐々木　改めてスナップ写真の定義をおさらいしてみ
ますが、齋藤さんの講演タイトルは辞典からですか。
齋藤　僕が使っている誕生年発行の辞典です。「映画で

パネルディスカッション

パネリスト

齋藤 康一
大西 みつぐ
田沼 武能

司会：佐々木 広人（『アサヒカメラ』編集長）

サヒカメラ』でも読
者写真コンテストを
行っておりますが、
スナップ写真の応募
が減ってきていま
す。ほかではいかが
でしょうか。
大西　ニッコールのコンテストを見ていますが、相変
わらずスナップショットは多いですね。
田沼　減っていますね。しかもみんな後ろ姿、猫も。
齋藤　コンテストでは少ないですね。出す出さないは
別として、撮らずにいたらこの時代の写真はなくなっ
てしまうので、どんどん撮ってよと話しています。
佐々木　最近のニュースを見ても、スナップ写真に対
する逆風報道が結構出ています。男性が車内で隣の女
子大生を撮影し、迷惑行為防止条例違反で逮捕されま
した。カメラやスマホを向けただけで撮らなくても捕
まると、弁護士がコメントして「現行犯逮捕が原則だか
ら警察もしつこく追ってこないので、すぐ逃げるのを
心がけてください」とも書いています（笑）。
大西　講演で「羞恥心」という言葉を使ったのですが、
不安や羞恥心を抱かせた時点で、まずいのは確かだと
思います。
田沼　一番困るのは子どもで、親に聞かないとだめ。住
所を聞いて写真を送っておいて、使うときの許可返信
はがきを入れて、許諾をもらって使っているのが現状
です。
齋藤　私は町のスナップは余りしませんから、そうい
う意味では一番楽です（笑）。
アマチュアの方はコンテストで 1,000 円の懸賞をも
らったら半分写っている人にあげるくらいのつもりで
撮ったほうがいいと思う。正々堂々と撮ればいいので

…」とあり、その時代を
考えると「映画で」とわ
ざわざ入れた時代背景
がわかります。
佐々木　例えば『知恵
蔵 2014』では「日常の
中で目の前の光景や出
来事、人物などを一瞬
のうちに素早く撮影す
る撮影技法や写真のこ
と。事前に同意を得て
撮影されるポートレー
トなどと区別される」
とある。要は偶発性と
いうことですね。
齋藤　そうすると僕の

1975年　上海
� 撮影：齋藤康一
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は同意を得てからですから、ほとんどスナップではな
いね。人を撮る場合はおおよそ二つに分けられ、突っ立
っているだけでさまになる人と、あっち向けこっち向
けと言わないとだめな人。それをどう見分けるかが僕
にとって一つの仕事になっているわけです。
佐々木　谷中銀座の惣菜屋では、多くの方が撮影に来
られて、店側が撮影禁止の立て看板を出しました。法律
的には撮っちゃいけないことはないのですが。
齋藤　商売の邪魔になるからね。佃煮を買えばいいん
ですよ。買わないまでも撮っていると認知してもらえ
ばいいわけで、撮ってすぐ逃げるからだめなんですよ。
佐々木　つまり、コミュニケーションですね。買うこと
で信頼関係ができて自然な表情を撮れますね。
齋藤　先程の中国話では、離れて眺めているだけで言
葉がわからなくても通じる感じありますよ。
佐々木　大西さんの「スナップショットとは、写真ジャ
ンルの一つではない」というのは重要な指摘です。

いますが、植田は「ふ
わっ」と写している
のだといいます。こ
れこそが「親和力」。
きっと木村伊兵衛さ
んも同じだったので
しょう。
齋藤　何気なくとい
うのが一番必要だと
思います。一方では、
例えば人が歩いて来
たときに上を向いて
シャッターを押した
ふりをすると、来る
人は「風景を撮って
いるのだ」と思って、
さり気ない雰囲気に
なります。要するに大 西　

『アサヒ
カメラ』
で連載の
梅佳代さ
んの写真
は紛れも
なくスナ
ップ写真
だと思い
ますね。
家族の記
念行事や楽しい出来事で、好奇心を持って一瞬のシン
パシーを感じる部分を写している気がします。
佐々木　木村伊兵衛さんの「居合い抜き写真術」は田沼
さんの造語でしょうか。
田沼　そうです。木村先生は天才的才能の持ち主です、
努力もしていますが。表では遊び人だと思われていま
すが、家では写真以外のことは考えない。カメラ掃除も
助手には絶対にさせず、自ら拭いてカメラを手に馴染
ませるわけです。新しいレンズはすぐ手に入れて全部
習得して撮っていました。
大西　デザイン評論家の柏木博さんが以前に「木村は
人々を被写体として対象化するのではなく、生きて存
在していることを示そうとした。これほど人々が自然
に振る舞えるのが不思議だ。そこに木村特有の身振り
があったのだろう」と新聞へ載せていましたが、その身
振りとは具体的にどのようなものですか。
田沼　空気のごとく電信柱のごとく全然抵抗を感じさ
せないことですね。すれ違ったときに、さっとカメラを
構えて２枚ぐらいしか撮らず相手は撮られた感覚がな
いから「居合い術だ」と言っているのです。
大西　植田正治さんの写真にも、例えば「童暦（わらべ
ごよみ）」に写された子供たちは絶妙な写り方をしてい
る。平凡社『植田正治の世界』で草森紳一さんが書いて

日本写真協会写真月間企画展「砂町」より（2012年）
� 撮影：大西みつぐ

カメラで威圧するのが一番よくないと思います。
田沼　カルティエ＝ブレッソンの『決定的瞬間』はアメ
リカでつけた名前であって、フランス版では『逃げ腰の
イメージ』です。岩波の『こころの目』で彼は「写真を撮
ることは一瞬のうちに消えゆく現実の表面に、ありと
あらゆる可能性が凝集した瞬間に息を止めるというこ
とである。イメージの征服が肉体的かつ知的歓喜へと
転嫁するのは、その瞬間である。写真を撮る際には、常
に対象と自己に対して最大の尊敬を払わなければなら
ない」と書いています。彼の写真哲学はこういうところ
にありブレッソン流の写真が生まれてきているのだと
思います。消えゆくものに対する記録というかな。
佐々木　スナップを撮れるというのは、表現の自由と
も絡む話ですが、隣の国じゃスナップを撮ろうと思っ
ても、用意された家族となってスナップは撮れないと
思いますが…。
田沼　齋藤さんも通った昔の中国がそうですね。僕は
アメリカの雑誌の仕事をしていたので、嫌われて入れ
なかったですが、74 年に初めて入ったときはどこへ行
っても熱烈歓迎でした。小学校へ行くとみんな軍事訓
練など何遍も見せられるわけです。それもまた一つの
時代の記録ですが、自分の顔ではなく、つくられた顔で
ね。また写真を悪いことに使うとだんだん縛りがかけ
られて撮れなくなりますよ。
大西　誤解を与えない努力はきちっとすべきですね。
佐々木　ですから皆さんも被写体との「親和力」を意識
して、マナーを守って撮ることを続けてください。
田沼　頑張りましょう。
佐々木　きょうは、ご静聴ありがとうございました。

はじめて聴く心音にビックリ仰天
グアテマラ� 撮影：田沼武能
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介され、講演開始前や休憩時間に各コーナーでは大勢
の参加者で賑わいをみせていました。
参加者にはフォーラムのパンフレット、協賛会社の

カタログとともに「フォトコンテストに応募される皆
様へ」と題したフォトコンテストへ応募した作品の著
作権について記されたチラシが配られました。近年、
「著作権は主催者に帰属する」などと主催者側に都合の
良い記載が目に付くことから、あくまでも著作権は撮
影者にあることを再認識していただくためです。主催
者が催す展覧会、作品集やパンフレットなどに期間を

区切り優先的に使用することが出来
たり、撮影者名を表示するなどの具
体例を説明しながら、フォトコンテ
ストでの著作権のスタンダードが記
載されています。

（構成／出版広報委員・小野吉彦、
撮影／小倉隆人会員）

フォトフォーラム会場のロビーでは、会員による各
コーナーが催されました。「JPS 事業コーナー」ではこ
れまでの JPS の事業紹介を、「JPS 展コーナー」では
JPS 展作品集の販売と次回応募の案内を、「著作権コー
ナー」では著作権関連の書籍販売と著作権相談が行わ
れました。今回はスナップショットというテーマのた
めか『写真著作権』と『スナップ写真のルールとマナー』
の書籍を購入される方が数多く見られました。「講演者
コーナー」では各氏の写真集や著書が並べられ、「日本
写真保存センターコーナー」ではこれまでの活動が紹

JPS事業コーナー JPS展コーナー

著作権コーナー 講演者コーナー 日本写真保存センターコーナー

フォトフォーラム協賛：エプソン販売（株）、オリンパスイメージング（株）、キヤノンマーケティングジャパン（株）、（株）シグ
マ、（株）タムロン、（株）ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイメージングシステムズ（株）� （五十音順）

盛況‼JPS事業活動コーナー紹介
JPS事業コーナー、JPS展コーナー、著作権コーナー、講演者コーナー、日本写真保存センターコーナー
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Comment

写　真　解　説

世界で三番目に小さな国、ナウル共和国。太平洋南西部、
ほぼ赤道直下に浮かぶ、一周 19km、約 10,000 人が住むこの
島に、ここ数年、足繁く通いました。国全体が、日本の感覚で
いえば小さな村みたいなもので、すぐにいろんな人と知り合
いになれます。この写真は、そんな中でも一番仲良くなった
マーガレットという名の女の子。かつてナウルはリン鉱石を
採掘することで世界で一番のお金持ちの国でした。その後、
リン鉱石が枯渇し、現在は 90%を超えるといわれる失業率、
30%を超える糖尿病罹患率…とさまざまな問題を抱えてい
ます。マーガレットの大きな瞳に希望が映ることを願ってい
ます。

二度のオイルショックの狭間の頃に撮った一枚。この江東
区「砂町銀座商店街」の写真は、おそらく今の風景とそれほど
大きく変わらないだろうと思う。昨今は近隣に大規模なショ
ッピングセンターができたが、あいかわらず住宅の密集した
町の空間構造はそのままで、淡々として平凡な日常生活が営
まれている。ひとくちに「庶民感覚」というが、それらはなに
も商品の価格やお惣菜の味というわけではなく、昭和から平
成へと町の歴史が育んできた人々のひとつの生き方に他な
らない。時代の趨勢と拮抗する精神でもあろう。

長崎・平戸・五島の島々の、静かな入江の奥、丘の上、谷間
の陽だまり、畑の中などに、ぽつんと建っている教会堂の扉
をそっと開けて中に入ると、しんとした静寂とステンドグラ
スを透かして入っている光の美しさがある。
長崎の教会堂のステンドグラスの模様は、色ガラスを組み
合わせたシンプルな幾何学模様が多い。太陽の動きととも
に、聖堂の長椅子や柱、祭壇、聖水にと、色鮮やかな光の影を
落としていく様は、聖書の創世記で、神とノアの取り交わし
た契約の証である虹が現れたかのようだ。

観光地として知られる黒部峡谷や黒部ダムは、北アルプス
を流れる黒部川の一部である。その源流の山々の一つが黒部
五郎岳（標高 2840m）で、日本百名山だ。私は黒部源流の山々
と、観光エリア外の険しい黒部渓谷をライフワークとして撮
影してきた。北アルプスは４月下旬になってもまだ雪に覆わ
れ、雪山技術がないと登れない。奥深い黒部源流の山々エリ
アはまだ山小屋は営業していなく、無人の小屋に泊まり、三
俣蓮華岳に単独で登った。ここから黒部五郎岳の重量感を
表現するため、反逆光で陰影に富むまで待って撮影した。

十勝平野は、日本第２位と云う広大なスケールをもった大地
に抱かれ、北に大雪山連峰、南北を縦断する日高山脈に原始の
姿を残す。冬の訪れはどこよりも早く、春の到来はどこよりも遅
い。夏と冬との温度差が 70度を越える年もある。
過酷なまでの凄さを体験することによって、土地への愛着が
生まれる。春の到来は想像以上の期待感を味わう時

