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First Message

会長に就任して
会長

野町 和嘉

この度、2019 年度第 20 回公益社団法人日本写

でしょうか。
JPS が主催する以上、会員展コーナー

真家協会定時会員総会の承認を受け、新理事会で

の展示を抜本的に見直し、プロ写真家集団として

会長職を拝命しました。

の姿勢、
作品レベルをもっと前面に押し出した見せ

世界的にグラフメディアの衰退傾向著しく、
デジ

方にしてはどうかと提案したいと思います。
それは

タル・ネットワークによって厖大な映像情報が地

公募者に対しても大いなる刺激となり、公募作品

球規模で行き交い、写真を含めて映像はタダで観

のレベルアップにつながるものであると確信しま

るもの、という社会通念が行き渡りつつあります。

す。何よりも同展が有料催事であることを念頭に

このような逆境の中にあって、写真を撮ることで生

置くべきだと考えます。
JPS 展では会員が、作品募

計を立ててゆくプロ写真家集団のトップに立つこ

集から選考、図録制作、展示、巡回展と大変な労力

とに率直に言って迷いがないわけではありません

を費やして関わっています。
ほぼ 1 年がかりで従事

でしたが、引き受けた以上は駒を前に進めていか

している会員たちの努力が、現状では必ずしも報

ねばならないと心しています。

われていないのではないかと危惧します。

先日、当協会メンバーの年齢別構成を表したグ

一方、先輩方が情熱を傾けて関係機関との折衝

ラフを見る機会がありましたが、変形ピラミッド型

を重ね、幾多の困難を乗り越えて確立してきた、写

のそのピークが私たち世代である 70 代前半を頂

真保存センターと著作権の活動は、着実な足跡を

点としており、著しい高齢化現象が見られることに

残しつつ進展しています。

改めて気づかされました。
20 代から 40 代の若手写

また、2020 年に迎える JPS 創立 70 周年の記念

真家は相当数いるはずですが、その世代に JPS の

事業の柱である「日本の現代写真―1985 ～ 2015」

存在がほとんど浸透しておらず、会員が極端に少

の写真展、並びに写真集編纂は、協会委員ほか外部

ないことをグラフは裏付けています。
写真家として

からの編集委員の協力のもと編纂作業が佳境に入

の立ち位置が世代により自ずと違っていることを

っています。
この 30 年間の写真表現、
フィルムから

踏まえつつも、
JPS の将来を見据えた啓蒙活動を起

デジタルへと移行し、写真表現が多様化して大き

こしてゆかねばならないことを痛感させられた次

く変化した時代を総括する野心的な試みであり、

第です。

長年にわたって写真界をリードしてきた JPS だか

具体的に何から手をつけるべきかという方策は

ら実現できるプロジェクトであります。

見えてはいませんが、
JPS 会員が会員であることに

協会活動経験の浅い小生ですが、会員各位の協

誇りを持てる協会運営、そして価値観の発信を心

力を得て、時代に即した円滑な協会運営を心がけ

がけたいと思います。
東京都写真美術館にはじまり、名古屋、関西での

たいと思います。皆さんからの忌憚のないご意見
をお聞かせください。

巡回展が年中行事となっている JPS 展は、協会活

最後に、2 期 4 年にわたって誠実なお人柄で JPS

動のなかでも重要な事業であることは会員共通の

を牽引していただいた熊切圭介前会長のご尽力

認識でしょう。
ただ実態としては、公募展の受け皿

に、
感謝の意を表します。
ありがとうございました。

としてややマンネリ化しているのが実情ではない
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focus

写真にとっての平成 30 年をふりかえる

上野 修（写真評論家）

平成が終わり、
令和が始まった。
写真にとって平成とはどのような時代であり、
令和はどのような時代になるのだろうか。
このように書いてみても、元号が変わり、時代が変わることへの高揚感は、どこにもない。
元号は、たんなる区切りで、さし
たる意味がないからというわけではない。
逆に、次の時代を夢見る余地がないくらいに、写真表現にとって、この 30 年にお
ける変化は根底的だったのだ。
写真表現に限らずこの 30 年の文化をふりかえったとき、まずいわれるのは、多様化と拡散だろう。
30 年前と比べて、あ
らゆる表現活動が著しく増加したことは間違いない。
その一方で、時代を代表するような表現を挙げることは、いっそう困難
になっている。
そうした状況を楽観的に語るにせよ、悲観的に語るにせよ、平成をふりかえることは、時代を俯瞰して語るこ
との難しさを再確認することでもある。
したがってここでは、特定の事象を語ることによって、時代を照らし出そうとするのではなく、むしろ、その困難を素描し
てみようと思う。

■平成の始まりと「写真史」の終焉
そもそも、写真表現を俯瞰し、カテゴリーや歴史によって
総括しようとするアプローチは、平成のはじめにほぼ終焉し

である。
このように、従来の史観への反省や批判を含んでいること
が、平成の後半における、写真史的な仕事のスタンダードに

ている。
「写真の幕開け」
「自然と風景」
「民俗と伝統」
「フォトジャー

なっている。
今後の研究によって、これまでの定説が覆され

ナリズム」
「コマーシャルフォト」
「ニューウェーブ」
など、全 12

ることはあっても、新たな定説を確立することは難しいだろ

巻で構成される小学館の『日本写真全集』が刊行されたの

う。

は、昭和の終わりに当たる 1985 年から 88 年。
平成元年であ

■東京都写真美術館と写真表現の更新

る 89 年は、写真発明 150 周年でもあり、写真史をテーマにし
た出版や展示が多く企画されたが、おそらくはその頃がピー
クだったのではないだろうか。
ちなみに今年は、
写真発明 180
周年だが、
そんなことは、
まったく話題にもなっていない。

さらに、何を写真表現と呼ぶのかも、ますます難しくなっ
ている。
たとえば、
東京都写真美術館では、
2 階展示室で、
今日的な

写真表現を俯瞰する大きな企画としては、97 年から 99

写真に焦点を当てた企画。
3 階展示室で、収蔵作品からの紹

年にかけて岩波書店から刊行された、
全 40 巻 + 別巻の
『日

介が行われていることが多い。
そんなときに、2 階と 3 階を行

本の写真家』
もあるが、こちらは、各巻ほぼ一人という編集

き来すると、同じ写真という言葉で括るのは不可能と思われ

で作者＝作品に注目しつつ、歴史的な視点は、別巻の
「日本

るくらいに、
まるで違った表現が展開されている。

写真史概説」
に委ねる構成になっている。
2013 年に出版された鳥原学『日本写真史（上・下）
』は、オ

あえて単純化するなら、かつての写真は、サイズが小さな
モノクロ作品が中心なのに対し、今日的な写真では、大型の

ーソドックスなタイトルだが、内容は、それまでの写真史が

カラー作品、インスタレーション、映像プロジェクションな

写真雑誌の記述を偏重してきたことへの疑問を踏まえた、写

ど、
自在な表現が当たり前になっている。

真史の批判的再構築だ。

さまざまな観点から、この差異を考察することができるだ

2014 年に出版された白山眞理の
『
〈報道写真〉
と戦争 1930-

『日本の写真家 1』
岩波書店
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1960』
もまた、芸術潮流や表現への思索を主にした写真史か
らは描かれなかった、
戦中の実態と連続性を解き明かす仕事

『日本の写真家 別巻』
岩波書店

ろうが、こうした傾向を後押ししているのが、デジタル技術

鳥原学『日本写真
史
（上）
』

鳥原学『日本写真
史
（下）
』

白山眞理『〈報道写真〉
と戦争 1930-1960』

Focus
の発達であることは間違いない。
デジタル時代においては、

ではないだろうか。

アナログ時代よりも、はるかに自由な出力方法を選択するこ

■デジタルと「カメラの使い方」の揺らぎ

とが可能になった。
この傾向がさらに加速することはあって
も、
元に戻ることはないだろう。

前述したデジタル技術の発達の影響は、むろん、撮影や出

東京都写真美術館の一次施設開館は、1990
（平成 2）
年。
平

力といった局面だけにとどまるものではない。
作者＝作品を

成時代にそこで確立していくかに見えた写真の規範が、
ほか

軸として写真表現をとらえるとき、デジタルとインターネッ

ならぬ同館において、再定義され、更新されていることは興

トは、副次的な要素とみなされがちである。
しかし、それらが

味深い。

単なる新たな選択肢にとどまるものではないことは、もはや

■オリジナル・プリントと作者 = 作品

明らかだろう。
折しも今年は、バウハウス 100 周年でもある。
バウハウス

ところで、こうして考えるときに、ほぼ自明の前提になって

で、
写真の新たな可能性を先鋭的に探究したモホリ＝ナジ・

いる作者＝作品という捉え方は、日本の写真表現において、

ラースローは、
「未来の社会で非識字者と呼ばれるのは、ペ

かならずしも積極的に選びとられたものではなかった。
前掲

ンと同様、カメラの使い方を知らない者のことになるだろ

の
「ニューウェーブ」
において、80 年代の写真家の試みを
「写

う」といっていた。
デジタルとインターネットによって写真

真神話崩壊後の、改めて写真自体のアイデンティティを求め

は、モホリ＝ナジが予言したとおり、あるいは、それ以上に、

ようとする意識の発露」と捉える重森弘淹は、次のように述

コミュニケーションのベースになっている。
そこで日々行き交う膨大な写真とは、記録や表現という枠

べている。
「これら一連のシリアス・フォトといわれる表現現象は、

に収まることのない、作者＝作品とも無縁の何かである。
そ

とりあえずマス・メディアとしての写真の社会的位置づけ

れは、すでに人々の感覚さえも更新し続けているし、その光

からの自立の動きであり、具体的にはオリジナル・プリント

景は、本誌 170 号で野町和嘉氏が実感を込めて綴っている

への志向に特徴的だ。
このオリジナル志向は、他方で現代美

とおり、
過去にないスケールのものである。

術としての写真への位置づけを求めるものといえよう。い

平成の写真表現をふりかえったときに、浮かび上がってく

ずれにしても、これらは写真のポスト・モダン現象で写真

るのは、このような変化である。
もうひとつ付け加えるとする

の二十世紀末現象だと要約できるだろう」

なら、平成においては、事象が忘れ去られるスピードも加速

神話の崩壊によって自立を余儀なくされた写真表現は、オ

した。
時代を俯瞰しようとしても、その視点そのものが瞬く間

リジナル・プリントにたどり着く。
日本においては、そうした

に押し流され、忘れられてしまう。
そうして令和は、いずれ平

動向と、写真が商業ギャラリーや美術館において展示される

成の写真表現も、
ノスタルジーで上書きしていくことだろう。

ようになった時期が重なった。
それゆえ、
そこでの作者＝作品

写真は瞬間を定着するが、今日では、定着された瞬間を押

は、
どこか二重性を帯びることになっていった。

し流していくのも写真である。
そう考えるなら、平成とは、モ

写真表現にとっての平成とは、一点一点のプリントを、作

ホリ＝ナジがいう意味での
「カメラの使い方」
が、根底的に揺

者の創造性の結晶として位置づけ、
写真を作品として扱うオ

らいだ時代だったともいえるかもしれない。
もし、
次の時代を

リジナル・プリント、そして作者＝作品という捉え方が、アイ

夢見ようとするなら、この揺らぎから考えるほかないように

ロニーを孕みつつ浮かび上がった、いわば儚い夢のような

思われる。

30 年間だったのかもしれない。
見方を変えるなら、このアイロニーは、乱反射のように平
成の写真表現を彩るものでもある。
たとえば、幅広く人気を
集めた、
川内倫子
『うたたね』
（2001 年）
、
梅佳代
『うめめ』
（2006
年）
、川島小鳥
『未来ちゃん』
（2011 年）
といった写真集を思い
起こしてみよう。
それらは、何らかの意味で、作者＝作品の強
固な関係を揺るがせるフィクション性を孕んだものだったの

『日本写真全集 12
『うたたね』
ニューウェーブ』小学館 川内倫子

梅佳代
『うめめ』

上野 修
（うえの・おさむ）
写真評論家。
1987 年から 89 年にかけて『TREND '89 現代写真の
動向・展（川崎市市民ミュージアム）
』などの企画展・グループ展に
出品。
同じく 87 年頃よりカメラ雑誌を中心に写真評論をはじめる。
1990-91 年『FROG（FILM ROUND GAZETTE）
』編集人。
『PHYLO
PHOTOGRAPHS ANNUAL 1991/1992』
（編著 1992 年）
『
。写真 批
評 集成』
（私家版 2012 年）
。
日本写真協会学芸賞受賞
（2013 年）

川島小鳥
『未来ちゃん』
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塩谷定好写真記念館─訪問記
河野和典 KOUNO Kazunori（編集者）

塩谷定好
（しおたに ていこう、1899-1988）
は、同じ郷里の植田正治
（1913-2000）
の先輩にあたり、戦前戦後、山陰をというよ
り日本を代表する、同時代の野島康三
（1889-1964）
や福原信三
（1883-1948）
と並び表されるピクトリアリアズム
（絵画主義）
の
写真家であった。
ちなみに 1974 年より木村伊兵衛
（1901-1974）
の後を受けてニッコールクラブの会長となった三木淳
（1919-

1992）
の取材を、鳥取県東伯郡赤碕町
（現・琴浦町赤碕）
の生家
（現・
「塩谷定好写真記念館」
）
で受けている。
今回、2014 年に

オープンして今年で５年目を迎えた塩谷定好写真記念館、そして島根県立美術館、植田正治写真美術館をつづけて訪れる機
会を得たので、
塩谷定好の写真の魅力を改めて探ってみることとした。

■ 1906（明治 39）年建築の
国の有形文化財の写真記念館

塩谷定好写真記念館のある琴浦町赤碕は鳥取と米子

いう。
ほかにも

の中間、やや米子よりの日本海に面した場所にある。
山陰

「ふぐ」や「船

本線赤碕駅から歩くとおよそ 30 分ほどかかる。

上山」など初

記念館は北前船の寄港地として栄えた赤碕で代々廻

対面の作品も

船問屋を営んできた塩谷定好の生家をそのまま活用した

あったが、代

もので、玄関を一歩入ると広い吹き抜けの土間となる。
右

表作のひとつ

手に入館の受付があるが、
ここは以前、帳場であったとこ

「天気予報の

ろのようだ。
早速、館長でお孫さんの塩谷晋さんの案内を
受けた。
左手には写真展示の
〈ギャラリー１〉
があり、奥に
もう一つの〈ギャラリー２〉があり、さらに２階に〈ギャラ

塩谷定好写真記念館ギャラリー 1

ある風景 1931
（昭和６）
年」
はやはり、
何度見ても面白い。

■植田正治と塩谷晋さんの言葉

リー３〉がある。
１階奥は休憩室で蔵カフェ、庭を眺めな

島根県立美術館で開催された学芸員・蔦谷典子企画・

がらのカフェもある。
1906（明治 39）年建築の国の有形文

構成の「愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988 展」図録巻頭

化財だけあってその重厚でクラシックなたたずまいは、

の植田正治の言葉には、
「その頃の塩谷さんといえば、雑

塩谷定好の写真と良くマッチして格調がある。

誌の月例と、今ほど多くはないにしても、年間、何回かあ

ギャラリー１のトップに掲げられた「海水浴場小景

ったコンテストに、必ずといっていいくらい、上位に名前

1929
（昭和４）
年」
は、少女が海岸でブランコをこぐ後ろ姿

を連ねておられて、私たちにとっては、それは、神様にち

をとらえたものだが、とても爽やかなプリントでいきなり

かい存在であった。
／今、
わが山

驚かされた。
2016 年の三鷹市民ギャラリー展でも 2017

陰に、百にちかいカメラクラブ

年の島根県立美術館展でも展示されていなかった作品

が存在し、若干の推移はあるに

だ。階 段 踊り場

しても、常に数千名のカメラマ

にこの作品をあ

ンが、真剣に写真にとりくんで

しらったキヤノ

いて、
その実力は、
日本写真界に

ンのカレンダー

おいても、常に上位にあるとい

が額装されてい

う、
この真実の底に、
大先輩塩谷

たが、1979 年ヨ

定好さんの、大きな存在を忘れ

ーロッパを巡回

ることできな い。
」
（
『ALBUM

した「今日の日

1923-1973 塩 谷 定 好 名 作 集 』

本の写真とその

1975 年から「愛しきものへ 塩

起源」展に出品
のおり、
アムステ
14

ルダムで制作
されたものと

国の有形文化財となった塩谷定好写真記念館
（写真は塩谷定好写真記念館提供）

谷定好 1899-1988 展」図録へ引
用）
とある。

塩谷定好写真記念館しお
り「塩谷定好と言葉」

Zooming
撮影、
『芸術写真研究』

そして同じく塩谷晋さ

1934 年 10 月号掲載）で

んの言葉には、
「自宅の居
間では、毎月一回「写研

ある。島根半島の多古鼻

会」の例会が催されて、

にある沖泊への撮影行

定好や門下生の賑やか

で撮影されている。
（ちな

な写真談義は、夜が更け

みにこのときの一連の作

るまで続き、隣に勉強部

品の一つ「漁村」は 1926

屋のあった私のところに

年の『アサヒカメラ』創刊

も聞こえてきました。／

号の第１回月例で１等を

漏れて聞こえる会話のな

受賞している。
） 後日、 塩谷定好 村の鳥瞰 1925（大正
同じ『アサヒカメラ』1976 14）年（島根県立美術館蔵）

かで、印象にあることは、

年４月号に掲載された

『身近なところに美を見
つける』
という言葉です。
『何げない日常生活の
中に美を見出すことが大

塩谷定好 海水浴場小景 1929（昭
和４）年（塩谷定好写真記念館蔵）

切で、何も遠くに行って写すことはない。
題材は身近にあ

植田正治の質問に答える塩谷定好のコメントがふるって
いる。
「
『３日間、死ぬ思いして撮ったんじゃよ』がけの上
によじ登ってシャッターを切ったという。
『宿もなく、ゴザ
をまとい、
ただただ歩いた。
やっと、
ありついたアヒルの卵

る。
その中に美を見つけ出す感性を磨くことが重要であ

入りライスカレーがうまかったなあ』と塩谷さんは目をし

る。
』
／
『私たちは、山陰に住んでいる。
海もあれば、砂丘も

ばたいた。
」

ある。
川もあれば、大山や船上山もあるではないか。
こん

また、
「村の鳥瞰」
が掲載された
『芸術写真研究』
には中

なに題材豊富な所は日本中ほかにないぞ。
』／ふるさと山

島謙吉の評として「自然に対する観照の仕方が実にゆっ

陰の自然を愛する声が飛び交っていました。
」
とあった。

たりとして来て、真に自然を楽しみながら撮られている

■芸術写真の記録性
今回の塩谷定好写真記念館の展示作品を見ても、ある

様がみるようです。
」
とある
（以上、島根県立美術館「愛し
きものへ 塩谷定好 1899-1988 展」
図録より引用）
。
まさに、海岸の谷間に寄り添うのどかで平和な村の様

いは先の島根県立美術館展の構成を見ても、さらには三

子が凝縮されてシンボリックに描かれた傑作といえよ

鷹市民ギャラリー展の 100 点を見ても感じるのは、塩谷

う。
塩谷定好作品に興味のある方には、島根県立美術館

定好がピクトリアリアズムの芸術写真を志向しながら、

「愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988 展」図録（税込定価

山陰地方を持てる力の限り膨大な写真で記録したという

2,000 円＋送料 510 円）
をおすすめします。

ことである。
写真の記録性は、どんな分野の写真にも宿
る。
上記二人の言葉でもわかるけれど、
特に 300 点以上の

（取材協力：塩谷定好写真記念館、島根県立美術館、植

作品で構成された島根県立美術館の分類された項目、そ

田正治写真美術館、岩下直行）

して写された作品を見るとそれが良くわかる。
１章「村の
鳥瞰」
、２章
「海近き風景」
、３章
「小坊主座像」
、４章
「家族
の肖像」
、
５章
「雪日」
、
６章
「海を想う」
、
７章
「挑戦」
とある。
いかにくまなく常に身のまわりのあり様に目を向け撮影
していたことか。
７章の「挑戦」は様ざまな被写体に新た
な表現方法で取り組んだ作品であった。

■自分の好きなことに、自由に取り組んだ結果
作品づくりにおける自由さは、記念館から足を運んだ
島根県立美術館の「光の化石─森山大道 1974-1990」展、
そして植田正治写真美術館「写真するボク」の植田正治
作品でもつくづくと感じられた。
「光の化石」の化石は記
録と置き換えられるし、
「写真するボク」に登場する今展
の「出雲」
と
「松江」には、この地方を記録するという意味
で塩谷定好作品と通底するものを感じた。
最後に塩谷定好を象徴する傑作の一つを紹介してお
こう。
島根県立美術館「愛しきものへ 塩谷定好 1899-1988
展」図録の表紙にもなっている「村の鳥瞰」
（1925 年８月

塩谷定好略歴
1899（明治 32）年、鳥取県赤碕村（現・東伯郡琴浦町赤碕）生ま
れ。本名＝さだよし。小学校５年生の時に発売されたばかりの
カメラ「ヴェスト・ポケット・コダック」を買ってもらい、20
歳で早くもわが国の芸術写真の草分け的存在として活躍し
た。そのカメラ（通称ベス単）による軟調描写を特徴とした。
1919（大正８）年写真愛好会「ベストクラブ」を創設。1926（昭和
元）年『アサヒカメラ』創刊号第１回月例コンテストで《漁村》
が１等を受賞。1927（昭和２）年芸術写真研究会会員。1928（昭
和３）年日本光画協会会員。1934（昭和９）年国際写真サロン特
待員会会員。1958（昭和 33）年新協美術会会員。1975（昭和 50）
年『塩谷定好名作集』が刊行され、芸術写真見直しの気運を高
める。1979（昭和 54）年欧州主要都市を巡回した「今日の日本
の写真とその起源」展に出品。1982（昭和 57）年西ドイツ（当時）
ケルン美術館の「フォトグラフィ 1922-1982」にてフォトキナ
栄誉賞受賞。1983（昭和 58）年日本写真協会賞功労賞受賞。1988
（昭和 63）年アメリカ「ヒューストン・フォトフェスト」にて「塩
谷定好展」開催。その後アメリカ７会場を巡回。同年 89 歳で死
去。2010（平成 22）年琴浦町名誉町民の称号を受ける。
（塩谷定好写真記念館パンフレットより一部変更して引用）

15
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 171

著作権研究（連載 46）

著作権法は真に著作者フレンドリーか？
井奈波 朋子（弁護士・弁理士）
『著作権法逐条講義』
（加戸守行著）という本があります。
この本は現行著作権法の起草者により昭和 49 年（1974
年）
初版発行より９度改訂され、現在も販売されています。
当時の文化庁著作権課加戸守行課長が新法となる著作権
法の解説をしています。45 年前から時代の変化にあわせ改訂している著作権法が、はたして文化の向上に貢献した
か、ひとびとの考え方に変化があったのか、検証する時期に来ていると思います。
そのような考えから、今回はフラ
ンスの著作権法を学ばれた井奈波朋子弁護士に、わが国の著作権法および実務で配慮が不足していると思われる点
について執筆していただきました。

