
NO.176
(2021. Sep.)

Photo  Nakata Akira

■焦点　ミャンマーで市民フォトジャーナリストが活躍
■展望　甚大な被害を受けた「川崎市市民ミュージアム」の今
■協会創立 70周年記念式典と記念写真展
■ JPS2021 年新入会員展「私の仕事」



新宿西口本店

八 王 子 店

新宿東口 錦 糸 町

アウトレット京急川崎 横 浜 千 葉 店京急上大岡

宇 都 宮 仙 台

梅 田

03(3346)1010 03(3356)1010

042(643)1010

03(5209)1010 03(3837)101003(3632)1010

042(721)1010

044(221)1010

044(223)1010

045(313)1010 043(224)1010045(845)1010 025(249)1010

055(230)1010028(616)1010 024(931)1010 011(707)1010022(295)1010

052(265)1010 075(351)101006(4802)1010 092(471)1010

0422(29)1010 048(645)1010

上 野

町 田 吉 祥 寺 川崎

新潟駅前店

甲 府 郡 山 札 幌

京 都 博 多

〒160-0023
新 宿 区 西 新 宿 1 - 11 - 1

〒160-0022
新 宿 区 新 宿 3 - 2 6 - 7

〒192-0082
八 王 子 市 東 町 7 - 4

〒101-0028
千代田区神田花岡町1-1

〒110-0005
台 東 区 上 野 4 - 1 0 - 1 0

〒130-8580(駅ビルテルミナ1・2・3階)
墨 田区江東橋 3 -1 4 - 5

〒194-0013
町 田 市 原 町 田 1 - 1 - 1 1

〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町21-12

〒210-0024
川崎市川崎区日進町1-11

〒220-0004
横浜市西区北幸1 - 2 - 7

〒260-0015
千葉市中央区富士見2-3-1

〒233-0002(京急百貨店1・8・9階)
横浜市港南区上大岡西1-6-1

〒950-0901
新潟市中央区弁天1-2- 6

〒400-0031
山梨県甲府市丸の内1-3-3

〒321-0964(トナリエ6・7・8階)
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6

〒963-8002
福島県郡山市駅前1-16-7

〒060-0806
北海道札幌市北区北六条西5-1-22

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-13

〒460-8430(松坂屋名古屋店南館4・5階)
愛知県名古屋市中区栄3-16-1

〒600-8216
京都府京都市下京区東塩小路町590-2

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町1-1

〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12

〒180-0004
武蔵野市吉祥寺本町1-19-1

〒330-0843
さいたま市大宮区吉敷町4-263-6

さいたま新都心駅前店さ

名古屋松坂屋店





	 	 	 	 	

■Gallery	 JPSギャラリー　中村惠美、田村　仁、長野良市、瀬尾太一　� 5
米田堅持、角田新八

■First	Message	 オリンピックの夏に想う　� 　野町和嘉 11
■Focus	 #SaveMyanmar�ミャンマーで市民フォトジャーナリストが活躍　
� 	 � 　石井真弓　12
■Telescope	 甚大な被害を受けた「川崎市市民ミュージアム」の今　� 　柴田　誠　14
■Zooming	 写真の散歩道 (新連載３)�　　� 　鳥原　学　18

写真の「時間」を考えさせる 2つの展示
■Report	 都内のメーカー系ギャラリー＆ショールーム　� 　柴田　誠　20
■Archives	 「日本写真保存センター」調査活動報告 (35)　� 　松本徳彦　22

―10年余の調査研究活動を振り返る―
■Workshop	 著作権研究（連載 51）　� 　著作権委員会　24

現在の写真著作権をとりまく問題�～ JPS著作権よろず相談の内容から～
■Topics	 賛助会員トピックス　� 　26
■Events	 協会創立�70�周年記念式典と記念写真展　� 　28
■Exhibition	 第 46回 2021JPS展入賞作品紹介　� 　30
■New	Face	Gallery	 JPS2021 年新入会員展「私の仕事」　� 　34
■Exhibition	 2020・2021JPS展報告　� 　36
■General	Meeting	 2021（令和 3）年度第 22回定時会員総会報告　� 　39
■Digital	Topics	 オンライン会議をグレードアップする「Webカメラ活用入門」　� 　40
■Message	 Message�Board　� 　42
■Report	 セミナー研究会レポート　� 44

国際交流委員会ウェブサイト企画「表現者たち」Vol.4 ～ 6、技術研究会報告
「写真家のための写真集制作・出版の新しいスタイルを知る」YouTube 動画を公開

■Books	 JPSブックレビュー　� 46
■Information	 追悼=正会員・刈部秀郎、髙橋健司、�瀬尾太一　� 49

　　／経過報告／編集後記
■Comment	 写真解説　� 　50
■Education	 2020 年度小学生を対象とした「写真学習プログラム」報告　� 　56
■Congratulations	 おめでとうございます　第 40回「土門拳賞」受賞・大竹英洋さん、　� 　58

第 47回「日本写真家協会賞」受賞・株式会社�日本写真企画社長・片村昇一さん
■Gallery	 Xギャラリー　増田雄彦、金城正道、薈田純一　� 60
� 表紙・中田　昭、表４・光齋昇馬

日本写真家協会会報　176号 目次 2021 年 9月

広告
案内

▪（株）ヨドバシカメラ ▪（株）堀内カラー ▪リコーイメージング（株）
▪（株）シグマ ▪キヤノンマーケティングジャパン（株）▪（一社）日本写真著作権協会(JPCA)
▪キヤノンギャラリー ▪（株）タムロン ▪富士フイルム（株）

9/1　念校



-Gallery

Reflect-映- ────────── 中村惠美
写真集『RING OF LIFE』
写真展「RING OF LIFE 〜北極と南極の命が、今、ここでひとつに〜」



富岡製糸場・繰糸所の内部 ─── 田村　仁
写真集『富岡製糸場　生糸がつくった近代の日本』



球磨川豪雨・川津波に遭った家屋 - 人吉市中神町大柿地区　７月 15 日
─── 長野良市

　　　写真集『ゼロの球磨 人吉 球磨川豪雨』
　　　写真展「ゼロの球磨 人吉」



下町往来 1984-1988 ─── 瀬尾太一
写真展「下町往来 1984-1988」



東日本大震災の津波被害から復帰した巡視船の厨房 ─── 米田堅持
写真展「海上保安庁　主計の世界　船飯の舞台裏」



石垣の郷に生きる ─── 角田新八
写真集・写真展「絶景『石垣の郷』」



11
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 176

First Message

コロナ禍で外出もままならぬ閉塞状況のなか、オリ
ンピックをしっかり視た。これほど集中してテレビで
スポーツ観戦したこともなかった。
先ず卓球に釘付けにされた。卓越したカメラワーク
により、卓球がこれほどに密度の濃いスポーツである
ことをまざまざと見せつけられた。息詰まる心理戦を
展開する選手たちに執拗に迫ったクローズアップ映
像。一瞬一瞬で切り替わるスピード感、反射神経、そし
て息遣い。フレーミングされた映像空間ならではの濃
密な緊迫感が凄かった。高飛び込みでは跳躍し落下し
ていく選手を、カメラを同時に垂直移動させ選手の動
きに肉薄する迫真の映像。自転車競技では、一体どこに
カメラが装着されているのか、団子状態になって猛ス
ピードで競い合う選手たちを、正面至近距離から映す
カメラ。陸上競技場で、空中に張られたワイヤーで高速
移動し競技を追跡するカメラワーク、あるいは自在に
飛び交うドローンなど、映像テクニックの桁違いの進
化をまざまざと見せつけられたオリンピック中継だっ
た。
一方で、限られた撮影ポジションから撮るしかない
写真には限界があり、肝心のグラフ誌は日本ではすっ
かり色褪せてしまっているのが現実だ。そもそもフリ
ーランスの写真家がパスを入手できる余地はほとんど
なかったと聞いている。
コロナ禍でオリンピックを開催すべきか否かの激し
い議論のあげく、コンセンサスを得られないままの開
催であったが、ともかくもオリンピックという巨大イ
ベントならではの技術の粋を極めた迫真の映像展開に
魅了された2週間だった。
もう一つ、気になって仕方のない映像があった。アイ
スランドの火山噴火である。今年 3月 19日に噴火し
て以来、現在に至るも活発な活動が続き膨大な溶岩を
噴出している。首都レイキャビクに近い曠野で起きた
噴火だったことで連日大勢の市民が押しかけ、あきれ
たことに、なんと流出した溶岩流の末端ではハンバー
ガーを焼いたりしてピクニックを楽しんでいる。圧巻
なのは、日々成長し変容して行く火口と溶岩の流れを、

次々にドローンを飛ばし、世紀の地球創生ドラマを
YouTubeにアップした映像の数々である。４K動画、
迫真のカメラワークで溶岩の川を舐めるように撮った
映像が凄い。極めつきは、低空で迫ったあげくに溶岩沸
騰する火口に突入するドローン撮影である。
3年前からアイスランドの撮影を手がけている私に
とっても、この噴火は千載一遇のチャンスであったの
に、現在の “コロナ鎖国 ”状況ではどうにも動きよう
がないのである。それ以上に、気象条件の変化を生かし
ながら、これでもかとばかりに迫真のドローン映像を
次々に見せつけられ、戦意喪失してしまったのが現実
なのである。陸からのカメラだけでは到底太刀打ちで
きそうもない。動画からの切り出しカットもかなりの
クオリティだ。
動物写真家ももはや大変だと思う。高級カメラを携
えたおびただしい数の観光客が、全員ほぼ撮影臨戦態
勢でサファリに繰り出し、動物の死闘や、時には、水辺
のガゼルをワニが水中から襲ったりする、千載一遇の
決定的瞬間をYouTubeや Facebookに次々にアップ
してくれる。
そして、スマホを視線の延長のように使いこなす世
代が、瞬きする程度の感覚で日々撮影した膨大な映像、
写真を垂れ流している。今やスクープ映像の大半は素
人のスマホ撮影である。ともかくも、映像全般を取り巻
く環境は劇的に変わってしまった。誰もがカメラマン
であって世界は撮り尽くされたことを前提に、それで
もこだわってデジタル化の流れに何とか喰らいつき活
路を見いださぬ限り、写真家の明日はない。
つい30年ほど前まで、未知の世界があちこちにあっ
て、誰かが現場に行って写真で持ち帰ってくる以外に
知らしめる方法はなかった。編集者に背中を強く押し
てもらい世界を巡ってきた私など、思い返してみれば
幸運な世代であった。約半世紀にわたって撮り続けて
きた写真を、ネットを通じて、より濃密に発信すべく現
在取りかかっている。地球上のどこかで誰かが面白が
ってくれれば､ おのずと展望も開けるのではないかと
楽観しながら。

オリンピックの夏に想う

会長　野町 和嘉　
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■海外に知らせなければと撮影を始めた市民たち
ヤンゴン市民のミャンマー人 Wさん（安全のため仮名）

は、市民たちが抗議デモを始めた 2 月4日からカメラを持っ
て外に出かけ、デモの様子の写真や動画を撮り始め、イン
ターネットで発信した。W さんはそれまで写真家としての
仕事をしたことはないが、こう語る。「自分の国で軍が行って
いることを海外に知らせなければ、何が起きているか、わか
らないだろうと思いました。外国の人たちに知らせたかったの
です。」

同じように思ったのは W さんだけではない。特に Z 世
代と呼ばれる1990 年代後半から 2000 年代前半生まれの
たくさんの若者たちは、ヤンゴンやマンダレー、そして地
方の町や村で、平和なデモ行進や、それを弾圧する軍の
武力行使などを撮影し、インターネットを怒涛の勢いで駆使
して、発信を始めた。携帯電話で撮影し、すぐにツイッタ
ーなどにアップできるので速報性がある。それをより拡散
させる目的で、「写真を自由に使ってシェアしてくれ」とい
う冒頭のクレジットを入れ始めたのだ。#savemyanmar
や、#whatshappeninginmyanmar などのハッシュタグを
添えて。SNS からハッシュタグで検索すれば、ミャンマー
の人々が毎日アップするたくさんの写真を見ることができ
るのだ。ツイッターなどにあふれた写真のおかげで、３本
指を上にかかげて抗議の意味を示すポーズも、ミャンマー
市民の抗議のシンボルとして世界中に広まった。

報道ジャーナリストたちが逮捕されたり、軍に狙われて外国
に脱出したり、海外メディアの報道も難しくなっていく中、当
事者であるミャン
マーの市民たち
が自ら写真を撮っ
て、既存の報道媒
体を通さずにイン
ターネットのSNS
で拡散する活動
は、世界の人々が
ミャンマーの現状

を知る貴重な情
報源となった。

中には、ロイ
ターなどの著名
記者のアカウン
トのコメント欄
に、写真を直接
アップする方法
を取る人もいた。
市民発のフォト
ジャーナリズム
ともいえるこの
現象は、ミャン
マー新世代の新
し い 動 き だ。

「1988 年に起き
たクーデターの
時に比べ、今回
はだいぶ違いま
す。前回はまだ
インターネットがなくて、軍が発信する TV ニュースし
か情報がなかった。でも、今はインターネットを通して、
軍の発表以外のいろいろな情報を得ることができます。」
と W さんが語る。

■市民発のフォトジャーナリズムで世界に伝える
ストライキを続け、生活が苦しくなる人が増えると、人々

は米や野菜などを寄付し合い、どっさりと道端に並べて
配った。また、軍の暴力で人が亡くなると、ミャンマー各
地の人々が夜にたくさんのキャンドルを灯して集い、追悼
をした。人々が連帯してお互いに励まし合う姿も、市民フ
ォトジャーナリストたちがツイッターなどにアップした写真
から、海外の私たちは知ることができた。

また、写真を撮影してフェイスブックやYouTubeに投
稿する若いミャンマー人の中には、「いいね！」の数をた
くさん獲得して公認マークをもらったり、広告費の収入

focus
　「この写真は自由に使えます。シェアできます」。2021 年２月から４月頃まで、ツイッターやフェイスブック、
インスタグラムには、このような意味のミャンマー語のクレジットがついた写真が、大量にあふれていた。ミャン
マー国内で起きた危機を、ミャンマーの市民たちが必死に世界へと発信していたのだ。
　東南アジアの国ミャンマーでは２月１日に軍事クーデターが起こり、ウィンミン大統領とアウンサンスーチー国
家顧問などが拘束され、８月下旬の現在も同じ状態が続いている。クーデター直後から、ミャンマーの最大都市ヤ
ンゴンで市民による大規模デモなどの抗議活動が始まり、全国に広まった。鉄道や学校、病院職員たちよる公務員
がストライキをする市民不服従運動 CDM（Civil Disobedience Movemen）も続いている。

#SaveMyanmar 
　 ミャンマーで市民フォトジャーナリストが活躍
� 文・石井真弓（JPS会員）

ヤンゴン市内でデモ隊を警棒で脅す警官た
ち。この後、数名を逮捕して連れ去った。

ヤンゴン市、バインナウン橋付近で行う抗
議デモ中に軍側に狙撃されたため、市民側
がタイヤを燃やして煙幕を張ったり、道に
バリケードを築いていた。
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アウン・フライン国軍総司令官が軍部を率いてクーデター
を起こし、一変してしまった。軍側は選挙に不正があっ
たと主張しているが、支持する国民は少ないようだ。

アウンサンスーチーさんたちは現在も拘束されたままだ
が、政党 NLD の党員など市民派側は、軍に対抗して国民統
一政府 NUG（National Unity Government）を結成して、
大統領や各大臣を独自に任命した。現在、国連や諸外国か
らの国際的な承認を得ようと働きかけているが、進行は
遅く、先行きはまだ不透明だ。

■困難の中でも勝利を信じてあきらめない
そのような状況の中、日本でミャンマーに関する報

道は以前に比べて少なくなっているようだ。７月の時
点で、ミャンマーで逮捕されたジャーナリストやメ
ディア関係者は約 90 名にのぼる。半数以上が釈放さ
れたものの、約 40 名が未だ拘束され、１名のアメリ
カ人ジャーナリストも含まれている。クーデター以降、
閉鎖に追い込まれた現地の報道メディア会社もあり、
国内での自由な報道がさらに難しくなっている。

クーデター時の２月頃に比べ、市民による撮影写真
の拡散も減少気味に見える。W さんによると、写って
いる人物や場所から軍が居場所を特定して、市民を逮
捕したケースがあるため、写真の公開に用心するよう
に NUG が通達しているそうだ。軍側も大きな予算を
かけて市民のインターネット活動をモニターしている
という報道もある。

