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First message

平成 27年の総会を無事終了した時点で私は会長
職を辞し、当日開かれた新理事会で次期会長に熊切
圭介氏を推薦し、承認された。
私が会長に就任したのは1995年、いまから20年
前であった。その６年前に理事総辞職をした後遺症
を背負った協会激動期で、総会では社団法人化とと
もに写真家ユニオンの設立、写真の著作権を文芸美
術と同じ「保護期間を著作者の死後50年にする」と
いう重責を担い出発した。
先ず文化庁との関係修復から始めなければならな
かった。（これに関しての詳細は、JPS会報 123号の
巻頭言に書かれている）
文化庁は当協会の役員総辞職で生まれた写真作家
協会は、協会が分裂したものと見ており、一つの鞘に
戻すことを要求された。当時衆議院議員であった森
山眞弓先生に仲介の労をとっていただき、両協会の
話し合いが始まった。何度も折衝を重ねたが、総論賛
成だが各論反対で進展がない。そこで互いに内政干
渉をしない旨の覚え書きを交わして、それを文化庁
に提出して了承を得た。これで文化庁とは正常な関
係に戻り、社団法人の申請作業が再開できた。
一方、写真の著作権法の改正は創立当初からの問
題で、運動を続けていた。1965年には写真界全体の
問題にすべく「全日本写真著作者同盟」を設立発足
し、関係議員の先生方の理解を得るため、議員会館の
中で各事務所を訪ね、私たちの主旨を陳情する日々
が続き、1970年に「公表後50年」の改正法案が成立
した。その時に「写真著作権については、今後すみや
かに検討する」との付帯決議がついたのだが、これが
成立するのには、更に26年の歳月がかかり、1997年
に写真著作権は死後起算50年に、やっと文芸・美術
と同じ権利を得たのである。しかし、1956年以前の
写真著作権は法律による不遡及の原則により、現実
としてはなかなか進まない。文化庁は、使用者側の同

意を得れば動き出すとのことだが、ＮＨＫの担当者
には暗黙の了解を得たのだが、新聞、民放の関係はあ
まりに対象会社が多く遅々として進んでいない。出
版関係では文芸・美術並みの扱いになっている。
社団法人化問題は、2000年にＪＰＳは創立50周
年を迎えるので、それまでに許可して欲しいと機会
あるごとに文化庁関係者にお願いした成果もあり、
50周年最後の日、2001年 5月 11日に許可が下り、
会長、副会長、専務理事が文化庁長官室に呼ばれ、許
可証を頂いてきた。長年の念願であった社団法人に
なれたことは喜びであった。もう一つの写真家ユニ
オンの設立は、社団法人との財産の分割問題で話し
合いを終え、ユニオンは協同組合として設立許可申
請を行い、初期の目的通り二つの団体となり発足し
た。会長就任後、約５年で約束を果たすことができた
のであった。そして50周年を機に創立会員全員を名
誉会員に推挙したが、私だけは会長を務める関係で
名誉会員を辞退した。また、50周年の祝賀会会場で
物故先輩たちの遺したフィルム保存の必要性を発表
した。即ち日本写真保存センターの原点はここから
始まった。この創立50周年を境に日本写真家協会は
大飛躍を遂げ現在に至っている。事業規模は、私が会
長に就任した当時の３倍以上になっている。それら
の成果が協会の信頼を作り出しているのだ。
勿論これらの成果は会長一人が行ったのではな
い。副会長を始め専務理事、理事及び会員の方々、事
務局の協力があってこそであり、この場を借りて深
く感謝申し上げる。
今回私が理事として残ったのは、2006年に設立し
た写真保存センターのことがあるからで、これを軌
道に乗せるまではなんとしてでも頑張りたいと思っ
ている。会員の皆様は新会長のもとで協会を益々信
頼ある団体にするためご尽力されることを望みま
す。

前会長　田沼　武能

会長職 20年を顧みて憶う
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問われる写真家の倫理観

◆ 「虚偽」に揺れた WPP2015

先月号（2015 年 4 月号）の DAYS JAPAN に私は、「世界報
道写真コンテスト（WPP）虚偽・失格で問われる写真家の倫理
観」と題する文章を載せた。これは世界最大の写真コンテスト
WPP で、大賞を受賞した作品に「虚偽」が発覚したため、失格
となったというニュースを受けて、フォトジャーナリズム界に
激震が走った件について書いたものである。

WPP では最終審査に残った作品の 22％に、問題のある「加
工」が見つかったため、失格となったという。スポーツ部門で
は、最終審査に残った作品のほとんどが「加工」されていたとし
て、２作品だけが残り、それらが受賞した。

大賞受賞の発表の後に失格を言いわたされた作品は、イタ
リアのジョバンニ・トロイロ氏によるもので、ベルギーのシャ
ルルロワ市のルポである。彼によって書かれた説明文では「シ
ャルルロワでは、市民が社会不安にさいなまれ、街は荒廃し、工
場は閉鎖され、ゆがんだ性的嗜好や差別的な人種憎悪、精神疾
患や肥満、薬物乱用が蔓延している」とある。

つまりこれは EU の問題の縮図であり、すべての国々の辿る
未来の道を予測したものとなっている。彼は「ヨーロッパの暗
部、シャルルロワが直面する問題は、今日のヨーロッパに突き
付けられた問題だ」と書いた。

受賞が発表された後、シャルルロワの市長が抗議の手紙を
送った。トロイロは故意にこの街が問題をはらんでいると見せ
ようと、やらせを行ったというのだ。

その一つは、薄暗い部屋にかすかにさす明かりに浮かび上
がる、肥った裸の男が椅子に座る写真だ。確かに不安をかきた
てられ、問題をはらむ光景に見える。この写真に対して、市長は
WPP に、この被写体である男は比較的平和な地域に住んでお
り、彼の素晴らしい家はワインバーであると書き、その証拠と
して彼が「家で人生を謳歌している」ビデオを送りつけてきた。

さらに「ゆがんだ性的嗜好」の例として撮られたカーセック
スの写真のモデルは、写真家の近親者であるとあばいた。

しかしこうした抗議の後、WPP がこの作品を失格と決めた
理由は、こうした「やらせ」という理由からではなく、作品の一
枚がシャルルロワではなく、ブリュッセルで撮影されたこと
が、別の写真家によって報告されたからだとした。

フォトジャーナリズムの最高権威とされてきた WPP の信
頼が大きく揺らいだ。ニューズウィーク誌がこれを報じ、AFP
通信がこのニュースを配信した。南仏の街ペルピニヤンで世
界最大のフォトジャーナリズム・フェスティバルを開催する

VISA プール・イマージュのディレクターであるジャン・フラ
ンソワ・ルロワは、今日の VISA 展では WPP 展を開催しない
と宣言した。

私はこの VISA の最終審査員をしている。そして今年は写
真家協会の名取洋之助賞の審査員をひきうけ、さらに早稲田
ジャーナリスト大賞や DAYS 国際フォトジャーナリズム大賞
の審査員もしている。私にとっても全く他人ごとではすますわ
けにはいかない問題である。

4 月末、こうした問題が徹底的に議論されると伝えられたの
で、オランダのアムステルダムに飛んだ。そして４月 24 日と 25
日、運河に面するカンパニーシアターの建物で行われた、授賞
式とシンポジウムに出席した。

私はこの会期中に、WPP2015 年審査委員長のミシェル・マ
クナリーと WPP のマネージング・ディレクターのラース・ボ
ーリングにインタビューを行った。

◆ WPP 審査委員長へのインタビュー

──コンテスト審査の進め方について教えて下さい。
「審査はまず各部門専門の審査員おのおの３人ずつで行わ

れます。それぞれ、ポートレート、科学・環境、スポーツ、ドキュ
メンタリー、現代の問題、一般ニュース部門の審査を行い、１次
審査で約 10 万点だった写真が、一週間後の２次審査に残るの
は１万 5000 〜１万 8000 点程度になります。

２次審査から審査員が変わり、この審査を通過した写真家
には、RAW データの提出を求めます。そして２人の専門家が
写真のデジタル加工の痕跡をチェックし、その詳細を審査員
に報告し、それを受け審査員は、作品が審査基準を満たしてい
るか判断します。

最終審査では、各部門 1 位を受賞した作品、もしくは組写真
の各部門１、２、３位を決めます。そして、シングル写真の各部
門の１〜３位を受賞した作品の中から、大賞候補が選ばれま
す。そこで議論をやめ、審査委員長を含む７人の無記名投票で
大賞が選ばれます」
─トロイロの大賞受賞が決まってから、どれくらいでやら
せと発覚しましたか？
「シャルルロワ市長の抗議の手紙を受け取った時です。矛盾

を指摘され、それで WPP も調査に乗り出しました。それは、厳
しい調査でした。そして調査書を作成しました。私たちは調査
報告がほしかったのです。しかし調査が進行中に、キャプショ
ンに誤情報があるとか、写真がやらせだったとか、より多くの
証拠をベルギーのジャーナリストが指摘しました。それでチェ

報道写真の「加工」と「やらせ」問題

広河隆一（フォトジャーナリスト、DAYS JAPAN 発行人）
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ックした結果、最終的には WPP のマネージング・ディレクタ
ーや取締役会長によって賞は取り消されたというわけです」
──大賞取り下げの理由が、場所の誤情報のみしか上げられ
ていないのはなぜでしょうか？　やらせなどは理由になって
いないですね？
「WPP には、やらせについてのルールがなかったのです。今

後のルールでは、明確に決められることになるでしょう」
─もし、写真家が RAW データで撮影しない場合は、どうす
るのですか？
「前後を含む JPEG データを提出してもらいました」
─ WPP の最終選考に残った作品が、20％以上も失格に
なるのを予想していましたか？
「いいえ。去年は失格はもっと少なかったですから。だからル

ールも見直さずにいました。まさか今年こんな事になるとは」
─これから写真を見る人の目が変わってしまうかもしれま
せんが、どう思いますか？
「かえっていろんな議論を呼び、人々の目を開かせたことは

良いことだと思います。長い間困惑していたみなさんは真剣に
議論しました。これからはもっと写真の質が問われ、作品をサ
ポートする機能も変わり、問題はもっとオープンに明瞭になっ
ていくでしょう。それはとても良い事だと思います」
─私たちは DAYS 国際フォトジャーナリズム大賞のコン
テストを毎年行っていますが、どういう点に気を付けるべき
かアドバイスはありますか？
「物事をできるだけ透明性を持ってクリアにしていくべきで

しょう。失格となるようなデジタル加工に対してはできるだけ
規約ではっきりさせ、明文化しておくことが重要です。写真家
が勘違いしないように、主催者側がきちんと提案をすることだ
と思います」

◆ 動き始めた新たなルール作り

24 日のパネルディスカッション「撮影後の写真のデジタル
処理についての写真業界の基準」では、最初に WPP のマネー
ジング・ディレクターのラース・ボーリングが、どのような不
正が行われたのか、スクリーンを使って見せた。彼は、電線を消
したのに、その影を消し忘れた写真の例とか、昼の羊小屋の写
真を、窓の外を真っ暗にして夜の写真にしたものなどを参考
例に挙げた（この議論の内容や 25 日のパネルディスカッショ
ン「ドキュメンタリー写真のルールについて」で語られた内容
は、DAYS JAPAN 誌の８月号に掲載する予定である）。

ボーリングのインタビューについて報告する。
─フォトジャーナリズムで、写真の加工はどこまでが許さ
れると思いますか？
「カメラができることなら許容範囲だと思います。カラー写

真をモノクロ写真にするのも OK ですが、問題は撮影後にどこ
までコンピュータで手を加えていいかということです」
─暗室で行われてきたことは認められるべきと思います
が。印画紙を変えてコントラストを強調したり、暗室で指や

手を使って部分的に明るくしたり、暗くしたり、強調してき
ました。
「暗室で行われる加工については、これまでと特に変化はあ

りません。しかし暗室ではなく、データファイルについては、色
調補正ではなく、物を消したり追加したりすることにより、画
像の内容を大きく変えてしまうのが問題となります。たとえば
昼の写真を夜のように加工するのは許されません。小さな加
工は、ある程度であれば許されます」
─トリミングはどうでしょう。かつて DAYS JAPAN 誌
には、９. １１事件が米政府の陰謀である証拠写真として、
ペンタゴンの激突跡の写真が寄せられました。そしてこの写
真には航空機の残骸が見当たらないので、これは航空機が衝
突したのではなく、ミサイルか何かが爆発したものに違いな
いという意見が書かれていました。この報告が掲載するにた
る信憑性をもつかどうか、DAYS JAPAN 編集部はアメリ
カ国内のネットを調査し、編集者が捜し当てた写真には、航
空機の残骸らしきものが写っていました。つまり自説に都合
の悪いものが写っていた部分をトリミングして、残骸を除去
した写真が送られたのです。私たちは、この報告の掲載を取
りやめることにしました。
「トリミングは原則的に OK です。写真の一部をカットする

トリミングは、この業界では許されています。もちろん情報の
一部は消えてしまいます。しかし飛行機の残骸をトリミングで
消して、キャプションで飛行機の残骸はなかったと書くと、誤
情報を伝えたことになります。ジャーナリズムにとっては事実
をそのまま伝えることが非常に重要です。情報を消してしまっ
たら、人々はジャーナリズムに疑問を持つはずです」
─今後どのような対策を立てられますか？
「６カ月以内に、すべてのルールを再考し、明確にしたり改正

するつもりです。またやらせについても言及し、私たちの倫理
コードを決めます。そして写真家たちに新しい倫理基準と明
確になったルールを伝え、理解してもらえるようにしたいと思
っています。……ジャーナリスティックなルールが必要なので
す」

問題はボーリングが最後に語った「ジャーナリスティックな
ルール」である。フォトジャーナリストを名乗る人のどれくら
いが、ジャーナリズムに対する理解を持つかどうかが、一番問
題なのではないだろうか。

広河隆一（ひろかわ・りゅういち）

1943 年、中国・天津生まれ。３歳のときに日本に引き揚げ
る。1967 年早稲田大学卒業後イスラエルに渡航、1970 年
に帰国後は、中東問題と核問題を中心に取材。チェルノブ
イリ・パレスチナ関連の取材活動に対する受賞多数。
2004 年 にはフォトジャーナリズ ム月刊 誌「DAYS 
JAPAN」を創刊。写真展開催多数。日本写真家協会会員。
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デジタルカメラとインターネットの普及によりストック
フォトは大きな変貌を遂げた。
それはテクノロジーの進歩にとどまることなく、ビジネ
スのあり方そのものまでを変えてしまった。プロカメラマ
ンが撮影した写真をグラフィックデザイナーが使うとい
う旧来の写真ビジネスから、誰でもが参加できるフラット
でオープンなネット環境を利用する ITビジネスへと変わ
りつつあるのが現在のストックフォトだ。そこでの写真の
流通量は10年前に比べて、桁が２つ違うといわれるほど
莫大なものになっている。
そんな新しいストックフォトの世界をご紹介しよう。

◆大きく変わるストックフォトのイメージ
ストックフォトと聞いてどんなイメージをお持ちだろう

か？
「レンタルポジのこと？4×5とかブローニーのポジフ
ィルムをデザイナーや印刷会社に貸し出す商売。」こんな
印象をお持ちの方は、今のストックフォトを知ることにな
ると、大きく変わっていることに驚くはずです。
「カメラだってほとんどデジタルだから、今どきポジフ
ィルムを使うわけないよ。デジタルデータを販売している
のだろう。」これくらいは想像の範囲かもしれません。
しかし、現実はポジフィルムがデジタルデータに変わっ
たということだけではありません。ビジネスそのものが根
本から大きく変わってきているのです。

◆写真ビジネスから ITビジネスへ
写真がフィルムからデジタルデータに変わることによ

って、ストックフォトビジネスの仕組みも大きく変わるこ
とになりました。レンタルポジの時代なら、写真は手渡し
か宅配便を利用して流通されていました。ネット時代にな
りポジフィルムでの流通はほとんどなくなり、デジタルデ
ータの流通に変わりました。現在、ストックフォトの購入
はWEBサイトからのダウンロードが主流となってきて
います。
このことにより販売場所の制限がなくなりました。エー
ジェンシーはリアルな店舗を構える必要がなくなり、ネッ
ト上でのサービスがビジネスの主流となってきました。
デザイナーがストックフォトエージェンシーに出向き、

ライトボックスに候補写真を乗せて探す、という光景はも
う見られなくなりました。
店舗でのレンタルポジの貸し出しから、ネットでのダウ

ンロード決済へ。レンタルポジビジネスから ITビジネス
へと変化を遂げています。

◆インターネットがもたらしたもの
扱われる商品がポジフィルムからデジタルデータに変

わることによって、写真を探す方法が大きく変わりまし
た。
以前ならフォトエージェンシーから送られてくる分厚

いカタログをめくりながら目的に適した写真を探すか、デ
ザイナーがフォトエージェンシーに足を運んでキャビネ
ットから探すということが主流でした。あるいは、フォトエ
ージェンシーのリサーチャーと呼ばれる担当者が候補の
ポジを選んでお届けする、という人力、アナログの仕事で
した。
それが、昨今の主流はネットでの検索です。このことに

よって何が変わったのでしょうか。候補の写真が膨大に増
えました。一昔前なら広告用の写真を選ぶのに1冊のカタ
ログに掲載されている1000 点ほどのなかから選べばよか
ったものが、候補は1000 万点を超える写真のなかから選
ぶというように変わりました。フォトエージェンシーは、い
かに速く正確に目的の写真を探せるように、検索の仕組み
を改良することに力を入れるようになりました。ネットの
使い勝手を良くすることに注力する、まさに ITビジネス
です。

◆販売方法の多様化
ポジフィルムの時代は、ライツマネージド（RM）と呼ば
れる販売方法しかありませんでした。「1種 1号 1版」とい
う文言を知っているかたも多いことでしょう。1回の貸し
出しにつき、その使用内容によって都度課金するという販
売方法です。
そして、デジタル時代の到来とともに新しい販売方法が
生まれました。それがロイヤリティーフリー（RF）とよばれ
る販売方法です。一度購入すれば用途、サイズ問わず何度
でも使用することができる販売方法です。「売り切り」など
と初期の頃は呼ばれていました。購入する人には面倒が
少なく、価格も抑えることができます。
現在、さらに勢力を拡大しつつある販売方法が、ロイヤ

リティフリーの「サブスクリプション（定額制）」と呼ばれ
る販売方法です。文字通り、写真を1点ずつ販売するので
はなく、複数の写真を定められた期間のなかであれば制
限があるものの使い放題といったものです。多くの写真を

激変するストックフォトビジネス

� 諏訪博之（日本写真エージェンシー協会　事業委員会委員長）
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利用する人にとっては魅力的な販売手法の一つになって
います。これらの販売方法がネット時代の今、急速に普及
してきています。

◆フラット化するストックフォトビジネス
デジタルカメラとネットの普及は、ストックフォトにフ

ラット化をもたらしました。
以前はプロの写真家が撮影した写真を、プロのデザイ

ナーが印刷物作成のために使用するという、限られたプロ
同士の世界、一般の人は知らないクローズドなものでし
た。
それが、昨今はデジタルカメラで撮影したアマチュアカ

メラマンが、写真をストックフォトの販売サイトへアップ
することができるようになりました。
そこでは子育て中のママカメラマンもプロ写真家も同

じ土俵で戦うことになります。
特別な修練を積んでいなくても、特殊な知識や技能を

持たなくても、誰でもがストックフォトのクリエーターに
なれる社会へと変わってきたのです。

◆マイクロストックの波
誰でもが写真を投稿して販売できる「投稿型ストックフ

ォト販売サイト」では、販売額も「誰でも購入できる格安な
金額」に抑えられており、1点当たり数十円から数千円と
いった金額（少額決済：マイクロペイメント）で販売され
ています。そのため、マイクロストックとも呼ばれていま
す。従来の販売価格から比較したら価格差は相当なもの
で、プロの写真家にとっては価格破壊と言えるかもしれま
せんが、ネットを駆使して世界市場で販売することで大き
く成長をしてきています。

