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First message

　コニカが写真フイルムの生産から撤退を発表した
のは2006年１月のことであった。そして富士写真フ
イルムの社名から写真の二文字が消え「社員5000人
のリストラ」を発表したのは、その10日後のことで
あった。デジタル時代の到来とは言え、私たち写真
を生業とするものにとってかなりショッキングな
ニュースであった。その時に富士フイルムは「写真
文化」を守り続けますという会社のステートメント
を発表した。それは長い間写真に携わってきた者に
とっては心の救いにもなったのは私一人ではなかっ
たろう。曰く、「文化」とは一朝一夕で築けるもので
はなく、一人ひとりが生活の中で紡ぎあげ、多くの
人に愛され、育まれて、後世に伝えていくもの。私共
では、「写真文化」とは長年にわたる皆さまのご愛顧
によって築かれた賜物であると考えております。
　いま世の中は、グローバル化やデジタル化などの
急速な進展により ―中略― 喜びも哀しみも感動も
すべて表現、記録する写真は、人間にとってなくて
はならない大切なものであると思います。富士フイ
ルムはこれからも「写真文化」を守り育んでいく事
を使命とし、写真の素晴らしさ、楽しさ、感動を伝え
続けることで、人々のクオリティ・オブ・ライフの向
上に貢献してまいります。
　という言葉で結んでいた。このことは朝日新聞の
コラム「天声人語」の欄でもとり上げていた。
　私はこのステートメントを読み、いままで写真に
携わってきたことを誇りに思うと同時に、これまで
170年の歴史を築きあげてきた写真文化に敬意を表
す気持ちになれた。それは、写真文化が新素材の登
場により一瞬にして歴史を消し去られてしまうのに
は、どうにもやり切れぬ思いがあったからであった。
　その後、世界の写真業界に君臨してきたコダック
が破産し、会社更生法を申請した。それは私には信
じられぬ出来事であり、会社の存続の脆さを痛切に

感じたのであった。
　富士フイルムは写真事業から見事に変身を遂げ、
一時は液晶テレビの「偏光板保護フィルム」の生産
で世界市場の７割のシェアを占め、また今は、富士
ゼロックスを始め、医療品から化粧品に至る事業で
目ざましい躍進を遂げている。そして今年の１月に
創立80周年を迎え、記念事業として日本に写真撮影
技術をもたらしたベアトーを始めとする101名の写
真家のオリジナルプリントのコレクションを行っ
た。写真部門は売り上げの約１割というが、これか
らも写真文化を守り続けて頂きたいと願う次第で
ある。
　写真文化の一つに、写された歴史的な写真フィル
ム原板がある。戦後活躍した写真家が物故されると、
その写真フィルムが廃棄されるという状態が起きて
いる。写真は科学の進歩により見えるものは全て撮
れる時代になっているが、「過去の時代は絶対に撮
ることはできない」。それを記録した貴重なフィルム
が廃棄されることは由々しき事態と考え、2006年に
JPSが中心となり、日本写真保存センター設立推進
連盟を設立し、代表を森山眞弓先生にお願いした。
昨年は新しい代表に衆議院議員の細田博之先生に
ご就任いただいたことはご存じのことと思う。今年
１月から日本写真保存センターを支援する幹事会社
の一つキヤノン株式会社から池田雄二氏に出向いた
だき、日本写真保存センター支援組織の事務局長と
して運営をお願いしている。零からの出発なので組
織化には何かと難題が多い。でも、少しづつ進展し
ている。日本写真保存センターも今やらなければ永
久に不可能になることは間違いない。富士フイルム
の変身も機を見るに敏な古森現会長の決断があっ
たからこそ今の繁栄があるのだと思う。その意味で
は日本写真保存センターの推進も「今でしょ！」の
精神で頑張りたい。皆様のご支援を期待しています。

会長　田沼　武能

　今年は “今でしょ !” の精神で頑張ろう
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日本写真家協会は事態を危惧し法案反対を表明

　では、ここでJPSが出した反対声明文を確認してみます。声
明文=「政府が国会に提出した『特定秘密保護法案』について、
私たち公益社団法人日本写真家協会は、法案の成立を懸念し
ている。『国民の知る権利』は民主主義の根幹をなすものであ
り、憲法で保障されている『言論、表現の自由』までが制約を
受ける事態が予測され、これを憂慮している。撮影（取材）行
為の前後から発表（印刷物への掲載・展示）に至るまで、政府
が介入する道を開くことになり、その結果、『表現の自由』及び

『国民の知る権利』が阻害され、日本が過去に侵した戦争への
道に走る危険性がある。写真表現を手段として、私たちの社会
や同世代の生きた現代史を伝達することを生業とする写真家
にとって、この度の法制化は深刻かつ、真に由々しい事態と危
惧している。よって当協会は、この『特定秘密保護法』の成立
に強く反対する。平成25年11月22日公益社団法人 日本写真家
協会会長 田沼 武能」となっています。
　衆院本会議での通過が2013年11月26日で、参院本会議での
成立は、同年12月6日ですから、私たちが声を上げたのは法案
成立直前です。われわれ写真や記事で表現しようとする者が

「特定秘密保護法」に断固反対する理由は、JPSの声明文の文言
に尽きています。この法律によって、写真を含めた「特定の」
情報が新聞、通信、テレビといったマスメディアを含むいろい
ろな媒体を通じて流れなくなれば、「国民の知る権利」が著し
く狭められることになります。その結果、国民は真実をもとに
正しい判断を下すことができなくなります。まさに民主主義
の危機です。政府は国民の生命、財産の安全のためにこの法律
が必要だと主張しています。そうであるならば、国民が理解、
納得できるようにもっと丁寧に時間を掛けて説明すべきでし
ょう。「国民のため」がお題目の法案に多くの国民が危惧を抱
き、反対の声を上げているのです。政府は国民の間で横断的に
反対運動が高まる前に成立を急いだのではと、うがった見方
もしたくなります。

社会の「自主規制」を増幅させる可能性も

　最近気になったことがありました。2014年1月中旬、東京電
力福島第一、第二原子力発電所に公益社団法人日本記者クラ
ブが視察、取材団を派遣しました。「その際の写真取材は代表
撮影でお願いしたい」と、私が所属する東京写真記者協会（新

十分なコンセンサスなく「特定秘密保護法」が成立

　公益社団法人日本写真家協会が2013年、「特定秘密保護法案」
に対して反対声明を出したことを、皆さん知っていますか。「何
だ、その特定秘密なんとかとは。メディアで騒いでいるけど俺
たちに関係ないじゃん」と、ひょっとしたら無関心か、まだご
存知ない方、実感がない方がいるかもしれません。中には反対
声明発表の後、「声明はいかがなものか」、「声明文に賛同でき
ない」と意見を出した会員もいたそうです。これはこれで意見
の相違があってもいいのですが、なぜJPSの理事たちが総意の
もと反対声明を出したのか。私もJPSの監事を兼任させていた
だいています。失礼ながらその法律を考え、ざっくり説明させ
ていただきます。
　「特定秘密保護法」とは、国の安全保障に関して特に重要な
情報、具体的には防衛、外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分
野の情報を「特定秘密」に指定し、それを取り扱ったり管理す
る人が外に漏らしたり、また外からそれを知ろうとした人を
厳しく処罰することによって、「特定秘密」を守ろうという法
律です。情報を特定秘密に指定する人は防衛大臣、外務大臣、
警察庁長官ら「行政機関の長」となっています。しかし実際に
秘密かどうか判断する人はおそらくは大臣のもとにいる官僚
です。秘密にしておく有効期間は「60年」と長い。例外もたく
さんあって、その気になればいつまでも秘密のままにしてお
ける法律です。
　確かに現在の国際情勢やテロ情報の流出事件などの現実を
見ると、政府が情報管理の強化を目指す意図は分かります。何
でもかんでも公開しろとはいいません。ただ、法制化にあたっ
て国民の幅広いコンセンサスが得られていないことが問題な
のです。国民からみれば、そもそも何が秘密かもわからず、秘
密指定の判断が正しいかもチェックできない。
　2013年11月25日に福島市で開催された法案に対する公聴会
では陳述人7人全員が反対を訴えました。国会でも、慎重審議
を求める野党を振り切るかのように採決を強行したのに至っ
ては「民主主義の破壊」と各界から抗議の声が上がりました。
できあがった法律の条文を読んでも、何が秘密にあたるかあ
いまいな点が多すぎます。これでは拡大解釈の余地もあり、恣
意的な運用によって不当逮捕の温床になる危険性も小さくな
いでしょう。

「特定秘密保護法」について思うこと!

花井　尊（東京写真記者協会事務局長）
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Focus

聞・通信・放送､ 34社加盟、以下東京写協）に手配の依頼があ
りました。これまで東電福島原発の代表撮影は何度もあり、
そのこと自体は別に問題はありません。今回気になったのは、
取材案内書の中に「第一、第二とも退所の際に東電の担当者
による映像の確認が行われます」という一節があったことで
す。東京写協が代表撮影を依頼した新聞社のデスクからさっ
そく「これってどうゆうこと、退所する時、検閲するというこ
と?」という問い合わせがありました。これまでの原発代表取
材では決してなかったことですから、そのデスクの疑問は当
然です。東電福島第一原発４号機の燃料棒を取り出す際の代
表撮影でも、各社に撮影した全データを配信した後、東電か
ら「モザイクを入れてください」などと注意書が配られた程
度でした。今回は移動するバスの中からの代表撮影で、それ
こそ珍しくもない取材です。外部に漏らしてはいけない秘密
対象が写るような場所なら、同行する東電担当者が代表カメ
ラマンにその場で注意するか、「この箇所が写っていたら紙面
に出さないように」などと、これまでのように注意書を各社
に回せばすむことです。
　ここで頭をよぎったことは、「特定秘密保護法」との関連で
す。この代表取材の依頼が来たのは2013年11月で、まだ法案が
通っていなかった頃です。しかし、新聞、テレビなどで罰則規
定が強いなど法案の問題点をさまざまに報道していた時期で、
こうしたことが多かれ少なかれ運用する側、秘密を扱う人、そ
の周辺の人たちへのプレッシャーとして強く働いたのではな
いかと思い至りました。つまり、「特定秘密保護法」は、その実
体以上に、社会のあちこちで「お上」の意を受けた自主規制を
増幅させ、言論を萎縮させる悪しき効果を持つ可能性もある
ということです。
　今回、東京写協としては「撮影後の検閲は認められない」こ
とを表明して代表撮影取材を受けました。しかしながら第二
原発を退所する時、代表カメラマンは、東電の危機管理チーム
から「データを全部見せろ、一部を削除しろ」と言われたそう
です。「する」「しない」、「見せない」の若干の応酬があったもの
の、撮影したコマの写真説明を書く関係上、一部を見せながら
トリミングで対処して、削除されたコマもなく大きなもめ事
にはならなかったと聞きました。こんなことは、これまでには
なかった現象です。東電広報部は「福島第二に関しては、核物
質防護上チェックがこれまで同様必要だった」としている。

報道の自由や知る権利は保障されるか

　報道写真でなくても、たとえば写真家が公官庁などで撮影
の依頼を受けたとしましょう。しかし、ちょっと都合の悪い場
所は撮らせなかったり、撮影場所を狭めたり、それこそ何でも
隠そうとする官庁では思うような写真は撮れません。仮に取
材できても、撮影対象が「特定秘密」と知らず、飲み屋などで
うっかり話題にすれば法に触れて逮捕されることもあるかも
しれません。ブラックジョークのようですが、写真を生業にす
る者にとって無関係の法律ではないことがわかっていただけ

ると思います。無形のプレッシャーのみならず、実際目に見え
る「足かせ」にいつでも転じ得るのが怖いところです。
　これまでの法律でも公務員らは秘密を守るよう決められて
います。これからさらに厳しい罰則を恐れて、新聞やテレビの
取材に答えなくなる可能性もあります。スパイ・テロ防止とい
った分野には秘密はつきものということは分かります。しか
し「国民主権」の考え方が民主主義の大原則です。国民には「知
る権利」があり、情報はきちんと伝えられなければ、政府が正
しいことをしているかどうかを判断できません。
　民主党政権下の2010年9月、尖閣諸島沖で中国漁船が海上保
安庁の巡視船に衝突した事件をご記憶だと思います。この時、
生々しい映像が海上保安官の手でインターネットに流出した
ことが、その後、情報保全強化への流れを作ったと指摘する向
きもあります。しかし、事件直後から「尖閣ビデオは到底機密
とは言えない」という声が巻き起こり、公務員の守秘義務違反
に問われた保安官による映像流出を肯定する論調すらあった
のです。この一件からも「秘密とは何か、国益とは何か」は法
律一本で簡単に済む問題ではなく、異なる立場の人たちによ
る多面的な検証が必要な事柄であることがわかります。

投票などを通じて法案への反対を表明し続けよう

　安倍晋三首相は「知る権利は奪われない。生活は脅かされな
い。一般の方が巻き込まれることはない」と言います。しかし、
国民がインターネット等で容易に情報にアクセスできる現代、
戦前の「由らしむべし、知らしむべからず」に回帰するのは明
らかに時代への逆行ではないでしょうか。
　採決を強行し、世論の反発をさらに強めたのは、「60年安保
闘争」という歴史の一こまも想起させます。闘争敗北後、国民
の政治的関心は低くなり、経済成長一辺倒になったと言われ
ます。しかし、今回の「特定秘密保護法」に関しては、成立した
からといってわれわれの関心が薄れることを何よりも避けな
ければなりません。
　確かにいったん出来た法律をすぐに廃止に持ち込むのは難
しいかもしれません。しかし、法律家、憲法学者、歴史学者、多
くの市民団体がその危うさを指摘する「悪法」です。「政府が
すでに持っている情報を外に出せるルートを作ったほうが、
情報を出せ出せというより実際的だ」という憲法学者もいま
すが、さまざまな異論を集め、少なくとも法律をよりよき方
向へ修正すべきです。当面の焦点である政府の恣意的な秘密
指定を防ぐための「第三者機関」にしても、政府内に作る「身
内」ではダメでしょう。秘密の指定が妥当だったかを将来検
証できるよう、きちんとした情報公開の仕組みを作ることが
不可欠だと思います。繰り返しですが、無関心は最大の敵で
す。われわれが出来ることは、反対を表明し続けることと、今
後の選挙などの投票行動で意思を示すことではないでしょう
か。このままでの法律では、世論の不安、不信が払拭されると
はいい難いと思います。国民一人ひとりの背後に足音をしの
ばせて迫ってくる法律だと気づくべきです。
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報道写真とデザインの父の足跡をたどる
「名取洋之助展」が開催

■名取洋之助と日本工房の活動を俯瞰する

　2013年12月18日（水）～29日（日）の会期で、東京・日
本橋高島屋で開催された「名取洋之助展　―報道写真
とデザインの父―」。ドイツ遊学中に写真を独学で学び、
報道写真家として日本の実相を欧米のグラフジャーナ
ル誌に伝え、アメリカのグラフ誌『LIFE』（1936年創刊）
などで高い評価を得た名取洋之助（1910～1962年）。国
内では対外宣伝グラフ誌『NIPPON』（1934年創刊）をは
じめ、戦後の岩波写真文庫（1950年創刊）を手掛けた。
名取の指揮によって、優れた写真と清新なデザインで
作られた多くの刊行物は、それぞれの時代を象徴する
ものとなったのは言うまでもない。また木村伊兵衛、原 
弘、河野鷹思らと仕事を重ね、土門拳、三木淳、稲村隆正、
長野重一、亀倉雄策、岡部冬彦らを育ててきたのも名取
の功績の一つと言える。
　公益社団法人日本写真家協会では、こうした名取の
意志を受け継ぎ、新進写真家の発掘と活動の奨励を目
的とした名取洋之助写真賞を2005年に創設し、表彰し
てきているのはご存知のことだろう。
　「名取洋之助展」の監修を担当した日本カメラ博物館
運営委員の白山眞理さんによると、名取の終生の写真
作品と手がけた刊行物の両方を取り上げた展示は、こ
れまでに例がないものだと言う。

■多くの人に名取洋之助を知ってもらうために

　これまで白山さんは、日本カメラ博物館JCIIフォトサ

ロンをはじめ各地の美術館などで、会場の規模に合わ
せて名取と日本工房に関する展示に携わってきた。高
島屋での展示は、名取の生誕100年を記念してJCIIフォ
トサロンで開催した「写真家・名取洋之助」を発展させ
たものだという。ちなみにJCIIフォトサロンの12月の展
示は白山さんの担当によるもので、名取洋之助や日本
工房に関連する展示をパートに分ける形で度々行って
いる。昨年は「『日本工房』が見た日本 ―1930年代―」 
が開催されていた。
　JCIIフォトサロンでは、名取家のご遺族から託されて
日本工房の膨大なネガも保管しているが、その中には
グラフ誌などに掲載にならなかったカットや撮影者不
詳のものも数多く存在する。「『日本工房』が見た日本 
―1930年代―」では、いい作品を埋もれさせたくない、
また1930年代を見直してもらいたいという思いから、
敢えてそういった作品も展示したのだという。事実を
事実として伝えることで、写真と社会に対する新たな
発見があることにも期待しているのだそうだ。
　また、高島屋での展示は大きな意味があったと白山
さんは言う。デパートという会場は、普段あまり写真展
に足を運ばないような方が会場を訪れてくれる機会で
あり、モノクローム作品に触れることで、改めて写真に
対する興味や関心を呼び起こせれば嬉しいと語る。
　会期中に行なわれたギャラリートークは、どの回も
盛況だったというから、名取の活動の一端は、白山さん
の言葉を通じて多くの人に伝わったことだろう。
　多くの人に名取の作品を目にしてもらいたいという

テープカットする森山真弓JCII理事長と名取美和さん。
 （撮影・松本徳彦）

1937年アメリカ大陸横断取材の際に撮った名取洋之助。
 （撮影・松本徳彦）

　名取洋之助が1930～1960年代に撮影した作品約150点と、仲間たちと制作に携わったグラフ誌など約100点を
展示した「名取洋之助展　―報道写真とデザインの父―」が、昨年末に東京・日本橋高島屋で開催された。名取洋之助
の様々な活動を俯瞰する大規模な写真展の舞台裏を、写真展の監修をした白山眞理（日本カメラ博物館運営委員）さ
んにうかがった。
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Event

思いは、図録にも表れている。通常、写真展の図録は会
場のみの販売だが、それだけで終わらせたくはないと
いうことで、一般の書店でも購入できる書籍のかたち
で出版した。『名取洋之助 ―報道写真とグラフィックデ
ザインの開拓者』（平凡社・コロナブックス）は、店頭発
売は１月中旬だが、先行販売というかたちで写真展会
場で販売されていた。名取洋之助の入門書として読み
応えのある内容でまとめられている。
　世界各地で撮影された多くの作品、様々な人との交
流、そして多くの刊行物など、展覧会場を見渡すと、名
取洋之助の情熱的な仕事への取り組みが、そこかしこ
に感じられた。また後期「ロマネスク」の展示コーナー
では、娘の名取美和さんへ宛てた手紙が紹介されるな
ど、個人としての知られざる一面が垣間見える点も興
味深かった。
　展覧会場を出るとすぐに、「名取美和とバーンロムサ
イ」の活動が紹介され、敷地内の工房で生まれた手作り
のオリジナルグッズが展示販売されていた。まさに名
取洋之助の精神が会場の外にまで溢れる、密度の濃い
写真展だった。 （取材／出版広報委員・柴田 誠）

　本展にはJPSが所蔵している名取洋之助の写真原板
からプリントした「皇軍」（1935年）２点と「キリスト教
徒の村」（1935年）４点が展示されている。この写真原
板は会員であった故牧田仁氏（文化工房）の遺族から
JPS に寄贈されたもので約3,000本あった。このフィル
ムを精査したところ、戦前の日本工房のスタッフで
あった土門拳、藤本四八氏と戦後のサンニュース時代
の三木淳、稲村隆正氏らのネガフィルムが含まれてい
ることが分かり、撮影者が特定できたフィルムについ
ては作者に返却することになった。現在JPSが所蔵し
ているのは６×６と35ミリ判のフィルムが2,615本あ
り、写真保存センターの手でスキャニングした上で、
中性紙のネガホルダーに交換して相模原の収蔵庫で保
存している。 （記／松本徳彦）

会場に飾られた名取を囲んだ仲間たち。（1953年 撮影・田沼武能）
木村伊兵衛や藤本四八、稲村隆正、田沼の顔も見える。（撮影・松本徳彦）

会場には写真作品だけでなく、名取が手掛けたグラフ誌なども数
多く展示されていた。 （撮影・柴田 誠）

名取美和さんがタイで活動しているバーンロムサイのグッズ。
 （撮影・松本徳彦）

入り口を入ると、若かりし頃の名取洋之助のスナップショットが
出迎えてくれる。 （撮影・柴田 誠）

JPSから貸し出した「キリスト教の村」と「皇軍」。（1935年撮影）
 （撮影・松本徳彦）
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画を持ちこんだわけです。
　（略）池田信の『1960年代の東京』と『宮本常一が撮った昭
和の情景』は編集の何から何までを小生一人でやったので
すが、今回は毎日新聞写真部後輩の伊藤愼一君（写真家、グ
ラフィカ編集室主宰）に頼むことにしました。伊藤君は写真
には日付が重要であることを理解しているばかりでなく、
写真の余白を充分に読みこめる目を持っているからです。
もう一つの理由は残されたプリントは出来不出来の差が大
きく、画像調整を印刷所任せに出来ないところがあり、編集
側に現行の印刷技術を熟知した人間が必要だと考えられた
からです。『私的昭和史』全体の企画は小生のものですが、
写真のページ構成は伊藤君がおこない、ネーム関係は小生
がおこなうというのが基本的な役割分担になっています」。

集大成として現代に甦る内容

　『私的昭和史』のサイズはB5判、構成は上巻・下巻の2冊、
上巻336ページ、下巻320ページ、デザイン・鈴木一誌、定価
=各3,800円（税別）、発行：2013年10月10日、毎日新聞社。
　内容は、上巻が〈東京 戦前篇 昭和9(1934)年～昭和17

（1942）年〉として、写真集『東京昭和十一年』（1974年、晶文
社）に登場した名作を中心に、新たに神奈川、千葉、群馬、新
潟で撮影された作品にまで枠を広げ、全体を地域ごとに分
けて構成されている。さらには松山巌「末期の目の向こう
に」のエッセイが加えられた。下巻は〈満州紀行 昭和15

（1940）年、 東京戦後篇 昭和20（1945）～平成9（1997）年〉と
して、やはり写真集『満州昭和十五年』（1974年、晶文社）の

企画・刊行のいきさつ

　私の質問にこの本の企画者である平嶋彰彦氏に答えてい
ただいた。まずは平嶋氏のことばを抜粋し紹介させていた
だこう。
　「世田谷美術館を介して桑原甲子雄の著作権代行を2010
年頃に頼まれました。日本の公的な美術館はどこでも、制度
的に作品以外のものを所蔵しないことになっているようで
す。そのため、そのまま美術館に置いておくわけにいかず、
遺品を引き取ってくれる人を捜したのですが、適当な人が
みつからないので、小生に声をかけることになったようで
す。世田谷美術館は『昭和二十一年東京地図』（筑摩書房）掲
載の小生の写真をたしか30点ほどを所蔵しています。また

『宮本常一写真日記集成』と『宮本常一の撮った昭和の情景』
を小生が毎日新聞社在職中に作ったことも知っています。
おそらく著作権代行が小生に回ってきた背景にはそういう
ことがあったように思います。
　小生は桑原甲子雄とは面識がまったくありません。不勉強
なことですが、どんな経歴の人物なのかもそれまでほとんど
知りませんでした。ただし、『東京昭和十一年』、『満州昭和
十五年』（晶文社）が1974年に刊行されたとき強い衝撃をうけ
ました。小生は木村伊兵衛、土門拳、濱谷浩よりも桑原甲子
雄の写真の方がずっと好きですし高く評価しています。（略）
それで、いずれはどこか適当な寄贈先がみつかるまでの間、
自分が出来る範囲内で協力しましょうということで、著作権
の代行を引き受けることにしたということです。
　遺品をどこかに寄贈して保存してもらおうとすれば、一
応の整理は不可欠です。プリントは印刷用のプリントがほ
とんどですから、それ自体に美術品としての価値はたいし
てないのですが、個人が記録した現代史の映像資料として
はきわめて貴重であると考えられます。既刊の『東京昭和
十一年』と『満州昭和十五年』は完成度が高く、わざわざ編
集をやり直す理由はとくにみあたらないのですが、なにし
ろ40年前の出版物ですから、長く絶版状態になったままで
すし、当然のことながらデジタル画像にもなっていません。
そうであるなら、桑原甲子雄の写真を後世に伝えるために
は、新たに編集を試みる意味はそれなりにあるんだと判断
したわけです。というようなことから、毎日新聞社に出版企

写
真
×
写
真

現代史の貴重な映像資料として甦る
桑原甲子雄写真集『私的昭和史』

河野和典 KOHNO Kazunori（フォトエディター）
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Zooming