ま た 最 近 で
は、ミャンマー
国内で新型コロ
ナの感染が大き
く広がり、病院
や酸素ボンベの
不足などから、
７月は死者の数
が大幅に増加し
ている。ツイッ
ターに流れてくる写真は、酸素ボンベに酸素の補充を
求めて長い列を作る人々や、亡くなった人々を運ぶ霊
柩車の列、遺体を包んだ袋がたくさん積まれた悲惨な
光景だ。ワクチン接種もあまり進まない中、ヤンゴン
では人との接触を避けて外出を控える人も多いとい
う。「市内はガラーンとして静かになりました」と状
況を教えてくれた W さんの知り合いや親戚なども、
20 名ほどが感染で亡くなった。
「今度こそは、民主主義を勝ち取るまであきらめま

せん」。ミャンマーの人々からよく聞く言葉だ。国は
さまざまな困難の中にいるが、インターネットを通し
て市民からの発信は続いている。

ハッシュタグ #Whatshappeninginmyanmar（ミャ
ンマーで何が起きているか）を追えば、ミャンマーの
今が見えるはずだ。
 （写真撮影：W）

を得ようとする
人も登場したそ
うだ。困難の中
にあっても、若
い世代はたくま
しさを発揮して
いるようだ。

日本には、約
３万５千人のミ
ャンマー人が住
んでいる。彼ら
も２月以来、週末に東京など各地の街角に立ってミャン
マーの現状を伝えるほか、デジタル空間を使って祖国を
熱心に応援してきた。ミャンマー現地の市民フォトジャ
ーナリストたちが撮影した写真や動画を精査して、軍発
表のフェイクニュースを発見することも活動の一つだ。
その活動は「デジタル・レジスタンス」として、日本で
も報道されていた。インターネット世代ならではの連携
だ。

抗議デモが続く中、撮影中に逮捕されるジャーナリスト
や市民が出てきたので、W さんは工夫をして、携帯電話の
ほかに、小さな隠しカメラを使ってまで撮影したという。
そして日本のテレビ局などに写真を送ったりもしていた。
このような活動をきっかけに、W さんはジャーナリズムの
仕事にも興味が出てきたと言うが、現状のミャンマーでは
非常にリスクが高い。「軍側も記録写真を撮っているので、
とても気をつけていました。撮影した写真を送ったら、自
分のカメラや携帯電話に入っている写真をすぐに削除しま
す。軍が時々、通りにいる市民の携帯電話をチェックする
時もあるので危ないです。」

■クーデターで中断した民主化への道
歴史を振り返ると、軍事政権が長く続いたミャンマーで

は、2010 年に民主派のアウンサンスーチーさんが長年の自
宅軟禁から解放され、2015 年の総選挙で彼女の政党、国民
民主連盟 NLD（National League for Democracy）が圧倒
的な多数派を獲得した。以来、軍部による連邦団結発展党
USDP（Union Solidarity and Development Party）と共
存しつつも、民主化と経済発展の道を歩んでいたように見
えた。外国企業の投資が復活し、日本の大企業も深く関わ
るヤンゴン再開発のプロジェクトなども進んでいた。ミャ
ンマーには世界三大仏教遺産と呼ばれるバガン遺跡群やイ
ンレー湖などの美しい場所も多いことから観光産業も順調
で、日本人は 2018 年
から観光ビザが不要
になった。

しかし、2020 年 11
月の選挙でNLDが再
び圧勝すると、首都ネ
ピドーで第１回目の議
会が開かれる予定だ
った２月１日に、ミン・

ヤンゴン市内のバインナウン橋。抗議デモをす
る市民たちが、軍側をブロックするためにバリケ
ードを何重にも作り、日常の町の光景から一変。

ヤンゴン市内、軍側への目くらましのた
めに物を燃やして煙幕を張っていた。

ヤンゴン市内の通りで、軍から銃撃された人
を助ける市民たち。防御に使っているのは手
作りの盾。
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川崎市市民ミュージアムは、博物館と美術館の複合
文化施設として、1988 年 11 月に等々力緑地の一角に
開館した。設計は、江戸東京博物館やスカイハウスな
どを手がけた菊竹清訓氏で、半円状の展示空間が特徴
となっている。歴史・民族・考古・美術文芸・グラフィッ
ク・写真・漫画・映画・映像の９分野にわたる全収蔵
総数はおよそ 26 万点を誇る。
写真部門のコレクションには、戦後の日本を代表す

る写真家約 100 名の作品をはじめ、南北戦争、日清・
日露戦争等の歴史的事象をとらえた国内外のドキュメ
ンタリー写真群、そして歴代の木村伊兵衛写真賞受賞
作品も含まれている。

完全排水までに 8 日間を要する浸水で 
23 万点近い収蔵品が施設とともに被災
川崎市市民ミュージアムが被災したのは 2019 年 10

月 12日。令和元年東日本台風により、多摩川が計画高
水位を超えて内水氾濫を起こし、行き場を失った雨水
が川崎市市民ミュージアムのある等々力緑地に流れ込
んだ。開館から30数年以上が経過して、経年劣化した
施設の対策や、更新された洪水ハザードマップへの対
応について検討を始めた矢先の出来事だった。
水位は、高いところで床面から 3.24mにまで達し、

地下階にあった機械室や電気系統のシステムが完全に
水没。地下の収蔵庫もすべて浸水し、保管されていた
23 万点近い収蔵品が被災した。事務室は 3階にあっ
たものの、電源を喪失した市民ミュージアムは全館停

電となり、自動扉が開かず、電話も不通。水道もいつ
まで使えるかわからないという状況だった。
被災はすぐに、国立文化財機構文化財防災ネットワー

ク推進室に伝えられ、国土交通省関東地方整備局にも排
水作業を要請。24時間体制の排水作業が開始されたが、
この時点では、被害の全容はまだ分かっていない。水が
完全に排出するまでに、8日間を要したからだ。
10月18日、川崎市、国立文化財機構とともに、収蔵
庫の前室の中に初めて入ることができた。水が抜けて、
扉が開いてしまえば作品を取り出すことができると考え
ていたそうだが、電気も水道も使えない状況では、何も
することができなかったと当時の担当者は語る。被害状
況を確認しながら国立文化財機構と協議し、収蔵品の中
でも極めて水に弱い写真と映画フィルムの搬出作業から
進められることが決定した。

レスキュー活動には多くの専門家をはじめ 
述べ 9,000 人を超える人が参加
10月23日には、川崎市が救援等の技術的支援を正式

に要請する。24日には文化庁文化財等災害対策委員会
がこれに応えて、技術支援の実施を決定。文化遺産防災
ネットワーク推進会議から専門家が派遣され、被災収蔵
品のレスキュー活動が開始されるようになる。また国際
文化財機構などを通じて、各専門分野から専門家も派遣
される。こうした専門家に加えて、修復保存等を担当す
る全国の美術館、博物館の学芸員なども参加した。
26日になって、ゼラチン・シルバー・プリントなどの

「木村伊兵衛写真賞」受賞作品も被災した水害からまもなく2年
甚大な被害を受けた「川崎市市民ミュージアム」の今

　2019年10月、台風19号（令和元年東日本台風）により川崎市市民ミュージアムの収蔵庫が浸水し、川崎市の指定
文化財、美術品、絵画等など、地下の収蔵庫に保管されていた23万点近い収蔵品が被災した。収蔵品のレスキュー活
動は現在も続けられている。被災から答申が示されるまでの1年半あまり、どのような動きがあったのかを取材した。
� 取材／柴田�誠（フォトジャーナリスト）　写真提供／川崎市市民ミュージアム

被害の大きさを物語る被災した収蔵庫の様子。左から第 2収蔵庫（考古）、第９収蔵庫（映画・映像）、第８収蔵庫（写真・漫画・映画・映像）。
写真は被災直後のもの。
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写真作品を収蔵庫から搬出されると、写真のレスキュー
がスタートした。館内で一部洗浄が行われ、洗浄後には、
日本大学芸術学部写真学科をはじめ、東京大学史料編纂
所や東京都写真美術館の職員、PGI の写真素材・技法専
門家、白岩修復工房、市民ミュージアムの元写真分野の
職員など、多くの協力による応急処置が実施された。11
月に入ると、応急処置は会場を日本大学に移して行われ
ている。

こうしたレスキュー活動には、文化遺産防災ネットワー
ク推進会議に加盟する 10 団体と神奈川県博物館協会、
日本大学芸術学部写真学科、東京大学史料編纂所、 東洋
美術学校、帝京大学、神奈川地域資料保全ネットワーク
などが協力。2021 年 4 月 30 日までにレスキューに入っ
た延べ人数は、9,103 人にのぼる。

写真コレクションの中の「芸術写真」は 
作家自身の手を借りて復元

約 8,600 点にのぼる写真コレクションには、戦後日本
を代表する写真家約 100 名の作品をはじめ、木村伊兵衛
写真賞の受賞作品、さらに伊奈英次や畠山直哉らが撮り
下ろした《カワサキ・モニュメント》、石内都《1899》、
ルイス・ボルツ《夜警》といった、企画展を契機に収蔵
された作品があった。また南北戦争、日清・日露戦争等
の歴史的事象をとらえた国内外のドキュメンタリー写真
群や地域の古写真等の寄贈資料群など、芸術的・歴史的
価値の高い写真が収蔵されていた。

収蔵品の搬出は、動かなくなった手動式の可動棚を破

壊しながら行われ、収蔵庫内で作品の制作技法別に被災
状態を確認しながら修復計画が立てられていった。処置
の基本方針は、カビが進行する前に水洗もしくは乾燥さ
せ、それができない時は冷凍処置をするというものだ。

収蔵品は基本的に購入したものだけでなく、寄贈、寄託、
借用の 4 種類に区分される。さらに写真の場合には、美
術作品としての「芸術写真」と歴史的な資料価値のある「記
録写真」があり、それぞれの意味が違ってくる。「芸術写
真」は表現の完成度が重視されることから、水損した「芸
術写真」に関しては、作家の協力のもと、再プリントに
よる復元が修復に取り入れられることとなった。

被災した写真収蔵品約 8,600 点のうち、2021 年 4 月
30 日時点で修復が済んだ作品は 337 点。応急処置が
施されたものは 1,100 点で、修復中のものは 107 点と
なっている。ただし処分されたものは 4,802 点。漫画の
37,479 点に次ぐ多さで、修復の難しさを物語っている。

「文化財の野戦病院」と言われるほど  
過酷な応急処置の現場

川崎市市民ミュージアムでは、被災からおよそ 1 年が
経ったのを機に、第 31 回（2020 年度）タカシマヤ文化
基金の助成を受けるなどして、「川崎市市民ミュージアム
被災収蔵品レスキューの記録」の映像と関係者コメント
集、小冊子を製作している。

今後全国で多発が予想される自然災害に対して、文化

上：�防護服に身を包み、野戦病院を思わ
せる修復作業の様子。

下：被災した収蔵作品の水洗作業の様子。

川崎市市民ミュージアム
「都市と人間」という基本テーマを掲げ、1988 年 11 月に開
館した博物館と美術館の複合文化施設。映画映像の上映施設
や 10 万冊の図書を有するライブラリーを備えており、写真
や映画、マンガなどの複製技術芸術を総合的に収集するミュ
ージアムとして国内外で注目されてきた。川崎の成り立ちと
歩みを考古、歴史、民俗などの側面から紹介する資料。そして
都市川崎に集まる多様な人々の刺激から生み出されたポスタ
ー、写真、漫画、映画、ビデオなど、近現代の表現をコレクショ
ンし、独自性のある企画で紹介する。全収蔵総数はおよそ 26
万点で、博物館と美術館の 2 つの側面で収集された多彩なコ
レクションと、独自性のある企画を特色に、30 万人を超える
来場者数（2018 年時点）があった。現在は、令和元年東日本台
風の被害により休館。被災した収蔵品のレスキュー活動が今
も続けられている。
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財を守り、次世代に継承するための取り組みの一助とな
ることを願ってのことだ。そのために被災直後からの活
動を伝え、市民ミュージアムが直面した課題やそこで得
た知見を公開し、広く共有することが必要だと考えた。
その中には、被害の深刻さとともに、収蔵品レスキュー
の様子が、克明に記録されている。これらの資料は、市
民ミュージアムのホームページで公開されており、誰も
が自由に閲覧できるようになっている。

レスキューの状況については、「停電し空調の効かない
薄暗い館内で、水やカビに浸蝕された無数の作品がブルー
シートの上に累々と横たわり、その周りを白い防護服に
身を包んだ人々が消毒液や額を外すための道具を持って
せわしなく行き交う様子は「文化財の野戦病院」ともい
うべき光景であった」と記されている。防護服に身を包
んで作業をする姿は、コロナ禍の今となっては見慣れて
しまった場面だが、当時の修復現場が、いかに過酷なも
のであったのかを物語っている。

また、写真のレスキューに関しては「館内は断水と停
電が続き、隣接する公園から水を引いて作品の水洗作業
を行ったが、日没までに作業を終えなければならず、イ
ンフラが復旧していない館内では処置点数に限界があっ
た。そのため応急処置の外部委託が検討されたが、収蔵
品と作業者の安全面の問題から慎重な判断が求められた。
すでに 10 月下旬の時点で、作品はカビの汚染とゼラチ
ンの腐敗により強い臭気が発生していたことに加え、処
置には技術者による指導を要したためである。外部機関
へ搬出するには、安全な処置を実施できる人員と装備、

資材が揃うことが条件であった。」と記されている。進行
するカビへの対応と設備の充分でない中で水洗作業に苦
労した様子が伝わってくる。

修復のできない収蔵品の大量処分と 
カビの進行を防ぐための冷凍保存を決断

すべての被災収蔵品が地下階の収蔵庫から救出された
のは 2020 年 6 月になってのこと。さらに燻蒸などの作
業を終え、収蔵品がすべて館内から外部の保管庫へ搬出
されたのは、被災からおよそ 1 年も経ってからのことだ。

収蔵庫から搬出された収蔵品は、修復の優先順位がつ
けられ、一部はカビなどの発生を防ぐために、冷凍保管
が行われた。23 万点にも及ぶ被災収蔵品をリストアップ
するだけでも大変な作業だったに違いない。しかし、被
災状況がひどく、収蔵品としての価値が損なわれている
ものや他の収蔵品に対して保存上の危険を生じさせるも
のは、廃棄処分せざるを得ないものもあった。

収蔵品レスキューの経過と対応内容については、川
崎市市民文化局市民文化振興室が定期的に報告してお
り、2021 年 1 月 21 日の報告では、被災収蔵品の一部
42,237 点（購入、寄贈を受けた作品等）の処分が発表
された。さらに 2021 年 3 月 15 日には写真関連の 1,204
点の処分を発表。処分されたのは『アサヒグラフ』1924
～ 52、1966 ～ 94（1971 の通巻 2476 ～ 2478 を除く）
2,321 点（購入）、『アサヒグラフ』1953 ～ 65、1971
の通巻 2476 ～ 2478 の 702 点（寄贈）、『LIFE』1937 ～
72 の 1,779 点（購入）などだ。

収蔵品の応急処置及び修復状況（2021 年 4 月 30 日現在）
９分野の収蔵品の応急処置と補修状況を見ると、写真と漫画の処
分が圧倒的に多いのが分かる。水没した紙の復元が困難なことが
うかがえる。
 
※ 1 修復前準備中を含む
※ 2 写真雑誌 2 件を冊数でカウントした場合
※ 3 フィルムを作品数で表記、カッコ内はフィルムを巻数で集計
した場合の数
※ 4 雑誌を冊数で、フィルムを巻数で集計した場合の数

第 4収蔵庫（美術文芸）の収蔵品のレスキュー活動。
市民ミュージアムの敷地内に設置された冷凍のコンテナ。中には
修復を待つ被災収蔵品が納められている。
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また、この時点で冷凍保管中となっているのは、ゼラ
チン・シルバー・プリント、発色現像方式印画、ダイ・
トランスファー・プリントなど 36 箱、写真雑誌や貴重
書籍、写真帖、関連資料など 102 箱となっており、具体
的にどんな作品なのかは明らかになっていない。これら
は、現在も市民ミュージアムの敷地内と外部の保管庫で
冷凍保管されている。ただし、冷凍保管されているから
といって必ず修復されると決まっているわけではない。
修復することができずに、処分せざるを得ないものも含
まれている可能性があるからだ。

市民ミュージアムを今後どうしていくのか  
あり方検討部会が答申を提出

収蔵品のレスキュー作業と並行して、川崎市では市民
ミュージアムを今後どうしていくのかの議論が進められ
ていた。と言うのも、等々力緑地全体がハザードマップ
で洪水浸水想定地域となったことから、現在の場所で再
開することができないためだ。市民の財産である収蔵品
の修復を進めるとともに、文化施設の再開も必要だと判
断した川崎市文化芸術振興会議は、2020 年 7 月 28 日に

「川崎市文化芸術振興会議市民ミュージアムあり方検討部
会」を設置。新しい施設を開設するための検討を開始した。

コロナ禍ということもあって、検討委員とはオンライ
ンで結び審議が行われてきた。約１年間にわたり、公開
で行われてきたあり方検討部会を何度か傍聴・取材する
ことができたが、海外の美術館・博物館のあり方や取り
組みなども参考にして、活発な議論が交わされていた。