◆広がるマーケット
このフラットなマーケットは参入の機会を誰にでも与
えるオープンな環境となりました。
ここでの評価の基準は「販売高」という、きわめてデジタ
ルで明解なものです。以前なら、どんな写真が売れるのか、
どのように撮ればよいのかなどの情報、知識は特定のフォ
トエージェンシーかプロ写真家の “業界人 ”しか知りえ
ないものでした。現在ではネット上には、売るためのノウ
ハウはいくらでも見つけることができます。特定の写真家
だけが活躍するマーケットから、誰でもが販売の機会を与
えられるマーケットへと変わってゆきます。

◆求められるスキル
こうした環境の変化に対応して、写真家に求められる
スキルも変わってきます。
「写真を売るのだから、撮影の腕以外はないだろう」一
昔前ならこれで通用しました。
しかし、今のストックフォトグラファーに求められるも
のは撮影の腕だけではありません。ITリテラシーとマー

ケティング力が撮影技術と同等に求められることになり
ます。
一例をあげましょう。たとえばキャプションです。以前

なら、ひとつかふたつのキャプションを付ければよかった
のですが、現在はタグと呼ばれるキャプション、キーワー
ド、さまざまなインフォメーションを写真家自身が提供し
なくてはなりません。このタグの付け方によって検索結果
に反映されて売上が左右する要因のひとつになっていま
す。
ウェブサイトに掲載される1000 万点を超える写真のな
かから選ばれる時代、検索の上位に表示されなければ購
入してもらう機会が少なくなることになります。写真をき
れいに撮影することはもちろんのこと、この検索にヒット
するように上手にタグ付けすることが必要になったので
す。

◆変わるプレーヤー
最近はテレビ番組や雑誌で写真提供は、アマナイメー

ジズ、アフロ、などのクレジットをよく見ることがありま
す。以前ならAP通信、ロイターなどの海外通信社が直接
に提供していたと記憶されているかもしれません。
何が変わったのでしょうか。前述の会社はフォトエージ

ェンシーで、通信社からみれば代理店ということになりま
す。
以前はテレビに映る写真は報道写真がほとんどでした

ので、通信社が直接テレビ局に提供していました。最近は
バラエティー番組などで報道写真ではないイメージカッ
トがたくさん使われるようになりました。そういった写真
を提供するのがフォトエージェンシーです。このフォトエ
ージェンシーは通信社の代理店を兼ねていますので、報
道写真もイメージカットも提供できます。写真を発注する
テレビ局からすれば、報道写真もイメージカットも同じ窓
口にしたほうが便利だということも背景にあるでしょう。

さて、駆け足で変わりつつあるストックフォトを紹介し
てきました。
ストックフォトビジネスも一般の商品・サービスと同

じくマーケットの要望に沿うカタチで変化しています。日
本写真エージェンシー協会（JPAA）メンバーのフォトエ
ージェンシーでは、こうしたマーケットの変化を知り、今
後もより高品質の写真を集め、より付加価値を与えてマー
ケットへ様々なコンテンツを提供できるように努めてい
ます。今後は、マーケットのニーズに応える写真を提供で
きる人が、活躍できる時代になったと言えるでしょう。

諏訪博之（すわ・ひろゆき）

JPAA（一般社団法人　日本写真エージェンシー協会
理事　事業委員会委員長）
http://www.jpaa.gr.jp/
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「木之下晃 お別れの会」
2015（平成 27）年 4 月 24 日午後 2 時から 4 時まで、

東京・赤坂のサントリーホール ブルーローズ（小ホー
ル）において、去る 1 月 12 日、虚血性心不全で亡くなっ
た木之下晃さんの「木之下晃 お別れの会」が催された。
会場は写真界、音楽界でつき合いのあった人たちが集
いいっぱいとなった。若い女性司会者のさっぱりとし
たすがすがしい声が響く。なんとそれは木之下晃さん
の次女でフリーアナウンサーの貴子さんであった。こ
の日のためにまとめられた木之下さん思い出の映像が
映し出される。出会いと発見を大切にされた木之下さ
んならではの貴重なシーンがつぎつぎとつづく。弔辞
を日本写真家協会会長の田沼武能さん、そして木之下
さんの母校・日本福祉大学理事長の丸山悟さんが述べ
られた。献杯の挨拶は、写真集はじめ多くの木之下作品
に関わってこられた元小学館編集者の大原哲夫さんで
ある。そのあとは閉会までの時間、多くの参列者の思い
出話がロビーにこだました。

最後に、来場者へ記念品として追悼冊子『音楽写真家 
木之下晃　たいせつな出会い』が手渡された。

「テレビ・スター」に始まる私の思い出
1970 年、日本カメラ社へ入社した私にとって、木之

下晃さんの思い出と言えば、1971 年『日本カメラ』５月

河野和典 KOHNO Kazunori（フォトエディター）

連載７

う。この作品は、その意味でドキュメンタリーなのであ
る。この作品は添景としてのテレビではなくて、テレビ
そのものが持つ虚像に迫る新鮮な切り口が印象に残る
作品であった。そしてこの作品を含む写真集『音楽家─
音と人との対話』（自費出版）が 1971 年日本写真協会賞
新人賞に輝くのである。別項「木之下晃の足跡」にある
ように、初期の木之下作品は、やはり自費出版の写真集

『FOLK SONG '69』をはじめジャズやロックシーンを
も盛んに撮影する間口の広い写真家のものであった。
クラシック音楽に特化していくのは 70 年代後半から
である。特に大きな注目を浴びることとなったのが
1981 年出版の『SEIJI OZAWA ─小澤征爾の世界』と

『カラヤン HERBERT VON KARAJAN』の２冊の写
真集からであろう。

1976 年『日本カメラ』の編集長が梶原髙男さんにな
ってから木之下さんは、ちょくちょく編集部へ顔を見
せられるようになった。木之下さんのクラシック音楽
への並々ならぬ情熱が作品に乗り移ったかのように、
グッと木之下さんの視界が開かれたように思われた。
木之下さんの代表作の一点として有名な、ピアノの黒
い鍵盤が長いまつげとなったアルフレッド・ブレンデ
ルをはじめ、小澤征爾やカラヤンなどの傑作がつぎつ
ぎと登場することとなる。音楽に目のない私にとって
は、その持ち込まれる作品を傍らから拝見するのがと
ても楽しみであった。

音楽を総体として記録
木之下晃さんは第一級のスポーツ選手と同様に、そ

写真
×写
真

「木之下晃 お別れの会」会場風景 （撮影／松本徳彦）

ありし日の木之下晃さん（『音楽写真家 
木之下晃 たいせつな出会い』より　ⓒ齋
藤亮一）

追悼：木之下 晃
─音楽写真家・木之下 晃の作品を振り返る─

号口絵に掲載された
５ページのカラー作
品「テレビ・スター」
に始まる。作者の言
葉によれば「ここに
提示した５点のフィ
ルムは、『テレビ・ス
ター』の顔を、単なる
顔だけのものとして
写しとどめるのでは
なく、スターという
作られた虚像が存在
していることを見せ
ようと、試みたもの
なのである。」とい



19
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 159

Zooming

追悼冊子『音楽写真家 木之下晃 た
いせつな出会い』

「木之下晃の足跡」の写真集リストを見て
も分かるように、ヘルベルト・フォン・
カラヤンをはじめ、レナード・バーンス
タイン、小澤征爾、朝比奈隆、カルロス・
クライバー、マリア・カラスなど、傑作
はきりがないほどある。その中から最後
に私の好みを挙げさせていただくと、写
真集『木之下 晃　武満 徹を撮る』と CD

『武満 徹　青春を語る』（2005 年、小学館）
のカップリングになる。なぜか独学で世
界的な作曲家となった武満徹さんと音楽
写真のパイオニアとも言える木之下晃さ
んは妙に相性が良いのである。ここには
木之下晃さんと武満徹さんが奏でる感性
のハーモニーとでも言えるような二人の
コラボレーションの素晴らしさがある。

木之下晃「テレビ・スター」（『日本カメラ』1971
年５月号より）

らい、東京文化会館などの覗き窓は撮影用に改良して
もらうよう働きかけた。これによって文化会館をはじ
めサントリーホール、池袋芸術劇場、オーチャードホー
ル、みなとみらいホール、ミューザ川崎シンフォニーホ
ールなどは堂々と撮影できるようになったのだ。

木之下作品の最大の功績は、作曲家、指揮者、管楽器
や弦楽器あるいは声楽を含むソリストのみならず、世
界中の劇場やホールをも撮影され、音楽を総体として
記録されたことにある。それもそれぞれのシーンで決
定的瞬間と言えるような優れた作品を数多く遺された
ことである。

吉田秀和さんの思い出

の並外れた集中力から発
するショットによって音
楽の一瞬を写し止める。
誰とはなしに音楽家から
は「木之下晃の写真から
は音が聴こえる」と言わ
れるようになった。そし
てさらなる瞬間を求め
て、新たな音楽ホールに
は撮影用の窓を設けても

んと音楽評論家の吉
田秀和さんと奥さん
のクラフト・バルバ
ラさんがパーティ会
場のソファに並んで
座られているではな
いか。吉田さんは水
戸芸術館の初代館長
に就任されていたの
である。大学１年の
とき、私は一般教養
で音楽を選んだとこ
ろ吉田秀和さんが講
師だったので、おそ
るおそる挨拶をする
と、気さくに音楽と
写真の話に応じてい
ただいた。そして最
後に、「木之下晃さん
の写真はとてもいい
ですね」と言われた
のである。後日、それ
を木之下さんへ伝え
ると、一気に顔がほ1990 年 水

戸芸術館がオ
ープンし、写
真展も何回か
企 画 開 催 さ
れ、あるとき
若い女性写真
家数名の合同
展のオープニ
ングに出向い
たところ、な

ころび（と言っても電話であったが）「実はコンサート
の後、鎌倉まで帰る車に、『木之下さん一緒に乗ってい
かない？』と声をかけられて、横浜までご一緒させてい
ただいたことが何度もあったんだけど、それはそれは
緊張しながらも楽しかったですよ」と話されたことを
思い出す。吉田さんの評論活動にたいしては、分野を超
えて敬愛される方が大勢いるが、木之下さんは音楽を
超えて人間的に吉田さんを尊敬されているようであっ
た。今頃、あちらでまたお二人は、音楽談義をされてい
るのではないだろうか。

「木之下晃の足跡」
1936 年長野県生まれ。長野県諏訪清陵高校、日本福祉大学で学ぶ。中日新聞社、博
報堂を経てフリーとなり、1960 年代から一貫して『音楽を撮る』をテーマに撮影、
フィルムでの撮影・現像に最後までこだわり続け、生涯に撮影したフィルムは
３万本に及ぶ。その写真については「音楽が聴こえる」と、ヘルベルト・フォン・カ
ラヤン、レナード・バーンスタインなど音楽関係者から高い評価を得ていた。2015
年 1 月 12 日、虚血性心不全のため死去。“ 享年 78”

写真集
'69 年『FOLK SONG '69』（自費出版）、'70 年『音楽家─音と人との対話』（自費出版）、
'81 年『SEIJI OZAWA ─小澤征爾の世界』（講談社）、同年『カラヤン HERBERT 
VON KARAJAN』（TBS ブリタニカ）、'84 ～ '85 年『世界の音楽家・全３巻』（小学
館）、'87 年『アメリカの音楽地図』（新潮社）、'88 年『小澤征爾とその仲間たち』（音楽
之友社）、'89 年『ワーグナーへの旅』（新潮社）、'91 年『プラハの春』（音楽之友社）、'91
年『モーツァルトへの旅』（新潮社）、'91 年『小澤征爾とその仲間たち Part ２』（音楽
之友社）、'91 年『MY MOZART』（小学館）、'92 年『巨匠カラヤン』（朝日新聞社）、'92
年『モスクワの夏』（音楽之友社）、'93 年『Bravo!』（Fenice 2000 s.r.l. Milano, Italy）、
'94 年『これだけは見ておきたいオペラ』（新潮社）、'94 年『朝比奈隆』（増進会出版
社）、'95 年『小澤征爾とサイトウ・キネン・オーケストラ』（音楽之友社）、'96 年『off 
stage』（東京書籍）、'96 年『渡邊暁雄』（音楽之友社）、'96 年『朝比奈隆』（音楽之友社）、
'96 年『ベートーヴェンへの旅』（新潮社）、'98 年『音楽家』（JCII フォトサロン）、'02
年『朝比奈隆 円熟の 80 代』（音楽之友社）、'02 年『朝比奈隆─長生きこそ最高の芸
術』（新潮社）、'04 年『カルロス・クライバー』（アルファベータ）、'05 年『武満徹を撮

る』（小学館）、'06 年『マエストロ─世界の音楽家』（小学館）、'06 年『ヴェルディへの
旅』（実業之日本社）、'06 年『日本の演奏家』（JCII フォトサロン）、'07 年『MARTHA 
ARGERICH』（ショパン）、'08 年『オペラ極楽ツアー』（朝日新聞出版）、'08 年『José 
Carreras』（ビザビジョン）、'09 年『青春の音楽─ PMF Sapporo』（北海道新聞社）、
'08 年『MAESTROS ─音楽の決定的瞬間』（ミューザ川崎シンフォニーホール）、'08
年『石を聞く肖像』（飛鳥新社）、'11 年『音楽の殿堂─響きあう感動 50 年 東京文化
会館ものがたり』（東京新聞）、'12 年『最後のマリア・カラス』（響文社）、'13 年『ヤン
ソンとムーミンのアトリエ』（講談社）、'14 年『栄光のレナード・バーンスタイン』

（響文社）

受賞
'71 年日本写真協会賞新人賞（写真集『音楽家─音と人との対話』）、'73 年第 25 回全
国カレンダー展・印刷時報社賞（MUSIC FOR LIVING PROCESS 全音楽譜出版
社）、'75 年タイム・ライフ世界年鑑新人部門ノミネート（一連の音楽映像写真）、'78
年鳥井音楽賞（現サントリー音楽賞）ノミネート（個展「或る作曲家の日鈔─小倉朗
の世界」）、'82 年サントリー音楽賞ノミネート、'85 年第 36 回芸術選奨文部大臣賞、
'05 年日本写真協会賞作家賞（一連のクラシック音楽の写真に対して）、'06 年紺綬
褒章、'08 年第 18 回新日鉄音楽賞・特別賞（クラシック音楽界を写真で側面から支
えた功績）、'08 年第 60 回全国カレンダー展・日本印刷新聞社賞（ゼンオン・オペ
ラハウス・カレンダー）、'09 年第 61 回全国カレンダー展・全国中小企業団体中央
会会長賞（ゼンオン・オペラハウス・カレンダー）。
＊「木之下晃の足跡」は追悼冊子『音楽写真家 木之下晃 たいせつな出会い』より引
用させていただきました。
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原子爆弾による被爆の惨劇を見る
ヒロシマ・ナガサキと問うと、ほとんどの人が「原爆
のことね」と返してくる。それほど原爆については多く
の人たちが知っている。しかし、その実像はというとさ
ほど詳しくは知られていない。原爆投下から 70 年経っ
た今日では、被爆体験者も少なくなり、当時の実相を聞
くことも語り継がれる機会も少なくなっている。
公益社団法人 日本写真家協会「日本写真保存センタ
ー」は、ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾による被爆直後
を捉えた写真を通して、原子爆弾の恐ろしさを知って
もらう写真展を企画した。本展では被爆直後から数カ
月以内に撮影された写真原板を、広島や長崎の資料館
と新聞社、撮影者の遺族などから集め、新たに 60 点の
写真をプリントして、被爆直後の凄惨な状況をありの
まま伝えることにした。
ヒロシマ・ナガサキの原爆に関する書籍や写真集も
数多く発行されており、ご覧になられた写真も多いと
思うが、はじめて見られる方も相当おられると思う凄

惨な写真は見たくないという方もおられようが、この
悲劇を再び繰り返さないようにするには、実相を知る
ことが大事ではあるまいか。残されている写真は限ら
れている。「実態はこんな軽々しいものではないよ」と
お叱りを受けるかもしれないが、現にあるものだけで
も見ておいて欲しいというのが願いである。

2013 年 9 月、長崎原爆の被災状況を撮影した山端庸
介のご子息山端祥吾から、父が写した写真原板を「写真
保存センター」に寄託したいと申し出があった。被爆翌
日の 1945 年 8 月 10 日に撮影された写真原板 68 点と
関係資料が持参された。これは人類史上初の原子爆弾
による被爆直後を撮られた広島の松重美人のフィルム
（中国新聞社蔵）に次ぐ、第二の惨劇を記録した貴重な
写真原板であるところから収集し、保存することにし
た。この二度とあってはならない原爆記録は保存する
だけでなく、プリントにして多くの人たちに見てもら
うことが大切である。折しも「被爆 70 年」といった機会
を捉え、写真原板から高精細なプリントを作り後世に

特集「日本写真保存センター」写真展

人類史上最悪の悲劇となった広島・長崎の原爆を被災写真で綴る

「知っていますか…ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾」
平成27年 8月 4日（火）～30日（日）　JCII フォトサロンで開催

松本徳彦（副会長）

岸田貢宜　　8月 7日朝、破壊された本通りから西を見る　　（広島平和記念資料館提供）
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伝えることにした。
両氏の写真には被爆直後のもがき苦しむ人々の凄惨

な状況が克明に記録されている。目を覆いたくなるよ
うな悲しい場面もあるが、「これが事実だったのだ」と
真摯に受け止め、ご覧いただきたい。

原子雲を撮る
広島では炸裂直後の原子雲を撮った写真が何点も残

っているが、処理が悪かったのか余り際立った写真が
無かった。そんな中、中学校から勤労奉仕で出掛けてい
た陸軍兵器補給廠で被爆した深田敏夫のベビーパール
で撮った連続した 4枚の原子雲は、撮影地点が爆心地
から 2.7kmと近くであったため、そのもくもくと上が
る巨大な原子雲の迫力はピントの良さもあって他を圧
倒していた。広島平和記念資料館に寄贈されている。

松重、山端の原板
展示した松重美人の写真は、フィルムが傷ついてい

る現状をそのままプリントした。これまで公表されて
きた写真では周囲がトリミングされ、綺麗にまとめら
れていた。残されていたフィルムからプリントすると、
画面両端が何故か暗くカブッたように見える。保存さ
れているコマ切りにされたネガフィルムを見ると、両

端の画像濃度が薄い。
経年による画像濃度の
低下でまともにはプリ
ントしづらい。松重に
よれば「現像は新聞社
の暗室が破壊されてい
たので、3日ほどのち
に夜闇を利用して河原
で皿現像をした。水洗
も川の流水でしたので
傷ついているところも
ある」と言っていた。わ
ずか 5枚しか写してい
ないが、被爆写真第一
号の貴重なフィルムで
ある。
山端庸介のネガも現

像中に、膜面がくっつ
いたり気泡が生じたり
しての抜けと、ネガの
修復による黒い斑点な
どのシミや汚点が何カ
所かで見られる。こう
した損傷もすべて現状
のままプリントした。
保存センターでは原板
の現状を知る上での貴

深田敏夫　　8月 6日 11時頃、巨大な原子雲
（広島平和記念資料館提供）

松重美人　　8月 6日 11時頃、御幸橋で救護される女子学生たち　　（中国新聞社提供）
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重な記録として残すことにした。

被爆の実相
熱線を浴びた負傷者を陸軍船舶司令部の写真班員だ
った尾糠政美、川原四儀が記録した。数日後には死亡す

るであろう被爆患者も数多く撮
影していたが、敗戦時に軍の命
令で原板のほとんどが焼却処分
された。僅かに残る原板や複写
ネガからプリントするしかなか
った。
9月末に組織された日本学術