１

はじめに

２

契約自由の原則の形式的適用

写真と一口にいっても、まったくの素人が撮影した

コンテスト主催者側が写真家に不利な条件を押し付

日常的な写真から、プロの写真家が瞬間をとらえるた

ける要因は、著作者に対する主催者側の社会的・経済

めに相当な日数を取材に費やし撮影する写真など、さ

的優位性であり、それを是正する手段が著作権法に用

まざまな物語が凝縮されている。しかし、写真が日常的

意されていないことである。

であることと相まって、撮影のいきさつは完全に無視
され、どの写真も一律に扱われ安易に利用されがちで
ある。

著作権法にも契約に関する規定が存在するものの、
極めて簡潔である。
すなわち、著作権譲渡に関して、著作権法は
「著作権

残念なことに、写真コンテストの主催者でさえ、写真

は、その全部又は一部を譲渡することができる。
」
（61

について、写真家の人格が発現した芸術であるという

条 1 項）
、
「著作権を譲渡する契約において、第 27 条又

扱いをしていない場合がある。たとえば、写真コンテス

は第 28 条に規定する権利が譲渡の目的として特掲さ

トを実施する場合の応募要項には、著作者人格権を行

れていないときは、
これらの権利は、
譲渡した者に留保

使しないという条件、それだけでなく著作権をも譲渡

されたものと推定する。
」
（同条 2 項）と定める。
後者の

するという条件、応募された写真の著作権・著作者人

規定により、契約書において特別に譲渡の目的として

格権はコンテスト主催者に帰属するという条件など、

記載しないかぎり、翻案権と二次的著作物の利用に関

写真を芸術作品として扱うことなく、写真家に権利を

する原著作者の権利は著作者に留保されるという範囲

行使させないための条件が付されることがある。その

で、
著作者が保護されている。
しかし、
契約書に明記し、

うえでコンテストに応募した写真家は、そのような条

そのほか推定を覆すような事実があれば、ここで定め

件に同意したかのような状況が作られてしまう。著作

る留保もできない。

権を譲渡するという条件があれば、主催者側は、些細な

ライセンス契約について、著作権法は
「著作権者は、

賞金を支払ってフリーに写真を利用することができる

他人に対し、その著作物の利用を許諾することができ

一方、写真家個人は著作権者でなくなるため、後日、当

る。
「前項の許諾を得た者は、
」
その許諾に係る利用方法

該写真を自分の写真集に掲載して使用した場合には、

及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を

むしろ写真家側が著作権侵害になってしまう。著作者

利用することができる。
」
「第一項の許諾に係る著作物

人格権を行使しないことを同意したならば、主催者側

を利用する権利は、
著作権者の承諾を得ない限り、
譲渡

は写真を掲載するにあたって撮影者が誰かを示さなく

することができない。
」と定める（63 条）
。
つまり、ライ

てもよいし、改変することも自由である。

センス契約については、利用者はライセンスで定めた

日本写真著作権協会では、フォトコンテストガイド

利用方法と条件の範囲内でしか著作物を利用できない

ラインを公表して、主催者側の啓蒙に努めている。
しか

という極めて当たり前のことと、勝手に利用権を譲渡

し、
このようなガイドラインで啓蒙に努めなければなら

できないという範囲で、著作者の保護を定めているに

ないこと自体、疑問である。
つまり、著作権法だけでは、

すぎない。

著作者の保護には不十分ということである。
そこで、こ
の観点から、
著作権法とその実務を検証してみた。
16

（著作権委員会）

我が国では、
契約自由の原則に基づき、
契約当事者は
対等な立場で契約を締結するのが建前となっている。

Workshop
一般に、立場の強い者が経済的・社会的に弱い立場

は、著作者の利益にのみ存在しているのではなく、公益

にある個人の著作者に不利な契約条件を迫ったとして

的側面も認められるのではないか。
つまり、氏名表示権

も、契約自由の原則の建前のもとでは有効な契約とな

がなければ、誰がこのような著作物を作ったのかとい

ってしまう。著作権法上の議論でなく、民法上の議論と

う情報が正しく伝わらず、情報の受け手においても混

して、公序良俗違反や権利濫用などに該当する場合に

乱が生じる。
氏名表示権は、著作者が誰であるかという

は、契約が無効になる場合がありうる。しかし、公序良

情報を正しく伝えるという公益上の意味も見いだされ

俗違反や権利濫用に該当すると認定される場合は、例

ることは裁判例も認めている（知財高裁平成 18 年 2 月

外である。そのため、著作者に不利でも、コンテスト主

27 日判決ジョン万次郎像事件）
。
同一性保持権がなけれ

催者側が、あらかじめ条件さえ示していれば有効と取

ば、著作物が流通する途中で変更されても何も言えず、

り扱われてしまう。

その結果、著作物が歪んだ形で伝えられてしまう。
情報

裁判所も、利用の円滑を重視してか、利用者フレンド

の受け手にとっても、著作物がその著作者がそのよう

リーな判決を下すことがある。ひこにゃんのキャラク

に発信したものであると正しく伝られるべきであり、

ターを巡る事件（大阪高裁平成 23 年 3 月 31 日決定）で

著作者人格権は、
それを担保しているのではないか。

は、契約書に上記 61 条 2 項の特掲がなかったが、推定

とりわけ、現代のデジタル社会・ネットワーク社会

を覆す事情があると判断し、著作者が翻案権をも譲渡

においては、
著作者人格権はむしろ重要である。
デジタ

したと認定している。

ル技術の発展により、
写真や映像の改変も容易になり、

現在の著作権法の下では、ガイドラインの形で、写真

その結果、アイドルコラージュ
（アイコラ）
による名誉

家に対する契約上の衡平性を確保していく以外、方策

毀損が問題となり、
また、
フェイクニュースにより世論

がない。フランス著作権法を例にとると、著作者は社会

が操作されるような事態も発生している。著作者人格

的に弱い立場にあるという前提で、契約についてさま

権は個人の権利なので、これで社会的問題が抑えられ

ざまな規制が定められている。また、EU 議会において

るとは限らないが、
すくなくとも、
このような著作物の

今般承認されたデジタル単一市場における著作権指令

扱われ方に対する救済措置は、著作者に確保されるべ

においても、著作者保護の精神に基づき適正な報酬を

きである。
著作者人格権は、
著作者に関する情報や著作

確保するよう促す立法が各国に求められている。なお、

者の意図した内容を確保する側面を有し、むしろ著作

著作権管理団体の力が強い場合のように、著作権市場

物のあるべき流通のために重要な権利といえる。

においては必ずしも利用者が優位とは限らない点に
も、
注意が必要である。著作権契約における衡平性確保
は、
今後の課題として残されている。

３

著作者人格権の軽視

４

終わりに

写真を撮影するなどの創作行為は、個人によってし
かなしえない。
個人の著作者は、
文化の発展やイノベー
ションの要である。
とくに、
デジタル社会・ネットワー

著作者には、著作権のほか、著作者人格権がある。こ

ク社会は、個人の写真家や個人のアーティストが活動

のうち、公表権は著作物の公表をコントロールできる

する絶好の場を提供している。このような個人のアー

権利であり（18 条）、氏名表示権は著作物に著作者名を

ティストが力を発揮するには、個人が適正に守られる

表示または表示しないことを決定できる権利であり

ような制度を指向する必要があるのではないか。

（19 条）、同一性保持権は意に反して改変をされない権

わが国の著作権法もこのような精神のもと、資本を

利（20 条）である。改変を行わなくても著作者の名誉・

投下する者の保護や著作物の利用の円滑だけでなく、

声望を害する方法により著作物を利用した場合は、著

個々の著作者が創造力を発揮できるような基盤となる

作者人格権侵害とみなされる（113 条 6 項）。著作者人

改革が必要ではないかと感じている。

格権は、一身専属権であり、譲渡できない（59 条）。ま
た、
著作者の人格と結びついた権利なので、放棄もでき
ないとされる。
しかし、放棄できないはずの人格権について、放棄の
特約があったものと扱ったケース（東京地裁平成 13 年
7 月 2 日判決・宇宙戦艦ヤマト事件）があり、裁判所は
放棄を有効と扱っているようである。また、契約自由の
原則のもとでは、著作者からこれらの著作者人格権を
行使しないことの同意をとることも可能である。
著作者人格権は、このように契約において換骨奪胎

井奈波 朋子（いなば・ともこ）
弁護士・弁理士（1996 年弁護士登録、
2013 年弁理士登録）
文化庁文化審議会著作権分科会法制・
基本問題小委員会、同国際小委員会委
員 日本弁護士連合会知的財産セン
ター委員
【連絡先】
龍村法律事務所
inaba@tatsumura-law.com

させられているのが実情である。
しかし、著作者人格権
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「日本写真保存センター」調査活動報告（30）
戦後のジャーナリズム復活と『岩波写真文庫』

焦土と化した東京にいち早く復活したのが、国民の
真実を知る権利を代弁してくれた雑誌ジャーナリズム

同年 4 月には、
木村伊兵衛、
菊池俊吉ら撮影の写真集
『東京

1945 年・秋』
（文化社）が発行される。
焼け跡か

ら立ち上がる諸相をスナップした日本人の活力をルポ

であった。
敗戦から 2 カ月足らずの 1945（昭和 20）年 10 月、粗
悪なザラ紙に刷られた『新生』という総合雑誌が登場す
る。活字に飢えていた市民は露店の店頭に積み上げら

ルタージュした内容で、英文の解説を付け駐留軍のお
土産用に売り出された。
47 年 11 月には週刊のグラフ誌『週刊サンニュース』

れた雑誌を、列をなして買い求め、3 日間で 13 万部も

が創刊される。創刊号の表紙は木村伊兵衛撮影の女性

売り切り、増刷を重ねて 37 万部も売ったという。

３人の横顔だった。
編集責任者は戦前 35 年に日本工房

同月には戦時中休刊していた『婦人画報』
『文芸』
『文

を立ち上げ、海外向けの豪華グラフ誌『NIPPON』を編

学』が復刊。11 月には『文藝春秋』
『新潮』と続き、翌 46

集した名取洋之助で、
自らも
『ライフ』
で活動し、
夢見た

年『中央公論』
『改造』が復刊、『世界』
『展望』
『潮流』
『平

『ライフ』の逞しい報道ぶりに刺激されて『週刊サンニ

凡』などが創刊した。その他『人民評論』
『言論』
『自由』

ュース』
の創刊を引き受ける。
顧問としての木村伊兵衛

などの民主雑誌や『真相』
『政界ジープ』などの暴露雑

のほかに、新進気鋭の写真家三木淳、稲村隆正、長野重

誌も登場して賑わったが、粗悪なザラ紙か仙花紙に水

一、
田沼武能、
薗部澄、
佐伯義勝、
牧田仁、
石井彰、
三堀家

性インクで刷られたもので、ほどなく市場から消えて

義、
樋口進らと漫画家岡部冬彦、
根本進がいた。
せっかくのユニークな編集だった『週刊サンニュー

いった。
カメラ雑誌の復活は 46 年 1 月に、1921（大正 10）年

ス』
も経済的な行き詰まりから 2 年余で廃刊となった。

創刊のアルス『カメラ』が復刊した。グラビア 4 頁、本文

翌 50 年岩波映画社に移った名取が手掛けたのが
『岩

24 頁という見映えのしない本であったが完売したと

波写真文庫』
である。
B6 判の小型の写真ブックで、写真

いう。

をふんだんに使って、充実した内容を分かりやすく解

47 年 1 月『光画月刊』の復刊。48 年 7 月『毎日グラフ』、
49 年 5 月『フォトアート』
（研光社）、10 月『アサヒカメ
ラ』
の復刊。50 年 3 月『日本カメラ』、10 月『岩波写真文
庫』
、
51 年 9 月『写真サロン』復刊。52 年 6 月『写真工業』

説し、
値段が 100 円と安価であるところから 59 年休刊
までの 8 年間に 286 冊の文庫を世に出した。

■ 写真原板のデータベース化が進む

（光画荘）、54 年 5 月『サンケイカメラ』、6 月『カメラ毎

写真保存センターにはこの
『岩波写真文庫』
全 286 冊

日』
、60 年 7 月『コマーシャルフォト』
（玄光社）、63 年 7

のすべての写真原板約 4 万本（内訳 35 ミリフィルム

月
『太陽』
（平凡社）と続いた。

16,500 本、ブローニーサイズ 22,000 本、4 × 5 インチ

49 年 4 月に毎日新聞の傍系社から「もっとも真実を
伝えるものは写真である。自由を守るためには何もの

2,200 枚、ガラス乾板 161 枚）が岩波書店から寄託され
ていて、
今その整理が軌道に乗ったところである。

をも恐れずレンズをむける」というスローガンを掲げ

これらの原板には特定の写真家を除き、多くの原板

て登場したのが、タプロイド判の日刊紙『サン写真新

撮影者は岩波映画（法人著作）と貸与を受けた外国公

聞』
であるが、60 年に廃刊となる。

館、行政機関、企業、研究所、団体、報道機関など種々な

広島 ―戦争と都市―
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松本 徳彦（副会長）

菊池俊吉

一年生 −ある小学教師の記録―

熊谷元一

Archives
ものが含まれている。
その全貌の一端を紹介する。
『岩波写真文庫』の題材は非常に多事にわたって編集
されているので、これを恣意的に分類し、主な題材を抽
出してみた。
【自然科学】
木綿
（1）
、古い形式の綿織物から最も近代
的な紡績業の姿までをとらえ、
人間と社会の関係を読み
解く。
南氷洋の捕鯨（3）クジラの生態と捕鯨船に乗り込
み、捕鯨に携わる人々の実態を描く。
レンズ
（9）
レンズの
原理と発達、応用の面を平易に語った副読本。
雪の結晶
（7）自然が作り出す雪の結晶の顕微鏡写真美。
赤ちゃん
ー誕生日までー
（63）
赤ちゃん誕生からの成長記録。
【社会・産業】アメリカ（6）名取の写真を通してみた
風景、
先住民、人種、繁栄した都会を紹介。廣島―戦争と

究の成果を記録。桂離宮と修学院（50）ブルー・ノタウ
トが称賛した日本の代表的な建築物。
【地誌・新風土記】では、地図の知識（114）
地図の読み
方、
記号の一つ一つについて詳報。スイス（25）
永世中立
国スイスの政治、経済、文化を解説。タイ―学術調査の
旅―（275）
仏教国バンコック、
チェンマイなどの都会と
農村、
少数民族を調査した記録。京都―歴史的に見たー
（27）
空襲を免れた古都の建築、
遺産の数々を紹介。屋久
島・種子島（278）
九州の南端から 60 キロの洋上に浮か
ぶ縄文杉で知られる屋久島。鉄砲伝来の島と呼ばれる
種子島の島民の生活を伝える。汽車の窓から―東海道
―（113）
車窓に広がる風景を捉え、
東海道五十三次図鑑
を展開。
【趣味・スポーツ・芸能・その他】では、
写真（8）
写真

都市―
（72）原爆被害から、戦争、原爆、人間のことを考

は真実を伝えるものと言われているが、
見方、
読み方を

える書。かいこの村
（84）化学繊維の発達で落ち込む、養

知らないと、
その知識を木村伊兵衛が説く。スキー（26）

蚕農家の実態を描く。
農村の婦人ー南信濃のー（121）農
業の抱える諸問題を一農村を例に考える。一年生―あ
る小学教師の記録―（143）熊谷元一の新入学した児童
の学校教育の現場を捉えた会心作。
汽車（21）日本の動
脈国鉄の現場を捉える。
鉄と生活（218）鉄鋼業の発展と
日常生活の現場での鉄製品。
銅山（24）銅山の歴史は古

スキーの理論を写真で説明する。野球の科学―バッテ
ィングー（35）
バッティングの理論を科学的に分解写真
でとらえる。文楽
（53）
浄瑠璃と人形、
それを操る人形遣
いの一糸乱れぬ動作を捉え、
文楽の魅力を伝える。歌舞
伎（59）
伝統と役者の芸の魅力を、木村伊兵衛の写真で
解き明かす。日本ー 1956 年 8 月 15 日―（209）日本人

い。銅器から仏像、産業用品まで幅広い利用。その銅山

にとって歴史的な日であるこの日の日本の現状を、公

の実態を。
塩の話（193）人間の生存に欠かせない塩。
そ

募写真でまとめたもの。

の製法と利用を詳しく説く。
近代建築
（233）
鉄、コンクリ
ートで造られる近代建築の機能性と環境問題を説く。

などといった題目を、
田村栄、
長野重一、
小柳次一、
藤

【美術・歴史・伝記】
では、ルーヴル美術館（206）世界

本四八、名取洋之助、織田浩、高橋喜平、塚本閣治、岡本

最大の美術館の収蔵品と人類文化に与えた功績を語

東洋、
入江泰吉、
木村伊兵衛、
三木淳、
樋口進、
菊池俊吉、

る。
源氏物語絵巻（120）我が国の四大絵巻の一つ。各場

林重雄、松重美人、薗部澄、近藤福雄、熊谷元一、石川光

面についての解説が役立つ。キリストーその生涯と弟

陽、
細江光洋、
八木下弘、
梅棹忠夫、
飯山達郎、
中村昭夫、

子たちー（282）西洋美術の半分以上を占めるキリスト

坂本万七、川島浩、朝倉隆、阿部展也など多くの写真家

教美術を解説。
ゴッホー傳記的にー（107）代表作 190 点

が撮影したもので、敗戦の混乱した社会から復興を目

を年代順に配し、伝記風に読み解く。麦積山（220）中国

指した日本人の諸相を写真という記録メディアを通し

で石窟調査に同行して名取が撮った全貌。日本の庭園

てまとめた記録集は、世界的に見ても稀有な出版であ

（146）
各様式を代表する庭園の樹木や石の配置、飛び石

る。
その膨大な写真群の原板を整理し、
分類し利活用に

灯、灯篭など日本の美意識について説く。奈良の大佛

結び付けたい。
これらは歴史の変遷、
時代を回顧するう

（32）大仏をあらゆる角度からとらえた貴重な写真。正

えで貴重な資料といえる。

倉院−1−（40）正倉院の歴史と貴重な宝物の保存と研

歌舞伎

木村伊兵衛

麦積山

名取洋之助

19
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 171

▲賛助会員トピックス
ライカカメラジャパン
デジタルなボディ、
アナログの
スピリット
「ライカ M10-D」

業費、
そして消費税
まですべてを含ん
でおります。
審査や
制約はございませ
ん。
先着順にて、大
好評受付中です。
写真愛好家の皆さまが集まる場所、賑やかで
活気の有る元気が出るスポットとして、
皆さまを
心よりお待ち申し上げております。

東京都中野区中野 5-68-10
担当：田原栄一
TEL：03-6840-2970
メール：etahara@kenko-tokina.co.jp

三菱製紙
「ライカ M10-D」は、アナログ撮影ならではの
体験をデジタルの世界でも感じさせてくれるモ
デルです。
現代の撮影機材は数多くの機能で溢
画材紙特有のテクスチャーが得られる
れかえっていますが、
ライカ M10-D は撮影の哲
半光沢の厚手高級インクジェット用紙
学と機能、その双方の本質に強く焦点を当てて 【問い合わせ先】
「GEKKO レッドラベル プラス」
新発売
株式会社フレームマン
います。
担当：フレームマン ギンザサロン事務局
写真愛好家の皆さまにご愛顧いただいてい
ライカ M10-D は、カメラ背面の液晶モニター
担当：高田
（たかだ）
・石川
（いしかわ）
る GEKKO シリーズに新たなラインアップとし
をなくし、
要素を最小限に絞りながらも使い勝手
東京都中央区銀座 6-4-7 1F・2F
て、画材紙特有のテクスチャーが得られる半光
の良い操作系を備え、
シャッター音もほぼ無音と
TEL：03-3574-1036
（フォトサロン）
沢の厚手高級インクジェット用紙「GEKKO レ
いえるほど小さく、
写真撮影のみに集中したいと
メール：ginzasalon@frameman.co.jp
ッドラベル プラス」
を発売いたしました。
いう多くの写真家の希望を叶えます。
カメラ背面
http://www.frameman.co.jp
2015 年に生産を終了した「GEKKO レッド・
には、液晶モニターの代わりに、Wi-Fi 機能のオ
ラベル」
の後継品として、
画材紙・半光沢の独特
ン / オフ スイッチと露出補正を操作できる機械
な質感はそのままに、より多くの皆様にご使用
的なダイヤルを採用しています。
ケンコー・トキナー
いただけるよう、従来は非対応であった染料プ
液晶モニターをなくしたことで、
ライカM10-D
リンターにも対応いたしました。
の外観は M 型フィルムカメラを想起させるもの
ラインアップ：
となっています。
また、カメラ上部には巻き上げ
ソニーマウントの望遠マクロレンズ発売
A4 ／ A3 ノビ／ A2
（各 10 枚入）
レバーの形状をした収納式のサムレストを搭載 「FiRIN 100mm F2.8 FE MACRO」
特長：画材紙特有のテクスチャー／画材紙で
し、フィルムカメラの趣きを感じさせるだけでな
高解像度・高コントラストを実現した SONY
ありながら、
黒濃度が高く、
広い階調表現が可能
く、操作性も向上させています。
アナログ的な魅
E マウント用交換レンズ「トキナー FiRIN
／写真から絵画プリントまで、幅広いアート制
力を備えるライカ M10-D ですが、性能面は決し
作に最適。
てアナログ仕様になっているわけではなく、 100mm F2.8 FE MACRO」の販売を、2019 年
4 月 26 日より開始いたしました。
希望小売価格
※厚手用紙のため、
使用する
「Leica FOTOS」
アプリを使用して、現代のデジ
は 76,000 円
（税別）
。
プリンターの対応状況をご
タルカメラな
◎素直なボケ味を再現
確認の上、
ご使用ください。
らではの 機
あえて前玉繰り出しの光学系を採用することに
能を活 用す
【問い合わせ先】
より、アウトフォーカス時の素直なボケ味を再
ることもでき
株式会社ピクトリコ
現。
定評のある高解像度マクロレンズに必要な
ます。
担当：営業統括部 山本真也
高解像度、
接写撮影のほかにも風景、
ポートレー
TEL：03-5600-1640
【問い合わせ先】
ト撮影にも威力を発揮。
メール：shinya-yamamoto@pictorico.co.jp
ライカサポートセンター
◎ナチュラルな発色を実現
https://www.pictorico.jp
TEL：0120-03-5508
カラーバランスはマクロおよび人物撮影にも適
メール：info@leica-camera.co.jp
するように、ナチュラルな発色が再現できる光
https://www.leica-camera.co.jp
学設計、
コーティングを施しています。
◎歪みのない画質
パナソニック
接写を主体とした中望遠マクロの特徴としてデ
フレームマン
ィストーションは極力補正。
ディストーションの
パナソニックが東京・銀座に LUMIX
無さは、複写をする場合に必要不可欠な光学条
ブランドの新たな発信拠点
「LUMIX
件です。
GINZA TOKYO」
をオープン
写真愛好家の皆さまへギャラリー使用
◎カメラボディ機能に完全連動
のスペシャルプライスプラン
LUMIX GINZA TOKYO のショールーム
絞りや被写体までの距離などの重要な情報をカ
◇ギャラリーⅠ：作品 40 点まで 200,000 円
（税込） メラ側に伝達するので、AF に対応するほか、 では、2019 年 3 月に発売を開始したパナソニッ
◇ミニギャラリー：作品15点まで 35,000円
（税込） MF 時にはフルタイムマニュアル機能・ピン
ク初の 35mm フルサイズイメージセンサー搭
ト拡大機能・ピ
フレームマンギンザサロンは 2018 年 5 月よ
載ミラーレス一眼カメラ LUMIX S シリーズを
ーキング機能・
り銀座 6 丁目にて改装オープン。
会員の皆様は
はじめ、
LUMIX ブランドの商品を幅広く取り揃
距離バー表示
もちろんのこと、ご指導されている写真教室の
え、
実際にお試しいただけます。
生徒の皆さまや、
写真を始めて間もない方、
個展
ギャラリーでは、写真・映像作品発表の場と
と連動します。
にグループ展にぜひご活用ください。
して、LUMIX を愛用するプロのフォトグラファ
開催期間は１週間。作品は半切 or A3。
額装 【問い合わせ先】
ーやビデオグラファーによる作品の数々を展
株式会社ケンコー・トキナー
費・レンタルフレーム費・会場費・展示撤去作
示。
卓越した表現力や心を揺さぶる質感描写な
20