川崎市文化芸術振興会議の会長である垣内恵美子氏
（政策研究大学院大学教授）を部会長とする７人の検
討委員の意見をもとに方針の策定が進められ、2021 年
7 月 12 日、答申が市長に提出された。川崎市ではこの
答申を踏まえ、パブリックコ
メントなど所定の手続きを経
て、市民ミュージアムのあり
方等に関する方針（案）を 11
月を目途に策定する予定でい
る。しかし、市内にあるほか
の美術館・博物館との連携や
棲み分け、収蔵品を安全に保
管するための施設、文化施設
としての立地や充分な展示ス
ペースの確保など、検討して

川崎市市民ミュージアムの今後の
あり方についての答申
答申の内容はシンプルなものだが、
さまざまな議論を経てここまでま
とめられた。答申書には答申に至る
考え方や諮問内容、市民アンケート
などの参考資料が付帯して 30 ペ
ージに及ぶものになっている。

収蔵品のレスキュー作業の
様子は、映像と冊子で記録
が残されている。

いかなくていはいけない課題は決して少なくない。 
美術館、博物館の被災としては、国内最大規模となっ

た令和元年東日本台風による被害。自然災害の多い日本
では、異常気象の影響もあって、こうした被害が今後各
地で起こる可能性がある。後世に残すべき写真をどうやっ
て守っていくのか。今回の被災とレスキュー活動を教訓
に、写真家協会としてやれることはないのか、というこ
とを真剣に考える機会が与えられたのかもしれない。

新たなミュージアムの今後のあり方（活動）

１　時代の変遷とともに変わりゆく都市川崎の歴史と文化を記録し、現在も含めて未来へ継承する
２　誰もが心豊かに暮らせる持続可能なまちづくりに向けて、多様な価値を生み出す文化芸術を活用する
３　文化芸術を楽しみ、学び、体験できることで、人々の好奇心や探求心を刺激する
４�　多彩な文化芸術に出会い、様々な創作活動や表現活動ができる環境をつくり、人々の創造性や文化的感性
を育む
５�　年齢や性別、国籍、障害の有無等に関わらず、生涯を通じた学びの機会を提供し、多様な文化への理解を深
める
６�文化芸術を通じ、市民や団体、他の文化施設と連携・協働した活動を展開し、多様なつながりを生み出す
７�　教育機関等との連携などを通じて若い世代が関心を持つ事業を展開するとともに、芸術家の育成や文化
芸術活動の支援を行う
８　様々な角度から文化芸術を支える人材、さらには、地域社会の担い手となる人材を育成する
９　令和元年東日本台風による被災の事実を次代に伝える

新たなミュージアムの今後のあり方（施設）

１　現施設でのミュージアム機能の再開は行わない
２�　新たな施設は、浸水の恐れのあるエリアや土砂災害警戒区域等を避けた場所、利便性を考慮した場所で検
討する
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◎鷹野隆大展 – 「毎日写真」からの発見

「東京オリンピック 2020」が開幕したその日の朝、
新幹線で関西に向かった。目的は２つの展覧会、西宮
市大谷記念美術館の「石内都　見える見えない、写真
のゆくえ」と大阪の国立国際美術館での「鷹野隆大 
毎日写真 1999-2021」を見ることだった。

３度目の緊急事態宣言下、感染者数もすでに２千人
に迫っており、都外に出るなとのアナウンスがメディ
アから流れていた。だが会期が重なるタイミングはこ
の週しかない。昨年から多くの展示を見逃してきた後
悔もあって、今回は無理をしてでも行こうと思った。
じっさい、確かにその価値はあった。

到着してまず訪れたのは大阪の国立国際美術館。鷹野
にとっては初めてであり、待望となる美術館での個展が開
幕したばかりである。よく知られるように、鷹野は、セクシ
ャリティに対する認識を混乱させる『IN MY ROOM』で
2005 年度の木村伊兵衛写真賞を受賞して、一躍その名が
知られた。だが、その後の展開は多様だった。本展のタイト
ルにもある、日々の気になったことを写しとめた「毎日写
真」、そこから生まれた東京タワーなどの定点観測のシリ
ーズ、あるいは都市特有の混乱した風景を捉えた「カスバ
バ」。また近年ではフォトグラムによる「距離と時間」など、
写真の原点である
光を素材とする作
品群も積極的に発
表している。いずれ
の作品も鑑賞した
後に、脱力感と爽
快感が入り混じっ
た 感 慨 が 残るの
が、鷹野作品の奇
妙な魅力だ。

本展では、こう
した多様な作品に
はひとつの志向が
明確に貫かれ、相
互に関係しあって

鳥原　学 （写真評論家）
Torihara Manabu

写真の「時間」を考えさせる２つの展示

いることが明
らかにされて
いる。一言で
言えばそれは
思い込みを解
消 す る こ と
だ。鷹野は私
たちが持つ写
真表現につい
ての美的基準
に つ い て 考
え、それを支
える社会通念
を検証し、リ
フレッシュさ
せることを試
みてきた。名
作と呼ばれる
イメージと一般人の撮ったスナップ写真の間にある
垣根を取り払おうと試みることで、彼の仕事は大き
な広がりを持ったのである。

その軸となる作品が、タイトルにもなった、とりと
めもない日記のような「毎日写真」である。1999 年
から初めて今や 10 万枚にもなるそうだが、その厚み
から鷹野が気づいたのは「いかに自分が『見たいもの
を見たいようにみていたのか』だった」と展示解説に
書いている。

代表作である『IN MY ROOM』を見ていると、自
分が望むイメージを入念に作り上げているようにも思
えるが、それは逆である。新城郁夫との共著『まなざ
しに触れる』には、彼にとって「すばらしい写真」と
は、自分が撮ったという事実を忘れてなお「写された
人や場所の生々しい実感」が伝わってくるものだと書
いている。つまり「写真は撮り手の意識とは別の時間
を生きている」ことを自覚させるのだ。

1 枚の写真には、撮影者がシャッターを押すまでの
経緯を内包されており、それが消えてしまうことはな
い。ただし、写真は撮られたその瞬間から撮影者の意

連載 写真の散歩道３回目

「鷹野隆大 毎日写真 1999-2021」展　ポスター

引用文献『まなざしに触れる』　表紙
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Zooming

図から乖離し始め、意図とは違った魅力を持つように
もなる。その魅力を率直かつ謙虚に認めることこそ、
表現の新しい可能性の発見につながる。この展示から
は、鷹野という写真家の、写真に対する清々しいほどの
覚悟が見えてくる。

それにしても、2000 年代初頭から注目されてきた
写真家が、58 歳にして美術館で初個展だというのは
遅すぎた感が否めない。そこには作品をめぐる幾つか
のトラブルが影響しているのだと思う。2014 年に愛
知県美術館の「これからの写真」展で、裸体のポート
レイト「おれと」シリーズに性器が写っているのを警
察から問題視されたこと。またある大学が主催する市
民講座でヌード写真について講じたさい、一人の受講
生から精神的苦痛を訴えられたこと。そんな事象のた
めだろうか、この展示には鷹野作品で重要なウエイト
を占める、性をテーマにしたイメージは少ないようだ
った。充実した内容だけに、この点が全体的なトーン
を抑制しているように思えた。

◎石内都展 – 想起させる力

翌日の午前に訪れた西宮市大谷記念美術館は、阪神
間でも知られた瀟洒な住宅街に位置する。すでに会期
末を迎えた「石内都　見える見えない、写真のゆく
え」の評判は、私の耳にも聞こえていた。

会場に着いてから、関西で見た最後の展覧会が、昨
年 2 月の奈良市写真美術館で開催された、同じ石内の

「布の来歴−ひろしまから」だったことを思い出した。
この 2 つの展覧会ではともに、衣服を中心とした原爆
遺物を撮った「ひろしま」が展示されている。もちろ
ん他の会場でも何度も目にしてきた作品だが、展示構
成が変わるたびに、ずいぶん見え方も違ってくる。今
回、最初の展示室に飾られていた作品を目にして、と
くにピントの
位置や微細な
ブレが際立っ
て感じられた。

もともと同
作は、対象の
正確なプロポ
ーションや客
観的な状態を
描写したもの
ではない。対
象を見たとき
の、撮影者の
生理的な反応
が率直に表れ
るように、意
図してカメラ
を手持ちして

撮られている。
そのため作品ご
とに微妙な動き
の 効 果 が 生 ま
れ、被写体がた
だのモノではな
く、かつて確か
に存在した誰か
に着られたとい
う事実を想起さ
せる。ブツ撮り
というよりは、一
種のポートレイ
トとしてそこに
あった。

考 え て み れ
ば、石内は、写
真特有の想起さ
せる力を突き詰めてきた。少女時代の記憶へと遡行し
たデビュー作「絶唱、横須賀ストーリー」から、見知ら
ない他者のそれへと広がっていった。今回の展示は、そ
んな彼女の一貫性と成熟ぶりとが、一層はっきりと見え
てくるラインナップであり、展示構成だった。
　「ひろしま」をはじめ、赤線地帯の建物を描写した「連
夜の街」、メキシコの伝説的は女性の画家の遺品を撮っ
た「Frida」、体に残る傷跡を見つめた「INNOCENCE」
や「Scars」、あるいは戦前に庶民の女性たちに流行した
色鮮やかな銘仙による「絹の夢」など。展示を見るうち
に、石内は写真によって女性史を読み直していることが、
はっきり理解される。それも、普通の女性たちの、その
等身大を表そうとしている。前日に見た鷹野展は、意図
しない写真に留められた「写された人や場所の生々しい
実感」の発見だったが、石内展は直接には触れられな
い女性たちの生々しい記憶の現前化であった。

同展図録によれば、石内は写真で「見えるものから見
えないもの達を呼び醒ます」ことができると言い、その
最たるものは「時間」だとする。石内と鷹野は真逆のこ
とやっているのではなく、写真の同じ性質への対照的
なアプローチをとっているのだ。

さて、石内展でとくに印象に残ったのは、新作の
「The Drowned」という自作の複写作品である。しか
し、その画面に何が写っているのかは明確に判別でき
ない。解説を読むと、2 年前の台風 19 号で被害を受け
た 収 蔵 作 品 だ と あ っ た。そ の 無 残 な 姿 は ま さ に
Drowned（溺死体）そのもので、これも時間というもの
の視覚化に違いなかった。

充実した 2 つの展示を見て東京に戻って後、数日後
には緊急事態宣言が延長され、大阪には再発令される
ことが決まった。次はいつ、他府県に堂々と写真を見に
行くことが出来るようになるのだろう。

「石内都　見える見えない、写真のゆく
え」展　チラシ

「石内都　見える見えない、写真のゆく
え」展　図録表紙
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新宿・銀座だけでない 
立地を活かせる特徴を目指し始めた

長い間、銀座と新宿を中心としてきた都内のメーカー
系ギャラリー、ショールームだが、ここ数年、これま
でとは違う立地で展開する動きが見られるようになっ
てきた。

品川にニコンミュージアム（2015 年 10 月開館）や
キヤノンギャラリー S ができたことで、これまで写真
に関係する人が訪れることの少なかった品川に人の流
れができ始めた。また丸の内に、FUJIFILM Imaging 
Plaza 東京、エプソンスクエア丸の内がオープンし、近
隣のビジネスマンや観光客が立ち寄るという流れが生
まれた。

最近では、ピクトリコ ショップ & ギャラリーが会社
の近くの両国に、ケンコー・トキナーが中野にある本
社ビルのショールーム内にギャラリーを設置。またパ
ナソニックの LUMIX BASE TOKYO が、クリエイター
が多くいる南青山にオープンするなど、これまでとは
違う立地で、特徴を活かした展開をするところも出て
きている。

こうした動きは、単に立地だけでなくショールームの
多目的化という動きにもつながっている。可動式の什器
を導入して、自由にレイアウトを変えられるようになっ
ていたり、ライブ配信ができる設備を設けるなど、単に
機材を展示するショールームではない機能を備え始めて
いる。またパソコンやモニター、サードパーティ製のア
クセサリーなど、他社製品と一緒に展示して実際の使用
状況に近づけるといったことも珍しくなくなっている。

今後増えそうな動きをみせる 
バーチャルショールーム、オンラインギャラリー

さらに最近では、バーチャルギャラリーやオンライン
ショールームの機能を搭載したメーカーのホームページ
も登場し始めている。仮想空間上のショールームやギャ
ラリーを自由に見学することができるのが特徴で、コロ
ナ禍で閉館していても関係ない。場所や時間にしばられ
ることなく、ショールームやギャラリーを展開できるよ
うになれば、メーカーとしてもメリットが大きいから、
今後ますます増えることなっていくだろう。

アフターコロナでは、これまでのショールームとは大
きく様変わりすることになりそうだ。

改装、移転、ニューオープンとともに集約化も加速
都内のメーカー系ギャラリー＆ショールーム

　平成の終わりから令和にかけて、メーカー系のギャラリー、ショールームの統廃合が進んでいる。また、コロナ禍で
休業を余儀なくされたのを機に、リニューアルを行ったところも少なくない。都内のメーカー系ギャラリー、ショールー
ムは今、どうなっているのか、それぞれの特徴とともに紹介していこう。� 記・写真／柴田 誠

2021 年 5 月に表参道から両国に移転し、オープ
ンした。以前と同様、ギャラリーとショールーム
の昨機能を合わせ持ち、新たに親会社の三菱製
紙の製品も取り扱う。両国国技館の目の前とい
う好立地ながら、ビルの５階で、路面店でないの
が難点。
●墨田区横網 1-2-16 東誠ビル 5F ● 11:00 ～
19:00（当面の間 17:00 までの時短営業中）●日
曜・月曜休業● TEL.03-6658-5823

パナソニックが、クリエーターのベースになる
ことを目指した LUMIX の新拠点。LUMIX 製品
だけでなく、アクセサリーやソフトウェアなど
他社製品も一緒に体験できるようになってお
り、ライブ配信のできるスタジオも併設する。プ
ロサービスの窓口も併設されているが、作品展
示のできるギャラリースペースは設けられてい
ない。
● 港 区 南 青 山 2-11-17 第 一 法 規 ビ ル 1F ●
11:00 ～ 19:00 ●月曜・年末年始休業

■ピクトリコ ショップ & ギャラリー　2021 年 5 月オープン

■ LUMIX BASE TOKYO　2021 年 5 月オープン

バーチャルギャラリー、オンラインショールーム
ホームページ上で館内を自由に見て周ることのできるバーチャルギャラリー、
オンラインショールームを設けているところもある。ネット環境の充実ととも
に、コロナ禍で実店舗を訪れることのできないユーザー向けのサービスとして
始められるなど、ショールーム、ギャラリーの機能も変化してきている。

※開館時間や休館日は取材時点のものです。感染症対策などにより変更になっている場合があり
ますから、訪問する際にはギャラリー、ショールームにご確認ください。
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バーチャルギャラリー、オンラインショールーム
ホームページ上で館内を自由に見て周ることのできるバーチャルギャラリー、
オンラインショールームを設けているところもある。ネット環境の充実ととも
に、コロナ禍で実店舗を訪れることのできないユーザー向けのサービスとして
始められるなど、ショールーム、ギャラリーの機能も変化してきている。

※バーチャルギャラリー、オンラインショールームの画像は、ホームペー
ジ上のもので、実際のギャラリー、ショールームとは異なります。

パーソナル向けショールーム「キヤノンデ
ジタルハウス銀座」だったスペースを写真
愛好家が写真を楽しめる空間としてリニュ
ーアルした。写真集などを鑑賞するスペー
スのほかに、写真向けのプリンターや８K
モニターなども展示する。
●中央区銀座 3-9-7 トレランス銀座ビルデ
ィング 1F　● 10:30 ～ 18:30 ●日曜・月曜・
祝日・年末年始・キヤノン休業日休業●
TEL.03-3542-1801

■キヤノンフォトハウス銀座　2021 年 4 月リニューアル

本社ビルの２階にあるショールーム壁面の
「ミニギャラリー」を独立させ、ショップと
切り離して、作品をじっくり鑑賞できるよ
うな空間にした。壁面長は約 20 ｍあり、全紙
のプリントを 20 点以上飾ることができる。
●中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 2F ●
11:00 ～ 19:00 ●火曜・ゴールデンウィー
ク・夏季・年末年始休業● TEL 03-6840-
3778

■ケンコー・トキナーギャラリー　2021 年 4 月オープン

富士フイルムのイメージング製品の魅力を
体験できるブランド発信拠点。壁面長 34.6
ｍのギャラリー、製品の展示、メンテナンスコ
ーナーとセミナールームで構成されている。
● 千 代 田 区 丸 の 内 2-1-1　 丸 の 内 MY 
PLAZA 3 階● 10:00 ～ 18:00（入館は 17:50
まで）●火曜定休● TEL.03-6259-1615