ト

季
キ

である。
広大な大地に緑が無限大まで続いていた。

1944 年３〜７月、英印軍と戦った日本軍はインドのコヒ
マからインパール攻略を目指したが、武器、食料の補給なく、
雨期でマラリアを患う兵士が続出。3,000 メートル級の山が
連なるインド・ビルマ（現ミャンマー）国境では、日本陸軍史
上初の抗命（命令にさからう）事件まで起き、作戦中止。日本
兵３万人が亡くなった。
写真は展示作品 76 点の一枚。インパール盆地で陸稲を収
穫するインド人女性は微笑んでいるが、70年前、写真後方に
見える山を下った日本軍は、ロトパチン村で英印軍と激しく
戦い、数百人が亡くなった。日本兵の遺体は村民が葬り、慰霊
碑まで建ててくれた。今年 2015 年は終戦後「70年」である。

15年前に発表した写真集、写真展「貌」より、余貴美子さん
のポートレイト。当時、私はリスペクトしていた日本を代表
し各分野で活躍している方 （々一部外国人も）のポートレイ
トを撮影していた。広告写真家である私と写真館四代目とし
ての私を融合できる表現方法を模索し、辿り着いた頃であ
る。当時観た映画の余さんの儚げで悲しいヒロイン像に強く
感銘を受け依頼したところ、快諾して下さった。顔の立体感
を強調するために直射光を用い、儚さを表現するために髪の
乱れを利用した。ご本人にも大変喜んで頂けた作品だ。

福島県双葉郡富岡町夜の森、無人の町で桜が満開を迎え
ようとしていた。明治の末から大正にかけ、この地の開拓者
が後の人々のために植樹したのだと言う。その努力が実を結
び、浜通りでも有数の桜の名所となり大勢の見物客で賑わっ
ていた。
しかし原発事故以降、年間積算線量が 50ミリシーベルト
を越えたため帰還困難区域となり全住民は避難し、その後立
ち入りが厳しく制限された。この日千葉県の避難先から一時
帰宅の許可を得て自宅の整理に戻った家族が、限られた時
間の合間、通りいっぱいの花の下を歩いていた。

株式会社リコー企画、村松亮太郎氏演出のイベント『写真
のフレームを越えて』の映像表現に応えられる作品ができる
かどうか、花の種類が少ない季節の 70日間の撮りおろし作
業は日々プレッシャーでした。自分らしい作品がつくれるよ
うになったのはだいぶ時がたってからでした。
Flower No1776 ─初めて洋服の色を意識したのは何歳だ

ったのか
薄紫色のワンピースは私のお気に入りだった
今度おんな友だちに会ったら、あなたの開華宣言はいつだ

ったのかと聞いてみよう

2008 年 5月に開催した写真展「いい人・スマイル」に続い
て二回目の開催。この5年程で撮影した各界を代表する著名
人のスタジオ撮影によるポートレイト写真展。私の撮影スタ
イルはスマイル。ここぞ、と言うときお尻をフリフリして写
真を撮る。これは親父の影響で、写真館を営んでいた親父は
撮影のときはいつもお尻をフリフリしていたのでそれが移
ってしまった。おかげで被写体の方々は皆さん笑っていただ
ける。有難いことです。今回もその人物の一言を添えて展示
した。

マーガレット（表紙写真）   小澤太一

砂町銀座 1976 年   大西みつぐ

インパール盆地の収穫   杉山正己

「貌」   白鳥真太郎

聖水盤に映るステンドグラス（表 4 写真）   松尾順造

花の下の家族   長谷川健郎

凍てる黒部五郎岳   中村成勝

Flower No1776   金城真喜子

雲高く（北海道十勝平野）   関口哲也

「憲法は国民のもの」中山太郎元外務大臣   郡山貴三
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▲賛助会員トピックス

アサヒカメラ

『アサヒカメラ』創刊 89 年目の 
誌面刷新

　『アサヒカメラ』は 2015 年 1 月号（2014 年 12
月19 日発売）を機に誌面を刷新しました。誌面
全体を①グラビア②特集③連載④コンテスト
⑤ニュース・情報の各ゾーンに再編成し、目次
を読まなくても読みたい記事が探せるよう、導
線が明確な構成に。第一特集では、絶景、桜、紅
葉など読者調査で人気の高いテーマを積極的
に取り上げ、特集に連動した作品が巻頭グラビ
アを飾ります。２月号は「鉄道」、３月号は「桜」の
大特集です。
　さらに、写真界を下支えするアマチュア写真
家の皆さんを全面的にバックアップします。大
西みつぐさんの新連載「魅せる写真、活きる写
真」はまさにその象徴。審査の現場で感じたこ
と、コンテスト応募者との対話で、時にはワーク
ショップという形で、多面的に「魅せる写真の意
味」を掘り下げます。
　テレビ番組「大改造‼劇的ビフォーアフター」
では、「匠」と呼ばれる一級建築士のリフォーム
術で、古い家屋が、伝統を生かしながらも、美し
く、便利な建物に蘇ります。弊誌の「匠」は読者の
皆さん。その声に耳を傾けながら満足してもら
えるような誌面を目指します。おかげさまで部
数も絶好調のアサヒカメラ版「大改造‼劇的ビ
フォーアフター」にご期待ください！

株式会社朝日新聞出版
担当 :『アサヒカメラ』編集長  佐々木広人
〒104-8011　東京都中央区築地 5-3-2
TEL:03-5541-8785
sasaki-h4@asahi.com
http://dot.asahi.com/asahicameranet/

東京工芸大学

土門拳写真展「路上」 
─写大ギャラリー土門拳コレクションより─
2015年1月11日（日）～3月29日（日）

　本展は、東京工芸大学写大ギャラリーが収蔵
する約 1,200 点の土門拳作品の中から、戦前、戦
中、戦後にわたって、路上で撮影されたスナッ
プ写真を集めて展示するものです。
　1950 年代より写真雑誌の月例コンテストの
審査員を務めながら、「カメラとモチーフの直
結」「絶対非演出の絶対スナップ」といった考え
に基づく「リアリズム写真運動」を先導した土門
拳。土門の作品の中でも、カメラを持って街に出
て、それぞれの時代の人々を生き生きと捉えよ
うとしたスナップ写真は、一枚一枚の写真の中
に、その時代と社会の状況をリアルに写し込ん
でいます。
　本展では、戦前の下町の庶民の生活、戦時下
の出征兵士を見送る人々、戦後の混乱期、子供
たち、デモなど、それぞれの時代を象徴する昭
和の日本人の姿を記録した作品を紹介しなが
ら、激しく変化する時代の中で生きる人々のた
くましさと、そこに投げかけられた土門の真摯
なまなざしを感じていただければと存じます。
皆様是非お立ち寄り下さい。

（10:00 ～ 20:00 開館　会期中無休・入場無料）

東京工芸大学 写大ギャラリー
担当：吉野・堀田
〒164-8678　東京都中野区本町 2-4-7 芸術情報
館 2F
TEL：03-3372-1321 （代）
FAX：03-5388-7996
http://www.t-kougei.ac.jp/arts/shadai/

堀内カラー

JPS 会員様限定　フレスコジクレー
プリントお試し券贈呈

　堀内カラーでは、2011 年からインクジェット
用漆喰シート＜フレスコジクレー＞を使ったフ
ァインアートプリントサービスを数多くの写真
作家にご提供してまいりました。

＜フレスコジクレープリントの特長＞
１．プリントの優れた長期保存性
　漆喰シートの硬化により顔料インクの酸性
劣化を抑え、光、熱、湿気に強く、高い耐光性を
持つことでプリントの長期保存が可能になりま
した。
２. 自然な奥行き感を表現
　繊細で不連続な突起が並ぶ漆喰特有のテク
スチャーによって独特の「ゆらぎ」と自然な奥行
き感が表現でき、情緒性豊かな作品に仕上がり
ます。
　このたび、JPS 会員の皆様に限り、通常価格
の 30%OFF でご利用いただける「お試し券」を
お贈りいたしますので、是非この機会にフレス
コジクレーの仕上がりをお試しください。

■お問合せ・お申込先
株式会社堀内カラー
堀内カラー フォトアートセンター
担当 : 清水、末長
〒166-0012　東京都杉並区和田1-6-7　
TEL:03-3383-3358  FAX:03-3383-3360
:photoart@horiuchi-color.co.jp

光邦

高品質印刷の技術力、環境配慮も万全
の総合印刷会社

　弊社は総合印刷会社として、60 余年の歴史
に裏付けされる信頼と技術力、社員の対応力に
ご支持をいただき、大手出版社様をはじめ様々
な業種のクライアント様にご愛顧いただいてお
ります。出版印刷、商業印刷全般の企画提案か
ら制作、流通までトータルにサポートいたしま
す。
　昨年 6 月には東洋インキ株式会社のカレイ
ド認証を受けました。これは同社の 4 色枚葉プ
ロセスインキ「Kaleido」（カレイド）の運用基準
をみたし、従来では考えられないほどの色再現
を安定して運用できる印刷会社であることが
認められたものです。カレイドは既存の 4 色印
刷機で 6 色・7 色印刷に近く、広い色再現が可
能となり、クライアント様のニーズに一層お応
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えできるものとして、カラー印刷の価値を高め
ます。
　また、同年 8 月には第 13 回印刷産業環境優
良工場表彰制度において「日本印刷産業連合会
　会長賞」を株式会社光邦の新座工場が受賞。
環境配慮に対する取り組みにも高い評価をい
ただいております。

株式会社光邦 
営業本部 TEL 03-3265-0612（代）
〒102-0072　東京都千代田区飯田橋 3-11-18 飯
田橋 MKビル
https://www.kohocome.co.jp/

ニコンイメージング 
ジャパン

本社移転のご案内

　このたび弊社は、本社オフィスを 2015 年 1
月に下記の通り移転致しました。
　これを機に、社員一同、心新たに皆様方のご
要望ご期待に添えますよう、業務に精励致す所
存でございます。
　今後とも一層のご支援ご愛顧を賜りますよ
うお願い申し上げます。

株式会社ニコンイメージングジャパン
移転先住所 　〒108-6290
東京都港区港南 2-15-3 
品川インターシティＣ棟
※ご来社の際は 2F ニコン総合受付へお越しくださ
い
新電話番号　（03）6718-3010（代表）
業務開始日　2015 年 1月26日（月）

シグマ

超望遠ズームレンズ SIGMA 150-
600mm F5-6.3 DG OS HSM 2 本を
同時発表

　弊社は 2014 年 9 月に、同じ焦点距離、同じ明
るさでありながら、異なるコンセプトのもとで
開発された超望遠ズームレンズ 150-600mm 
F5-6.3 DG OS HSM Sports、150-600mm F5-
6.3 DG OS HSM Contemporary の 2 本を発

表しました。
　既に発売中の Sports は、プロフェッショナ
ルユースにふさわしいハイエンドモデルとし
て、高い防塵、防滴、防汚性の高い構造を実現。
FLD ガラス 2 枚の採用による圧倒的な光学性
能や、90°毎にクリックを付けた新設計の三脚
座、直進ズームの採用、進化した手ブレ補正機
構、二種のフルタイムマニュアルモードが選択
できるなど、圧倒的な光学性能と高い運動性
能、高い堅牢性を実感頂けるものと思います。
　Contemporary は、Sports のスペックを踏
襲しつつ、ライトウェイトモデルとして高い光
学性能と携行性・操作性を実現、多様な撮影シ
ーンに対応。フィールドでの手持ち撮影で多用
される超望遠ズームにふさわしい簡易防塵防
滴仕様、取り外し可能な三脚座など、ハイパフ
ォーマンスを実現しています。

　撮影用途に合わせていずれかのモデルをご
選択ください。

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM 
Sports
発売中、希望小売価格（税別）：259,000 円
対応マウント：シグマ用、キヤノン用、ニコン用

SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM 
Contemporary
発売日、価格未定
対応マウント：シグマ用、キヤノン用、ニコン用

株式会社シグマ
マーケティング部　
担当：桑山　輝明
〒 215-8530　神奈川県川崎市麻生区栗木 2-4-16
TEL:044-989-7432　FAX:044-989-7451
pr@sigma-photo.co.jp
http://www.sigma-photo.co.jp

エプソン販売

エプソンイメージングギャラリー 
エプサイト 
プライベートラボのご紹介

　エプサイトでは、お客様ご自身でインクジェ
ットプリント制作ができる有償レンタルラボス
ペースをご用意しています。作品制作に必要な
インクジェットプリンター、コンピューター、ス
キャナーを完備し、原稿（データ、フィルム、紙焼
き）をお持込みいただき、ご自身の操作でプリン
ト制作を行っていただくことができます。
　また、JPS正会員および名誉会員の皆さまは、
プライベートラボをご利用の際に JPS 会員証
をご呈示いただくと、エプサイトプライベート
ラボご利用時に割引等特典がございます。
　詳細はお電話にてお問い合わせください。

　プライベートラボは事前予約制となります。
お電話または館内受付にて、「JPS 会員である」
旨をお伝えいただきお申込みください。
　皆さまのご利用お待ちしております。

ラボ機材
プリンター；PX-20000、PX-5002、SC-PX5VⅡ
スキャナー；GT-X980

エプサイト：http://www.epson.jp/epsite/

お問い合わせ先
エプソン販売株式会社
エプソンイメージングギャラリー　エプサイト
〒 163-0401　東京都新宿区西新宿 2-1-1　新宿
三井ビル 1階
TEL03-3345-9881　FAX03-3345-9883
開館時間　月～土曜日10：30 ～ 18：00
休館日　日曜日・夏期・年末年始・（弊社指定日）

（各社からお送りいただいた原稿をそのまま掲
載しました。構成／出版広報委員・伏見行介）
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全国高等学校文化連盟写真部との共催で催している写真部顧問を対象とした第８回「デジタル写真講座」を、2014 年７月
13日福岡、10月26日大阪で開催した。実施にあたっては㈱ニコンイメージングジャパンとエプソン販売㈱の協力で行った。
デジタルカメラの普及は急激で、いまや高校生の大半がデジタルでの写真制作という時代になっている。顧問の先生方

もこの流れに遅れまいとカメラの仕組みや使い方、インクジェットプリントの技術を習得しようと、約７時間の講習を熱心
に体験された。
JPEGデータでの撮影、現像をして写真選び、ニコンViewNX�2 での補正、プリントへの一貫した流れの中で、デジタル

写真の基礎的な技術や魅力を身につけられたように感じた。また、講話では著作権や肖像権の話まで及び、スナップ撮影の
心得や “いま ”を記録することの大切さ、時代の息吹を後世に残すことができるのが「写真」による記録であることを解説
して終えた。� （記／教育推進委員会）

平成26年度全国高校写真部顧問を対象とした「デシタル写真講座」

写真力を伝える、極める
－協力：㈱ニコンイメージングジャパン、エプソン販売㈱－

モデル撮影中の講師と受講者の方 （々福岡会場） 写真を選ぶ作業（福岡会場）

　　　１回目：2014年７月 13日（日）
会　場：福岡大学附属若葉高等学校２階会議室
講　師：松本徳彦、桑原史成
補　助：秋山哲也、森下東樹

今回は、福岡市中央区荒戸にある福岡大学附属若葉
高等学校を会場にして開催された。開催にあたっては
福岡市西区の福岡県立玄洋高等学校の川野祐一顧問が
尽力。開催準備と当日の運営にあたった。福岡、北九州
の地元勢の他、熊本、佐賀から計 20 名が参加した。熊本
からは知名度の高い八代白百合学園（熊本県）の中西琢
也顧問が参加、ベテランらしいレベルの高い作品を見
せてくれた。
開会挨拶で、松本専務理事が「写真は時代を記録する
大切な道具」「生徒さんには感動がにじみ出て来るよう
な写真撮影の指導を」と挨拶した。その後、協賛の（株）
ニコンイメージングジャパンの担当者が「デジタル一
眼レフカメラの操作」を同社の D7100 に DX18 ～
105mmズームレンズを使って説明。撮影実習に入っ
た。実習会場は学校から徒歩で 10 分ほどの所にある大
濠公園で行われた。大濠公園は福岡城の外濠の一部で
大きな池が特徴。周囲２kmの外周道路があり、ジョギ
ングや散歩の人たちでにぎわう憩いの場。中国浙江省
杭州市にある名所の西湖を模して整備されており、池
の真ん中にはいくつかの島が貫くように点在。この島

を橋でつなげているので、池を縦に渡ることも出来る。
この日は高曇りで撮影には絶好の日和。２人の女性モ
デルを背景にあしらって JPS 講師の指導で撮影実習は
始まった。被写体には事欠かないロケーションの中、散
歩を楽しむ親子連れ、自転車を走らせる子どもたち。水
辺で悠々と泳ぐ鳥たち、ベンチでバイオリンを弾く人
などを被写体に昼過ぎまで撮影を行った。学校に戻り、
昼食をはさんで午後は撮影データから自信作を選定
し、協賛のエプソン販売（株）が準備したＡ３ノビのプ
リンターを使用し、グループに分かれて「写真プリント
の制作実習」を行った後、松本講師を中心に作品講評と
質疑応答が行われた。この日撮影した JPS 講師の作品
も展示して講話も行われ、最後に「肖像権とモラル」と
題して松本講師が講話、質疑応答の後、午後５時前に閉
会した。
福岡市内から参加した福岡雙葉高校の我毛（がもう）

秀章教諭は３年前に顧問に。絵やイラスト、写真が好き
でデジタルカメラの使い方を習熟したいと参加。部員数
は就任当時 10名だったのが、現在は３倍を超え、35人
と飛躍的に増えてきた。スマートフォンなどの身近な撮
影機材が急速に普及し、自分の作品がインターネットな
どの媒体を介して発信できる事から写真撮影に対する
好奇心と向上心が芽生え、部活動に入っていると分析。
今回の講習ではハード面の技術が向上したのが成果だ
と話した。その他、参加者のアンケートには「プリントの
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PC での画像処理をする受講者（大阪会場）

作品講評と質疑応答（福岡会場） 

受講者の作品を講評（大阪会場）

あべのハルカス内での撮影実習（大阪会場）

カラーマッチング方法」、「撮影実習は何かテーマの設定
を」、「場面に応じた撮影方法を教えて」などの要望があ
った。� （記／森下東樹、撮影／秋山哲也）

　　　２回目：2014年 10月 26日（日）
会　場：大阪芸術大学スカイキャンパス・あべのハ

ルカス 24階
講　師：田沼武能、桑原史成
補　助：楠本秀一、柴田明蘭

2014 年３月に大阪にオープンした、日本で最も高い
（地上 60 階建て、高さ 300m）超高層ビルであるという
ことで話題になった「あべのハルカス」の 24 階にある
大阪芸術大学のスカイキャンパスを会場とし、高校写
真部顧問を対象にした「デジタル写真講座」が大阪府内
の 12 校 23 名の受講者で行った。2007 年に初めて大阪
（大阪市立工芸高等学校）で行われて以来、関西では７
年ぶり２回目の実施である。
まず始めに田沼会長の挨拶からスタートし、桑原講
師から当日の関係者やスタッフの紹介後に受講者は講
習用に貸し出されたデジタル一眼カメラの使い方の説
明を受けた。次に、17 階のオープンスペースに場所を
移して撮影実習を行った。講習では地元ということも
あり楠本理事と柴田会員が担当することになり、それ
ぞれ２班に分かれてモデルを使っての人物撮影をし
た。表情の引き出し方からポージングはもとより、屋外
でのポートレートの基本である太陽光が被写体に対し
てどの位置にあるかによって写真の出来上がりに大き

く影響することを実演して光の読み方などを教わっ
た。そしてハルカスを飛び出し隣接する天王寺公園へ。
場所を変えて実際の人混みの中で撮影することによっ
てスナップ写真の撮り方やルールなどを学んだ。公園
にいる人達に声をかけて許可をもらい撮影する教諭
や、独自の視点で街の風景を写し撮ろうとする熱心な
姿がとても印象的であった。
会場へ戻ってそれぞれが撮影してきた中からベスト

ショット 1点を選び、用意されていたプリンターでA4
サイズに出力した。この一連の作業を淡々と自発的に
こなす参加者の姿を見ていると、７年前の講習時に比
べてデジタル写真環境が一般化して普及していること
が実感された。そして講師と補助講師の作品も交えて
の作品講評ではプロの視点での構図の作り方や露出の
決め方、撮影機材へのアドバイスなどが話され、受講者
はメモを取るなどして真剣に聞き入っていた。最後は
田沼講師の作品をプロジェクターで投影しながらの講
話「わたしの写真人生」で閉会した。朝９時半から終了
時刻の 16 時半までがあっという間に過ぎた１日では
あったが、プログラムが刺激のある有意義な１日とな
り、学校での生徒達への新たな写真指導に役立てたい
との意気込みを見せてくれた。
この講座は JPS 関係者の他に高文連責任者・吉田

允彦教諭（大阪府高等学校文化連盟）、㈱ニコンイメー
ジングジャパン・米岡一憲、村田和夫両氏とエプソン
販売㈱・松岡達也、池田達也両氏の協力で実施した。会
場の大阪芸術大学の 2人の先生も出席されご協力をい
ただいた。� （記／柴田明蘭、撮影／楠本秀一）
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盛大に開催された年末恒例の
第40回「日本写真家協会賞」贈呈式　受賞者：株式会社アイデム
第10回「名取洋之助写真賞」授賞式　名取洋之助写真賞：高橋智史、奨励賞：中塩正樹
平成26年度会員相互祝賀会

2014年 12月 10日　於アルカディア市ヶ谷

「日本写真家協会賞」贈呈式と「名取洋之助写真
賞」授賞式
年末の恒例行事のひとつ、第 40 回「日本写真家協会賞」

贈呈式、第 10 回「名取洋之助写真賞」授賞式および平成 26
年度会員相互祝賀会が、2014 年 12 月 10 日（水）に東京・
市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷で盛大に執り行われた。当
日、会場には受賞者をはじめ、来賓、当協会の賛助会員と会
員の 331 名が出席し、大いに賑わいを見せた。

田沼武能会長の挨拶に続き、文化庁の佐伯浩治文化部長
から「写真を巡る昨今の状況は大きく変化していますが、
写真文化は 2020 年に向けてまさに発展の好機。日本写真
家協会の活動により、写真芸術、技術の一層の発展を望ん
でいます」という祝辞をいただき贈呈式がスタートした。

日本写真家協会賞を受賞した株式会社アイデムに表彰
状と盾が贈られ、椛山亮代表取締役社長から「当社は人材
ビジネスの会社で、求人広告を通して写真が持つ強力な力
を強く感じています。13 年前（2001 年 9 月）にフォトギャ
ラリーを開設し、天空で一番明るい星と言われているシリ
ウスと名付けました。また 10 年前からは小中高生を対象
にした「はたらくすがた」写真コンテストを開催していま
す。今後もギャラリーを通じて、できることをやっていき
たいと思っています」という受賞の言葉が述べられた。

名取洋之助写真賞の授賞式では、選考委員の大島洋氏が
選考経過を報告。今年度は 43 作品の応募があり、レベルの

高い作品が多かったことが伝えられた。名取洋之助写真賞
を受賞したのは、高橋智史氏の「屈せざる女性たち／カン
ボジア−変革の願い」。高橋氏は第 7 回、第 9 回の名取洋之
助写真賞のファイナリストでもある。2003 年からカンボ
ジアを取材、2007 年からは首都プノンペンに生活と撮影
の拠点を置き、報道されることの少ないポルポト政権以降
の苦しい市民生活を追っている。そうした姿勢が作品に厚
みを与えている。この点も評価、支持された一因であると
いう。

