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夏の央迈勇（ヤンマイョン・5985m）───渡辺千昭
写真集『聖山─永遠のシャングリラ』



インドの象祭り───芳賀日出男
写真集『写真民俗学─東西の神々』



Hello, Goodbye ───青木　勝
写真集『Hello, Goodbye』



静寂───水谷章人
写真集・写真展「信濃路」



明日館講堂 二階ギャラリー───岩崎和雄
写真展「重要文化財　自由学園 明日館講堂」



コソボの少年───長倉洋海
写真集・写真展「フォトジャーナリスト長倉
洋海の眼　地を這い、未来へ駆ける」



群れの世嗣───戸張良彦
写真集『どさんこの夢』



束風の吹く───近藤誠宏
写真展「束風の吹く」
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First message

平成 29 年度の定時会員総会は、予定通り 5 月
26 日、東京都写真美術館で開催された。総会終了
後に理事会が開き、代表理事を選定し、私、熊切圭
介が引き続き会長職を務めることになった。協会
運営を円滑にすすめるため、今年度の改選から正
会員理事の内２名を理事会推せんとして、小川泰
祐、野町和嘉両会員を選任することになった。そし
て、多くの人に人格識見とも高く評価され、卓越し
た行動力で活躍している野町和嘉理事が副会長に
就任した。

写真家協会のこれからの在り方や会の運営方
針、会員数の減少にどう対処するか、財政の問題な
ど検討課題が山積みしているが、会員や理事の協
力を得て適切に対処していきたい。現在の日本は、
政治的にも経済的にもそして文化的にも厳しい状
況にあるが、協会は日本の写真文化の中心的役割
を深く認識し、新たな地平を目指してスタートし
た。我々が関わっている写真というメディアは、近
年デジタル技術の多種多様な展開もあり、現代社
会と複雑に絡みあっている。社会に起こっている
様々な事象を他人事とせず、自分自身の問題とし
て受け止め、流動化社会とか液状社会といわれて
いる時代を切り開いていきたい。

記録や表現の分野では、新しい賞を創設するの
は難しいが、協会は昨年ドキュメンタリーの分野
で新しい賞を誕生させた。女性の報道写真家のパ
イオニアとして活躍してきた笹本恒子氏の業績を
記念して作られた「笹本恒子写真賞」の第１回の受
賞者に、宇井眞紀子さんが選ばれたのは喜ばしい
ことだ。宇井さんは全国各地に居住する日本の先

住民・アイヌの人たちの「今」の姿を記録し続けて
いる。

先住民に関する問題は、洋の東西を問わず世界
各地で注目されているが、亜細亜大学の鎌田遵氏
が、アメリカの先住民の姿を、「アメリカ先住民」と

「アメリカマイノリティの輝き」という2冊の写真
集にまとめて出版している。鎌田氏は25年にわた
ってアメリカの辺境を歩いてきた研究者だが、移
民の国アメリカでの先住民の足跡が綿密に記録さ
れている。

笹本恒子写真賞を受賞した宇井さんの作品や、
鎌田氏のアメリカの先住民のドキュメンタリーの
作品を見て、改めてドキュメンタリーフォトの持
つ重みと訴求力の強さを現実の姿を通してリアル
に感じた。「白人達によって絶滅の危機にまで追い
やられた民族の姿を記録し続けてほしい」という
アメリカの先住民「モハベ族」の人が残した言葉に
励まされ、鎌田氏は記録し続けたという。

アイヌ民族の問題やモハベ族の問題だけではな
く、インドに起源を持つとされる「ジプシー」と呼
ばれる「ロマ族」も、東欧に数百万人が住んでいる
が、この人達も長年迫害されてきた歴史がある。

多くの先住民に対する差別や迫害の歴史を細や
かに受け止め、地球全体の人間の問題として、深く
考えなくてはならない。日常の生活の周辺を細や
かに観察すると、思わぬところに差別や少数者に
対する迫害が存在するかもしれない。特定の民族
ではなく、特定の国に対する差別意識の拡大も特
に最近大きな問題になりつつあるので気になると
ころだ。

会長　熊切　圭介　

総会を終えて時代を考える
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2016 年春、名誉会員の笹本恒子さんから「写真家の活
動を支援するために自己資金を寄付したいので協会で
役立てて下さい。」との申し出があった。理事会で検討
し、フォトジャーナリストとして活躍し、3 年以上の実績
のある写真家を対象にした「笹本恒子写真賞」を創設す
ることにした。

2017 年２月、写真業界の有識者 150 名に受賞者の推
薦をお願いし、受賞候補者を選んでいただき、2017 年 3
月の締め切りで、16 名の受賞候補者が推薦された。最終
選考は 2017 年 4 月、椎名誠（作家）、大石芳野（写真家）両
氏と写真家協会の会長熊切圭介が 16 名の候補者の写真
集や資料を丹念に見聞し、最終候補者を5 名に絞り込み
検討の結果、宇井眞紀子さんの 25 年間にわたって先住
民族アイヌを撮り続けてきた写真活動を評価し、第 1回
の「笹本恒子写真賞」を贈ることにした。
「写真賞」の記者発表は 2017 年 6 月 3日（土）、笹本恒

子さんとむのたけじさん出演の映画「笑う101歳×2」（監
督河邑厚徳）の初日舞台挨拶のあとの午後 1 時 30 分か
ら、東京都写真美術館 4 階の会議室で行った。

はじめに受賞者の宇井眞紀子さんから「第 1回の笹本
恒子写真賞を受賞することは、夢にも思っていなかった
ので、知らせを聞いたときは、とてもびっくりしました。
笹本さんのお写真もご著書も拝見していたので、作品は
もちろん、ひとりの女性としてとても魅力を感じていた
笹本さんのお名前を冠した賞をいただけるなんて、本当
に光栄です。25 年間アイヌ民族を取材してきたことを評
価していただき、地道な仕事を見ていてくださる方がい
てくれたんだなぁと、嬉しく思いました。長い間、密着取
材することを許していただいたアイヌのみなさんをはじ
め、沢山の方々と支えていただいたみなさまに、感謝の

第1回「笹本恒子写真賞」受賞者決定
25年間アイヌを撮り続けた宇井眞紀子さん

気持ちを伝えたいです。笹本さんのお名前に恥じぬよ
う、これからも精進していく所存です。」と受賞の言葉を
述べられた。

笹本さんからも「宇井さんおめでとう。私も以前アイヌ
民族の方を撮ったことがありましてね、その時の衣装が
とっても素敵だったことをよく覚えていますよ。これか
らも取材を続けて下さいね。」とお祝いと励みの言葉が
かけられ、宇井さんは満面の笑顔で感激されていた。

受賞発表会には朝日新聞社、毎日新聞社、共同通信社、
北海道新聞社をはじめ名古屋テレビ、新潮社、日本カメ
ラ誌など 10 社の取材があった。

さて、この賞の設立の経緯は、笹本さんの寄付による
資金を基金に、地道に活動を続ける写真家を支援するた
めに、わが国初の報道写真家として活躍された笹本恒子
さんの名を冠した写真賞を創設し顕彰することにした。
協会は既にフォトジャーナリストとして知名の名取洋之

笑顔で写真撮影に応じる笹本恒子さん（左）と宇井眞紀子さん（右）６月３日、受賞発表会風景（東京都写真美術館）

宇井眞紀子（うい・まきこ）
1960 年千葉県生まれ。1983 年武蔵野
美術大学卒業。1985 年日本写真芸術
専門学校卒業。写真家・樋口健二氏に
師事。同時に写真家としてフリーラン
スで活動を開始。写真集に『アイヌと
きどき日本人』（社会評論社）、『アイ
ヌ、風の肖像』（新泉社）、『アイヌ、100
人のいま』（冬青社）、『眠る線路』（ワイ
ズ出版）など。ロンドンのナショナルジ
オグラフィックストアギャラリーなど
国内外で数多くの個展を開催。第 4 回

さがみはら写真新人奨励賞受賞。第 28 回東川賞特別作家賞受賞。公
益社団法人日本写真家協会会員。日本ビジュアル・ジャーナリスト
協会会員。日本写真芸術専門学校講師。武蔵野美術大学非常勤講師。
http://www.makikoui.com/　https://www.facebook.com/uiouen
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助氏の名を冠した写真賞を設け、新進写真家の発掘を行
っているところに、新たに実績のある写真家を対象とし
た写真賞を設けたことで、名実ともに写真家の活動を幅
広く支援する体制が強化されたと言える。
「笹本恒子写真賞」の概要は以下の通り。
この賞は笹本さんの「時代を捉える鮮鋭な眼と社会に

向けてのヒューマニズムな眼差しに支えられた写真群」
を顕彰するために設けられ、その精神を引き継ぐ写真家
の活動を支援することを目的にしている。

受賞対象者：年齢、性別を問いません。
写真の範囲：プロ写真家として3年以上の実績をもち、

現在活動中の写真家。ドキュメント、フォトルポルタージ
ュを主に時代の動向を継続的に鋭く捉え、種々のメディ
ア等で発表、展示活動などで評価を得られているもの。

写真の種別：カラー、モノクロ、デジタルを問いません。
受賞作品展を開催するにたる作品（30 ～ 50 点）の提

供ができる方などの条件を満たした写真家を、有識者か
ら推薦していただき、選考委員会でもって決定する。

受賞者には、賞金として 30 万円、写真展の開催が行わ
れます。

第 1回「笹本恒子写真賞」の表彰式は、12 月 13日（水）
アルカディア市ヶ谷で行い、写真展は12 月 14日（木）～

20日（水）アイデムフォトギャラリー「シリウス」で行う。
（記／副会長・松本徳彦、撮影／出版広報委員・池口英司）

アイヌ文様の刺しゅうが入った着物をかけて、工芸品展示会会場
の片隅で眠る女の子。(2008.4.26)

カムイノミ（神への祈り）は、キャンプを楽しむ人びとで賑わう、
多摩川河川敷で行なわれた。（1999.8.8）

第 1回「笹本恒子写真賞」選評

　第 1回の写真賞を審査するに当たって受賞候補者の推薦をお
願いしたところ、男女問わず 16 人の写真家が推薦された。どの
人の作品も『笹本恒子・日本初の女性報道写真家』を記念する賞
に相応しいドキュメンタリー写真の力作揃いで甲乙がつけがた
いものがあり、審査員は苦慮を重ねることになった。そして話し
合いの結果、全員一致で宇井眞紀子さんの写真集『アイヌときど
き日本人』（2009 年）、『アイヌ、風の肖像』（2011 年）を含む宇井さ
んのこれまでの実績が評価されて第1回の受賞者が決まった。
　宇井眞紀子さんは 25 年以上にわたってアイヌを撮り続けて
いる。北海道ばかりではなく日本各地に住む彼らを訪ねて、丹念
に付き合いながらレンズを向けてきた実績が写真から伝わって
くる。若い二人の結婚式から赤ちゃん誕生、成長などの姿を何年
も追い続けるばかりか、地域の自然環境が壊されていく有様も
丁寧に追う。さらに、アイヌが日本の先住民族だという誇りを携
えながら北アメリカ、タスマニア、オーストラリアなどに住む先
住民族と触れ合う姿もカメラに収めた貴重な記録である。
　現在、先住民族の存在と価値が世界で見直されている一方で、
たとえば米国のトランプ大統領は彼らを蔑ろにして経済優先に
舵を切った。日本では北海道の二風谷に、アイヌたち住民の大反
対を押し切って1996 年にダムを完成させたが、その後、無惨な
姿と化したことを宇井さんは捉えている。こうした根本的な思い
を彼女は『東京周辺にも5,000 人のアイヌが住んでいることを知
り、決心はさらに固まりました』と綴っている。報道写真は先ずは
対象を撮るだけで重要な役割を果たすのだけれど、同じように
奥深いところまで汲み取った表現がいかにできるかも大事な要
素と言える。そういったことから考えても宇井さんの写真には、
アイヌ民族が抱え込まされた理不尽さと同時に伝統的な祀や文
化の輝かしさもしっかりと描かれている。何よりもモノクローム
のトーンの美しさがアイヌの人たちの表情に重なって、一見、地
味に見えるものの実に奥深い写真に出来上がっている点も評価
されて受賞に導かれた。
　最後に残った写真家とその作品集には、筋ジストロフィー患者
が子どもから成人に成長した今日までを追った『しんちゃん』シ
リーズや「フクシマ」を震災直後から継続的に撮り続けている菊
池和子さん、変容するモンゴルを撮影した『CHANGE』などの清
水哲朗さん、そして『耕す人』の公文健太郎さん、『Park�City』の
笹岡啓子さん、『キルギスの誘拐結婚』、『ヤズディの祈り』の林典
子さんの実績もそれぞれ高く評価された。（選考委員・大石芳野）

笹本恒子（ささもと・つねこ）
1914（大正 3）年東京生まれ。画家を志し
てアルバイトとして東京日日新聞社（現
毎日新聞社）で、紙面のカットを描いて
いたところ、1940（昭和15）年財団法人
写真協会の誘いで報道写真家に転身。
日独伊三国同盟の婦人祝賀会を手始め
に、戦時中の様々な国際会議などを撮
影。戦後はフリーとして活動をし、安保
闘争から時の人物を数多く撮影。JPS
創立会員。現在 102 歳で、写真集の出
版、執筆。写真展、講演会等で活躍。

受賞歴：1996 年東京女性財団賞、2001 年第 16回ダイヤモンド賞、2011
年吉川英治文化賞、日本写真協会功労賞、2014 年ベストドレッサー賞特
別賞受賞。2016 年写真界のアカデミー賞といわれる「ルーシー・アワー
ド賞」受賞。
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「フクシマ無窮」
東日本大震災から６年、避難指示区域の今

文・写真／渡辺幹夫

東日本大震災から時は流れて６年がすぎた。
フクシマの避難指示区域は後始末もできない。放射能に

汚染された一帯は第一歩が踏み出せないでいる。復興のか
け声は空しい。

そのなかで政府は１月、帰還困難区域以外の避難指示を
この春までにすべて解除する方針を示した。避難指示解除
は浪江町、飯舘村、富岡町、川俣町山木屋地区の合わせて約
３万２千人が対象だ。大熊町と双葉町（全域）など７市町村
の帰還困難区域の住民約２万４千人に避難指示は依然続
く。放射線量が高く除染も遅々として進まない。時が止まっ

ている。
浪江町は全人口の８割にあたる約１万５千人が解除対

象だ。過去最大規模の解除に、町は１月末から２月初旬にか
けて、町民が避難する全国各地で住民懇談会を開いた。故
郷を離れて６年。暮らしも気持ちも様々で「住人」としてひ
とくくりにできなくなっている。

３月31日、浪江町で帰還困難区域を除いて避難指示が
解除された。

翌４月１日、ＪＲ常磐線・浪江駅では６年ぶりに乗客を
乗せた列車が到着し、待ち受けた住民たちが出迎えた。

浪江駅北西にある酒田地区でも、常磐線・小高ー浪江間
の運転再開を祝おうと約 40 人が「お帰りなさい」と書かれ
た横断幕を掲げて集まった。冷たい小雨まじりのなか、町に
戻った人も、避難中の人も、久しぶりの地元での再会だ。お
互いあいさつを交わしながら、思わず笑みがこぼれる。

２両編成の列車が見えると「来たでー、来たー」と声を上
げて手を振り、列車は警笛を鳴らしてこの歓声に応えた。
「この常磐線の再開が、浪江の復興と住民が戻る礎にな

ってくれれば」と期待する町民は多い。だが、現実となると
厳しい。

避難指示解除によって、実際に浪江町に戻ったのは事前
に申請していた 700 人にほど遠い 200 人ほどだという。週
末になると町内でイベントが開かれ人が行き交うが、平日

帰還困難区域の双葉町は依然として時が止まる。倒壊した洋品
店には衣料品がつり下がったままだった。　2016 年 11月

避難指示区域が一部解除された浪江町では、浪江駅に乗り入れる常磐線の再開を祝う人たちが横断幕を掲げた。　2017 年４月１日
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Telescope

避難指示が一部解除され、久しぶりの地元での再会に笑みがこ
ぼれる住民たち。　2017 年４月１日、浪江町

浪江町・請戸漁港から垣間見える福島第一原発。およそ７キロほ
どの位置だ。　2017年３月

６年ぶりに営業を再開したＪＲ浪江駅。　2017 年４月１日、浪
江町

渡辺幹夫（わたなべ�みきお）

朝日新聞社ジャーナリスト学校ディレクター。JPS�会員。千葉
大学卒。1982年、朝日新聞社に入り、写真記者として取材活動を
する。2011年 3月の東日本大震災時は東京本社写真部長。ここ
数年は福島の被災地を中心に取材する。2017年 3月、東京・銀
座のギャラリー、アートグラフで写真展「フクシマ無窮」を開催
した。

ともなると閑散として、解体工事の作業員ばかりが目につ
く。

福島県中通りにある本宮市の仮設住宅で避難生活をす
る元ＪＲ職員の大倉満さん（66）は、イノシシなどに母屋を
荒らされとても住める状態ではないという。「住居を解体し
なくてはならないし、すぐさま浪江で生活するなんてムリ
だね。買い物するにも店はないし、年寄りばかりじゃどうに
もならんよ」

また、定年を機に夫婦で町に戻った男性は「どう暮らした
らいいのか、まだわからない」と話す。井戸水は大丈夫そう
だが、家庭菜園を含めて作物を育てるとなると、「どうする
のかはまだ決めていない」という。また、町に戻った人が少
ないことで、コミュニティーをどうつくっていくのか、不安
な面もある。
「ゆっくり時間をかけて、町での生活を取り戻そうとする

しかないねえ」
人が住まなくなることで、街は漠然とした風景に変容し

た。田畑を背丈以上に伸び育った草木が覆い尽くす。長い
あいだ放置されて取り残された家屋は獣のにおいが立ちこ
め、足の踏み場もなく物が散乱している。

一方、廃炉に向けた福島第一原発はどうなっているのか。
１月30日午後３時、常磐自動車道の四倉パーキングエリ

アで遅めの昼食をとる作業服姿の男たちが一斉に顔をあ
げた。テレビが伝えるニュースを凝視する。
「メルトダウン（炉心溶融）した東京電力福島第一原発２

号機直下を遠隔カメラで調査したところ、溶け落ちた核燃
料（デブリ）の可能性がある黒い塊を発見しました」

どんぶり飯を手にしたまま目を合わせた。メルトダウン
した核燃料の状態を目視したのは初めてであろう廃炉の最
前線を担う男たちは「やはり」と「まさか」が交錯しているよ
うだった。

３月下旬、福島第一原発を視察する機会を得た。春先に
は珍しい降雪のなか、バスで構内を案内された。いま、東京
電力の職員1,000 人が 30 年とも40 年ともいわれる廃炉作
業を担っているという。

構内は所狭しと汚染水処理装置が並び、その周りを巨大
な汚染水貯蔵タンクがひしめき合う。事務所などがある海
抜 35メートルの地点から、原子炉建屋がある海抜 10メー
トルまで坂を下る。原子炉建屋を見上げるような位置関係
になると、水素爆発で損壊した部分が確認できる。バスの
なかで測る放射線量計の値がみるみるうちに上がってい
く。２号機わきを通り抜けたとき、この日最大となる399 マ
イクロシーベルト／毎時の値を示した。

あいにくの悪天候だったこともあり、防護服に身を包ん
で作業する姿にほとんど遭遇しなかったが、実際この現場
で廃炉作業に従事していることを考えると、途方もなく気
が遠くなる思いにかられた。ここはまったく隔離、隔絶され
た世界である。
「フクシマ無窮」
ほんとうに人が帰れるのか。
人がほんとに住めるのか。
果てしなき時空の向こうに未来はあるのか。忘れてはい

けない。
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写真人生を大きく変えた 
折口信夫との出会い

最新刊『写真民俗学－東西の神々』（角川書店刊）は、
日本と西洋の神々を民俗学の視点からまとめたもの
で、人と神の多様な交わりを東西の祭礼を通して見つ
めた一冊。95 歳になる芳賀日出男さんの集大成とも言
えるものだ。もともと雑誌『怪』（角川書店刊）に 2011 年
から連載しているものに加筆修正する形でまとめ、400
点を超える豊富な写真で解説されている。