Topics
どプロの作品を通じて、新たな写真・映像文化
を広めていきます。
プロフェッショナル向けサポートサービス拠
点 も、従 来 の 東 京・ 秋 葉 原 か ら LUMIX
GINZA TOKYO に近い銀座エリアに移し、
「LUMIX PRO サービス」として 2019 年 4 月
22 日から運用しています。
パナソニックは、LUMIX GINZA TOKYO
から世界に向けて LUMIX ブランドを発信す
るとともに、プロフェッショナル向けのサポート
体制を強化・充実させることで、
世界中の写真・
映像ファンから愛されるカメラブランドになる
べく、
取り組みを加速していきます。
LUMIX GINZA TOKYO 専用サイト https://
lumix-ginza.jp/
【LUMIX GINZA TOKYO】
東京都中央区銀座 5 丁目1-8 銀座 MS ビル 1階、
2階

南米・ヨーロッパを
旅し、模索と挑戦を
重ねた若き写真家の
歩みと眼差しを辿り
ます。
フランクは現在 94
歳ですが、写真・言
葉・グラフィックワ
ークを自在に操った
写真集が次々と発刊 ロバート・フランク
されています。しか 《パリ》1950年Paris,
1950 © Robert Frank
し、展覧会の開催は
比較的少なく、日本国内での大規模な展覧
会は本展が 23 年ぶりとなります。
本展は、フ
ランク作品の歴史的、また今日的意義を問
う、
またとない機会となるでしょう。

清里フォトアートミュージアム

京メトロ「銀座

山梨県北杜市高根町清里 3545-1222

駅」より徒歩 3

担当：綱

分、JR
「有楽町

TEL：0551-48-5599

駅」
「新橋駅」
よ

休館日：毎週火曜、7 月・8 月は無休。
入館料・アク

り徒歩 5 分営

セスなど詳細は当館ウェブサイトをご覧ください。

業時間：11:00

https:///www.kmopa.com

〜 19:00（月曜
定休）
東京都中央区銀座 7 丁目 5-19
営業時間：10:00 〜 17:00
（土・日・祝日は休業）

清里フォトアート
ミュージアム
収蔵作品より
「ロバート・フランク展
- もう一度、
写真の話をしないか。
」

2019 年 6月29日
（土）〜 9月23日
（月・祝）

ロバート・フランク
（1924 〜、スイス）は、
世界で最も重要な写真家の一人として、同
世代および後進の写真家に、多大な影響を
与えてきました。
代表作の写真集
『アメリカ人』
（1958）
を発
表後、
映画制作へと身を転じ、
写真展の開催
が比較的少ないことから “ 伝説の写真家 ”
と称されています。
当館は、フランクの未発表作品を含むヴ
ィンテージ・プリントを多数収蔵しており、
全ての収蔵作品のなかから、本展のために
作家自身が選んだ作品 106 点を展示いたし
ます。
これまで写真集に掲載しなかった未発表
の作品を含めるなど、作家の現在の意向を強
く反映したこれらの作品によって、フランク
の23歳から38歳までの約15年間、
アメリカ・

【問い合わせ先】
富士フイルムイメージングシステムズ株式会社
担当：木内格志
（JPS 担当）
TEL：090-3202-8929
メール：tadashi.kiuchi@fujifilm.com
https://fujifilm-x.com

エプソン販売

【問い合わせ先】

アクセス：東

【LUMIX PRO サービス】

と多用途性を有
しており、プロ写
真家の皆さまの
高いニーズに世
界最高レベルの
画質でお応えで
きる画期的なカ
メラです。

富士フイルム
イメージングシステムズ
GFX シリーズのフラッグシップカメ
ラ
「GFX100」
発売
43.8 × 32.9mm で 35mm フルサイズ判の約
1.7 倍の面積を持つラージフォーマットイメージ
センサーを搭載し、プロ写真家やアドバンスド
アマチュアから高い評価を得ているミラーレス
カメラ｢GFX シリーズ｣のフラッグシップモデル
として、新開発の 1 億 200 万画素イメージセン
サーを搭載した「GFX100」を 2019 年 6 月末に
発売いたします。
本モデルは、35mm 判を超える大きさを持つ
イメージセンサーとしては世界初となる「裏面
照射型、像面位相差画素内蔵センサー」を搭載
しており、最大で従来機種比約２倍（GF63mm
F2.8 レンズ使用時）の高速 AF を実現するとと
もに、動体追尾 AF や、より精度の高いコンティ
ニュアス AF も可能にしています。
また、
「ボデ
ィ内手ブレ補正機構」を搭載しており、最大 5.5
段の補正効果が得られる
「5 軸手振れ補正」
を実
現。
手持ち撮影による超高解像撮影の領域を大
きく広げています。
さらに動画機能も大幅に進
化しました。
中判カメラにおいて、世界で初めて
４K30p 動画撮影（10bit 4:2:2）を可能にしまし
た。
「GFX100」
は、これら３つの
「世界初」
搭載機
能を筆頭に、世界でも類を見ないほどの革新性

「エプソンスクエア丸の内」
オープンに
伴う、
エプサイト移転のお知らせ
このたび、エプソン販売
（株）
は、お客さまが体
験・体感できるソリューション提案型のショー
ルームとして、
「エプソンスクエア丸の内」を
2019 年 5 月 30 日にオープンいたしました。エ
プサイトも新宿より丸の内に移転となりました。
今後もエプサイトは、作品の「創作」と「発表」の
機能を兼ね備えた、クリエイティブ表現に関す
る情報を提供・発信するスペースとして活動を
続けてまいります。
1F にエプソンのテクノロジ
ーを用いた多彩な表現の展覧会が行える「エプ
サイトギャラリー」を併設し、企画展と公募展を
実施いたします。
2F には、最新機種を使用して
インクジェットプリントでの作品制作ができる
レンタルスペース「プライベートラボ」を開設い
たしました。
エプサイトギャラリーでは「エプソ
ンスクエア丸の内」移転後のオープニング特別
企画展として、
フォトグラファー・佐藤健寿氏に
よる写真展
『WUNDER II』
を開催。
【エプソンスクエア丸の内】
東京都千代田区丸
の内 3-4-1 新国際
ビル 1F・2F
開館時間：10:00
〜 18:00
休館日：日曜、弊
社指定日
【問い合わせ先】
TEL：03-6775-9481
https://www.epson.jp/showroom/marunouchi/
epsite/


（構成 ／ 出版広報委員：川上卓也）
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＜座談会＞

創立 70 周年記念写真展「日本の現代写真 1985 ～ 2015」

写真表現が変遷した時代

出席者：飯沢耕太郎（評論家、
「日本の現代写真」編纂委員）
、金子隆一（写真史家、
「日本の現代写真」編纂委員）
、
多田亞生（編集者、
「日本の現代写真」編纂委員）
、田沼武能（常務理事、
「日本の現代写真」監修）
司 会：松本徳彦（副会長、「日本の現代写真」編纂委員） 進 行：JPS 出版広報委員会
2019 年４月 17 日（水）於：JCII 会議室

■ 写真が激変する時代をいかに捉えるか
松本 日本写真家協会創立 70 周年記念事業として、
『日本の現代写真 1985 ～ 2015』の編纂が進んでいます。
その意義について、田沼さんからお願いします。
田沼 日本写真家協会は、これまでに歴史的な写真集
を３冊出しております。第４弾として、今回の『日本
の現代写真 1985 ～ 2015』を企画し、進めています。
この間は写真が激変する時代で、それまで 100 年、銀
塩できたものが、ここにきてすべてひっくり返ったの
です。これだけの急激な変化をどう表現するかは、大
変だと思います。銀塩から電子化され、写真が貴重品
ではなくなってしまった。しかし、写真家たちはその
なかでどういうふうに作品を発表するか、いろいろ模
索しながら生きていると思います。今回の写真集のな
かにも、そうした状況が現れると思います。皆さんの
お知恵を拝借しながら、より内容の濃い写真展と写真
集を制作していきたいので、よろしくお願いします。
松本 1985 ～ 2015 年とは、ざっとどういう時代だっ
たのでしょう。
飯沢 ハード面ではデジタル化が大きなテーマです。
最初にデジタルカメラが出た頃は、我々も「こんなオ
モチャみたいなカメラでどれだけ写るんだ」みたいな
ことを言っていましたが、今やデジタルカメラがフィ
ルムカメラを追い越したと言ってもいい。デジタルカ
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メラに合わせて出版の状況を考えると、これまでの印
刷媒体を中心とした発表のあり方が、インターネット
という新しいメディアが生まれ、そのなかで写真が大
きく動いていく時代になりました。これが一番大きな
変化でしょう。ソフト面を考えると、僕にとって一番
強い印象は、写真がアートの世界でひじょうに高く評
価されるようになった点です。東京都写真美術館を含
め、美術館のなかに写真が組み込まれていく状況があ
る。そのアート化の意識のなかで、写真家の表現のあ
り方も大きく変わっていった時代です。
金子 広い意味で写真を芸術、アートと認識すること
自体は、何もこの時期に始まったわけではなく、19
世紀末くらいから芸術写真はあったわけです。それが
現代アートの範疇として、
「写真表現だから」という
枠組みがなくなったのが、現代のアート化の表われで
はないか。今日の海外における日本の写真ブームをど
う捉えるかも、それにかかわってくると思います。そ
れは写真だけの問題だけではなく、日本の 60 年代、
70 年代の前衛芸術が改めて注目されていることと、
共通した根っこがあるのではないか。つまり、今問わ
れている写真の芸術性は、それまでの芸術写真とは質
が変わってきていると思います。
松本 端的に言うと、どういうことですか？
金子 たとえば近代写真のなかで言われた写真の緻密
な描写や客観性、記録性などに対して疑問が呈されて
いる。そのこと自体を逆手に取る感じで、現実と、コ

Wonder Land
ンピュータで創りだしてい
くイメージの映像の境い目
がなくなってくる。また、
かつてアートの領域といえ
ばタブ ロ ー や 彫 刻 で し た
が、それがインスタレーシ
ョンに広がっていき、写真
もそのなかに組み込まれて
いったと言える。その一方
で、ジャーナリズムという
問題は、新たにクローズア
金子隆一 氏
ップされていると私は考え
ています。
飯沢 つまり、ドキュメンタリーやジャーナリズムと
いうあり方が否定されて消えてしまったわけではな
い。
金子 逆に注目されているような気がします。
飯沢 ジャーナリズムは、ある意味で写真の独自性で
もある。ただドキュメンタリーにしてもフォトジャー
ナリズムの写真家にしても、展示する場所や形が、こ
れまでのようにオーソドックスに壁に飾るという形で
はなくなってきている。インスタレーション的な形も
あるし、写真の発表の形が印刷媒体からむしろギャラ
リーや美術館に変わっていったのは大きな変化です
ね。
金子 とはいえ、紙媒体は紙媒体として、いまだに営々
と生き続けると思います。
飯沢 インターネットも含め、多様化、多次元化とい
うことがものすごく進行した時代であることは、間違
いないですね。
田沼 なかなか難しい問題ですね。今まで写真は雑誌
などに発表されることでアピールしてきましたが、印
刷媒体が衰え、雑誌そのものが一時期の４分の１くら
いに減っています。しかも、いわゆるドキュメンタリ
ー写真を扱っているところが、きわめて少ない。雑誌
に登場する写真は実用写真の域を脱していないという
のが、悩ましいところです。ドキュメンタリーは、時
代を記録する意味ではひじょうに重要です。そういう
ジャンルがおろそかになることが、危惧されます。「残
していく」「記録する」という点では、写真でないと

協会発行の写真歴史書

できないことがありますから。今、写真は「写す」か
ら「表現する」に変わってきていますが、その両方と
も写真にとっては重要です。

■ 激動する印刷や出版の状況
多田 私は出版社の立場で写真にかかわってきました
が、この 30 年間で、急速に印刷技法が変わってきま
した。とくに写真表現の変遷は、出版の場合、加速し
て変わっています。一方できわめて古いアナログ的な
表現も残ってはいますが、全体として表現する場が出
版としては少なくなっていると痛感しています。
写真の「記録する」機能といえば、たとえば『大和古
寺大観』のような文化財の写真もその一端ですが、85
年から 2005 年くらいがピークで、その後はそういう
出版ができなくなりました。
金子 ニーズがなくなってきた、ということですか？
多田 それもあるし、デジタルの時代になり、アナロ
グの記録をどう捉えたらいいのか、出版の側で見えな
くなった。受け入れられなくもなっています。
田沼 写真という特殊性ではなく、写真が多くの表現
のひとつの歯車になり、総合的になってきています。
それを止めるわけにはいかないし、昔と同じことをや
っていてはダメだという感覚は、皆さん持っている。
確かにその通りだけど、それまでの写真の役割を全部
否定することはできません。新しい表現と同時にドキ
ュメントのジャンルを捨てることはできません。
今回の『日本の現代写真 1985 ～ 2015』は、最先端
を走っている人たちの動向を一冊の写真集にまとめる
と同時に、展覧会を開催することによって、写真とい
うものがどういう時代をくぐってきて現代があるかとい
うことを、皆に知らせるひとつの手段だと思います。
そういった事業と並行して、JPS では今まであるものも
残していく事業も行っています。フィルムも捨てられ
てしまうので、なんとか残したい。やはり写真がある
から、いろいろなものを伝えることができるわけです。
そのことも重要な役目であることも一般の社会に理解
してもらいたいと痛切に願っています。後世に伝え残
すことも、なかなか簡単なことではないし、お金もか
かります。そこをなんとか乗り切っていかないと、写

New Japanese Photography
The Museum of Art 1974

JAPAN:A SELF-PORTRAIT
自 写 像 日 本 International
Center of Photography
NewYork 1979
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真が世の中に生きていく必
要性が消えてしまいます。
飯沢 ただ、この時代に注
目されるようになったアー
カイブは、写真の記録性や、
歴史や時代を保存するとい
う意味で大事な考え方だと
思います。古い写真の発掘、
いわゆる写真家の仕事だけ
ではなく、無名の写真家た
ちの写真や地域特有の表現
田沼武能 氏
のあり方もクローズアップ
されてきた。たとえば新潟県では県全体の写真のアー
カイブ事業をやっているし、他の自治体においても、
全国的にアーカイブの作業が進んでいます。
ここで大事なことは、これまでの銀塩写真ではなく、
デジタル化が進行したことで、アーカイブを完全に構
築できる技術的なベースができた。銀塩写真だと保存
場所も大変だし、どうリファレンスするかも問題です
が、デジタル化によって写真による記録が違った形で
再生される契機にもなる。だから、必ずしもネガティ
ブな意味として記録的な写真がなくなることは、まず
ないわけです。デジタル化の状況と手を携えることで、
新たな写真の枠組みができていく時代ではないかと思
います。
金子 フォトジャーナリズムの世界では、ビデオカメ
ラの小型化が大きい。ベトナム戦争時代のあり方と今
のジャーナリズムのあり方は、根本的に違うと言って
もいいくらい変わってしまいましたが、フォトジャー
ナリズムにとってデジタル化は有利をもたらしている
と思います。それによって、今まで撮れないものを撮
り、できないような表現が、ジャーナリズムのなかで
可能になっていく。デジタルに変わることによって、
より被写体やテーマが広がっていく感じがします。
松本 確かにフィルムの時代は、撮影したものを現像
し、発表するとなると印刷媒体を介在しないとできな
かった。今は撮影すれば、画像そのものを世界中に発
信できます。記録、保存の面からいうと、膨大な量の
ものを圧縮する技術と、発信したものを検索する機能
が、世界を変えていったのではないかと思います。た
だそれは実用面であって、写真の表現という点を捉え
ると、また違った意味合いを持つと思います。
金子 表現ということでいうと、85 年以降は、60 年代、
70 年代とは明らかに違うあり方が生まれたと思いま
す。たとえば、ひじょうに構成的な杉本博司みたいな
作品が世界的に注目されるようなことは、今までなか
ったような評価の軸が共有されたということです。

■2
 005 年までは活用されていた
超アナログな技術
田沼 僕らの時代は次から次へと雑誌が生まれ、発表
の場が増えていった。その後、そういう発表媒体の減
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少する時代にどう写真を変えていったらいいか、いま
だにはっきりした方向が確立されていない。デジタル
化によって表現が多様化され、今は美術館などに飾ら
れることがひとつの流れになっています。
そうなると、
一部のものしか流れない。今まで絵画の世界は大舞台
に出る人もいれば、
片隅で生きている人もいたけれど、
写真も同じ道を歩むのか、気になります。
飯沢 端的に言うと、どうやって生計を立てるか、と
いうことですよね。それは切実な問題だと思います。
田沼 アートが進むことはすばらしいけれど、それだ
けでは割り切れない。いわゆるドキュメンタリーの写
真は「残していくことに重要性がある」ということを
伝えるために、日本写真保存センターというものを起
ち上げた。すばらしい先輩たちがこういう仕事をして
きたと見せることによって、写真家のステータスを継
続していきたい。今はごく当たり前の写真でも、後世
に伝え残すことでまた光を浴びるという事実を見せて
いくことが重要ではないかと考えています。
金子 さっき飯沢さんが言っていたように、アーカイ
ブにすることによって、初めてそれが可能になる。た
だ残せばいいというわけではなく、どのように使える
かというシステムの両方がなければダメだと思いま
す。
飯沢 写真家は個として写真表現をするわけですが、
それだけではダメで、それを社会につないでいかなく
てはいけない。これまでを振り返ると、個と社会をつ
なぐ回路が 80 年代以前は紙媒体であって、とくに雑
誌という大きなメディアで写真家たちが発表してい
た。そこから原稿料をいただくという関係のなかで成
り立っていたものが、成り立たなくなった。先ほど多
田さんが、出版の状況が 2005 年くらいでだいぶ変わ
ったとおっしゃっていましたが、そのあたりをもう少
しお聞きしたいのですが。
多田 本をつくっている現場からすると、85 年頃、
印刷技法や製版技法が革命的に変わった。それはコン
ピュータ導入にかかわっています。たとえば原色版印
刷やグラビア印刷など、アナログ的な方式が変わって
いく。職人仕事ではなく、画面を見ながら技術的な操
作をして製版や印刷する時代になりました。

ただそのなかで、
アナログの極みみたいな職人技
（コ
ロタイプ）も残ってはいます。岩波書店でいえば 70
年代半ばから 85 年くらいまで、ヴァチカンやイギリ
スのウィンザー王室、イタリアの美術館などが所蔵し
ている１点ものの中世の写本や素描のレプリカ、いわ
ゆる「ファクシミリ版」と呼ばれるものをつくってき
ました。ヴァチカンの図書館の壁を壊して製版のスキ
ャナーを入れて、その場で製版するわけです。つくる
部数はせいぜい 200 か 300 部ですが、今まで研究者が
アクセスしようと思ってもできなかった貴重な写本の
レプリカを制作してきました。レオナルド・ダ・ヴィ
ンチのデッサンも同様です。エトルリアの遺跡の墳墓
をあけて、写真を撮っていくといったこともやりまし

飯沢 デジタル化以降の出版や印刷の変化のなかで、
多チャンネル化というか、さまざまな出版形態が始ま
った。これは今も続いています。さっき、雑誌メディ
アはなかなか厳しいという話が出ましたが、では写真
集はどうなのかと考えると、実は今、かなり面白い状
況になっている。
金子 写真雑誌が頭打ちになっているなかで、写真集
は、個人出版の時代になっています。「ＺＩＮＥ」（少
部数の自主制作雑誌）みたいな言い方をしている個人
出版で作れるのは、デジタル化のおかげです。
飯沢 印刷コストが圧倒的に下がったことによって、
誰でも写真集というジャンルにアクセスできるように
なった。それから、流通の形態も変わりましたよね。
金子 日販・東販などのいわゆる出版取次を通さず、
ギャラリーやブックフェアなどを通して売っていく。
とくに写真集に関しては、国際的なブックフェアが確
実な売り場になってきています。
飯沢 そういうチャンネルができたことによって、若
い写真家たちが表現の場を得た。もちろんギャラリー
や展覧会で発表することもあるけれど、写真集がもう
ひとつのチャンネルとして活性化している。たぶん出
版点数からいうと、80 年代と比べても今のほうが多い。

金子 おおよそ 100 倍でし
ょう。
田沼 それは生業として成
立しているんでしょうか。
飯沢 そうなっている場合
もあります。ブックフェア
に出展すると、あっという
間 に 100 冊 く ら い 売 れ ま
す。
金子 学生たちが印刷費 1
冊 600 円くらいで作ったも
飯沢耕太郎 氏
のを 1000 円で売って、あ
っという間に 200 部くらい売れる。武蔵美の学生たち
に聞いたら、上海のブックフェアで売り切ってきたそ
うです。
飯沢 パリフォトなどの国際的な写真のフェアもある
し、そういうところで日本の写真集の評価はものすご
く高いんですね。去年のパリフォトでは、森山大道さ
んがサイン会をしたそうです。
金子 だいたい 750 部作れば、コストと見合うそうで
す。750 部のうち 500 部はブックフェアで売って、あ
との 250 部はアマゾンも含めての通販。写真集を専門
的に扱っているサイトもありますし。
飯沢 日本とアジアの写真集専門のディストリビュー
タ（配本業者）の「shashasha」
（写々者）みたいな
ところもあります。
金子 我々も写真集はアマゾンなどで買います。私の
場合、重い写真集を持って帰るのがイヤだというのが
最大の理由です。そういう買い方が、年代を問わず一
般化してきている。そういうなかで、写真集の流通方
法は完全に変わってきている。
飯沢 だから、さっき多田さんがおっしゃった 2005
年というのは、まさに象徴的だなと。既成出版社の写
真集の流通の仕方が、
その点でもう頭打ち。その後は、
そうではないチャンネルがどんどんでき始めた。
田沼 そういう写真集は、英語が入っていないとダメ
ですか？

