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■フォーカス 写真展「後世に遺したい写真」
■第 11 回 JPS フォトフォーラム
　「伝える、残す、写真の力」

Photo  Yamamoto Haruyuki
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Training Seminars To Improve Your Inkjet Prints
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写真愛好家の皆さまにより多くの活動の機会をご提供する「ギャラリー」。
ここでは公募による作品展を主に開催します。
毎年4月と10月に作品を募集し、選考は外部識者を加えた
選考委員会によって行います。
インクジェットプリントの作品であれば、応募資格は問いません。

最新のパソコン・プリンター・スキャナーがそろい、
カラーマネジメント環境が整ったレンタル工房「プライベートラボ」を、
2部屋ご用意。ゆったりとしたスペースで、最大1600mm幅の
大判プリントが制作可能です。用紙ラインアップも充実。
お客様ご自身によるプリント制作を存分にお楽しみいただけます。
※JPS会員様向け特別価格をご用意しております。

デジタルプリントに関するさまざまなセミナーを開催しています。
エプソン製品の使い方を知りたい、基礎から写真のレタッチを楽しみたい、
撮影からプリントまでじっくり学びたいなど、
皆さまの声に応じた多彩なカリキュラムをレベル別にご用意。
あなたのスタイルにフィットする講座が見つかるはずです。

エプソン製品の展示、ご相談スペースです。
製品に触れ、サンプルプリントをじっくりご覧いただけます。
デジタルプリントにまつわるさまざまな疑問を
解決するためのイベントも開催しています。

写真好きが集い、作品を発表・販売できる公募型ギャラリー

デジタルプリントに最適なレンタル工房

レベルやスタイルに応じて学べるプリント講座

エプソンイメージングギャラリー エプサイトのご紹介

〒163-0401
東京都新宿区西新宿2-1-1　新宿三井ビル1F
TEL ： 03-3345-9881　FAX ： 03-3345-9883
開館時間　10：30～18：00
休館日　日曜日・夏期・年末年始
入場無料　http://www.epson.jp/epsite/

エプソンイメージングギャラリー エプサイト

「エプソンイメージングギャラリー エプサイト」は、写真プリントの楽しさを体験できるスペースです。
ギャラリー、プライベートラボ、フォトセミナー、ショールームをご用意してお待ちしております。
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犬山祭り───森井禎紹
写真集『東海道五十三次 祭り旅』



爛漫──────────越　信行
写真集『生涯一度は行きたい春夏秋冬の絶景駅 100 選』
写真展「レールの彼方へ〈旬の絶景駅〉」



Structures in Astoria ───増田雄彦
写真展「BACK HOME」
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タイガに暮らす（トナカイ遊牧民）───清水哲朗
写真展「Anchin」



生きることの、よろこび───飯島幸永
写真集『暖流』



ゆかしかりしかど過ぎ去りき───中津川隆康
写真集・写真展「VIA AURELIA」
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First message

17 年前の１月、朝刊に目を通していた私の眼
は、前日に起こった或る事故の記事に釘付けにな
った。以前、私のアシスタントを務めていた関根史
郎君が、JR新大久保駅で線路に落ちた人を助けよ
うとして電車に接触し、命を落とした。つい２日前
に会ったばかりだったのでびっくりし言葉もなか
った。スポーツ好きの彼がよく通っていた運動具
店に立ち寄った後のことだった。同時に韓国の人
も事故に遭遇し、命を亡くした。この不幸な出来事
は、日本よりも韓国で大きく報道されたので、韓国
でも悲しみの輪が大きく広がった。関根君は、たい
へん気持ちの優しい青年でとっさの出来事に対し
て、素早く対応したのだろう。彼は日常の仕事とし
て小動物（ペット）を撮影していたが、優しい性格
の彼にとって小さな生き物の世界は、ぴったりの
被写体だった。

先日の新聞のコラムで、ベネチアでの写真のフ
ェスティバルについての記事が掲載されていた
が、コソボから来たというアーティストが「偉大な
人間として注目されるよりも、良い人間として多
くの人に愛されたい」と語っていたのが、大変印象
に残った。コソボはバルカン半島の一部にある小
さな国だが、旧ユーゴスラビアに属し経済的にも
政治的にも難しい立場にある。

今月号の『ナショナルジオグラフィック日本版』
は、「脳科学を解き明かす」として「善と悪」をテー
マにしている。最近の研究によると、脳は柔軟なト
レーニングをすれば、大人になっても、優しさや寛
容さを育てられることが証明されているようだ。
人の痛みを感じ、それを和らげてあげたいという

思いやりの気持ちを育てるにはどうしたらよいの
か、我々の日常の生活を豊かにするうえで大事な
テーマだが、ただひたすら豊かさを求めてきた社
会を考えると、難しいというのが実情だろう。

日常の生活環境や風習、宗教など異なる人間社
会の様々な問題を抱え足踏みしている状態にある
中で、発展途上にある人工知能の世界は汎用 AI
の急速で着実な進歩をしている。AIを一般社会で
広く使うためには、まだまだ問題点が多いが、従来
は不可能とされていた抽象的な概念や言葉の持つ
微妙なニュアンス、悲しみの感情、怒りなど様々な
感情を見分けるようになったようだ。

身近な友人の死という現実に向き合い、生きる
ことの大切さ素晴しさを改めて強く感じた。その
際感じる感情の起伏や微妙な思いも、脳科学が進
歩し確実に相手に伝えられる状態になっても、伝
えきれない部分は必ず残るだろう。
「一人の人間の死は悲劇だが、数百万の人間の死

は統計上の数字でしかない。」というスターリンの
言葉があるが、人間の死を数で表わすような世界
にはしたくない。人間の死はあくまでも個人の死
として語り伝えたい。

現在の世界は、20％の豊かな人々が80％の自然
資源を消費する構図となっている。他人と共有し
ない時間と空間こそが個人のものだとすれば、
我々はそうした個の時間を失いつつあるのが現実
だ。脳科学が進歩し人間の持つ計り知れない感情
や感覚が相手に伝えられるようになったとして
も、個々の人間が持つ存在感を失うことはないだ
ろう。

会長　熊切　圭介　

「人の命を救うということ」
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focus
3 月に横浜で催されるCP+2018 の横浜みなとみらいギ

ャラリーで JPSが開催する写真展は、写真保存センターが
これまでに収集保存してきた約 30 数万点の写真原板が、
どのような内容のものかを知って頂くためのものである。

一つは法隆寺をはじめとする著名な寺社が保持してい
る国宝級の建造物や仏像などの文化財を撮影した写真
と、1920（大正 10）年頃から1990（昭和 65）年頃までの日本
人の暮らしぶりを撮影した約 100 点の写真を選び展覧
する。

西欧で起こった第 1 次大戦の余波を受けて好景気に沸
いたのもつかの間、1923（大正 12）年の関東大震災で東京・
横浜は壊滅的な被害を被り、不景気に陥って行く。昭和に
入ると軍部の台頭が始まり、満州事変・日中戦争へと進み、
1941（昭和 16）年には太平洋戦争（第 2 次大戦）へと突入
する。

1945（昭和 20）年、米軍の原爆投下で敗戦を迎え、食糧
難、住居の困窮などを経て新生日本が始動する。経済復興
と成長による世相の安定と暮らしの変貌を写真家は様々
な状況下で捉え続けてきた。

時代の変化はその時でなければ捉えることはできない。
いまは写せても過ぎ去った時代を遡って撮ることはでき
ない。写真が時代の目撃者、時代の証言者といわれるのも、

CP+2018 イベント

写真保存センター収集作品を一挙展示 !! 
写真展 「後世に遺したい写真」

2018 年 3 月 1 日（木）～ 4 日（日）　　　　横浜・みなとみらいギャラリー

ここに遺されている写真があるからこそ再見でき、写真が
時代の鏡といわれる所以である。その写真原板を収集・
保存しているのが写真保存センターである。その意義と
役割はいまここまで進んでいる現状をご覧いただく。保存
センターは写真原板の収集・保存をすることと、整理して
誰もが利活用できるようにアーカイブ化し、過去から未来
に繋ぐ日本人の歴史、懸け橋として役立つよう努力して
いる。

●CP+2018　過去から未来へのメッセージ
「後世に遺したい写真」セミナー

2018 年 3 月 4日（日）13：00 ～ 14：30
会場：パシフィコ横浜会議センター303
定員：220 名　（聴講無料／事前登録制）
講師：飯沢耕太郎（写真評論家）
　　　松本徳彦（写真家・日本写真家協会副会長）

【CP+ セミナー申込み：http://www.cpplus.jp/】
我が国に写真術が渡来してから約 160 年。湿板写真か

らガラス乾板、次いでフィルムへと進化し、現在はデジタ
ルフォトへと技術の変遷が見られるが、いずれもレンズを
通して見つめた世の中の様々な対象物、被写体を瞬時に
銀粒子の支持体に定着し、細密な画像として記録した。ガ

4、�戦争の足音が響くなか銃剣術の訓練をする生
徒たち。昭和 16年。『写真週報』より。

5、�原子爆弾による被災者。昭和 20年 8月 10 日、
長崎にて。山端庸介撮影。

6、�赤旗を振る復員してきた労働者。�
新潟市。昭和 21年。渡辺義雄撮影。

1、�裕福な家族の記念写真。大正 14年頃。�
辻本満丸撮影。

2、�川の氾濫を復旧する工事車両。大正 20年頃、�
岡山県津山市の江見写真館撮影、ガラス乾板。

3、�現東芝の広告に掲載された原節子。�
昭和 11年。名取洋之助撮影。
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ラス乾板やフィルムには画像を記録する銀粒子による乳
剤があるのに対し、デジタルも同様に対象を受光素子に
記録し、画像を形成することで被写体の細密な画像を生
み出し、写真として利用されている。

現在、公益社団法人日本写真家協会が文化庁の委嘱を
受けて日本写真保存センターが活動を推進しており、この
12 年間で、明治以降の日本人の暮らしや住環境などを記
録した写真等を、物故された写真家の遺族から、また現在
も活躍されている写真家自身から、撮影されてきた写真原
板（ガラス乾板、フィルム等）を収集し、保存状態の良否、劣
化の有無を調べ収集（寄贈、寄託）してきた。その数約 30
数万本以上（乾板、シート状のフィルム、ホルダーに納まっ
ているスリーブ状の小型フィルム類などをそれぞれを1
本と定める）を収蔵してきた。これらから、撮影者を割り出
し、いつ、どこで何が写されているか、を調査し記録してい
る。整理の終わったものから遂次、相模原にある東京国立
近代美術館所管のフィルムセンターの室温 10℃、相対湿
度 40％に保たれた収蔵庫に移し長期保存を図っている。

今回みなとみらいギャラリーで展示しているプリント
は、大正期から昭和期に至る激動した時代の約 50 年間の
日本人の暮らしを捉えた写真と、文化財の記録を約 100

点展示している。
写真には時代をあらわす様々な諸相が克明に記録され

ており、眼で見る日本人の歴史の断面と言える。写真のも
つ記録性を具体的な形で知ることができ、過ぎ去った時
代を写した画像を通して、歴史をひも解いてみることで、
将来を考える手立てになればと思う。

CP＋の最終日の 4日（日曜 13 時～ 14 時 30 分）に、写真
評論家の飯沢耕太郎氏と写真家の松本徳彦が対談形式
で、写真保存センターの意義と写真原板の収集の必要性
について語り合う。� （記／日本写真保存センター）

14、�オリンピック間近、建設を急ぐ首都高速。渋谷
付近の都電。昭和 38年。諸河�久撮影。

11、�多目的ダム建設で沈みゆく西川橋を眺める村
人。岡山県旭川流域。昭和�28�年。山﨑治雄撮影。

15、�法隆寺金堂（国宝）　昭和 38年。渡辺義雄�
撮影。

12、�村にテレビがやってきた。秩父。�
昭和 33年。南�良和撮影。

16、�過密／都電を待つ通勤者。錦糸町　昭和 38
年。富山治夫撮影。

10、�米軍の射爆場となった石川県内灘村の子供た
ち。昭和 28年。佐伯義勝撮影。

9、�女性だけを招待したストリップショー浅草。�
昭和 27年。笹本恒子撮影。

8、�カストリ雑誌に混じって並ぶ少年雑誌を読む
子供たち。横浜。昭和�25�年。朝野�隆撮影。

13、�腕白小僧。佐渡島。昭和 35年。岩宮武二撮影。

7、�エリザベス・サンダースホームで養育されて
いる進駐軍兵士との間で誕生した孤児たち。
　昭和 23年。吉田�潤撮影。
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●二つの写真展を同時開催

2017 年 11 月末から二つの写真展を同時開催させてもら
った。私の会社に撮影チームがある関係上、個人での写真展
をやること自体が本当に久しぶりだった。本来「これが自分
です」と開き直る気持ちになれる写真が集まらないと写真
展をやろうという気にならない自分の性格もあると思う。

今回は、駆け出しの時代を含めた広告系のモデルを使っ
た、いわゆる〝演出″の仕事を集めた「Clientwork part1」と、
ライフワークの一つであるオリンピックでも冬季オリンピ
ックに的を絞って「冬季オリンピック報道の世界」とした。

普段私の仕事はスポーツ専科だと思われているが、実は
広告系では様々なジャンルにチャレンジしてきているとい
う事を知ってもらいたい、という意味で「Clientwork part1」
は私にとって楽しい写真展だった。未整理の写真がまだま
だ沢山あるので、そのうち part2 にもチャレンジしたいと思
っている。

冬季オリンピックの写真展は 1984 年のサラエボから
2014 年のソチ迄の中から日本選手を中心に、普段報道分野
で使ってもらってきた写真というよりも、自分が好きな写真
で選ばせてもらった。自分ではかなり絞ったつもりだった
が、それでも 200 点を超えてしまった。

2018年２月に開催され、北朝鮮の突然の参加など話題の多かった平昌オリンピック。ビックイベントであるオリン
ピックを半世紀にわたり、こだわりの視点で撮影を続けてこられた青木紘二（JPS会員）さんに、オリンピックとの出会
いや取材のエピソードを交え、その思いを書いていただいた。
プロの写真家としてスポーツ以外にも動物写真など、様々な分野で仕事をされてきた青木さんが語るオリンピック撮
影の魅力とは。� （出版広報委員会）

●オリンピックとの出会い

オリンピックという言葉を初めて知ったのは、小さい頃、
父からオリンピックで猪谷千春選手が銀メダルを獲ったと
教えてもらった時だ。冬には屋根の雪降ろしをして、その雪
で屋根続きの滑り台を庭に作り遊んでいた子供にとって、
アルペン種目のスラロームでの銀メダルは何かすごい事の
ように思えた。そのすごさが現実になったのは、子供時代の
記憶であまりはっきり分からないが、映画館で観たニュース
映像（TV がない時代は映画の前にニュースが流れた）だと
思う。全日本選手権だったと思うが、猪谷選手が一度尻もち
をついたにも関わらず優勝。尻もちをついても優勝できるオ
リンピックメダリストの実力に子供にとってはカッコ良い
としか思えなかった。

●写真家として

初めてオリンピックを撮ったのは 1964 年東京オリンピッ
ク。ローマオリンピックのグラフ雑誌で見た〝はだしの王者″
ビギーラアベベ選手をどうしても撮りたかった。ヒタヒタと
独走するアベベ、しばらくして頭を斜めに傾げながら競技
場へと入っていく円谷選手。目に涙をいっぱい浮かべなが
らシャッターを押した。

プロカメラマンとして本格的に活動を始めたのは 1976

TVクルーによるインタビュー取材を受けるカーリング女子元日本代表の小笠原歩選手と共に

オリンピックに魅せられて半世紀
青木紘二 （株式会社アフロ代表）
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Wonder Land

年。当初はぺエぺエでも収入を得やすい通販や旅行パンフ
レット等、いわゆる広告系の撮影をしていたが、オリンピッ
クを撮りたいと冬季インスブルックに行った。当時生活のベ
ースがスイスだったので車で 4 時間かかった。申請すれば
貰えると思っていたプレスカードは全くの大違い。寂しい財
布をはたいて高いチケットを購入し会場に入ってみたら、
憧れの被写体は 50 ｍも 100 ｍも向こう側。当時は 200 ｍｍ
くらいのレンズしか持たず、選手は豆粒状態。その当時はも
らえる仕事は何でもという日々で、スポーツを撮りたいとい
うよりは、オリンピックを撮ってみたいという気持ちが強か
ったので、失望感は大きく、｢それなら試合を客として楽しも
う｣という精神的余裕はもう無く、負け犬のように早々にス
イスに帰ってしまった。そしてこの経験が益々オリンピック
をまともに撮りたいという気持ちに拍車をかけたのだろう
と思っている。やっとの思いで初めて正式に撮影できたの
は 1984 年の冬季サラエボオリンピック。スポーツメーカー
の仕事がメインで、アルペン種目以外はスケジュールに隙
間がある時だけの撮影だったが、夢のような毎日だった。

●機材の変化

思えば撮影機材もそれ以降大きな進歩をとげ、撮影方法
もそれによって大きく変わってきた。80 年代は当然フィル
ムでのマニュアルフォーカスの時代。動体視力や反射神経
が非常に大事な撮影能力として求められ、又フィルムは 1
本 36 枚が限度。フィギュアスケートはボディ 2 台で撮ると
しても 72 枚。撮影中は 1 枚 2 枚と数えながらシャッターを
押し、60 枚位で演技を撮り終える。残りはガッツポーズ等
選手の演技後の為に残しておく。それが今では撮り放題。デ
ジタルカメラで育った若いカメラマンは動画撮影と変わら
ない位だ。オートフォーカス機材の信頼度が上がったのは
1990 年代半ば、アトランタオリンピック頃からだ。

一度コツを掴んでしまえばやはり楽になった。そして 90
年代後半に登場したデジタルカメラ。私がデジタルカメラ
を最初に仕事で使ったのは 2000 年シドニーオリンピック
の女子マラソン高橋尚子選手の金メダルゴールだった。
2002 年ソルトレイクオリンピックはまだデジタル半分、フィ
ルム半分という状態。2006 年トリノオリンピックは、私に

キヤノンギャラリーS会場の入り口「冬季オリンピック報道の世界」写真展会場

は高 ISO の画質問題から解放された忘れられないオリンピ
ックとなった。それまで暗い室内競技等は 1/125 秒で撮っ
たり、高 ISO ポジのフィルムを増感するよりネガフィルムを
増感してそれでポジを起こす等少しでも良い画質を求めて
工夫したものだったが、EOS-1Dark Ⅱ N 等のデジタルカ
メラの高 ISO の画質の飛躍的な向上で全く気楽に室内競技
が撮れるようになった。その後も高 ISO 画質は更なる進歩
をとげ、フィルム時代には使う事のなかった 1/2000 秒や
1/4000 秒で水しぶきを完全に止めてしまう事も容易にな
り、表現方法にも変化が現れた。

●オリンピック撮影の魅力

普段は経営者としての仕事も多く、撮影不足になりがち
な私にとってオリンピックは朝から夜まで撮る事だけを考
えて過ごせる極上の日々。一日３イベントをこなしベッドで
寝るのは 4 時間位。足りない分は会場へ向かうプレスバス
の仮眠で補い、オリンピックが終わった足で自社に 8 日間閉
じこもり『オリンピックの公式写真集』を編集。日本選手を中
心としてオリンピックの歴史を写真集で残そうと 1998 年の
冬季長野オリンピック以降、夏、冬オリンピックごとに『JOC
公式写真集』を制作している。写真集の印刷が始まり、残エ
ネルギーが０になって私のオリンピックが終わるが、これが
やめられない。

やれるだけの事はやったという充実感と相反して、ああ
撮れば良かった、こうすれば良かったという後悔心と、この
次はもう少し上手く撮ってやるぞという諦めの悪さがいつ
のまにか平昌で 18 回目のオリンピックになってしまった。

青木紘二（あおき・こうじ）
富山県出身。ただ単に趣味であった映像で生きようと
1976 年にカメラマンとして仕事を始める。語学力を生か
した海外撮影、コマーシャル分野の仕事を始めたが、後に
出版分野にも幅を広げる。オリンピックの撮影は、夏冬あ
わせて 17 大会を数え、ライフワークとして長年撮影して
いる。1998 年長野オリンピックでは組織委員会オフィ
シャルフォトチームのリーダーとして活動。2017年3月、
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
フォトチーフに就任。株式会社アフロ代表。
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私は 50 年以上、写真家として撮り続けてきました。本格的
に写真の仕事を始めたのは1962 年頃。きちんとしたテーマで
作品を発表したいと思い、視聴覚障害者の問題をテーマにし
ました。次に取り組んだのが農村問題です。農村を撮り始めた
60 年代半ば、若い人や農家の主は出稼ぎをし、子どもたちは
集団就職で都会へと出て行った。農村は過疎化が進み、人手
不足もあって高い農機具を買わないと米を生産できず、追い
詰められて〝機械化貧乏〟に陥る農家も多かった。70 年代から
は減反政策が始まり、山間部の農地は原野化していきました。