世界各地の祭りを取材し、それらを多くの著書にま
とめている芳賀さん。著書は 60 冊にも及ぶ。また 2014
年には『日本の民俗　祭りと芸能』、『日本の民俗　暮ら
しと生業』の 2 冊が角川ソフィア文庫で文庫化される
など、手軽に芳賀日出男の世界に触れられるようにな
った。今後もいくつかの本の文庫化が予定されている
のだと言う。

芳賀さんは 1921（大正 10）年、中国・大連の生まれ。
南満州鉄道の技師だった父の趣味がカメラだったこと
もあって、小学生の頃からカメラを手にし、写真に熱中
する少年だった。当時から人を撮るのが好きで、現像が
楽しかったと語る。

そんな芳賀さんが、本格的に祭りを撮るようになっ
たのは、日本に来て大学に入学してからのこと。と言う
のは、満州は各地から多くの人が集まってできた土地
だったため、古代から伝わっている祭りというものが
なかった。祭りの存在を知ったのも日本に来てからで、
その魅力に取り憑かれたのだと言う。
「みんなは新しいものを撮ろうとしていたけれど、祭

りの写真を撮っていたのは僕だけでした。30 年くらい
経ってから理解されるようになってきました」。当時は
ヌードやリアリズムが全盛の時代で、祭りの写真の重

要性は全く理解されなかったのだそうだ。慶應義塾大
学ではカメラクラブに所属して、主に東京近郊の祭り
を撮り歩いていた。

勉強よりも写真が優先されるほどののめり込みよう
だったことから、出席すれば単位をくれるとの噂のあ
った国文学の折口信夫（おりくちしのぶ）の授業を受け
た。しかし、折口との出会いが、写真人生の大きなター
ニングポイントであったと振り返る。「写真は過去を撮
れないと言うけれど、うまくやれば太古の世界を撮れ
ると思ったんです」。そう言って、折口学の決定版とも
言える一冊、『折口信夫と古代を旅ゆく』（慶應義塾大学
出版会刊）を取り出して見せてくれた。芳賀さんは、今
となっては数少なくなってしまった、折口信夫から直
接指導を受けた学生の一人なのだ。

民俗学の基礎を築いたとされる折口から学んだの
は、祭りや神事が太古の時代から変わらずに今日まで
存在し続けているということ。1,000 年前と全く同じよ
うに衣装を纏い、同じ場所で同じ段取りで行なわれて
いる祭りを通じて、過去を写すことができる、また祭り
では人が神になるわけだから、神を写すことができる

95 歳を超えてもなお祭りに思いを馳せる
芳賀日出男の写真人生

3月に『写真民俗学－東西の神々』を刊行し、4月12日（水）には角川本社で刊行記念パーティを開催した芳賀日出男（JPS
名誉会員）さん。多くの人に祝福されたパーティで元気な姿を見せていた芳賀さんの事務所を訪れて、その写真人生をじっく
りとうかがった。

『写真民俗学』の刊行記念パーティで挨拶を
する芳賀日出男さん （撮影・小野吉彦）

来場者多数で、スクリーンの映像も活用して
のお祝いとなった （撮影・小野吉彦）

刊行記念パーティで展示されていた芳賀さ
んの取材ノート

愛用のカメラとともに
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のではないか、そう思うようになったのだという。その
想いが、今も芳賀さんを突き動かす原動力になってい
る。

相互理解を大事に 
撮影できるまで待ち続ける

1970 年の大阪万博では、お祭り広場のプロデューサ
ーを務めた芳賀さん。その後も国内外の祭りや民俗行
事を精力的に取材し続けてきた。当時は海外の祭りに
関する情報がまだまだ少なく、行ったはいいが思った
ように撮れないことも珍しくなかったのだと語る。

これまでの撮影の苦労を尋ねると、どの撮影も大変
だったと振り返る。「写真は相互理解が大事。ケンカを
してまで撮ることはしない」が、芳賀さんの信条。だか
ら自分の写真には嫌がって撮られているカットは一つ
もない。撮らせてあげようという状況になるまで、ひた
すら待つのが芳賀さんの撮影スタイルだ。何年もかけ
て何度も通い、時には一緒に寝泊まりをして、やっと撮
影できたという祭りもあったのだとか。

また、気に入った祭りには何度も通うのが、芳賀さん
のこだわりでもある。「通うことで段取りが分かって貴
重なシャッターチャンスをものにできたり、親しくな
ることで、これまで撮らせてもらえなかったシーンが
撮れるようになることもあります。何より人が変われ
ば祭りも変わる。そういう意味では同じ祭りは一つと
してないわけですから、見逃せないと思うとまた行き
たくなるんです」。そう語る芳賀さんは、国内だけでも
1,000 を超える祭りを取材しており、そのカット数も膨
大だ。

芳賀さんの約 30 万点にも及ぶ作品は、国別、祭り別
にキチンと整理されてライブラリーに収蔵されてい
る。編集者がセレクトしやすいようにという配慮もあ

って、プラウベルマキナ 67 やフジカ GL690 などで撮
影されたポジフィルムが多いが、35 ｍｍモノクロのネ
ガもキチンと保管・分類され、すぐに提供できるよう
になっていた。

作品の分類は、奥さんの杏子さんが細かくデータを
整理していた手帳がベースになっている。祭りの合間
に捉えた各地の風景や風俗などの作品の情報も記載さ
れている。民俗写真や祭りの写真が重要視されるよう
になり、様々なメディアで取り上げられるようになっ
た今日でも、データベース化されていない古いものは、
杏子さんの手書きの手帳が活躍するのだそうだ。

最近興味のある祭りを芳賀さんに尋ねると、「僕にと
って祭りは撮るものです。だから、カメラを持って歩け
なくなってからは祭りには行っていないんです」との
答えがすぐに返ってきた。穏やかな表情の中に、歩ける
んだったらすぐにでも現場に飛んで行って撮りたい、
そんな写真家気質が垣間見えたのが印象的だった。
� （記・撮影／出版広報委員：柴田�誠）

『折口信夫と古代を旅ゆく』（慶應義塾大学出
版会刊 2009 年）

芳賀ライブラリーでは祭りごとに作品が細
かく分類されている

『日本の民俗　祭りと芸能』、『日本の民俗　
暮らしと生業』（クレオ刊）と文庫本（角川刊）

昭和 30 年代のモノクロネガもデータベー
スとベタ焼きから検索できる

300 点あまりの作品と解説で構成されてい
る『折口信夫と古代を旅ゆく』

『折口信夫と古代を旅ゆく』のページを繰りながら、思い出を振り返る

ネガをファイリングしてあるキャビネット
（左）とベタ焼きの入ったファイル（右）



いまや世界中、瞬時に情報が飛び交いどのニュース
を見ても世界が身近に感じられるようになったけれ
ど、こと写真や絵を見るにつけ、また最近の世界的な和
食ブームを見るにつけ世界の中の日本は極東の外れに
位置しながら──というより、だからこそ──独特の
文化を多くの分野で歴史的に受け継いで来たものだと
強く感じさせられる。世界的な視野から見れば、それは
浮世絵から漫画を例に挙げるまでもなく、ひいては
1800 年代半ばに伝来し普及してきた現在までの写真
においても、もちろん見方にもよるけれど、世界的には
極めて個性的でミステリアスな文化を示していると、
言えなくもない。今号では、そんな日本人の地域性ある
いは DNA を感じさせるような代表的な写真展を４展
紹介させていただこう。

◎ 東京都写真美術館 総合会館 20 周年記念
「夜明けまえ 知られざる 日本写真開拓史〈総集編〉」
（2017 年３月７日～５月７日、東京都写真美術館）
この展覧会はシリーズとしてまず 2007 年に「関東

編」ではじまり、その後１年おきに「中部・近畿・中国
地方編」、「四国・九州・沖縄編」、「北海道・東北編」と
開催され、今展がその「総集編」として最終回となった。
担当の三井圭司学芸員によれば、「日本全国の美術館、
博物館、資料館等の公開施設を有する機関が所蔵する
幕末～明治期の写
真および写真関係
資料を調査し、体
系化する試み」か
ら生まれた展覧会
という。写真が日
本に伝来した当時
の機材で撮影され
たその膨大で気の
遠くなるような

「初期写真」の数々
（出品作品リスト
によれば、その数
375 点）は、現在の
デジタル時代の

河野和典 KOUNO Kazunori（フォトエディター）

連載 13

写真
×写
真

独特の魅力に富む日本の写真

我々とっては、フィルム時代も一気に越えて、にわかに
はそしゃく出来ないほど奥の深いものであるけれど、
幕末～明治期に写された人物と風景写真からは、懐か
しさを通り越して、日本人の原点と原風景を見るよう
な思いにさせられた。そして、中でもダゲレオタイプの
美しさ、鶏卵紙による細密描写と手彩色、さらにはパノ
ラマ写真は驚異的であった。

◎ フォト・ジャーナリズムのお手本
吉岡専造作品展「眼と感情」

（2017 年２月 28 日～３月 26 日、JCII フォトサロン）
「眼と感情」というタイトルはシンプルで新鮮だ。吉

岡専造（1916-2005）は 1939 年に朝日新聞東京本社に入
社し、1959 年から 71 年まで出版写真部部長を務め、同
社の船山克、大束元と朝日新聞三羽烏と言われたとい
う。ニュース写真の多くは迫力ある描写が求められる
けれど、吉岡の描写は違う。多くの場合、ことさらクロ
ーズアップすることなくごく自然で、前後左右にその
場の状況を的確に表す、絶妙な距離感が保たれている
のが特徴的である。政治のトップニュースから市井の
人々のルポルタージュまで、雑誌や新聞で発表された
“作者旧蔵”オリジナルプリント約60点で構成された。
特に鳩山一郎を捉えた「鳩山退場」（1956 年）、バイオリ
ニスト「巌本真理」（1949 年）、芥川賞受賞の「大江健三
郎」（1957 年）、「闘魂�千代の山」（1950 年）は印象的であ
る。もう一つ、吉岡専造の写真の特徴は、時代を記録し、
時代を読み
解く素晴ら
しさを内包
しているこ
と で あ ろ
う。

今展図録
には『アサ
ヒカメラ』
1953 年 ４
月 号 よ り

「私には二
つの眼があ 吉岡専造作品展「眼と感情」図録
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Zooming

り、その二つの眼が、私の写真を創っている。一つの眼
は、私の心の眼であり、もう一つは、私の心の中にある
写真のメカニズムの眼であります。／心の眼というの
は、真実をみつめたときに、真実を美しいと感ずる眼で
あり、それを、もう一つのメカニズムの眼が、写真の画
像としてとらえたときに、私の人差し指は、シャッター
をおしていなければならないのです。ですから、もっと
率直に言えば、私が手に持っているカメラは、心の中に
あるカメラの仮の姿であるといってもいいのです。」と
あった。

◎ ポートレート写真のエッセンス 
田沼武能肖像写真展「時代を刻んだ貌」

（2017 年２月 23 日～４月９日、練馬区立美術館＋同
石神井公園ふるさ
と文化館分室）

言わずと知れた
当協会前会長の写
真展である。これ
まで多くの子供の
写真集を出版して
きた同氏だが、以
前、『 写 真 年 鑑
2010』のロングイ
ンタビューに答え
て、一番のお気に
入りは多くの海外
取材をまとめた

『人間万歳』と答えていたが、そのつぎに力を降り注い
だのが、この写真集『時代を刻んだ貌』（2014 年、クレヴ
ィス）と名付けられた人物ポートレートではないだろ
うか。ここには子供の取材、世界各地の取材に負けず劣
らず、膨大な時間とエネルギーが注ぎ込まれている。そ
れはこの「昭和の
文化を創りあげた
諸家 240 名」が収
められた写真集の
ページをめくれば
一目瞭然である。
４部構成で、第１
部「芸と理を究む」
には歌舞伎役者、
落語家、俳優、人形
遣い、劇作家、演出
家、映画監督、小説
家、音楽家、学者、
文芸評論家など、
実に多様な人物が
並び、第２部「詩文

の世界で」には歌人、俳人、詩人、小説家などが並ぶ。第
３部「空間とデザイン」には建築家、写真家、陶芸家、工
芸家、画家が、そして第４部「絵画と彫刻と」には改めて
多くの画家と彫刻家が並べられている。何とも壮大な
ポートレート集である。

２館同時に開催された今展は、上記写真集を土台に
構成されていた。美術館には中村勘三郎、三島由紀夫、
小澤征爾、棟方志功、森光子、奥田元宋、手塚治虫など時
代を代表する文化人のポートレート 80 点が並び、分室
には五味康祐、檀一雄など練馬ゆかりの作家 20 点が並
んだ。写真集と見比べるとちょっと物足りなさを感じる
が、いわば写真集のエッセンス、あるいはハイライト展
とも言える写真展であった。これもまた、文字通り「時
代を刻んだ貌」で時代を記録し表した作品と言える。

◎ 日本の写真史にくっきりと足跡を印す 
「愛しきものへ　塩谷定好 1899 －1988」展
（2017 年３月６日～５月８日、島根県立美術館）
最後になったが、塩谷定好（1899-1988）は、植田正治

の先輩にあたり、鳥取・赤碕に住みながら 1920 年代か
らアマチュア写真家としてピクトリアリズムの写真表
現を駆使して各種月例フォトコンテストや美術展公募
で賞を重ね、植田正治に「私にとっては神さまみたいな
存在」と言わしめ、野島康三や福原信三らと並ぶピクト
リアリズムの先達と呼ばれた人である。晩年の 1982 年
にはフォトキナ栄誉賞を受賞し、1988 年にはアメリカ
での巡回展が開催され「ジェントル・アイ」と評されて
いる。すでに東京で開催された小規模展示の「知られざ
る日本芸術写真のパイオニア　塩谷定好写真展」（2015
年、フジフイルムスクエア写真歴史博物館）や、作品数
100 点の「芸術写真の時代　塩谷定好展」（2016 年、三鷹
市美術ギャラリー）からすると、７部構成、313 点にお
よぶ大回顧展は必見と言わざるを得ないが、残念なが
ら私は『日本写真年鑑 2017』（2017 年５月 22 日、日本写
真協会）の編集に追われて見ることが叶わなかった。そ
の芸術の香り高い写真表現で日本の写真史にくっきり
と足跡を印した写真家の展覧会であるだけに、是非、巡
回展を開催してさらに多くの人に触れていただきたい
作品群である。

田沼武能写真集『時代を刻んだ貌』
（2014年、クレヴィス）



イタリア美術写真の第一人者
　岡村 崔（1927～ 2014）
アルピニストから美術家へ
イタリアは美術と音楽の国とも言われ、多くの観光

客が季節を問わず訪れ、ローマ、フィレンツェをはじめ
美を堪能する人たちで溢れかえっている。岡村崔さん
は 1927（昭和 2）年東京吉祥寺で生まれ、5 歳のとき父
母の出身地静岡の遠州相良で少年期を過ごす。旧制静
岡中学に入学。この頃から山の魅力にとりつかれ登山
を始める。とくに冬山の厳しい美しさにカメラを向け
るようになる。空襲が収まった戦後の食糧難の 1948

（昭和 23）年、日本大学理工学部建築学科に入学。アル
ピニストとして名をはせ 1959（昭和 34）年日本代表と
して、スイスの名峰シャモニーの国際大会に参加。ヨー
ロッパに旅することが増え，街まちの古い建築物や美
術品を見聞する機会に恵まれ、中世の建造物や美術品
に関心が深まって行く。1965（昭和 40）年イタリアに渡
り、ローマに居を構え、ヨーロッパ各地の教会や美術館
などに飾られている美術品を撮影するようになる。

美術品の撮影には文化関係の役所や所有者などの許
諾をとるのは大変で、複雑な手続きや許諾を得るまで
の時間と苦労は並大抵ではない。写真の技術は勿論の
こと写真を使用する出版社や執筆者などの実力と信用
も大事で、す
べてが整って
初めて許諾が
得られるとい
う面倒な仕事
が付きまとっ
ていた。世界
遺産とも言え
る 名 画 や 彫
刻、壁画など
の撮影には、
観光客などの
いない時間帯
に、照明装置
などをセット
して要領よく
撮らないと良
好な結果が得

文化庁委嘱による ｢日本写真保存センター｣ の写真原板の収集状況と保存作業の報告書は JPS のホームページ
で閲覧でき、データベースからは収集画像を閲覧することができます。

られない。その結果を見て次の許可が出るような厳し
さがあって、大型カメラを自由に操れるような腕前と
忍耐強さが要求される。そうした苦労があるからこそ、
出来上った写真を見て感動は勿論のこと感激もひとし
おである。

岡村真弓さんから「主人が長年にわたって撮り続け
てきたイタリア美術の写真原板を寄贈したいので見に
来て下さい。」との連絡を受ける。静岡の駿府城の北側、
閑静な住宅地に佇むご自宅を尋ねる。10 数畳はある書
斎には所狭しと、内外の美術関係の豪華本が本棚にび
っしりと詰まっていた。岡村さん撮影の日本で出版さ
れた美術書や外国語の美術書もあって、さすが美術写
真の第一人者を思わせる雰囲気が伝わってくる。ソフ
ァーを挟んで背には金属製のロッカーが、ここには 4
× 5 インチから 8 × 10 の写真原板が入った kodak の
黄色い箱が納められていた。そこから数点のフィルム
を拝見する。ラファエロやミケランジェロといった有
名な画家たちの作品を撮ったフィルムが入っていた。
どれも名画の全画面であったり、部分であったりと丁
寧な仕事ぶりが伝わってくる。絵画ばかりではない。彫
刻作品も数多くある。教会の壁画など美術書で見たこ
とのあるイタリア美術の粋がいっぱいだ。ダヴィンチ
も、フラ・アンジェリコ、ティティアーノなど名品ばか
りが。これら
を真弓夫人が
整理されたイ
ンデックスと
ともに、寄贈
していただけ
ることになっ
た。

ヴァチカン
のシスティー
ナ礼拝堂のミ
ケランジェロ
の天井画やラ
ファエロの壁
画など、誰も
が知っている
名品を撮影し
た原板はいず

「日本写真保存センター」調査活動報告（24）
戦後の荒廃した社会から経済成長期の写真界へ� 松本�徳彦（副会長）

ボッティチェリの 1485 ～ 86 年頃のテンペラ画
「ヴィーナスの誕生」の頭部 （撮影：岡村 崔） 

ミケランジェロの「メディチ家のジュリアーノの
墓碑」サン・ロレンツォ教会 （撮影：岡村 崔）
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Archives

「田んぼとお別れ」旭川ダムの発電所工事　1954年頃　（撮影：山﨑治雄）

して報じられて
いた。

1908（ 明 治
41）年 12 月、岡
山市内で青果業
を営む家に、長
男として生まれ
た山﨑治雄は、
内山下尋常高等
小学校を卒業
し、進学を希望
したが、父から
家業を継ぐのに
学問はいらない
と反対され進学
を断念。20 歳の
頃，肺浸潤で療
養中、病気見舞
いにきた親戚から「イーストマンコダックの F77」とい
うボックスカメラを貰い、津山線の汽車を写したのが
始まりであった。現像を頼んだカメラ屋の店主が出来
映えに感心し、岡山のアマチュアカメラクラブの「岡山
おしろした会」に推薦してくれ入会する。本格的に作品
作りに励む。岡山には石津良介が主宰する「写真ト影の
会」がありこれに参加。35（昭和 10）年写真雑誌に初入
選。38 年には『写真サロン』に「影と光り」が準特選とな
り、その後も各カメラ雑誌の月例で入選、入賞し招待作
家になる。

石津や植田正治、緑川洋一らが活動していた中国写
真家集団に 40（昭和 15）年に入会。翌年招集により満州
黒竜江へ赴任するが心臓病で帰国。以降、岡山市内の変
電所に経理係として勤務。

敗戦後は、石津とアマチュアクラブの審査員を務め、
50（昭和 25）年着工されたばかりの旭川ダム建設と住
民の立ち退き離散の過程を、ダム完成の 54 年まで記録
し続け、先駆的ドキュメンタリー・プロジェクトとし
て評価されるが、未公表のまま今日に至っている。