受賞した高橋氏は、「カンボジアでは、政府によって土地
を奪われることが大きな社会問題になっています。本日は

「国際人権デー」で、カンボジア全土から徒歩でプノンペン
に向かい、デモに集結しています。本当なら今日、その場に
いて取材したかった。多くの人がこの国を変えようと命を
かけて闘っています。彼らとともに暮らし、いつか訪れる
喜びの瞬間を捉えたいと思っています。これからも届かぬ
思いや叫びを日本に伝えていきます」と力強く述べられ
た。

名取洋之助写真賞奨励賞を受賞したのは、中塩正樹氏の
「誇り高き祭り人 刻を紡ぐ」。中塩氏は地元の奈良の祭り
を通じて文化、生活を撮り続けており、第 6 回の奨励賞に
続く 2 度目の受賞となる。中塩氏からは、受賞の喜びとと
もに祭り人の想いをこれからも撮り続け、伝えていくとい
う決意が述べられた。

田沼会長（左）より表彰状を授与される株
式会社アイデムの椛山亮代表取締役社長

選考経過を報告する大島洋氏

「日本写真家協会賞」の記念写真

「名取洋之助写真賞」の記念写真

祝辞を述べる文化庁の佐
伯浩治文化部長

受賞挨拶をする高橋智史氏

受賞挨拶をする椛山亮代
表取締役社長

受賞挨拶をする中塩正樹氏
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れた。
会場内では、恒例の餅つきが行われ、美味しい餅が振舞

われた。また、賛助会員約 40 社からご提供いただいた豪華
賞品の福引抽選会が賑やかに行われた。その後、熊切圭介
副会長から 65 周年記念事業「日本の海岸線を行く」につい
ての説明があり、熊谷正理事をはじめとする JPS 展の運営
委員からは第 40 回 JPS 展の公募開始が報告された。「日本
の海岸線を行く」では、海洋国家である日本の風土をはじ
め、文化やくらし、祭りなどを取り上げていくので、面白い
ものになるだろうということだった。JPS 展は、今回から
20 才以下部門が 18 歳以下に変更されたこと、また東京都
写真美術館のリニューアルにともなう一時閉館により、第
40 回と第 41 回の 2 回は上野の東京都美術館で開催される
などが伝えられた。

およそ 2 時間の宴ののち、熊切副会長の閉会の挨拶と木
村恵一名誉会員による三本締めで閉会。参加者は全体記念
写真のプリントを受け取って会場をあとにした。プリント
作業は、写真弘社の協力により、会場脇で行われれた。

（記／出版広報委員・柴田 誠、撮影／出版広報委員・
桃井一至）

賑やかに行われた会員相互祝賀会
全体記念写真の撮影が行われると、会場は和やかな雰囲

気に変わり、吉岡一紀会員の司会により会員相互祝賀会が
開始された。

風邪の影響でうまくしゃべれないという田沼会長の挨
拶では、東京国立近代美術館フィルムセンター（神奈川県
相模原）に約 43,000 本のフィルムが収蔵されたことをは
じめ、2015 年 5 月に創立 65 周年を迎える来年度の活動予
定として、「知っていますか…ヒロシマ・ナガサキの原子
爆弾」写真展を 2015 年 8 月に JCII フォトサロンで開催す
ること、また創立 65 周年記念事業「日本の海岸線を行く」
の写真展と写真集の準備を進めていることなどが述べら
れた。来年は広島・長崎の被爆 70 年となる節目の年。原爆
の恐ろしさを伝えるのは写真家の責務であると語った。

田沼会長の挨拶に続き、日経ナショナル ジオグラフィッ
ク社の伊藤達生代表取締役社長が祝辞を述べられた。中で
もニューヨークでは日本の写真が注目を集め始めており、
来春、日本の写真をテーマにしたシンポジウムが行われる
予定になっているという点が印象的だった。

賛助会員を代表してキヤノンマーケティングジャパン
の八木耕一取締役 常務執行役員の発声により乾杯が行わ

今年も賑わいを見せた福引抽選会

会員相互祝賀会の記念撮影 ( 撮影・藤井勝治 )

今年、受賞・出版・写真展で活躍した会員の方々 餅つきに挑む受賞者の皆さんと会長

日経ナショナル ジオグラ
フィック社の伊藤達生代表
取締役社長による来賓祝辞

乾杯をするキヤノンマーケ
ティングジャパンの八木耕
一取締役 常務執行役員



46

◆平成 26 年度第１回国際交流セミナー◆
写真家からのメッセージ

─君たちも世界を見よう─
2014 年 10 月 25 日（日）　於：賢者屋 -kenjaya-
新宿にある学生のための無料フリースペース「賢者屋
-kenjaya-」にて、石川梵、桃井和馬両会員を講師に招き、
国際交流セミナーを開催した。
「地球を撮る、人を撮る」という２つのテーマで撮影し
ている石川梵氏のトークからセミナーは始まった。空撮
による「地球を撮る」の作品では、生物が活動できない火
山地帯であっても過去に生命がいた痕跡を見る事で地
球のダイナミズムを感じ取る事ができたという。
「人を撮る」では、戦場取材の際、先導する自分と同年
齢の兵士になぜそのような危険を冒すのかと尋ねたと
ころ「海外に自分達の行動を知って欲しい」と返答され、
これを世界に伝えるのが自分の役割なのだと気がつい
たそうである。また、宗教については、20歳の時に行った
インドで、ヒンズー教の教えから 25 年間片手を挙げ続
ける老人に出会ったことや、戦闘時でも礼拝は欠かさな
い反政府ゲリラの姿勢などが、宗教を考える動機になっ
たとのことである。
世界を廻ってわかった事は、人々の根底には「祈り」が

あり、生活と宗教が密接に関わっているとの事である。
人を理解するには宗教を理解しないといけないと考え、
伊勢神宮の取材を始めている。世界を見る事で日本を知
り、日本を知る事で己を知る事が出来ると語られた。
続いて桃井和馬氏の話になった。「この地球で、なんで

生きて行くのか」をテーマとして世界各地で写真を撮っ
てきているそうだ。写真には１枚に全ての時間が写って
おり、良い写真では写っている時間が動き出すと氏は語
る。海外で写真を撮るには、まず相手のパーソナルスペ
ースに入る事がとても大切であり、拒まれたら良い写真
は撮れない。まず最初にすることは思索することであ
る。写真は写す前に考え、見る時に考えるものなのだと
語られた。
休憩後、第２部では聴講者が「旅と私」というテーマで
撮影した写真について両氏に講評をいただいた。今回の
セミナーは学生や若者を対象とした試みであったが、高

セミナー研究会レポート
校生の参加なども含めて、全体の３分の１が女性であっ
た。積極的な発言も多く、セミナー終了後には両氏が質
問攻めに遭う様子が見られた。これからの社会を担って
行く若い人達に、写真家からのメッセージが伝わった
と、感じられるセミナーであった。参加者 60名。
� （記／片桐寿憲、撮影／芳賀日向）�

◆平成 26 年度第２回著作権研究会（関西）◆
デジタル時代の著作権と肖像権

2014 年 11 月 20 日（木）　　 於：大阪市・愛日会館

ここ数年、関西地域で毎年のように著作権研究会を開
催していることもあり、関西に於いても写真家や写真愛
好家の著作権に関する意識が高まっているようで、大変
活気のある研究会となった。
第１部は北村弁護士によるテーマ「デジタル時代の写
真著作権と肖像権」の基調講演にて、写真撮影に於ける
被写体側のさまざまな権利や、撮影者側の撮影の自由や
公表の自由などの権利と法的な制約について、最近問題
となっている事例や論点に触れた人物以外の肖像権や
撮影場所の諸問題公表に関する問題などについて、およ
そ１時間の講演があり、満員の会場の参加者の真剣なま
なざしを受けながら進行した。
続いての第

２部では、北
村弁護士と司
会の永嶋会員
による対談形
式で、最近話
題になった電
車内でのいわ
ゆる下着などを直接撮影していない盗撮による迷惑防
止条例による逮捕というセンセーショナルに報道され
た事件の問題点などを取り上げた。スナップ写真撮影時
の危惧と対策、国内外に於ける写真の発表に関する注意
点、商業ベースでの肖像についての注意点、伝統行事な
どでの被写体の問題や教育機関の肖像の扱いなどにつ
いて、それぞれの事例での解説があった。このセッショ
ンでの最後には、実際の仕事の作例を用いた具体的な事
例を対象にした写真著作権及び複数の写真を用いた合
成加工などの二次著作の発生にいたる問題などに関し
て討論を行った。こちらも共感なども多く、参加者の興
味をそそるものとなった。
そして、第３部では参加者の待ち構えていた質疑応答

となり、事前に受付けていた数種類の質問への回答を経
てから会場の参加者からの質問を募り、日本の古都であ
る京都がある関西ならではの神社仏閣での撮影に関し
ての疑問点も多く、人物ではなく建造物にも肖像権があ
るか？個展などの発表と商業ベースの使用での注意点
などや肖像権の時効、テレビなどでのモザイクやぼかし
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についての翻案の問題、発表する写真のクレジット明記
は必要か？などといった実情にあった鋭い質問などが
数多く発言され、とても深いディスカッションにもなり、
活発なセッションとなり、時間いっぱいまで熱気のある
セミナーとなった。参加者 77名。
� （記／永嶋サトシ、撮影／川畑秀樹）

◆ page2015 オープンイベント・JPS セミナー◆
「いまは写せても、過去を撮ることはできない」
2015 年２月４日（水）於：サンシャイン文化会館７階

写真が誕生して 170 年。これまで膨大な数の写真が撮
られ、原板が残されてきた。わが国においても自然災害
や戦火を逃れて多くの原板が個人だけでなく、各地の公
文書館や博物館、郷土資料館などに残され利用されてい
る。しかし、保存環境が適切でなかったために種々のダ
メージを受け、使用できないものが多数存在することが
分かってきた。こうした貴重な記録が失われていく現状
を一刻も早く
救済し適切な
環境で保存
し、利活用を
図るべく活動
しているのが
「日本写真保
存センター」
である。
今回の JPSセミナーは全体を３つのテーマに分けて
行われ、まず最初に「木村伊兵衛の写真原板は…」と題し
た田沼武能（JPS会長）氏の講演からスタートした。
木村伊兵衛の名作といわれる写真が撮られた状況を、

そのコマが含まれたロールフィルムのコンタクトプリン
トを投影し、当時のエピソードを交えながら語られた。
名作といわれるカットは、そのどれも数枚しか撮られ

ていなく、街中での撮影は写された人が気付かないほど
の素早さであった。被写体の発見から撮影までに、フレ
ーミングはおろか一人一人の表情までを瞬時に見極め
捉えている。対象とした被写体だけでなく、背景や周辺
の描写までを的確に捉える観察力の鋭さ、瞬間描写の巧
みさは真似のしようがないところから名人といわれる
所似であろう、と。また、ネガが傷つくとの理由から、当
時はコンタクトプリントがほとんど作られておらず、没
後にアサヒカメラによって制作されたことが明かされ
た。
木村伊兵衛の写真原板を通して、原板保存の重要性が
再認識される。写真家によって対象となる被写体の捉え
方や描写の違い、心の動きなど、一連のネガやコンタク
トプリントの中から見えてくるものも貴重な時代の記
録ではないだろうか。
続いて、２つめのテーマは「写真の保存方法 –包材を

中心に –」を吉田�成（東京工芸大学芸術学部写真学科教
授）氏が講演をした。
１．写真の劣
化の要因とし
ては、使用す
る材料、現像
処理、保存方
法のすべてが
必要とする条
件を満たして
いないと写真を長期間保存することが出来ない。写真が
劣化するときには、一つの要因によって起きることもあ
るが複数の要因が重なって起こることも少なくない。
２．写真の保存環境の適正化では、写真の劣化を遅らせ
るためには、保存環境の適正化、保存容器の選択など、写
真の収納条件を整えることが大切だ。対策として、マク
ロ的観点からは収蔵施設あるいは保存庫などの環境、ミ
クロ的観点からは保存容器、包材などの条件を整えるこ
とが必要である。
３．包材については、市販されているアルバムや台紙な
どの中には、長期保存用としては適していないものも少
なくない。包材を選ぶ上で重要なことは、包材自体が写
真に悪影響を与えてはならない、科学的にも物理的にも
安定なものでなければならない、と解説された。

