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Gallery

華僑の故郷・開平楼閣───増田彰久
写真展「世界遺産（華僑の故郷・開平）」



テメットの砂丘群───大塚雅貴
写真集『SAHARA（砂と風の大地）』
写真展「サハラの風（vent du Sahara）」



会津の氏神さま──齋藤ジン
写真展「西方白虎」



ヤンバルクイナのペア───湊　和雄
写真集『山原の自然〜亜熱帯の森』



ドローンで見た雪氷の壺────林　明輝
写真集『空飛ぶ写真機』
写真展「ドローンで見た日本の絶景〜空飛ぶ写真機〜」



そして三閉伊（上）、幸運の町・三閉伊（下）──大島　洋
写真展



群衆────和久六蔵
写真集『Pathography/ 荼毘の夏』
写真展「Pathography」



カズエ婆さん────佐藤秀明
写真集『じいさとばあさと田んぼの神様』
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First message

今年、ジャーナリズムの世界で三つの出来事が
大きな話題になった。一つは世界最大の報道写真
コンテストでの、過度の加工と事実の捏造が行わ
れた問題だ。この件に関しては既に会報に広川隆
一会員のレポートで詳細が伝えられている。

二つ目は世界的に注目されている難民の問題
だ。昨年からシリアやイラクなどからの難民が急
増している。その難民を乗せた船が転覆して乗っ
ていた難民の子どもが、溺死し海岸に漂着してい
る写真は、世界に衝撃を与えた。三つ目は今年度の

「地方報道部門」でピュリツァー賞を受賞したアメ
リカの新聞記者が、受賞した時点で既に職を辞し
ていたことだ。新聞記者では生活が賄えない、とい
うのがその理由だ。米国新聞記者協会によると、こ
こ 10 年あまりで 17,000 人以上記者が減少してい
るようだ。この事実は、ジャーナリズムと関係の深
い我々写真家にとって他人事とは思えない厳しい
現実の姿だ。

協会の創立65周年を記念して、在籍40年以上
の正会員 233 名と賛助会社 56 社を、多年の在籍
と協力に感謝して、平成 27 年 5 月の総会の会場
で表彰した。出席者の中には、「俺そんなに長く協
会に居るの？」と驚く人もいたようだ。当日の出席
者の最長老は蛭海進会員（89才）だが、年を感じさ
せない元気さだった。現在の日本の政治や社会状
況に不安を感じる人、写真展や講演会を積極的に
行っている人、先輩写真家や同世代の人との交流
を楽しんでいる人、若い写真家の写真表現に戸惑
いを感じる人など話の内容も様々で、今更ながら
会員の層の厚さ、広さを感じた。一方、会員数があ
まり増加していないことを危惧する声も多く、こ
れからの協会運営の難しさを指摘された。

協会は各種写真展や講演会、セミナーなど様々
な事業活動を活発に行っているが、若い世代の関
心が高いのが「名取洋之助写真賞」で、今年で11回

目を迎えた。第１回受賞者の清水哲朗会員を始め
歴代受賞者のその後の活躍は目覚しく、写真の世
界で着実に存在感を増している。名取賞の受賞者
は、ジャーナリズムやテレビの世界などでグロー
バルな活動をしているので注目度が高い。しかし
応募条件が厳しいためか、今年度は応募者数が16
名と前年を大きく割りこんだのが気がかりだ。応
募年齢が 35 歳以下、作品内容はドキュメンタリ
ー、ワンテーマで30点という条件は、若い世代の
写真家にとってかなり厳しいものかもしれない。
応募条件や賞金の額、受賞者に贈られる写真集の
部数など総合的に検討する必要があるだろう。

協会創立65周年を記念して、2016年の 3月、東
京池袋の東京芸術劇場で「日本の海岸線をゆく─
日本人と海の文化」展を開催する。会員の作品を中
心に、会員外の写真家の作品などを加えて、約200
点の作品で構成する、四方を海に囲まれた日本の
海岸線の総延長は、3,572kmに達する。長大な海岸
線に囲まれた海洋国家日本の、風土と人、文化、人
間の暮らし、民俗行事、変化に富んだ祭事などを通
し「日本のいま」を探る。3.11の甚大で深刻な災害
の様子や、微妙な問題で揺れ動く国境問題などを
含め、新たな視点で多角的に日本を浮き上がらせ
る。同時に展示作品を収録した写真集を出版する。
写真集の序文は、海に関する作品や紀行文、エッセ
イなどに健筆をふるっている椎名誠氏にお願いし
た。更に写真展開催中に講演を行っていただく予
定だ。

写真を取り巻く社会環境は厳しく、写真表現の
グローバル化、ボーダレス化が進む中で、ますます
多様化する写真というメディアとどう対応する
か、写真家協会という組織のこれからの在り方を
深く考えながら、積極的に時代や社会と向き合っ
ていきたい。

会長　熊切　圭介

写真の後ろには様ざまな物語がある
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まず、写真展の構成と編集内容について報告する。構成
と内容については、9 割以上が固まり、写真点数は約 200 点
余りとなり、作者は会員を中心に会員外の写真家や写真愛

好家なども含む約130 名となった。首都圏の写真家を中心
に、北は北海道から南は沖縄まで「日本の海岸線をゆく」と
いうタイトルにふさわしい内容となった。

展示構成は、北海道から沖縄までの
各地方、地域を基調にまとめたが、写真
展のテーマである “ 海岸線 ”を意識し
て、東京湾から房総へ、太平洋を北上し
て東北地方へ、そして北海道を経て日本
海側へ回り、東北、北陸、山陰と南下し、
瀬戸内や九州地方、沖縄へと進み、四国、
紀伊、東海地方の太平洋岸を辿り、出発
地へ帰るという周回型の構成を予定し
ている。また、会場がギャラリー1と 2
とに分かれるため、ギャラリー1では地
域ごとの展示を、ギャラリー2 では、会
期中にまさに５年目の 3 月11日を迎え
ることになる東日本大震災と海岸線を
テーマにした展示を行う予定である。

次に写真集について報告する。発行
は平凡社に決定した。判型は B5 判変型
並製で、横位置写真の多い今回の内容
に向く体裁とした。ページ数はオールカ
ラー216 頁、価格は 3,200円（税抜き）を
予定している。また、巻頭には椎名誠（作
家）氏に寄稿をお願いした。内容とタイ
トルについては写真展と同じである。デ
ザイナーは中村竜太郎氏、現在、デザイ
ンとレイアウトが進行中である。

「日本の海岸線をゆくー日本人と海の文化」
島田　聡（常務理事、周年事業実行委員会）

日本写真家協会創立 65周年記念事業

会報 157 号で、その概要をお知らせした日本写真家協会創立 65 周年記念写真展「日本の海岸線をゆく−日本人
と海の文化」の詳細があらかた決まった。一昨年 11 月に実行委員会が発足してから、本稿執筆時点で約１年半ほど
になるが、月１回のペースで重ねてきた委員会だけでは追いつかず、委員は編集や事務作業、あるいは撮影にと奔走
し、こうして報告できる段階へとこぎつけた。一部既報のものなどもあるが、新しく決まったことなどを中心に、以
下、写真展の構成、写真集、会期中の講演会やイベントなどについて、順番に報告したい。また、記事の最後に主要なデ
ータもまとめたのでご参照いただきたい。

ポスター画像 : 写真撮影／平 寿夫
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会期中のイベントは 3 月5日（土）には、写真集巻頭の寄
稿の執筆者でもある、作家の椎名誠氏による講演会を予定
している。会場はギャラリーと同じフロアのシンフォニー
スペースである。海や海岸線との関係の深い椎名氏だけ
に、講演会が非常に楽しみだ。講演後には、サイン会を開催
し、写真集を販売する予定である。そのほか、会期中には出
品者による写真集のサイン会や、フロアレクチャーも予定
している。

写真展の開催までおよそ５カ月、こうしてその内容がほ
ぼ固まり、大枠が決まってきたとはいえ、編集の最終的な詰
めや、写真集の制作、広報 PR、展示プランとプリントの作成
などなど、まだまだやることは山積している。気を緩めるこ
となく、事業の成功まで邁進して行きたい。

この場を借りて、会員はじめ賛助会員の皆様や関係の皆
様に感謝申し上げるとともに、引き続き一層のご協力をお
願い申し上げる次第である。

〈日本写真家協会 創立 65 周年記念写真展概要〉
◆写真展内容
【タイトル】｢日本の海岸線をゆく－日本人と海の文化」
【会場及び会期】東京展：東京芸術劇場（池袋）
　2016 年 3 月1日～ 13日ギャラリー１，２
　巡回展：関西（京都市美術館）・横浜（新聞博物館）

【主催】公益社団法人日本写真家協会
【共催】東京都写真美術館
【後援】文化庁、国土交通省
【特別協賛】富士フイルム／ニコン／ニコンイメージング

ジャパン／キヤノンマーケティングジャパン
【協賛】タムロン／オリンパス／シグマ／東京カラー工芸

社／フレームマン／堀内カラー／学研プラス『CAPA』
編集部　日本写真家協会賛助会員各社ほか

【内容】2000 年以降に撮影された作品を中心に、それ以前
の作品も含め、日本の海岸線を辿りながら、その風景と
風土、人の暮らしを通して見る日本の国土と文化、社
会を約 200 点の作品で展示構成。

◆写真集
タイトル・『日本の海岸線をゆく－日本人と海の文化』
寄稿・椎名誠　平凡社刊　B5 判変型　オールカラー
216 頁　予価 3,200円（税抜き）

◆講演会・イベント
● 講演会：講師・椎名誠（作家）
　3 月5日（土）14 時から
　東京芸術劇場シンフォニースペース。　
● フロアレクチャー、写真集サイン会など様々な
　イベントの開催を予定。

中村征夫：もぐり船出港（富津沖漁漁協沖、千葉）1986 年

藤本雅之 : 東海道と富士山　2012 年
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戦後 70 年を迎えた 2015 年であるから、反省の意味
も込めて、あるいは「反戦」の意志を込めて、あるいはま
た「平和」への願いを込めて「戦争を記録する写真」が世
の中に溢れるのはある意味とても “ 健全 ” である。い
っぽうで、やはり戦争の反省から生まれた「憲法九条」
などどこ吹く風と言った「安全保障関連法案」が国会で
可決されたことは極めて “ 不健全 ” と言わざるを得な
い。もう一つ、平和の象徴とも言える「オリンピック」だ
が、東京の「新国立競技場」の原案白紙撤回、五輪エンブ
レムのデザイン白紙撤回という状況は何とも情けな
く、“ 不健全 ” な匂いがプンプンと立ちこめる。さらに
言えば、戦後 70 年間ずっと米軍基地が沖縄にありつづ
ける状況は異常であり、もう不健全を通り越して完全
に “ 病気 ” である。最後に、福島の原発事故処理が遅々
として進まない中、原発再稼働が成されていくのは、何
をか言わんや、である。もう少し、科学的に冷静に対処
できないものだろうか。

それでは、「戦争を記録する写真」を見ていこう。

写真の見方までも考えさせる特集号
『photographers’ gallery press no.12』
─特集「爆心地の写真 1945 ー1952」─

（2014 年 11 月 15 日、photographers’ gallery 発行、
定価 2,500 円＋税）

この特集号で特に目を引くのは、巻頭の「写真 松重
美人の５枚の写真／ 1945 年８月６日」とそれに続く６
人の出席者、倉石信乃（写真史・明治大学教授）、小原真
史（映像作家・IZU PHOTO MUSEUM 研究員）、白山
眞理（日本カメラ博物館運営委員）、橋本一径（表象文化
論 ）、 北 島 敬 三（ 写 真 家・photographers' gallery 
member）、笹岡啓子（同）による「座談会 松重美人の５
枚の写真をめぐって」である。

松重美人（まつしげ よしと 1913 － 2005 年）は当時
32 歳で、中国新聞社編集局写真部に勤務。1945 年８月
６日午前８時 15 分に広島に投下された原子爆弾によ
り自宅で被爆するも軽傷だったため会社へ向かう途
中、午前 11 時過ぎころ爆心地から約 2.3km の御幸橋
西詰で２枚、午後２時ころ帰宅して自宅で２枚、午後５
時ころ爆心地より南南東に 2.4km の御幸橋東詰（広電

河野和典 KOUNO Kazunori（フォトエディター）

連載８

宇品線と皆実線の分岐
点）で１枚、の合計５枚
を撮影している。原爆
投下直後の惨状、特に
被爆者を捉えた写真は
この５枚のみで極めて
貴重な記録とされてい
る。今号の特集で特筆
すべきは、「1945 年か
ら 1952 年のプレス・
コード解除（サンフラ
ンシスコ講和条約締

写真
×写
真

松重美人が 1945 年８月６日午前 11
時過ぎころ撮影した１枚目の写真

戦後70 年「戦争を記録する写真」

い わ ば『photographers’ 
gallery press no.12』の続
編、あるいはテレビ映像
版と言えなくもないが、
そこは NHK、得意とする
ドキュメンタリーならで
はの綿密な取材──当時

「御幸橋」にいた３人と橋
を通りかかった 30 人以
上を突き止め発言を得た

結）までを中心に、広島で撮影された写真をあらためて
見直し、詳細に検証（略）広島での調査取材をもとにし
た座談会や書き下ろし論考により、写真そのものから
問い直す試みでもあります。」とまえがきにあるよう
に、ともすると何気なく通過してしまう写真を、出席者
６人が、多岐に渡る観点から各自の個性豊かな発言と
著述で細かく解説していることである。写真を見ると
いうことはどういうことか、その根本までをも鋭く指
摘した、示唆に富む座談会となった。

ドラマ以上にドラマチックなテレビ映像
NHKスペシャル「きのこ雲の下で何が起きていたのか」

（2015 年８月６日 19:30 放送）
この番組は、戦後 70 年特集として、上記、松重美人が８

月６日に撮影した５枚の写真の中から、最初に撮影され
た午前11時過ぎころ爆心地から約 2.3km の御幸橋の１
枚目と２枚目の写真にスポットを当てて解析している。
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Zooming

松重美人が 1945 年８月６日午前 11
時過ぎころ撮影した２枚目の写真

松重美人が 1945 年８月６日午後５
時ころ撮影した５枚目の写真

写真展「知っていますか ･･･ ヒロシ
マ・ナガサキの原子爆弾」被爆から
70 年のパンフレット

「戦後 70 年特別企画展 戦争と平和 
伝えたかった日本」のパンフレット

という──をもとに写
真をコンピューターグ
ラフィックスで動きの
ある映像にするととも
に、原爆によるやけど
の医学的な解明も試み
ていた。とても訴求力
の強い仕上がりで、特
に橋のたもとに到着し
た救護のトラックに少
女が駆け寄ってよじ登
ろうとした瞬間、荷台
の上から軍人に「おん
な子どもはだめだ！」
と一喝され、少女は燃
えさかる爆心地方向へ
走り去って行くという
場面などは、並のドラ
マ以上にドラマチック
に構成されていた。

て、100 枚以上撮影した」という山端庸介。被爆者の背
後から恐る恐る撮っているような松重に対して、ズバ
リと、あるいは被爆者の状況が良く分かるように、沈
着・冷静に撮影した山端。もちろんそれだけではなく
11 名の写真は、やはり原子爆弾の恐ろしさを様ざまに
捉えて、貴重な記録であった。

〈報道写真〉のあゆみを多くの資料で紹介
戦後 70 年特別企画展「戦争と平和 伝えたかった日本」
（2015 年７月 18 日～ 2016 年１月 31日、
IZU PHOTO MUSEUM）
主催は IZU PHOTO MUSEUM と日本カメラ財団。
名取洋之助（1910-1962 年）が 1933 年ドイツより持ち

込んだ「ルポルタージュ・フォト」を伊奈信男（1898-1978
年）が「報道写真」と訳したところから日本における「報
道写真」の歴史が始まる。本展は、名取が創刊した

『NIPPON』（1934 年）からやはり名取が編集長格を務め
た『岩波写真文庫』（1950-1958 年）までの〈報道写真〉の
あゆみを、戦前・戦中・戦後に登場した各種グラフ雑誌、
写真雑誌、写真集、海外向け広報誌、ポスター、写真など
多くの資料を駆使して克明に表した歴史展である。今
展を企画したのは冒頭の『photographers’ gallery press 
』座談会にも登場した小原真史と白山眞理。今展と同時
に両氏共著の『戦争と平和〈報道写真〉伝えたかった日
本』（2015 年７月、平凡社、定価 2,000 円＋税）も発行され
た。白山眞理が昨年上梓した『〈報道写真〉と戦争 1930-
1960』（吉川弘文館）が母体になっているようだ。〈報道
写真〉が戦前の大らかさから徐々に戦争に巻き込まれ
戦争を鼓舞し、そして戦後また戦争から解放されて行
く様子が名取洋之助を中心にした木村伊兵衛、土門拳、
伊奈信男らと、原弘、山名文夫、河野鷹思、亀倉雄策ら優
れたデザイナーの手によって明らかにされている。

「戦争を記録する写真」はまだあるのだが、最後に江
成常夫が今年８月２日と８月 15 日（終戦記念日）、出身

〈ヒロシマ〉〈ナガサキ〉の惨状を記録
日本写真家協会「日本写真保存センター」、日本カメ

ラ財団主催写真展
「 知っていますか…ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾
被爆から 70年」

（2015 年８月４日～８月 30 日、JCII フォトサロン）
〈ヒロシマ〉と〈ナガサキ〉の原爆投下直後の写真を一

堂に見るのは初めてであった。撮影者はヒロシマが澤
田敏夫、松重美人、岸田貢宜、尾糠政美、川原四儀、宮武
甫、佐々木雄一郎、菊池俊吉、林重男、田子恒男、ナガサ
キが山端庸介、林重男で、合計 11 名の写真が展示され
た。焦土と化した両市街地をはじめ、黒こげの死体、重
度のやけどの負傷者の姿は悲惨を極める。人間とはこ
れほどまで愚かなのだということを、見る者に突き付け
ているようである。展示
作品で興味深かったこと
は、上記『photographers’ 
gallery press no.12』の座
談会で橋本一径と白山眞
理が指摘したように、松
重美人と山端庸介の撮影
態度がかなり違うことで
ある。ある意味、茫然自失
の状態で醜い場面を避け
てやっと５枚撮影した松
重美人に対して、「百戦錬
磨の報道班員で、しかも

（軍の）命令で撮りに行っ

地の相模原市で２つの写
真展と講演会（「母国は遥
かに遠く」と「まぼろし
国・満州と戦争孤児」）を
行ったこと、そして大石
芳野が『大石芳野写真集 
戦争は終わっても終わら
ない』（2015年７月30日、
藤原書店、定価 3,600 円
＋税）を上梓したことを
記しておきたい。
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原爆投下から 70 年を記念して JCII フォトサロンで 8
月 4 ～ 30日まで催した写真展は、8,000 人を超える来場
者を迎えた。

連日の猛暑にもかかわらず、テレビや新聞記事を見て
会場を訪れた人たちの大多数が、写真とは関わりのない
方々で、家族連れ、昼休みに訪れたオフィスガール、カメ
ラを手にした若者たちなど多彩だった。原子爆弾による
焦土と化した市街の惨状、熱線で火傷を負った被爆者た
ち、救護を求める母子、直撃を受けて炭化した若者の遺
体の写真など、これまで余り見る機会のなかった写真群
に、来場者はくぎ付けとなって見入っていた。会場内は
異様なほど静寂で、キャプションを読み写真と見比べな
がらの観察は、日頃の写真展とは相当な隔たりがあっ
た。

被災の凄まじさに圧倒されて立ちすくみ、目に涙を浮
かべておられる方もあって、原爆の怖さ、畏怖を全身で
感じておられている姿に感動した。まさに写真の真髄で
ある「記録性、精細な描写による迫真性」が表出したドキ
ュメントの凄さに、「記録の重み」を感じられたようだ。
その証は会場に置いていたアンケート（401 人）に明白に
記されている。《衝撃もさることながら、展示されている
ような事実を伝える写真が、ほとんどメディアで公開さ
れてこなかったこと、直後を撮影したフィルムの破棄が
命じられたにも関わらず、相当数の原板が残されていた
こと》など、はじめて知った事実に驚いたと綴られ、歴史
の記録として今後も繰り返し伝えて欲しいとの声が多
数あった。

写真展の企画は 2013 年秋、山端祥吾氏から父庸介が

撮影したナガサキの原爆被害を記録したモノクロフィ
ルム3 本（78コマ分）が、写真保存センターに寄託され、
末永く保存して欲しいと託された時に始まる。センター
の目的である歴史的、文化的価値を有する写真原板の収
集・保存と利活用を図るとの趣意に沿って、企画は進め
られた。

原爆被害はなんといってもヒロシマであるところか
ら、広島平和記念資料館と松重美人氏の写真原板を保
存管理している中国新聞社を訪ね、原爆展の意図を説明
し、投下から3 カ月以内に撮影された写真原板の貸出し
を受けて写真展の開催にこぎつけた。さらに原爆被災調
査団に随行した菊池俊吉氏の原板は遺族の田子はるみ
さんから、林重男氏のネガは長崎原爆資料館と広島の資
料館から、被爆直後いち早く取材した朝日新聞社の宮武
甫氏の原板は同社から提供を受けた。写真展の取材もテ
レビ、新聞各社がこぞって記事を掲載し、動員に協力頂
いた。驚いたのは米軍の新聞 Stars and Stripes 紙が取
材し全世界に向けて報じたことである。

さてこの写真展の最大の協力者は日本カメラ財団で、
会場の提供、額装、図録の印刷、会場の受付でお世話にな
った。期間中の休館日も問い合わせが多くて開館された
こと、図録も完売し、JPS が増し刷りした 250 部も販売
に回すなど、予想を上回る観客を迎えることができた。

なお、写真展は 2016 年 2 月 25日から 4日間、横浜で
開催されるCP+（みなとみらいギャラリー）で、8 月には
関西でも催す予定。また 3 月にドイツ・ケルンの国際交
流基金展示場で、以後ドイツ国内を巡回する予定であ
る。 （記・撮影／副会長：松本徳彦）

熱心に見続ける　JCII フォトサロン 会場でアンケートを書く観客

日本写真保存センター企画

写真展「知っていますか -ヒロシマ・
� ナガサキの原子爆弾」終わる
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「ヒロシマからの出発」　橋爪 文（詩人）
8 月 5 日（水）14：00 ～ 16：00

８月６日午前８時 15 分
私は14 歳の時に、学徒動員で通っていた逓信省広島貯金

支局の建物で被曝しました。爆心地からの距離は約1.5キロ。
全身にガラスの破片が突き刺さり、右の胸の血管が切れたら
しく大量の血が出て、意識がなくなって。同じ職場の 20 代の
女性２人が、日赤に連れていってくれました。

日赤はかろうじて建物が残っているものの、病院の体をな
していない状態。全身が赤黒く焼けただれている人、一瞬の
うちに衣服が焼け、皮膚をボロ布のように引きずっている
人、飛び出た目玉を自分の手で支えている人、はみ出た腸を
長く垂らしている人など、人間の姿を失った人たちであふれ
かえっているのです。私はわずかに目を開ける力が残ってい
ましたが、その惨状を見たとたん、怖い夢を見ているのだと
思って再び意識を失いました。

でも聴覚は残っているらしく、「眠らせたらすぐに死にま
すよ」という男の人の声が聞こえてきた。その後、私を病院に
連れていってくれた友柳さんが、ずっと私の名前を呼び続け
てくれました。

そのうち敵機が襲来してきたらしく、私は地下に運ばれま
した。近くで、友柳さんたちが「何が起ったんでしょうね」と
繰り返す声が聞こえてきます。私もやっと身体に力が戻って
きて、「何が起ったんでしょう」とひとこと呟きました。すると
私が死ななかったことに感激して、友柳さんが声をあげて泣
きました。その泣き声が、今も耳に残っています。

友柳さんは、「一度家に帰って母を捜して、必ず戻ってくる
から。ここを離れないでね」と言い残して、去っていきまし
た。それから１年後、原爆症で亡くなったそうです。

しばらくするときな臭い匂いがして、「火が点いたから逃
げろ」という男の人の声がしました。みんな地下室から出て
いったようですが、私は動けません。地下室に残ったのは私
1人。死ぬことは怖くなく、静かな気持ちでした。

どのくらいたってからか、うっすら目を開けると、左の上
のほうの出口から光が差しています。そこから白い煙が入っ
てきて、だんだん色が濃くなってくる。このまま死ぬのかと
思っていると、黒い煙の中にすっと人影が走り、「まだ誰か残
っているのか。逃げろ！」という叫び声。私はなんとか立ち上
がり、のろのろ歩きました。すると向こうから顔が血だらけ
で髪が長い、この世のものとは思えない恐ろしい姿の女性が
近づいてきます。思わず顔を覆い、指の隙間から見ると、向こ

8 月 4 日から始まった「知っていますか―ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾」展に合わせて、JCII ビル 6 階セミナー
室で、5 日（水）14 歳で被爆された橋爪文さんをお招きして「ヒロシマからの出発」と題する体験談をお聞きした。

8 日（土）には「記録の重み―被爆直後を撮影したフィルムの保存を」東京国立博物館の田良島哲、写真史家の金子
隆一両氏が講演した。それぞれ 100 名前後の聴講者があり、講演後の質問も、被爆時の強い衝撃による被災状況は、
言葉にするのも辛い苦しみや、その後の闘病から立ちあがって体験談を語り続けて核廃絶、平和の尊さを世界に向け
て発信していること。また、撮影原板の保存の必要性と文化遺産としての価値を専門的立場から語られるなど有意義
なセミナーであった。

うも私のことを
恐ろしそうに見
ている。近づいた
ら、それは鏡に映
っている自分の
姿でした。

日赤の庭に出
ると、さっきまで
そこにあった街がすっかり消えていました。そして夕方みた
いに薄暗いのです。私はまだ夢の中にいるのかと思い、呆然
としていました。すると背後から男の子が「君、何歳？」と声
をかけてきました。それが 16 歳の飯田さんでした。彼は逃げ
る力があるのに、私のためにその場に残ってくれました。そ
して日赤病院の窓という窓から噴き出している炎をよける
ため、植え込みの影に連れていってくれました。

翌日、なんとか力を振り絞り、飯田さんが家に向かうのに
ついていき、広島の一番南の橋のところまで一緒に行きまし
た。そこに叔母の家があるのです。叔母は重傷を負っていま
したが、私を見るとへなへなと腰を抜かしました。なんでも
30 分くらい前に父が来て、家族全員集まったけれど私だけ
見つからないと言ったそうです。私は母に会いたくてたまら
なくなり、飯田さんとそこで別れ、家を目指して歩き始めま
した。

街はまだ燃えているところもあり、防火用水槽には必ず白
骨遺体がありました。でも、人間の感情を失っていたのか、怖
くないのです。初めて人間的な気持ちになったのは、赤ちゃ
んを抱いているお母さんの白骨を見たときでした。白骨なの
に、いとおしそうに赤ちゃんを抱いているのがわかるので
す。

それから北に向かい、焼け野原を何時間かかって歩いた
でしょうか。その間、生きているものにまったく会いません
でした。そしてうちの近くの建物を曲がると、向こうから３
人の人間がよろよろもたれあってこちらに歩いてきた。その
中の1人が「文子じゃないの！」と叫びました。母と姉と叔母
でした。

焼け跡で肩を寄せ合って
苦しかったのは、それから後の生活です。広島はすべてが

焼きつくされ、食べ物も飲み物もありません。水は雨水をた
めて、なんとかしのぎました。どれぐらいたってからか、剥げ
た土にプチッと草の芽が見えた時は、ハッとしましたね。緑
は命の色です。躍動感がある。その芽が伸びて、10㎝、15㎝に
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なるまで待ち、ひしゃげた鍋に入れて草雑炊にしました。そ
れまでいったい何を食べていたのか、まったく思い出せませ
ん。私たちは瓦礫の上に粗末な小屋を建てて、近所の人とう
ちの家族 13 人で、肩を寄せ合うようにして暮らしました。広
さは２畳くらい。寝ている時くっついていると体温が伝わっ
てくるので、あぁ、この人はまだ生きていると分かる。そうや
って励まし合って生きていきました。

そのうち比治山のてっぺんに、アメリカによって ABCC
（原爆傷害調査委員会）が作られました。私もジープに乗せら
れ、連れていかれましたが、そこでは検査はするけれど治療
は一切してくれないのです。しかもアメリカ兵の態度から、
私たちを人間扱いしていないことがよく分かる。私はひじょ
うに屈辱を感じ、二度とABCCに行きませんでした。

戦争だけは絶対にいけない
私は戦後、焼野原で誰も生きている人がいないような風景

の中で、ひたすら人間そのものと向き合ってきました。なぜ
あんなことが起こったのか、考えていたのです。そして世界
中の人間が戦争をしないで穏やかに暮らすにはどうしたら
いいのか、14 歳のあの日から、ずーっと考え続けました。

被爆した日のことは、何十年も思い出すことができません
でした。あまりにも凄惨だったので、忘れたかったのでしょ
う。貯金支局のある南の方角を向いただけで、嘔吐するほど
でした。どうにか皆さんの前でお話しできるようになったの
は、細かいことを少しずつ忘れていったからだと思います。

幸い３人の男の子に恵まれましたが、40 の頃、医師から半
年の命だと言われて。私が死んだ後、子どもに何か残したい
と思い、童謡を書きました。それがきっかけで詩を書くよう
になったのです。でも原爆を題材にした詩を書くには、それ
から10 年を要しました。60 の時、英語を勉強するためにエ
ジンバラに行きました。そして 70 歳を目前にした頃から、一
人で海外に出かけ、ユースホステルに泊って世界を歩くこと
を始めました。おかげで世界各国に友人もでき、海外の人に
原爆の話をする機会も生まれました。

私がここまで生きてこられたのは、被爆した時に助けてく
ださった方のおかげです。また極限状態で 13 人で身体を温
め合いながら、14 歳の私は苦しみの中で「人間ってすばらし
い」と実感しました。それが、生きる力の根底になっていると
思います。

若い方々に伝えたいのは、「戦争は絶対にいけない」、その
ひとことです。どんな理由があっても、戦争だけは絶対にし
てはいけません。

記録の重み - 被爆直後を撮影した 
フィルムの保存を

8 月 8 日（土）14：00 ～ 16：00
「文化財としての写真」　　田良島 哲
私は東京国立博物館に勤務しておりますが、博物館は写

真と縁が深い場所です。当館は明治５年にできましたが、創
立当初から写真を集め、かなり膨大なコレクションを持って
います。

20 年ほど前、文化財保護政策の中で写真を文化財として
どう位置付けるか、検討した時期があります。その後、写真を
文化財として保存しようということが、ある意味社会的な了
解行為となりました。
「文化財」というのはもともと法律用語で、1950 年に文化

財保護法ができた時に初めて使われるようになった言葉で
す。文化財の定義としては「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書
籍、典籍、古文書、その他の有形の文化的所産で我が国にと
って歴史上、または芸術上価値が高いもの。ならびに考古資
料、その他の学術上価値の高い歴史資料」が、ひとつのカテ
ゴリーとして定められています。ところが写真に関しては、
守るべき文化的所産という訴えかけをしても、最初のうちは
なかなか理解されなかったと想像されます。

おそらく理由はふたつあり、ひとつは写真が近代的な科学
技術の産物であり、科学技術は文化財に属さないという切り
分けがかなり長いことあった。もうひとつは、写真は基本的
に複製芸術であり、原板から焼き付けを多数作ることができ
るため、これが文化財のひとつのキーワードである希少性と
相いれなかったのです。

近代・現代の文化的所産について国レベルで新たな方針
を打ち出したのが、1996 年に文化庁が出した「近代の文化遺
産の保存と活用について」という報告書です。広島の原爆ド
ームを世界文化遺産にしようという動きの中で、どの範囲を
文化財と呼ぶかが問題になったからです。この報告書で新
しい時代の文化的所産を例示した中に、写真や映画フィル
ム、ポスター、レコードなどの視聴覚メディアが含まれてい
たことから、写真を文化財として積極的に位置づける方向が
打ち出されました。その後、日本最古の写真である島津斉彬
を撮影したダゲレオタイプの写真を皮切りに、明治期の写真
を中心とした焼き付け、原板、ガラス原板といったものが継
続的に文化財として指定され続けてきました。

では、どういうものが指定されたのか。たとえば幕末に留
学生としてオラ
ンダに派遣され
た内田正夫が留
学先で収集した
写真をまとめた

「万国写真帖」。こ
れには 2300 枚ほ
どの写真が収め

略歴：橋爪　文（はしづめ ぶん）
1931 年、広島生まれ。14 歳の時に被爆し、瀕死の重傷を負
い、急性原爆症状で苦しむ。その後も原爆白内障や大腸が
んなどにかかった。日本ペンクラブ、日本詩人クラブに所
属。主な著書は『詩集 地に還るもの 天に昇るもの』『フー
モギの 105 日』『ヒロシマからの出発』
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られています。災害の記録も重要で、明治 24 年に起きた濃
尾地震では、地震後に派遣されたカメラマンによって根尾谷
断層の写真が撮影されています。