Photo Review 2015 専門家に作品を観てもらう
撮影：日本カメラ財団・市川泰憲

Paris Photo 2015 出展したタカイシイ
撮影：日本カメラ財団・市川泰憲

た。そういうアクセスしにくいものを古い印刷方式で
再現して提供していくということも、ひとつの柱とし
てやってきました。
飯沢 それもやはり 2000 年代頭くらいまでですか。
多田 やはり 2005 年くらいで打ち切られたものが多
いですね。
飯沢 多田さんのお仕事を拝見していると、それ以降
は、カタログなど展覧会と結びつけたお仕事が多いよ
うですね。
多田 そうですね。もうひとつは国際共同出版といっ
て、海外のいくつかの出版社と共同して写真集を作る
ということが 85 年くらいから始まります。

■ 海外から注目を浴びる日本の写真集
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飯沢 そこは写真集というメディアのありがたい点
で、日本語で書かれていても、写真を見ればわかりま
すから。
金子 日本の写真集に関しては、世界的に注目されて
います。なぜかというと、日本の写真表現の全体史を
含め、それこそ今まで JPS がつくってきた写真史の
本などを皆さん見てきたりしたので、安定して評価で
きる素地ができている。それが、ここにきて見られる
海外における日本ブームのベースでしょう。
飯沢 ブームの実質的な内容からいうと、日本の写真
集はひじょうに大きな影響力を持っています。60 年
代、70 年代くらいから写真家の方たちがやってきた
仕事を評価する写真集が残っていますから。展覧会は、
終わってしまえば見ることができないけれど、写真集
は残ります。それを改めて手に取るところから評価が
広がることが、すごく増えています。
最近は海外の出版社が作る写真集で、日本の写真集
にそっくりのものもあります。日本の写真集のひとつ
の特徴は、かなり凝ったつくりをする、という点です。
デザイナーと写真家が一体となり、お互いに自分の作
品をつくるつもりで、かなり特殊なつくり方をする写
真集が多い。それが、海外でも範になる。海外でもそ
ういうものが出てきているのは、明らかに日本の写真
集の影響でしょう。そういう状況が見えてきたのも、
やっぱりこの時代です。
自分で写真集をつくり、スーツケースに写真集を入
れて、ブックフェアを回ってツアーする人もいます。
１万円の本を 350 部作ると、とんとんで自転車操業で
次がつくれる。そのうち何冊か当たればいいわけで、
大きいロットではなく、小商いができるようになった。
デジタル化のおかげです。
田沼 これからは、リュックサックを背負って写真集
を売って歩かなくてはなりませんね。（笑）
飯沢 ヨーロッパに倉庫を持ったところもあります。
まとめて船便で送って、そこからあちこちに行く。
金子 最近ニューヨークのギャラリーで写真集のイベ
ントがあり、便利堂などは大きなブースを構えていま
したが、スーパーラボや AKIO NAGASAWA は机１

個です。それで４、５日で
何百部と売る。写真のある
種の媒体としての写真集
は、少なくとも 30 年前と
はまったく違うステージに
あると考えたほうがいい。
田沼 その道が開けるとし
たら、それはひとつの新し
い世界ですね。
飯沢 もうひとつのチャン
ネルは、オリジナルプリン
松本徳彦 副会長
トでしょう。
『LIFE』が休
刊した 70 年代に同じような議論があって、その頃、
アメリカのギャラリーがオリジナルプリントを出し始
めた。
日本にも導入しようという動きがあったけれど、
85 年以降を見ても、日本の社会ではプリントを販売
したり購入することが定着しない。これは、どうして
だろう。
田沼 ひとつには、日本の生活環境もあるでしょう。
どこに飾るんだ、ということになる。
金子 私は、違う理由もあると思います。日本でも骨
董品の分野ではけっこうコレクターがいますが、あれ
は集めることが目的です。そして、集めたものがどう
なるのか。ひとつは、いざとなったらお金になる。そ
れが日本のコレクターのあり方でしょう。ヨーロッパ
やアメリカでは、コレクションをつくったら美術館に
寄付をするのがひとつのスタイルになっている。いい
コレクションをつくれば、あちこちの美術館から引く
手あまただから、いいコレクションをつくろう、と。
でも日本には、そのシステムがない。
飯沢 それにしても 70 年代からオリジナルプリント
と言われ始め、78 年にツァイト・フォト・サロンが、
79 年にフォト・ギャラリー・インターナショナルが
できましたが、40 年にもなるのにいまだに定着しな
い。日本は写真に関しては、難しい。
金子 現代の作家に関しては、成功していく人もいま
す。アートフェアやギャラリーもついて、そういう流
通のなかでやっていく人も出始めた。

Paris Photo 2015
撮影：千代田路子

野町和嘉写真展「聖地巡礼」 ローマ／ 2013
撮影：榎並悦子

セーヌ川に係留した船で BookFair

飯沢

もっとそういう人が出てきてもいいはずです。

■ フォトグラファーからアーティストへ
金子 今、85 年から 2015 年の 30 年間を取り上げて
いますが、これまで話してきたような状況は、最後の
2005 年から 2015 年までの 10 年間に生まれてきた。
85 年から 2005 年までは、まだまだ雑誌も元気でした。
飯沢 前の時代の影響が続いていましたからね。
金子 よく〝バブルの余波〟という言い方をしますが、
90 年代、東京都写真美術館もそれでできたようなと
ころがあります（笑）。バブル時代に、東京都は写真
美術館を設立することを決めていたので。だから予算
も開館前に、かなりつけることができた。
松本 作品をすいぶん購入しましたからね。
金子 2000 年代以降は、収集予算ゼロですよ。買っ
てはいけないと言われた。その後、自分たちでお金を
集めれば購入してもよいということになりました。そ
のあたりの変化も 2005 年前後。美術館の運営を、お
役所が丸ごと抱えるという形から、独立採算に変わっ
ていったわけです。
飯 沢 と い う こ と は、 こ の 約 30 年 を 考 え る 場 合、
2005 年に区切りを置くといろいろなことが見えてき
ますね。
金子 そうですね。90 年代は、デジタルカメラはま
だ使い物になりませんでしたし。
飯沢 アナログカメラとデジタルカメラの生産台数の
比率が逆転するのは 2004 年です。
金子 役所などでコンピュータ化が進み始めたのは
2000 年くらいです。世の中の大きな動きは 2000 年に
始まり、2005 年にはコンピュータ中心の世界、写真
でいえばデジタル化が確立していく時代だった。それ
まではある意味、過渡期だったのではないか。表現の
面でもそう言えると思いますし、出版や印刷の状況も
そうです。90 年代は写真雑誌残っていましたし。
飯沢 『写真時代』は 88 年に終わった。
金子 『カメラ毎日』が終わるのが 85 年ですからね。
ある種、象徴的ですよ。今回の写真集と写真展で取り
上げる写真が 85 年から始まるのは。
多田 85 年はマッキントッシュが日本に入ってきた。
国際共同出版の『A Day in the Life of Japan』もアッ
プル社マッキントッシュなどの支援で、参加した写真
家に PC を１台ずつ配っています。
金子 へぇっ！ すごいね。当時は皆さん、まだ使い
こなせなかっただろうけど。
多田 この本が出たのは 85 年、日本版は 86 年に出ま
した。日本からは濱谷浩、野町和嘉、久保田博二、川
田喜久治、桑原史成、東松照明、内藤正敏、長倉洋海
などの諸氏が参加しています。
飯沢 こういう企画が成立する状況があった、という
ことですね。
多田 これは無名の若い米国カメラマンが企画して、

スポンサーを探して、アッ
プル社などを巻き込んだ。
金子 この後、ハワイやオ
ーストラリアでも同様の企
画がありましたね。
飯沢 今後、こういう企画
は成立しないでしょうか。
金子 EU の写真家たちが
日本を撮る、という企画は
ありました。写真美術館で
展覧会もしています。その
多田亞生 氏
か わ り、 日 本 の 写 真 家 が
EU に行って撮る。
飯沢 写真家の共同体と言えばいいのか。写真家の人
たちがこういうものに参加するような共通基盤があっ
たのが、80 年代がギリギリではないでしょうか。こ
の後 90 年代以降、美術館で展覧会をするような、た
とえば杉本博司、森村泰昌、やなぎみわなどは、こう
いうものに参加しないでしょう。
金子 そうですね。
飯沢 写真家のイメージの共通基盤として、彼等自身
も共有するものがあり、出版社も読者も共有できたの
は 80 年代がギリギリ。ここから後、写真家という人
たちのあり方が変わっていく。
金子 よく言うのが、フォトグラファーなのか、アー
ティストなのか。自分はフォトグラファーではなくて
アーティストだという言い方をする人が、今は多いと
思います。60 年代、70 年代には、カメラマンか写真
家か、という言い方も問われましたね。
飯沢 カメラマンからフォトグラファーへ、そしてア
ーティストとなるわけだ。自覚的にもそうだし、まわ
りの眼も変わってくる。
金子 フォトグラファーという言い方にこだわった時
代は、ただ単に写真を撮るだけではなく、ひじょうに
問題意識を持って社会に問いかける。また、自分自身
の存在にも問いかけていく。そういう全体的な存在で
あって、技術者ではないという自負があって、フォト
グラファーを名乗り、技術者はカメラマンだという仕
分けがあった。今度はフォトグラファーが、アートと
いうなかで自分の存在を見ていくべきだという人が出
てきた。ちょうど、そういう時代になる気がします。
田沼 ちょっとここで、写真の著作権の話をしたいと
思います。70 年代に、
著作権が死後 50 年になりました。
写真に関してはそれまでは公表後 50 年でした。それ
を JPS が中心になって運動を続けた結果、創作者の
カテゴリーに写真家が組み込まれ、著作権が死後 50
年になったわけです。現在は死後 70 年になっていま
す。
飯沢 カメラマンからフォトグラファーに移行した歴
史的な瞬間ですね。
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■「 フィルム期」
「過渡期」「デジタル期」の
３つの区切り
松本 今回の写真集と展覧会を、なぜ 85 年からとし
たのか。前の写真集からのつながりだと、本来は 95
年からにするのが妥当です。それをあえて 85 年にし
たのは、そこにいろいろなものが変わりゆく節目があ
るように感じたからです。そのなかで写真の表現も、
今まで話してきたように変わっていった。そしてそれ
をさらにフィルムの時代、移行期、デジタルの時代と
３分割することで、より明解に見えてきた。この３つ
に分けたのは、明解な区分だと思います。逆に言うと、
こういうことを我々がもっと主張して、それぞれの区
分を分かるようにしていくことが、この本の大事な部
分ではないかと思います。
田沼 今回の企画の意味が、よりはっきりしますね。
金子 今、話していて思ったのですが、写真というも
のを考えていくとき、ただ表現の問題ではなくて、た
とえばデジタル化という問題、美術館の問題、出版の
問題など、いろいろな条件があり、表現もそのひとつ
の要素です。ですから、表現だけを取り出しても時代
が見えてこない。先ほどから出ているように、雑誌が
ダメになったというのは現実としてあるわけです。そ
ういうことがいろいろな形で反映され、そのなかでど
んなふうに自分自身の活動を見出していくか。写真家
としての生き方が出てきていると思います。
遡って考えると、1968 年の、JPS の最初の写真史「写
真 100 年 日本人による写真表現の歴史展」で何を問
題にしたかというと、誰が撮ったか分からないアノニ
マスの写真が膨大にあって、そこから見えてくるもの
がある。そういう無意識の写真も含めて写真の表現を
考えないと、写真というものを考えたことにならない、
というメッセージがあった。45 年から 70 年までの 25
年間を取り上げた「日本現代写真史展」は、ある意味
それを受けて、それを戦後というなかに落とし込んで
展開していった。その続きとして、70 年から 95 年ま
でを「現代写真史Ⅱ」としたわけです。

今ここで 85 年から 2015 年というときは、美術館や
ギャラリー、出版に関しては雑誌に変わって写真集に
なり、印刷の形態が変わるなかで新しいメデァア化が
行われてきている。そのなかで今、写真家がどのよう
な表現を満たそうとしているか。写真のジャーナリズ
ムは、どういう問題を抱えているのか。いろいろな条
件が交差してくるのが、この 85 年から 2015 年という
時代を語ることになるのではないか。
松本 まさに、そうだと思います。もうひとついうと、
経済ということも考えてみたい。先ほど写真美術館が
バブルの余波で実現したという話がありましたが、実
際には発起してから出来上がるまで、10 数年かかっ
ています。そして国からの予算もついた。そういう背
景や環境があったうえで表現があるということをつく
づく考えます。
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写真を購入する人が増えている。
サザビーズ オークションのリスト。

多田 ところでアートフェアは今、アジアでも盛んで
すが、日本の状況はどうでしょう。町おこし的なもの
もあるようですが。
飯沢 京都国際写真祭（KYOTOGRAPHIE）は特殊
なやり方ですが、成功していますよね。
金子 観光京都と結びついていますからね。
飯沢 京都の町家やお寺、京都新聞の地下などでイン
スタレーション的なやり方に特化してきているので、
見ごたえのあるいいフェアになってきています。それ
以外にも、町おこし的な意味合いのあるフェスティバ
ルは増えてきましたね。
金子 北海道で行われている東川町写真国際フェステ
ィバルも、長い間続いていますね。
飯沢 「写真の町」宣言が 85 年ですから、もう 30 年
以上になります。その他、塩釜、六甲山、宮崎など、
写真を通じて町おこしをすることが定着してきた。考
えてみたら、写真はいろいろな人を巻き込めるメディ
アですから。
金子 写真が町おこしや教育のツールとして定着した
のも、デジタル化のおかげでしょう。暗室はスペシャ
ルなコースとして残っているけれど、デジタルのおか
げで写真の間口が広くなった。85 年以降は、写真と
いうものが、一方的に写真家が発信するものではなく
なった。
さっき多チャンネルという言葉が出ましたが、
写すほうもメディアも絡み合いながら、別のステージ
をつくり始めていく時代と見ていいと思います。
飯沢 もちろんそのなかで、写真家の役割は大きい。
写真家の方たちの表現の営みや試行錯誤が、写真を引
っ張っていくわけです。
金子 ただ、それだけでは成り立たない。それだけで
は見えない写真の世界が出てきたと、確か 80 年代初
め頃、飯沢さんと話したことがあったと記憶していま
す。
飯沢 今回の座談会で抜けていたテーマであるアノニ
マス（匿名）の写真、SNS における写真のあり方は、
次回の座談会で考えましょう。
松本 本日はどうもありがとうございました。
（構成／篠藤ゆり、撮影／出版広報委員：小城崇史）

Congratulation

おめでとうございます
2019 年の日本写真協会功労賞を受賞した富岡畦草さん。
写真というメディアの記録性の高さに着目し、終戦直後の極
端に物資の乏しい時代から、一貫して芸術写真というスタイルにとらわれることなく、定点撮影という手法によって日本
の社会、
人々の姿を記録し続けてきた真摯な姿勢が、
評価されての受賞となった。
大正 15（1926）
年三重県生まれ。92 歳
を越えた今日でもフィルムカメラを用いて記録を続ける富岡さんに、
ご自身にとっての写真とは何なのかを伺った。
—— 富岡さんが撮影を始めたのは、いつの頃なのでし

ノ島の海岸線を撮れば、美しい風景を後世に残すことが

ょうか？

できます。
これは芸術性の高い写真ということができます

時代のことです。
終戦の翌年に、当時勤めていた運輸省

う？その写真には社会性が生まれるのだと思います。写

東海海運局で先輩からカメラを勧められたことが、写真

真の芸術性は下がってしまうのかもしれないけれど、1

富岡：終戦直後の、まだ日本中が焼け野原となっていた

との出会いでした。昭和 23（1948）
年には名古屋から上京して、日刊ス
ポーツ新聞社に入社しました。
その
後、昭和 26（1951）
年には人事院か

が、仮にその中に看板が 1 枚写っているとどうなるでしょ

枚の写真がもたらす情報量は俄然大

2019 年
「日本写真協会賞 功労賞」 体の最大の特長であると考えました
きなものとなる。
それが写真という媒

ものですから、私は家族の写真を撮り

ら呼ばれて、広報担当のカメラマン

続け、東京や湘南の街の姿を撮り続け

となります。

ました。
『湘南の散歩みち』や『東京定

—— まだ日本中であらゆる物が

点巡礼』といった私の作品集は、すべ

不足していた時代です。
当然、感材

てその考え方から創られたものです。

とと思いますが。

のではないでしょうか？

の中判カメラでしたが、蛇腹の穴に

退職したのですが、その時まで自宅で

の入手などにもご苦労があったこ

—— ご家族の協力も不可欠だった

富岡：最初に入手したのはコニカ

富岡：私は昭和 62 年に人事院を定年

絆創膏を貼って使っていました。
フ

暗室作業を続けていました。
写真の水

ィルムは月に 2 本買うのが限度で、

洗、乾燥は妻が受け持っていました

フィルムを 2 本買うと、月給の 1 割

し、写真の整理も妻が担当してくれま

が消えてなくなりました。
そんな時

した。
妻の助けがなければ、ここまで

代です。
その後、新聞社から人事院

写真を続けることはできなかったと

に移りました。
上京してからは写真
を撮ることが仕事になったのです

富岡 畦草 さん

（日本写真家協会 名誉会員）

が、役所の仕事と自分の仕事は切り

思います。
私が毎日撮影を続けるもの
ですから、コマ数も相当のものとなり
ました。
水洗に使用する水もかなりの

離さなければいけません。
撮影に出向けるのは、平日であ

量で、
水道料が
「銭湯並み」
になることもザラでしたが、
家

れば職場から徒歩か、あるいは都電を利用して行ける新

族は私の仕事を理解してくれました。

橋、銀座、有楽町界隈まで。
土曜日であれば、当時は
「半ド
ン」
でしたから、午後は自由になり、日曜日はまる一日、撮
影に使うことができました。藤沢の自宅から職場に向か

—— 今日もご家族の方にご同行頂きました。

富岡：次女の三智子は学生時代に日本画を学び、孫娘の
碧美は建築学を学びました。
それぞれが日本の伝統文化

う東海道線の電車の窓越しの風景も撮り続けましたが、

を継承できる表現法を体得していると感じています。
そ

それでも、当時の私の行動範囲というのは、それくらいの

の上で二人とも写真という媒体の特長を理解し、定点撮

ものでした。

影の仕事を手伝ってくれています。
私が定年退職してか

—— そのような中で、
「定点撮影」
という手法を考案された。

らは 30 年以上が経ったことになりますが、今も一つの仕

ます。
定点撮影という撮影法は、作家の新田次郎さんから

恵まれた環境で撮影を続けています。

ヒントを頂いたもので、新田さんがまだ気象庁に勤務して

—— 今日はどうもありがとうございました。

富岡：写真というメディアの最大の特長は、
記録性にあり

いた時代に、定点による気象観測が効果を上げているこ
とを知りました。
そこでその手法と、写真を組み合わせる
ことで、正確な情報を残すことを始めたのです。
例えば江

事を家族と共に続けることができているわけです。
私は

（令和元年 5 月 12 日 神奈川県江ノ島にて
聞き手／担当理事：小池良幸、
撮影・構成／出版広報委員：池口英司）
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KYOTOGRAPHIE
混沌京都 「京都国際写真祭 2019」
は面白い！
今年で７回目の KYOTOGRAPHIE に行ってみた。
これまでの６年で 56 万人が来場。
今回のテーマは
「VIBE」
。

30

7 年前。いわゆる日本の写真界とは関係なく始まった
「KYOTOGRAPHIE（通称・京都グラフィ）
」
。
いきなり、
ヨーロッパ系の高級ブランドがスポンサーに
ついて、京都で国際写真フェスタを開催するという事自
体、意識しなくても日本の写真界に浸かっている身の私
には、驚くとともに何かうさんくささを感じた。JPS に初
回開催の時に後援名義使用の依頼があったが規定に添
わず、見合わせたとのこと。
今回、このイベントの発案者
をよく知っている方にお話を聞けたのだが、
その方による
と「ヒッピーとその彼女が始めたイベント」なのだそうだ。
な～るほど…、
ヒッピーとは、
懐かしい表現だ。
さて、今回はメインの写真展、ワークショップ、関連写
真展等を少し回っただけだが「混沌」
という言葉が頭に浮
かんだ。
混沌、カオス、そして今年のテーマの
「VIBE」…、京都
グラフィは理屈ではなく、
感じればよいのだ。
個人的には、2014 年にライカ京都店ギャラリーが祇園
にでき、どうしても行ってみたくなる展示が多いので、何
回か京都に行くようになった。
2017 年には富士フイルムが、これまでにない大規模な
新製品発表会を二条城を中心に京都グラフィに似たスタ
イルで開催し、
話題になった。
そんな事もあり、東京にいる私にも、最近
「京都と写真」
という関係が身近になってきた。
そこで、仕事で大阪に行くついでに、気になっていた京
都グラフィに寄り道をした。
今回、京都グラフィを回って、ライカのギャラリーも富
士フイルムのイベントも何らかの影響を受けたと思った。
朝 10 時にホテルを出て 18 時過ぎまで幾つかの会場を

回ったが、
すべての催しの 1/10 も見られなかった。
もちろ
ん全部見る必要はないが、興味のある展示等を丁寧に見
て行くには、かなりの時間が必要なのは確かだ。
会場のオ
ープン時間を調べて行かないと、せっかく早く出てもまだ
閉まっている事もある。
東京グラフィという話もあるとかないとかだが、このイ
ベントは京都なので成り立っているイベントだと、東京在
住の私は思う。
篠山紀信さんも、高校生も、JPS 会員も、
マグナムも、アルバート・ワトソンも、春画も、写真に結ば
れた
「混沌」
は面白い！
この記事を見て、来年に行ってみようと思われた方、効
率よく見るには、
１）当たり前だが、開期や開館時間などをオフィシャルサ
イトで調べる事。
２）日程は最低でも２泊くらいは欲しい。
普通の写真展を
見に行くという感覚は忘れた方がよい。
３）
移動には、小型レンタカーで回るのがベスト。
レンタサ
イクルという方法もある。
４）
中心部のギャラリーを回るのは、地下鉄と徒歩がお薦
め。
のどが乾いたら、
カフェでビールも飲める。
最初はうさんくささも感じたイベントだったが回って
いるうちに、発案した若者のエネルギーや写真が持つ力
が、観光都市である京都の混沌とあいまって、とても面白
く感じた。JPS もこうした新しい取り組みに積極的に関
わってみるのも面白いかもしれない。
（記／出版広報委員：伏見行介、
撮影／同：桃井一至・伏見行介）