は写真評論家の吉村伸哉に誘われ写真評論社の『季刊写真
映像』誌、1973年からは東京綜合写真専門学校出版局から創
刊された『写真批評』誌の編集長を歴任した。この中で白眉
は、やはりアルスの『カメラ』時代に土門拳と木村伊兵衛を
月例フォトコンテストの審査員に起用したことで、特に“土
門月例”は、土門の熱心なリアリズム写真を説く選評によ
り、全国津々浦々のアマチュアに多大な影響を与えた。この
月例の中から杵島隆、東松照明、川田喜久治などが巣立って
いる。また土門月例出身の福島菊次郎の原爆の写真集『ピカ
ドン　ある原爆被災者の記録』を東京中日新聞社から発刊
させてもいる。そしてさらには、桑原と同い年の植田正治
と、水と油とも言えるリアリズムの土門拳、さらには岡山の
緑川洋一と石津良介を鳥取砂丘で競作させてもいる。
　桑原が亡くなったのは2007年12月10日。享年94歳であっ
た。翌2008年に私が編集に携わった『写真年鑑2008』（日本カ
メラ社）で追悼を組んだ。写真研究者・鳥原学がまとめた
インタビューに答えていただいたコメントの中から印象に
残るお二人の言葉を以下にピックアップしよう。アルスの

『カメラ』で編集を務めた藤田直道は、「私が『日本カメラ』
誌の編集長を務めたとき、桑原さんの教えは守りましたよ。
それは写真家のネームバリューに頼らず、写真で決めるこ
とです。写真を冷静に見て、情を持たずに編集に徹する」。
そしてもう一人の荒木経惟は、「月例に応募しまくっていた
私を知った桑原さんが、『写真芸術』でまとめて一本やらな
いかと声をかけてくれたの。実質的に私を見いだしてくれ
たのは桑原さんなんだ」。
　そして最後に、私の思い出。『東京昭和十一年』が出版さ
れた1974年頃であったと思うが、荻窪の清水画廊での写真
展で、右も左も分からず、言葉遣いもままならない若僧で
あった私は、桑原さんに不躾な質問を投げかけた。「木村伊
兵衛に似てますね」。これに対して桑原さんは「そう、私は
木村伊兵衛さんに憧れて写真を始めたんだ」と顔色ひとつ
変えずさらりと言うのであった。いま思い返せば、その外連
味のないあっけらかんとした対応には、今さらながら驚か
される。

名作を中心に、上巻
と同様に地域別に
構成され、併設の

〈東京戦後篇 昭和20
（ 1 9 4 5 ）～ 平 成 9
（1997）年〉には終戦
から1950年代、御宿

（千葉県）、1960年
代、1970年代、1980
年代以降、さらには
カラー作品「青空に
虹 good」が順に並
び、最後に荒木経惟
の聞書「異邦人の通
り過ぎる眼差し」が
加えられている。
　そして今回の写
真集の大きな特徴
として、写真のキャ
プションが写真集『東京昭和十一年』ではほとんどが撮影地
と年代だけで、作品解説は後ろのページに索引としてまと
められていたが、新たに写真の下にキャプションとして添
えられさらに平嶋の手も加わって分かりやすくなっている
ことだ。桑原甲子雄作品の集大成としても、そして平嶋が言
うように、個人が記録した現代史の映像資料としてもきわ
めて貴重である。
　多岐にわたるその数々の写真は、見返す度に新たな発見
がある。例えは悪いが、桑原甲子雄の写真はスルメのよう
だ。意味深長で、噛めば噛むほどほかには見られない味わい
深さがある。

写真家であり編集者

　桑原甲子雄は1913（大正2）年12月9日、東京市下谷区車坂
町（現・台東区東上野三丁目）に質屋の長男として生まれた。

「会報」の前号（154号）で採り上げた植田正治と同い年であ
る。つまり昨年（2013年）に生誕100年を迎えている。
　1931年市立二中（現・都立上野高校）を卒業し、家業に就
く。隣家には幼なじみの濱谷（後年、田中）雅夫（のちに写真
評論家、『日本カメラ』2代目編集長）と、濱谷浩（のち写真家）
兄弟がいた。家業に就くと同時に、この「隣家の良友濱谷兄
弟両君によってコーチを受け」（『東京下町1930』〈私の略歴〉
より）写真を始めたという。そして戦前は、アマチュア写真
家として1934年頃から上野や浅草周辺を撮影し写真雑誌の
月例コンテストに応募するようになり、翌年から次々と入
賞するようになる。
　戦後になると一転、1948年からアルスの『カメラ』誌を手
始めに、1954年からは産業経済新聞社の『サンケイカメラ』
誌、1959年からは中日新聞社の『カメラ芸術』誌、1969年に

桑原甲子雄写真集『東京昭和十一年』
（1974年、晶文社）。
編集・津野海太郎、

ブックデザイン・平野甲賀

1930年代、ライカC型を持つ自写像（『桑原甲子雄 東京下町1930』
〈2006年、河出書房新社〉より）
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ポートフォリオレビューの実態や海外の写真家の動向、日本との
違いなどについてお話を伺っていきたいと思います。よろしくお
願いいたします。

写真作家とは

山縣　ポートフォリオレビューの話に入る前に、日本における写
真家というものについて整理をしておきたいと思います。日本で
は職業カメラマンと写真作家はそれほど区別なく語られている
気がします。まずは両方をこなされている永田さんと渡部さん
に、作家活動に力を入れてきた理由や経緯についてお伺いしたい
と思います。
永田　僕はコマーシャルの分野で注文仕事を請け負ってきまし
た。仕事をしている間にもずっと自分の作品を撮ってはいたの
ですが、今振り返ると当時は作品を撮る目的があまりはっきり
していなかったように思います。それがポートフォリオレ
ビューなどに参加するようになってから、作家としてのメッ
セージをどのように人に伝えていくかということをとても意識
するようになりました。広告の仕事をしながら作品も撮ってい

山縣　ポートフォリオレビューは、写真作家が自分の作品をギャ
ラリストやキュレーター、編集者など、写真を扱うプロフェッ
ショナルに売り込んだり、製作のアドバイスをもらうという場で
す。今、国内外でそうしたレビューイベントが増加してきている
と感じています。一般に写真家がキャリアアップを図るには、展
示を繰り返したり、公募に応募したり、ギャラリーに持ち込むと
いった活動が挙げられますが、時間もかかり、効率も決して高く
ありません。一方、レビューの場であれば、写真を扱う複数のプ
ロフェッショナルが作品を見てくれて、それがチャンスにつな
がっていく可能性もあります。またレビューをする側にとっては
新人を発掘する機会でもあり、写真を見る側と見せる側、両方の
思いがマッチしているというのがポートフォリオレビューだと
思います。そこで本日は、海外市場への参入を目指す写真家に
とっての一助にもなるように、レビュアーとして国際的に活動さ
れ、フェスティバルの主催者でもあるギャラリストの杉山武毅
さん、レビューに数多く参加しながら自らレビュアーもされてい
る写真家の永田陽一さん、そして海外のレビューに積極的に参加
していらっしゃる写真家の渡部さとるさんをお招きして、欧米の

杉山武毅（スギヤマ　タケキ）
Gallery TANTO TEMPOディレクター、Theory of clouds
主宰。2013年「六甲山国際フォトフェスティバル」を主催。パ
リの「フォト・オフ」やカンボジアの「アンコール・フォトフ
ェス」など海外のフォトフェスティバル等に多数出展し、日
本の写真家を海外にPRするとともに欧米の写真家を数多く
日本に紹介している。アメリカの主要レビューである「レビ
ュー・サンタフェ」にレビュアーとして参加。
http://tantotempo.jp/

永田陽一（ナガタ　ヨウイチ）
JPS会員。Fraction Magazine Japan主宰。Susan Spiritus 
Gallery所属。「レビュー・サンタフェ」、「アルル国際フォト
フェスティバル・レビュー」、「ヒューストンフォトフェスト・
ミーティングプレース」、「レビューLA」など欧米のポートフ
ォリオレビューやフェスティバルに多数参加。海外での豊富
なレビュー経験とネットワークを活かし、自らも欧米や日本
の写真家を発掘して紹介・PRに努める。
http://yoichinagata.com

〈座談会〉
欧米のポートフォリオレビューの現在

― 世界へ出でよ、日本の写真家 ―

出席者 杉山武毅（ギャラリーTANTO TEMPOディレクター）、永田陽一（会員）、渡部さとる（会員）
司　会 山縣　勉（出版広報委員） 平成25年12月6日（金）於：東京八重洲会議室
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Wonder Land

写真作家とコマーシャルギャラリー
山縣　渡部さんから「作品を売る」意識の芽生えという話があり
ましたが、作家の作品を売買するというコマーシャルギャラリー
の立場から、杉山さんは今の日本における写真作家の増加をどう
見ていらっしゃいますか?
杉山　写真作家の予備軍は間違いなく増えていると思います。そ
れは、豊富なカメラ関係の産業的な構造に加えて、写真には自己
表現をする場として非常にとっつきやすいという性質があるた
めだと思います。音楽のように必ず技術的な敷居があって、それ
を越えられない人はドロップアウトしていくというのと違って、
写真には包容力があって誰もがいい写真が撮れるタイミングが
あるわけですよね。そこに魅力を感じると写真のとりこになる
し、写真表現が自分の生き方やキャリアとか職業的なものとして
通用するんじゃないかという感覚になる。僕はそれでいいと思
うんですね。写真には活動に入りやすいという側面があると思
うんです。一方でコマーシャルギャラリーというのは写真が売れ
て商売が成立するものです。海外からもいろいろな写真家を連れ
てきながら、写真を買ってくれる需要層をリサーチしています
が、まだ答えがないのが実情です。もちろん東京や大阪のギャラ
リーには商業的に成立しているところもありますが、市場全体と
してはコマーシャルギャラリーの運営はなかなか難しいという
のが実態だと思います。写真作家は増えている。ギャラリーは売
れない。母集団が増えてもその捌け口がない。いい意味でも悪い
意味でもそこに日本の写真界の構造があると思うんです。何か有
象無象のマグマみたいなものがうごめいて、もちろんその中には
ダイヤの原石のような人もいるだろうし、中身の薄い写真、名ば
かりの写真家も渦巻いている。その中でどのように写真を交通整
理していくか、その仕組みが求められています。ポートフォリオ
レビューもその一つだと思います。
山縣　作家の立場から、所属ギャラリーというのはどういう位置
づけにあるんでしょうか。
渡部　ギャラリーに所属していてありがたいと思うのは、作品が
できてから展示する場所を探すことをしなくてもいいというこ
とです。僕の場合、１年半に１展示というサイクルで発表できる

るという方は多いと思いますが、ほとんどが展覧会を継続して
やっていくことで終わってしまって、何らかの作品を撮ってい
たという事実しか残らなくなってしまう。やはり自分のメッ
セージをどう人に伝えていくかが作家としての役割だと思うん
ですね。写真作家という立ち位置は目的がすごくはっきりして
いると思います。
山縣　作家活動の発端はどのようなものだったのでしょうか。
永田　僕は70年代に開講されていた「WORKSHOP写真学校」細
江英公教室の１期生でした。その当時から細江先生は「写真家た
るものプリントを売って生きていくべきだ」ということをおっ
しゃっていて、先生が所有するE.J.ベロックの鶏卵紙のオリジナ
ルプリントなどたくさんの作品を見せてくださいました。「どう
だ、やっぱり写真っていいだろう?」という授業なんです。それを
見て「素晴らしいな。僕もこんなプリントをつくりたいな」とい
うところから僕の作家活動は始まったわけです。ところが実際に
写真の世界に入ると、どうしても広告や雑誌の仕事をこなしてい
かざるを得ない。それでも今、こうして作家活動をしているのは、
当時の細江先生の教えが体に染みこんでいたということだと思
いますね。
山縣　渡部さんはいかがでしょうか。
渡部　僕はもともと新聞社にいて、その後フリーになって雑誌の
仕事ばかりしていたんですね。どこかに行って写真を撮ってくる
のが大好きだった。仕事をしながら、個人的に撮ったもので写真
展をやったり、30歳代後半に初めて写真集もつくって、それで半
分は満足していたんです。それがあるギャラリーとお付き合いす
るようになったのがきっかけで、本格的にプリントを販売するよ
うになった。１枚の写真をたくさんの人に見てもらうという雑誌
の使命から、１枚の写真を１人の人に買ってもらうという非常に
大きな変化が起きたわけです。マスではなくて１対１の関係性で
物をつくっていこうという意識になってきた。それまでは自分の
ことを「写真家」と呼んだこともないし、「カメラマンの渡部です」
と名乗っていましたが、それをきっかけに自分を写真家として認
識し始めました。
山縣　商業写真の仕事と作家活動というのは、頭の中で切り離さ
れているものですか。それともやはりどこかで被っているもので
しょうか。
渡部　最初は重なっていたのが、だんだんと別れてきたという感
じです。作家活動の意識が高くなっていくことが止められなく
て、通常の仕事がしづらくなる時もある。不器用なので、あっち
もこっちも考えられなくてどうしても一方に偏ってしまう。もち
ろんコマーシャルとか雑誌の仕事は今でも好きですが、意識は
徐々にずれていった感じがしますね。

渡部さとる（ワタナベ　サトル）
JPS会員。ギャラリー冬青所属。「アルル国際フォトフェステ
ィバル・レビュー」や「レビュー・サンタフェ」に参加。10年
間継続しているワークショップ「2B」において自らの経験を
伝えながら、写真家の海外進出の後押しを続けている。
http://www.satorw.com

山縣　勉（ヤマガタ　ツトム）
JPS出版広報委員。ZEN FOTO GALLERY所属。「レビュー・
サンタフェ」や「アルル国際フォトフェスティバル・レビュ
ー」等に参加。http://tsutomuyamagata.com

レビュー・サンタフェ　  （撮影／永田陽一）
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場所があるから、そこに標準を合わせていけばいいというのはと
ても楽です。１年半は次の展示作品のことだけを考えていればい
い。その１年半ごとの展示が２回３回と重なると「写真集をつく
りましょう」というサイクルで物事を考えられます。作品ができ
てから慌てて「ニコンの審査に出そうか」「コニカミノルタに出そ
うか」「ああ、落ちちゃった」といったことを考える必要がない。
杉山　もちろんご努力が実ってのことではありますが、多くの写
真家からすると本当にうらやましい環境ですよね。
山縣　ほとんどの写真家は、展示したり、公募に応募したり、ど
こかに売り込みに行くという、個人での行動からスタートすると
思います。ましてや海外に出ていこうとしたら、大きな労力とコ
ストがかかります。ギャラリー
の取り扱いになっていれば自
分の代理人的にいろいろな営
業をしてもらえるというメ
リットもありますね。
渡部　杉山さんのギャラリー

「TANTO TEMPO」もそうで
すが、ギャラリーが作品を持っ
ていてくれて、海外のフェス
ティバルなどに出展されるこ
とでチャンスが広がっていく。
ありがたいことですよね。

海外のレビューと口コミ、人脈

山縣　ここからポートフォリオレビューの本題に入っていきま
す。永田さん、渡部さんともに海外でレビューを受けるといった
活動を始めたのは2000年代後半からですから、まだ10年も経って
いないと思うのですが、海外のレビューで具体的にどのような経
験をしてきたかをお話しください。
永田　ヒューストンでミーティングプレースというものが存在
していると知ったのは1990年前後で、細江先生から伺いました。

「いろいろな人がいて売り込めるのか。便利なシステムがアメリ
カにはあるんだな」と思いましたが、当時は日本で広告の仕事を
していて、遠い国の話にしか思えませんでした。その後しばらく
してから、作品を海外にも売り込みたいと思いはじめて、イギリ
スやアメリカの雑誌社に直接メールしたりしました。ところが日
本と違ってなかなかアポイントがとれない。欧米の人は知らない
人と直接会うことをとても嫌がるんですよ。それでもやはり海外
の門を叩きたいなと考えていた時、渡部さとるさんが2007年に

「アルル国際フォトフェスティバル」（仏）のレビューを受けられ
たことをご自身のブログに書かれていたのを読んで、すぐに渡部
さんにお会いしてその体験を伺ったんです。また、写真家の志鎌
猛さんが「レビュー・サンタフェ」（米）に参加したというので、や
はりお話を伺いに行きました。その頃は全く情報がなかったです
からね。そして2009年に「レビュー・サンタフェ」に参加したのが
始まりです。その年には「アルル国際フォトフェスティバル」の
レビューも受けました。
山縣　初めてレビューを受けた2009年の「レビュー・サンタフェ」

の印象をお話しいただけますか。
永田　インターネットを通じて比較的簡単にエントリーはでき
ますから、海外のポートフォリオレビューに参加するのはそんな
に難しいことではありませんでした。当時僕が悩んだのは、どの
レビュアーに見てもらうかということでした。ウェブサイトにレ
ビュアーのリストが載っていますが、ギャラリスト、美術館の
キュレーター、コンサルタントなど、知らない名前が並んでいて
誰に見てもらえばいいのかさっぱりわからないわけです。「レ
ビュー・サンタフェ」では50人近いレビュアーの中からあらかじ
め９人を選ぶことになっていますが、まずそこが難しかった。

「レビュー・サンタフェ」に行く前に、ロサンゼルスで作家活動を
されている写真家の渡邉博史さんにお会いしてアドバイスをも
らいました。渡邉さんに言われたのは、「アメリカの写真界は口コ
ミによる影響が大きい」ということと、「レビューでは必ず作品の
エディションと値段を聞かれる」ということでした。また、細江
先生からは「サンタフェには僕の作品を扱っているアンド
リュー・スミス・ギャラリーがあるからちょっと行ってみたら?」
とアドバイスをいただきました。そこでサンタフェに着いてまず
そのギャラリーを訪ねました。その晩にレビュー参加者のパー
ティーがあって、知らない女の人が突然やってきて「あなたが永
田さん?ようこそ」って握手してくるんですよ。「え?  何で僕のこ
と知っているのだろう」と思いました。その女性は、のちに僕が契
約することになるスーザン・スピリタス・ギャラリーのオーナー
でした。彼女は細江先生が懇意にしているアンドリュー・スミス・
ギャラリーと仲が良く、「細江英公さんの教え子が来ている」とい
う話がすぐに伝わっていたのです。レビュー最後の日に、「じゃあ、
うちのギャラリーで作品を預かりましょう」ということになって、
エディションをどうするか、値段をどうするかという話になりま
した。渡邉博史さんから伺った口コミの重要性とエディションや
値段を聞かれるということをまさに体験したわけです。
山縣　レビューを受けて正面から道を切り開いていく以外に、口
コミや人脈があると近道がで
きるということですね。
永田　１回のレビューではな
かなか形になりにくいものな
ので、向こうの写真家は何度も
レビューを受けることが多い
のです。何度も会っているから
ギャラリストやキュレーター
と顔見知りにもなっている。基
本的には人間同士の関係なの
で、そうした人脈作りも大事だ
と思います。

コンペ応募やウェブマガジン掲載で 
露出を増やす

山縣　永田さんはその後も多くのレビューに参加されています
が、どのように現在につながってきているかお話しください。
永田　「アルル国際フォトフェスティバル」のレビューで、ある

渡部さとるさん

永田陽一さん
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写真雑誌の編集者に作品を見せると、「おもしろい」ということ
で、ドイツの雑誌に掲載されました。雑誌編集者は自分の雑誌に
載せる作品を常に探していますから、比較的道が近い。「ヒュース
トン・ミーティングプレース」（米）のレビューでは、センター・
フォー・ファインアートフォトグラフィーのディレクターが作品
を気に入ってくれて１年半後には個展をすることになりました。
また、こうしたレビュー以外にコンペにも作品を応募していま
す。イギリスの写真家ジュリア・フラートン・バッテンにインタ
ビューする機会があったのですが、彼女は「レビュー・サンタ
フェ」などにも参加しつつ、コンペにもたくさん応募していると
言っていました。審査員を調べて気になっている人がいたら応募
するということを繰り返しているのだそうです。テーマが違うと
いった事情で賞がとれなかった場合でも、誰かが「ジュリアは
こんな新作をつくっているのか」と見てくれていて、突然別の話
が来たりすることもあるそうです。自分を気に入ってくれる人を
探し出して、露出を高めながら徐々に親密な関係になってチャン
スを得ていくわけです。
　欧米の多くの写真家のバイオグラフィーにはコンペの入賞歴
がたくさん書かれています。僕も以前はコンペに応募したことは
ありませんでしたが、作品を売っていくためにはそうした肩書き
も必要だろうと思って応募するようになりました。
山縣　欧米の写真家は、日々いろいろな方法で露出を高めること
をしているわけですね。
永田　そうですね。FacebookなどのSNSも使ってネット上でもさ
まざまなアピールをしています。僕自身も、2013年にポーランド
で開催された「ワルシャワ・フォトデイズ」というフォトフェス
ティバルに作品を出品しないかと声がかかりました。どこで僕の
ことを知ったのかわかりませんが、アメリカの「LENSCRATCH」
というブログジン（写真専門ウェブマガジン）などにも掲載して
もらってきたので、そうした情報を誰かが見ているのだと思いま
す。今はほとんどネットでいろいろなことを調べますよね。ネッ
トで気に入ってもらえると、世界中から「あなたの作品を使いた
い」って気楽にアプローチしてきます。
山縣　永田さんは2009年からスタートして４年の間に活動が広
がってきているということですね。レビューの場でフェース・
トゥー・フェースでコミュニケーションを図り、人脈をつくって
いくということと合わせて、インターネットを通じてコンペに応
募したり、ウェブマガジンに掲載してもらうなどして露出度を高
めていくことも大切だということがよくわかりました。

初めてのレビューで 
「あなたをビエンナーレに招待します」

山縣　渡部さんは2007年から海外のレビューを受けられていま
すが、具体的にどんな成果があって現在に至っているか、お話し
いただけますか。
渡部　2007年に写真集（traverse）をつくったことがきっかけと
なって、海外にはポートフォリオレビューというものがあるとい
う話が耳に入ってきたんです。ネットで調べてみましたが当時は
まったく情報がなく、ようやく写真評論家の竹内万里子さんが書

かれた記事に「アルル国際フォトフェスティバル」のレポートが
出ているのを見つけました。それを読んでアルルのレビューに写
真集を持って行ってみようと思いました。実際にレビューを受け
てみると、はじめのうちは手応えがなかったのですが、あるイタ
リアの編集者だけがとても気に入ってくれました。すると翌日に
はレビュアーみんなが「見た、見た。あの写真集、みんなで回し読
みしているよ」と。そこから「パリでビエンナーレを企画中で日
本人写真家を探している」という話が出てきました。「海外で知ら
れていない日本人写真家を探して欲しいとコーディネーターに
頼んでいるのだが、森山大道さんと荒木経惟さんしか名前が挙
がってこなくて困っている」と言うのです。そこで会場にいたそ
のコーディネーターを探して作品をプレゼンしたところ、「ビ
エンナーレに招待します」とその場で即決しました。まさに夢の
ようなことが起きたのです。すごく衝撃的な展開だったので、帰
国してから、あるウェブマガジンに、「アルル国際フォトフェス
ティバル」への参加方法、ホテルの予約方法、レビューの受け方、
持参すべき物、受け答えの方法などを詳細に書きました。奇跡的
にビエンナーレに招待されたという結末もあったせいか、それを
読んでくれた日本の写真家
が翌年以降アルルにたく
さん行くようになって、レ
ビューというものが割と知
られるようになった気がし
ますね。
杉山　僕もあの記事を見て
感激して「ああ、行かなきゃ」
と思ってアルルに行ったん
です。本当にすごいインパク
トがあった。
山縣　渡部さんや永田さんのブログは僕にとってもバイブル的
なものです。あのような情報がなければ多分「レビュー・サンタ
フェ」や「アルル国際フォトフェスティバル」のレビューに申し
込んでいなかったと思います。
渡部　僕は逆に「レビュー・サンタフェ」に関する永田さんのブ
ログを読んだんですよ。サンタフェには事前審査があって、選ば
れた100人だけが見てもらえることなどが詳細に書かれていて、
これはおもしろそうだなと思って、ちょうど新しい写真集（da 
gasita）ができたタイミングでもあったので、2013年のレビュー
に申し込んだんです。

ポートフォリオレビューに申し込む

山縣　続いてポートフォリオレビューのシステムについて伺い
ます。まずは海外のレビューのウェブサイトを見つけてオンラ
インで申し込むということから始まると思うのですが、費用はい
くらぐらいでしょうか。
杉山　ほとんどのレビュー参加費は数十ドルだと思いますが、

「アンコール・フォトフェスティバル」（カンボジア）のように無
料で参加できるところもあります。
渡部　「レビュー・サンタフェ」はエントリーに50ドル、審査に

杉山武毅さん
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通って参加すると750ドルぐらいかかります。
山縣　エントリーフィーさえ払えば誰でも受けられるというレ
ビューもあれば、オンラインで自分の作品を応募して、審査に合
格した人だけが参加できるレビューもあるのですね。
永田　事前審査があるのは「レビュー・サンタフェ」と「フォト・
エスパーニャ」（スペイン）ぐらいだと思います。「レビュー・サン
タフェ」は、20枚の写真と作品について書いたステートメント、
プロフィールなどをオンラインで提出して審査を受けます。そし
て審査を通過した100名だけが参加できます。
山縣　持参するポートフォリオはどんな形式がいいのでしょう
か?
永田　シェル型のポートフォリオ（作品一点一点をボックスに入
れた形式）で見せるというのが欧米のレビューの標準で、枚数は
15枚から20枚ぐらいがいいと言われています。
杉山　サイズは16×20インチぐらいの作品が多いですね。ブック型、
シェル型どちらもありますが、レビュアーとしてはシェル型のほう
が好まれます。バラバラにして並べたいと思う時もありますから。
山縣　作品のテーマは何か、なぜこの作品を撮っているのかを書
いたアーティストステートメントも重要視されますか?
永田　重要ですね。ステートメントを書いていくうちに、自分の
撮っているテーマを他者に明確に説明できるようになってきま
す。もちろんまずは作品ありきなのですが、その背景を簡潔に言
葉で伝えることも大切です。
山縣　そのほかに用意しておくものはありますか?
永田　名刺も工夫が必要です。欧米では名刺に写真を入れなさい
と言われています。レビュアーは１日に何十人にも会うので、名
前は覚えていられない。レビュアーが後で連絡したいと思った時
に、すぐに思い出せる情報があったほうがいい。名刺のほかに資
料を渡すとしたら、作品がプリントされたカードがいいと思いま
す。ウェブサイトも必須ですね。レビュアーの立場で考えてみれ
ばわかりますが、その写真家について調べたいと思ったら、名刺
に書かれたURLからまずはウェブサイトを見るわけです。そして
写真を見て「これと、これと、これで掲載できる…」というような
ことになるかもしれません。
　そのほかレビューに必要なものや心構えは大概ウェブサイト
に書かれています。例えば「ヒューストン・ミーティングプレー
ス」や「フォトルシーダ」（米）はウェブサイトにガイドラインが