2016（平成 28）年 10 月、山﨑治雄の写真記録を保存
顕彰する会編による文庫本『写真家山﨑治雄の仕事』の
発行を機に遺族や関係者から旭川ダム関係の写真原板
約 900 本が保存センターに寄贈された。

写真原板には、旭川の源流から岡山市内を経て児島
湾に至るそれぞれの地で撮られた人々の日常生活か
ら、水害で冠水した様子、旱魃で干上がった池、干拓地
の水不足（塩害）、用水路、水門、児島湾干拓事業と水島
の火力発電所、三井造船所、オート三輪車工場など、日
本経済の発展過程を淡々と撮影されている。ダム建設
で離村する人たち、水没した墓地など負の遺産も含め
ての記録が残されている。

れも貴重なものばかり、フィレンツェのメディチ家所
蔵の美術品など切りが無い。話には聞いていたが、これ
ほど大量のしかも二度と撮影許可が得られない貴重な
写真原板もあるという。遺跡や遺構など学術的にも貴
重なものまでを下さるとのこと。ありがたいことだ。写
真原板のメタデータ（作者名、作品名、制作年、所蔵館名
から掲載書籍名など）夫人がすべて日本語と英文でタ
イプした資料付きである。これらを整理が済み次第、順
次寄贈されるという。ともかくこれは美術の教科書に
匹敵する内容である。

ここで名品の一部を誌上で紹介しよう。
ボッティチェリの 1485 ～ 86 年頃のテンペラ画「ヴ

ィーナスの誕生」の頭部。海の泡から生まれた裸身のヴ
ィーナスが、大きな帆立貝に乗って海辺に着いたとこ
ろという、この部分、“ 風になびく金髪の乱れ、一抹の
憂愁をたたえた夢みるような顔 ”�ボッティチェリ芸術
の精髄を見る。

ミケランジェロの「メディチ家のジュリアーノの墓
碑」サン・ロレンツォ教会。

フラ・アンジェリコの「エジプトへの逃避」などの名
品も見ることができる。イタリア美術の教育的な・ル
ネッサンス期の作品など名品揃いである。

岡村さんの真価を極めたのがヴァチカンの「システ
ィーナ礼拝堂のミケランジェロの天井画」であるが、こ
の作品の権利は日本テレビにある。

記録に徹した写真家
　山﨑治雄（1908～ 1987）
敗戦の混乱が続く岡山市の戦後復興事業の柱とされ

たのが県営旭川ダムの建設であった。当時の知事や議
会にとってこの大事業は県政始まって以来の大規模事
業と位置づけられ、県の「100 年の大計」とまで言われ
るものであった。洪水の防除、灌漑、工業用水の確保と
電源開発を行う多目的ダムの建設であった。当時の新
聞にはアメリカテネシー州の河川流域開発公社

（TVA）の総合開発事業を手本にした「岡山の TVA」と

「水力発電所タービンの設置工事」
1952 年頃 （撮影：山﨑治雄）
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１．はじめに
昨年３月に、Google 社の開発した囲碁用の人工知能（以下、「AI」とい

う。）「AlphaGo」が、10 年は無理だと言われていた囲碁の世界において
人間のトップ棋士を破るという“ 事件 ” が起きて以来、AIに対する社
会の関心はますます高まっている。（さらに本稿を執筆中に、世界最強の
棋士、柯潔（かけつ）が「AlphaGo」に完敗を喫したという報道に触れた。
囲碁ではもはやAIは人間の能力を完全に上回ったといえる。）

AI やその関連技術の進展は、コンテンツ産業にも無関係ではない。
利用者が写真とスタイル画像（絵画）を選択するだけで、AI がスタイル
画像の画風に加工した写真を出力する「Deepart.io」（https://deepart.
io/#）や、ソニーコンピュータサイエンス研究所が「FlowMachines」とい
うプロジェクトにおいて、AIを使ってビートルズ風の楽曲「Daddy’s�
Car」（https://www.youtube.com/watch?v=LSHZ_b05W7o）を作曲す
る等、コンテンツ産業分野においてもAIの利活用は進んできている。

【Deepart.io の利用例】

こうした状況の中、政府の知的財産戦略本部（以下、「知財本部」とい
う。）において、AI 技術の進展が知財制度にもたらす影響について検討
が進められてきた。2015 年度には同本部の下に「次世代知財システム検
討委員会」が設置され、AI が生成した生成物と知財制度について検討
が行われ、人間が道具として利用して創作したと評価される場合（例え
ば、カメラを道具として写真を撮影するような場合と同視できるような
場合）には現行知財制度上の権利の対象となるが、人間の関与が創作的
寄与と言えず、AI が自律的に生成したと評価できるもの（以下、「AI 創
作物」という。）の場合（例えば、AIに対して今の自分の気持ちに合った
音楽を生成するよう指示したような場合）には現行知財制度上の権利
の対象とはならないと整理した。その上で、AI 創作物についてもフリー
ライド抑制等の観点から、市場に提供されることで一定の価値（ブラン
ド価値など）が生じたAI 創作物については、新たに知的財産として保
護が必要になる可能性があると結論付けた。

そして、同委員会での議論を踏まえ、2016 年 10 月、知財本部の下に

「新たな情報財検討委員会」を設置して、AIの生成物（AI創作物を含む）
やその生成過程に関する「学習用データ」や「学習済みモデル」等の知財
制度上の在り方を検討し、2017 年３月に報告書が取りまとめられた。

本稿では、「新たな情報財検討員会」における議論や同委員会の報告
書の内容について、AI 創作物を中心に紹介する。

２．  「新たな情報財検討委員会」における議論と報告書
の概要

（１）検討対象について
そもそもAIには、ドラえもんや鉄腕アトムのように何でもできる

AI、いわゆる汎用AIを作ろうとする立場と、人間が知能を使ってする
ことを機械に代替させるという、特定機能を有するAIを作ろうとする
立場がある。

前者の汎用AIについて研究は進められているものの、まだ実現可能
性は低い。他方で、前述の「AlphaGo」はまさに後者のAI、碁を打つとい
う特定機能を有するAIである。

この特定機能を有するAIを作るためには様々な研究が行われてき
た。ワープロソフトにおけるかな漢字変換機能やインターネットの検索
エンジンはこのような特定機能を有するAI が社会で実際に使われて
いる一例である。

昨今のAIブームの背景には、特定機能を有するAIを作る方法のう
ち、機械学習という分野において、「深層学習（ディープラーニング）」と
いう手法が登場したことが挙げられる。これまで AI が物を認識するた
めには、人間が物の特徴を設定することが必要であったが、「深層学習」
を用いると、機械が自ら物の特徴を把握することが出来るようになっ
た。そのため、人間の気付かなかった特徴を把握することが可能となり、
結果の精度が劇的に向上し、様々なビジネスにおいて実用に耐えうる
性能を発揮するようになった。

このような状況を受けて、「新たな情報財検討委員会」では、機械学
習、特に「深層学習」を用いたAIを念頭に、AI が生み出す生成物のみな
らず、AIの生成過程である「学習用データ」、「AIのプログラム」及び「学
習済みモデル」について検討を行った。

機械学習や深層学習においては、大量の「学習用データ」を用いて、学
習を行う前のAIのプログラムに特定の機能を持たせることを目的とし
て学習を行い、「学習済みモデル」を作成する。「学習済みモデル」を特定
の用途に利用する際には、新たなデータや指示を入力することで、AI 生

著作権研究（連載40）
人工知能（AI）と著作権 

～新たな情報財検討委員会における議論を参考に～
松村将生　（内閣府知的財産戦略推進事務局　参事官補佐・弁護士）

知的財産戦略本部をご存知ですか。2003 年 5 月に設置された内閣の機関で本部長は内閣総理大臣です。知的財産
基本法第 24 条の規定に基づき、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するために
設けられ、現在「知的財産推進計画 2017」が公表されています。その中心テーマの一つが「新たな情報財検討委員会」
のビッグデータと人工知能 (AI) です。「AI と著作権」というテーマで議論をまとめて頂きました。�（著作権委員会）
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松村将生（まつむら・まさお）
2012 年弁護士登録（第二東京弁護士会）
2013 年より TMI 総合法律事務所勤務、一般企業法務の他、エ
ンターテインメントやメディア、スポーツ系の法務を中心に取
り扱う。2015 年より内閣官房知的財産戦略推進事務局、2016 年
より内閣府知的財産戦略推進事務局勤務、政府の知的財産推進
計画の策定に関わる。特にデータや AI の知財制度上の取扱い
の検討を担当。

成物が出力されることとなる。

【機械学習を用いたAI の生成過程のイメージ】

（２）AI 創作物に関する論点
①人間の創作物と AI 創作物の線引き
AI 創作物に関して最初に問題となるのが、人間の創作物とAI 創作

物の線引きである。前述の通り、人間の創作的寄与があれば著作物性が
認められるが、創作的寄与がない場合にはAI 創作物として著作物性が
認められなくなる。具体的にどのような創作的寄与があれば著作物性
が肯定されるかについては、例えば、前述の「Deepart.io」のように、利用
者が学習済みモデルに画像を選択して入力する場合や、大量に生成さ
れた楽曲の中から一部を選択して公表する場合の「選択をする」という
行為が創作的寄与と言えるのかが問題となる。
「新たな情報財検討委員会」では、そうした「選択をする」行為を含め、

何らかの関与があれば創作性が認められるべきといった指摘があった
一方で、例えば曲の長さや曲調といったものを設定するだけでは創作的
寄与とは言えないのではないかとの指摘もあり、同委員会では結論を得
るに至らず、具体的事例の蓄積を踏まえて引き続き検討を行うこととさ
れた。

②学習済みモデルから学習用データの類似物が出力される問題
例えば、ある漫画家の絵を「学習用データ」としてAIに学習させ、写

真を入力するとその漫画家風のイラストに変換する「学習済みモデル」
を作成したとする。その際、「学習済みモデル」から出力されたイラスト
が、元 「々学習用データ」に含まれていた元の漫画家の絵と同一又は類
似していた場合、元の漫画家の著作権を侵害することになるかが問題
となる。

著作権侵害と判断されるためには、元の著作物に対する依拠と類似
性が必要となるが、「学習用データ」に元となった漫画家の絵が含まれ
ていることにより直ちに依拠が認められるのかについて、「新たな情報
財検討委員会」では議論となった。一律に依拠を否定してしまうと、AI
を使ったと言えば著作権侵害の責任を免れることになり、著作権侵害
を助長するおそれがある。他方で、「学習済みモデル」の中で「学習用デ
ータ」に含まれていた著作物が、単なる数値の一部として抽象化・断片
化されている場合には、もはや元の著作物はアイデアとなっており、そ
れを利用しただけではないかといった指摘や、「学習用データ」に元とな
った著作物が含まれているだけで依拠を認めることとした場合、これを
人間の創作活動に当てはめてしまうと、過去に触れたことのある作品に
類似した作品を作ってしまえば直ちに依拠が認められることとなり、表

現の自由空間を狭めてしまうという指摘もあった。
結局、この問題についても、AIの技術変化が激しい中、現時点で具体

的な方向性を決定することが難しく、具体的事例において、「学習済み
モデル」の構造や「学習用データ」の内容、実際に出力されたもの等を総
合考慮して判断されることとなる。

③ AI 創作物の権利主張・濫用の可能性
「次世代知財システム検討委員会」の報告書において指摘された、AI

創作物に対する保護の要否について、「新たな情報財検討委員会」にお
いては、AI 創作物について現行の著作権法の保護よりも弱い特別な保
護を与えた場合、AI 創作物であることを隠して人間の創作物であると
僭称した方が、著作権法による保護を受けられるため有利となり、その
結果、人間の創作物として取り扱われるAI 創作物が市場へ大量に供
給されることとなるとの問題提起がされた。さらに、大量に生成された
AI 創作物が人間の創作物のふりをして、人間の創作物に対して権利侵
害を主張するなど、トロール的な権利の濫用が生じることも想定され
る。

この問題については、AIの創作物と人間の創作物との見分けがつか
ない以上、その差分を議論する意味はないといった指摘や、①で「選択
する行為」についても創作的寄与を認めるような、何らかの関与があれ
ば人間の創作物と取り扱うべきとする立場からは、現時点ではAI 創作
物はほとんど現れておらず、大きな問題にならないのではないか、とい
った指摘があった。

この点についても、現時点では人間の創作への影響等が出るかどう
かは不透明であるから、AIの技術変化や利活用状況を注視し、引き続
き検討していくこととされた。

３．おわりに
「新たな情報財検討委員会」におけるAI 創作物に関する議論は、い

ずれも論点を頭出ししたにとどまり、具体的な検討は今後のAIの技術
進展や具体的事例の蓄積を待ってされることとなった。

AI 創作物を巡る視点として一番重要なのは、人間の創作物とAI 創
作物の線引きを明確にすることよりも、AIを利活用することによって
新たな創作活動のフィールドが広がることである。AIを利用すること
により可能となる新しい創作表現もあるであろうし、AI の生み出した
作品から人間のクリエイターが刺激を受けて新たな作品を創作するこ
ともあるであろう。

冒頭に触れた「AlphaGo」にしても、柯潔をはじめ人間の棋士が
「AlphaGo」の手を学び、実際に使用することで、人間の囲碁の世界を進
化させることに一役買った。

今後のコンテンツ産業において、クリエイターとAI が共創し新しい
作品が生み出されることを期待している。
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▲賛助会員トピックス

ケンコー・トキナー

トキナーからソニー E マウントレン
ズ「FíRIN 20mm F2 FE MF」発売

　トキナーではミラーレスカメラ用高品位レンズの新
シリーズとして「FíRIN」シリーズを発売。第一弾は高
解像度の光学設計にこだわったマニュアルフォーカス
ながら、電子接点の装備でソニーEマウントのフルサ
イズに完全対応する「FíRIN�20mm�F2�FE�MF」で
す。
　高解像度と低歪曲を両立。フルサイズ対応、F2、かつ
20mmの広角レンズでありながらコンパクトさと高解
像力を両立。ガラスモールド非球面レンズ2枚と超低
分散ガラス（SDガラス）3枚を理想的に配置し最適化
することで、球面収差や歪曲収差、色収差などの各収
差を極力補正し、高解像と低歪曲を実現しました。
　CPUと距離エンコーダーを搭載。確実なフォーカス

が可能なマニュアルフォーカスを採用し、フォーカスリ
ングを回転させることでMFアシスト機能と連動。距
離指標バーの表示もされ、MF撮影のサポート機能に
対応しています。さらに周辺減光落ち、ディストーショ
ン、倍率色収差の光学データを搭載。各補正機能に対
応。高画質化の対応に寄与しております。また、距離情
報を持つことにより、ボディ内の手振れ補正機能を最
大限に発揮させることが可能です。メーカー希望小売
価格（税別）は108,000円です。

株式会社ケンコー・トキナー
広報・宣伝課　田原栄一
TEL:03-6840-2970
FAX:03-6840-2962
Email：etahara@kenko-tokina.co.jp
http://www.tokina.co.jp/

プロフォト

バッテリー・モノライトの決定版
B1X

　プロフォトは、ロケーション撮影の究極のソリューシ
ョンであるパワフルなバッテリー・モノライト・ストロ
ボ「B1X�500�AirTTL」を5月15日に発売しました。
直感的操作が可能なシンプルなデザイン、1回のフル
充電で最大325回フル出力発光可能な大容量リチウ

ムイオンバッテリー、パワーと演色性に優れたモデリン
グライトを搭載。リモートコントローラー�Air�Remote�
TTL-C/N/S/Oと組み合わせることで、キヤノン、ニ
コン、ソニー、オリンパスの自動調光TTL�機能と、最速
シャッタースピード�1/8000�秒まで同調可能な�HSS

（ハイスピードシンクロ）機能を利用可能。さらに、ロケ
撮影に最適化されたポータブルな�OCF�ライトシェー
ピングツールと組み合わせることで、光を自在にコント
ロール可能です。ロケ撮影のワークフローをより快適
にし、写真表現の幅をより広げることに貢献するソリ
ューションです。

プロフォト株式会社
マーケティング・コミュニケーション部
担当：平井
Tel: 03-3206-1861
Fax: 03-3206-1864
Email: info@profoto.jp
http://www.profoto.com/ja

サイバーグラフィックス

モノクロ印画紙の値下げのご案内と 
アウトレットショップのご紹介

　サイバーグラフィックスは本年4月21日から日ご
ろの皆様のお引き立てに感謝申し上げるためイルフォ
ード、ケントメアフィルム製品とイルフォード印画紙の
一部製品の値下げを実施することといたしましたので
ご案内します。詳細な内容は弊社ホームページをご参
照お願いいたします。
　これを機に、お客様サービスの更なる充実を図ると
ともに黒白銀塩写真の維持発展に尽力して参る所存
ですので、今後とも弊社製品をお引き立て賜りますよ
うお願い申し上げます。

　また当社では外装に些少な傷や汚れはございます
ものの実際のご使用にまったく問題の無い製品、有効
期限が迫ってきております製品等を大変お求めやすい
価格でご提供しているアウトレットショップをヤフー
ショッピング内に展開しております。
　お買得な製品をいち早くお求めやすい価格でご案
内しておりますので、皆様のご来店を心よりお待ち申
し上げております。

http://store.shopping.yahoo.co.jp/cgc-outlet/
サイバーグラフィックス株式会社

横浜事業所
TEL�050-5533-3302
Mail�cgc_support.5861@cybergraphics.co.jp
URL�https://www.cybergraphics.co.jp/

三菱製紙株式会社

「ピクトリコ　ショップ & ギャラリー
　表参道」開設のご案内

三菱製紙株式会社（取締役社長：鈴木邦夫）のグルー
プ会社である株式会社ピクトリコ（代表取締役：江口
　聡）は、表参道にインクジェット製品の販売と「ピクト
リコプリント工房」の相談受付窓口、及びレンタルギャ
ラリーを併設した直営の店舗兼ギャラリーを開設致し
ます。
　開設時期に関しましては、7月4日オープンを予定
しております。
＊営業時間：火曜日～土曜日　10:00　～19:00
　　　　　 定休日：日曜日、月曜日
＊ショップ&ギャラリー住所：
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-14-5�Cabina表
参道1F

株式会社ピクトリコ　営業統括部　担当：山本
〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14  両国シティコア
12F
tel. 03-5600-1640  fax. 03-5600-1645
http://www.pictorico.jp

ニコンイメージングジャパン

デジタル一眼レフカメラ「D7500」 
発表

　高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮し
たDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ。
　D500と同じ撮像素子と画像処理エンジン
EXPEED�5を採用し、鮮鋭感と階調性を両立した画
質、最高常用感度ISO51200を継承。最高約8コマ/
秒の高速連続撮影を実現し、バッファーメモリーを大
容量化することで14ビット記録のロスレス圧縮
RAWでも50コマ、JPEG（画質モード：FINE、画像
サイズ：L）で100コマまで連続撮影が可能。51点AF
システムとの連携で、高い被写体捕捉性能を発揮。モ
ノコック構造採用による軽量化とボディーの薄型化に
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よる深いグリップで、ホールド性を一段と向上していま
す。
　チルト式の画像モニターには、操作性に優れたタッ
チパネルを採用し、撮影の自由度を高めます。ハイライ
ト重点測光やフリッカー低減、グループエリアAFな
どの上位機種で好評の機能に加え、新機能としてカメ
ラが自動でシーンに適した画づくりを設定するピクチ
ャーコントロール［オート］を搭載。
　動画機能も充実し、4K�UHD（3840×2160）/30pで、
最長29分 59秒の動画が記録可能です。
　2017年6月9日発売。詳細は下記にてご確認下さい。