東京国立博物館では、焼き付け写真とあわせて原板も保
存しています。原板の保存が、なぜ大事なのか。私どもの所
蔵品に、明治５年に行われた「壬生検査関係写真」という一
群の写真があります。これは当時の政府が初めて関西、京都、
奈良、大阪、伊勢神宮など現在でいうところの文化財が集中
している地域を調査し、文字と同時に当時最新の技術であ
った写真で記録したものです。この時に派遣された横山松
三郎は、近代写真史ではきわめて重要な写真師の1人です。

たとえば京都御所の紫宸殿の焼き付け写真を見ると、一
見、建物の背景が空のように見えます。ところがガラス原板
を見ると、背景がすべて黒塗りしてある。つまり実際は、そこ
は空ではなかったのです。このように焼き付けを作るにあた
って、原板になんらかの操作がされるというのは、初期の時
期からすでに行われていたわけです。だからこそ、原板が重
要である。また科学的な記録の真正性を示すためにも、写真
原板というものが文化財、歴史上、あるいは科学上、ひじょう
に重要な意味を持っているのです。

く、現在もなお続
いている痛苦で
ある。死を免れた
多くの被爆者が、
僕たちが生きて
いる今を、僕たち
と同じ時間を生
きているのであ
る」と言っている。原爆ドームの壁の染みを撮影している川
田喜久治さんは、あの建物の中で何百人という人が一瞬のう
ちに蒸発してしまい、まさに壁の中に吸い込まれていった。
それが時間をかけて外に現れたのだというふうに感じたそ
うです。

石黒健治さんの1970 年の写真集『広島ー HIROSHIMA 
NOW』には、女子高生の後ろ姿と被爆者のケロイド、公衆便
所などが等価なものとして収められています。つまり、どん
どん日常生活から原爆が見えなくなっている中で、われわれ
はどのように原爆を伝えていくか。ひじょうに大きな問題だ
ということを、石黒さんの写真は教えてくれます。

ここで重要なのが、1945 年の写真の原板の意味です。今回
JCLLフォトサロンで展示している写真は、２点を除き、オリ
ジナルのネガからそのままストレートに伸ばしたものです。
だから画像が欠損しているものは、そのまま出ています。

山端庸介が撮影した防空壕に避難して助かった女性の写
真は、1995 年の「核半減期」では、コンピュータのデジタル処
理によって撮影時の状態を修復回復したネガから制作され
たプリントを展示しました。今回は、オリジナルのネガから
プリントされたものを使っています。ネガそのものが 1945
年にどういう状態であったのか、それも含めて「記録」である
と考えるからです。語り部がどんどん亡くなっていくよう
に、1945 年に撮影された原板もどんどん破壊されていく。
100 年後にはどうなるのか、分かりません。

デジタル時代の今、画像はいくらでもきれいに復元できま
す。でも、復元する元になっているものがあるはずです。これ
を日本写真保存センターでは撮影原板として、特別な位置
づけを与えています。

山端さんのこのネガは、1945 年８月にライカの中に入って
いて、放射能が満ち溢れた長崎にいたフィルムです。ほかの
写真家の写真も同じです。それをどう受け継ぎ、伝えていく
のか。私たちに課せられた重要なミッションではないかと私
は思います。
 （構成／篠藤ゆり、撮影／出版広報委員：小池良幸）

略歴：田良島 哲（たらしま さとし）
京都大学文学部研究科卒業。文化庁文化財保護部美術工
芸課　文部技官などを経て、現在東京国立博物館学芸研
究部・調査研究課長。

略歴：金子 隆一（かねこ りゅういち）
1948 年生まれ。写真評論家、写真史家、写真集コレクタ
ー。立正大学文学部卒業。元東京都写真美術館学芸員。武
蔵野美術大学非常勤講師。日本写真史、特に日本の芸術写
真（ピクトリアリスム）を専門とし、国内の様々な写真展
を企画している。主な著書に『日本写真集史 1956-1986』な
どがある。

「原爆写真の思想」　　金子 隆一
1995 年、私が東京都写真美術館に在籍している時に、「核

半減期」という展覧会を開催しました。その時のコンセプト
は、1945 年に日本人が撮った写真と、それ以降に撮られた写
真を大きく二つにわけることでした。

1945 年に撮られた写真は、直後であれ、しばらくたって組
織された学術調査の一環であれ、あくまで現実をストレート
に見つめて記録することが写真を撮る理由であったと言っ
ていいのではないか。それ以降、2015 年の今日に至るまで、
実に多くの写真家が広島と長崎を撮影しています。

1952 年４月8日のサンフランシスコ講和条約行使前は、
原爆の写真は発表できませんでしたが、同年 8 月6日、『アサ
ヒグラフ』が「原爆被害初公開」と銘打ち大特集を組み、ベス
トセラーとなります。そして1961 年、山口県在住のアマチュ
アカメラマン福島菊次郎さんの『ピンドン―ある原爆被災者
の記録』が出版されます。

有名なのは土門拳が 1958 年に出版した『ヒロシマ』です。
土門拳は、「僕などは広島を忘れていたというよりは、実はは
じめから何も知っていなかったのだ」と語っています。私た
ちが原爆の写真を見る時、この言葉は、記憶というものを常
に蘇らせていく重要なきっかけになると思います。

原水爆禁止日本協議会からの依頼で、英文の写真集
『Hiroshima―Nagasaki Document 1961』を出した東松照明
さんは、「1945 年 8 月の恐怖は、単なる過去の出来事ではな



2012 年 4 月はじめに、当時専務理事の松本徳彦氏か
らケルンのフォトキナで東日本大震災に関する写真展
を開催するお話をうかがい、その後ドイツ内で巡回でき
ないだろうかとのご相談がありました。日本で作成され
たカタログを拝見し、この写真展はできる限り多くの方
に見ていただきたいと強く感じ、フォトキナ会場では見
本市の入場者しか見ることができませんので、まずは
10 月にケルン日本文化会館で開催し、他の会場探しを
始めました。

フォトキナの開催中、ウィーンの写真家アンドレア
ス・バリリ氏から、フォトキナのない年にオーストリア
で行われる国際写真ウィークで是非展示したいとの希
望があり、2013 年 4 月に風光明媚な写真ウィークの開
催地グムンデン市で開催することが決まりました。市役
所と銀行の２会場で開催された本展ではオープニング
に市長さんが挨拶され、またバリリ氏は、体育館一杯に
写真が干された作品を指さして、人にとって家族の記
録として写真がいかに大切か話しました。

旧東独のハレ市は大学に日本学科があり、また独日
協会の活動が活発な町で、独日協会とタールシュトラ
ーセ美術協会の協力により、2013 年 6 月にハレでの開
催が決まりました。ハレは直前に大洪水に見舞われて、
有名なヘンデル音楽祭が中止になり、美術協会も大き
な被害を受けましたが、「このような時にこそ勇気を得
るために「生きる」展を開催するべき」との主催者の英
断で実施にこぎつけました。展示ホールの隣の部屋で

ンク博物館でオープニングが行われました。文京区長
を初めとする日本からの一行の中には大きな被害を受
けた釡石市からの代表者もいて、親しい人を失う悲し
みと苦しみの話が涙を誘い、「私達に起こったことを忘
れないでほしい」との呼びかけが胸に迫りました。

エッセン・デュースブルク大学東アジア学部では、研
究室のある建物で定期的に日本の展覧会を開催してお
り、今回も「生きる」展の開催希望をいただき、2014 年 3
月 11 日にオープニングが行われました。地理学の教授
が改めて大震災の状況について講演し、キャプション
の中に撮影地の地図が挿入されるなど、大学ならでは
の学術性の高い展覧会でした。

2014 年 9 月からはマンハイムのライス・エンゲルホ
ルン博物館で「自然・人間・災害 － アトランティスか
ら今日まで」というタイトルの展覧会のもと、「生きる」
展が本展の一部門として展示されました。この展覧会
はハイデルベルク大学の特別研究プロジェクト、ライ
ス・エンゲルホルン博物館及びダルムシュタット工科
大学の 3 者共同による学術的色彩の濃い展覧会で、「人
間はいかに災害に立ち向かうか」をテーマに、過去に世
界のさまざまな地域でおこった地震、洪水、ハリケーン、
火山の噴火などの大
災害を、被災に遭っ
た証拠の品や図解の
ほか、絵画や写真な
どの作品も用いてと

ケルン日本文化会館　会場ケルン日本文化会館　会場（2012年 10月）

「生きる�Post-TSUNAMI」展のドイツ語圏巡回について
ケルン日本文化会館前館長　清田とき子

国際交流基金ケルン日本文化会館では、日本写真家協会がフォトキナ2012で展示した標記写真展をお預かり
し、その後当館を始めとしてドイツ語圏6会場で巡回展示いたしました。会報No.156でも報告されていますが、
このたび巡回が一区切りしましたので、現地からご報告したいと思います。

はハレ美術大学に留学中の
日本人学生による震災をテ
ーマとした美術作品も展示
され、すばらしい日独交流
のイベントとなりました。

美しい日本庭園を有する
カイザースラウテルン市で
は、2013 年 10 月に文京区と
の姉妹都市 25 周年記念式
典とあわせて、両市長の臨
席のもとテオドール・ツィ
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カイザースラウテルン市テオドー
ル・ツィンク博物館　オープニン
グ（2013年 6月）

ケルン日本文化会館　オープニング（2012年 10月） ケルン日本文化会館　美術館の長い夜１（2012年 11月）

ケルン日本文化会館　美術館の長い夜２（2012年11月）

ケルン日本文化会館　美術館の長い夜３（2012年11月）

エッセン・デュースブルク大学　会場（2014年 3月）

りあげ、被災の状況、克服、予防について紹介するもの
でした。「生きる」展は時代順に展示された本展では最
後の部屋での展示となり、津波の被害の恐ろしさと、展
示方法として強調されていた災害の中においても見ら
れる「人間性」、すなわち元気を取り戻そうと笑顔を見
せる被災者の姿が、見る人に強い印象を与えました。オ
ープニングで挨拶をされたバーデン・ヴュルテンベル
ク州学術省のバウアー大臣にもじっくりご覧いただき
ました。東日本大震災の生々しい記録、それを乗り越え
力強く生きる人々の姿は、展覧会の訪問者に感銘を与
え、本展だけで 27,000 人近くの入場者が訪れました。

以上、日本写真家協会の「生きる」展は、2012 年 9 月の
フォトキナの後ドイツ語圏 6 会場を巡回し、計 34,000
人以上の方にご覧いただくことができ、共催者である
ケルン日本文化会館の近年の事業の中でも、時宜を得
た大変意義の深い事業となりました。

写真の力と記録することの大切さを改めて強く感じ
ることのできた「生きる」展の開催に関し、日本写真家協
会のお申し出と皆
様のご協力に感謝
申し上げます。鑑
賞した誰もが、「私
達に何ができる
か」考えました。復
興までは長い道の
りと思います。被
災地の復興を祈念
するとともに、そ
のためにどのよう
な協力ができる
か、考え、行動して
いきたいと思いま
す。



渡辺義雄（1907～ 2000）
写真界の重鎮として JPS の会長職を 25 年間も務め

た渡辺義雄の主要な作品の写真原板を収集した。代表
作の「伊勢神宮」から「宮殿」、「迎賓館」、「帝国ホテル」な
どと「奈良六大寺」、「大和古寺」などの壮大な寺院建築
をとらえたモノクロ、カラーの写真原板（4 × 5、5 × 7、
8 × 10 のフィルムと乾板）の数々。それと戦後海外渡
航が許可されて世界平和評議会（1956 年コロンボで開
催）に招かれて撮った、アジア諸国とイタリア、モスク
ワなどの 35 ミリモノクロフィルムなども収集した。

渡辺は 1907 年新潟県三条市で生まれ、県立三条中学
校を卒業して上京、25 年、小西写真専門学校（現東京工
芸大学）に入学。学生時代から各種の写真展で第 1 席、
特選を受賞する。28 年、卒業後オリエンタル写真工業
の写真部に入社。ガラス乾板の製品テストで腕を磨き、
当時先端的な写真表現で話題を呼んでいた木村専一が
主宰する「新興写真研究会」に参加（30 年）。『フォトタ
イムス』の編集に参加し、〈カメラウヮーク〉と題するシ

ここにきて「写真保存センター」の活動内容が写真家や遺族（著作権継承者）の方々に、理解されるようになって、
「お祖父さんが撮ったこんな時代の写真原板があるのですが」といった問い合わせや、歳をとり働けないが「これま
で撮ってきた写真を残したいがどうすればよいか」といった電話や手紙での問い合わせが多くなってきた。ありが
たいことだ。
保存センターでは、撮影年代や内容についてお尋ねし、可能な限り収集が図れるよう対応している。大切なこと

はその写真が「いつ、どこで、どんなものを写しているか」をお聞きし「寄贈の有無」を確認して、委員会に諮って収
集の手続きを取るようにしている。

生活に目を向けることを提唱した美術史家の板垣鷹穂
の示唆を受けて撮ったのが「御茶の水駅」（33 年）で、駅
舎の白く輝くコンクリート壁と影のコントラスト、そ
の抽象的、幾何学的な構成で表した写真が建築写真の
代表例として扱われた。

戦後、渡辺は戦中の軍や情報局と関係の深かったこ
とを反省して、母校の東京写真専門学校の教職を断り、
また社会的に影響のある仕事にもつかず、しばらくは
静観していた。（『アサヒカメラ』50 年 5 月号）。そんな
こともあって戦後の復帰は 50 年頃からと遅かった。折
り目正しい律義さが信頼感を生み、公的な要職を長ら
く務めることになる。

本誌では「伊勢」「仏像建築」関係の作品はすでに定評
があるので、56 年に撮影した「イタリアの旅」からの作
品を掲載することにした。はじめて見るイタリア人の
享楽的、官能的な暮らしぶりに驚いた様子が感じられ、
カメラの眼も新鮮な驚きを詩情豊かに表現している。

なお、この度の寄贈はご子息の一雄氏が急逝され、継
承者が姉の中島ちえ子さんに移り実現したもので、伊
勢神宮、宮殿、奈良六大寺大観など膨大な写真原板が、
作品とともに保存センターが管理することになった。

菊池俊吉（1916～ 1990）
1916 年岩手県花巻市に生まれた菊池は、オリエンタ

「日本写真保存センター」調査活動報告（19）
敗戦そして海外での眼差し　―収集・保存した写真原板から― 松本 徳彦（副会長）

恋人　フィレンチェ　1956年

イタリア　フィレンチェにて

リーズで「レ
ヴ ュ ー を 見
る」、「カフェ
を見る」「サー
カス」「ダンス
ホ ー ル を 見
る」「浅草を見
る」（32 ～ 34
年）など都会
の風俗を小型
カメラでスナ
ップした写真
が 話 題 と な
り、「新興写真
の代表的な作
品」と呼ばれ
た。近代化し
つつある都市
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Archives

稲越功一（1941～ 2009）
1941 年岐阜県高山市で生まれた稲越功一は、武蔵野

美術大学を中退後、61 年モス・アドバタイジング社で
デザイナーとして活動を始める。70 年フリ―となり、
イエローを設立。歌手の沢田研二、矢沢永吉から女優の
浅野ゆう子、沢口靖子、大谷直子など、歌舞伎役者、文
士、音楽家、芸能人、スポーツ選手などと多彩な人物写
真を手がけ、写真集に仕立てる。

さらに世界を旅して，異色の都市空間、印象を映像化
した写真とエッセイを組み合わせた作品群がある。

フリーになって間もなくに出版した処女作
『Maybe,maybe』（71年）は、ニューヨークの街角でスナ
ップしたもので、その画像は広告写真のようであった
り、コンポラ写真のようであったりと、イメージの交錯
する不思議な映像空間が話題となった。また 87 年の

『記憶都市』は東京近郊のなにげない光景を静的、シリ
アスな眼差しで捉えた虚無的空間が描き出されてい
る。89 年の『PARIS 1989』はパリを旅する人の目で、パ

被爆した少女　1945年 『Maybe　maybe』より　1971年

原爆で焼きついた影　1945年 『記憶都市』より　1987年

リの街々の石
畳やセーヌの
水面、天使の
彫像といった
誰もが目にし
てきた光景を
映像化したも
ので、ここに
もデザイナー
の感覚的な表
現 が 見 ら れ
る。収集した
フ ィ ル ム は
5,363 本 と 多
い。

ル写真学校を卒業後、東京光芸社を経て、41年外宣伝機
関の東方社に入社。デザイン、印刷技術の粋を集めて制
作された豪華なグラフ誌『FRONT』の撮影に従事。竹槍
訓練、銀座の空襲など戦時下の日本を撮影。敗戦後改組
した文化社で、45 年原爆災害学術調査団の医学班に同
行して広島を訪れ、被爆者の医療現場や被災した家並
みなど科学的資料となる写真を数多く撮影している。

進駐軍向けの写真集『東京 1945 年・秋』（1946 年）や
広 島 県 観 光 協 会 の 依 頼 に よ る『LIVING　
HIROSHIMA』（1949 年）の撮影をする。さらに、空襲で
焦土と化した東京で栄養失調となった戦災孤児たち
や、闇市に群がる民衆、銀座四丁目の服部時計店に生ま
れた進駐軍兵士用の PX の賑わい。戦勝国と負けた国
の落差をとらえる。荒廃から復興への歩みを始めた日
本の新世紀の一断面が写し出されている。鈴なりの都
電に米国産の乗用車と物量の差は歴然と目にする。敗
戦直後のニッポンを事実を誇張することなくあるがま
まに素直にとらえたドキュメントである。記録に徹し
た眼は的確で
ある。

保存センタ
ーには「知っ
ていますかー
ヒロシマ・ナ
ガサキの原子
爆弾」展で使
用した、被爆
者の医療現場
を捉えた一連
の白黒フィル
ム 14 本（433
コマ）を収集
している。



6

第１：  一台のカメラによる静止画写真と 
映像（動画写真）の撮影

1　動画撮影できるスチルカメラの出現
レンズとデジタル技術の進化により、最近ではスチ

ルカメラは静止画像を撮るだけでなく、動画を撮影す
ることも可能になった。

その結果、写真家は、静止画の世界で鍛え上げたアン
グル、採光、シャッターチャンスなどの作品創作力を動
画に応用する可能性を手に入れたと言える。今後、映画
の撮影に関する創作方法の拡大に写真家が寄与する度
合いが増えていくと予想される。
2　写真と映画の著作権の差異

そのとき写真家は、ともすれば「写真の著作権は写真
家に帰属する」というこれまでの常識から、カメラの動
画撮影機能を用いて映像を撮るとき「映像の権利も当
然に写真家に帰属する」と思いがちである。

しかし写真家の撮影した映画の著作物の著作権は、
著作権法の法定譲渡の規定によって著作権を失う可能
性があることに注意を払う必要がある。というのは、著
作権法は、映画の著作物について「映画製作者」（第２条
１項１０号）という概念を介在させ、著作者が生み出し
た著作権は、「法定譲渡」（第２９条）という規定によっ
て、生まれた映像の著作権はその瞬間に映画製作者に
奪われてしまう可能性があるからである。

第２：  「映画の著作物」、「映画の著作物の
著作者」、「法定譲渡」、「映画製作者」、 

「参加契約」
1　なじみのなかった概念の介在

この問題を考えるには、「映画の著作物」とは何かを
まず明確にする必要がある。

そのうえで、「法定譲渡」とは何であり、「映画製作者」
とは何者かを考察する必要がある。

その間に存在する「参加契約」とはどういう契約かを

理解し、そもそも「映画の著作物の著作者」とは誰を指
すのかという前提問題も理解しておく必要がある。
2　「映画の著作物」

著作権法は、映画の著作物を定義していない。著作権
法第２条３項では、映画というものに関する一般的な
観念があることを前提として、「この法律に言う『映画
の著作物』には、映画の効果に類似する視覚的または視
聴覚的効果を生じさせる方法で表現される著作物を含
む。」と定めている。「含む。」である。

この意味を煎じ詰めてゆけば、映画とは動画を意味
しているということになる。すなわち、人・物を動きと
して記録した表現物である。その典型が映画であり、判
例によれば、ゲームの動く画像も映画の効果に類似す
る視覚的または視聴覚的効果を生じさせる方法で表現
されるた著作物になるとしている。

これに対し、スライドショーは一見動く画像のよう
な印象を持つが、静止画から静止画を連続して見せて
いるにすぎず、静止画の被写体が動くように見える訳
ではないから映画の著作物ではない。写真の著作物で
ある。連写した写真においても、静止画の被写体が動く
ように見える訳ではなく、連続した静止画にすぎない
から同様である。

映画は、人や物の動く状態をそのまま動いているよ
うに再現するための記録した表現物であり、その映写
である。英語でモーションピクチャー、動く画像という
のもそのためである。この方が映像とか映画というよ
り意味が取りやすい。

と言っても、映画は人や物の切れ目ない動きを切れ
目なく記録したものではない。その記録を構成してい
るのは、一コマ一コマの静止画像である。それが、人や
物の動く状態を動いているように再現できる理由は、
人間の網膜神経に残像現象が生じるため、一コマ一コ
マは静止画像であっても、前のコマの残像によって次
のコマとの間が切れ目ないかのように見えるのであ
る。通常、人や物の動きを 1 秒間に 30 コマに細分され

著作権研究（連載35）

写真家のための「映画の著作権」の考察

北村行夫　（弁護士）

デジタルカメラやスマートフォンにある「動画」撮影機能を使うと、簡単に「動画」を撮れるようになり、写真家で
あっても「動画」を撮る機会が増えています。

いわゆる「動画」の著作権とはどういうものか？ その著作物は著作権法ではどういうものになるのか？ 写真の著
作権との違い、写真を「動画」にするとどうなるのか？ などについて、当協会の顧問弁護士である北村行夫氏に法律
家の見解と契約での注意すべき点などをお尋ねしました。 （著作権委員会）
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た静止画として記録すれば、その映像を映写したとき
に滑らかに動いて見えると言われている。このように
映画の著作物は網膜神経の錯覚を利用すべく記録され
た映像作品である。
3　「映画の著作物の著作者」

映画の著作物においても、映画の著作物の創作を行
った者が著作者である。

しかし、映画における創作行為とは何を指すのかの
判定は、容易ではなかった。というのは、映画が美術や、
撮影機材の操作者、出演者の演技力その他の複合的な
要素の総合によって構成されているからである。この
ことを踏まえると、美術などの個々の権利に分解して
考えることも可能だが、それではそれらの総合体とし
ての映画の現実に妥当でないという見解が出されてき
た。

そこで法は、「映画の著作物は、・・・制作、監督、演出、
撮影、美術等を担当してその映画の全体的形成に創作
的に寄与した者とする。」としている。「全体的形成」つ
まり、一個の総合体としての映画全体を形成した者が

「映画の著作物の創作者」であるとした。
なお、上記条文の省略部分には、「翻案され、または複

製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除
き」となっていて、これらは映画とは別の各著作権者の
権利の対象となることが示されている。

したがって、どのような被写体を、どのようなアング
ルで、どの程度用いて、いかにして全体を構成して映像
とするのかを考えて、現にそのように形成した者が「映
画の著作物の著作者」である。多くの場合、監督と言わ
れているが、ドキュメンタリーなどの場合には、撮影者
が瞬時に上記諸要素を判断している場合もあり得るの
で、その場合には撮影者が当該「映画の著作物の著作
者」である。具体的な映画の内容と各自の役割を踏まえ
て、著作者を確定しなくてはならない。
4　「映画製作者」、「参加契約」、「法定譲渡」

ところが冒頭申し上げたように、映画の著作物の場
合、著作者が誰かという点を見ただけで著作権の帰属
先を速断できない。

即断できるのは、映画製作者が関与していない場合、
言い換えると、写真家自身が自らの発意と責任で撮影
した場合に限る。それ以外は慎重な判断が必要になる。

というのは、映画の著作権に関しては、「映画製作者」
という権利主体が介在しており、映画の著作者が「映画
製作者」との間で「参加契約」を結んでいると、権利譲渡
に関する何らの意思表示なしに映画の著作者から映画
製作者に著作権が譲渡される（「法定譲渡」）からであ
る。

ここに言う「映画製作者」とは、「映画の著作物の製作
に発意と責任を持つ者」と定義されている（第２条１項
10 号）。そして、ここに言う「発意と責任」とは、一般に

「映画の製作に関して製作に要する費用とリスクを負
担している者」と解釈されている。

単なる発注者は、発意した者ではない。現に製作に財
政的・内容的に責任を持つことを発意し、実行した者
が映画製作者である。
「参加契約」（第２９条）とは、参加約束とも言われ、

「著作者が映画製作者に対して当該映画著作物の製作
に参加することを約束している」ことである。

この映画製作者が映画著作物完成の瞬間に著作者か
ら著作権を持ち去ってしまうのであるから、映画の通
常の創作者とされる映画監督からは強い批判のある規
定である。が、法律の定めはそうなっている。

諸外国も、いろいろな定め方で映画製作者に著作権
を帰属ないし運用させる構成をとっている。

本規定の立法理由は、映画における実情として、映画
の著作権行使は製作者に委ねられていたという事実、
映画製作における巨額な製作費の投下のリスクはその
負担をした者に利益を帰属させるのが妥当であるこ
と、総合芸術としての映画の権利を一本化して行使で
きるようにすべきであること、などと説明されている
が、どれも映画製作者の権利を法的に簒奪するに十分
な根拠とは思えない。実際には、巨額の投下資本を要し
ない作品もあり、また作品によって直接に投下資本の
回収を想定していない CM 作品のようなものもあり

（ミュージックビデオも従来は無償であった）、そもそ
も投下資本リスクに着目すると、結局のところ発注者
が映画製作者と見做される結果になるという不都合も
少なくない。

この点は、映画監督ともども、写真家が考えてゆくべ
き問題ではなかろうか。

第 3：映画を撮影する業務の法的な注意点

1　参加契約に注意　
写真家が参加契約にもとづいて製作に参加すると、

法定譲渡の効力を受ける。したがって、この点で慎重で
なくてはならない。とりわけ、映画の一コマ一コマは、
静止画像ではあるが、映画著作物の一部であるから、そ
の著作権者は映画製作者に帰属することに留意する必
要がある。
2　発意と責任の拡大解釈に注意

そもそも発意とは、単に財政的リスクを負うことで
はなく、内容的なリスクを負うことに関する責任の発
意ではあるまいか。どんなに発注者が原作や、脚本家や
キャスティングに口出ししても、それが現実の映像と
してどのような表現になるかは、映画の全体的易姓に
責任を持つ者の意思と能力に掛かることを考え、映画
製作者の問題を考えていく必要があろう。



▲賛助会員トピックス

ニコン イメージング 
ジャパン

表現力を大きく革新させる、 
新NIKKORレンズ登場

　「AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR」※　
2015年10月発売予定
新たに約4段分（CIPA規格準拠）のVR（手振れ補
正）機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズ
を採用。極限の画質を追求した高性能大口径標準ズ
ームレンズ
　光学性能に徹底的にこだわり、さらに向上した高
い解像力と美しく自然でやわらかいボケ味を両立。

プロフェッショナルの要求に
応える高い堅牢性と耐久性も
備えています。

「AF-S NIKKOR 200-500mm 
f/5.6E ED VR」※　発売
高い光学性能とVR機構を搭
載。気軽に超望遠撮影が楽し
めるズームレンズ
超望遠500㎜までをカバーし、

［NORMAL］モード撮影時、手ブレ補正効果4.5段
（CIPA規格準拠）のVR機構を搭載。動体撮影に適
したVRモード［SPORT］も搭載しています。また、
電磁絞り機構による高速連続撮影時のAEの安定
性で、野鳥や飛行機などの決定的な瞬間の美しい描
写が可能です。

「AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED」　発売
　小型・軽量・高画質を実現した大口径広角単焦
点レンズ
　広角24㎜、開放F値1.8。ナノクリスタルコートや
EDレンズを採用しております。
※Eタイプ（電磁絞り）レンズは、カメラによって使用
に制限がある場合がございます。詳細は下記にてご
確認ください。

【製品に関するお問合せ】
株式会社ニコンイメージングジャパン
ニコンカスタマーサポートセンター ナビダイヤル
0570-02-8000
www.nikon-image.com

サイバーグラフィックス

ORIENTAL黒白バライタ印画紙の 
新製品　ニューシーガルVC-FBⅢ
Advance発売

　サイバーグラフィックス株式会社は、プロフェッシ
ョナル用高級黒白バライタ印画紙ORIENTALニ
ューシーガルVC-FBⅢAdvanceを発売致しまし
た。これまでのニューシーガルVC-FBⅢの後継版と

なるこの印画紙は、定評のある白地と色調はそのま
まに最大濃度を更に高める事により、更に豊かな階
調表現に貢献します。また、硬調部の感度をアップす
る事により、大伸ばしの際の作業効率の向上を図っ
ています。但し、覆い焼きや焼き込みといったテクニ
カルなプリント作業に悪影響を与えない様、軟調部
の感度は殆ど変わりありません。６月下旬より、六切、
大四切、大全紙のカット紙を発売しておりますが、10
月よりロール（108.5cm×20ｍ）も加わり、いよいよ

フルラインナップ完
成です。
　これからも、プロフ
ェッショナルフォト
グラファーの皆様の
ご期待に応える黒白

製品を供給して参りますので、引き続きご愛顧のほ
どよろしくお願い致します。

サイバーグラフィックス株式会社
担当：堀口
〒224-0053
神奈川県横浜市都筑区池辺町 2991-2
TEL:050-5533-3302
FAX:045-938-6702
E-mail:cgc_sails.751039@cybergraphics.co.jp
http://www.cybergraphics.co.jp

キヤノンマーケティング 
ジャパン

画質が飛躍的に向上した、大口径単焦
点レンズ 
“EF35mm F1.4L II USM”を 10月中
旬より発売

　青色（短い波長域）の光を大きく屈折させる異常分
散特性を備えたBR光学素子を、凹および凸のガラ
スレンズで挟み合わせたキヤノン独自開発の複合レ

ンズ「BRレンズ」を初め
て採用し、大口径レンズ
に発生しやすい色のに
じみ（色収差）を大幅に
低減し、撮影画面の中心
から周辺まで優れた描
写性能を実現。キヤノン
独自開発の研削非球面
レンズ1枚を含む2 枚

の非球面レンズおよびUDレンズ1枚を採用してお
り、絞り開放時においても画面の中心部から周辺部
まで高画質を実現しています。
　加えて、特に広角に入射する光に対して優れた反
射防止効果を持つキヤノン独自の特殊コーティング

「SWC（Subwavelength Structure Coating）」を施
しており、フレアやゴーストを抑えた高画質とレンズ
鏡筒内部のメカ構造の見直しにより、高耐久性・耐
振動衝撃性を実現しています。

キヤノンマーケッ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
canon.jp/ef

フレームマン

フレームマン．ギンザ．サロンは、写真
愛好家の皆様へ、スペシャルプライス
企画をご用意しております。

◇ミニギャラリー：作品15点まで 
 ￥ 30,000（税込）
◇ギャラリーⅡ：作品30点まで ￥150,000（税込）
開催期間は１週間。作品は半切or A-3。額装費・レ
ンタルフレーム費・会場費・展示撤去作業費、そし
て消費税まで全てを含んでおります。
　審査や制約はございません。先着順にて、大好評
受付中です。
　会員の皆様はもちろんのこと、ご指導されている
写真教室の生徒の皆様や、写真を始めて間もない方、
個展にグループ展に、ぜひご活用下さい。
　写真愛好家の皆様が集まる場所、賑やかで活気の
有る元気が出るスポットとして、フレームマン．ギン
ザ．サロンは皆様を心よりお待ち申し上げておりま
す。

株式会社フレームマン
フレームマン．ギンザ．サロン事務局
担当：筒井（つつい）三田（みた）
連絡先：〒104-0061
東京都中央区銀座５－１ 銀座ファイブ２F
TEL&FAX：03-357-41036（ﾌｫﾄｻﾛﾝ）
Mail：ginzasalon@frameman.co.jp
http://www.frameman.co.jp

東京工芸大学 

「2015フォックス・タルボット賞写真展」 
10月 11日（日）~10月 25日（日） 
「東京工芸大学出身の若手作家作品展
40X40」 
11月 9日（月）~12月 22日（火）

　フォックス・タルボット賞は、写真表現を目指す若
い人々の奨励と新しい写真家への登竜門としての機
能を果たすことを目的に、1979年東京工芸大学短期
大学部（当時）が設立した、在学生および卒業生を対
象とした写真賞です。



JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 160

Topics

　本賞の名称は、イギリスのフォックス・タルボット
美術館の協力を得て、ネガ・ポジ法の発明者で近代
写真術の父と讃えられるウィリアム・ヘンリー・フ
ォックス・タルボットの名を冠しています。審査委員
に田沼武能、細江英公、立木義浩、中谷吉隆、小林紀
晴を迎え、入選した作品は写大ギャラリーに正式に
収蔵されます。
　写大ギャラリーでは10月25日（日）まで、2015年
フォックス・タルボット賞受賞作品展を開催致して
おります。審査員の確かな目で選ばれた新しい写真
表現を是非ご覧下さい。
　その後、11月9日（月）からは、現在写真家として活
躍する本学出身の若手作家による作品展を開催致し

ます。こちらにもどう
ぞお立ち寄り下さい。

（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

2015堀内カラーフォトコンテスト作
品募集中 
プリント割引キャンペーン開催

昨年度金賞 堀内カラー賞「初春」久保田 稔

 今年で第7回を迎える堀内カラーフォトコンテスト
にて作品を募集しています。「金賞 堀内カラー賞」は、
賞金10万円とHCLフォトギャラリー新宿御苑と名
古屋での個展開催権を進呈、応募期間中は弊社ネッ
ト注文と各店頭注文で四ツ切・A4プリント割引キ
ャンペーンが開催されており、応募以外でもご利用
いただけます。

【応募要項】
●テーマ：  ＜ノンジャンルの部＞　＜ネイチャーの

部＞
●応募締切：  平成27年11月30日（月） 当日消印有

効
●応募資格：アマチュア写真愛好家

●応募作品：サイズ/A4、四ツ切、ワイド四ツ切、カ
ラー・モノクロプリント（銀塩、インクジェット）、単写
真のみ・複数応募可
●審査員：沼田早苗氏
※応募資格がアマチュア写真家になっていますの
で、会員皆様方の生徒の方々にお勧めいただけます
ようお願いいたします。
※詳細は http://www.horiuchi-color.co.jp
※応募・問合せ先：㈱堀内カラー
〒101-0052　東京都千代田区神田小川町 2-6-14　フ
ォトコンテスト係
TEL:03-3295-1083   FAX:03-3295-1200
※堀内カラー各店頭でも応募受付いたします。

マンフロット

新賛助会員：マンフロット

　マンフロットはイタリア人フォトジャーナリストの
Lino Manfrottoが自分用のスタジオ機材を製作し
たのが始まりで、その後、軽量で革新的な三脚とスタ
ンドが人気となり、現在ではバッグ、LED、レフなど、
さまざまな撮影アクセサリーを扱うブランドに成長
しました。
　ベネチアとミラノの中間、バッサーノ・デル・グラ
ッパ、創業の地に今も本社を置いています。その名の
通り、蒸留酒グラッパが特産品の人口4万人の小さ
な町でデザイン・開発を行っています。

　 傘 下 に Gitzo、Lastolite, Avenger、National 
geographic Bags、Genus、Kata を 持 ち、Vinten, 
Sachtler等の大型動画機材も扱うVitecグループ
の一員でもあります。
　プロの方におなじみのオートポールやスーパーク
ランプは、初期のマンフロット製品で、シンプルで機
能的なデザインが評価されMoMAコレクションに
収蔵されるほど。40年以上前にデザインされたもの
ですが、現在もスタジオの定番でベストセラーです。
　機能とデザインを重視した製品開発は、今も変わ
りありませんが、カメラに合わせ進化も続けていま
す。お馴染みの三脚も新しいモデルは、より軽量で便
利になっていますので、一度お試し下さい。
　9月にオープンしたアウトレットショップには掘り
出し物がたくさん、ぜひチェックして下さい。
http://www.jps.gr.jp/sanjyo_tell/manfrotto/
マンフロット株式会社　
http://www.manfrotto.jp/

〒105-0011
東京都港区芝公園 3-1-38 芝公園 3 丁目ビル1F 
電話 :03-5404-6871（代表）
FAX：03-5404-6870
email：info@manfrotto.jp
担当者：山縣ゆう子

 
プロフォト

新賛助会員：プロフォト 
Profoto Japan Tour 2015を開催し
ます。

　写真の鍵を握る「光」を最高の形でフォトグラファ
ーに提供することを使命とするプロフォト。ライティ
ングの魅力と最新のノウハウを発信するセミナー・
製品展示複合型ツアーイベント「Profoto Japan 
Tour」を開催します。2015年は、9月２9日・30日に
仙台、10月4日・5日に小樽、10月21日・22日に京
都、11月4日・5日に門司港、11月20日・21日に名
古屋、12月3日・4日に東京と、全六都市で実施しま
す。豊富なライティングアクセサリーの効果を実演・
解説する「ベーシックライティングセミナー」、スタジ
オ運営の秘訣や写真のクオリティの鍵を握る光の性
質について解説する「アドバンスセミナー」、B2 250 
AirTTLを駆使した「ロケーション撮影ワークショ
ップ」と、充実の内容を各地でお届けいたします。最
新のライティング機材をご体感いただけるProfoto
製品展示に加えて、協賛のカメラ・カメラ周辺機器
メーカー様による製品展示とPRセッションも必見
です。詳細は特設サイト profoto.com/ja/japan-
tour-2015 をご確認の上、奮ってご参加ください。

プロフォト株式会社
担当：マーケティング・コミュニケーション部
平井真理子
連絡先：〒104-0043
東京都中央区湊 1-1-12 HSB 鐵砲洲 3 階
TEL：03-3206-1861 
FAX：03-3206-1864
Mail：info@profoto.jp
http://profoto.com/ja

（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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平成 17（2005）年より、レンズ付きフィルムカメラによる小学生を対象とした「写真学習プログラム」を、富士フイルム
（株）の協力によって、毎年小学校 50クラスで実施している。
デジタルカメラは勿論のこと、携帯電話の普及によって手軽に写真が撮れ、インターネットでの情報提供のツールと

して写真が活用されているのが現状である。写真の原点ともいえるフィルムによる写真撮影が大幅に減少するなか、あ
えてフィルムを使っての「写真学習プログラム」は、単に写ったという喜びだけでなく、児童だからこそ必要とされてい
る「事物の観察、物事を注意深く見る、疑視することの大切さ」を写真を通じて会得し体験してもらうことに意義を見い
だしている。このことは写真という優れた記録媒体を使っての「記録・表現することの意味」を理解し、家庭や社会で広
く写真を活用してもらおうとの願いがある。
「写真学習プログラム」は、協会の写真教育事業として10年間に延べ 526人の会員による指導で、19,522 人の児童に、
「写真学習プログラム」の授業を実施して、「写真への興味を喚起すること」を体験してもらっている。
また、多くの方々にこの児童たちの作品を見ていただこうと、「写真学習プログラム」参加児童の作品を特別企画

「“PHOTO IS” 小学生の眼」として、富士フイルム㈱・富士フイルムイメージングシステムズ㈱が主催する「“PHOTO IS”
想いをつなぐ。30,000 人の写真展」で展示している。写真愛好家や一般客からは、展示された小学生の作品を観て、素直
で力強い感性だと驚きの声が寄せられていた。

No. 実施校 県名

1 福山市立藤江小学校 広島県
2 福山市立金江小学校 広島県
3 神山町立神領小学校４年生 徳島県
4 神山町立神領小学校５. ６年生 徳島県
5 杉並区立久我山小学校 1 組 東京都
6 杉並区立久我山小学校 2 組 東京都
7 常陸大宮市立大宮北小学校 茨城県
8 和光鶴川小学校 東京都
9 世田谷区立桜丘小学校 東京都

10 西宮市立名塩小学校 A 組 兵庫県
11 西宮市立名塩小学校 B 組 兵庫県
12 西宮市立名塩小学校 C 組 兵庫県
13 都城市立高城小学校 宮崎県
14 都城市立有水小学校 宮崎県
15 鶴居村立鶴居小学校 北海道
16 多賀城市立天真小学校１組 宮城県
17 多賀城市立天真小学校２組 宮城県
18 鳥取市立日進小学校１組 鳥取県
19 鳥取市立日進小学校２組 鳥取県
20 網走市立西が丘小学校 北海道
21 豊橋市立松山小学校い組 愛知県
22 豊橋市立松山小学校ろ組 愛知県
23 遠野市立土淵小学校 岩手県
24 丹波市立中央小学校４年生 兵庫県
25 丹波市立中央小学校６年生 兵庫県

No. 実施校 県名

26 東栄町立東栄小学校 愛知県
27 川崎市立宮崎小学校１組 神奈川県
28 川崎市立宮崎小学校２組 神奈川県
29 川崎市立宮崎小学校３組 神奈川県
30 川崎市立宮崎小学校４組 神奈川県
31 川崎市立宮崎小学校５組 神奈川県
32 大和町立鶴巣小学校 宮城県
33 日野市立日野第二小学校１組 東京都
34 日野市立日野第二小学校２組 東京都
35 日野市立日野第二小学校３組 東京都
36 多摩市立東落合小学校１組 東京都
37 多摩市立東落合小学校２組 東京都
38 桜井市立初瀬小学校 奈良県
39 江戸川区立小岩小学校 東京都
40 江戸川区立小岩小学校 東京都
41 横手市立福地小学校 秋田県
42 南房総市立千倉小学校１組 千葉県
43 南房総市立千倉小学校２組 千葉県
44 南房総市立千倉小学校３組 千葉県
45 大洲市立粟津小学校 5 年生 愛媛県
46 大洲市立粟津小学校 6 年生 愛媛県
47 みやま市立山川南部小学校 福岡県
48 みやま市立山川南部小学校 福岡県
49 中央区立有馬小学校 東京都
50 中央区立有馬小学校 東京都

【2014年4月～2015年3月実施分】

平成26年度小学生を対象とした「写真学習プログラム」報告

写真の楽しさ、面白さを伝える
－協力：富士フイルム㈱－
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福山市立金江小学校生の作品

都城市立高城小学校生の作品

鳥取市立日進小学校生の作品

遠野市立土淵小学校生の作品

日野市立日野第二小学校生の作品

神山町立神領小学校生の作品

鶴居村立鶴居小学校生の作品

網走市立西が丘小学校生の作品

丹波市立中央小学校生の作品

南房総市立千倉小学校生の作品

西宮市立名塩小学校生の作品

多賀城市立天真小学校生の作品

豊橋市立松山小学校生の作品

川崎市立宮崎小学校生の作品

大洲市立粟津小学校生の作品

【平成26年度実施校児童の作品から】
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平成 27年度「報道写真論」講座報告
共催 :専修大学、公益社団法人日本写真家協会

平成 23年度から始まった専修大学文学部人文・ジャーナリズム学科での「報道写真論」の講義に、27年度は清
水哲朗、石川文洋の両氏に講師をお願いした。
専修大学のジャーナリズム学科開設趣旨は、学生たちの真実を見抜く目を育て、批評力と行動力を養うことを目
的とし、メディアの第一線で活躍する写真家や実務者に実作と体験談をもとに、いまメディアの現場で、何が起きて
いるかを理解してもらうことを方針としている。この講座には 23年度は桑原史成氏、24年度は長倉洋海、英伸三
各氏、25年度は宮嶋茂樹、樋口健二各氏、26年度は大石芳野、山本皓一各氏を派遣し講義を行っていただいた。27
年度の講義内容のレポートを報告する。教室は川崎市多摩区東三田 2-1-1 の専修大学生田キャンパス。

●清水哲朗
平成27年4月7日～5月26日（7回）
講義を始める前は、大学で “ ジャーナリズム ” とい

う専門分野を学ぶのであれば、さぞかし社会に対して
熱くギラギラとしたものを持ち、時には論破をしかけ
てくるかなと身構えていた。しかし多いときで 100 名
を超す受講生の中で将来ジャーナリストになりたいと
いう人は片手で足りるほどで意外なほどに物静かだっ
た。過去に講師を務めていたのがバリバリのドキュメ
ンタリー分野の諸先輩方だったので拍子抜け感はどう
にも拭えず。（おかげで、日ごろジャーナリストとして
活動をしていない後ろめたさと大学で学んだ経験のな
い自分が講義を引き受けてしまったことへの不安は払
拭されたのだが）

講義は事前に提出したシラバス（講義概要）に沿って
行った。初回は「フリーランスで活動する」をテーマに
ライフワークで 18 年間撮影しているモンゴル作品を
取材の裏話と共に披露。状況ムービーも上映し、反応は
上々だった。また、カラーとモノクロによる表現や印象
の違いなども説明。もっと技術を教えて欲しいという
要望もあった。第 2 回は「取材って何？」。前半は自主取
材と依頼取材の違い、取材のノウハウ、インタビューの
コツなどを文字化して教え、後半は自身が取材したノ
モンハン事件現場の現況と所有しているソビエト軍が
撮影した当時の貴重な写真、祖父の戦地での写真など
を見せた。第 3 回は「写真のチカラ、文字のチカラ」。写
真のみで見た場合、キャプションと写真を同時に見た
場合、キャプションを見た後に写真を見た場合によっ
て印象がどのように変化するのかを実感してもらっ
た。第 4 回は「写真集から学ぶ、あれこれ」。国内外の若
手作家から過去の名作まで 30 名超の作品を解説つき
で上映。写真表現の奥深さと現場に潜入する写真家の
行動力に学生の好奇心はかきたてられっぱなしだっ
た。第 5 回は「記録の重要性」。前半はモンゴルを撮り続

けている理
由、写真家
から見たピ
ューリッツ
ァー賞受賞
作「ハゲワ
シと少女」
についてと
死生観描写
についての
持 論 を 述
べ、後半は
震災前から
撮り続けて
いる石巻の
作品とスラ
イドムービ
ーを上映。
第 6 回は「引き際を考える」。夢や目標のある学生たち
にあえて年齢ごとにぶつかる壁や諸問題、ゴールから
逆算する活動、取材の引き際について語った。過去は変
えられないが未来は変えられるプロフィール作りや将
来設計を具体的に伝えた。第 7 回は「まとめ」。講義の補
足を少しだけ行い、残り時間で課題写真「日常」を提出
した 91 名分の写真を上映してそれぞれ講評。予期せぬ
展開にどよめきが起こり、自分の写真が他人に見られ
評価される意味を身をもって経験させた。大反響だっ
た。毎回講義スライド作成に多くの時間を費やしたが、
学生たちの反応もよく、写真の可能性を大きく知って
もらえたので写真家冥利に尽きる機会だった。

キャンパスで講義中の清水哲朗さん
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Report

●石川文洋
平成27年６月２日～７月21日（６回）
専修大学で６回の講義をしました。学生たちを前に

して私も若返ったような気持ちになりました。良い体
験を得る機会を下さった専修大学、日本写真家協会に
深く感謝致します。

以前に調べた 1853 年のクリミア戦争から日本のア
ジア・太平洋戦争までの戦争写真報道についても触れ
ようと考えていましたが６回の講義では時間が不足な
ので「私が見た戦争」について現場で撮影した写真を見
て頂きながら話すことにしました。

若い人たちに戦争の実態を知ってもらいたい。沖縄
の言葉「命（ぬち）どぅ宝」（命こそ宝）を強く訴えたいと
いう気持ちを講義の基本としました。

第１回講義。ジャーナリストが最前線で長期にわた
って自由に取材が出来たベトナム戦争。
① 今年４月、戦争終結 40 周年の様子。式典パレード。今

なお生まれる枯葉剤被害児。「虎の檻」刑務島のあっ
たコソン島の現在。石川の写真が常設展示されてい
る戦争博物館。

②何故、ベトナム戦争を撮影するようになったか。
③南ベトナム政府軍の作戦。
④何故、ベトナム戦争が起こったか。

第２回講義。
①米軍の作戦。
②戦火の中の民衆。
③戦場の村の少女との再会。
④戦場のジャーナリスト。

第３回講義。
①沖縄の歴史と文化。
② サイパン・テニアンでの慰霊祭に同行。沖縄戦集団

自決生存者たち。
第４回講義。

①何故、カンボジア内戦が起こったか。
②  1970 年、カンボジア・クーデターと内戦、米軍カン

ボジア侵攻作戦、ベトナム人虐殺現場。
③  1979 年、カンボジア大虐殺現場、無人のプノンペン。

④ 1980 年、９年ぶりのアンコールワット訪問。現在
のカンボジア。
第 5 回講義。

① ボスニア・ヘルツェゴビナ。バルカン半島戦争の歴
史。

②  1994 年２月５日、バルカン戦争史に残るサラエボ市
場死傷者 263 人の事件直後。サラエボ戦時下の民衆
の生活。

③ 廃墟となったソマリアの首都モガデシオと難民キャ
ンプ。アフガニスタン。難民キャンプ、再開された学
校、地雷撤去、地雷・不発弾の負傷者、多国籍軍、様々
な人々。
第 6 回講義。補充・沖縄、ベトナム戦争と沖縄、本土

復帰、米軍基地、オスプレイと辺野古。ベトナム、枯葉剤
の被害児。学生の質問に答えて。報道写真の意義、リア
ルタイムで状況を伝え歴史の記録として後世に伝え
る。中東で犠牲になった山本美香、後藤健二の取材活動
を支持評価する、ほか。
 （写真提供／専修大学、構成／小池良幸）

清水 哲朗（しみず・てつろう）
1975 年横浜市生まれ。日本写真芸術専門学校卒業後、写真
家竹内敏信事務所で 3 年間アシスタントを務め、23 歳で
フリーランスとして独立。ライフワークとしているモン
ゴルでは独自の視点で自然風景からスナップ、ドキュメ
ントまで幅広く撮影。2005 年「路上少年」で第 1 回名取洋
之助写真賞受賞。2012 年夏 15 年間のモンゴル取材をまと
めた写真集『CHANGE』を現地で上梓。本年 12 月には新刊
写真集『New Type』を出版予定。2014 年日本写真協会賞
新人賞受賞。公益社団法人日本写真家協会会員　www.
tokyokarasu.net

石川 文洋（いしかわ・ぶんよう）
1938 年那覇市生まれ。東京の定時制高校を卒業後に就職
した毎日映画社をやめて香港へ。65 年から 4 年間、ベトナ
ムに滞在し帰国後、朝日新聞出版局のカメラマン。84 年か
らフリーの報道写真家として沖縄やボスニアなど世界各
地の紛争地を撮影、取材している。『写真記録ベトナム戦
争』『戦場カメラマン』『報道カメラマン』 『私が見た戦争』
など著書多数。写真展に『戦争と兵士と民衆』（1970 年）  

『北朝鮮』（1984 年）『戦争と平和 ベトナムの 50 年』（2014
年）他。82 年・83 年に日本雑誌写真記者協会賞、05 年には
ベトナム政府より文化通信事業功労賞を受賞する。

沖縄の新聞を手に講義する石川文洋さん
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■ 知っておきたいさまざまな表示の意味
記録メディアを選ぶ基準は、容量、価格、信頼性などい

くつか挙げられますが、データを書き込む速度や読み出
す速度は、非常に重要なポイントです。記録メディアの書
き込み速度が遅いと、せっかくのカメラの性能を活かせ
ないだけでなく、撮影もはかどりません。ストレスを抱え
ながらの撮影では、いい仕事ができないということにも
なりかねません。

最近のデジタルカメラで多く使用されている記録メデ
ィアと言えば、SDメモリーカードとCFカード（コンパ
クトフラッシュ）ですが、機器の互換性や転送速度などの
規格が、それぞれ規定されています。

SD メモリーカードの規格は、SD アソシエーション
（https://www.sdcard.org/）によって定められています。
ただし、SDアソシエーションが決める速度は、最低限の
書き込み速度としてのスピードクラスで、最大速度は各
SDメーカーが独自に定めています。

スピードクラスとは、動画をスムーズに撮影するために
設定された最低保証速度で、Class 2、4、6、10 で表示
され、カメラによって参照すべきスピードクラスが異なり
ます。UHS スピードクラス 1 および 3は、UHS 対応の
カメラを使う際に参照すべきスピードクラスです（表 1）。

さらに、大容量のデータ転送が求められるようになっ
てきたことからより高速なデータ転送を可能とする新し
いバスインターフェースも規定されています。（表 2）

今さら聞けない
”記録メディア ”についての アレコレ

デジタルカメラの撮影に欠かせないのが記録メディア。しかし、その使い方が正しいのかどうか、自信のない人も
多いに違いない。そこで今回は、フラッシュメモリーメーカーのサンディスクにわかりやすく解説してもらったお話
の中からピックアップして紹介しよう。詳しい内容は、近日中に JPS のホームページで公開の予定。

これらの表示の意味を知ってメディアを選ぶことが、
カメラの性能を充分に引き出すことにもつながります。

一方、CFカードの規格は、コンパクトフラッシュアソ
シエーション（http://www.compactfl ash.org/）が定めで
います。ちなみにXQDカード、後述するCFast カードの
規格について定めているのもコンパクトフラッシュアソ
シエーションです。

コンパクトフラッシュは、1994 年にサンディスクによ
って開発され、サンディスクの登録商標になっています。
歴史の長いCFカードには、SDカードのような、容量の
規格は存在せず、対応する容量は接続機器によって違っ
てきます。

最近のデジタルカメラでは、データの書き込みをCPU
ではなくDMAが担うことで、書き込み速度の高速化を実
現するUDMA（Ultra Direct Memory Access）が主流と
なっています。既存のCFカードと基本的な構造は同じで

マーク 連続データ書き込みに
おける最低保証速度

動作する SD
バスモード 対応用途

UHS
スピード
クラス

30MB/s
UHS-II
UHS-I

4K
2K

ビデオ録画
10MB/s フル HD

ビデオ
動画

HD 静止画
連続録画

スピード
クラス

10MB/s
High Speed

6MB/s

Normal 
Speed

HD ～
フルHD
ビデオ
録画

4 MB/s

2MB/s
SD

ビデオ
録画

スピードクラスの表示（表1）

バスインターフェースの表示（表2）

SDメモリーカード

最大転送速度
（読み取りスピード）

バスマーク

スピードクラス

（読み取りスピード）

バスインター
フェース カードタイプ バスマーク バス

スピード
仕様バージ

ョン

UHS-II SDHC および
SDXC

156MB/s
312MB/s 4.00

UHS-I SDHC および
SDXC

50MB/s
(SDR50,
DDR50) 
104MB/s 
(SDR104)

3.01

High speed SD, SDHC
および SDXC --- 25MB/s 2.00

Normal speed SD, SDHC
および SDXC --- 12.5MB/s 1.01
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すが、データの転送ルールや信号のタイミングが改良され、
より高速のデータ転送が可能になりました。また、UDMA
からCRC 照合によるデータ化けのチェックを行っている
ため、データの信頼性という点でも向上しています。

UDMA は高速 DMA 転送の規格で、表 3で示すように
バススピードが定義されています。転送レートが速ければ
速いほど、カメラの連写性能も向上するということです。

■ 高速化のための新規格 CFast2.0
次世代のメモリーカードの規格として登場したのが、

CFast2.0です。従来のCFカードに比べて、2 倍以上の転
送速度となっていることから、高速・大容量データの転送
に適しています。バススピードは最大 600MB/ 秒（6Gbps）
を実現。プロによる動画撮影の高い要求にも応えられるも
のとなっています。

カードの形状はCFカードとほぼ同じですが、接点の構
造が CFast 2.0 では SATA3のインターフェースを採用
しています。CFカードにあったピンを排除しているため、
カードの信頼性と耐久性が向上しています。

ただし、CFカードとはスロットの互換性がないため、

従来のカメラで使えるものではありません。また、CFast
が将来的に動画撮影で主流となっていくかどうかは、採用
するカメラメーカーがどのくらいあるかということにかか
ってきます。今後のカメラメーカーの対応に期待すること
にしましょう。

■ 記録メディアを賢く使いこなすポイント
SDメモリーカード、CFカードといったフラッシュメモ

リータイプの記録メディアは、一生モノというわけではあ
りません。フラッシュメモリーのセル（素子）は、データの読
み書きの回数が決まっているのです。SDメモリーカード
では、コントローラーが特定のセルだけを使わないように
制御をしています。

データが読み出せなくなることを心配して、あえて容量
の少ない記録メディアを使っている人を見かけますが、セ
ルごとで見ると、大容量の記録メディアの方が書き込み回
数が少なくてすむわけですから、結果として記録メディア
としての寿命も長くなります。容量いっぱいまで使い切ら
ないことも、記録メディアを長く使う秘訣になります。

また、記録メディアの大敵は不安定な電流供給です。書
き込みや読み出しの途中で電源が落ちると、データが壊れ
るだけでなくコントローラーも破損してしまう可能性があ
ります。そうなると、データの取り出しもできなくなってし
まいます。バッテリー駆動のパソコンでデータの読み書き
を行う場合などは注意しましょう。

さらに、カメラのバッテリーが少なくなった状態での撮
影は、電流が不安定になることもあります。こうした状態も
記録メディアにとってはよくありません。普段から記録メ
ディアやバッテリーの予備を充分に用意して撮影に臨む
ことが、記録メディアを上手に使いこなすことにもなるの
です。

いずれにしろ記録メディアは消耗品であるということ
を前提にして、不具合を感じたらすぐに買い換えるといっ
た使い方がベスト。サンディスクの記録メディアは永久保
証で、購入した際の領収書と保証書があれば交換しても
らうことができるというのもお忘れなく。
 （記／出版広報委員：柴田 誠）

モード 最高転送速度 モード 最高転送速度

UDMA0 16.7MB/s UDMA4 66.7MB/s

UDMA1 25.0MB/s UDMA5 100MB/s

UDMA2 33.3MB/s UDMA6 133MB/s

UDMA3 44.4MB/s UDMA7 167MB/s

UDMAの表示と速度（表3）

CFカード（コンパクトフラッシュ）

VGA
最低転送速度の規格。主に業務用のビ
デオカメラでの利用で必要となる。 UDMA対応マーク

対応する速度規格の表記

最大転送速度
（読み取りスピード）

CFast

サンディスク エクストリーム プロ CFast2.0 カード。最大
転送速度は 515MB/s で容量 64GB、128GB がラインアッ
プされている。

＊並行輸入品につきましては、永久保証いかんにかかわらず一切の保証はされません。（サンディスク広報）

CFast
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2015 年 第 11 回「名取洋之助写真賞」決まる

公益社団法人日本写真家協会が新進写真家の発掘と活動を奨励するために、主としてドキュメンタリー分野で活
躍している 35 歳までの写真家を対象とした 2015 年第 11 回「名取洋之助写真賞」の選考審査会を、８月 31 日（月）
JCII 会議室で、飯沢耕太郎（写真評論家）、広河隆一（フォトジャーナリスト）、田沼武能（写真家）の３氏によって行い
ました。

応募者はプロ写真家から大学在学中の学生までの 16 名 16 作品。男性 13 人女性３人。カラー 10 作品、モノクロ３
作品、混合３作品でした。

選考は１組 30 枚の組写真のため審査会場の制約もあり受付け順に８作品ずつ２回に分けて行い、第一次審査で７
作品を選び、最終協議の結果、下記に決定しました。

○一次審査通過者
増田　貴大　　「終わりの気配」　　志村　賢一　　「Export works」
児玉　和也　　「風の吹く場所」　　鳥飼　祥恵　　「amputee boy －けんちゃん－」
片岡　和志　　「命の記憶」　　　　松岡　正明　　「物質の記憶とゆらぎ」
髙橋　健太郎　「HIROSHIMA2015」
○最終審査通過者

鳥飼　祥恵　　「amputee boy －けんちゃん－」
増田　貴大　　「終わりの気配」 選考風景（平成27年８月31日　JCII会議室　撮影・小城崇史）

■■
■■ 2015 年第 11回「名取洋之助写真賞」受賞

鳥飼祥恵（とりかい さちえ）1982年 富山県出身。32歳。
2010 年 都内の写真学校を卒業。 
2012 年 フリーランスとして活動開始。 2014 年 JCII 主催水谷塾 修了。東京都在住。

受賞作品　「amputee boy －けんちゃん－」（カラー 30 枚）

作品  について　上肢、下肢の切断障害を持った選手がプレーするアンプティサッカーの撮影で出会っ
た少年賢ちゃんに魅了された作者は、身体障害者の子どもにレンズを向けることに迷いを抱きつ
つ、保護者に連絡をとる。撮影の快諾を受け、賢ちゃんの所属するチームに足を運ぶ。そこでまわり
の大人たちの賢ちゃんを気遣うおせっかいで明るい姿を見た。昔の日本には当たり前のようにあ
った懐かしい人間関係をとらえた作品。

「賢は強運の持ち主なんです」。けんちゃんのお母様に初めてお会いした時、こんな言葉をもらいました。事故
で片足を失った子が強運だと明言され、正直戸惑いました。しかし、今はその意味が明確に理解できます。きっと
今回の受賞も彼の強運にあやかったのだと思います。けんちゃんはもちろん、ご家族、そして、アウボラーダ川崎
の皆さんにこの賞を捧げます。「けんちゃん」が「けん君」そして「石井賢」となる日が今から楽しみです。

受賞者の
ことば

■■
■■ 2015 年第 11回「名取洋之助写真賞奨励賞」受賞

増田貴大（ますだ たかひろ）1980年 大阪府生まれ。35歳。
2000 年（20 歳）より写真を始める。
2003 年 宝塚造形芸術大学（現：宝塚大学）美術学科　洋画コース卒業。
2004 年 グループ展　第２回「モノクロ倶楽部」（千スペース／大阪）。
2005 年 MIO 写真奨励賞審査員特別賞受賞（選考：平木収先生）。大阪府在住。

受賞作品　「終わりの気配」（カラー 30 枚）

作品  について　山陽新幹線（新大阪～広島）の車内から、沿線に暮らす人々を撮影した作品。カメラによ
って切り取った人々の一瞬から「死の臭い」を感じた作者。肉眼では捉える事の出来なかった死の
気配を、写真という技術によって可視化の域に近づける可能性に気づき、作者は写真術を得た意義
を強く感じたという。

本当に嬉しいです。今迄針の筵に包まれて写真を撮っていました。身内からはイイ歳して何やってんだと溜息
はつかれるし、世間からは「この人、毎日電車の窓に張りついてる」と白い目でみられるし、全身がチクチク痛か
ったです。でも今回賞に選んで頂いたお陰で、ようやく針の筵から解放されました。自分のしている事に引け目
を感じなくなりました。これからは気持ち良く撮影ができます。それが何よりも嬉しいです。

受賞者の
ことば
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Award

2015 年第 11回「名取洋之助写真賞」総評

今年の名取洋之助写真賞に応募
された中で一番輝いていたのは鳥
飼祥恵さんの「amputee boy －けん
ちゃん－」であった。けんちゃんは
交通事故で左足を失った。そのハン
ディにもめげず明るく懸命に生き
るけなげな姿が捉えられている。作
者はスポーツ写真の教室に通い学
んだという。サッカースポーツに専念する彼のクラッ
チ（杖）を使い全身で躍動する光景を捉えているが、そ
れ以上に彼の心理を、人間けんちゃんの生きる姿に心
が惹かれる。母親や妹たちとの絆、アンプティサッカー
協会のインストラクターの熱心な指導にも感動を呼
ぶ、心温まるヒューマンなフォトストーリーである。画
面の展開も女性的な繊細さがありながら、力強さも盛
り込まれており、名取洋之助写真賞にふさわしい作品
である。
奨励賞、増田貴大さんの「終わりの気配」は、新幹線の
車窓から見える社会、漠然と見る沿線にもこれだけの
人間ドラマが繰り広げられている。そんな発見を感じ
る作品である。しかし、作者はそこに「終わりの気配」
「死の臭い」を感じるというが、いささかコメントには
難があるように思う。
日本写真家協会は若いフォトジャーナリストの育成
を願い名取洋之助写真賞を創設した。時代を記録し伝
え、残すためには大切な役を担う写真のジャンルであ
る。若い写真家の登場を切に望みます。

けんちゃん－」である。障害のあるサッカー少年を丹念
に取材した作品だが、しっかりとコミュニケーション
をとりつつ彼や周囲の人たちにカメラを向けているこ
とがよくわかる。人間関係が希薄になりつつある今、一
人の男の子の成長をポジティブな眼差しで見守ってい
る「ちょっとおせっかいな大人たち」の姿が、いきいき
と浮かび上がってくる。
別な意味で面白かったのが、名取洋之助写真賞奨励

賞を受賞した増田貴大さんの「終わりの気配」である。
山陽新幹線の車窓から沿線の光景を写しとめたものだ
が、ロバート・F・ケネディの「葬送列車」を見送る人々
を撮影したポール・フスコの名作「RFK funeral train」
（1968）を思い出した。たしかに、生と死とが交錯する現
代日本の断面図が見えてくる。