研究会議原子爆弾災害調査特別
委員会に、日本映画社のスタッ
フとして同行した菊池俊吉が広
島で医療現場を精力的に撮影し
ている。林重男は広島、長崎で爆
心地を特定するための物理的検
証を証明するために、墓石や欄
間、建造物の傾きなどと、被爆後
の荒涼とした焦土をパノラマ撮
影している。
東方社の写真家であった菊池

と林の原板は、敗戦後進駐してきた米軍MPに接収さ
れそうになったが、木村伊兵衛の機転で「プリントは渡
せるが、ネガは写真家の命である」と断り接収を免れ
た。菊池の原板 860 枚は家族によって保存され、林のネ
ガは広島、長崎の資料館に寄贈された。

尾糠政美　　8月 7日、熱線を背中に受けた婦人　　（広島平和記念資料館提供）

菊池俊吉　　10月 4日、日赤病院で治療を受ける婦人
（田子はるみ蔵）

菊池俊吉　　10月 11日、荷車で運び込まれた少年
（田子はるみ蔵）
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記憶遺産としての価値
東京から博多の西部軍司令部に赴任したばかりの山
端に 9日朝、長崎に投下された原子爆弾の被害状況を
撮影するよう命令される。夜を徹して長崎に向かうが、
手前の道ノ尾でストップ。徒歩で市内に入る。道すがら
被爆死した人たち、負傷した人々を撮影する。あの過酷
な状況を冷静な眼差しで淡々と捉えている。その卓越
した手腕に驚く。
山端は記録写真『原爆の長崎』（1952 年　第一出版
社）の中で、「この写真が現像されて、末期的現象を表し
ていた状況を軍部の手によって発表され、日本の民心
の最後の志気鼓舞や、続いて行われるであろう原爆攻
撃に対する最も消極的避難方法に、誤った利用をされ
なかった事は不幸中の幸いであったと思う」と記述し、
「写真記録は永久に何の歪曲もなく当時を物語ってお
る」と結んでいる。
保存センターには 68 点のネガが寄託されているが、
多分撮られたであろうコマ数は 110 数枚ともいわれ、
被爆直後を撮った写真としては最大量である。いずれ
にせよ松重、山端の写真原板は歴史的事実の忠実な物
証であり、世界記憶遺産としての価値がある。

写真保存センターのこと
「日本写真保存センター」は文化庁の委嘱を受けて、
わが国の歴史的・文化的に大切な出来事や事象を記録

川原四儀　　8月 11日、中国新聞社屋から焦土と化した市内を望む　　（広島平和記念資料館提供）

林　重男　　10月上旬、調査を始める学術調査団
（広島平和記念資料館提供）
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山端庸介　　8月 10日朝、爆心地から 1.6Km地点で
（山端祥吾蔵）

山端庸介　　午前 10時頃、爆心地から 1.5Km、被爆状況をスケッチする東潤（記者）　（山端祥吾蔵）

山端庸介　　午後１時頃、焼死者のそばでたたずむ女子挺
身隊員　　（山端祥吾蔵）
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した、写真フィルムやガラス乾板などの写真原板を収
集・調査し、低温、低湿の収蔵庫で保存している。原板
は現状のまま残すと同時にデジタル化して、容易に検
索、閲覧ができるアーカイブの構築を図っている。
「写真」は事物を忠実に記録するメディアとして役立
つことは、誰しも疑う余地がない。しかし、その元とな

る写真原板が年を経るごとに劣化し、使えなくなって
いる。さらに世代が変わるごとに原板そのものの散逸
が増えている。「写真保存センター」では写真原板を収
集し、クリーニング、スキャニング、包材の交換、データ
ベース作りなど地道な活動を続けている。

山端庸介　　午後１時頃、被爆した市電と死亡した乗客たち
（山端祥吾蔵）

山端庸介　　午後３時頃、わが子に乳を与える母親
（山端祥吾蔵）

山端庸介　　午後２時頃、爆心地から 700m、学徒動員学生の焼死体　　（山端祥吾蔵）
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実験の場となったヒロ
シマ・ナガサキ
1945 年 8 月 6 日午前 8 時

15 分、太平洋のテニアン島か
ら飛来した米軍のＢ 29 爆撃
機エノラ・ゲイ号が、人類史
上最初の原子爆弾（ウラン型）
を広島市上空で投下した。炸
裂した爆弾の破壊力は強大で
たちまち市街の大半が衝撃波
で破壊され、強烈な熱線で市
民の多くが焼き尽くされ、13
万人もの死傷者が生じ、大量
の殺戮が一発の爆弾で行われ
た。さらに米軍機は、3日後の
9日午前 11 時 02 分、長崎市
に 2度目の原子爆弾（プルト
ニウム型）を投下した。建造物
の破壊と７万人に及ぶ市民多
数が死傷したことを、日本人
として記憶にとどめておきた
い。

山端庸介　午前８時頃、防空壕で助かった少女　（山端祥吾蔵） 山端庸介　午前７時頃、傷ついた弟を背負う兄　（山端祥吾蔵）

林　重男　　10月中旬、市内至るところで荼毘に付す　（長崎原爆資料館提供）
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本展は、共催：（一財）日本カメラ財団　後援：中国
新聞社、（公財）広島平和文化センター平和記念資料館、
協力：長崎原爆資料館、朝日新聞社、（一社）日本写真著
作権協会、山端祥吾、田子はるみ、岸田哲平、塩浦雄悟各
氏の協力を頂いて開催されるものである。

展示写真は、広島平和記念資料館、中国新聞社、長崎
原爆資料館、朝日新聞社、田子はるみと写真保存センタ
ーに寄託されている山端庸介の原板からプリントし
た。� （文中敬称略）

山端庸介　　午前 10時頃、神社の鳥居だけが残った　（山端祥吾蔵）

写真展：｢知っていますか−
ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾｣

会　期：平成 27 年 8 月 4 日（火）～ 30 日（日）
会　場：JCII フォトサロン
　　　　午前 10 時 ～ 午後 5 時
　　　　月曜休館　入場無料
主　催：  公益社団法人日本写真家協会「日本写

真保存センター」
共　催：一般財団法人日本カメラ財団
後　援：  中国新聞社、公益財団法人広島平和文

化センター平和記念資料館
協　力：  長崎原爆資料館、朝日新聞社、一般社団

法人日本写真著作権協会
協　賛：キヤノンマーケティングジャパン（株）

講演会：８月５日（水）14 ～ 16 時
　　　　「ヒロシマからの出発」　講師：橋爪 文
　　　　８月 8 日（土）14 ～ 16 時
　　　　 「記録の重み−被爆直後を撮影したフ

ィルムの保存を」
 講師：田良島 哲、金子隆一　聴講無料
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1．はじめに

日本の著作権法には、契約を規制する規定がほとんど
設けられていない。あくまでも契約当事者の交渉力には
差がないという前提に立っている。しかしながら、そのよ
うなケースがほとんど存在しないことは、周知の事実で
ある。そして、写真家をはじめとして、著作者は交渉力が
弱いため、経済的に不利な条件で契約を締結することが
多いのが実情である。
一方、諸外国の著作権法には、さまざまな契約法的な
規定が設けられており、契約自由の原則に著作権法が介
入することによって、著作者の保護が図られている。つま
り、比較法的に見ると、日本の著作権法は著作者保護の
規定を欠いた、クリエイターに驚くほど冷たい法制度な
のである。
本稿ではアメリカ、ドイツ、フランスの著作権制度にお

ける契約法規定を紹介し、あるべき著作権制度について
考察してみたい。

2．アメリカの終了権制度

まず、本稿で紹介したいのはアメリカの終了権制度で
ある。これは、権利付与（著作権の移転及びライセンス）が
行われた日の 35 年後に始まる 5年間に限り、終了権者
（著作者またはその遺族）が権利を付与した相手方に契
約を終了するという通知をすることによって、権利付与
を終了させることができるという制度である。具体的な
例を挙げて説明しよう。
2015 年 5月 1日に写真家Aが自分の作品Xの著作権

を広告主 Bに 10 万円で譲渡したとしよう。日本の著作
権法では、写真家Aは作品Xの著作権を広告主Bから
取り戻すことができない。ところが、アメリカの著作権法
では、2015 年 5月 1日から 35年を経過すると、つまり、

2050 年 5月 1日になると、写真家Aは広告主Bから作
品Xの著作権を取り戻すことができるのである。この権
利を終了権という。契約を強制的に終了させることがで
きる権利というと分かりやすいだろう。
契約を終了できるのは、著作権譲渡だけでなく、ライセ

ンスも含まれる。たとえば、写真家Aが広告主Bに対し
て、作品Xの使用権を 50 年間与えるというライセンス
契約を締結したとしよう。この場合でも、契約締結日から
35 年が経過すれば、写真家Aはこのライセンス契約を
強制的に終了させることができるのである。
アメリカ著作権法における終了権制度の立法趣旨は、
著作者やその家族に著作物の価値に見合う正当な報酬
を受け取る 2回目の機会を与えるというものである。前
述したように、著作者は交渉力が弱いため、経済的に不
利な条件で契約を締結することが多い。また、作品の価
値は市場が決定するため、作品が市場に出る前にその価
値を正確に判断することは不可能である。連邦議会は、
このような著作物の実際の価値よりも低い報酬しか受け
取ることができない著作者を保護すべきであると考え、
著作者に終了権という強力な権利を与えたのである。
著作権契約を終了できる権利者を終了権者という。著
作者が生存している場合は、著作者が終了権者となる。
著作者が死亡した場合、寡婦または寡夫が終了権を取得
する。ただし、著作者に子がいる場合、寡婦または寡夫が
終了権の 1/2を取得し、残りを子で等分に分ける。さらに
著作者の子が亡くなっているが、その子の子、つまり著作
者の孫が生存している場合、その孫にも終了権は帰属す
る。ただし、生存している子の子には終了権は帰属しな
い。終了権は複数の者に帰属している場合、終了権の過
半数を持つ者が権利付与を終了させることができる。
職務著作物は終了権の対象外となる。これは、職務著
作物の著作者は映画会社やレコード会社、出版社のよう
な企業であり、個人の著作者のように不利な取引上の地
位に置かれるものではないため、自然人クリエイターと

著作権研究（連載 34）

クリエイター指向の新しい著作権制度とは

安藤 和宏　（東洋大学法学部准教授）

日本の著作権法には写真（著作物）を売ったり、使用したりしたら、写真家（著作者）に相当のお金を払いなさいと、
何処にも書いてないことにお気付きですか。写真家が請求書に書く撮影料とは、労働に対する報酬なのか、創作物に
対する使用料なのか、疑問に思ったことありませんか。まったく違う報酬の考え方ですが、両方貰っても、相当な報
酬なのかもしれません。著作物創作のサイクルを円滑に維持するには、相当の報酬の支払いを著作権法で補償する
ことと、その制度の充実が不可欠です。３月９日の研修会で、契約制度に著作権法が介入する例をお話しいただきま
した。諸外国の制度を知ることは有効な手段になると思います。� （著作権委員会）
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安藤和宏（あんどう・かずひろ）
1963 年生まれ。東京学芸大学卒業、フランクリンピアース・ロ
ーセンター（LL.M.）、ワシントン大学ロースクール（LL.M.）修
了、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程博士研究指導終
了。高校教諭、日音、キティミュージック、セプティマ・レイ、北
海道大学大学院法学研究科特任教授を経て、現在、東洋大学法
学部准教授。専門は知的財産法。博士（法学）。

同様の保護を与える必要はないという理由による。また、
職務著作物の実際の創作者である従業員や請負人は、終
了権を行使できない。彼らは制定法上の著作者ではない
からである。
終了権制度の創設において、最も大きな課題となった

のは、終了前の権利付与に基づいて作成された二次的著
作物の扱いであった。連邦議会は、終了権の例外規定と
して、これらの二次的著作物の権利者は、終了後も権利
付与の条件に基づいて、引き続き二次的著作物を利用す
ることができるものとした。ただし、終了後は、終了権の
対象となった原著作物に基づき、新たな二次的著作物を
作成することはできない。この規定により、映画会社は、
ライセンス終了後も、ライセンス契約に基づき製作した
映画を継続利用することができる。

3．ドイツの相当報酬請求権制度

ドイツの著作権制度にもクリエイターを保護するさま
ざまな規定があるが、本稿では相当報酬請求権制度を紹
介しよう。これは、著作者は使用権の許与及び著作物の
使用許諾について、合意された報酬が相当なものでない
場合、契約の相手方に対して、報酬が相当になるように
契約の変更を求めることができるという制度である。し
たがって、著作者と利用者の間で、著作物の使用許諾の
対価を 1,000 ユーロにすると合意しても、それが客観的
に相当でない場合、著作者は利用者に対して、相当な報
酬を与えるように契約の変更を請求できる。
この権利は著作者が保有するが、アメリカの終了権と
同様、他人に譲渡することはできない。適用主体はすべ
ての著作者であり、著作物の種類を問わない。雇用関係
にある者の創作にも原則として適用される。なお、「相当
な報酬」とは、契約締結時において、あらゆる事情を考慮
しつつ、報酬が許与された利用可能性の方法及び範囲、
特に使用期間及び使用時期に照らして、商取引上、通常
かつ誠実に支払われるべきものに相応しい場合をいう。
この法制度の目的は、アメリカ法の終了権制度と同じ

く、著作者に作品の価値に見合った正当な報酬を得る 2

度目の機会を与えるというものである。ただし、アメリカ
法の終了権制度と違い、ドイツ法の法定報酬請求権制度
は契約の存続を前提としている。前述したとおり、作品の
価値は市場が決めるものであり、契約締結の時点では、
その価値が分からないため、報酬に作品の価値が正確に
反映されていない。この問題は権利の譲受人やライセン
シーだけに責任を負わせるべき性質のものではない。ド
イツ法はこの点を重視し、契約を終了させずに、契約内容
を変更するというアプローチを採用したのである。

4．フランスの強制ロイヤリティー制度

ドイツ法と同様、フランス著作権法にも不当な契約か
ら著作者を守る規定が多く存在するが、特に注目すべき
は強制ロイヤリティー制度である。フランス法では、著作
権移転の対価はロイヤリティーによる報酬を原則とす
る。これは権利の全部譲渡だけではなく、一部譲渡の場
合にも適用される。ロイヤリティーのベースとなるのは
販売または利用から生じる収益であるが、通常、著作物
の複製物の場合は小売価格がベースとなる。
フランス法の強制ロイヤリティー制度は、一括払いの
報酬で権利を移転したために、作品の商業的成功にもか
かわらず、まったく追加報酬を受けられない貧窮の著作
者を救済するものとして、大いに評価することができる。
アメリカ法の終了権制度の立法過程で著作権局が当初、
救済対象として想定していたのは、まさにこのような作
家であった。フランス法の強制ロイヤリティー制度の立
法趣旨は、アメリカ法の終了権制度やドイツの法定報酬
請求権制度と同一であり、著作者は作品の価値に見合っ
た正当な報酬を受け取るべきという考えに基づいてい
る。

5．結びに代えて

このように先進国の著作権制度に目を向けると、交渉
力の弱い著作者を権利の譲受人やライセンシーによる
不当な搾取から守る法律制度を持つドイツ、フランス、ア
メリカなどに比べ、日本は不利な取引条件を甘受せざる
を得ない著作者の保護に無関心だと言われても仕方な
いだろう。まさにクリエイター指向の著作権制度を構築
すべき時期に来ていると思われる。クリエイターによる
議論の深化に期待したい。

研修会のようす� （撮影：和田靖夫）
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●田中徳太郎（1909～ 1989）
　象徴的な日本的美意識「白さぎ」
東京から北にわずか 30kmのさいたま市見沼区に、か

つては緑豊かな水田が広がっていた。いまは大東京の
ベッドタウンと化し都市開発が進んでいる。
この地に東南アジアから飛来する野田のサギ山があ
った。1954 年ころ元国鉄職員だった田中徳太郎はこの
白サギの美しさに魅かれて，サギの生態記録を始めるが
大きく撮れない。やむなく近所の町工場に頼んで
1000mmの望遠レンズを製作してもらい撮り続けるが
まだ十分とはいえず、サギが巣作りをしている農家の庭
先に高さ10mの櫓を立て、頂上に萱で囲った小部屋を
造り辛抱強く待ち続け、会心の 1枚を撮影し小西六ギャ
ラリーで個展をした。ライフ誌、ニューヨークタイムス
で紹介され、一躍海外デビューし、MOMAやメトロポ
リタン美術館のコレクションにとトントン拍子で評価

「写真保存センター」の調査研究を始めて 8年になる。この間に収集・保存した写真原板数は 91,211 本に及ぶ。
ただこの数字は 35ミリのネガフォルダーに換算しての数字なので、実際のコマ数はこの数倍以上になる。
収集した写真原板は劣化の有無を調べ、原板のデータベース資料を記録したのち、クリーニングして、中性紙の

包材に交換して保存することになる。実に大変な作業で、根気と費用のかかる仕事である。「写真は社会の動向を記
録し、後世に役立たせる働きをするもの」との命題を合い言葉にして活動している。

●佐藤明（1930～ 2002）
　斬新なイメージの「冷たいサンセット」

1930 年東京に生まれる。麻布小学校から府立一中（日
比谷高校）と秀才コースを経て、横浜国立大へ。この頃か
ら写真熱が高まり、図書館で海外の雑誌を読みふけり服
飾モード誌に関心を深める。55年創刊間もなくの『サン
ケイカメラ』誌に心象的な作品を発表。奈良原一高、東松
照明、細江英公らとVIVOを結成。婦人誌でファッショ
ンやスターの写真を撮る。60年『カメラ毎日』に｢冷たい
サンセット｣を発表し、斬新な表現が話題を呼ぶ。その後
「サイクロピアン」を連載。吉村伸哉は「佐藤のポートレ
ートは、鋭角をもった氷の結晶のように冷たくみえて、
内側ではなにかが熱く燃えさかっている」(カメラ時代
66年 )と繊細で瀟洒なイメージと評している。ロマンテ
ィックな耽美な美意識や精神性はどこから生まれたも
のだろう。学生時代にうけたアメリカナイズされた象徴
的でモダンなイメージによる影響が大きい。さまざまな
試行を繰り返し到達したのが、広角レンズによる誇張さ
れたイメージ、多重露光によるイメージの合成、映像的
手法を生んだ。きわめて革新的な手法がそののちに誕生
する横須賀功光や篠山紀信、大倉舜二らに影響を与え、
華麗なテクニシャンとも言われていた。7,107 本収蔵。

●恒成一訓（1920～ 1999）　
　「銀閣寺東求堂の四畳半の茶室」
福岡県に生まれ、東京工業大学建築科を卒業。特別研

究生として都市計画を専攻する。著書に「日本の庭園」、

「日本写真保存センター」調査活動報告（18）
多様な表現の写真 ―収集・保存した写真原板から― 松本 徳彦（副会長）

される。ベニ
スビエンナー
レやフランス
モンペリエ国
際展でアンド
レ・マルロー
文化大臣賞を
受けるなど、
シラサギの緻
密な生態記録
と気品のある
美しい表現が
高く評価され
る。
撮影櫓もさ

らに高く 20
ｍにまでな
り、性能のよい 1500mmのレンズと相まって、サギの魅
力を存分に引き出せるようになった。写真集も立て続け
に発行され、そのファンタジーあふれる写真は世界の頂
点を極めた。679 本収蔵。
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はあふれている。港に着くとどちらにも大きな市場があ
る。函館の港は何と言っても鮭や毛蟹、イカなどの新鮮
な魚類を売るおばさん達が甲高い声で客の獲得競争
だ。一方、青森側では青果物やリンゴの売り場が賑わっ
ている。赤く色づいたリンゴを割って食べさせ土産物を
売る。そんな人たちの輪に混じって会話をしながら写真
を撮る。実にエネルギッシュに対象に迫り撮りまくる。
男でも出来そうもないことをやってのける気迫の人だ。
人の心をとらえる天性の才能があるのだろう。彼女によ
れば出会いの瞬間と自分の直感を大切に撮っていると
いう。
函館の朝市もその典型であろう。東京に来てからも浅