「フィルムを長期に保存するには、どうすればよいか」
・包材を無酸、中性紙のものに取り換える。
・空気の乾燥した日に、フィルムを納めた箱の蓋を開け
て、風通しを良くする。
・良く使用されるフィルムほど、劣化が起きていない。大
事に仕舞い込んでいるフィルムほど劣化が進んでいる。
・箱や缶の蓋をテープなどで締め切らない。密閉しない。
・湿気は大敵、湿度の多いところでの保管は避ける。
３つめのテーマは、吉田�成氏による講演内容を実践
するための「包材メーカーと商社関係者による講演」で、
（株）コスモスインターナショナル、（株）資料保存器材、
（株）TTトレーディング（旧社名：特殊紙商事（株））、日
本無機（株）、フォト・ギャラリー・インターナショナル、
ラーソン・ジュール・ニッポン（株）の６社によるプレゼ
ンテーション
と各社の展示
ブースでの実
演があった。
サンプルを
手にして熱心
に質問する参
加者が数多く
見られ、JPS会員、写真関係、企業、美術館・博物館、研究
機関の方々で 116 名であった。
� （記・撮影／小池良幸）
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◆林 義勝（1975 年入会）
昨年、写真月刊誌『フォトコン』で「写真
家林忠彦・父林忠彦」という連載を一年
間しましたが、引きつづき本年度も継続
することになりました。全集、評伝等で林
忠彦の仕事を知ることはできますが、こ
の度の企画では、人間、林忠彦を息子が見
てきた身近な視点で生身の林忠彦像を伝
えていきたいという思いからスタートし
たもので、最期の仕事となった写真集『東
海道』から始まり、過去に遡り発表されて
きたそれぞれの作品への取り組み方や、
当時の撮影エピソード等を織まぜながら
インタビューで進めていくという内容で
す。生涯現役写真家として生きてきた林
忠彦という生身の人間像を記憶をたどり
ながら伝えて行きたいと思っておりま
す。是非ご一読を。�（東京都新宿区在住）

◆長谷川 修（2004 年入会）
『これからはじめる商品撮影の教科書』

（技術評論社）という書籍を昨年秋に出版
いたしました。
写真撮影の解説書籍は、今までは共著

や助太刀的手伝いの立場での著書でし
たが、５冊目にして初の単独著書になり
ます。「このような内容で」という最初の
原案や構成を考え、全ての作例写真を撮
影し解説文を書き綴ったものでもあり、
まるで宝物のような思いの一冊です。そ

ーを三脚に固定させていた。列車が来る
までのひとときをフィルムカメラ談義が
続いた。今、露光計を持ちマニュアルカメ
ラで楽しい時を過ごしている。
� （東京都杉並区在住）

◆西村 建子（1995 年入会）
パリフォト・世界最大の写真の祭典開
催会場グランパレは世界 143 のギャラリ
ーが集まり、各国からの入場者で大変賑
わっていました。
浜口タカシ作品は、大学紛争から 5点

タカ・イシイギャラリーのユニークな壁

Message Board

して、写真撮影
にとって大切
な「光（ライテ
ィング）」につ
いても、これま
での経験をも
とに自分なり
の考えをまと
めました。ちょ
っと自慢の気
持ちもありつ
つ、「おかげさまで、こういう書籍を出版
することができました」というご報告で
す。
追伸：けっして、「買って読んでくださ

い」など、押し売りをしようという意図や
思惑や目論見は、おそらく、決してありま
せん。書店になくても、アマゾンでも売っ
ていますけれど。（笑）
� （埼玉県白岡市在住）

◆荒川 好夫（1981 年入会）
C61 型 SL 復活後、初めて非電化区間

の水郡線を走った。中舟生と山方宿間で
DL頭の列車をマミヤ C220 で撮ってい
た時、「お早うございます」と同年代の紳
士から声を掛けられた。「きれいにお使い
ですね！！」「最近はなかなか出番がな
く」とゼンザブロニカS2の美しいボディ

面の両
サイド
に展示
さ れ、
来場者
の多く
が興味
深く見入っていました。別会場では写真
集『記録と瞬間』、『戦慄の成田空港』の２
冊のボックスセットが販売されましたが
初日に完売となりました。期間中の入場
者は 6 万人という盛況を見せていまし
た。� （神奈川県横浜市在住）

◆板垣 宏（1968 年入会）
「白内障に注意を」

撮影時には何の不便も無く仕事を続け
ていましたが、撮りだめの写真のデジタ
ル化を 2～ 3年がかりでするうちに老眼
鏡の度があがるばかりでとうとう両眼と
も白内障の手術をしました。結果ですが
スキャナーのガラスネガホルダーを長年
使用していたのでその間に針で突いた程
度の傷が無数についていたのに眼力が及
ばず、手術後に作った眼鏡でやっと気付
き、スポット修復ブラシでは追いつかず
再スキャンの一年でした。
� （島根県出雲市在住）

◆小西 忠一（2008 年入会）
皆さん葛根廟（かっこんびょう）事件と

いうのをご存じですか？
この事件は終戦時の 8月 9日、一方的
に不可侵条約を破棄し、旧満州興安街（現
中国ウランホト）に攻め込んで来たソ連

でこの事件が余り知られていないので、
少しでも多くの人に知ってもらい、二度
とこのような惨たらしいことが起こらぬ
様にとの願いから、現場の写真を撮り発
表したいと思い、慰霊のツアーに参加し
ました。しかし中国政府は好ましくない
のか、前の数回のツアーと同様、現場に入
れませんでした。仕方がないので私は早
朝現地でタクシーを雇い現場に潜り込
み、ちょうど居合わせた現地の農民に教
えてもらい現場を撮影することができま
した。　帰国後、この写真をサンデー毎
日で発表し、さらに今年発行された証言
集に写真を提供しました、今年はまた生
存者であり命日会の代表である大島満吉
氏が日本記者クラブその他で講演をする
にあたり、写真を映す役割を引き受け協
力しました。これがNHKテレビでの放
映と数社有力新聞での記事の掲載にな
り、この事件のことを更に多くの人に知
ってもらうチャンスが生まれました。こ
のような私の微力が少しでも最終的に
「日本不戦の念」に繋がれば有難いと思っ
ています。
� （東京都新宿区在住）

◆村上 昭浩（2013 年入会）
撮りためている、馬搬（ばはん）の写真
展を開催します。馬力で山から木を引き
出す仕事に従事する人は減少の一途をた
どっていましたが、近年、興味を持つ若い
人たち
も出て
きまし
た。 馬
搬技術
の伝承
に写真
の力が

軍の戦車 15 台
が、避難中の
1300 人の無抵
抗の日本女性
と子供を轢き
殺し、その上戦
車から降りて
きた兵士が銃
で皆殺しにし
た悲惨な事件
です。私は日本

役立てば、との思いもあり撮影を続けて
います。
「馬搬（ばはん）─山で働く人と馬─」
2015 年 4月 1日（水）～ 10日（金）、コ

ニカミノルタプラザ（東京都新宿区）
� （宮城県仙台市在住）

◆小川 泰祐（1998 年入会）
2015 年冬、私は久し振りに「課題」を抱

えて正月を迎えた。12 月 23日より 1月 4
日まで、皇居内の二重橋を含む 4カ所の
ライトアップ、大手町北側、川沿いに整備
された遊歩道のそれぞれ「夜景」撮影の
依頼を受けた。
微妙なタイミングの「夕景」5カ所の撮

影にはロケハンを含め 7日を要した。
高級デジタルカメラを抱えたアマチュ

アカメラマンとおんぼろビューカメラを
抱えた私と並列の二重橋では、アマチュ
アの先生（？）から夕景撮影のウンチクを



49
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 158

Message

ア４ヵ国、トルコ７回などで、その原点は
玄奘三蔵に思いを馳せたことからです。
こうしてシルクロード関連を２冊出版す
ることができましたが、これが当書に選
ばれた所以かもしれません。
� （東京都足立区在住）

◆池谷 俊一（1992 年入会）
私はプロ写真家の名を拝して、まだ

三十余年。故に己れの仕事は感得の半眼
と猛省。毎夜の如くBW�FILM現像。一
夜に一作と必修するが得心の作は、闇の
暗室時空で産声を簡単には上げはしな
い。写真家には二つの両分在り。どちらか
一方では私の自作と思いにくい。撮影は
外的行動の私。暗室現像の時の私は内省
思考写真家という職人＋表現者は、能面
作家と同一視で彫刻刀と塗師の極美界
持参が基調。顔作品が私のライフワーク
で今千二百顔である。
� （静岡県御殿場市在住）

◆山口 勝廣（1969 年入会）
《御嶽山大噴火・神の棲む山の怒りか》
死者 57 名・行方不明 6名の大参事！
9月 27日 11 時 52 分、長野・岐阜県境

の御嶽山（3067m）が噴火、57 名の犠牲者
をだし、行方不明者 6名は凍てついた雪
の山稜に残されたままだ。1979 年には、
有史以来死火山といわれた御嶽山が突
然大噴火、今回は、紅葉の最盛期、天空に

国から
下関は
各駅停
車 で
182 分
座りっ
ぱなし

聞きな
がらの
撮影と
なった。
先生は
全てオ
ート、先

近い剣
ヶ峰か
ら八丁
ダルミ
周辺に
多くの
犠牲者
がでた。
好天が災いともなった。
島崎藤村文学に展開される人間の不条
理と街道文化に惹かれ、木曽取材を開始、
半世紀が経過した。この間、一子相伝の太
太神楽、伝承の獅子狂言や地歌舞伎、修
験の流れをくむ御嶽講や御嶽教大御神
火祭等記録。
噴火翌 28日開田九蔵峠より噴煙を記
録。（合掌）� （神奈川県川崎市在住）

◆大津 茂巳（2008 年入会）
青春 18 切符でGO!!
今年で 50 歳になる自分ですが、昨年末

から新年 5日まで生まれて初めて青春
18 切符で各駅停車の旅をしてきました。
昨年 28日に帰省をかねて九州を目指し
て start!!�4 時 45 分川崎発の熱海行きに
乗り込みました。この日の目的地はとり
あえず京都まで、乗り換え５回、8時間 25
分で到着でした。何となく楽勝と思って
しまったのですがそれが大間違いでした
…。翌、29日は実家のある九州の久留米
をめがけてまたまた始発で出発したので
すが、いやはや九州は遠かった。乗り換え
6回、13 時間 59 分は堪えました。特に岩

は辛いのなんの、着いたときにはお尻が
二つに割れていましたよ。（笑）
年末年始は実家で過ごし 1月 3日に青
春の旅は再開されました‼
帰りのミッションは出雲大社に行っ

て、私達が撮影した婚活写真のお客さん
とこれから撮影するであろうお客さんの
為に縁結びの神様にお参りとお守り購入
の旅でした。行程は 10 時間ぐらいかな
…。翌 4日に京都に向けて青春を重ね、5
日に 乗り換え回数 25 回 移 動 距離
2501kmの青春の旅は幕を閉じました。
（笑）今度は北を目指そう～～～♪
� （神奈川県川崎市在住）

◆佐々木 恵子（1971 年入会）
４月に大腿部骨折、手術、仕事は半年休
み今は少しずつ再開。言いたくないけど
年令には勝てない。杖をついてローライ
を持って 40 分歩いて海までリハビリを
兼ねて毎日散歩。歩くのが苦手の私が夏
場は汗びっしょり。あとは自宅に 2000 本
あるネガ（10 年間女性週刊誌の時の仕
事）の整理を始めたけれど少しずつしか
出来ない。時間のある時しか出来ないの
に。今も走れないけど脚立に乗れないけ
どなんとか仕事を再開。以上 71 才の毎
日。� （神奈川県逗子市在住）