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

キヤノンマーケティング 
ジャパン

「デュアルピクセル CMOS AF」採用
で高精度 AF と高画質を両立。 
感性を刺激するミラーレスカメラ
EOS M6

　“EOS�M6”は、スマートフォンやコンパクトカメラで
は物足りなくなりステップアップしたいと考えている
ユーザーからハイアマチュアユーザーまで、幅広い層
に向けて開発された、EOS�M3の後継機です。
　有効画素約2420万画素の全画素が撮像と位相差
AFの両方の機能を兼ねる「デュアルピクセルCMOS�
AF」を搭載。撮像面の約80×80％の範囲で素早い合
焦と滑らかな追従が可能です。AF・AE追従で最高
約７コマ／秒、AF・AF固定では最高約９コマ／秒の
連続撮影が行えます。
　画質についても、最新の映像エンジンDIGIC�7を搭
載したことで、EOS�M3と比べて高感度撮影時のノイ
ズ耐性と解像感が向上。夜景や室内などでもノイズを
抑え、質感や立体感を描写する高画質な撮影が可能で
す（常用ISO感度は最高25600）。
　また、EOS�M3にはなかったサブ電子ダイヤルの追
加やタッチ操作・タッチシャッターが可能な液晶モニ
ターの搭載など、撮影時の操作性もさらに向上。EOS�
M6のコンパクトかつクラシカルなボディにマッチす

る電子ビューファインダー「EVF-DC2」（別売）も用意
されており、シーンに応じて多彩に撮影を楽しむこと
が可能です。

■商品に関する問い合わせ先
キヤノンお客様センター
TEL 050-555-90002
http://www.canon.jp/eos-m6

堀内カラー

「ＨＣＬフォトスペース神田」オープン
のご案内

　フォトイメージングセンターが新宿御苑から神田小
川町への移転に伴い、併設の「ＨＣＬフォトギャラリー
新宿御苑」を閉館し、新たに写真愛好家向けの写真展
示スペースとして「ＨＣＬフォトスペース神田」を4月
3日にオープンいたしました。
　「ＨＣＬフォトスペース神田」は、歴史と文化の香りが
高く、由緒ある文教地域に位置し、気軽に立ち寄れ写
真鑑賞を楽しめるスペースとなっております。展示壁
面長は約13ｍで、グレーの壁面クロスにスポット照明
を配した写真鑑賞に適した展示環境としております。
　何卒、倍旧のご支援を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。

●住所：〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-6-
14
●展示スペース：展示壁面長約13m、壁面高2.5m、広さ約
10m2
●使用料：1会期　 30,000円（消費税別）
ただし、弊社にて展示用プリントを新規製作の場合は 
15,000円（消費税別）
●募集時期：随時（提出作品を審査の上、展示期日を決定い
たします。）
［お問い合わせ先］
（株）堀内カラー フォトイメージングセンター営業課
担当：小川
TEL：03-3295-2191  FAX： 03-3295-0710

E-mail：miki_ogawa@horiuchi-color.co.jp

東京工芸大学

「ＣＯＬＯＲＳ」 
写大ギャラリー・コレクションより 
6 月 19 日（月）～ 8 月 6 日（日）

　19世紀に発明された写真は当初モノクロでした。し
かし、より見たままに写し撮りたいという人々の欲求か
ら、モノクロの写真を手作業で着色することに始まり、
20世紀半ばには実用的なカラー写真が発明され、デジ
タル化された今日では、カラー写真が当たり前になりま
した。

　本展は、東京工芸大学芸術学部写大ギャラリーが所
蔵する約1万点のオリジナルプリント・コレクション
の中から、カラー写真の歴史と表現の変遷を紐解きな
がら作品を選んで展示するものです。

　また本展は、＜「色」で明日を創る・未来を学ぶ・世
界を繋ぐKOUGEIカラーサイエンスアート＞という
研究テーマで、文部科学省の平成28年度私立大学研
究ブランディング事業の支援対象に東京工芸大学が
選定されたことに合わせて企画するものです。

※�私立大学研究ブランディング事業
全学的な独自色を大きく打ち出す研究に取り組む私立
大学等に対し、文部科学省が重点的に支援する事業。

（10:00～20:00開館　会期中無休・入場無料）
東京工芸大学　写大ギャラリー
担当：吉野・深尾
東京都中野区本町2-4-7 芸術情報館2F
TEL：03-3372-1321（代）
FAX：03-5388-7996
http://www.shadai.t-kougei.ac.jp

（各社からお送りいただいた原稿をそのまま掲載しました。構
成／伏見行介）

ラッセル・リー
FSAポートフォリオより「パイタウン、ニューメキシコ州」
1940 年



２年余のリニューアル工事で休館していた東京都写真
美術館で、2017 年から再び JPS 展を開催することになっ
た（会期 5 月 20 日～ 6 月 4 日）。新装の地下１階会場は真
っ白な壁面に囲まれ、照明も LED を多用した明るい会場
となり、写真が一段と美しく見えるようになった。

さて、2017JPS 展への関心は依然として高く、全国各地
から 1,772 人が一人平均 3.5 枚の作品を応募し、今年も総
数6,186枚にのぼった。2月4日（土）、審査員に野町和嘉氏、
三好和義氏、吉野信氏、菅原隆治氏（『CAPA』編集長）を迎
え、熊切圭介 JPS 会長が委員長となって、慎重に審議を交
えて受賞作を選考した。例年通り組写真に優れたものが多
く、単写真とモノクロ写真が極めて少なかったのは寂しか
った。デジタルになって明るい場所での自家プリントの楽
しさが浸透したためか、暗室や薬品などの品不足に加え異
臭と煩雑な処理工程が嫌われて、モノクロが衰退している
のは時代の変化でもあろう。

会場には一般応募作品（273 名の 465 枚）と会員作品（92
名、184 枚）にヤングアイ 10 校、10 点が会場狭しと展示
され、バラエティーに富んだ被写体と躍動感のある作品群
は目を奪う迫力で圧巻であった。初日の 20 日午後には表
彰式があることから、午前中から受賞者をはじめ、家族を
交えての来館者が会場を埋め尽くし、作品の前で記念写真
を撮ったり、お互いの作品評に談笑したりする姿が印象的
であった。午後のホールでの表彰式では、増田俊次さんの

「帰依」に文部科学大臣賞が、後藤芙美子さんの「不安」に東
京都知事賞が贈られ、以下受賞者一人ひとりに賞状と副賞
提供会社からの賞品が贈られた。18 歳以下部門には 101

第42回2017JPS 展開催
副会長　松本徳彦

名が応募され、最優秀賞には心象的イメージによる西端優
花さんの「Dreamer」が表彰された。ヤングアイの日本写真
家協会会長賞は東京綜合写真専門学校の青木大祐さんの

「自画曼荼羅」、奨励賞は学校法人呉学園日本写真芸術専
門学校の周遥さん、袁玥さんとの共作の「赤と黒」に贈っ
た。

東京展ののち、名古屋展は愛知県美術館で7月11日（火）
～ 17 日（月）、関西展は京都文化博物館で 9 月 26 日（火）
～ 30 日（土）それぞれ開催する。

応募者総数 1,772 名 6,186 枚
入賞・入選者数 273 名 465 枚
会員作品参加数 92 名 184 枚
ヤングアイ参加数 10 校 10 枚

東 京 展
東京都写真美術館／５月 20 日（土）～６月４日（日）

（B1F） 10：00 ～ 18：00（木 ･ 金は 20：00 まで）
 月曜休館（祝日の場合、翌平日休館）

共　催／東京都写真美術館　　後　援／文化庁、東京都
表彰式／５月 20 日（土）13：00 ～ 14：30
　　　　東京都写真美術館　１F ホール
講演会／５月 20 日（土）15：00 ～ 16：20
　　　　東京都写真美術館　１F ホール
　　　　テーマ：「審査員よもやまばなし」
　　　　講師：熊切圭介、野町和嘉、三好和義、吉野 信、菅原
　　　　隆治（『CAPA』編集長）
　　　　 定員：190 名（無料、当日 10 時より 1F ホール受付に

て講演会の整理券を配布）

名古屋展
愛知県美術館／７月 11 日（火）～７月 17 日（月） 

（ギャラリー H・I 室）　10：00 ～ 18：00
 （金曜日 20：00 閉館、最終日 17：00 閉館）
 月曜休館（祝日の場合、翌平日休館）

後　援／文化庁、愛知県、愛知県教育委員会、
　　　　名古屋市、名古屋市教育委員会
表彰式・講演会／７月 15 日（土）
　　　　愛知芸術文化センター 12 階アートスペース A
　　　　13：00 ～ 13：50　東海地区入選者紹介
　　　　14：00 ～ 15：30　講演会「世界 86 か国を旅した写真
　　　　家による旅と世界遺産秘話」
　　　　講師：三田崇博（JPS 会員）
　　　　定員：170 名（無料、申込不要、先着順）

公募作品審査風景 撮影：天神木健一郎
審査員（左から）、三好和義、野町和嘉、熊切圭介（審査員長）、吉野 
信の各氏と菅原隆治『CAPA』編集長
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関 西 展
京都文化博物館／９月 26 日（火）～９月 30 日（土）

（5F） 10：00 ～ 18：00（最終日 16:00 まで）
後　援／文化庁、京都府、京都府教育委員会、
　　　　京都市、京都市教育委員会
表彰式・講演会／９月 29 日（金） 
　　　　ウィングス京都（京都市男女共同参画センター） 

　　　　イベントホール
　　　　14：00 ～ 15：00　関西地区入選者紹介
　　　　15：15 ～ 16：45　講演会「女性写真のパイオニア
　　　　山沢栄子（1899 − 1995）“ 未来は未知数 ”」
　　　　講師：畑 祥雄
　　　　定員：280 名（無料、申込不要、先着順）

増田 俊次（福岡県）

「帰依」　カラー３枚組

西端 優花（大阪府）

「Dreamer」
カラー単写真

18歳以下部門

最優秀賞
賞状・楯・副賞

東京都
知事賞
賞状・楯・副賞
賞金 30 万円

文部科学
大臣賞
賞状・楯・副賞
賞金 50 万円

後藤 芙美子
（埼玉県）

「不安」

モノクロ2枚組



柴原　連（千葉県）

「漁に生きる」
カラー 5枚組

金賞
賞状・楯・副賞
賞金 15 万円

森本　巧（大阪府）

「絡み」
モノクロ 5枚組

銀賞
賞状・楯・副賞
賞金 10 万円

森本 一宏（高知県）

『でっ…でっかい !!』　カラー単写真

銀賞
賞状・楯・副賞
賞金 10 万円
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山下 徹志
（鹿児島県）

「繚乱」

カラー単写真

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

三好 紘一（埼玉県）

「視線」　カラー単写真

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

羽場 照雄（岡山県）

「城壁に舞う」　カラー単写真

銅賞
賞状・楯・副賞
賞金５万円

日本写真家協会
会長賞
賞状・楯・副賞

東京綜合写真
専門学校

写真芸術第二学科

タイトル
「自画曼荼羅」

青木 大祐

ヤングアイ
奨励賞
賞状・楯・副賞

学校法人呉学園
日本写真芸術専門学校
タイトル「赤と黒」
周 遥、袁 玥

【ヤングアイ部門】



Report

日本写真家協会創立 65 周年記念事業

「日本の海岸線をゆく─日本人と海の文化─」横浜展
ニュースパーク（日本新聞博物館）

4 月１日、日本写真家協会創立 65 周年記念事業「日
本の海岸線をゆく－日本人と海の文化」巡回展の掉尾
を飾る横浜展が開幕した。会場は横浜のニュースパー
ク（日本新聞博物館）2 階企画展示室。会期は 4 月 1 日
から 6 月 25 日までのほぼ 3 カ月の長期間である。

会場の新聞博物館は昨夏に、開館 (2000 年 ) 以来初め
てのリニューアルを終え、企画展示室含め以前とは大
きな変更があった。企画展示室は、その 1/4 が常設展示
で占有されており、また、以前は展示スペースとしても
使用が可能だった展示室前のロビーも使えなくなっ
た。その制約から、全 197 点の内、十数点を割愛せざる
を得なかったが、出展作家 123 名全員の作品が展示さ
れるよう構成した。そういった理由から、決して広い会
場、スペースではないが、意外に見易く、大きなプリン
トは迫力を増すなど、想像以上に鑑賞し易い展示空間
となった。

開幕初日は生憎の雨。花冷えの一日となったが、少な
いながらも客足は途切れず、11 時と 14 時の 2 回、フロ
アレクチャーも行った。東京、京都でも好評であったフ

ロアレクチャーは、以下の日程で開催した。4 月 1 日、
15 日、29 日、5 月 13 日、20 日、6 月 3 日、17 日、各日とも
土曜、11 時と 14 時の 2 回。

日時：2017年 4月 1日 ( 土 ) ～ 6月 25日 ( 日 )
会場：ニュースパーク（日本新聞博物館）
主催：公益社団法人日本写真家協会／ニュースパーク
　　　（日本新聞博物館）／読売新聞社
後援：国土交通省
特別協 賛：富士フイルム／ニコン／ニコンイメージン

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

芸社／フレームマン／堀内カラー／キタムラ／
学研プラス『CAPA』編集部／日本写真家協会賛
助会員各社

（記／実行委員長�島田�聡、撮影／島田�聡、小池良幸、
熊切大輔）

横浜展会場風景　フロアレクチャー

横浜展会場風景　開幕初日の会場入り口

横浜展会場風景　家族連れの来場者も多い

横浜展会場風景　休日の会場にて
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KYOTOGRAPHIE 
　～京都の街が写真で染まる 1 カ月～

4 月 15 日（土）～ 5 月 14 日（日）まで、「LOVE」をテ
ーマに京都の 16 会場で開催された京都国際写真祭

「KYOTOGRAPHIE」。これからの活躍が期待される写
真家やキュレーターの発掘と支援を目的に行われるサ
テライトイベント KG ＋をはじめ、ライブパフォーマン
スやトークイベントなど、会期中には数多くの関連イベ

東京カメラ部 2017 写真展 
　～ 1200 点を超える作品が渋谷に集結～

4 月 28 日（金）～ 5 月 6 日（土）、「人生を変えた 1 枚。
人生を変える１枚。」をテーマに東京カメラ部 2017 写
真展が、東京・渋谷の渋谷ヒカリエで開催された。約
1,200 作品が展示される大規模な写真展だ。

東京カメラ部とは、ファン総数が 40 万人を超える日
本最大級審査制写真投稿サイト。Facebook を利用し
て、2012 年 に
サービスをスタ
ートし、現在の
閲覧ユーザー数
は 200 万人 / 月
を超えると言わ
れる。作品掲載
の 仕 組 み は、
Facebook ペ ー

京都で開催された京都国際写真祭「KYOTOGRAPHIE」と東京・渋谷で開催された「東京カメラ部2017写真展」の
2つのフォトイベントを紹介する。

ントが行われ、国内外から多くの参加者、観覧者が集う
国際的なフォトフェスティバルの一つとなっている。

メイン会場は元商業施設だった新風館。展示会場は
ギャラリーにとどまらず京都文化博物館、二条城、両足
院（建仁寺内）など。KG ＋も喫茶店や旧小学校校舎、染
め物工場をリノベーションした京都場など、京都の街
に溶け込んだ展示が特徴となっている。今春オープン
した京都写真美術館も KG ＋の 1 会場になっていた。

ジの参加者が作品をアップロードして審査に通れば、
東京カメラ部の Facebook のウォールに作品がアップ
され、世界中から閲覧が可能になるというもの。年に一
度開催される写真展は、普段会うことのない東京カメ
ラ部のファン同士の交流会的な意味合いもある。

渋谷ヒカリエでの開催が 4 回目となる今年は、2016
年にアップされた約 190 万点の作品の中から東京カメ
ラ部とその分室の人たち（約 4.5 億人）によって選ばれ
た「10 選 2016」、加えて 2012 ～ 2015 年の 10 選メンバ
ーの 10 選 5 世代によるもの。さらに、アサヒカメラ×東
京カメラ部共催「日本の 47 枚」写真コンテスト作品、東
京カメラ部 2017 写真コンテスト Instagram 部門の作
品なども展示されたほか、サポート企業のコーナーも。
また会場にはステージが設けられ、会期中にはゲスト
やサポート企業等によるトークショーが連日開催され、
賑わいを見せていた。
� （記・撮影／出版広報委員：柴田�誠）

LOVE にまつわる T シャツが壁面を飾る

帯問屋の誉田屋源兵衛も会場の一つ

東京カメラ部の会場の様子

イベント内容を紹介する元・新風館の壁面

KYOTOGRAPHIE と KG+ のリーフレット

染め物工場をイノベーションした京都場

京都らしい趣きの京都写真美術館

ゴールデンウィークに開催された
注目のフォトイベントレポート
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■国産御三家の充実ラインナップ
サードパーティー製交換レンズで身近な存在と言え

ば、交換レンズ御三家のシグマ、タムロン、トキナー。
従来は純正レンズと似通ったスペックのモデルを多

く見かけたが、近年は各社各様に独自路線の製品ライ
ンナップも展開。たとえばトキナーは F 値の明るい大
口径広角ズームレンズを得意として、APS 専用モデル
ながら開放 F 値 F2 の AT-X14-20 ミリ F2�PRO�DX を
用意。マニュアルフォーカス専用のミラーレス向け
FiRIN�20 ミリ F2�FE�MF も投入するなど、着実な切り
口で歩んでいる。

タムロンはマクロレンズのボケ味と高倍率ズームレ
ンズは定評あるところだが、一眼レフ用の SP15-30 ミリ
F2.8�Di�VC�USD では、大口径超広角ズームに手ぶれ補
正内蔵で純正に見られないスペックで攻めている。手
頃な単焦点レンズをはじめ、ラインナップの大半で手
ぶれ補正内蔵を充実させている点にも注目したい。外
装デザインのリニューアル時期で、新旧デザインが混
在するが着々とモデルチェンジが進められている。

自社でカメラも用意して、レンズメーカーで括るのを
憚れるのがシグマだ。ラインナップの充実度は高く、メ
ーカーの顔とも言える高級製品を主軸に列挙。性格別

サードパーティー製交換レンズを楽しむ !!