草、上野、佃島などの人情味のある下町風情に興味を抱
き、人間の生き方を追い求めていた。リアリティーのあ
る作品群が夫の神山洋一と師匠にあたる英伸三、橋本
紘二らによって写真集『北と東の人間録』(1985 年 )とし
て刊行されている。520 本収蔵。

●秋山忠右（1941～ 2013）
　「大東京空撮」より「稲毛の団地群」（カラー）
秋山は早稲田大学政経学部を経て東京綜合写真専門

学校で学ぶ。当初は若者で賑わう銀座みゆき通りに集ま
る通称「みゆき族」をテーマにした「若者たちの群像」シ
リーズでデビュー。友人の佐藤晴雄との共作「人間砂
漠」、「區」、「周縁遊歩」などを発表。地図出版社の仕事で

「小堀遠州」、「書院」、「角屋」、「数寄屋造り」がある。と書
くと写真家というよりも和風建築の大家であることが

東京巨大都市
をヘリコプタ
ーで撮る。
都市が肥大

化し古くから
の町が次々と
壊され、巨大
ビル群が誕生
するありさま
を「ヘリの目、
ゴジラの目」
と表現した。
細々とした

木造家屋が集
まる入り組ん
だ路地から、
幾何学的構成
の新生都市へと変貌する姿が、あるときは造型美とし
て、季節による色合い、自然美として捉えられている。路
上の人物では見ることのできなかったものが、空中から
は意外な物体として見え、その不思議な様相が手にとる
ように見られる玉手箱のようだ。大東京の空中散歩読本
として楽しめる。まさにゴジラの目に相応しい内容であ
る。4,529 本収蔵。

分かる。
では写真
が趣味か
と思われ
るが、と
んでもな
い。大型
カメラを
巧みに使
いこなす
完璧な建
築写真家である。
建築史家の森薀氏によれば「数寄屋造りは室町時代

にまで遡る」といわれ、「茶室建築については奈良の称名
寺に起因する」といわれるほど、古い歴史がある。恒成一
訓は大学で建築学を専攻し、専門教育を学んだ建築家
である。その恒成が和風建築の大家として知られるよう
になったのは、専門知識を身に付け建築の要所を的確に
捉えているところに、専門家の評価が定まり、多くの専
門書を手がけることになった。和風建築は現代建築と違
って、木材の素材や自然の形・肌合いを生かすところに
特色があり、その自然との調和や端正な空間美が如何な
く表現されているところが、研究者にとっては作品とし
て以上に、資料としての価値を認める。撮影記録も整っ
ていて、写真保存センターにとっても貴重な写真原板で
ある。2,564 本収蔵。

●石橋寿子（1949～ 1985）
　「北と東の人間録」から「函館の朝市」
ひたむきな目で故郷北海道から東京の下町の人々と
接しながら人生を見つめ、人間とは何かを問い続け、夭
折した女流写真家。
北海道から本土へは函館、青森間の鉄道連絡船で行

き来した。連絡船では畳み敷きの船室に、老若男女が大
きな荷物をもったおばさんから子連れの夫婦、出稼ぎの
おじさん達が雑魚寝している。さまざまな人たちで船室
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社会状況が複雑になるとともにボーダレス化が進み、様々
な価値観を持つ人が増えて、表現も一層多様化してきまし
た。写真という私達の生活に最も近いメディアもその例にも
れず、記録という原点を保ちつつ、多種多様な表現を手にす
るようになりました。３.11 の厳しい現実を経験した写真の
世界も、記録や表現について大きな影響を受けました。

JPS 展は今年 40 周年を迎えますが、昨年までの会場の東
京都写真美術館が改修工事に入ったため使用できなくなり、
今年は上野の東京都美術館で開催することになりました。

森羅万象をモチーフとする写真というメディアの特性上、
応募作品の内容は実に変化に富んでいて大変見応えがあり
ます。時代の持つ日常性を鋭く捉えた作品をはじめ、四季の
豊かな自然の表情を表現したもの、祭りや伝統行事、日常生
活の中で垣間見えるユーモアやペーソスを感じる情景、動植
物の変化に富んだ姿など、多彩な作品と出会いました。写真
の面白さ、魅力などを存分に伝える作品に加え、近年著しく
その機能をアップしているデジタルカメラによるクリエイ
ティブな映像表現など、視覚的な面白さと魅力に満ちた作品
が数多くありました。

JPS 展の内容を豊かにしている要素の一つである 18 歳以
下部門は、技術上或いは表現上に多少の問題があっても、常
識に捉われない自由で想像力に満ちた作品が多く、写真とい
うメディアの可能性を強く感じました。一般公募作品に加
え、写真を学ぶ学生たちによるヤングアイのコーナーは、一
枚のパネルを複数の学生の作品で構成展示するというとこ
ろに面白味があり、個人作品の展示とは一味違った魅力と可
能性を感じます。

第40回 2015JPS 展開催
写真展事業委員会

JPS 会員の作品は昨年に引き続き「プロの眼」というタイ
トルで展示します。タイトル名を「プロの眼」とし、3 枚組の
写真にすることで、作品に対する作者の撮影意図や狙いがよ
り明確になり、バラエティに富んだ展示になりました。

公募作品、ヤングアイ、会員作品など、全体を通して写真と
いうメディアの持つ豊かな表現力と内容の奥深さなどを感
じ取っていただければ幸いです。

ご後援いただいた文化庁をはじめ、様々な形でご協力いた
だいた関係各位、JPS の賛助会員の皆様に、心から御礼を申
し上げます。

応募者総数	 2,056 名	 6,861枚
入賞・入選者数	 280 名	 490 枚
会員出品者数	 50 名	 150 枚
ヤングアイ参加数	 17 校	 17 枚

東	京	展
東京都美術館／６月 11日（木）～６月 26 日（金）
（ギャラリーB・C）　　9：30 ～ 17：30　　6月 15 日（月）休館

後　援／文化庁、東京都、東京都写真美術館
表彰式／６月 13 日（土）13：00 ～ 14：30　
　　　　東京都美術館 ロビー階講堂
 講演会／６月 13 日（土）15：00 ～ 16：30
　　　　東京都美術館 ロビー階講堂
　　　　 「編集長に聞く～コンテスト応募指南～」　講師：藤森

邦晃（『フォトコン』編集長）、熊切圭介（日本写真家
協会会長）

祝賀パーティー／６月 13 日（土）17：00 ～ 19：00
　　　　東京都美術館 2 階レストラン「MUSEUM TERRACE」
フロアレクチャー／会期中随時
協力（会場モニター提供）：EIZO（株）、パナソニック（株）

名古屋展
愛知県美術館／７月 15日（水）～７月 20 日（月・祝）
（展示ギャラリーＥ、Ｆ室）　10：00 ～ 18：00
	 （金曜日 20：00 閉館、最終日 17：00 閉館）

後　援／文化庁、愛知県、愛知県教育委員会、
　　　　名古屋市、名古屋市教育委員会
表彰式・講演会／７月 18 日（土）
　　　　愛知芸術文化センター 12 階アートスペース A
　　　　13：00 ～ 13：50 東海地区入選者紹介
　　　　14：00 ～ 15：30 講演会「新しい星景撮影手法」
　　　　講師：木村芳文（山岳 ･ 星景写真家）
イベント／７月 18 日（土） 10：00 ～ 12：00
　　　　愛知芸術文化センター 12 階アートスペース E・F
　　　　「デジタル一眼カメラで撮る『家族写真』」
　　　　講師：JPS 展名古屋展委員

公募作品審査風景� 撮影：天神木健一郎
審査員（左から）、林�義勝、安珠、田沼武能（審査員長）、中村征夫、
藤森邦晃（『フォトコン』編集長）の各氏
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関	西	展
京都市美術館別館／ 		8 月 25 日（火）～ 8月 30 日（日）	

9：00 ～ 17：00

後　援／文化庁、京都府、京都府教育委員会、
　　　　京都市、京都市教育委員会
表彰式・講演会／８月 28 日（金）

　　　　京都市国際交流会館イベントホール
　　　　 13：00 ～ 14：30 関西地区入選者紹介とビジュアルパ

フォーマンス、15：00 ～ 16：30 講演会
　　　　「『京都』四季のうつろい」　講師：中田 昭（JPS 会員）
イベント／８月 25 日（火）10：00 ～ 16：00
　　　　「浴衣で写真教室」　講師： JPS 会員
　　　　 協力：エプソン販売（株）、（株）ニコン、（株）ニコンイ

メージングジャパン

大浦	美保（和歌山県）

「時を経て」　カラー３枚組

西川	靖弘（大阪府）

「駆ける少女」　カラー単写真

金本	凜太朗（広島県）

「humans�and」　カラー３枚組

文部科学
大臣賞
賞状・楯・副賞
賞金 50 万円

18歳以下部門

最優秀賞
賞状・楯・副賞

東京都
知事賞
賞状・楯・副賞
賞金 30 万円
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菅野	秀明（東京都）

「田舎にて」　カラー３枚組

金賞
賞状・楯・副賞
賞金 15 万円

大倉	清司（東京都）

「地球を感じて」　カラー単写真

銀賞
賞状・楯・副賞
賞金 10 万円

杉本	英夫（京都府）

「新たな門出」　カラー３枚組

銀賞
賞状・楯・副賞
賞金 10 万円
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浅野	和夫
（大阪府）

「にらめっこ」
カラー単写真

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

上田	智子
（京都府）

「Smile」
カラー単写真

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

佐藤　豊（大阪府）

「記憶の滲出」　カラー３枚組

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

日本写真家協会
会長賞
賞状・楯・副賞

九州産業大学
芸術学部
写真映像学科

タイトル
「風染みて」

幸喜ひかり
比嘉緩奈

ヤングアイ
奨励賞
賞状・楯・副賞

宝塚大学
造形芸術学部　制作力創造学科
タイトル「刹那の向こうがわ」
桑田紗季、松本真依

【ヤングアイ部門】
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▲賛助会員トピックス

アマナ

IMA 主催のポートフォーリオレビュ
ー『STEP OUT!』第 3 回開催決定

　作品の講評だけではなく、自分の作品を売り込
む場、レビュワーにとっては新たな作家と出会う場
として、新たな作家がデビューするきっかけとなる
場となることを目指してスタートした IMA 主催の
ポートフォーリオレビュー『STEP OUT!』の第 3
回が開催決定。
2015 年 8 月 22日‒23日開催。詳細は下記サイト
をご覧ください。（随時更新）
http://special.imaonline.jp/stepout/

　また、IMA メディアで
は旬の写真作品や写真家
の声、歴史や世界の最新
情報などを満載して写真
をめぐるさまざまな楽し
みを伝える雑誌『IMA』
や、杉本博司、川内倫子、水

谷吉法、スティーブン・ショアなど国内外の注目作
家の写真集を刊行しています。
雑誌『IMA』は 2 月、5 月、8 月、11 月の 29日（2 月の
み 28日）発売です。

株式会社アマナ
担当：IMAメディア 販売企画部　八田真佐子
連絡先：〒140-0002
東京都品川区東品川 2-2-43
TEL：03-3740-4560
Mail：sales@imamagazine.jp
http://imaonline.jp/

キタムラ

カメラのキタムラ　写真を「撮る」「プ
リントする」だけでなく、 

「作る」楽しさをプラスする「Photo ＋
（フォトプラス）」を展開

　株式会社キタムラは、全国 900 店舗を展開する
カメラのキタムラで、お客様が「フォトブックなど
の写真作りを快適な環境で行える」、「写真作りの
時間そのものを楽しめる」ことを新コンセプトに、

「Photo＋」コーナーを 4 月より全店舗に順次導入
いたします。
写真は「撮る」楽しさだけではなく、撮った後に「作
る」ことを楽しみ、それを親しい人と見ることでま
た楽しむ、複合エンターテイメントと言えるもので
す。写真に作る楽しさをプラスしてフォトブック、
作るプロセスとその時間の楽しさを付加価値に、カ
メラのキタムラでは「フォトプラス」として展開して
まいります。

　店頭でのフォトブック作成には時間がかかるこ
ともあり、その時間を快適に過ごし、写真作りその
ものを楽しんでいただく空間作りが必要とされて
いました。カメラのキタムラでは「フォトプラス」コ
ーナーを全店舗に順次導入し、低めで幅広のテー
ブルと、大きなモニター画面で、写真選びやフォト
ブックの編集をより快適に楽しめる環境作りを進
めてまいります。

株式会社キタムラ　
広報担当：佐藤
TEL:050-3116-6300  FAX:045-476-0778 

堀内カラー

ファインアート・プリントサービス 
開始

　これまで多くの写真作家の皆様と培ってまいり
ましたプロラボの「ファインアート・プリント」を、
国内外有数のインクジェット・アーティスト用紙
でご提供いたします。
以下の 7 種類をご用意しましたので、それぞれの
個性と美しさをお楽しみください。

フレスコジクレー
フレスコ画の技法を現代に再現した漆喰シート/
フレスコジクレーを使ったプリントです。
■フレスコジクレータイプＳ（スムース）
表面に上品で繊細なテクスチャーを施した無光沢
紙、美しい表現と落ち着きのある質感が得られま
す。
■フレスコジクレータイプＲ（ラフ）
表面に柔らかな凹凸のテクスチャーを施した無光
沢紙、キャンバスを連想させる温かみのある風合
いが得られます。
用紙の詳細は http://www.fresco-g.com/
ハーネミューレ ファインアート
ドイツ・ハーネミューレ社のインクジェットファイ
ンアートペーパーを使ったプリントです。
■ハーネミューレ ファインアート バライタ
上質な光沢と質感、広い色再現域や高い最大濃度

と滑らかなグレーの階調再現でモノクロ写真に最
適です。
■ハーネミューレ フォトラグ
繊細で滑らかな面質によりモノクロとカラー写真
のどちらにも適しており印象的な深みが得られま
す。
用紙の詳細は
http://www.hahnemuhle- jetgraph. jp/
product/
ヴァンヌーボ
印刷用ファインペーパーで定評のあるヴァンヌー
ボのインクジェット対応のプリントです。
■ファインアート ヴァンヌーボ ＳＷ
ヴァンヌーボＶスノーホワイトをベースにした UV
インクジェットプリントで豊かな手触りが得られ
ます。
用紙の詳細は http://takeopaper.com/special/
伊勢和紙 Photo
インクジェットプリント用の厚手和紙の特性を活
かし、柔らかな優しい印象を持ったプリントです。
■伊勢和紙 雪色
純白に近いため忠実な色表現が可能で、しっかり
した厚みと硬さがあり柔らかく優しい作品に仕上
がります。
■伊勢和紙 芭蕉
地色はオフホワイトで温かく緻密な描写と表面光
沢によりシャープで立体感のある表現が得られま
す。
用紙の詳細は http://isewashi.co.jp/

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

東京工芸大学

「写大ギャラリー 40 周年記念展」

2015 年 4 月20日（月）~9 月27日（日）
第一期（1975~1984）4 月20日（月）~5 月24日（日）
第二期（1985~1994）6 月 1日（月）~7 月 5日（日）
第三期（1995 ～ 2004）7 月13日（月）~8 月8日（土）
第四期（2005～2015）8月24日（月）~9月27日（日）

　東京工芸大学は 1923 年に創立され、90 年以上
の歴史を持つ我が国で最も伝統のある写真教育機
関です。その中で写大ギャラリーは、国内外の優れ
た写真のオリジナルプリントを展示・収集・研究
する常設施設として 1975 年 5 月に開設されまし
た。ちょうど 2015 年は写大ギャラリー開設 40 周
年を迎える年にあたります。
　現在、写大ギャラリーでは1 万点を超えるオリジ
ナルプリントを所蔵し、アメリカの巨匠ウィン・バ
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ロックの日本初個展（1975 年 5 月）を皮切りに、こ
れまでに 237 回（2015 年 3 月現在）の写真展を開
催してきました。
　本展は、写大ギャラリーの 40 年間の歩みを振り
返り、十年ごとの四期に分け、それぞれの時代に話
題となった写真展から、珠玉のオリジナルプリント
を選んで紹介するものです。主な出品作家は第一
期ウィン・バロック、細江英公、第二期マリオ・ジ
ャコメリ、渡辺義雄、第三期ロベール・ドアノー、ウ
ォーカー・エヴァンス、第四期木村伊兵衛、安井仲
治 他を予定しております。皆様、是非お立ち寄り下
さい。

（10:00 ～ 20:00 開館　会期中展示替え閉館期間あ
り　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/

ケンコー・トキナー

ケンコー・トキナー新本社、中野に

　株式会社ケンコー・トキナーは、昨年 9 月から
随時中野の新本社に移転、今年 2 月に修理部門を
移転し、中野への集結を完了させました。新本社に
は、ケンコー・トキナーグループ製品を 3,500 アイ
テム在庫する「ケンコー・トキナーサービスショッ
プ」には、スタジオを併設。スタジオ用品を試用しな
がら撮影できます（3 時間 1 万 5 千円のレンタル制
あり。詳細はお問い合わせください）。ケンコー・ト
キナーサービスショップでは、トキナーレンズやス
リック三脚の修理も受付しています。サービスショ
ップでは会員登録も行っており（有料 540 円）、ショ
ップでの買い物割引や修理料金の割引も行ってい
ます。
7 階には最大 70 名収容のセミナールームも完備。
毎週金曜日の 17 時～ 18 時にフィルターセミナー

（参加無料、予約不要）を開催し、フィルターへの知
識の普及活動を行っています。また、セミナールー
ムも様々な活動に貸し出しており（無料）、撮影セミ
ナー、出版記念トークショー & サイン会、プリント

セミナーなどの実施の
実績があります。ぜひ
お気軽にお問い合わせ
ください。
新本社住所：〒 161-
8616　東京都中野区
中 野 5-68-10　KT 中
野ビル

JR・東京メトロ「中野」駅から徒歩 7 分。
株式会社ケンコー・トキナー
担当:田原　栄一
TEL:03-6840-2970
eMail：etahara@kenko-tokina.co.jp

キヤノンマーケティング 
ジャパン

高画質 4K 動画と約 1,200 万画素の静
止画撮影を可能にする、小型・軽量 4K
ビデオカメラ “XC10” を 2015 年 6 月
中旬より発売します。

高画質 4K 動画により高精細で臨場感あふれる映
像制作が可能
　高感度の 1.0 型 CMOS センサーと、光学 10 倍
ズームを搭載した 4Kビデオレンズ、高速に演算処
理を行う映像処理プラットフォームDIGIC DV 5、
キヤノン独自のビデオフォーマット“XF-AVC” の
すべてを新開発し、高画質な 4K 動画の撮影・記
録を実現します。4K 動画の圧縮方式は、最大
305Mbps のハイビットレートを実現する Intra 
Frame を採用し、4K 動画の高画質を維持しなが
ら高圧縮することで、データ容量を軽減することが
できます。

約 1,200 万画素の高感度な静止画撮影と4K 動画
からの静止画切り出しが可能
　有効画素数約 1,200 万画素 1.0 型高感度 CMOS
センサーの搭載により、ISO20000 の静止画撮影が
可能です。また、メカシャッターを搭載し、素早く動
く被写体も歪（ひず）みなく撮影できます。さらに

「4Kフレームキャプチャー」で、4K 動画から30コ
マ／秒の瞬間を約 829 万画素の静止画で記録でき
ます。さらに小型化・軽量化の実現とチルト式液晶
と縦に前後約 90°回転可能なグリップの採用によ
り、ユーザー任意の位置や角度からの撮影が可能
で、機動力を必要とする映像制作に貢献します。
■業務用デジタルビデオカメラホームページ　

canon.jp/prodv

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
■商品に関するお問い合わせ先　キヤノンお客様相談
センター
TEL050-555-90004