◆藤井 勝治（2002 年入会）
2020 東京五輪に相当期待を込めてい

ます。仕事柄、スポーツが多いのですが仕
事の枠の広がりを願い、そして趣味であ
る射撃で五輪への出場も夢ではないと思
っています。
思い起せば約 20 年位前、TVで芸能人

クレー
射撃大
会を見
て、私も
射撃を
やりた
いなと
思い、警

ず失敗はありませんと大満足。多くのア
マチュアに支えられているカメラメーカ
ーの満足感を象徴する様な出会いとなっ
た。寒風の中の撮影ではあったが、学生時
代を彷彿させた楽しい「冬休み」となっ
た。� （神奈川県鎌倉市在住）

◆山崎 陽一（1981 年入会）
以前にも書いたことだが、8年前に 60
歳で写真家から公共事業に反対して市
議会議員に転身した。
週刊誌の連載などはやめ、住民自治の
現場や震災復興支援活動などの撮影を
買って出る。活動の主旨を捉え、起承転結
をつけた記録をCD-R やアルバムに整理
して渡すと「さすがにプロの仕事」と関係
者に喜ばれる。この現場体験は、議員活動
と表裏一体だ。これほど「知的好奇心」を
刺激する仕事はなく、また自己実現にも
つながっている。JPS 会員の皆さんもぜ
ひ地元議会に挑戦してほしい。
� （東京都羽村市在住）

◆増田 彰久（1971 年入会）
1971 年『写真集・明治の西洋館』が毎

日新聞社から出版されました。これが私
の処女出版でしたが一昨年、43年ぶりに
復刊されました。
そして、昨年は 30 年ほど前に東京建探
偵団の仲間と文春文庫から出した『建築
探偵術入門』が 9月に復刊されました。当
時は東京と横浜の西洋館 230物件を紹介
した唯一のガイドブックでした。まだ西
洋館の社会的な評価や認知度が低い時
代でしたが、珍しく増刷を重ねてきた本
です。
今回の復刊により古い世代には「懐か

しさ」を、若い世代には「かつて、ここにこ
んな西洋館があったのか」とロマンを感
じてもらいたい。現在ではガイドブック
の役には、たちませんが大らかな気持ち
で愉しんでいただけると嬉しいです。
� （東京都町田市在住）

◆萩野矢 慶記（1986 年入会）
昨年 6月絹産業で栄えた「富岡製糸場」

と、絹で結ばれた「シルクロード・天山回
廊」が同時に世界遺産に登録されました。
これを記念して文化ジャーナリストの白
鳥正夫氏が「シルクロードの現代日本人
列伝」（三五館）を出版しました。第１から
第４章に 4名の大御所の軌跡が綴られ、
最終章の７名の中には私も選ばれまし
た。私のシルクロードの旅は、出発点の西
安から敦煌、さらに日本列島より広いタ
クラマカン砂漠を３回で一周し、その先
のウズベキスタンを４回、更に中央アジ

察署にて試験を受け合格、まずはエアラ
イフルを始め（何せ射場が近いので）20
年程射撃をやって来ましたが、法律を毎
日背負ってるのに疲れ所持を放棄するこ
とになりました。
しかし、２年前の東京国体に出合い、射
撃の取材撮影が数箇所あり、自分もクレ
ーをやりたいと思いました。
写真と射撃は共通する所があり、出場

の可能性も捨てたものではないと今新た
に所持に向けて計画中です。
� （東京都足立区在住）



協会に寄贈された会員の出版
物を到着順に掲載致します。

（2014・9 月〜 2015・2 月）
①発行所　②発行年月
③サイズ（タテ×ヨコ）、頁数
④定価 ⑤寄贈者
⑥電子書籍ストア

ステンドグラス巡礼
松尾順造

家庭で作れる
サルデーニャ料理

料理・TOMOKO Fujita、
写真・山口規子

東久留米
武蔵野の面影

高橋喜代治
①長崎文献社　② 2014 年 9 月
③ 21 × 15㎝、109 頁
④ 1,400 円　⑤松尾氏

①河出書房新社　② 2014 年 9 月
③ 25.7 × 18㎝、95 頁
④ 1,600 円　⑤山口氏

①けやき出版　② 2014 年 10 月
③ 21.7 × 21.7㎝、92 頁
④ 2,000 円　⑤高橋氏

Nikon D810
完全マスターガイド
撮影･文 ･ 小城崇史

小さな森の物語
～十勝・鎮守の杜の動物たち～

矢部志朗

ケルトの風に抱かれて
川津英夫

日本人なら 
一生に一度は見ておきたい

民話と伝承の絶景 36
石橋睦美

①朝日新聞出版　② 2014 年 8 月
③ 27.6 × 21㎝、128 頁
④ 2,000 円　⑤小城氏

①北海道新聞社　② 2014 年 9 月
③ 22.5 × 18.2㎝、96 頁
④ 1,759 円　⑤発行所

①日本写真企画　② 2014 年 9 月
③ 18.2 × 12.8㎝、64 頁
④ 800 円　⑤川津氏

①山と溪谷社　② 2014 年 10 月
③ 21 × 15㎝、151 頁
④ 1,700 円　⑤発行所

秘景 ｢黒部｣
黒部渓谷と雲ノ平を取り巻く山々

中村成勝

京都
天神をまつる人びと

写真・西村豊、
文・三枝暁子

天地の霊気
原槙春夫

奈良 大和路の紅葉
写真・桑原英文

①山と溪谷社　② 2014 年 8 月
③ 25.6 × 18.2㎝、91 頁
④ 2,500 円　⑤中村氏

①岩波書店　② 2014 年 9 月
③ 21.3 × 19㎝、118 頁
④ 2,700 円　⑤西村氏

①遊人工房　② 2014 年 10 月
③ 27.7 × 30.7㎝、165 頁
④ 4,600 円　⑤原槙氏

①淡交社　② 2014 年 10 月
③ 21 × 15㎝、111 頁
④ 1,600 円　⑤発行所

ＪＰＳ
ブック
レビュー
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Daytime Infrared Images 
2014

石田研二

WAVE
～ All things change ～

森永　純

生駒の火祭り
三田崇博

これからはじめる 
商品撮影の教科書

長谷川修
①コスモスインターナショナル
② 2014 年 8 月　③ 25.7 × 18.2㎝、26 頁
④ −　⑤石田氏

①かぜたび舎　② 2014 年 8 月
③ 28.7 × 28.7㎝、136 頁
④ −　⑤森永氏

①読書館　② 2014 年 11 月
③ 29.4 × 21㎝、32 頁
④ 1,000 円　⑤三田氏

①技術評論社　② 2014 年 11 月
③ 25.7 × 18.3㎝、175 頁
④ 1,980 円　⑤長谷川氏

ナウル日和
小澤太一

結界
下瀬信雄

日本の作家
林　忠彦

デジタル一眼レフカメラと 
写真の教科書

動物園＆水族館の撮り方編

内山　晟
①日本カメラ社　② 2014 年 11 月
③ 20.7 × 22.7㎝、104 頁
④ 3,200 円　⑤発行所

①平凡社　② 2014 年 10 月
③ 25.4 × 26㎝、143 頁
④ 4,200 円　⑤発行所

①小学館　② 2014 年 9 月
③ 28.5 × 21㎝、184 頁
④ 2,200 円　⑤林義勝氏

①インプレス　② 2014 年 11 月
③ 21 × 18.3㎝、144 頁
④ 2,000 円　⑤発行所

Canon EOS 7D MarkⅡ
完全マスターガイド
撮影・文 ･ 小城崇史

世界遺産写真集
｢オセアニアの遺産｣

三田崇博

文士の時代
林　忠彦

NORTHERN LIGHTS
谷角　靖

①朝日新聞出版　② 2014 年 10 月
③ 27.7 × 21㎝、128 頁
④ 1,900 円　⑤小城氏

①読書館　② 2014 年 10 月
③ 19.6 × 22.4㎝、52 頁
④ 2,900 円　⑤三田氏

①中央公論新社　② 2014 年 9 月
③ 15 × 10.5㎝、400 頁
④ 1,300 円　⑤林義勝氏

①青菁社　② 2014 年 9 月
③ 14.8 × 20.5㎝、96 頁
④ 1,500 円　⑤谷角氏
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国防男子
宮嶋茂樹

トットちゃんと地球っ子たち 30 周年

黒柳徹子ユニセフ親善大使
訪問記録
田沼武能

スモーキーマウンテンレポート
in Philippines

｢あのときの子どもたちは｣
森田雅章

日本の民俗 祭りと芸能
日本の民俗 暮らしと生業

芳賀日出男
①集英社　② 2014 年 5 月
③ 25.7 × 18.3㎝、127 頁
④ 1,800 円　⑤宮嶋氏

①新日本出版社　② 2014 年 11 月
③ 24 × 19㎝、15 頁
④ 500 円　⑤田沼氏

①森田雅章　② 2014 年
③ 15 × 21㎝、70 頁
④ −　⑤森田氏

① KADOKAWA　② 2014 年 11 月
③ 15 × 10.5㎝、311、298 頁
④ 1,280 円　⑤芳賀氏

国防女子
宮嶋茂樹

寿辞
大工・植田家と浪江町の歩み

撮影・長谷川健郎

東北朝市紀行
池田進一

憧憬
ラフカディオ ハーンの

足跡を旅して

写真・古川誠、文・山根み佳
①集英社　② 2014 年 5 月
③ 25.7 × 18.3㎝、127 頁
④ 1,800 円　⑤宮嶋氏

①新宿書房　② 2014 年 7 月
③ 30.3 × 21.7㎝、111 頁
④ 2,800 円　⑤長谷川氏

①こぶし書房　② 2014 年 11 月
③ 19.5 × 13.3㎝、182 頁
④ 1,800 円　⑤池田氏

①ハーベスト出版　② 2014 年 12 月
③ 25.7 × 17㎝、167 頁
④ 1,800 円　⑤古川氏

里の時間
芥川仁、阿部直美

凍る嘴
嶋田　忠

遠山郷霜月祭
あらびるでな

秦　達夫

時代を刻んだ貌
田沼武能

①岩波書店　② 2014 年 10 月
③ 17.4 × 10.7㎝、222 頁
④ 980 円　⑤芥川氏

①平凡社　② 2014 年 11 月
③ 30.3 × 23㎝、80 頁
④ 3,800 円　⑤嶋田氏

①信濃毎日新聞社　② 2014 年 12 月
③ 18.2 × 25.8㎝、112 頁
④ 2,000 円　⑤秦氏

①クレヴィス　② 2014 年 12 月
③ 26.4 × 19.5㎝、323 頁
④ 3,000 円　⑤田沼氏
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宗形　慧殿
� 月刊「たくさんのふしぎ」356 号 村を守る、ワラのお人形さま

芳賀日向殿� 監修 ･ 芳賀日向・日本の祭り 2015 年版
森田雅章殿� 妖精たちの小宇宙
近藤誠宏殿� 杉田基・インド ラダック チベット仏教への道
� 志水健一郎・越後�ひがしくびき�山里の四季

矢藤巳喜郎殿� ニッポン人
佐久間ナオヒト殿� Daydream Believer
吉川弘文館殿� 白山眞理・< 報道写真 > と戦争− 1930-1960 −
JCII フォトサロン殿

� 鷲尾倫夫・THE SNAP SHOT、森山大道・遠野物語
� 渡辺淳・渡辺淳の世界−スケッチ・静物・広告・報道−
� 井桜直美・古写真に見る明治の東京「本所区・深川区編」

寄　贈　図　書

澤田正春作品保存継承実行委員会殿
� 澤田正春・文芸写真家 澤田正春の木曽路

二科会写真部殿� 第 62 回展二科会写真部作品集
日本カメラ社殿� 澤村徹・ザ・レンズマニアックス
日本芸術出版社殿� AMATERAS A.M.A. 作品年鑑 VOL.18
日本写真作家協会殿