近ごろ、非純正交換レンズ、いわゆるサードパーティー製交換レンズの元気がいい。サードパーティー製交換レン
ズと言えば、シグマ、タムロン、トキナーが有名だが、最近では高級レンズブランド、ツァイスやメキメキと力をつけ
てきた韓国・サムヤン、中国・ラオワなどの参入で百花繚乱。
さらにミラーレスカメラ登場以降はマウント変換アダプタを介して、異種レンズを楽しむ、ホビー需要も増加。シ
リーズ豊富なコシナ・フォクトレンダーなども人気が高い。サードパーティー製は安かろう悪かろうと酷評された
時代もあったが、それも昔。今どきの交換レンズ事情を見ていこう。

にアート、コンテンポラリー、スポーツと分けられてい
るのもわかりやすい。全体数からすればミラーレス専
用レンズは少ないが、ソニーより技術開示を受けて自
社マウント、自社製キヤノンマウントよりソニーミラー
レス用へのコンバーター、MC-11 も用意する。

■欧州老舗ブランドのプレミアムレンズ
御三家を横目に孤高の高級路線を歩むのはツァイス

だ。
ツァイスと言えば、その昔はコンタックス。最近では

ソニー純正を思い浮かべるが、オリジナルブランドで
も一眼レフ、ミラーレス、レンジファインダー向けの交
換レンズを用意。性能最優先、単焦点のみの製品群は得
てして大きく重たいが、それに見合う描写のプレミア
ムレンズを多数用意して、目を楽しませてくれる。

■アジアの振興ブランドにも注目
アジアのレンズメーカーも年々力をつけて、日本市

場を賑わせつつある。
なかでもサムヤンは韓国の雄。当初はホビーレンズ

の印象が強かったが、今では大口径レンズを主軸にミ
ラーレス用の AF レンズやシフトレンズもラインナッ
プ。現状は広角域が主だが、シネレンズや OEM 供給も

タムロン SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD。超広角ズームレンズ
に手ぶれ補正を内蔵。

トキナー AT-X14-20 F2 PRO DX。APS-C サイズ用の超広角ズ
ームに F2 の開放 F 値が光る。
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Digital Topics

行い、着々と力を付けてきた目の離せないメーカーだ。
中国発祥のラオワは 2013 年設立の新進気鋭。特殊レ

ンズを内蔵してボケに特化した製品や 2 倍マクロなど
ユニークなモノづくりが特長。直近でもイメージサーク
ルを拡大してフルサイズ用レンズを富士フイルムの中
判カメラに取り付けられるコンバーターも発表。まだレ
ンズの種類は少ないが今後の展開が楽しみでもある。

■純正レンズとの違いを認識して楽しむ
私たちのような業務ユーザーは、サードパーティー

製レンズが安心して使えるかも気になるところ。JPEG
撮影時はカメラ内でレンズの歪曲や周辺光量などの収
差補正を行い、画質アップさせる機能が大半のカメラ
に採用されている。純正であればボディとレンズの情
報共有は容易だが、サードパーティー製レンズで対応
できるのはまだ少数。そのため現像ソフト会社に詳細
なレンズデータを預けて、RAW 現像時に補正可能に
しているのが現状だ。著しいウィークポイントでないと
思うが、使用カメラでも対応は変わるため、購入時には

確認したい。
また防塵防滴構造も簡易タイプを含めて高級製品で

は増えつつある。修理費用も一部メーカーでは JPS 会
員を優遇している。

■デジタル化で新しいレンズの流れも出来た
デジタル化以降、特にミラーレス機ではオリンパス

とパナソニックの関係性のように共通の電子マウント
を利用して、賛同するレンズメーカーなどを巻き込ん
で拡大を図る動きもあり、昔のようによそ者を取り付け
る関係でなくなった。

従来からある他のマウントでも、レンズファームアッ
プや個体のピント微調整などを自身で調整できるキッ
トも用意されてハンデも薄れ、取り巻く環境は大きく変
わりつつある。

純正レンズの良さももちろんあるが、最新のサード
パーティー製レンズをいま一度見直して、楽しんでみ
てはいかがだろうか。
� （記／出版広報委員：桃井一至）

ツァイスのフルサイズミラーレス、AF 用の Batis シリーズ。同
MF 用、Loxia。APS-C で AF 用 Touit も揃える。

シグマレンズは現在 47 種類用意されるが、マウント別まで含め
るとその数は膨大な数になる。

マイクロフォーサーズでは専用サイトを用意。賛同メーカーよ
り、垣根を越えた情報が入手できる。

サムヤン AF50mm F1.4 FE  ソニー E マウントで他に 14 ミリ
F2.8 を用意。共に AF 対応。
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General Meeting

日時：平成 29 年 5月26日（金）午後1時 30 分～ 3時
場所：東京都写真美術館1Fホール
総正会員数：1,561名（定足数 782 名）
出席正会員数：�940（内訳：本人出席119 名、代理委任 2 名、議決権行使書 819

名）
開会に先立ち、平成28 年度の名誉会員と正会員物故者氏名が読上げられ黙

祷と冥福を祈った。続いて29 年度の新入会員29 名と出席の名誉会員、会員外
理事、正会員理事、監事の方々を紹介した。

熊切会長より「協会は今年、創立 67 年目で公益社団法人 7 年目の総会開催と
なった。職能団体として今後も事業活動等の一層の発展に尽くす」と挨拶があ
り、定款により議長を熊切会長が務め、出席が報告され審議に入った。
【議決事項】第1号議案：「平成28年度事業報告及び決算承認の件」について、
松本副会長が JPS 展はじめ公益事業を総括的に説明した。続いて山口専務理
事が貸借対照表と正味財産増減計算書をもとに「平成 28 年度決算報告」を「当
期の経常収益計は147,679,982円、経常費用計は150,200,542円で、当期は収支
差額が 2,520,560円の赤字となった。その主な要因は、収入において当期は会員
名簿の発行がないため、その広告収入がなく前年度比が約255 万円の減となっ
たことと、支出において『日本の海岸線をゆく』展で京都展とトンガ展が行われ
たことによる。当期は最終的に約252 万円の赤字だが、毎年、周年事業のために
一定額の積立をしており、今年度はそちらから相当額を取り崩して充当するこ
とが出来た」と説明
した。監査を代表
して公認会計士の
栗原安夫監事が

「会計帳簿、関係書
類を点検し、財務
諸表が正しく記載
されていること、ま
た、理事の職務執行に不正や法令違反はありません」と監査報告をした。質問・
意見は無く、賛成絶対多数で可決承認された。

第 2 号議案：「役員任期満了に伴う改選の件」について、山口専務理事より「当
法人の理事及び監事の全員が平成 29 年５月26日の定時会員総会終結時をも
って任期満了するので、その後任者を選任する必要がある」旨を述べ、原案をも
とに「正会員理事は『理事選挙候補者名簿』から５名を選んで投票し、11名と補
欠２名を理事会に報告。これに『理事会推薦の正会員２名の理事候補者と会員
外理事７名』を合わせた『理事候補者 20 名＋補欠２名』と『監事候補者３名＋補
欠１名』を理事会で審議、承認し、本日の総会にて選任を行う」と説明した。質問・
意見は無く、理事候補者、監事、補欠について定款第18 条３により候補毎に選
任を諮り、全候補とも賛成絶対多数で可決承認された。任期満了で理事を退任
された会員外理事の加茂川幸夫氏と正会員理事伊丸岡秀蔵、川畑秀樹、熊谷
正、柴田明蘭の各氏に在任中のご尽力に対し熊切会長が謝辞を述べた。

第 3 号議案：「名誉会員推挙承認の件」について、山口専務理事より「定款」第
７条（３）及び「細則」９条により白川義員正会員と竹内敏信正会員を名誉会員に
推挙する旨の説明があった。質問・意見は無く、承認を諮り賛成絶対多数で可
決承認された。
【報告事項】報告事項 1：初めに議長より「定款 34 条により、平成29 年度の事

業計画書、予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を理事
会で承認し、3月29日に内閣府へ提出した」と報告があった。「平成29 年度事
業計画書」について、松本副会長より「今年度の新規事業として第1回『笹本恒
子写真賞』の受賞者が宇井眞紀子さんに決定し、6月に東京都写真美術館で受
賞発表を、12月にアルカディア市ヶ谷で授賞式とシリウスで写真展を開催する。
このほか「日本の海岸線をゆく」展の横浜開催、JPS 展の巡回などの例年事業
を行う予定である」と報告された。

報告事項 2：「平成29 年度予算書」について、山口専務理事より正味財産増

減計算書ベースによる「収支予算書」を基に「平成 29 年度の経常予算は収入、
支出ともに150,040,000円とし、今年度はさらに、経費の削減と省力化を進めて
いく」と報告があった。

報告事項 3：「第 42回「日本写真家協会賞」について、松本副会長が「日経ナ
ショナルジオグラフィック社に贈ることを理事会で承認した」と報告した。表彰
理由：1995 年 4月『ナショナルジオグラフィック日本版』を創刊し、2012 年から

「日経ナショナルジオグラフィック写真賞」を設け、国際的に活躍できる新進の
ドキュメンタリー写真家を発掘し表彰してきたことに対して。

報告事項 4：「公益社団法人日本写真家協会細則」一部変更について、山口専
務理事より「細則において選挙の字句等について修正をした。「公示、選出投票」
を「公示、選挙投票」に、第 22 条で「理事選出管理委員会」を「理事選挙管理委員
会」に、「選出投票」を「投票」に修正した。

報告事項 5：第1回「笹本恒子写真賞」について松本副会長より「第1回受賞
者は宇井眞紀子さんに決定した」と報告があった。受賞理由：20 年以上にわた
りアイヌの人たちの環境と生活ぶりを撮り続けたドキュメンタリー作家として
の姿勢を評価し、日本の先住民族のアイデンティティーを掘り下げた作品に対
して。

報告事項 6：「会費滞納による正会員資格の喪失」について、足立理事から「理
事会は平成 27 年度会費未納者 13 名を正会員資格の喪失者として承認した。
当総会終了後、手続きを行う」と報告した。

以上の報告の後、永嶋サトシ正会員から「報告事項４で、「細則22 条４項の修
正後では、理事候補者の総会での承認、議決はなくなることについて詳しく説
明していただきたかった」との意見があり、山口専務理事が「細則22 条５項に総
会で承認を得られた理事候補者を、理事として選任したものとする。となってい
るので、総会で承認、議決することは今まで通りと変わらない」と説明した。

最後に総会出席の賛助会員13 社 22 名の紹介があり、総会の幕を閉じた。
懇親会は恵比寿ガーデンカフェで小川泰祐理事により進められ、熊切会長の

挨拶のあと、キヤノンマーケティングジャパン（株）の中村真一部長の乾杯で宴
がスタートした。途中で賛助会員によるアピール、新入会員の自己紹介、最後に
新任の野町和嘉副会長の締めの挨拶で和やかに散会した。
� （記 / 書記・小野吉彦、撮影 / 桃井一至）

平成 29 年度公益社団法人日本写真家協会役員
代表理事　　　会長：熊切圭介
業務執行理事　副会長：松本徳彦（事業、教育推進、保存センター）
業務執行理事　副会長：野町和嘉（新任、事業、著作権）
業務執行理事　専務：山口勝廣（総務、財務）
業務執行理事　常務：田沼武能（会長補佐、保存センター）
業務執行理事　常務：小川泰祐（就任、総務）
業務執行理事　常務：加藤雅昭（著作権、ホームページ）
業務執行理事　常務：島田　聡（企画）
業務執行理事　常務：和田直樹（国際交流）
業務執行理事　常務：足立　寛（写真展事業）
　　　　　理事：小池良幸（就任、出版広報）
　　　　　理事：桑原史成（出版広報）
　　　　　理事：髙村　達（新任、総務）
　　　　　理事：足立直樹（凸版理事（株）代表取締役会長）
　　　　　理事：�神代　浩（新任、（独）国立美術館東京国立近代美術館館長）
　　　　　理事：佐々木統（キヤノンマーケティングジャパン（株）顧問）
　　　　　理事：西岡隆男（前（株）ニコンイメージングジャパン社長）
　　　　　理事：西村陽一（朝日新聞新聞社常務取締役編集担当）
　　　　　理事：宗雪雅幸（（公社）日本写真協会会長）
　　　　　理事：森山眞弓（（一財）日本カメラ財団理事長）

（理事任期２年間：平成31年 5月の総会終結時迄）
　　　　　監事：栗原安夫（公認会計士）
　　　　　監事：北村行夫（弁護士）
　　　　　監事：水谷章人（正会員）

（監事任期４年間：平成33 年 5月の総会終結時迄）

平成29年度（第18回）
公益社団法人日本写真家協会定時会員総会報告
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ター諮問調査委員の丸川雄三氏（国立民族学博物館先端人類科学
研究部准教授）より、国立民族学博物館（民博）の所蔵資料の情報化
に取り組み、標本資料目録データベースを公開することで、保存資
料の利活用を積極的に行っている現状について報告された。

5：「保存に適した包材のデモンストレーション」　㈱コスモスイ
ンターナショナル、㈱資料保存器材、㈱ TTトレーディング（旧社
名特種紙商事㈱）、PGI、ラーソン･ジュール･ニッポン㈱　※50
音順

講演の後、会場内にセットされた資料保存関係各社のブースで
は、参加者各自が包材�（保存容器）の展示や実物を手にして質問、
担当者との活発なやり取りが見られた。参加者の多くが美術館・
博物館の職員・担当者であり、遠い地方からの参加もありというこ
と、で写真原板保存と利活用に対する関心の高さが伺われるセミ
ナーであった。� （記／小池良幸、撮影／和田直樹）

◆平成 28 年度第３回技術研究会報告◆
「ドローンの世界（初級編）」
～機材、撮影、法律の基本～

平成 29 年 3 月 25 日（土）
JCII ビル 6F 会議室　参加者 80 名

今回は３部構成となっており、第１部では茂手木秀行会員がド
ローン撮影の機材選び、撮影経験談、ライセンス取得から基本的な
法律ルールについて、初心者にもわかりやすく語った。茂手木会員
は、ドローンを「ドリー」「エレベーター」であると喝破。ドローンの
できる基礎的な動きは、ドリー=直進、エレベーター=上昇であり、
空中ではあるものの、３次元移動はカメラマンにとって決して馴染
みのないカメラワークではないと説明。写真家目線での説明は、受
講者である写真家にとって大変わかりやすいものであった。

第２部ではドローン空撮経験が豊富な airvision の横濱和彦氏
がドローンを取り巻く規制と、それに沿ったワークフローについて
解説。通常の静止画撮影と同様、空撮の仕事とは関係各所への申請
が重要であり、さらに通常の撮影にない航空法などにも配慮する
必要がある。中でも国土交通省に申請する航空法では、操縦者自ら
が申請し、その操縦者の知識や経験を証明するものを要する。飛行
ログの提出などで対処できるが、最近発足した無人航空機操縦技
能証明書「JUIDA」
も証明書類として使
用可能と説明した。
現在、国土交通省が
認めた民間の教育
機関が立ち上がって
おり、そこで教育を
受けることで審査を
簡略化できるなどの措置が取られている。JUIDAもそうした教育
機関で取得できる。

第３部では実際にドローンを室内で飛ばしてデモフライトを行
い、操作性、音の大きさ、実物の大きさ、操作パネルの液晶モニター
など見学してもらった。

最後に主な法律をまとめてみた。

◆ Page2017 オープンイベント・セミナー報告◆
「時代を記録した写真原板に光を！」

―眠っていた写真原板を目覚めさせ、活用しよう―
平成 29 年２月８日（水）

池袋サンシャイン文化会館７階 710 号室　参加者 122 名

セミナーは４名の講師によるプレゼンテーションの形で行われ、
質疑応答を経て、最後に資料保存関係各社のブースで参加者自身
が、包材（保存容器）の展示を見ながら説明を受けるという進行で
行われた。

1：「日本写真保存センターの役割」について、松本徳彦副会長よ
り　「写真原板はその情報を蓄えた原資ともいえるものです。この
情報素材を後世に残すために、日本写真保存センターは『写真原
板』の発掘調査と収
集を図っています。」
と述べ、写真原板保
存の必要性、重要性
を訴えた。

また、「ビネガーシ
ンドローム」に対す
る対策や「収集と初
期調査」の実際や情報記録の蓄積、「データベース化」による利活用
の推進等、現在までの取り組みについて総括的な説明がなされた。

2：「写真原板の適切な保存」について、中川裕美日本写真保存セ
ンター調査員より説明。写真原板保存の意義を認められ 2007 年か
ら文化庁の委嘱事業として行われている調査･研究の状況につい
て報告された。中でも、写真フィルムの劣化で、画像が溶解してし
まうビネガーシンドロームは大きな問題だ。また、保存した写真原
板を有効活用するためのデータベースを作成し、物理的な保存と
情報整理をあわせたアーカイブ化を行っていることが説明され
た。

3：「写真原板のデータベース」について、河原健一郎日本写真保
存センター調査員より「写真原板の利活用のためには、原板の電子
化と共に、写真原板周辺に存在するメタデータの取得が非常に重
要だ。写真原板の調査研究をスムーズに行い、さらに写真原板その
ものを長期間保存するためには、原板の画像と共に、メタデータを
検索可能な形で情報化することが不可欠。」として、以下の情報を
挙げ説明した。
「写真原板の利活用に必要であると考えられる基本メタデータ

１【誰が】撮影者名�生没年�出生地�略歴、２【いつ】撮影年�月�日、３
【どこで】撮影場所、４【何を】被写体、５【どのように】雑誌や写真集
等、イメージが使用された媒体に関する情報、「センターでは、これ
らの情報を、『写真家』『ホルダー』『コマ』の三つのレベルに分けて
入力・管理している。また、研究者や専門家の方向けに、コンタクト
画像の公開も限定的に行っている。」と、写真原板にふさわしい独
自のデータベース構築を進めていることが紹介された。

4：「写真原板データベースの価値」について、日本写真保存セン

セミナー研究会レポート
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①航空法（国土交通省）→人口集中地区の上空、空港などの周辺、
150m以上の高さの空域を飛行禁止区域とする。2017年１月からは
高速道路（自動車専用道路）、鉄道付近も対象に。夜間、目視外、人・
人工物・乗り物などから30m 未満、イベント上空、危険物輸送、物
件投下についても制限がある。②無人航空機等飛行禁止法（警察
庁）→国の重要施設とその周辺 300m の範囲を飛行禁止とするも
の。国会議事堂、皇居、首相官邸、最高裁判所など。海外から要人が
来日した際にのみ規制される場所もある。③電波法（総務省）→使
用する電波の周波数と出力を規制。④道路交通法（警察署）→道路
の占有に関する届け出。⑤民法（所有者、管理者）→地権者の上空権
が関わってくるもの。⑥迷惑防止条例（個人、法人）→プライバシー
の侵害や個人情報保護の観点から。

⑦廃棄物処理法（環境省、都道府県市町村）→海や山などにドロ
ーンが墜落すると、不法投棄に当たる。回収が難しい場合は、ただ
ちに所轄に届けること。⑧港湾、河川法（国土交通省、港湾局など）
→河川敷など公共地域。国交省と港湾局で対応が異なるので注意。

以上、短時間ではあったが受講者にとって実り多いセミナーで
あったことは間違いない。� （記／山口規子、撮影／中村武弘）

◆第１回国際交流セミナー（交流会）報告◆
オーストリアの写真家 ヘルマン・H・カポア氏

写真展「サウンド ･ オブ ･ ミュージック」
平成 29 年４月 20 日（木）

オーストリア大使館内、オーストリア文化フォーラム東京

2017 年 4 月 20日から 27日まで、オーストリア文化フォーラム
東京（東京都港区元麻布1-1-20）に於いて、同国の写真家ヘルマン
･H・カポア氏の写真展「サウンド･オブ･ミュージック」が開催さ
れた。

会場には、オーストリアの民族衣装を着た若い女性が、ウィーン
各地の観光名所でピースサインなどお決まりのポーズをとった写
真 18 点が展示された。

被写体の半数は中国人、その他はヨーロッパ各地からの女性で、
身につけた民族衣装 “ディアンドル ”は伝統スタイルの他、ミニ丈
のスカートなど現代風アレンジも見られた。背景となっているのは
シェーンブルン宮殿、シュテファン大聖堂、フォルクス庭園など、い
ずれもおのぼりさん観光客の定番と言える観光名所だ。

カポア氏は1948 年ウィーン生まれ。1981 年からフリーランス写
真家として活動し、社会的なテーマを扱う作品を多く発表してい
る。彼は若い頃から
東京の女性をペンフ
レンドとして文通を
重ね、日本への好感
と日本文化にも強い
興味を持った。初来
日 は 1972 年、2009
年には日本を再発見
したという。その後も来日を重ね、現在では東京に馴染みの料理店
や書店もあるそうだ。

カポア氏にとって ｢旅｣ も人生のテーマの一つ。旅先で彼は他の

旅行者の行動に着目し、観察した。人は旅をするとき、なぜ風景や
街を撮影するだけで満足できないのか？自分がそこにいた証拠を
自分が写った写真で残す人が多いのはなぜか？しかも、そこでポ
ーズをとってしまうのはなぜか？この問題意識から、彼は故郷ウィ
ーンの観光名所を背景に、旅先で見た観光客の振る舞いを再現し、
その心理をアイロニカルに表現したという。

写真展のタイトル「サウンド･オブ･ミュージック」は、オースト
リアの古都ザルツブルクが舞台となったミュージカル映画で、1965
年に公開された。ザルツブルクはモーツァルトの生家や世界で屈
指の音楽祭で知られ、クラシック音楽ファンの聖地と言われていた
が、同映画の大ヒットで世界から観光客が押し寄せ、ロケ地での記
念撮影が流行した。カポア氏はこの現象になぞらえて、写真展のタ
イトルにしたとのことだ。� （記／高嶋ちぐさ、撮影／小池良幸）

◆第 42 回 2017JPS 展 東京展イベント報告◆
小学生４年生から６年生を対象とした

「ワクワク・ドキドキ写真教室」
平成 29 年５月 21 日（日）

東京都写真美術館内 1F スタジオ、恵比寿ガーデンプレイス
参加者 20 組 40 名

当日は、絶好の撮影日和とも言える大変良い天候に恵まれ、参加
した大勢の子ども達も、いち早く外で写真を撮りたいという、はや
る気持ちを抑えつつ笑顔でいっぱいだった。