掲載されています。すべて英語ですが、それをダウンロードして
読んでおく。僕も英語がペラペラしゃべれるわけではないし、
パッと読めるわけではありませんが、辞書を片手に調べればほ
とんどのことはわかります。

ポートフォリオレビューを受ける

山縣　そしていよいよレビューを受けるわけですが、写真家とレ
ビュアーが１対１、時間的には20分１本勝負がスタンダードです
ね。通訳が同席してもいいのでしょうか?
杉山　かまいません。ちなみに最初のあいさつもとても大切で
す。すでに「ハーイ」からレビューが始まっていると考えたほう
がいいでしょう。意外にも日本の写真家の中にはそうしたコミュ
ニケーションの基本ができていない人が少なくありません。
山縣　20分のレビューの中で作品を見せながら、いかにうまく自
分の作品をPRできるか。時間配分が気になるところですが。
永田　あいさつをして、10分ぐらいで作品を見せながらこちらか
ら説明をして、残りの10分ぐらいでレビュアーの話を聞いたり、
会話をするという感じがいいと思います。
山縣　作品を気に入ってくれたのか、それとも興味がないのかと
いうのは、感覚的にわかるものでしょうか?
永田　向こうの人は反応がはっきりしています。作品を見せた瞬
間に、興味を持っていないことがわかることもあります。イエス・
ノーがすごくはっきりしている。
杉山　「レビュー・サンタフェ」や「六甲山国際フォトフェスティ
バル」（日本）では、レビュアーに「20分間しっかりとコミュニケー
ションをとること」という心構えが徹底されます。単に写真がい
いか悪いかというコミュニケーションではなくて、どういう点は
いいということをしっかり伝える。写真家の話を受容的に聞くと
ともに、レビュアーの考えも受け入れられるように話を持ってい
く。ですから写真家は意外と傷つきません。僕自身もコミュニ
ケーションを主体にしてレビューを進めていこうと努力をして
います。
山縣　なるほど、レビュアー側のスタンスを伺うのも興味深いで
す。もし気に入った作品があった場合、その場で「じゃあ、あそこ
で展示しよう」とか、「出版しよう」とか、具体的な話に発展する
ことはありますか?
杉山　もちろんあります。例えば、「リストアップしておく」とい

アルル国際フォトフェスティバル・レビュー  （撮影／山縣 勉） ヒューストン・ミーティングプレース （撮影／永田陽一）
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う言い方がありますね。リストアップというのは、いつになるか
はわからないけど…という意味もありますが、少なくとも今後発
生するいろいろな場面でピックアップする対象になるというこ
とです。
渡部　レビューに参加した写真家から聞いた話ですが、アメリカ
の美術館のキュレーターに「あなた方はどうやって写真家を選択
するのですか」と質問したそうです。キュレーターが答えるには、
毎日のように送り付けられてくるポートフォリオは、一体どんな
人が撮っているのかわからないので、一切見ないのだそうです。
企画展示に少なくとも３年から５年をかける美術館においては、
そんなリスキーなことはできないのだと。「では、どういうところ
で見つけるのですか」と聞くと、やはり口コミだそうなんですね。
レビューなどで会って相手への認識を深めながら、何か企画をす
るときに、知り合いのキュレーターに相談して名前が知られてい
ると話が早いのだそうです。複数の人がその人の作品を知って
いるということが大事だと。その意味でも、レビューへの参加は
１回きりではなくて、何回も出て顔をつないだほうがいいようで
す。ただ、日本人が行く場合は、どうしても何か目に見える成果
が欲しいと思うのは仕方がないとも思いますが。
山縣　やはり口コミが大きいのですね。日本でそれを感じること
はありますが、欧米でも同じだということがわかりました。質が
高い作品をつくるのは当たり前として、その上で自分なりにコ
ミュニティーや人脈をつくっていって道筋が見えてくるという
ことなのでしょうか。
渡部　誰でも最初は何も当てがなく行くわけで、何が待っている
かわからない。「いいね」と言ってもらえる保証もないけど、１回
のレビューが大きな実績に繋がっていく可能性だってあります。
多くの写真家が望むのは個展の開催やギャラリーの取扱い、美術
館収蔵、写真集の出版などでしょうが、レビューに参加してもそ
うした成果を得られない場合もあります。しかし本気でやってい
こうと考えている人にとっては、自分の写真を見つめ直す大きな
きっかけになることは間違いないでしょう。

日本に広がるレビューとミーティングプレース

山縣　杉山さんは2013年、海外のレビュアー陣を日本で初めて本
格的に招いた「六甲山国際フォトフェスティバル」を開催されま
したが、その一つの大きな目的として、日本における写真コミュ

ニティーの形成を支援するというものがあったと思います。その
あたりについて、お話しいただけますか。
杉山　僕はもともと写真のコレクターから始まったわけですが、
日本の写真コミュニティーに特異な印象を持ったことがありま
す。あるギャラリーに行って、そこで展示をしている作家の友達
がたくさん訪れては、次から次へと「個展開催おめでとう」と褒
める。翌月にはその友達の誰かが同じギャラリーで写真展をやっ
て…と、友達グループのみんなが順繰りに褒め合っている。そう
した光景を見たとき、日本の写真のコミュニティーはかなり閉じ
ているのではないかと感じました。もちろん日本の国民性もある
とは思いますが、コミュニケーションを自ら広げていく力が弱い
のではないかと。
　僕自身、「パリ・フォト」（仏）、「アルル国際フォトフェスティバ
ル」、「レビュー・サンタフェ」、「アンコール・フォトフェス」など
いろいろな写真祭やレビューに参加してきました。すると永田
さんのお話にもあった通り、コミュニケーションがすごい勢いで
横に広がっていくんですね。それも特定のレビュアーにガツガツ
と押して行くような一点集中のコミュニケーションではなくて、
隣にいる人の写真を見る、自分の写真も見せる、そこで会話が成
立して、名刺を交換して、握手をして別れる。それだけでもう友
になっているわけですね。そうした光景を見て、欧米の社会は開
かれたコミュニケーションや開かれたコミュニティーというも
のをつくっていくのが得意で、日本のコミュニティーというのは
閉じたところで役割に特化したものではないかと感じたわけで
す。欧米の写真界のコミュニケーションは写真を見せるだけでは
ないのです。ミーティングプレース、つまり出会いの場であって、
ポートフォリオレビューというのはあくまでもその中の一つな
のです。人との出会いの中からいろいろなヒントを手に入れて、
自分の道を「こっちのほうがいいな、こういう生き方をしていこ
う」とか「あの憧れの作家にちょっと連絡をとってみようかな」
とか、自然発生的に自分の世界が外に開かれていくというような
場をつくりたいと思うのです。僕はそこに「六甲山国際フォト
フェスティバル」の最大の目的を置いていて、これからも続けて
いきたいと思っています。それから、写真家だけでなく日本のレ
ビュアーにも欧米の人たちのコミュニケーションスキルを感じ
とってもらいたい。それが最終的には日本のレビューの質を上げ
ていくと思うのです。また、海外のレビュアーが日本の写真をど

レビューLA （撮影／永田陽一） 六甲山国際フォトフェスティバル （撮影／永田陽一）
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う評価し、向こうに持って帰ってどのように紹介するのかも興味
があります。
山縣　これから海外に出ていきたいという写真家がたくさんい
る中で、海外の場でいきなり人脈なりコミュニティーを広げてい
くというのは経験的にもスキル的にも簡単ではありません。そう
いう意味で、欧米スタイルで写真家がそれを体感、実感できる場
ができたのはとてもありがたく思います。
杉山　「六甲山国際フォトフェスティバル」は写真活動に特化し
ているものではなく、本質的には写真祭であって、一般の社会の
人たちに対して開かれた祝祭でもありたいと思うのです。写真業
界や写真のコミュニティーだけが主体的な動きをしていくもの
ではなく、必ず社会とのつながりを持ち、社会が写真に対する理
解を深めていく。やがては教育や社会活動やストーリーテリング
といった新しい種類の写真表現や影響力の掘り起こしにつな
がって、写真のすばらしさを社会に伝えることになり、最終的に
は写真というものが売れるようになるといい。そういうとても長
いスパンのことをやっているわけです。
山縣　日本ではそうした取り組みはスタートしたばかりという
感じでしょうか。
杉山　これまでもいろいろな人たちが「市場を育てる」というこ
とに対して真剣に取り組んできたと思います。JPSをはじめ、機
材メーカー、ギャラリー、そして今増えてきたポートフォリオレ
ビューやイベントなど日本の写真界の多くの活動は本当に大き
な役割を果たしてきました。ただ、写真のコミュニティーが社会
と接続する、あるいは世界につなげていくということに目標を置
くという場は、日本でも、世界でもまだそんなに多くはないと思
います。

欧米と日本の写真の違いとは?

山縣　レビュアーとして、また海外のフォトフェスティバルなど
に参加したご経験から、日本と欧米の写真や写真家の違い、強み・
弱みについてどう感じているか杉山さんに伺いたいと思います。
杉山　明確に違うと感じるのは、受けてきた教育のバックグラ
ウンドです。例えばMFA（マスター・オブ・ファイン・アート）や
BFA（バチュラー・オブ・ファイン・アート）といった学位を持っ
ている人たちの比率です。少なくとも「六甲山国際フォトフェス
ティバル」でレビューした日本人30人の中にそうした学位を持っ
ている人はいませんでした。ところが「レビュー・サンタフェ」に
行って驚きましたが、参加者の３分の１以上が学位を持っていま
した。もちろん専門教育を受けていない人もたくさんいてすばら
しい写真を撮っていますが、それでも基本的な写真史や美術論は
勉強しているようです。
　それから最近の東南アジア、インド、バングラデシュなどの写
真家を例に挙げると、社会的にインパクトを持つ事故や事件、政
治への不満、紛争、天候の異変、そうした自分を取り巻く環境か
ら、すごく素直な視点で忠実に作品づくりをしています。カメラ
が自分の目となり手となって、社会に対する強い視線で撮ってい
る。今そうした写真を見ると、パーソナルな視点で身近なものを
撮った日本の写真、もちろんいい写真もたくさんあるのですが、

やはりインパクトを持った素材から直接的に強いイメージを
撮ってくるというものが日本の写真界から少し欠けているので
はないかとも感じます。
渡部　それはしかたがないですよ。人種問題を考えなくていい、
宗教問題を考えなくていい、政府の弾圧を考えなくていい。とり
あえず食べていける、暮らしていける。自分のことしか考えなく
て済む。そうしたら自分のことしか撮らなくなる。撮る側の理屈
からいえば「社会的な問題意識を持て」と言われても持ちようが
ないところがあるんです。だから日本は非常にパーソナルなもの
を題材としていることが多くなる。
杉山　そうですね。僕もそこを悪いとは思っていません。日本の
社会構造が変わらないことには、写真から強さが欠け落ちる前の
時代に戻ってきてくださいとは言えない。それでも、海外のス
トーリーテリングな作品を紹介していくことで、「強く、美しく、
パワーを秘めた写真が世界にはたくさんあるんだな」という気づ
きが日本の写真家に生まれて、題材を探しに外に一歩踏み出して
いくことに期待したいです。
永田　僕は、パーソナルな視点であってもそこから突き抜けてい
く力があれば気にする必要はないと思うんです。例えば1960年代
から1970年代、非常に混沌として流動的な時代の中で、「VIVO」
や「PROVOKE」に見られる「写真とは何か」という森山大道さん
らの探求がありました。そこが日本の写真の特殊さであり面白さ
だったんですよ。マグナムのメンバーで写真収集家でもあるマー
ティン・パーも「あの時代のものだけが世界的に見て非常におも
しろい」と言っています。一方で「最近の日本の写真は世界と同
じようになってきた」と見ているのです。だから日本人は「VIVO」
や「PROVOKE」などのすばらしい遺産を勉強して、じゃあ今ど
うするかというのを考えたほうがいいと思うのです。ただ、どん
なテーマであれきちんと言語化して伝える技術も持っているべ
きです。自分が撮っているものを言葉で伝える力を持っていない
と、欧米の人はちゃんと写真を見て考えてくれません。写真とい
うものは非常に社会性を持ったものですから、作品のバックグラ
ウンドを世界の人とどのように共有するのか、もしくはあえて共
有しないのかといったことを日本の写真家はもう少し考えても
いいように思います。
杉山　レビュアーとしての立場で話すと、永田さんがおっしゃっ
たように、作品の中に含まれているファクターが、見る人や社会
とコミュニケーションを促す「装置」になっていないといけない
と思います。欧米の写真家もみんな苦労するところですが、自分
が何を伝えたいかを写真上で明示できているかが最も大切です。
しかしそれが薄くて甘ったるければその写真は浮かび上がって
こないでしょう。僕は「アートの装置」という言葉を使うのです
が、見たときに「これはこういう写真なんだな」と解釈できるアー
トの装置であることが最初の前提であり、かつその装置が美しい
か、強いか、おもしろいか。写真自身がコミュニケートする力を
持っていないといけない。美しい、強いだけで装置として機能し
ていない写真もたくさんあります。
山縣　パーソナルな視点の写真であっても、見る人や社会に対し
て問題意識を高める投げかけをしていて、コミュニケーションが
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とれる作品であれば欧米でも受け入れられるということですね。
杉山　そうだと思います。ただしギャラリーによって好みもある
ので、装置が機能していたとしても興味がないということもある
でしょう。やはりレビューなどを通じてわかってくれる人を見つ
けることが大事です。
山縣　ほかに日本の写真について何かご意見はありますか。
杉山　写真文化全体に関わることですが、欧米は写真のコンペや
レビューなどのイベントが重層的で、自分のレベルやポジション
に合わせて申し込めるイベントが豊富にあります。もちろん日本
にもたくさん写真賞はあって、メーカーや自治体が実施している
写真賞などそれなりに成果が出ているとは思いますが、多くの写
真家のマグマのうごめきに比べると、まだまだアウトプットの場
が少な過ぎると思います。逆に、そういった賞から脚光を浴びた
写真家は目立ち過ぎて、あちこちから手出しされることが少なく
ありません。そうなるとまた閉じたところに押し込められてしま
う気がするんです。母集団から上に上っていく仕組みが日本の場
合は少し窮屈で、欧米はその点重層的ですね。
山縣　窮屈というか、登るべきハシゴが見えにくいという感じで
しょうか。
杉山　見えにくい。そしてチャンスの場が少ない。だからみんな
そこでぐるぐる回っていて、順番待ちのような状態になる。もっ
とソーシャルな中から写真賞をつくって構造化していかないと
いけないと思うんです。

自分の写真を介して知らない人が抱きついてくる

山縣　さて、ポートフォリオレビューの経験談や欧米の写真家の
動向、そして日本の写真家や写真界について幅広くお話を伺って
きました。その上で、これから海外に出ていこうとする写真家に
伝えておきたいことはありますか?
渡部　今まではどこかの「ムラ」に属していないと情報が入って
きませんでした。「ムラ」の中で情報を得た者だけがギャラリーや
海外にアクセスしていった感じがあります。しかし今はネットの
おかげで、誰でもいろいろなところに自由にアクセスできるとい
う劇的なことが起きているわけです。だから貪欲に情報を得て外
に出ていって欲しいと思います。そしてレビューに話を戻すと、
本当に楽しくて、かつ貴重な経験ができます。今日は難しい話も
出ましたが、わからなくても絶対に行ったほうがいい。強く考え
るきっかけになる。「欧米との違い」はネットで見たり人から聞い

ただけではなかなかわかりません。実際に行って話をすれば、目
から鱗がボロボロ落ちるような体験ができます。そして自分の写
真は「こういうものなのか」という気づきが生まれ、「それならこ
ういうアプローチをしてみよう」と次につながっていく。自分の
写真に足りないものって、仲間に見せただけではなかなかわかり
ませんが、海外レビューでもらった一言はそのあと頭の中でガン
ガン鳴り続けるんですよ。
永田　海外に行くのにコストはかかるけど、それを上回る価値が
あると思いますね。
杉山　しかもそうした体験がほかの人に次々と影響を与えてい
くから、本当におもしろいです。
渡部　行かないとわからないことだらけです。とりあえず行けば
いいんです。全く知らないところに行ってドキドキしながら自分
の作品を見せる。英語ができなくても、ステートメントがうまく
書けていなくてもとりあえず行って見せるんです。僕は「いい
ね！」って抱きつかれたことがあるのですが、それは作品をつ
くっている者にとっては最上のもので、鳥肌が立って痺れるよう
な感じを受けるんですよ。自分の写真を介して知らない人が抱き
ついてくるという感覚を一度知ってしまうとやめられません。
杉山　コミュニケーションが成り立った瞬間ですね。
渡部　それに英語が下手だったとしても、お互いに写真という共
通項があれば、必ずコミュニケーションがとれます。
永田　僕がアメリカで個展をしたときにアーティストトークが
あって、通訳にも来てもらいましたが、アメリカ人は通訳を介さ
ずに直接話したがるんです。だから拙くても何かしゃべる。そう
すると何かが起きるんですよ。ある彫刻家が個展に来て、「あなた
の作品はわかる。ロートレックがやっているのと同じことだ」と
言われたので、「ほー、新発見」みたいな。そう言われればそうか
もと思ってちょっと自信がついたりね。
渡部　難しいことはその後に自然と吸収していくようになると
思います。多分永田さんだって行かなかったらそこまでわからな
かったわけでしょう、やっぱり。
永田　わからない、わからない、全然。これから何が起きるかだっ
て全然わかりませんよ。ワクワクします。
山縣　この記事を読んで、自分も作品を持って海外に行ってみよ
うという人が一人でも増えてくれると嬉しいですね。
　本日はどうもありがとうございました。
 （構成／山縣　勉、撮影／小城崇史）

主なポートフォリオレビュー
名　称 場所 時期 URL 備考

レビュー・サンタフェ
（Review Santa Fe）

Santa Fe, 
New Mexico 毎年6月 http://www.visitcenter.org/ 事前審査あり

ヒューストン・ミーティングプレース
（Houston meeting place） Houston, Texas 隔年3月 http://www.fotofest.org/

フォトルシーダ
（Photolucida） Portland, Oregon 隔年4月 http://www.photolucida.org/

アルル国際フォトフェスティバル・レビュー
（Les Rencontres d'Arles Photographie） Arles, France 毎年7月 http://www.rencontres-arles.com/

レンズカルチャー・フォトフェスト・パリ
（Lensculture Fotofest Paris） Paris, France 毎年11月 http://fotofest-paris.com/

六甲山国際フォトフェスティバル 
（Mt.Rokko International Photo Festival） 神戸市 2013年～ http://rokkophotofestival.com/ 事前審査あり
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を中性紙のものに取り替える。これだけの方法で、酢酸臭
はおさまるが、劣化そのものが修復されるわけではない。
大事な作品の写真原板は、なるべくバライタ紙でプリント
を作ることを勧める。フィルムをスキャニングしてデジタ
ル化すればと思われている方も、まずプリントをして良好
な画像を残すのがよい。そこからデジタル化をする。理由
は単純で、ストレートなプリントもあるが、多くは焼き
込んだり、覆ったりしてプリントが作られているので、作
家の意図を再現するにはプリントからデジタルデータを
作るほうが良い。さらに、デジタルデータは不安定だが、
プリントによる画像は100年近く残っているからである。
いずれにしても歴史的文化的に大事な写真を後世に残す
ことには多くの費用がかかる。しかし、いまやっておかな
いと貴重な記録を失うことになる。
　写真学会によれば、室温24℃、相対湿度50％で約30年経
つと劣化が始まり、30℃、50%だと15～20年。35℃、70％以
上になると６～７年でビネガーシンドロームが発生する
と言われている。ちなみに保存センターが文化庁から借り
受けている、東京国立近代美術館の相模原フィルムセン
ターの保存庫では、室温10℃、相対湿度40％で24時間空調
制御している。収集したフィルムはすべて、酸性度試験薬
A-Dストリップでテストをし、レベル0.5以下のものだけ
を、中性紙の包材に入れ替えて収蔵している。

フィルムを長期に保存するための推奨できる
有効な方法は次の通りです。

１、保存する場所は１階よりは２階以上が望ましい。
２、  北側や西側の壁、窓に接していない場所。結露や西日

の当たらないところ。

劣化が進む写真フィルム

　撮影されてから30年以上経ったフィルムは、保存環境に
よっては少なからず劣化が起こっている。「日本写真保存
センター」で収集調査に伺った、戦前から1960年代に活躍
された写真家の多くが使っていたネガホルダーはダイヨッ
ト（Dayyot）製のホルダーであった。この中厚表紙（酸性紙）
のホルダーは、グラシン紙製の６コマのフィルムが６本入
るタイプのもので、高級品であった。戦後は紙製のものに
加え、透明なセロファンやビニール系のものが登場し、画
像が透けて見えることからよく使われていた。ホルダーは
テーマごとや撮影年ごとに事務書類を納めるファイバー製
のトレーや菓子箱、空き缶に入れて保存されていた。
　1970年代後半に入って写真美術館の設立が叫ばれ、写真
プリントの保存に関心が集まるようになると、アメリカか
ら写真の保存に関する情報と同時に長期保存を目的とし
た無酸、中性紙の包材の輸入販売が始まった。しかし、撮
影フィルムの保存に関しては、酸性紙問題は論じられた
が、包材や保存環境については、一部の専門家を除いて写
真家全般にまでは情報は伝播、普及していなかった。その
最大の理由は、無酸あるいは中性紙の包材の多くが欧米か
らの輸入品で、販売する業者も少なく、その上価格が高
かったことが考えられる。
　また、高温多湿のわが国でありながら、保存環境につい
ての適切な情報が少なく、写真家の経験のみが頼りで、
フィルムは桐箱あるいは茶箱で保存するのがよいとか、整
理に便利な専用の引き出し式のタンスを特注される写真
家もあった。このタンスの底板にベニヤなどの合板で作ら
れたものが多く、ホルマリン系の接着剤が問題と指摘され
もした。さらに、カラ―フィルムは透明なビニールあるい
はポリエチレンの袋に入れ、密封して埃が入らないように
するのが良いとされたり、スライドについてもプラスチッ
クのスライドホルダーに入れ、ビニール系のシートで覆わ
れた市販のボックスで保存するのが一番とされもした。
が、結果的にはいずれの方法も空気の流通を遮り、加水分
解した酢酸ガスを閉じ込めて劣化を速めたようである。
　こうした方法でいまなお保存されているフィルムがあ
る方は、可能な限り急いで、フィルムを納めた箱の蓋を開
けて点検していただきたい。もし酸っぱい酢酸臭がするよ
うならビネガーシンドロームが発生していると思って間
違いない。その場合は、湿度の少ない冬場を利用して、空
気を入れ替える。ホルダーや入れ物（ストレッジボックス） 中性紙の包材。（左がシート状のもの。右が蛇ばら式）

「日本写真保存センター」調査活動報告 （14）
写真フィルムの劣化と包材・土門拳記念館の保存対策 松本　徳彦

（専務理事）
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い良好なフィルムの貴重な画像については、バライタ紙に
よるプリントを製作するようお願いした。（写真参照）
　次いで、持参したガス検知管で「室生寺」のフィルムが
納まっているネガホルダーを計測したところ、ガス濃度が
3.6ppmあった。この値はA-Dストリップのレベル1.5以上と
最悪の状態であったので、保存箱の蓋を開け放ちガスを放
散させる。ハクバ製のファイルに納まっているフィルムは
急いで通気し、中性紙の包材に入れ替えることをお願いし
た。大判のカラ―ポジフィルムを納めたビニール張りの箱
についても、中性紙の保存箱に入れ替えることを勧める。
　池田真魚館長によれば、20年ほど前に、戦前から使ってき
た紙製のホルダーの一部から酢酸臭がするものがあり、中
には溶けだしたものや粉状に破壊されたものもあったので
破棄したものもあった。当時古いホルダーは紙製で、酸によ
る劣化が伝えられていたので、紙製からハクバのものが良
いと推薦される方があり選んだという。館ではすでに大判
のフィルムのデジタル化は行っているが、モノクロについ
ては一部のみでこれからという。そこで、小型フィルムから
のデジタル化は大変であり、作品に近い画像を得るにはプ
リントしたものからスキャニングするほうが良いことを伝
えた。
　また、棒状に丸まったフィルムについては、同様な状態
の映画フィルムの修復経験がある京都の吉岡映像㈱に依
頼して、数本のスリーブを平らにする作業を行ったとい
う。修復されたフィルムを見たところ、一応平らにはなっ
ているが、保証期間は１カ月程度（約2,000円）で、また丸
まってしまう可能性があると言われたという。
　土門氏が1950年代に撮影された「室生寺」「ヒロシマ」「筑豊
の子どもたち」などは歴史的文化的に貴重な作品群で、文化
的な遺産でもある。これらの写真原板が失われることが無い
ように、急いで長期保存対策を進める必要があると提言す
る。同様な劣化は各地の美術館や資料館、公文書館でも起
こっているところから、写真原板を如何に保存するかに関心
が高まっている。写真が時代の事象を記憶以上に捉えている
ことが認識され、その原板を収集保存し、利活用について調
査研究している「日本写真保存センター」の活動に多くの眼
が注がれている。どうぞご協力とご支援をお願いしたい。