烏丸通りに面した、京都グラフィの案内所「三条コラボレーション
プラザ インフォメーションセンター＆ブックストアー」。地下
鉄・烏丸御池駅からすぐ。まずは、ここで情報収集がおすすめ。

コラボレーションショップでは、関連写真集や記念グッズも販売
している。

Report

京都といえば、MK タクシー。リアウインド 京都駅の伊勢丹では、篠山紀信さんの歌舞伎 JPS のメンバーも入っている京都写真家協
ウには、京都グラフィの告知が貼ってあっ の写真展。こちらは、写真好きより歌舞伎好 会と韓国の大邸写真作家協会共催の「京都の
た。
きの来場者が多そう。
形 / 大邸の形」写真展。会場は A’BOX AMS
写真館ギャラリー。

今回のメインの写真展のひとつ
「アルバート・ アルバート・ワトソンの世界限定 1,000 部 BMW 協賛の写真展会場前には、1,800 万円
ワトソン Wild」
。
会場は、元・日本銀行京都支 の大判写真集も販売していた。お値段は 24 もする高級車が展示されている。もちろん、
店だった京都文化博物館別館。写真展の内容 万円。
車だけ見る事も可。
はすばらしく、
会場も最高だが、
写真に対する
ライティングがイマイチで残念。

堀川御池ギャラリーのマグナム・ライブラ
ボ「モーメンツ」
。
訪れた４月 19 日は、16 日
からやっていたワークショップの最終日だ
った。
参加者は、
熱心に作品制作中。

同じく、堀川御池ギャラリーのパオロ・ペレ
グリン「南極」。富士フイルムが協賛している
ので、最新の富士フイルム製プロジェクター
が使われていた。

こちらは、生まれたときからデジタル世代の
高校生がフィルムで撮影してみたら ･･･、と
いう京都天狼院の写真展「高校生 X フィル
ム写真～ SINPLE DAYS」若さが溢れてい
た。

京都在住の写真家、甲斐扶佐義さんが経営す
る Bar「八文字屋」では、JPS 会員の四方伸
季さんの写真展「父への詫び状」。オープン時
間が 17 時からなので注意。京都グラフィ共
同代表の中西祐介氏も飲みに来る。

若手のアーティストやキュレーターの発掘
と支援を目的に 2013 年より始まった KG
＋ SELECT 会場は元涼風小学校。見る方が、
作品を見るのに頭を使う展示内容だ。コンサ
バな人には理解不能だと思う。

花 見 小 路 の ラ イ カ ギ ャ ラ リ ー 京 都 で は、
JPS 会員ハービー山口さんの「時間（とき）
のアトラス」を開催中。こちらは、京都グラフ
ィ終了後の 5 月 23 日が最終日。
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第44 回2019JPS 展開催
令和を迎え、日本写真家協会の主要な事業である JPS
展は、5 月 18 日（土）の東京展を皮切りに、6 月名古屋展、
7 月関西展と巡回する。
2005 年頃よりフィルムカメラからデジタルカメラへと徐々
に市場が置き換わり、その後機器の発展は日進月歩の勢い
であった。光学機器メーカーのみならず電気機器メーカー
の進出もあり、いまや全盛期を迎えている。JPS 展も 98％
を超える応募者がデジタルカメラで撮った作品であった。
今年の応募総数は 6,147 点で昨年を超えた。特に 18 歳
以下部門に伸びが目立ち、若さ溢れる作品が集まり喜ばし
い限りである。
審査は例年通り５人の審査員が慎重に選び、絞り込まれ
た作品は合議を繰り返しながら入賞作品が決まっていった。
今年度の文部科学大臣賞は、オーゼキコーキさんのモノ
クロ５枚組写真「逢える日」が選ばれた。10 年以上病院
生活をしている具合のわるい祖父を祖母が見舞いに訪れた
ときの様子を捉えた写真である。離れていても長年連れ添
った二人の嬉しそうな表情を孫から観た視点で捉えている。
金賞は小林一重さんのカラー単写真「峡谷を治める」
、
ダム工事現場で岩盤を安定させるための工事の様子。険
しい峡谷の中に建つ高さ 90m におよぶコンクリート製の建
造物のダイナミックさが表現されている。
銀賞の大野真司さんのカラー単写真「Rose mary」は、
観る人に様々な考えを感じさせる内容である。岸大輔さん
のカラー３枚組写真「富士詣で」は、ご来光、夜明け前
から山頂を目指す人々の列、雲海。シルエットで表現した
登山する人々は富士山に対する神聖な気持ちが表れている。
銅賞の常川 真さんのカラー４枚組写真「道端昆虫観察
記」は、魚眼や虫の眼レンズを駆使して人々と建物を写し

東京展
東京都写真美術館／ 5 月 18 日（土）〜 6 月 2 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 18 日（土）13：00 〜 14：30
東京都写真美術館 １F ホール
講演会／ 5 月 18 日（土）15：00 〜 16：30
東京都写真美術館 １F ホール
「気鋭の写真家による第 44 回 2019JPS 展入賞作品講評 !!」
定員：190 名（無料、当日 10 時より１F ホール受付に
て整理券配布）
イベント／ 5 月 26 日（日）13：00 〜 16：00、東京都写真美術
館１F スタジオ、および 2019JPS 展会場
テーマ：
「写真家と一緒に JPS 展をみにいこう！」
定員：30 名（要事前申し込み） 料金：1,000 円
32

込んだもので、街中に生きる昆虫のイキイキとした様子が
印象的である。雨森希紀さんのカラー単写真で小学校の
遊具と８歳の少女の成長過程の様子を表した「教えたくな
い」と、車のボディに映り込んだ花火が別世界の光景を表
しているモノクロ単写真で宮本安紀子さんの「SF 空間」
が選ばれた。
18 歳以下部門の最優秀賞は、成瀬 夢さんのカラー単写
真「煌めく先へ」
、朝日が射し込むバレエスタジオでのレッ
スンをする様子はファンタジックな雰囲気を醸し出している。
ヤングアイ部門の日本写真家協会会長賞は、現代写真
研究所写真総合科Ⅱの「addiction」
、奨励賞は大阪芸術
大学芸術学部写真学科の「Look in」にそれぞれ決まった。
なお、
「東京都知事賞」は応募要項内の注意事項３に抵
触するため取消、
「該当作品（者）なし」となった。
（常務理事・写真展事業担当 足立 寛）
応募者総数
入賞・入選者数
会員作品参加数
ヤングアイ参加数

1,795 名
277 名
56 名
11 校

6,147 枚
475 枚
56 枚
11 枚

公募作品審査風景
撮影：小林みのる
審査員（左から）
、
『フォトコン』編集長の藤森邦晃氏、大西みつぐ氏、
熊切圭介会長（審査員長）
、榎並悦子氏、清水哲朗氏

名古屋展
愛知県美術館／ 6 月 19 日（水）～ 6 月 23 日（日）
（ギャラリー E・F 室） 10：00 ～ 18：00
（金曜は 20:00 まで・最終日 17:00 閉館）
後

援／文化庁、愛知県、愛知県教育委員会、
名古屋市、名古屋市教育委員会
作品講評会・講演会／ 6 月 22 日（土）
愛知芸術文化センター 12 Ｆ
13：00 ～ 13：50 作品講評会（東海地区入選者紹介）
14：00 〜 15：30 講演会
「アザラシの赤ちゃんからシマエナガちゃん」
定員：170 名（無料、事前申し込み不要、先着順）

Exhibition

文部科学
大臣賞
賞状・楯・副賞
賞金 50 万円

オーゼキコーキ

（神奈川県）

「逢える日」
モノクロ 5 枚組

金賞

賞状・楯・副賞
賞金 15 万円

小林 一重（神奈川県）

「峡谷を治める」
カラー単写真

東京都
知事賞
賞状・楯・副賞
賞金 30 万円

関西展
京都市美術館別館／ 7 月 30 日（火）〜 8 月 4 日（日）

9：00 〜 17：00
後

援／文化庁、京都府、京都府教育委員会、
京都市、京都市教育委員会

該当作品（者）なし

作品講評会・講演会／ 8 月 3 日（土）
京都市国際交流会館イベントホール
13：00 〜 14：30 作品講評会（関西地区入選者紹介）、
1 5：00 〜 16：30 講演会「入賞作品と審査の現場から見
た『写真の力』」
定員：221 名（無料、事前申し込み不要、先着順）
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18歳以下部門

最優秀賞
賞状・楯・副賞

成瀬

夢（大阪府）

「煌めく先へ」
カラー単写真

銀賞

賞状・楯・副賞
賞金 10 万円

岸

大輔（千葉県）

「富士詣で」 カラー 3 枚組

銀賞

賞状・楯・副賞
賞金 10 万円

34

大野 真司（京都府）

「Rose mary」 カラー単写真

銅賞

賞状・楯・副賞
賞金５万円

常川

真（岐阜県）

「道端昆虫観察記」
カラー 4 枚組

銅賞

賞状・楯・副賞
賞金５万円

雨森 希紀（東京都）

銅賞

「教えたくない」カラー単写真

賞状・楯・副賞
賞金５万円

宮本 安紀子（香川県）

「SF 空間」 モノクロ単写真

【ヤングアイ部門】
日本写真家協会

会長賞

賞状・楯・副賞

ヤングアイ 大阪芸術大学 芸術学部

奨励賞

賞状・楯・副賞

写真学科

タイトル「Look in」
荘司 晃正・濱 緋里

現代写真研究所
写真総合科Ⅱ
タイトル
「addiction」
田島 朋樹
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2019 年度
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川口
公益社団法人

妙子

鹿野

関

貴司

一也

日本写真家協会

ＪＰＳ 2019 年新入会員展 「私の仕事」
■東 京
会 場：アイデムフォトギャラリー 「シリウス」
期 間： 2019 年 7 月 11 日（木）～ 7 月 17 日（水）
10：00 ～ 18：00（最終日は 15：00 まで）
休館日 7 月 14 日・15 日（日、月、祝） 入場無料
■大 阪
会 場：富士フイルムフォトサロン 大阪
期 間： 2019 年 8 月 23 日（金）～ 8 月 29 日（木）
10：00 ～ 19：00（最終日は 14：00 まで）
休館日なし（入館は終了 10 分前まで）
入場無料

西村

福園

広

こう じ

公嗣

純

みずたに

さか い

雅晴

まさひろ
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ほそ ぎ

細木

たかひろ

貴弘

岩本 慎太郎
江口
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員

ご入会 おめでとうございます（42 名） ◇◇◇

久保

岩月

会

み

美
みなみ

南

山崎
山下

と

都
ひろゆき

博幸

よしのり

純敬

あきのぶ

晃伸

（50 音順、敬称略）

General Meeting
2019（平成 31）年度第 20 回
定時会員総会報告
会長に野町和嘉氏就任
日時：2019（令和元）年 5 月 24 日（金）午後 1 時 30 分～ 3 時
場所：東京都写真美術館 1F ホール
議決権のある正会員総数：1,464 名（定足数 733 名）
出席正会員数：1,028 名（内訳・本人出席116 名、代理委任２名、 議決権行使書 910 名）
定刻、小川総務理事の進行で名誉会員、正会員物故者の黙祷とご冥福を祈った。
続いて 2019 年の新入会員の紹介、出席者の名誉会員、会員外理事、監事、新外部理
事予定の方々を紹介した。
熊切会長の挨拶の後、代表理事熊切会長が議長となり、議事録署名人を出席者の
正会員の中から加藤雅昭と小池良幸を選び、議長補佐として山口勝廣理事を選任し
て、議案の審議に入った。
【議決事項】第 1 号議案：「平成 30 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、フォトフォーラ
ムなどの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「当期の収益計は 140,723,607 円、
費用計は 152,390,642 円で、当期は
11,667,035 円の赤字となった。主な
要因は、収入の部においては会員数
の急激な減少による会費収入の減少、広告収入の減少など。支出の部においては収入
の減少を考慮せずに事業活動を計画通り行ったこと、及び職員の退職と新規採用に
よる人件費の増加などが主因と考える。次年度は事業計画の見直しや補正を考慮し
ながら支出の大幅な引き締めを行う所存です」と説明した。続いて監事を代表して栗
原安夫監事が監査報告をした。
伏見会員より「赤字解消に向けて何か具体的な計画などはあるか」との質問があ
り、山口専務理事より「写真学習プログラムでは実施校を一昨年の 50 校から 20 校に
減らすなどの手を打っている。他の事業では、すでに３月末に確定させ、内閣府公益
認定等委員会にも提出した事業計画と予算案があるので、勝手な変更はできない
が、今後は３カ月に１度は財政委員会を開催し、事業運営を財政面からも厳密に見て
いく。場合によっては正式な手続きを採って予算案の改正も行う」と述べた。賛成絶
対多数で原案通り承認可決された。
第２号議案：「公益社団法人日本写真家協会定款 一部変更の件」について、野町
副会長より内閣府公益認定等委員会の指摘により、第 26 条における非常勤の外部
理事及び外部監事に対する報酬の支払いにおいて、「会員総会で定める総額の範囲
内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って～」と下線の語句
を追加することにより、報酬等の定め方については会員総会の決議を要するという
文案に改正する旨を資料を基に説明した。正会員総数３分の２（977 名）以上である
総数 998 名の賛成で承認可決された。
第３号議案：「役員の報酬並びに費用に関する規程 一部変更の件」について、野
町副会長より先の第２号議案の承認に関連して、内閣府公益認定等委員会から「報
酬の支払いを行うにあたっては、非常勤の外部理事と外部監事をひとくくりに役員と
して扱ってはならない」という指摘と、報酬の支給方法について「第５条において職
員の給与規程に準拠するのではなく、同条にはっきり明記してはどうか」という意見
を受けて、「役員の報酬並びに費用に関する規程」の一部を変更する旨を資料を基に
説明をした。賛成絶対多数で承認可決された。
第４号議案：「理事任期満了に伴う改選の件」について、山口専務理事より原案を
もとに『理事候補者 20 名＋補欠２名』を、本日の総会において選任を行う」と説明し
た。各候補毎に選任を諮り、全候補とも賛成絶対多数で承認可決された。任期満了と
なった会員外理事の神代浩氏と佐々木統氏、西岡隆男氏、森山眞弓氏、正会員理事の

熊切圭介会長、小川泰祐、加藤雅昭、小池良幸の各氏に在任中のご尽力に対して、山
口専務より謝辞を述べた。
第５号議案：「名誉会員推挙承認の件」について、
「定款第６条１項３号、第７条３
号及び細則９条１項１号により熊切圭介正会員を、細則９条２項により白籏史朗正
会員を名誉会員に推挙する」と松本副会長より説明があった。拍手をもって原案通り
承認可決された。
【報告事項】続いて報告事項に入り、議長より「平成 31（令和元）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定款 34 条に基づき
３月４日の第 42 回理事会で承認し、３月 30 日に内閣府へ提出した」と報告した。
報告事項１：「平成 31（令和元）年度事業計画書」について、松本副会長より「当協
会 70 周年記念写真展の準備を昨年度から３年に亘り進めている。1985 ～ 2015 年
発表の写真を『日本の現代写真』として写真展及び写真集発行を行う。このほか JPS
展などの通年事業を行う」と報告があった。
報告事項２：「平成 31（令和元）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」を基に以下の報告があった。
「平成 31（令
和元）年度の経常予算は収入、支出ともに 139,050,000 円とした。ただしこの額は内閣
府へ提出時点での状況であり、昨年度での赤字を踏まえ、今年度の事業運営途中で
の修正見直しがあるものとご了解いただきたい」との説明を行った。
報告事項３：「第 45 回『日本写真家協会賞』の件」について、松本副会長が「一般社
団法人日本写真文化協会ポートレートギャラリーに贈ることにした」と報告を行っ
た。表彰理由：平成 30 年に協会創立 70 周年を迎えた日本写真文化協会は、この 70
年間に営業写真館の繁栄と数々の事業を展開してきた。なかでも写真展会場「ポート
レートギャラリー」は会員のみならず写真愛好家からプロ写真家の作品発表の場と
して提供し、幾多の優れた写真を世に送り出す活動を続けてきたことに対して。
報告事項４：「会費滞納による正会員資格の喪失の件」について、小川常務理事か
ら「正会員資格の喪失者 7 名を総会後手続きを行う」と報告した。
以上４つの報告事項に対する質問・意見はなく、熊切議長による終了の辞が述べ
られ、出席の賛助会員８社 12 名の紹介があり、総会の幕を閉じた。

（記／書記：小野吉彦、撮影／桃井一至）
2019 年公益社団法人日本写真家協会理事
（理事任期：令和元年 5 月 24 日～令和 3 年 5 月の総会終結時迄）
代表理事
会長：野町和嘉
業務執行理事 副会長：松本徳彦（事業）
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 / 出版広報）
業務執行理事 常務：島田 聡（総務）
業務執行理事 常務：足立 寛（著作権 / ホームページ）
業務執行理事 常務：和田直樹（企画）
業務執行理事 常務：髙村 達（写真展事業）
業務執行理事 常務：桑原史成（国際交流）
理事：飯島幸永（新任・総務 / 保存センター）
理事：熊切大輔（新任・総務 / 企画）
理事：柴田明蘭（新任・総務 / 関西地区）
理事：山口規子（新任・総務 / 写真教育）
理事：相川弘文（新任・キヤノンマーケティングジャパン（株）理事）
理事：足立直樹（凸版理事（株）代表取締役会長）
理事：岩田 敏（新任・日本フォトイメージング協会会長）
理事：加藤 敬（新任・（独）東京国立近代美術館館長）
理事：五代厚司（新任・（株）ニコンイメージングジャパン前社長）
理事：西村陽一（朝日新聞社常務取締役東京本社代表）
理事：宗雪雅幸（（公社）日本写真協会会長）
補欠理事 1：川村容一
補欠理事 2：小池良幸
（監事の改選はなし）
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全画素からリアル画像を得られる

パナソニックの空間認識 AF
空間認識 AF とは、Depth From Defocus テクノロジーという画像のボケ具合から被写体距離を推定する技術を用いて

ピント合わせを行い、最終的にコントラスト AF で追い込む方式である。
コントラスト AF のみでピント合わせするより高速化が

可能で、像面位相差 AF を使わないため、撮像素子すべてを映像取得に使える利点がある。
静止画 5000 万画素、動画で 4K・

8Kと高画素化が進むなかで、
全画素から画像を得ることにこだわったパナソニックの判断が、
空間認識 AF への取り組みである。

◆空間認識 AF の基本的なこと

り、DFD の距離の検出性能は向上し、従来比で AF の
解像度が 4 倍、奥行きの精度が 2 倍上がっている。AF

今回は、パナソニック株式会社担当技術者の方と TV

の解像度が上がることにより、被写体の認識精度も向

会議を通してお話を聞くことができた。
また商品企画の

上。
わずかな距離の違いを認識できるようになり高精度

伏塚浩明さんと角和憲さんにも直接お会いして取材す

な AF が実現できた。フルサイズ CMOS センサーにも

ることができた。

最適化を行い、明るいレンズでもピントの浅いところま
で認識させるようにしている。

◆ボケ画像から被写体との距離を算出
Depth From Defocusテクノロジー
（以下：DFD）
とは、

演算の高速化だけでなく、AF レンズモーター自体の
高速化にも取り組んできた。DFD は画像のボケを利用
する技術であり、今回の S シリーズのように、フルサイ

撮像素子で得られる画像 2 枚のボケ
（Defocus）
を判断し

ズセンサーのような深度の浅いボケからも距離の推定

て被写体との距離
（Depth）
を導き出す技術で、パナソニ

を可能にしている。
画像のボケとはレンズを通った光学

ックでは GH4 から採用されている。GH4 当時の初代の

特性であり、アナログデータである。
レンズや撮影条件

空間認識 AF は、速度的なものなど一眼レフの位相差

によってさまざまに異なるこのアナログデータをデジタ

AF と比べられることが多かった。コントラスト AF だ

ル演算に落とし込むところが一番苦労したところであ

けで速度を追求していくには限界が出てきた頃に DFD

り、AF に最低限必要な演算量に最適化し、且つ高速化

を利用した AF 方式をパナソニックが採用した。

に取り組み、
新型ヴィーナスエンジンに搭載したという。

DFD は撮像画像そのものから距離を推定する技術
であり、撮像素子に特殊センサーを埋め込む必要がな
い。
パナソニックでは、高画素化した静止画や 4K・8K

◆ L マウントアライアンスの協業

動画時代が到来したときに、
画素補間すべきではないと

今 回、L マ ウ ン ト ア ラ イ ア ン ス で 協 業 し て い る

いう考えから、像面位相差 AF ではなく、DFD を利用

SIGMA の L マウントアダプターを通して同社の Art

した空間認識 AF を独自に開発し採用した。DFD の基

シリーズも試させて頂いた。現時点では、SIGMA はア

本原理は撮像面で得たボケの量から距離を推定するも

ダプター経由で使うことができるが、AFS に限定され

のであるが、
その演算速度・精度は進化していっている。

てしまう。動き物でなければ AFS で AF スピードも気

新型のヴィーナスエンジンの処理能力の強化などによ

にならない程度で瞳 AF も作動していることを確認で
きた。今後出てくる L マウントレンズでは AFC にも対
応すると明言しているので、アライアンスの協業による
レンズ選びの幅が増えるのはありがたいことだ。

◆動きのある被写体に対して
動いている被写体に関して複数の画像で被写体の位
置が変わるので、
動き補償回路を搭載することで正確な
距離情報を得られるようにし、ピントの合っている領域
を被写体と認識して、平面的な動きや奥行きのある動き
にも被写体エリアを特定し、
追い続けることができる。
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New Trend
この技術は、DFD で被写体
エリアを特定して、動きのベク
トルを検出して被写体の移動
を予測し、ピントを追従させる
ものだ。
また、DFD とコントラ
スト AF を組み合わせることで
奥行きの動きにも強くなった。

◆人体認識の強み
今回実際に本機をお借りし
て AF の動きを体感させても
らった。撮影はほぼ開放で撮り
追従性や瞳認識を中心に試し
た。一眼レフカメラでは、目の
前に髪の毛があると前髪に AF
が引っ張られたり、まつげに合
うことも多くあった。瞳認識で
は認識すると瞳にジャストに

カメラ：Lumix DC-S1R レンズ：LUMIX S PRO 50mm F1.4 絞り：F1.4 シャッター速度：
1/50 秒 ISO：400 撮影モード：絞り優先モード AF：AFC・自動認識
（顔・瞳・人体・動物）
AF カスタム設定（写真）
：設定１（バランス重視）
。
速度的にも問題なく、人体ー顔ー瞳としっかり
認識して瞳にジャストピントが来ている事がわかる。S1R の高画素でも 1/50 秒手持ちでもブレ
はなくしっかり捉えている。
被写体ブレはあるので注意が必要だ
（モデル：櫻井結花）

来る。動物認識も猫を認識する
と、瞳にジャストで気持ちよく
ピントが合ってくれた。
身体を認識、顔認識、瞳認識
と、瞳が見えなくても顔を認識
したり、後ろ姿でも身体認識し
てくれるので、そこに一気にピ
ントを合わせてくれるのは安
心感があった。
今の時点では、人物、動物な
どを認識したデータをカメラ
に入れて動作させているが、今
後はカメラ自体で学習してい
けるような AI 技術が搭載され
ると、より自分に合った AF が
できるなど希望が出てきてし
まった。
（取材・写真／出版広報委員：川上卓也）

商品企画 / 伏塚浩明さん

カメラ：Lumix DC-S1R レンズ：LUMIX S PRO 50mm F1.4 絞り：F1.4 シャッター速度：
1/125 秒 ISO：3200 撮影モード：絞り優先モード AF：AFC・自動認識
（顔・瞳・人体・動物）
AF カスタム設定 ( 写真 )：設定１
（バランス重視）
。
鳥、犬科、猫科が認識できる動物認識 AF が搭
載されており、自動認識
（顔・瞳・人体・動物）
を設定しただけで猫の瞳検出でピントが来た。
夜の
室内で明るいとはいえない環境下であったが認識した

商品企画 / 角和憲さん

Lumix DC-S1R
LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.