リコーイメージング

K シリーズ最上位のデジタル一眼レフ
カメラ「PENTAX K-3 II」を発売

　リコーイメージング株式会社は、デジタル一眼レ
フカメラ「K」シリーズの最上位機種「PENTAX 
K-3 II」を発売いたしました。ローパスレス仕様の
高精細 CMOS センサー（カメラ有効画素数約
2435 万画素）の採用やシリーズ最高となる手ぶれ
補正機能（4.5 段分）に加え、イメージセンサーユニ
ットを1 画素ずつ微細にずらしながら 4 回撮影し
た画像を1 枚の画像に合成する超解像技術 “リア
ル・レゾリューション・システム”を新たに備え
ています。1 画素あたり1 つの色情報しか取得でき
ない従来のべイヤー方式に対し、画素ごとに RGB
各色の情報取得を可能とすることで、細部までの
ディテールや色再現に優れ、きわめて解像感が高
い超高精細画像が得られる新機能です。また、GPS
ユニットをカメラ本体に内蔵することで、撮影場所
の正確な記録や簡易天体追尾撮影なども専用アク
セサリーなしで可能となり、従来以上に多彩なシー
ンでの作品づくりにご利用いただけます。

リコーイメージング株式会社
プロ機材グループ
担当：原、狩野
連絡先 :〒174-8639 東京都板橋区前野町 2-35-7
TEL:03-6327-3690
FAX:03-3558-3322

（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／伏見行介）
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Comment

写　真　解　説

結婚式を専門業者に依頼するようになって久しくなりま
す。でも、もともと婚礼文化はその地域で根付いていた民間
の文化でした。わたしはその「嫁入り文化」を再現する撮影
をしています。花嫁さんが移動するとき、昔なら輿・籠を使
ったのでしょうが、とりあえず軽トラに載せてみようとな
りました。でも抱き上げるわけにもいかず考えた末、ブロッ
クを積み上げて荷台まで階段を作ることになりました。み
んなでわいわいブロックを積みながら、結婚式ってこうい
うものだったのだと感じました。

我が家から少し歩くと視界が開け、屈斜路湖がその日の
天気によってさまざまな表情を見せてくれる。

このカルデラ湖は 12 月から湖面が凍り始め、年明けには
全面が結氷する。4 月まで半年近くの間、変幻する雪や氷の
造形が楽しめる。風の強さによっても、また陽射しによって
も変わり、水の華ともいえる雪と氷の神秘的な美しさに私
はいつも驚異の目を向ける。

水は摂氏 0 度を境に液体から固体に変わり、液体より固
体の方が重いという性質によって、このような造形を我々
は目にできる。

イタリアのウンブリア州の片田舎にある大きな村。スバ
シオ山から切り出されたピンク色の石がほとんどの建築に
使われ、村を明るく彩っている。２つの塔がある門を潜り目
抜き通りを歩きはじめたとき、他の村よりも多くの花が飾
られていることに気がついた。進んで行くと花の数はどん
どんと増えていき、花いっぱいの路地と出会ったときはさ
すがに驚いた。魅力ある景観を持つ村なので観光客も多く、
土産物店、画廊、ワインショップが点々としていた。

スイスを代表する鉄道橋の一つ、ランドヴァッサー橋を
渡る「ベルニナ・エクスプレス」。1902 年完成のこの橋を含
め、「レーティッシュ鉄道アルブラ線／ベルニナ線と周辺の
景観」は 2008 年に世界遺産に登録された。高さ 65 ｍのこの
橋を通過する際には、車内から歓声があがり、シャッター音
が響く。

美瑛川の青い流れが美しい。
この川の水が砂防用の堤防によって堰き止められたのが

近年、ことあるごとにメディアで取り上げられるようにな
った美瑛町白金地区にある「青い池」である。

美瑛川には水酸化アルミニウムなどが多く含まれてお
り、水中に差し込んだ太陽光がコロイドの粒子と衝突散乱
して美しい青色に見えるといわれている。

水辺にはエゾアジサイが花をつけていたが、川の美しさ
とは裏腹に魚はすめない。水酸化アルミニウムを含んでい
るためなのであろう。

中米ホンジュラスの海をボートで走っていた。夕日はち
ょうど沈んでしまったところで、水平線の上はまだオレン
ジ色に輝いていた。辺りを泳いでいたイルカがそのオレン
ジの光の中で豪快にジャンプした。目を疑うほどの素晴ら
しい瞬間だった。イルカやクジラは一度ジャンプをすると、
もう一度か二度ジャンプをすることがあるのを知っていた
僕は、その方向にカメラを構え、もう一度ジャンプするよう
祈った。するとそのイルカは僕の期待に応えてくれ、もう一
度威勢のいいジャンプを披露してくれたのだった。

旅をしながら朝市のおばさんたちの写真を 20 年間撮り
続けてきた。朝市は人が集まるところであり 、物が集まる
ところでもある。朝市は地域に根ざした生活市で、各家庭の
台所と直接つながっている。お客さんはおいしいもの目当
てにやってきて、顔見しりなので安心して買っていく。あち
らこちらから、おしゃべりや笑い声が聞こえてくる。朝市に
は笑顔が溢れ、東北の冬の厳しさが人の温もりに消えてい
った。

「三国志」の舞台である中国大陸の取材を始めてから四半
世紀の歳月が流れた。車、列車、船で移動した走行距離は、約
六万七千キロに及ぶ。

魏、呉、蜀の三国が並び立ち、覇を競った三国時代は、今か
ら千八百年ほど前のこと。風雪の歳月は重く、当時をしのぶ
建造物や戦跡をうかがうことは難しい。しかし、はるか太古
の昔より中国大陸を貫流してきた黄河や長江の流れは、当
時の姿で迎えてくれた。

写 真 は 浙 江 省 蘭 湲 市 諸 葛 鎮 で。こ の 村 に は 現 在 も
四千五百人の諸葛孔明の子孫が暮らしている。

南米ペルーのアンデス山脈、ブランカ山群に、高さ 10 メ
ートルにもなる世界最大の花茎を持つ花があると聞いて出
かけて行った。生育地は標高 4200 メートル。谷あいの広大
な草原に、点々と電柱のように立っていた。テントを張り、
丸３日間この花を撮り続けた。様々な角度から、また、朝、夕
の光線など、数多くシャッターを押したが、曇天時、テント
のすぐ側から素直に撮ったこの一枚が気に入っている。

ファルフ・ルジマトフ（バレエダンサー）
1963 年、ウズベク共和国（旧ソ連）タシケント生まれ。今

なお、現役でクラシックバレエからモダン作品まで、はば広
くこなすバレエ界のカリスマ。

舞台上で踊動する肉体をスタジオに移し、完璧なまでに
鍛え上げられたダンサーの肉体を表現してみた。

もうひとつの結婚式（表紙写真）   三澤武彦

湖面の造形　屈斜路湖   水越　武

JUMPING IN THE SUNSET   高砂淳二 岩手県、久慈の朝市   池田進一

スペッロ村の踏地（表 4 写真）   吉村和敏

三國志巡禮   小松健一

世界遺産ランドヴァッサー橋   櫻井　寛

プヤ・ライモンディイ   木原　浩

青い流れ、水辺に咲く   菊地晴夫

孤高の肉体   瀬戸秀美
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——　「土門拳賞」受賞おめでとうございます。
下瀬　私は 1944 年に旧満州の新京で生まれました。父
が満州映画協会で仕事をしていた関係で、戦前、長州の
人の多くは新天地を求めて大陸に渡ったんです。1歳
のとき敗戦となり、父の故郷萩に引き揚げてきました。
父はそこで写真館を始めました。子どもの頃はＳＦ小
説や詩歌が好きで、よく本を読みました。昆虫採集や化
学実験にも夢中になる科学少年でしたが、文才もなく、
勉強もできなかったので、詩人や科学者になることは
断念しました。ものを創造したり表現したりするのが
好きでしたから、押せば写る写真に興味を持ち、近辺の

おめでとうございます

風景や友人などを撮って楽しんで
いました。17 歳のとき、父が亡く
なり、跡を継ぐことになり 2年間、
日吉の東京綜合写真専門学校で重
森弘淹先生、山岸章二氏などから
新しい時代の写真を教わり、写真
集などを読み漁りました。卒業時
に校長の重森先生に相談したとこ
ろ、「学校の助手をしながら研究科
で勉強したら」と勧められたんで
すが、家業を女手一人で守ってい
る母から猛反対され、やむなく帰
郷して跡を継ぐことになったんで
す。22 歳でしたが、重森先生から
は ｢頑張って一人前の写真家にな
れ、褒められることも大事だが、無
視されるより駄目といわれること
も大切なんだよ｣と励まされ、生き
方や志の持ち方など人生訓を教わ
りました。田舎ではさして目新し
い出来事があるわけでもなく、身
近な対象をコツコツと撮っては『カメラ毎日』の山岸氏
のもとへ持参し、写真を見てもらいながら、コンテンポ
ラリーフォトや私写真など時代を先駆ける作品に刺激
を受けました。
家業を継ぎながら、35㎜カメラで地元の萩の人々や
古い街並みを捉え、写真集『萩・ＨＡＧＩ』を出版し、日
本写真協会の新人賞（1990 年度）をいただくことがで
きました。新人としては遅咲きの 45 歳のときです。選
評で梶原高男先生が「繊細でみずみずしい感覚」と評し
てくださったのがきっかけで、次のテーマを海風と山
風が入れ替わる凪のときに去来する間を撮ることにし
たのです。それが写真展｢凪のとき｣と「風の中の日々」
で、写真とエッセイで綴ったものでした。この写真も

10 年くらいかかりました。
——　ところで今回の受賞作となったのは写真集『結
界』( 平凡社 ) ですね。
このシリーズは 1996 年のニコンサロンでの写真展
から始まり、写真集になるまで実に 20 年もかかって
いますが、どこにそんな粘りがあるんですか。
下瀬　結果的に 20 年もかかっていますが、私は小型カ
メラで機動的に撮るというよりは、じっくり腰を据え
て撮るタイプですね。勿論「結界」シリーズは 4× 5か
ら 8 × 10 インチの大判カメラを使っているところも
ありますが、それは大判でなければ表現しきれない緻

密で高精細なモノクロ写真であるこ
とも理由の一つです。
ごく身近なありふれた自然の息吹

に目を向け、あまり「写真になりそう
もないもの」をモノクロームで細密
描写することによって、自然が作り
出した造形に神秘さを感じるので
す。霜の降りた草むら、イノデの新
芽、カラスウリとクサネムなどの草
花が作り出す造形美、明木川のさざ
波、渓流の水面などの流れる水が
刻々と変化する様は好きです。対照
的なものにイボタ蛾やヤマカダシが
脱皮したものは奇妙なものといった
印象的なものもあります。精緻に捉
えることで自然界の息吹と変転、生
と死の輪廻を見ることができるので
す。
——　写真集のタイトル『結界』の意
味について解説いただけますか。
下瀬　　「結界」とはサンスクリット

語を語源に仏教用語として中国から伝わり、空海が高
野山に結界して女人の入山を禁じたことで知られ、「浄
界」と「不浄界」を隔てることとの意で、神仏で張る「注
連縄（しめ縄）」、空間領域（境界線）を表すもので、古来
から日本人は自然のものに神が宿り、霊的なものを感
じるといわれており、私はその聖的な世界に惹かれ、自
然の鼓動を感じながら撮り続けています。この受賞を
糧にさらなる作品を作っていこうと思っています。
——　ありがとうございました。

（取材：平成 27年 4月 17日　如水会館授賞式会場にて
聞き手／松本徳彦　撮影／小池良幸）

第 34 回土門拳賞

受賞者　下瀬 信雄 さん
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■ クラウドサービスとは
インターネットの普及により、様々なクラウドサービスが

普及し始めています。クラウドサービスの「クラウド」とは、ク
ラウド（雲）コンピューティングを使って提供されるサービス
のこと。インターネットでつながっているサーバーにメール
や文書、画像などのデータやソフトウェアを保存して、必要な
時にインターネット経由で呼び出して使うことができるよう
になっています。

写真家にとって便利なサービスが、大量の画像データをク
ラウドサーバーに保存できるクラウドストレージサービス。
代 表 的 なもの に Google ド ラ イブ（www.google.com/）、
Dropbox（https://www.dropbox.com/）、Evernote（https://
evernote.com/）、Apple の iCloud（http://www.apple.
com/jp/icloud/）などがあります。また Mac に特化したクラ
ウドストレージサービスとして、Mac Server（http://www.
macserver.jp/）というのもあります。

■ Eyefi Mobi Pro と Eyefi クラウド
アイファイジャパンが 3 月 27 日に発売した Eyefi Mobi 

Pro（アイファイ モビプロ）32GB は、無線 LAN 機能を内蔵
した SDHC メモリーカード。RAW 画像の転送や選択した
画像のみの転送、WiFi ルーター経由での高速転送などが可
能な記録メディアです。

対応するデジタルカメラに Eyefi Mobi Pro カードを挿し、

ジタルカメラ
と互換性があ
り、そのうち約
400 機 種 の カ
メラにEyefi 連
動機能が搭載
されています。

こ の Eyefi  
Mobi Pro カー
ドには、容量無
制限のクラウ
ド サ ー ビ ス

クラウドストレージサービスによる
画像データの保存

デジタルカメラで撮影した後で問題になるのが、画像データの保管と管理。増え続ける画像データをどのように管
理したらいいのかに頭を悩ませている人も多いに違いない。今回は、クラウドストレージサービスによる画像保存を
Eyefi の Eyefi Mobi Pro カード と写真に特化して開発された Eyefi クラウドを例に紹介していこう。

記録メディアとして使うことで、
連携させたタブレット、スマート
フォン、パソコンなどのデバイス
に、ワイヤレスで画像データや動
画のデータを転送することがで
きます。初期設定は、デバイスに
専用アプリをインストールし、ア
クティベーションコードを登録
して、デバイスとEyefi Mobi Pro
カードをペアリングさせるだけ
という手軽さです。

現在、Eyefi カードは主要カメ
ラメーカー 1,000 機種以上のデEyefi Mobi Pro 32GB

Eyefi Mobi デスクトップアプリの画面。スマートフォン、タブレ
ットそれぞれに専用アプリをインストールして使用する。

パッケージには Eyefi Mobi Pro カード、カード
リーダー、アクティベーションコードを記載し
たカードが入っている。

Eyefi クラウドのメンバーシップ１年分が付属しています。
Eyefi クラウドのサービスは、写真に特化して開発・デザイン
されているのが特長です。しかも Eyefi Mobi Pro カード は、
RAW 画像の転送や選択した画像のみの転送、WiFi ルータ
ー経由での高速転送ができるので、Eyefi クラウドと合わせ
て利用することで、RAW ＋ JPEG で撮影した画像データを
屋外ではデータ容量の小さい JPEG 画像だけをスマートフ
ォンで受信、家に戻ったところでホームネットワーク内のパ
ソコンに RAW 画像も転送するといった、柔軟な運用が可能
となります。

Eyefi クラウドのクラウドメンバーシップ料金は 5,000 円 /
年。Eyefi Mobi Pro の市場価格 9,980 円（税込）には、1 年分
のクラウドメンバーシップの料金が含まれています。また、オ
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リンパス社製の WiFi 内蔵カメラからは、Eyefi カードを介さ
ず Eyefi Mobi アプリによる画像転送が可能です。さらにオリ
ンパス社製カメラで撮影された画像が Eyefi クラウドにアッ
プロードされると、Exif データを認識して Eyefi クラウドの
メンバーシップが無償で 30 日分延長され、さらにメンバーシ
ップを継続する場合には、クラウドメンバーシップ料金が
30% 引きになるといった特典も用意されています。

容量無制限とは言え、大量の画像データを Eyefi クラウド
にアップロードすると、その管理が大変になりそうですが、新
しいモバイルアプリでは、Eyefi クラウドに保存された全コ
レクションの閲覧・編集・共有ができ、撮影画像の Exif 情報
を参照したり、画像を 2 枚横並びで比較することができます。

また、新機能としてスマートビューとスマートタグを搭載。
スマートビューは、画像検索の条件を保存し、それをもとに新
規ビューを作る機能。スマートタグはタグ付け作業を自動化
する機能で、認識画像を「動物」「イベント」「食べ物」といった
10 のカテゴリに分けます。全部で 80 のサブカテゴリが用意
されています。画像の認識は、クラウドへのアップロード時に
自動で行われ、ひとつもしくは複数のタグが付与されます。も
ちろん、パソコンやモバイルアプリ上で、手動でタグを修正す
ることもできます。

位置情報、撮影日時などの Exif 情報とスマートタグの情報
により、クロス検索が簡単にできるようになっています。な
お、Eyefi クラウドはアップロード画像に一切手を加えない
仕組みとなっており、画像に付与されたタグは、画像と別ファ
イルで管理されます。Eyefi Mobi アプリなどでは、画像の閲
覧・編集が可能ですが、オリジナル画像はそのまま残るとい

うわけです。

■ クラウドストレージサービスの注意点
このように、クラウドストレージサービスをうまく利用す

れば、大量の画像データを手軽に保存して管理することがで
きるようになります。データのバックアップなどにも役立つ
ことでしょう。

ただし、クラウドストレージサービスの仕様やサービス内
容は様々です。多くのクラウドストレージサービスでは、無料
で利用できる容量や期間が設けられていて、必要に応じて有
料で容量を拡大したり、期間を延長することができます。また
1 ファイルのデータ容量に制限があったり、セキュリティや料
金設定にも違いがあります。

キャンペーンなどで一時的に容量が拡大される場合があ
りますが、キャンペーン終了時に元の容量に戻ってしまい、使
い勝手が悪くなるということも少なくありません。海外で利
用する場合には、サーバーにアクセスできる環境かどうかを
確認しておく必要もあります。

自分の作業環境に合ったクラウドストレージサービスはど
れなのか、比較検討をして、賢く利用していきましょう。 

（記／出版広報委員：柴田 誠）

問い合わせ先：Eyefi ホットライン TEL.03‒6419‒9927

月曜〜金曜（年末年始・休祝日を除く）

10：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00

http://jp.eyefi.com/

専用アプリでは、画像の削除や回転、ダウンロード、加工などもで
きる。

画像の詳細情報では撮影データやタグの情報が表示される。

Eyefi  Mobi 
Pro カードに
対応するカメ
ラの互換性は
サイトで確認
することがで
きる。

パソコンやほかのデバイス
でも同じように写真が一覧
表示される。
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◆林　義勝（1975 年入会）
林忠彦写真展「カストリ時代1945・48

＆AMERICA1955」7 月 27日～ 8月 25
日迄品川キャノンSギャラリー2階新設
ギャラリーにて開催致します。林忠彦が
戦後の日本を写し撮った「カストリ時代」
と戦後から10年経ったアメリカを写した
写真を同時に展示し戦後のアメリカと日
本の対比から改めて「戦争」とは何だった
のか、そして、現在の日本を考えるきっか
けとなる写真展にしたいと思っている。
� （東京都新宿区在住）

◆池谷俊一（1992 年入会）
私は写真研究会を指導主宰している。

ひとつは地方展で 24 年で 24回写真展。
もうひとつは東京展で 2回展。地方と都
内の写真者の思考性に差異発見。それは
写真表現の範疇が、地方には写実しかな
いという刻印。具象形抽象の創出地点
は、認められていず指導者に其の教養が

Message Board

不在。
写真生
命はア
リバイ
記録が
唯一故
に、 召
許証パスポートは写真限定。だがそれ故
に激動する時代波に活瀚な写真力が沮
喪れる。プロ写真家こそ多角企投を学び
たい。� （静岡県御殿場市在住）