３、  一般家庭での保存は、室温20℃以下、湿度50％以下を
目安にする。（かなりきびしいが）

４、  ネガホルダー、収納箱は、中性紙の包材に取り替える。
ゆとりをもった収納。

５、  カラーフィルムは、中性紙またはポリプロピレンの袋
に入れ封をしない。

６、  ときどきフィルムを保存箱から取り出し、乾燥した空
気で換気する。（冬期がよい）

７、  大事な画像はバライタ紙にプリントしておく。
８、  デジタル化は良好なプリントからスキャニングあるい

は撮影（コピー）する。
　取り急ぎ、乾燥した風を通し、包材を中性紙にするだけ
で、劣化を遅らせることになる。

土門拳氏の写真原板にビネガーシンドローム

　昨年11月、土門拳記念館から「貴重なネガにビネガーシン
ドロームが発生しているのが見つかった。」と連絡があっ
た。対処法並びに修復の可能性について検討したいので来
館いただきたいとの要請がある。同月28,29日、酒田市の記
念館を松本と調査員の中川裕美が訪ね、現状を検分するこ
とにした。館長室で専務理事兼事務局長の小松原和夫氏と
総務主査兼総務係長の大竹佳代子さんから現状説明を受け
る。館が所蔵している写真原板は、４×５インチの大判から
６×６判、35ミリ判までのカラーとモノクロのフィルムと
乾板数が約７～10万点と膨大である。ネガ収蔵庫は15℃、45
％で管理されているが、一部は作品と同じ収蔵庫（20℃、50
％）でも扱っているという。写真原板を納めたガラス戸棚か
ら青色の表紙のネガファイルを取り出す。ハクバ製のネガ
ファイルは６コマのスリーブをシート状にしたバインダー
式のファイルで、半透明のポリエチレン系の包材に納めら
れていた。フィルムはわずかながら酢酸臭を発し、丸く棒状
に巻き込んだ状態だった。これまでの調査でも丸まった状
態のフィルムはあったので、これは一刻も早く中性紙の包
材に交換する必要があると判断した。と同時に、劣化が起
こっているフィルムシートと起こっていないフィルムを分
離して、別々の箱で保存することを提案する。劣化していな

シート状のネガホルダーで、フィルムが巻き込んだもの。 ガス検知管での結果。下が高濃度を示している。
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「写真著作権」執筆者のお一人である、北村行夫弁護
士（虎ノ門総合法律事務所所長）に検証をお願いい
たしました。
 （著作権委員会）

Rawデータは著作物か
 北村行夫

1　  　一般に「Rawデータ」と呼称されているものは、
写真家が被写体、アングル、シャッターチャンス、
露出等を選択してシャッターを押し、レンズを通
して入射した光（像）をイメージセンサー（撮像素
子）が受け取ってデジタル化し、カメラ内の記憶装
置部分に記録したデータを言う。カメラメーカー
は、イメージセンサーがとらえた画像データを最
大限記録するために技術上の工夫を凝らしてお
り、その記録方式は、独自のものであり企業秘密に
なっている。

2　  　このように「Rawデータ」は、「データ」と呼ばれ
るため、これに「データは著作物ではない」という
著作権のテーゼを結び付け「Rawデータ」は著作物
ではないと直結させる意見がある。

　    　しかし、これは間違いである。デジタルデータと
して記録されたという事実だけで著作物ではない
とするならば、ワープロで入力された小説も、コン
ピュータ用のプログラムもビデオゲームも、DVD
の映画やCDの音楽なども著作物ではなく著作権
がないということになる。これが間違っているこ
とは多言を要しないだろう。

3　  　「Rawデータ」にいうデータとは、記録手段がデ
ジタルであるということを意味するに過ぎない。
写真家が被写体、アングル、シャッターチャンス、
露出等を選択してシャッターを押し、写真家の思
想または感情の創作的な表現を記録したものであ
る。だから、誰が表現しても同じであるものという

　デジタル技術の進歩は目まぐるしいものがあり、
日々新しい概念の製品や想像もしていなかったような
サービスが続々と誕生しています。さらに、インター
ネット上の様々なサービスの利用は日常の一部とな
り、スマートフォンやタブレットPCで写真を撮り、そ
の場でfacebookやtwitterなどのソーシャルメディア
にアップロードして公開するという使い方すら、今で
は決して珍しいものではなくなりました。
　一方、写真界においてもカメラ、プリンターなどを
はじめとする高いクオリティーのデジタル機器やソフ
トウェアを活用できるようになり、写真を撮る、選ぶ、
仕上げる、発表するなど、ありとあらゆる場面でそれ
らが使われるようになっています。撮影においては、
デジタルカメラで撮る機会の方が圧倒的に多くなって
いるのではないでしょうか。これらの環境は、写真が
本来持つ即時性に加え、デジタルとネットワークを活
用することで、撮ったその場ですぐに写真を見られる
だけでなく、創作後に瞬時に伝達・公表することをも
可能にしました。
　つまり、デジタルとネットワークの恩恵により、銀
塩時代にはできなかった新しい写真表現と伝達が可能
になっています。表現者である写真家にとっては、こ
れらのツールをどう使い、どのように組み合わせるか
の選択肢が増えたとも言えるでしょう。

　ところが時々、「Rawデータに著作権はあるか?」、
「Rawデータは著作物か?」という話題を耳にするこ
とがありますがご存知でしょうか。この話題はデジ
タルカメラ登場の頃からあるものです。実は「Raw」
を説明するときに、「フィルム」に置き換えて説明す
ることが理解されやすいとの発想のもと、「生」や

「現像」「未現像フィルム」という言葉が用いられて
きました。その結果、時代は既にデジタルになって
いるにもかかわらず、銀塩時代の著作権の考え方と
衝突を起こし、混乱が生じているように感じられま
す。
　著作権委員会では、「Rawデータ」における著作物
性の有無を考察することで、デジタルネットワーク
時代の写真著作権を見つめることができると考え、
今回、当協会顧問弁護士であり、JPS企画監修書籍

著作権研究（連載30）

Rawデータにおける著作物性の有無を考える
デジタルネットワーク時代の写真著作権

北村行夫（弁護士）
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想または感情」を「創作的に表現した段階」である。
　    　その意味では、「Rawデータは著作物か」ではな

く、「Rawデータはいかにして著作物として確定す
るのか」と問うべきである。

 以上

略歴：北村行夫（きたむら　ゆきお）
弁護士、虎ノ門総合法律事務所所長
日本ユニ著作権センター著作権相談室長
著作権法学会会員
日本知的財産仲裁センター仲裁員

（財）日本デジタルコンテンツ協会元調査研究委員長 
慶應義塾大学大学院講師
日本写真家協会企画監修『写真著作権』（太田出版）
ほか、主な著書に『新版判例から学ぶ著作権』（太田出版）

『原点から考えるオンライン出版』（太田出版）などがある。

注： Raw、Rawデータについて
　　 　本稿でいう「Rawデータ」とは、一般に「Raw」、

「Raw画像」、「Rawファイル」、「Rawデータ」など
と呼ばれているもの全般を指しています。厳密に
は文脈によってそれぞれを使い分けるべきところ
を、一般には区別なく言われることがあるため、
表題を含め誤解を招いている「Rawデータ」の語
を検証のためにあえて用いましたが、この語を推
奨するものではありません。

　　 　実際には、Rawは写真などの画像を記録する形
式の一つとして使われており、デジタルカメラの
撮影モード（Raw、JPEG、TIFFなど）で選択でき
ます。Rawを選択して撮影するとファイルが生成
されます。ファイル形式はカメラメーカーごとに
異なりますが、拡張子は「.nef」、「.cr2」、「.arw」、

「.dng」などが使われています。Rawは、各メーカー
による独自規格のため、国際的な規格や定義はあ
りません。

 （記/著作権委員会）

通常の意味でのデータではない。Rawデータは写
真家の個性的な表現を記憶装置内で配列固定した
ものだという点にこそ着目しなくてはならない。

4　  　しかし注意すべき点がある。
　    　それは、写真家がカメラの記憶装置に取り込ん

だ状態をそのまま、著作物としての創作行為の完
成としうる場合もあるが、そうではなくその色調
や諧調その他についてデジタル加工して創作を完
成させる場合もある。

　    　後者はフィルムにおける焼き付け処理の「妙」に
類似するものであり、それを経てデジタル写真が
完成するというほかない。

　    　しかし、このことはRawデータが常に著作物と
しての未完成状態を指すということではない。写
真家自身がどの段階を以て著作物の創作行為を確
定したというべきかは、要するに写真家が自己の

「思想または感情」の「創作的表現として確定した
段階」を決定したときというほかないのである。

　    　言い換えれば、Rawの状態で複製することを第
三者に許諾した場合、写真家はRawデータの状態
で当該写真著作物が完成したとしていることを意
味する。

　    　しかしこれに対し、Rawデータを引き続き加工
して何らかのファイル形式で保存した場合には、
Rawデータとして記録された創作的表現は表現と
して未了だったということになる。

　    　とはいえ、実際には、Rawデータのまま保管して
いたような場合は、それは一旦そこで著作物とし
て完成しているとするのが妥当であろう。そして
その後、そこに手を加えることがあったとすれば、
その加工行為による創作性の付与は、厳密に言え
ば権利者自身による翻案行為であり、Rawデータ
を原著作物として自ら二次的著作物を創作してい
るというべきだろう。

　    　言い換えれば、「Rawデータ」であれ、「JPEG」、
「TIFF」などのファイル形式に記録されたデータ
であれ、それらの差異は著作物を保存する形式に
すぎないのであり、著作物としてどのように確定
しているかが問題なのであり、その形式はRawを
はじめとして種々ありうるということである。

5　  　これらの点については、被写体が写った状態が
「見える段階」を著作物の完成時期であるとし、デ
ジタルカメラでは写した瞬間に見えるのだからそ
の時を以て完成したという考え方も根強い。

　    　しかし、見えるか否かで創作性の完成と未完成
を区別することに合理的な理由はない。「写真家が
被写体を見せたい状態の確定」こそ、写真家の「思
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デジタルデータのバックアップ、
どうしていますか?

～会員へのアンケートから見えてきたこと～

ライブおよび外付けドライブに撮影データをコピーして
データの二重化を図る運用が一般的です。このとき、メ
モリカードのデータは納品まで残しておくという回答
と、バックアップ後は消去してしまうという回答とに分
かれました。
　中期保存では外付けドライブを使ったバックアップが
優勢になり、CD/DVD/BDも比較的多く使われます。
　ミラーリングなどのRAID（ディスクアレイ）の利用率
は短期・中期ともに20％程度ですが、単体HDDを２系統
揃えて両方にコピーすることで、実質的な二重化を図っ
ているという回答も多くみられました。
　また、アンケート結果の分析から、およそ80%の回答者
が、短期保存または中期保存において、使用メディアの
組み合わせは異なるにせよデータの二重化や多重化を習
慣化していることが判りました。
　ただし、現在のところクラウドなど外部サービスの利
用はわずかにとどまっています。

短期保存 中期保存
メモリカード 40％  ６％
内蔵 HDD 56％ 33％

外付け HDD
（うち RAID 構成）

90％
（21％）

93％
（20％）

CD/DVD/BD 13％ 50％
　クラウド等  ４％  ８％

設問３：  記録メディアの障害を経験したことはありま
すか?

　回答者の１/３が障害を経験したことはないと回答し
ている一方で、ほぼ同数の回答者が重要データの消失を
経験しています。データの二重化など、日ごろの対策の
重要性が伺えます。

ない 33％

ある
（複数回答）

メモリカード 36％
HDD 44％

CD/DVD/BD 18％
業務データまたは
作品データが消失 34％

　写真がフィルムからデジタルに切り替わっていくなか
で、撮影および画像処理したデジタルデータの保存方法
が課題として浮上しています。
　従来のフィルムやプリントであれば、ビネガーシンド
ローム（フィルムベースの加水分解現象）には注意する
必要がありますが、長期アーカイバルに適した専用フィ
ルムホルダーやポートフォリオボックス等に入れて温
度・湿度をそれなりに適切に管理しておけば数十年は問
題なく保存できますし、多少のキズやカビは修復や修整
が可能です。
　一方、デジタルの場合は、フラッシュメモリやハード
ディスクドライブなどの記憶メディアには寿命があり、
経年劣化や障害が起こるとそのメディアに保存されてい
る大量のデータすべてが読み出せなくなる場合がありま
す。また、技術の進歩に伴ってI/OインタフェースやOSが
更新されていくため、最新のコンピュータでは古いメ
ディアが接続できない、読み込めない、という事態も十
分に起こり得ます。
　そこで出版広報委員会では、当協会の会員を対象に、
デジタルデータの保存方法に関するアンケートを実施し
ました。寄せられた回答から、写真を職業とする写真家
が、短期、中期、長期を想定したデジタルデータの保存に
どのように取り組んでいるのか、何を課題として捉えて
いるのかなど、デジタルデータの保存の一端が明らかに
なってきたと考えています。
　紙幅の都合で回答の一部しか記載できませんが、読者
の参考にしていただければ幸いです。

 半数が長期保存の適解がないと回答
設問１：データの短期保存について
撮影後、数週間から数か月間のデータ保存について、使
用メディアや運用方法について尋ねました（複数回答）。
表の左側にアンケート結果を示します。

設問２：データの中期保存について
数か月から数年を期間とするデータ保存について、使用
メディアや運用方法について尋ねました（複数回答）。表
の右側にアンケート結果を示します。

　短期保存では、撮影に使ったメモリカードから内蔵ド
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設問４：  デジタルデータの消失対策として日ごろ気をつ
けている点はありますか?（複数回答）

　回答者のほとんどがデータ消失に対してさまざまな対
策を行っています。２か所以上への保存やデュアルス
ロットボディの選択など、基本はやはり「データの二重
化（多重化）」に尽きるといえます。
　ただし、停電時に数分程度に亘って電力を供給する無
停電電源（UPS）はそれほど普及していません。落雷等で
発生するサージ（瞬間的な電圧変化）にも有効であり、活
用が推奨されます。

撮影現場ではメモリカードの削除 / 初期
化をしない 57％

撮影ごとに CF カード /SD カードを分け
ている 33％

メモリカードを定期的に買い換えている 20％
データは常に 2 か所以上に保存している 76％
ディスクドライブは必ず冗長構成（RAID）
で使う 12％

デュアルスロットのカメラボディを選択
している 17％

コンピュータや外付けドライブには無停
電電源（UPS）から電源を供給している 　8％

設問５：  デジタルデータの保存に関するセミナーや情報
提供を利用したいと思いますか?

　地方では情報を入手する機会がなかなかないとの指摘
や、デバイスメーカーの技術者による専門的な内容のセ
ミナーを希望する声がありました。

とくに必要性は感じない 15％
正しい技術情報や他のカメラマン / 写真
家の運用ノウハウを知りたい 79％

設問６：  将来的に課題になるであろう長期保存（数年以
上）に対する取り組みや考えを聞かせてくださ
い。（複数回答）

　長期保存については「技術世代に応じて記録メディア
を移し変えていく」との回答が１/３を占めました。いわ
ゆる「マイグレーション」と呼ばれる方法で、現時点では
次善の策と考えられますが、データ量が多くなると移し
変え作業が膨大になるほか、本人の没後にどのように作
業を継承するかという課題が残ります。
　データではなく長期保存の実績のある銀塩プリント
（カラーのまま、またはモノクロ化）に焼いて保存すると
いう回答も10％ほどありました。顔料ベースのインク
ジェットプリンタでも条件次第では200年程度の保存が可

能とプリンタメーカーは公表していますので、プリント
で残す方法は有効な対応策のひとつになり得るでしょう。
　一方で「長期保存はいずれ考えなければならないが具体
的なアイディアはない」との回答が半数以上に達していま
す。デジタルデータの長期保存に決定打がない現状では、
多くのカメラマン・写真家も類似の意見と思われます。

すでに対策を
講じている /
講じる予定

技術世代に応じて記録メ
ディアを移し変える 35％

信頼できる外部ストレー
ジサービスを利用する  6％

作品はアーカイバルプリ
ントとして残す 10％

納品後にデータは不要になるなどの理由
で、長期保存は必要ない  8％

いずれ考えなければならないが、具体的
なアイディアはない 52％

判らない・意識していない  4％

　このほかに回答の特記として、「デジタルデータの保存は未
知の部分が多すぎる」、「データが保存できたとして、その画
像形式が将来のソフトウェアでサポートされるか不透明」、
「外部クラウドを利用してみたいがサービスの存続や信頼性
が不安、かつコストが高い」、「保存方法の検討と合わせて画
像検索システムの構築が課題」、といった指摘がありました。

 最善の策を追求して自己防衛を
　国会図書館をはじめとしてさまざまな研究機関、業界
団体、企業がデジタルデータの長期アーカイブに関する
検討や技術開発を進めています。ただし現在のところ、
デジタルデータを数十年を超える長期に亘って低コスト
で安定的に保存し、かつ、将来の利用（読み出し）を保証
する技術は確立されていません。
　また、作品の保存だけではなく、たとえば日常の家族
写真を子や孫の代へどう遺していくか、という問題も切
実です。メモリカードが障害で読み出せなくなり、バッ
クアップしていなかったがために我が子の写真がすべて
消えてしまった、という悲劇も実際に起こっています。
　ぜひ読者におかれては、デジタルデータの保存技術や
記録メディアの特性を学び、ご自身にとって最善と思わ
れる策に取り組んでいただければと思います。
　また、日本写真家協会においても、デジタルデータの長
期アーカイブに関する動向は引き続き注視していきます。
　最後に、お忙しい中をアンケートにご協力いただいた
会員各位にこの場を借りてお礼申し上げます。
 （集計と文責／出版広報委員・関 行宏）

アンケート方法：日本写真家協会事務局にメールアドレ
スを登録している全国の会員およそ1,000名にメールに
て依頼。有効回答数84。
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田沼武能 会長　「挨拶」
皆さん、いま東京国立近代美術
館で開催のチェコの写真家の
ジョセフ・クーデルカの展覧会
をご覧になってください［＊1］。
一人の人物がどう写真の道に
入って、どういう環境で考え
が変わり現在があるかです。
　彼はもともと飛行機技師時
代からアマチュアとして写真

を始めて、そこから極めて芸術的な写真を撮っていま
す。ユージン・スミスやカルティエ＝ブレッソン的なも
のが表現され、非常に勉強したのだと思います。モノク
ロームの表現力を駆使してジプシーの家族をドキュ
メントしている作品に秀逸されたものがあります。

　私はソ連が攻めてくる１週間前までチェコのプラハ
にいましたが、クーデルカは侵略してきた兵士と抵抗す
る国民を１週間撮り続けています。彼は名を伏せて発表
し1970年に本にしましたが、チェコからフランスに亡命
することになりました。会場には大パノラマ写真で畳１
枚以上の大きいモノクローム写真が並んでおり、大きく
なったときの効果を計算して撮っています。
　「なぜ、写真を撮るか」。写真家が写真を撮るのは「自
分の心情を写真に表現して皆さんに伝えたい」というの
が本心ではないかと思います。これから講演される方は
みんな個性豊かな人です。ゆっくりとそれぞれの方々の
写真論をご清聴いただければありがたいと思います。本
日は十分お楽しみいただきお帰りください。

［＊1：ジョセフ・クーデルカ展はすでに終了しています］

第７回JPSフォトフォーラム
（2013年11月9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

「なぜ、写真を撮るのか」

【きのした・あきら】1936年長野県生まれ。日本福祉大学で学ぶ。中日新聞社、博報堂を経てフリーとなり、1960年代から現在まで一貫して「音楽を撮る」を
テーマにクラシック音楽の指揮者・演奏家・作曲家を中心に、世界各国のコンサートホール、歌劇場、作曲家ゆかりの地など、撮影活動を続けている。その写
真については「音楽が聴こえる」と、ヘルベルト・フォン・カラヤンをはじめ、レナード・バーンスタイン、ロリン・マゼール、ズービン・メータなど音楽関係
者から高い評価を得ている。1971年日本写真協会新人賞、1985年第36回芸術選奨文部大臣賞、2006年日本写真協会賞作家賞を受賞。2007年に紺綬褒章を
受章した。2008年新日鉄音楽賞特別賞を受賞。2010年、3万本を超える、自身が撮影したフィルムを管理・保存する目的で、「木之下晃アーカイヴス」を設立。
日本福祉大学客員教授、（公社）日本写真家協会会員

木之下 晃　Akira Kinoshita　　「音楽を撮る」
　なぜ写真を撮るかは、好きということに尽きますね。
私はクラシック音楽の世界でカラヤンが撮れるように
なるのが夢でした。演奏家は黒の燕尾服を着たモノク
ロームの世界で、私の写真の特徴も黒にあります。写真
を撮るうえで、ゆえに如何に自分らしいかが大事な要
素の一つで、いつもどのように音楽が感じられるか考
え続けてきました。
　作曲家の武満徹さんから「あなたのような人は世界
にいないから続けたらいい」といわれ、音楽を表現する
ことを仕事にしようと音楽家を撮り続けました。自身
でマネジメントなどと交渉することで独自に世界中の
人脈を得て、そして写した写真を本人に見せることを
続けることでコミュニケーションをとってきました。
時代とメディアに恵まれたおかげもあって、撮りたい
と思った世界中の音楽家は殆ど撮りました。

　大好きなアルフレート・ブ
レンデル（ピアニスト）の写
真は、私の思惑を超え神が与
えてくれたショットです。眼
鏡に鍵盤、しわ、歯、Ｙシャツ
がつくりだすハーモニー、リ
ズムが作品を成立させてい
ます。評論家の吉田秀和さん
と出会って、音楽を表現する
ことを教わりました。本物の芸術家は亡くなってから
時代が選んで残すので、本物をきちんと撮っておけば
写真も残っていきますね。今の時代、スマホで撮った写
真が将来も残っていくか考えてみてください。21世紀
の多くの写真は残らないでしょうね。そういう時代に
なってきていると私は思います。
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　毎年恒例となったフォトフォーラムが2013年11月9
日、有楽町朝日ホール(東京都千代田区)で開催されまし
た。7回目となった今回は立木義浩氏、木之下晃氏、坂
田栄一郎氏と田沼武能氏を招き、「なぜ、写真を撮るの
か」という写真の原点に返ったテーマで行われました。
　写真に携わったきっかけから現在に至るまで、真剣
に、時には笑いの絶えない講演とディスカッションが繰
り広げられました。ロビーでは協賛会社9社による最新
機材・技術展が催され、常連の方々も多くみられるなか、
466名の参加者が写真に浸るひと時を楽しみました。

【たつき・よしひろ】1937年徳島県生まれ。東京写真短期大学写真技術科卒業、1958年にアドセンターに入社。1969年よりフリーランスとなる。女性写真の
分野やスナップ・ショットで多くの作品を発表する。広告、雑誌、出版などの分野で活動する一方テレビ出演など多方面で活躍。1965年に第9回日本写真批
評家協会新人賞、1997年に日本写真協会賞年度賞、2010年に日本写真協会賞作家賞など受賞。写真集に『イヴたち』、『加賀まり子／私生活』、『マイアメリカ』、
『東寺』などがある。2012年、写真集『小女』『Tōkyōtō』2013年、『étude』を出版。

立木義浩　Yoshihiro Tatsuki　　「好奇心の瞬き」
　たとえば同じ風景を10人撮っても同じにはなりませんよ
ね。人間は模倣する動物ですからそこから始まって徐々に自
分のものになると思います。新しい機械ができてスマホに
なってサクサク撮るという時代で、撮ることは誰でも日常的
にできるから、写真を選ぶことのほうが重要になってきます
ね。写真の中に自分なりのものを発見してみてください。
　世の中は頭の中での理解以上のことが起こっていて、長
年写真をやっているサビが出てなかなかスパッと切りとれ
ません。過酷な条件で撮るほうがフレーミングに新鮮さが
出ます。なぜ写真を撮るのかといわれ、このめちゃくちゃ
な時代にどうして写真を撮らないのかと不思議に思うくら
いです。今の時代が一番おもしろいわけですよ。こんな混
沌とした時代は戦後でも一番。記録を前提でもいいし、考

えた写真や感じた写真、それが
この時代の写真の豊穣さに輝
きを与えてくれます。
　風景写真という分野があり
ますが、いかに風景にしないか
というのもおもしろいです。多
少のユーモアも必要ですね。今
までの自分の美学から外れた
こともしてみませんか。写真は
道楽で孤独の中でするのが本来の極意ですが、写真を撮る
と他人に見せたいという欲求が強くなります。
　その部分があることによって人との交わりや社会性を身
に付けるのだと思います。