委員から使用するコンパクトデジタルカメラの使い方、基本的
な構え方、構図の取り方、撮影時のマナー、撮影場所の注意事項
等々のレクチャーの
後、子ども達と保護
者の面々は、待ちわ
びたようにカメラを
持って笑顔でガーデ
ンプレイスの広場へ
飛び出していった。
途中、委員会の各委
員が適時撮影している子ども達にアドバイスを送り、自由な発想
で色々な写真を楽しそうに撮っている姿が、良い作品を見せてく
れる予感となった。昼食後、13 時からスタジオにもどり、いよいよ
撮ってきた写真のセレクト作業を開始した。子ども達も保護者にと
ってもやはりセレクトは大変な作業であり、どれを選べば良いか大
いに悩みながら、お気に入りの写真の番号をメモにとっているとき
の真剣な眼差しは、大変刺激的なものとなった。

それぞれが選んだベストショットの A4プリントを発表し、講評
会を行った。各委員が一人 1点ずつ順番に、子ども達の豊かな感性
をたたえながら様々な個性あふれる講評を行っていった。

光や影を十分に生かしたプロの写真家も唸るようなすばらしい
写真、男の子の鉄道に特化した作品や、両親の愛情をいっぱいに表
現した写真、女の子は、現地でのきれいな花を様々な角度から切り
取ったものや色彩に焦点を当てたものなど、沢山の力作を見せて
もらうことができた。� （記／永嶋サトシ、写真／鷹羽金蔵）
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◆田中　博（2007 年入会）
写真展「東京トンボ日記」を今年 3 月に

東京・アイデムフォトギャラリー「シリウ
ス」、5 月に熊本・アートギャラリージャッ
ドで開催。図録を制作しました。

日本は約 200 種類のトンボが生息する
トンボ大国。「夕焼け小焼けの赤とんぼ…」

「とんぼのめがねは水色めがね…」と童謡
に唄われるように、我々日本人にとってト
ンボは身近な昆虫のひとつです。少年時
代、私がもっとも熱中していたのはトンボ。
カブトムシやクワガタよりトンボ、蝶より
ト ン ボ
でした。
大 人 に
なって、
網 を カ
メ ラ に
代えて、
昆虫少年の目に映った美しいトンボの姿
を写真で表現したいと思っています。「東
京ではトンボを見なくなりましたね」とよ
く言われますが、東京都内でもトンボをた
くさん見ることができます。近年は冬を除
いて、日記を書くように、東京に棲むトンボ
の生きる姿を追いかけて撮影しています。
� （東京都練馬区在住）

◆吉野雄輔（2001 年入会）
2011 年から通い６年目、2017 年の今年、

山口県青海島の海を舞台に１冊の本がで
きる。福音館書店・月刊誌『たくさんのふ
しぎ』10 月号「海のかたち」（仮題）である。
長い時には、そこに３ヶ月余り滞在するこ
ともあり、トータルで、１年余りいたことに
なる。海の撮影は、天気、海況、いきものに
左右され、三拍子揃わないと撮影ができな
いのである。湧昇流という深海から水面に
向かう海流と強い南風が吹くと、深海艇を
使わないと見られない生物が水深数メー
トルの水面下で見れる。30 数年外国・日
本とあちこち潜ってきて、この地で、新た
な未知のいきものに出会ったような気が
した。これからまた青海島の撮影に出かけ
る。今年はどんないきものに出会えるか、
ワクワクドキドキしている。
� （東京都世田谷区在住）

◆小橋健一（1979 年入会）
我が家の自慢！

本年 2017 年ＪＰＳ展一般公募の 18 歳
以下で孫の桜介（10 歳）が２度目の入選を
果たした。前回は 2012 年に５歳で初入選。
こうなると18 歳以下のチャレンジは後８
年の期間がある。孫にがんばって貰い 18
歳以下３回という偉業を !?　と期待して
いるところです。被写体は前回も今回も身
近にいるおばあちゃんだ。いずれもスナッ
プで素早いフットワークで撮ったようだ。
３回目もおばあちゃんかな ?　それとも従

Message Board
弟の腕白涼太かな。（東京都江戸川区在住）

◆山本昌男（2001 年入会）
新作品集 ”Tori” がアメリカの Radius�

Booksより刊行され、話題のGINZA�SIX
にて４月～６月に「山本昌男特集」が開催
された。絶版本からの作品集のみならず、
オ リ ジ
ナ ル プ
リントも
展 示 販
売 さ れ
た。新作
品 集 は
引 き 続
き蔦屋にて販売中。�（山梨県北杜市在住）

◆栗田貞多男（1980 年入会）
長野県北部は北アルプス後立山連峰を

始め、信越五岳やその裾野に展開する高
原・山麓景観などに恵まれ、特有の動植物
も数多く見られます。

その春の代表格が「春の女神」と呼ばれ
るギフチョウ、そして「春の舞姫」ヒメギフ
チョウ。カタクリやスミレ・サクラなどを
訪れるそのシーンは、まさしく春の訪れそ
のもの。

特に白馬山麓は、全国でもごくわずかの
両種混生地。私はたまたま、その混生地ま
で長野市の自宅
からマイカー 1
時間足らず。約 8
年間、延べ 200日
余りを通いつめ、
ようやく混生の
実態もほぼ解明
したので、2016年
4 月、『ギフチョウ
の里』として出版
しました。� （長野県長野市在住）

◆西村　豊（1991 年入会）
ここ６年間、ニホンリスを集中的に撮影

してきました。それまでは、山で偶然出会
えれば撮影する程度の脇役でしたが、母リ
スと子リス４匹の家族に出会ってから、毎
日森へ通うようになり年間 230日くらい撮
影をしています。そんな中で驚く事が何回
か有りました。子リスをくわえての引っ越
し、堅
いクル
ミを見
事に二
つに割
り、大
雪が降
る前に
食べ物をいつもより多めに枝や木の隙間
に隠す、個体によっての性格の違いなど図
鑑からでは知り得ない事を見せてもらえ

ました。
私の知人の脳科学者が、リスはこんなに

表情が有るとは思わなかった。見るだけ
で、脳が活発に動きますね。と言っていま
した。� （長野県富士見町在住）

◆野口　毅（2016 年入会）
lighthouseⅤ�明治期の保存灯台

野口毅写真展
富士フイルムフォトサロン東京
2017 年 7 月 7日（金）～�7 月13日（木）
2005 年に、何気なく撮影した北海道で

の灯台の写真から始まった。特に強い思い
入れが有る訳でも無く作品としての対象
でも無かったので、ここまで続けるとは思
っていなかった。ただただ感情の赴くまま
に美しいと思い、孤高のイメージに憧れ撮
影をしていた灯台
だった。気がつけ
ば明治期灯台の存
在を知り、当時国
家事業となってい
く灯台建設の歴史
的背景や重要性、
技術やその灯台で
の生活、更に立地
の特異性など興味
深い事が数多くあ
り深入りする事と
なる。灯台にとっ
ての心臓部は光
だ。その光を増幅させる巨大なフレネルレ
ンズの存在は驚愕であった。

4×5カメラのピントグラスに重なって
いる下敷きの様なレンズと思っていた私
にとって、イメージを根底から覆される巨
大なフレネルレンズの存在は心おどる存
在となる。

日の出前や日没後のフレネルレンズか
ら発せられる光は本当に美しい。その光り
輝くレンズと、そこから発せられる光芒は
見ているだけで感動に値する。今回は、そ
んな灯台の「明治期灯台」だけを展示する。
明治から現在まで 100 年以上の長きに渡
り、その目的のままその場所で現役であり
続ける灯台に敬意を表して。
� （東京都新宿区在住）

◆伊藤勝敏（1983 年入会）
伊藤勝敏「素顔の海」

海中写真展・トークショーのお知らせ
伊東市の池田 20 世紀美術館で 6 月 29

日（木）～10 月10日（火）まで。
「海中彩色劇場」や「廃物だってマイホー

ム」や「砂底の忍法」など 100 点余りの作品
で構成する写真展です。
◎トークショー　7 月22日午後 1時 30 分
～ 2 時 30 分まで。

海の生命体は、すべて海の自然が造り上
げた見事な芸術品のようで、体一つで厳し
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い自然環境を生
きぬいてきたそ
の力強さは、神々
しい。地球誕生以
来、真っ先に命を
授かったのでは
ないかと思える
ほど、不思議な造
形と彩色に被わ
れている。海中は
地上からは伺い知ることのできない感動
と謎の世界。姿・形が違っても命の価値は
同じだと気付く。彼らと私たちが共に生き
るための知恵と答えは、海中に潜んでい
る。本写真展では、耳を澄ませて海中に暮
らす生き物たちの声をお聞きください。
� （静岡県伊東市在住）

◆湯浅立志（2016 年入会）
僕は 2 つの目の病気を抱えています。白

内障の手術をしてから、もう２年になりま
す。今は両目とも眼内レンズを入れてクリ
アに見えています。もう１つの病気という
のは黄斑変性です。これは６年位前から左
目に影が見えるようになり、あちこちの病
院に行ったものです。決定的な治療法もな
い病気です。加齢が原因である以上、誰も
がなる可能性があります。食生活に気をつ
け適度に休む、不摂生はしない。PC モニタ
ーやスマホの液晶から出るブルーライト
が原因という人もいます。デジタルになっ
て朝から晩まで液晶を見つめる生活の写
真家が多いですが、必ず片眼ずつのセルフ
チェックをしましょう。発見が早ければそ
こで止められるかもしれません。目は僕た
ちにとってかけがえのないものですから。
� （東京都港区在住）

◆川村剛弘（2017 年入会）
毎年５月に行われる伊豆高原アートフ

ェスという催しがある。カフェや美術館、
ペンションなどを展示会場として街全体
がアートの祭典と化す。絵画や写真、彫刻
や手芸など様々
なアートが出展
される。このコン
セプトに共感し、
2011 年から伊豆
に関わる写真展
を開催させて頂
いている。昨年は
天城峠に登り、幻
想的な天狗の世
界を。一昨年には富戸の漁船に乗船し定置
網漁を行う海の男達を撮影した。そして今
年は伊豆七島の一つ「新島」の魅力を探っ
てみた。特にイタリアのリパリ島と新島付
近でしか採掘されていないコーガ石と、石
英を含む砂浜の美しさを届けたかった。行
ってみたくなった…と口々に感想を伺え
たのは写真が役目を果たしてくれた証な
んだろう。� （東京都八王子市在住）

◆吉永陽一（2017 年入会）
今年の夏からは写真展参加が連続しま

す。
まずは JPS 新入会員展「私の仕事」。実

行委員の一員としてオープニングパーテ
ィーを担当します。

7/19～ 8/29品川キヤノンオープンギャ
ラリー1・2にて、日本鉄道写真作家協会

（JRPS）写真展「煙のゆくえ」。
7/25 ～ 7/30 渋谷ギャラリー・ルデコ

にて鉄道写真グループ展「鉄道と猫と鉄道
写真展」。

7/27 ～ 8/2 四谷ポートレートギャラリ
ーにて鉄道写真グループ展「鉄道写真の魅
力」。

上記３つの写真展に、鉄道空撮などの作
品を出展します。

そして８月19日からは個展を開催しま
す。場所は福島県いわき市のギャラリーコ
ールピット。10 月まで炭鉱廃墟や廃線跡、
福島県内の鉄道、原発事故による常磐線普
通区間の記録と、３部作構成で開催予定で
す。詳細は決定次第ご案内いたします。鉄
道空撮「空鉄（そらてつ）」以外の個展は初
めてとなります。いわき市へ行くついでに
お立ち寄りください。
� （東京都渋谷区在住）

◆徳永克彦（1983 年入会）
写真集発刊　タイトル：「蒼空の視覚�

Super�Blue3」、著者：德永克彦、刊行日：
2017 年 2 月 28日、判型とページ数：A4
変形　320 頁、価格：12,500円（＋税）
【 出

版元か
らの紹
介文】

日本
は元よ
り、世
界的に
著名な日本人航空カメラマン・德永克彦
氏による 25 年ぶりの本格的な空撮写真
集。超細密なデジタル画像によって機体の
質感すら表現された戦闘機の写真は 200
数十枚に及ぶ。F-104 から最新のステルス
機まで、德永氏ならではのスーパーアング
ルを余すところなく掲載した、箱入り三方
背 320 ページ豪華本仕様。
� （東京都杉並区在住）

◆うえだこうじ（2017 年入会）
2015 年にシリーズ１、翌 2016 年にはシ

リーズ２を発行したスズメの写真集『あし
た、どこか
で。』は、小
鳥ファン
の方だけ
でなく、病
で辛い時
期をお過
ごしの方、
社会的に疲れてしまった方などにも好評
を得ることができました。理由は色々だと

思いますが、日常の中で共に生きる動植物
への関心は、年々高まっているように思い
ます。私は「足もとの自然」をテーマに写真
を撮っており、その活動の中で「当たり前」

「いつものこと」「身近なもの」がある（いる）
ということは、とても大切なことだと思い
ました。『あした、どこかで。』シリーズは、め
ぐる季節を精一杯生きる “ そこらのスズ
メ” たちが、勇気と元気をくれる本です。
写真集として、物語として、多くの方々に
お読み頂ければと願います。
� （東京都江東区在住）

◆太田有美子（2017 年入会）
私は神奈川県の逗子という海沿いの街

に住んでいる。市の中では比較的高台で鎌
倉との市境に面した住宅地の一角に私の
家はある。東側がグラウンドで二階の窓か
らは隣
接する
横 浜・
横須賀
方面の
空を見
渡すこ
とがで
きる。そこから日の出を撮ることを日課と
している。夜は星空の撮影も楽しめる。そ
れらの記録を、ＳＮＳなどにアップすると
すぐにリアクションがある。身の周りに起
こる小さな出来事を全国各地の人と瞬時
に共有できる喜びを日々実感している。こ
れからも太陽、雲、星、そして庭に咲く花、
菜園の野菜、やってくる蝶や小鳥など身近
な生き物との出会いを大切にし記録して
いきたい。� （神奈川県逗子市在住）

◆横塚眞己人（2005 年入会）
今年の2月下旬に『どこにいるの�イリオ

モテヤマネコ』（小学館）を出版しました。
本書は、島民でさえもなかなか出会えない
イリオモテヤマネコを筆者がさがしなが
ら、島に生息する
すべての生きも
のが、生きもの同
士や環境とのつ
ながりの中で生
きているという
ことを描いた子
供向けの写真絵
本です。

筆者は1985年
から1994 年まで
沖縄県の西表島へ横浜から移り住み、イリ
オモテヤマネコを集中して撮影していた
ことがあるのですが、横浜へ引き上げてか
らも島には通い続け、「命のつながり」をテ
ーマにレンズを向けてきました。今まで、
大人向けに一般書や写真集、写真展などで
発表してきましたが、かねてより熱望して
いた子供に向けた写真絵本の出版が実現
の運びとなった次第です。
� （神奈川県横浜市在住）



協会に寄贈された会員の出版
物を到着順に掲載致します。

（2017・1 月〜 5 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

奥吉野 自然崇拝
梅本　隆

聖山
永遠のシャングリラ

渡辺千昭

ふれあい写真えほん
どこにいるの

イリオモテヤマネコ
横塚眞己人

①光村推古書院　② 2016 年 6 月
③ 22.7 × 24.5㎝、107 頁
④ 3,000 円　⑤梅本氏

①日本カメラ社　② 2017 年 2 月
③ 24.6 × 25.8㎝、131 頁
④ 4,500 円　⑤発行所

①小学館クリエイティブ
② 2017 年 2 月　③ 26.4× 18.7㎝、31頁
④ 1,400円　⑤横塚氏

我が師、おやじ・
土門拳

牛尾喜道、藤森　武

鉄道ルポルタージュ秘録
池口英司

“ 羽田の空 ”100 年物語
近藤　晃

東京のでんしゃのいちにち
ぶん･しゃしん・

もちだあきとし

①朝日新聞出版　② 2016 年 11 月
③ 18.8 × 13㎝、151 頁
④ 1,600 円　⑤藤森氏

①交通新聞社　② 2016 年 12 月
③ 21 × 14.8㎝、143 頁
④ 1,500 円　⑤池口氏

①交通新聞社　② 2017 年 2 月
③ 17.2 × 10.7㎝、207 頁
④ 900 円　⑤発行所

①小峰書店　② 2017 年 1 月
③ 26.3 × 18.7㎝、46 頁
④ 1,200 円　⑤持田氏

どさんこの夢
写真・戸張良彦
文・鎌田武雄

Hello,Goodbye
青木　勝

フォトジャーナリスト
長倉洋海の眼

－地を這い、未来に駆ける

長倉洋海

MORNING LIGHT
吉村和敏

①共同文化社　② 2016 年 9 月
③ 28 × 21.5㎝、120 頁　
④ 3,000 円　⑤戸張氏

①イカロス出版　② 2017 年 1 月
③ 22 × 29.4㎝、160 頁
④ 3,800 円　⑤青木氏

①クレヴィス　② 2017 年 3 月
③ 25.8 × 18.7㎝、198 頁
④ 2,130 円　⑤発行所

①小学館　② 2017 年 3 月
③ 21.7 × 30.3㎝、94 頁
④ 3,000 円　⑤吉村氏

ＪＰＳ
ブック
レビュー
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国鉄広報部
専属カメラマンの光跡

荒川好夫

よつごのこりす
あっくんのおくりもの

西村　豊

東京トンボ日記
田中　博

見に行ける
西洋建築 歴史さんぽ

文・玉手義朗
写真・増田彰久

①交通新聞社　② 2017 年 3 月
③ 21 × 14.8㎝、143 頁
④ 1,500 円　⑤荒川氏

①アリス館　② 2017 年 2 月
③ 25.7 × 19.7㎝、40 頁
④ 1,400 円　⑤西村氏

①田中　博　② 2017 年 3 月
③ 21 × 28.7㎝、48 頁　④－円
⑤田中氏

①世界文化社　② 2017 年 4 月
③ 21 × 15㎝、224 頁
④ 1,700 円　⑤増田氏

第 37 回 JPS 関西メンバーズ展作品集
「Photogenic･

フォトジェニック」
関西メンバーズ

信濃路
水谷章人

写真民俗学 東西の神々
芳賀日出男

瞬間の顔
Vol.9 572

山岸　伸

①関西メンバーズ　② 2017 年 1月
③ 21× 21㎝、108 頁　④－円
⑤大亀京助氏

①日本写真企画　② 2016 年 12 月
③ 21.7 × 28.3㎝、132 頁
④ 3,200 円　⑤水谷氏

① KADOKAWA　② 2017 年 3 月
③ 21.7× 15.3㎝、311頁
④ 2,500円　⑤芳賀氏

①山岸伸写真事務所　② 2017 年 3 月
③ 18.2× 25.8㎝、140 頁
④ 1,852円　⑤山岸氏

サバニ 旅をする舟
村山嘉昭

桜もよう
米美知子

ギフチョウの里
編･著・栗田貞多男

風のなかの少女
山岸　伸

①海想　② 2016 年 8 月
③ 21 × 14.8㎝、118 頁
④ 1,800 円　⑤村山氏

①文一総合出版　② 2017 年 3 月
③ 25.7 × 26.8㎝、108 頁
④ 3,500 円　⑤発行所

①クリエイティブセンター　② 2016 年 4 月
③ 30.3× 21.5㎝、160 頁　④ 9,800円
⑤発行所

①徳間書店　② 2016 年 7 月
③ 29.7 × 21㎝、128 頁
④ 3,200 円　⑤山岸氏
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北陸朝市紀行
池田進一