初めて賞の選考に参加させてい
ただいて、ドキュメンタリー写真の
現在のあり方について、いろいろ考
えさせられた。東日本大震災を経
て、新たな方法論の模索が始まって
いるが、まだ地に足がついたものに
はなっていない。その過渡期の状況
が、今回の応募作品にもよくあらわ
れていて、迷いや踏み込みの甘さが目立つものが多か
ったのは残念だった。
その中で、審査員全員が高く評価したのが、名取洋之
助写真賞を受賞した鳥飼祥恵さんの「amputee boy －

今回の応募作品の審査は、私にと
ってかなり苦しい作業だった。半分
見終わった時に、私が賞に推したい
作品は見当たらなかった。だから鳥
飼祥恵さんの作品「amputee boy －
けんちゃん－」を見た時、私は安堵
した。交通事故で片足を切断した男
の子がサッカーに打ち込む姿と、周
りの人々が彼を支える様子が見事に写し込まれてい
た。名取洋之助賞に値する作品、これから応援し続けて
いきたい作家がとうとう見つかったと思った。「応募し
てくれてありがとう」というのが正直な気持ちだった。
日本写真家協会の会員は、あらゆるジャンルの写真

分野にかかわる。写真の多様性と可能性は大きな魅力
だ。増田貴大さんの「終わりの気配」のテクニックには
舌を巻くし、表現力は非常に優れている。しかし名取洋
之助賞というからには、フォトジャーナリズムの特集
部門が対象ということになると私は考えている。これ
が名取洋之助賞でなく、芸術を含むすべての部門の写
真を対象とした日本写真家協会賞のようなものなら文
句なしで入選かもしれない。
日本はカメラ大国であるのに、フォトジャーナリス

トの層が非常に薄い。日本写真家協会には、若きフォト
ジャーナリストを育てる根本的な取り組みを期待した
い。

田沼武能（写真家・公益社団法人日本写真家協会前会長）

飯沢耕太郎（写真評論家）

広河隆一（フォトジャーナリスト）

「名取洋之助写真賞」について
公益社団法人日本写真家協会（JPS）は、社会に貢献する事業として「JPS展」や「日本写真家協会賞」の表彰並びに顕彰を行

っています。2005 年からは「名取洋之助写真賞」を創設しました。
名取氏は、1950 年の協会設立初期から写真企画展への助言。更に、写真著作権の重要性を進言されるなど、さまざまな面

で協力を戴いています。没後、名取洋之助が関わった日本工房、サンニュース、岩波写真文庫の創設に関してわが国のフォト
ジャーナリズムの発展に大きく貢献されたことを顕彰し、主として若いフォトジャーナリストの育成に役立つことを望み、
この写真賞を創設しました。
●名取洋之助（1910 ～ 62 年）　ドイツに留学していた名取洋之助は 23 歳の若さで、1930 年代ヨーロッパで勃興していた
フォト・ルポルタージュをわが国に導入し、木村伊兵衛らと 33 年「日本工房」を興す。その後、土門拳、藤本四八、亀倉雄策ら
と『NIPPON』を創刊し、フォト・ジャーナリズムを確立する。戦後は 47 年に『週刊サン・ニュース』を創刊。
50 年に『岩波写真文庫』を創るなど、写真家であると同時にすぐれた企画、編集者でもありました。
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■■
■■ 2015年 第11回名取洋之助写真賞

■■
■■ 2015年 第11回名取洋之助写真賞　奨励賞

鳥飼祥恵「amputee boy ─けんちゃん─」（カラー 30点）

増田貴大「終わりの気配」（カラー 30点）



3
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 160



0

Congratulation

——　このたびは受賞おめでとうございます。1959（昭
和 34）年の会社設立以来、写真の表現形態については絶え
ず変化しただけでなく、デジタル化の流れは御社の業務に
も多大な影響を与えていると思いますが、激動の時代をど
のように生き抜いてこられたのでしょうか。
堀内：印刷会社とのご縁で弊社を設立してから、早いもの
で半世紀が経ちました。印刷のカラー化と軌を一にするよ
うに写真のカラー化も進み、弊社はフィルム現像やカラー
プリントなどのサービスを提供することで、プロ写真家の皆
様と共に歩んできましたが、写真のデジタル化が急激に進
行した結果、事業内容も変わりつつあります。と、申しまして

おめでとうございます

もやはり基盤となるのは写真です。現
在は従来から続く現像・プリントと
いった写真サービス事業に加え、フォ
トアート、ブライダルアルバム制作、
タレントブロマイド制作、デジタルア
ーカイブ、ビジュアルコンテンツ制
作、ディスプレイ制作と全部で7つの
事業を展開しております。大学図書
館や博物館などを中心としたデジタ
ルアーカイブ事業は、貴重な資料を
アーカイブ（保存）するお手伝いをす
るのですが、以前は 8×10フィルム
で撮影していたものが大型スキャナ
ーを使って作業するようになりまし
た。ビジュアルコンテンツの制作事業
も、3D の作成や画像処理といった
領域に広がってきています。
——　作品を作者から託される形で
の制作作業（プリント）は、作者の意
図を反映させるまでの打合せなどが
大変だと想像します。作者と御社の技術者間のコミュニケ
ーションについて、会社として心がけていることがありま
したら教えてください。
堀内：良いプリントは、作家の意図とプリントを仕上げる制
作スタッフの共同作業という意識がないと成立しません。
そのためには弊社の営業スタッフと作家のコミュニケーシ
ョンが欠かせません。弊社はプロラボとして、写真展制作の
お手伝いを長く続けてきました。経験の積み重ねと、多くの
写真展を観て各々の目を高めることで、作家とのコミュニケ
ーションに役立てるよう心がけております。営業スタッフが
実作業に携わるわけではありませんが、常に最新のプリン
ト技術についての知識を持つことで、良いご提案ができる
のではと考えております。
——　御社は、ラムダプリントをはじめとする超大型のカ

ラープリント技術を導入することにより写真表現の可能性
を拡大し、写真文化の発展に大きく寄与されています。他
の追随を許さないこの技術について、開発の経緯や今後の
展望などを教えてください。
堀内：プリント制作は弊社全ての事業の核となる部分です。
ラムダは写真の大判出力ソリューションとして高い評価を
いただいております。レーザー光線で露光する明室タイプ
の出力機ですが、データ自体はデジタルデータを入力して
おり、導入してから今年で16年になります。色のデータを数
値で管理するCMS（カラーマネジメントシステム）を採用
することにより、品質・出力の安定を実現することができま

した。競争の激しい中「写真品質」にこだ
わる高品質な分野、例えば高級化粧品
の広告においては高い信頼を得ており、
交通広告の分野などでも多く使われて
います。これからも品質にこだわった制
作を続けていきたいですね。
——　時代の流れと共に、御社にとっ
ての顧客も様々な変化があったことと
思います。御社から見た「変化」は、どの
ようなものだったのでしょうか。
堀内：世の中全てがフィルムからデジ
タルにシフトしていく中で、弊社も新た
な事業の立ち上げなどによりお客様が
個人（プロ写真家）だけではなく法人（企
業）のお客様が増えてきました。しかし
会社の DNAとして基盤にあるのはや
はり「写真」です。いい写真を残していき
たい、そのためのお手伝いをという気持
ちに変わりはありません。
——　当会（JPS）はプロ写真家の団体

ですが、当協会に対し、写真作品の最終媒体となるプリント
制作を行う立場からの要望およびメッセージをいただけ
ますか。
堀内：栄誉ある協会賞を頂戴し大変感謝しております。フ
ォトアート事業に携わる人間にとどまらず、会社として写真
文化に対する貢献をご評価いただき光栄に思っています。
写真の最終媒体となるプリントの品質向上に努めてきまし
たので、これからも協会の皆様と写真文化の貢献に役割を
果たしていけたらと思います。このたびの受賞を励みに、こ
れからも精進していきたいと思います。
――　ありがとうございました。

（取材：平成 27 年 9月11日　堀内カラー本部にて
聞き手／常務理事・加藤雅昭／出版広報委員・小城崇史
　撮影・構成：小城崇史）

第 41 回日本写真家協会賞
株式会社 堀内カラー

（株式会社堀内カラー　取締役社長）
堀内 洋司 さん
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New Face Gallery

むすめと！
ソラリーマン（赤澤父娘）

ホーチミンの夜 物は囁き、
そして僕は口を閉ざす

青山 裕企 今井 孝弘 岩瀬 修一

夏休みのお手伝い 踊る喜び あれから４年・気仙沼

岩永  豊 上田 進一 太田 真三

　　　　　　東京
アイデムフォトギャラリー「シリウス」
2015 年
7月 16 日（木）～ 7月 22 日（水）

　　　　　　大阪
富士フイルムフォトサロン 大阪
2015 年
8月 14 日（金）～ 8月 20 日（木）

JPS 2015 年 新入会員展

『私の仕事』



三度の津波を生きた老女
～自宅東側～

なみだ 晴れの日

小倉雄一郎 おちあいまちこ 金城 泰哲

国境の島に生きる
～ツシマヤマネコ～

熱気に包まれて KSP

川口  誠 北井 孝博 木村 哲夫

秋　雨 野で育つ R

久保田秀典 小西 貴士 小宮 広嗣

水面花 ヤンパルエス村の農夫 失われた時の記憶 大川小学校

阪本 康裕 佐々木 伸 佐瀬 雅行
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春がいっぱい Ferrari FF 捕食の瞬間

佐藤 健治 篠原 晃一 鈴木あやの

Finding "Nemos" エンベラ族の親子 夜明け

田井 基文 高木サダ子 高砂 淳二

東京 神保町駅界隈 Wild-scape  - 発影 - june blue

竹屋 謙市 辻  博希 寺師  太郎

NALU #73 招福楼～進肴 やきそば

冨田 泰東 二村  海 根岸 亮輔



石巻市 stolen moments #5 荒廃と緊張

野田 知明 早坂 元興 日野 文彦

展示作品各自２点から編集部でセレクトした１点を50音順に掲載しました。
 （構成：小池良幸）

JPS2015 新入会員展実行委員会：
青山裕企（委員長）、木村哲夫（副委員長）、今井孝弘、岩瀬修一、高砂淳二、
竹屋謙市

測ってみよう！

守本 智樹

オープニングパーティーで挨拶する熊切会長（撮影：今井孝弘）

7月 16 日 東京展オープニングパーティー（撮影：今井孝弘）

恒例の三本締めで挨拶する木村名誉会員と新旧会長（撮影：今井孝弘）

大阪・富士フイルムフォトサロン大阪展示会場（撮影：植村耕司）
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足掛け５年にわたる大変な論争と、いろいろな思惑
を超えて、2015年の１月１日から電子出版権が施行
されました。これまでの写真をめぐる著作権環境にお
いても、非常に大きな変化と言えるでしょう。その施行
からはや10ヵ月が過ぎました。ここで現在の状況、問
題点、そしてそれが写真家にとってどのような意味を
持っていくのか、写真家の未来に思いを馳せつつ、つれ
づれと書いてみたいと思います。

まず、現在、最も大きなテーマとしては「教育のデジ
タル化」が挙げられます。生徒一人一人にタブレット端
末を配るとか、電子教材による授業が実験的に行われ
るなど、毎日のように話題は尽きません。しかし、この
ような流れの中で、とても大事な要素が遅れている現
状があります。それは機械が進歩しても、教材はどうす
るのか、という問題です。これまでの紙の教材をただ電
子化すればよいのかというと、それでは電子化された
特徴を本当に活かすこととは思われません。つまり、ハ
ードの進歩に対して、ソフトがあまり進んでいるとは
言えない現状があるのです。この電子教材を検討する
にあたって、やはり問題とされたのは著作権です。いつ
ものように、著作権があるからソフトがたち遅れる、と
いう意見がみられました。これは権利制限をして無償、
無許諾で利用できるようにするべきではないか、とい
う意見です。

ここで考えることは、写真を始めとする著作物の利
用について、例え社会的に有益な目的だからと言って、
創作で生計を立てているものがいる以上、無償はよく
ないのではないか、ということです。かといって、いち
いちすべてに許諾を必須とすることが困難な現実もあ
ります。この件についての対応を考えた時に、教育利用
のみならず、何とかこの両方が並立できる方法を考え
なければいけないと思いました。利用についての配慮
は行いつつ、すべて無償化する方向性に歯止めをかけ
ていきたいという願いがあります。

著作権譲渡という不平等契約
次は、以前からの問題なのですが、不平等な契約につ

いてです。これは電子出版権の設定によって、より厳し
さを増してきているのですが、著作権譲渡を前提とす
る契約を強要されることが多くなってきているという
問題です。特に、取材などにおいて、その場でデータの
受け渡しを行い、すべてのデータを提出することによ
って、まったく撮影者に写真が残らないケースなど、深
刻な状況も見受けられます。

写真家は自分の著作権を保持していることで、生涯
の職業として成立している側面があります。他の分野
の表現とは異なり、写真は時間の経過によって価値が

落ちるわけではなく、逆に上がってゆく場合も多くみ
られます。しかし、それも撮影の時に、すべてはく奪さ
れてしまうとしたら、たぶん写真家という職業は成立
しなくなってしまうのではないでしょうか。また、著作
権保護のどのような運動も、著作権を保持していなけ
れば、そもそも関係なくなってしまいます。

この問題については、個人で対応しようとすると仕
事を失いかねませんので、団体において、それも個別の
事柄としてではなく、地道に取り組んでいかなければ
ならない問題だと考えています。

商習慣のアメリカ化
3 点目の話題は、著作権のみではありませんが、ビジ

ネスのアメリカ化とも言える現状についての問題で
す。これは、契約に基づき、すべてを裁判で決めていく
ような商習慣が日本にも入ってきている、ということ
です。具体的には著作権法において、細やかに決められ
ている各事項を、アメリカのフェアユース規定のよう
に、大まかなものに置き換え、実際には個別に裁判で決
めてゆこう、という風潮です。IT 技術の進歩が大変早
く、社会環境が瞬時に代わってゆく現代において、この
ような方法をすべて否定することはできません。ただ、
裁判の制度や賠償金の金額、そして何よりも裁判をす
ること自体が浸透していない日本においては、特に個
人にとって厳しい環境になってゆくと思われます。こ
の問題は TPP に関連して、今後、さらに大きな課題と
なってゆくでしょう。

このような問題点をまとめていて、ふと気がついた
ことがあります。それはこれらの問題が、すべて IT 社
会の進展と定着、それに伴うアメリカ型商習慣の波を
受けての問題点とくくることができそうだ、というこ
とです。同時に、今の日本にとって、それをまったく受
け入れるだけでよいのか、については疑問があります。

写真家は、写真を通して現実を見つめてゆく職業で
す。日本には独自の商習慣、風土、歴史、文化があり、そ
れをまったく無視したところでは、現実的な社会の変
化を成し遂げられないということを、私たちは体感的
に知っています。今、写真業界が著作権に関して直面し
ている問題点にしても、もう一度足元を見つめ直して、
日本的な解決方法を探らなければならない時期に来て
いるのではないでしょうか。単純に 1 か 0、Yes か No
ではなく、もっとグラデーションのある解決方法です。
これからは受身の取り組みではなく、積極的に解決策
を提案してゆくことで、種々の著作権問題も解決の方
向に向かうと思われます。

写真家が一歩先に進むべき時代が到来したのかもし
れませんね。

昨今、著作権事情あれこれ
～電子出版権以降の写真をめぐる著作権環境について～

瀬尾太一（日本写真著作権協会常務理事）
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第 40回 JPS展は東京展 6月11日～ 26日、名古屋展
7月15日～ 20日、関西展 8月25日～ 30日の会期で予
定通り開催しました。
応募状況は、一般部門1,925 名 6,586 枚、18歳以下部門

131名 275 枚、ヤングアイ参加校 17校、会員作品部門50
名 150 枚でした。これらの数字は例年より若干減少しま
したが、18歳以下部門の応募は若干増加という状況で
す。応募作品内容は、多彩なジャンルにわたり、表現の多
様性がうかがえますが、デジタルでの加工修正作品が目
立つようになり、ストレート写真と相まって審査の大変
さを実感しています。特にストレートな風景写真の過剰
な画像修正、加工による作品や安易な作品作りの傾向が
見受けられます。またインクジェットプリンター出力に
よるプリント紙の選び方やプリント設定に多くの課題が
あるように感じます。
上位入賞者は、文部科学大臣賞が和歌山県在住の大

浦美保さん「時を経て」3枚組、東京都知事賞は大阪府在
住の西川靖弘さん「駆ける少女」単写真、18歳以下部門
最優秀賞は広島県在住の金本凛太朗さん「humans and」
です。多くのすぐれた入選作品が選ばれ、総展示枚数657
枚の写真が JPS展を盛り上げてくれました。
会員作品部門は「プロの眼」と題して会員50名の 3枚

組写真を額装して展示、入選作品との差別化を図りまし
た。ヤングアイは各校ごとの一枚のパネルに共同作品と
して展示しました。地方展の展示は会場の都合で一部変
更がありましたが、東京展に準じての展示にしました。
東京展の表彰式と講演会は、6月13日に東京都美術
館講堂にて開催しました。今回は会場の客席数が多かっ
たので、同伴された受賞者の関係者、ご家族が会場内で
の高覧となりホッとしています。
表彰式後の講演会「編集長に聞く～コンテスト応募指
南」は『フォトコン』編集長の藤森邦晃さんと熊切圭介会
長の対談を行いました。JPS 展に応募される方の関心が

高かったようで、大勢の方に聴講していただきました。
名古屋展の表彰式（東海地区入選者紹介）と講演会は、
7月18日に愛知芸術文化センター12階にて開催しまし
た。表彰式は山口勝廣専務理事の出席で、上位入賞者の
紹介と入賞作品の講評を行いました。星景写真家木村芳
文さんによる講演会、JPS会員によるイベント「デジタル
一眼カメラで撮る『家族写真』」など盛りだくさんとなり
ました。
関西展の表彰式（関西地区入選者紹介）と講演会は、8
月 28日に京都市国際交流会館で開催しました。表彰式
は熊切会長が出席され、上位入賞者の紹介と入賞作品の
講評を行いました。JPS 会員の中田昭氏による講演会
「『京都』四季のうつろい」は好評でした。会期初日のイベ
ント「浴衣で写真教室」は台風の接近で参加者が少なか
ったのですが、（株）ニコン・（株）ニコンイメージングジ
ャパンより貸し出されたデジタル一眼カメラで浴衣を着
た女性たちが思い思いのポートレートを撮り合い、エプ
ソン販売（株）からお貸りしたインクジェットプリンター
で出力した素敵な写真が出来上がりました。そのプリン
トを会場の一角に展示し、好評でした。
JPS展は、年間を通じての作業となります。一貫した安

2015JPS 展
報　告

写真展事業担当理事　熊谷　正

表彰式（6.13東京都美術館講堂、撮影・天神木健一郎）

東京展展示会場にて（撮影・天神木健一郎） 東京展展示会場（撮影・小松好雄）

東京展講演会（撮影・天神木健一郎）

定的な運営が
望ましいので、
前任の作り上
げたフォーマ
ットを受け継
ぎながら、さら
に充実した運
営をしていき
たいと思いま
す。
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第40回 2015 JPS展の報告
作品受付：2014 年 12 月 15 日（月）～ 2015 年１月 2 日（火）
作品審査：２月７日（土）
審 査 員：田沼武能（審査員長）、安珠、中村征夫、林義勝、

藤森邦晃（『フォトコン』編集長）
後　　援：文化庁ほか
総展示数： 657 枚（公募：280 名 490 枚、会員：50 名 150 枚、

ヤングアイ：17 校 17 点）
総入場者数：6,291 名
入場料（ 各展共通）：一般 700 円（団体割引 560 円）、学生

400 円（団体割引 320 円）、高校生以下無料、65 歳
以上 400 円（関西展、名古屋展は 65 歳以上無料）
※団体割引は 20 名以上

応募総数：2,056 名　6,586 枚
　　一般部門：1,925 名　6,586 枚
　　18 歳以下部門：131 名　275 枚

入賞・入選者総数： 280 名 490 枚
　　 一般部門：246 名　433 枚（文部科学大臣賞 1 名、東京

都知事賞 1 名、金賞 1 名、銀賞 2 名、銅賞 3 名、奨励賞
5 名、優秀賞 25 名、入選 208 名）

　　 18 歳以下部門：34 名　57 枚（最優秀賞 1 名、優秀賞 9
名、入選 24 名）

入賞者氏名：
　文部科学大臣賞　大浦美保　時を経て 3 枚組　カラー
　東京都知事賞　　西川靖弘　駆ける少女 単　カラー
　金　賞　菅原秀明　　田舎にて 3 枚組　カラー
　銀　賞　杉本英夫　　新たな門出 3 枚組　カラー
　銀　賞　大倉清司　　地球を感じて 単　カラー
　銅　賞　佐藤　豊　　記憶の滲出 3 枚組　カラー
　銅　賞　浅野和夫　　にらめっこ 単　カラー
　銅　賞　上田智子　　Smile 単　カラー
 （奨励賞以下略）
18 歳以下部門　
　最優秀賞　　金本凜太朗　humans and 3 枚組　カラー
 （20 歳以下部門優秀賞以下略）
会員作品：「プロの眼」　　50 名（3 枚組写真）　　150 枚

イベントコーナー：｢ヤングアイ｣ 参加校　17 校
公益社団法人日本写真家協会会長賞：九州産業大学 芸術学
部写真映像学科「風染みて」幸喜ひかり、比嘉緩奈
ヤングアイ奨励賞：宝塚大学 造形芸術学部制作力創造学科

「刹那の向こうがわ」桑田紗季、松本真依
参加校：
専門学校 札幌ビジュアルアーツ 写真学科、筑波大学 芸術専
門学群、現代写真研究所、東京工芸大学 芸術学部 写真学科、
学校法人 専門学校 東京ビジュアルアーツ 写真学科、学校法
人 専門学校　東洋美術学校 クリエイティブデザイン学科、
学校法人呉学園 日本写真芸術専門学校、日本大学 芸術学部 
写真学科、学校法人 写真学園 東京綜合写真専門学校 写真芸
術第二学科、学校法人 専門学校 名古屋ビジュアルアーツ 写
真学科、名古屋芸術大学 メディア造形学部　映像メディア
学科、学校法人 日本写真映像専門学校、学校法人 ビジュア
ルアーツ専門学校 大阪 写真学科、大阪芸術大学 写真学科、
宝塚大学 造形芸術学部 制作力創造学科、九州造形短期大学 
造形芸術学科 写真専攻、九州産業大学 芸術学部 写真映像学
科

【東京展】
後 援：文化庁、東京都、東京都写真美術館
会 場：東京都美術館　ギャラリー B・C

名古屋展展示会場（撮影・高島誠次） 関西展イベント「浴衣で写真教室」（撮影・永野一晃）

会 期：6 月 11 日（木）～ 6 月 26 日（金） 9：30 ～ 17：30（最
終入館は閉館の 30 分前）、6 月 15 日（月）休館

表彰式・ 講演会：6 月 13 日（土） 東京都美術館 ロビー階講
堂 13：00 ～ 14：30 表彰式、15：00 ～ 16：30 講演
会「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）参加者数：約 200 名

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：期間中随時
協力（会 場モニター提供）：EIZO 株式会社、パナソニック

株式会社
入場者数：3,067 名

【名古屋展】
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
会 場：愛知県美術館 ギャラリー E･F 室
会 期： 7 月 15 日（水）～ 7 月 20 日（月 ･ 祝）10：00 ～

18：00（最終入館は閉館の 30 分前）、金 20：00 閉館、
最終日 17：00 閉館

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 室、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）　
参加者数：約 150 名

イベント： 7 月 18 日（土） 愛知芸術文化センター 12 階アー
トスペース E・F 室、10：00 ～ 12：00「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　参加者数：6 組 16 名

入場者数：1,490 名

【関西展】
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
会 場：京都市美術館別館
会 期： 8 月 25 日（火）～ 8 月 30 日（日） （最終入館は閉館

の 30 分前）
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）　参加者数：約 170 名

イベント： 8 月 25 日（火）「浴衣で写真教室」　講師：JPS
会員参加者数：10 名

  協力：エプソン販売株式会社、株式会社ニコン、
株式会社ニコンイメージングジャパン

入場者数：1,734 名

第 40 回 2015JPS 展
写真展事業担当理事：熊谷 正
委員長：小松好雄　副委員長：石田研二　委員：荒谷良一、
今井康夫、斎藤 泉、外崎久雄、西村 満、増田雄彦、森下泰樹、
山口一彦
名古屋展実行委員長：森田廣実　副実行委員長：青木孝夫　
委員：加藤智充、五木田友宏、小玉亘宏、鈴木一生、塚本伸
爾、原田佐登美、松原 豊、村山直章
関西展実行委員長：永野一晃　副実行委員長：三村博史　
委員：神崎順一、柴田明蘭、清水 薫、辻村耕司、中島佳彦、
西村仁見、山岡正剛、横島克己



　2016 年の第 41回 JPS 展は、東京都写真美術館の改修工
事のため、引き続き上野の東京都美術館にて開催すること
になります。展示スペースの制約が厳しい状態ですが、出
来る限り観やすい展示に努めて行きたいと思っています。

● 会員作品の展示休止について
　2015、2016 年の 2 年限定で会場となる上野の東京都美
術館では展示スペースの制約があり、展示が窮屈というこ
と、また、名古屋展では、3 年に 1 度のトリエンナーレ開
催と重なり、狭い会場しか借りられない状態です。
　２年間のテーマを設定して来た「プロの眼」が終了する
のを機に、2016 年の会員作品部門は休止します。
　2017 年の東京都写真美術館での開催時には、改めて検
討をする予定です。

● 公募部門
　前回に準じます。応募規定は右枠内を参照。

■イベント等
　講演会、セミナー、撮影会を開催予定。

■作品集
　展示作品を写真集として発刊、販売。

■メールマガジン
　JPS 展メールマガジンを配信していますのでご購読
　ください。下記アドレスから登録できます。
　http://www.jps.gr.jp/jps-ten-magazine/

＊応募要項配布のお願い＊
写真教室などの講師をされている会員の皆様、ぜひ生徒
さんへの配布にご協力ください。
また、店舗やギャラリー等で配布していただける方は事務
局までお知らせください。

＜公募：一般部門、18歳以下部門　応募規定＞

● 応募資格：アマチュア、プロフェッショナル、年齢、性別、
国籍を問いません。ただし、JPS 会員は除きます。

●応募部門：
　一般部門　年齢を問いません
　18 歳以下部門　1997 年 4 月 1日以降生まれの方
●テーマ：自由
● 応募プリントサイズ：A4 または六つ切 8 × 10 ｲﾝﾁ（203 ×

254mm）。カラー、モノクロ共プリントのみ。デジタル加工
も可。ただしデジタル加工・合成等の欄に印を入れること。
著作権は、必ず応募者のものであること。

● 出品点数：単写真＝制限はありません。組写真＝ 5 枚まで
を 1 組の制限として何組でもかまいません。組写真は、左
より順に並ぶように構成して番号を付けてください。ただし、
写真と写真は貼り付けないこと。また台紙にも貼らないで
応募してください。

●受付手数料：
　 ★一般部門：1 枚につき 2,200 円（組写真の場合も 1 枚

2,200 円）
　 ★ 18 歳以下部門：1 枚につき 600 円（組写真の場合も 1 枚

600 円）　郵便局より下記郵便振替口座へ 2016 年 1 月 20 日
（水）までにお振り込みください。

　 通信欄に応募枚数、ご依頼人の郵便番号、住所、氏名、氏
名フリガナ、電話番号を必ずご記入下さい。

　 ★作品の中に受付手数料を同封することは厳禁とします。
応募作品返却希望者は、返却料 2,000 円を加算してお振込く
ださい。（海外からの応募の場合は返却できません）

　郵便振替口座番号　00110-5-651936
　口座名　日本写真家協会 JPS 展
●受付及び締切：郵送または宅配便に限ります。
　（持参は受付いたしません）
　2015 年 12 月 15 日 ( 火 ) から 2016 年 1 月 20 日 ( 水 )
まで。
　最終日消印有効。
● 審査員：熊切圭介（審査員長）、宮澤正明、山口規子、
　吉村和敏、佐々木広人（『アサヒカメラ』編集長）
　（審査員の都合により変更することがあります）
●審査結果：2016 年 3 月中旬頃、応募者全員に文書を送付。
　 ホームページ (URL：http://www.jps.gr.jp) とメールマガ

ジンでも発表します。（電話でのお答えはいたしません）
● 展示用作品：入賞・入選作品は、後日指定する期日までに

各自にて半切に引伸し、再提出していただきます。なお上
位入賞作品については大型サイズになる場合があります。

● 展示及びパネルの製作費：入賞・入選作品は、当協会特注
のパネルにて展示しますので、一般部門は 1 枚につき
8,400 円、18 歳以下部門は 1 枚につき 4,200 円を指定の
日時までに納入していただきます。納入がない場合は、入賞・
入選が取り消しとなります。

●賞（一般部門）：
　　文部科学大臣賞　１名（賞状、楯、賞金 50 万円、副賞）
　　東京都知事賞（予定）１名（賞状、楯、賞金 30 万円、副賞）
　　金　賞　１名（賞状、楯、賞金 15 万円、副賞）
　　銀　賞　２名（賞状、楯、賞金 10 万円、副賞）
　　銅　賞　３名（賞状、楯、賞金５万円、副賞）
　　奨励賞　５名（賞状、楯、賞金２万円、副賞）
　　優秀賞　20 名程度（賞状、楯、副賞）
　　入　選　200 名程度（賞状、記念品）
　（18 歳以下部門）
　　最優秀賞　1 名（賞状、楯、副賞）
　　優 秀 賞　10 名程度（賞状、記念品、副賞）
　　入　　選　10 名程度（賞状）
●展示会場・会期
　東京都美術館…2016 年 6 月 11日～ 6 月 26 日（予定）
　愛知県美術館…2016 年 7 月（予定）
　京都市美術館別館…2016 年 7 月（予定）
●作品集：第 41 回 2016ＪＰＳ展作品集の刊行を予定。
● 応募先・お問い合わせ：〒 102-0082　東京都千代田区一番

町 25 番地 JCII ビル 303　公益社団法人日本写真家協会
　第 41 回 2016JPS 展　TEL.03-3265-7453　FAX.03-3265-7460

第 41 回 2016 JPS 展案内
写真展事業委員会



JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 160

Comment

写　真　解　説

聖堂は正面の扉のみ鍵を差し込んで外から開けられる構
造になっており、両側にある子扉は内部から鉄の心張り棒
で固く閉ざされている。聖堂内部の準備が整うと、係の修道
士は内部から心張り棒をはずす。
子扉が開くのを待つ修道士から、祈りの時を待ち望む
神への憧れの心がみえる。

ある地方空港開港イベントで、招待された人々に真新し
い滑走路が開放された。メインイベントの人文字写真撮影
時での一枚。集まった人々が割り当てられた場所に立ち、上
空の撮影機に向って手を振る様子は地上からは見ようによ
っては、少し異様な光景でもある。
しかしながら、出来上がりの写真には点としか写り得な
い事を知りつつも家族一緒の日がな楽しい一仕事に、彼等
の様子は仕合わせそのものだ。

これは京都の下鴨神社の糺ノ森で撮影したひとこまで
す。参道に沿って流れるせせらぎの中で出会った、紅葉の落
ち葉のひとひらをモチーフにして撮っています。水と光と
色が奏でる演出効果に注目し、マクロレンズを使用してク
ローズアップの絵作りを試みました。落葉のエッジに焦点
を合わせ、流れのフオルムとを絡めた構成を図っています。
流れの表面に映る艶やかな紅葉の色調に配慮しつつ、その
コクのある彩りと波紋のパターンを画面に織り交ぜなが
ら、瑞々しい秋の季節感やその場の穏やかな空気感の表現
を求めました。

19 世紀の中ごろアメリカ西部は大陸横断鉄道の建設に
沸いていた。中国広東省の中南部に位置する開平の農民が
華僑として北米大陸へ大量に流出した。年に一度、稼いだ大
金を持って故郷へ帰ってくると、それ専門の盗賊がいたと
いう。そのため開平の水田地帯に突如、防衛的な性能を備え
た望楼タイプの高層楼閣が 1800 棟も建てられ華僑洋館と
呼ばれた。開平の高層楼閣には世界のどこにもお手本がな
い。その造形は無骨で、素朴で、そして優雅さが混在し、強い
存在感に溢れている不思議な近代建築の大切さを伝えたい
のである。

ニジェール共和国北部にあるテメットの砂丘は、高さ
200 メートルを超す大きさ。下から見上げれば、呑みこまれ
そうな急斜面が迫り、頂上からは波のようにうねる砂丘が
果てしなく続く絶景が見られる。ここには、風によって運ば
れた砂が、そそり立つ山にせき止められて巨大な砂丘が生
まれる。聞こえるのは、耳元を横切る風の音だけ。夕方のや
さしい風は、繊細で規則的な風紋を描き、頂上付近では渦を
巻いて斜面を滑る。首都ニアメから 4WD車で約 3日。尽き
ることのない砂漠への好奇心が撮影を続ける原動力となっ
ている。