◆水越　武（1972 年入会）
27 歳で写真を始めた私は今年でこの

道 50年となる。その成果をまとめる写真
集『真昼の星への旅』を新潮社から3月に
出版した。山を中心とした自然の写真で、
全 99点の作品をモノクロームのみで構
成した。そしてすべての作品を、フィルム
で撮影しバライタ紙でプリントした写真
にこだわった。労苦をいとわず、納得する
まで何度でもプリントし直した。しかし
なぜか 40 年前のビンテージプリントが
気に入り、使用した印刷原稿もあった。写
真を取り巻く世界が激変する中で、モノ
クローム用の感材が手に入りにくくな
り、地方に住む者は途方にくれる状況だ。
モノクロームの仕事を大切にし、拠り所
としてきた私は寂しいかぎりである。
� （北海道弟子屈町在住）

◆岩堀春夫（2000 年入会）
以前はいつもカメラバックにセロテー

プを入れていた。これはピントを固定す
るために使っていた。最近は失敗して困
るような撮影は無くなってしまった。し
かし、撮影は続けている。機材も常に更新
している。ところがマニュアルフォーカ

スにしているのにピンボケになってしま
う。何度か現場で慌てたことがある。その
原因は最新のレンズに付いているSTM
という機能のようである。これなら古い
レンズの方がいいのか。最新レンズにも
機能を省略して強度を増したバージョン
があればいいと思う。そういえば、大きな
三脚をどこへ行くのにも持っていたのは
過去の話になっている。レンズの不満を
一つだけあげたが、その他の新機能には
たくさん感謝している。HDRなんかかな
り利用価値がある。
� （兵庫県西宮市在住）

◆西川祐介（2006 年入会）
４月。街は新社会人や新入学生でにぎ
やかだ。そして今年もＪＰＳに大勢の新
入会員が加わった。でも、少し様子が違う
のは、“新入会員 ”と言っても彼ら・彼女
らは私よりも年長者だったり、仕事の上
での先輩だったりする点だ。だから新入
会員からも学ぶ事は沢山ある。
ここが普通の会社や学校と違うところ
で面白くもある。ただ入会するだけでは
なく、様々な分野で活躍している人たち
どうし良い影響を与えあったりお互いが
発展していける、そういう場として日本写
真家協会を利用したいと思っています。
� （千葉県四街道市在住）

◆山本昌男（2001 年入会）

ものとなっ
た。今まで見
たことの無
い強い存在
感に溢れる
建築群を６
×９のフイ
ルムカメラ
で捉え、その
造形の無骨
で、素朴で、
そして優雅

私が呼掛
け人となっ
てスタート
いたしまし
た「親子の
日」は 7月の
第 4日曜日。
今年で 13回
目の「親子の
日」は 7 月
26 日 で す。

青幻舎よ
り作品集が
出版されま
した。
メキシコ
の RM 社と
の共同出版
です。
青幻舎サイ
ト

今年もこの日には、100 組の親子を都内
のスタジオにご招待して「スーパーフォ

http://www.seigensha.com/books/
978-4-86152-453-0
� （山梨県北杜市在住）

◆増田彰久（1971 年入会）
増田彰久写真展世界遺産「華僑の故

郷・開平」を2015 年７月24日（金）～７
月30日（木）まで富士フイルムフォトサ
ロンで開催いたしますのでよろしくお願
いいたします。１９世紀はじめアメリカ
西部はゴールドラッシュで沸いていた。
そこに中国広東省の開平の農民が華僑
として大量に洗出し、年に一度、稼いだ大
金を持って故郷に帰ってくると盗賊に襲
われた。そのため防衛的な性能を備えた
高層楼閣住宅が数多く建てられた。そし
て時代と共に開平楼閣は財力を誇示する
ためのものへと変化し装飾はより豪華な

さが混在した開平の近代建築の不思議
さを伝えたいのである。
� （東京都町田市在住）

◆谷津栄紀（1987 年入会）
会員になって 30年近く。憂鬱な月とな

った４月が、今年も巡ってきました。「コ
ストパフォーマンス」という言葉が、毎年
この時期、頭をよぎります。毎月のニュー
スと、年数冊の会報の購読料と割り切れ
ばいいかと、もしくは、写真文化の発展の
ためのお布施かと、毎回自分に言い聞か
せています。
今年も、通帳の残高を見ながら、しんみ

り思います。
� （千葉県松戸市在住）

◆ブルース・オズボーン（2007年入会）
写真展 開催のお知らせ

タイトル：「親子」～ Present�to�the�
future ～
会期：2015年7月4日（土）～7月31日（金）
　11：00～ 17：00
会場：FCCJ（日本外国特派員協会）
〒100-0006�東京都千代田区有楽町 1丁
目7−1　有楽町電気ビル 20F
1980 年に来日して以来「親子」という

テーマに�取り組んで、今年で 33年目と
なります。今まで 5000 組以上の親子に出
会い、それぞれの親子が私に多くのこと
を語りかけてくださいました。今回の展
示は、毎日新聞のシリーズ「親子インタビ
ュー」で撮影した写真を中心に展示いた
します。
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て、見るだけのつもりで歩いていても、つ
いカメラを向けてしまう。そんな島での
出会い。� （東京都練馬区在住）

◆和田直樹（1994 年入会）
4 月から東京工芸大学芸術学部デザイ

ン科で非常勤講師として1年生を対象に
写真を教えています。写真学科ではなく、
デザイン科の学生ですから写真の専門
的な知識よりも、表現手段としての可能
性を知ることを主眼にしています。
先日、課題として 8枚組み写真による

フォトストーリーを制作させたのです
が、その多彩な表現力に驚きました。多く
の学生はスマートフォンを使い撮影をし
ましたが、被写体を見つけ、自由なアング
ルからアプローチをし、自在に空間を切
り取り、写真に気の利いたキャプション
を添えるのです。
この世代にとって、スマートフォンで写
真を撮り、それを使って表現することは、
息をするのと同じように自然な行動にな
っているのです。�（東京都練馬区在住）

◆佐藤健治 （2015 年入会）
今年の総会会場で、この「Bord」にメッ

セージを書くよう強くすすめられた新人
会員の佐藤健治です。サラリーマン出身
の写真家ですが、50歳になったときに定
年までにプロになりたいと思い 2009 年
にAPAに入会することができました。さ
らに今回 JPSに入れていただき、うれし
い思いで一杯です。
それぞれの先輩や仲間から得た貴重な
情報は、かけがえのない財産です。

遠レンズを付
けていくとど
うしても大げ
さになり、年頃
の息子からは
いつも嫌がら
れています（苦
笑）。
地区の中で

はそれほど強く
ないサッカー部

トセッション」という撮影会を実施いた
します。� （神奈川県葉山町在住）

◆薄井大還（1996 年入会）
カメラマン親子の企画撮影による映画

「ダライ・ラマ十四世」が劇場公開。
（札幌シアターキノ、近日公開
011-231-9355）

（渋谷ユーロスペース、5月30日公開
03-3461-0211）

（名古屋シネマスコーレ、６月公開
052-452-6036）

（松本CINEMAセレクト、7月11日
のみ上映　0263-98-4928）

（長野シネマポイント、7月18日公開
026-235-3683）

（大阪第七芸術劇場、本年夏公開
06-6302-2073）

今後
ともよ
ろしく
お願い
いたし
ます。
こ の
写真は
日光で撮った「波に乗りたい私」の心情と
重なって見えた「渚のピエロ」です。
� （東京都東村山市在住）

◆関 行宏 （2009 年入会）
時が経つのは早いもので息子もいつの

間にか高校 3年生になり、高校サッカー
部の左サイドハーフのレギュラーメンバ
ーとして活躍している姿を見られるのも
あとわずか。できるだけ練習試合や公式
試合を訪れるようにしていますが、職業
柄か、カメラを持っていかないと気が済
みません。
とはいえ、一眼レフボディに単焦点望

なのでなかなか勝利に巡り合えませんが、
可能な限り姿を収めたいと思っています。
以上、親ばかメッセージでした（笑）。
� （神奈川県横浜市在住）

◆宮沢あきら（2011 年入会）
5 月下旬、私が主宰するネイチャー系

写真教室のツアーで、新緑の上高地に行
ってきました。例年に比べ雪が少なく雨
が多い今年の気候は、植物の景観にも変
化を与え、いつもの芽吹きの色合いから
やや濃いめの緑へと季節が進んでいま
した。ここ上高地は毎年春か秋には訪れ
る山岳リゾートの名所ですが、今年は大
きな変化がありました。�
それは大挙して訪れる外国人観光客
の多さです。タクシーの運転手に聞いた
ところ、
欧米を
はじめ
韓 国、
台 湾・
中国か
らの観

（京都京都シネ
マ、近日公開
0 7 5 - 3 5 3 -
4723）
（那覇桜坂劇
場、夏公開 098-
860-9555）
世界６都市、

日本国内１０
都市以上をダ
ライ・ラマと
共に旅をし、

光客が急増しているそうで、多い日には
訪れる人の 9割が外国人と聞きました。
私が行った日にも大型バスが次々と着
き、そのほとんどが台湾・中国からのお
客様でした。もちろん日本の素晴らしい
景観が世界的に有名になることは嬉しい
ですが、静かな大正池の畔で、拡声器を
使い集合写真を撮っている集団を見てい
るととても複雑な思いになった 2日間で
した。� （東京都調布市在住）

◆内堀タケシ （1999 年入会）
埼玉県宮代町の近くで田んぼをやって

４回目です。近所の田んぼが次々と離農
し、今年もお隣りがやめたので１．５反ほ
ど苗を植えましたが、これ以上増やすに
は限界もあり躊躇しています。米作りに

人々と語り「平和ってなんですか」「幸せ
ってどこにあるの」などをダライ・ラマ
と共に考えるドキュメンタリーです。
� （東京都渋谷区在住）

◆おちあいまちこ（2015 年入会）
わたくしの　せなかに　そっと
お日さまの　手のひら　

五行歌をご存知ですか？五行で縦書
きというルールで自由に思いを表現する
というものです。昨年、本嶋美代子さんと
の２冊のフォト五行歌集を出版し、今年
３月刊行記念写真展を銀座教文館で開
催しました。画像とテキストの両方を展
示する方法について悩みましたが、エプ
サイトで大判プリントし壁面に吊るすこ
とにしました。五行歌への関心は高く、私
自身も思いを両方で表現できたら…と思
います。
「今日もいいことありますように」/「泣
いても　わらっても　心にいい風　ふき
ますように」本嶋美代子著　写真／おち
あいまちこ　いのちのことば社（各￥
1,300＋税）� （東京都多摩市在住）

◆渡邉英昭（1988 年入会）
小さな島が好きだ。ちょっと大きな

町は、このところどこも同じようになっ
てしまった。小さな町の方が歩きやす
く、おもしろい人やものに出会いやす
い。住人みんなが知り合いなので、紹介
もしてもらいやすい。
島ならなおさらで、外の世界の動きと

は一線を画している。雰囲気も独特なと

ころが
多いし、
建物も
昔なが
らのも
のが残
ってい

興味のある会
員の方、一緒に
田植えから収
穫までやりま
しょう。自作の
新米を食べる
のは格別な喜
びです。東京か
らも１時間と
近いので）̂o（̂
�（東京都杉並区
在住）
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General Meeting

日時：平成 27年 5月 22日（金）、13：30～ 16：30
会場：アルカディア市ヶ谷５階　「穂高の間」
総正会員数：1,594 名、　定足数：798 名
出席�正会員数：995名（内訳：本人出席129 名、代理委任 7名、
議決権行使書 859 名）
定刻に会は始まり、進行の小川総務理事により平成 26年

度の物故会員10 名の氏名が読み上げられ黙祷しご冥福を
祈った。続いて平成 27年度新入会員、出席の名誉会員、会員
外理事、監事、来賓等の紹介があった。
田沼会長より、3月の内閣府の立入検査が問題なく終了

したこと、逝去された花井監事への謝辞、JPS創立 65周年
を迎えて一層の発展につくしたいとの決意表明があり、また
協会発展のためにご尽力いただいた在籍 40年以上の正会
員と賛助会員に感謝状を贈呈する旨の報告があった。
定款により議長に選任された田沼議長の開会宣言ののち
議案の審議に入った。
報告事項１：「平成 27年度事業計画書」について熊切副
会長から総括
的な説明があ
った。
報告事項２：

「平成 27 年度
予算書」に関し
て、松本専務理
事より詳しい
説明があった。
報告事項３：第41回「日本写真家協会賞」について、熊切

副会長より、株式会社堀内カラー様に贈呈すると報告があっ
た。
報告事項４：「会費滞納による正会員資格の喪失の件」に

ついて足立常務理事より報告があった。
報告事項５：「平成 27年正会員理事候補選出結果報告」

が理事選出管理委員会の芳賀委員長より報告された。
続いて決議事項の議事に入った。
第1号議案：「平成 26年度事業報告及び決算承認の件」

に関して、公益事業と収益事業の面から熊切副会長より説明
があり、続いて松本専務理事より「平成 26年度決算報告」に
ついて、経常収益は141,087,269円、経常費用は140,319,710
円で、767,559円の黒字になった」と報告があった。監査報告
では栗原監事（公認会計士）より、帳簿及び関係書類が適正
であった旨の説明があった。
質疑応答では伏見正会員より①公益法人の赤字決算に関

して、江口正会員より②関西メンバーズ展に関して質問があ
った。①には収支がバランスよくなるよう努力する。②には
昨年の総会で同様の質問があり、理事会で検討してニュース
で報告しているので確認してほしい、と回答があった。また
伊丸岡正会員、能津正会員、西岡正会員より会費値下げや議
事進行に関して質問や提案があった。賛成多数で可決承認
された。
第 2号議案：「任期満了に伴う理事選任の件」について、
理事会が推薦する会員外理事 7名、続いて正会員の投票に
より選出された正会員理事候補者13名と補欠2名について、
一人ひとり選任が行われ全員が賛成多数で承認された。
田沼会長から任期満了により退任する会員外理事の小野

茂夫氏、杉浦信之氏と正会員理事小池良幸、小川泰祐、楠本
秀一の各氏に在任中のご尽力に対して感謝の言葉があっ
た。
第3号議案：「監事（正会員）逝去に伴う監事選任の件」に

ついて、定款により理事会で水谷章人正会員を承認したの
で、総会で選任したいと説明があり、賛成多数で選任された。
議長がすべての議事が終了した旨宣言し閉会した。

この後選任された理事と監事による理事会が、別室で開
催され、その結果が山口専務理事（新）より報告があった。（下
記参照）
４時より同会場にては協会創立 65周年を記念して、在籍
40年以上の正会員と、賛助会員に対して感謝状の贈呈式が
行われた。正会員を代表して野村英男氏と賛助会員を代表
して（株）写真弘社代表取締役柳澤卓司氏が田沼会長（前）よ
り感謝状を受け取った。出席の在籍 40年以上の正会員と賛
助会員がそれぞれに自己紹介を行い、和やかな雰囲気の中
で総会後の報告及び贈呈式は幕を閉じた。

会場を「大雪の間」に移して吉岡総務委員の進行で懇親会
が開催された。賛助会社を代表してキヤノンマーケティング
ジャパン（株）プロマーケティング部部長相川弘文氏の来賓
挨拶と乾杯のご発声で始まり、すぐに会場に多くの歓談の輪
が出来た。途中で新入会員の紹介や賛助会員の方々の挨拶
もあり会場はにぎやかな雰囲気に包まれた。最後に新任理事
と任期満了で退任された理事がそろって壇上に上がり、続い
て熊切代表理事（新会長）が新任の挨拶を行った。木村名誉
会員の恒例の三本締めでお開きとなった。
� （記�/ 書記 /飯塚明夫、/記録撮影 /桃井一至）

平成 27年度公益社団法人日本写真家協会役員
代表理事　　　　会長　　　熊切圭介
業務執行理事　　副会長　　松本徳彦
業務執行理事　　専務　　　山口勝廣（総務、財務）
業務執行理事　　常務　　　田沼武能（会長補佐、保存センター）
業務執行理事　　常務　　　足立　寛（教育推進、総務）
業務執行理事　　常務　　　加藤雅昭（出版広報、ホームページ）
業務執行理事　　常務　　　熊谷　正（写真展事業）
業務執行理事　　常務　　　島田　聡（企画）
業務執行理事　　常務　　　和田直樹（著作権、国際交流）
理　　事　　　　　　　　　伊丸岡秀蔵（新任、企画（副））
理　　事　　　　　　　　　川畑秀樹（新任、事業推進（関西））
理　　事　　　　　　　　　桑原史成（教育推進（副））
理　　事　　　　　　　　　柴田明蘭（新任、総務（副）（関西統括））
理　　事　　　　　　　　　足立直樹（凸版印刷（株）代表取締役会長）
理　　事　　　　　　　　　�加茂川幸夫（（独）東京国立近代美術館館長）
理　　事　　　　　　　　　�佐々木　統（キヤノンマーケティングジャパン（株）顧問）
理　　事　　　　　　　　　�西岡隆男（（�株）ニコンイメージングジャパン顧問）
理　　事　　　　　　　　　西村陽一（朝日新聞社取締役　編集担当）
理　　事　　　　　　　　　宗雪雅幸（（公社）日本写真協会会長）
理　　事　　　　　　　　　森山眞弓（（一財）日本カメラ財団理事長）

監　　事　　　　　　　　　栗原安夫（公認会計士）
監　　事　　　　　　　　　北村行夫（弁護士）
監　　事　　　　　　　　　水谷章人（新任、正会員）
（任期　平成 27年 5月 22日～平成 29年 5月の総会終結時）

平成27年度（第16回）
公益社団法人日本写真家協会定時会員総会報告
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◆平成 26 年度第３回著作権研究会◆
「身につけよう 著作権の正しい知識」

～写真の創作・表現・伝達を続けるために～
平成 27 年 2 月 28 日（土）

於：東京綜合写真専門学校 203 教室　参加者：81 名

今回の著作権研究会は、神奈川県横浜市にある東京綜合
写真専門学校の教室をお借りして、土曜日に実施した。

これは、以前から要望のある「著作権の基本を学びたい」
「平日は参加できない」の声に応えるものだ。

さらに学生など、若い方でも著作権の重要性と仕組みが理
解できるよう、
講義が分かり
やすいとの評
価が高い小川
明子先生（法
学博士）と山
口勝廣常務理
事に講師をお
願いした。告知など学校の協力もあり、写真家を志す学生と
写真家などで会場は埋め尽くされた。

最初の講義は山口理事による「写真著作権を大切にするた
めに！保護期間の差別化変遷について」。明治 32 年以前の出
版条令から、ベルヌ条約加盟に合わせた旧著作権法での写真
の扱い、そして現在の著作権法に至るまでを時系列で解説。
写真の保護期間が他の著作物と同じ「死後 50 年」となったの
は平成９年のこと。それまで写真著作権は他の著作物と比べ
て保護期間が短く、常に “ 差別 ” されてきた。さらに写真にお
いては、作者が存命中にもかかわらず著作権の保護期間が終
了しているとされる問題を報告された上で、「保護復活」運動
を繰り返し行っていることや、「戦時加算の問題」についても
言及された。

そして小川先生による講義「身につけよう 著作権の正しい
知識」。冒頭から「著作権法は何のためにあるのか？」など疑
問文を投げかけ、それに答えていくスライドの見せ方は、大
変理解しやすい。学生の言葉遣いを使ってみたり、身近な具
体例を数多く挙げたりと、会場が先生の話に引き込まれてい
く。写真や絵をスライド随所に取り入れ、ユーモアある話し方
も相まってまさに本研究会の趣旨に合った著作権の解説で
ある。時には笑い、先生の話を熱心に聞いている姿からは、し
っかりと理解していることを知ることができる。なお講義で
は次のことを目次として選ばれ、それを軸に解説をされた。
１．著作権法は何のためにあるのか？