記憶します
─日本軍慰安婦にされた韓国・

北朝鮮の女性たち─

伊藤孝司

三都物語り
─ウィーン・プラハ・

ブタペストの鉄─

熊切圭介

北アルプス 花
岩橋崇至

①こぶし書房　② 2016 年 11 月
③ 19.5 × 13.5㎝、170 頁
④ 1,800 円　⑤池田氏

①アルマ出版社　② 2017 年 3月
③ 20.6× 14.2㎝、330 頁
④ 22,000ウォン　⑤伊藤氏

①熊切圭介　② 2017 年 3 月
③ 24 × 26㎝、60 頁
④－円　⑤熊切氏

①日本写真企画　② 2017 年 4 月
③ 18.2× 25.7㎝、80 頁
④ 2,315円　⑤岩橋氏

渋谷高弘殿� 昭和のワンダーランド�そして平成へ「浅草いまむかし」
� ～写真帳～「銀座」の記憶

亀村俊二殿� 京都を見る
本郷�浩殿� 荒浜
福嶋�武殿� 都の西北�天空の 700 日
ビジュアルアーツ殿� 増田貴大・NOZOMI
農山魚村文化協会殿� 國森康弘・「もうひとつのお家」ができたよ

� 國森康弘・よかった、お友だちになれて
� 國森康弘・さいごまで自分らしく、美しく
� 國森康弘・みんなでつくる「とも暮らし」

日本大学芸術学部写真学科殿� LOCUS2017
日本カメラ社殿� なぎら健壱・町の残像、溝口良夫・草匂う日々

� 豊田堅二・とよけん先生のカメラメカニズム講座
ニッコールクラブ殿� ニッコール年鑑�2016-2017

寄　贈　図　書
東京都写真美術館殿� 知られざる日本写真開拓史
� 山崎博・計画と偶然
東京写真記者協会殿� 第 57 回�2016 年報道写真展�記念写真集
島根県立美術館殿� 塩谷定好・愛しきものへ�塩谷定好�1899-1988
交通新聞社殿� 須田寛・日本の観光�きのう ･ いま ･ あす

� 結解喜幸・台湾と日本を結ぶ鉄道史、泉和夫・駅弁掛紙の旅
大磯町郷土資料館殿� 吉田�茂－その生涯と大磯－
岩波書店殿� 東野治之・聖徳太子�ほんとうの姿を求めて
JCII フォトサロン殿� 吉岡専造・眼と感情

� 井桜直美・─古写真に見る明治の東京─南葛飾郡編
� 横木安良夫・あの日の彼、あの日の彼女。1967-1975
� 鷲尾倫夫・写真週刊誌『FOCUS』がとらえた時代

JAGDA 殿
� デジタルメディアと日本のグラフィックデザイン�その過去と未来

APA 殿� 年鑑�日本の広告写真 2017、始めよう､ カメラの授業！ 8

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）

■「2017 年日本写真協会賞功労賞」受賞　平成29年6月5日

　受賞者：江成常夫（1970 年入会）
　　�人間や社会と真正面から向き合い、洞察力のある眼差しで日本の負の歴史や現代社会が

抱える問題を捉え、広く社会に訴え続けてきた長年の作家活動に対して。

■「2017 年日本写真協会賞作家賞」受賞　平成29年6月5日

　受賞者：大西みつぐ（2004 年入会）
　　�1970 年代から主に下町をテーマに確かな批評性をもって時代の変化を抽出し続け、さ

らに近年では写真集『川の流れる町で』や映画制作など、新たなテーマの映像化を試み
ている。その広がり続ける長年のライフワークに対して。

■「平成 28 年度岐阜県芸術文化顕彰」受賞　平成29年3月27日

　受賞者：近藤誠宏（1973 年入会）
　　�写真活動の普及振興の功績に対して。

■「第 33 回写真の町東川賞 国内作家賞」受賞　平成29年7月29日

　受賞者：本橋成一（1969 年入会）
　　�写真展「在り処」（IZU�PHOTO�MUSEUM、2016 年）及び一連の作家活動に対して。
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Comment

写　真　解　説

鹿児島県三島村の硫黄島は、鹿児島港からフェリーで３時間
半、喜界カルデラに沿う周囲約19キロの火山の島だ。かつて硫黄
採掘で栄え、今も硫黄岳から噴煙が上がり港湾は赤茶色の潮が
湧く。人口は最盛期、約 600 人を数えたが現在 130 人足らず、し
かし伝統的な行事は今も大切に受け継がれている。旧暦８月初
旬、硫黄大権現（熊野神社）に「八朔太鼓踊り」が奉納される、そこ
に神木を振りまわし奇怪な仮面「メンドン」が現れ島人を寿ぎ駆
け巡る。リゾート撤退で残された孔雀が野生化し闊歩する別称

「喜界ケ島」、僧俊寛伝説や安徳天皇墓所もある浪漫にはこと欠
かない魅力の島だ。（写真展「潮路の譜」）

北海道に移住して 36 年経つが、まさか馬の写真集を上梓する
とは考えてもいなかった。縁あって話をいただいたが、依頼主の
話を聞けば聞くほど一筋縄では記録できそうにない困難な環境。
喜んで受託することは出来なかったがひと月後、依頼主と共に牧
場を訪れた。牧場主も交え３時間かけて 80ha の広大な草地、山
林の隅々までを馬の背に揺られ巡り、沢が開けたところに着いた
とき約100 頭のどさんこが我々を待っていた。その瞬間、なんの
ためらいもなく最初の1 枚を撮影。以後、通い詰めることとなっ
た。

フクシマの避難指示区域は、いまだ後始末も終わらないで
いる。放射能に汚染された一帯はその一歩が踏み出せないか
らだ。復興のかけ声が空しい。人のいない漠然とした街があ
る。草木が田畑を覆い尽くしている。取り残された家は獣のに
おいが立ちこめている。人が帰れるのか。人が住めるのか。

大熊町沿岸部の広大な敷地。ここに建設される予定の除染
廃棄物などの中間貯蔵施設はまさに隔絶された一帯となる。
果てしない時空の向こうに未来はあるのか。（写真展「フクシ
マ無窮－避難区域のいま」）

中国四川省甘孜チベット族自治州南部の稲城県に位置する亜
丁自然保護区。地域には 6000m 級のコンガ三山と呼ばれる三峰
に囲まれて、渓流、万年雪、高原、湖、瀑布などが広がっている。そ
の三山の一峰・央邁勇（ヤンマイョン・5985m）は鋭く尖った万
年雪の頂を天に向けて屹立する山で、亜丁に住むチベット族の
人々を守護する神山ともいわれている。洛絨（ローロン）牧場

（4188m）付近からはその山容がよく見える。前景にタルチョを入
れ縦構図で撮影した。

インドではどんな祭りも古代から続いていると思っていたら、
日本の暦で平成 2 年から始まったケララ州アラプッザに象祭り
があることを知った。年を通じて毎週のように州内の寺で行われ
るようになった。祭場は寺前の草原で、105 頭の象が集まって、ど
の象も頭の上から長い鼻筋にかけて黄金色の飾りをつけている。
その背中に乗っている象使いの若者が色鮮やかな日傘をさし上
げ、空中で払子（ほっす）を振り回している。絶好の被写体だと思
ってシャッターを切った。古いと思っているインドにも新しい祭
りが生まれてくることを知った。

かつてないほど素晴らしい天候に恵まれた米ワシントン州モ
ーゼスレイク。取材の目的は導入したばかりの日本航空のトリプ
ルセブンだ。だが、目的はほかにもあった。同社の大型機の訓練は
モーゼスレイクでしか行っておらず、ボーイング 747は年間を通
して密度の濃い訓練が行われているので、モーゼスレイクに来た

かれこれ 30 数年になるだろうか、能登半島を中心に、日本海側
の里山、山里、漁村を毎冬写し続けている。話題になった間垣の
村もある。今回、第 21回目の写真展として発表した。タイトルは

「束風の吹く」。印画紙はフジブロ、バリグレード AM、半切サイズ
45 点。オリジナルプリント。

吹く風もさわやか、風薫る初夏、清涼感を求めて一人渓谷を進
む、暑さを忘れさせてくれる、これぞ故郷の夏景色に出合う。

透明感のある緑色、空気感、この季節の情景には情緒が漂う、
自然の神秘と感動を味わった一瞬だった。薄暗く不気味な静寂が
目の前に展開する、渓谷は神秘的で印象的で荘厳だ。流れる水音
が心地よく耳に響く、心ときめく感動を覚える至福の時だった。

自由学園明日館は、フランク・ロイド・ライトが本館の設計を
行い、講堂は遠藤新が行いました。本館と同様に豪華な大理石や
シャンデリアはありません。しかし、短い多くの木材でフローリ
ングされた床は、女子生徒が活き活きと走り回っていた情景を感
じさせ、幾何学的な大きな木枠の窓からは、明るい世界の光が講
堂の床に差し込み、木と大谷石に囲まれた安らぎのある空間は、
女性の社会的認識が低かった時代に、夢多き楽しい学園生活の
空間であった事を確信させてくれます。師ライトとの強い絆が感
じられる設計です。

セルビア共和国からの独立を目指すコソボ解放軍とセルビア
政府軍との戦いで、200 万の難民が生まれていた1999 年、私はコ
ソボを訪れた。NATOの爆撃でセルビア軍が撤退し、やっと難民
が帰還を始めていた。まだ地雷が残る場所で、畑仕事を始めた一
家の取材を始めた。その家族の三男が、このシュケルゼンだった。
名前の意味は「きらめき」。家は焼かれ、家財や教科書も全て焼か
れてしまったが、瓦礫を片付け、一頭残った牛の面倒を見ていた。
その少年の表情に魅かれて、シャッターを切った。

硫黄島のメンドン（表紙写真）   小林　惠

群れの世嗣   戸張良彦

Hello, Goodbye   青木　勝 束風の吹く   近藤誠宏

隔絶の地（表 4 写真）  渡辺幹夫

静寂   水谷章人

夏の央邁勇（ヤンマイョン・5985m）   渡辺千昭

明日館講堂 二階ギャラリー   岩﨑和雄

インドの象祭り   芳賀日出男

コソボの少年   長倉洋海

ら747は絶対に外せない。朝から雲ひとつなく晴れ渡り、燃える
ような夕陽が天空を真っ赤に染めるころ、一日の飛行訓練を終え
た747 がゆっくりと戻ってきた。
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平成 28 年 12 月７日、食道ガンのため逝
去。67歳。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（昭和
59年入会）

平成 29年 5月 5日、悪性リンパ腫のため逝去。
73歳。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。（平成５年
入会）

経過報告（2016年9月～2017年4月）
◎ 9月 14 日　2016 年第 12 回名取洋之助写真賞記者発表
PM1:30 ～ 2:00　JCII 会議室　カメラ記者クラブ 11 社 11 名
◎ 10 月 6 日　日本写真保存センター第 2回諮問調査委員会
PM1:00 ～ 3:00　JCII 会議室　18 名
◎ 10 月 6 日　日本写真保存センター第 2回支援組織会議
PM3:15 ～ 4:30　JCII 会議室　支援組織委員 8 社 10 名、JPS7 名
◎ 10 月 21 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
◎ 10 月 24 日　第１回著作権研究会
PM1:30 ～ 4:30　JCII 会議室　参加者 55 名�
○クリエイタ指向の著作権制度を求めて－国際社会における日本の著作
権法の検討－
◎ 10 月 27 日～ 11 月 9日　渡辺義雄の眼 伊勢神宮 イタリア・モスクワ
ポートレートギャラリー　入場者 3,240 名
◎ 11 月 12 日　第 10 回 JPSフォトフォーラム
AM10:20 ～ 15:40　有楽町朝日ホール　参加者 406 名�
○「写真はこれで良いのか？撮影のモラルとマナー」
パネリスト・石川薫、櫻井寛、秦達夫
◎ 11 月 24 日～ 30 日　渡辺義雄の眼 伊勢神宮 イタリア・モスクワ
大阪ニコンサロン　入場者 2,169 名
◎ 11 月 25 日　日本写真保存センターセミナー（関西）
PM2:00 ～ 4:00　大阪ニコンサロン・セミナールーム　参加者 60 名�
○渡辺義雄からのメッセージ～フィルム保存の重要性～
◎ 12 月 2 日　第 3回国際交流セミナー
PM5:30 ～ 7:30　JCII 会議室　参加者 31 名�
○現地報告・人種とジェンダーのアメリカ大統領選挙
◎ 12 月 10 日　第 2回技術研究会
PM2:00 ～ 4:30　JCII 会議室　参加者 43 名�
○最新デジタルカメラ研究会　富士フイルムのフラッグシップモデル、
X-T2 と X-Pro2 について
◎ 12 月 14 日　第 42 回日本写真家協会賞贈呈式
PM5:00 ～ 5:15　アルカディア市ヶ谷　受賞者・髙栁�昇
◎ 12 月 14 日　第 12 回名取洋之助写真賞授賞式
PM5:15 ～ 5:30　アルカディア市ヶ谷　受賞者・川上真、和田芽衣（奨励賞）

◎ 12 月 14 日　平成 28 年度会員相互祝賀会
PM6:00 ～ 7:30　アルカディア市ヶ谷　参加者 347 名
◎ 1月 18 日　著作権研修会
PM1:30 ～ 4:30　JCII 会議室　参加者 22 名�
○ストックフォトにおける契約を考える
◎ 1月 27 日～ 2月 2日　2016 年第 12 回「名取洋之助写真賞」受賞作品
写真展（東京展）　富士フイルムフォトサロン東京　入場者 9,918 名
◎ 1月 27 日　2017 年関西JPS会員新年親睦会
PM7:00 ～ 9:00　大阪第一ホテル 6F｢マーキス｣の間　参加者 72 名
◎ 1月 30 日　日本写真保存センター第 3回諮問調査委員会
AM10:30 ～ 12:30　JCII 会議室　23 名
◎ 2月 8日　page2017 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 122 名�
○時代を記録した写真原板に光を！－眠っていた写真原板を目覚めさ
せ、活用しよう－
◎ 2月 17 日～ 23 日　2016 年第 12 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真
展（大阪展）　富士フイルムフォトサロン大阪　入場者 2,744 名
◎ 2月 20 日　新入会員入会資格審査会
PM2:00 ～ 4:00　JPS 会議室　7 名
◎ 2月 21 日　第 2回著作権研究会
PM2:00～ 4:30　大阪市立総合生涯学習センター第 2 研究室　参加者 67 名�
○思わぬトラブルを招かないために！ SNS 時代の写真ルールとマナー
◎ 3月 6日 第 37 回公益社団法人日本写真家協会理事会
PM2:00 ～ 3:50　JCII 会議室　18 名、欠席 2 名、監事 3 名�
○第 1 号議案：平成 29 年度事業計画案の件　第 2 号議案：平成 29 年度
収支予算案の件　第 3 号議案：資金調達及び設備投資の見込みの件　第
4 号議案：平成 29 年度新入会員承認の件　第 5 号議案：名誉会員推挙
承認の件　第 6 号議案：「公益社団法人日本写真家協会細則」一部変更案
の件　その他「理事会が推薦する正会員理事 2 名の推薦」について、他
◎ 3月 13 日 三団体懇談会
PM6:00 ～ 8:00　一般社団法人日本写真文化協会
◎ 3月 25 日　第 3回技術研究会
PM2:00 ～ 4:30　JCII 会議室　参加者 80 名�
○「ドローンの世界（初級編）」～機材、撮影、法律の基本～
◎ 4月 3日　平成 29 年度新入会員説明会
PM1:30 ～ 6:30　JCII 会議室　新入会員 29 名、役員 12 名、委員 15 名、賛
助会員 21 社 31 名

伊ケ崎　光雄　正会員 森谷　洋至　正会員

昨年の12月７日、「伊ケ崎さんが亡くなった」の一報を知人から受けました。この１、
２年、入退院を繰り返していたことは、本人の言葉やメールで知ってはいましたが、突
然の訃報に驚きました。

二人共、関西を拠点に別々の雑誌を媒体に仕事をしていました。伊ケ崎氏は写真週
刊誌『フラッシュ』の創刊時から大阪事務所を拠点に精力的に動き回っていました。事
務所にはカメラマン、記者等数人が在籍し大所帯の長でした。『フラッシュ』創刊前の

『週刊宝石』時代から、待ち合わせては酒を飲みに行くという付き合いでした。彼との
最初の出会いは 36、7 年前、デビュー以来連勝街道まっしぐらだった「浪速のジョー」
こと、プロボクサー赤井英和選手の練習風景を取材する現場が、その時だったと思い
ます。「変わった撮り方をする人だ」と感じたのを今でも覚えています。伊ケ崎氏は海
外取材も多く、酒場で帰国後の撮影談話を聞くのも楽しみでした。晩年は山口組の取
材現場で会う機会が多々あって、「奈良の病院から直接来た。カメラマンは現場が一
番やで」と、カメラ２台を首と肩から下げ、脚立を片手に持ち、傾斜のきつい坂を足を
引き摺りながら上がる姿を今でも思い浮かべます。又、別の現場では「今日は1,000mm
のレンズで面白い絵が撮れたで」と体調を顧みず、写真一身になれる姿は頭が下がる
思いでした。

35 年頑張った大阪事務所も昨年10 月末に閉鎖し、在庫のカメラ10 数台にレンズ、
大型ストロボ等を友人、知人、写真学校の生徒らに「生前葬や」と配りまくり、デジタル
カメラ２台とレンズ２本だけ残し「これは俺が使う分や」とまだまだ遣る気でした。

見事な所作で写真道を貫いた伊ケ崎さんに完敗です。　合掌

写真誌 35 年・伊ケ崎光雄カメラマン逝く� 羽岡　昭
森谷さんは1943 年滋賀県生まれ。大阪デザイナー学院を卒業後、広告関係の写真

を中心に活動されていましたが、1992・1994 年発表の個展「京の明治人・百人衆」は
明治人の気骨と風貌を独自の視点でとらえ、これら表情豊かな著名人のポートレート
は大変話題になりました。

森谷さんといえば「禅」ですが、この写真展を見られた天龍寺前管長平田精耕さん
がその人柄に惹かれ、「禅」を写真で伝えてみては、と境内における異例の撮影許可を
されたことがきっかけになったと聞いています。

彼の持つ倫理観、哲学からすれば、「禅」との出会いはごく自然な流れだったように
思います。その「禅」の心を追求し表現した作品は、国内はもとより、欧米、アジア各国
で発表され高い評価を得、1994年にはメトロポリタン東洋芸術部買い上げとなりまし
た。

写真集には『ZEN』『妙喜山法華寺』『禅―求道者』『三好玄山写真集』等があります。
JPSへの活動も積極的で、1999年にはJPS展・関西展の委員長を務められましたし、

各会議での発言も直球で明快だったのを思い出します。
「写真は撮る人の心を反映する。よって写真家は高潔でなければならない」を広く写

真愛好家に伝えたいとNPO�法人日本写道協会を設立されたのは1998年のことです。
以降、作品制作と並行し指導者としても活発に活動されました。

頑強な印象の森谷さんが昨年春突然発病、「日本の海岸線をゆく」の会場では多く
の JPS 会員が励ましのメッセージを寄せ書きし病床に届け、一日も早い復帰を願って
いたさなかでした。５月５日永眠。　合掌

森谷洋至さんを偲んで� 神崎　順一

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。追悼
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編集後記
◎国会では現代の治安維持法とも揶揄されている共謀罪が審
議されていて、表現の自由を含む人権に大きな影響があるのでは
ないかと懸念されているが、そんな中、今号が担当理事として最
後の号となってしまった。編集のエキスパートだらけの中でトーシ
ローの私を支えていただき、感謝！感謝！の２年間だった。�（加藤）

◎モノクロフィルムの現像とプリントを、自分でやらなくなって十数
年が過ぎた。家人に嫌味を言われながらも、捨てられずにいた引
き伸ばし機や現像タンクなどの暗室用品にやっともらい手が見つ
かった。引き取りに来るというので、久しぶりに引き伸ばし機や現
像タンクに触れたら、意識はすっかりデジタル写真のはずが、不
意に愛おしさが湧き上がりしばし作業の手をとめた。� （飯塚）

◎編集後記は毎号ごとにネタを考えるわけで、時間は十分にあり
ます。けれども、まるでネタを思いつかない時がある。今の私がそ
うです。そんな時の文章は 99％面白くなく、この一文が世に出る
のを恐ろしく感じます。週刊誌の連載で「ネタがない時の方が面
白い」と読者から言われた劇作家さんがいたそうで、嬉しかった
か、悲しかったか？創造と苦悶は同義語？それとも反義語？
� （池口）