71、72 年頃は、富士山とからめて当時の高度成長社会を描
くというテーマで撮影しました。富士山の次には、桜も撮影。
92 年からは上海から江南一帯にも通い、明の時代に造られた
橋をめぐる庶民の普通の暮らしを撮りました。通っているう
ちにどんどん社会が変わり、古い町は観光地になり、商売人が
暮らす街になりました。

私がどう考えるかはさておき、
そこにある事柄の状態、その事柄
を成立させている背景などを、い
かに写真の中に表現するか。それ
が私の、写真家としての姿勢で
す。農村の問題も、ある事象を撮
っていくと、そこから派生して次
の撮影対象がはっきりと見えて
くる。そうやってつながっていく
ものを一つひとつ丁寧に撮るこ

第 11 回 JPS フォトフォーラム
（2017 年 11 月 5 日（日）：有楽町朝日ホール）

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

今回のテーマ：

「伝える、残す、写真の力」
記録の意味と価値

開会挨拶：会長 熊切圭介
今までもこのフォーラムを

通じて、写真というメディア
のおもしろさや魅力などを、
さまざまな角度から考える機
会を持ちました。第 11 回とな
る今回は、３人の写真家の方
にご登壇いただいて、「伝え
る、残す、写真の力」というテ
ーマでお話しいただきます。
写真というメディアは、撮っ
て、伝えることが大事です。パ
ネルディスカッションの司会は、アサヒカメラ誌上で
いつも健筆をふるっている佐々木広人さんにお願いし
たいと思います。

英 伸三　Shinzo Hanabusa
「そこにある事柄と、その背景を丁寧に撮っていくのが、私の写真家としての姿勢」

とでテーマを成立させる。ですからあるテーマで写真集など
にまとめるには、最低２、３年かかります。ひとつの出来事の背
景には、複雑に絡み合った社会の営みがある。それを解きほぐ
していくことによって写真が生まれ、社会のありようが伝わ
り、記録として残っていくのだと思います。

【はなぶさ・しんぞう】1936 年生まれ。東京綜合写真専門学校卒業。農村問題などを通じて、日本の社会の姿を追い続けた。1992 年から上海と江
南一帯の明、清時代の面影を残す古い町を訪ね、近代化政策によって姿を変えていく街のたたずまいと人々の暮らしぶりを記録している。日本写真
家協会会員。現代写真研究所所長。主な写真集に『農村からの証言』『一所懸命の時代』『上海放生橋故事』など。第 7 回伊奈信男賞受賞。
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Forum

私は東京育ちですが、なぜか小学校の頃からアイヌの
人たちに興味があり、アイヌの少女が主人公の物語を書
いたりしていました。後に北海道で育った人と結婚し、会
話の中に「アイヌの人が」という言葉が出たことをきっか
けに子ども時代の興味が蘇り、アイヌ関連の本を読んだ
り、講演を聞きにいくようになりました。

ある時、北海道の平取町二風谷に住むアイヌの女性が
集落近くのダム建設に反対していることを雑誌で知りま
した。ぜひお会いしたいと思って手紙を書いたところ、快
諾をいただき、駆けつけた。1992 年の夏です。それから25
年間、アイヌの方々の日常や儀式などをずっと撮り続け、
写真集も３冊出し、写真展も全国で行いました。しかし、
実際にはまだアイヌの方の現状が伝わっていないなとい
うもどかしさを感じていました。そこで始めたのが『アイ
ヌ、100 人のいま』というプロジェクトです。

アイヌの方たちご自身に、どこで、どんな服装で撮られ

たいかを決めてもらう。そして
撮る時に「今、一番言いたいこ
とはなんですか？」と伺い、そ
の言葉も写真集に載せる。ま
た、Aさんを撮ったら、次の B
さんを誰にするかは Aさんに
推薦してもらう。アイヌの方た
ちに委ねる部分が多いやり方
をすることで、共同作業のよう
になればいいな、と。2009 年か

　毎年恒例となったフォトフォーラムが2017年11月5日（日）、有楽町朝日ホール（東京都千代田区）で開催されました。今回は英
伸三氏、宇井眞紀子氏、公文健太郎氏を招き、「伝える、残す、写真の力」というテーマで行われました。
　常連の方々も多く見られるなか、今回は354名の参加者で埋まり、各氏の講演と『アサヒカメラ』編集長の佐々木広人氏の司会で
のパネルディスカッションが繰り広げられ、写真談義に浸るひと時を楽しみました。午後の部の初めにはステージでパネリスト4名
による作品講評会が行われました。また、ロビーには「ＪＰＳ展」「著作権」「写真保存センター」のコーナーが設けられ、講演の合間に参
加者で賑わいました。

公文健太郎　Kentaro Kumon
「変わりつつある日本の美しい『農』の風景を記録したい」

宇井眞紀子　Makiko Ui
「アイヌの方々の現状が伝わっていないもどかしさから生まれた『アイヌ、100 人のいま』」

ら2016 年にかけて17 都道府県で撮影し、北海道が一番
多いですが、奄美大島でサーフィンをしている女性もい
ます。写真集の順番は私自身が決め、トリを締めていただ
いたのはアイヌ文化をずっと継承しているおばあちゃ
ん。今一番言いたいのが「ありがとう」という言葉だとお
っしゃり、すごく感銘を受けました。

僕の場合、もともと記録として写真を撮るという感覚
はなくて、撮っているうちにいつの間にかそうなったと
いう感じです。そもそものきっかけは、高校時代、寮でネ
パールからの留学生と同室だったので、３年の時にネパ
ールにいったこと。村の真ん中に土の一本道が通ってい
て、まわりが田んぼだった。その風景に惹かれて大学時代
何度もネパールに通い、写真を撮っていました。

ある時、親しくなったネパールの少女が結婚すること
になりました。とても勉強ができて、将来の夢もあったけ
れど、親の方針で会ったこともないような町の小さな洋
服屋さんに嫁ぐことになったのです。僕は結婚式の模様
や、子どもを産んで成長する姿をずっと撮らせてもらい
ました。彼女を描くことは、途上国の女性の問題につなが
っていくのではないかと思ったからです。そこから第一
冊目の写真集『ゴマの洋品店』が生まれました。

次のテーマを探している時、たまたま以前撮影したレ

ンコン農家を思い出しました。
ネパールに行かなくても、自分
の撮りたいものはここにある
と思ったのです。そこから始ま
ったのが「耕す人」のシリーズ
です。

各地で撮影をしていると、日
本は美しいと感じます。よく考
えたら、その美しい風景という
のは、ほとんど「農」の風景なの
ではないか。農業が変わるとい
うことは、日本の風景が変わることなんだと思うと、今の
農の風景を写真に残しておくことには大きな意味がある
とも思います。ただ、変わりゆく農業や日本を撮りつつ
も、あまり悲観的に語らないようにしたい。やっぱり人間
っていいな、きれいだなと思って撮っていきたいですね。

【うい・まきこ】1960 年生まれ。武蔵野美術大学、日本写真芸術専門学校卒業。写真家・樋口健二氏に師事。1992 年、子連れでアイヌ民族の取材
を始める。2009 年より全国に暮らすアイヌ民族 100 組を撮影する写真集出版プロジェクト My portrait Myself を開始。2017 年、写真集『アイヌ、
100 人のいま』を刊行。第４回さがみはら写真新人奨励賞、第 28 回東川賞特別作家賞、第 1 回笹本恒子写真賞受賞。

【くもん・けんたろう】1981 年生まれ。ルポルタージュ、ポートレート中心に雑誌、書籍、広告などで活動しつつ、国内外で「人の営みがつきる
風景」をテーマに作品を制作。近年は日本全国の農風景を撮影し、『耕す人』と題して写真展・写真集にて発表。2012 年『ゴマの洋品店』で日本
写真協会新人賞受賞。写真集に『大地の花』『BANANA』『耕す人』、写真絵本に『だいすきなもの』、フォトエッセイに『ゴマの洋品店』など。
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佐々木　今回のテーマは「伝える、残す、写真の力」。写
真が持つ記録性について討論したいと思います。お三
方は撮っている時代にも違いがありますが、通史で見る
と、意外といろいろなことが見えてくる。まずはそれぞ

公文　農家を撮ろうと思った時、もちろん英さんの作品
も拝見しました。記録としてもすごいなと思いますが、
僕は単純に、写っている農家さんはかっこいいなと思っ
たんです。
佐々木　どのあたりが？
公文　不謹慎かもしれませんが、造形として美しい。
佐々木　農家の人たちの強い意志が見えますよね。政
策に対する反抗の精神とか。
英　ひとことでいうと、あの時代はみんな元気がよかっ
た。怒る時は怒っていました。今はたとえば、人手不足だ
から米を作っている農家が 1,000 万円もするような機
械を揃えるしかなく、結局コメ代金は機械の修理代で
消えてしまう。「大丈夫ですか？」と聞くと、「趣味で米作
ってますので」みたいな返事が返ってきたりする。
佐々木　実は先ほどお三方の撮られた写真のなかで、
気になったものを 1 枚ずつ選んでおきました。そのお話
をうかがいたいと思います。英さんは、電子部品を作る
農家の主婦の写真。
英　都会に近い工場で作ると工賃が高いので、下請け
の会社が細かい部品の組み立てを農村に内職としてお
ろしていた時代です。農村では、若い人は出ていくし、父
ちゃんは出稼ぎ。残ったのはじいちゃん、ばあちゃん、母
ちゃんなので「三ちゃん農業」と言われた。一番の働き手
である母ちゃんの手は、農作業で荒れ、金属部品を触っ
てさらに荒れる。この節くれだった手が、60 年代の農家
のお母さんの象徴的な姿ではないかと思います。
佐々木　この１枚で、当時農家の方々が置かれていた

パネルディスカッション

パネリスト

英 伸三
宇井 眞紀子
公文 健太郎

司会：佐々木 広人（『アサヒカメラ』編集長）

れの作品を見てのご
感想をお聞きしまし
ょう。
英　宇井さんは、ひ
じょうに素直に人と
向き合って撮ってい
るなと思いました。
僕が農民を撮る際
は、典型的な農民を
追っていくような撮
り方をしていましたが、相手の方のお気持ちに沿って場
所を決めるというのは、ひじょうに新しいやり方だな、
と。テーマに即した深い読みから生まれた方法論だと感
心しました。
　公文さんの写真は、風景の中に人が入っている。「日
本の風景が美しいのは農の風景だ」という考えは、僕も
同感です。畑で人が働いていると、お年寄りの場合と若
い人では動き方も違うし、ちょっとした仕草で仕事の取
り組み方も感じられ、それが風景のポイントになってい
る。
佐々木　コンテストなどでは、人物を排除する風景写
真が多いですね。
宇井　私は英さんの写真はずっと見てきましたが、今日
改めて長い期間の作品を拝見して、まさに「記録」なん
だ、と。一枚一枚から、撮られた時代をすごく感じます。
佐々木　英さんは、激動の時代を撮られてきたわけで
すからね。
英　農でいえば、あれほど激変した時代はなかったと
思います。高度経済成長が農村に波及し、ものすごいス
ピードで変わっていった。
佐々木　酪農家が農政に抗議するため牛乳を川に流す
など、写っている事柄そのものにインパクトがありまし
た。公文さんは、今の農家を撮っていますが……。

状況が言葉で
説明しなくて
も伝わってき
ます。アマチ
ュアの方も、
たとえば農家
の人を撮影す
る場合、よく
ある典型的な
シーンを撮ろ
うとしがちで
す。そうでは
なく、ありふ
れた日常の細

「荒廃した棚田」　1970年から始まったコ
メの減反政策は、山間部の農家にも割り当て
られ、出稼ぎと過疎の進行に追い打ちをかけ
た。苦労して開いた田んぼは１年間で雑草に
おおわれた。山口県錦町柱ヶ瀬・1970年
� 撮影：英�伸三

司会の『アサヒカメラ』佐々木広人編集長
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部に目を向けると、記録の重みがもっと増す気がしま
す。次は宇井さん。このアイヌのシリーズを見た時、たぶ
ん多くの方々が、想像していたアイヌと違うと感じたか
もしれません。皆さん、民族衣装姿をイメージすると思
うので。
宇井　民族衣装を着て踊ったり儀式をしている写真
も、たくさん撮っています。でもそれだけではなく、日常
生活はこうだと写真展などでお見せしているつもりで
すが、結局皆さんの印象に残るのは民族衣装の姿です。
佐々木　南の島で、ウェットスーツでサーフィンって、
我々が想像しがちな姿と真逆ですよね。それでこの１枚
を選びました。
宇井　彼女のルーツは樺太アイヌです。首都圏に住ん

うので、スタ
ミナ丼を食べ
ている。豚肉
とニンニクと
ニンニクの芽
とタマゴを炒
めたものを、
ご飯にのせる
んです。
佐々木　急須
が 大 き い と

だこともあるけれど、
今、奄美に住んでいる
のは、サーフィンをし
たいから。
佐々木　好きな場所で
好きな服を着て、とい
うのは、かなり無茶ぶ
りですよね。（笑）
宇井　同じことを私が
言われたら、かなり悩
むでしょうね。実際、最
長２年悩んだ方もいま
した。『アイヌ、100 人の
いま』の被写体は自分
で選んでいないので、
最初の１枚を撮る時、
100 枚目がどんな人か
わかりません。ですか
ら、少なくとも 100 人
は必要だと考えまし
た。本当は 1,000 人集め
たら、今を生きるアイ
ヌをもっと表現できるでしょうね。
公文　プロジェクト全体の移動距離はどのくらいです
か？
宇井　計算してみたら約９万キロ。地球２周分でした。
佐々木　英さんが農村を撮っていた時代は、新幹線も
なかったわけですよね。
英　はい、夜行列車です。汽車に乗っている時間が長い
というのは、考える時間があるということなので、その
分、余裕があります。
佐々木　では公文さん。炭焼きの方たちの昼食の写真
がいいなと思って選びました。アマチュアの撮影会で
は、農家の人たちがモンペを履いていたりする。今どき、
そんな格好で農作業する人はいませんよね。それは記
録ではなく、コスプレでしょう。そこへいくと公文さん
の写真は、すごくリアルだと感じました。
公文　これは炭の窯出しの日の昼食です。夜中から窯
出しをして、冷やしては箱詰めする。忙しくて体力を使

内田有紀さん　曽祖母が樺太アイ
ヌの民族楽器トンコリ奏者の西平
ウメさん。大好きなサーフィンの
後、鹿児島県奄美大島手広海岸で。
（2015年4月29日）「あなたの
ルーツを知っていますか？多くの
祖先達の想いを自分に繋げ、自分
らしく楽しく生きたいものですね」
� 撮影：宇井眞紀子

か、大皿があるとか、すごく農家らしいシーンですね。
公文　台所が二つあって、ここは農作業中に食べる食
卓。みんな加勢の人たちで、ご褒美がわりにご飯を出
す。炭出しが進むと、お酒の量が増えてきます。
佐々木　確かに昼なのに発泡酒が写ってますね（笑）
英　僕は秋田の農村にずいぶん通いましたが、台所を
覗くと食器がずらっと並んでいる。今は過疎化している
けれど、かつてはこの食器を全部使った時代があった
んだなと、しみじみ思いました。
佐々木　お三方の写真を見ていると、日常をちゃんと切
り取ることが、記録性を高めることにつながるのかなと
思います。言い換えると、ステレオタイプのイメージを
追わないこと。たとえばアマチュアの方がよく選ぶ被写
体として、お祭りがありますが……。
英　僕も佐賀県の唐津くんちの写真を撮ったことがあ
ります。というのも、きれいな山車の写真集はあっても、
町の人たちが準備をする様子や、当日が来て、片付ける
ところなどを撮った写真集が見当たらない。そこで３年
通って、撮りました。
公文　僕もお祭りと出合った時は、お祭りの前や後を意
識的に撮るようにしています。そもそもお祭りは、農耕
儀礼に発するものも多いので。虫送りなど農業に密接な
ものは撮っています。
宇井　アイヌの儀式はすごく神聖なもので、撮られるた
めにやっているわけではありません。あと、ここには足
を踏み入れてはいけないとか、いろいろな決まり事があ
る。「宇井ちゃん、来てね」と呼んでいただけるのはとて
も嬉しく、大切に撮らせていただいています。いまやい
ろいろな意味で、アイヌの記録係みたいな立場になって
いますので。
佐々木　先ほど英さんがおっしゃったことと関連しま
すが、お祭りがあると報道の人たちも行くし、メインの
山車などは皆さん撮る。でもそれはあくまで表舞台で
す。裏舞台も含めての記録が、大事なのではないか。皆
さんが何気なく撮った写真にも、そういうものが写りこ
んでいるかもしれない。自分でも気づかずにいることも
多いのではないかと思います。これからも日常を撮りつ
づけて、10 年後、20 年後に懐かしんで、この時代はこう
だったんだと味わえるようになれば、と思います。
� （記／篠藤ゆり、撮影／出版広報委員：柴田�誠）

廃村になり山藤に覆われた民家
� 撮影：公文健太郎
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（記／出版広報委員：小野吉彦、
撮影／出版広報委員：柴田 誠）午後の部の始めは、ステージでパネリスト英伸三氏、宇井眞紀子氏、公文

健太郎氏、佐々木広人氏の 4 人による作品講評会が行われました。事前に
申し込んだ方々が持参したプリントを見せ、その場で講評いただくもので、
限られたなかで各参加者は充実した受講となったようです。講評中、まわり
には多くの見学者が集まり、たいへん賑わいました。

また、ロビーでは昨年にひきつづき会員による事業活動コーナーが催さ
れ、「JPS 展コーナー」では JPS 展作品集を並べ次回応募の案内を、「著作権
コーナー」では写真著作権や関連の書籍紹介を、「写真保存センターコーナ
ー」では活動紹介や募金受付が行われました。

宇井眞紀子氏による作品講評 公文健太郎氏による作品講評 佐々木広人氏による作品講評

英伸三氏による作品講評

JPS展コーナー 著作権コーナー 写真保存センターコーナー

フォトフォーラム協賛：エプソン販売（株）、オリンパス（株）、キヤノンマーケティングジャパン（株）、（株）シグマ、（株）タム
ロン、（株）ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイメージングシステムズ（株） 
 （計 7 社　五十音順）

盛況！ パネリストによる作品講評会 ＆ ＪＰＳ事業活動コーナー開設
作品講評会、JPS展コーナー、著作権コーナー、写真保存センターコーナー
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第 43 回「日本写真家協会賞」贈呈式　
　　　　　受賞者：「日経ナショナルジオグラフィック社」
第 13 回「名取洋之助写真賞」授賞式
　　　　　受賞者：関　健作「Limited future」
	 楠本　涼（奨励賞）「もうひとつの連獅子」
第 １ 回  「笹本恒子写真賞」授賞式
　　　　　受賞者：宇井 眞紀子	　　　平成 29年 12月 13日（水）　於：アルカディア市ヶ谷

第 43回「日本写真家協会賞」贈呈式、第13回「名取洋之助
写真賞」及び第1回「笹本恒子写真賞」授賞式が、2017 年 12
月13日、アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区）にて、受賞
者、来賓、当協会の賛助会員および会員など 339 名の参加の
もと、盛大に開催された。

日本写真家協会賞は日経ナショナルジオグラフィック社
に、名取洋之助写真賞は関健作さん、名取洋之助写真賞奨励
賞は楠本涼さんに、そして第 1回の笹本恒子写真賞は宇井
眞紀子さんに贈られた。

最初に熊切圭介会長から挨拶があり、続いて文化庁文化
部長の藤原章夫氏より「写真は人の喜怒哀楽を写しとり、一
瞬の光をとらえて人々を楽しませる様々なことを記録して、
後世へ継承するなど社会の中で多様な機能を担う重要な文
化芸術です。今日、写真が広く普及し愛されるのも、携わる
方々が振興に情熱を注いで来られたからです。受賞されま
した皆様、写真芸術を先導するお集りの皆様、写真を通じた
文化芸術の発展、振興にお力添えをお願い致します」と祝辞
があった。

続いて日本写真家協会賞受賞の日経ナショナルジオグラ
フィック社中村尚哉代表取締役社長に賞状と盾が授与さ
れ、中村氏から「ナショナルジオグラフィックの日本版は
1995 年に制定し 23 年目になります。その年の創刊で残って
いるのは 3 誌ですが、これも読者様、関係者様のお力添えの
おかげで厚くお礼申し上げます。日経ナショナルジオグラフ
ィック写真賞を 2012 年から始め今年で 6 回目を迎えまし
たのは、協賛企業様、後援団体様、初回目から審査くださっ
た野町和嘉審査委員長、中村征夫審査員ほか皆様のおかげ
です。写真家の方に世界で羽ばたく応援をしたいというコ
ンセプトで、米国ニューヨーク市で個展を開催していただ

き、ワシントンDCで写真専門編集者と会っていただいてい
ます。2012 年からの若輩の JPS 賛助会員が賞を頂き、私た
ちへの叱咤激励だと思いこれからも精進してまいります」と
受賞の言葉があり、記念撮影が行われ贈呈式を終了した。