Lumix DC-S1R ＋ SIGMA MOUNT
CONVERTER MC-21
SIGMA 105mm F1.4 DG HSM | Art
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記録容量の増大化・高速化が要求される

デジタルカメラの歴史と記録メディアの進化
デジタルカメラの高画素化や連写枚数の増加に伴い、記録メディアへの要求も高くなってきている。3000 万画
素が普通になってきている現状で、高画素機は 5000 万画素や最近では 1 億画素のラージフォーマットデジタルカ
メラも登場してきている。静止画だけでなく、動画の世界でも 4K、8K 時代が目前に迫ってきている。2020 年オリ
ンピックでは 8K 放送もされるという話も出てきているなか、
記録メディアに要求されるスペックも大きい。

◆デジタルカメラ黎明期
デジタルカメラが一般向けにお目見えしたのは、
1994 年にアップル社から発売された「QuickTake 100」

Charge Coupled Device（CCD）で捉えた画像データを 2
インチの小型フロッピーディスクに記録し、レンズ交換も
可能な電子スチルカメラ第一号機であった。

だ。640 × 480（VGA）サイズで CCD はビデオ用の 35

マビカシステムは 1984 年ロサンゼルスオリンピックで

万画素センサーが流用されていた。EVF も背面液晶も

ソニーと朝日新聞社が投入した。
一方、
キヤノンと読売新聞

ない双眼鏡のような形をしたデジタルカメラで、記録

社は
「スチルビデオシステム D413」
を投入してきた。

メディアも内蔵タイプで EPROM 形式 1MB であった。

1991 年にコダックから 130 万画素の
「DCS100」
が世界初

高画質で 8 枚記録というのが一般的なデジタルカメラ

のデジタル一眼レフカメラとして発売された。
残念ながら

のスタートであった。翌 1995 年にカシオから「QV-10」

日本国内では未発売。
ニコン F3 ベースにつくられていて、

が発売されて、一気にデジタルカメラのブームが巻き

記録媒体は PC カードタイプのデジタルストレージユニッ

起こった。
当時の PC である「Windows95」のブームと

ト 200MB のカードタイプのハードディスクで、本体に内蔵

連動して、画像を PC に取り込む文化も一般的になっ

はできなかった。

た。
「QV-10」のフレームサイズは 320 × 240 と今から思

1995 年 に は プ ロ 向 け の Kodak Professional「EOS

えばアイコンサイ

DCS 1」キヤノン EOS-1n ベースに製作された 600 万画素

ズ程度の大きさで

の当時モンスターマシンが発売された。
当時の価格で 360

あったが、撮った

万円という価格で簡単に手が出せる金額ではなかった。
こ

その場で見られた

の当時も記録媒体は、PC カードタイプのデジタルストレ

りと目新しさもあ

ージユニットであった。

り、爆発的な人気
を誇った。
QV-10 発売前後の主なデジタルカメラをまとめてみると、
1990 年：Dycam Model 1（Dycam）

その後、
ニコン、
キヤノン、
ミノルタなども参戦してきた。

◆ Nikon D1 の登場で一気に加速
一般向けの前に 1975 年にイーストマンコダック社がデ

1991 年：FUJIX DS-100（富士フイルム）

ジタルカメラを発明した。
以後、
富士フイルムやニコン、
キヤ

1993 年：FUJIX DS-200F（富士フイルム）

ノンが報道用に開発している。

1994 年：QuickTake 100（アップル）

写真家に一気に広まったのは、1999 年 9 月にニコン D1

1995 年：DS-505/DS-515（富士フイルム）

が発売された事

1995 年：QV-10（カシオ計算機）

だ。D1 の発売で

1995 年：DC-1（リコー（首都圏先行発売））

写真家が一気に

1995 年：EOS DCS 3（キヤノン）

デジタルに加速

1995 年：E2/E2s（ニコン）

を始 めた。当時、

などがある。

新聞社で使われ

◆業務用デジタルカメラの登場

40

1981 年ソニーが発表した「マビカシステム」であった。

ていたキヤノン
D2000 が 200 万

業務用デジタルカメラは一般向けの前の 1975 年にイー

画 素 で 198 万 円

ストマンコダック社が研究をしていたが、製品が世間に出

である事から個

回る事は無かった。
電子スチルカメラとして先行したのは、

人で所有してい

Digital Topics
る人は少なかったが、D1 は 266 万画素で 65 万円という

により開発され、商標登

価格でデジタルカメラの常識を塗り替えた。
はじめて D1

録されているため、
他の

の RAW データを展開した時の事を思い出す。

メーカーでは「CF」や

D1 からコンパクトフラッシュカード
（CF カード）
が採用され

「CF カード」といった名

てメモリーカードの種類が増えてきた。
各カメラメーカーで独

称を用いている（以下

自のカードを採用してきたが、現在主流で使われているのは

CF カード）
。CF カード

「SD カード」
「CF カード」
「XQD カード」
だ。
各社はこれまで
「マルチメディアカード」
「スマートメディ
ア」
「XD ピクチャーカード」
「メモリースティック」など使用

には、タイプ I とタイプ
II があり、
厚みが 3.3mm
のものがタイプ I で 5mm のものがタイプ II となる。
タイプ

してきているが、現在使用されていないメディアも多い。
互

II では、1 インチハードディスクを内蔵させて容量を大き

換性などを考えると、統一されていくのはユーザーとして

くできるメリットがあった。
現在は、転送速度やメモリーの

ありがたい方向である。

進化によりタイプ I が主流で HDD 搭載のものはなくなっ

◆ SD カード
SD カードは、1999 年に松

た。
また、カメラ自体もタイプ I のみの対応の機種が多い。
1995 年 に コン パ クトフラッシ ュ ア ソ シ エ ー ション
（CompactFlash Association）
が設立された。
転送速度は現在 UDMA7 で最大 167MB/s が最大の規

下電器産業（現・パナソニッ
ク）
、サンディスク
（現・ウエス

格である。150KB/s を 1 倍速として何倍速という呼び方

タン・デジタル）
、
東芝によって

もあり、UDMA7 では最大 1113 倍速となる。
最大容量は、

構成された SD Group によっ

512GB が最大値となる。

て開発・発表された。2000 年

CFast という規格も

には、
SD アソシエーション
（SD

つくられ、CF カードと

Association）
が設立された。

同じ大きさで転送速度

競合する各記録メディアに対抗してライセンス料を安

が速い規格も開発され

価に設定したり、miniSD や microSD など時代に合わせ

た。現 在 は、CFast2.0

た規格を投入するなど、携帯電話で採用されるなどしてシ

で転送速度は最大

ェアを拡大した。
SD カード内に Wi-Fi 機能を持たせたカードも発売され

600MB/s、3,333 倍 速
まで速められた。
しかし

て、カメラに Wi-Fi 機能がなくても PC やタブレットに転送

外観の大きさは同じだが、
ピンの配置が違うため互換性は

させる事ができるようにした。

ない。

また、ノート PC でも Macintosh が 2010 年より SD カー

2017 年に公開された CFexpress（CFX）は 2 レーンの

ドスロットを標準搭載するなどハード側の対応もシェア拡

PCIe 3.0 を採用しており、最大転送速度 2GB/s に対応し

大の要因になっている。Windows でも SD カードスロット

ている。
今後は 8 レーンまで増やすことで 8GB/s まで対応

が標準搭載されたものが多くなっている。
最近ではドローン

させる事ができる。
また、XQD メモリーカードと上位互換

などに microSD が採用されてシェアを増やしてきている。
現在発売している規格では、SDXC UHS-II が最大
2TB まで対応するが、
すでに次の規格が発表されている。
転送速度が最大 985MB/s が可能な「SD Express」
、最

性を保持しているため XQD と統合していくのではないか
と思われている。

◆ XQD メモリーカード

大容量 128TB の「SD Ultra Capacity（SDUC）
」の規格が

XQDメモリーカード
（XQD）

発表されている。
この規格は、UHS-II で追加された接点

は、2010 年にサンディスク、
ソ

を PCIe 接続に利用する事で高速 化を実現している。

ニー、ニコンにより発表され、

PCIe 接続とは、
基本のベースとなる基盤に直接アクセスで

翌年コンパクトフラッシュアソ

きる接続方法のことで、
待ち時間など無しで転送される。
新

シエーションから規格が公表

しい規格は、SD カードだけではなく microSD にも適応さ

された。XQD は高精細度ビ

れるので、
動画関連でも対応がされていくだろう。

デオカメラと高解像度デジタ

◆ CF カード
CF（CompactFlash）
カードは、デジタルカメラに早くか
ら対応した規格で、多くの一眼レフデジタルカメラが採用

ル写真カメラをターゲットとし
て転送速度 440MB/s、最大
2TB の容量が可能になっている。


（記／出版広報委員：川上卓也）

している。
コンパクトフラッシュは、1994 年にサンディスク
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TIPA World Awards、カメラグランプリの
授賞式が都内で開催
2019 年に発売された写真・イメージング製品の中から選ばれる「TIPA WORLD AWARDS 2019」の授賞式が
5 月 20 日
（月）
に都内で開催された。
また、カメラグランプリ 2019 の各賞も決定し、こちらも 5 月 31 日
（金）
に授賞
式が行われた。
賛助会員が受賞したそれぞれの賞を紹介しよう。
TIPA（Technical Image Press Association）が主催

メラの時代だった。その後デジタル化を中心に大きな

する TIPA WORLD AWARDS は、カメラをはじめレ

テクノロジーの変革があったものの、TIPA は 40 のカ

ンズ、
各種フォトアクセサリーなど、その年に話題とな

テゴリーを維持してきた。
今回も 40 カテゴリーそれぞ

った製品を 40 カテゴリーで選出し、表彰するもの。授

れの分野で最高の機種を選出した」
と挨拶を述べた。

賞式は 2010 年以降、隔年開催のフォトキナと東京で交

フィルムの衰退に合わせてなくなるようなカテゴリ

互に開催されてきた。今年は 5 月に開催される予定だ

ーが出てきても、新たなカテゴリーを創出して賞を授

ったフォトキナ会場で授賞式が行われることになって

与している。
一方、
闇雲にカテゴリーを増やすことはせ

いたが、フォトキナの中止に伴って、急遽日本で開催さ

ず、
40 のカテゴリーにこだわっているのだ。

れることとなった。

今回はHuawei P30 Pro
（BEST PHOTO SMARTPHONE）

TIPA は、欧州を中心とするカメラ、ビデオ専門誌の

や CEWE hexxas
（BEST PHOTO SERVICE）
といったスマ

団体。日本のカメラ記者クラブとも相互に緊密な情報

ートフォンやフォトサービスのカテゴリーでの受賞が注目され

交換を行なっていて、TIPA WORLD AWARDS の選

た。
また未発売ながらカールツァイスのフルサイズミラーレスカ

考や総会にはカメラ記者クラブのメンバーも 2010 年

メラ ZEISS ZX1
（BEST DESIGN）
が受賞していることにも驚

から参加しており、カメラ記者クラブが主催するカメ

かされた。

ラグランプリの授賞式には、TIPA の代表が来賓で出
席している。
TIPA WORLD AWARDS の創設は 1991 年。今年
で 29 回目を迎える歴史ある賞の一つだが、欧州を中心

続けて「非常に多くのミラーレスカメラが発表され
た年だった。一方で数十年ぶりにデジタル一眼レフカ
メラの新製品が少なかった」
と、
今年の傾向について解
説が行われた。

としている団体の賞ということもあって、日本のユー

授賞式は、40 のカテゴリーそれぞれの受賞機種の発表

ザーにはあまり馴染みがない。しかし、受賞メーカーの

に続いて、
トロフィーの授与と記念撮影が行われた。
OM-D

多くが日本の企業だったり、フォトキナでは受賞した

E-M1X（BEST MFT CAMERA PROFESSIONAL）
、

トロフィーをブースに展示したりすることなどもあっ

Nikon Z6
（BEST FULL FRAME CAMERA EXPERT）
、

て、
カメラ業界の中での知名度は決して低くはなく、権

Nikon Z7（BEST FULL FRAME PROFESSIONAL

威ある賞として位置付けられている。

CAMERA）
、EOS RP
（BEST FULL FRAME CAMERA

TIPA WORLD AWARDS の各賞の授与に先立ち、

ADVANCED）
、GFX50R（BEST MEDIUM FORMAT

TIPA の チ ェ ア マ ン Thomas Gerwers が、「TIPA

CAMERA）
、LUMIX S1R（BEST FULL FRAME

Award が始まった 1990 年代初頭は、まだフィルムカ

PHOTO/VIDEO）と、各社の受賞機種が次々と告げられ

ズ ラ リ と 並 べ ら れ た TIPA WORLD 挨 拶 を 述 べ る TIPA の チ ェ ア マ ン TIPA WORLD AWARDS 授賞式恒例の全員で
AWARDS のトロフィー。
Thomas Gerwers。
の記念写真。
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Topics
ているのを聞いていると、日本のカメラ産業の元気さとと
もに今年の傾向のようなものがうかがえる。
40 ものカテゴ

念撮影が行われて授賞式は終了となった。
元カメラ記者クラブ代表幹事の柴田誠が、日本の運
営スタッフを代表して乾杯の発声を行い、懇親会では

リーがあることによるものだろう。
またシグマ、パナソニック、ライカの 3 社による L
マ ウ ン ト ア ラ イ ア ン ス が「SPECIAL INDUSTRY
AWARD」を受賞したことも、今年の大きな特徴の一

トロフィーを並べての記念撮影や TIPA メンバーと
の歓談などで、
来場者は楽しい時間を過ごした。
（記／出版広報委員：柴田 誠、
写真提供／ TIPA）

つといえるだろう。最後に、来場者全員による恒例の記

■カメラグランプリ 2019 大賞はパナソニック LUMIX S1R が受賞
カメラ記者クラブ
（1963 年 9 月発足、2019 年 4 月
現在 10 媒体が加盟）
が主催し、カメラグランプリ実
行委員会の運営のもとに選出されるカメラグランプ
リ 2019 の各賞が決定した。選考対象となっている
のは、2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日に日本国
内で発売されたカメラ、レンズなど。
選考は、カメラ
記者クラブの会員、加盟媒体の編集長とカメラグラ
ンプリ実行委員が委託した外部選考委員、特別選考
委員
（学識経験者、カメラメカニズムライター、写真
家、写真関連団体の代表等）
、そして特別会員の
TIPA の総勢 55 名によって行なわれた。
カメラグランプリ 2019「大賞」はパナソニック
LUMIX S1R が受賞。L マウントを採用するフルサ
イズミラーレスカメラで、
有効 4730 万画素の高画素
センサーと独自の画像処理エンジンがもたらす描
写が、シャープでありながらも硬すぎずツヤがある
点などが評価されたもの。
2 位以下はニコン Z 7、オ
リンパス OM-D E-M1X、キヤノン EOS R、富士フイ
ルム GFX 50R となっており、ミラーレスカメラが

主流となった状況が見える。
「レンズ賞」
はソニー FE 24mm F1.4 GM が受賞。
2
位以下はタムロン 28-75mm F/2.8 Di III RXD、キヤ
ノン RF28-70mm F2 L USM、オリンパス M.ZUIKO
DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3、 ニ コ ン AF-S
NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR となっている。
一般ユーザーのウェブ投票で決定する「あなたが
選ぶベストカメラ賞」は、オリンパス OM-D E-M1X
が受賞。
またカメラ記者クラブ会員が「大賞」
「レン
ズ賞」を受賞した製品を除くすべてのカメラと写真
製品・機材を対象に、大衆性、話題性、先進性に特に
優れた製品の中から選ぶ「カメラ記者クラブ賞」は、
リ コ ー GR III と タ ム ロ ン 28-75mm F/2.8 Di III
RXD がそれぞれ受賞した。
カメラグランプリ 2019 の授賞式は 5 月 31 日
（金）
に都内で開催され、受賞の挨拶では、開発秘話など
が披露された。
（記／出版広報委員：柴田 誠、写真／カメラ記者

カメラグランプリ 2019 大賞：パナソニック LUMIX S1R

レンズ賞：ソニー FE 24mm F1.4 GM

あなたが選ぶベストカメラ賞：オリン
パス OM-D E-M1X

クラブ）

カメラ記者クラブ賞：リコー GR III

カメラ記者クラブ賞：タムロン 28-75mm
F/2.8 Di III RXD

43
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 171

MessageBoard
◆木下 健（1985 年入会）

夏の３ヵ月は、友人の家などにホームス
ティをしながら、ドイツ・ミュンヘンで過
ごしています。そのうちの１軒が、女性写
真家の家です。今
年も、７月に２週
間ほど滞在の予定
です。昨年、彼女の
スタジオで、私の
ポートレートを撮
影 し て くれ まし
た。彼女のカメラ
は、Nikon-850 で
す。ニコンのプロ
ストラップをプレゼントしました。
（東京都八王子市在住）

◆萩野矢慶記（1986 年入会）

私の出版物『ウズベキスタン・ガイド』
（現在３刷り目）が映画製作の発端となり、
完成早々特別試写に招かれました。初の日
本・ウズベキスタン国際共同制作で『旅の
おわり世界のはじまり』というタイトルで
す。
６月 14 日に全国ロードショーが始まり
ます。監督、脚本は「カンヌ国際映画祭」で
最優秀監督賞などを３度受賞するなど
数々の受賞歴をもつ黒沢清、主演は前田敦
子です。
『ウズベキスタン・ガイド』の中で、
アイダルクル湖で獲れた大魚を紹介して
いますが、このアイダルクル湖がメインの
舞台になっています。ほかにシルクロード
のサマルカンドやタシケント、それに第二
次世界大戦後に日本人強制労働者たちが
建設した「ナボイ劇場」などが登場します。
黒沢名監督の作品だけあって、旅の裏側を
迫力あるサスペンスで表現した上映時間
２時間の大作です。（東京都足立区在住）

◆熊谷

正（1985 年入会）

写真家の方々をゲストにお迎えして、写
真談義をするインターネットラジオ Blueradio.com「熊谷正の美・日本写真」の番組
でパーソナリティーをしています。
４年前の夏から始まったこの番組は、現
在 240 回目を超え、100 名以上の写真家の
写真に対する想いを、お持ち頂いた 10 点
の代表的な写真をご紹介しながら、写真の
魅力と写真家のルーツを紹介しています。
放送は毎週水曜日 20 時からの更新で、1 ヵ
月間無料で視聴できます。このインターネッ
トラジオ放送局では、音だけでなく写真の
画像もアップしていますのでホームページ
をチェッ
クしてみ
てくだ
さい。特
に中堅
の写真
家に出
演をお
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願いし、今の時代に何を感じ、なぜ写真を
撮るかなど、写真に関する雑談ができたら
と思っています。随時、出演して頂ける写
真家を募集中です。
http://www.blue-radio.com

（神奈川県横浜市在住）

◆矢島公雄（1977 年入会）

LensCulturePortraitAwards2019 と い
う写真コンペティションが開催され 150 ヵ
国以上の国から応募があり 20 ヵ国のカメ
ラマン 39 人がファイナリストになり賞が
決まりました。私は単写真部門に応募して
運良くファイナリストに選出されました。
い
ずれ世界の写真エキビジションで展示さ
れるよう
です。
欧米の
場合です
と、才能
や意欲
が認め
られると資産家等が作品制作を援助して
くれる場合もあるようなので、若い方の応
募が多いようです、ちなみに私は古希を迎
えました。
『Self-portrait.IamJapanese.』
（東京都世田谷区在住）

◆吉野雄輔（2001 年入会）

2015 年夏に初版を出した写真集『世界
で一番美しい海のいきもの図鑑』創元社、
2019 年 4 月にまた重版となり、6 刷となり
ました。ネットに押されて本が売れなくな
っているという現実がありますが、健闘し
てくれています。本には本の良さがありま
す。ネットは、とにかく流れていきます。本
を開いて写真を見ることで、その世界の中
に深く入ることができるのです。そして、新
しい発
見があ
るので
す。写真
には、や
はり大
きな力
があるのです。 （東京都世田谷区在住）

◆山本純一（2011 年入会）

『カムイの大地ー北海道・新風景ー』私
が北海道に生を受けて心から良かったと
感じるのは、豊かな自然環境が現在も色濃
く残っていることです。山には食物連鎖の
頂点に君臨するヒグマをはじめ、野生生物
が多数生息しています。彼らのおかげで私
達は不用意に森に分け入ることなく、環境
破壊が避けられていると思うのです。
今回、そのような北海道ならではの原始
的な自然と対峙して、私が深く共感した景
観を被写体とした写真を集めました。北の

大地の圧
倒的な自
然の凄さ
と表裏一
体の美し
さを、写真
を通して
少しでも多くの方に伝えることが出来れ
ばと願っています。2019 年 3 月 15 日、北海
道新聞社刊、A4 版上製本、128 ページ、定
価 3,500 円＋税
（北海道札幌市在住）

◆山田

和（1997 年入会）

『砺波の人びと』
（平凡社）3,000 円＋税
260 ページ３月６日刊
故郷・砺波（となみ）市（人口 49,000 人）
の人びと約 200 名を撮って、人物紹介を添
えた写真集です。横浜から車に機材を積
み、足かけ３年、11 回通ってまとめました。
砺波は昭和 40 ～ 50 年代に都市改造によ
って中心部を根こそぎ変えられた町で、帰
っても浦島太郎です。郊外に新しい道路が
何本も通され、住んでいる人さえ迷子にな
りそうだと言います。中心部はすでに過去
の面影がありませんが、改造前に子ども時
代を過ごした人たちに懐かしい写真を手
にしてもらって、風景をも記録するために
超広角レンズを使い、モノクロ写真で仕上
げました。
モノクロ
のほうが
過去の記
憶を甦ら
せるから
です。この
写真集は日本の昭和平成の一つの町を撮
ろうとしたものではなく、20 世紀から 21
世紀にかけての完結した一つの「小宇宙」
を撮ろうとしたものです。
（神奈川県横浜市在住）