【さかた・えいいちろう】1941年東京都生まれ。日大芸術学部写真学科卒業後、ライトパブリシティへ入社。1966年渡米。リチャード・アヴェドンに師事。
1970年に独立。個展「Just Wait」で注目される。以後、広告分野での活動を経て、作品発表を展開。1993年にはアルル国際写真フェスティバルのメインゲス
トとしてリチャード・アヴェドンらとともに招待され、アルル名誉市民賞を受賞。2005年には「PIERCING THE SKY-天を射る」で第24回土門拳賞、日本写
真協会作家賞をダブル受賞。2013年　原美術館で新作「江ノ島」を発表。雑誌『AERA』の表紙写真を創刊より担当し20年以上撮り続けている。主な写真集に
『注文のおおい写真館』『amaranth』など。（公社）日本写真家協会会員

坂田栄一郎　Eiichirou Sakata　　「運命的な出会い」
　高校までカメラも持ったことなく、近所のカメラ屋さん
のおにいさんと仲良くなり、写真で何か表現したいと切望
するようになりました。日本が嫌で外国に憧れていた頃、ア
ルバイト先のディスプレー会社の社長さんに篠山紀信さん
や和田誠さんが在籍していたライトパブリシティを紹介し
てもらいました。写真家のリチャード・アヴェドンが来日
することになり、篠山さんに背中を押され日本で第二の助
手となりアヴェドンに同行することができました。帰国時
に彼の元で働かせてほしいと頼み、実現し渡米しました。
　アヴェドンの一挙手一投足を見逃すまいと必死になって
感性を研ぎ澄ませて過ごし、半年経ってマンハッタンのタ
イムズスクエアで人を撮り始めました。お金がないから一
発ノートリミングですが、被写体の人たちからはすごくエ

ネルギーをもらいながら撮っ
て、それを写真展「JUST　
WAIT」として1970年にニコン
サロンで開催しました。
　４年後に帰国し、崇拝するア
ヴェドン色を振り払う思いで
写真集『注文のおおい写真館』
をつくりました。以前は8×10
や4×5でゆっくり撮れました
が、今はカメラを持っているだけでうるさく言われ、思うよ
うに撮れない時代です。人間とはいかなる存在か、奥深いか
を考えながら、出会いを大切に、これからも勘を頼りに頑
張っていきます。
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して絶対やっていくぞ」と意志を強めました。「JUST 
WAIT」の写真展をグラフィックデザイナーの石岡瑛子
さんが見に来てくださり、帰国後ダイアナ靴店のポスター
の仕事を依頼されました。それが話題となっていろいろと
広告をやるようになり、この道で生きていけるなと感触を
得ました。70年代の非常にクリエイティブな時代にわくわ
くしながら仕事をするうちに自信を深めていきました。
勝又　皆さんのキャリアは写真やカメラの発達の歴史と合
致すると思いますが、木之下さんの講演でありましたデジ
タルの写真は残らないというのはどうでしょうか。
木之下　デジタルはバックアップすればよいと言っている
けれど、昔の銀塩のような目で見える残し方のほうが物は
残ると思います。デジタルは否定しませんが写真をどのよ
うに次世代に残していくかをよく考えたほうがいいです
ね。私はデジタルも使いますが、重要な仕事は基本的にモノ
クロで撮って、暗室で手づくりしたものをさらにデータ化
しています。
坂田　デジタルで写真が下手になりました。ハッセルで
撮っていましたから、きちっと露出も被写界深度も考え、カ
メラを操作しているときにまたアイデアが浮かんだりしま
す。ふだんはハッセル２割・デジタル８割で、自分の作品は
ポジやネガでやっています。
木之下　『日本カメラ』の審査をやってみて、応募してくる人は
大体70歳以上で、いい写真は暗室でつくっています。アマチュア
写真を支えているのは70、80歳代の人たちで本当に上手いですよ。

パネルディスカッション
パネリスト 

木之下晃
坂田栄一郎
立木義浩
田沼武能

司会：勝又ひろし（『アサヒカメラ』編集長）

　各氏の講演にひき続き、フォトフォーラムの共催である
朝日新聞出版『アサヒカメラ』の編集長・勝又ひろし氏の司
会進行で、熱いパネルディスカッションが行われました。
勝又　今日のテーマはかなり大きく「なぜ、写真を撮るの
か」という理由は人それぞれだ
と思います。ご自分がプロの写
真家としてやっていけると思っ
た仕事、瞬間、セッションなどを
教えていただけますか。
立木　カメラマンは国家試験も
ないので、自分でプロだと言えば
いいのです。それだけでは仕事の
オファーが来ないので、一生懸命
やる姿勢をだして人に可愛がってもらい、写真で世の中から
いい評判をもらうことですね。自信を持って態度が大きくな
るとバチッと切られるけれど４～５年はもちます。それを次
から次へと、付き合いが長いとお互いに飽きるのでクライアン
トと写真家とも新鮮な間に仕事をするということで。（笑）
田沼　勤めていた会社が倒産寸前でアルバイトを一生懸命
やって何となく写真家になってしまいました。その間に木
村伊兵衛さんの助手をつとめ三足のわらじを履いていまし
た。木村さんは写真を見てもアマチュアは褒めますが、プロ
には何も言いません。写真の弁解をすると「写真がしゃべれ
ばいいんだ、おめえがしゃべる必要ねえ」とそれで終わりで
す。フリーになって「世界の子ども」を木村さんに見せても
何も言われず、僕の後弟子の佐々木崑さんに「田沼はいい仕
事しているから見せてもらえ」と言われたと聞いて、自分の
仕事を認めてくれたということが1回だけありました。
木之下　プロを自覚したのは会社をやめたときですかね、
新人賞をもらった時は会社でいじめられ結局1974年に退社
して、退職金と貯金を全部はたいて家族４人でヨーロッパ
へ１カ月旅行して、残金10万円からプロとしての生活をス
タートしました。1983年にカラヤンが70歳のとき、彼が認め
た写真家18人でお祝いの写真集をドイツでつくった際にそ
の１人に選ばれたことで、音楽の世界で国際的に認知され
たかなと思いましたね。
坂田　リチャード・アヴェドンのところに入って「プロと 「アルフレード・ブレンデル」(ピアニスト) 1974年　撮影：木之下 晃
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その都度の自分が
感じたものを写真
で表現していきた
いのが私の考えで
す。自分がそこに一
つ発見をして、感動
があって、写真にし
て、褒められて、う
れしいなと思って
生きているような
ものですね。
立木　一番いいの
は、人に見せないで引き出しに入れておいて、夜中にそっと
出して俺は天才だって言っているのが皆に迷惑かけないよ
ね。写真を褒めるのはなかなか難しいし、ちょっと距離を置
いてやればいいですね。
勝又　北海道東川町で開催される「写真甲子園」の審査委員
長としてはいかがでしょう。
立木　第一次審査は地元の写真で幅広いものが集まります。

「写真甲子園」では東川町の３日間で指定されたところで撮
るので、本来の腕をなかなか発揮できません。でも手練手管
の高校生もいて審査員の狙い撃ちもありますよ。初めの頃は
男子生徒がいたけれど最近はほとんど女子で、我々審査員が
命をかけて褒めていますからすごくうまいですよ。
木之下　音楽会はお金払って聴くわけだけれど、私は世界
の一流のものを撮って逆にギャラをもらって、こんな幸せ
な人生がどうして来たのか不思議です。今は撮った写真で
食べさせてもらっています。
坂田　ニューヨークのとき35ミリで街中を撮っていた時代
もありました。カメラを持っていなくても自分にカメラの
目が内蔵されていて物を見ます。そういう感性は非常に大
切で、カメラをやっていてよかったなと思います。
立木　写真というのは未来永劫ワンパターンでもいいです
が、ちょっとずつ変わっていくのが一番おもしろい気がし
ます。テクニックに重きを置かないで、言葉で表現できない
写真が撮れたら一番いいと思いますよ。
勝又　会場の皆さんから質問ありますか？
質問者　モノクロの目をどう養えばよいですか。
田沼　東京国立近代美術館でジョセフ・クーデルカの写真を
見てください［＊1］。なにより人の写真をたくさん見ることです。
立木　被写体を見て自分で良し悪しを決めたほうがいいですよ。
坂田　モノクロにした時の色がわかれば一番いいのだけれ
ども、たくさん撮る以外ないなと思います。
木之下　頭で考えるのではなく撮ってみればいいですね。
田沼　モノクロは考える余地、想像できるものがあるから
面白いんです。いっぱい失敗するとだんだん利口になるか
ら写真は撮らなきゃだめですね。
勝又　時間ですのでこの辺でお開きにいたします。本日は
どうもありがとうございました。

「JUST　WAIT」より　1967年
 撮影：坂田栄一郎

勝又　田沼さんは『アサヒカメラ』のニューフェース診断室
をなさって最近のデジタルはどうですか。
田沼　毎月新しいカメラをテストしているのですが「おま
えこれで撮ってみろ」と僕がテストされているみたいです。
デジタルを拒否してフィルムだけでやる人はこの仕事では
無理ですね。ともかく、日進月歩でシステムが進化していま
す。光源が変わってもボタン一つで対応できますし、感度は
自由自在に換えられるのは便利ですね。でも、データの保存
は永久ではない。数年毎に記録し直さなければならぬのは
不便です。一部の映画ではデジタルを三色分解してフィル
ムで残しています。それを写真でもできないかと思います。
木之下　舞台写真ではデジタルのメリットは大きいです
ね。今はタングステンフィルムがなくなっていますし、真っ
暗でもよく撮れます。ただフィルムの時のような緊張感が
ないのと保存が問題です。
立木　デジタルの出始めはオモチャだと言っていましたが、
今はほぼデジタルで撮っています。選択の時代になって自分
が決めること
で、デジタル
に合う被写体
を使い分けれ
ばいいのです。
ただ、コンテ
ストの写真を
見ると色かぶ
りのままとか、
パンフォーカスの写真も多くなっていますね。
勝又　木之下さんの「アーカイブス」とはどんなものですか。
木之下　オンリーワンの仕事なので私が死んだらそれっきり
になってしまいます。発表したのは氷山の一角で、それ以外
の膨大な写真も時間が経つと別のものが見えて蘇ります。そ
れをきちんと残したいと思い、保存の仕組みを作りました。
立木　震災時にプリントをがれきの中から見つけることが
できたけれど、いつか東京の下でもナマズが動くかもしれ
ないからプリントしておかないとね。原始的だけど。
木之下　今の時代は、一度コンピュータに載せたものは著
作権を考えないと大変ですよね。
田沼　むやみに使ってはいけないという著作権があれば抑
止力となり残ります。写真家は著作権で生きていかねばな
らず最後まで闘わなきゃいけない。
勝又　アマチュアの方はデータをメモリカードに入れっぱ
なしの方が多いようですが、坂田さんはどうですか。
坂田　ただパソコンに移したままです。フランスとか美術
館でコレクションされたものはプリントです。自分の手元
にはプリントはなく、ポジだけなのでどう保管するか悩み
です。『AERA』では約80％デジタルで非常に重要な人物を
撮っているのでこちらも不安です。
勝又　なぜ、写真を撮るのか、最後にご説明ください。
田沼　写真が好きで撮っている時が一番楽しいからです。

組織の壁に溶ける　2013/04/16　箱崎付近　
　 撮影：立木義浩
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㈱ケンコー・トキナー ㈱シグマ ㈱タムロン

㈱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㈱ リコーイメージング㈱

協賛９社による

最新機材・技術展
フォトフォーラム会場ロビーにて開催（10：30～16：00）
協賛：エプソン販売㈱、オリンパスイメージング㈱、キヤノンマーケティングジャパン㈱、
㈱ケンコー・トキナー、㈱シグマ、㈱タムロン、㈱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㈱、リコーイメージング㈱ (五十音順)

エプソン販売㈱ オリンパスイメージング㈱

本写真家協会のブースでは、写真集『おんな』、『生きる』、
書籍『写真著作権』、『スナップ写真のルールとマナー』
の販売を行い、「日本写真保存センター」運営の募金も
行われました。
 （構成／出版広報委員・小野吉彦、撮影／桃井一至）

　第7回フォトフォーラム会場のロビーでは協賛9社に
よる最新機材・技術展が開かれました。メーカーによっ
ては直前に新製品の発表もあり、講演開始前や昼の休
憩時間にはロビー会場は多くの方々で賑わいを見せ、
各ブースでは機材を触りながら説明を受け、カタログ
を手に取り笑顔の絶えない状況となっていました。日

キヤノンマーケティングジャパン㈱
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Comment

写 真 解 説

ブロードパスに舞うオーロラ（表紙写真） ̶̶ 金本孔俊
　オーロラは、日によって出現する場所も方角も異なり、予測で
きない。ただ、その先触れとして、天の川のように白っぽい帯状
のものが空を流れる。
　ある夜更け、ひとりで待つ私の背後に、光がひっそりと忍び寄
り、濃いグリーンの絵の具を垂らすかのように、それは空から降
りてきた。アラスカの大地には、生き物である自然が刻々と変化
する“幻”のようなものが棲んでいるように思えてならない。美と
恐怖を感じさせてくれる。（写真展「神秘の大地アラスカ」）

スノー・タイガー（表4写真）  ――――――――  福田俊司
　この作品は、シベリア極寒の地、日本海に臨む崖に、長さ2.3ｍ、
幅1.5m、深さ1.4ｍの穴を掘って撮影小屋をつくり、そのなかで74
日間をすごし、50日目の夜明けに撮影した。撮影チャンスはたっ
た一回だったが、その苦労は報われた。最も応募作が多く、歴史
をもつネイチャーフォト・コンテストWildlife Photographer of 
the Year 2013で、Gerald Durrell特別賞を受賞。選評には「これは
間違いなく最高傑作である（It's also almost certainly the best）」
と紹介された。（写真集『タイガの帝王　アムールトラを追う』）

寝顔を撮る  ―――――――――――――――――  吉野雄輔
　ブダイの仲間の中には、口から粘膜状の袋を出して寝る種が
知られている。この袋をなぜ作るのかという理由だが、寄生虫か
ら自分を守るためとか、ゴミからエラを守るためとか言われて
いる。貝の中には、夜寝ている魚から吸血する種が知られている
から、そのためかもしれない。なかなか本当のことはわからない
ようだ。写真はオオモンハゲブダイだが、同種でも袋を作ってい
たり、なかったり、その時々で、これも理由がわからない。カメラ
マンは、事実を撮れればそれでいいが、わからぬことを、あれこ
れ想像するのは楽しいものである。

（写真集『会いに行ける海のフシギな生きもの』）

差し戻し判決の日（最高裁） ―――――――――  桑原史成
　昨年は私が水俣病事件の取材を開始して53年になった。昨秋
10月に現地の水俣・熊本で水銀を規制する「水俣条約」が採択さ
れることになっていた。（予定を前年に知る）
　そこで写真集の出版と写真展を企画した。写真集は藤原書店
から『水俣事件』と題して9月に刊行し、続いてニコンサロン(銀
座、大阪)で「不知火海」を開いた。海外への情報の発信をするた
めに出版では巻末に英文を付けた。
　写真集の編集は半世紀にわたる時系列の構成を排し、現代

（2013年）の撮影から過去に遡る逆編年の手法をとった。ここに
掲載の写真は昨年4月16日、最高裁に上告されていた大阪在住の
水俣病患者の認定の是非をめぐって争われた裁判の判決である。
大阪高裁で敗訴した「Fさん訴訟」が、最高裁では高裁に差し戻
しされた判決であった。差し戻しは敗訴ではなく、水俣病の認定
が可能な背景があって弁護団は「希望」の文字を掲げた。その現
場にマスメディアの記者たちが群がった。

（写真集『水俣事件』、写真展「不知火海」）

江戸の美  ――――――――――――――――――  木村惠一
　1960年代の頃より生まれ育った東京の下町の風土や四季折々
の風物、江戸の伝統を伝えてきた職人の姿などを撮影してきまし
たが、今回の写真展では、「江戸の美」と題して、伝統の文物と江
戸の美と技を伝える職人の姿を展示しました。掲載の写真は、浮
世絵版画彫師の手元を撮影したものです。髪の毛一本ずつ彫る
ためには、山桜の硬くて粘りのある板を使用します。手元の照明
はフラスコに水を入れ、裸電球の光をあててスポットライトにし
ています。細部を彫りやすくするためです。この方法は、江戸後
期から伝えられている手法のようです。（写真展「江戸の美」）

CALLA  ―――――――――――――――――――  坂田峰夫
　写真には、事件や文化を伝えたり、自然の素晴らしさや家族の
つながりを残すという大切な使命があります。
　私は光の現象や性質を使い、花や太陽、風景などを手がかりに
して、ささやかな「気になること」を探しています。初めに物語は
無いけれども「写真」を通して作品が少しずつ物語を語ってくれ
ます。（写真展「GALERIE ANDO 11.3.8-3.29」）

荒地で元気なつくしんぼ  ――――――――――田草川 譲
　庭のコブシの花が咲くころ、道脇の急斜面の荒地に勢いよく
胞子茎を伸ばすツクシ。春の山菜のひとつやから、昔はよく摘ん
だもんやったが、ワラビやゼンマイ、フキノトウ採りで忙しいう
えに、料理がやっかいなもんで採らんようになった。山菜は採
らんと子孫を絶やすまいとがんばるしこやが、ここらのツクシ
は精力旺盛やがね。（写真集、写真展「奥飛騨彩四季」）

楠木大神 ――――――――――――――――――  山村善太郎
　私の生まれ育った大阪市内には道路の真ん中、あるいは歩道
の真ん中に御神木があちこちに見かけられます。通るたびに

「こんな所に！ 交通の妨げにならないのか？」と思っていました
が、後になって、この事は私たちが大変な誤解をしているのだと
気づかされました。
　古来より日本人は四季折々の自然に対して畏敬の念を抱き、
そこに神様を信仰するようになりました。神社が建てられ境内
あるいは参道に御神木が存在していたところ、ここ100年の間に
文明が開け、都市化が進むにつれ、元々あった神社境内などが脅
かされ、このような状態で御神木だけが残されることになった
のです。つまり妨げていたのは、現代に暮らす私たちであったと
いうわけです。
　日本各地を取材していく中、地元の方々から御神木のお話を
伺うたびに、私は撮影前には御神木をお護りされる方々と同じ
ように自然と手を合わせ拝礼するようになりました。そして、樹
齢250年～800年の御神木が今なお存続しているのは、私が出会っ
たような方々のご尽力や、先祖の方々の「日本人のこころ」がそ
うさせたのではないでしょうか。写真の楠（樹齢約600年）は道路
の真ん中に祀ってあり、大阪市民によく知られていて、高津神社
の神主が毎年神事を司る。手を合わせ参拝する男のシルエット
がファインダーに飛び込んできた。

（写真展「暮らしの中の ―御神木― 日本人のこころ」）

貴州六枝梭嗄長角苗族  ―――――――――――  馮 学敏

　これは2009年の春に撮影した作品、2010年に上海美術館、2013
年11月にパリ中国文化センターで展示したことがある。

「六枝梭嗄長角苗族」は中国貴州省を代表する少数民族の苗族（ミャ
オ）の傍系になり、ユニークなヘア・スタイルがその特徴である。
　貴州省は古来、苗族、氏羌、百越、濮人の４大民族が交差すると
ころ、また、漢族の移住民が多い地域でもある。広く展開するカ
ルスト地形と多元的民族文化は、その独特な風景と併せてこの
地に特有な風習をつくりあげた。「十里行けば異なる空、一山に
民族多く、大きな祭が３、６、９日ごと、小さな祭は毎日ある」と、
実に多彩である。
　毎回この大自然のただ中を歩きつつ、その山水に魅せられた
私は思わず次々にシャッターを切る。

（写真集『貴州・菜の花の故郷』、写真展「貴州印象」）

Shinra  ――――――――――――――――――――  大野雅人
　無心に呼ばれる一瞬の光景。
　光の存在が「存在」を存在させる。
　生まれること、朽ちること、
　すべてが共存し、存在している。
　いたるところで。

　旅に出ると心掛けていることがあります。
　 時間や天気に縛られず、その場の出会いを大切に、無心で歩い

てゆく。
　すると自然に引き寄せられる光景に出会えます。
　 見るものすべてに一喜一憂する、我家の子供たちから学びま

した。（写真展「Shinra」）
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株式会社ニコンイメージング
ジャパン
手応えのある直感的なダイヤル操作
と、「D４」と同等の画質をニコンFX
フォーマット最小・最軽量ボディの
中で融合したニコンデジタル一眼レ
フカメラ「Df」を発売

　「Df」は、直感的で安心感のあるダイヤル操作
系と、幅広い撮像感度域をカバーする高画質を、
携行性の高いニコンFXフォーマットの最小・最軽
量ボディで実現したモデルです。ニコンデジタル一
眼レフカメラのフラッグシップモデルで、多くのプロ
フェッショナルフォトグラファーに使用されている「D４」
（2012年３月発売）と同等の画質を提供します。
　ボディ上面に配置された大きな金属製メカニカル
ダイヤルによる直接的かつ直感的な操作感は、カメ
ラを操ることの「愉（たの）しさ」や、撮影者の意思
を反映させた作品を創造する「悦（よろこ）び」をも
たらします。また、電源OFF時も含め、ISO感度、
シャッタースピード、露出補正などの設定値を常時
視認できるという安心感と、設定を随時、ダイレクト
に変更できるという利便性が、撮影により集中でき
る環境を提供します。
　「D４」と同じ、有効画素数1625万画素、FX
フォーマットCMOSセンサー、画像処理エンジン
「EXPEED ３」の組み合わせは、幅広い光の条
件下で安定した高画質を提供します。常用ISO
感度域はISO 100～12800と広く、さらにISO 50
相当までの減感、ISO 204800相当までの増感も
可能です。
　優れた携行性と低感度から高感度までの広い
感度域に渡る安定した「D４」と同等の画質が、時
間と場所、光量などの制約から撮影者を解放し、
「表現領域と表現の自由度」を広げます。
　「Df」は、可倒式露出計連動レバーを採用し、
非AIレンズの装着も可能です。往年のNIKKOR
レンズと最新のデジタルテクノロジーを備えたボディ
との組み合わせにより、さまざまな表現を愉しむこと
ができます。

【製品に関する問い合わせ】
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

株式会社タムロン

手ブレ補正機構「VC」と超音波
モーター搭載の150-600mm超望
遠ズームを発売致しました。

　タムロンは150mmから600mmまでをカバーする
超望遠ズームレンズ、「SP　150-600mm F５-6.3 
Di VC USD（モデルA011）」のキヤノン用を2013
年12月19日に発売致しました。従来機種の200-
500mm（モデル A08）は、小型で使いやすい超望
遠ズームレンズとして高く評価されてきましたが、一
方で多くのお客様より、さらなる焦点距離拡大のご
要望をいただいておりました。今回のリニューアル
に際し、テレ端の焦点距離500mmを600mmへとパ
ワーアップをすると共に、ワイド端も200mmから
150mmへと広げ、そのご要望にお応え致しました。
　さらに、タムロン独自開発の手ブレ補正機構
「VC」、高速AFを実現する超音波モーター
「USD」を搭載。フレアー、ゴーストの原因となる光
の反射を大幅に抑制する、先進のコーティング技術
「eBANDコーティング（イーバンド・コーティング）」
を施すなど大幅な進化を遂げました。

　また、本機種より高級感ある新しい外観デザイン
を採用し、全く新しい超望遠ズームレンズを完成さ
せました。
　今後とも、高い評価をいただけるレンズを開発し
てまいります。何卒、タムロンレンズにご注目をいた
だけますようお願い致します。

株式会社タムロン
マーケティング・コミュニケーション室
担当者：青木隆幸
TE L：048-681-1513
<製品に関するお問い合わせ>
タムロンレンズ相談窓口
ナビダイヤル：0570-03-7070

株式会社日経ナショナル 
ジオグラフィック社
日経ナショナル ジオグラフィック
写真賞2013グランプリに宮武健仁氏

　日経ナショナル ジオグラフィック写真賞は、国際的
に活躍するドキュメンタリー写真家を発掘するた
め、日経ナショナル ジオグラフィック社が2012年より

実施している写真賞。第２回目にあたる今回は、グ
ランプリに、宮武健仁氏の組み写真「輝く光景」が
選ばれた。
　夜の桜島から噴出する火炎、蛍光色を発する浜
に打ちあがるイカ、驚きのある日本の夜の光を対象
とした映像が評価された。

　本賞は、「ネイチャー」「ピープル」２部門での審
査と、最高賞グランプリを決定する。各部門受賞者
は以下のとおり。

グランプリ「輝く光景」：宮武健二氏
ネイチャー部門最優秀賞：平田晃一氏
同部門優秀賞：大野成郎氏
同部門優秀賞：鍵井靖章氏
同部門優秀賞：山口大志氏
同部門優秀賞：湯浅光則氏

ピープル部門最優秀賞：該当者なし
同部門優秀賞：黒川博行氏
同部門優秀賞：清水哲朗氏
同部門優秀賞：地蔵ゆかり氏
同部門優秀賞：八木豪彦氏

審査委員長：野町和嘉氏
委員：中村征夫氏
委員：ティム･レイマン氏
委員：大塚茂夫氏

　グランプリ受賞者には副賞として、100万円と協賛
社から商品が贈られる。また、Steven Kasher Gallery

（ニューヨーク市）での個展開催が予定されている。

日経ナショナル  ジオグラフィック社
http:/www./nationalgeographic.jp

株式会社シグマ

Artラインの新しい大口径標準レンズ
SIGMA 50mm F1.4 DG HSM 発表

　この度弊社では、超高画素時代にふさわしい圧
倒的な描画力を実現した大口径標準レンズ
SIGMA 50mm F1.4 DG HSMを発表致しました。
　2008年にデジタル用大口径標準レンズとして
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50mm F1.4 EX DG HSMを開発。当時、フィルム時
代に開発をした製品が多い中、デジタル一眼レフカメ
ラの特性に考慮し、開放でも周辺減光を抑えたり、画
面周辺部の点像が崩れないようにしたり、ピントが合っ
ているところ以外の描写にも気を配り開発し、50mm