名取洋之助写真賞の授賞式では、選考委員を代表してフ
ォトジャーナリストの広河隆一氏から「35 歳までの制限の
なかで、それぞれの出会いの凄さによって写真家にさせて
もらったというのが写真から感じられた。若い頃は自分を証
明するものがなく不安ですが、この受賞を後押しにジャー
ナリストとして心配しないで進んでください」と話があっ
た。

表彰状と賞金、写真集授与のあと、名取洋之助写真賞受
賞者の関健作さんからは「あこがれていた賞の受賞で光栄
です。受賞作は脳腫瘍と向き合う友人を撮影したもので、10
年前ブータンで体育教師同士として出会い、帰国後、彼は小
学校の教師、私は写真家となりました。彼は脳腫瘍が見つか
り、長くて余命 10 年の宣告を受け私はショックを受けまし
た。同時に私の母が癌で亡くなったことと重なり、自分の無
力さを感じました。彼と同じ一児の父としてどういう気持ち
で生きているのか気になり、写真で関わろうと思いました。
手術後左半身が動かなくなり、今でも後遺症が残っていま
すがそれを悲観することなく、出来なくなったことよりも新
しくできるようになったことを噛みしめ生きている姿が印
象的です。いつ死ぬかわからないので毎日満足して生きる
ことを心掛けているという言葉に、私も写真家人生が永遠
と思わず、目の前の一日を大切にしていきたいです」と受賞
のことばがあった。

名取洋之助写真賞奨励賞受賞者の楠本さんからは「2 歳
の息子が生まれれるのがわかった 2014 年末に今回受賞作

文化庁文化部長の藤原章
夫氏による来賓祝辞 「日本写真家協会賞」贈呈 記念写真

表彰状を授与される日経ナショナルジオグ
ラフィック社代表取締役社長中村尚哉氏

代表取締役社長中村尚哉
氏の受賞挨拶



24

「笹本恒子写真賞」授賞 記念写真

「日本写真家協会賞」贈呈式 会場風景 「名取洋之助写真賞」授賞 記念写真

第１回「笹本恒子写真賞」
受賞の宇井眞紀子さん

「名取賞」受賞者の関 健作
さんによる受賞スピーチ

「名取賞奨励賞」受賞の楠
本 涼さんの受賞スピーチ

品の撮影を開始しました。日本舞踊をどのように継承する
のか興味を持ち長い時間の取材を通し、私個人の写真家と
しての生き方を学ぶきっかけとなりました」と受賞のことば
があり、記念撮影が行われた。

続いて第 1回目の笹本恒子写真賞授賞式が行われた。ま
ず松本副会長より本賞についての説明がされた。選考委員
を代表して大石芳野氏から「今日は笹本さんが風邪で来ら
れずお話しできなくて残念でした。この賞には16 人が推薦
されましたが、今回、25 年以上にわたってアイヌの方々を撮
り続けている宇井さんの作品が、自分自身の思いと重ねて
写真を表現することが強く感じられ素晴らしく、評価いたし
ました。アイヌは別世界というイメージが強いですが、自分
たちの文化に誇りをもって生活していらして、例えば東京
近郊にも五千人の方が住んでいらっしゃるなど宇井さんか
ら多くを学ばせていただきました」と選考経過の報告があ
った。

表彰状と賞金の授与のあと、宇井氏より「尊敬する笹本恒
子さんに関する賞をいただき本当に光栄です。北海道在住
のアイヌの方の『ダム造りをやめてほしい、母なる大地の血
管を堰き止め養分を運ぶ血流を止めることだ』という文章
にひかれて、初めて訪ねたのが昨日のことの様です。私はシ
ングルマザーでしたので、小学 1 年生の娘を連れ毎月のよ
うに撮影のために往復していました。北海道全域のアイヌ
の方々、全国の方々へと取材が広がっていきました。アイヌ
の大らかな世界観の中で私も娘も多くを教えていただきま
した。人間の都合だけで自然やエネルギーをコントロール
するのではなく、人間の力が及ばないものを感じながら生き
ることの大切さを教わりました。取材している中でアイヌが
日本人になることを強いられ、アイヌである自然な姿でいら
れないことを改めて実感しました」と受賞のことばがあっ

た。
笹本恒子名誉会員が風邪で欠席のため、姪の野村エミ子

さんが、授賞式に寄せておことばを代読された。
笹本名誉会員と創立メンバーで永いお付き合いの田沼武

能前会長からは「私が協会に入ったのは 20 歳ですが、笹本
さんはスピードグラフィックを持って意気揚々と写真を撮
っておられました。当時私は雑務係で入ったようなもので
す。また写真家は写真屋さんとして軽く扱われた時代でし
た。様々な努力があって現在の写真家という名称が使える
ようになりました。現在はスマホで一億総写真家です。いつ
でもだれでも簡単に撮れてしまうことが、写真の足を引張
っています。宇井さんの写真を一般の人が撮れないように、
写真家が写真家たることを表明しなければなりません。写
真家として素晴らしい作品を発表し続けてください」と挨
拶があり、記念撮影を行い贈呈式・授賞式を終了した。
� （記／出版広報委員・小野吉彦、撮影／桃井一至）

第１回「笹本恒子写真賞」授賞式に寄せて
名誉会員・笹本恒子

皆様、こんばんは。この会に欠席となってしまい誠に申
し訳ありません。
太平洋戦争が終わった 1945 年は 30 代初めでした。まさ
か 21 世紀まで長生きできるとは思ってもいませんでし
た。いつのまにか 103 歳になってしまいましたが、仕事
もまだまだ楽しいです。先月は私の周りにいる人たちが
鎌倉芸術館で笹本恒子写真展を開催してくれました。久
しぶりに長年かけて自分が撮った写真を一枚一枚眺め
ているとその時々の瞬間が再び蘇りなつかしい気持ち
になりました。
本日は第１回笹本恒子賞の授賞式ですね。日本写真家協
会様のご尽力で私ごとき者の名前を冠してこの賞を創
っていただき心より御礼申し上げます。第１回受賞者の
宇井眞紀子さん、大変おめでとうございます。私が 20 代
で写真業界に入った時、女性の写真家は皆無に近い状態
でした。今は宇井さんのような立派な女流写真家が沢山
活躍されている時代になりました。大変頼もしく思いま
す。私自身 103 歳。でもまだ食欲旺盛、ワインも美味しく
飲めます。若い人たちに負けぬようもう少し頑張りたい
と思います。まもなく新しい年に入りますが来年も皆様
が益々ご活躍をされることをお祈りしながら私の挨拶
とさせていただきます。（代読抜粋）
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た。本日出席の理事、名誉会員紹介ののち、株式会社写真弘社
の柳澤卓司社長より「ラボではデジタルプリントがあたりまえ
の時代ですが、写真文化、技術の継承を頑張ってまいります」
と乾杯の挨拶と発声をいただいた。

恒例の餅つきでは、会長や受賞者はじめ参加者が杵を振り
下ろし、つきたての餅が会場内で振る舞われた。壇上前には平
成 29 年の受賞や出版、写真展を開催した会員が集まり、記念
写真撮影が行われた。その後、恒例の福引抽選会が行われ、賛
助会員各社から豪華景品が提供された当選番号が読み上げら
れると、会場内には喜びと嘆息の声が交差した。続いて JPS 展
実行委員が壇上に並び、写真展への協力が呼び掛けられた。

最後に野町和嘉副会長より「ニューヨークでは今や紙の媒
体ではなくインスタグラムなどでアピールするのが主流と聞
きました。日本も遠からずそうなるのではないでしょうか。名
刺サイズのスマホで勝負するのは情けないですが、これもひと
つの時代の流れです。自分自身の写真にこだわり、皆さん、まだ
まだ頑張りましょう」と閉会の辞を述べ、会員相互祝賀会は幕
を閉じた。　　　　　　（記／小野吉彦、撮影／桃井一至）

贈呈式および授賞式終了後に同会場にて、平成 29 年度会員
相互祝賀会が盛大に開催された。恒例となった全体集合写真
の撮影から始まり、参加者全員が整列するなかで、天井高近く
のリフトに乗る大津茂巳会員の撮影は滞りなく終了し、祝賀会
が始まった。

初めに松本徳彦副会長より協会の事業報告があった。続い
て来賓の東京国立近代美術館の神代浩館長から「ナショナル
ジオグラフィック誌が初めて店に並んだ際の表紙写真の新鮮
な印象を思い出します。若手写真家の支援もされ、正に賞に値
する功績です。名取洋之助写真賞の関様の写真は友達の生き
様が切々と伝わってきました。奨励賞の楠本さんは普通の人
が入りづらい世界での取材で、正に家族の協力もあっての奨
励賞だと思います。笹本恒子写真賞の宇井さんの写真からは、
アイヌ方々を撮るまでに濃密なコミュニケーションを取られ
たかが伝わってきました」と祝辞をいただいた。続いて出席の
来賓紹介が行われた。

次に本年度名誉会員に推挙された竹内敏信氏と白川義員氏
が紹介され、出席の白川氏に名誉会員証とバッチが授与され

恒例の福引抽選会では豪華景品が当たる

会員相互祝賀会の記念撮影（撮影／大津茂巳）

29 年に受賞、出版、写真展等で活躍された会員 受賞者の皆さんによる恒例の餅つき

東京国立近代美術館の神代
浩館長による来賓祝辞

株式会社写真弘社の柳澤卓
司社長による乾杯の発声

平成 29 年度会員相互祝賀会
� 平成 29年 12月 13日（水）　於：アルカディア市ヶ谷
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ニコン創業 100 周年を記念して、新宿のニコンプラザ
が改装され、2017 年 11 月に新宿 THE GALLERY １＋
２としてオープンすることになった。その企画展として
JPS に出展の協力要請があったのが 7 月であった。開催
まで約 4 カ月しかない状況で、どんな写真展をするか、１
週間ほどで企画を決めて欲しいとのことで、企画担当の
島田理事と事業担当の松本が相談し、作品制作の時間的
猶予を勘案して、会員個人が写真展等でこれまで発表さ
れてきた既制作の作品をお借りすることを前提に案を考
えてみた。

熊切会長、田沼理事などに相談し、1970 年から 90 年
ごろまでに活躍された各界の著名な人物を撮影され発
表されてきた写真家 10 数名の方々を決め、電話で直接
趣旨を説明し、作品をお借りすることができるかどうか
の打診をし 18 名の方に絞らせていただいた。モノクロー
ムで四つ切以上全紙サイズまでの作品３～５点を借り受
け展示することにした。

プリントはあるが少し痛んでいるから、新しくプリン
トしたいという方、30 年前のビンテージプリントを用意
しようという方、コレクションされているところから借り
受けて展示しようと協力的な申し出もあったりで、10 月
中旬まで全体像を掴み切れなかったが、さすがはプロ写
真家だけに開会の日までに違和感なく展示することがで
きたのは、皆様の協力が得られたからで感謝したい。

東京での会期は僅か 1 週間であったが、会場には連日
数百名の来場者が観賞に訪れ、モノクロームの完成度の
高い作品群に賛辞の言葉が沢山寄せられた。

また、当初大阪での開催が予定されていなかったが、
急遽 2018 年 4 月 12 日（木）～ 18 日（水）１週間の開催
が決まり、関西地区の方々にもご覧いただくことになっ
た。

ニコン関係者の多大なご尽力で、写真展を終えること
ができた。
 （記・写真／副会長 松本徳彦）

企画展パンフレットの表紙

初日のオープニングパーティに集まった出展会員

写真展会場風景

公益社団法人日本写真家協会企画展

「２０世紀に活躍した貌」
2017 年 11 月 21 日（火）～ 11 月 27 日（月）　　ニコンプラザ新宿「THE GALLERY」
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Exhibition

第 1 回笹本恒子写真賞の受賞を記念した、公益社団
法人日本写真家協会主催・宇井真紀子写真展「アイヌ、
現代の肖像」を 2018 年 12 月 14 日（木）より 20 日（水）
まで、アイデムフォトギャラリー「シリウス」（東京都
新宿区）にて開催された。

会場には、1992 年から近年まで宇井氏によって撮
影されたアイヌの人々の写真が展示され、一つのテー
マに長く取り組んできた作者・作品の歴史を俯瞰する
ことのできる展示となり、JPS フォーラムで作者の存
在を知った写真愛好家や、アイヌに興味を持つ大学教
授がゼミ学生を引き連れて来場するなど、通常の写真
展とは異なる賑わいを見せた。

2004 年にさがみはら新人奨励賞、2012 年に東川賞
特別作家賞を受賞するなど、作家としての評価は既に
確たるものを築いている宇井氏だが、今回の受賞は「ノ
ミネートされたことも知らなかったので、受賞の知ら
せを聞いて大変驚いた」という。しかし受賞決定後、

「（第 1 回の笹本賞が）宇井さんで良かった」とたくさん
の方に言っていただけたのがうれしかった、と語る。同
じテーマを長く追い続けることは「決して簡単なこと
ではなかったが、写真の師である樋口健二先生の教え

『1 テーマは最低でも 10 年は追いなさい』を守り、撮影
を続けてきたらいつの間にか時間が経っていた」とい
う。
「私は器用ではないので、撮影に行く中で『これだけ

は絶対に撮らなければ』みたいな気負いもありません。
『必要なことは必要なときに起きる』というアイヌの考
えにならって撮り続けた結果が、気付いたら 25 年も経
っていたという感じです。写真展を開催して、今までア
イヌのことを全く知らなかった方にも見ていただけた
のがうれしい」という言葉に、強い信念を持ってテーマ
に取り組み続けた作家の矜持を見た気がした。
 （記／出版広報委員 小城崇史、撮影／小池良幸）

若い年齢の来場者が多い写真展会場

会場で来場者の質問に対応する作者

写真展会場風景

展示作品をバックにした宇井眞紀子さん

第１回「笹本恒子写真賞」受賞記念展

宇井眞紀子 写真展「アイヌ、現代の肖像」
2017 年 12 月 14 日（木）～ 12 月 20 日（水）　　アイデムフォトギャラリー「シリウス」
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東京都写真美術館の３階で開催された企画展「アジェのインス
ピレーション ひきつがれる精神」を見に行ったのだが、地下の展示
会場で「生誕 100 年 ユージン・スミス写真展」が開催されていて、
偶然といおうか、期せずして、両巨頭の作品を同時に堪能すること
となった。今号は、両作品の魅力を私なりにまとめてみた。

◎ 「アジェのインスピレーション　ひきつがれる精神」
（2017 年 12 月２日～ 2018 年１月 28 日）
アジェは、いうまでもなく19 世紀末から 20 世紀初頭、パリの街

頭とその周辺を写真で克明にスケッチしたウジェーヌ・アジェ
（Eugène Atget 1857 ～ 1927 年）である。

本展カタログ巻末の写真評論家・横江文憲氏の寄稿文によれば、
「ウジェーヌ・アジェが、パリとその郊外の写真を体系的に撮りは
じめたのは 1898 年、41 歳のときであり、それから 30 年の間に、およ
そ 8,000 枚の写真を撮影した。」とある。

これは現代のデジタル時代の写真撮影からするとたいした枚数
ではないと思えるかも知れないが、19 世紀末から 20 世紀初頭にか
けての撮影機材──組み立て式暗箱という大型カメラに冠布（遮
光布）をかぶってピント合わせをし、18 × 24 センチのガラス乾板を
１枚ずつ装填し、シャッターを切る──を考えれば相当なエネルギ
ーを要し、半端な数ではない。しかもこの 18 × 24 センチの大判ガ
ラス乾板の解像度は、今回展示されたアジェ自身がプリントした鶏
卵紙およびゼラチン塩化銀紙のオリジナル 40 点を見ても、あるい
はまた、かのマン・レイ
の助手でその後アジェ作
品のアーカイブに尽力し
たアメリカの写真家ベレ
ニス・アボットによるゼ
ラチン・シルバー・プリ
ント 20 点を見ても、その
クオリティは高く、現在
のデジタル時代にあって
も目を見張るほどのシャ
ープさを示している。

また、このカタログの
横江氏寄稿文には、数少
ないアジェの自作への貴
重なコメントが紹介され
ている。それは 1920 年に

河野和典 KOUNO Kazunori（フォトエディター）

連載 15

写真
×写
真
アジェとスミス
後進の道しるべとなる貴重なアーカイブ

自分の写真を売り込むた
めに文部省美術局長ポ
ール・レオンへあてて出
された手紙という。「拝啓
　私は 20 年以上の間、
私個人の考えから、パリ
のすべての古い通りの写
真を撮り続けてまいりま
した。それらは 18 × 24
センチのガラス乾板によ
るもので、16 世紀から 19
世紀までの美しい一般
建築物に関する芸術的
な資料です。古い館、歴
史的あるいは珍しい建
物、美麗なファサード、美
麗な戸口、美麗な壁板、ドアノッカー、古い給水場、昔風の木の錬鉄
製の階段、さらにパリのすべての教会内部（全体と芸術的な細部）、
例えばノートル＝ダム寺院、サン＝ジェルヴェ＝サン＝ブロテ教会、
サン＝セヴラン教会、サン＝ジュリアン＝ル＝ボーヴル教会、サン＝
テチェンヌ＝デュ＝モン教会、サン＝ロック教会、サン＝ニコラ＝デ
ュ＝シャルドネ教会等々があります。／これらの芸術的資料となる
膨大なコレクションは、すでに完成しています。私は、すべての “ 古
きパリ ” を所有しているといえます。」とある。

ここにはアジェが消えゆくパリを写真で残したい、という想いが
根底に滲んでいるように私には読める。展示作品を見ても明らかな
ように、黙々といおうか淡々と、アジェはパリとその周辺を撮影して
いる。その外連味のない、記録に徹した強い眼差しがひときわ見る
者の眼を奪う。マン・レイが購入した《日食の間、1912》を『シュルレ
アリスム革命』誌の表紙に掲載するにあたってアジェは名前を入れ
ることを拒んだというエピソードもある。その魅力はどこから生ま
れたのか？　それは、消えゆくパリの魅力ある被写体を探し出すア
ジェの鋭い感性はもちろんだが、ひとつひとつの被写体に三脚を立
て、カメラを組み立て、じっくりと被写体を見つめ、はじめて見えて
くる被写体の隅々を見据えたうえで、おもむろにシャッターを切る。
そうすることで、いちべつしただけでは人間の頭には正確に認識さ
れない被写体の細部を精密にトレースして定着できたからではな
いか。そのストレートな眼差しのインパクトの強さは、写真が本来
持って生まれた特性＝記録性にほかならない。1839 年、写真が誕生

写真展カタログ『アジェのインスピレーション 
ひきつがれる精神』（2017 年 11 月、東京都写
真美術館ほか、税込み 1,900 円）

ウジェーヌ・アジェ《日食の間》1912 年をあ
しらった「アジェのインスピレーション ひきつ
がれる精神」展チラシ
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Zooming

して以来ずっとつづけられてきた絵画主義（ピクトリアリズム）写
真から決別する扉をアジェが開けたといわれるゆえんであろう。

今展を企画した鈴木佳子さん（東京都写真美術館学芸員）は、同
展カタログの解説冒頭で、ジョン・シャーコフスキー（1968 年ベレ
ニス・アボットとジュリアン・レヴィが持ち込んだアジェのコレク
ション〈アボット＝レヴィコレクション〉を買い上げた、当時のニュ
ーヨーク近代美術館 MoMA ディレクター）のアジェを象徴する文
章を紹介している。
「それらの写真は、まるで我々が期待したものではない。それら

は、感情による影響がまったく処理されていない。矛盾がそのまま
になっているのだ。それらには私心がない。つまり、甘えがない。そ
れらは、写真家が見た以上のものはなにもない（と我々は確かに感
じる）という意味で、大胆不敵である。それらは、こうした光景が写
真の中のようにはまったく見えない、と思い知らされるという意味
で、完璧である。それらは、いい水のようにクリアであり、いいパン
のようにプレーンで滋味がある。」と。

今展はアジェを筆頭に、アジェに共鳴する写真家──マン・レイ、
ベレニス・アボット、ジャン＝ルイ・アンリ・ル・セック、シャルル・
マルヴィル、アルフレッド・スティーグリッツ、ウォーカー・エヴァ
ンズ、リー・フリードランダー、荒木経惟、森山大道、深瀬昌久、清野
賀子──ら 12 作家のプリント計 158 点と写真集などの資料（いず
れも東京都写真美術館コレクションという）で構成されていた。

◎「生誕 100 年 ユージン・スミス写真展」
（2017 年 11 月 25 日～ 2018 年１月 28 日）
こちらはアジェより 61 年新しいアメリカの写真家、W（ウイリア

ム）. ユージン・スミス（W.Eugene Smith 1918 ～ 1978 年）の作品
展（クレビスの主催、東京都写真美術館共催）。アジェの記録写真と
はまったく趣の違う、ストーリー性豊かでドラマチックな表現のド
キュメンタリー写真である。スミス自身が生前ネガと作品保管を寄
託したアリゾナ大学クリエイティヴ写真センターの協力のもと、ヴ
ィンテージ・プリント 150 点が展示された。その内容は、１−「初期
作品」（1934 − 1943 年撮影 11 点）、２−「太平洋戦争」（1943 − 1945
年撮影 15 点）、３−「カン
トリー・ドクター」（1948
年撮影 10 点）、４−「イギ
リス 」（1950 年 撮 影 13
点）、５−「スペインの村」