◆渡辺幸雄（2001 年入会）

この４月に（株）山と溪谷社から『ヤマケ
イアルペンガイド 槍・穂高連峰』を上梓
いたしました。11 年ぶりの完全リニューア
ルで、最新情報をふんだんに取り入れ、写
真等も総入れ替えしております。
僕が担当しております槍穂高連峰は、登
山者にとって最も人気のエリアであり、か
つ厳しい山岳
自然環境で
す。毎 年 多く
の登山者が訪
れる反面、遭
難も後を絶ち
ま せ ん。SNS
を始めとする
ネット社会の
浸透で、情報
は手軽に入る

Message
ようになりました。
しかしながら、どちらか
というと自ら登られたことへの情報発信
が多く、安全登山に繋がっていないのが現
状ではないでしょうか。
登山者にとって有益な、偏りのない情報
源としての役割をこれからも担っていき
たいと思います。 （長野県松本市在住）

◆高橋康資（2018 年入会）

『江ノ電のいる風景』の写真集発刊
写真集を出したいという気持ちが強く、
2018 年ＪＰＳ会員加入が大きなきっかけ
となり、写真集を発刊出来ました。
自宅を基
点に作家活動をしており、江ノ電は散歩がてら
よく足を運び撮影しています。写真集の内容
は江ノ
電を利
用する
人、沿線
の人々
の姿、季
節の移
ろいの
中の江ノ電、お祭りの中の江ノ電等を撮影
したものです。特にお祭りの作品は年 1 日
しか撮影チャンスがなく、何年もかけてカ
ットを積み上げました。写真集を通して多
くの人々に私の楽しい気持ちを伝えて行き
たいと思っています。次の作品も準備万端
ワクワクしています。

（神奈川県鎌倉市在住）

◆樋口健二（1971 年入会）

2011 年３月 11 日に発生した東日本大震
災の爪跡は深く復興も容易ではない。なか
でも東電福島第１原発による大惨事で故
郷を追われ、今も５万人近い原発棄民の存
在に深い悲しみを覚える。私は 40 数年に
渡り原発の最大のアキレス腱と言われる
原発下請け労働者の放射線被曝問題を追
及して来た関係で、ワシントンポスト初め
日本のメディアが 84 社被曝問題に注目を
集め、取材してくれた関係上、２年間で８
冊の著書（写真集、ルポ本）
を出版していた
だきました。その甲斐あって多くの国民が
関心を寄せてくれ、現在までに 198 回（デ
ュッセルドルフ、ロンドン、ソウル）の講演
活動を行いました。原発の平和利用という
まやかしを一刻も早く取り除くべきと考え
ます。
（東京都国分寺市在住）

◆山口規子（2001 年入会）

山口規子写真展「柳行李」を開催します。
2013 年兵庫県豊岡市出石で柳行李職人の
寺内卓己氏に出会うまではここ数年、作
品として撮りたい被写体（人）がいなかっ
たといっていいだろう。そんな私が寺内氏
に撮影
を申し
込み、
本格的
な撮影
を始め
たのが

2016 年の夏。私のコウノトリ但馬空港へ飛
ぶ旅が始まった。柳行李や籐かごなどを含
む杞柳産業は豊岡で生まれ、但馬の風土に
育ち、基礎を築いてきた。聞き慣れない「杞
柳（きりゅう）」という言葉の語源は、柳行
李の素材となる「コリヤナギ」のこと。昔は
円山川沿いに自然に生えていたというコ
リヤナギを、今では畑で育て、刈り取り、皮
をむき、乾燥して編む。ひたすら編む。そん
な寺内氏と彼を取り巻く風土を、四季を通
して撮り続けたドキュメンタリ―写真で
す。7 月 9 日 よ り ニ コ ン プ ラ ザ 新 宿
THEGALLERY1+2 にて。

（千葉県船橋市在住）

◆尾﨑たまき（2016 年入会）

かつて水銀により汚染されたここ水俣
の海は、タツノオトシゴの新種、ヒメタツの
繁殖地として密かに世界中から注目を集
めています。
オスはメスから受け取った卵を、孵化す
るまでの約 1 カ月間、お腹の中で育てます。
孵化した稚魚を放出するさまは、まるでお
父さんが出産をしているかのようです。20
年以上潜ってい
るこの海で、ヒメ
タツの出産シー
ンを撮りたいと
思い、夜中から明
け方まで潜る日
が続きました。出
産は真夜中、そし
て卵の受け渡し
は明け方。従来の潜り方ではこれらのシー
ンに立ち会うことは困難でした。試行錯誤
の連続でしたが、ついに念願叶って赤ちゃ
んたちが大海に飛び出す場面に遭遇する
ことができました。写真展、そして写真絵
本を通してヒメタツの貴重な姿を、多くの
皆さんに見ていただきたく思っておりま
す。
（東京都武蔵野市在住）

◆いのうえ・こーいち（1985 年入会）

このたび、
『ロムニイ、ハイス＆ダイムチ
ャーチ鉄道』が完成し、
『世界の狭軌鉄道』
シリーズ６冊が一応完結いたしました。い
までも見ることのできる蒸気機関車鉄道、
しかも狭軌鉄道に焦点を絞り、毎回、結構
なヴォリウムで単行本としてまとめたもの
です。
昨今の出版不況、書籍離れの中、少しで
も棹させたらと頑張ったものです。ネット
社会であることは重々解っていますが、や
はり、保存できる印刷媒体はなくしてはな
らないもの、と思っております。本屋がな
い、読みたい
本がない、と
い わ れ ま す。
パラパラめく
るだけでも楽
しい写真、読
んでいただけ
れば思いのほ
か 深 い 内 容、

少しでも多くの方に、そして同時に熱心な
方にも目を通していただけるよう、努力し
たつもりでおります。

（東京都世田谷区在住）

◆芥川

仁（1982 年入会）

オリーブの木立を縫うように瀬戸内海
の穏やかな海辺に辿り着くと、以前は真珠
の養殖に使っていた小屋がぽつんと建っ
ている。来年 4 月 13 日まで一年間開催さ
れている写真展「小豆島物語」の会場であ
る。7.20m × 5.30m の室内に L 型壁面を 6
基設置し 104 点の写真を展示している。
一昨年と昨年の 2 年間、毎月小豆島へ通
い、オリーブ栽培を主に島の暮らしや風
土、伝統的な行事などを 50cc バイクに乗
って取材してきた。小豆島の豊かな自然の
中で営まれる素朴で強い絆を感じさせる
暮らしぶりは、経済的な豊かさを求め都市
化が進
む現代
社会に
「幸せ」
の意味
を問 い
掛けて
い るよ
うだ。
高松からでも岡山からでもフェリーで 1
時間 10 分の小豆島へぜひ。

（宮崎県宮崎市在住）

◆吉村和敏（2014 年入会）

世界第 2 位の国土を誇る広大な国カナ
ダ。太平洋と大西洋、北極海に面し、内陸部
には 3,000m 級の山々を擁するカナディア
ンロッキー、落差 56m 幅 675m を誇るナイ
アガラの滝といった大自然が、今も変わる
ことなく訪れる人々に天地創造の物語を
語りかけている。かつてカナダで暮らして
いた私は、改めてこの国を見つめ直してみ
ようと思い、2018 年は 6 回現地を訪れ、各
州を巡った。
ツンドラが真っ赤に色づく北の
大地、フランス系住民が暮らす大西洋沿岸の
小さな
村 々、
1,000 を
越す島
が点在
するサ
ウザン
ドアイ
ランズなど、まだ日本ではあまり知られて
いない地を訪れ、地元の人と交流しながら
撮影を行った。写真集『DuCANADA』に
は、私がこの国へ抱く
「愛」が凝縮されてい
る。
吉村和敏写真集『DuCANADA』
（日経ナ
ショナルジオグラフィック社）3,200 円＋税

（東京都江東区在住）
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ＪＰＳ
ブック
レビュー
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。
（2019・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

第 1 回 JPS 関西写真展 作品集

Infraed Photography 2019 石田研二

富士きよらなる

東日本大震災から 7 年

冨塚晴夫

亀田昭雄

①忍野村 ② 2018 年 5 月
③ 18.2 × 25.7cm、44 頁 ④－円
⑤冨塚氏

①アトリエ Winds ② 2019 年 2 月
③ 21 × 14.7cm、50 頁
④ 3,500 円 ⑤亀田氏

「平成～ひと・もの・とき～」 赤外線撮影の世界 Shadows and Light

もちだあきとし

八木祥光
①やるき出版 ② 2019 年 1 月
③ 29.7 × 21cm、288 頁 ④ － 円
⑤八木氏

たんぽぽ仙人「風の便り」No.10

神々と妖怪の棲む 立山黒部

JPS 会員 94 名

石田研二

① JPS 会員 94 名 ② 2019 年 1 月
③ 29.7 × 21cm、95 頁 ④－円
⑤生原良幸氏

①石田研二 ② 2019 年 1 月
③ 25.7 × 18.2cm、25 頁 ④－円
⑤石田氏

①小峰書店 ② 2019 年 2 月
③ 26.3 × 19cm、46 頁 ④ 1,200 円
⑤発行所

① や る き 出 版 ② 2018 年 11 月
③ 29.7 × 21cm、68 頁 ④ － 円
⑤八木氏

江ノ電のいる風景

観察

浮き世

Du CANADA

西川祐介

吉村和敏

①リーブル出版 ② 2018 年 12 月
③ 21 × 29.7cm、114 頁
④ 3,000 円 ⑤西川氏

①日経ナショナルジオグラフィック社
② 2019 年 2 月 ③ 21.6 × 28.7cm、
144 頁 ④ 3,200 円 ⑤発行所

高橋康資
①東京図書出版 ② 2019 年 1 月
③ 12.8 × 19cm、127 頁
④ 1,500 円 ⑤高橋氏

46

でんしゃあいうえお

日本の自然「身近な草木花」編
（モノクロ）（カラー）

山縣

勉

①禅フォトギャラリー ② 2018 年
11 月 ③ 25.5 × 18.1cm、64 頁
④ 6,000 円 ⑤山縣氏

八木祥光

Books

高尾山昆虫記
宮入芳雄
①こぶし書房 ② 2019 年 3 月
③ 19.5 × 13.5cm、158 頁
④ 1,800 円 ⑤宮入氏

砺波の人びと
山田

和

①平凡社 ② 2019 年 3 月
③ 20.2 × 30.5cm、260 頁
④ 3,000 円 ⑤発行所

カムイの大地

－北海道・新風景－

山本純一

前川貴行

いのうえ・こーいち

①北海道新聞社 ② 2019 年 3 月
③ 21.7 × 30.5cm、128 頁
④ 3,500 円 ⑤山本氏

①朝日学生新聞社 ② 2019 年 3 月
③ 25.3 × 25cm、96 頁 ④ 3,800 円
⑤発行所

日本の桜

長崎の痕

竹内敏信

大石芳野

①クレヴィス ② 2019 年 3 月
③ 20 × 22.5cm、96 頁
④ 1,852 円 ⑤発行所

After the TSUNAMI
東日本大震災

美しきをより美しく
秋山庄太郎展

江成常夫

秋山庄太郎

①冬青社 ② 2019 年 3 月
③ 29.7 × 23.7cm、200 頁
④ 9,600 円 ⑤江成氏

ロムニイ、ハイス＆
ダイムチャーチ鉄道

生き物たちの地球

①佐倉市立美術館 ② 2019 年 1 月
③ 28 × 22.2cm、88 頁 ④ －円
⑤秋山庄太郎写真芸術館

①メディアパス ② 2019 年 5 月
③ 18.2 × 22cm、144 頁
④ 2,200 円 ⑤いのうえ氏

大人の鉄道趣味入門

人生の後半を楽しむための兵法書

池口英司

①藤原書店 ② 2019 年 4 月
③ 21.5 × 19cm、288 頁 ④ 4,200 円
⑤発行所

①交通新聞社 ② 2019 年 2 月
③ 17.2 × 10.8cm、207 頁
④ 800 円 ⑤池口氏

オーレリアンの庭

戦禍の記憶

今森光彦

大石芳野

①クレヴィス ② 2019 年 3 月
③ 26.4 × 19.4cm、160 頁
④ 2,500 円 ⑤発行所

①クレヴィス ② 2019 年 4 月
③ 26.3 × 19.2cm、183 頁
④ 2,500 円 ⑤発行所
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瞬間の顔 Vol.11
山岸

伸

①山岸伸写真事務所 ② 2019 年 3 月
③ 18 × 25.7cm、160 頁 ④ 2,315 円
⑤山岸氏

東京ワンダー

槍・穂高連峰
北アルプス

～旅して、撮って、恋をして～

熊切圭介

渡辺幸雄

山口規子

① クレヴィス ② 2019 年 4 月
③ 19 × 24cm、127 頁
④ 1,852 円 ⑤発行所

①山と溪谷社 ② 2019 年 5 月
③ 21 × 15cm、176 頁
④ 2,100 円 ⑤発行所

①日本写真企画 ② 2019 年 4 月
③ 21 × 15cm、95 頁 ④ 1,300 円
⑤山口氏

揺らぐ街

寄

贈

双葉社殿
監修 ･ 櫻井寛、作画 ･ はやせ淳・新 ･ 駅弁ひとり旅 1
金子俊一朗殿
浜通り
西垣仁美、藤原成一・50 冊で学ぶ写真表現入門
日本カメラ社殿

高 達志・Wonderful Myanmar
小松健一殿
寒川真由美・融通無礙 杜氏 國重弘明
六田知弘殿
石と光－シトーのロマネスク聖堂
真鍋奈央・波を綴る
入江泰吉記念奈良市写真美術館殿
近藤誠宏殿
安田保郎、監修・近藤誠宏・伊吹山麓
 編集 ･ 岐阜県写真作家協会・岐阜県写真作家協会 20 周年記念誌
交通新聞社殿
松本典久・どう変わったか？平成の鉄道

土屋武之・ここがすごい！東京メトロ
ニコン殿
ニコン 100 年史Ⅰ・Ⅱ

図

トルタビ

書

JCII フォトサロン殿

宮澤孝一・にっぽんの路面電車－昭和 20 ～ 50 年代－

井桜直美・明治の写真展「華影」華族たちの絵画主義

ピクトリアリズムを迫って

石田 榮・はたらくことは生きること－昭和 30 年前後の高知
東京写真記者協会殿
第 59 回 2018 年報道写真展 記念写真集
ニッコール年鑑 2018-2019
ニッコールクラブ殿
志賀理江子・ヒューマン･スプリング
東京都写真美術館殿

写真の起源 英国
キヤノン殿
写真新世紀 vol.33
監修・大日方欣一・
武蔵野美術大学 美術館 ･ 図書館殿

大辻清司 アーカイブフィルムコレクション 3 アトリエ訪問

受賞おめでとうございます。今後ますますの活躍をご期待申し上げます。（50 音順）
■「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 2018 ネイチャー部門 最優秀賞」受賞
受賞者：大竹英洋（2018 年入会）
タイトル「北の森に生きる」に対して。

平成31年２月４日

■「2019 年日本写真協会賞功労賞」受賞 令和元年６月３日
受賞者：富岡畦草（1971 年入会）
近著『東京定点巡礼』を契機として、70 年にも渉る東京や家族の成長記録を撮り続け
た「定点撮影」の手法は、写真表現の原初的な特性を改めて明らかにした。その永年の
写真活動に対して。
■「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞 2018 ピープル部門 最優秀賞」受賞
受賞者：西野嘉憲（2010 年入会）
タイトル「海に生きる人」に対して。
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Comment
写
東京夜桜美人（表紙写真）

真

土屋勝義

「東京夜桜美人」
昔葛飾応為と言う浮世絵をみた。
その繊細な筆さばきと江戸の夜に桜の下で見えない光が
見えてる。
そんな明かりの無い時代の夜に桜が空に舞う。
。
。
灯籠や提灯の光だけで・・・
現代の大都のネオンで夜桜が、
舞うとどうなるのか！？
都会のぶっきらぼうのビルヂィングが生き生きとし始めて
来る！
夜空に星の如く桜を舞わせたい！
東京の喧騒の桜を見せる技を思案した。
内側から 11mm の超広角で撮る手法を試みた。
（写真展
「東京夜桜美人」
）

乳児院から来た天使（表４写真）

中田聡一郎

夫にも、車上生活にも疲れ切った。
子供が２人いたが、市の
勧めで乳児院に預けた。
新たに宿した子供も「乳児院から子
供を引き取ることが出来なくなります」
と言われると諦めるし
かなかった。子供が 3 歳になって乳児院から帰って来た。
「こ
こにいつまでいていいの？」と尋ねる子がどんなに愛おしく
そして天使のように見えたのか。始まりは決して明るくない
彼女の人生を好転させて行く原動力となった子供の笑顔を
伝えたいと思った。
（写真展
「乳児院から来た天使」
）

◆ JPS ギャラリー
チンパンジー 

前川貴行

移動中に休憩をするチンパンジーのオス。
普段は木の実を
食べることが多いが、偶然にテナガザルを捕食するシーンを
目撃した。
腕の皮をはぎ、肉を食べ、仲間どうしで激しく奪い
合う。
サルを食べるチンパンジー。
見てはいけない光景を見て
しまったような衝撃を受け、人間の姿と重なった。
人間は平和
を求めるが、ときに戦争をしてお互いを傷つけあう。
同じよう
な感覚が、チンパンジーにもあるように思えた。
アフリカ・ウ
ガンダ。

瞬間の顔 vol.11 高橋智隆 ロボットクリエーター / 東
京大学先端科学技術研究センター特任准教授 / 株式
山岸 伸
会社ロボ・ガレージ 代表取締役社長 
2007 年より撮り続けている私のライフワークである「瞬間
の顔」は、この度 11 回目となる写真展の開催を迎えることが
できました。
「瞬間の顔」は 1 年間で撮影させていただいた
方々の写真を展示しております。
今回は 76 組。
この撮影に沢
山の方々のご協力があり成立できていることが、私の撮影魂
を掻き立たせ、撮り続けることができました。
今まで撮影させ
ていただいた方々は 715 組。
1,000 組を目指し、また新たなス
タートです。

毎朝の隊舎からの登校 

宮嶋茂樹

日本人誰もがその存在を知る防衛大学校。
しかし、その
「防
大生」の実情はあまり知られることはなかった。授業料はタ
ダ、どころか毎月給料ももらえる。
さらに戦闘服から礼装まで
17 種類以上ある制服にヘルメットから半長靴、学生鞄まで貸
与される。
そのかわり無断欠席も遅刻も一切許されない。
そし
て防大生はその学生鞄も左手で持つよう定められており、雨
天下でも傘をささない。
（敬礼できないから）

解

説

「まちのひかり」より（山形県酒田市「白ばら」）

大西みつぐ

平成 27 年 12 月、
山形県酒田市の
「白ばら」
（昭和 33 年開店）
がカラオケ店として閉店した。東北随一を誇ったキャバレー
は、
そのご近所でホテル業を営む佐藤仁さんを中心に、
地元出
身の歌手白崎絵美さんはじめ県内外の多くのファンに支えら
れ、その空間が維持されている。
まばゆいネオンの店内は当時
の姿そのまま。
人生を映した社交場が蘇る。
こうした「まちの
ひかり」は私たちの来し方行く末を伝える大事な存在であろ
う。

無題 

福田健太郎

日本三大桜の一つと呼ばれる三春町の「滝桜」がある福島
県中通りは、一本桜があちらにもこちらにも。
桜の時期はかか
さず訪ねる地域で、丘陵の里山風景は美しく、土を耕し、そこ
に暮らす優しい人々の気持ちがまた素敵。
写真は偶然出会っ
た光景で、旅館の送迎バスが道路際に停車していたのを不思
議に思い、立ち止まってみると、法事が行われている最中だっ
た。
帰り際を写した一枚で、人を想う風景に、墓地の大きな桜
は盛りを迎えていた。

夫唱婦随−夫婦の軌跡 

タカオカ邦彦

普通でよい。心の有り様が普段着がよい。私は取材時及び
ライフワークで、機会有る毎にあらゆる分野の夫婦の素敵な
姿を撮影して来た。
長年連れ添った夫婦は同士的な雰囲気を
醸し出している。
農家等の場合は、常に労働を共にしながら生
きて行く姿。
芸術や文化人夫婦の場合は、夫の制作を影で支
えていく姿。
市井の夫婦の場合は、妻は夫の仕事をサポートし
ながら、家庭を育んで行く姿。
また結婚間もない若い夫婦は、
二人三脚で今後の人生を共同で作って行く初々しさを感じな
がら、シャッターを切って来た。
ここに登場する夫婦像は、240
組の夫婦の中から 60 組程選び登場して頂いた。

◆ FUJIFILM X ギャラリー
Girls in White 

浅岡

恵

2003 年、ベトナムのムイネで 14 歳の少女・Thy さんを初
撮影した。
彼女の夢は英語教師。
教員になった今、16 歳 9 年生
の教え子たちに集まってもらった。
日曜の昼下がりに日焼け
を気にする女子高生に「５分だけいい？」と外に誘った。
笑い
ながら通りに出てくれ、撮影前のオフショット！ 将来の夢は
左から Nhi さんは通訳、Dan さんは医者、Anh さんはモデル。
ムイネでは女性教師もアオザイで教壇に立つ。
Thy さんと彼
女たちは今日も元気かな！

紋羽の木 

山下恒夫

沖縄県八重山諸島に属する鳩間島は人口約 50 人、周囲約
4km の小さな島です。
築 100 年を超える赤瓦の民家の庭先に
ある立派な樹木はモンパノキ。
沖縄の漁師が考案した潜水用
のゴーグル、ミーカガンは柔らかく変形しにくいこの木を材
料にして初めて作られたそうです。
太陽が画面に入るシチュ
エーションですが、ハイライトからシャドーまで豊かな階調
が表現できました。

マテーラの忠犬ハチ公 

日野文彦

イタリア、
洞窟住居の街、
マテーラにて撮影。
首輪を付け放た
れた犬は他にも数匹居た。
皆、おとなしく人懐こい犬ばかりだ。
この周辺を 3 時間ほど撮影しながら戻って来たら、最初に出会
ったときと同じ、ジッと誰かを待っているようだ。
おそらく視線
の方向にご主人が現れるのを待っているのだろう。
リチャー
ド・ギア主演の
「HACHI」
を思い出した。
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International
Topics
“The 44th JPS Photo Exhibition, 2019”

Mr. NOMACHI Kazuyoshi takes office as JPS President

In this year, the JPS photo exhibition travels starting in
Tokyo, from May 18, at Tokyo Photographic Art Museum,
in Nagoya, from June 19, at Aichi Prefectural Museum of
Art, and in Kyoto, from July 26, at the Annex of Kyoto
Municipal Museum of Art. There were 1795 applicants and
6147 applications for the public photo contest section. From
them, 277 applicants were awarded and will be exhibited.
For the Young Eye section, that displays photos from 11
vocational photography schools, universities and colleges.
The, JPS members’ section is “Professional Eye”, consisting
of 56 members.
The JPS vice president Mr. MATSUMOTO Norihiko says
the meaning of the JPS exhibition as follows. “The JPS exhibition strives to find inspirational expressions that stimulate and inspire people’s senses, such as infinite possibilities
of photographic expression and discoveries of own new visions and surprises. We hope the applicants will make finest efforts to apply for their works.”