写真展「西方白虎」は、明治元年勃発した戊辰戦争の激戦
地である会津地方の原風景を撮り下ろした作品。
新政府軍と会津軍との戦いにおいて今なおその息吹が感
じられる場所を探し向き合い、さらに会津の風土や、春夏秋
冬を織り交ぜた「会津物語」。
写真は、会津地方に残る田園風景。五穀豊穣を願った稲荷
神社であり氏神様として田園地帯に祀られている。
私が小さい時には、六本杉、二本杉など周りの杉の木の本
数で場所を表していた。杉の木は、豪雪からお稲荷様を守る
雪囲いなのだろう。

新潟県上越市のひなびた山村で面白い婆さんに出会っ
た。山の畑で育てた豆の出来具合いが気に入ったのか、その
豆に微笑みかけている所だった。カメラを向けると突き放
すように言った。「こんげんな年寄り撮らねえでもっと若い
姉ちゃん撮れて」それからしばらくその婆さんの後をくっ
つくようにして撮らせてもらってたのだが、若い時の苦労
がたたったのか体を壊して昨年の夏に亡くなられた。ひょ
いと耕運機の荷台に飛び乗る姿はとてもフォトジェニック
だった。

1981 年に発見された新種の鳥ヤンバルクイナ。生息地の
沖縄本島北部の総称「山原（やんばる）」を全国的に広めるき
っかけにもなった。翼が小さく退化し、ほとんど飛ぶことが
できない。代わりに発達した脚で夜間、樹上に登って休むと
いう変わった習性を持つ。毎週のように通う山原の森では、
年間 100 羽近くのヤンバルクイナに遭遇する。だが、このよ
うなペアに出会うのは年に一度あるか否かの確率でしかな
い。約 7mの距離から 500mmの超望遠レンズで狙った。全
長約 30cm。国指定天然記念物。

石川県・白山山麓の百四丈滝。標高 1700 メートルに位置
し、滝上部の湧水が一気に 90 メートルの落差で流れ落ちる
ため、冬期でも凍らない。しかし、滝つぼの水しぶきによっ
て周囲は同心円状に凍りつき、春先までに、高さ数十メート
ルにもなる雪氷の壺が形成される。滝の水量が少なかった
り、落差が低ければ、冬期には氷瀑となってしまい、雪氷の
壺は形成されない。「凍らない滝の流れ」と「飛沫によって凍
りつく雪氷」との絶妙なバランスの上に成り立つ、世界的に
も例がない滝だ。初めてドローンによる空撮を敢行。真上か
らの俯瞰を試みた。

「三閉伊」とは岩手県の三陸沿岸を中心とする上閉伊郡、
下閉伊郡、それに九戸郡をくわえた一帯を指している。江戸
末期の弘化と嘉永の時代、この地を中心に三閉伊通り百姓
一揆が起こった。私は 20 代の半ばから 30 代にかけて、一揆
の跡を追ってひたすらに歩いた。2011 年 3 月 11 日の地震
と津波は、この沿岸の町や村をまるごと呑みこんだ。もし私
に問われているものがあるとしたら、更にこれからの 5年、
そして 10 年を「三閉伊」とどのように関わっていくことが
できるかということなのだと思っている。

神への憧れ（表紙写真）   中西裕人

群衆   和久六蔵

会津の氏神さま   齋藤ジン カズエ婆さん   佐藤秀明

茜の記憶（表 4写真）   江口愼一

ヤンバルクイナのペア   湊　和雄

華僑の故郷・開平楼閣   増田彰久

ドローンで見た雪氷の壺   林　明輝

テメットの砂丘群   大塚雅貴

幸運の町・三閉伊　そして三閉伊   大島　洋



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・4月～ 9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

そうだ、高野山がある。
文・片山恭一

写真・小平尚典

亜細亜ノ夜景
丸々もとお
丸田あつし

人を引きよせる天才
田中角栄

撮影・山本皓一
①バジリコ　② 2015 年 4 月
③ 21 × 14㎝、215 頁　④ 1,600 円
⑤小平氏

①河出書房新社　② 2015 年 4 月
③ 17.8 × 24.7㎝、131 頁　④ 2,500 円
⑤丸田氏

①笠倉出版社　② 2015 年 7 月
③ 25.7 × 18.2㎝、143 頁
④ 900 円　⑤山本氏

「糺の森」の四季 光と游ぶ
序文・新木直人
写真・井上隆雄

音楽写真家　木之下晃
たいせつな出会い

木之下晃

じいさとばあさと
田んぼの神様

佐藤秀明

ワッカWakka/
いのちの水の回廊

岩木　登

①賀茂御祖神社　② 2015 年 4 月
③ 21.7 × 30.5㎝、370 頁　④ －
⑤井上氏

①木之下晃アーカイヴス
② 2015 年 4 月　③ 22 × 22㎝、101 頁
④ －　⑤発行所

①三五館　② 2015 年 5 月
③ 18.2 × 22.7㎝、95 頁
④ 1,800 円　⑤佐藤氏

①岩木登　② 2015 年
③ 30 × 24㎝、80 頁
④ 24,000 円　⑤岩木氏

神々集う出雲の國
神在月

写真・古川　誠

近代建築のアジア
第1巻　中国Ⅰ
第 2巻　中国Ⅱ

写真・増田彰久
文・藤森照信

横浜ダンスコレクション
20年史 1996-2015

写真・塚田洋一

荼毘の夏
和久六蔵

①山陰中央新報社　② 2015 年 4 月
③ 29.7 × 21㎝、111 頁
④ 1,800 円　⑤古川氏

①柏書房　② 2013 年 6 月、2014 年 1 月
③ 25.7 × 19.7㎝、270 頁、262 頁
④ 15,000 円　⑤増田氏

①横浜赤レンガ倉庫 1 号館
② 2015 年 1 月　③ 18.2 × 12.7㎝、64 頁
④ －　⑤塚田氏

①蒼穹舎　② 2015 年 5 月
③ 24.4 × 26㎝、80 頁
④ 4,000 円　⑤和久氏

ＪＰＳ
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京都の花街
－芸妓・舞妓の伝統美－

溝縁ひろし

［ドローン］写真集
空飛ぶ写真機

林　明輝

星の絶景を撮る
田中達也

増補新版
毒ガスの島

樋口健二
①光村推古書院　② 2015 年 6 月
③ 21.2 × 15㎝、303 頁
④ 2,800 円　⑤発行所

①平凡社　② 2015 年 5 月
③ 30.3 × 23㎝、111 頁
④ 3,800 円　⑤林氏

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

①こぶし書房　② 2015 年 6 月
③ 21.7 × 15.5㎝、214 頁
④ 2,400 円　⑤樋口氏

第 35回 JPS関西メンバーズ展
「ジャパン！」作品集

関西メンバーズ

世界で一番美しい
海のいきもの図鑑

吉野雄輔

蛍の本
田中達也

世界のカマキリ観察図鑑
海野和男

①関西メンバーズ　② 2015 年
③ 21 × 29.7㎝、110 頁
④ －　⑤川畑秀樹氏

①創元社　② 2015 年 6 月
③ 21.7 × 30.3㎝、231 頁
④ 3,600 円　⑤発行所

①日本写真企画　② 2015 年 5 月
③ 21.7 × 15.3㎝、112 頁
④ 1,800 円　⑤田中氏

①草思社　② 2015 年 6 月
③ 19.8 × 22㎝、132 頁
④ 2,200 円　⑤発行所

SAHARA　砂と風の大地
大塚雅貴

自然のだまし絵
昆虫の擬態
海野和男

島の博物事典
加藤庸二

西方白虎
齋藤ジン

①山と溪谷社　② 2015 年 5 月
③ 25.7 × 18.2㎝、96 頁
④ 2,750 円　⑤大塚氏

①誠文堂新光社　② 2015 年 5 月
③ 26.4 × 18.8㎝、152 頁
④ 3,000 円　⑤発行所

①成山堂書店　② 2015 年 6 月
③ 21.6 × 15.3㎝、680 頁
④ 5,000 円　⑤発行所

①齋藤ジン　② 2015 年
③ 14.8 × 21㎝、28 頁
④ 500 円　⑤齋藤氏
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アマゾン　森の貌
高野　潤

いそのなかまたち
中村武弘

戦争は終わっても
終わらない
大石芳野

ぎふ地歌舞伎衣裳

撮影・近藤誠宏

①新潮社　② 2015 年 5 月
③ 18.2 × 10.3㎝、176 頁
④ 1,400 円　⑤高野氏

①ポプラ社　② 2015 年 6 月
③ 20.8 × 26.2㎝、36 頁
④ 1,200 円　⑤中村氏

①藤原書店　② 2015 年 7 月
③ 21.5 × 19㎝、227 頁　
④ 3,600 円　⑤発行所

①岐阜新聞社　② 2015 年 8 月
③ 29.7 × 21㎝、123 頁
④ 3,000 円　⑤近藤氏

新大陸が生んだ食物
－トウモロコシ・ジャガイモ・トウガラシ

高野　潤

シンクロ姉妹猫
うちのとらまる

太田康介

北の国のシマリス
矢部志朗

枯葉剤は世代をこえて
亀井正樹

①中央公論新社　② 2015 年 4 月
③ 17.3 × 11㎝、182 頁
④ 1,000 円　⑤高野氏

①辰巳出版　② 2015 年 8 月
③ 14.8 × 19.5㎝、112 頁
④ 1,200 円　⑤発行所

①パイ　インターナショナル
② 2015 年 4 月　③ 16 × 15㎝、104 頁
④ 1,300 円　⑤矢部氏

①新日本出版社　② 2015 年 8 月
③ 20 × 22.5㎝、118 頁
④ 2,400 円　⑤亀井氏

地平線の彼方から
人と大地のドキュメント

野町和嘉

倉敷
ダニエル・オストの花と心

ダニエル ･ オスト
撮影 ･ 宮野正喜

鉄道でまわる
フランスの旅

櫻井　寛

光の詩集
Brilliance
江口愼一

①クレヴィス　② 2015 年 6 月
③ 21 × 15㎝、160 頁
④ 1,500 円　⑤発行所

① JTB パブリッシング　② 2015 年 7 月
③ 26.7 × 21.8㎝、143 頁
④ 6,500 円　⑤宮野氏

①朝日新聞出版　② 2015 年 7 月
③ 21 × 14.8㎝、112 頁
④ 1,500 円　⑤発行所

①日本写真企画　② 2015 年 7 月
③ 22 × 21㎝、108 頁
④ 1,800 円　⑤江口氏



田中達也殿 星 ･ 月 ･ 夜空の撮影術
旅行読売出版社殿 監修 ･芳賀日向・行ってみたい 撮ってみたい 日本の祭り
Evi Aryati Arbay 殿 DANI
JCII フォトサロン殿 立木義浩・北へ－ 1986 －

 林謙一・昭和 16 年富士山観測所
 松村明作 ･ ｢Evidence NAGASAKI｣ - ありふれた長崎 爆心 1Km-
 編集 ･松本徳彦､ 白山眞理・

 ｢知っていますか…ヒロシマ・ナガサキの原子爆弾｣ 被爆から 70 年
 内田九一・皇城と西国 ･九州巡幸

東京都写真美術館殿 WORLD PRESS PHOTO 15
浦田進殿 8 月 6 日の朝
泉美術館殿 監修 ･松本徳彦・復興の記憶 ヒロシマを見つめた写真家たち
遠藤広隆殿 南部馬の里
豊里友行殿 辺野古
近藤誠宏殿 加藤麻美､ 監修 ･近藤誠宏・奥飛騨に響く 種蔵の里
キヤノンマーケティングジャパン㈱キヤノンフォトサークル殿

 Canon Photo Annual 2015
クレヴィス殿 編集 ･多田亞生､ 他・生誕 100 年 写真家 ･濱谷浩
日本写真文化協会殿 坂本潤一・貌

 第 61 回全国写真展覧会作品集

寄　贈　図　書

全日本写真連盟殿 第 75 回国際写真サロン
 いつまでも守り続けたい 日本の自然 2015 年版

勉誠出版殿 決定版 広島原爆写真集、決定版 長崎原爆写真集
二科会写真部殿 第 63 回展二科会写真部作品集
日本カメラ社殿 神保君雄・家の日々
日本写真協会殿 日本写真年鑑 2015、｢東京写真月間 2015｣ 図録
日本肖像写真家協会殿 人像 2014
日本大学芸術学部写真学科殿 LOCUS2015
日本リアリズム写真集団殿 2015 年 ｢視点｣ 第 40 回展作品集

 写真集で見る JRP50 年 ･ 現研 40 年
ぶどうぱん社殿 並木すみ江・逢いたくて、愛されたくて…
平凡社殿 白山眞理､ 小原真史・戦争と平和<報道写真>が伝えたかった日本

 平凡社百年史 1914-2013[ 本巻 ][ 別巻 ]
光村推古書院殿 日本風景写真協会会員・遺したい日本の風景Ⅹ 自然と営み

 名古屋タイムズ ･アーカイブス委員会・昭和の名古屋 昭和 20 ～ 40 年代
 松田一郎､ 松田司郎・イーハトーブ 宮沢賢治の心象を求めて

リコーイメージング㈱ペンタックスリコーファミリークラブ事務局殿
 PENTAX RICOH PHOTO ANNUAL 2015-2016

東川町 <写真の町>実行委員会殿・・・写真の町 東川賞 コレクションカタログ

個性派マクロ表現術
江口愼一

横浜もよう
古澤誠一

美しき美瑛の光と空
阿部俊一

出会いの顔

髙木康允

①日本写真企画　② 2015 年 7 月
③ 28 × 21㎝、96 頁
④ 1,600 円　⑤江口氏

①ハマンフォトグラフィ
② 2015 年 8 月　③ 20 × 22㎝、60 頁
④ 2,000 円　⑤古澤氏

① Photo　Stage　ACE
② 2015 年 5 月　③ 30.3 × 22.7㎝、96 頁
④ 3,500 円　⑤阿部氏

①髙木康允　② 2015 年 5 月
③ 20.7 × 22.7㎝、84 頁
④ －　⑤髙木氏

花別クローズアップ技法
秋冬編

江口愼一

心に残る
｢三国志｣ の言葉

小松健一

季の彩　光の色
塚本伸爾

自然首都
福島県只見町の四季

林　明輝
①日本カメラ社　② 2015 年 8 月
③ 28 × 21㎝、128 頁
④ 1,850 円　⑤江口氏

①新潮社　② 2015 年 8 月
③ 18.2 × 10.5㎝、191 頁
④ 1,500 円　⑤発行所

①塚本伸爾写真事務所　② 2015 年 8 月
③ 20 × 23.6㎝、132 頁
④ 2,500 円　⑤塚本氏

①平凡社　② 2015 年 9 月
③ 26.7 × 37.2㎝、127 頁
④ 3,400 円　⑤発行所
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在籍 40年表彰会員による
メッセージボード

「創立65周年に想う」
日本写真家協会創立65周年記念表彰
創立 65 周年（５月12日）を記念して、

在籍 40 年以上の正会員233 名と賛助会
員 56 社を多年の在籍と協力に感謝し、
平成 27 年５月 22日の総会会場に於い
て表彰しました。

今回在籍40年の会員の皆さまより「創
立 65 周年に想う」のメッセージを寄せて
いただきました。

◆野村英男（1958 年入会）
憧れの JPS に入会させて頂いたあの

ときの感動、そして会員としての誇りを
持ち続けてきました。創立 65 周年を記
念し、在籍 40 年正会員 233 名の先輩諸
兄を代表し田沼会長より感謝状をお受
けいたしましたことは、私にとって更な
る誇りであります。

現在はライフワーク「太陽を撮る」の
挑戦を通し地球温暖化防止に向け太陽
光エネルギーを感じ伝達する作品を提
示し提案をいたしています。私は太陽を
撮るために生まれてきました。
 （東京都港区在住）

◆山崎１郎（1972 年入会）
協会に 40 年以上在籍という事で感謝

状をいただき恐縮。あっという間の 40 数
年は波乱万丈、生涯現役を貫こうと思っ
ている小生には通過点に過ぎず、まだま
だ夢あり、実現に向け精進して行く覚悟
でいます。今後も気力・体力維持に努め
ます。 （北海道札幌市在住）

◆義永庸人（1971 年入会）
戦後 70 年。あの忌まわしい戦争の爪

痕も生々しい昭和 25 年、本協会が創立
した。

世情が混沌としたなかで闇米、闇市が
庶民の暮らしを支えていた時代である。
そんな物資の乏しいなか、協会設立に奔
走した先達には敬意を表したい。しかし、
それにしても会員数が増えない。ニュー
スが届く度、退会者の名を目にするのは
心が痛む。せっかく知古を得た仲間たち
が一人、また一人と名簿から消えて去っ

Message Board
て行く。この現状を何とか打開する必要
がある。アンケートなど実施して検証し、
退会者の減少に歯止めをかける努力を
する必要があるのではないだろうか？　
敬愛する熊切新会長に期待している。

さて、私事で恐縮ですが eBook『わた
しは三女』および『ごきぶりたろうのぼう
けん』
Amazon International Services,Inc）を
上梓しました。アマゾンのホームページ
でタイトルを入力し検索していただけれ
ばサイトが表示されます。
 （大阪府大阪市在住）

◆若林のぶゆき（1963 年入会）
私は JPS 在籍約 52 年その 50 年を振

り返ってみると、その頃 JPSは銀座の本
当に狭いビルの１室にあった。しかし会
員は事務所によく立ち寄って会員同士
でよく仕事の話をしたり色々会の手伝い
もした。写真家としても希望を持ってい
た。私も最初の頃からカメラは４×５判
を主に６×６判カメラをサブカメラとし
て仕事していた。会員の友も同じであっ
た、フィルムホルダにフィルムをセット
１枚１枚魂を入れて撮影した。
 （神奈川県横浜市在住）

◆平川幸児（1971 年入会）
仕事の関係もあって、写真の本質につ

いて考察する昨今である。デジタル化が
進み、撮影後の後処理が大切な要件（フ
ィルム写真も同様だが）となっている。写
真のジャンルにもよるが、撮影時の状態
からどこまで画像に手を加えてもよいの
かが問われてくる。そもそも、写真とは何
か。画像に手を加えないことが真を伝え
ることになるのか。否、使用レンズやフレ
ーミング次第でも現実とは異なったもの
になる。嘘をつくこともできるのである。
また、画像処理ソフトを使って邪魔な物
を消す・物の一部を移動させるなど日常
茶飯事なことだろう。では一体、画像の
加工はどこまで許されるのだろうか。写
真術は日進月歩。写真の世界も同様、進
化は当然の流れであろう。しかし、今写
真は、ある意味で絵画化の方へ向ってい
る感もある。写真の始まりは、絵画の影響
を色濃く受けていたことを考えると皮肉
なものである。
 （福岡県福岡市在住）

◆和田州生（1973 年入会）
写真の道に進んで半世紀がたちまし

た。28 歳で広告制作会社スタジオニッポ
ンを設立し、クリエイティブディレクタ
ー・アートディレクター・写真家と多種
の方面から仕事に携わってきました。大
手代理店とのコンペで度々勝利を収め
スタッフと大いに喜んだ日々が懐かしく

思い出されます。苦しいときもありまし
たが沢山の素晴らしい体験をさせてい
ただきました。写真の世界は奥が深くど
こまでいっても満足することはありませ
ん。日々勉強の明け暮れです。だから写
真は楽しいです。

今、私が写真の道に進むきっかけを作
ってくれた鹿児島県最南端の島「与論
島」で、新しいプランが進行しています。
乞うご期待！若い写真家の皆様の奮闘
を祈ります。
 （鹿児島県与論町在住）

◆小池　汪（1974 年入会）
私が入会して 2 年、1974 年の会員名

簿には日本工房で働いていた土門拳、藤
本四八さんの名があり、正会員として活
躍していた。この名簿に小柳次一さんも
正会員として記載されている。小柳さん
は名取洋之助さんから声をかけられて
日本工房へ。「おめえ、写真とれんのか
よ」土門さんにこう言われたと述懐して
いる小柳さんは8 年にわたり日中戦争か
ら太平洋戦争へと戦場を5000 キロ駈け
抜けた。傷ついた日本兵、戦火に泣く中
国の人たちへカメラを向け多くの記録を
残している。小柳さんが残した手帳には

「戦死を覚悟」の文字もある。3 人の大先
輩とともに私の名前も載っているこの
JPS 会員名簿は私の宝物である。
 （神奈川県川崎市在住）

◆安藤清吾（1969 年入会）
47 年程前のことです。当時私は音響メ

ーカーの宣伝部に所属するカメラマンで
した。前日現像を依頼したポジを持って
取引先カメラ店と、ラボの人が来社しま
した。話は現像処理の手違いからカラー
バランスのおかしな仕上がりになってし
まった事でした。確認すると印刷原稿に
は無理な状態でした。即、撮り直しを決
めてスタジオと撮影する商品の配送を
手配しました。ラボ側は弁済として３箱
のエクタクロームを置いてゆきました。
現像ミスによる補償は代替え品にてお
こなう。この時代の不合理ともいえるル
ールでした。そんな事もあって、カメラマ
ン同士の情報交換や体質改善などの必
要性を感じ、「そうだ日本写真家協会へ
はいろう」ということになりました。思え
ば簡単な動機です。
 （千葉県千葉市在住）
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◆近藤　晃（1974 年入会）
時間に追われているといつの間にか

馬齢を重ね在籍40年にもなった。このよ
うな機会がなければペンを持つ事もあり
ません。有難く一筆啓上します。過去を
振り返る事なく前向きに物事を考え行
動している。羽田空港に通い 40 年近く
になりましたが、私のモットーですが
NO.1 でなくオンリーワンを目指してい
ます。当協会が 65 年を迎えられたのは
先輩の方々や賛助会に協会の役員の
様々で感謝しております。今後は若い人
達の奮起を期待します。
 （東京都大田区在住）

◆小山貴和夫（1973 年入会）
私にとってＪＰＳは学びの場でした。

入会直後に技術研究委員会に参加し、故
樋口忠男会員、故三堀家義会員など諸先
輩からご指導を受けました。お陰様で銀
塩モノクロ写真の真髄を極めたのでは
ないかと思っています。’91ＪＰＳ展実行
委員会で財務副委員長、’92 で財務担当
委員、’93 では再度財務副委員長として
参加しました。多くの応募作品に接する
ことで鑑賞眼が鍛えられました。『日本現
代写真史 1945 ～ 1995』では、年表担当と
して編纂に参加し戦後写真史を学びま
した。企画委員の時は『声のライブラリ
ー』を英伸三会員と担当し、恩師長野重
一先生を始め先輩諸氏の生き様に接す
ることができました。多くのことを学べ
たことに感謝しています。
 （千葉県松戸市在住）

◆水越　武（1972 年入会）
私の写真人生の重要な役割を日本写

真家協会が果たしてくれた。もし入会し
ていなかったら今よりも自分の人生が貧
しいものになっていたに違いない。会員
番号は 902 で、会員になってから43 年
たつ。入会当時は愛知県に居たが、5 名以
下の珍しい存在であったと記憶する。そ
れが今では 50 名を超える会員が名古屋
を中心に写真活動をしている。これは政
治だけでなく経済も文化も東京に一極
化することに疑問を持ち抵抗する私と
しては大変喜ばしいことだ。現在は北海
道に住んでいるが、地方の人ほどさまざ
まな面で地元の作家に冷淡である。それ
は写真界に限ったことではない。少しで
も理解して頂くために、熱い心と勇気を
持って忍耐強く努力したい。
 （北海道弟子屈町在住）

◆英　伸三（1964 年入会）
昭和 49 年春から「日本現代写真史」展

の編纂及び写真集の編集に参加した。ま
ず昭和 20 年から 45 年までの 25 年間に
写真専門誌、各種雑誌、写真集などに発
表された写真 30 数万点の中から３万点
を選び、西武美術館を主会場に都内７か
所で1700 余点を展示し、52 年、590 頁の

写真集を平凡社から刊行した。全作業は
３年半に及んだが、松本徳彦をチーフ
に、今年１月に亡くなった木之下晃など
と、名作といわれる作品や各ジャンルの
写真を見ながら語り合った至福の日々
だった。その後の 25 年間の写真を加え
た２冊目は桑原史成が中心になって完
成させたが、私と上記の３人は奇しくも
共に昭和 11 年生まれである。次の世代
の会員にも写真界の記録を残す仕事を
期待したい。 （東京都狛江市在住）

◆森永　純（1966 年入会）
「私の場合」
JPS に在籍していることをベースに、

私は 2 本立という生き方になってしまっ
た。一つはプロフェッショナルとしての
頼まれ仕事をすること。もう一つは「自分
の作品」を創ることである。写真家という
ものは、多かれ少なかれ同じ型のスタイ
ルである。ただ私の場合、いささか異常
ではないかと考えている。というのも、昨
年の夏、『波』という写真集を私は自分の
作品として出版したが、40 年間も、時間
がかかってしまった。何故だろう。撮影の
対象物の不安定さ、天気の悪さなど無駄
足に終ってしまったことを繰り返してい
た 。
根気
よく
続け
るし
かな
いこ
とに
気付いたのは10 年目のころであった。
 （東京都渋谷区在住）

◆清水啓二（1971 年入会）
在籍 40 年余と知らされた時、入会当

時の晴れやかな気持を思い出す。職業と
して写真を撮って行かなければならな
い自分が自己満足に落ち入らないように
と会員に加えてもらったことは重要だっ
たし、これからも気持を忘れず続くだろ
う。平凡な写真家として人生が終りに近
づいている現在、業界はすっかり様変わ
りしている。こんないいカメラ、フィルム
とよろこんだのは過去のこと。今じゃデ
ジタル、データでのやりとり、おじさんは
つらいね。 （東京都新宿区在住）

◆大塚清吾（1975 年入会）
「四十余年経っても忘れられない言葉」

「大塚君、いつまでも歌舞伎の世界に
いたらだめだよ。若いんだから外へ出な
くちゃ。そう、沖縄はいいよ。美人がいっ
ぱいいて酒は浴びるほど飲めるし。撮る
ものなんかもたくさんあるから」

この木村伊兵衛先生の言葉ですぐに、
３年ほど勤めた松竹写真部を辞め、晴海
港から船で沖縄へ渡った。1969 年７月
の、本土復帰３年前のことであった。その
後、ＮＨＫ特集の「シルクロード」「大黄

河」「海のシルクロード」「大英博物館」
「上海博物館」などなど、その時代にしか
ない貴重な取材の機会に恵まれた。「木
村先生に見ていただきたい」という強い
思いを常に抱きながらこれまでやってき
た。今の私をつくってくれた冒頭の言葉
は、忘れられるものではない。
 （佐賀県佐賀市在住）

◆山村善太郎（1970 年入会）
貴協会より表彰状を頂き正直、「えっ‼

そんなに長く・・・」と思うと同時に、今
まで健康でいられ大好きな写真を創っ
ていられるのは神さまと周りの方々のお
かげと、感謝の気持ちが湧き出て来る。
想えば 1970 年、当時の JPS 会員の方々
は私が憧れていた写真家の名前が連な
り、その作品は私にとって教科書のよう
なものだった。30 代 40 代頃には協会運
営のお手伝いをさせて頂いた。活気あふ
れる仲間達は「協会は何をしてくれるか
より協会に何をすれば良いか」の活発な
意見が飛び交い刺激の塊の場でもあっ
た。その頃の若手の勢いと幹部会員のコ
ミュニケーションが今の JPS の繁栄に
繋がったのではないかと思う。５年後の
創立 70 周年は東京オリンピック開催年
にあたり、私事で恐縮だが在籍 50 年で
喜寿を迎える年である。JPS に憧れ JPS
の将来を担う若い写真家達に「何をして
あげれば良いか」を自問、そして彼等の

「化石」にならない内に答えを出さないと
いけないと思う。結びに、貴協会が私を
励ますこのたびの表彰に感謝しつつ
増々の御繁栄を心より願う。
 （大阪府池田市在住）

◆佐々木恵子（1971 年入会）
何と JPS に 44 年間も在籍しました。

その前から数えるとカメラマン生活 51
年間。東京オリンピック女子村に入れる
と言うことで講談社「ヤング・レディ」の
カメラマンとして雇われました。最初の
仕事は３回も撮り直しに行き、芸能人の
方ですけどとても良い方で、快く応じて
下さいました。ビートルズ、マイケル・ジ
ャクソンと持ち前の調子の良さで撮って
来ました。今も昔も「カメラマンはどこに
いるのですか？」と聞かれています。
 （神奈川県逗子市在住）

◆増田彰久（1971 年入会）
日本の西洋館を求めて各地を歩いて

40 数年がたった。当時だれも見向きもし
ない西洋館を好きだから、面白いと撮影
していった。世の中の動きというのは不
思議である。撮りはじめて 10 数年がた
った頃から、その西洋館に多くの人の目
が集まってきた。週刊誌の連載や本の出
版の話が出てきた。そして 20 年前、次に
何を撮ろうかと考えていたとき、目に止
まったのが産業革命遺産だった。これも
世間から忘れられ、その構築物たちを括
り示す言葉すら無かった。それが 10 数
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年前から「近代化遺産」と呼ばれ注目を
集めてきた。今では西洋館と同じように
撮り始めた物件が社会的な意味をもち、
評価されるのは嬉しいものである。
 （東京都町田市在住）

◆山本偉紀夫（1974 年入会）
在籍 40 年の感謝状を頂き、今迄賞状

らしき物をもらったことのない私には、
突然のご褒美みたいな物でうれしく思
いました。写真の道もかれこれ 51 年、長
くやって来ましたが、辛く思ったことは
一度も無く、多くの人々に助けられて今
があるかと思っています。写真に関して
は銀塩時代からデジタル時代へ銀塩で
叩き込まれて来た私には大変でしたが、
写真が暗室から明るい所で表現出来る
のは朗報でした。今はドキュメンタリー
を離れアートの世界へと楽しく遊ばせて
頂いています。

協会には一つだけ思いがあります、そ
れは会員だけの写真展をやって頂きた
い、公募 JPS 展のそえものみたいな会員
の写真展、あれを見るたびになさけなく
なります、なぜ全国の会員が作品を出し
合って集まれる写真展が出来ないのか
残念でなりません。毎年支払っている会
費が無駄に思えないような企画でなん
とかお願いします。
 （京都府京都市在住）

◆桜井　秀（1963 年入会）
お世話になった写真家集団 VIVO 解

散に伴いフリーとして過ごしていたが、
1963 年に博報堂写真部に入社と同時に
日本写真家協会に入会を許され、大感激
し大いに希望に燃えた事を思い出しま
す。プライベートの海外ロケに於いても
会員カードを提示する事でスムーズに
いった事、今思えば随分協会にはお世話
になっております。インターネット時代
となり情報も入手し易くはなったが、や
はり会員との直接情報交換などで若さ
をもらい写真界に居る事を実感しており
ます。 （埼玉県さいたま市在住）

◆野瀬拓夫（1969 年入会）
いま国会・首相官邸周辺が騒がしい。

60 年や 70 年安保で揺れた時代を思い
出す。写真学生の宿題として、また仕事
として市街戦さながらにデモ隊と機動
隊が激突する議事堂や空港周辺に連日
駆けつけたのが懐かしい。

写真学校を卒業し小さな出版社に入
った。そこは美術を主なテーマとする月
刊誌を発行していたが数年の後休刊に
追い込まれた。JPSに入会させていただ
いたのはそんな頃だった。雑誌は再刊さ
れるが、こちらはある団体の写真の仕事
で大阪に移っていた。爾来いまに至る。

先日永年表彰を頂いた。ほとんど協会に
貢献することも無く面映い限りだが、こ
れからも体が動く限りこの仕事を続けよ
うと思う。 （大阪府富田林市在住）

◆樋口健二（1971 年入会）
「プレスカードの効用」
日本写真家協会々員になる事は私の

憧れであった。その理由は、私のテーマ
が日本の産業公害、労働災害、原発被曝
問題、さらに開発に伴なう自然破壊の取
材に必要不可欠であったからで、プレス
カードの有効性は、はかり知れない力と
なってくれたのである。　例えば初仕
事の「四日市」公害の撮影時には無名の
カメラマンであった私は企業側から相
手にされない様な扱いを受けたりした。
だが、入会後、日本写真家協会発行のプ
レスカードを提示すると、突然の取材に
も関わらず、例外を除いてほとんどは撮
影を許可されて来た。つまり、協会が写
真界に置ける権威となっていたからに
他ならない。40 余年、カードは肌身離さ
ず持参している。感謝という他あるまい
と思う。 （東京都国分寺市在住）