1）有体物と無体物　2）著作物？　3）法の目的？
２．著作者、著作権者、保護期間

1）著作者 or 著作権者？
2）保護 or パブリックドメイン？

セミナー研究会レポート
3）著作者が死んだら？

３．では、著作権とはなんでしょう？
1）著作権＝著作財産権
2）著作者人格権の種類
3）著作者以外の権利
質疑応答では、事前質問に寄せられた「実際の撮影の仕事

では、どのような場面で著作権の知識が必要になってくるの
でしょうか？」といった学生からの素朴な質問があった。

（記／佐々木貴範、撮影／天神木健一郎）

◆平成 27 年度第１回国際交流セミナー◆
タイ国撮影情報セミナー

平成 27 年 4 月 17 日（金）
於：日本アセアンセンターホール　参加者：40 名

講　師：岡部哲雄（時事通信社社会部デスク）
　　　　  セッタポン ･トリチョーブ（写真家 ･ タイ国政府観

光庁東京事務所マーケティングオフィサー）
佐藤緑（タイ国政府観光庁東京事務所マーケティングオフィサー）
協　力：  タイ国政府観光庁・国際機関日本アセアンセンター

始めに、同観光庁マーケティングオフィサー佐藤緑氏がタ
イ国の概要と各地の特徴を紹介し、続いて会場を提供した国
際機関日本アセアンセンターから、数十回のタイ訪問経験を
持つ神田瑞穂国際交流部長代理が、挨拶とセミナー直前に行
われた水掛祭りなど、タイ各地のイベントをスライド写真で
紹介した。

時事通信社のバンコク支局長として 2009 年から 4 年間タ
イ各地を取材した岡部哲雄氏（現社会部デスク）が「特派員が
伝える、タイの今」のレクチャーを、以下の内容で行った。

【タイ国政治の流れ】
【タイの社会情勢】
【タイ訪問時の注意点】

赤はタクシン派、黄色は反タクシン派のシンボルカラー。デ
モ中などは誤解を避けるため、旅行者はこの２色の衣服を避
けたほうがよさそう。タイの人々は親日的で優しい性格。何か
を尋ねられて「知らない」と言えず、不正確な答えをすること
が多い。タイ王室は国民に敬愛されている。王室への「不敬
罪」という法律があるため、国王などの批判はしないこと。

休憩をはさみ 2010 年以来、日本の数々の写真コンテスト
で入賞・入選を
果たしているタイ
人写真家セッタ
ポン・トリチョー
ブ氏が、タイ各地
で撮影した秘境
などの写真をス
ライド上映した。
 （記／高嶋ちぐさ、撮影／水本俊也）



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。

（2015・2 月〜 4 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

雪国春耕
橋本紘二

「1,700 人の交響詩」
一九七〇年代のマンモス校─

横須賀市立池上中学の教育記録

英　伸三

世界植物記
アフリカ・南アメリカ編

木原　浩
①農山漁村文化協会 ② 2015 年 2 月
③ 26.4 × 19㎝、143 頁
④ 3,600 円　⑤橋本氏

① JCII フォトサロン　② 2015 年 3 月
③ 24 × 25㎝、31 頁　④ 800 円
⑤発行所

①平凡社　② 2015 年 3 月
③ 30.4 × 22.5㎝、288 頁
④ 6,800 円　⑤発行所

重森三玲の庭園
水野克比古

しろさびとまっちゃん
太田康介

一度は見たい桜
森田敏隆、宮本孝廣

観世清和と能を観よう
小野幸惠、

写真・林義勝、他

①光村推古書院　② 2015 年 2 月
③ 30.7 × 23.6㎝、128 頁
④ 3,800 円　⑤発行所

① KADOKAWA メディアファクトリー
② 2015 年 2 月　③ 17.3 × 18.2㎝、96 頁
④ 1,100 円　⑤発行所

①光村推古書院　② 2015 年 3 月
③ 17 × 17㎝、167 頁
④ 1,800 円　⑤発行所

①岩崎書店　② 2015 年 3 月
③ 28.7 × 21.5㎝、55 頁
④ 3,000 円　⑤林氏

コンテストに役立つ
極上インクジェット 

プリント入門
小城崇史

物理学への招待
橋本健作

写真家になるために
亀村俊二

FARUKH RUZIMATOV
瀬戸秀美

①朝日新聞出版　② 2015 年 2 月
③ 27.7 × 21㎝、128 頁
④ 1,800 円　⑤小城氏

①ケンブリッジ・ブックス
② 2014 年 5 月　③ 25.7 × 18㎝、224 頁
④ 2,222 円　⑤橋本氏

①亀村俊二　② 2015 年 3 月
③ 27 × 21㎝、90 頁　④ −
⑤亀村氏

①博進堂② 2014 年 12 月
③ 37 × 29.7㎝、168 頁
④ 50,000 円　⑤瀬戸氏

ＪＰＳ
ブック
レビュー
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立山連峰と自然風景
前佛　勇

野鳥撮影のバイブル
和田剛一

NUDE WOMAN
中村正也

「イタリアの最も美しい村」
全踏破の旅

吉村和敏
①前佛　勇　② 2015 年
③ 21 × 21.3㎝、62 頁
④ −　⑤前佛氏

①玄光社　② 2015 年 4 月
③ 28 × 21㎝、130 頁
④ 1,800 円　⑤発行所

① JCII フォトサロン　② 2015 年 3 月
③ 24 × 25cm、31 頁
④ 800 円　⑤発行所

①講談社　② 2015 年 3 月
③ 21 × 14.8cm、447 頁
④ 3,800 円　⑤発行所

太陽の花
横塚眞己人

初めてのアンコール遺跡
BAKU 斉藤

芦屋桜
川廷昌弘

欧州鉄道の旅
櫻井　寛

①フレーベル館　② 2015 年 3 月
③ 21.7 × 27㎝、34 頁
④ 1,400 円　⑤横塚氏

①草土文化　② 2015 年 3 月
③ 22.7 × 16cm、96 頁
④ 1,800 円　⑤発行所

①ブックエンド　② 2015 年 2 月
③ 19.5 × 19.5cm、80 頁
④ 2,000 円　⑤川廷氏

① BS FUJI 宝島ワンダーネット
② 2014 年　③ 29.7 × 21cm、80 頁
④ −　⑤櫻井氏　

奈良を愉しむ
奈良 大和路の桜

写真 ･ 案内・桑原英文

江戸東京
四季の花を撮ろう

萩野矢慶記

（電子書籍）
花のアート作品集Ⅱ

～植物をアートに表現する 15 の撮り方～

夏梅陸夫

ニッポン灯台紀行
岡　克己

①淡交社　② 2015 年 3 月
③ 21 × 15㎝、120 頁
④ 1,600 円　⑤桑原氏

①日本カメラ社　② 2015 年 4 月
③ 28 × 21cm、131 頁
④ 1,850 円　⑤萩野矢氏

①アイロゴス　② 2015 年 3 月
③ −　④ 500 円
⑤夏梅氏　⑥ amazon. 他

①世界文化社　② 2015 年 4 月
③ 21 × 15cm、175 頁
④ 1,800 円　⑤岡氏
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農山漁村文化協会殿� 文・花戸貴司、写真・國森康弘・
 ご飯が食べられなくなったらどうしますか？

須田慎太郎殿� 日光東照宮
大上敬史殿� 熊野を駆ける
成山堂書店殿� 中田安治・すばらしき、アメリカントレイン
弘中鴻象殿� 黙示録 2015
日本カメラ社殿� 倉茂義隆・43 年の夢、髙橋健次・琵琶湖

寄　贈　図　書

（公社）日本広告写真家協会殿� 年鑑 日本の広告写真 2015
ニッコールクラブ殿� ニッコール年鑑 2014-2015
平凡社殿� 現代デザイン事典 2015 年版
日本児童出版美術家連盟殿

� 一般社団法人 日本児童出版美術家連盟作品集
 WHO'S WHO No.7 創立 50 周年記念号

東京写真記者協会殿� 第 55 回 2014 年報道写真展 記念写真集

アラヤシキの住人たち
本橋成一

瞬間の顔 Vol.7
山岸　伸

真昼の星への旅
水越　武

よつごのこりす
はるくんのおすもう

西村　豊
①農山漁村文化協会　② 2015 年 3 月
③ 21.7 × 21.7cm、36 頁
④ 1,600 円　⑤本橋氏

①山岸伸写真事務所　② 2015 年 3 月
③ 18.2 × 25.8cm、143 頁
④ 1,852 円　⑤山岸氏　

①新潮社　② 2015 年 3 月
③ 30.5 × 31.2cm、144 頁
④ 30,000 円　⑤水越氏

①アリス館　② 2015 年 4 月
③ 25.7 × 19.7cm、40 頁
④ 1,400 円　⑤西村氏　

広重と清親
─清親没後 100 年記念

撮影・中川喜代治

山岸伸のポートレート 
写真を志す人へ

山岸　伸

Nikon D7200
完全マスターガイド

表紙写真撮影・茂手木秀行、
本誌撮影 文・小城崇史

数字で斬る！新幹線
結解　学

①太田記念美術館　② 2015 年 4 月
③ 29.7 × 22.3cm、180 頁
④ −　⑤中川氏

①朝日新聞出版　② 2015 年 4 月
③ 27.7 × 21cm、98 頁
④ 1,400 円　⑤山岸氏

①朝日新聞出版　② 2015 年 4 月
③ 27.7 × 21cm、128 頁
④ 2,000 円　⑤小城氏　

①ネコ・パブリッシング　② 2015 年 4 月
③ 25.7 × 18.2cm、114 頁
④ 648 円　⑤発行所　
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受賞おめでとうございます。今後ますますの活躍をご期待申し上げます。（50音順）

■日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 2014「ピープル部門最優秀賞」受賞　平成27年3月16日

　受賞者：飯塚明夫（1994 年入会）
　　 タイトル「e-waste 廃棄場の労働者」に対して。

■日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 2014「ネイチャー部門優秀賞」受賞　平成27年3月16日

　受賞者：榎並悦子（1994 年入会）
　　 タイトル「終焉−晩秋のごん」に対して。

■平成 27 年「日本写真協会賞功労賞」受賞　平成27年6月1日

　受賞者：川口邦雄（1974 年入会）
　　 自然に対する幅広い知識に裏打ちされた独自の個性により、半世紀以上に渡り山岳写真

に大きな存在感を示してきた。その長年に渡る写真界への貢献に対して。

■第 34 回土門拳賞受賞　平成27年4月17日

　受賞者：下瀬信雄（2010 年入会）
　　 『結界』は山口県・萩市周辺の自然を繊細に撮り続けた大判フィルムによるモノクローム作品。自然を前

にして人が恐れを抱き、祈りを感じる「空間」の一瞬を撮りためてきたもの。「生と死」をテーマに自然の
怖さと美しさを 2011 年３月 11 日を経験した写真家として見事に写し撮り、見るものに驚きをもたらした。

■平成 27 年「日本写真協会賞功労賞」受賞　平成27年6月1日

　受賞者：鍔山英次（2006 年入会）
　　 東京新聞写真部員として活躍し、退職後は武蔵野を流れる野川の再生や津軽の撮影な

ど、写真と社会との融合を考え活動してきた。その長年の功労に対して。

■第 46 回「講談社出版文化賞写真賞」受賞　平成27年5月27日

　受賞者：中井精也（2002 年入会）
　　 写真集『１日１鉄！』（インプレスジャパン刊）に対して。
■平成 27 年「日本写真協会賞新人賞」受賞　平成27年6月1日

　　 「１日１鉄！」や「ゆる鉄」などにより鉄道写真にイノベーションを巻き起こし、更に社会性の濃い表
現も追求するなど、鉄道写真の可能性を切り開いてきた。その馬力と牽引力溢れる制作活動に対して。

■第 56 回 CBC クラブ文化賞（くちなし章）受賞　平成27年2月3日

　受賞者：中川幸作（1990 年入会）
　　 一芸に徹し、名古屋の音楽・美術工芸界になくてはならない存在であり、写真を通じて

舞台、美術作品の魅力を広く社会に伝えてきた功績に対して。

■日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 2014「ピープル部門優秀賞」受賞　平成27年3月16日

　受賞者：丸山　耕（2013 年入会）
　　 タイトル「我が子を思う」に対して。

■平成 27 年「日本写真協会賞作家賞」受賞　平成27年6月1日

　受賞者：南川三治郎（1972 年入会）
　　 美術家や作家の創作現場を捉えた初期の作品から、近作の伊勢神宮をテーマとした作品

まで、被写体やテーマと真摯に向き合う姿勢と周到な取材で、たゆみない撮影を重ねて
きた。その長年の写真制作活動に対して。

■第 31 回写真の町東川賞「特別作家賞」受賞　平成27年8月8日

　受賞者：吉村和敏（2014 年入会）
　　 写真集『CEMENT』( ノストロ・ボスコ、2010 年 ) に対して。
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2015 年１月３日、肺炎のため逝去。84歳。
平成 13年入会　
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2015 年１月 13 日、ガンのため逝去。80
歳。
平成５年入会　
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2015年１月 12日、虚血性心不全のため逝
去。78歳。
昭和 46年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

この二、三年、知人友人を追悼する文章を書く機会が多くなった。自分の歳を
自覚する。今年の年明け早々に窪田正克さんが 84 歳で冥界に旅立たれた。同じ
道東で暮し、知床半島など撮影するフィールドも対象も重なることもあって、何
度かお会いした。この度の訃報に接して、窪田さんが私より10 歳近く先輩であ
ることを初めて知った。写真以外の仕事も精力的にこなされているとお聞きし
ていたし、いつも新しいテーマに挑戦され、髪も黒々と豊かだった。生前にもっ
と道東の動物の移り変わりなど、昔の話を伺っておけばよかったと悔やまれる。
初めて窪田さんの作品に注目したのはずいぶん古く1970 年代だった。森林の
撮影で信州から北海道を訪れても、エゾシカなど見るのも困難な時代にエゾシ
カの写真を出されていた。エゾシカは 1930 年代には一度は絶滅したと考えられ
たが、阿寒湖周辺の深い森の中でひっそりと生きていた。それが少しずつ個体数
を増やしていった。まだ珍しい動物であったエゾシカを、窪田さんは時代に先駆
け発表された。当時平凡社から出ていた雑誌『アニマ』を舞台に目覚ましい活動
をされた。エゾシカや知床のヒグマなども窪田さんがもっとも早く取り上げ、写
真集として纏められた。パイオニアになる者と次に続く者とはそれほどの差が
ないと思いがちだが、実際は仕事の重みに相当の隔たりがあるものだ。その他
『釧路湿原』も『知床』の仕事も、それぞれの地域の生態系の違いを視野に入れた
心打たれる写真集であった。
窪田さんの生き方は、地方で活動する写真家の一つの規範となる立派な人生

であったと私には思われる。本当にご苦労さまでした。合掌

窪田　正克　正会員

ふるた　信晴　正会員

木之下　晃　正会員

地方で活動する作家の規範となる生き方� 水越　武
訃報を聞いたとき、あっというより「あっ駄目だったか」という思いで身震いした。

昨夏ころから、「からだの調子がちょっとね。また手術をしなくては…」と話していた
ことが気になってはいた。展覧会で会ったとき「３回もの手術だったが、上手くいった
よ」との元気な声に安心していたが、それにしても急逝すぎた。
木之下さんは音楽家の写真では、カラヤンをはじめとする世界の著名な指揮者や演
奏家のほぼすべてを、また世界の名だたるオペラ劇場を、世界中を飛び回って撮影す
るなど、世界にもまれな偉大な写真家であった。その精力的な作品の結晶は、数十冊に
及ぶ写真集に結実している。
音楽を愛し、つねに至上の写真を目指し、音と人との対話をするかのような撮影姿
勢から生み出された作品群は、多くの音楽家に愛され、読者たちにも熱狂的なファン
が誕生するまでであった。
あなたに初めて会ったのは、1971 年銀座松屋前のニコンサロンであった。芳名帳に
署名するなり、「松本さんですか」と旧知のごとき親しさをもって声をかけてくれた。
互いに舞台写真を撮っていたことで、会場のソファーで初対面とは思えない会話をし
たことが思い出される。最初の心臓手術をした虎ノ門病院でも、大手術であったにも
かかわらず、次の撮影目標を雄弁に語り、以後は、登茂枝夫人の運転するマイカーで重
い器材を運び、夫唱婦随で舞台撮影に精を出していた。86年に彼が受賞した芸術選奨
文部大臣賞の祝宴のとき、木之下夫妻と同席した盟友の英伸三夫妻、それに私達夫婦
が同じ昭和11年生まれということから、300 歳の会をつくり、旨いものを食べたり、写
真展を催すなど知己を深めていたのに残念でならない。ご冥福をお祈りします。合掌

音を愛し、至上の写真を目指した写真家� 松本　徳彦

2015 年２月７日、逝去。84歳。
昭和 46年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

佐藤　正治　正会員

佐藤正治先生は、日本カメラの副編集長を務めた後フリーの写真家
となり、以降長きにわたり女子美術大学で教鞭を執り、多くの写真家を
世に送り出した。写真の撮り方の著書を多く執筆し、また長年オリンパ
スカメラクラブ（現フォトパス）やNHK学園などをはじめ、多方面で
写真愛好家の指導にも情熱を傾けていた。
以前、オリンパスカメラクラブ仙台支部と千葉支部の合同撮影会の
折、厳冬の猪苗代湖でマイナス 10 度以下の気温の中、夜明け前から現
場を確認して、参加者に気さくな撮影指導をしながら、一緒に撮影して
いた姿が今も色濃く記憶に残っている。
また、もう 30 年以上前のこと、僕は駆け出しで、月刊誌に海岸線を題
材に連載していた頃お会いしたとき、編集者目線で色々とアドバイス
を頂いたことがあった。帰り際「毎号楽しみにしているよ」と掛けてく
れた言葉が印象的だった。
僕の師匠の弟分を自称し、叔父貴のような存在で、JPS に入会を薦め
たのも佐藤先生でした。プロ・アマ問わず、佐藤先生が育てた写真家は
数多く、写真家を育てる写真家として、たぐい稀なる存在でした。
２月 11 日、武蔵野三十三観音の一つ、法光寺にて葬儀は執り行われ
た。ご冥福をお祈りし感謝の言葉とさせていただきます。　合掌

後進の育成に尽力された写真家� 安藤　豊
また、同じ世代の友が旅立っていった。一緒に関西での活動を語り合い、支え合って来た友人であ
る。日頃温厚で物静かな彼とは思えない様な、激しい写真好き人間で、得難いキャラクターの人であ
った。
早くから得意の写真企画を中心に多くの写真界の活動に係わり合っていた。熱心さと人柄の良さ

が実績として認められ、多くのファンが周囲に存在し、亡くなるまで、その育成に努力した彼の写真人
生は素晴らしいものと評価され、彼自身も満足して旅立った事であろう。独自の写真理論を持ちなが
ら、他人との協調に努め、結果を出す得がたき人であった。
近年、仕事の関係で沖縄に足を延ばし、そこを根拠地として色々の活動を行ってきた。先輩みたい

な小生を立ててくれる義理堅さを持ち、珍しい採りたての「ミニマンゴー」なる初物を送ってくれ、家
族で食したときの美味しさがいまだに忘れられない。彼の面影と重なって思い出される仲間であっ
た。沖縄には生粋大阪人の大塚勝久さんが移り住み、大変な苦労を乗り越えて、素晴らしい活躍をさ
れて海外へ沖縄を紹介し、素晴らしい評価を得ている。また、沖縄から大阪に移り住んで、大阪人より
浪速を確りつかみ、大阪城の四季など多く素晴らしい出版物を発行した JPSの仲間がいる。この様に
ふるたさんも大阪精神を発揮して、沖縄の地に文化の拠点を植え付けていたのだ。沖縄とは、相性が
良いのかもしれない。そんな向学の精神には頭が下がる。
美しいものへの探求心は、紺碧の沖縄の海が彼の心に響いたのであろうか、その面影も、風も香り