の新しい基準を作り上げることに成功しました。
　近年、デジタルカメラの進化によりセンサーの高画
素化が進み、レンズ性能に対する要求も高まってまい
りました。弊社はその高度な要求を満たす圧倒的な
描写性能を誇るArtラインシリーズの発売を2012年
に開始、その一本目にあたる35mm F1.4 DG HSM
は、高性能化を徹底追求して開発を行い、国内外の
賞を受賞するなど、各方面から高い評価を頂きまし
た。今回、50mm F1.4 EX DG HSMで培ったノウハ
ウと、Artラインシリーズの開発ノウハウを活かし、高
解像度とボケ味を両立しながら、画面周辺部に至る
まで、圧倒的な描写性能を実現しています。

SIGMA 50mm F1.4 DG HSM
発売日、価格未定
対応マウント：シグマ用、キヤノン用、ソニー用、ニコン用

担当：マーケティング部　桑山輝明
神奈川県川崎市麻生区栗木２-４-16
T E L：044-989-7451
FAX：044-989-7432
http://www.sigma-photo.co.jp

富士フイルム株式会社

世界最大＊１の倍率と世界最短＊２

の表示タイムラグを誇るビューファ
インダーや防塵・防滴性能を搭載
したプレミアムミラーレスカメラ
「FUJIFILM X-T１」を発売

　富士フイルム株式会社（社長：中嶋 成博）は、X
シリーズ最高の機能性、高速レスポンスで新たな撮
影領域を拓く、一眼スタイルのフラッグシップモデル
「FUJIFILM X-T１」を発売いたします。
　「X-T１」は、Xシリーズで高い評価を頂いた高
品位なデザインや、機械式ダイヤルによる操作性を
進化させながら、デジタルカメラ最大となるファイン
ダー倍率0.77倍＊１、水平視野角31°、世界最短の
表示タイムラグ0.005秒＊２の電子ビューファインダー
を搭載。さらに、ファインダー倍率を最大限に活かす
「フル」、MF性能に特化した「２画面」などさまざま
なファインダーモードで光学ファインダーではできな
かった撮影体験を実現します。
　このほか、EXRプロセッサーIIとX-TransTM 
CMOSセンサーIIによる高画質・高速レスポンス、
防塵・防滴性能、スマートフォンで撮影設定やタッ
チAFなどが可能なリモート撮影機能など、「撮る愉
しさ」と「持つ悦び」を追求したモデルに仕上げて
います。高精度な光学設計と最新のデジタル技術
を結集したXマウントレンズのラインナップも拡充し、
コンパクトなシステムで、幅広い撮影が楽しめます。
＊１： 35mm判換算 50mmレンズ、無限遠、視度

-1.0m-１の時。　2014年１月現在。当社調べ。
＊２：2014年１月現在。当社調べ。

<お問い合わせ>
FINEPIXサポートセンター
050-3786-1060
（受付時間：平日９：00～17：40、土曜日
９：00～17：00、日曜・祝日除く）

株式会社アマナホールディングス

見る、読む、学ぶ、買う、飾る…。 
日本初、写真を多角的に楽しむ
総合スペース 
「IMA CONCEPT STORE」が、
３月15日（土）六本木にオープン

　“LIVING WITH PHOTOGRAPHY”をコンセ
プトに、雑誌『IMA』やWe bサイト『IMA 
ONLINE』、写真関連イベント・セミナーなどを展開
する「IMAメディアプロジェクト」が、３月15日（土）
にさまざまな写真の楽しみをリアルに提供する総合
スペースとして、「IMA CONCEPT STORE」を
六本木AXISビルにオープンします。アート写真作
品や写真集をはじめ、写真家、クリエイターや人気
ショップとのコラボグッズを販売するほか、写真家や
著名人、企業によるセミナーやイベントも開催。ファッ
ション、インテリア、音楽、建築、グルメなど、ライフス
タイルにこだわりを持つすべての人々が楽しめる空
間をめざします。
※展示写真はイメージです。amana photo collectionより

東京都港区六本木５-17-１ AXISビル３F
T E L：03-5572-7144
URL：http://imaconceptstore.jp/
営業時間：11：00～22：00（定休日なし）

オリンパスイメージング
株式会社
フラグシップ機「OLYMPUS OM-D 
E-M１」を発売

　オリンパスは、2009年にミラーレス時代の幕開け
となった「OLYMPUS PEN E-P１」を発表、2012
年には「OLYMPUS OM-D E-M５」を発売して多
くの写真愛好家の皆様にご好評いただきました。
2013年10月、新しいオリンパスのフラグシップ機
「OLYMPUS OM-D E-M１」を発売いたしました。
主な特長は下記の通りです。

１．  新1628万画素LiveMOSセンサーと新画像処理
エンジン「TruePicVII」によるオリンパス最高画質

２．  コントラストAFと像面位相差AF方式を併用する
高速・高精度「DUAL FAST AF」

３．  フルサイズ一眼に匹敵する倍率と創造性を高め
る先進機能を搭載した新EVFシステム

４．  あらゆるタイプの手ぶれを排除するボディ内５軸
手ぶれ補正機構

５．  -10℃の環境下でも動作を保証する信頼の防塵・
防滴・耐低温性能

      「OLYMPUS OM-D E-M１」は、当社のプロ用
一眼レフのE-５の後継機であり、同時に当社ミ
ラーレス一眼カメラの新しいフラッグシップ機で
す。豊富なレンズ群を縦横に駆使するに足りる
充実の性能と最高の信頼性を小型で軽量なボ
ディに搭載した、オリンパスの集大成です。
担当：田中　博

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町１丁目７番
小川町メセナビル８F オリンパスプロサロン
TE L：03-3292-1020
FAX：03-3292-2010

（原稿は到着順に掲載しました。構成　伏見行介）
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　全国高等学校文化連盟写真部との共催で催している写真部顧問を対象とした第７回「デジタル写真講座」を、７月３日
宮崎、10月13日香川で催した。実施に当たってはエプソン販売㈱と㈱ニコンイメージングジャパンの協力で行った。
　デジタルカメラの普及は急激で、いまや高校生の大半がデジタルでの写真制作という時代になっている。顧問の先
生方もこの流れに遅れまいとカメラの仕組みや使い方、インクジェットプリントの技術を習得しようと約７時間の講
習を熱心に体験された。
　JPEGデータでの撮影、現像をして写真選び、ニコンView NX２での補正、プリントへの一貫した流れの中で、デジ
タル写真の基礎的な技術や魅力を身につけられたように感じた。また、講話では著作権や肖像権の話まで及び、スナッ
プ撮影の心得や“いま”を記録することの大切さ、時代の息吹を後世に残すことができるのが「写真」による記録である
ことを解説して終えた。参加者からも有意義な体験を生徒たちと共有したいとの声があった。
 （記／教育推進委員会）

平成25年度全国高校写真部顧問を対象とした「デシタル写真講座」

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

者が順々にそれぞれの写真を講評。桑原は撮影意図に
ついて、松本は対象の発見と明暗による立体感、芥川は
画面構成について解説し、同じ時間帯で同じような対
象をとらえても、撮る人の興味の持ち方、考え方の違い
で同じものが存在しないこと、意図を明確にするには
余分なものを入れないで、単純化することなどが語ら
れた。写真は撮る人の観察眼と感動した心が大事であ
ることなど、参加者はその奥深さに感心されていた。プ
リントについてもほんの少しの操作（ニコンView NX
２）で、撮ったときの感動を如何に表現するかを、色調
から明暗の強調などで、見え方や印象が変わるとの指
導を受けた。
　講話は桑原が「水俣―不知火海」と題して、デジタル
カメラで捉えた写真のカラーとモノクロームの違いと
表現効果について話し、カラーは状況の説明には適し
ているが、モノクロは撮影者の意図を強調するのに適
していると、実際のプリントを比較しながらの力の入
れようであった。
　質疑応答でカメラの使い方は分かったが、幾つもあ

平成25年度第１回　平成25年７月３日（水）
会　場：宮崎市青少年プラザ
講　師：松本徳彦、桑原史成
補　助：芥川　仁

　前日までの雨があがり、時折陽も差し込む曇り日
だった７月３日（水）。高文連宮崎地区の教諭26名を対
象に「デジタル写真講座」を平和台公園内の「はにわ園」
で催した。はじめにニコンD7000の使用説明を受けた
後、園内に林立する埴輪を思いおもいに約１時間半に
わたって撮影した。撮影指導したのは理事の桑原史成
と松本徳彦、宮崎在住の芥川仁会員の３名。
　撮影後、宮崎市青少年プラザで、撮影データから気に
入った写真を選択し、エプソンのプリンター（PX-５V）
を使ってA４プリントを制作。一眼レフが初めて、プ
リントも初めてという人もニコン、エプソンのスタッ
フから丁寧な説明を受けると、飲み込みよく期待以上
のプリントに仕上がり、ほぼ満足の様子。
　それぞれのプリントを白板ボードに貼り出し、指導

平和台公園内「はにわ園」での実習前指導（宮崎会場） 平和台公園内での撮影実習（宮崎会場）
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　ニコンイメージングジャパンの講師によるカメラの
操作指導を行い、エプソン講師によるパソコンおよび
プリント出力の技術指導をした。
　朝９時20分の受付の後、カメラ指導ではSDカードの
入れ方から視度の調整、画像の再生など懇切丁寧に説
明を行った。続いて撮影は高松港の埠頭に移動して各
自が撮影を試みた。
　現地の高文連からは安藤秀明、土井文明、豊島弘文の
各先生の協力で地元出身の若い女性のモデル３名を迎
え、約１時間半の高松港埠頭での撮影は、モデルあり
フェリーボート、海上自衛艦などがありで、演歌のイ
メージそっくりの港街が情景となって写真素材には恵
まれていた。
　参加した先生たちは各自２点の作品をプリント出力
し、熊切副会長がそれぞれ寸評を行った。講師４人の写
真も出品したが講師と受講者の優劣の差はなく、顧問
先生方の力量はフィルムの時代からの実績があって初
心者でないことが如実に現われていた。
　デジタル写真は、入口の部分にあたる撮影と出口に
あたるプリント出力までを撮影者個人が１人で完結す
ることが出来る面白さがある。撮影は銀塩時代の体験
を継続することができるが、パソコンでの画像処理を
極めるには、経験と習得に時間がかかることを先生た
ちは感じたと思う。 （記／桑原史成）

る機能については時間が足りず習熟するに至らなかっ
た。プリントについてももう少し補正した写真やトリ
ミングの違いなどについて知りたかった。写真は事物
をよく観察し、感動したところを捉えることの大切さ
を学び、短い時間で要領よく指導されたことを、生徒た
ちに伝えたいと思ったとの感想がよせられていた。
　予定20名に対して今回26名の多くの参加は担当者椙
田訓好先生の努力によるものと評価したい。
　講習にはニコンイメージングジャパンから村田和
夫、米岡一憲、エプソン販売から松岡達也、池田達也の
各氏が指導にあたった。　 （記・撮影／松本徳彦）

平成25年度第２回　平成25年10月13日（日）
会　場：香川県立高松商業高等学校
講　師：熊切圭介、桑原史成
補　助：上野照文、蜂谷秀人

　第２回目は10月13日、香川県高松市において香川県内
の高校で写真部顧問の教諭18名を対象に催した。JPSか
らは熊切副会長と教育担当の桑原史成が出席し、講話
で熊切が「揺れ動いた日本の60年代」と題して約90点の
作品をパワーポイントで上映した。それに加えて地元
在住の上野照文会員（徳島在住）と蜂谷秀人会員（岡山
在住）が撮影や加工処理のプロセスなどの補助をした。

PCでの画像処理をする受講生（香川会場　撮影・蜂谷秀人）

撮影実習後、プリント出力をする受講生（宮崎会場）

受講生の作品を講評（香川会場　撮影・蜂谷秀人）

高松港での撮影実習（香川会場　撮影・上野照文）
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の賞の名に恥じないよう仕事をしたい」との言葉があった。
　名取洋之助写真賞の授賞式では、選考委員を代表してルポラ
イターの鎌田慧氏が選考理由を説明した。山本さんの作品につ
いては、「フクシマの被災地では、人が住めなくなり地域社会が
消滅している。無人の写真の中にそのプロセスが捉えられ、怒
りと哀惜の情が写されている。また事故以来通い続け、ともす
れば日常の中で流されてしまいがちな出来事を映像化してゆ
く、強い意志と執念を感じた」と評した。続いて片山さんの作
品については、「全国で『シャッター通り』が増え、庶民の生業
が奪われている。そのシャッターの内側の豆腐屋さんの日常
が、優しい関係の中でよく捉えられていて、ほほえましい。廃
業してゆく職人さんの哀感が見事に写されている」と述べた。
　受賞した２人から、「新たに取り組んでいるテーマの取材先
が、名取洋之助と縁のあるところで、３回目の挑戦を決めた。
これからも一歩一歩写真の実績を重ねて信頼される写真家を
目指したい」（山本さん）、「写真は世界を広げてくれる第３の
眼。これからも大好きな職人さんの世界を撮ってゆきたい」（片
山さん）との力強い言葉があり壇上で記念撮影を行って贈呈
式および授賞式を終了した。最後にフィリピンの台風30号に
よる被災者支援のため、JPS国際交流委員会が中心になって募
金の呼びかけがあった。

（記／飯塚明夫、撮影／小城崇史）

　第39回「日本写真家協会賞」贈呈式および第９回「名取洋之
助写真賞」授賞式が、2013年12月11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308名の参加者のもと、盛大に開催された。
　なお、会報（154号）で既報のとおり、日本写真家協会賞は、株式
会社クレヴィスに、名取洋之助写真賞は山本剛士さんと片山育美
さん（奨励賞）にそれぞれ贈られることが決定している。
　最初に田沼武能会長から挨拶があり、日本写真家協会賞の
贈呈理由について、「株式会社クレヴィスは写真の持つ魅力を
伝えるため、全国で積極的に写真展や写真家の講演会、写真集
の出版を行い、常に新しい世界を視野に入れながら、多角的に
写真文化の向上を目指している」旨の説明があった。
　来賓の文化庁文化部の川端和明部長からは、「写真は人生の
喜怒哀楽を捉えて、人々に楽しみをもたらし、また様々な出来
事を記録し後世に伝える力があります。2020年に東京オリン
ピック・パラリンピックの開催が決まりました。日本文化･芸
術の発展と世界に向けての発信に写真の力は大切です。これ
からも協力を賜りたい」との祝辞があった。
　続いて、受賞者の株式会社クレヴィスを代表して代表取締役の
岩原靖之氏に表彰状と盾が授与された。挨拶に立った岩原靖之氏
から、「これからも沢山の写真展を企画し開催してゆきます。写真
展や写真集は、写真家が主役で私たちは脇役です。その脇役がこ
のような立派な賞をいただいて大変嬉しく思います。今後ともこ

第39回「日本写真家協会賞」贈呈式 平成25年12月11日　於：アルカディア市ヶ谷

「株式会社クレヴィス」に贈る
第 9回「名取洋之助写真賞」授賞式 

 受賞者： 山本剛士「黙殺黙止～福島の消えた歳月～」
  片山育美（奨励賞）「とうふ屋のおじちゃん～a period of time」

表彰状を授与される株式会社クレヴィス代表
取締役の岩原靖之氏

文化庁文化部の川端和明
部長による来賓祝辞

岩原靖之氏の受賞挨拶 「日本写真家協会賞」記念写真

選考理由を説明する鎌田慧氏と受賞者 片山育美さんの受賞挨拶山本剛士さんの受賞挨拶 「名取洋之助賞」記念写真
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力強いクレヴィス岩原社長の餅つき福引き抽選会では当選者が賞品を手に一言 恒例の餅つきに挑戦する名取賞の受賞者たち

会員相互祝賀会の記念撮影(撮影・松倉広治)

東京国立近代美術館館長・
加茂川幸夫氏による来賓祝辞

富士フイルムイメージング
システムズ社長・小島正彦氏
による乾杯の発声

平成25年度会員相互祝賀会 
 平成25年12月11日　於：アルカディア市ヶ谷

　「日本写真家協会賞」贈呈式と「名取洋之助写真賞」授
賞式の終了後に、同じ会場にて、平成25年度会員相互祝
賀会が盛大に開催された。
　祝賀会は毎年恒例となった全体集合写真の撮影から
始まった。参加者全員が整列するなかで、天井近くまで
伸びたリフトに乗る松倉広治会員のシャッターで撮影
は滞りなく終了し、祝賀会の幕が上がった。
　田沼武能会長の挨拶ののち、独立行政法人東京国立近
代美術館館長の加茂川幸夫氏が来賓祝辞を述べた。来賓
紹介に続いて、富士フイルムイメージングシステムズ株
式会社代表取締役社長の小島正彦氏の発声で乾杯が行
われ、賑やかな祝賀会の開宴となった。
　恒例となっている餅つきも行われた。名取洋之助賞を

受賞した山本剛士さんや片山育美さんを含めて何人も
の参加者が杵を振り下ろし、つき立ての餅は会場内で振
る舞われた。福引抽選会では、賛助会員各社から提供を
受けた賞品を対象に当選番号が読み上げられるたびに、
会場内には喜びと嘆息の声が交差した。
　歓談する人々のあいだを募金箱を持った国際交流委
員会の委員たちが廻り、フィリピンの被災者支援を呼び
かけた。また今回は平成25年に受賞や出版、写真展を開
催した会員の紹介が壇上で行われた。
　開会からおよそ２時間ののち、熊切圭介副会長の閉会
の辞を以って平成25年度会員相互祝賀会は幕を閉じた。

（記／飯塚明夫、撮影／小城崇史）
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◆浅野久男（2010年入会）
　私が企画委員として運営に参加し
ている北海道上川郡の「写真の町」東
川町は三つの道の無い町として知ら
れています。三つの道とは「鉄道」、「国
道」そして「水道」を意味します。鉄道
と国道ならば無くても…と思います
が、この町には「上水道」はひかれて
おらず、町の住宅は皆大雪山の伏流水
を井戸から汲み上げて利用されてい
ます。いまの時代自動販売機でミネラ
ルウォターを購入して飲むことが普
通になってきた面もあるかもしれま
せんが、東川町では全戸がミネラル
ウォター
を蛇口を
ひねれば
飲むこと
が出来る
のです。
　この小
さな町が「写真の町」を宣言し始まっ
た「東川町国際フォトフェスティバ
ル」はこの夏第29回を無事終えること
が出来ました。北海道の短い夏を沢山
の写真愛好家の皆さんとともに、この
大雪山の伏流水を飲みながら写真談
義をする時間。これこそが私の「自慢」
なのかもしれません。
 （北海道札幌市在住）

◆奥田　實（1989年入会）
「私の菜園」
　今、生業にしている写真は10代の頃
の趣味だった。20代になって写真を職
業にすることを目指し全国を撮影し
てまわった。その頃はプロへの道半
ば、生計を助けてくれた仕事は金型工
のアルバイトで趣味は木工だった。30
代後半、北海道へ移り住むと、大雪山
の麓でまず手がけたものが家族の暮
らす家を建てることだった。趣味の木
工をいかし、内外装を実践して家を完
成させた。また、必然的に野菜も育て
食生活を楽しんだ。もともと、野山を
駆けまわっていた昆虫少年の私に土
いじりの苦はあるはずも無く、野菜や
果樹の栽培はストレス解消の為の趣
味になったのだ。汗流した労働後のお
酒はすこぶる美味く、旬の野菜や果物
は家族のお腹を満たしてくれた。
　現在、野菜や果樹を育てる楽しみが
仕事の糧になってしまった。前作『生
命樹』に続く第２作目を、「野菜も植
物だよ」をコンセプトに撮影をつづ
け、野菜の生命美を心ゆくまで追い求
めた作品集を制作中である。素材全て
がわが家の畑で手塩にかけた愛おし
い野菜や果樹たちだ。その野菜を美し
く撮影する為の道具作りも、若い頃の

金型作業の経験が功を奏した。
　趣味が高じ、巡り巡って我が身を助
けてくれる。人生とはなかなか面白
い。 （北海道東川町在住）

◆佐藤仁重 （2004年入会）
　朝日新聞社浜離宮小ホールに於い
て、12月14日（土）木村伊兵衛賞を受
賞した写真家浅田政志氏を講師にお
迎えして、「家族写真は『　　　』であ
る。」フォト-トークショーを開催致し
ました。写真愛好家が約250名集まり、
浅田家の作品を上映して撮影エピ
ソードや、セルフタイマーを使って実
演撮影も加わり、とにかく大笑いの楽
しいイベントになりました。コメン
テータはアサヒカメラ編集長勝又ひ
ろし氏、佐藤仁重でした。
　フォトトークショーを始めて十数
年、今までお呼びした講師は、田沼武
能氏、英伸三氏、桑原史成氏、細江英
公氏、竹内敏信氏、中谷吉隆氏、内藤
忠行氏、海野和男氏、田中光常氏、石
橋睦美氏、沼田早苗氏、新美敬子氏、
今岡昌子氏、清水重蔵氏、野町和嘉氏、
中井精也氏、渡辺幹夫氏、中村征夫氏、
こんな豪華なメンバーで毎年開催出
来ること、心から感謝します。
 （東京都港区在住）

◆十文字義之（1998年入会）
　茨城県南に関東鉄道常総線（取手～
下館間・キロ程51.1km）という路線が
ある。12年前、活性化のため小生が会
長を務める鉄道愛好家を組織した。常
総線は今年、大正２年の開業から100
周年を迎えた。そんな節目の年に目玉
を創ろうと、本会メンバーで新線を敷
設し、11
月23日開
通した。
軌道自転
車に乗れ
る人気の
スポット
となっている。キロ程は0.07km、軌条
や枕木は本線のお下がり。お遊び路線
とは言え、ホンモノである。
 （神奈川県鎌倉市在住）

◆水本俊也 （2010年入会）
　東日本大震災以降、新たな撮影テー
マになったのが、世界の中の“鳥取”。
故郷というだけではなく、海あり、山
あり、川や里もある場所として、自分
にとっての原点、日本の代名詞になっ
ている。自然の魅力もさることなが
ら、文化発信の場として劇場の存在が
大きい。廃校を劇場に変え、2006年か
ら活動している「鳥の劇場」。2012年、

2013年と鳥取で開催したJPS写真学習
プログラムの実施校は「鳥の劇場」に
紹介いただいた。演劇活動だけではな
く、国際交流にも力を注ぎ、芸術家の
ための創作拠点になっている。地域振
興、教育分野への貢献度も高い。写真
表現や活動において共通する点も多
く、未来に引き継ぐべき日本を支える
文化と人のつながる大切な場所と
なっている。 （神奈川県横浜市在住）

◆池上直哉（2003年入会）
　２月に現代アートの聖地と言われ
る東京・清澄白河の丸八倉庫にある
ギャラリーで個展を開きます。依頼は
Facebookを通して行われ、作品の定
義から始まり、展示方法まで、現代の
アートギャラリーのシステムを学ぶ
こととなりました。すべて銀塩モノク
ロフィルムからバライタ大全紙プ
リント。額は
オ ー ダ ー 製
作 。展 示 ス
ペースを広く
取り、９点を
20mに壁面に
展示。期間も
一カ月余り。
これまでにな
い体験に、精
一杯挑戦した
いと作戦を練っています。DMの写真
は、1977年23歳の時に撮った71歳の舞
踏家・大野一雄さん。私の舞台写真家
としてのスタートとなった作品です。
 （東京都文京区在住）

◆樋口健二（1971年入会）
　原発下請け労働者の放射線被曝と
いう差別実態を追及して40年、推進側

（国<資本）は原発はコンピュータ操
作で被曝者はいない、とうそぶいて来
た。現実には50万人もの被曝者を生ん
だ。定検中の人海戦術の撮影に成功し
たが、全てが秘密で覆われていた。原
発１つを取っても秘密だらけである。
特定秘密保護法が法制化を見れば、国
民の知る権利は奪われ、暗黒社会の生
き芳しい国となる。民主主義を根底か
ら破壊する法案を断じて許してはな
らない。 （東京都国分寺市在住）

◆柳澤　創（2007年入会）
自慢話の増える人生

　他人の自慢話は長々と聞かされる
と辟易してしまいますが、当人は話た
りないもんです。
　かくいう私も2013年に結婚し2014
年中旬には新しい家族の誕生を予定
しており、近い将来は子供の写真をい
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ろいろな人に見せながら自慢をする
のではないかと危惧しております。
　さて、家族が増えると言うことで不
動産購入を考えているのですが、必要
となるのが銀行の融資です。カメラ
マンなど自営業の人は審査が厳しい
ようです、意外なところでは弁護士や
司法書士など一見高収入と思われる
職業でも審査が厳しいと言われてお
ります。審査は無料で行っている銀行
があるので話の種に銀行マンから見
た自分の資産価値を見てみるのもお
もしろいかもしれませんね。不当な結
果に終わっても「倍返しだ！」とは
言ってはいけませんよ。
 （神奈川県茅ケ崎市在住）