■ FUJIFILM Imaging Plaza 東京　2018 年 2 月オープン

リコーイメージングスクエア新宿に、リコ
ーイメージングスクエア銀座を統合して
誕生したサービス拠点。ホームページでは
360°のバーチャルリアリティ映像で写真
展の鑑賞ができる。
●新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル
MB ● 10:30 ～ 17:30（当面の間短縮営
業）●火曜・水曜定休、および社休日休業
● TEL.0570-00-6371（ナビダイヤル）

■リコーイメージングスクエア東京　2019 年 5 月リニューアル

オリンパスの技術歴史館「瑞古洞」が、創立
100 周年を機にリニューアルされた。ミュ
ージアムは予約制だが、バーチャルツアー
なら自由に見学ができる。
●八王子市石川町 2951 オリンパス株式
会社技術開発センター石川内● 10:00 ～
15:00（短縮営業）・予約制●土曜・日曜・
祝日・年末年始および社休日休業● TEL.
042-642-3086

■オリンパスミュージアム　2019 年 10 月リニューアル

ニコンプラザ新宿にニコンプラザ銀座を統
合してオープン。サービスセンター、プロサ
ービス NSP 窓口も併設。ギャラリーは「THE 
GALLERY」と「ニコンサロン」の２つのスペ
ースに分かれている。
●新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー 28 階
● 10:30 ～ 18:30 ●日曜・年末年始・特定
日休業● TEL 0570-02-8080（ショールーム）
／ TEL.0570-02-8060（サービスセンター）

■ニコンプラザ東京
2020 年 10 月リニューアル

ギャラリー併設型のショールームにサービ
スステーションのフロアを統合。修理受付窓
口、オリンパスカレッジセミナールームも併
設し、ライブ配信も行う。
●東京都新宿区西新宿 1-24-1　エステック
情報ビル B1F ● 10:00 ～ 18:00 ●火曜・
水曜定休、GW・夏季・年末年始の長期休
業● TEL.03-5909-0190

■オリンパスプラザ東京
2020 年 12 月リニューアル

時計や産業用ロボットなど、エプソン製品全
般を扱うショールーム内にエプサイトギャ
ラリー、プライベートラボがある。ホームペ
ージでは館内を自由に移動できるバーチャ
ル空間、オンラインショールームが設けられ
ている。
●千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 1F ● 
11:00 ～ 17:00 ●土、日、祝日、指定日休業

（ビジネスゾーン／プロダクションゾーン）
／日、指定日休業（パーソナルゾーン、エプサ
イト）● TEL.03-6775-9481

■エプソンスクエア丸の内
2019 年 5 月オープン
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■�「日本写真保存センター」が調査研究活動�
を始めて10年余が経つ
この間に収集・保存してきた写真原板は、35 ミリ、
6 ╳６、4 ╳５、8 ╳ 10 までのフィルム、ガラス乾板
が約 40 万点に及ぶ。この中で最も重要かつ貴重なも
のは、岩波書店から寄託されている『奈良六大寺大観』
（全 14 巻）と『大和古寺大観』（全 7 巻）、『平等院大観』
（全 3 巻）で、約 4 万点のカラーとモノクロのシート
フィルムを収蔵している。
撮影者は渡辺義雄、入江泰吉、坂本万七、薗部澄、
米田太三郎、小川光三、長野太造らによるもので、そ
の精緻な撮影は古美術写真の最高のものと言われてい
る。さらに編集委員が太田博太郎、倉田文作、西川新
次など錚々たる執筆陣で、わが国のみならず世界の主
要な博物館、大学、研究機関などが挙って所蔵する美
術書史上最も貴重な研究書である。
カラーフィルムは経年変化による退色が一部に見ら
れるものの、モノクロネガはつい最近撮られたものの
ように保存状態が良い。利活用に当たっては、利用者
が該当する寺院の許諾を得て、保存センターに写真利
用願を提出し、精細な画像データから出版等に利用し
ていただいている。
次に貴重な写真は、名取洋之助や木村伊兵衛、堀野

正雄、渡辺義雄、坂本万七、岡田紅陽らと「日本工房」
のスタッフであった土門拳、藤本四八、小柳次一らが
撮影した 1934~40 年代の『NIPPON』誌などに掲載
された写真群約 2,615 本のフィルムは、わが国の報道
写真、広告写真の先駆けと称される重要なもの。
さらに名取が関わった岩波書店の『岩波写真文

庫』（1950~58 年、全 286 冊）のフィルム約 23,000
本は 長野重一、薗部澄、東松照明、熊谷元一、川
島浩、織田浩らが撮影。敗戦から復興へと向かうわ
が国の様々な産業、農漁村から都市の日常、交通運輸
機関などと国民生活の諸相をとらえた写真誌（A5 サ
イズ、1950~59 年、286 冊）に使用した原板。この記録
は画期的な企画で、写真のもつ記録性を活用した出
版物として、歴史的事実を伝える貴重写真群である。
次いで貴重なものに、1945 年 8 月に広島と長崎に

米軍機によって投下された原子爆弾による被爆直後の
写真群は、世界唯一の原爆記録として、わが国にとっ
て貴重な写真原板である。ヒロシマは被爆直後の松
重美人（中国新聞社）、深田敏夫と、翌日以降に撮影
した岸田貢宜、尾糠政美、川原四儀（広島平和記念資
料館）らの惨状をとらえた写真、ナガサキは投下翌日
の 10 日に撮影された山端庸介の原板（78 コマ）も被災
の実態を克明に捉えたものとして貴重である。さらに

「日本写真保存センター」調査活動報告（35）
―10年余の調査研究活動を振り返る―� 松本�徳彦（前副会長）

「日本写真保存センター」の設立構想とは
「日本写真保存センター」の設立は、わが国の時代
を色濃く記録した歴史的にも貴重な写真原板が散逸の
危機に瀕している現状を防止し、保存管理、活用を図
ることを目的に進める。この要望を実現することは、
わが国の歴史、文化を継承するためにも必要なことで
あり、以下にその構想案を提示する。
目�的と意義　日本における近現代の事象を撮影した歴
史的に貴重な写真原板を収集、保存し写真文化の振
興、発展に役立てると同時に、社会文化の研究や学
術、教育、マスメディア等における利用促進を図り、
もって国民文化の向上に寄与することを目的とする。
　�　施設の設立は、写真界をはじめ、学術、教育、新聞、
出版、放送などとの文化、情報界などからの強い要望
もあり、早急な設立が望まれている。
調�査と研究　地域文化を記録した写真等の発掘と保
存を図り、地域文化の振興、教育現場での活用を目
指すための調査研究を行う。
　�　収集は地域分散型の保存を図り、インターネット
での閲覧、利用のためのシステムの構築を図る。

　�大学・大学院との共同研究により、他分野との連携
を図る。
収�集と保存　時代を色濃く記録した数々の写真作品
（フィルム、乾板、湿板等）を収集、保存する。
　�　当面は戦後期の 10 万点。最終的には 100 万点を
目標とするが、すべての原板を、東京で保存するこ
とはせず、発掘した地域等に分散保存し、インター
ネットを通じての利用を検討する。

　�　収集、保存に当たっては、専門家による収集委員
会を設けてこれに当たる。

　�　さらに管理と利用は、写真界だけでなく、あらゆ
る分野の英知を結集して普及、利活用を進める。

施設の規模　交通至便な都心が望ましい。
　収蔵庫　　　　延べ 1,500㎡
　閲覧・展示室　延べ 1,000㎡
　管理・事務室　延べ 800㎡
職員ほか　４～６名
　といった構想案を文化庁に提出し、平成 19 年度か
ら「我が国の写真フィルムの保存活用に関する調査
研究」をすることになった。
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品として紹介し、利活用を図ることが最適であると考
える。と同時に、「過去は二度と撮ることはできない」
と述べた田沼武能名誉会長のメッセージは、写真のも
つ記録性を大事にする、過去の教訓を後世に伝える資
産としての重要性を尊重したいというのが本筋であ
る。
文化庁は著作権者が不明の作品でも、教科書やネッ

トでの利用活用の拡大を見込んで、著作権制度の改定
を検討しており、「保存センター」が収集・保存して
いる写真の活用が進むことが期待されている。

■「日本写真保存センター」の収蔵写真
人類は古代から己が見聞した事物を、後世に伝える

ために様々な方法で記録を残してきた。スペインのア
ルタミラやフランスのラスコーの洞窟内の石壁に野牛
や鹿、馬などを刻印した。エジプトでは石壁に人物像
とともに象形文字で、宗教的な教えや伝記を刻し後世
に残した。パピルスの発見以降は活字で印刷する技術
を、その後 19 世紀になって写真術の発明で事物を瞬
時にしかも精緻に記録する技術の誕生で、大量の情報
を世に送り出し続けている。「記録」が歴史を残し、伝達
する「力」を得て、写真の持つ「記録性」の重要性、有効
性が重用される時代となった。人類は歴史を通して
「知の世界、記録の意味」を利用、活用している。

同年 10 月から始まった文部省の原子爆弾災害調査の
学術調査団の一員として、物理的調査に関わった林重
男と、菊池俊吉の被災者の救護状況などを克明に記録
した原板も被爆の実相を伝える写真としていずれも貴
重で、後世に残すべき写真記録だといえる。
（＊ヒロシマ関係のフィルムは 10 月に入手予定）。
この他に「写真保存センター」では、明治期以降の
日本人の営みを記録した様々な写真原板を収蔵してい
る。主要なものを列記すれば、戦前のものでは、江見
写真場（津山）、旧日本写真協会『写真週報』笹本恒子、
土門拳ら、敗戦直後の銀座（菊池）、神戸、横浜、新潟（渡
辺）、東京（大束元）、横浜（浅野隆）、砂川、内灘（佐
伯義勝）などのドキュメント。人物ものでは吉田茂元
首相（吉岡専造）、原節子、笠置シヅ子、美空ひばり
（吉田潤）、志賀直哉、坂本繁二郎、巌本真理（片山摂
三）、杉村恒（芸術家）、野上透（文士）など。さらに
地方色の濃いものに瀬戸内の人々（緑川洋一）、佐渡
を撮った岩宮武二、秩父の山村（南良和）、淡路島の
人と情景（野水正朔）、日本の近代産業の遺構（山口直）
などと、イタリア美術の名品を撮った（岡村崔）、シ
ラサギで有名な（田中徳太郎）などが撮影した写真は、
二度と撮ることができない写真群で、保存センターの
データベースで特筆できる内容のものである。
これらを中心に「写真保存センターのアーカイブ作

「津山高女全生徒 800 人の記念写真」
1930 年　江見写真場

「射爆場に反対する村の子ら」
石川県内灘村　1953 年　佐伯義勝

「銀座４丁目 服部時計店前」
1945 年秋　菊池俊吉

『奈良六大寺大観』より法隆寺金堂
1965 年ごろ　渡辺義雄

「山村に正月が」秩父
1964 年　南 良和

「無言の帰国」淡路島　1956 年
野水正朔

「白い村より」　 石灰工場の人々
 1954 年　緑川洋一

「原 節子 芝浦製作所の扇風機」
 1936 年　名取洋之助

「婦人の区議や識者を招待してのストリッ
プ観劇」1952 年　笹本恒子「極東の共栄のために」　1937 年

土門拳（「NIPPON」14 号）
「腕白小僧」佐渡　1956 年
岩宮武二
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＜業務委託契約書の問題＞
最近、著作権委員会で憂慮している問題の一つが業
務委託契約書に関するものです。クライアントが契約
書を作成し、一方的にサインを求められる事例が増加
しています。問題は、この業務委託契約書に「著作権
の譲渡や著作者人格権の不行使」という文言が入って
いることです。
著作者人格権とは著作者の人格を守るもので、写真
を他人に改変させない権利（同一性保持権）と氏名を
表示する権利（氏名表示権）があります。
著作者人格権は譲渡ができないので写真家が権利を
行使しないという契約になるのですが、「人格権を行
使しないという契約は公序良俗に反する不当なもの
だ」という法律家の指摘もあります。
ある日、写真家は雑誌の編集者から会社が作成した
業務委託契約書にサインを求められます。契約書には
報酬が変わらないまま「著作権の譲渡と著作者人格権
の不行使」という文言が記載され、「今後も仕事をお
願いするために、この書類への署名と捺印をお願いし
ます」といわれます。「ここでトラブルになれば、今
まで続けてきた仕事がなくなってしまう」という心配
で、仕方なくサインしてしまう写真家が多いようです。
写真家の報酬とは、撮影料と著作権使用料の合計だ
と考えられます。雑誌の仕事であれば「撮影料＋著作
権の一時使用料」、広告写真ではクライアントが写真
を独占使用することになるので「撮影料＋著作権譲渡
料」となります。著作権を譲渡する契約に変更するのな
ら、今までの撮影料に著作権譲渡料を加えるべきな
のです。
写真は時間が経てば、時代の記録になり、過去の写
真家の作品のなかにも仕事で撮影されたものが多く見
られます。写真家は、時間が経っても写真の内容を把握
していますから、数十年後に活用することも可能で
す。写真の整理には大変な労力がかかるので、譲渡先
が活用することは難しいでしょう。
業務委託契約書によって譲渡させられた写真の著作

権は、写真家（著作者）の死後 70 年間は譲渡先のも
のになります。その結果、永遠に死蔵されてしまう可
能性が大きいと考えられます。
しかし、クライアントと話し合って内容を変更でき

た例もあります。「記載されている撮影料は掲載する
ためのものなので、著作権を譲渡するには掲載料とは
別に譲渡料が必要です。そして、著作者人格権の不行
使は人格権の否定になる不法なものです。これらの条
項を外してください」と明確に説明することが必要で
す。また、このような交渉はやりとりの記録を残すた
めにメールで行うことが重要です。

＜写真の再使用のトラブル＞
業務委託契約書の問題とは別に、契約書がない場合

のトラブルの相談もあります。
その多くが写真の再使用についてです。仕事で撮影

した写真を作品集に掲載したい、クライアントが、第三
者に貸し出してしまった、雑誌で撮影した写真が広告に
使われた…など。
「撮影料と撮影経費を支払っているのだから、写真の著
作権は発注元のものだといわれた」という話も聞きます。
家を建てた場合には代金と引き換えに、完成した住宅

は注文主のものになります。この類型で著作権を考える
人々がいるのも事実です。
写真は著作物なので事情が違います。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもので

あって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの（著
作権法第２条１項第１号）」とされ、それを守るものが
著作権です。
著作権は、依頼された仕事であっても、写真を撮影

した写真家に発生します。著作権を譲渡するためには
明確な譲渡契約が必要であり、その約束がなければ、著
作権は写真家のものなのです。

＜建物の権利について＞
被写体の権利についての相談も多くあります。先日、

大手マスコミから「建物の肖像権」についての問い合

　日本写真家協会著作権委員会では「JPS 著作権よろず相談室」を実施しています。写真にかかわる著作権の問題
を、実務者の視点から相談者と一緒に考えていこうという相談室で、協会の内外から相談がよせられ、現在の写真
家をとりまく問題を反映しています。今回は相談に多く見受けられ、委員会で検討している問題を紹介します。こ
れらの問題の対処や解決策などについてはセミナーや勉強会の実施を検討しています。� （著作権委員会）

著作権研究（連載51）
現在の写真著作権をとりまく問題 

〜 JPS 著作権よろず相談の内容から〜
著作権委員会



Workshop

25
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 176

わせがありました。肖像権とは、人格権の一つと考え
られるものなので人間にしか発生しない権利です。お
かしな言葉ですが、ときどき耳にするので、勘違いを
している人も多いようです。
繁華街にある有名な高層ビルを公道上から撮影した
けれど、どの用途までなら使ってもよいのかというよ
うな相談も多いものです。写真展を実施する、SNSで
発信する、書籍に掲載する、ポストカードを作る、T
シャツにプリントして販売する…様々な利用方法が考
えられます。
著作権法で考えると、次のようになります。

「建物の著作物は次に掲げる場合を除き、いずれの方法
によるかを問わず、利用することができる（著作権法
46 条）」、該当する除外項目とは「著作物の複製物
の販売を目的として複製し、その複製物を販売するこ
と」です。つまり、その建物が主題となる写真を販売
するためでなければ問題がないことになります。では、
それ以外はどんな使い方をしてもよいのでしょうか…
答えはノーです。
たとえば、外観を商標権を設定していると公表して
いる建物があります。この写真を使用した場合、被写
体の著作権侵害の問題が起こらなくても商標権のトラ
ブルが発生する可能性があるのです。もし、被写体の
知名度に便乗した使い方をすれば不正競争防止法の違
反を指摘される可能性もあります。
実際、著作権侵害として訴えられた裁判の判決では
著作権の侵害ではなく、他の法律（知財法など）を根
拠にしている事例が多く見られます。著作権や肖像権
だけに注意していればトラブルが起こらないというこ
とではありません。
また、最近「施設管理権」という言葉を耳にするこ
とが多くなりました。建物の管理団体などが「三脚の
使用禁止」「写真の商用利用禁止」などのルールを設
定していることがあります。同じ場所に、宣伝効果を
期待した「SNSで拡散してください」というメッセー
ジが貼り出されていることもあり、複雑です。
ルールが決められている私有地内で撮影したり、そ
の写真を使用する時には、ルールに従う必要がありま
す。ルールが決められた私有地内で撮影した場合には、
写真家は管理者のルールに合意したことになるので注
意が必要です。
しかし公道上などの私有地外からの撮影や、その写
真の使用には、施設管理者のルールは及びません。知
的財産権で守られていない物を撮影した写真には所有
者の権利は及ばないのです。
被写体にはさまざまな権利が関わっているので、写
真の使用目的に合わせた注意が必要です。