と共に便りに乗って届いてきた。人間写真家の真髄を私たちに残してくれた得難き仲間を失ったの
は本当に悲しい。写真の世界で数多き友の中で、先だった彼が残してくれた、思い出とその生き様に、
自分の生き方への指針を読み取り、心打たれる。ふるたさん。ありがとう！安らかに眠って下さい。
� 合掌

ふるたさんよ、安らかに眠れ！� 藤本　俊一
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編集後記
◎今回のFocus では「問われる写真家の倫理観
─ 報 道 写 真 の 加 工 と や ら せ 問 題 」 を
DAYSJAPAN発行人の広川隆一さんに書いて
いただいた。この問題が世に知れてから２ヶ月、
今度は FIFA 幹部らによるサッカーワールド
カップに絡む巨額汚職事件が報じられた。不正
は必ず明るみに出る、スポーツ・報道に係る者
はこれを機会に襟を正して欲しいものだ。
� （小池）

◎前回に続いて JPS 総会の書記を務めた。総会
後に JPS 創立 65 周年を記念して、在籍 40 年以
上の正会員に感謝状が贈呈された。錚錚たる実
績の先輩写真家たちに圧倒されたが、自分も今
年で在籍 20 年。もう 20 年なのか、まだ 20 年な
のか。
どちらにしてもあと 20 年はかなりきつそうだ。
� （飯塚）

◎ FIFA女子ワールドカップ�カナダ大会が現
地時間の 6月 6日から始まります。前回 2011 年
のドイツ大会では、なでしこジャパンは劇的な
勝ち上がりで優勝し、震災後の日本に力を与え
てくれました。連覇の期待がかかる今大会です

が、各国の強化と日本対策も進み予断を許しま
せん。本誌が発行される頃には決勝トーナメン
トに進んでいるはず。頑張れ、なでしこジャパ
ン！� （関）

◎建築ガイドブックの企画で各地の近代建築を
訪ねた。なかには 15 年来再会の建物もあった。
綺麗に塗装されたり、植栽が成長あるいは伐採
され様子が変わったものがある一方で、以前と
全く変わらない建物もあった。どれも所有者の
方々は大切にしていることが感じられ、20 年後
にでもまた訪ねてみたい。� （小野）�

◎ある写真展のオープニングパーティーに呼ば
れ、久しぶりに渋谷に行きました。高層ビルから
下を見下ろすと駅周辺は工事の真っ最中。渋谷
の夜景と合わせて「移りゆく姿」をまるで何かの
見世物のように楽しむことができました。毎日
定点観測したら楽しいだろうと考えるのは、や
はりこの仕事をしている人間の性でしょうか。
� （小城）

◎ソウル、北京、ホーチミンのカメラショーを取
材。お国柄とともにカメラショーの様子もユー
ザー層も大きく違っていた。中でも発展著しい
ベトナムは、ショーの規模はまだまだ小さいも
のの、来場者が若くて活気に満ちている。日本の

カメラショーがまだデパートで開催されていた
頃ののどかさがいい。今後が楽しみだ。�（柴田）

◎この会報の編集作業中に突然の会長交代。総
会で会長交代が発表された時は、本当に驚きま
した。私が会員になった頃に、田沼さんも会長に
なられたとお聞きしました。それから 20 年、本
当にお疲れさまでした。今後は、保存センター担
当理事として、写真界全体のためのお仕事をな
さるそうです。いつまでもお元気で現役でいて
ください。� （伏見）

◎島津斉彬が日本で初めて写真撮影したとされ
る 6月 1日には「写真の日」として、カメラグラ
ンプリ表彰式など、写真関連の催しがありまし
た。後に 6月 1日は誤りと判明しましたが、制定
したこともあり、現在もそのまま運用されてい
ます。…写真トリビアでした。� （桃井）

◎インドのフォトフェスティバルに作品が展示
されるというので行ってきました。日本から送
ったデータがどのようにプリント、展示される
のか不安でしたが、現場を訪れてびっくり。美術
館の中庭を使った屋外展示は、緑に囲まれ鳥の
さえずりが聞こえる中、時々刻々と光が変わる
素晴らしい環境。大判プリントの出来も申し分
のないものでした。� （山縣）
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2015 年３月 26日、大腸ガンのため逝去。
76歳。
昭和 63年入会　
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

経過報告（2014年10月〜2015年2月）

◎ 10 月 26 日　平成 26 年度第 2回高校写真部顧問を対象とした「デジタ
ル写真講座」
AM9:30 〜 17:00　大阪府・大阪芸術大学スカイキャンパス　あべのハ
ルカス 24 階　教師参加者 23 名
◎ 10 月 27 日　三団体懇談会
PM6:00 〜 8:00　公益社団法人日本広告写真家協会
◎ 11 月 8 日　第 8回 JPSフォトフォーラム
AM10:00 〜 15:20　有楽町朝日ホール　参加者 643 名
○「スナップショット」パネリスト・大西みつぐ、齋藤康一、田沼武能
◎ 11 月 20 日　第 2回著作権研究会
PM1:30 〜 4:30　大阪市中央区本町愛日会館　参加者 77 名
○デジタル時代の著作権と肖像権
◎ 12 月 10 日　第 40 回日本写真家協会賞贈呈式
PM5:00 〜 5:15　アルカディア市ヶ谷
○受賞者・株式会社アイデム
◎ 12 月 10 日　第 10 回名取洋之助写真賞授賞式
PM5:15 〜 5:30　アルカディア市ヶ谷
○受賞者・高橋智史、中塩正樹（奨励賞）
◎ 12 月 10 日　平成 26 年度会員相互祝賀会
PM6:00 〜 8:00　アルカディア市ヶ谷　参加者 331 名
◎ 12 月 22 日　出版広報座談会
PM4:00 〜 6:30　JCII 会議室　7名
◎ 1月 30 日〜 2月 5日　2014 年第 10 回「名取洋之助写真賞」受賞作品
写真展（東京展）
富士フイルムフォトサロン東京　入場者 7,590 名
◎ 2月 4日　page2015 オープン・イベント・JPSセミナー
PM1:30 〜 4:30　池袋サンシャイン文化会館　参加者 116 名
○いまは写せても、過去を撮ることはできない
◎ 2月 8日　第 2回国際交流セミナー
PM1:00 〜 4:00　千代田区立日比谷図書館ホール　参加者 110 名
○フォトジャーナリストが伝える世界
◎ 2月 20 日　新入会員入会資格審査会
PM1:30 〜 4:00　JPS 会議室　10 名

安達　一郎　正会員

安達一郎さんの訃報を知ったのは写真家協会からのファックスです
が、前日に安達さんと共に仕事をしていた元編集者の方からの電話で
した。
10 年以上お逢いしていませんでしたが、昔を思い起こしてみまし
た。酒を飲みながら話したこと、仕事への思い入れです。美術系の教科
書出版社ですが、安達さんは中学校美術科、私は小学校図工科の撮影
で、ご一緒することは殆どありませんでしたが、池袋の事務所に何度か
お邪魔したことを思い出します。
同じ美術の教育出版にご一緒出来たこと、嬉しく思っております。
安達一郎さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。
ご冥福をお祈り申し上げます。　合掌

追悼　安達一郎さん� 柳原　茂光
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International

Mr. Keisuke Kumakiri has positioned as the VI 
Presidnet of Japan Professional Photographers 
Society.
At the No. XVI General Meeting of May 22, the re-
election of the director following to the termination of 
period. After the General Meeting, Mr. Keisuke Ku-
makiri was elected as the representative director 
(former vice-president). With this election, he took the 
possession of the 6th president after Mr. Takeyoshi 
Tanuma, who continued 20 years from 1995, and he 
took the possession as VI president since established 
the JPS.  The new President Mr. Kumakiri has the 
achievement for 24 years as the Vice President in 
charge of general activities. Mr. Norihiko Matsumoto 
assumed as the Vice-president (former Senior direc-
tor), Katsuhiro Yamaguchi as Senior director (former 
general director).  

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-

Do you know – Atomic bombs Photo Exposition 
of Hiroshima and Nagasaki ?
The Japan Professional Photographers Society opens 
the photo exhibition at “the Japan Photo Conserva-
tion Center”, JCII Photo Salon, Chiyoda ward Tokyo 
during August 4 through 30. This Exhibition is orga-
nized mainly by the photographs immediate after the 
release of atomic bombs in August 1945, took the pic-
tures by Yoshito Matsushige and Yosuke Yamahata 
and with others photos and organized by 60 photo-
graphs including 11 photographers took the photo-
graphs about 3 months, August to end of October 
from atom-bombed area. The characteristic of this 
exposition is mainly made from printing directly from 
the analog print paper and expressed printed directly 
and thus the visitors could capture the real of the 
damage from the atomic bomb. 
The conservation center aim to let know the audi-
ence the misery of the atomic bombs through this 
photo-exposition, aiming the world nothing with 
atomic bombs. Also, the lecture by Miss Bun Hashi-
zume, atomic bomb victim and narrator is scheduled 
to take place on August 5, from 14:00 – 16:00. 
At this exposition, including Matsusige and Yamaha-
ta the works of Toshio Fukada, Mitsugi Kishida, Ma-
sami Onuka, Yotsugi Kawahara, Hajime Miyatake, 
Shunkichi Kikuchi, Shigeo Hayashi, Tsuneo Tago, 
Yuuchiro Sasaki and other works will be exhibited.
 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.













日本で、 グローバル化、 国際化が話題になってずいぶんと

時間がたちました。

つねづね思うのですが、 日本のフォトグラファーのグローバル

化、 国際化は、 結構遅れていると思います。

原因は簡単です。 それは言葉です。 英語です。

英語ができれば、 世界はひろがります。

MASH にも、 いろいろな国から英語で売り込みがあり、 コン

タクトがあります。

このままでは、 日本のフォトグラファー、 ガラ携のようになっ

てしまうかも･･･

JPS のみなさん、 例えば 2020年の東京オリンピックに向かっ

て、 英語の準備は怠りなく。 きっと、 世界は広がり、 仕事も

ひろがると思います。

株式会社マッシュ

management

市ヶ谷スタジオ ・ オフィス

東京都新宿区市谷本村町 2-23

京都荘ビル B1 
〒162-0845
 TEL 03-3269-6368
 FAX03-3269-1774

原宿マネージメントオフィス
東京都渋谷区神宮前 6-35-3
コープオリンピア #317
〒150-0001
TEL 03-6418-0886
 FAX03-6418-0887

MASH
+

MASH

www.mash.vg / info@mash.vg

外に向かって･･･
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◆新宿駅から徒歩 8分にある「エプサイト」
日本を代表する巨大ターミナルである新宿駅の周辺には
さまざまな写真関連メーカーのショールームや写真ギャラ
リーがあり、多くの写真愛好家が訪れています。
このうち、駅西口の高層ビル群の一角にあり、都庁舎にも
近い新宿三井ビル 1階にあるのが、インクジェットプリン
ターでおなじみのエプソン販売（株）が運営する「エプソン
イメージングギャラリー エプサイト（epSITE）」です。
公募展や企画展が開催される「エプサイトギャラリー」を
中心に、最新のプリンターやさまざまな用紙のプリント見
本に触れられる「ショールーム」、プリント操作などに関す
るセミナーやワークショップが開催される「セミナールー
ム」、そして、最新のインクジェットプリンターで作品をプ
リントできる「プライベートラボ」が併設されています。
今回ご紹介するのがこのうちの「プライベートラボ」。作
品プリントのためのレンタルスペースともいえるでしょ
う。最大で約 1,600mm幅のプリントができるPX-20000
や、2015 年 5 月 14 日に発売されたA2ノビ /17 インチ
幅ロール紙対応プリンターのSC-PX3V などの機材が揃
えられ、12種類のペーパーを使って、作品を出力すること
ができます。
大判プリントにも対応した出力サービスはほかにもあり
ますが、通常はデータ渡しが基本となっているため、作家自
らがさまざまな用紙をテストしたり、色味や調子を自分で
細かく調整することはできません。
一方、エプサイト内の「プライベートラボ」はデジタルプ
リント機材と各種ペーパーが揃ったレンタルスペースです
ので、自分自身による制作で作品をプリントすることがで
きます。そのため、プロ写真家やアマチュア写真家のほか、
大判プリントを必要とするデザイナーなどにも利用が広が
っています。

◆最新のプリント機材が使える「プライベートラボ」
「プライベートラボ」の機材を簡単に紹介しておきましょ
う。ワークステーションとしては、Microsoft® Windows® 
7（64bit 版）が搭載されたWindows® マシンと、Mac OS 
X Lion 10.7.5 が搭載されたMac Pro の 2台が設置され
ていて、Adobe® Photoshop® CC 2014ほかのソフトウ
ェアがそれぞれインストール済みです。
ディスプレイはカラーキャリブレーションに対応した
EIZO 社の ColorEdge CG246 が接続されています。ま
た、プリントを正確に評価できるように、天井照明には演色
性AAA／色温度 5000°Kの美術・博物館用蛍光管が使
用されています。
プリンターは3台。最新のEpson UltraChrome K3イ

ンクを搭載し、A3ノビまでプリントできる「SC-PX5V Ⅱ」
と 17 インチ幅ロール紙を含むA2ノビに対応した「SC-
PX3V」。そして、最大 64インチ（1,626mm）幅の用紙に対
応した最上位モデル「PX-20000」が設置されています。
また、スキャナー「GT-X980」を使って 4× 5までのフ
ィルムのスキャンニングも可能です。

●印刷方式 / 最高解像度：MACH 方式 /2880dpi × 1440dpi ※ 1 ●インターフェイス：Hi-
Speed USB※ 2×1 （PC接続×1〈背面〉）、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n ●イン
ク：顔料タイプ各色独立インクカートリッジ（フォトブラックまたはマットブラック※3、シアン、
ビビッドマゼンタ、イエロー、ライトシアン、ビビッドライトマゼンタ、グレー、ライトグレー） ●対
応用紙サイズ：L判/KG/2L判/ハイビジョン/六切/四切/半切/A6縦～A2ノビ縦（17インチ）、
ファインアート紙・厚紙（フロント手差し）用紙厚1.5mm、専用ロール紙※4 （A3ノビ～A2ノビ（17
インチ）幅） ●外形寸法（幅×奥行×高さ） 収納時：684× 376× 250（mm） ●質量※5：約
19.5kg ※ 1 最小 1/2880インチのドット間隔で印刷されます。 ※ 2 PC側がHi-Speed USBに
対応していない場合はFull Speed USBとして動作します。 ※ 3 ブラックインク切り替え時は切
り替える方のインクが消費されます。 ※ 4 ロール紙ユニットはオプションです。 ※ 5 他同梱物
は含みません。

作品のプリント制作に活用したい
エプサイトの「プライベートラボ」
最新機材と 12 種類のペーパーが揃った、デジタルプリントのためのレンタルスペース
最大 64 インチ（約 1,600㎜）幅の用紙を使った大判プリントも可能

ィルムのスキャンニングも可能です。

●印刷方式 / 最高解像度：MACH 方式 /2880dpi × 1440dpi ※ 1 ●インターフェイス：Hi-
Speed USB※ 2×1 （PC接続×1〈背面〉）、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n ●イン
ク：顔料タイプ各色独立インクカートリッジ（フォトブラックまたはマットブラック※3、シアン、
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◆ JPS会員には利用料等の割引き特典を提供
「プライベートラボ」を利用するには、はじめにエプサイ
トの「アドバンストメンバーズ」（登録料 5,000 円 / 年・税
別）に登録が必要です。なお日本写真家協会会員は会員特典
として登録は無料です（会員証をご呈示ください）。
次に、「プライベートラボ」の空き状況を確認したうえで
利用申し込みを行います。利用できる時間帯は、午前中
（10:30 ～ 12:30）、午後（14:00 ～ 16:00）、または 1日貸
切のいずれかです。基本料金は使用するプリンターによっ
て異なります。なお、日本写真家協会会員は会員特典として
基本料金は 10％引きとなります（消耗品代には割引は適用
されません）。
当日は画像データを持参し作業を進めます。必要な用紙
類はスタッフに申し付ければ用意してくれますが、機器の
操作やプリントは利用者が行う必要があります。また、プリ
ントテクニック等に関する相談は受け付けていません。
「プライベートラボ」を使い終えたら基本料金（利用機材
別設定）と消耗品代（インク代と用紙代）をエプサイトの受
付で支払います。クレジットカードでの支払いにも対応し
ています。料金などの詳細はエプサイトにお問い合わせく
ださい。

料金の一例を計算してみます。日本写真家協会の会員が
「SC-PX3V」を基本時間枠だけ使い、「Velvet Fine Art 
Paper」を選んで、A4サイズ× 5枚でテストプリント、A2
サイズ× 5枚を本番プリントをしたとすると、
基本料金 (10％引き､端数切捨て） 4,150 円
Velvet Fine Art Paper A4 370 円× 5
Velvet Fine Art Paper A2 850 円× 5
 計 10,250 円（税別）
となります。

「プライベートラボ」は写真展に向けた作品制作や大判プ
リントの出力だけではなく最新プリンターの購入検討にも
有用です。ぜひご活用ください。

エプサイトと日本写真家協会では、日本写真家協会会員有志の皆様による「プライベートラボ」活用写真展（仮称）を
2016年 1月に開催する予定です。詳しくは本会報に同封の要綱をご覧ください。奮ってのご応募をお待ちしています。

◆プライベートラボ基本料金表（プリンター/パソコン/モニターの使用代/税別）

利用機材 プライベートラボ
対応用紙サイズ

基本料金
/2時間

延長料金
/1時間毎

SC-PX5V Ⅱ A4～ A3ノビ 3,650 円 520 円

SC-PX3V A4 ～ A2、17インチ 4,620 円 800 円

PX-20000 A1 ノビ～ B0ノビ、
60・64インチ

6,700 円 1,040 円

※スキャナーの基本料金等についてはエプサイトのウェブページを参照してください。

※   設置機材、登録料、日本写真家協会会員に対する特典、用紙種類、利用時間、利用料
（基本料金および延長料金）、消耗品代等は 2015 年 5月末現在の情報です。これ
らは予告なく変更・改訂することがあります。

※   スキャナー（GT-X980）利用時の料金、単票紙およびロール紙の詳細と消耗品代、
利用に関する注意事項、利用規約、申込用紙、予約方法などについては、エプサイ
トのウェブページ（http://www.epson.jp/epsite/）を参照してください。

※   Mac、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 
Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標また
は商標です。Adobe、Photoshop は、Adobe Systems Incorporated の登録商
標または商標です。

「プライベートラボ」の様子（右手前の PX-5002 は
SC-PX3Vに入れ替え中）

さまざまなロール紙や単票紙を用意。手前は裁断作業
などに使える作業スペース

◆消耗品代 /単票紙（インク代を含む 1枚あたりの料金 /税別）

用紙種類
用紙サイズ

A4 A3ノビ A2
写真用紙クリスピア〈高光沢〉 150円 370 円 600 円
写真用紙〈光沢〉 140円 350 円 430 円
写真用紙〈絹目調〉 150円 350 円 430 円
フォトマット紙 /顔料専用 110円 260 円 290 円
Velvet Fine Art Paper 370 円 610 円 850 円
UltraSmooth Fine Art Paper ─ 610 円 850 円
Fresco Giclee TypeR/S 510 円 1,140 円 ─
※ロール紙の消耗品代についてはエプサイトのウェブページを参照してください。

◆住所・時間など
〒163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1階
TEL 03-3345-9881、FAX 03-3345-9883
開館時間 10:30 ～ 18:00
休館日 日曜日、夏期・年末年始
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