（1950 年撮影 11 点）、６
−「助産婦モード」（1951
年撮影９点）、７−「化学
の君臨」（1952 年撮影 10
点）、８−「季節農場労働」

（1953 年撮影８点）、９−
「慈悲の人（シュヴァイツ
ァー博士）」（1954 年撮影
11 点）、10 −「ピッツバー
グ」（1955 − 1956 年撮影
12 点）、11 −「ロフトの暮

らし」（1957 − 1960 年撮
影 10 点）、12 −「日立」

（1961 − 1962 年撮影 12
点）、13 −「水俣」（1971 −
1973 年撮影 14 点）で、１
点ものの「初期作品」を除
いては、フォト・エッセ
イ──いわゆる組み写真
──の構成で編まれ、『ラ
イフ』誌を中心に掲載さ
れた彼の代表作を網羅
し、時系列で展示された。
その構成は、いずれをと
っても無駄がなく、スキ
がない。アリゾナ大学ク
リエイティブ写真センター主任学芸員レベッカ A. センフが今回の
写真集の「ロフトの暮らし」で解説しているように、ロフトの至ると
ころにマイクを埋め込みそこに集まったジャズ・ミュージッシャン
の演奏を録音し、その上で撮影したということからしても、スミス
が人一倍マニアックで完璧主義者だったことが想像させられる。こ
こにはアジェの撮影とは異なるものの、ひとつひとつのシーンに想
いをめぐらせ、多くの時間をつぎ込んで撮影する態度は、アジェに
ある意味共通するだろう。スミスはフォト・ルポルタージュという
言葉は使わない。いわゆる報道写真とは一線を画す。あるがままを
なぞらえるのではなく、自分の写真コンセプトを築くように被写体
を見つめ、考えに考えて自分の写真を編集し構成するのである。

しかし多くの名作の中で、ユージン・スミスの名をとどろかせた
のは、1955 年、当時ニューヨーク近代美術館のディレクターであっ
たエドワード・スタイケンが企画した大規模な写真展「ザ・ファミ
リー・オブ・マン」へ寄稿した《楽園への歩み》（1946 年）であろう。
戦後の平和を希求する作品として、またこの写真展を象徴する写
真として、世界中で大きな反響を得た。

私の個人的な思い出は、1970 年代はじめ、ミノルタカメラが向ヶ
丘遊園で開催した大撮影会に新婚ほやほやのアイリーンと共にゲ
ストとしてさっそうと登場したときのスミスの笑顔である。

◎記録もドキュメンタリーも秀作は芸術的である
アジェを見ても、スミスを見ても、自分の持てる全精力を注ぎ込

むように、コツコツと時間をかけて構築した作品──生前にアジェ
自身がパリ市歴史図書館ほかに売り込んだ 5,500 点、そしてマン・
レイにはじまり、ベレニス・アボットとジュリアン・レヴィ、ジョン・
シャーコフスキーによってニューヨーク近代美術館にコレクション
された作品群、片やスミス自身とアンセル・アダムスらの持てる力
を注ぎ込んでアリゾナ大学に収蔵された 150 点──は、まったく方
向性は違うけれども、どちらも一朝一夕には叶わない芸術的境地を
示す作品群である。今展は、どちらもその素晴らしさを伝えている。
元をただせば、それは両アーカイヴによる賜物である。そして写真
を目指す多くの人にとって、これからも大きな道しるべとなる作品
である。

写真展と同時発行された写真集『ユージン・
スミス』（2017 年 11 月、クレヴィス、税込み
2,700 円）表カバー写真《楽園への歩み》、ニ
ューヨーク郊外、1946 年

写真集『ユージン・スミス』　裏カバー写真《ア
ンドレア・ドリア号の生存者を待つ》、ニュ
ーヨーク、1956 年
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　満州事変・日中戦争へとエスカレートした時
代に関わった笹本恒子（1914 ～）は、歴史に
翻弄されながらも、視点をかたくなに守りさま
ざまな写真報道を続けていった。

名誉会員の笹本恒子さんが 2014（平成 26）年 4 月横
浜の新聞博物館で催された写真展《100 歳のファイン
ダー》（主催東京新聞社）の際、出版された写真集『100
歳のファインダー・日本初の女性報道写真家・笹本恒
子』に掲載された作品の写真原板 1,423点が 2017（平
成29）年 12 月、保存センターに寄贈された。

笹本さんは 1914（大正 3）年に東京品川で生まれる。
９歳（1923）の誕生日に関東大震災に見舞われ、母に抱
かれて親戚の元に疎開する。小さい時から絵が好きで
油絵を習っていた。女学校を卒業する頃に先生から何
になりたいかと聞かれ、画家か小説家、新聞記者になり
たいと答えたそうです。お隣の方が東京日日新聞の記
者をされていたので、そう答えたのでしょうという。そ
んな縁からその方の新聞社で挿絵を描くことにしまし
た。月に 1 回くらい、街の様子や人の暮らしぶりなどを
描いては社に持ち込み、その場で 5 円か 6 円頂いてい
た。（教員の初任給が 50 ～ 60 円の時代）。午前は自宅で
絵を描き、午後は洋装店で働くという生活が数年続き、 
1938（昭和13）年国家宣伝の写真を撮る国策組織財団

法人写真協会ができ、1940 年から初の女性報道写真家
として活動を始める。戦争の足音をひしひしと感じな
がらの活動であった。訪日する外国の要人を撮影。日米
学生会議、日独伊三国同盟婦人祝賀会、ヒトラーユーゲ
ントの撮影などを撮影し、内閣情報局発行の『写真週
報』の表紙や口絵を飾った。

敗戦後、疎開先の千葉で千葉新聞社に入社。1947 年
から「婦人民主新聞」の嘱託、1950 年の日本写真家協会
の創立会員として活動する。写真展《生きたニュールッ
ク写真展》を丸善ギャラリーで開くなど、活動の輪を広
げていく。

戦後の仕事は「婦人民主新聞」で撮り始めた人物写真
が契機となって、作家や芸術家、演劇人、平和運動活動
家など、時の人を撮る機会に恵まれ、数多くの人物撮影
をこなす。1960 年安保闘争のときは国会周辺で樺美智
子さんの追悼デモを取材するなど、時代の記録を撮影
する。現在もなお執筆活動を続ける傍ら、マスコミ取材
をこなし、写真展などでの講演に精を出されている。こ
の度、写真集『100 歳のファインダー』に掲載された写
真の原板 1,423 本が寄贈された。

2016（平成 28）年には、私財を JPS に寄付され、若い
写真家の活動を支援する「笹本恒子写真賞」を設け、
2017 年第 1 回の笹本恒子写真賞をアイヌの人たちを

「日本写真保存センター」調査活動報告（26）
女性報道写真家として活動されてきた二人� 松本�徳彦（副会長）

1946 年 　銀座 4 丁目と P.X. 笹本恒子 1952 年　 両国　女性連れの進駐軍兵士と幕下力士 笹本恒子

わが国のドキュメンタリーフォトは古くから男性の仕事場であった。1938年政府は国家宣伝を中心とする『写
真週報』を発行するにあたり、女性写真家の登用を決めた。その第一歩が笹本恒子であった。戦後、男女の差別はなく
なり女性が報道写真に積極的に関わるようになり、マスコミ世界に女性の活躍する場が増えていった。
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Archives

1950 年代　横浜市若葉町 常盤とよ子 1950 年代　横浜市真金町　赤線地帯診療所 常盤とよ子

土門拳のリアリズム写真が流行っていた時代、「下町
のこどもたち」や「筑豊のこどもたち」で発表されてこ
られた、社会の底辺で懸命に生きようとしている子ど
もたちの逞しさに感動し、そうした貧しく悲しい社会
の狭間で生活する人たちに目を向けていこうと、写真
家の道を選ぶ。

常盤さんはこうした赤線地帯に買い物かごや風呂敷
にカメラを忍ばせて、何気なく散歩でもしているかの
ような格好で、真金町遊郭内を練り歩きながら、色とり
どりの派手な格好で客待ちしている女たちを隠し撮り
した。

1956 年 4 月には、銀座の小西六フォトギャラリーで
個展「働く女性」を催し、なかでも「赤線地帯の女」は大
きな反響を呼び、マスコミが大きく取り上げ、女性写真
家として脚光を浴びた。特に女子プロレスラーやファ
ッションモデル、海女、看護婦、赤線地帯の女性たちな
ど、女性でなければ撮れない世界に眼を向けたところ
に話題が集中したが、常盤さんのそこに働く女性の立
場や生き様を特殊なものとしてではなく、ごく普通な
人間として真摯な眼差しで捉えたところを評価した
い。著書に『危険な毒花』（三笠書房 1957 年）がある。写
真原板 64 コマが寄贈された。

撮り続けている宇井眞紀子に贈った。

　敗戦・占領という時代を体験した常盤とよ子
（1930 ～）は、繰り返される性差別を写真で
記録しようと挑戦し、女性の立場を訴え続けた。

常盤とよ子さんは 1930（昭和 5）年 1 月、横浜市で生
まれる。戦後間もなくの 1947（昭和 22）年、遊郭と称さ
れた戦前からの公娼制度は廃止されたが、占領下の横
浜には進駐軍相手のパンパンや赤線と呼ばれた特殊飲
食店街が存在した。

繁華街の伊勢佐木町の裏手には日本人が立ち入れな
い駐留軍兵士用の飲み屋や、横文字の看板を掲げた安
ホテルが軒を連ねていた。そこでは昼間から米兵と女
たちが戯れる嬌声聞こえていた。

空襲で父を失った常盤さんにとって、そうした光景
は敗戦国とはいえ耐え難いものであった。1951 年東京
家政学院を卒業。アナウンサーとして横浜の通信社に
勤務する。女学生時代をそんな状況下で過ごした常盤
さんは、この頃から、写真に興味を持ちアマチュア女性
写真家団体の白百合カメラクラブに入会。こうした実
態をカメラで記録しておこうと、大桟橋や山下公園に
出掛け「別れのキッス」や「船員と港の女」（1954 年）を
スナップしてはカメラ雑誌に投稿した。
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■はじめに
情報のデジタル化により、情報の複製や保存、移動な

どが容易となり、アナログでのやり取りをしていた時
代に比べると、生産性、利便性の向上は疑う余地はあり
ません。また、近年のインターネットの急速な普及、発
展により、誰でも情報の獲得や発信が簡単にできるよ
うになりました。しかしながら、情報のデジタル化とイ
ンターネットの普及によって、著作物の権利侵害が容
易となり、権利の回復方法も極めて困難となっていま
す。そこで、インターネット上で著作権侵害がなされた
際の対応方法について、考えていきたいと思います。

■インターネット上の著作権侵害の特色
インターネットにおける著作権侵害の特色として、

データの取得、複製、アップロードが極めて容易であ
る、ということがまず挙げられます。インターネット上
においては、データは全てデジタル化されております
ので、その取得、複製はワンクリックで誰でも簡単にで
きてしまいます。それに加え、データをインターネット
上に展開する、アップローダーと呼ばれるサービスや、
Facebook や Twitter などの SNS 等の発達により、ひ
とたび流出したデータは、瞬く間に拡散することとな
ってしまいます。次の特色として、権利の回復のため、
発信者の情報開示が必要となる、という点が挙げられ
ます。インターネットは匿名性が高く、実名での利用が
多いとされる Facebook でさえ、本当の名前で利用し
ているかどうかはわかりません。そのため、仮に権利を
侵害されてしまった場合、削除だけではなく、権利を回
復するための損害賠償請求を行うためには、その前提
として、誰によって権利を侵害されているのかを特定
することが必要となります。このように、インターネッ
ト上での著作権侵害については①容易かつ侵害のスピ
ードが速い、②権利回復のため発信者を特定しなけれ

ばならない、という特色があります。

■発信者情報開示の方法と問題点
（１）発信者情報開示の方法

では次に、発信者を特定するための具体的な方法に
ついてご説明いたします。通常、権利侵害がなされた場
合には、そのデータが保存されているサーバを運営す
るホスティングプロバイダや、侵害が行われたサービ
スの運営者に対し、侵害者の情報を求めます。このと
き、侵害者が自らの管理するホームページ等で無断に
著作物を使用する場合（管理者と侵害者が同一）には、
ホスティングプロバイダが管理者＝侵害者の情報を持
っていることが多く、１度の手続で侵害者までたどり
着くことができますが、インターネット上の権利侵害
の多くは、SNS や匿名掲示板など、侵害者が他人の管理
するサービスを利用して行われており、その場合には、
ホスティングプロバイダや運営者は、当該侵害行為に
紐付けられた IP アドレス以外の情報を持ち合わせて
いないのが通常です。従って、侵害者と運営者が別個の
場合には、まず運営者やホスティングプロバイダに対
し、侵害行為に紐付けられた IP アドレスの開示を求め
た後、当該 IP アドレスを実際に侵害者に付与したプロ
バイダに対し、侵害者の情報開示を求めていくことに
なります。その際、一部サービスの運営者は、任意での
IP アドレス開示に応じているものの、多くは裁判所の
決定がなければ開示を行わない、という取扱いをして
いる上、侵害者の氏名や住所を所持しているプロバイ
ダは、侵害者が同意しない限り、裁判所の判決がなけれ
ば、任意に開示をすることはありません。従いまして、
発信者情報開示請求には、まず管理者（ホスティングプ
ロバイダ）から裁判所の決定を得た上で IP アドレスの
開示を受け、その後、当該 IP アドレスを付与したプロ
バイダに対し、訴訟を提起して発信者の情報の開示を
受ける、という２段階の裁判手続が必要となります。

著作権研究（連載42）
「インターネット上の著作権侵害」 

対処法と問題点
浅川有三（弁護士）

インターネット上の写真画像の不正使用については、何度か会報でも取り上げましたが、未だ有効な手段を見出
せません。しかし画像検索精度の高いドイツのCOPYTRACK（日本事務所有）などを使用して、一般の方でも不正
使用の削除請求や損害賠償請求ができるようにはなって来ました。ところが個人による不正使用が野放し状態の
SNS（FacebookやTwitter等）での問題は解決されていません。個人責任が前提のSNSの使用は法律や制度面から、
もっと議論されるべきだと考えています。今回は、現在の写真画像不正使用に弁護士として実務に携われている浅
川有三氏に対処法と問題点を指摘して頂きました。� （著作権委員会）
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浅川有三（あさかわ・ゆうぞう）
1997 年	 4 月　	慶應義塾大学経済学部	

入学
2001 年	 4 月　（有）アンフィニ設立
2009 年 11 月　司法試験合格
2011 年	 9 月　	衆議院議員政策担当秘書
2011 年 12 月　都内法律事務所勤務
2015 年	 1 月　浅川綜合法律事務所開設

（２）IP 保存期間の問題
先に述べたとおり、侵害者に直接繋がる情報を所持

しているのは、運営者でなく、IP アドレスを付与したプ
ロバイダですが、通常プロバイダは、おおむね３ヶ月を
経過すると、IP アドレスを削除してしまいます。そのた
め、まずは IP アドレスを削除される前に、プロバイダ
に対し IP アドレスの保存を申し立てることになりま
すが、上記のとおり、IP アドレスを付与したプロバイダ
を特定するためには、運営者から IP アドレスを取得す
る必要があります。通常、IPアドレス開示のための訴訟
手続は、簡易な裁判手続である仮処分を行うことが認
められていますが、Twitter や Facebook で侵害行為が
なされた場合、運営者は外国法人であるため、送達の関
係上、仮処分の結果が出るまで１ヶ月～２ヶ月程度か
かってしまうこともあります。そうしますと、仮にプロ
バイダの IP アドレス保存期間が３ヶ月であった場合、
遅くとも侵害行為がなされてから、１ヶ月前後で IP ア
ドレス取得のために仮処分を申し立てる必要がありま
す。その上、侵害者の中には、プロクシサーバと呼ばれ
る中継サーバを経由して、侵害行為を行うものも存在
します。プロクシサーバを経由して侵害行為が行われ
た場合、侵害行為のあった掲示板等のサーバのログに
は、プロクシサーバの IP アドレスしか残っていないた
め、再度、プロクシの管理者に対しアクセスログの請求
を行うこととなりますが、何重にもプロクシサーバを
経由されてしまっていた場合には、時間的にも技術的
にも追跡が極めて困難となってしまいます。このよう
に、そもそも侵害行為を発見してから、侵害者を特定す
るための時間的余裕が極めて短いことは、現状の発信
者情報開示請求の問題点の一つと言えます。開示請求
が簡易になりつつあるとはいえ、法整備が未だ追いつ
いていないと言えます。
（３）その他の問題

その他、発信者情報開示の問題点として挙げられる
のが、プロバイダが侵害者の情報を所持しているかど
うかが、仮処分を経た後でないとわからない、という点
が挙げられます。通常、インターネット回線に接続する
場合には、契約したプロバイダからアクセス回線の提
供を受け行い、その際に固有の IP アドレスを付与され
ますので、IP アドレスが分かれば、侵害者の情報を得
ることができますが、ホテルや空港などで提供されて
いる、一般公開された無料の公衆無線 LAN 等を使用
してインターネットへ接続された場合、どのあたりか
ら侵害行為が行われたか、ということは判明するもの
の、その場にいた誰が侵害行為を行ったのか、というこ
とを特定することはほぼ不可能となってしまいます。
もっとも、当該侵害行為がこのような無料の公衆 LAN
を使用して行われたのか、あるいは、侵害者の契約する
プロバイダの回線を使用して行われたのか等について

は、実際に IP アドレスを取得してみないと判明しませ
ん。経験が豊富な弁護士の場合ですと、侵害の態様等に
より、ある程度の予測はつきますが、最終的には、費用
と時間をかけて仮処分を行わなければならず、侵害を
受けた者に対する負担が大きくなってしまっているの
が現状です。

■最後に
法の整備や裁判所の運用により、発信者情報開示は

容易になりつつあると言っても、まだまだ侵害を受け
た権利者の負担は大きく、権利侵害の容易性に比較し
て、権利回復は困難となってしまっています。理由とし
て、権利侵害の態様が新しく法整備が追いついていな
いことや、欧州で認められている権利回復の方法が認
められていないことなど様々な要因があるため、残念
ながらすぐに解消できるものではありません。そのた
め、データはインターネット回線に繋がっていないサ
ーバに保存するなどの、そもそも権利侵害をさせない
自衛手段を採ることや、権利の侵害を受けていないか
のチェックを定期的に行い、万が一権利侵害を発見し
た際には、現に受けている権利侵害を止めると共に、侵
害者を特定できるよう、できるだけ早期に専門家に相
談するように心がけて下さい。

【用語解説】
● �SNS（social�networking�service）：Twitter や

Facebook など、人と人とのつながりをサポートする
コミュニティ型の会員制サービス。
●�ホスティングプロバイダ：独自ドメインの取得や管

理を専門にした提供社（者）。レンタルサーバビジネ
スを行う会社。
● �IP アドレス（Internet�Protocol�address）：インタ

ーネットに接続された機器に割り当てられる識別番
号。ネットワーク上の住所や電話番号のようなもの。
●�プロクシサーバ（Proxy�server�プロキシ、プロキシ
ーとも）：代理サーバ。キャッシュ機能を生かした高
速なアクセスや安全な通信などを行うための中継サ
ーバのこと。現在では接続情報を隠すために使われ
るケースが増えている。
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▲賛助会員トピックス

東京工芸大学

人間写真家 細江英公 
「旭日重光章」受章記念写真展 
写大ギャラリー・コレクションより 
2018年1月22日（月）～3月23日（金）

　東京工芸大学名誉教授でもある写真家・細
江英公が旭日重光章を受章したことを記念し、
写真展が開催されます。
　細江英公（1933 年−）は、1954 年東京写真短
期大学（現･東京工芸大学）を卒業し、フリーラ
ンスとして活動を開始しました。以降、日本写
真批評家協会新人賞を受賞した「おとこと女」

（1960 年）、三島由紀夫を被写体とした「薔薇
刑」（1963 年）、東北にて舞踏家の土方巽を撮影
した「鎌鼬」（1970 年）などをはじめとして、今日
まで様 な々写真作品を発表してきました。
　また 1975 年に東京工芸大学の教授に就任
した際は、写大ギャラリーの開設に乗り出し、
若い写真家たちの育成にも尽力してきました。
　それら多くの活動が讃えられ、2003 年には
英国写真協会より特別勲章の授与、2010 年に
は文化功労者の顕彰を受けるなど、国内外で
数多くの賞を受賞しています。
　この展覧会では、細江英公のこれまでをたど
る作品が、写大ギャラリーの所蔵作品から選出
されて展示されます。

（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・深尾
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.shadai.t-kougei.ac.jp