＜インターネットでの写真の公開＞
写真をインターネットで公開したいという相談も多
くなりました。ツイッターやインスタグラム、フリッ

カーといった SNS や写真共有サイトを作品発表に活
用している写真家も多く、仕事の PR効果が期待でき
るという話も耳にします。仕事で撮影した写真をアッ
プしてもよいのか…著名人を撮影したポートレイトの
公表には本人の承諾が必要だろうか、など、具体的な
相談も多くあります。
著作権法ではインターネット上での写真の公開を公

衆送信とよび、テレビ放送などと同種類の公開の方法
としています。テレビ放送と同様の行為ということで
すから、トラブルが起こった時の影響や責任は大きく
なります。
インターネットは世界中のコンピュータに繋がって

いるメディアです。普段はアクセス数が少ない SNS
やホームページにアップロードした写真であっても、
いったん「炎上」してしまえば、その写真や文章は限
りなく拡散し続けます。回収することは不可能なので、
慎重な対処が必要です。
また、SNS の規約の問題もあります。SNS のアカウ

ントを作る時には規約の承認を求められますが、これ
は契約行為です。規約には、投稿した写真や文章の著
作権についての条項もあり、SNS運営会社と、写真家
の契約書と認められます。そして、この規約が SNS
運営会社の判断で自由に変更できるのも問題です。最
近では投稿者に著作権を放棄させるような規約は少な
くなりましたが、定期的に内容をチェックする習慣を
つけることも必要でしょう。

＜古い写真の活用＞
協会には一般の方から「古い写真を使いたいけれど

どうしたらよいか」という相談があります。撮影者が
わからない写真は、許諾を得ることができないのです。
このような写真はオーファン（孤児）ワークスと呼ば
れ、大きな問題です。いろいろな著作物の中でも特に
写真の分野で大量に発生しています。
写真の著作権は著作者の死後 70 年間保護されます。

この期間、オーファンワークスになってしまった写真
は、使用することができないのです。
そのためには写真に撮影者（著作者）名を記載する

ことが大切です。名前だけの記載であってもインター
ネットを使用すれば、写真使用者が撮影者と連絡を取
れる可能性は高くなります。
また、2018 年の著作権法改正で 2021 年より、授業目
的公衆送信補償金制度がスタートしました。学校の
授業を目的として使用された写真の撮影者がわかり、
正しく申請されれば補償金が支払われます。
デジタルになって写真が転載されることが多くなり

ました。そのため、メディアなどへの掲載時に個別の
写真ごとに撮影者名を表示することの重要度が増して
います。これは、写真家自身が訴えていかなければな
らない問題です。
� （文／著作権委員会委員長・吉川信之）
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▲賛助会員トピックス

ニコン
ニコンの歴史的なカメラにインスパイ
アされたデザインを採用。撮る楽しみ、
手にする歓びをさらに高める「ニコン
Z fc」を発売

ニコンの歴史的なカメラにインスパ
イアされたデザインを「Z シリーズ」
で初めて採用し、静止画・動画を撮る
楽しみに加え、カメラを持つ楽しみに
もこだわったニコン DX フォーマット

（APS-C）ミラーレスカメラです。高
い性能・操作性と、気軽に持ち歩ける
小型・軽量ボディーも特長です。フィ
ルム一眼レフカメラ「ニコン FM2」
ライクな 1970 年代・1980 年代に使用
していた Nikon ロゴをあしらいまし
た。接眼目当てに丸型を採用したり、
シャッタースピード、露出補正、ISO
感度の 3 つのダイヤルと、絞り表示の
パネルを上面に搭載したりするなど、
随所にこだわりを盛り込みました。
Z fc（ボディーのみ）
Z fc 16-50 VR SL レンズキット
2021 年 7 月 23 日発売
Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット
発売日未定（2021 年 7 月 23 日現在）

【問い合わせ先】
株式会社ニコンイメージングジャパン
ニコンカスタマーサポートセンター 
ナビダイヤル
TEL：0570-02-8000
https://www.nikon-image.com

セコニック
創立 70 周年を記念したスタデラ限定モ
デル発売

セコニックでは 1951 年 6 月 1 日の
創立から 70 年周年を記念して「L-398A
スタジオデラックスⅢ 70 周年記念モ
デル」を発売。創業以来 100 機種以上
の露出計を製造販売してきましたが、
1956 年の「L-28A スタジオ S」から
今も現役機として世界中で使用されて
いるのが「スタジオデラックス」シリー
ズです。記念モデルは全世界 770 台の
限定販売。国内ではクラウドファン
ディングの Makuake から 70 台限定
で予約を開始し、こちらは完売。8 月
21 日よりカメラ販売店にて 70 台の予
約を開始しております。漆紙の化粧箱
に収められ、バーガンディカラーのボ

ディにローズゴール
ドのパーツで彩られ
た限定カラーのモデ
ルです。本革ストラ
ップと本革ケースも
付属します。また、
創立記念日の 2021
年 6 月 1 日には記念
特 設 サ イ ト を 開 設。（https://www.
sekonic.co.jp/product/meter/70th）
サイト内では「セコニックの歴史」や

「歴代露出計ミュージアム」、「世界中の
照明技師、撮影監督、フォトグラファ
ーからのメッセージ」などをご覧いた
だけます。

【問い合わせ先】
株式会社セコニック
営業部露出計営業グループ
担当：吉澤隆史（JPS 担当）
TEL：03-3978-2366
メール：takashi.yoshizawa@sekonic.co.jp

富士フイルムイメージング
システムズ

「富士フイルムフォトコンテスト」は、
1950 年に第 1 回が開催されて以来、半
世紀以上の歴史を刻む、国内でも有数の
フォトコンテストで、作品作りに取り組
む方々にご応募頂いております

「第 60 回富
士フイルムフ
ォトコンテス
ト」では、一
般企画として

「自由写真部
門」「ネイチ
ャーフォト部
門」、特別企
画として、ご要望の多かった「組写真
部門」「アンダー 39 部門」を新設し、
合計 4 部門で作品募集を致します。「自
由写真部門」「ネイチャーフォト部門」
の 2 部門から 1 作品を『フジコン大賞』
として選出します。

特別企画の「組写真部門」は、4 枚 1
組とし、自由なテーマで応募いただけ
ます。39 歳以下の応募者を対象にした

「アンダー 39 部門」では、フォトコン
テスト初心者をはじめ、若い方・学生
の方ならではの感性を発揮頂ければ幸
いです。

審査員は「自由写真部門」が JPS 会
長の野町和嘉先生、「ネイチャーフォト
部門」は JPS 正会員の小松ひとみ先生
です。会員の皆様におかれましては、
生徒さんやお知り合いに応募をお勧め
いただきたくお願いいたします。

【お問合せ先】
富士フイルムフォトコンテスト事務局
TEL：0570-06-5882
受付時間（月〜金　10:00 〜 17:00　土・
日・祝日を除く）

ケンコー・トキナー
トキナー atx-m 56mm F1.4 富士 X マ
ウント発売

新レンズとして「atx-m 56mm F1.4 
X」を 2021 年 8 月 6 日に発売いたしま
す。大口径 F1.4 のポートレートレンズ
ながら、APS-C フォーマットミラーレ
ス専用設計により小型・軽量化を実現
しました。そのため、しっかりした金
属鏡筒を採用しながらも、フィルター
サイズ 52mm、重量 315g と気軽に持
ち運べます。

オートフォーカ
スの作動は最新の
ステッピングモー
タ ー に よ る も の
で、静かで早く、
正確です。鏡筒基
部には、クリック
のない絞りリング
を装備、直感的な
絞り操作を実現、動画では一気に暗転
させるなど可能。APS-C フォーマット
の 56mm、フルサイズ換算 85mm 相当
の画角ということで、円形絞りにもこ
だわり、背景の玉ボケも丸く出るよう
に配慮しています。発売中の atx-m シ
リーズの富士 X マウントレンズライン
ナップの 23mm F1.4、33mm F1.4 と
鏡筒サイズやフィルターサイズを揃え、
3 本セットで使いやすいレンズです。
ぜひ店頭でご確認ください。
希望小売価格（税別）62,000 円

【問い合わせ先】
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
メール：etahara@kenko-tokina.co.jp 
https://www.kenko-tokina.co.jp/

ライカ
「ライカ SL2・SL2-S」用 M マウントア
ダプター プレゼントキャンペーン
2021 年 9 月 30 日まで

「ライカ SL2・SL2-S」のボディ、ま
たはこれらのモデルと新しい高性能ズ
ームレンズ「ライカ バリオ・エルマリ
ート SL f2.8/24-70mm ASPH. 」との
セットをご購入いただいたお客様に、

「L 用 M マウントアダプター（ブラッ
ク）」をもれなくプレゼントするキャン
ペーンを実施しています。このアダプ
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ターの使用によりほぼすべての M レン
ズが使用可能になります。描写性能を
誇る新時代の「ライカ SL レンズ」と
はまた趣の異なる魅力を備える M レン
ズ。柔軟な撮影を可能にするこれらの
レンズは抜群の描写性能を発揮し、印
象に残る作品を思いのままに撮影でき
ます。ライカ SL システムでご体感く
ださい。

対象商品は、ライカ「SL2・SL2-S」
の 2 機種。またはこれらのボディと「バ
リオ・エルマリート SL f2.8/24-70mm」 
ASPH. とのセット。対象は 9 月 30 日
までの期間中に該当製品をご購入いた
だいたお客様。締め切りは 2021 年 10 
月 6 日（水）消印有効と締め切り間近。
日本国内のライカストア、ライカオン
ラインストア、ライカブティックおよ
び正規特約店でのご購入商品が対象と
なります。

【お問合せ先】 
応募方法の詳細をご確認ください。
https://bit.ly/M-adapter-L

OMデジタル
ソリューションズ

超広角から標準までの全域で高画質を
極めた小型軽量・高倍率ズームレンズ

「M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm 
F4.0 PRO」を発売

　「M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm 
F4.0 PRO」は、ズーム全域で卓越し
た描写性能を実現し、超広角 16mm 相
当から 50mm 相当（35mm 版換算）ま
で 3.1 倍を誇る小型軽量・高倍率ズー
ムレンズです。換算 16㎜からの超広角
ズームレンズながらも、光学設計とコ
ーティングを最適化することで、逆光
撮影時のゴースト・フレアの発生を大
幅に抑制しています。最短撮影距離は
ズーム全域で 0.23m。最大撮影倍率
0.42 倍なので、近接撮影時に被写体の
大きさや遠近感の調整など、自由な作
画を楽しみいただけます。
　また最前面のレンズにフッ素コーテ
ィングを採用
し安心の防塵・
防滴・耐低温
性能（-10℃）
で、多彩な撮
影表現をお楽
しみいただけ
ます。
希望小売価格：176,000 円（税込）

【お問合せ先】 　
OM デジタルソリューションズ株式会
社オリンパスプロサロン　
担当：池田茂徳
TEL03-5909-0212（10：00 〜 17：30
土・日・祝日定休）
https://www.olympus-imaging.jp/

キヤノン
「RF14-35mm F4 L IS USM」を発売。
EOS R SYSTEM のフラッグシップ機

「EOS R3」も開発中

　焦点距離 14mm の超広角撮影を実現
し、描写性能や操作性、堅牢性などで
最高水準の性能を追求した「RF14-
35mm F4 L IS USM」を発売いたし
ます。UD レンズ 2 枚、UD 非球面レ
ンズ 1 枚、ガラスモールド非球面レン
ズ 2 枚を含む 12 群 16 枚の光学設計に
より、画質劣化の原因となる諸収差を
低減し、ズーム全域で中心部から周辺
部までの高画質を実現しています。さ
らに、カメラ側の電子歪曲収差補正を
生かした小型・軽量設計により、全長
約 99.8mm、質量約 540g の優れた携
帯性を実現しています。ズーム全域で
開放 F 値 4 の高画質と携帯性を両立し
た広角ズームレンズを加えることで、
広角・標準・望遠からなる F4 L IS 
USM ズームレンズシリーズとしてユ
ーザーの多様なニーズに応えます。
　また、EOS 初
の自社開発・フ
ルサイズ裏面照
射積層 CMOS セ
ンサーを搭載し
た「EOS R3」
も開発中です。
視線入力など新
たな操作性を搭載しながらも、これま
で EOS が培ってきた静止画性能・動画
性能などの信頼性も進化しています。

【お問い合わせ先】
キヤノンお客様相談センター
TEL：0570-08-0002
EOS ホームページ：canon.jp/eos

シグマ
世界最小・最軽量、約 6100 万画素フル
フレームセンサー搭載ミラーレス一眼
カメラ「fp L」

　「fp L」は、世界最小・最軽量の
ポケッタブル・フルフレーム、静止
画 / 動画のシームレスな撮影機能・
カスタマイズ自在の高い拡張性、と
いう「fp」のコンセプトはそのまま
に、有効約 6100 万画素のイメージ
センサーによる圧倒的な解像力を発
揮します。高画素ならではの高精細
な描写と豊かな色彩表現を実現し、
ローパスフィルターを搭載すること
でモアレの発生を極小まで抑えてい
ます。タッチパネル式 LCD モニタ
ーを利用し、ピンチアウトによる直
感的なズーム操作も可能。高画素機
ならではの画質と表現力を存分に楽
しむことができます。また、高精度

なコントラ
ストAFに
加え、速度
に優れた像
面 位 相 差
AFを採用。
ハ イ ブ リ
ッド AF により、高精度・高速かつ
動体への追従性も高い快適なオート
フォーカス撮影を、静止画でも動画
でも楽しむことができます。カメラ
起動中の USB 給電に対応。ウェブ
カメラとして使う場合は PC と USB
接続をするだけで、映像と音声の入
力と同時に PC からの電源供給も行
えるため、バッテリー切れの心配な
く長時間の使用が可能です。同時発
売の外付け電子ビューファインダー
EVF-11( 別売 ) も加わり、撮影の快
適性をいっそう高める新機能・アク
セサリーも充実しています。
fp L
価格：オープン

【お問い合わせ先】
株式会社シグマ　
担当：カスタマーサポート部 プロサ
ポート課　桑山輝明
電話：044-989-7436
メールアドレス：spsinfo@sigma-photo.
co.jp
https://www.sigma-global.com/
jp/special/fp-series/

ブルージエイ
新規賛助会員となりました、株式会社ブ
ルージエイです。山ノ手写真事業部はイ
ンクジェットプリント、マウント加工、
展示企画までトータルなサービスを提
供しております。 

　インクジェットプリント出力では、
かつてキャパやカルチェ・ブレッソン
にピエール・ガスマン（Picto）がいた
ように、日本にも専門知識と熟練度が
高いインクジェットプリンターが求め
られていると考え、2020 年 3 月に「イ
ルフォード社」より認定を取得し、正
式に「ILFORD 認定ラボ」として登録
されました。カラーの色調再現、モノ
クロの階調など、より高い知識と技術
で展覧会やポートフォリオの制作など
に対応しております。  
　出力から加工まで一貫した制作工程
により、安定したクオリティで作品を
お届けいたします。

【お問合せ先】 
株式会社ブルージエイ 山ノ手写真事業部
〒 101-0031 東京都千代田区東神田
3-2-3-5F
TEL：03-5835-4333
メール：info@yamanotephoto.jp
https://www.yamanotephoto.jp
� （構成 ／ 出版広報委員・川上卓也）
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■�万全のコロナ対策のもと、来場者数を制限し
て開催した創立70周年記念式典
世の中がコロナに翻弄される中、日本写真家協会は
創立 70 周年を迎えることとなった。創立 70 周年の
記念式典を開催した令和 3年 3 月 19 日は、首都圏の
1都 3県で 1月から 2か月半にわたって発出されてい
た緊急事態宣言解除の 2日前のこと。三密を避けるた
めに、来場者数を制限して執り行われた。
式典の招待者は出展者と企業関係者、写真団体の代