◆池　英文（1968年入会）
　皆様、長年購読している雑誌の整理
をどのようになさっているでしょう
か。小生は18歳から60年読み続けてい
るアサヒカメラ、創刊号からのコマー
シャルフォト、趣味でとり続けている
カーグラフィックなど各数十年分を
有効利用の方法が思いつかないまま
に、マンションのスペースに限りがあ
るのでダンボール約40個分２トント
ラック１台分を涙で整理しました。
　前回のメッセージボードに長年
乗ってきたスカイラインGTからコン
パクトカー
に乗り換え
た事を書き
ましたが、
7 8 歳 の 誕
生日を迎え
ましたので
人生最後の
車 と し て
Mercedes-
Benz という
２ドアクー
ペに乗り換えしました。近場から峠の
ドライブを楽しんでおります。
 （東京都世田谷区在住）

◆金崎ただとし（2002年入会）
「けんとくらぶ」
　インターネットで知り合いになっ
た、アマチュアカメラマンさん達、
JPS会員の島田氏と「写真展を自分達
でやってしまおう」と立ち上げた倶楽
部「けんとくらぶ」も今年で13年にな
ります。東京展から始まって京都展、
仙台展と巡回もしますし2012年には
10周年を記念して「ペンタックス
フォーラム」での開催にもこぎ着け、
現在会員数92名を数えるまでに成長
しました。毎年開催される写真展には

四切・半切サイズで風景・マクロ・人
物等々非常にバラエティーに富んだ作
品が60～70点程が展示されます。指導
者がいる写真同好会は先生の写真に右
に倣えの作品が多く見受けられます
が、けんとくらぶではそれぞれの出展
者が思い思いの作品を出展するところ
に意味が有ると思います。これといっ
て指導もしていませんがそのクオリ
ティーは年々向上しているように感じ
られます。 （東京都杉並区在住）

◆池田　勉（2012年入会）
　子供達を対象にした写真教室で講義
　下名の写真家活動の一アイテムとし
て、愛好者を対象にした恒常的な写真
教室を開催して、意義ある人生の支援
となる為の楽しむ写真講習の講義を毎
月行っております。勿論ボランティア
ですが以外に昨今、高校生と小学生を
対象に講義した例を紹介致します。
　平成25年11月16日（土）、長崎県立
北陽台高等学校写真部の生徒さんを
対象にした写真教室をNPO法人長崎
市美術振興会が主催して開催され、
下名が講師を務めました。講義内容
は初歩的なアイテムですが、「光りに
立ち向かって撮る」ことに主眼点を
おいた室内での講話を行い、その後、
街に出ての実技を行うカリキュラム
でした。その中で自由奔放に被写体
の市場の人達に向かってシャッター
を押している姿を見て嬉しさと頼も
しさを覚えた教室でした。一方、12月
14日（土）小学生を対象に長与町上長
与地区公民館主催で「デジカメ教室・
光りを撮ろう」と題して開催された
講師をも務めました。室内では理科
の勉強的でしたが、光りを学ぶ講話
を行い、次いでライティングした室
内での撮影実技を行いました。小学
生は前者の高校生以上に奔放な振る
舞いで、話も良く聞かないで、仰向け
になったり、腹ばいになったりの撮
影姿が見られるなど楽しい写真教室
でした。両者共、何れ将来は成長して
立派な社会人・写真家に育まれれば
と念願したひと時でした。
　今回のような教室は今後も継続し
て開催される予定となっており下名
も微力ながらご支援したいと思って
いる次第です。 （長崎県長与町在住）

◆安藤　豊（1998年入会）
　僕は海人である。十数代にわたって
海辺に暮らしてきたDNAが息づいて
いるの
だろう
か、海
辺での
取材や
撮影が
多い。
　写真を撮影する行為が、僕には沖に
出て漁をすることに似ているように

思える。漁師は日の出前から支度し
て、海中の見えない魚を獲ろうと工夫
し潮を読んで、日の出と共に海に網を
入れ、網を巻き上げ、船で漁港へ戻っ
てくる。写真家もまた、光や被写体の
動きを読んでシャッターを切り、カメ
ラに写真を持ち帰る。漁師も写真家も
結果は自己責任である。
　漁と撮影の違いは、魚は食せば無く
なるが、写真は丁寧に保存すれば永久
的に伝えることが出来ることだろう。
　日本の海辺の暮らしや情景を、撮影
し続けることが僕のワイフワーク。我
師、故中村由信先生も海人だったと思
い偲ぶ。
写真：波高10mを超える太平洋の荒波
 （茨城県神栖市在住）

◆小山幹雄　（1974年入会）
　JPSスキー同好会の幹事をしていま
す。毎年２月の第３木曜日から土曜日
の３日間志賀高原に於いて、昼はス
キー、夜はウイスキーで年１回、ここ
でしか会わない人もいて夜明かしで、
色々な話しをするのが楽しく、天気が
悪い時には、山の下の渋温泉に降り温
泉 巡 り
を し た
り。地獄
谷 の 野
猿 公 園
に 写 真
を 撮 り
に下りたり、小布施まで酒造所巡りを
したり。３日間はあっと過ぎ、いつも
楽しく過ごしています。是非スキーが
出来なくても、これから始めたい人
も、一度遊びに来ませんか?この時期
は天気が悪いとお思いでしょうが、こ
の10年間毎年、３日間の内１日以上も
快晴日が有り、ある年には横手山の頂
上から富士山が見え感動した事が有
りました。 （千葉県佐倉市在住）

◆由木　毅（2003年入会）
　フォトライフ。それは父親が営む境
港市の由木写真館から始まる。戦火に
より店舗は全焼するが、その後も父は
三人兄弟の撮ったフィルムを現像し
てくれていた。赤電球の下で現れる映
像はまるで手品のようである。
　凝視する三つの雁首は暗室で足下
が見えず幽霊のように浮かんでいた。
やがてフォトコン、国際サロンで入賞
しプロとなった。振り返ると、親子で
写真に没頭し価値観を共有できた。我
が写真道は父との絆である。
 （和歌山県和歌山市在住）

◆喜多　章（1988年入会）
　何年か前にアンコを作っている料
理番組を見た折、甘辛党である私は早
速アンコ作りに挑戦してみた。深夜
キッチンに立ち小豆をグズグズ煮て
いると妙に幸福な気分になり、スッカ
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リはまってしまった。甘味は自分好み
に調節出来、手作りアンコならではの
良い小豆の香りがするのに驚いた。や
がて和菓子創りにも挑戦してみたく
なり、レシピ本を買いあさり作ってみ
たものの、本には制作工程の大事な部
分が省かれている事が多いのに気付
き、ついには和菓子教室を探し当て、
月１だがプロ職人の手ほどきを受け、
２年ばかり通うはめになってしまっ
た。
　200種類位の和菓子創りを覚えた現
在、友人宅など訪問する際に手土産代
わりに持って行くと、奥方や女性陣に
は大好評で、おせじ半分でも、ワ～～
スゴ～～イなんて絶賛され、まんざら
でもない気分をあじわう・・・・これ
が私のささやかな自慢話・・
　朝食のパンにバターと手作り飴を
たっぷり塗って食べると超美味しい
ですよ・・・ （兵庫県西宮市在住）

◆三穂雪舟（1991年入会）
　写真撮影熱中時代、何故か70才に
なって、撮影に熱中して居ます。月複
数回以上のロケーションに出かけ、夜
討ち朝駆けです。夜明け前から夜中星
空迄、手広く撮っていて、星空なんか
撮っていると何時の間にやら夜明け
となり、
気付い
たら午
前３時、
そのま
ま通し
で、富
士山の朝焼けを撮りに行ってしまう。
つまり、一晩眠らないで２日目迄撮影
を行ってしまうことも何度もあり、さ
らに富士山の夕焼けを撮りに進むと
いった具合で、気分爽快。
 （東京都狛江市在住）

◆清水啓二（1971年入会）
　12月に入り自分の車を手放した。こ
こ２～３年運転に不安を感じていた
が、仕事の機材運びのためと思い所有
していた。そろそろ必要もないのでは
と思いつつ保険や税金、メンテ費用を
払ってきた。ある仕事の帰り接触事故
をやってしまった。大事には至らな
かったのをお幸いと思い、ちょうど潮
時かなと感じ、自信を失いかけた時が
手放し時かと思い切ることができた。
自動車道の撮影があり、全国の高速道
を100％走ったことを思い出として車
から離れた。 （東京都新宿区在住）

◆木之下　晃（1971年入会）
　「ムーミン物語」の作者トーヴェ・

ヤンソンさんが今年生誕100年を迎え
る。それに因んで昨年10月に講談社か
ら『ヤンソンとムーミンのアトリエ』
という写真集を上梓した。
　ヤンソンさんは写真嫌いだったの
で、彼女の弟がフィンランドで有名な
写真家なのに晩年の彼女の写真は殆
どない。なんと私が80年と91年の２度
ヘルシンキの彼女のアトリエで撮影
したものが貴重なものになっている
という不思議で嬉しいことが起こっ
ている。
 （神奈川県横浜市在住）

◆柳谷克実（2002年入会）
　BMWR60（1956年式）+TR500タイ
プサイドカー。ソロで13年乗り、その
後側車を装着しました。（以前は
BMWR80も共に所有）撮影の他、買い
物などに活用しています。
　セッティングはサイドカー界では
有名な
目黒の
秋山氏
による
もので、
安定感
は抜群、
極めて快適な走行を楽しんでいます。
旧車バイクに興味のある会員の方、
メールください。
 （東京都江戸川区在住）

◆栗原達男（1967年入会）
　アメリカ西部の辺境‘オーガン峡
谷‘で1913年に客死した写真家、松浦
栄の百回忌で６月に現地へ行きまし
た。‘マツーラ公園’ができ、開拓者た
ちの血をひく人達は、今も‘フラン
ク・マツーラ’と慕い、２日間偲ぶ会
があり、写真展示とパレードも。
JCII森山理事長、PSJ宗雪会長など
のメッセージを伝え「彼はとても幸
せな人間でした！」と述べました。
 （宮崎県宮崎市在住）

◆大亀京助（2004年入会）
　今年も１月にJPS関西メンバーズ展
が大阪と京都で開催されました。1980
年、先輩たちが関西会員の活動の一環
として始めたこの有志の写真展は今
年で34回目。今年のテーマは「記憶」。
関西会員105人の写真家が個々の分野
で撮影した記憶に残る作品、記憶に残
し た い
風景、瞬
間 の さ
ま ざ ま
な一枚。
書 家 の

伊藤進さんに書いて頂いた力強い「記
憶」を表紙にした図録も完成。でも個
性豊かな写真家105人をまとめるため
いろいろ苦労はありましたがメン
バーズ展委員長･岩田賢彦さんを筆頭
に各担当実行委員が知恵を出し合い
来場人数約6,000人の大快挙。関西の
パワーを感じるイベントになりまし
た。打ち上げで皆と呑むビール、うま
いんだな～これが。来年も乞うご期
待。
 （兵庫県西宮市在住）

◆西川祐介（2004年入会）
　１月に都内で元協会理事の木村恵
一先生の写真展が開催されました。大
先輩である先生の精力的な活動には
頭が下がる思いでした。
　ご存知の通り木村先生は一昨年ま
で日大芸術学部の講師をしていて会
場には多くの協会員をはじめとする
ゼミのOB・OGが集まり夜はもちろん
恒例の宴会です（笑）。
　そこには私の密かに崇拝する先輩
もお見えになられたのですが、すごく
奇麗な女性を同伴していて聞けば元
五輪選手だとの事。OB会には毎年違
う奇麗な女性を連れてきて、きっとそ
の人も泣かせるに決まっているんで
すが本当に「カッコいい」先輩です。
　当日はいろいろな先輩たちの近況
をお聞きする機会がありたくさんの
刺激をエネルギーにして自分も頑
張っていこうと思います。
 （千葉県四街道市在住）

◆小野吉彦　(2004年入会)
　その土地ならではの風土、地形を活
かした農漁業は全国各地でみられ、昔
から行われてきました。生産効率や価
格の安いものが求められている現在
ですが、自然の
温度や湿度を利
用し手間暇をか
けた「食」はや
はり一味違いま
す。これらを作
るための大規模
な大根櫓、柿屋、
畑地を確保する
ための砂防垣な
ど食べ物に関わる構造物の取材をさ
せていただきました。ご興味のある方
はご覧になってみてください。『食と
建築土木』リクシル出版。
 （東京都新宿区在住）
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セミナー研究会レポート

◆平成25年度第２回著作権研究会◆

「写真家の関わるこれからの契約」
創作・表現・伝達を持続するために

平成25年11月18日（月）　於：JCIIビル６階会議室

　デジタルネットワーク時代における写真著作権のあり方
と、これからの契約というものを参加者と一緒に考える研究
会を開催した。講師は、JPSの顧問弁護士 北村行夫氏（虎ノ
門総合法律事
務所所長）と、
川内明日香氏
（文化庁長官官
房著作権課 著
作物流通推進
室 企画調査係
長）。
　最初の講義は川内氏から。演題は「著作権制度の概要」。講
義は「著作権とは何か」という「著作権の基本」から始まり、
「所有権と著作権の違い」、著作権の対象となる「著作物」と
は何か、「著作者と著作権者の違い」など著作権制度全体を
わかりやすく解説された。著作権には、財産権としての著作
権と著作者人格権があり、著作者人格権は「著作者の『心』を
守る権利。財産権としての著作権部分は譲渡できるが、通常、
心（人格的利益）は財産に置き換えられないため、著作者人
格権は譲渡できない」と説明された。著作権に関する契約に
は、利用許諾契約と著作権譲渡契約があり、その契約におけ
る注意点も解説された。なお文化庁では、「誰でもできる著
作権契約マニュアル」を公開しており、同マニュアルに基づ
いた「著作権契約書作成支援システム」を使うと契約書が簡
単に作成できることも紹介していただいた。
　続いての講義は北村弁護士。演題は「著作権契約を考える
基本」。今回のテーマである契約の核心部分だ。難しい契約
というものを、わかりやすく要点をしぼり、写真家に必要な
契約の基本と注意点などを丁寧に解説していただいた。講義
では、契約とは「相対向する当事者間の合意である。」という
定義が法的には一般的。要するに「相対向する」と「合意」が
核心。契約は、後に法的救済を受けるために必要となる、「契
約書」という証拠や「その内容」が、公序良俗に合致するもの
で、かつ当事者の合意を明瞭に裏付けるものでなくてはなら
ない。法律では、「対等な当事者間の自由意思による合意=契
約締結を想定している。しかし現実には力関係がある。その
ため、法的な縛りによる力関係の是正と、団体による統一的
な合意内容の提案が必要。ドイツ法にあるような、著作者の
望まない譲渡を禁止する法律を作り、JPSのような団体と出
版の団体との間で契約のガイドラインを取り決めることが

必要。」と述べられ、今回のJPSの覚書はその第一歩だという。
　契約に関する研究は、やっと入り口にたどり着いたばかり
のようだ。今後も研究を推し進めたい。参加者65名。
 （記／和田靖夫、撮影／永嶋サトシ）

◆平成25年度第５回技術研究会◆

「Adobe PhotoshopCC＆Lightroom 5」
平成25年12月３日　於：JCIIビル６階会議室

　プロフェッショナルフォトグラファーからアマチュア写
真家まで定番となっているPhotoshopCC（クリエイティブク
ラウド）がLightroom５と組み合わされて期間限定発売され
た。
　特に今までパッケージ版で販売されていたPhotoshopは
CCからCreative Cloud上のダウンロード版のみの提供とな
り、販売方法の変更について少し混乱しているユーザー向けに
アドビシステムズ㈱マーケティング本部の栃谷宗央氏より解説
していただいた。
　前半はAdobe 
Creative Cloud
システムにつ
いて、後半は
PhotoshopCCの
新機能につい
て説明された。
・  プログラム内
容としてはPhotoshopCC、BridgeCC、Lightroom５と共有
クラウドストレージ20GBの使用。
・  今までのパッケージ版はMacintosh版とWindows版が別々
で、両方のOSで使用する場合は２セット購入する必要が
あったが、クラウドシステムでは１ライセンス２台への
インストールをOSに関係なく行なえる。
・  クラウドシステムのメリットとして、常に最新のバー
ジョンで使うことができる。
・  クラウド上に20GBのストレージを利用できる。
PhotoshopCCの新機能では、
・  ブレ補正機能は、あくまでブレの軽減機能であるとして
いる。
・  建物の傾きを自動補正するUprightツールのデモ。
・  スマートプレビューの元画像が無くてもできる色補正、高
度な修復ブラシ機能などが会場で好印象だった。
　個人的には撮影枚数が増えておりアクション機能に写真
の縦横方向を追加できるようになりバッチ処理に頼る場面
が増えているなか便利になった。新機能についてはビフォー
アフターの画像解説で参加者の強い反応があり、Photoshop
の関心の高さが伺えた。参加者92名。
 （記／髙村　達、撮影／今井秀幸）
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大森 海苔漁の原風景

日髙勝彦

①アトリエペペ
②2013年9月　③17×18.8cm、78頁
④1,200円　⑤日髙氏

－1966～1975－ 
道東

中谷吉隆

①JCIIフォトサロン
②2013年10月　③24×25cm、31頁
④800円　⑤発行所

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。
（2013･9月～2014･1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

終着駅への旅 
JR編

櫻井　寛

①JTBパブリッシング
②2013年8月　③18.8×13cm、222頁
④1,300円　⑤櫻井氏

笑う浮世絵 
－戯画と国芳一門

撮影・中川喜代治

①太田記念美術館　②2013年10月
③28×22.8cm、203頁　④ －　
⑤中川氏

支倉の道

関口照生

①プレスアート　②2013年10月
③24.5×24.5cm、88頁
④2,000円　⑤関口氏

京都を愉しむ 
京都で見つける 
とっておきの紅葉

水野克比古

①淡交社　②2013年10月
③21×15cm、127頁　④1,400円　⑤水野氏

こりすのかくれんぼ

西村　豊

①あかね書房　②2013年10月
③18.8×23.7cm、32頁
④1,200円　⑤西村氏

ヤンソンと 
ムーミンのアトリエ

木之下晃

①講談社　②2013年10月
③26.7×21.7cm、32頁
④2,000円　⑤発行所

水俣事件

桑原史成

①藤原書店　②2013年9月
③29.7×22.5cm、182頁
④3,800円　⑤桑原氏

富山写真語　万華鏡 
258 《高志の群像》北原俊郎 
259 自然博物園｢ねいの里｣ 

260 峰本社復元

撮影・風間耕司

①ふるさと開発研究所　②2013年7月～9月
③25×25.5cm、14頁　④500円　⑤風間氏

キヤノンギャラリーＳ 
10周年記念展 

時代に応えた写真家たち 
竹内敏信
竹内敏信

①キヤノンマーケティングジャパン
②2013年10月　③20.7×23.6cm、128頁
④ － 　⑤竹内氏
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アジア･中近東･アフリカの 
民族衣装 

衣装ビジュアル資料2

芳賀日向
①グラフィック社　②2013年11月
③25.7×18.3cm、176頁
④2,300円　⑤芳賀氏

（電子書籍）
small world
大屋徳亮

①Amazon　② － 　③ － 
④300円　⑤大屋氏
⑥Kindleストア

キヤノンギャラリーＳ 
10周年記念展 

時代に応えた写真家たち 
齋藤康一
齋藤康一

①キヤノンマーケティングジャパン
②2013年11月　③20.7×23.6cm、132頁
④ － 　⑤齋藤氏

食と建築土木 
－たべものをつくる建築土木

後藤治、二村悟 
写真・小野吉彦

①LIXIL出版　②2013年11月
③21×15cm、207頁　④2,300円
⑤小野氏

富士山

竹内敏信

①出版芸術社　②2013年9月
③29.8×30.8cm、107頁
④8,000円　⑤発行所

ロシアン美少女65人 
裸のファイル

中村　昇

①双葉社　②2013年11月
③25.7×18.3cm、148頁
④3,400円　⑤中村氏

東日本大震災から２年

亀田昭雄

①アトリエWinds
②2013年7月　③15×20.2cm、32頁
④2,500円　⑤亀田氏

写真家たちの肖像 
先輩･後輩･仲間たち

齋藤康一

①日本写真企画　②2013年11月
③27.6×21cm、224頁　④3,300円
⑤齋藤氏

会いに行ける 
海のフシギな生きもの

吉野雄輔

①幻冬舎　②2013年6月
③21×15.3cm、80頁　④1,300円
⑤吉野氏

瞬間の顔 
Vol.5　Vol.6

山岸　伸
（Vol.5）①大洋図書　②2012年11月　
③18.2×25.8cm、124頁　④1,200円　⑤山岸氏

（Vol.6）①山岸伸写真事務所　②2013年10月
③18.2×25.8cm、128頁　④1,524円　⑤山岸氏

 （電子書籍）
川村千織エッセイ集

川村千織・著 
写真・大屋徳亮

①Amazon　② － 　③ － 
④378円　⑤大屋氏
⑥Kindleストア

京都雪景色

水野克比古

①光村推古書院　②2013年12月
③17×19cm、120頁　④1,600円
⑤発行所
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晴れの日と常の日と

山本宏務

①春夏秋冬叢書　②2013年12月
③19.7×22.7cm、213頁　④ －
⑤山本氏

桜島　生きている大地

宮武健仁

①パイ インターナショナル
②2013年8月　③19.5×20cm、80頁
④1,400円　⑤宮武氏

世界のともだち03 
ブラジル 

陽気なカリオカミゲル

永武ひかる
①偕成社　②2013年12月
③24.7×21cm、40頁　④1,800円
⑤永武氏

よみがえる485系

諸河　久、今田　保

①フォト・パブリッシング
②2014年1月
③25.7×18.8cm、175頁
④2,800円　⑤発行所

（電子書籍）
こだわり歴史紀行 
ポーランド
藤塚晴夫

①日経BPコンサルティング
② － 　③ － ④1,575円　
⑤藤塚氏　⑥日経BPストア

Nikon Dfの哲学

撮影・小城崇史、 
大西みつぐ、櫻井寛、他

①朝日新聞出版　②2013年12月
③27.7×21cm、128頁　④2,000円
⑤小城氏

Photoshop Lightroom5 
逆引きデザイン事典 
PLUS［Ver.5/4対応］

鹿野宏、増田雄彦、他
①翔泳社　②2013年12月
③25.7×17.4cm、256頁　④2,500円
⑤増田氏

NATIONAL PARKS 
of JAPAN

写真・森田敏隆

①Ministry of the Environment
②2013年　③29.7×21cm、231頁
④ － 　⑤森田氏

水俣1974-2013 
－水俣よ  

サヨウナラ、コンニチワ－

小柴一良
①日本教育研究センター
②2013年6月　③29.7×24.2cm、
126頁　④3,600円　⑤小柴氏

和風総本家 十二代目 豆助 
オフィシャルフォトブック

撮影・森下泰樹

①新紀元社　②2014年1月
③19.5×15cm、80頁　④1,200円
⑤森下氏

第34回関西メンバーズ展 
「記憶」作品集

JPS関西メンバーズ

①JPS関西メンバーズ
②2014年1月　③21×21cm、115頁
④ － 　⑤大亀京助氏

ニッポンの 
名建築を旅する

藤森照信・著 
増田彰久・撮影

①交通新聞社　②2014年1月
③28.5×21cm、128頁　④1,200円
⑤増田氏
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寄　贈　図　書

　ブックレビューに掲載したほかに、下記図書をご寄贈いただきました。
福田俊司殿 ………………………………… 編集・Rosamund Kidman Cox

・Wildlife Photographer of the Year Portfolio 23
小西忠一殿 ………………………………………………… 南彊ヤクシイー
川隅功殿
　 …… 日本風景写真協会会員・四季のいろ 第5回日本風景写真協会選抜作品集
双葉社殿
　 ……監修・櫻井寛、作画・はやせ淳・駅弁ひとり旅 ザ･ベスト 絶景･秘境編
平林達也殿 ………………………………………………… 高尾山 霊氣満山
柳本史歩殿 …………………………………………………… 生活について
JCIIフォトサロン殿
　　 …………………坂本阡弘・昭和41年・日本人の肖像－Go by bicycle!
　　 編集・白山眞理、栗村恵美・「日本工房」が見た日本－1930年代－
　　 ……………………………………………井桜直美・幕末・明治の富士

東京都写真美術館殿 ……………………………… 高谷史郎・明るい部屋
　　  ････････植田正治とジャック･アンリ･ラルティーグ 写真であそぶ
　　  ･････････････日本の新進作家展vol.12 路上から世界を変えていく
二科会写真部殿…………………………… 第61回展二科会写真部作品集
日本カメラ社殿………………… 加藤洋一・棚田の四季～四谷千枚田～
日本芸術出版社殿……………… AMATERAS A.M.A. 作品年鑑VOL.17
日本写真作家協会殿
　　…………………………………第24回日本写真作家協会展2013-2014、

第11回日本写真作家協会公募展
ビジュアルアーツ殿 ……………………………………… 堀田真悠・新月
富士フイルムイメージングシステムズ殿
　　……………………… 2013富士フイルム営業写真コンテスト作品集
平凡社殿…………………… 六田知弘・時のイコン 東日本大震災の記憶
　　……白山眞理・名取洋之助 報道写真とグラフィック・デザインの開拓者
光村推古書院殿……………… 森光伸・宙富士－月と星、そして富士山－
全日本写真連盟・朝日新聞社殿 ……………………… 全日本写真展2013
　　………………………いつまでも守り続けたい 日本の自然 2013年版

■「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」受賞　平成26年2月3日
受賞者：清水哲朗（2004年入会）
タイトル「携帯電話」に対して。

■平成25年度社会教育功労者文部科学大臣表彰　平成25年11月14日
受賞者：高橋与兵衛（1995年入会）
長年の社会教育活動の貢献に対して。

■日本ユニ著作権センター「著作権貢献賞」　平成25年12月12日
受賞者：丹野　章（1959年入会）
多年にわたる著作権運動の功労に対して。

■ 2013年ワイルドライフ・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー・コンテスト 
絶滅危惧種部門「特別賞ジェラルド・ダレル賞」受賞　平成25年10月15日
受賞者：福田俊司（1998年入会）
絶滅に瀕するアムール、またはシベリアトラの写真を自動撮影装置をつかわずに撮影し、希少な写真を撮影した功績に対して。

■「第７回獅子博物館賞」受賞　平成25年12月7日
受賞者：芳賀日出男（1950年入会）
日本・世界の祭り、民族、民俗芸能の広範な分野にわたる取材を40年以上敢行し、獅子舞の系譜に
ついて先鞭をつけた功績に対して。

■「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞2013グランプリ」受賞　平成26年2月3日
受賞者：宮武健仁（2000年入会）
タイトル「輝く光景」に対して。

受賞おめでとうございます。今後ますますの活躍をご期待申し上げます。（50音順）
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Method for long-range preservation of films

The Japan Photograph Preservation Center is proposing the 
effective method of preservation recommended to keep the 
films photographed by the photographers for long-range 
protecting from the damage caused by vinegar syndrome. Its 
substance is as follows. 