◆熊切圭介（1961 年入会）
私が JPS に入会したのは 1961 年。安

保闘争で時代が激しく揺れ動いた直後
だった。５年後の1965 年に、中国で開催
された日中青年大交流の催しに齋藤康
一、佐藤省三の両氏と、写真家協会の代
表として参加した。演劇や美術、音楽の
人達 16 人で日本青年文化代表団を組織
したが、個性豊かな人が多く面白い旅だ
った。約一ヶ月半にわたる旅だったが、移
動の最中共産主義体制について論議が
白熱したこともあった。当時は日本と中
国は国交回復前だったので、中国社会に
ついての十分な知識もなく、見るもの聞
くものすべてが刺激的だった。日本に帰
国して暫くして文化大革命が起り、中国
の複雑な貌を見た思いだった。現代、中
国の写真家や団体とあまり交流が無い
のが残念だ。 （東京都豊島区在住）

◆羽賀康夫（1965 年入会）
私は日本写真家協会正会員に入会し

て 60 年になりました。その間、日本写真
家協会会員として恥じることのないよう
努めてきました。

作品を残すため機材は最高のものを
使い、私はレンズを通して私が表現した
いものを撮り続けて写真集・写真展を
国内外で発表。特に、この新潟県の美し
く豊かな風土を長年撮り、今では自分が
イメージするシーンの空気感、過ぎてき
た歴史・音を閉じ込め思うように表現で
きるようになりました。貴協会の発展を
祈念します。 （新潟県新潟市在住）

◆大谷英之（1963 年入会）
「証言　60年安保闘争の記録」
いまから、50 年前、安保反対のデモが

坩堝と化し日本列島に激震を走らせた。
当時 29 才の私は写真芸術論を語れる程
一流でも二流三流にも入れぬ番外地で

「写真は記録だ。」「誰よりも一歩前でシャ
ッターを押すんだ。」をモットーに我流で
歴史の流れを切り取ることに無我夢中
で撮りまくった。それを７月26日大分市
で写真展を、大分大学名誉教授の司会に
よって講演を行った。
 （大分県由布市在住）

◆橋本健作（1963 年入会）
「ワクワクするカメラ技術革新
の時代に生きた幸せ」
高校時代 1952 年に写真の道を志す決

意をし造形写真家 北代省三に師事しま
した。その時の私のカメラはニコン S で
した。1961 年頃から月光フォトギャラリ
ーなどで、海の造形やスポーツの作品の
個展を行いました。この頃から、写真家・ 
浜谷浩先生に師事しました。そして、
1963 年にそのご推薦で JPS 会員となり
ました。その教えを生かした写真集 

『Sailing in the Sunshine』を 1970 年に
石原慎太郎氏の序文で出版しました。私
のカメラ人生を振り返ると、ドキドキす
るようなカメラ技術の劇的な進歩と共に
歩んでこられて、幸せであったと思いま
す。5 回のオリンピックに公式写真家と
して参加しましたが、毎回新機構のカメ
ラでの取材でした。東京オリンピックで
は、中判の一眼レフのゼンザブロニカ、
35mm 判の一眼レフではニコン F が共
に自動絞りとクイックリターンミラーを
実現していました。以来、TTL-AE （自動
露出）、多ポイントAF （自動焦点）、モー
ター・ドライブ、手振れ補正、顔認識から
瞳認識、デジタル化、ミラーレスなどなど
技術の進歩を楽しみ活かして仕事をし
て来られました。私自身の、「動体予測フ
ォーカス」の考案 （1988 年「写真工業」で
公開 ） がミノルタα7700 i 、ニコンF4、
キヤノン EOS1に初採用され、「十字キ
ーによるAF ポイントのコントロール」
の発明 （特許を公開）がニコンF5に初
めて使用されました。技術の進歩に多少
なりとも貢献できて幸せでした。
 （神奈川県逗子市在住）

◆野町和嘉（1974 年入会）
スマホで撮った、新聞や駅貼りの巨大

広告が気になる。プロが計算ずくで撮影
した写真のはずだが、一見して、誰にで
も撮れそうな旅先や日常の一齣である。
最近のスマホには簡易な照明も内蔵さ
れていて、誰が何を撮ってもとにかく写
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ってしまう。いまや誰もが持ち歩いてい
る、この多機能携帯電話の10 年後の進
化は誰にも予測は出来ないが、流通する
写真の大半が印刷物ではなく、液晶画面
に映るバーチャルな存在となることは確
実だろう。日々更新される膨大な画像と
して、素人もプロも横一線に並んで発信
し続ける、そんな時代に写真家はどうや
って生き延びてゆくのだろう、と気にな
る。思えば、佳き時代に写真家をやってこ
られたとつくづく思うのである。
 （東京都新宿区在住）

◆横山健蔵（1974 年入会）
日本写真家協会に入会して 40 年と聞

きました。『もう40 年』、というより｢まだ
40 年｣という思いです。

まだまだ撮りたいものがあるのです。
 （京都府京都市在住）

◆近藤誠宏（1973 年入会）
写真を職能としている者にとって、賞

とは無縁の世界と思っている。今回、正
会員としての永年所属に協会からの感
謝状を受けるとは、長生きに感謝百拝。

32才で入会。今 74 才。若き頃は中央思
考ありあり、個展や雑誌発表も試みた。
年令を重ねる程に、自分の住んでいる地
域が大切と思えるようになった。多くの
仲間とテーマ性の大切さ、地元に出版文
化をと問うて来た。

個展 20回開催、著書５冊。少しは役に
立てたのかなと思っている。
 （岐阜県岐阜市在住）

◆蛭海　進（1969 年入会）
「ＪＰＳ野球部は強かった？」
みんな忙しかったろうに早朝多摩川

の河原に集まり、投げたり走ったりした
もんです。

ユニフォームはすぐ作り、勝手な背番
号つけましたが、これはリバーシブルの
グランドコートを作ったときの記念で
す。

この日集まりはよくなかったけれど、
試合
を組
んだ
日に
は山
下喜
一郎
投

手、清水啓二捕手、福永一興投手、廣田尚
敬一塁手……と多士サイサイ。写真は昭
和 62 年 11月。
 （東京都大田区在住）

 （順不問敬称略）

（通常のメッセージボード）
◆白川義員（1962 年入会）

今、愛媛県美術館で私の「永遠の日本」
写真展が開かれている（７月25日～９月
６日）。この写真展こそ次代を背負う若い
中学生や高校生に見せるべきという主
催社の意向で夏休み期間中になった。こ
の写真展が私の日本国内における第 142
回目の個展になる。外国を含めれば「永
遠のアメリカ」（日本語版「アメリカ大
陸」）写真展がアメリカだけで155カ所で
展示され、その後全米写真家協会最高写
真家賞受賞記念展が 23カ国で開催され
たから、世界中ならばすでに500回近く
なる。国内142回のうち118回が、壁面の
全長が 220mを超える大写真展で、もち
ろん有料である。今どき写真展に入場料
を払って、大勢見に来て下さるのである
からありがたいことである。四国四県の
皆様には是非見てほしいと願っている。
 （東京都港区在住）

◆飯田秀雄（2005 年入会）
今年４月より、産経新聞、群馬県版に

妙義点描と題して、月に一度、第1日曜日
に写真と文で妙義山の連載が始まった。
作品は平成 10 年頃が大部分で 40 年間
かけて撮影した作品が認められた事は
大変嬉しく思っています。

ですが文章力の無い私は四苦八苦の
状態です。原稿の締め切り日近くになる
と、若い頃に文章の組立ての勉強をして
おけばと後悔する毎日です。
 （群馬県富岡市在住）

◆吉野雄輔（2001 年入会）
6 月５日発売で、創元社から『世界で一

番美しい海のいきもの図鑑』という写真
集を出版しました。地球上のもうひとつ
の世界、海。美しい色をした魚や不思議
な姿形をした生き物など、5ミリのクラ
ゲから50トンのクジラまで、生き物の

「いのち」の図鑑なのです。
写真には、小さな世界しかうつらない

けれ
ど 、
広い
海や
宇宙
に イ
メー
ジが
広がっていくような、大げさですが、そん
なものを目指しました。
 （東京都世田谷区在住）

◆馮　学敏（2000 年入会）
駐日中国大使館が企画、私と日本人写

真家佐藤憲一が７月８日から18日まで
中国新疆ウィグル自治区 5000km を走
行して道々撮影した。新疆ウィグル自治
区設置 60 周年という記念すべき年に11
月末東京の中国文化センターにて写真

展「新疆印象」開催予定です。中国最西
部、47 民族が暮らしています。総人口
2,000 万人ほどおり、方東東西文化が交
差しているため多民族が共に暮らし多
元文化が共存する、多様多彩な民族風習
と豊かな文化芸術を紹介する。
 （神奈川県川崎市在住）

◆永井　勝（1986 年入会）
10 月 30日より3 週間、新宿のエプソ

ンイメージングギャラリーエプサイトで
個展を開きます。内容は骨董市や森や海
岸、路傍などで収集した物をテーブルの
上で再構築したSTILL LIFE です。一見
なんの関
係もない
モノとモ
ノとの思
いがけな
い出会い
は、シュル
レアリス
ム的な物語りを囁きはじめます。

今後 1 年間「インクジェット写真プリ
ント作品」としてエプサイトより販売さ
れます。
 （埼玉県朝霞市在住）

◆漆原　宏（1978 年入会）
『図書館を撮り続けて』

映画「三丁目の夕日」の冒頭、都電が日
本橋を渡ります。社会人最初が都電のガ
ラス窓越しの東京タワーでした。そして
十数年後、写真の仕事に。

紹介されて図書館の写真を撮る者と
なり、以来現在も撮り続けています。

図書館人に魅せられたのです。それが
全てです。以来、図書館だけ撮り続けて
います。本は、３冊出しました。内 2 冊が
写真集です。もう１冊は、図書館づくりの
本です。2013 年出版の本は、全カラーで
小さな本で、『ぼくは、図書館がすき－漆
原宏写真集』といいます。2015 年４月、撮
り続けた写真が認められ、「第17回図書
館サポート・フォーラム賞」を受賞しま
した。 （東京都台東区在住）

◆宇納　敏（1969 年入会）
東京都町田市の北部丘陵の里山谷戸

を撮影はじめてから15 年ほどになりま
す。ここには多くの里山谷戸が残ってい
ます。また歴史に残る場所も多くありま
す。近年住宅開発などでその姿が大きく
変っています。とても残念です。自然がく
れた美しい風景をいつまでも残したいも
のです。里山谷戸は日本人の心の原風景
です。いつもそんなことを思いつつカメ
ラを向けています。
 （東京都町田市在住）

◆岩城昭輝（1993 年入会）
某写真館に入社、当時白黒が主で、カ

メラはアンソニー、レンズはニコラペル
シャイト、このレンズは厄介者で絞りを
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入れて、ピントを取り、シャッターは、観
音開き、現像は、パイロPH 値が高くハイ
エストを生じさせます。プリント現像は
グリシンを用い、焼枠で露光量は、振り
子を数え、両手で焼き込み、覆い焼を操
作し、枚数が多いと、たいへんな事でし
た。温調の仕上りは極上のプリントです。

カラープリントは、ダイトランスファ
ーに、挑戦しました。フィルムからフィル
ムへの、転写で、階調が失われず、豊かな
グラジェーションを保ちます。私の、写真
人生は、デジタルを含め、40 年前の記憶
と共に、二重の歩みです。
 （和歌山県白浜市在住）

◆土屋敏朗（2012 年入会）
名古屋で生まれた「写真の撮られ方セ

ミナー」、占い師・あさくら雅の本当の自
分を見つける占い講座、そして、どんな
風に撮られたいのかを引き出す講座。写
真家・土屋敏朗は、見せたい自分をどの
ように演出したらよいのかを豊富な経験
から具体的かつ実践的にお伝えして、撮
影する！
h t t p s : / / www . y o u t u b e . c o m /
watch?v=geVyVDSrbkg

このセミナーは７月初旬の２日間の開
催、満員御礼、大盛況でした！

そして、７月末と８月半ばに追加開
催！すぐに満席になるほどの人気セミナ
ーです。今回、このセミナーは、さらに進
化しました！魂レベルまでの効果を感じ
てい
ただ
ける

「 あ
りす
のシ
ータ
ヒー
リング」がセミナーとコラボするので
す！
申し込みはこちら→
http://uriage-up.org/page16
< h t t p : / / l . f a c e b o o k . c o m / l .
php?u=http%3A%2F%2Furiage-up.or
g%2Fpage16&h=UAQFKE6NW&enc
=AZOkrqIxmTl5b-7zdcOZYxStVqU
eGAvcs600K9v8qxFgvnXuWvdDYs-
7UdMyYNNh3mY&s=1>
 （愛知県清須市在住）

◆加藤雅昭（1987 年入会）
「国立霞ヶ丘陸上競技場既存樹木移植

等工事」と称して新国立競技場建設に向
けて大量の樹木が伐採されてしまった。
この「移植等」というところがミソで、実
のところは1,500 本以上もの大木が伐採
され、移植は 200 本あまりに過ぎず、極
端に日陰が少ない広場は苛酷な熱環境

が心配されてい
る。奇抜さゆえ

『アンビルドの女
王』とも揶揄され
るザハ・ハディ
ド女史によるデ
ザインの競技場
が巨額建設費を
理由に正式に中
止になったとの
ニュースは記憶
に新しいところ……。巨額な放映権収入
の都合で、最も過酷な真夏の開催となっ
た二度目の東京オリンピック、観客や選
手たちが熱射病でバタバタと倒れてし
まうような「記憶に残る」大会にならぬよ
う願ってやまない。 （東京都荒川区在住）

◆岩﨑和雄（1983 年入会）
本年 10 月 9日より15日迄フジフォト

サロン東京において「祇園閣」の写真展
を行います。明治の実業家大倉喜八郎翁
と建築家伊東忠太博士の残した祇園閣
は、祇園祭の山鉾の姿を模し、東山の高
台から京都を見渡す為だけに建てられ
た高楼です。この建物が建てられた経緯
は、喜八郎翁が博士に『若い頃、さしてい
た傘が風でオチョコになった。その有様
が忘れがたいのでその様な姿の建物を
建てて欲しい』と依頼した事に始まりま
す。私はこのエピソードだけで祇園閣の
撮影を決めました。この奇想天外な夢を
現実にした二人の世界と、明治の男達の
息遣いが表現できればと思います。

また、10 月 7日から22日迄墨田区役
所１階アトリウムで「すみだ建築アルバ
ム」に蔵春閣の写真を出展します。
 （埼玉県宮代町在住）

◆高砂淳二（2015 年入会）
写真家・高砂淳二と、詩人・覚和歌子

のコラボ写真詩集『yes!』発売。
写真家・高砂淳二と、映画「千と千尋

の神隠し」主題歌 ”いつも何度でも” な
どの作詞で知られる詩人・覚和歌子と
のコラボレーション写真詩集『yes!』（小
学館）が、９月24日発売されます。

自然の中のディテールから宇宙の銀
河までの壮大な写真と、時間や空間を越
えて聞こえてくるような詩とが融合し
て、不思議な世界観が広がります。どう
ぞお見逃しなく。 （東京都渋谷区在住）

◆足立　寛（1993 年入会）
写真専門学校の老舗であり、多くの写

真家を輩出している東京ビジュアルア
ーツ（旧東京写真専門学院、東京写真専
門学校）は、創立者安達健之助が 1964 年
東京オリンピックの年を境に広告および
エディトリアルなどへのニーズが高ま

り、写真家の力が必要となるとの理念で
開校し、昨年創立 50 年を迎えました。

この学び舎で共に切磋琢磨した仲間
達、卒業生の組織である校友会も本年創
立 50 年を迎え、「校友会創立 50 年周年
記念写真展」を来る11月 26日（木）から
12 月２日（水）まで、東京四谷のポートレ
ートギャラリー（東京都新宿区四谷 1-7
日本写真会館 5F 03-3351-3002）で開催
致します。卒業生写真家有志 72 名と恩
師を交え、個性ある視点の写真展と自負
しておりますので、是非多くの皆様にご
高覧いただきたくご案内させて頂きま
す。 （東京都世田谷区在住）

◆内堀タケシ（2009 年入会）
4 月 8日、成田第３ターミナルの運用

が始まった初日、沖縄の辺野古に向かっ
た。

辺野古キャンプシュワブ・ゲート前に
はブルーシー
トのテントが
ズラリと並び、
美ら海を守ろ
う、米軍基地反
対などの横断
幕や、ヘリ基地
反対のノボリ
が心地よい沖
縄の風に揺れ
ていた。

敗戦後 70 年、沖縄は基地問題に揺れ
続け日本政府の米軍基地押しつけに耐
えてきた。その中でも日米地位協定の弊
害は米軍基地を抱える沖縄にとって大
問題だ。日本人には人権がないと感じ
る。そうして東京に戻って、ふと気になり
始めたのが横田基地のある福生だ。東京
都にある大きな米軍基地はどうなってい
るのだろう？行ってみると驚いた。C130 
輸送機 2 機が着陸訓練なのか低空で小
学校の真上を何度も飛び回っていた。
夜、福生の Bar の１軒では英語だけの会
話。日本語がたどたどしくて聞き取れな
い。ここ東京にも米軍の大きな影が尾を
引いていた。

沖縄辺野古のような基地反対運動の
盛り上がりは感じないが、日本全土で日
米地位協定は守られ、米兵は日本の出入
国管理外として日本の土地を歩いてい
る。先般、米兵および軍属は NHK の受診
料不払いを日米地位協定によって正当
化するという新聞記事を見た。またオス
プレイの配備通告を受け取った福生市
長は寝耳に水と言ったが、米軍による配
備計画に口も出せない日本政府は、あの
小学校の上空を低空で飛ぶ軍用機に
NOは言えずに受け入れ続けるのだ。
 （東京都三鷹市在住）
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受賞・出版・写真展　2014年・日本写真家協会会員（1月～12月）

　作品による会員の動きを記録する意味から年 1 回受賞・出版・写真展をされた方々の記録を掲載しております。資料は会員のアンケートの回答をもとに作成しておりま
すので掲載もれもあることと思いますがご了承下さい。

■受賞
会 員 名 受 賞 名 時 期 理 由
江 口　 友 一 日本産業広告賞 11/20 日刊工業新聞に 9/17 日掲載された三菱電機の新聞 30 段広告原稿が評価された
小 野　 吉 彦 第５回辻静雄食文化賞 6/3 書籍『食と建築土木』（写真・小野吉彦）に対して
桑 原　 史 成 第 33 回土門拳賞 4/16 受賞作の『水俣事件』は、半世紀にわたり水俣市に通い続け、「事件」を記録し続けたモ

ノクロ作品。ジャーナリスティックで距離感を保った一貫した姿勢によるドキュメント
写真で、日本の写真界に刺激と重みを与えた点が高く評価された

齋 藤　 康 一 第９回飯田市藤本四八写真文化賞 5/11 人物写真一筋に撮り続け、そのポートレートは各界の著名人におよぶ。作品の記録性は
貴重であると同時に厚みのある「昭和の肖像」としての価値が評される

酒 井　 広 司 第 30 回写真の町東川賞特別作家賞 8/9 「偶景」シリーズに至る北海道を撮影した一連の作品に対して
清 水　 哲 朗 日経ナショナル ジオグラフィック写真賞

2013 ピープル部門優秀賞
2/3 タイトル「携帯電話」に対して

清 水　 哲 朗 平成 26 年日本写真協会賞新人賞 6/2 1997 年からモンゴルに通い、風景とそこに暮らす人の営みを取材し続け、写真集と写真
展に結実させた。国境を越え、人と人を写真の力で結びつけるその活動に対して

白 川　 義 員 第 62 回愛媛新聞賞 1/7 多年積み重ねてきた世界的業績に対して
須 田　 一 政 平成 26 年日本写真協会賞作家賞 6/2 40 数年にわたり、日本各地を旅して出会った光景を一貫した作風で写しとめ、それらの

作品を東京都写真美術館「凪の片」展で結実させた。その長年の写真制作活動に対して
田 沼　 武 能 平成 26 年日本写真協会賞功労賞 6/2 現役を貫いて精力的に作家活動を続けるとともに、日本写真家協会会長、日本写真保存

センター設立推進連盟連盟代表をはじめとした要職につき、永年にわたり写真界に多大
な貢献を果たした功績に対して

常 盤 と よ 子 第 63 回神奈川文化賞 11/3 写真家として文化の振興に貢献
野 町　 和 嘉 平成 26 年日本写真協会賞国際賞 6/2 写真集の国際出版等を通じ日本写真文化を国際的に知らしめた功績に対して
宮 武　 健 仁 日経ナショナル ジオグラフィック写真賞

2013 グランプリ
2/3 タイトル「輝く光景」に対して

本 橋　 成 一 第 61 回産経児童出版文化賞ＪＲ賞 5/5 写真絵本「うちは精肉店」に対して
本 橋　 成 一 第５回辻静雄食文化賞 6/3 映画「ある精肉店の話」（プロデューサー・本橋成一）に対して
山 縣　　 勉 Lens Culture Portrait Awards 3rd Prize 4/10 優れたポートレート作品として

■出版（写真集・写真関係著書・電子書籍・CD-ROM・DVD・ビデオ等）

会 員 名 著 書 名 発 行 所 発行月 定価
芥 川　　 仁 里の時間（共著） 岩波書店 10/21 980
荒 川　 好 夫 よみがえる新幹線　０系・100 系・200 系 学研パブリッシング 5/ 2,800
荒 川　 好 夫 蒸気機関車 D51 大事典（共著） 戎光祥出版 8/ 1,800
荒 川　 好 夫 よみがえる 583 系 学研パブリッシング 9/ 2,800
荒 川　 好 夫 2015 年カレンダー「昭和の名列車」 交通新聞社 9/ 1,241
荒 川　 好 夫 2015 年卓上カレンダー 鉄道総合技術研究所 12/ －
安 珠 Dream Linking ☆ つなぐ夢・千年忘れない 朝日新聞出版 7/18 1,500
安 念 余 志 子 光のどけき 風景写真出版 2/1 1,800
池 田　 進 一 東北朝市紀行 こぶし書房 11/30 1,800
石 田　 研 二 Daytime Infrared Images 2014 コスモスインターナショナル 8/15
石 橋　 睦 美 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 山と溪谷社 10/25 1,700
伊 藤　 孝 司 無窮花の哀しみ 風媒社 2/28 1,800
薄 井　 大 還 素王の人 十二代目市川團十郎 JCII フォトサロン 4/29 800
内 山　　 晟 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 インプレス 11/1 2,000
海 野　 和 男 海野和男の昆虫撮影テクニック　増補改訂版 誠文堂新光社 5/30 1,600
海 野　 和 男 昆虫－里山に飛翔する生き物たち－ NHK 出版 7/20 2,400
海 野　 和 男 Insects Penang Butterfly Farm 10/18 RM15.00
海 野　 和 男 Where is the Insect Penang Butterfly Farm 10/18 RM13.00
江 口　 欣 照 ヤンバルクイナ 小学館 3/3 1,300
榎 並　 悦 子 明日へ。東北の息吹 東日本大震災からの３年－ 2011-2014 － 朝日新聞出版 5/30 2,000
岡 崎　 裕 武 もう病気が怖くない！たまねぎ氷＆にんにくジャム ダイアプレス 6/1 1,000
小 河　 俊 哉 空の辞典 雷鳥社 4/2 1,500
奥 田　　 實 野菜美 新樹社 7/22 3,600
小 野　 吉 彦 これだけは見ておきたい　日本の産業遺産図鑑（共著） 平凡社 4/25 1,800
風 間　 耕 司 富山写真語　万華鏡　264 ～ 275 ふるさと開発研究所 1 月～ 12 月 各 500
加 藤　 庸 二 絶対行きたい！日本の島旅 PHP 研究所 5/2 1,300
鎌 澤　 久 也 世界のともだち 11 ベトナム ふたごのソンとチュン 偕成社 3/ 1,800
亀 田　 昭 雄 東日本大震災から３年 Vol.3 アトリエ Winds 7/25 3,000
川 北　 茂 貴 カメラの潜在機能を引き出すデジタル一眼テクニック（共著） 玄光社 4/23 1,600
川 北　 茂 貴 デジタルカメラで撮る日本の夜景美 玄光社 8/20 1,944
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会 員 名 著 書 名 発 行 所 発行月 定価
川 口　 邦 雄 第二界 山よお前は美しすぎる 日本カメラ社 9/30 3,500
川 津　 英 夫 ケルトの風に抱かれて 日本写真企画 9/15 800
北 中　 康 文 シャッターチャンス物語 日本写真企画 7/1 1,389
木 之　 下 晃 栄光のバーンスタイン 響文社 7/16 3,200
桑 原　 英 文 奈良 大和路の紅葉 淡交社 10/20 1,600
桑 原　 史 成 写真で読む 水俣を忘れない 草土文化 8/10 1,800
桑 原　 史 成 The Minamata disease Disaster ヌンピ出版 11/20 30,000 ウォン
小 澤　 太 一 ナウル日和 日本カメラ社 11/26 3,200
小 柴　 一 良 パリの印象 用美社 12/1 2,800
小 城　 崇 史 Nikon D810 完全マスターガイド 朝日新聞出版 8/30 2,000
小 城　 崇 史 Canon EOS 7D Mark Ⅱ 完全マスターガイド 朝日新聞出版 10/10 1,900
小 平　 尚 典 おやさと写心帖 MY ファースト天理 天理教道友社 5/1 1,200
小 松　 毅 史 小松毅史の花風景 三天写真 撮影講座 日本カメラ社 3/30 1,800
櫻 井　　 寛 駅弁入門（共著） 幻冬舎 3/20 1,300
櫻 井　　 寛 ななつ星 in 九州の旅 日経 BP 社 4/30 1,000
櫻 井　　 寛 世界の鉄道 幻冬舎 12/20 1,300
笹 本　 恒 子 100 歳のファインダー 日本初の女性報道写真家 笹本恒子 東京新聞 4/26 1,800
笹 本　 恒 子 100 人の女性たち JCII フォトサロン 9/2 800
佐 藤 日 出 夫 犬と、走る 集英社インターナショナル 4/30 1,800
三 田　 崇 博 世界遺産写真集 ｢オセアニアの遺産｣ 読書館 10/1 2,900
三 田　 崇 博 生駒の火祭り 読書館 11/1 1,000
嶋 田　　 忠 凍る嘴 平凡社 11/5 3,800

清 水　 哲 朗 世界のともだち 05 モンゴル 草原でくらすバタナー 偕成社 2/ 1,800
下 瀬　 信 雄 結界 平凡社 10/30 4,200
白 井　　 厚 叙景 春夏秋冬叢書 6/10 1,800

（故）管　洋志 一瞬のアジア 新潮社 3/30 3,200
関 口　 哲 也 道東 ｢十勝の詩｣ クナウマガジン 6/12 2,800
平　　 寿 夫 熊野市域の庚申塔と庚申信仰（共著） 自費出版 11/14 2,000
髙 城　 芳 治 Birdscape ～日本の野鳥風景　デジタル写真集 相互 phoxs 7/4 300
髙 城　 芳 治 2015 年カレンダー　「世界の野鳥風景」壁掛け、卓上 TBLP 10/2 1,200、800
高 橋 喜 代 治 東久留米 武蔵野の面影 けやき出版 10/26 2,000
竹 内　 敏 信 日本人の原風景 IBC パブリッシング 7/8 3,200
竹 重　 満 憲 周南・下松・光の昭和（共著） 樹林舎 7/17 9,250
谷 角　　 靖 AURORA（電子書籍） 青菁社 1/ 400
谷 角　　 靖 NORTHERN LIGHTS 青菁社 9/26 1,500
田 沼　 武 能 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 新日本出版社 11/10 500
田 沼　 武 能 時代を刻んだ貌 クレヴィス 12/15 3,000
田 ノ 岡 哲 哉 四季の花撮影② 日本カメラ社 1/29 1,800
田 村　 彰 英 変遷 1995-2012 仙川－街が生まれる 東京アートミュージアム 1/11 2,000
中 川 喜 代 治 江戸の相撲と力士たち（共著） 太田記念美術館 6/1 1,500
中 川 喜 代 治 江戸妖怪大図鑑（共著） 太田記念美術館 7/1 2,500
中 川 喜 代 治 歌川国貞（共著） 太田記念美術館 10/1 2,500
中 川 喜 代 治 いいね、花のある生活（共著） 岡田茂吉美術文化財団 10/1 1,200
長 倉　 洋 海 世界のともだち－メキシコ 偕成社 9/ 1,800
長 倉　 洋 海 その先の世界へ クレヴィス 10/10 2,500
長 倉　 洋 海 アフガニスタン　ぼくと山の学校 かもがわ出版 10/20 2,000
長 根　 広 和 四季を走る鉄道撮影術 アストロアーツ 4/19 2,000
中 村　 成 勝 秘景 ｢黒部｣ 黒部渓谷と雲ノ平を取り巻く山々 山と溪谷社 8/1 2,500
夏 梅　 陸 夫 四枚組写真構成でみる　誕生花と花言葉（6 冊） アイロゴス 4/ 各 500
夏 梅　 陸 夫 花のアート作品集　大胆に光を取り込んだ花の写し方 アイロゴス 11/ 500
西 村　　 豊 ごたっ子の田んぼ アリス館 4/6 1,400
西 村　　 豊 京都 天神をまつる人びと～ずいきみこしと西之京～（共著） 岩波書店 9/9 2,700
西 山　 治 朗 慈悲の人 瑩山禅師を歩く 学研パブリッシング 5/27 1,000
野 町　 和 嘉 LE VIE DEL SACRO national Geographic ITALIA 1/1 9.50 ユーロ
芳 賀 日 出 男 日本の民俗　祭りと芸能、暮らしと生業 KADOKAWA 11/25 各 1,280
長 谷　 川 修 これからはじめる商品撮影の教科書 技術評論社 11/10 1,980
長 谷 川 毅 郎 寿辞 大工・植田家と浪江町の歩み 新宿書房 7/31 2,800
秦　　 達 夫 By the way ～ニュージーランドの憧憬～ 相互 10/1 1,000
秦　　 達 夫 遠山郷霜月祭「あらびるでな」 信濃毎日新聞社 12/1 2,000

（故）林　忠彦 日本の作家 小学館 9/23 2,200
（故）林　忠彦 文士の時代 中央公論新社 9/25 1,300
原 槙　 春 夫 天地の霊気 遊人工房 10/10 4,600
樋 口　 健 二 新版　四日市　電子書籍 こぶし書房 10/20 1,200
平 田　　 実 ACTION,the 1960s タカ・イシイギャラリーフォトグ