表などで、入場者は取材のマスコミなどを含めて 95
名。本来であれば、各方面の関係する方々をお呼びし、
盛大に開催されるはずだったが、感染拡大を抑えるた
めに会員の出席も最小限に制限し、大規模なイベント
の開催を控えた。会場となった東京都写真美術館の 1
階ホール入り口では、マスクの着用、手指の消毒、体
温の測定などの感染症対策を実施した。
式典は、野町和嘉会長の挨拶でスタートした。会長

からは、来場された関係者に謝意を述べるとともに、
今後も写真文化の発展に寄与していきたいという力強
い決意が語られた。
続いて、当協会理事で公益社団法人日本写真協会

（PSJ）の宗雪雅幸会長より、写真団体を代表して来
賓祝辞をいただいた。「70 年の長きにわたって、写真
家の地位確立の活動を続けられ、写真文化の発展に寄
与された功績は大きい」と協会の活動を高く評価。さ
らに公益社団法人日本広告写真家協会（APA）の白鳥
真太郎会長をはじめ、日本写真文化協会の田中秀幸会
長、（株）ニコンの刈谷道郎特別顧問、（株）ニコンの
馬立稔和社長、ソニーイメージングプロダクツ＆ソリ
ューションズ（株）の石塚茂樹社長等からの祝電が披
露された。司会は美咲奈々会員が行った。
永年会員表彰を受けたのは、創立会員の笹本恒子名
誉会員、芳賀日出男名誉会員と田沼武能元会長の 3名
で、代表して田沼元会長より、「大変光栄です。継続
することは大変ですが、皆が協力して今日を迎えるこ
とができたことを悦びたい」と、これまでの協会の活
動を振り返るとともに感謝が述べられた。

■�第 46回「日本写真家協会賞」を凸版印刷（株）�
印刷博物館に贈呈
創立70周年の記念式典に続いて、「日本写真家協会賞」

の贈呈式が執り行われた。「日本写真家協会賞」は、協会が
写真技術の発明、開発および写真文化に著しい貢献をされ
ている企業や個人を会員が推せんして贈るもの。2020年度
は「凸版印刷（株）印刷博物館」に贈呈した。
受賞理由は、「印刷に関わる歴史的資料の収集展示とその
技術を保存継承している。私たちが日常手にする新聞雑誌
から、活版印刷の原点であるグーテンベルク42行聖書など
の貴重な印刷物とそれを製作した機械を展示し、付属する
工房『印刷の家』では、印刷体験を通して歴史に触れ、VR
シアターで印刷技術の未来を予見することができる。これ
らにより、多くの人に親しまれている博物館の運営に対し
て」となっている。
贈呈式には樺山紘一博物館館長、足立直樹特別相談役

が出席し、野町会長から表彰状と記念の盾が手渡された。
樺山館長からは「印刷文化の発展を展覧してきた事業に対
して、名誉ある協会賞を頂き感謝しています。今後も印刷
並びに写真文化の発展に寄与していきたい」と受賞の挨拶
が述べられた。

■「日本の現代写真1985-2015」内覧会開催
続いて松本副会長から東京都写真美術館で20日から始

まる記念写真展について説明があり、記念式典の終了後に
来場者を地下1階展示ホールへ誘導した。フィルムからデ
ジタルヘと表現手段が変化したことで、写真を取り巻く環
境が劇的に激変した直近の30年を総括する写真展で、152
人の代表作で辿るものとなっている。今後は全国で巡回展
が予定されている。日本写真家協会のホームページでは、
「VR写真展」で作品を観覧することができる。
また同名の写真集『日本の現代写真1985-2015』（クレ
ヴィス刊）は、『日本写真史1840-1945』、『日本現代写真
史1945-1970』、『日本現代写真史1945-95』に続く4冊目
の写真史となる。
※4月25日まで開催予定だった会期は、新型コロナウィ
ルス感染症第４回緊急事態宣言により 4月 24日までと
なった。
� （記／柴田�誠、撮影／桃井一至、柴田�誠）

協会創立70周年記念式典と記念写真展
2021年 3月 19日（金）東京都写真美術館

昭和25年（1950）5月12日創立の日本写真家協会（JPS）は、令和2年（2020）に創立70周年を迎えた。コ
ロナ禍で多くの活動が自粛され、２回目の緊急事態宣言が発出されている中で、協会「創立70周年記念式典」と「日
本写真家協会賞」贈呈式、記念写真展「日本の現代写真1985-2015」内覧会が2021年 3月19日（金）、招待者
の来場者数を制限して東京都写真美術館で開催した。
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協会創立70周年記念式典

協会創立70周年記念写真展「日本の現代写真1985-2015」内覧会

第46回「日本写真家協会賞」贈呈式

野町和嘉会長の挨拶。今後も写真文化の発
展に寄与していきたいというメッセージが
伝えられた。

エレベーターホールで来場者を出迎える、
70 周年記念写真展のパネル。4 回目の緊急
事態宣言により、4 月 25 日からの休館が決
まったため、24 日までに会期が短縮された。

記念式典の後に、70 周年記念写真展「日本
の現代写真 1985-2015」の内覧会が行われ
た。会場が密にならないよう人数を制限し
て入場し、ご覧いただいた。

写真展会場の入り口脇には撮影 OK の作品
も展示されていた。野町会長の作品（左）
と浅田政志会員の作品（右）。出展者が記念
撮影。 （写真提供・榎並悦子会員）

凸版印刷（株）印刷博物館の樺山紘一館長
（右）に記念の盾を手渡す野町会長（左）。
マスクをしての贈呈式となった。

授賞の挨拶をする印刷博物館の樺山館長。
今後も印刷並びに写真文化の発展に寄与し
ていきたいと喜びの言葉とともに抱負も語
られた。

第 46 回「日本写真家協会賞」を受賞された、
凸版印刷株式会社・ 印刷博物館の皆さん。

壇上のマイク前には、全身を覆うほど大き
な飛沫防止のパーテーションが立てられる
など、万全な感染症対策のもとで式典の運
営が進められた。

会場は密にならないよう入場が制限され、
参加人数を減らすなど規模を縮小して行わ
れた。

永年会員表彰を受けた笹本恒子名誉会員、
芳賀日出男名誉会員は代理の芳賀日向会員
が出席した。

写真団体を代表して来賓祝辞を述べる公益
社団法人日本写真協会（PSJ）の宗雪雅幸会
長。

永年会員表彰を受けた 3 名を代表して、受
賞の挨拶をする田沼武能元会長。皆が協力
して今日を迎えられたことを喜びたいと語
った。
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2021JPS 展開催にあたって

2021 年の応募者は 1,666 名、応募総数 5,188 枚と、
前年よりやや減少となった。

新型コロナウイルス感染症蔓延防止の影響で、撮影
に出かけることが困難であったにもかかわらず、多数
の応募をいただき感謝申し上げる。主催者の JPS も
写真展及び表彰式、交流会などは、三密を避けるため
自粛をすることになり、関係者には大変ご心配をおか
けした。今回は外出、遠出の自粛などで、種々の祭事や
イベントも中止や延期となり、被写体探しに苦労され
たことと思う。応募者、出展枚数ともに例年より減少
はしたが、作品の内容は充実したものが勢揃いした。

受賞作品について、文部科学大臣賞の後藤芙美子さ
んの作品「大河を渡る」は、世界的な人口増という大き
なテーマを橋上から、行き交う人や荷物を満載した運
搬船を撮り、環境問題に警鐘を鳴らすといった意図が
十分伝わる内容でよかった。東京都知事賞の「燐火」

（前田 泉）もボクシングのダイナミックな瞬間描写が
光っていた。金賞の「出会い頭」（黒住憲治）は新幹線の
車両基地だろうが、よくこの場所に入り撮れたなと驚
く。めったに見られることのない光景を単純明快に構
成したところが良かった。銀賞の「雨泥の中で」（田中
秀具）は雨中のぬかるんだグランドで激闘する様は迫
力満点だ。デジタルカメラの高機能（高感度、高速シャ
ッター）を効果的に活用されていた。銀賞の「端麗」（佐

第46回 2021JPS 展
入賞作品紹介

藤 玲）は競馬馬の研ぎ澄まされた肉体の美しさを見
事にとらえ彫刻のようだ。銅賞の「挑む」（千葉逸子）も
遡上を遮る堰を飛び越えようとそうとする魚の死闘
する様は見事だ。カメラの高性能化が表現域の拡大に
役 立 っ て い る。銅 賞 の「Scenes of Mindoro（The 
years we struggled）ミンドロの光景～奮闘の日々」

（池田晶子）はフィリピンの離島、ミンドロ島の先住民
の暮らしを 2008 年から NGO の活動の中から撮り続
けた労作という。銅賞の「前に、前に、前に」（忠地俊
明）は、アカウミガメが大海原に向って旅立とうと必
死に進む様子に感動し、後を追うように撮っている。

18 歳以下部門の最優秀賞は江坂尚起さんが撮った
「野生」で、漁港の片隅に住む黒猫、そのギラギラした
眼光が鋭い。初のコンテストでの入賞とは凄い。

公益社団法人　日本写真家協会
副会長　松本徳彦

応募者総数	 1,666 名	 5,188 枚
入賞・入選者数	 214 名	 356 枚
会員作品参加数	 84 名	 85 枚
ヤングアイ参加数	 11 校	 11 枚

第45回2020JPS展・第46回2021JPS展
関	西	展

京都市美術館	別館／ 2021年 6月22日（火）～27日（日）
	 	10:00 ～ 18:00

後　援／文化庁、京都府（2021）、京都府教育委員会（2021）、	 　 　　
　　　　京都市（2021）、京都市教育委員会（2021）

第45回2020JPS展・第46回2021JPS展
名古屋展

愛知県美術館／2021年 7月27日（火）～8月1日（日）
（ギャラリーG･H･I 室）　　10:00 ～ 18:00

（金は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（2021）、
　　　　名古屋市教育委員会（2021）

第45回2020JPS展・第46回2021JPS展
東	京	展

東京都写真美術館／2021年 6月１日（火）～6月6日（日）
（B1F）	 10:00 ～ 18:00
共　催／東京都写真美術館	 後　援／文化庁、東京都（2021）

公募作品審査風景� 撮影：大鶴倫宣
審査員：左から、齋藤康一、秦達夫、野町和嘉（審査員長）、大塚茂夫
（『ナショナル�ジオグラフィック日本版』編集長）、小林紀晴
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後藤	芙美子（埼玉県）　「大河を渡る」　カラー 4枚組文部科学
大臣賞
賞状・盾・副賞
賞金 50 万円

18歳以下部門

最優秀賞
賞状・盾・副賞

前田	泉（東京都）

「燐火」
カラー単写真

江坂	尚起（神奈川県）
「野生」�
カラー単写真

東京都
知事賞
賞状・盾・副賞
賞金 30 万円
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佐藤	玲（東京都）

「端麗」　モノクロ単写真

銀賞
賞状・盾・副賞
賞金 10 万円

田中	秀具（滋賀県）

「雨泥の中で」
カラー 3枚組

銀賞
賞状・盾・副賞
賞金 10 万円

黒住	憲治（岡山県）

「出会い頭」　
カラー単写真

金賞
賞状・盾・副賞
賞金 15 万円
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銅賞
賞状・盾・副賞
賞金５万円

千葉	逸子（北海道）

「挑む」　カラー 3枚組

銅賞
賞状・盾・副賞
賞金５万円

「Scenes�of�Mindoro
（The�years�we�struggled）
ミンドロの光景～奮闘の日々」
カラー5枚組

忠地	俊明（長野県）

「前に、前に、前に」
カラー単写真

銅賞
賞状・盾・副賞
賞金５万円

日本写真家協会
会長賞
賞状・盾・副賞

ビジュアルアーツ専門学校�大阪
「ALL�MINE�- 風の後ろ姿 -」
廣岡�亜依・山科�恵利

ヤングアイ
奨励賞
賞状・盾・副賞

東京綜合写真
専門学校

「脊」
渡邉�翔・
向原�帆高

【ヤングアイ部門】

池田	晶子（東京都）
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きょうだい
（アイメイト（盲導犬）候補の子犬たち）

独立の果てに 
～南スーダンの子供～

pure eyes

 内村コースケ（長野県）  小川 昌宏（千葉県）  香川 美穂（千葉県）

北の飛行兵 秋色パレット 沖縄の子供たち・辺野古の浜で／ 
沖をふさぐ巡視船「よなくに」

 柿谷 哲也（神奈川県）  喜多 規子（東京都）  金城 正道（千葉県）

母の背に Magic Lantern　
Hachinohe#2

天使降臨

 斎藤巧一郎（東京都）  佐藤 時啓（埼玉県）  里川 正広（千葉県）

東京：アイデムフォトギャラリー「シリウス」
2021 年 7 月 15 日 ( 木 ) ～ 7 月 21 日 ( 水 )
大阪：富士フイルムフォトサロン 大阪
2021 年 8 月 27 日 ( 金 ) ～ 9 月 2 日 ( 木 )

JPS2021年新入会員展
「私の仕事」
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New Face Gallery

Portrait of Ryo 
Hirakawa

雀島 水害の爪痕　流された鉄橋
人吉

 ジェイソン ハレコ（神奈川県）  田村 拓也（千葉県）  長野 梢人（熊本県）

爽快 Iceland  - 夕照 - 「逍 遥」 常滑Ⅰ

 橋本 清志（広島県）   南 佐和子（東京都）  師岡 清高（奈良県）

JPS 2021 年 新入会員展
実行委員会：金城 正道、田村 拓也、 
ジェイソン ハレコ、南 佐和子

※   展示作品各自 3 点から編集部でセレク
トした１点を 50 音順に掲載しました。

 （構成：小池良幸）

Oiran 野球人

 山口 晴久（大阪府）  鷲尾 倫夫（神奈川県）

東京展会場風景（撮影：金城 正道） 大阪展会場風景（撮影：柴田 明蘭）
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　1976年第1回 JPS 展（一般公募は第2回目から開
始）から数えて45回目を迎えた2020JPS 展。昨年よ
り応募作品枚数は減少したものの一般部門、18 歳以
下部門の応募者数が 2019 年よりも増加した。第 46
回 2021JPS 展は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により応募者数、応募作品共に減少となった。JPS
展は日本写真家協会の中で一番大きな事業であり、
毎年多くの写真愛好家とJPS 会員、学生、大学専門
学校の参加により構成されて盛況に開催されている。
　2020JPS 展東京展（表彰式、講演会、祝賀パーテ
ィ）、関西展（表彰式、講演会）、名古屋展開催は、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止、2021
年に開催に延期となった。2020 年から現在も続く新
型コロナウイルス感染と緊急事態宣言を乗り越え、
2020JPS 展＆2021JPS 展を同時開催した。
　5月1日から16日予定の2020JPS 展は東京都写真
美術館が臨時休館となり、更に緊急事態宣の期間延
長により5月22日からの2021JPS 展（5月22日～ 6
月6日）も5月30日まで東京都写真美術館休館の中
で急遽 2020JPS 展＆ 2021JPS 展の同時開催準備に
切替え開催した。写真展事業委員と緊張の中、東京
都写真美術館が６月１日より開館することが５月29日
に決まり30日、31日に急遽 2年分の展示準備となる。
　800 枚以上のパネル展示は時間との戦いの中、東
京展は大津茂巳委員長を中心に総勢 30 名の展示作
業となり2日間で無事展示が終了した。今回から会
員作品の展示は大型パネル展示と大型液晶モニター
によるスライドショーの2 種類展示構成となり、ヤン
グアイ部門も2020 年はパネル展示、2021年は液晶

モニターによるスライドショーとこちらも2 種類の展
示となり新しい試みも来場者から好評だった。
　2020＆ 2021JPS 展関西展（6月22日～6月27日）
は京都市美術館で開催した。関西展は第 3回1978
年京都市美術館でスタートをして現在は京都市美術
館別館開催になり、今回は２階と１階会場に東京展と
同じく２年分のパネル、モニターによる展示とした。
　JPS 展関西展実行委員会二村海実行委員長を中心
に関西会員の協力により19時に展示作業を終了する
ことができた。
　2020＆2021JPS展名古屋展（7月27日～8月1日）
は愛知県美術館で東京オリンピックと同じ時期に緊
急事態宣言の中スタート。
　愛知県美術館の8階展示室3部屋を使い広い空間
に2 年分の作品を展示、三澤武彦実行委員長を中心
にJPS 展名古屋展委員メンバーの協力により5時間
という短い時間の中、展示作業が無事終了した。来
場者も展示された写真作品を広い空間で鑑賞、中部
地域からの受賞者も多く来場して賑わいを見せた。

2020・2021JPS 展
報　告

事業担当副会長　髙村　達

東京展展示会場　（撮影・髙村 達） 名古屋展展示会場　（撮影・谷 泰宏）

関西展展示会場　（撮影・大津茂巳）

2020JPS 展作品集・2021JPS 展図録の表紙
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第 45 回 2020JPS 展の報告
作品受付：2019 年 12 月 10 日（火）～ 2020 年１月 15 日（水）
作品審査： 2 月 1 日（土）
審 査 員： 野町和嘉（審査員長）、熊切大輔、高砂淳二、水