＊掲載写真情報：
細江英公「薔薇刑 #29」 1962 年

ニコンイメージング 
ジャパン

「AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E 
TC1.4 FL ED VR」 
3 月 9 日発売予定

　FXフォーマットで 180mm から400mmま
での幅広い焦点距離をカバーする超望遠ズー
ムレンズ。ニコンの一眼レフカメラ用NIKKOR
レンズで初めて1.4 倍テレコンバーターを内蔵
し、超望遠 560mmまで焦点距離を拡げること
ができます。 
　内蔵テレコンバーター切り換えレバーは、カ
メラのグリップを握ったまま操作可能。他にも、
ベアリングを採用し縦横の構図変更がスムー
ズにできる三脚座リング、三脚座をホールドし
たままでも操作がしやすいズームリングなど、
姿勢を変えずに撮影できるよう配慮。さらに、
テレコンバーターを内蔵しながら軽量化を図
り、約 3500gを実現。
　レンズ構成には、蛍石レンズ 1 枚、EDレン
ズ 8 枚を採用。また、ナノクリスタルコートをは
じめとする低反射コーティングを採用してい
ます。 
　そのほか、内蔵テレコンバーターの使用時・
非使用時にかかわらず、手ブレ補正効果 4.0 段

（CIPA 規格準拠）※を実現。VR モードには
［SPORT］モードも採用しています。 
※ [NORMAL] モード使用時。35mmフィルム
サイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一
眼レフカメラ使用時。最も望遠側で測定。
株式会社ニコンイメージングジャパン

【製品に関するお問合せ】
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
http://www.nikon-image.com

シグマ

ミラーレスシステム用交換レンズのご
紹介

　弊社は、2017 年 11 月に開放値 F1.4 のミラ
ーレス用大口径広角レンズ SIGMA 16mm 
F1.4 DC DN | Contemporaryを発売致しま
した。
　この SIGMA 16mm F1.4 DC DN | 

Contemporary は、ソ ニ ー E マ ウントの
APS-Cミラーレスカメラ用交換レンズとして
は初めて35mm判換算で24mm F1.4相当（マ
イクロフォーサーズ用としては、35mm 判換算
で 32mm F1.4 相当）を実現したミラーレスカ
メラユーザー待望の大口径広角レンズです。
　SIGMAミラーレスカメラ用の交換レンズ
は、日常でも使いやすい軽量・コンパクトなパ
ッケージを採用するというコンセプトのもと、
撮影の基本構成をおさえた焦点距離で構成し
てきました。2016 年に発売した 30mm F1.4 
DC DN | Contemporaryは、F1.4 の明るさを
実現しながら高い光学性能を発揮する、ミラー
レスカメラ用の新しい大口径単焦点レンズシ
リーズの第一弾としてリリースされました。
　この16mm F1.4 DC DN | Contemporary
も、30mm F1.4 DC DN | Contemporaryと
同様のコンセプトのもと開発されています。13
群 16 枚というレンズ構成に、特殊ガラスを多
数採用し、諸収差を抑え、絞り開放から高い解
像力を実現しています。また、動画 AF に対応
する光学設計とステッピングモーターの採用
により、オートフォーカスによる自然なフォーカ
スワークが可能で、マウント部のシーリングな
ど、簡易防塵防滴機構も備えています。
S I G M A  1 6 m m  F 1 . 4  D C  D N  | 
Contemporary
発売中、希望小売価格（税別）：57,000 円
対応マウント：ソニー E マウント用、マイクロ
フォーサーズ用

株式会社シグマ　
担当：マーケティング部　桑山輝明
連絡先、TEL：044-989-7432
 FAX：044-989-7451
メールアドレス：pr@sigma-photo.co.jp
オフィシャルサイト：
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/
product/contemporary/c_16_14/

写真弘社

「北米発　ARISTA-II インクジェット
用紙　国内新発売」

　写真弘社ではコストパフォーマンスが高い
と評判のモノクロ感材、ARISTA-EDU（アリス
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タエデュ）をモノクロ銀塩写真文化の維持、普
及を目的に既に国内展開中ですが、ARISTA-
EDU に続きインクジェット用紙の市場にも
ARISTA-IIを2018 年より投入します。

　画像のパッケージは北米仕様です。写真弘
社ＷＥＢショップ、弊社東神田、銀座店で発売
中。

問い合わせ先
株式会社　写真弘社製品販売担当
電話：03-5822-2111
メール：hanbai@shashinkosha.co.jp
http://www.shashinkosha.co.jp/webshop/

タムロン

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD 
（Model A035）と 
18-400mm F/3.5-6.3 Di Ⅱ VC HLD 

（Model B028）を発売

　テレ端が焦点距離 400mm の２本のズーム
レンズを発売致しました。
　100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD （Model 
A035）　は 35mm 判フルサイズデジタル一眼
レフカメラ対応の超望遠ズームレンズ。手ブレ
補正処理専用の MPU を独立させた「デュア
ル MPUシステム」を採用し、優れた AF の追
従性と手ブレ補正効果を実現しています。ま
た、特殊硝材 LD（Low Dispersion: 異常低分
散）レンズ 3 枚を配置。コントラスト感のあるク
リアでヌケの良い画質を実現しています。18-
400mm F/3.5-6.3Di Ⅱ VC HLD （Model 
B028）は APS-C サイズ相当デジタル一眼レフ
カメラ専用の高倍率ズームレンズ。高倍率ズー
ムレンズでは、世界で初めて望遠端 400mmを
達成した「超望遠高倍率ズーム」であり、35mm
判換算で 620mm 相当の画角を実現していま
す。また、最大撮影倍率が 1：2.9 であるため、
テレマクロ的な撮影もお楽しみいただけます。

タムロンレンズお客様相談窓口
ナビダイヤル 0570-03-7070
受付時間　平日9：00 ～17：00（土日・祝日・弊
社指定休業日は除く）

※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。
ナビダイヤルをご利用できない場合は 048-684-
9889におかけください。
FAX でのお問い合わせは 048-689-0538 に送信
ください。
www.tamron.co.jp

キヤノンマーケティング 
ジャパン

【CP+ CAMERA ＆ PHOTO 
IMAGING SHOW 2018 へ出展いた
します】

　キヤノン株式会社およびキヤノンマーケテ
ィングジャパン株式会社は、本年もパシフィコ
横浜で開催されるCP+ に出展いたします。

　CP+2018 キヤノンブースでは、これまでプロ
フェッショナルな要求にこたえてきた技術・品
質を注ぎ込んだ製品の、入力から出力まで幅広
いラインアップをご紹介いたします。商品を手
に取って体験できるコーナー、CP+ でしか見ら
れないスペシャルトークショー、さまざまなテ
ーマで開催する写真家セミナーなど、魅力ある
コンテンツをご用意し、皆様のお越しをお待ち
しております。
　また、会場内では昨年末に発売になりまし
た、EF85mm F1.4L IS USM や TS-E50mm 
F2.8L マクロ /TS-E90mm F2.8L マクロ /
TS-E135mm F4L マクロも多数展示しており
ます。
　中でもEF85mm F1.4L IS USMは、柔らか
さとシャープさを両立した画質と、ナチュラル
な美しいボケ味を実 現し、これまでの

「EF85mm」にはなかった IS（手ブレ補正機構）
を内蔵しております。是非この機会に大口径望
遠レンズの魅力をご体感ください。

※ CP+2018 キヤノンブースの情報は、キヤノ
ン HPにて公開してまいります。
■商品に関する問い合わせ先
キヤノンお客様センター
TEL 050-555-90002

ケンコートキナー

スリックからタイムラプス動画や赤道
儀として使える電動雲台「ASTRA 
ECH-630」発売

　スリックでは、タイムラプス動画撮影時に構
図を移動したり、天体撮影時に地球の自転に合
わせてカメラの向きを移動したりして追尾撮
影ができる、多彩な回転モードを備えた電動雲
台「ASTRA（アストラ）ECH-630」を発売いた
しました。単 3 乾電池 4 本で 20 時間の駆動が
でき、本体重量 630gと大変軽量ながら、5kg
の機材まで天体撮影時に搭載できるスペック
ということで、大変注目を集めています。
　天体撮影を行うときには、カメラを固定して
おくと地球の自転により、星が流れたように写
りますが、この ASTRA ECH-630を北極星の
方向に向けてセットすることで、カメラの向き
を常に同じ方向に向くように追尾させることが
できるため、30 秒を超える長時間露光や、
35mm 判で 35mm よりも長焦点のレンズを使
うときにも、星を止めて撮ることができます。
　タイムラプス動画は静止画をインターバル
で撮影して動画とするものですが、カメラの向
きを変えて撮るには、このような微速度で回転
できる電動雲台が必要です。回転速度も15 分
1回転から、48 時間回転までセットが可能。液
晶表示を備えているため、設定が非常にかんた
んにできます。

会社名：株式会社ケンコー・トキナー
問い合わせ先担当者：田原栄一
連絡先
TEL：03-6840-2970
FAX：03-6840-2962
メール：etahara@kenko-tokina.co.jp
http://www.slik.co.jp/

※（構成 /出版広報委員： 伏見行介 / 川上卓也）
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Congratulation

——　今回で 2度目の旭日章受章おめでとうござい
ます。受賞のお気持ちをお聞かせください。
細江：ありがとうございます。前回は勲四等にあたる
旭日小綬章をいただき、今回は勲二等にあたる旭日重
光章をいただいた事には非常に感謝していますよ。僕

2017 年、秋の叙勲で旭日重光章を受章された細江英公さん。2007 年には旭日小綬章を受章。旭日章は1875 年に日本で
最初の勲章として勲一等から勲八等まで 8階級が制定された。現在は、旭日章としては、「旭日大綬章」「旭日重光章」「旭日
中綬章」「旭日小綬章」「旭日双光章」「旭日単光章」となり旧名称の勲一等から勲六等が授与されている。今回は勲二等にあ
たる旭日重光章を受章された細江英公さんにお話を伺った。

旭日重光章受章おめでとうございます！

が今までやってきたことが
公的に認められるというの
は、すごく嬉しいことで 
すね。
——　細江さんが写真をは
じめられたきっかけは、ど
のようなことがあったんで
すか？
細江：父親が写真を撮って
いて、ちょこちょこ地元の
人から撮って欲しいと言わ
れていたんですよ。家はお
宮さんをやっていたので、
父親はプロでも何でもない
んですが、戦争という時期、
写真館も何もなくなってし
まうような事態の中で父親
の元に写真を撮ってくれと
言う依頼が増えてきまし
た。お宮さんなので大きな
部屋もあるし丁度よかった
んでしょうね。

私が中学生のころに終戦を迎えたのもきっかけにな
るのかなぁ。
——　お父様のカメラを借りて撮り始めた物はどうい
う写真でしたか？
細江：人物ですね。当時、成増にあったグラントハイツ

（アメリカ空軍の家族宿舎）に遊びに行って戦前の蛇腹
カメラのセミイコンタを芝生の上にドンと置いて『ポ
ーディー』ちゃんを撮りましたね。富士フォトコンテス
トで全国一位になり、当時としては大きな金額の賞金
をいただきましたね。それから色々な人の写真を見た
り、グラントハイツに通って英語を学びました。日本の
学校で習うのは「ディスイズザペン」ですがグラントハ
イツで教えてもらうのは「This is the pen.」なんです

よ。この違いはありましたね。東京写真短期大学の 29
期生として写真の基礎を学び、卒業後は、世界を見たく
てアメリカやヨーロッパを旅しました。アメリカでは
ジョージ・イーストマンハウスの館長や名だたる写真
家と知りあえたニューヨークのライトギャラリーでの

交流は宝物です。
アメリカで学んだことは、

「作家のスタイルを知る」「人
の出来ないことをする」「謙虚
に人の作品を見る」。これはホ
ントに身につきましたね。
——　アメリカ風の写真を取
り入れようとは思いませんで
したか？
細江：それは、全く無かった
ね。私は日本人なので、日本の
ことを見てもらい納得しても
らうと言うことが大事だった
ね。撮った写真の解説なんか
も必要ないし、写真を見ても
らうというのが大事なことだ
った。たとえば場所だとか、物
だとか必要なら解説するぐら
いだね。なので作品の解説な
どいっさい必要ないね。
——　今の若者に伝えておき
たいことはありますか？

細江：謙虚になって人の作品を見る。人の写真を見て
感動する素直さを持て。好奇心を忘れるな。一番大事な
ことは良い作品と出会うということ。

全てでなくて良い、出来ることからやっていって欲
しいとおもう。恐れることはないから、わからないこと
は勉強しなさい。
——　本日はありがとうございました。

（平成 30 年 1 月 10 日　細江英公写真芸術研究所に
て、聞き手／担当理事・小池良幸、聞き手・撮影・構成
／出版広報委員・川上卓也）

細江英公さん
日本写真家協会名誉会員

「はじめて首から下げたよ」といいながらにこやかな笑
顔を見せてくれる細江英公さん
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晩秋の穏やかな 11 月 10 日、京王プラザホテル（東京都新宿区）
に於いて前会長の田沼武能さんの米寿を祝う会が開かれた。この
会の発起人は当協会の会員外理事を中心に、写真、出版業界、著作
権関係の方々、親交のある政財界の皆さまに呼びかけをお願いし
て催した。田沼さんのこれまでの幅広い活動により多くのジャンル
の方々の参加をいただき盛況であった。

会場内スクリーンには、ニコンプラザ新宿「THE GALLERY」に
て開催中の写真展「子どもは時代の鏡」の様子を写した写真と、当
日お持ち帰り頂く写真集『東京わが残像』の作品を含む田沼作品が
投影された。

司会者、木之下貴子さん（2015 年に亡くなられた木之下晃会員の
娘さん）の発声により、まち火消し、江戸消防記念会有志による「木
やり」とともに、田沼夫妻が入場しお祝いの宴の幕が開かれた。

最初に発起人代表、協会会長熊切圭介の「田沼さんの日頃の写真
活動と年齢を感じさせない真摯な取り組みに、ただただ頭が下が
ります。そしてとても米寿とは思えません。まだまだ撮り続けて下
さい」と挨拶があった。続いて衆議院議員で日本写真保存センター
設立推進連盟代表を務めて頂いている細田博之先生より「私はも
う三十年前からのお付き合いです。当初は森山先生から写真保存
センター設立に向け力を貸して欲しいと呼びかけられました。そし
て田沼先生はじめ写真家協会の方々と何度かお会いし、話もお聞
きしました。皆様の熱意の高さに驚かされた記憶があります。その
熱意が保存センター設立の原動力になったと思います。今後も事
業継続など少しでもお力になればと思います」と祝辞を頂いた。

次に女優でユニセフ親善大使の黒柳徹子さんより「田沼さんは
今ここでお会いしても、とても米寿には見えないほど非常にお若い
のですが、私が海外で親善大使としてご一緒に活動させて頂いて
いる時はもっと若いんです。私はあと３回海外にご一緒する約束を
しています。楽しみにしています」とスピーチされた。

壇上では田沼さんが山形の酒蔵会社から取り寄せた名酒の鏡開
きが、田沼武能夫妻、細田博之、足立直樹、木村眞琴、熊切圭介各氏に
より行われ、芳賀日出男名誉会員の乾杯の発声で祝宴が始まった。

会場内は 450 名を超す参加者で大いに賑い、知人の姿は見える

がなかなか近づけない状態が続いた。スクリーン前も人影の途絶
えることなく進行した。マスコミ関係各社、写真関連各社、写真家関
係各団体などさまざまな要人の出席があり、個人のお祝いの会を
超えた写真界上げての祝宴の会となった。会の途中に藤山大樹手
妻師による日本伝統マジックショーもあり、花を添えた。

日本写真文化協会会長堀恵介氏の中締めと JPS 副会長松本徳
彦の閉会の挨拶で盛大な会がお開きとなった。
 （記／小川泰祐、撮影／川村容一）

【田沼武能さんの米寿を祝う会】
発起人

熊切 圭介 （公益社団法人日本写真家協会会長）
足立 直樹 （凸版印刷株式会社代表取締役会長）
神代  浩 （独立行政法人国立美術館東京国立近代美術館館長）
黒柳 徹子 （女優、ユニセフ親善大使）
佐々木 統 （キヤノンマーケティングジャパン株式会社顧問）
白鳥 真太郎 （公益社団法人日本広告写真家協会会長）
西岡 隆男 （株式会社ニコンイメージングジャパン前社長）
西村 陽一 （朝日新聞社常務取締役 編集担当）
細田 博之 （衆議院議員）
堀　恵介 （一般社団法人日本写真文化協会会長）
宗雪 雅幸 （公益社団法人日本写真協会会長）
森山 眞弓 （一般財団法人日本カメラ財団理事長）

実 行委員会・公益社団法人日本写真家協会、公益社団法人日本写真協会、 
一般社団法人日本写真著作権協会、公益社団法人日本広告写真家協会、 
一般社団法人日本写真文化協会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、 
株式会社ニコンイメージングジャパン、富士フイルムイメージングシステ
ムズ株式会社、全日本写真連盟、東京工芸大学、東京工芸大学同窓会、一般
財団法人日本カメラ財団、株式会社クレヴィス

鏡開きによる乾杯� �撮影／小城崇史

「木やり」とともに田沼夫妻の入場で開幕 発起人代表�熊切圭介の挨拶 藤山大樹手妻師によるマジックショー

『田沼武能さんの米寿を祝う会』� 2017年 11月 10日（金）　於：京王プラザホテル

多くの方々と田沼さんの写真人生を祝う
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■インスタグラムとは
2017 ユーキャン新語・流行語大賞（現代用語の基礎知識

選）で年間大賞に「インスタ映え」が選ばれた。「インスタ映え」
とは、インスタグラム（Instagram）という SNS（Social 
Networking Service）で、写真をメインにしたコミュニケー 

インスタ映えとは？
～写真をメインにしたSNS、インスタグラム～
月間アクセス数で世界的に8億人以上の人が見ているインスタグラム。日本国内でも2,000万人以上の人がアクセスしてい

る写真を中心にしたSNSである。もうすでに活用されている方も、いったいインスタグラムってどんなことができるの、という
方もいるでしょう。では、他のSNSとはどういう違いがあるのだろうか？
たくさんのユーザーで盛り上がっているインスタグラムを楽しく活用するには・・・！

ションネットワークで目を引くような写真のことをいう。
SNS 中ではフェイスブック（Facebook）やツイッター

（Twitter）のほか、日本国内ではライン（LINE）やミクシィ
（mixi）なども多くの人が使ってコミュニケーションを取って
楽しんでいる。

多くの SNS サービスは、言葉でコミュニケーションを取るこ
とが重視されているので国内の人とのコミュニケーションを目
的としている。インスタグラムの特徴は写真に重きを置いた
SNS で、言葉はなくても写真でコミュニケーションができる。

インスタグラムは、スマートフォンやタブレットからアップ
ロードするのが基本でスマホで撮った写真をアップすること
が多いが、近年デジタルカメラの Wi-Fi 機能で簡単にデジカ
メ画像をスマートフォンに取り込むことが可能になり高品質
な写真を UP する人も多くなってきた。基本的フォーマット
は 1：1 の正方形画面が基本であるが、ここ数年で長方形写
真にも対応するようになってきている。

■インスタ映えする写真
インスタグラムや SNS ではなくとも、フォトジェニックな

写真など写真写りが良いと言う言葉は使われてきた。SNS
を中心に目を引く写真とフォトジェニックと言うのはちょっ
と違っている。いわゆる写真写りが良かったり、写真コンテス
トなどに応募されるようなしっかり撮ったという写真ばかり
ではないということだ。

インスタ映えする写真とは、流行のスポットで撮影したも
のであったり、かわいらしいスイーツや食べ物。犬や猫の可愛
いしぐさやちょっと笑えるしぐさなど公開した写真の見映え
が良い写真のことをいう。女性やタレントであれば、自撮り画
像や自分に注目してもらうような写真も多い。

インスタグラム自体にいろいろなフィルター機能が用意さ
れており、簡単に使えて見映えの良い写真が出来上がる非常
に便利な機能である。また、スマートフォンアプリでも色々な
フィルター機能や補正機能があり、インスタグラムのフィル
ターを使用しなくてもインスタ映えする写真が UP できる。

■写真を見てもらうには
せっかく撮った写真を UP したのにどうやって多くの人に

インスタグラムのホーム画面。この画面がタイムライン画面で、フォロー
しているユーザーの写真が表示される。
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見てもらうのか。#（ハッシュタグ）を活用して多くの人に来
てもらうことができる。ハッシュタグに続く言葉をつけること
により、検索ワードとして登録出来る。世界の人からアクセス
してもらえるように英文などを活用するのがいいだろう。個
人的にフォローされていない状態でも、ハッシュタグから見
に来てもらうことができる。ハッシュタグの制限として 30 個
までのハッシュタグをつけることができる。あまりたくさんつ
けすぎても見づらくなってしまうので、和文、英文をうまく利
用してわかりやすくしよう。

この様に言葉ではなく写真を見てもらう文化のすそ野が
広がったことは歓迎すべきことだろう。世界の人に向け自分
の作品の発表の場としてインスタグラムを活用している人も
少なくない。インスタグラムから有名になりプロ写真家に転
向した人も多くいる。