ラフィー / フィルム
4/25 2,500

福 田　 豊 文 どうぶつえんのみんなの１日（共著） アリス館 4/25 1,600
福 田　 豊 文 ぴっかぴか すいぞくかん（共著） ひさかたチャイルド 6/16 1,200
福 田　 豊 文 どうぶつデラックス 135 講談社ビーシー 6/25 740
福 田　 豊 文 まるごとわかる猫種大図鑑 学研パブリッシング 7/22 1,500
古 川　　 誠 憧憬－ラフカディオ・ハーンの足跡を旅して（共著） ハーベスト出版 12/1 1,800
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会 員 名 著 書 名 発 行 所 発行月 定価
本 田　 祐 造 四万十川燦燦 日本写真企画 4/10 2,800
増 田　 彰 久 近代建築のアジア　第 2 巻 中国Ⅱ（共著） 柏書房 1/31 15,000
増 村　 征 夫 和名の由来で覚える 372 種 野と里・山と海辺の花 ポケット図鑑 新潮社 4/1 750
増 村　 征 夫 和名の由来で覚える 300 種 高山・亜高山の花 ポケット図鑑 新潮社 7/1 710
松 尾　 順 造 ステンドグラス巡礼 長崎文献社 9/1 1,400
松 本 コ ウ シ 午前零時のスケッチ 日本カメラ社 6/22 2,980
松 本 コ ウ シ 泳ぐ夜 日本カメラ社 6/24 2,980
丸 田 あ つ し 絶対に見たい！美しい世界の夜景（共著） 宝島社 6/5 1,400
丸 山　　 勇 ブッダの言葉（共著） 新潮社 8/30 1,400
水 野 克 比 古 SAKURA IBC パブリッシング 3/10 2,800
水 野 克 比 古 京都を愉しむ また会いたくなる京の桜 淡交社 3/28 1,400
水 本　 俊 也 ヒューマンライツ ･ ナウ　2014 年カレンダー ヒューマンライツ ･ ナウ 1/1 1,000、1,200
溝 縁 ひ ろ し 四国遍路道　弘法大師伝説を巡る（共著） 淡交社 5/6 1,600
南 川 三 治 郎 聖地 伊勢へ 中日新聞社 4/20 1,200
宮 入　 芳 雄 ぼくは高尾山の森林保護員 こぶし書房 2/28 1,800
宮 澤　 正 明 第六十二回神宮式年遷宮 御遷宮対策委員会 公式記録写真集 ｢遷宮｣ 御遷宮対策委員会 3/31 5,000
宮 嶋　 茂 樹 国防男子 集英社 5/17 1,800
宮 嶋　 茂 樹 国防女子 集英社 5/17 1,800
宮 嶋　 茂 樹 不肖・宮嶋　陸海空カレンダー TRY-X 10/ 2,500
宗 形　　 慧 月刊「たくさんのふしぎ」11 月号　村を守る、ワラのお人形さま 福音館書店 11/1 667
村 上　 昭 浩 森と人カレンダー 2015　林業の仕事　技と心（共著） 全国林業改良普及協会 11/19 762
森 井　 禎 紹 にっぽんの祭り 撮り方＆狙い方 日本写真企画 5/30 1,500
森 下　 泰 樹 和風総本家 十二代目 豆助 オフィシャルフォトブック 新紀元社 1/6 1,200
森 田　 敏 隆 日本の原風景 町並 重要伝統的建造物群保存地区 光村推古書院 3/28 2,800
森 田　 雅 章 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｣ Asukanet Publishing 9/20 7,825
森 永　　 純 WAVE ～ All things change ～ かぜたび舎 8/15 10,500
諸 河　　 久 よみがえる 485 系（共著） 学研パブリッシング 1/7 2,800
諸 河　　 久 全国私鉄超決定版 電車・機関車・気動車 1700（共著） 世界文化社 6/30 3,500
諸 河　　 久 モノクロームの国鉄 イカロス出版 7/20 2,000
矢 部　 志 朗 小さな森の物語～十勝・鎮守の杜の動物たち～ 北海道新聞社 9/19 1,759
山 口　 一 彦 夢彩　dream color（電子書籍） インテリアあーと 3/1 250
山 口　 一 彦 室蘭の顔 風の人 土の人 北海印刷 7/1 2,500
山 口　 規 子 家庭で作れるサルデーニャ料理（共著） 河出書房新社 9/30 1,600
山 下　　 僚 風化する記憶「トーチカ」　変様 クナウマガジン 10/10 2,037
山 本　 皓 一 誰も知らない ｢アジア国境｣ タブー地帯 宝島社 3/18 980
山 本　 皓 一 田中角栄という生き方 宝島社 6/19 900
吉 田　　 繁 JPCO シリーズ 06　Border 桜花出版 3/20 3,000
吉 竹 め ぐ み ARAB Bedouin of the Syrian Desert：Story of a Family Skira 10/6 50 ドル
吉 森　 信 哉 デジタル一眼スーパー撮影術 マキノ出版 9/3 980
若林のぶゆき 私の歩んだ時代のカメラたち パレード 6/10 2,000

■写真展（一門展・巡回展・常設展などの写真展は省略させていただきました）

会 員 名 写 真 展 名 会 期 会 場
浅 尾　 省 五 氷の国の天使たち 5/23 ～ 6/22 廿日市市・はつかいち美術ギャラリー
阿 部　 典 子 思い出のノーサイド KITAMI ORIGINAL 2014 7/26 ～ 8/3 北見市・コミュニティプラザ パラボ 5F 憩いの広場
阿 部　 典 子 想い出のノーサイド GO 2008-2014 11/13 ～ 11/19 アイデムフォトギャラリー「シリウス」
阿 由 葉 し げ る 出会いの一瞬 2/11 ～ 2/16 中央区・銀座煉瓦画廊
荒 川　 好 夫 北海道 冬 蒸気機関車 C62 栄光の記録 9/12 ～ 2/22 北海道・有島記念館
安 珠 Dream Linking ☆つなぐ夢・千年忘れない 7/18 ～ 9/21 東京、その他
安 珠 KOKORO+ANJU 8/30 ～ 11/8 パリ・ボン・マルシェ
安 念 余 志 子 光のどけき 2/5 ～ 2/17 リコーイメージングスクエア新宿
飯 田　 耕 治 movement 12/17 ～ 12/24 台東区・スタイケントーキョー
池 上　 直 哉 SYNCHRONICITY 2/1 ～ 3/8 江東区・sprout curation
石 田　 研 二 Daytime Infrared Images ＜ flare ＞ 7/29 ～ 8/9 中央区・EIZO ガレリア銀座
石 田　 研 二 Daytime Infrared Images[ 晴れた日に ]Part Ⅱ 8/12 ～ 8/24 目黒区・ギャラリーコスモス
伊 知 地 国 夫 写真で楽しむ　科学のふしぎ 3/22 ～ 3/27 富士フイルムフォトサロン福岡
伊 丸 岡 秀 蔵 羆と熊猫 3/20 ～ 3/30 石狩市・石狩市民図書館（エントランスホール）
岩 本　 恵 次 和美－こころの憧憬－ 2/28 ～ 3/6 ギャラリー・アートグラフ
上 野　 照 文 阿波の煌めきⅡ 8/6 ～ 8/11 徳島市・阿波銀プラザ
薄 井　 大 還 素王の人 十二代目市川團十郎 4/29 ～ 6/1 JCII フォトサロン
宇 納　　 敏 四季町田 里山谷戸の詩 3/18 ～ 4/8 町田市・ぽっぽ町田、他
烏 里　 烏 沙 夢境・家園─こころのふるさと─ 3/5 ～ 3/17 リコーイメージングスクエア新宿 ギャラリーⅠ & Ⅱ
烏 里　 烏 沙 蔵地印象 12/1 ～ 12/5 港区・東京中国文化センター
海 野　 和 男 毎日更新 15 年「小諸日記」Since1999 7/17 ～ 7/30 オリンパスギャラリー東京
海 野　 和 男 昆虫の肖像 7/26 ～ 9/7 小諸高原美術館
榎 並　 悦 子 明日へ。─東北の息吹 東日本大震災から３年─ 5/9 ～ 5/19 コニカミノルタプラザギャラリー B
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老 川　 良 一 Cycle of Bali 輪廻のバリ 2/11 ～ 2/16 名古屋市・ノリタケの森 ギャラリー（第一展示室）会場、

岐阜市
大 内 山 真 一 郎 大内山真一郎の世界展 12/24 ～ 1/19 目黒区・代官山フォトギャラリー
大 西 み つ ぐ 放水路 6/18 ～ 7/1 銀座ニコンサロン
大 西 み つ ぐ まちの息づかい - 江東、砂町、ある日ある時 - 11/16 ～ 11/30 江東区砂町文化センター 2 階展示ロビー
大 沼　 英 樹 虹の贈りもの 6/5 ～ 6/11 アイデムフォトギャラリー ｢シリウス｣
大 沼　 英 樹 PEACE LINE Ⅱ 6/19 ～ 6/24 仙台市・南町通りオープンギャラリー  くろすろーど
大 山 謙 一 郎 炎えた女 2/6 ～ 2/18 高知県・高知よさこい情報交流館
岡　　 克 己 写言 2 6/26 ～ 7/2 オリンパスギャラリー東京
奥 田　 倉 之 桜咲く日 2/14 ～ 2/24 コニカミノルタプラザギャラリー B
織 作　 峰 子 Premonition 3/24 ～ 4/26 中央区・Art Gallery M84
柿 本　 完 二 ふぉるむ 5/15 ～ 5/21 ニコンサロン bis 大阪
金 井　 杜 道 ネパール風景・1978 3/24 ～ 3/29 中央区・ギャラリーミハラヤ
金 井　 杜 道 三月堂のほとけさま 9/2 ～ 9/14 京都市・ギャラリー H2O
金 崎 た だ と し JAPANISCHE IDYLLEN 3/1 ～ 6/30 ドイツ・GASTFELD
金 本　 孔 俊 神秘の大地アラスカ 12/18 ～ 12/23 神戸市・神戸デュオギャラリー（Ⅰ）
亀 村　 俊 二 「風」と「こころ」 8/25 ～ 8/31 京都市・ホームギャラリー horizont
唐 木　 孝 治 唐木孝治フォトアート展 2/3 ～ 2/15 中央区・ギャルリーヴィヴァン
川 口　 邦 雄 第二界 山よ お前は美しすぎる 10/3 ～ 10/9 フレームマン エキシビションサロン銀座
川 廷　 昌 弘 光の空－阪神淡路大震災から 20 年－芦屋 12/13 ～ 2/8 芦屋市立美術博物館
木 之 下　 晃 「世界の音楽家」木之下晃ヴィンテージ・プリント展 11/9 ～ 11/23 上野学園石橋メモリアルホールホワイエ
木 村 佳 代 子 わわしい女たちⅢ 7/10 ～ 7/16 ポートレートギャラリー
木 村　 惠 一 江戸の美 1/6 ～ 1/15 ポートレートギャラリー
金 城 真 喜 子 Flower Variation 9/2 ～ 9/13 中央区・EIZO ガレリア銀座、その他
金 城 真 喜 子 Light&Nature ～ Photography and the Art of Projection 12/10 ～ 12/22 リコーイメージングスクエア新宿 ギャラリーⅠ＆Ⅱ
久 保 田 弘 信 戦渦の子どもたち 7/5 ～ 9/7 長野県・八ヶ岳小さな絵本美術館
熊 谷　　 正 傀儡人形遣いとの出会いから 2/16 ～ 2/28 新宿区・ギャラリーバー 26 日の月
熊 切　 圭 介 都市像 1/30 ～ 2/5 キヤノンギャラリー銀座
桑 原　 史 成 第 33 回土門拳賞受賞作品展

｢不知火海 The Minamata disease Disaster｣
5/7 ～ 5/20 銀座ニコンサロン、酒田市、他

郡 山　 貴 三 いい人スマイル パートⅡ 10/23 ～ 10/29 キヤノンギャラリー銀座
小 澤　 太 一 ナウル日和 10/16 ～ 10/22 キヤノンギャラリー銀座
小 林　 紀 晴 ring wandering 悲しき迷走 11/19 ～ 12/2 銀座ニコンサロン
小 平　 尚 典 中村修二・自分に怒れ 12/18 ～ 12/21 港区・ビリオン
小 平　 博 之 シューベルト歌曲集「冬の旅」 11/17 ～ 11/22 練馬区・基督兄弟団 成増教会 多目的ホール、山形市
小 松　 健 一 三國志巡禮 11/4 ～ 11/14 港区・東京中国文化センター
小 山 貴 和 夫 「スイス寸描」「墓標 マッターホルンに魅せられた人々」 7/22 ～ 7/27 新宿区・247photography Roonee
齋 藤　 康 一 第 9 回飯田市藤本四八写真文化賞受賞作品展 5/10 ～ 6/15 飯田市・飯田市美術博物館、東京
齋 藤　 康 一 時代の肖像 10/15 ～ 10/29 福島テルサ４階ギャラリー
坂 下　 康 裕 Life ～夏彦ファミリー～ 5/15 ～ 5/21 キヤノンギャラリー銀座
坂 田　 峰 夫 坂田峰夫展 6/10 ～ 6/28 渋谷区・GALERIE ANDO
桜 井　　 秀 HOLLYWOOD　 5/22 ～ 5/28 キヤノンギャラリー銀座
笹 本　 恒 子 笹本恒子 100 歳展 4/5 ～ 6/1 横浜市・日本新聞博物館 2 階企画展示室、広島市、調布市
笹 本　 恒 子 100 人の女性たち 9/2 ～ 9/28 JCII フォトサロン
佐 藤　 昭 一 THE FALLS 4/15 ～ 4/20 JCII クラブ 25
佐 藤　　 尚 里の風景 8/29 ～ 9/11 富士フイルムフォトサロン東京
佐 藤　 秀 明 ユーコン 9/10 ～ 9/22 リコーイメージングスクエア新宿ギャラリーⅠ＆Ⅱ
佐 藤　 仁 重 NIKKO ～出会いの瞬間～ 4/25 ～ 5/1 富士フォトギャラリー新宿
三 田　 崇 博 心の旅で感じる世界遺産 1/17 ～ 3/23 神奈川県・あーすぷらざ
三 田　 崇 博 中南米の自然と歴史 4/4 ～ 4/6 京都府立けいはんな記念公園
三 田　 崇 博 世界の湖と日本の湖 10/7 ～ 11/3 滋賀県立琵琶湖博物館
三 田　 崇 博 オセアニアの遺産 11/6 ～ 11/9 横浜市・あーすぷらざ ２階展示ホール、京都府、奈良市
信 太　 一 高 三國連太郎の器 8/29 ～ 9/8 静岡県沼津市立図書館
渋 谷　 利 雄 －能登の天花－能登キリシマツツジ写真展 4/22 ～ 4/27 金沢市・石川国際交流サロン
嶋 田　　 忠 凍る嘴 11/13 ～ 11/19 キヤノンギャラリー銀座
清 水　　 薫 「滋賀を巡る鉄道情景」～その豊かな自然と共に～ 1/7 ～ 2/9 京都市・集酉楽サカタニギャラリー
清 水　　 薫 JR 湖西線　美しき琵琶湖と自然の中を 11/5 ～ 11/17 滋賀県・コラボしが 21 ギャラリー
清 水　　 薫 近江路を駆ける東海道新幹線 11/18 ～ 11/28 滋賀県・コラボしが 21 ギャラリー
清 水　　 淳 NEVER SEEN ／初めて見る世界 4/3 ～ 4/9 オリンパスギャラリー東京
清 水　 哲 朗 BURGED 3/13 ～ 3/19 オリンパスギャラリー東京
周　　 剣 生 悠遠なる世界遺産 3/17 ～ 3/20 港区・東京中国文化センター
庄 司　 博 彦 シリア・ウォッチング 1/21 ～ 2/9 富士市立中央図書館
庄 司　 博 彦 誰も撮らなかった富士山 2/1 ～ 2/28 富士宮市・おーそれ宮
庄 司　 博 彦 花はどこへ行った。～被災地からの報告～ 3/9 ～ 3/16 富士市立中央図書館
白 井　　 厚 叙景 description scene 6/18 ～ 6/30 リコーイメージングスクエア新宿 ギャラリーⅡ
白 簱　 史 朗 白簱史朗作品展 1/3 ～ 1/9 富士フイルムフォトサロン東京　ミニギャラリー
杉 山　 正 己 インパール作戦から 70 年 11/1 ～ 12/25 千代田区・靖國神社 遊就館本館１階広間
菅 田　 隆 雄 瞬輝幻彩　尾瀬 6/20 ～ 6/26 中央区・フレームマンエキシビションサロン　銀座ギャラ

リーⅠ＆ミニギャラリー
菅 田　 隆 雄 瞬輝幻彩 尾瀬２ 10/7 ～ 10/12 仙台市・宮城県美術館県民ギャラリー 1、京都市、福島市
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鈴 木　 智 明 追憶－僕の安曇野 3/7 ～ 3/13 富士フイルムフォトサロン名古屋
鈴 木　 智 明 歩の軌跡 12/10 ～ 12/17 名古屋市・フォトサロン　サン・ルゥ
須 田　 一 政 わが東京 1/18 ～ 2/1 港区・ZEN FOTO GALLERY
須 田　 一 政 田辺一鶴 7/25 ～ 9/13 横浜市・PAST RAYS
関 口　 哲 也 道東「十勝の詩」 6/12 ～ 6/17 帯広市民ギャラリー A-1
関 口　 照 生 支倉の道 2/13 ～ 2/26 名古屋市・東海東京証券ミッドランド・プレミアサロン、

東京
平　　 寿 夫 時を蓄えて来た植物たち－固有植物の島ソコトラから－ 4/22 ～ 4/27 京都市・ヤマモトギャラリー
髙 井　　 潔 茅葺きの家 2/27 ～ 3/5 キヤノンギャラリー銀座
高 尾　 啓 介 2013・14. 日本の覇者達 12/1 ～ 12/4 沼津市　プラサ ヴェルデ
髙 城　 芳 治 世界の野鳥風景 '14 9/24 ～ 10/15 ジュンク堂書店三宮店
髙 城　 芳 治 野鳥彩時季 Part- Ⅱ 12/10 ～ 12/15 池田市・ギャルリ VEGA
髙 橋　 敬 市 剱岳遠近 5/13 ～ 7/21 富山市・ギャルリ・ミレー
髙 橋　 敬 市 剱岳 11/20 ～ 11/26 金沢市・フジカラーギャラリーかなざわ
髙 村　　 達 Dots of Sun 12/9 ～ 12/26 中央区・EIZO ガレリア銀座
高 屋　　 力 叙情的鉄道風景～北近畿タンゴ鉄道編～ 4/26 ～ 6/1 京都・福知山観光ギャラリー
竹 田　 武 史 ヘルマン・ヘッセに捧ぐ シッダールタの旅 4/4 ～ 4/14 コニカミノルタプラザギャラリー C
田 沼　 武 能 むさしの日記 5/15 ～ 5/21 オリンパスギャラリー東京
田 ノ 岡 哲 哉 華宇宙 Flowers －魅惑の花姿 11/4 ～ 11/9 ギャラリー 2104
垂 井　 俊 憲 山上の聖地 高野山 4/25 ～ 10/26 和歌山県・高野山　開創 1200 年ギャラリー、大阪
塚 本　 伸 爾 風薫る 5/27 ～ 6/1 名古屋市・セントラル・アートギャラリー、高山市
辻　　 良 雄 山の民 6/20 ～ 6/26 オリンパスギャラリー大阪
土 田 ヒ ロ ミ フクシマ 2/26 ～ 3/11 銀座ニコンサロン
土 田 ヒ ロ ミ フクシマ２ 2/28 ～ 3/9 新宿区・photographers' gallery
中 井　 精 也 １日１鉄！ 3/29 ～ 6/8 高岡市・ミュゼふくおかカメラ館、忍野村
中 井　 精 也 さんてつ、がんばんべし！－三陸鉄道復活への軌跡－ 6/6 ～ 6/12 富士フイルムフォトサロン東京
中 井　 精 也 中井精也のニッポンゆる鉄旅情 30 景 9/12 ～ 10/1 FUJIFILM SQUARE
長 倉　 洋 海 その先の世界へ 9/25 ～ 10/1 キヤノンギャラリー銀座
長 倉　 洋 海 もう一つの世界 11/19 ～ 12/2 京都工芸芸術大学瓜生館 1F
長 野　 良 市 阿蘇の然 4/11 ～ 4/17 富士フイルムフォトサロン東京
長 野　 良 市 大河の源流 黄河・長江 6/27 ～ 7/3 オリンパスギャラリー大阪
中 村　 征 夫 海への旅 1/15 ～ 1/27 中央区・日本橋三越本店　新館 7 階ギャラリー
中 村　 梧 郎 枯葉剤と子どもたち 7/1 ～ 9/30 福島アウシュヴィッツ博物館
奈 良 原 一 高 スぺイン－偉大なる午後 7/3 ～ 10/13 島根県立美術館
奈 良 原 一 高 王国 11/18 ～ 3/1 東京国立近代美術館 ギャラリー 4
西 村　　 豊 八ヶ岳山麓の隣人～栗鼠 冬眠鼠 狐との 40 年～ 8/1 ～ 9/23 長野県・富士見町　高原のミュージアム
西 村　　 豊 京都ずいき祭 10/25 ～ 12/27 長野県・茅野市図書館
野 口　 隆 史 STIGMA- 烙印 - 1/9 ～ 1/14 文京区・GALLERY NIW
野 町　 和 嘉 LE VIE DEL SACRO ’13/12/14 ～ 5/4 伊・ローマ市現代美術館
ハービー ･ 山口 パレスチナ、壁に閉ざされた誇り高き子どもたち 4/24 ～ 5/7 アイデムフォトギャラリー「シリウス」
ハービー ･ 山口 子供たちは今日も歌っている 12/4 ～ 12/10 オリンパスギャラリー東京
秦　　 達 夫 遠山郷 霜月祭 あらびるでな 12/4 ～ 12/10 キヤノンギャラリー銀座
浜 崎 さ わ こ Chose specially Rose 11/19 ～ 12/7 リコーイメージングスクエア銀座 ギャラリー A.W.P
原 槙　 春 夫 天地の霊気・樹木 10/10 ～ 10/16 富士フイルムフォトサロン東京
原 槙　 春 夫 天地の霊気・水際 11/20 ～ 11/26 ポートレートギャラリー
日 髙　 勝 彦 大森 海苔漁の原風景 3/18 ～ 7/21 大田区・大森　海苔のふるさと館 2 階
平 田　　 実 ACTION, the 1960s 4/25 ～ 5/31 港区・タカ・イシイギャラリーフォトグラフィー / フィルム
福 田 健 太 郎 然 7/2 ～ 7/29 会場Ⅰ アートスペース丸の内、会場Ⅱ 快晴堂フォトサロン
福 田　 豊 文 マンスリーどうぶつえん写真展 4/4 ～ 4/21 キヤノンＳタワー２階 オープンギャラリー
福 田　 豊 文 Night Zoo －夜の動物園－ 7/24 ～ 7/30 キヤノンギャラリー銀座
藤 村　 大 介 美しき世界の黎明と逢魔時 9/23 ～ 10/13 豊島区・BIC PHOTO GALLERY
ブルース ･ オズボーン Lost Souls 7/2 ～ 9/1 渋谷区・ハッセルブラッド・ジャパン ギャラリー
ブルース ･ オズボーン ブルース・オズボーンと親子写真～ 2014 年『親子の日』に出会っ

た親子
9/11 ～ 9/24 オリンパスギャラリー東京

細 江　 英 公 細江英公人間写真展 2/8 ～ 2/16 葛飾区・かつしかシンフォニーヒルズ本館 [ ギャラリー ]
堀 江　 重 郎 神々からの伝言 5/29 ～ 6/4 オリンパスギャラリー東京
堀 出　 恒 夫 片岡秀太郎専属 堀出恒夫写真展 4/25 ～ 5/7 京都市・AMS 写真館　GALLERY1
前 川　 貴 行 animalandscape 1998-2013 1/16 ～ 1/28 キヤノンギャラリー福岡
増 田　 彰 久 横浜山手 1985 2/1 ～ 2/11 横浜市・山手 234 番館 2 階ギャラリー
増 田　 雄 彦 STUMPTOWN 2014 3/11 ～ 3/29 中央区・EIZO ガレリア銀座
増 村　 征 夫 美ヶ原 冬のファンタジア 1/5 ～ 3/23 安曇野市・田淵行男記念館
松 井　 良 浩 世界遺産登録 10 周年記念　熊野古道・奥駈の祈り 6/12 ～ 6/18 キヤノンギャラリー銀座
松 原　　 豊 お白石持行事「伊勢の町衆」 7/23 ～ 7/29 伊勢市・いせシティプラザ 2 階
松 本 コ ウ シ 午前零時のスケッチ 12/17 ～ 12/29 銀座ニコンサロン
松 本　 徳 彦 迷宮都市・ヴェネツィア 10/24 ～ 10/30 富士フイルムフォトサロン東京
水 本　 俊 也 小鳥の家族 9/20 ～ 9/28 鳥取市・鳥の劇場
水 本　 俊 也 小鳥の家族 in 鳥取砂丘 10/18 ～ 10/19 東京都・アーツ千代田 3331
溝 縁 ひ ろ し 四国へんろの旅『弘法大師の霊跡』 4/3 ～ 4/15 京都市・ギャラリー古都
溝 縁 ひ ろ し 先斗町『芸妓・朋ゆき』－舞妓から芸妓への８年間－ 7/11 ～ 7/26 平安女学院サテライトスタジオ
南 川 三 治 郎 『日本の心』第 62 回神宮式年遷宮写真展 5/24 ～ 6/22 津市・三重県立総合博物館、ドイツ、アメリカ、イタリア
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会 員 名 写 真 展 名 会 期 会 場
南 川 三 治 郎 「伊勢の神宮」式年遷宮写真展 8/30 ～ 9/21 山形県・白鷹町文化交流センターあゆーむ
宮 武　 健 仁 JAPAN SCAPES 日本景－雪月花 9/11 ～ 9/17 キヤノンギャラリー銀座
三 好　 和 義 富士山 4/4 ～ 4/17 エプサイト
虫 上　　 智 異空間 12/19 ～ 12/26 オリンパスギャラリー大阪
本 橋　 成 一 フィールド・リフレクション 3/9 ～ 5/11 川口市・アートギャラリー・アトリア
本 橋　 成 一 上野駅の幕間 3/20 ～ 5/2 キヤノンギャラリーＳ、横浜市
森 下　 泰 樹 和風総本家 豆助っていいな。展 1/2 ～ 1/13 渋谷ヒカリエ・9F ホール B
森 田　 雅 章 スモーキーマウンテンレポート　あのときの子供たちは 9/4 ～ 9/10 キヤノンギャラリー銀座
柳 木　 昭 信 地球・氷河圏 2/11 ～ 3/30 横浜市・相鉄ギャラリー
山 縣　　 勉 Dried-up 8/22 ～ 9/19 北京・ALBA Gallery
山 縣　　 勉 Therteen Orphens 10/28 ～ 11/2 パリ・La Quatrieme Image
山 口　 一 彦 室蘭の顔～風の人・土の人 7/3 ～ 7/9 キヤノンギャラリー銀座
山 口　 規 子 サルデーニャはおいしい 8/1 ～ 8/31 ニコンプラザ新宿
山 口　 典 利 樹樹 9/2 ～ 9/7 名古屋市・ノリタケの森ギャラリー
山 村 善 太 郎 暮らしの中の─御神木─ 2/5 ～ 2/11 中央区・日本橋三越本店 本館１階中央ホール
横 島　 克 己 南京町春節祭写真展 1/23 ～ 2/25 神戸市・神戸華僑歴史博物館
吉 住　 志 穂 天使の輝き 5/2 ～ 5/15 フジフイルムスクエア ミニギャラリー
吉 田　　 繁 BORDER 7/21 ～ 9/21 モクスワ・Lumiere Brothers Center for photography、東

京、他
薈 田　 純 一 書棚 3/11 ～ 3/16 港区・ギャラリー SPACEKIDS
若 林　 賢 明 甲州の祭り百景 11/22 ～ 11/28 甲府市・山梨県立美術館 一般展示室Ｃ
和 田　 直 樹 湘南茅ヶ崎冩眞館 11/5 ～ 11/16 茅ヶ崎市・CREATIVE SPACE HAYASHI
渡 辺　 英 明 俺様の景色さ 10/14 ～ 11/1 tokinon 50/1.4

物故展（常設展は省略させていただきました）
（故）秋山庄太郎 キヤノンフォトコレクション展 秋山庄太郎写真展 2/25 ～ 3/13 港区・キヤノン S タワー２階オープンギャラリー
（故）植田　正治 植田正治のつくりかた 4//12 ～ 6/8 盛岡市・岩手県立美術館
（故）管　　洋志 一瞬のアジア people and nature in harmony 4/9 ～ 4/22 銀座ニコンサロン
（故）土門　　拳 手 1/20 ～ 3/28 中野区・写大ギャラリー
（故）土門　　拳 よみがえる不朽の名作 土門拳の『古寺巡礼』 8/1 ～ 8/13 富士フイルムフォトサロン大阪
（故）土門　　拳 土門拳　二つの視点　第１部 ｢こどもたち｣ 10/1 ～ 12/1 FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館
（故）土門　　拳 土門拳　二つの視点　第２部 ｢風貌｣ 12/2 ～ ’15/2/2 FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館
（故）林　　忠彦 日本の作家 109 人の顔 9/26 ～ 11/25 日比谷図書文化館
（故）藤井　秀樹 写真家藤井秀樹展 5/21 ～ 5/26 渋谷区・Space Jing
（故）渡辺　義雄 伊勢神宮と式年遷宮 4/18 ～ 5/11 新宿区・ハイジア 1F アートウォール
（故）綿引　幸造 季の色－フィルムがとらえた大地 4/8 ～ 6/25 釧路市・北海道立釧路芸術館

グループ展（会員中心のものを掲載させていただきました）
グループ展名 会員数

第 34 回関西メンバーズ展「記憶」 ＪＰＳ会員 105 名 1/6 ～ 1/16 富士フイルムフォトサロン大阪、京都市
「118 番の日」日本の海を守る海上保安庁写真展 岩尾克治、官野貴 1/11 ～ 1/20 横須賀市のさかい屋横須賀店
長野県生まれの写真家たち 会員 12 名、他 10 名 1/30 ～ 2/6 ポートレートギャラリー、飯田市

「震災よ！」Ⅲ 花井尊、柿木正人 3/7 ～ 3/13 ギャラリー・アートグラフ
もう一度見たい桜 織作峰子、小松ひとみ、鈴木一雄、

中井精也、他２名
4/16 ～ 5/11 リコーイメージングスクエア銀座ギャラリー A.W.P

文藝絶佳 林忠彦（故）､ 齋藤康一､
林義勝､ タカオカ邦彦

4/19 ～ 6/29 町田市民文学館ことばらんど

第 9 回東海メンバーズ展「記憶」 会員 22 名 7/1 ～ 7/6 名古屋市・ノリタケの森ギャラリー
密着！五管の海上保安官たち 岩尾克治、官野貴、米田堅持 7/23 ～ 9/7 神戸市・神戸海洋博物館／カワサキワールド
関西から写真の力 会員 10 名 8/22 ～ 8/28 富士フイルムフォトサロン大阪 ホワイエ
JPS7_2014“my life 3” 会員 18 名 9/3 ～ 9/8 リコーイメージングスクエア新宿ギャラリーⅡ
写真家が捉えた　昭和のこども 会員 10 名、他９名 9/12 ～ 11/9 八王子市夢美術館
Quattro works 島田聡、髙村達、山口規子 11/4 ～ 11/22 EIZO ガレリア銀座
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■表彰（日本写真家協会創立 65 周年記念表彰）

創立 65 周年（1950 年５月 12 日）を記念して、在籍 40 年以上の正会員 233 名を多年の在籍と協力に感謝し、平成 27 年５月 22 日の総会会場に於いて表彰した。

在籍 40 年以上の正会員名
青木　　勝 大竹静市郎 桑原　史成 須田　一政 夏梅　陸夫 伏木　一彦 森永　　純
秋田　好恵 大谷　英之 小池　　汪 須田　早苗 西岡　　修 藤倉　明治 八木　幸治
秋元　和正 大塚　清吾 肥沼　正一 瀬尾　　央 西岡　伸太 藤塚　晴夫 八木　祥光
足立　義峰 大橋　利行 小嶋　昌吉 関口　照生 西山　治朗 藤本　俊一 山口　勝廣
阿由葉しげる 大橋　富夫 小島　　卓 髙井　　潔 西山　雅都 藤森　　武 山口　　直
荒牧万佐行 大淵　久夫 越間　　誠 髙木　松寿 仁藤　信義 藤森　秀郎 山崎　１郎
安藤　清吾 岡　　成司 小杉　和弘 髙木　康允 根本タケシ 夫馬　　勲 山崎　　隆
飯島　幸永 小川　忠宏 小林幸一郎 高嶋　淳一 野口　倢司 古川　剛尚 山崎美喜男
池　　英文 沖　　守弘 小林　正典 髙槻　　徹 野尻　　博 古澤　誠一 山路　清美
池田　　宏 奥村　正光 小平　博之 高橋　一郎 能津喜代房 帆足　侊兀 山田　　勉
イシイヨシハル 尾崎　義治 小山貴和夫 宅見　庄一 野瀬　拓夫 星野　敬三 山梨　勝弘
石橋　幸雄 片岡　　巖 小山　幹雄 竹内　敏信 野町　和嘉 星野　小麿 山村善太郎
板垣　　宏 勝井　規和 近藤　　晃 竹中　　勝 野村　英男 前定　賢三 山本偉紀夫
稲田　浩男 勝村　　勲 近藤　貴夫 立木　寛彦 羽賀　康夫 前田　廣心 山本　皓一
稲富　　均 勝山　武男 近藤　誠宏 田中　長徳 橋本　健作 増田　彰久 山本　宏務
井上　清司 加納　恒彦 今駒　清則 田中　晏雄 橋本　紘二 増村　征夫 横尾　　尚
猪俣　重喜 刈部　秀郎 坂井　哲夫 田中丸豊次 橋本　治朗 松野　正雄 横山　健藏
今井　光潔 河合　　肇 坂口よし朗 田邊　順一 長谷川　周 松本　徳彦 吉田　昭二
今瀬　　実 河相　正名 桜井　　秀 田沼　武能 英　　伸三 円山　幸志 義永　庸人
今田　英一 川口　邦雄 佐々木恵子 田村　彰英 ハナブサ･リュウ（英隆） 右高　英臣 吉野　　信
今田　保誠 川崎　　研 佐藤　　理 田村　　仁 浜口タカシ 水越　　武 若林　賢明
伊丸岡秀蔵 川津　英夫 佐藤　紀夫 丹地　敏明 濱田　益水 水谷　章人 若林のぶゆき
岩松喜三郎 川本　武司 佐藤　秀明 千葉　　允 早川　澄雄 南　　良和 若松　俊雄
植村　正春 木原　　尚 佐藤　英世 辻　　　徹 林　　義勝 南川三治郎 和木光二朗
内山　　晟 木村　晃造 佐藤　雅英 土田ヒロミ 光　　幸國 宮内　　勝 和田　州生
宇納　　敏 清宮由美子 島田　啓一 坪内　隆直 樋口　健二 宮本　　宏 和田　　政
羽幹　昌弘 久保　靖夫 島田　治芳 常盤とよ子 日髙　勝彦 ムトー清次 和田　光弘
枝川　一巳 久保田富弘 清水　啓二 徳江　彰彦 日竎　貞夫 村西　一海 渡辺　直之
江成　常夫 熊谷　武二 白川　義員 富岡　畦草 平川　幸児 室　　靖男 渡辺　良正
榎本　敏雄 熊切　圭介 菅原千代志 富澤　春雄 平田　貞雄 室伏　　勇
老川　良一 熊瀬川　紀 杉山　晃造 中川　邦昭 蛭海　　進 望月　　剛
大石　二朗 栗林　　慧 鈴木　智明 中川　十内 廣田　尚敬 本橋　成一
大石　芳野 栗原　達男 鈴木　雅雄 中嶋　　勇 福田　文男 森　　幸一
太田　好昭 栗本喜久男 鈴木　義明 中村　高美 福永　一興 森田　敏隆

日本写真家協会（ＪＰＳ）入会のご案内
■ 申込時期：2015 年 12 月～ 2016 年１月
■ 入 会 日：2016 年４月

●協会は 1950 年の創設以来、写真家の職能と地位確立著作権の擁護、啓発活動を行
っています。
●わが国の写真表現の歴史を綴った「写真 100 年展」「現代写真史展」などを通して、
写真表現の変遷を内外に広める活動を行ってきました。最近では「日本のこども60年」

「おんな」「生きる」と写真の社会性に富んだ写真展、写真集を発行しています。さら
に一般公募の「JPS 展」と「名取洋之助写真賞」の実施、写真界に特段の功績を上げ
られている方々に「日本写真家協会賞」を贈るなどを行い、「写真美術館の創設活動」、
写真原板の保存収集・データベース化をする「日本写真保存センターの設立」運動な
ど様々なかたちでの文化活動に寄与しています。
●正会員の入会資格は、職業写真家として３年以上の活動実績のある方。正会員２名
の推薦、保証が得られ、うち１名は本会在籍満５年以上の正会員の推薦理由書を提出
できる方で、入会申込書と資料を添えて１月までに提出。入会が内定後、４月の新入
会員説明会に出席することで正会員となります。
●「入会申込書」は１部 1,000 円で配布中。問い合せ先：協会事務局  03-3265-7451
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International

The Photo Exhibition “Do you know? Atomic 
bombings of Hiroshima and Ngasaki” by Japan 
Photograph Preservation Center finished.
Japan marks the 70th anniversary of atomic bombings 
of Hiroshima and Nagasaki in this year.  In summer, 
the photo exhibition “Do you know?  Atomic bombings 
of Hiroshima and Ngasaki” held at JCII Photo Salon, 
Tokyo. More than 8,000 visitors came to the exhibition. 