谷たかひと、伏見美雪（『アサヒカメラ』編集長）
後　　援：文化庁ほか
総展示数：488 枚（公募 251 名 428 枚、会員作品 30 名 49 枚、

ヤングアイ 11 校 11 枚）
応募総数：1,858 名、5,764 枚
　　　　　（一般：1,662 名、5,358 枚　18 歳以下：196 名、406 枚）
入賞・入選者総数：251 名、428 枚
　　一般部�門：214 名、366 枚（文部科学大臣賞 1名、東京

都知事賞 1名、金賞 1名、銀賞 2名、銅賞 3名、
奨励賞 5名、優秀賞 17 名、入選 184 名）

　　 18 歳�以下部門：37 名、62 枚（最優秀賞 1 名、優秀賞
9 名、入選 27 名）

入賞者氏名：
　文部科学大臣賞　柴田ただしげ　神使	   3 枚組	カラー
　東京都知事賞　　河本花波　　　
　　　　　　パパ、はじめてのおむつ替え　単	カラー
　金　賞	 西原洋一郎	 休憩時間	 単	モノクロ
　銀　賞	 松田マキコ	 ホーリー祭	 5 枚組	カラー
　銀　賞	 新井　尚	 疾駆	 単	モノクロ
　銅　賞	 安養寺亨	 サンドアート	 3 枚組	モノクロ
　銅　賞	 早瀨きせら	 男気	 単	カラー
　銅　賞	 渡部和範	 旅の楽しみ	 単	カラー

（奨励賞以下略）
18 歳以下部門
　最優秀賞	 村田主喜	 香港 Revolution	 5 枚組	カラー

（18 歳以下部門	優秀賞以下略）
会員作品：30 名　49 枚
企画展示「ヤングアイ」
公益社団法人日本写真家協会�会長賞：日本大学	芸術学部	
写真学科「ノイズ」利川	萌々・野口	花梨
ヤングアイ奨励賞：学校法人 Adachi 学園	ビジュアルアー
ツ専門学校・大阪「We	live	in	JAPAN.」冨上	智帆・朝倉	
健・松井	佑奈・石川	歩果・柳ケ瀬	ひかり

ヤングアイ参加校：11校
東京工芸大学	芸術学部	写真学科、大阪芸術大学	写真学科、
名古屋学芸大学	メディア造形学部　映像メディア学科、
学校法人	日本写真映像専門学校、日本大学芸術学部	写真
学科、名古屋ビジュアルアーツ、現代写真研究所、東京綜
合写真専門学校、日本写真芸術専門学校、九州産業大学	
芸術学部、学校法人	Adachi 学園ビジュアルアーツ専門学
校・大阪

第 46 回 2021JPS 展の報告
作品受付：2020 年 11 月 10 日（火）～ 2021 年１月 15 日（金）
審　　査： 2 月 6 日（土）
審 査 員： 野町和嘉（審査員長）、小林紀晴、齋藤康一、秦

達夫、大塚茂夫（『ナショナルジオグラフィック
日本版』編集長）

後　　援：文化庁ほか
総展示数：452 枚（公募 214 名 356 枚、会員作品 84 名 85 枚、
　　　　　ヤングアイ 11 校 11 枚）
応募総数：1,666 名、5,188 枚
　　　　　（一般：1,511 名、4,888 枚　18 歳以下：155 名、300 枚）
入賞・入選者総数：214 名、356 枚
一般部門：174 名、305 枚（文部科学大臣賞 1名、東京
都知事賞 1名、金賞 1名、銀賞 2名、銅賞 3名、奨励賞
5名、優秀賞 17 名、入選 144 名）
18 歳以下部門：40 名、51 枚（最優秀賞 1名、優秀賞 9
名、入選 30名）

入賞者氏名：
文部科学大臣賞	 後藤芙美子	 大河を渡る	 4 枚組	カラー
東京都知事賞	 前田　泉	 燐火	 単	カラー
金　賞	 黒住憲治	 出会い頭	 単	カラー
銀　賞	 田中秀具	 雨泥の中で	 3 枚組	カラー
銀　賞	 佐藤　玲	 端麗	 単	モノクロ

銅　賞	 千葉逸子	 挑む	 3 枚組	カラー
銅　賞	 池田晶子	 Scenes	of	Mindoro（The	years	we
　struggled）ミンドロの光景～奮闘の日々	 5 枚組	カラー
銅　賞	 忠地俊明	 前に、前に、前に	単	カラー	

（奨励賞以下略）
18 歳以下部門
　最優秀賞	 江坂尚起	 野生	 単	カラー　

（18 歳以下部門	優秀賞以下略）
会員作品：84 名　85 枚
企画展示「ヤングアイ」
公益社団法人日本写真家協会�会長賞：ビジュアルアーツ
専門学校	大阪「ALL	MINE	- 風の後ろ姿 -」廣岡	亜依・
山科	恵利
ヤングアイ奨励賞：東京綜合写真専門学校「脊」渡邉	翔・
向原	帆高

ヤングアイ参加校：11校
学校法人	日本写真映像専門学校、現代写真研究所	写真総
合科Ⅰ、東京工芸大学	芸術学部	写真学科、日本大学	芸術
学部	写真学科、日本写真芸術専門学校、東京綜合写真専
門学校、九州産業大学芸術学部、名古屋学芸大学	メディ
ア造形学部	映像メディア学科、ビジュアルアーツ専門学校	
大阪、名古屋ビジュアルアーツ、大阪芸術大学	写真学科

総入場者数：3,772 名
入場料（各会場共通）：一般 700 円（団体割引 560 円）、学生
以下、65 歳以上無料
※団体割引は 20 名以上

【東京展】
後　援：文化庁、東京都（2021）共　催：東京都写真美術館
会　場：東京都写真美術館B1F
会　期：6 月 1 日（火）～ 6月 6日（日）10:00 ～ 18:00
東京展入場者数：1,530 名

【関西展】
後　援：文化庁、京都府（2021）、京都府教育委員会（2021）、
　　　　京都市（2021）、京都市教育委員会（2021）
会　場：京都市美術館別館
会　期： 6 月 22 日（火）～ 6 月 27 日（日）10:00 ～ 18:00
関西展入場者数：1,107 名

【名古屋展】
後　援：文化庁、愛知県、愛知県教育員会、名古屋市（2021）、
　　　　名古屋市教育委員会（2021）
会　場：愛知県美術館　ギャラリーG･H･I 室
会　期：7 月 27 日（火）～ 8月 1日（日）10:00 ～ 18:00
　　　　（金は 20:00 まで、最終日 17:00 閉館）
名古屋展入場者数：1,135 名

協　力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社、ソニー
　　　　株式会社、ジェットグラフ株式会社、EIZO 株式会社

第 45回�2020JPS 展／第 46回�2021JPS 展
写真展事業担当理事：髙村　達
委員長：大津茂巳　副委員長：	根岸亮輔、渡部晋也　委員：
　加藤恵美子、小室貴義、奈良岡忠、冨樂和也、吉永陽一

第 45回�2020JPS 展
関西展実行委員長：二村　海　副委員長：内牧依子、越智信喜
　委員：大西としや、金城泰哲、葛原よしひろ、中島雅彰、
　永野一晃、三村博史、山崎純敬

第 46回�2021JPS 展
関��西展実行委員長：二村　海　副委員長：越智信喜　委員：
大西としや、金城泰哲、葛原よしひろ、中島雅彰、永野一
晃、三村博史、山崎純敬

第 45回�2020JPS 展／第 46回�2021JPS 展
名古屋展実行委員長：三澤武彦　副委員長：鈴木一生　委員：
川島栄嗣、小玉亘宏、谷　泰宏、塚本伸爾、花井知之、　
原田佐登美、松成由起子、松原　豊
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第 47 回 2022 JPS 展案内
写真展事業委員会

＜第 47回�2022�JPS 展　応募規定＞

応募規定を熟読のうえ、ご応募ください。
JPS展公式ホームページから応募作品目録のダウンロード・入力ができま
す。https://www.jps.gr.jp/2022jpsten_ouboyoko/

●テーマ：自由　＊注意事項をよくお読みください。
●応募資格：��アマチュア、プロフェッショナル、年齢、性別、国籍を問いま

せん。ただし、JPS 会員は除きます。
●応募部門：一般部門　年齢を問いません。
　　　　　　18 歳以下部門　2003 年 4 月 1 日以降生まれの方
●応募プリント：用紙サイズは A4 または六つ切	8 × 10 インチ（203 ×

254mm）に限る。カラー、モノクロ共プリントのみ（デジタル・銀塩を問
いません）。デジタル加工も可。ただしデジタル加工・合成等の欄に印を
入れること。作品は、必ず応募者本人が撮影したものであること。

●出品点数：単写真＝制限はありません。組写真＝ 5 枚までを 1 組の限度と
して何組でもかまいません。組写真は、左より順に並ぶように構成して番
号をつけてください。ただし、写真同士を貼り付けないこと。また台紙に
も貼らないで応募してください。

●受付手数料：
一般部門：1 枚につき 2,500 円（組写真の場合も 1 枚 2,500 円）
18 歳以下部門：1枚につき800円（組写真の場合も1枚 800円）郵便局より
下記、郵便振替口座へ 2022 年 1 月 15 日までにお振込みください。お振込
みがない場合は審査しません。
作品の中に受付手数料を同封することは、厳禁とします。
応募作品返却希望者は、返却料 2,500 円を加算してお振込みください。

（応募作品の返却は 6 月下旬から 7 月上旬を予定しています。海外からの
応募の場合は返却できません）
郵便振替	口座番号：00110-5-651936
口座名称（漢字）：日本写真家協会 JPS 展
＊通信欄に応募部門、応募合計枚数、ご依頼人の郵便番号、住所、氏名、
氏名フリガナ、電話番号を必ずご記入ください。
＊氏名には必ずフリガナをふってください。

●受付及び締切
　2021 年 11月 10日（水）から 2022年 1月 15日（土）まで。
　郵送または宅配便に限ります。直接持参されても受付いたしません。
　最終日消印有効。
●審査員：野町和嘉（審査員長）、石川梵、織作峰子、佐藤時啓、菅原隆治
（『CAPA』編集長）（予定）　
●審査結果：3 月中旬頃、応募者全員に文書にて通知。また、ホームページ
　（https://www.jps.gr.jp）とメールマガジンでも発表します（電話でのお答
えはいたしません）。
●展示用作品：入賞・入選作品は、後日指定する期日までに各自で指定サイ

ズに引伸し、再提出していただきます。その際には作品の原板・データが
必要になりますので、必ず保存しておいてください。文部科学大臣賞、知
事賞（仮称）、金・銀・銅賞作品については大型サイズになる場合があり
ます。

●展示及びパネルの製作費：入賞・入選作品は当協会特注パネルにて展示し
ますので、一般部門は 1 枚につき 10,000 円、18 歳以下部門は 1 枚につき
5,000 円を指定の日時までに納入していただきます。応募者の申し出によ
る入賞・入選の辞退はできません。応募規定違反など何らかの事由により
入賞・入選取り消しとなった場合には、違約金として 5,000 円を申し受け
ます。やむを得ない事情により展覧会が催行できない場合には、ホームペ
ージ上での展示及び公開とし、パネルは後日着払いの宅配便で返送します。
製作費の返金はいたしません。ご了承のうえご応募ください。

●図録：第 47 回 2022JPS 展図録の刊行を予定しています。
　図録の原稿には応募作品を使用します。
●賞：（一般部門）
　文部科学大臣賞　１名（賞状・盾・賞金 60 万円・副賞）
　　知事賞（仮称）１名（賞状・盾・賞金 30 万円・副賞）
　　金　賞　1 名（賞状・盾・賞金 10 万円・副賞）
　　銀　賞　2 名（賞状・盾・記念品・副賞）
　　銅　賞　3 名（賞状・盾・記念品・副賞）
　　奨励賞　5 名（賞状・盾・記念品・副賞）
　　優秀賞　20 名程度（賞状・記念品・副賞）
　　入　選　150 名程度（賞状・記念品）　
（18歳以下部門）
　最優秀賞　1 名（賞状・盾・副賞）
　　優秀賞　10 名程度（賞状・記念品・副賞）

　　入　選　20 名程度（賞状・記念品）
●展示会場・会期
　東京都写真美術館　2022 年 5 月 21 日～ 5 月 29 日（予定）
　京都市美術館別館　2022 年 6 月 21 日～ 6 月 26 日（予定）
　※			やむを得ない事情により展覧会が催行できない場合には、ホームページ

上での展示及び公開に変更いたします。

●注意事項
１．原則として未発表作品に限ります。商用利用（販売・ストックフォト）

された作品は応募できません。過去にコンテスト等で入賞・入選した作品
及びそれらに類似した作品（同じ対象を同じような条件で同じ時期に撮影
した作品）は応募できません。また、現在コンテスト等に応募し結果が判
明していない作品も応募できません。

２．被写体の肖像権、著作権には十分にご注意ください。スナップ等で人物
を撮影された場合には、コンテスト応募の承諾を得てください。

３．すべての応募作品の著作権は撮影者に帰属します。ただし、入賞・入選
作品は巡回展終了までの間に当該作品を他に使用する場合、当協会の許諾
を得てください。

４．入賞・入選作品は、審査結果発表後、優先的に当展の広報宣伝等の目的
範囲内で雑誌その他に使用することがあります。

５．応募作品の返却を希望される方は、受付手数料納入の際、返却料 2,500
円（枚数に関係なく）を加算してお振込み下さい。※海外からの応募の場
合は返却不可となります。返却は 6 月下旬から 7 月上旬を予定しています。

６．入賞・入選の展示作品は展覧会終了後、着払いの宅配便で返送します。
７．作品受理以前の事故、破損につきましては、その責任を負いかねます。

作品は慎重に取り扱いますが、輸送途中の不可抗力による事故等に対する
責任は負いかねますのでご了承ください。

８．受付手数料、パネル製作費はいかなる場合でも返金いたしません。
９．応募者は応募規定、注意事項を全て了承したものとみなし、違反した場

合には入賞・入選は取り消しとなり違約金として 5,000 円を申し受けます。
応募作品到着後における応募、入賞・入選及び展示の辞退はできません。
また、過去に規定違反のあった方の受付はお断りすることがあります。

10．応募者の個人情報の利用は今回の JPS 展と今後の応募のご案内などの範
囲とし、管理を慎重にいたします。

11．18 歳以下部門に応募された方が入賞・入選された場合は、年齢確認の資
料を提出していただきます。

●氏名、住所、題名、フリガナ等は、わかりやすく楷書でお書きください。
●組写真の場合、作品目録の題名は、1 組につき 1 行で書いてください。写

真の枚数分題名を書く必要はありません。
●作品目録は、必ず本人控用のコピーを保存しておいてください。
●応募票が不足する場合はコピーし、また作品番号を修正してご使用ください。
● JPS 展の最新情報をお届けするメールマガジンを配信しております。
　（https://www.jps.gr.jp/jps-ten-magazine/）
●応募後、住所変更等がある場合はお知らせください。
●応募に関するよくある質問　https://www.jps.gr.jp/jpsten_faq/
●応募先・お問い合わせ：〒 102-0082　東京都千代田区一番町 25 番地
　JCII ビル 303　公益社団法人日本写真家協会第 47 回 2022JPS 展
　TEL.03-3265-7453　FAX.03-3265-7460
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General Meeting

日時：2021 年 5 月 28 日 ( 金 ) 午後２時～４時
場所：JCII ビル６F 会議室（東京都千代田区一番町 25）
議決権のある正会員総数： 1,357 名（定足数 679 名）
出席正会員数：945 名（内訳・本人出席 28 名、代理委任 4 名、

　議決権行使書 913 名）
定刻、島田理事の進行で開会し、物故会員の黙祷と冥福を祈った。

続いて 2021 年度の新入会員 17 名を紹介した。次いで山口専務より
正会員理事 12 名、リモート参加を含む出席の外部理事６名と監事２
名を紹介した。

野町会長より「今年も
コロナ禍での総会とは想
像しておりませんでし
た。３年越しで準備した
創立 70 周年事業が出来
ました事を感謝します。
退会会員が増え残念で
すが、会員に寄り添う協
会運営を心掛けます」と
挨拶があった。

定款第 16 条により、総会の議長は代表理事の野町会長があたり、
出席正会員 945 名で総会成立が宣言された。議事録署名人を小川泰
祐、池上直哉の両正会員に依頼し、議長補佐に山口専務を選任し審議
に入った。
【議決事項】
第１号議案：「2020 年度事業報告及び決算承認の件」について、松本
副会長が「コロナ禍で様々な事業が自粛となり、2 つの写真賞公募中止
は残念であった。JPS フォトフォーラムは講師対談をネット配信公開し、
企画展『愛しい』や『写真学習プログラム』『おやこ写真教室』などコロナ
禍での事業計画や運営方法の検討が必要である。創立 70 周年記念式典
では第 46 回『日本写真家協会賞』を凸版印刷株式会社印刷博物館に贈
呈し、同写真展『日本の現代写真 1985-2015』では実施予算や、活動自粛で
会議や交渉も十分行えず、会員の意思疎通が多々行えなかった。自粛で
観客動員数は五千人程で終了した」と説明した。