1. Rooms where keep it will be upper to the second floor with 
lower humidity. It should be without the light from the west. 
2. The temperature in the room should be calculated lower 
than 20oC, the humidity should be lower than 50%. 3. Holders 
for the negatives should use the package made by the acid-free 
paper and leave sufficient space in the package. 4. For color 
films, put it in the acid-free paper or polypropylene holders 
without sealed. 5. Ventilate occasionally with dry-air. 6. The 
important images should be left printing out on the 
photographic paper.

JPS members who are active in the world

Kazuyoshi Nomachi holds his photo 
exposition “La vie del Sacre” at the Museum 
of Contemporary Art of Roma  

The large scale of photo exposition “La vie del Sacre” of 
Kazuyoshi Nomachi, a member of JPS, is being held at the 
Museum of Contemporary Art of Roma from December 14, 
2013 through May 4, 2014. This photo exposition was planned 
as a project aimed at the mutual exchange of spiritual culture 
exhibiting assembled diverse religious world of traditional 
religions and one of our member Nomachi continued 
photograph for 40 years at each place in the world.

Takehito Miyatake, a member of JPS, was 
awarded Nikkei National Geographic       

Nikkei National Geographic Photo Award is established and 
proceeding from 2012 in order to find photographers who are 
active internationally in the documentary field. In this second 
time, a series of photos “Brilliant Spectacle” of Takehito 
Miyatake, a member of JPS, was selected for the Grand Prix. 
Our member Takemiya is continuing photograph the active 
volcano Sakurajima at Kagoshima Prefecture. His work was 
appreciated as an object of Japanese wonder blaze including 
the blaze erupting from Sakurajima in the night and cuttlefish 
caught at the seashore brightening with fluorescent color.

Toshiji Fukuda, a member of JPS, was 
awarded “the Gerald Durrel Award for 
Endangered Species” of Wildlife Photography 
of the Year

He was awarded the first time as Japanese the “Gerald Durrel 
Award” in the category of Endangered Species, 2013 Wildlife 
Photography of the Year Contest held at London, England. The 
work awarded in this time, a photo published in the special 
article as “On the trial of the Snow Tiger” on the Summer 
Issue 2013 of “BBC Wildlife Magazine”, and succeeded to 
photograph without using the automatic photographic 
equipment, waiting a Siberian tiger for some 50 days at the 
supreme cold place reaching to minus 40 degrees. And, our 
member Fukuda gave a lecture titled “Shooting the rarest tiger 
in the world” at the symposium of Wildphotos 2013 held at the 
Royal Geographical Society.    

International Affairs Committee 
Executive Director, Naoki Wada

Topics

History of JPS and Its Activities

Japan Professional Photographers Society
JCI I 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

The Japan Professional Photographers Society was established 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 Photographers 
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 exhibitions concerning photographic 
history and expression (A Century of Japanese Photography, History of 
Japanese Contemporary Photography, Sixty Years of Japanese 
Children, Women, etc.), and published numerous books on photographic 
history and collections of photographs. In order to contribute to the 
promotion and development of photographic culture, it holds the JPS 
Exhibition as an open exhibition, presents a nationwide Photography 

Study Program for elementary school students, the Photo Forum that 
aims to develop photographic expression, Digital Photography 
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 exchange with overseas photographers, PR through 
publishing and information dissemination via the Internet. 

Furthermore, it presents the Japan Professional Photographers 
Society Award in recognition of individuals or organizations who have 
achieved notable achievements in the development of photographic 
technology, education, or critique.

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 ‘Japan Photographic Preservation 
Center’ (archive) for the collection and preservation of original 
photographs.
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Information物 故 者 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

 大木 克仁　正会員

平成25年９月23日、すい臓がんのため逝去。
64歳。
昭和59（1984）年入会。
昭和23（1948）年生、千葉県出身。
1969年東京写真専門学院を中退、その後フ
リーランスとなりヨーロッパへ渡る。パキス

タン、インド、ネパール等を撮影取材。『毎日グラフ』等の雑誌などに発表さ
れ、海洋スポーツ分野で活躍された。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

“休み”を知らないカメラマン 関　次男
　大木君逝去の報に触れた。体調不良ということは聞いていたが、まさか?という感は拭えなかっ
た。大木君とは、以前私が勤務していた通信社で知り合った。もう40年程になる。当時、大木君は
社のエージェンシー部門に写真を預託していた。日大出身の彼と、豊島区長崎に住んでいた私
は、江古田と長崎という地域的なことや、日大と綜合写専という毛色の違いもあってか、なぜか
話が合った。
　その後、社の事情でエージェンシー部門が分離独立することになり、私が担うことになった。
その時、強力に会社設立の後押しをしてくれたのが大木君だった。その後、同じように設立発起
人となってくれた、故・郷司正巳会員の海外での肝移植手術の基金集めでは、その中心人物と
なって奔走してくれた。
　大木君はオールラウンド・フォトグラファーだった。スキーやヨットレースの撮影をやってい
たかと思えば、旅モノの取材でヨーロッパ各地を走り回っていたり、と。また、ご兄弟が学校の
先生ということで、いわゆる学校写真や教材写真も数多く手掛けていた。そんな彼は、社にとっ
て百人力だった。何よりも人の良さは抜群だった。弱小会社にとって協力カメラマンの確保は必
須条件だったが、全国に３桁に近い協力者を得られたのも彼の人柄によるところ大だった。
　こんなこともあった。伊豆大島の火山噴火の時だった。社の人間がニュース映像を見ていたら
火炎の手前でカメラを手に動き回る者が、よく見たらそれが大木君だった、と。兎に角、絶えず
動き回っていた。何時休みをとっていたのだろう?
　ガッチリとした身体と、部類の“写真好き”がそれを支えていたのだろうが…。ゆっくりと休ん
でいただきたい。

 柿沼　隆　正会員

平成25年９月７日、ガン性リンパ管症のた
め逝去。79歳。
昭和40（1965）年入会。
昭和９（1934）年生、埼玉県出身。
1959年、雑誌『週刊明星』の嘱託カメラ
マンとなり、1961年フリーランスとなり

主に『週刊女性自身』等の雑誌のグラフ撮影に携わった。謹んでご冥福
をお祈り申し上げます。

柿沼さん天国へ 吉岡　宏
　今年の９月末、パソコンの不明点の問い合わせを柿沼さんにメールした。返信がなかなか入
らなかったので電話をしたが出なかったので、出かけていると思っていた。その後不明点は解
決したのでそのまま彼に連絡はしなかった。何日か後に、全く別件で山口勝廣さんに電話をし
たら、いきなり、柿沼さんが亡くなった、と知らせてくれた。山口さんは見舞いにまで行った
そうだ。
　え～！　こないだ電話したばかりなのに残念！　その際にはすでに亡くなっていたよう
だ。入院していたのなら、見舞いに行きたかったなぁ。肺の具合が悪かったためで、９月７日
にガン性リンパ管症で亡くなったようだ。
　40年以上前、私が集英社の社員カメラをやりだした頃、柿沼さんはその会社で契約カメラ
マンとして活躍していた。その頃から付き合いだした。雑誌の写真はどんな具合に撮るかなど
を検討し合ったり、指示されたり、現場に一緒に撮影に行ったりなどの事もあった。
　私がフリーになった頃も彼は大活躍していた。やがてデジタルカメラの時代になった頃、デ
ジタルカメラやパソコンの事などの問い合わせどころか勉強に、池袋の彼の家に通っていた
頃があった。その頃を思い出すと涙が出る。昔から彼は、機材の事や画像処理の仕方などに関
しても詳しかった。そのおかげで、いろいろと学ぶことも多く、不明点はいまだに問い合わせ
ていた。彼の優しさのおかげで、私のみならず、助かっている人がいろいろいると思う。
　そんな人が何故さっさと天国へ行ってしまったのだろう。昔から言うではないか。いい人こ
そ早く天国へ行くって。そうかぁ。やっぱりいい人だったんだぁ。でも、いい人だからこそい
つまでもいてほしい。カキさ～ん、帰ってきてぇ～。 （平成25年11月記）

 吹野 重信　正会員

平成25年３月12日、胆管ガンのため逝去。
75歳。
昭和42（1967）年入会。
昭和13（1938）年生、千葉県出身。
1958年東京フォト社へ入社し、商業写真
を主とし、石油化学工業の記録写真や宣伝

写真等を撮影。その他週刊誌等の広告、ポスター等の撮影に従事され
た。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

自然と都会を行ったり来たり 総務委員会
　入会当時の保証人も亡くなり、御長男の吹野広信さんに聞いた。
　「月に数日働く感じで家にいることが多く、仕事で家を空けると何
日も帰ってこない日が続いた。父に対し子どものころは何をしてい
るのだろう?と不思議な感じを持っていた。私が高校生になるとアル
バイトとして父の写真の仕事を手伝うようになった。自宅兼仕事場
のスタジオでは金属メーカーのパンフレット用の撮影をこなし、企
業カレンダー、駅貼りポスター、大学の入学パンフレットなどの撮影
もした。
　当時の父は高収入であったが、自分が就職を考えるころには同業の
競争も激しく、私は写真家という職業を選択しなかった。
　父は15年前に妻を亡くし、ひとりで暮らしていた。一時は私の家族
との同居も提案したが、気楽にできる独り暮らしを選んだ。千葉県の
勝浦市鵜原海岸近くの別荘と渋谷区恵比寿の自宅を行ったり来たり、
自然と都会のどちらも人が生きるために必要なものだと言っていた。
胆管癌が原因で今春、75歳の父は３人の子どもの家族、孫６人に囲ま
れ他界した。」 （記／総務委員・内堀）

 横内 秀夫　正会員

平成25年９月26日、肺炎のため逝去。
80歳。
昭和43（1968）年入会。
昭和７（1932）年生、東京都出身。
芸大にて彫刻専攻後、児島寛二氏に師事、
モードフォトを学ぶ。その後家業のポート

レート営業と共にコマーシャルフォト等の分野でカタログ商品撮影、
工場写真の撮影などで活躍された。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

人物写真と共に… 総務委員会
　東京藝術大学彫刻科を卒業後、一時は彫刻家をめざしたていた時に、
故金丸重嶺氏のすすめでコマーシャルフォト写真家に転向。後に人物、
ファッション専門に移り、台東区上野広小路で営業写真館「ヨコウチ
スタジオ」を経営していた横内秀人さんが亡くなりました。
　「上野精養軒」と御茶ノ水「山の上ホテル」の写真室を担当するかた
わら、日本写真文化協会の常任理事を歴任、将来の会長候補と嘱望さ
れていたとのことでした。奥様からの話しでは、亡くなる２カ月前程
に永年のお付き合いの方からの撮影依頼を受けたとき「断れないと言
い写真を撮りました」と語ってくれたことを聞き、誠実な横内さんの
人柄を感じました。また、昭和35年６月に日本全国の秀でた営業写真
館・営業写真家及び写真関連のメーカー・商社によって構成された「印
画紙研究会」（2005年ポートレートアカデミーオブジャパンと改名）に
も積極的に参加していたとのことでした。心からご冥福をお祈り致し
ます。 （記／足立）
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 広渡　孝　正会員

平成25年10月26日、すい臓ガンのため逝去。
52歳。
平成18（2006）年入会。
昭和36（1961）年生、福岡県出身。
1984年東海大学卒業後、写真家金森盈氏
に師事し、その後フリーとなり、九州、山口

の祭りと民俗芸能を中心に撮影し、雑誌等で発表。月刊『写真工業』で
「ライカのレンズ」、「世界のライカレンズ」、「こだわりのレンズ選び」
などを執筆、同出版社から出版し活躍された。謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

バルナックライカの名手 広渡孝会員に捧げる 芳賀日出男
　九州から中国地方にかけて、祭礼行事撮影の第一人者、JPS会員の広渡孝氏が逝かれた。平成
25年10月26日、膵臓癌により、52才で亡くなられた。
　広渡氏の御生前の活躍は素晴らしかった。今私の手元にある朝日新聞社刊行の週刊朝日百科

『日本の祭りNo.26』を紐解くと、まずは表紙写真の「高千穂の夜神楽」、つづく見開きページを始
め、全体の半分以上が広渡氏の作品で満たされている。
　その写真作品は、広渡氏が、生涯かけて愛用されたバルナックライカⅢCから生まれたもので
あることを皆さんにお告げしたい。
　バルナックライカとは、ドイツで1925年（大正14年）に、オスカー・バルナックによって発明され
た画期的な小形カメラだった。広渡氏が使用したのはライカⅢCで、1946年－47年の戦争直後に生
産されたものを、20年以上もたった後に彼は愛好しだしたのである。当時、ライカはすでにM型に
なっていたが、旧式のバルナックライカでの撮影に全力をかけていた。カメラ雑誌『写真工業』2008
年（平成20年）３月号の記事によると、彼はこの愛機に重さ３キロもある超望遠レンズのライツテ
リート560ミリをつけて祭りの撮影をおこなっていたとある。そして彼は暗室に４台の引伸機を持
ち込み、使いわけ、デジタルカメラが失った暗室での孤独の楽しみを持続していたのである。
　バルナックライカの最後の時代に日本写真家協会会員がいたということを、私は70年前に死
去したドイツのライカ発明者バルナックその人に告げたい気持で、広渡孝氏の冥福を祈らせて
いただく。

 野々垣 文雄　正会員

平成25年11月30日、舌ガンのため逝去。
84歳。
昭和42（1967）年入会。
昭和４（1929）年生、山梨県出身。
東京写真工業専門学校、明治大学卒業後、
1952年三菱製紙代理店に入社。撮影会や

各種写真コンテストの審査、写真技術講習会の講師などに従事されま
した。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

「好男子」野々垣文雄君を偲ぶ 田沼武能
　野々垣君とは写専(東京工芸大)時代の同級生で学生時代は仲がよかった。私は気性の荒い方
だったが、彼は温和な性格で、余り大きな声を出すことはない好男子であった。彼は甲府の写
真館の倅であったが、余り写真には興味を持っていなかったように思う。それでも私たちが報
道写真部を結成すると、その仲間に入り同行していた。写専を卒業すると、私はジャーナリズ
ムの世界に、彼は明治大学の経済学部に入った。そこで音信はぷっつり切れてしまった。
　その後、彼は三菱製紙の代理店の月光商会に入り、事務的な仕事に携わっていたが、アマチュ
アの撮影会の指導などを務めるようになり、再び接触する機会も増えて行った。ところがその
頃になると、私の方が忙しくなり会う機会もなかった。それでも私の写真展を月光ギャラリー
で開いてくれるなど、尽くしてくれた。その頃に写真に目覚めたのか、国画会の写真部に入り、
当協会にも入会した。
　彼は写真館の血筋を受けたせいかポートレートを撮り発表していた。どちらかと言うとハッ
タリのない優しい女性写真であった。工芸大のクラス会にもよく顔を出していたが、どうも私
と立場が違ってしまったため話すことを遠慮していたようで、一対一で話すことは避けてい
た。また酒を飲み交すこともなかった。でも紳士的な行動は学生時代と少しも変らなかった。
最後に会ったのは工芸大のクラス会の席であったが、あいかわらず飄々としていた。昔は印画
紙研究会に入らないかと勧誘していたが、その時は本多健一工芸大名誉学長を中心とする研究
会への誘いであった。そんな研究熱心な彼も昨年の11月30日に他界してしまった。仲間が亡く
なる事ほど寂しいことはない。しかし、誰しもいつかはこの世を去らねばならないのだ、そう
思っても寂しさはつのる。いまは、ご冥福を祈るばかりである。 合掌

◎10月13日　平成25年度第２回高校写真部顧問を対象とした「デジタル写真講座」 
AM９：30～17：00　香川県・香川県立高松商業高等学校　教師参加者18名

◎10月22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９日　第７回JPSフォトフォーラム 
AM10：30～17：00　有楽町朝日ホール　参加者466名 
○「なぜ、写真を撮るのか」 
パネリスト・木之下晃、坂田栄一郎、立木義浩、田沼武能

◎11月18日　第２回著作権研究会 
PM１：30～４：30　JCII会議室　参加者65名 
○写真家の関わるこれからの契約　創作･表現･伝達を持続するために

◎12月３日　第５回技術研究会 
PM１：30～４：00　JCII会議室　参加者92名 
○「Adobe PhotoshopCC&Lightroom５」技術研究会

◎12月６日　第４回技術研究会（関西１回） 
PM１：30～４：30　大阪本町・愛日会館２Fイベントホール　参加者34名 
○ネット時代を生きる　電子書籍で写真集

◎12月６日　出版広報座談会 
PM７：00～９：00　東京駅・カフェルノアール　７名

◎12月11日　第39回日本写真家協会賞贈呈式 
PM５：00～５：20　アルカディア市ヶ谷　受賞者・株式会社クレヴィス

◎12月11日　第９回名取洋之助写真賞授賞式 
PM５：20～５：40　アルカディア市ヶ谷　受賞者・山本剛士、片山育美（奨励賞）

◎12月11日　平成25年度会員相互祝賀会 
PM６：00～８：00　アルカディア市ヶ谷　参加者308名

◎２月５日　page2014オープン・イベント・JPSセミナー 
PM１：30～４：30　池袋サンシャイン文化会館　参加者173名 
○写真フィルムを長期保存するには… －無酸・中性紙の包材を前にして－

経過報告（2013年10月～2014年２月）

　一般社団法人日本写真著作
権協会（以下JPCA）から

『JPCA NEWS』（季刊）が発行
されました。内容は、協会の活
動報告と正会員団体（９団体）
の著作権活動を記したものと
なっています。この「JPCA 
NEWS」は2014年２月20日に創
刊し当初は、定期的に年３冊（２
月、６月、10月）の発行を予定し
ています。
　JPCAは、現在（公社）日本写真家協会（公社）日本広告
写真家協会、（一社）日本写真文化協会、日本肖像写真家協
会、（一社）日本写真作家協会、全日本写真連盟、（一社）日
本スポーツプレス協会、日本自然科学写真協会、日本風景写
真協会の正会員９団体で構成されています。1997（平成９）
年に写真の保護期間が、「死後50年」に改正される原動力と
して活動した創作者の著作権団体です。
　「JPCA NEWS」は、JPCAが行う著作権関連の活動状
況を会員及び関係団体にお知らせします。

JPCA NEWS発行
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◎1月末に3日間の病院入院で「内視鏡的大腸ポリー
プ切除術」を受けました。きっかけは昨年秋に受診
した「人間ドック」の結果からの精密検査ですが、今
回の件では文芸美術国民健保の人間ドック検診費助
成が役立ち、少ない出費で済みました。健康が気に
なる方は定期的な「人間ドック」の検診を是非お薦
めします。 （小池）

◎二十歳前後の写真学生達の写真を見る日もあれ
ば、年配の方が多い写真クラブ等で講評を行う機会
もある。若い人たちは感性を強く打ち出した写真を
撮り、年配の方たちは人生の出会いと経験をもとに
したテーマで写真に取り組む人たちが多い。両方の
写真家たちが気楽に語り合える場があれば、お互い
にプラスになると思う。これをアレンジできるのは
JPSだけではないだろうか。 （飯塚）

◎相模原市にあるフィルムセンターの収蔵棟に保存
されているエリザベス・オハラさんの写真原板の収
蔵状況を見学したいと、娘でドローイング・アーティ
ストのモーガン・オハラさんの申し出に対し、収蔵
棟の案内に同行する機会をいただいきました。戦後

間もない日本の様子を写した数多くのフィルム原板
は、きっと後世の宝になるに違いありません。
 （関）

◎メッセージボードの投稿者が奮いません。フェイ
スブックなど手軽に大勢の人へ即効性のある情報発
信は流行っているようですが、年3回発行の会報の
紙媒体は人気が無いようです。そんなメッセージ
ボードへ積極的にご投稿いただいている皆様、原稿
が集まらず個別執筆をお願いしてご投稿いただいて
いる皆様、たいへん感謝いたしております。ありが
とうございます。 （小野）

◎大手WebニュースサイトでPhotoshopに関する連
載を手がけているのですが、Web媒体のほとんどは
紙媒体と違い、編集・校閲というプロセスがありま
せん。それゆえに信憑性の低い記事も多く見かける
のですが、署名原稿である以上責任は自分に降りか
かってきます。「真正性の担保」を実現するのは大変
だということを痛感する毎日です。 （小城）

◎今年も海外のアートフェアやカメラショーを何軒
か取材する予定にしています。フォトキナの開催年
でもあり、欧州を訪れることが多くなりそう。あち
こちに出掛けられるのは楽しみでもありますが、こ

のところの円安といくつかの国の情勢不安は悩みの
種。国際ニュースが気になる1年になりそうです。 

（柴田）

◎編集後記を書いているのは1月下旬。CP＋を前に、
各社からカメラの新製品が続々と発表されていま
す。デジタルカメラの初期は、単純な画素数競争で
したが、ここ数年はそれ以外の競争になり、去年か
ら今年は、新しい画像素子等の競争になっています。
道具はどんどん進歩しても写真家のする事はただ一
つ、良い写真を写す事です。 （伏見）

◎1月にアメリカの家電見本市、CESに行ってきまし
た。今回は1/1.7型センサーを使ったプレミアムコン
パクト機で全取材。超高感度も美しく、手ぶれ補正
も良く効いて、雑誌やwebレベルではまったく問題
なし。現場で使うのは少し勇気がいりましたが、最
新コンパクト機の能力に脱帽ものでした。 （桃井）

◎オランダ人写真家の家族と一ヶ月間、家を交換す
ることになりました。彼らは東京の我が家に、我々
はアムステルダムの彼らの家に滞在して、お互いが
異国の地で創作と交流をします。果たしてどんな一
ヶ月になるのか。家族一同胸を躍らせていますが、
まずは「おもてなし」のために大掃除から… （山縣）

編集後記

「フォト・ヨコハマ2014」イベントに参加
写真展「プロフェッショナルの世界」開催

　写真を通じた
産業と文化の融
合イベント「フォ
ト・ヨコハマ 」
が2014年１月か
ら３月まで行わ
れ、市内各地で
様々な写真関連
のイベントが開
催されている。
　このイベントの一環として、また２月13日にパシフィ
コ横浜で開幕となったカメラと写真映像の情報発信イ
ベントCP+2014の関連イベントとして、公益社団法人日
本写真家協会の会員写真展「プロフェッショナルの世
界」がクイーンズモール２Fのみなとみらいギャラリー
で２月13日（木）～16日（日） の４日間開催された。
　この写真展は、昨年開催された第38回2013JPS展で展
示された会員作品「プロフェッショナルの世界」をリメ
イクして構成されている。
　会場のみなとみらいギャラリーはみなとみらい駅を
中心とするクイーンズスクエアの中にある明るく近代
的な展示空間で、CP+2014会場のパシフィコ横浜への通

り道となる場所にあたる。
　会期中は、カメラを提げたCP+来場者のみならず、
ショッピングや観光で訪れた方々も多く立ち寄られて
いるようで、子ども連れから老夫婦まで熱心に作品に
見入る姿がたくさん見うけられた。

「CP+2014」開催
　「より楽しく、より美しく。進化するフォトイメージングテクノ
ロジー」をテーマに２月13日～２月16日の期間、パシフィコ横
浜をメイン会場にCP+が今年も開催された。最新技術の展
示だけではない、写真映像の楽しみ方や新しい表現手法
の紹介など、盛りだくさんの総合イベントとなっている。
　公益社団法人
日本写真家協会
ではCP+2014の
イベントとして、２月
15日（土）13：30
～15：30に「肖像
権ってなあに…
～撮影のルール
とマナー～」と題
した無料のセミナーを行う予定であったが、記録的な大雪
の影響で当日のイベントは中止となった。
 （記／小池良幸、撮影／出版広報委員・小城崇史）

写真展会場風景

CP+2014会場風景











Di-Poで出版された方に、簡易写真集プレゼント
「電子書籍は、手元に何も残らないから寂しい…。」そう思っている方は多いのでは

ないでしょうか？アルティザンでは、Di-Poプランで電子書籍を出版された方限定で、

簡易写真集を20部プレゼントしております。簡易写真集があれば、ご友人にプレ

ゼントできたり、ポートフォリオとして使用したり、保存用として手元に置いておくこ

ともできます。Di-Poで「手元に残る」電子出版をしませんか？（※写真はイメージです。）

D
「

な

簡

ゼ

と

写真集出版と写真展開催
２つの夢を同時に叶えるサービス
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