Mr. Yousuke Yamahata photographed for three month 
in the fields after the bombings on Hiroshima and Na-
gasaki. The plan of the photo exhibition started from 
autumn, 2013 when the son of Yamashita asked Japan 
Photograph Preservation Center (JPPC) to deposit 
eternally the collections of his father’s 3 rolls (78 pho-
tos) of films of Nagasaki bombings. The photo exhibi-
tion was composed of 11 photographers’ (Mr. Yoshito 
Matsuhige, Shunkichi Kikuchi, Hajime Miyatake and 
others) photos that showed in the fields of bombings 
on Hiroshima and Nagasaki, for three month right af-
ter the bombings.　 The silver prints that were cre-
ated by valuable original negative films showed forces 
of miserable and horrible spectacles that could not 
have seen in other printing materials.

Visitors were stricken with the shocks, frights and 
fears by what they saw in the photos. 
The photos brought tears.  Many say, we should re-
peat this exhibition as the memories of variable re-
cords. The photo exhibition will be held in Cologne, 
Germany, at the exhibition venue of Japan Foundation 
and other German cities.

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-

 “Ikiru (To Live), Post-tsunami” photo exhibition 
tour in Germany, finished.
The photo exhibition presented by 160 photographers 
showed the scenes for one year after the Great East 
Japan Earthquake.  The exhibition traveled 6 venues 
in Germany, started from Photokina, September 2012.  
34,000 people visited totally. The photo exhibition was 
realized with great efforts by Ms. Tokiko Kiyota, For-
mer Director, Japan Cultural Institute in Cologne, The 
Japan Foundation. Here is her statement. “Germans 
have thought the memories were very important.  The 
photo exhibition tour was very impressed for them. 
The force of photos was so influenced.  Through these 
photo exhibitions, visitors read the photo captions 
very courteously.  The comments of photographers 
helped the understandings of disastrous scenes.  All 
the visitors thought “What can we do for?” There will 
be long way for the re-construction. We extend our 
deepest sympathies for both the people and areas af-
fected by this disaster. We should think and behave 
what kind of cooperation can be done.”

The Photo Exhibition Venues
Oct. 2012, The Japan Cultural Institute in Cologne
Apr. 2013, City Hall of Gmunden, Austria
Jun. 2013, Museum of Modern Art, Halle
Oct. 2013, Theodor-Zink-Museum, Kaiserslautern
Mar. 2014, Universität Duisburg-Essen, Essen
Sep. 2014, Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim

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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Information

2015 年７月２日逝去。95 歳。
昭和 25 年入会。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
大竹省二氏は 1953 年、当時新進気鋭の写真家として活躍していた林忠彦、早田雄

二、秋山庄太郎、の各氏と共に二科会に「二科会写真部」を創設されました。以降、二科
展の写真部門として「二科会写真部展」を毎年開催している。2009 年、一般社団法人
二科会写真部の理事長に就任、理事長・創立会員として積極的に会を運営してきま
した。JPS 創立会員で、2000 年に名誉会員に推挙されました。

2015 年８月５日逝去。89 歳。
昭和 34 年入会。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
丹野章氏は日本大学芸術学部卒業。金丸重嶺氏、大内英吾氏に師事。1959 年から

1961 年まで写真家集団「VIVO」に参加。写真著作権の確立・擁護に尽力し、日本写
真界の発展に多大な貢献をされました。著作権法 100 年記念特別功労者、文化庁著
作権審議会委員。JPS では、40 年間にわたり理事等を務めて積極的に協会運営に携
わり、1999 年に名誉会員に推挙されました。

創立会員大竹省二氏の死を悼む
田沼　武能

写真界の巨匠がまた一人亡くなった。残念である。
大竹省二さんは終戦後中国から復員し、昭和 21 年からGHQ

（連合国軍総司令部）広報部の嘱託となり、アメリカから米兵の慰
問にきた歌手や女優の写真を撮り、その後の氏の写真基盤になっ
たように思う。24 年に秋山庄太郎、稲村隆正氏らと「青年写真家
協会」を結成し、私もこの協会に参加した。そして昭和 25 年、「写
真家集団」と「青年写真家協会」が発展的解消し「日本写真家協
会」が誕生し、創立メンバーの一人となっている。昭和 28 年には
林忠彦、秋山庄太郎、早田雄二氏らと二科会写真部を創立するな
ど写真界の近代化に寄与した。

女性を撮らせたらピカイチの写真家であり、作品はモダーンな
雰囲気を持ち、その日本人ばなれした写真は女性雑誌のグラビア
頁を色どる花形写真家で私たちのセンボウのマトであった。

男気､勇気､透徹した思想､そして人間愛をもっていた人････
小松　健一

丹野章さんがこの夏、突然に逝ってしまった。まるでいつものフラッと旅
に出るように･････。

僕は亡くなる６日前に、奥様から「丹野が小松さんを呼んで欲しいと言って
います」という電話を受け、八王子市郊外にある大学附属病院へ駆けつけた。

集中治療室にいた丹野さんはすこぶる元気で、持っていった広島・長崎
の原爆写真集の刷り出しをうれしそうに眺めていた。

そして９月の禅フォトギャラリーでのオリジナルプリント展、同時出版す
る写真集『昭和曲馬団』、10 月のアート・スペースLeaf での「世界のバレエ」
オリジナルプリント展をはじめ、日本写真著作権協会のこと、日本写真家協
会、日本リアリズム写真集団の草創期の頃のこと、日本写真家ユニオンの将
来のことなど、３時間余り話し続けた。僕がもう疲れるからと帰ろうとする
と、あと１時間だけ話そうとまるで青年のように熱かった。まさか、これが最
後の別れになるとは想像できなかった。あと数日で卒寿。これで白寿までは

大竹　省二　名誉会員

丹野　章　名誉会員

女性写真のみならず、来日する世界的な音楽家の写真を撮り
続け、作品集にまとめている。また、写真にフォトストーリーを取
り入れるなど新しいジャンルを切り開く特出した写真家でもあ
る。

一方、ダンディーな容姿と才能から、映画「砂の器」や「わるいや
つら」に俳優として登場しており、自らも映画を製作し、テレビと
コラボレーションした主婦やOLのヌード（美しい裸像の思い出）
写真を番組にとり入れ、TBS の手相診断にも出演するなど、その
多彩な才能は他の写真家とは一味違うアイデアの持主である。

毎年、大竹省二氏を中心に「スズメの会」という写真展が開かれ
ており今年で 16 回を迎えている。今年は新宿の富士フォトギャ
ラリー新宿で４月に行われた。そのオープニングパーティー会場
へ大竹氏も車椅子で出席され、元気に挨拶をされたが、それから
間もない７月２日、心原性脳塞栓症で急逝された。よき先輩を失
い心が悼むばかりだ。ご冥福を祈ります。合掌

行けると思った。本人もそう思っていた。僕の方が先に行って待っている可
能性もあるとも真面目に思った。

丹野さんとは 44 年間の付き合いになる。彼の合理的な思考、先見性があ
り理路整然とした弁舌。酒席などにはあまり付き合うことがないという具合
だったから、若かった僕は丹野さんを敬遠していた。それがある事件がきっ
かけとなり、真意が理解できるようになったのだ。まず、丹野さんの演歌調な
義理人情ではない、真の男気を見た。相手がどんなに巨大であろうと決して
怯まない勇気も見た。未来を洞察する透徹した思想を知った。そして、人間
愛にあふれるやさしさを知ったのである。以来、他人から見ると「小松は丹野
の弟子」と思われるくらい意気投合した。時には怒鳴り合いをしたこともあ
ったが･････。

僕が一番残念に思っていることは、実は丹野さんから写真について何ひ
とつ学んでいなかったことだ。人生の師としては、背中を見つづけてきたの
だが。今度、九泉でお会いした時にはじっくりと写真表現について、教えを請
おうと思っている。合掌

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。追悼
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2015 年５月 30 日逝去。
70 歳。
昭和 52 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2015 年８月４日逝去。
61 歳。
平成 21 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2015 年７月 22 日逝去。
75 歳。
平成 24 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

５月30日朝、明子夫人から午前３時、日人さんが逝去されたとの連絡をいただいた。日人
さんは日本大学芸術学部映画科を卒業、朝日ＴＶニュース社、日経映画社を経てフリーの
写真家として独立。1981 年写真集『聖フランシスコはいま』から遺作となってしまった『天
国の窓』まで 20 冊の写真集を出版。写真展も20回（地方も含めると27回）開催している。

10 年前、写真家仲間とゴルフを楽しんでいる最中に脳内出血で倒れ入院。下半身麻痺と
なり以後車椅子生活となったが、その間にも明子夫人の献身的な協力で２回の個展、写真
集も出版。闘病以前には 99 回の外国取材。100 回目は地上を離れた取材となってしまわれ
た。私が日人さんと知り合ったのは、1978 年彼が JPSに入会されてからだが、人との付き合
いがアタタカイと言った印象だった。JPSに於いては企画委員として1995 年度の JPS 展
実行委員長の重責も果たされている。

日人さんはスポーツ万能、特にスキーの名手だった。JPS スキーには入会当初からやはり
写真家の明子夫人同伴で参加。お二人共明るく楽しい人柄で参加している子供達に自分の
滑りはそっちのけで面倒を見てくれた。

日人さんの父上は俳優で黒澤映画にも度度登場した名脇役菅井一郎氏。そんな環境で育
ったせいもあってかダンディで格好良かった。世田谷の赤堤に生まれ育ち、近所の赤堤教
会に通い、カブスカウト、ボーイスカウトに所属。少年達の憧れの的だったと聞いている。車
椅子生活になって約10 年、明子夫人に車を押されながらも友人の写真展には出来得る限
り見に行き、最後まで人との和を大切にされた人だった。赤堤教会で洗礼を受け、結婚式も
挙げ２年後には金婚式の予定だったが、その前に別の式となってしまわれた。日人さん、ご
冥福をお祈り致します。サヨウナラ。

菅井　日人　正会員

天野　尚　正会員

塚原　紘　正会員

「サヨウナラ、日人さん」 齋藤　康一
塚原さんからいただいた今年の年賀状に「昨年は皮膚がんで入院通

院の一年でした」と記されていました。ただ「身体は大方回復しました、
カメラを持つと元気になります」ともあり、良かったと思っていたので
すが、再発、悪化してしまったようです。毎年、初夏に奈良市の春日大社
境内にある鹿の保護施設「鹿苑」で子ジカが誕生するのですが、その
“ 奈良公園デビュー ” を撮りたいと、病身をおして出かけたのが最後の
撮影となったそうです。奈良を愛した塚原さんらしいエピソードです。

塚原さんはアマチュア写真家の指導にも熱心でしたが「厳しい批評
をする先生」と聞いたことがあります。温厚でいつもニコニコ、笑みを
絶やさない塚原さんだったので、きっと教え方も優しいのではと想像
していたので、これはちょっと意外でした。しかし考えてみると、それ
だけ写真に対し情熱と厳しさを持っていたんだな、と今にして思いま
す。

厳しい批評をする先生 大塚　努

2015 年 8 月 14 日逝去。
78 歳。
昭和 62 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

渡辺　関靖　正会員

思い起こせば 30 年程も前のことである。1986 年、JPS 展を初めて新潟伊勢丹で
開催することになり、東京の実行委員数名が応援に駆け付け、新潟展実行委員と交
流した。その折、新潟展実行委員長であり、新潟県写真家協会の会長でもあった故
小林新一氏より紹介を受けたことが初めての出会いであった。話の中で、東京のベ
ースボールマガジン社の写真部に勤務していたと聞いて、小生の義父が野球評論
家でベースボールマガジン社の池田恒雄社長とも親しく、本誌にもよく寄稿して
いること、また、小生が名古屋の少年ドラゴンズの会員であったことなどを話し、一
気に距離が縮まり、野球のこと、写真のことなど夜を徹して熱く語り合ったことが
昨日のことのように思われる。

JPSに入会以降は、総会や協会行事には必ず顔を出され、旅行誌などの取材や新
聞社系の旅行ムック誌のご紹介、新潟の酒蔵の取材などをお願いしたこともあり、
写真家としても出版関係の世界でも、親しいお付き合いが続いた。いつのことだっ
たか、お会いしたときに随分痩せておられたので体調を崩されていたのでしょう
か、ご本人は「ちょっと大きな病気をして静養していました」と語っていらした。
「もう、以前のような頑張りはできないでしょう」と静かな物言いの中にも、政治

や市議会議員の話などを積極的に話される姿には、以前にもまして秘められた情
熱を感じ取っていた。

ここ暫くはお会いすることもなく時が過ぎていったが、政治方面でもご活躍のこ
とと思っていた。事務局からの、突然の訃報に吃驚、声もありません。どうぞ安らか
にお眠りください。合掌

静かな中の熱い情熱・渡辺関靖さんを偲んで 山口　勝廣
天野さんが８月４日午後 11時 18 分、死去した。この一報を知ったのは翌日、私が

講師をする新潟デザイン専門学校から「たった今 TV で流れた」の確認問い合わせ
でした。「え・・やっぱり・・」と言葉が詰まりました。天野さんは16 年間元プロ競輪
選手でもありガッチリの大型体形でしたが、最近は疑いたくなるようなスリムになっ
ていきました。このことは TVの姿を見た県民の声でもあります。

私との出会いは 2000 年９月の元社員・渡部佳則君 (JPS 会員 ) の出版パーティー
です。前後して富士フイルム発行 ProVALVE の裏表紙に「大型カメラで原初の風景
に挑戦す」の天野さんを見たからでした。「新潟にも世界をフィールドに活躍するす
ごい写真家がいる」と思いました。会社は水草栽培「自然の生態系を水槽に表現す
る」経営。講演・セミナー等の紹介時に「水槽屋の社長」とよばれるので写真家の肩書
が欲しいということで JPSに入会されました。会社にお邪魔すると、佐渡の原生林の
半切プリントを机の上にドサッと置いてあり見せてくれました。その中から間もなく
2008 年の北海道洞爺湖サミット晩餐会の会場に「金剛杉屹立 (きつりつ )」が展示さ
れ世界の注目を集めました。2009 年５月天野さんに会長になってもらい ( 社 )IEPA
世界環境写真家協会を設立しました。世界 37カ国 113 名の写真家が登録されてお
ります。各地で写真展を開催しており、個展も数多く2013 年９月新潟市の朱鷺メッ
セで開催された「視力 6.0 の世界」は会場の広さ・数・大型プリントで圧巻でした。
アマゾンを始め世界各地を飛び廻っていましたが、ふる里巻町をこよなく愛し、最後
は病院から自宅に戻ってまもなく息をひきとりました。胃がんと闘い敗れたのです。

皆を楽しませる冗談はもう聞くことが出来ません。天野さんありがとう。合掌

世界的な環境写真家 上山　益男
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編集後記
◎ 30 年以上にわたり雑誌の世界で仕事をして
きましたが、使用カットを決定した後の編集作
業にかかわることは一切なく、編集用語もわか
らない状態で担当に…。今回、会報 160 号で実質
的に初めての編集作業に加わったのですが、エ
キスパート揃いの出版広報委員のおかげで無
事、編集作業を終えることができました。（加藤）

◎ 7 月 23 日猛暑の中をアフリカ取材に出発。高
原の国ルワンダに 3 週間滞在。20 年前の民族紛
争と大虐殺から立ち直り、今はツチとフツは共
存・共生の道を歩んでいる。次に向かったガー
ナは赤道に近いが雨季のためか、夜はエアコン
いらずで過ごせた。「夏はアフリカに避暑」が現
実味を帯びてきた。 （飯塚）

◎前号でお知らせしたエプサイトでの企画展に
は 37 名もの応募をいただきありがとうござい
ました。素晴らしい作品ばかりでしたが、会場の
都合もあり、8 名のかたを選考いたしました。現
在エプサイト内のプライベートラボを利用して
作品制作が進められているところです。来年 1
月 29 日から始まる企画展にぜひご来場くださ
い。 （関）

◎今号のメッセージボードでは在籍 40 年以上
の会員皆様からのコーナーが併設けられ、5 ペ
ージでの紹介となりました。写真表現や機材、写
真家の地位の激動発展時代に関わられてきた先
輩方々の話を拝読し、改めて現在の恩恵を受け
ているありがたさを痛感いたしました。 （小野）

◎ JPS 創立 65 周年記念事業「日本の海岸線を
ゆく－日本人と海の文化」の詳細が決定した。周
りを海に囲まれた日本ならではの歴史と文化、
地理や環境問題にも目を向けた内容となってい
る。実行委員の一員として、目の前には写真集の
編集という大仕事が待ち構えている。 （小池）

◎成績不振やその他の理由で監督・コーチはも
ちろん、選手がトレードされたりするのはスポ
ーツの世界で良くあること。しかし迷走する東
京五輪の諸問題では未だそういった光明が見え
ない。なんかそういう状況自体が「スポーツじゃ
ないな」と思う今日この頃。 （小城）

◎今年の仲秋の名月は、スーパームーンという
こともあって、Facebook などの SNS には実に
多くの画像がアップされていた。最近の
Facebook では、過去の同じ日にアップした情
報が時々表示される。昨年の今頃は、フォトキナ
会場にいたのだそうだ。 （柴田）

◎この会報では、賛助会員トピックスを長く担
当していますが、2000 年以後のデジタル時代に
なってからのカメラの進歩には、驚くほかあり
ません。35mm タイプでも画素数は 5000 万画素
を超えましたし、ISO は 409600 まで行きまし
た。5 年後の東京オリンピックの頃は、どんな機
材で撮影しているのでしょうか。 （伏見）

◎連日のようにメーカーからリリースを頂く。
もちろん、性能は右肩上がり。群雄割拠の様相
だ。喜ばしい反面、ボリュームたっぷり。35 ミリ
フルサイズ用レンズが、中判カメラ用並みであ
るのも珍しくない。画質向上という進化とトレ
ードオフに、写真家はこれまで以上に身体作り
が大切になりそうな予感…。 （桃井）

◎子どもの成長にあわせて仕事場が隅に追いや
られつつある。一部屋占有していた暗室は仕事
部屋に合併、リビングにあった大量の写真集も
撤収することに。もともと狭い我が城はついに
足の踏み場もなくなった。そして新たに子ども
部屋ができ、リビングにはおもちゃ棚ができた。
家庭を持つとはこういうことかとしみじみ。あ
あ。 （山縣）
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2015 年９月１日逝去。
58 歳。
平成 11 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

経過報告（2015年2月～4月）

◎ 2月 20 日　三団体懇談会
PM6:00 ～ 8:00　一般社団法人日本写真文化協会
◎ 2月 20 日～ 26 日　2014 年第 10 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真
展（大阪展）
富士フイルムフォトサロン大阪　入場者 3,126 名
◎ 2月 28 日　第 3回著作権研究会
PM1:30 ～ 4:30　東京綜合写真専門学校　203 教室　参加者 81 名
○「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～
◎ 3月 2日　第 32 回公益社団法人日本写真家協会理事会
PM2:00 ～ 3:00　JCII 会議室　18 名、欠席 2 名、監事 2 名
○第 1 号議案：平成 27 年度事業計画案の件　第 2 号議案：平成 27 年度
収支予算案の件　第 3 号議案：平成 27 年度新入会員承認の件　第 4 号
議案：「日本写真家協会入会規程」一部変更案の件、他
◎ 3月 4日～ 8日　2014 年第 10 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真展
（福島展）
福島市民ギャラリー　入場者 68 名
◎ 3月 20 日　第 5回技術研究会
PM1:30 ～ 4:30　大阪本町・愛日会館 2F イベントホール　参加者 70 名
○紙に合わせたプリント術～ピクトラン開発者が語る～
◎ 4月 6日　平成 27 年度新入会員説明会
PM1:00 ～ 4:30　JCII 会議室　新入会員 34 名、役員 13 名、委員 10 名、賛
助会員 22 社 32 名
◎ 4月 13 日　日本写真保存センター支援組織会議
PM1:30 ～ 3:30　JCII 会議室　支援組織会員 11 社 14 名、JPS6 名
◎ 4月14日　第 40回 2015JPS展「文部科学大臣賞」受賞者インタビュー
PM1:00 ～ 3:00　JCII 会議室
○受賞者：大浦美保（おおうらみほ）さん
◎ 4月 15 日～ 28 日　2014 年第 10 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真
展（仙台展）
ニコンプラザ仙台フォトギャラリー　入場者 354 名
◎ 4月 17 日　第 1回国際交流セミナー
PM6:00 ～ 8:00　国際機関 日本アセアンセンターホール　参加者 40 名
○タイ国撮影情報セミナー

山岡　正剛　正会員

山岡さんとの出会いは、彼が京都の光芸荘に勤めアシスタントとして働いておら
れた頃で、もう30 年以上遡ることになります。お祭りなどの撮影現場で、長身の青年
がキビキビと動いていた姿が今もよみがえってきます。独立してフリーの写真家と
なってからは、行政や観光方面の媒体で活躍しながら、京都をテーマに撮影を続けて
こられました。　

一昨年（2013）気心の知れた京都の JPS 仲間 6 人で「京都四九八九　百八景」のタ
イトルでグループ写真展を行い、京都から東京へと巡回し写真集の出版「IN 
KYOTO（光村推古書院刊）」にもつながってゆきました。プロフィール写真を神崎順
一氏のスタジオで互いに撮影しましたが、まさかその時の写真が遺影になるとはメ
ンバーだれもが想像できませんでした。

15 年ほど前、白血病を発症し骨髄移植を受けたあと長い闘病生活をへて奇跡的に
復活、写真家生活を再出発し順調に仕事もこなしながら各方面で活躍しておられま
した。昨年、残念なことに病が再発し、最近入院されたので、写真展グループ全員で励
ましのお見舞いに行こうと日時まで決めていた矢先、悲しい知らせが届きました。
「57歳の若さ、写真家として撮り残したことや無念の思いがあったかもしれません

が、最期は安らかに息を引きとりました」と奥様からお聞きしました。通夜の折には
愛息の涼君が遺志を継いで写真家を目指すとのこと、どうか息子さんが写真家とし
て成長されてゆく姿を天国から見守りください。心よりご冥福をお祈り致します。9
月1日逝去。合掌

追悼　山岡正剛さん 中田　昭



広告系の写真を生業としている弊社からみると、 信じられな

い事が報道写真の世界で起こっているようです。

少し前ですが、 世界報道写真財団が主催する報道写真コン

テストには今年、 前例がないほど多くの 「加工された写真」

が持ち込まれ、 最終選考の一歩手前まで残った写真の 20％

が、 過度の加工を施していたために失格となった。 昨年の 3

倍だった。 との発表がありました。

ご存じのように、 広告系写真は色々と手を入れてあります。

受けて側も、 それを前提条件として広告系の写真を見る土壌

が、 社会にはすでにあるようです。

でも、 新聞の事件写真や報道写真は違うと思っています。

写真が写真としてなりたっている世界だと信じていたのです

が、 それが違うようです。

映画 「フォレスト ・ ガンプ」 以降、 写真の証拠能力は無くな

ったと、 聞いた事があります。

社会の矛盾や問題を告発する報道写真で写真に過剰な加工

があったのでは 「信用」 まるつぶれです。

JPS の皆さん 「守るべき一線」 心のなかにしっかりとお持ちに

なっていると信じています。

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
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－作品について説明してください。
内野：2013 年にアイスランドで撮影したオーロラの写真
です。その国の特徴的な風景と一緒にオーロラを収めたい
というテーマでカナダで 10年ぐらい撮影していたのです
が、今回はアイスランドを訪問しました。
－オーロラの魅力はなんですか？
内野：やはり色ですね。太陽の活動が活発になって太陽風
（荷電粒子）が強くなると赤や青といった鮮やかなオーロラ
が出現するんですが、感度を上げたり露光時間を長くして
弱い光を捉えて写し込むと、実際に目で見た色と写真の色
とが違うときがあるんです。そういった魅力に惹きつけら
れています。

内野 志織（うちの・しおり）さん
山好きの父親の影響で幼少の頃から登山や風景写真の
魅力に触れる。1999 年から 2007 年までオーロラに魅
せられ拠点をカナダに。写真集に『オーロラ／瑠璃色の
シンフォニー』。（公社）日本写真家協会会員
http://www.lapisnight.com/

－プリントサイズや用紙のねらいは？
内野：美しく壮大なオーロラを表現したいと考えて、サイ
ズはA1にして、用紙は「写真用紙＜光沢＞」を選びました。
プリンタはエプソンのPX-20000 を使っています。
－プライベートラボを利用した感想は？
内野：フィルム時代を含めて、作品の出力はこれまでは専
門の業者さんに依頼していて、自分で出すのは今回が初め
てなのですが、プリントされていく過程が間近で見えるの
はとてもいいなと感じました。ラボ自体も静かで落ち着い
ているので作業にも集中できます。機会があればまた利用
したいと思います。
－写真展に向けた期待や意気込みを
内野：オーロラの写真展は何回か開催しているのですが、
Facebook 等で告知をしても、オーロラに興味のない人に
はなかなか来てもらえません。今回は８人による合同の企
画展ということで、いろいろな方が来ていただけるのでは
ないかと期待していますし、オーロラの魅力を少しでも伝
えられれば嬉しく思います。
－ありがとうございました。

日本写真家協会会員の企画展開催が決定 !!
「プライベートラボ」での作品制作が進む

エプサイトでは日本写真家協会会員8名によるグループ企画展「プライベートラボ活用写真展」（仮
称）を 2016 年 1 月に開催いたします。写真展に向けた作品制作が「エプソンイメージングギャ
ラリー エプサイト」内にあるプライベートラボで進んでおり、お二人の作家にお話を伺いました。

壮大なオーロラに魅せられた内野さん 評価光の下でプリントをチェック
6



書棚撮影の面白さを熱く語る薈田さん プリントサイズは迫力あるB0ノビを選択

●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。

エプサイトのプライベートラボでは、最大 64 インチ幅のプリントに対応
した「PX-20000」のほか、17 インチ幅ロール紙を含む A2 ノビに対応した

「SC-PX3V」などをご用意しています。

●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、

エプサイトのプライベートラボでは、最大 64 インチ幅のプリントに対応
した「PX-20000」のほか、17 インチ幅ロール紙を含む A2 ノビに対応した

「SC-PX3V」などをご用意しています。

－作品について説明してください。
薈田：書棚をテーマにした撮影を 4年ぐらい続けていて、
今回は旧江戸川乱歩邸の書棚と、グラフィックデザイナー
の鈴木一誌（ひとし）さんのアトリエの 2点を選びました。
書棚ってその人の人柄が現れますから被写体として興味深
いだけではなく、細部と全体の両方を見せる撮影技法を考
えるのも面白くて、引き込まれちゃったんですね。
－撮影はどのように？
薈田：旧江戸川乱歩邸の書棚は、レーザー墨出し器を使っ
て水平と垂直を正確に割り出して、カメラ位置を縦横に移
動させながら、全体を 60枚ぐらいに分割して撮影したの
ちに合成しています。一方で鈴木一誌さんのアトリエは、自
分は動かずにカメラをフリーハンドで振って撮影し、コラ
ージュ的に合成しています。書棚の空間をどう見せたいか

薈田 純一（わいだ・じゅんいち）さん
日常では忘却されながらも突然蘇る記憶「偶景」をテー
マに撮影を始める。代表作に「Primary Days」など。近
年は様々な「書棚」の佇まいを独特の視点から追及。近著
に『立花隆の書棚』（立花隆 著・薈田純一 写真）や『松岡
正剛の書棚』（松岡正剛 著）。（公社）日本写真家協会会員
https://www.facebook.com/JunWajda

によって撮影方法を決めています。
－プリントサイズや用紙のねらいは？
薈田：このシリーズは以前はキャンバス地にプリントした
こともありますが、今回は写真らしさを出したいと考えて
「写真用紙＜光沢＞」を選択しました。サイズは、書棚の佇ま
いと背表紙の細部の両方を見せるには大きくしたほうが面
白いので、展示スペースの幅も考えてB0ノビを選び、エプ
ソンのPX-20000 でプリントしました。
－プライベートラボを利用した感想は？
薈田：初めて利用しましたが天国ですね（笑い）。スペース
も広いし、インクの補充やロール紙のセットもエプサイト
のスタッフの方がすべてやってくれるので、作品データさ
え完成してればこんなにいいプリント環境はないんじゃな
いでしょうか。出来上がるところを実際に見られるという
のはやはりデジタルの時代ならではなので、今回の写真展
以外の制作でもぜひ利用したいと思います。
－写真展に向けた期待や意気込みを
薈田：合同の写真展に参加するのは実は初めてなんです。
メンバーの皆さんとお会いしてそれぞれの作品を拝見した
ところ表現も多種多様なので、ギャラリー全体が多彩な空
間に出来上がったら面白いなと思っています。
－ありがとうございました。

＜写真展のお知らせ＞

エプサイトと（公社）日本写真家協会では、日本写真家協会会
員 8名による「プライベートラボ活用写真展」（仮称）を以下の
とおり開催いたします。作品はエプサイト内のプライベート
ラボで制作されたものを中心に、すべてエプソンのインクジ
ェットプリンターで制作されています。8人の写真家のそれ
ぞれの個性が反映されたすばらしい作品が並びます。皆様の
ご来場をお待ちしております。

日時：2016 年 1月 29日（金）～ 2 月 18 日（木） 
　　　10:30 ～ 18:00 （日曜日休館）
会場：エプソンイメージングギャラリー エプサイト
　　　（ 新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1階・

TEL 03-3345-9881）
出展作家：内野詩織、大高 明、小宮広嗣、三田崇博、橋本
武彦、松原豊、満田聡、薈田純一（五十音順）
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