◎最近のトピック：（1）�横浜にあった某社サービスセンターが 4
月末で営業を終了（orz）。

（2）�企業の広報写真をテザーで撮影したところ、「すぐに確認で
きて便利、前のカメラマンはやってくれなかった」と先方から大変
好評。（3）�なでしこリーグの撮影前に「いつも写真を楽しみにして
いますよ」とサポさんからエール。その一言が嬉しい� （関）

◎先日、親知らずを抜きました。斜めに傾いて脇から「のう胞」がで
き、自覚症状もなく顎の重要な神経を圧迫する状態（含歯性のう
胞）で、全身麻酔での口腔外科手術となりました。手術前日に入
院し、お粥病院食と美人ナースさん達に囲まれた5日間の入院生
活を終え、神経損傷やしびれ等の後遺症も残らず無事退院とな
りました。� （小野）

◎５月に行なわれた平成 29 年度定時会員総会にて理事就任が
承認され、その後の理事会で出版広報担当理事に指名されまし
た。２年ぶりの担当理事復活ですが、今期は桑原史成理事との
２名体制での事業運営となります。創立 70 周年に向けた新たな
会報作りを、大先輩のお知恵を借りながら進めて行きたいと考え
ています。� （小池）

◎昨年に続き、二年連続ミラーレスカメラが大賞を受賞したカメ
ラグランプリ（2016 年�SONY�α7RII、2017年オリンパスE-M1�
Mark�II）。一番縁遠いジャンルと思われていたスポーツ取材の
現場でも、最近はミラーレスカメラで取材する人を見かけるように
なりました。一年前には想像もできなかった光景ですが、三年後
の夏は一体どんなカメラを手にして写真を撮っているのか、とて
も気になります。� （小城）

◎ CP+が終わり、アジア各地でカメラショーがスタート。日本でも
京都グラフィに続いて東京写真月間が始まり、カメラグランプリ、
TIPAアワードの授賞式など、写真関連のイベントが何かと多い
この時期。そんな中、来年からフォトキナが毎年開催になるという
ニュースが。今後、写真業界はどうなっていくのか、どこに向かう
のか、期待と不安いっぱいの2017年春。� （柴田）

◎北朝鮮とアメリカの間、結構危ない感じがします。先日TVニュ
ースを見ていたら、板門店を訪れたアメリカ高官を、北朝鮮の兵士
が撮影していましたが、そのカメラは日本のミラーレスデジタル。少
し前に、韓国で打ち落とされた北朝鮮の無人機に積んであった
カメラも、日本製デジタル一眼レフ。なんか複雑な気持ちです。
� （伏見）

◎サードパーティ製レンズの記事を担当しましたが、レンズだけで
なく、フラッシュなどのアクセサリー類もアジアを中心とする汎用
メーカーが台頭してきています。ただし玉石混交。いいモノだけに
出会いたいものです。� （桃井）

◎ステージドフォトとかコンセプチャルフォトという言葉をよく耳に
するようになってきた。思想や哲学が先行し、作り込まれた写真を
見ていると、謎解き的な要素もあって楽しい。直木賞の選考を30
年続けた故渡辺淳一氏は「最近の若い作家は頭脳中心で作品
にリアリティーがない」と言っていたそうだが、果たして写真の世
界ではどう受け止められるだろうか。� （山縣）

2017 年 第 13 回「名取洋之助写真賞」作品募集
社会の動向に鋭い視線を投げかけ、情熱を燃やす新進写真家へ！

時代を捉える鋭い眼差しと豊かな感性による、斬新な作品を期待します。若い写真家を元気づける「名取洋之助写
真賞」はプロ写真家への登竜門として創設しました。第６回より表彰・賞金
に加え、名取賞受賞作品を写真集制作することになりました。また、2013 年の
第９回「名取洋之助写真賞」から応募資格の対象年齢を 30 歳から 35 歳まで
に引き上げ、より多くの方を対象に “ 新進写真家発掘と活動を奨励する ” こ
とにいたしました。お知り合いの若い写真家に応募をお勧め下さい。
【応募要項】
●応募期間：2017 年７月1日（土）～８月20日（日）消印有効。
　持参の場合は８月18日（金）午後 5 時まで。
●応募資格：応募者は35 歳まで（1982 年 1月1日以降生まれ）の方で、
　プロ、アマチュアは問いません。
●応募規定：詳しい応募規定は2017 年�第 13 回「名取洋之助写真賞」作品募集パンフレットをご覧ください。
●�選考委員：飯沢耕太郎（写真評論家）、広河隆一（フォトジャーナリスト・日本写真家協会�会員）、熊切圭介（写真家・日本写

真家協会�会長）。（予定）
●�表彰・賞金等：名取洋之助写真賞：１名・賞金��30 万円、及び JPS が企画する写真集の制作（写真集の印税等は発生し
ません）。　奨励賞：１名・賞金　10 万円、東京、大阪で受賞作品�写真展の開催、授賞式。

●�著作権・使用権の許諾：受賞作品の著作権は撮影者に帰属します。受賞作品は受賞後２年間、主催者（日本写真家協会）
が名取洋之助写真賞の広報・宣伝活動に優先して使用します。ただし、その後も協会のPR 活動や歴史展、沿革史等に掲
載させていただくことがあります。データは上記目的以外には使用いたしません。

●提出先：送付・提出先　書留郵便または宅配便（送料は応募者負担）または持参。
　〒102-0082　東京都千代田区一番町 25　JCIIビル303　公益社団法人日本写真家協会「名取洋之助写真賞」係
　TEL：03-3265-7451　FAX：03-3265-7460　http://www.jps.gr.jp/

2016 年 第 12 回名取洋之助写真賞：川上 真
「枝川・十畳長屋の五郎さん」

日本写真家協会会報 第165号（年3回発行）　2017 年 6月20日　　印刷・発行　©編集・発行人　熊切圭介
URL�http://www.jps.gr.jp/　　　Email��info@jps.gr.jp　　本誌掲載記事・写真の無断転載を禁じます
頒価��1カ年・3回��3,500円（消費税・送料共込）
出版広報委員　加藤雅昭（理事）、飯塚明夫（委員長）、関　行宏（副委員長）、池口英司、小野吉彦、小池良幸、小城崇史、柴田　誠、伏見行介、桃井一至、山縣　勉
発行所　公益社団法人日本写真家協会（JPS）
　〒102-0082�東京都千代田区一番町25番地 JCII ビル303　電話 03（3265）7451（代表）　FAX��03（3265）7460
印刷所　株式会社光邦
　〒102-0072�東京都千代田区飯田橋 3 丁目11番18号　飯田橋 MK ビル　電話 03（3265）0611（代表）
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“The 1st Tsuneko Sasamoto Photograhic Award”. 
2017
Japan�Photographers�Society�(JPS)�awarded�“The�1st�
Tsuneko� Sasamoto� Photographic� Award”� to� Ms.�
Makiko�Ui.��Ms.�Ui�was�born�in�Chiba�prefecture�in�
1960.�Since�1992,� she�has�photographed� the� lives�of�
Ainu� people,� one� of� the� original� peoples� of� Japan.�
Through�her�photo�exhibitions,�she�has�transmitted�
the� messages� of� Ainu� people� that� they� have� been�
proud�of�their�identities�as�Japanese�original�people.�
In�May�of�2017,�she�published�the�photo�book�“Ainu,�
100�in�the�present”�that�she�photographed�100�people�
/�couples�of�Ainu�around�the�country�of�Japan.��The�
judges� are�Mr.�Makoto� Shiina,�writer,�Ms.�Yoshino�
Oishi,�photographer�and�a�member�of�JPS,�and�Mr.�
Keisuke�Kumakiri,�photographer�and�the�president�of�
JPS.�The�judges�highly�regarded�the�works�of�Ui,�as�
tenaciously�and�carefully�creative�activities�for� long�
years.�This�award�is�founded�as�the�commemorating�
of�long�life,�the�103�year�old,�with�high�photographic�
achievements�of�Ms.�Tsuneko�Sasamoto.�The�award�
will�be�given�as�the�professional�photographers�over�
the�3�years’� carriers�who�appeal� the�significant� im-
pacts�of�the�social�incidents�of�Japan.

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

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

“The 42th 2017 JPS Photo Exhibition” started.
In�this�year,�JPS�photo�exhibition�travels�starting�in�
Tokyo,�from�May�20�at�Tokyo�Photographic�Art�Mu-
seum,� in�Nagoya,� from�July�11�at�Aichi�Prefectural�
Museum�of�Art,�and�in�Kyoto,�September�26�at�The�
Museum� of� Kyoto.� There� were� 6,186� photos� from�
1,772�applications�for�the�public�photo�contest�section.�
From� them,� 465� photos�were� awarded.� For� Young�
Eye�section,�that�displayed�photos�from�10　vocational�
photography� schools� and� departments� of� photogra-
phy�of�universities�and�colleges.��The,�JPS�members’�
section� were� 184� photos� from� 92� members.� � The�
judge�chairperson�and�the�president�of�JPS,�Mr.�Ku-
makiri,�commented�“It�seems�that�the�works�sent�to�
the�public�photo�contest�were�merely�aimed�the�feel-
ing�of�interests�and�the�rarity�of�the�subjects.�They�
did�not�express�the�essence�of�the�subject�but�showed�
the�only�surfaces.� I�would� like�to�find� in�the�works�
that�what� the� photographers� impressed� essentially.�
Even�in�the�ordinary�lives,�we�can�find�the�varieties�
of�drams�that�will�be�the�good�subjects�of�photogra-
phy.� It� is� very� important� to� observe� human,� crea-
tures,� and� landscapes� very� carefully.� � The� works,�
through�as�a�picture,�should�express�the�phenomenon�
straightly.”

Please�see�the�JPS�Exhibition�awarded�photos�from��
page�28.

By�Naoki�Wada,�Director,�International�Relations

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

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

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

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

The�Japan�Professional�Photographers�Society�has�devoted�
itself�to�the�establishment�of�photographic�museums,�such�
as�the�Tokyo�Metropolitan�Museum�of�Photography,�and�is�
currently�actively�working�towards�the�creation�of�the�‘Ja-
pan�Photographic�Preservation�Center’�(archive)�for�the�col-
lection�and�preservation�of�original�photographs.











信託契約約款変更のお知らせ

この度、「著作権信託契約約款」を変更いたしました。
（H26年&28年の改定について、確認を兼ねて公示いたします）

基本的に委託される権利については、実質的に個人での権利行使が非常に難しく、 
団体による権利行使が有効な権利のみの委託を基本としています。またその運用によって、 
写真著作権運動や写真著作権に関する事業が、公益的に行われることになります。

主な変更内容

（１）  これまでの「著作権信託契約約款」では対応できなかった出版物からの電子化に対応するために、 
第二条、それに伴う整合性確保のため第三条を変更しました。

（２） 国内のみで運用となっていた部分を国際的な運用に対応出来るように、第四条を改めました。
（３） 契約変更に関して第十一条、施行日の第十五条を改めました。

「新著作権信託契約約款」は、平成29年2月27日開催の当協会第６回理事会に於いて可決され、 
平成29年8月1日から実施されます。
委託者（信託申込者）が、死亡または著作者の相続・譲渡がされている場合には、その旨を著作権、
継承者（ご遺族など）より当協会宛にご通知下さい。

新　第二条  受託者が委託者から信託をうける写真著作権の範囲は､ 出版物から複製および電子化する権利とする。 
また、受託者はこの権利の範囲において管理をおこなう。

新　第三条  受託者は委託者に対し、前条の権利について、委託者が第三者に対して複製および電子化することを 
再許諾する権利を非独占的に許諾するものとする。 
この場合､ 委託者は受託者に事前に､ かかる再許諾を行う旨文書で通知することを要する。

新　第四条 受託者は日本国内および海外において信託を受けた権利を管理する。
新　第十一条  受託者は本契約を変更する場合には、委託者に通知、もしくは公示しなければならない。
  この場合、第七条にかかわらず、委託者は通知の到着した日、もしくは公示が掲載された日から 

三か月以内に文書により届け出ることによって、本契約を解除することができるものとする。
新　第十四条  本契約は平成二十九年八月一日から施行する。

＊ 「新信託契約約款」をご了承いただける場合は手続きは必要ありません。自動的に契約を継続致します。
＊  「新信託契約約款」を承認されず、契約解除を希望される場合は日本写真著作権協会宛に、解除通知を提出してください。

解除通知は、以下の内容をご記入いただければ、体裁は自由です。

①　「著作権信託契約を解除します」とご記入下さい。 
②　日付（平成　年　月　日）
③　委託者（信託申込人）の住所、氏名（自署、捺印）
送付先　102-0082 東京都千代田区一番町25 JCIIビル303
　　　　Tel：03-3265-7451 ／ FAX：03-3265-7460 

www.jpca.gr.jp



◆作品の力を増幅する大判プリント

写真作品の印象は作品サイズによって大きく変わり
ます。小さくても力強く魅力ある作品ももちろんあり
ますが、一般的にはサイズが大きいほど迫力は増して
いきます。

写真家の意図や想い、作品が持つ性格、展示する部屋
の広さ、想定される鑑賞距離、展示する作品点数、額装
方法、プリンティングや引き伸ばしにおける技術的な
制約、用紙の種類と使えるサイズ、制作にかけられる費
用などを考えながら最適なサイズを決めていかなけれ
ばなりません。

インクジェットプリンターの魅力のひとつがプリン
トサイズの自由度の高さです。従来の銀塩写真では、
B2 版よりも一回り小さい 508mm × 610mm（20 イン
チ× 24 インチ）の大全紙が実質的な上限になっていま
したが、エプソン製インクジェットプリンターの現在
の大型モデルでは最大で 64 インチ（1,626mm）を短辺
とするプリントが可能であり、写真家の意図を反映し
た迫力ある作品を制作できます。

東京西新宿にあるエプサイト�ギャラリーにおいて
も、多くの写真家が A0 や B0 などの大判プリントを展
示し、来廊者の目を楽しませています。

◆作品制作の効率を高める新製品を発売

大判プリントを、より高品質で、かつ、より効率的に
制作したいという多くの写真家のニーズを踏まえて、
エプソンは大判プリンターの新製品として「SC-

P20050 シリーズ」と「SC-P10050 シリーズ」を 2016 年 5
月に発売しました。

SC-P20050 シリーズは最大 64 インチ幅（1,626mm)
のプリントが可能な最上位モデル。一方の SC-P10050
シリーズは、B0 プラスに相当する最大 44 インチ幅

（1,118mm）のプリントが可能です。
両シリーズの特長のひとつがプリントスピードの向

上です。総ノズル数 8,000 の新開発 2.64�インチヘッド
などの工夫によって、64 インチモデルの従来機である

「PX-20000」に比べておよそ 3.8 倍［※ 1］もの高速化を
実現。また、プリントジョブ間の処理を高速化し、連続
プリント時の待ち時間を大幅に短縮しました。

その結果、写真展など多くの作品を準備しなければ
ならない場合でも、スムーズで効率的なプリントが可
能になりました。

プリント品質も高めています。新たに開発した９色

作品の魅力を高める大判プリンティング
　　高速･高画質の最新プリンターが登場
「迫力ある大判プリントをもっと効率的に制作したい」。そんな写真家の皆さんの声に応えて開発された大
判プリンターが「SC-P20050シリーズ」と「SC-P10050シリーズ」です。従来機に比べて3.8 倍［※1］
の高速化に加え、新開発の「UltraChrome Proインク」で表現力の向上も図りました。

●印字方式／解像度（最高）：フォトマッハジェット形式／2,400dpix1,200dpi ●USBインタ
ーフェイス（Hi-Speed USB/USB）（注1） 、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T●インク：顔
料タイプ各色独立インクカートリッジ9色（注2）●対応用紙サイズ：【単票紙】A4縦～B0プ
ラス、用紙幅：210mm～1,118mm、用紙厚：0.08mm～1.5mm 【ロール紙】用紙幅：254mm
～1,626mm、用紙厚：0.08mm～0.5mm●質量：約171kg（インクカートリッジ含まず） ●外
形寸法（W×D×H）：2,415mm×760mm×1,145mm（注1）印刷品質を保つため、Hi-Speed 
USBの使用を推奨します。（注2）フォトブラック、マットブラック同時搭載で用紙種類に合わせ
て自動切り替えとなります。

●印字方式／解像度（最高）：フォトマッハジェット形式／2,400dpix1,200dpi ●USBインタ
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構成の「UltraChrome�Pro インク」を採用。とくにブ
ラックに関しては、フォトブラックまたはマットブ
ラック、グレー、ライトグレー、ダークグレーという
４種類のインクと、インク滴の大きさを変える
MSDT（マルチ・サイズ・ドット・テクノロジー）の
採用によって、モノクロプリントだけではなくカラ
ープリントにおいてもより滑らかな階調を実現

（図）。さらにフォトブラックインクの顔料の粒子量
を増やし、表現可能な黒濃度と色空間全体の描写力
を高めています。

※1：プロフェッショナルフォトペーパーB0サイズ
　 「きれい」印刷時のPX-20000との速度比較。

◆プライベートラボにSC-P20050 を設置

大判プリンターによる作品制作を多くの写真家の
皆様に活用していただきたいとの考えのもと、エプ
サイトでは、デジタル版のレンタル暗室ともいえる
プライベートラボ［※ 2］に SC-P20050 を設置しまし
た。

従来からプライベートラボを利用されていたお客

どの風景作品をプリントするために初めてプライベー
トラボを利用しましたが、プリンターがとても高速で、
モニターとのカラーマッチングも良好に調整されてい
て、とてもスムーズにプリントを終えることができま
した」（安藤氏）。

安藤さんはメイン作品となった B0 サイズの御輿来
海岸のほか、SC-P20050 を使って A0 サイズ 1 点と B2
サイズ 2 点を制作。大判プリントによって風景が持つ
壮大さがひときわ引き立つ展示となりました。

なお、日本写真家協会会員の皆様にはプライベート
ラボの利用に関して特典を提供しています。詳しくは
エプサイトまでお問い合わせ下さい。

※2：エプソンイメージングギャラリー エプサイト
東京都新宿区西新宿 2-1-1�新宿三井ビル 1 階
開館時間：10：30�～�18：00

（日曜日、夏期、年末年始を除く）
TEL：03-3345-9881
WEB：http://www.epson.jp/epsite/

図．マットブラックまたはフォトブラックに、3色のグレー
インクと、インク滴の大きさを制御するMSDT（マルチ・
サイズ・ドット・テクノロジー）で、カラーおよびモノク
ロの表現力を向上

様からは、「SC-P20050 に替わってから、以前設置され
ていた PX-20000 に比べて、プリントに要する時間が
格段に短くなった」、といった声をいただいています。
実際に、写真展に向けたプリント日数が、以前は 3 日間
必要だったのが 2 日間で済むようになったというお客
様もいらっしゃいます。

公益社団法人�日本写真家協会とエプサイトとが共
同で企画した「～第 2 回�JPS 会員によるプリント競演
展～�我が絶景」（2017 年 4 月 7 日～ 4 月 20 日）に出展
された JPS 会員の安藤豊さんも、プライベートラボの
SC-P20050 を利用して作品を制作されたおひとりで
す。
「企画展に展示する熊本県御輿来（おこしき）海岸な

SC-P20050を使った御輿来海岸のテストプリントを確
認する JPS会員の安藤豊さん

※製品名やサービス名は各社の商標または登録商標です

マットブラック
フォトブラック
ダークグレー
グレー
ライトグレー
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PHOTO SEMINAR
Training Seminars To Improve Your Inkjet Prints

「見る」「触れる」「試す」を可能にしたショールーム

PRIVATE LAB
First-Class Digital Darkroom Rental

SHOWROOM
 

See,Touch, And Try At Epson Showroom

GALLERY
Gallery For Photography Enthusiasts

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

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

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

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

写真好きが集い、作品を発表・販売できる公募型ギャラリー

デジタルプリントに最適なレンタル工房

レベルやスタイルに応じて学べるプリント講座

エプソンイメージングギャラリー エプサイトのご紹介

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

エプソンイメージングギャラリー エプサイト

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