■インスタグラムによる弊害
写真のすそ野を広げてくれて、写真自体に触れる人が多く

なるのは非常に有りがたいことである。その反面インスタ映
えを狙って撮った写真では、観光スポットなどでは、周りの人

に気を使わず写真を撮ったり、進入禁止場所まで立ち入って
いるケースなども少なくない。また、スイーツなども買って撮
って満足して、作られたスイーツがそのままゴミ箱へ捨てら
れているケースもあるようだ。

一時期問題になったアルバイト店員が夜中の冷蔵庫に入
りこんだ写真を撮って UP したりすることにより、お店自体
が閉店に追い込まれるような事態も起きている。どこの世界
でもマナーというものは当たり前に考えなくては行けないこ
と。最低限のルールを守って写真を身近に楽しんで欲しいも
のである。
 （記／出版広報委員：川上卓也）

インスタグラムの自分のページ。自己紹介やプロフィールの公開ができ
る。

インスタグラムは、PCからUPは出来ないが、見ることは可能である。
大きい画面で楽しむのもよいであろう。

インスタグラムで写真の補正やフィルターを使用することで写真のイメ
ージは全く違ったイメージを作り上げれる。
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本副会長が同セン
ターの沿革とその
活動に懸ける思い
を語った。その後、
同センターの中川
裕美調査員が、セ
ンターでの写真原
板の保存の実際について説明。フィルムの劣化につい
て、個人やアマチュアの方でもできる実践的な対策に
ついて解説があった。

この度の講演は関西地区会員から要望があった写真
フィルムの保存方法について、学術的な視点からの講
演を国立民族学博物館の園田直子教授がされ、物故写
真家の遺されたフィルムの保管状況や環境などの実例
を、写真保存センターから説明を受けた。また、「どのよ
うに保管すれば延命が図れるか」について簡便な方法
は、湿気を遮るためには１階よりは２階の方が良いこ
と、ネガホルダーは透明なプラスチック製のものよりも
紙製のもの、できれば中性紙のものが最適であること
などが話され、今のうちに交換することを勧めた。

保存に適した包材のデモンストレーションでは、包
材を製造販売する企業と包材を輸入販売する５社によ
る製品の展示及び説明が行われた。各社の展示ブース
では現物を手に質問する人垣ができ、予定時間を超え
る盛況振りであった。

講演後の質疑応答では、保存に関するノウハウや包
材メーカーのデモンストレーションに関心が高かった。
アンケートにも講演内容が「よかった」と答えた方が８
割以上あり、名古屋、福岡などでもセミナーの開催を希
望する声が多数あった。全体として、写真原板の保存に
対する聴講者の熱意が伝わってきた。
� （記・撮影／垂井俊憲）

page2018 オープンイベント
◆日本写真保存センターセミナー◆
劣化したフィルムへの対策

～あなたのフィルムは大丈夫ですか !～
平成 30年２月７日（水）

池袋サンシャイン文化会館 7階 710 号室
参加者：65名

	 　講師：塚原琢哉（写真家）　
	 　　　　笛木	諭	（日本写真保存センター調査員）

今回のセミナーでは、前半の講演で写真家の塚原琢
哉さんが経験した「ビネガーシンドローム」の実態と、
そこから画像を如何に再生させて写真集を制作させた
かという経験談を、具体的な手法と共に話された。

塚原さんが 60 年前の学生時代に撮影した山村のル
ポルタージュネガを、膨大なネガファイルの中から発
見したのは２年前のことで、ファイルケースからストロ

◆日本写真保存センターセミナー（関西）◆
写真フィルムを長期保存するには…
～講演と包材のデモンストレーション～

平成 29年 10月 20日（金）
メットライフ本町スクエアB1会議室

参加者：90名

	 講師：園田直子（国立民族学博物館教授）
	 　　　松本徳彦（JPS副会長）
	 　　　中川裕美（日本写真保存センター調査員）

日本写真保存センターは 10 月 20 日（金）、写真原板
の保存についての講演並びに、包材メーカーによる中
性紙の包材に関するデモンストレーションを行った。
会場はメットライフ本町スクエアで富士フイルムフォ
トサロン大阪の地下にある会議室を使用した。秋雨が
降る肌寒い天候だったが、写真フィルムの長期保存に
ついて関心が高まっていることもあり、文化的価値の
高い作品を扱う博物館や美術館の学芸員から、企業の
広報資料管理担当者、JPS 会員とアマチュア写真愛好
家までと幅広い 90 名もの方々にご参集頂いた。

司会は生原良幸関西地区委員長が務め、はじめに国
立民族学博物館教授の園田直子氏による、同館での写
真・映像資料の保存の取り組みについての講演を拝聴
した。フィルムに記録された情報はデジタル化するこ
とで、長期の保存が可能であることは知られているが、
本講演ではフィルムの支持体である記録媒体そのもの
の保存に焦点を置いて話された。保存環境については、
昨年訪れたフランス国立映画センター（以下 CNC）のフ
ィルムアーカイブや、千里にある国立民族学博物館で
の映像音響資料の保存方法を例に挙げて説明された。
CNC ではユネスコの記憶遺産に登録されている「ルミ
エールの映画」のオリジナルを含む約 11 万点の映画フ
ィルムを所蔵していること、また、写真フィルムも数
百万点所蔵しており、それらが厳格な管理の元で保存
されていることを
知ることができ
た。

次に写真フィル
ムの保存について
は、高温多湿の環
境下で発症するビ
ネガーシンドローム等の劣化現象で、貴重な記録資産
を喪失することを防ぐため、日本写真家協会が文化庁
の委嘱を受け、日本写真保存センターが写真原板の収
集・保存とアーカイブ構築に関する調査研究を行って
いる。
「貴重な記録をいかに後世に残すか…」について、松

セミナー研究会レポート
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ー状に丸まったフィルムを取り出すと、暴発するように
ファイルが開いてしまった。その時のショックは大変大
きかったという。山村を撮影した 35 ミリのネガは、当初
折りたたみのネガホルダーにしまってあったが、その
後ビニールファイルに移しプラスチックの容器に入れ
て保管してあった。これが原因のようで、同じビニール
ファイルでもスチールロッカーに保管していた物はま
ったく劣化してなく良好な状態が保たれていた。

山村の人々の明るく生きる姿を撮影したネガは、ス
トローのように丸まり、フィルムの膜面には無数の突起
のような斑点が出来ていた。カーリングしたネガはス
プリングのように反発が強く、とてもネガキャリアに挟
むことは出来なかった。その時は絶望的な悲しみに襲
われたという。

このかけがえのない山村の記憶を蘇らせたいという
想いから、ダメージを受けたネガの状態を調べ、どのよ
うな方法で画像を復元できるかを考察した。そうこう
している間にも鋭い酸の匂いがするネガはますます硬
くなり、膜面の部分が剥離し
て剥がれ落ちる箇所も出て
きた。ネガ自体を元の状態に
戻すことは不可能だが、写っ
ている画像を取り出すこと
が出来ないか、その画像から
プリントに仕上げることは
出来ないか、と考え今回の挑
戦をすることになった。

水に浸すなど、様々な方法
を試しながら丸まったネガを出来るだけ広げて、２枚
のガラス板の間にサンドイッチのように挟み、テープを
貼って強く締め付けて平面性を維持しながら、スキャ
ナーで画像を一枚ずつ取り込む地道な作業を続けた。

スキャナーで取り込まれた画像は、斑点や亀裂が入
ったネガの状態が忠実に反映されており、そのままで
はプリントにならないため、Adobe�Photoshop 等の画
像処理ソフトを使って画像の修復やレタッチ作業を行
った。画像処理ソフトを使うことで修復以外にもオリ
ジナルのネガでは不足していたコントラストや濃度の
調整を行うことができた。

こうして、１年の期間を費やし自分なりに満足のいく
プリントと高精度の印刷データを作ることに成功し、

「遥かなる遠山郷」の写真展と信濃毎日新聞社から写真
集の発行へと結びつけていった。

撮影した当人である写真家が直面した「ビネガーシ
ンドローム」の実態の深刻さと、当人であるが故になん
とか再生させたいという画像に対する強い想いが良く
伝わった講演であった。

休憩を挟んで、後半は笛木諭調査員から日本写真保
存センターで行っている保存作業が実際の画像と共に

紹介された。
日本写真保存セ

ンターは「歴史的・
文化的に貴重な写
真原板を後世に伝
え残す」ことを目
的に 2007 年から
文化庁の委嘱事業として活動を始めた。現在では約 30
数万点の写真原板を収集し、そのうち 24 名・団体、
5,119 点のデータを「写真原板データベース」として公開
している。

日本写真保存センターでは以下のように、１）収集、
２）調査、３）保存、４）利活用、の作業を行っている。

１）収集
　散逸、破棄される前に貴重な写真原板を収集する
　・収集作家の選定
　・受領

２）調査
　	撮影者名、撮影年月日、場所、テーマ、被写体の内
容、　等を調べデータベース化する

３）保存
　長期保存に適した包材・施設で保存する
　・包材交換
　・原板収蔵

４）利活用
　ウェブ上で閲覧できるようにする
　・公開用閲覧データベースに登録
講演ではそれぞれの項目について、実際の作業状況

を画像を交えてさらに細かく解説した。収集した写真
原板の調査とスキャン・長期保存に適した包材等への
交換は、日本写真保存センターの作業室で行っている。

そうした対策をしたのち、東京国立近代美術館フィ
ルムセンター相模
原分館の収蔵庫に
収蔵している様子
などの画像が紹介
された。

講演後の質疑応
答では、保存セン
ターの調査員の数や印画紙プリントの収集・保存も行
っているのか、等の質問があった。

また、包材メーカー 5 社による保存に適した包材の
デモンストレーションが会場内の展示ブースで行わ
れ、講演終了後も多くの来場者で人垣が出来る盛況ぶ
りで、個別の事案に関する相談や質問が多く寄せられ
ていた。
� （記・撮影／小池良幸）
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◆トム岸田（1982 年入会）
『一眼ムービーなんて怖くない !!』 

セミナーに参加して
以前から静止画と動画の表現法と表現力

の違いに興味を持っていました。しかし動
画撮影の機材の選定や操作方法等は未知の
領域なので、撮影にはなかなか踏み出せま
せんでした。 2015 年、写真家協会主催の「一
眼ムービーなんて怖くない」のセミナーに参
加させて頂き、講師の鹿野宏氏から撮影の
機材や動画特有のテクニック（ズーミングや
パーン等）に臆する事なく、「動画機能付きの
一眼レフカメラで、スチール写真家ならでは
の構図」を生かした撮影に挑んではとの心
強いアドバイスを頂き、自信を持って動画の
撮影に踏み出す事が出来ました。テレビの
制作会社から「日本刀の鞘」の制作行程のス
チール撮影の依
頼を頂いたので
すが、制作行程
の一部を動画で
撮影して制作会
社の担当者に見
て頂きました。 
そして動画での
撮影依頼を頂き、
テレビの制作会社撮影の動画とのコラボに
よる「拵・刀装具の美」の発売に至りました。
今後は動画撮影にも積極的に参加して、静
止画と動画の表現法と表現力の違いを探り
ながら、作品の領域を広げていきたいと思っ
ています。 最後になってしまいましたが「一
眼ムービーなんて怖くない」の講師をお引き
受け頂きました株式会社 Lab の鹿野宏氏
と、セミナー開催に尽力を頂きました協会役
員の方々に感謝致します。
 （東京都渋谷区在住）

◆池谷俊一（1992 年入会）
他者の写真作品を審査することは、逆に

審査する側のレベルを審査されるというネ
オリアリズムを熟知していなければならな
い。私も審査員を依頼されることがあり、全
神経を集中する。作品群の被写体は様々で
あるから当然に審査員は多角的作品を理解
し創れる人でないとマズイ。私は顔専門の
モノクロ作家だが、あらゆる被写体と闘う。
写実具象形象の四体を学ぶ。四体創れずし
て他者作品は診えず、が私の叫び。プロとい
う立場を再考したい。
 （静岡県御殿場市在住）

◆池田　勉（2012 年入会）
1612 年からおよそ 260 年間に亘ったキリ

スト教禁教 1873 年に解禁された。以来それ
まで潜伏していたキリシタンたちの多くは
カトリックに復帰されたが、中には潜伏時同
様の独自形態で信仰を継続された人達もお
られた。彼らは「かくれキリシタン」と呼ばれ
て今に至っているが近年になって殆んどそ

Message Board
の組織は解散さ
れている。著者は
ここ十年に亘り、
これらをテーマ
に撮影取材を行
い、このたび中間
報告の形で写真
展を開催した。写
真 展 は 銀 座
Nikon Salon（11
月）と大阪 Nikon 
Salon（12 月）で 72 枚構成の「潜伏・長崎か
くれキリシタン今昔」のテーマで開催した。
 （長崎県長与町在住）

◆三穂雪舟（1991 年入会）
昨年の撮影。第 1 日目は小国神社、第 2 日

目は熱海梅園、いずれも 11 月、第 1 日目、午
前 10 時、同神社内に日が入り美しい紅葉、
すると赤い太鼓橋の上に、保育園児が勢揃
いで、記念撮影中、周りの紅葉とも、マッチし
て絶妙のタイミングを撮らせて貰い、夕方ラ
イトアップ時、今度は赤い太鼓橋の上に、美
人モデルさん 1 人、若い女性カメラマンが盛
んに撮影中、「撮ってあげて下さい」と声掛
けられ私も撮らせて貰い、突然撮影と成る。
 （東京都狛江市在住）

◆名畑文巨（2003 年入会）
「世界の障害のある子どもたちの写真展」

プロジェクトを進めています。世界の主にダ
ウン症のある子どもを撮影し、2018 年にロ
ンドンで英国人写真家２名とコラボして第
1 回写真展を開催し、その後世界展開を目指
します。既に日本・英国・ミャンマーでの 
取材撮
影を終
え、本
年は南
アフリ
カを取
材しま
す。プロジェクトはクラウドファンティング
での公募と、主旨に賛同いただいている
NPO 団体からの支援により、障害者への理
解を深めるために行っています。応援よろし
くお願いします！（写真はミャンマーで撮影
のダウン症のある赤ちゃん）
 （大阪府池田市在住）

◆太田有美子（2017 年入会）
去る 12 月 6 日から 11 日まで逗子市内に

あります zushi art gallery にて太田有美子
写真展「森の言霊」を開催しました。テーマ
は身近な “ 森 ” を切り口にし、その内外で展
開されている物語を綴ってみました。逗子に
はまだ多くの自然が残っています。もちろん
住宅地もありますが、一歩その外へ踏み出
せばここが首都圏かと思えるような景色を
臨むこともできます。これからも写真を通し

て身近な自然が織り成す美の世界を、時代
が移り変わっても変わらないかけがえのな
い瞬間があることを、幅広く皆様に伝えてい
きたいと思っております。
 （神奈川県逗子市在住）

◆吉野雄輔（2001 年入会）
今年で、10 作目（10 年目）。（株）山と渓谷社

から発売しているヤマケイカレンダー 2018
「海の時間 Blue」が発売された。全体のテー
マは、海
の青の気
持 ち 良
さ、南の
島の誰も
が憧れる
風景、ダ
イナミッ
クな魚の群れとかわいい表情、イルカやアザ
ラシなどの動きや表情など、海の風景をイン
テリアとして使えるようなシーンばかりで
す。カレンダー商戦も厳しくなっている昨今
ですが、また来年も作れるかな～？！
 （東京都世田谷区在住）

◆蓮野日出男（1977 年入会）
郵便ポストのある風景

子供の頃、店先に当たり前に立っていた、
赤い丸型ポストは最近見かけなくなりまし
たが地方に撮影に出かけますと出合うこと
がありま
す。正 式
名 称 は

「 郵 便 差
出箱1号」
丸型とい
い、昭和
24 年～昭和 45 年にかけて製造され全国に
約 5,600 本（2013 年 3 月時点）残っています。
日頃文字を書く機会が少なくなりましたが、
あなたの手紙を届けるために現役で頑張っ
ている郵便ポストの写真集を作りました。
 （東京都品川区在住）

◆南　雄二（1993 年入会）
只今 59 歳。入会以降 25 年くらいたち、つ

くづく早いものだと実感しております。IT
産業の影響もあり、仕事はデジカメとなりま
した。さて、先輩の土門拳氏の “ 写魂 ” や入
江泰吉氏の “ ほうびの美 ” はどこかへ行っ
てしまったような、一抹の淋しさを覚えま
す。フィルム代や現像代に追われカットホル
ダーに幕、春や秋は、京都の風景写真に没頭
しておりました。それらに費やした日はいっ
たいなんだったのだろうと、思う昨今です。
 （京都府京都市在住）

◆梅川紀彦（1984 年入会）
20 歳から写真を撮り続け苦楽を共に半世

紀を迎え初の写真集を出版しました。アマ
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Message

チュア 18 年。プ
ロ 35 年。1984 年
に林忠彦、中村
正也両氏の推薦
で 三 重 県 初 の
JPS 会員となり
ました。二 科 展
100 回 記 念 展

（2015）で、会員部
門で最高賞の大
竹省二賞を受賞
の記念として出版。写真評論家・飯沢耕太
郎氏の寄稿文と林忠彦氏との対談記事も掲
載。国内外のモノクロ・カラー作品 200 点と
撮影記も併載いたしました。
 （三重県松阪市在住）

◆谷　泰宏（2017 年入会）
印刷会社のフォトグラファーは、紙媒体に

限らずホームページなど web 系の撮影もか
なり多い
です。5 ～
6 年 前 か
ら動画撮
影も行っ
ています。
弊社のカ
レンダー
はオリジナル AR アプリで写真にスマホを
かざせば動画が再生されます。見た目は普
通のカレンダーですが、写真と動画で存分
に楽しんでいただけます。
 （岐阜県揖斐郡在住）

◆越　信行（2009 年入会）
2017 年 11 月 11 日に山と溪谷社より『生

涯一度は行きたい 春夏秋冬の絶景駅 100
選』を発売しま
した。駅は、その
多くが機能的に
造られ殺風景で
す。一方で、大海
原や雄大な山並
みがホームの前
に広がったり、
桜並木や色づい
たイチョウが美
しい駅もありま
す。そうした駅を、これまで私が地方のロー
カル線を中心に巡った日本全国 4,500 駅の
中から 100 駅厳選し、写真と文章とともに 1
冊にまとめました。 （栃木県小山市在住）

◆宅間國博（2016 年入会）
「ほんの少し視点を変えれば、 

街中が美術館になる！」
普段は主に俳優やアーティストなどの人

物を中心に撮影している宅間國博が、日本
を始め、世界各地の街で見つけたペンキの
軌跡を撮り溜めた写真集を出版しました。

タイトルの「キセキ」は、風雨にさらされた
ペンキが織りなす偶然の美を、軌跡と奇跡
のどちらの意味でも取れるようにカタカナ
にしました。

30 年か
けて撮影
した写真
から、選り
すぐりの
86 点を掲
載。

単行本：
96 ページ
　出版社：
雷 鳥 社；
B5 変形版 （東京都渋谷区在住）

◆高橋喜代治（1968 年入会）
環境の変化に伴い、私たちの周りから年

毎に見られなくなってしまう鳥たちがいる
ことに気づき、その姿を写真に収めておきた
いと思い、約 27 年前から撮り続けています。

今ではその数 510 種類になっています。
日本の野鳥は、約 670 種類いると言われて
います。

なぜ、そ
こまで の
めり込 ん
だのか、野
鳥の魅力
にとりつ
かれたの
か、鳥たち
の美しい
声、美しい
姿、いやし効果、それだけではない。生態を
知るにつけ、小さな野鳥が自然の中で営み、
力強く生きるその姿に心底惚れてしまった。

人間が忘れかけていた「生きる」ことえの
純粋で真しな姿に思わず応援したくなるの
は私だけでないはずです。

遥かユーラシア大陸やアメリカ大陸から
小さな体で精いっぱい羽ばたいて舞い降り
た鳥、渡りの途中、台風などの気象条件によ
って日本に舞い降りてしまった迷い鳥など
がいます。

鳥たちの一瞬の表情、可愛い鳥、怖い鳥、
驚いている鳥、静かに休んでいる鳥、警戒し
ている鳥等、鳥たちの一瞬の表情、感情を撮
り続けたい。

この写真集『ラブリーバード』から鳥たち
の魅力を感じて頂ければ幸せです。
 （東京都東久留米市在住）

◆金城真喜子（2007 年入会）
中学時代にユネスコ憲章の前文「戦争は

人の心の中で生まれるものであるから人の
心の中に平和のとりでを築かなければなら
ない」という一節を読み、知的で思想を伝え
る美しい言葉に惹かれました。

その後、折にふれ出会う詩には自然の美
や様々な心を表現する新鮮なまなざしがあ
りました。たった１行か２行の文章が孤独な
心を慰め、人生の岐路に立った時に勇気を
与えることもある。そんな詩の世界に私もか
かわりあってみたいという気持ちになり
折々に詩を書いていました。