� 第 25 回日本写真作家協会展 2014-2015､
� 第 12 回日本写真作家協会公募展

日本写真文化協会殿� 小熊義人、小熊和子・小熊義人 小熊和子作品集
ビジュアルアーツ殿� 米澤純子・赤い糸
富士フイルムイメージングシステムズ殿

� 2014 富士フイルム営業写真コンテスト作品集
光村推古書院殿� 小林利男・浅間山
全日本写真連盟・朝日新聞社殿� 全日本写真展 2014

パリの印象
小柴一良

貌
白鳥真太郎

知識ゼロからの 
憧れの鉄道入門

櫻井　寛

風化する記憶「トーチカ」
変様

山下　僚
①用美社　② 2014 年 12 月
③ 26.4 × 18.7㎝、159 頁
④ 2,800 円　⑤小柴氏

① JCII フォトサロン　② 2015 年 1 月
③ 24 × 25㎝、35 頁
④ 800 円　⑤発行所

①幻冬舎　② 2015 年 1 月
③ 21 × 15㎝、159 頁
④ 1,300 円　⑤発行所

①クナウマガジン　② 2014 年 10 月
③ 21 × 25.5㎝、84 頁
④ 2,037 円　⑤山下氏

富山写真語　万華鏡
272 絹の城 273《高志の群像》上坂甚誠
274 浜の食事 275 夢創塾

撮影・風間耕司

炭鉱＜ヤマ＞新版
本橋成一

しんかんせん いま・むかし
持田昭俊

①ふるさと開発研究所　② 2014 年 9 月〜 12 月
③ 25 × 25.5㎝、14 頁
④ 500 円　⑤風間氏

①海鳥社　② 2015 年 2 月
③ 26.4 × 19.7㎝、143 頁
④ 3,200 円　⑤本橋氏

①小峰書店　② 2015 年 2 月
③ 26.3 × 18.8㎝、45 頁
④ 1,200 円　⑤持田氏
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International

“Learning Program of Photography” for the pri-
mary school students
Starting from the year 2005, the Japan Professional 
Photographers Society practices “Learning Program 
of Photography” for the primary school students” ev-
ery year at 50 classes in whole Japan with the coop-
eration of Fuji Film Corporation. With the Learning 
Program of Photography as part of educational 
scheme of the Japan Professional Photographers Soci-
ety, and giving experience to “awake the interest to 
the photograph” of 18,179 pupils with guidance of to-
tally 476 JPS members for latest 9 years. 
For each peoples offers Fujifilm’s Quick Snap single 
use cameras, and make develop and simultaneous 
print, and then the lecturer selects one of those pho-
tos and makes print of 10 x 15 inches.
Actually it is easy to make photographs with preva-
lence of digital cameras as well as smart phone, and 
as present circumstances, the photographs are used 
as tools to offering information with Internet or SNS. 
In the wide midst of decreasing to photograph with 
films that is a basis of photograph,  
Decreasing widely to photograph with films that is 
the basic of photograph, this “Photograph Study Pro-
gram” using actively films is not only the pleasure to 
take a picture, but also the importance “to observe 
things carefully, and to know the importance to gaze 
the thing”, and understanding and experiment 
through the photograph. There is a wish to under-
stand “the meaning to record and express” using 
widely the photograph at school, society or home. 
With a view to show to many people the works of 

The Japan Professional Photographers Society was estab-
lished in 1950.  Through its activities it strives to define the 
role of the professional photographer and secure copyright 
protection while working to develop photographic culture.  
In 2001 it received recognition as an Incorporated Body 
from the Minister of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology, in March 2011 it was officially recognized 
as being a Public Interest Incorporated Association by the 
Prime Minister’s office, and since April 1 of that year it has 
been active under the title, Japan Professional Photogra-
phers Society, Public Interest Incorporated Association.

Since its foundation, the society has succeeded in receiving 
an extension for the period of copyright protection (to 50 
years after the death of the artist), held numerous exhibi-
tions concerning photographic history and expression (A 
Century of Japanese Photography, History of Japanese Con-
temporary Photography, Sixty Years of Japanese Children, 
Women, etc.), and published numerous books on photo-
graphic history and collections of photographs.  In order to 
contribute to the promotion and development of photo-
graphic culture, it holds the JPS Exhibition as an open ex-
hibition, presents a nationwide Photography Study Pro-

those children, in the year 2011 and 2012, “the excit-
ing and thrilling photo exposition” of the primary 
school students with some 600 works at the Fuji Film 
Photo Salon located at Roppongi, Tokyo. Also to the 
special project [“PHOTO IS” the eye of primary 
school student] at the [“PHOTO IS” Links the thought. 
Photo Exposition of 30,000 peoples] also exhibiting the 
works of pupils every year. Lovers of photograph and 
the visitors were surprised with its flexible and pow-
erful sensibility looking their works.
And, at the disaster area of the East Japan Great 
Earthquake on March 11, 2011, recollected damaged 
photo albums from the houses damaged by the Tsu-
nami, and restored printing by the volunteer and de-
livered to the sufferers. The significance of printing 
photos and make albums were revaluated, and in this 
“Photo Study Program”, conveys to the pupils the im-
portance of print the photographs.

International Affairs Committee
Executive Director, Naoki Wada 

Japan Professional Photographers Society
JCll Bldg. #303, Ichibancho 25, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082

Tel: +81-3-3265-7451 Fax: +81-3-3265-7460
E-mail: info@jps.gr.jp Web site: http://jps.gr.jp/int/index-e.html

About the Japan Professional Photographers Society

Topics

gram for elementary school students, the Photo Forum that 
aims to develop photographic expression, Digital Photogra-
phy Lectures for the advisors of high school photographic 
clubs, and presents the Yonosuke Natori Photographic 
Award to uncover and foster new talent.  At the same time, 
it carries out a wide range of activities to contribute the 
development of photographic culture, such as: cultural ex-
change with overseas photographers, PR through publish-
ing and information dissemination via the Internet.  

Furthermore, it presents the Japan Professional Photogra-
phers Society Award in recognition of individuals or orga-
nizations who have achieved notable achievements in the 
development of photographic technology, education, or cri-
tique.

The Japan Professional Photographers Society has devoted 
itself to the establishment of photographic museums, such 
as the Tokyo Metropolitan Museum of Photography, and is 
currently actively working towards the creation of the ‘Ja-
pan Photographic Preservation Center’ (archive) for the col-
lection and preservation of original photographs.
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2014 年９月 20日逝去。91歳。昭和 38年入会。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
津田洋甫氏は、安井仲治など多くの写真家を排出したわが国の写真史に残る団体
である浪華写真倶楽部代表（結成明治 37年・1904 年、現在 108周年）の指導者と
して戦後から約半世紀関わり、同倶楽部の再興と写真界の発展に大きく寄与した功
績に対して、平成 25年に名誉会員に推挙されました。

2014年９月18日逝去。90歳。昭和33年入会。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
玉井瑞夫氏は、大阪の丹平写真倶楽部で写真作家活動を続け、パリやロンドンの国際写真サ

ロンに入選するなどした。奈良県観光課の委嘱を受け海外向けの観光写真を制作し、わが国の
歴史文化を海外に紹介する先駆けとして活躍。東京進出後は玄光社写真サロン編集部を経て、
コマーシャルフォト「国際スタジオ」を経営。多くの写真家を育成する。日本広告写真家協会の創
立に尽力。副会長を務めるなどその功績が評価され、平成26年に名誉会員に推挙されました。

津田洋甫さんよ、安らかに！
藤本　俊一

関西最後の巨星「津田洋甫」さんが旅立たれました。後
輩の私に学生時代から目をかけて頂いた、津田さんへの
感謝とその面影は脳裏から離れません。中山岩太、花和銀
吾氏などの関西写真界の幕明けメンバーと第二期・棚橋
紫水、岩宮武二、入江泰吉、堀内初太郎、田中幸太郎氏など
の中で頭角を現わし第三期を担った津田洋甫、山本建三、
中村吉之介などを中心に、浪華写真倶楽部、丹平写真倶楽
部などを活性化させてこられました。華やかな関西の歴
史で、最古の歴史を持つ浪華写真倶楽部の代表を引き継
ぎ、真面目な津田さんの性格で、展覧会など積極的な運営
に貢献されただけでなく、歴史資料の整備、後輩への支援
をも多く行っておりました。華やかな会合などでは、津田
さんの横には山本建三さんが常に存在し、肝胆相照らす

玉井瑞夫さんを偲んで
松本　徳彦

平成 26 年度の総会で名誉会員に推挙され、お喜びにな
っておられた玉井瑞夫氏が逝去された。

謹んでお悔やみ申し上げます。
氏は大正 12 年に愛媛県で生まれ、中学時代から写真に

親しみアマチュアとしてカメラ雑誌の月例に応募し入選
を重ね、関西で前衛的な写真運動を展開していた丹平写
真倶楽部に若くして入会した。フォトデッサンで知られ
る画家の瑛九と交友を深め、斬新な表現と進歩的な理論
を展開する写真家として、コマーシャルフォト分野で評
価されてきた。なかでもカラーの特殊技法は内外の企業
広告で多用され、数多くの広告賞を受賞するなどコマー
シャルフォトの先駆者として活動された。

本格的なコマーシャルスタジオが少ない折に、国際ス

津田 洋甫　名誉会員

玉井 瑞夫　名誉会員

微笑ましさを目にし、その度に声をかけて、呼んでくれた
お二人の良き先輩振りが、心に深く刻まれています。関西
にはこの様な裏方に回っての支えを受けた人は数多く、
みんなそれを心に刻み感謝している事でしょう。関西写
真界への大変な功績でした。

津田さんは、1966 年樹木、水など自然をテーマに作家
活動を始め、1974 年「樹木讃歌」大型展覧会を開催して脚
光を浴び、日本人として初めてメトロポリタン美術館に
作品５点が収蔵され、海外でも高い評価を得ておられま
す。また数多くの写真集を発刊された人気作家でした。重
要な作家を失った我々は、大きな痛手を受けております。
得難き多くの人たちの旅立ちの悲しみを超え、先人の残
した言葉を忠実に振り返り、「自分たちのあるべき姿」を
模索しております。本当にありがとう。何時までも忘れま
せん津田洋甫さんを！　合掌

タジオを設立し業界の発展と新人の育成にも力を注いで
きた。さらに日本広告写真家協会の副会長として国際展
を成功させ、後進の指導にも力を入れるなど、温厚な人柄
に心酔した後輩を数多く送り出した。晩年はインターネ
ットを活用しての写真展や技法解説、写真講座を開くな
ど、常に先端的な写真制作に励み若者を勇気付けてきた。
もっと早くに氏の写真論を聞き、後進への礎を継承した
かったと悔やまれる。　合掌

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。追悼
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2014 年 10月 11日逝去。84歳。
平成４年入会。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2014 年 11月 18日逝去。66歳。
平成 18年入会。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2014 年 11月 11日逝去。57歳。
昭和 60年入会。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

JPS 入会が一年先輩のダン和田さん（以下、ダンさん）と会ったのは、
94JPS 展実行委員会 ( 蓮野日出男委員長 ) の立ち上げの日だったと記憶
する。私は、当時四谷三丁目にあった JPS 事務局まで徒歩５分のところ
に事務所があった関係で、委員に誘われて出席した。「田端で写真館をし
ているんだよ。仕事以外に仏像等も撮っているんだ」と、少々年が離れて
いたがやさしい語りかけで、撮影機材やスタジオワークのこと等いろい
ろ親しみを込めて教えてくれた。撮影で忙しくしていたダンさんは、
徐々に出席の機会が少なくなり、委員会から自然と離れていった。委員
の平均年齢が 40 代半ばであった事などから察すると、仕事だけでなく
ジェネレーションギャップを感じていたのかなぁと、後になって思っ
た。その後、総会や相互祝賀会等で数回お見掛けした時には、ただ挨拶程
度で話す機会がなく年月が過ぎ、今回の訃報を知った。訃報文を書くに
あたってダンさんの資料の中に一枚のコピーがあった。それは、11 月８
日、朝日ホールでのフォトフォーラムの聴講希望はがきだ。勉強熱心で
写真を撮ることに意欲的なダンさんは、「フォトフォーラム」を楽しみに
していたんだなぁと…。