On May 24, 2019, the 20th regular membership meeting of
Public Interest Incorporated Association of Japan Professional Photographers Society was held and new officers
have been appointed. The 7th president was appointed by
Mr. Nomachi Kazuyoshi. He was born 1946 in Kochi Prefecture. Nomachi studied under the photographer Takashi
Kijima, launching his career as a freelance photographer in
1971. A journey to the Sahara Desert in 1972 led to extensive photojournalistic coverage of Africa including the Nile
River region, Ethiopia, and the Great Rift Valley. From the
late 1980s, he turned his attention to the Middle East and
Asia and undertook long-term coverage of places such as
China, Tibet and Saudi Arabia, homing in on the lifestyles
and faith of people living in harsh climates. Since 2000 he
has focused mainly on the Andes, India, and Iran. In 2009,
He was awarded the Medal of Honor with Purple Ribbon.
On the appointment of the president Mr. Nomachi, he
spoke, “We, JPS, keep our minds that we should be proud
of being a member of the JPS member, and we should
transmit our sense of values. Being cooperated with the
members, JPS will manage the operation adapted the needs
of the new era.”
By WADA Naoki, Director, International Relations

About the Japan Professional Photographers Society
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 Pro-

gram 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 Photogra-

phers 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.

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
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追悼

Information

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

伊藤 則美

名誉会員

令和元年５月１日、老衰のため逝去。91 歳。
昭和 33 年入会。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
1927 年 12 月 15 日、愛知県名古屋市に生まれる。1954 年、日本大学芸術学部写真学科を卒
業、読売新聞写真部勤務を経て、渡辺義雄に師事。その後フリー。
『文藝春秋』
『中央公論』
『婦人
公綸』
『太陽』
『新潮社』などの月刊誌や週刊誌のグラビア写真を撮影。1958 年入会、1961 年以
降に日本写真家協会の役員を９期 19 年務め、2008 年に名誉会員に推挙されました。

さようならノリミさん

木村

惠一

1927 年生まれ。
激動の昭和時代を生き抜き平成の時代を乗り越

艶とも思える人物ドキュメントは大きな反響を呼びました。写真

えて奇しくも令和元年の元号制定の 5 月１日に亡くなりました。

展では大物俳優の三國連太郎さんや大女優の山田五十鈴さんの

劇的な人生でした。
伊藤さんは日本大学芸術学部写真学科を卒業

個展でも人間味あふれる渋い表情を見せてくれましたが人物以

してすぐに読売新聞社に入社しカメラマンとしてスタートしまし

外でも沖縄や離島のルポや水中写真など幅広い分野で活動をし

たが数年後に退社して渡辺義雄写真研究室（故 JPS 名誉会長）で

てきました。伊藤さんは水中写真のパイオニアとしても知られて

建築写真を学んだあとフリーの写真家として活動を始め、月刊誌

いるのです。
60 年近く前に自分で設計した水中カメラハウジング

『文藝春秋』
『中央公論』や『婦人公論』などの巻頭グラビアでルポ

ケースで、
岩国市柱島沖で謎の沈没をした日本海軍の戦艦 “ 陸奥 ”

ルタージュや人物撮影を人気写真家の一人として活躍しました。

の海底 30 メートルで眠る姿を撮影し、これも大きな話題になりま

昭和 30 年代前半は『週刊新潮』や『週刊文春』など週刊誌ブームの

した。
私はこのとき撮影のサポートをしていたので、今でもよく記

時代に突入しますが、多忙ななかでも写真展も多く開催しました。

憶しています。
昭和 36 年以降 JPS 役員を９期 19 年つとめたこと、

当時若手写真家なら誰でも一度は開きたいと思っていた銀座数寄

後年は長いこと「ギャラリー・ピコ」を経営し、多くの会員がお世

屋橋の富士フォトサロンで「シスターボーイ・ゲイボーイ・グラ

話になったことなどいろいろ記したいのですが残念ながら紙数が

マーガール」
という当時としては刺激的、衝撃的な個展を開き大き

ありません。美しい奥様を一人残されて冥界入りされましたこと

な話題となりました。
なかでもユニセックスなファッションでシャ

がくやまれます。

ンソンを歌う丸山明宏、現在の美輪明宏さんの私生活を追った妖

勝谷 誠彦

伊藤則美さんのご冥福を祈り心より哀悼の意を表します。

髙木 康允

正会員

正会員

平成 30 年 11 月 28 日、肝不全のため逝去。

平成 31 年２月 20 日、
急性硬膜下血腫のた

57 歳。

め逝去。
83 歳。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（平

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（昭

成 13 年入会）

勝谷誠彦が待つあの世ならそんなに悪くない

和 37 年入会）

宮嶋 茂樹

同じ兵庫県出身、同じ 57 才だった。ただ勝谷さんは早生まれなので学年的には一
年先輩に当たる。
そんな二人が初めて出会ったのが 32 年前、フィリピン政変直後のマニラのゴー
ゴーバーであった。それはホンマに偶然であった。
当時勝谷さんは文藝春秋社の写真週刊誌の新人記者兼編集者、不肖・宮嶋は講
談社の写真週刊誌の専属カメラマンを辞した直後であった。
10 年後文藝春秋社を辞した勝谷さんはテレビの画面では辛口コメンテーター、
紀行家としての地位も確立、さらに小説まで書き上げ、
「不肖・宮嶋」の名付親とな
り、拙著の構成も手がけてくださり、もう八面六臂の大活躍。そしてそのどれもが腹
立つほど優秀なのである。
そんな勝谷さんから 17 年前、相談を受けた。
日本写真家協会に入会し、プロの写
真家としても活動したいと。もちろんお止めした。推薦するなんぞとんでもない。そ
りゃあそやろ。ただでさえ同世代には商売敵が多い。これ以上すごいライバル増や
してどないする。
しかし勝谷さんは他の写真家・加藤博会員、管洋志会員の推薦を受け、すんなり
JPS のメンバーに。
もちろんそれ以前からプロの写真家としての実績は充分あった。
告別式で喪主を務められた弟さんは「太く、短く、自分の思うがままに生きた」と
勝谷さんの人生を評された。
それでも人権派やの平和主義者を騙る偽善者が生ぬるく生きながらえるに比べ、
毒舌を吐きながらも、あえて嫌われ者になることで、この業界に一石を投じようとし
た勝谷さんの死はあまりに早すぎる。
てっきり、自分の方が先だとばかり思っていたが、そんな勝谷さんが待つあの世
なら悪くない。あのマシンガントークできっと閻魔さんを論破して、酒ぐらいは飲め
るようになっとるハズである。不肖・宮嶋も近いうちにみやげ話いっぱい持って、そ
っち行きまっさかい、その時は朝まで飲み明かしまひょ。

追

悼

松本

徳彦

盟友の髙木康允さんが、
平成 31 年２月 20 日午前 11 時 31 分、
急性硬膜
下血種で急逝された。
彼は昭和 10 年、東京上野のおしるこ屋
「福助」
の次男として生まれ、昭
和 34 年日本大学芸術学部を卒業。
在学中から長野重一氏に師事。
東京新
聞社『週刊東京』写真部に勤務。
昭和 35 年フリーランスとなり、週・月刊
誌のグラフ頁で数々のフォトドキュメントを飾る。中でも政府広報誌の
『フォト』
では政治家の素顔、暮らしぶりを数多く撮り続け、JCII フォトサ
ロンで
「ふだん着の大臣たち」
展を催した。
温厚な人柄が公務で忙しい大臣たちから好まれ、気軽に撮影に応じて
もらい、自宅でくつろいでいるところや、趣味のゴルフや愛犬と散策して
いる場面など、紙面やテレビで見ることのない素朴な風貌をひとりの人
間としてとらえ、
親しみのある人物像として表現してきた。
JPS では広報や JPS 展の委員長などを務め、昭和 50 年、1976 年開催の
JPS 展の会場探しでは、同級生で会員の東京都広報部勤務の久保靖夫氏
と協力して上野の東京都美術館展示室の確保に尽力いただいた。
私とは約 30 年にわたって新宿御苑前の事務所を共有していて、今年も
助手たちを交えての新年会に香代子夫人とともに参加され酒食を共にす
るなど、元気な姿を見せていた。
２月に入って師匠の長野さんが逝去さ
れ、その家族葬に体調を顧みず参加され、落胆されていたという。
師匠の
お導きか、師のもとに旅立たれ、鬼界で写真談義をされておられるのでし
ょう。
写真家としての幸せな生涯を全うされた。
合掌
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若生 靖夫

丸岡

正会員

正会員

平成 31 年２月 21 日、ALS のため逝去。72

平成 31 年２月 19 日、肺塞栓症のため逝

歳。

去。
69 歳。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（昭

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（昭

和 56 年入会）

“ こだわりのハーレム展 ”

和 55 年入会）

BAKU

斉藤

若生靖夫氏とは、1988 年、私が髙木康允 88JPS 展実行委員長の元、実行委員を受
けて大阪へ関西展の打合せに出向いた折、JPS 関西展運営委員長の若生氏と初め
て出会った。何事にも前向きな若生氏は夜を徹して JPS 活性化について如何にす
べきか熱く語りあう同志だった。彼は JPS 巡回展に九州での開催を加えることを進
言してくれた。私も幼少の頃大阪に住んでいたこともあり、若生氏とは同郷の友達
のように感じていた。その後、彼は 97JPS 展実行委員長として活動した。
1969 年東京写真専門学校（大阪校）卒業後、⑭創英に入社、広告撮影を習得、1982
年コマーシャルカメラマンとして独立した。商品撮影に没頭する中、米国のジャズ
ダンスの舞台に出会い、ダンスの世界を見極めたいという一心からショーダンスの
本場 NY へ取材に向かった。滞在先はハーレム街のアパートを紹介された。当時、
NY のハーレムは、荒れた最悪なイメージの街であった。しかし、この街で出逢う
人々は人情味が厚く陽気で心優しい人たちばかりで、すっかりハーレムに魅了され
てしまい 1995 年まで本来の仕事の調整をしながらライフワークとして通い続けた。
若生氏の事務所は、私の麻布スタジオとも近く、何度か会うたびに写真家のこだ
わりとして彼は 10 年以上撮り続けたハーレムの作品を地元の人達に是非見せたい
と話していた。2006 年私が国連合同写真展世界文化遺産「アンコール遺跡の尊顔」
を NY で開く折、ハーレム展の開催を口癖のように熱く語っていた。
2016 年の秋に若生氏から電話で難病指定 ALS に発症で、後１年半の命だと宣告
されたことを知らされ、一瞬、返す言葉を失った。私も５年前、大動脈瘤手術で死に
損なった経緯がある。彼は、今は体が動くので終活に没頭していることを明るい口
調で話してくれた。その後、NY の写真家井津建郎氏の協力を得て、ハーレムのドゥ
ワイヤーカルチュラル・センターで「WE LIVE IN HARLEM」展を 2018 年６月に
開催するとの知らせを聞いた。
安らかに 合掌。

須田 一政

正会員

平成 31 年３月７日、老衰のため逝去。78
歳。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
（昭
和 44 年入会）

「全身作家」
としての矜持



大西 みつぐ

「ちょっと弱っちくなっちゃいましたよ」。
７、８年前だったか、八丁堀の街角で
須田一政さんとすれ違ったことがある。当時、お身体の不調が続いているというこ
とだったが、あいかわらずの「黒服」でスーッと横丁に消えていった。早足で歩き、
息つく暇もなく続けてシャッターを押す須田さんの姿は、私にとって束の間であ
りながら永遠の風景だ。
1979 年末、須田さんの本拠地ともいえる神田駅ガード下の「珈琲園」で苦味の強
いコーヒーを飲みながら初めて写真を見ていただいた。当時『カメラ毎日』を中心
に作品を矢継ぎ早に発表していた須田さんは、無口ながら独特の写真眼をのぞか
せ、
「よい、いまひとつ」
と写真をスピーディーに分類しそれ以上の批評はほとんど
挟まないまま見ていく。そうした形はそのあとの時代に続く「東京綜合写真専門学
校須田ゼミ」においても、また晩年まで熱心におつき合いを続けた「須田塾」の講
評会でも同じように実践された。華やかな写真家が大上段から指導する「おけい
こ」
とは違う独特の緊張感は、
「常に新作を撮り、発表し続けよ !」
というひとつのア
ジテーションとして多くの人々の心の中に突き刺さっていった。
優れた「師」でありながら、際立つ作家性を堂々と世に問うていく諸先輩は多い
が、須田さんの場合はまさに「全身作家」といってよいほど聖域ともいえる覚悟を
持っていた。初期にして名作の「風姿花伝」から最近作の「かんながら」まで、写真
に打ち込む精神の強靱さは、酒の席で「妄想ですよ !」
と冗談まじりの話ではしゃぐ
姿とは対照的に、写真家須田一政の矜持であったといえる。
写真集『かんながら』の帯に書き連ねた言葉「そこに在るというだけの遥かなも
の」。到達した境地に穏やかに抱かれるように永眠された。
心よりご冥福をお祈りいたします。
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孝

丸岡孝さんを偲ぶ

総務委員会

丸岡孝さんは、東京写真専門学院で写真を学び、千代田写真工芸を経て
フリーの写真家となられました。
株式会社ぎょうせいから出版された『日本
の自然と美』
全巻６冊の撮影を担当。
風景、
花、
自然の撮影を主に行っていま
した。
入会 38 年目の 2019 年２月 19 日、
肺塞栓症にて亡くなりました。
ご冥福をお祈り致します。

経過報告（2019年1月～2019年4月）
◎ 1 月 10 日 「写真学習プログラム」
関西説明会
PM3:30 ～ 5:00 オリンパスセミナールーム 参加者 13 名
◎ 1 月 10 日 2019 年関西 JPS 会員新年親睦会
PM6:30 ～ 8:30 X-Terrace オリックス本町ビル 28 階 参加者 80 名
◎ 1 月 16 日 第 3 回国際交流セミナー
PM2:00 ～ 4:30 大阪市立総合生涯学習センター 第 2 研修室 参加者 57 名
◯キョウトグラフィに見る写真家の国際交流
◎１月 18 日～ 24 日 2018 年第 14 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真
展
（東京展）
富士フイルムフォトサロン東京 入場者 8,753 名
◎ 2 月 6 日 page2019 オープン・イベント・｢日本写真保存センター」セミナー
PM1:30 ～ 4:30 池袋サンシャイン文化会館 参加者 73 名
◯写真フィルムのデジタルアーカイブ−デジタル化による利用・検索の可
能性−
◎ 2 月 8 日 第 3 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 5 階第 1 研修室 参加者 42 名
◯
「インターネット上の著作権侵害」
～その実態と対処法および問題点～
◎ 2 月 15 日～ 21 日 2018 年第 14 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真展（大阪展）
富士フイルムフォトサロン大阪 入場者 3,101 名
◎ 2 月 22 日 新入会員入会資格審査会
PM1:30 ～ 4:30 JPS 会議室 10 名
◎ 3 月 4 日 第 42 回公益社団法人日本写真家協会理事会
PM2:00 ～ 3:30 JCII 会議室 17 名、
欠席 3 名、
監事 3 名
◯第 1 号議案：平成 31 年度事業計画案の件 第 2 号議案：平成 31 年度収
支予算案の件 第 3 号議案：特定積立金の積立及び取崩の件 第 4 号議案：
資金調達及び設備投資の見込みの件 第 5 号議案：
「公益社団法人日本写
真家協会定款」一部変更の件 第 6 号議案：
「役員の報酬並びに費用に関す
る規程」
一部変更の件 第 7 号議案：平成 31 年度新入会員承認の件、
他
◎ 3 月 4 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 6 日～ 10 日 2018 年第 14 回「名取洋之助写真賞」受賞作品写真展（福島展）
福島市民ギャラリー 入場者 93 名
◎ 4 月 1 日 2019
（平成 31）
年度新入会員説明会
PM1:30 ～ 6:30 JCII 会議室 新入会員 42 名、役員 14 名、委員 12、賛助会
員 23 社 36 名

Information
2019 年 第 15 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！
公益社団法人日本写真家協会が公募する 2019 年 第 15 回
「名取洋之助写真賞」

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是非、
応募をお勧め下さい。
【第 15 回 応募要項】
2018 年 第 14 回名取洋之助写真賞：鈴木雄介
●応募期間：2019 年７月 1 日
（月）
～８月 20 日
（火）
消印有効。
「The Costs of War」
持参の場合は８月 20 日
（火）
午後 5 時まで。
●応募資格：応募者は 35 歳まで
（1984 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 2019 年 第 15 回
「名取洋之助写真賞」
作品募集のホームページをご覧ください。
●選考委員：飯沢耕太郎
（写真評論家）
、
野町和嘉
（写真家・日本写真家協会 会長）
、
清水哲朗
（写真家）
（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・送付先：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/
ペースを上げなければいけません。夏休みが迫っています。
（池口）

編集後記
◎この度、出版広報の担当を離れる事になりました。この 2 年間の、
委員の皆さんに “ 有難う ” と言いたい。皆さんの編集業務の能力を
高く評価します。僕は、
「国際」の担当になり、世界の写真事情を JPS
会員の皆さんにお伝えし、相互の友好に努める役目の業務に当りま
す。
（桑原）
◎新年号の令和となり、平成を振り返る企画や TV 番組を多く目に
する。思い起こせば、JPS に入会したのが 1989 年の平成が始まった
年であり、今年で入会 31 年目となった。入会当時は 30 代の現役バ
リバリで仕事に追われる日々だったが、現在は主な収入が年金へと
変わった。協会事業への関わりもソロソロ引退といきたいところだ

（小池）
が、暫くは継続となりそうだ。
◎ 3 年ぶりに 6 週間のアフリカ取材を行うことができた。他の出版
広報委員に迷惑をかけてしまったが、得るものは多かった。30 年ぶ
りのタンザニアでは、各地に横断歩道ができ、人も車もルールを守
ろうとしているのが印象的であった。ルワンダではジェノサイドか
ら 25 年の歳月が流れたが、今も遺体の捜索を続けている。彼らの
「歴史の事実」と向き合う真摯な思いが伝わってきた。 （飯塚）
◎ 10 連休。皆さんいかがお過ごしでしたか？私は…、結構悲惨でし
た。私どもの仕事の常として「締切は連休前」
「締切は連休明け」とな
りますから、連休が終わった後の感想が「頼むから 2 ～ 3 日休ませ
てくれ」となったのは自然なことと思います。そろそろ 7 月。仕事の

◎総会も終わり、次期会長が野町和嘉氏に変わり、新しい写真家協
会が動き出すという気持ちがひしひしと感じています。出版広報委
員会に携わり広報誌作りに参加して 2 年が経ちました。自分として
はあっという間の出来事で、ちゃんと戦力になれるように頑張らな
ければ、と気持ちを新たにしている 10 連休でした。
（川上）
◎ 2009 年から務めてきた出版広報委員をこの号を以って退任い
たします。この 10 年、スマートフォンと SNS によって写真の在り方
だけではなく社会や生活が大きく変化しました。次の 10 年、人工知
能（AI）による写真の自動修製や自動生成が待ち受けているはず。
これからは会報の一読者として時代の変化を見ていきたいと思い
ます。ありがとうございました。
（関）
◎連載～「日本建築写真家協会 20 周年記念『写真集・写真展』」銀
座の街を建築写真家が撮影ジャックしました。銀座通り 1 ～ 8 丁目
の昼・夕景パノラマ写真、路地裏スナップ、銀座 4 丁目交差点 360
度写真、空撮写真、イベントスナップ…。先行発売写真集の 9 月発
行に向け、全速力で進められています。あともう少しです！（小野）
◎今年からオフィシャルとして撮影しているサッカークラブの仕
事で、J2 初昇格クラブとの対戦を撮影するために鹿児島・沖縄に
行きました。J1 や日本代表の試合とは全く違う景色がそこにあり、
それぞれの地域性を感じることができたのは大きな収穫でした。平
成から令和へと変わりゆく中、勝敗だけでなく彩り豊かな「スタジ
アムの光景」も写真に残さなければと思うこの頃です。 （小城）
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◎ CP+ に始まった春のカメライベントも ChinaP&E（中国・北京）、
P&I（韓国・ソウル）も終わって一段落したもののどちらも縮小化の
傾向。本当なら、今年からフォトキナも 5 月に開催されるはずだっ
たが、こちらは諸般の事情によって中止に。名実ともにミラーレス
カメラの時代、業界はどう変わっていくのだろうか。
（柴田）
◎京都グラフィに行ってきた。事前に想像していたより面白かっ
た。デジタル時代になり、写真を発表するメディアは紙以外に多種
多様になっている。フォトグラファーも多種多様になっている。デ
ジタル後のフォトグラファーが「産業革命」後のフォトグラファーだ
としたら、JPS は産業革命前の体質だ。真剣にどうにかしないと、建
設的に会の赤字を改善するのは簡単ではないと思う。 （伏見）
◎ 一億画素のデジタルカメラが富士フイルムから登場した。安価
とは言わないが、デジタルカメラ黎明期から数々の製品に触れてき
た者として破格だと思うし、手ぶれ補正も内蔵して、一般的なデジ
タルカメラと変わらぬ操作で扱えるだけでも意義ある製品だ。しか
しながら、近年、自分の眼の退化が著しい。こればかりは向上が期待
できず、なんとも…。
（桃井）
◎キャンプ好きが昂じて、ブッシュクラフトなる世界に足を踏み入
れてしまった。装備を極限まで減らして山に入る。川の水を飲み、マ
ッチやライターを使わずに火をおこし、木の枝や葉で寝床をつく
る。子どもの頃、薮の中に基地をつくって遊んだ記憶が蘇る。星空の
下で焚き火をしていると、生きている実感がムクムクと湧き上がっ
てくる。つかの間のサバイバル生活。楽しい！
（山縣）
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全てはアウトドア・ライフスタイルのために。
最先端のテクノロジーによる全く新しいカメラバックパック。

エクスプロール
バックパック

エクスプロール 30

エクスプロール 60
エクスプロール 40

本体とコアユニットの組み合わせにより
思い思いの収納スペースが作れます。

Girls in White ─── 浅岡

恵
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紋羽の木───────山下恒夫
FUJIFILM X-PRO2 XF18-55mm F2.8-4 R LM

マテーラの忠犬ハチ公 ─── 日野文彦
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