写真展「女ともだち　そして私」を開催す

ることにな
り、作品づく
りをする中
で自分の本
のカバーに
使ってみた
いというも
のがあった
ので、詩を
一冊にまと
めることに
しました。私の足跡は端正ではなかったの
でタイトルは『野に漂う』としました。
 （東京都世田谷区在住）

◆前川貴行（2007 年入会）
2017 年の秋、『動物写真家という仕事』を

新日本出版社から刊行しました。どうして写
真家になったか、これまでの仕事をどのよう
に進めてきたかなど、文章がメインの本で
す。通常は見え
ない舞台裏につ
いて、飾ることな
く、できるだけ赤
裸々に表そうと
しました。若いこ
ろ夢見た動物写
真家になり、いま
その道を進んで
いること。でも写
真家になるため
のハウツーでは
ありません。もっと広く、人それぞれが持つ
自分だけの夢に向かって進むことを、後押し
できればいいなと思っています。
 （東京都八王子市在住）

◆泉谷玄作（1992 年入会）
昨年私は、『夜の絶景写真 花火編』（インプ

レス）を出版した。11 冊目となる花火の書籍
だ。銀塩時代からデジタルになり花火のホ
ワイトバランスを決めるのに苦労した。花火
も進化し、種類も増えたからだ。この書籍で
私が 10 年かかったホワイトバランスも初公
開した。また、出版社も「誰でもドラマチック
な花火写真が撮れるようになる」と、キャッ
チを入れるから、
真面目な私は、撮
り方のノウハウ
も大公開し詳細
に載せた。「こん
なに詳しく載せ
て大丈夫 ?」と、
知人数名から連
絡が来た（笑）が、
私が生きている
から書けるのだ
と、この年になって実感する。花火を撮りは
じめてから 50 年にもなろうとしている。

先日、東京でユージン・スミス写真展を見
て感動した。久しぶりに魂の入った写真を
見た。 （秋田県仙北郡美郷町在住）



協会に寄贈された会員の出版
物を到着順に掲載致します。

（2017・8 月〜 12 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

ラブリーバード PART4
高橋喜代治

月刊「たくさんのふしぎ」391 号 
海のかたち 

ぼくの見たプランクトン
文 ･ 写真・吉野雄輔

鴛鴦
福田俊司

①創英社 ② 2017 年 9 月
③ 21.5 × 21.5㎝、103 頁
④ 2,000 円 ⑤高橋氏

①福音館書店 ② 2017 年 10 月
③ 25 × 19㎝、44 頁 ④ 667 円
⑤吉野氏

①文一総合出版 ② 2017 年 9 月
③ 27 × 23.5㎝、112 頁
④ 3,700 円 ⑤福田氏

アイヌ、100 人のいま
宇井眞紀子

お屋敷拝見
文・内田青蔵、
写真・小野吉彦

HUMAN LAND 
人間の土地
奈良原一高

東海道五十三次 
祭り旅

森井禎紹

①冬青社 ② 2017 年 5 月
③ 20.7 × 23.3㎝、120 頁
④ 3,704 円 ⑤宇井氏

①河出書房新社 ② 2017 年 8 月
③ 21 × 14.8㎝、144 頁
④ 1,600 円 ⑤小野氏

①復刊ドットコム ② 2017 年 8 月
③ 29 × 23.5㎝、175 頁
④ 8,000 円 ⑤発行所

①森井禎紹写真事務所 ② 2017 年 9 月
③ 24 × 26㎝、144 頁 ④ 3,500 円
⑤森井氏

百年先の笑顔へ
北川孝次

梅川紀彦写真集 
50YEARS OF THE 

PHOTOGRAPHER LIFE 1963-2015

梅川紀彦

建設中。
勝田尚哉

京都西陣 うたを紡ぐ
短歌・本郷住枝

写真・水野克比古

①智書房 ② 2017 年 8 月
③ 20 × 20㎝、136 頁 ④ 1,111 円
⑤北川氏

①梅川スタジオ ② 2017 年 6 月
③ 29.7 × 21㎝、260 頁
④ 7,800 円 ⑤梅川氏

①グラフィック社 ② 2017 年 9 月
③ 18.2 × 24.2㎝、140 頁
④ 1,900 円 ⑤勝田氏

①大垣書店 ② 2017 年 9 月
③ 22 × 21㎝、180 頁 ④ 2,200 円
⑤水野氏

ＪＰＳ
ブック
レビュー
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石を聞く肖像
木之下晃

みちのく色語り
小松ひとみ

DVD 拵、刀装具の美 
高山一之の世界

撮影・トム岸田 ( 製作工程 )

貴州印象Ⅱ
馮　学敏

① JCII フォトサロン
② 2017 年 10 月 ③ 24 × 25㎝、31 頁
④ 800 円 ⑤発行所

①クレオ ② 2017 年 10 月
③ 18.7 × 26.5㎝、127 頁
④ 2,800 円 ⑤小松氏

①テレビせとうちクリエイト
② 2017 年 10 月 ③ 19 × 13.5㎝
④ 8,000 円 ⑤岸田氏

①馮　学敏 ② 2017 年 9 月
③ 21 × 21㎝、58 頁 ④−
⑤馮氏

動物写真家という仕事
前川貴行

バオバブのことば
本橋成一

夜の絶景写真 花火編
泉谷玄作

世界遺産全集
周　剣生

①新日本出版社 ② 2017 年 9 月
③ 19.6 × 13.7㎝、192 頁
④ 2,600 円 ⑤前川氏

①ふげん社 ② 2017 年 10 月
③ 27 × 20㎝、63 頁 ④ 2,300 円
⑤発行所

①インプレス ② 2017 年 7 月
③ 24 × 18㎝、160 頁 ④ 2,000 円
⑤泉谷氏

①青島出版社 ② 2017 年 8 月
③ 25 × 25㎝、115 頁 ④ 298 元
⑤周氏

残念な鉄道車両たち
池口英司

PROMETHEUS 
プロメテウス

辻本勝英

東京わが残像 
1948-1964
田沼武能

ぶな林彷徨 
─美しきぶな林の四季─

山本治之

①イカロス出版 ② 2017 年 10 月
③ 18.2 × 13㎝、362 頁
④ 1,700 円 ⑤池口氏

①日本カメラ社 ② 2017 年 11 月
③ 24 × 25㎝、100 頁 ④ 3,000 円
⑤発行所

①クレヴィス ② 2017 年 10 月
③ 26.4 × 19.3㎝、256 頁
④ 2,315 円 ⑤田沼氏

①山本治之 ② 2017 年 9 月
③ 25 × 25.7㎝、108 頁 ④ 2,800 円
⑤山本氏
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トム岸田殿 靖國刀 伝統と美の極致
 靖国刀 The Yasukuni Swords Rare Weapons of Japan 1933-1945

近藤誠宏殿 浅野恭正、監修・近藤誠宏・ONTAKE 御嶽山 神宿る山と人
 浅野輝雄、監修・近藤誠宏・京都 祇園界隈

川津英夫殿 川津英夫、川口秀夫・パリそしてプロヴァンスの自由時間
 山田学、川津英夫・ニューヨーク 魔法のカメラ

マツシマススム殿 山本久右衛門、監修 ･ マツシマススム・グランド北海道
志賀芳彦殿 大地の鼓動
豊里友行殿 南風の根 沖縄 1995-2017
榮榮＆映里殿 編集・森アートミュージアム・中国現代写真の現場
旅行読売出版社殿 監修・芳賀日向・祭りを撮る
JCII フォトサロン殿 宮澤孝一・にっぽんの市内電車−昭和 20 ～ 40 年代

 編集・白山眞理､ 櫻井由理・占領期の東京−写真家が見た 1945-1952 −
 山端祥玉・山端祥玉が写した 1939 年万博の旅

集英社殿 集英社 90 年の歴史
交通新聞社殿 髙松良晴・新幹線ネットワークはこうつくられた

 徳田耕一・名古屋鉄道 今昔、鈴木弘毅・駅ナカ､ 駅マエ､ 駅チカ温泉
 森彰英・少子高齢化時代の私鉄サバイバル
 和佐田貞一・列車ダイヤはこう進化を遂げた

東京都写真美術館殿 エクスパンデッド・シネマ再考
 長島有里枝・そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。

二科会写真部殿 第 65 回展二科会写真部作品集
日本印刷技術協会殿 印刷白書 2017、JAGAT50 周年記念誌
日本カメラ社殿 T.T. たなか・ENCOUNTERS Ⅱ Nebraska,U.S.A.

 山本まりこ・熊野古道を歩いています。
日本芸術出版社殿 AMATERAS A.M.A. 作品年鑑 VOL.21
国立歴史民俗博物館殿 「1968 年」−無数の問いの噴出の時代−
日本風景写真協会殿 1258 人の風景写真
日本大学芸術学部写真学科殿

 没後 40 年記念 写真家金丸重嶺 新興写真の時代 1926-1945
日本写真作家協会殿 第 28 回日本写真作家協会展 2017-2018､
 第 15 回日本写真作家協会公募展

寄　贈　図　書

野に漂う
金城真喜子

1967 中国文化大革命
荒牧万佐行

青森はいつも美しい
美景周遊
和田光弘

柴犬 よみがえる縄文犬
福田豊文

①金城真喜子 ② 2017 年 11 月
③ 21.7 × 15.5㎝、106 頁
④ 1,500 円 ⑤金城氏

①集広舎 ② 2017 年 11 月
③ 25.7 × 18.2㎝、215 頁
④ 2,500 円 ⑤荒牧氏

①東奥日報社 ② 2017 年 10 月
③ 29.7 × 21㎝、145 頁
④ 1,800 円 ⑤和田氏

①河出書房新社 ② 2017 年 12 月
③ 18.2 × 25.7㎝、80 頁
④ 2,200 円 ⑤福田氏

郵便ポストのある風景
蓮野日出男

暖流
飯島幸永

モノクロームの東京都電
諸河　久

光・山・憧憬
川口邦雄

①蓮野日出男 ② 2017 年 8 月
③ 18 × 18㎝、50 頁 ④−
⑤蓮野氏

①彩流社 ② 2017 年 11 月
③ 25.5 × 30.7㎝、183 頁
④ 6,800 円 ⑤飯島氏

①イカロス出版 ② 2017 年 12 月
③ 25.7 × 18.2㎝、180 頁
④ 2,200 円 ⑤発行所

①日本カメラ社 ② 2017 年 12 月
③ 26.8 × 21.5㎝、72 頁
④ 3,500 円 ⑤川口氏
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写　真　解　説

情報を求めて観光案内所を訪れたとき、ふと目にしたブナの写真
にすっかり魅入ってしまった。

場所を聞くと峠から 40 分程度歩いた所で、登山道沿いにあり比較
的分かり易いとのこと。

少しきつい山道を約 40 分歩いた所で、反対側から来た登山者に、
写真で見たブナの概要を話すと、それらしい樹が、あと 2 時間ほど行
った所にあるとのこと。しかし歩けど、歩けど出会うことは出来ず。
思わず道を間違えたのか？聞いた樹と違っていたのか？と疑心暗鬼
になりながら歩いていたとき、突然目の前に現れたのが、背は低いが
古武士然とした古木であった。

思わず「こんな所に居たのか」と言いながら抱き付いた。
（写真集・写真展「ぶな林彷徨─美しきブナ林の四季─」）

「なんで内地からこんなおばぁを写しにくるんかね〜」バナナの木
が茂る小さな野菜畑で腰をくの字にして収穫していた山城スミさん

（92）は、愛嬌のある顔で笑った。昭和 48 年私は、西表島で牛車でパイ
ンを運ぶスミさん（48）を撮った。あれから 40 年、再訪の折、もしや、
と思いスミさんの消息を人に尋ねた。「兄さん覚えているよ！」と彼
女は島の片隅で元気だった。「孫に小遣いをやるくらいは稼いでいる
よ」。労苦を深い皺に彫り込んだ顔は、思わぬ訪問者に満面の笑みで
崩れた。（平成 26 年・西表島）

毎年柴犬カレンダー制作のため、数多くの柴犬を撮影する。丸顔
の柴犬は今や日本を代表する犬となり、世界的にも人気の犬種にな
ってきた。一方、狼顔の柴犬もいる。縄文柴犬、縄文犬とも呼ばれる天
然記念物柴犬保存会の犬たちだ。猟犬として使われる柴犬の多くは
この犬だ。山野を疾走する姿は、まるで野生動物を彷彿させ、その気
迫と威厳には心底圧倒される。この度、念願叶い縄文柴犬の四季を
追った写真集が刊行された。狼顔の柴犬の魅力をもっと多くの人た
ちに知ってもらえればと、願いを込めた渾身の 1 冊だ。掲載写真は生
後 2 ヵ月の縄文柴犬の子犬。（写真集 『柴犬 よみがえる縄文犬』）

1980 年代の終わりから、オレゴン州には頻繁に訪れている。やはり
アメリカは大国であり、常に最新式の物が目に止まるのだが、新しく
する必要のない物はいつまでも古いまま残されている。このとき訪
れたアストリアはオレゴン州のはずれのコロンビア川の河口近くに
位置し、隣のワシントン州へ渡る橋が架かる。橋の架かる前と架かっ
た後で、この町の暮らしは大きく変わったのだろうなどと想像を膨
らませながらこの町を歩いて、新旧折り重なる風景を探してみた。

2016 年 12 月、ユネスコ世界文化遺産「山車」「鉾」「屋台」に登録さ
れた祭りです。4 月第一土、日曜日の桜が満開の頃に開催され、絢爛
豪華な山車と桜のコラボに見応えを感じる。犬山祭りの主役は 3 層
の山車 3 輌で城下町を笛や太鼓に合わせて、カラクリ人形が披露さ
れる。

日本には、約 9，600 もの駅が存在しますが、その多くは列車への乗
降に便利なように機能的に造られ、目的がなければ訪れることのな
い駅がほとんどです。一方で、数は少ないですが、本来の機能とは関
係のない美しい景色が見られ、目的がなくとも一度は旅して訪ねて
みたい駅も存在します。千葉県の房総半島中央部を走る小湊鐵道に
は、そうした駅がいくつかあります。春になるとこの飯給駅では、郷
愁を誘う小さなホーム・駅舎とその脇のサクラ・ナノハナが、美し
いコラボレーションを見せてくれます。 繰り返される人間模様を横目に、あてどもなく無常感のような寂

寞を抱きながらさまよい歩いた。惹かれるものがありもっと見知りた
いのだが、全ては刹那の出会いでしかなく過ぎ去って行ってしまっ
た、という感覚は、人間の業であり写真それ自体のように思えた。何
の因果かイタリア放浪を重ね、乾いた石の世界の中に素朴な諸行無
常を感じ、洋の東西を隔つことのない侘び寂びに取り憑かれていっ
た。

2005 年 6 月 24 日、午後 4 時すぎ、豪雨となったので、急いで聖ポ
ール天主堂跡（マカオ）へ向かい、三脚をセットしてスタンバイ。する
と雨はやみ、空の果てに夕焼けの光が現れてきた。急いでシャッター
を切り始めると突然、今度は遺跡正面が強い光で照らされた。振り返
ると、どこかのテレビ局のスタッフが何人もスポットライトを持って
当てている。私と同じ狙いだった。彼らのおかげもあって満足いく作
品を撮影できた。

素晴らしい演技だった。
オリンピックという大きな舞台で誰もが予想しなかったショート

プログラムでの屈辱。翌々日のフリーの演技で氷上に臨んだ浅田真
央は女王としての威信とプライドがオーラとなってプレッシャーを
完全にはねのけていた。その孤高の演技は見入る人々をのみ込み、カ
メラを構える私をものみ込んで私達の心に金メダル以上のものを残
してくれた。

モンゴル最北部にあるタイガには「ツァーチン」と呼ばれるトナカ
イ遊牧民がいる。ツァーは「トナカイ」、チンは「〜する人」を意味す
る。彼らは円錐型の天幕・オルツで暮らしているが、生活ぶりが明ら
かになったのは 1990 年代後半。それまでは人類学的調査がほとんど
行われなかったため「未だに原始的な生活を送っている民族がいる」
とまで言われたほどだった。個展「Anchin」は、タイガの自然風景、シ
ャーマニズム、人々のポートレート、狩猟、電化製品を使った新たな
生活スタイルで暮らす現代ツァーチンの姿を追ったドキュメンタリ
ーである。

古武士（表紙写真）   山本治之

生きることの、よろこび   飯島幸永

爛漫   越　信行

ゆかしかりしかど過ぎ去りき   中津川隆康

夢見る縄文犬（表 4 写真）   福田豊文

聖ポール天主堂跡   周　剣生

Structures in Astoria   増田雄彦

心の金メダル   青木紘二

犬山祭り   森井禎紹

タイガに暮らす（トナカイ遊牧民）   清水哲朗
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謹んでご冥福をお祈り申し上げます。追悼

平成 29年 8月 25 日、不慮の事故のため
逝去。48歳。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（平
成 16年入会）

平成 29年 12 月 1日、誤嚥性肺炎のため
逝去。85歳。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（昭
和 47年入会）

平成 29年 10月 2日、ガンのため逝去。72
歳。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（昭
和 54年入会）

８月30日のこと、奥さんの由香さんから電話があり、唐突に、大塚雅貴君の訃報を
告げられた。アフリカ中部のコンゴ、キサンガニ郊外をバイク・タクシーで移動して
いて、道からやや外れたところで撮影中に、突然倒れてきた木の下敷きとなり亡くな
ったという。まさか、と思う事故である。信じられない気持ちだった。治安のよくない
アフリカ奥地であるが、襲われたわけでも、交通事故に遭ったわけでもない。同行し
ていた研究者から、万に一つとしか言いようのない事故だったと告げられたそうだ。

大塚君が私の事務所を訪ねてきたのは1993 年のこと、助手志願だった。ちょうど
サハラへの遠征を計画していたタイミングだったので、「一緒に行ってみるかい」と
いうことで即決し、フランスで用意した４ＷＤを駆って、サハラ奥地を３カ月にわた
ってキャンプ生活を続ける過酷な取材に同行してもらった。好奇心満々の 25 歳の青
年には、地平線の中での体験が余程心に響いたらしく、その後サハラは彼のライフワ
ークとなった。マリ、チャドといった、サハラの中でも極めつきの辺境への旅を重ねて
いった。年々グラフ・メディアの状況が悪化してゆく中、どうにか食いつないで取材
費を捻出しながらサハラ通いを続ける大塚君の執念には感心させられた。治安の悪
化していたニジェールの砂漠では強盗にも遭っている。銃を突きつけられて身ぐる
み剥がされる災難にもめげず、サハラに執着してきた大塚君が、まさかとしか言いよ
うのない事故で命を落とした。儚さを思い知らされたという他に言葉がない。

せめてもの救いは、2015 年に写真集『SAHARA』を刊行し、写真展も開催して、自
身のライフワークに一区切り着けていたことである。合掌。

大塚　雅貴　正会員

大橋　富夫　正会員

髙本　裕久　正会員

大塚雅貴君の訃報� 野町�和嘉
髙本裕久さんが亡くなった。
日本の広告業界が急成長していく60 年代に、日本デザインセンターのスタッフ写真家と

なり、以後日本の広告写真の王道を歩んだ人だった。
「昔の TV 映画の『アンタッチャブル』を覚えているか。あれ、ライティングが凄いな」。そう

いうことを言う人だった。また、大変な読書家でもあった。その結果だろう、ぼそっと語る言
葉に、自分の言葉としての大きな含蓄があった。これにはいつも感心させられた。

航空スポーツに興味を持ち、自らグライダーの操縦練習をするばかりか、1974 年のオース
トラリアにおける世界滑空選手権にも撮影に出かけた。その結果、「グライダーでは、世界の
舞台で日本は活躍できないなぁ」というのが、最高峰の滑空競技を見た髙本さんの実感だっ
た。

その頃、日本でも熱気球の活動が始まる。興味を持つ仲間と熱気球に打ち込むようになっ
た。そして熱気球世界選手権で15 位という日本の航空界初の成績を得、奥様と共に渡良瀬
に活動の拠点を設け、次々に後輩を育てた。

こうした経緯から、日本航空写真家協会の創設会員でもあったが、ややもすればマニア指
向に流れがちな仲間を常に、写真とは何か、という原点に立ち返る意見を述べ指導された。

さらに数年前にはハイエンドのアマチュア飛行機写真家を伊豆初島に集め、泊まり込み
の講習会も主宰された。新聞１面広告を100 点ほどだったか、ホテルの床に並べ、それがな
ぜいいか、悪いか、具体的に写真の見方を喚起されたが、言葉は穏やかだが強さがあった。ひ
ょっとしてあれは遺言だったのか、と今になって思う。喪失感は言葉にならない。ご冥福をお
祈りします。

追悼・髙本裕久さん� 瀬尾�央

平成29年12月30日、肺ガンのため逝去。
65歳。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（平
成 10年入会）