亡くなる前日まで撮影をしていたと御家族からのお話があった。ダン
さんの HP に記されているキャッチコピー、「感動の瞬間を永遠に…」を
拝見した時、優しい眼差しで気軽に話しかけていただいた、遠い日のあ
の時が蘇ってきた。心からご冥福をお祈り申しあげます。　合掌

経過報告（2014年7月〜10月）

◎ 7月 22 日～ 27 日　2014JPS展（関西）
京都市美術館別館　入場者数 1,726 名
○ 7 月 22 日イベント「浴衣でフォトウォーク～ in 京都・岡崎～女性の
ためのデジタル一眼レフカメラ講習」、7 月 25 日表彰式・講演会・宇井
眞紀子「アイヌ民族に寄り添って～取材 22 年目を迎えて～」
◎ 8月 1日　ＪＰＳビアパーティー
PM6:00 ～ 8:00　森のビアガーデン　参加者 63 名
◎ 8月 22 日～ 28 日　2014 新入会員展（大阪）
富士フイルムフォトサロン大阪　出品者 38 名、作品数 76 点、入場者数
3,116 名
○「私の仕事」
◎ 8月 25 日　2014 年第 10 回名取洋之助写真賞作品選考会
PM1:30 ～ 5:40　JCII 会議室　15 名
○選考・鎌田慧、大島洋、田沼武能、応募者・38 名 43 点、名取洋之助写真
賞・高橋智史「屈せざる女性たち・カンボジア－変革の願い」、奨励賞・
中塩正樹「誇り高き祭り人 刻を紡ぐ」
◎ 9月 1日　賛助会員との懇談会
PM5:30 ～ 7:30　JCII 会議室　賛助会員 21 社 29 名、JPS25 名
◎ 9月 11 日　2014 年第 10 回名取洋之助写真賞記者発表
PM3:00 ～ 4:00 JCII 会議室　5 社 5 名
◎ 9月 16 日　第 1回著作権研究会
PM1:30 ～ 4:30　JCII 会議室　参加者 53 名
○～外野から見た著作権～「野次馬ウォッチング」
◎ 9月 20 日　第 1回意見懇談会
PM3:00 ～ 6:00　㈱ニコンイメージングジャパン セミナールーム B　参
加者 23 名
○「カメラメーカー技術者と話そう！」㈱ニコン / ㈱ニコンイメージング
ジャパン編
◎ 10 月 25 日　第 1回国際交流セミナー
PM1:00 ～ 4:00　賢者屋－ Kenjaya －　参加者 60 名
○写真家からのメッセージ－君たちも世界を見よう－

ダン　和田　正会員

花井　尊　正会員

梶　俊也　正会員

ダン和田さんを偲んで 足立　寛
57 歳。あまりに若い旅立ちに言葉もない。
私の JPS 入会にあたって推薦者になっていただいた恩人でもあるのだが、大変お

恥ずかしいことに、彼の写真家としての作品を私はほとんど拝見したことがない。と
いうのも、彼との出会いは写真家としてではなく、スキューバダイビングのインスト
ラクターとしてのそれであった。

バブルがはじけて、低迷するダイビング業界で、新たなマーケット開拓と福祉ボラ
ンティアの両立を目指し、これまで日本にはなかった身障者へのダイビング指導を
旗印に新たなダイビング認定指導団体を立ち上げた。その当初の仲間に梶さんがい
た。実はこの分野では当時日本には全くノウハウがなかったため、米国より第一人者
を招いたのだが、いきなり手渡された分厚いマニュアルを手に呆然とし、英語が堪能
な梶さんと協働での徹夜の翻訳作業は、今でも忘れられない思い出である。

写真家がスキューバダイビングという手段を得れば、自然と水中写真にジャンル
が広がりそうなものだが、なぜか彼はそうしなかった。どうして水中は撮らないの
か、一度聞いてみたいと常々思いつつも、結局その答えは聞けないまま、永遠の謎に
なってしまった。

４年ほど前に東京を離れ、沖縄在住の自分の近くに越してきた。沖縄に来てからは
JPS の写真学習プログラムにも積極的に参加。早くも悠々自適の生活かと羨んだも
のだが、最後の学生運動世代、酒とタバコをこよなく愛す、昭和の男であった。酒の旨
すぎる沖縄で、逆に酒に飲まれてしまったのかもしれない。最期は、最愛の息子さん
のアパートでまさに眠るように旅立ったそうである。冥福をこころより祈る。　合掌

梶俊也さんを偲ぶ 案納　昭則

花井さんが急逝された。ご冥福をお祈り致したい。
花井さんは朝日新聞社時代、チェルノブイリや旧ソ連の政変など、多くの取

材に活躍された。一昨年、JPS の監事に就かれた。また、2007 年から東京写真
記者協会の事務局長として新聞社、通信社の取材調整、年末の同協会写真展
に携わってこられた。彼の人柄と行動力は多くのカメラマン、写真関係者から
広く信頼されていた。

私が花井さんと知り合ったのは、二人が新人カメラマンとして赴任した名
古屋時代だった。それから四十年余りの長い付き合いになった。やがて二人と
も東京で定年、時間がとれるようになった頃、東日本大震災が発生。地震直後
は、我々が行っても邪魔するだけ、と遠慮していたが、やはり「現場を見なけれ
ば」と被災地へ。以来二人で年に数回、東北行を続けてきた。

現地ではレンタカーを借り、被災地を回ったが、彼が「飛ばし屋」なのにはび
っくりさせられた。花井さんの意外な一面を見たような気がした。

二人で訪れた最後の東北は福島県飯舘村。これまで積極的には原発事故関
連地域には行かなかったが、今年になって急に花井さんが「やっぱり福島の写
真を撮らなきゃ」と言い出した。「チェルノブイリの花井」が目覚めたか、とそ
の時は思ったが、今になって考えればこれは虫の知らせだったに違いない。

彼を知る人間の喪失感は埋めようがないほど大きなものだ。ましてや、ご家
族の悲しみはいかばかりかと心からお察し申し上げたい。最後に花井さん、い
くらなんでも早過ぎじゃない、もっとこっちにいて欲しかった。（2014 年記）

もっとこっちにいて欲しかった 柿木　正人
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編集後記
◎６年ぶりに一眼レフカメラの新機種を購入し
た。業務的には既存の機材で全く支障はないの
だが、新し物好きの悪い癖が久しぶりに顔を出
した。新型は操作性、レスポンスが格段に向上
し、画質もアップしている。デジタル技術の進歩
は凄い、確実に老いに悩む写真家を助ける存在
となっているのだが、使用説明書の厚みが 2 倍
になっていたのは閉口した。 （小池）

◎名取洋之助写真賞 10 周年を契機に、審査員に
よる座談会を開いた。そこで田沼会長が語った
言葉が心に残った。「たとえ賞が取れなかったと
しても、ベストを尽くして撮ったということに
誇りを持って応募して欲しい」。結果は重要だ
が、それを目指して情熱を傾けるプロセスが人
生にはもっと大切だという、会長の写真哲学に
触れた想いがした。 （飯塚）

◎「ドローン」（多翼型のラジコンヘリ）を使った
動画表現がテレビ番組や CM の制作で広く使
われるようになってきました。一方で、墜落によ
って傷害事故（たとえば 2014 年の湘南マラソ
ン）が起きたり、他人の敷地内への無断飛行・無
断撮影が行われることがあり、何らかの規制が

必要ではないかとの議論も出ています。今後の
動向を見守りたいと思います。（関）

◎フォトフォーラムを拝聴し、原稿をまとめさ
せていただきました。満員御礼のなか齋藤康一
さん、大西みつぐさん、田沼会長の皆さん話し上
手で、私も引き込まれました。カメラを構えてシ
ャッターを押さなくても、相手が羞恥心を持っ
たら迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまう
可能性があるとか…恐ろしい時代となりまし
た。 （小野）

◎イスラム国を名乗るテロ組織による邦人拉致
問題が巷を賑わせていますが、組織がネット上
で公開した写真や動画の真偽についての議論を
見ていると、作為を疑う論調が多いようです。そ
ういうリテラシーを国民全般が持つ時代になっ
たと思ってもいいのでしょうか。事件の真相も
含め、行く末を見守りたいと思います。 （小城）

◎必要に迫られて、Google+ で連絡を取り合う
ようになった。使いやすいという人も多いよう
だが、Facebook をメインで使っているせいか、
生理的に馴染めないでいる。ほかにも Line、
weibo、*LinkedIn**、* テンセント QQ と、コミュ
ニティに応じて使い分ける必要があって、何か
と不便。相手の都合や時間を気にせずに連絡で

きるということで、納得するしかないのかな。
 （柴田）

◎昨年末、年に１度だけ行く震災被災地に何カ
所か行きました。毎年確実に変わっていますが、
一昨年末と昨年で第 18 共徳丸が打ち上げられ
ていた、鹿折唐桑駅付近のようすは一変してい
ました。カーナビが無ければ通り過ごしてしま
う程の変わりようでした。写真を 1 年に 1 度写
しておいて良かったと思いました。写真の記録
性の再認識です。 （伏見）

◎急速に普及し始めた、通称「自撮り棒」。アジア
圏の観光客の片手には、必ず見かけるほどだ。私
自身、自分の写真をわざわざ撮ろうと思わない
が、SNS を見ると身近にもけっこういるのがわ
かる。残念ながら、その心理はわからないが、こ
の勢いを見ると自分が少数派に思えてくる。イ
ケメンだと、気分が違うのかな？（桃井）

◎富士フイルムの GF670W という中判カメラ
を買った。きっと自分にとって最後の新品のフ
ィルムカメラ購入だと思う。その直後、コダック
のフィルム大幅値上げのニュースを知った。多
少値段が高くてもどうかトライ X だけは残っ
てほしい。せめてあと 10 年…新しいカメラが長
く使えるように祈るばかり。 （山縣）

フォトコンテストに応募される皆様へ
※フォトコンテストへの応募の際には、著作権が撮影者本人（応募者）

にあるかどうか「応募要項」をご確認ください。

応募作品の著作権は、撮影者にあります！

「応募要項」は主催者と応募者との大切な約束（契約）です。応募した段階でこの内容を了承したことになります。近
年この「応募要項」が、主催者に都合の良い記載が目に付くことが増えています。

■このような記載にはご注意を！
　・「応募した作品や入賞作品の著作権は主催者に帰属します」
　　著作権というのは撮影者が、写真を撮影した時点で撮影者に生じ、登録の必要はありません。
　・ 「主催者に著作権が帰属する」ということは、撮影者本人（応募者）の意向に関わらず、目的以外に使われることに

なります。
　・たとえデータやフィルムが手元にあっても、本人の意思よる使用ができないと判断されてしまいます。
　※著作権の代わりに「版権」という表記がありますが、昭和46年の著作権法全面改正以降使われていません。

写真著作権についての資料サイト
公益社団法人日本写真家協会（http：//www.jps.gr.jp/rights-2/）

日本写真家協会会報 第158号（年3回発行）　2015 年 2月20日　　印刷・発行　©編集・発行人　田沼武能
URL http://www.jps.gr.jp/　　　Email  info@jps.gr.jp　　本誌掲載記事・写真の無断転載を禁じます
頒価  1カ年・3回  3,500円（消費税・送料共込）
出版広報委員　小池良幸（理事）、飯塚明夫（委員長）、関　行宏（副委員長）、小野吉彦、小城崇史、柴田　誠、伏見行介、桃井一至、山縣　勉
発行所　公益社団法人日本写真家協会（JPS）
　〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCII ビル303　電話 03（3265）7451（代表）　FAX  03（3265）7460
印刷所　株式会社光邦
　〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3 丁目 11 番 18 号　飯田橋 MK ビル　電話 03（3265）0611（代表）
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Photo  Matsuo Junzou
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