阿南　辰秀　正会員

阿南辰秀さんは、九州芸術工科大学で写真を学び、フリー写真家とし
て、1983 年頃より大阪府文化財等の撮影を始めました。徐々に文化財
を通して関西圏の各自治体に活動の場を広げ、1996 年に有限会社阿南
写真工房を設立しました。その後も自治体の信頼を得て、大阪府、奈良
県の文化財撮影を専門に続けていました。

自治体からの信頼は撮影だけでなく、写真指導にも及びました。羽曳
野市綾南の森公民館主催の市民講座「写真入門教室」の卒業生が中心と
なって平成 10 年に結成した「ピンボケ写真クラブ」の指導も行ってい
ました。

また、阿南さんのホームページでは「ほんのちょっと特別な日常を切
り撮りました」と散歩がてらに撮った写真を掲載していました。

入会 19 年目の 2017 年 12 月 30 日、肺ガンにて亡くなりました。
ご冥福をお祈り致します。

（阿南さんと交流のあった会員の方がおられましたら事務局にご連
絡下さい）

阿南辰秀さんを偲ぶ� 総務委員会
大橋さん、思い起こせば 1963 年からお世話になり続けてきました。その年の６月、私が雑誌社に

入社後間もなく、４×５ビューカメラを構えて不安げな撮影時に、ライバル出版社から依頼された
大橋さんと出会いました。これが初対面でした。早速その場でカメラの扱い、太陽の位置と光の関
係、撮影カットと掲載頁の関連等々、学校では教わらない現場での授業を受けました。この様な師弟
関係が何度か続きました。思い起こせば大変貴重な体験でした。

そうそう1967 年、盛岡でのハプニングもありましたね。夜行出発の上野駅でお会いし、翌朝「岩手
県営体育館」の現場で再会。いざ撮影となった時、大橋さんが腹痛を訴え急に座り込み撮影不能と
なってしまいました。私のにわか判断で「盲腸」が疑われ、居合わせた体育館設計者兄の勤務先、岩
手医大に緊急入院。急性盲腸との事でした。夕方、大橋さんのバックとカメラを担いで病室にお見舞
いに駆けつけました。

1985 年には日本のODAプロジェクト、黒川紀章氏設計で北京市内に竣工した「日中友好青年会
館」の撮影もご一緒させて頂きました。大橋さんは黒川氏、私は施工した大手ゼネコンの依頼でし
た。現地の関係者は、写真家二人の同時の撮影と云う事で非常に神経を使っていました。しかし撮影
が始まると、写真家同士の共同作業と手際の良さに驚いていました。北京滞在中、曇り空の日曜日、
私が「休業日として万里の長城にでも行こうよ」と提案すると、真面目な大橋さんの「そうだな、今日
は日曜日だからな」のひとことで観光の一日となりました。

国内各地でも数多く現場でお会いしましたね。会う度に同じホテルへの変更を繰り返しながら
…。撮影途中に何故かお互いの４×５グラフィックホルダーが入れ替わっていた事もありましたね。

永い間のお付き合いでしたが、ただただ、楽しかった思い出以外はありません。お人柄ですよね、
大橋さん。安らかに…。合掌

現場の写真教師� 小川�泰祐
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Information

編集後記
◎笹本恒子さんが戦後の1946 年に撮影した「銀座 4 丁目とPX」や

「両国、女性連れの進駐軍兵士と幕下力士」（1952 年）など、僕は写真
学生の時代に彼女の写真を見てその生き方に驚かされ、白寿にまた
驚嘆する。激動の戦後を記録した足跡は、後世に残る。さらに、女性
の立場で「赤線地帯診療所」（1950 年）を撮影した常盤とよ子の写真
には驚愕したものだ。� （桑原）

◎今年度最後の会報発行で167号となりました。次年度は「平成」最
後の年度で、JPS 会報も通算 170 号を迎えます。120 号で現在のフ
ォーマットに変更してから50 号の経過となり、誌面リニューアルを
検討する時期となって来ました。次号 168 号では「JPS�Gallery」の
誌面を変更して、会員作品の掲載機会を増やして参りますのでご期
待下さい。� （小池）

◎会報 167 号では半世紀にわたりオリンピック取材を続けてきた
青木紘二会員に記事をお願いした。会報 165 号で登場いただいた
芳賀日出男会員といい、一つの対象を撮り続けることの情熱と意志
の強さに、同じ JPS 会員として尊敬の念を禁じ得ない。半世紀を目
指して、アフリカ取材をあと20 年続けるのは難しいだろうな。
� （飯塚）

◎泊りがけの取材で、昼食が毎日同じものになってしまうことが
時々あります。「時間をかけずに食べることができ、現場の近くにあ
るもの」というのが条件になることから起こる現象です。先月の私
の取材がそうで、気がつけば、毎日毎日「台湾ラーメン」を食べてお
りました。もう自称台湾通です。この取材はまだしばらく続きそうで

す。楽しみです。� （池口）

◎私事ではありますが、この編集後記を書いている日が親父の命日
である。親父の亡くなった歳を超えて数年。少しは孝行出来ている
のだろうか？と思う事がある。自分も歳をとってきたんだなと思う。
家族にも周りの友人にも迷惑をかけながら、未だに勉強する毎日だ
と実感。毎年1月末は、ちょっと止まって人生を振り返ろうと思う。
� （川上）

◎認識、分類、推定などの機能を得意とする「AI（人工知能）」や「デ
ィープラーニング（深層学習）」といったテクノロジーが大きな潮流
となって社会に押し寄せている。写真表現（画像処理）にも応用が始
まっていて、人手による電線消し修整作業などはあっという間に過
去の遺物になりそうな勢いだ。動向を注視していきたい。� （関）

◎ 2003 年に出版した書籍の新装版を出してもらいました。建築史
家との共著で、歴史的建築のガイドブックです。掲載建物の中には
取り壊されたものもありますが、重要文化財に格上げされたものも
あります。時の流れを感じつつ、思わぬ臨時収入は嬉しかったです。
� （小野）
�
◎最近、高齢者の運転免許をどうするか？という問題が大きくクロ
ーズアップされています。年齢と共に運動能力や判断能力が低下す
るのだから返納は当然という考え方がある一方、過疎地居住者にと
っては移動手段を奪うことにもなりかねず「一律に返納はおかし
い」という説を唱える人もいます。自分も親の介護が必要になりわ
かったことですが、一番こわいのは本人が、高齢化に伴う衰えを自
覚していないパターンです。テクノロジーの進化で解決できればい
いのですが、さてどうなるでしょうか。� （小城）

◎ファーウェイ、OPPOといった中国のスマートフォンメーカーの
勢いが凄い。価格が安い上にカメラ機能がなかなか優れていて、カ
メラ並みどころかカメラ以上の性能を備えていたりするから侮れ
ない。常に持ち歩いているスマホだからこそ撮れるシーンもある。
カメラの魅力とは何かを考え直さなくてはいけないのかもしれな
い。� （柴田）

◎もうすぐ、８年目の 3.11がきます。昨年末 2011 年以来続けている
東日本大震災被災地定点撮影に行きました。一昨年末位から被災
地の様子が随分変わって来ました。復興というのでしょう。似たよ
うな新しい街があちこちにできはじめています。よそ者からみると、
安全という観点からは致し方ないと思いつつ、個性が消えた街が作
られていくのは、ちょっと寂しい感じです。� （伏見）

◎いまや生活に欠かせない通信販売。撮影機材もカメラからスタジ
オ用品まで、超大手通販サイトには並んでいます。そこで幅を利か
せているのが、カメラ量販店で見かけないアジア系メーカー製品で
プライスも破格。興味本位で数点買って見ましたが、使えるものか
ら、そうでないものまで玉石混交。ちょっとしたくじ引き気分が味わ
えます。� （桃井）

◎ 3.11から７年。あの時、僕は展示のために北京にいた。現地でも連
日ニュースで被害状況が伝えられ、会場では皆お悔やみの声をかけ
てくれた。募金箱を置くとまたたく間に一杯になった。政治的には
摩擦もある日中関係だが、人の心に境目などないことを実感した。
この場をお借りして、あらためて中国の人びとに御礼を申しあげた
い。� （山縣）
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平成 30年 1月 1日、すい臓ガンのため逝
去。59歳。
　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（平
成 15年入会）

経過報告（2017年８月～2018年１月）

◎ 8月11日～17日　2017 新入会員展（大阪）
富士フイルムフォトサロン大阪　出品者 29 名、作品数 58 点、入場者数 3,998 名
◯「私の仕事」
◎ 9月26日～ 30日　第 42回 2017JPS展（関西）
京都文化博物館 5Fミュージアムギャラリー　入場者数 1,441 名
◯ 9 月 24日イベント「instax�チェキで遊ぼう」、9 月29日入賞入選者交流会・講演会・�
畑祥雄「女性写真家のパイオニア山沢栄子 (1899-1995)“ 未来は未知数 ”」
◎10月13日　中国撮影家協会の表敬訪問
AM10:30 ～ 11:00　JPS 会議室　8 名
◎10月 20日　日本写真保存センターセミナー（関西）
PM2:00 ～ 4:30　メットライフ本町スクエアB1 会議室　参加者 90 名
◯写真フィルムを長期保存するには･･･−講演と包材のデモンストレーション−
◎10月 23日　三団体懇談会
PM6:00 ～ 8:00　公益社団法人日本広告写真家協会
◎11月 5日　第 11回JPSフォトフォーラム
AM10:20 ～ 15:40　有楽町朝日ホール　参加者 354 名
◯「伝える、残す、写真の力−記録の意味と価値」パネリスト・英伸三、宇井眞紀子、公文健太郎
◎11月 21日～ 27日　20世紀に活躍した貌
ニコンプラザ新宿�THE�GALLERY�1+2
◎12月13日　第 43回日本写真家協会賞贈呈式
PM4:30 ～ 4:45　アルカディア市ヶ谷
受賞者・日経ナショナル�ジオグラフィック社
◎12月13日　第 13回名取洋之助写真賞授賞式
PM4:45 ～ 5:00　アルカディア市ヶ谷　受賞者・関健作、楠本涼（奨励賞）
◎12月13日　第 1回笹本恒子写真賞授賞式
PM5:00 ～ 5:30　アルカディア市ヶ谷　受賞者・宇井眞紀子
◎12月13日　平成 29年度会員相互祝賀会
PM5:45 ～ 7:30　アルカディア市ヶ谷　参加者 339 名
◎12月14日～ 20日　第 1回「笹本恒子写真賞」受賞記念写真展
アイデムフォトギャラリー「シリウス」　入場者数 713 名
◯宇井眞紀子写真展「アイヌ、現代の肖像」
◎1月19日　2018 年関西JPS会員新年親睦会
PM7:00 ～ 9:00　大阪第一ホテル 6F｢モナーク｣の間　参加者 88 名
◎1月26日～ 2月1日　2017 年第 13回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真展（東京展）
富士フイルムフォトサロン東京　入場者 8,818 名

中橋　博文　正会員

年が明けて元日の夜、今年最初の携帯電話が鳴った。中橋博文の名前が表示さ
れていた。大阪に住んでいた頃、知人から JPSに入会したいという彼を紹介され
たのは 20 年ほど前のこと。ゴルフでは常に彼のスコアにかなわず悔しい思いをし
た。仕事場の違いから次第に会わなくなって随分経つが、年賀状のやり取りは続
いていて、いつも直筆で遠慮気味に小さな文字で添え書きしてくれていた。昨年
は喪中で、今年の年賀状を書いていないことに気が付いた。久しぶりやなあ…と
言おうとしたが、電話の相手の声は女性だった。思いもよらない彼の訃報だった。

日本教文社出版による月刊誌のグラビア連載を長年のライフワークとする誠実
で真面目な青年であった。久しく顔を見ていなかったので思い出されるのは青年
の顔のままである。

参列した葬儀で一昨年に届いた喪中のハガキは息子さんのものだったと知る。
二年前すい臓にポリープが見つかったが良性で経過観察中に息子さんが亡くな
り、その後急速に悪性に変化したのだという。

相次いで二人の家族を失い、皮肉にも、おめでとうの言葉が飛び交う元日が命
日という、切ない未来を背負うことになった奥さんの気丈な対応に胸が痛くなる
ばかりであった。

まだ私より一回り以上も若い。何ともやりきれない思いで帰途への車を走らせ
た。

中橋君、息子と再会できたか？二人で奥さんを見守ってあげてほしい。合掌。

中橋博文君、安らかに� 吉川�譲
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Photo Exhibition, “The Collections of The Japan 
Photographic Preservation Center” 

Japan Professional Photographers Society (JPS) en-
gages in the collection, preservation and utilization of 
photo plates as a historic and cultural heritage at The 
Japan Photographic Preservation Center that is by 
the request of Agency for Cultural Affairs. For these 
12 years, more than 300,000 rolls of films have been 
collected, such as the lives and circumstance of Japa-
nese people after Meiji era (1868~). The photogra-
phers were deceased people and are active photogra-
phers.  Those original films were researched the 
degradation and condition of the preservation.
The photo exhibition is at Minato Mirai Gallery.  
Themes are 1) 50 years of Japanese lives from 1920 to 
1970, 2) photos of cultural assets, photos of national 
treasures such as Horyuji temple and statues of Bud-
dha.  The total photos of this photo exhibition are 100.  
The photos show various phases of each periods of 
Japanese history.  The exhibition also shows the roles 
and meaning of existence of The Japan Photographic 
Preservation Center.

CP+2018 Photo Exhibition ”Photographs, pass down 
the generations”
Venue: Minato Mirai Gallery, Yokohama city
Term: from March 1 to 4, 2018

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-

Eikoh Hosoe, A JPS Honorary Member received 
“The Order of the Rising Sun, Gold and Silver 
Star”.

A JPS Honorary Member, Eikoh Hosoe received “The 
Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star” in The 
Autumn Decoration of 2017. It is the first time that 
this Decoration was awarded for a photographer an 
alive in lifetime.  “The Order of the Rising Sun” is a 
Japanese order, established in 1875 by Emperor Meiji 
of Japan.  There are 8 classes and Hosoe received the 
2nd class of order.  Eikoh Hosoe was born in 1933 in 
Yamagata Prefecture. In 1951, Hosoe won the top 
prize for students at the Fujifilm-sponsored “Fuji 
Photo Contest.” In 1954, he graduated from entering 
the Tokyo Junior College of Photography (currently 
Tokyo Polytechnic University). He established the 
reputation by “Yukio Mishima”, as a model, Hosoe 
created a series of dark, erotic images centered on 
the male body, Killed by Roses or Ordeal by Roses 
(Bara-kei, 1963). The Kamaitachi series was published 
in book form in 1969 and the work received “World of 
Photography Prize” by Agency for Cultural Affairs. 
He received Medal with Purple Ribbon from Japan, 
and in 2003, awarded “The Royal Photographic Soci-
ety Special 150th Anniversary Medal Award”. He has 
been praised highly not only in Japan but also over-
seas.

By Naoki Wada, Director, International Relations 
Committee

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.













◆優れた画質や生産性が導入の決め手に

かつてフィルムが全盛だった時代、フィルム現像や
引き伸ばし（銀塩プリント）に関してどのような要望に
も応えてくれる「プロラボ」は、写真家やカメラマンに
とって頼れる存在でした。

時代は進み、写真がデジタルへと移った今、プロラボ
の役割も変わり、デジタルプリント出力などがサービ
スの主軸になっています。

大手のプロラボのひとつである（株）堀内カラーも、
従来からの銀塩のサービスに加えて、現在はさまざま
なデジタルサービスを提供しています。

数あるサービスのうち、写真作品やコマーシャル（屋
内掲示用のサインやポスター）などの制作に同社が活
用しているのが、エプソンの大判プリンター SC-
P20050X です。東京プロダクトセンター（杉並区）に 5
台、大阪プロダクトセンター（大阪市北区）に 1 台がそ
れぞれ導入されています。
「SC-P20050X は、プリント品質、精度、生産性（スピ

ード）などすべての面において優れていると判断し導
入を決めました。屋外用の出力には低溶剤タイプの他
社プリンターも使っていますが、水性系（顔料系）の出
力は大半を SC-PX20050X でまかなっています」と、同
社制作 2 課長の原嶋純一郎氏は説明します。

◆ニュートラルな発色でコントロールも容易

堀内カラーが活用している SC-P20050X は、エプソ
ンのインクジェットプリンターとしては最上位のモデ

ルに当たり、最大 64 インチ幅（1,620mm）のプリントが
可能です。

カラーの再現性を高めるビビッドマゼンタとビビッ
ドライトマゼンタや、シャドウ部やモノクロの再現性
を高めるフォトブラックまたはマットブラック、グレ
ー、ライトグレー、ダークグレーなどで構成される 9 色
構成の「UltraChrome Pro インク」を新たに開発。さら
に、インク滴の大きさを変える MSDT（マルチ・サイ
ズ・ドット・テクノロジー）によって、より滑らかな階
調を実現しているのが特徴です。

また、新開発の 2.64 インチ「PrecisionCore プリント
ヘッド」（図）の採用により、プリント性能を当社従来機
に比べておよそ 3.8 倍に高速化（B0 プリントの場合）。
加えて、プリントジョブ間の待ち時間を短縮し、連続プ
リントの高速化も実現しています。堀内カラーのよう
な業務用途において、とくに多くの枚数をプリントす

プロラボが認めた画質とスピード
≪堀内カラー導入事例≫

プロラボのひとつとして知られる堀内カラーではさまざまなデジタルサービスを提供しています。同社が写真
作品やコマーシャル（サインやポスター）のデジタルプリントに活用しているのがエプソンの大判プリンター
「SC-P20050X」で、画質と生産性が決め手となり、2017年 9月に6台を導入。経緯やメリットを伺いました。

●６４インチ、水性インク、９色 (注1)、ＯＮＹＸ ＲＩＰバンドルモデル●印刷方式 /解像度 (最
高 ) フォトマッハジェット方式／2400dpi×1200dpi、●USBインターフェイス（Hi-Speed 
USB/USB）(注 2) 、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T●対応用紙 【ロール紙】用紙幅：
254mm～1,626mm、用紙厚：0.08mm～0.5mm、【単票紙】用紙サイズ：A4縦～B0プラス、
用紙幅：210mm ～ 1,118mm、用紙厚：0.08mm ～ 1.5mm ●外形寸法（W×D×H）
2,415mm×760mm×1,145mm●質量（インクカートリッジ含まず） 約171kg（注1）フォト
ブラック、マットブラック同時搭載で用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。（注2）印刷
品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。
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ルムや書類のデータ化などのサービスにも取り組んで
います。
「フィルム時代のプロラボの経験や実績を生かし、デ

ジタルの時代になっても安心かつ信頼できるサービス
の提供に努めるとともに、写真業界に関わる者として、
写真文化を盛り上げていきたいと考えています」と、同
社フォトアート課長の清水明氏は展望します。

今回、堀内カラーでの SC-P20050X の活用事例をご
紹介しましたが、エプソンはこれからも高性能なイン
クジェットプリンターの提供を通じて、写真家や出力
サービス提供者のさまざまなニーズに応えていきま
す。

※ 製品名やサービス名は各社の
商標または登録商標です。

SC-P20050Xに搭載された総ノズル数8,000の新開発2.64インチヘッド。当社従来
機であるPX-20000と比べて約3.8 倍（※）の高速印刷を実現。
※ SC-P20050X：B0 プロフェッショナルフォトペーパー（きれい 600dpi ×
600dpi）、PX-20000：B0 プロフェッショナルフォトペーパー（きれい 720dpi ×
720dpi）、ドライバー出力時

堀内カラーの東京プロダクトセンターに設置されたSC-P20050Xと、左から、清水 明、
原嶋純一郎、藤原貴司、丸山直生の各氏。

る際に、生産性の大幅な向上
に寄与します。
「SC-P20050X は品質と生

産性とが高い次元でバランス
されていると感じます。エプ
ソン機で従来課題だった速度
を見ても、これまで導入して
いた他社機に比べて 2 倍から
3 倍は高速で、一躍業界トッ
プに躍り出たという印象で
す」と、制作 2 課主査の藤原貴
司氏は評価しています。

また、写真家やクリエータ
の窓口となってさまざまなプ
リンターのオペレーションを
担当する制作 2 課の丸山直生
氏は、「SC-P20050X は他社の
プリンターに比べて発色にク
セがなく、モノクロプリント
もグレーの転びがないため、お客様の意図に合わせた
コントロールがしやすいと感じます」と述べています。

同社ではコスメ分野やアパレル分野からの出力依頼
も多いそうですが、SC-P20050X は女性モデルの肌を
含めた階調や発色に優れているため、提供サービスの
価値向上にも繋がっています。

◆デジタル時代の高品質なサービスを支える

堀内カラーは現在、神田（東京都千代田区）、青山（渋
谷区）、名古屋（名古屋市中区）、大阪（大阪市北区）にそ
れぞれ従来のプロラボ窓口に相当する営業拠点を持
ち、写真家や企業からの依頼を受け付けています。ま
た、今回ご紹介したインクジェットプリント出力だけ
ではなく、ブロマイド制作、ブライダルアルバムの制作
に加え、貴重な資料のデジタルアーカイブや写真フィ
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Photo  Fukuda Toyofumi
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