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基に「コ
ロナ禍で延期や中止の事業が多く、委員会もリモート開催で経費削減と
なった。当期の収益計は 124,179,188 円、費用計は 123,448,148 円で、当期
は 731,040 円の黒字となった。予定事業を行えず残念だったが、ある面節
約となった。昨年度、一昨年度の赤字の際、退職給付引当金から500 万円
を取崩し日常経費として使用したが、昨年度 100 万円を、今年度 400 万
円を戻し完済した。また会議室を返還し賃貸料削減を行った」と説明し
た。続いて櫻木康裕監事が監査報告をし、賛成絶対多数で可決承認され
た。
第２号議案：「公益社団法人日本写真家協会定款　一部変更及び一
部追加の件」について、山口専務より①定款一部変更について、第１
号議案の決議により、公益事業が公１事業「写真文化の振興事業」、公
２事業「写真文化の啓発事業」の２区分案が可決され、事業運営効率
化のため業務執行理事及び常務理事の人数を変更する。公１事業、公
２事業各最少１名の常務理事を配し、事業全体を総合管理運営する。
個別事業は個々に担当理事を配置する。柔軟性を持たせ業務執行理
事、常務理事の最多設置人数は現状とする。②定款条項追加につい
て、コロナ禍などの緊急事態状況下でも理事会にて書面又は電磁的
記録（E メール、FAX など）による同意の意思表示が出来る事にす
ると説明があった。２号議案について賛成絶対多数で可決承認され
た。
第３号議案：「理事及び監事の任期満了に伴う改選の件」について、島
田理事から「理事候補者の松本徳彦氏から候補辞退の意向（理事選挙
後のご家族の病気対応のため）が伝えられ、臨時理事会を開催し、松本
徳彦氏の辞意を認め、欠員充当のため候補者を順次繰り上げる。候補者
20 番目には補欠候補１番の飯島幸永氏を充てる。補欠候補２名に野田
知明氏、寺師太郎氏を充てる」と説明があり、全候補者とも賛成多数で

可決承認された。
第４号議案：「名誉会員並びに名誉会長推挙承認の件」について、「田
沼武能氏の名誉会員推挙並びに名誉会長へ推挙に加え、松本徳彦氏
と水越武氏に名誉会員推挙を臨時理事会での賛同を得て本日提案す
る」と野町会長から説明があり、賛成多数で可決承認された。
【報告事項】

議長が「2021 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第 49 回理事会で承認し、内閣府へ提出
した」と報告した。
報告事項１：「2021 年度事業計画書の件」及び報告事項２：「2021 年
度収支予算書の件」について、山口専務が「昨年までの公１～公６事
業を、新しい公１と公２事業の２部門に再編成し、組織と事業のスリ
ム合理化を図り運営を目指す。公１、公 2 事業の連携、合理化運営を
する。コロナ禍での会員数減少対策も重大な懸案事項である。正味財
産増減計算書ベースによる「収支予算書」を基に、2021 年度の経常
収益予算は 126,450,000 円である」と報告した。
報告事項３：「第 47 回『日本写真家協会賞』の件」について、山口専務
が「株式会社日本写真企画に贈る」と報告した。
贈呈理由：昭和 48 年 11 月に設立以来、写真愛好家に寄り添った月
刊誌『フォトコン』や季刊誌『写真ライフ』を発行している。全国のフ
ォトコンテスト情報の網羅、コンテストや地元写真愛好家のグラビ
アやインタビューの掲載などアマチュアの信頼も厚い。別冊でのハ
ウツー本の発行、プロや写真愛好家の写真集、書籍の出版も手掛け、
写真界全体の底上げを地道に行っていることに対して。
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、島
田理事から「2020 年度会費納入の督促を行った結果、会費未納者が
10 名おり、第 50 回理事会にて正会員資格喪失者を承認し、JPS ニュ
ース 591 号での告知で手続きが完了する」と報告があった。

以上４つの報告事項に質疑応答はなく、野町議長による終了の辞
が述べられ総会の幕を閉じ休憩に入った。再開後、休憩中に行われた
第 52 回理事会で決定した新役員が紹介され、各役職が発表された。
閉会にあたり、理事職から退任される田沼武能新名誉会長と松本徳
彦新名誉会員から挨拶を頂き、和やかに散会した。
 （記／書記・小野吉彦、撮影／桃井一至）

2021年公益社団法人日本写真家協会役員
 （※印＝新任、敬称略）
代表理事会長：野町和嘉
業務執行理事副会長：山口勝廣（管理部門）
業務執行理事副会長：髙村　達（事業部門 / 著作権）
業務執行理事専務：島田　聡（管理部門 / 財務 / ホームページ）
業務執行理事常務：山口規子（公１担当 / 教育推進）
業務執行理事常務：小池良幸（公２担当）
理　　事　　：飯島幸永（保存センター）
理　　事　　：川村容一（企画）※
理　　事　　：熊切大輔（写真展）
理　　事　　：桑原史成（国際交流）
理　　事　　：柴田明蘭（関西地区）
理　　事　　：伏見行介（出版広報）※
理　　事　　：前川貴行（総務）※
外部理事　　：相川弘文（キヤノンマーケティングジャパン理事）
外部理事　　：足立直樹（凸版印刷特別相談役）
外部理事　　：岩田　敏（日本フォトイメージング協会前会長）
外部理事　　：加藤　敬（東京国立近代美術館館長）
外部理事　　：角田　克（朝日新聞社取締役）※
外部理事　　：宗雪雅幸（日本写真協会会長）
外部理事　　：森　真次（ニコンイメージングジャパン執行役員）※
補欠理事１　：野田知明
補欠理事２　：寺師太郎
 （任期：2021 年 5 月 28 日～ 2023 年 5 月の総会終結時迄）
外部監事　　：北村行夫（弁護士）
外部監事　　：長吉眞一（公認会計士）※
監　　事　　：渡辺幹夫（正会員）※
補欠監事　　：櫻木康裕（税理士）
 （任期：2021 年 5 月 28 日～ 2025 年 5 月の総会終結時迄）

2021（令和3）年度第22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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◆リモート化が進み、急激に増えたオンライン会議
　モニター越しでの打ち合わせは慣れない面も多いで
すが、相手に少しでも好印象を与えるためにも、映像画
質のグレードアップを試みてはいかがでしょう。
　一般的なパソコン内蔵カメラは、私たちが普段使っ
ている一眼カメラに比べて画質は今ひとつ。最低限の
機能のものが大半です。後付の汎用 Web カメラもあ
りますが、せっかくなので身近にある一眼カメラを活
用してみましょう。
　いまさら説明するまでもありませんが、一眼カメラ
では広角から望遠までお好みのレンズが使えるほか、
ホワイトバランスの精度向上や背景ボケの大きな映像
で立体感も増して、さらに内蔵カメラに比べてアング
ルの自由度も高まるため、手元や周囲の様子などを伝
えたいときにも重宝します。
　しかしパソコンで利用するカメラには UVC（USB
ビデオクラス）と呼ばれる、USB インターフェース上
でカメラ制御や映像データの伝送ができる規格が必要
とされますが、一眼カメラの大半は本体に持ち合わせ
ていないため、接続するだけでは映像入力機器として
利用できません。そのため、一眼カメラを Web カメラ
として利用するには、大きく二通りの方法があります。

1） メーカー純正ソフトの利用
　コロナ禍以降、多くのカメラメーカーより、Web カ
メラ化の専用ソフトが無料配布されていますから、ま
ずは手持ちカメラがソフトに対応しているかを調べて
みましょう。
　メーカーサイトから対応機種とパソコンの対応 OS

オンライン会議をグレードアップする

「Web カメラ活用入門」

を確認して、該当すれば、ダウンロードとインストール
する流れになります。あとは対応する USB ケーブルで
カメラとパソコンを接続。
　カメラ側の設定はメーカーサイトの指示に従って設
定を行い、次に使用するオンライン会議用アプリ

（ZOOM やマイクロソフト Teams など）の設定より、
パソコン内蔵カメラから一眼カメラへ切り替えなどを
行うのが一連の作業になります。ケーブル一本からは
じめられるため、かんたんで安価なのが魅力です。カメ
ラのファームウェアは最新に更新しておきましょう。

2）UVC変換アダプターの利用
　使用カメラがメーカー製ソフトに非対応のときは、
パソコン周辺機器メーカーから発売されている

「HDMI-USB 変換アダプター」が利用できます。
　近年発売されているカメラには、ほとんどの機種に
HDMI 出力端子が搭載されています。これはデジタル
家電や AV 機器などの高品位な映像や音声を一本の
ケーブルでやり取りできる規格ですが、HDMI 出力
ではパソコン側が受け入れられないため、アダプター
で UVC に変換すれば、一眼カメラの映像を Web カメ
ラと同じように扱えるようになります。
　HDMI 接続端子は「タイプ A/ タイプ C/ タイプ D」と
複数種ありますから、必ず手持ち機種の端子形状をカ
タログや取扱説明書などで確認の上、用意しましょう。

◆カメラの固定や照明にも工夫を
　カメラの固定には三脚を一番に思い浮かべますが、
三脚は脚を広げると場所を取るほか、モニターから目
線を近い位置にカメラを設置するには思い通りにいか

メーカー各社、専用サイトやダウンロードサイトに用意されてい
る。対応機種や対応 OS などを確認の上、利用したい。接続ケー
ブルはカメラ同梱、もしくは規格に合うものを用意する。

オンライン会議ソフト「ZOOM」では、ミーティングコントロー
ル内の「ビデオの停止」右横の矢印より「ソフトを選択」。インス
トールした項目を選べば切り替わる。
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ないこともあります。
　オンライン会議での利用頻度が高いなら、思い切っ
て専用スタンドはいかがでしょう。たとえば「スリッ
ク・クリエイターズキット」のように、デスクの天板に
ポールを固定して、アームを組み合わせるような製品
は、場所も取らずにシンプルにしっかりカメラを固定
できます。ポールやアームの自由度も高く、自分を映す
だけでなく、説明用にカメラを利用するにも扱いやす
くなります。カメラポジションはあまり低いと相手を
見下し威圧感を与えてしまいますし、高すぎても首に
負担がかかり疲れるので、モニターも見やすい適度な
高さを保つのがコツです。ライティングも重要で窓際
の適度に明るい環境や照明機材を加えると顔が明るく
好 印 象 に 映 り ま す。最 近 で は オ ン ラ イ ン 会 議 や
YouTube 配信ユーザー向けに手頃な価格の LED ラ

イトもたくさん用意されていますから、ひとつあれば
重宝するはずです。光量は大きすぎても、眩しく目が開
きませんから、やや明るい程度でも効果は得られます。
　ほかにも本来はスチール撮影を主な目的として作ら
れている一眼カメラには、オンライン会議など長時間
の利用では、本体が高温になり、途中で利用できなくな
る製品もまれにあります。
　相手に迷惑をかけないためにも、予めテストをおす
すめします。
　コロナ禍以降、クライアントの立ち会いが難しく、オ
ンラインでやりとりする傍らで撮影することも珍しく
ありません。私たちのような仕事であるからこそ、高品
位な映像使いスムースなやりとりを進めたいもので
す。

（記／桃井一至、画像／各社 Web Site より）

左から HDMI タイプ A, タイプ C（HDMI ミニ）, タイプ D（HDMI マ
イクロ）の順。カメラ側はタイプ C,D 採用機が多いが、パナソニック
LUMIX S1 シリーズのようにタイプ A を使用する製品もある。

アイ・オー・データ GV-HUVC（市場売価 17,500 円程度）
HDMI ⇒ USB 変換アダプター。カメラの HDMI 端子に接続すれば、
Windows/Mac 共にカメラデバイスと認識され、Web カメラとして
利用可能。

SLIK クリエイターズ KIT（市場売価 23,000 円程度）
スタンド、ポール、雲台のセット。自由度が高く、デスク上もすっきり
使えるのも魅力。（写真は雲台のみ、非キット製品使用）

ヴァイテックイメージング　JOBY ビーモリングライト 12“　
（市場売価 5,000 円程度）
3 種の色調と 10 段階の光量調整。スタンド等への固定やコールドシュ
ーによりカメラやアクセサリーも取り付けられる。USB 給電にて使用。

カメラメーカー 対応ソフト、対応カメラ
オリンパス（OM デジタルソリューションズ） OM-D WEBcam Beta

キヤノン EOS WEBcam Utility
シグマ fp シリーズのみ、対応済
ソニー Imaging Edge WEBcam（ZV-E10/ZV-1 は対応済）
ニコン WEBcam Utility

パナソニック LUMIX WEBcam Software Beta
富士フイルム FUJIFILM X WEBcam （X-A7/X-T200 は対応済）

リコーイメージング　　 WG-7 のみ、対応済
　　※対応済とは、USB 接続だけで Web カメラとして利用可能。詳細は各メーカーサイトでご確認下さい。
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◆石井真弓（2011 年入会）
ミャンマーでクーデター発生のニュー
スが飛び込んできた２月１日の早朝、過
去数々の撮影旅でお世話になったミャン
マーの人々の顔が浮かんだ。2019年の訪
問時には民主化と経済発展が順調に進ん
でいたように見えたが、時代が逆戻る動
きに驚き、人々の安全が心配になった。

現地では若い世代を中心にすぐ抗議
活動が始まり、ミャンマー各地の市民
が、現在も必死に活動を続けている。

そんな
状況を知
り、人々
を応援し
たいと考
え、写真
家という
職業を生かして、チャリティーの写真
展「美しい祈りの国ミャンマー」（4 月）
と「ミャンマーへの祈り」（6 月）を開
催した。写真販売と募金も募り、多く
のご協力者のおかげでたくさんの金額
が集まって、現地の人々に配ることが
できた。また、ミャンマーの風景やポ
ートレートの写真を見て、「いつか行
きたい、もっと知りたくなった」など
の感想も多くいただき、写真が持つ作
用をあらためて実感した。

写真家は、社会を見つめる職業でも
ある。写真の力を信じながら、それぞ
れができる形で人々に寄り添う活動が
できればいいなと思う。

（東京都府中市在住）

◆溝縁ひろし（1982 年入会）
京都の祇園で舞妓さんに偶然出会

い、写真を写し始めてもう 50 年近く
になります。そしてコロナ禍の今も、
花街の摩訶不思議な魅力に引き込まれ
ています。私のライフワークとして祇
園から全国の花街へ、撮影を続けてい
ます。

今回の写真集
『昭和の祇園』（光
村推古書院）は、
振り返れば遠く
なった昭和時代
が懐かしくなり
ました。そして
時 間 の あ る 今、
当時のモノクロ
フィルム（約 5
万枚）を見ながら記憶をたどり整理し
ました。祇園に伝わる伝統美、日々の
生活、風俗、習慣などは、いまも変わ
らず受け継がれています。しかしお茶
屋さんの数や街並みなどは、後継者が
なくて少しずつ変化もしています。ど

Message Board
うぞ写真集を見て下さい。

（京都府宇治市在住）

◆諸河　久（1982 年入会）
鉄道写真に熱中した学生時代は、路

線や車種に拘らず、鉄道沿線の津々
浦々で一眼レフのファインダーに飛び
込んでくる「鉄道情景」に魅了されて
いた。あれから半世紀を超える歳月が
流れ、モノクロフィルムに記録された
一瞬はかけがえのない憧憬となった。

2021 年 4 月にイカロス出版から『モ
ノクロームの国
鉄情景』を上梓
した。本書は駅
頭スナップ作品
も範疇に入れて
編纂した国鉄時
代の情景写真集
に仕上がった。

掲載作品は往
時のモノクロネ
ガフィルムを素材にして、研鑽を積ん
できたデジタルデータ化技術でリマス
ターしており、モノクロームの階調を
精緻に表現できたものと自負してい
る。� （東京都中央区在住）

◆櫻井　寛（1992 年入会）　
本書は『アサヒカメラ』に 17 年間、

221 回連載された「櫻井寛のぞっこん
鉄道」を一冊にまとめたものだが、単
行本化に当たっては、海外の鉄道と、
廃止された鉄道は収録しなかった。理
由はコロナ禍に
よって海外渡航
が難しくなって
しまったこと
と、廃止された
鉄道には乗るこ
とも撮影もでき
ないからであ
る。ちなみに連
載のタイトルは

「ぞっこんで行きましょう」と、提案
されたのは当時の『アサヒカメラ』編
集長岩田一平氏であった。「ぞっこん」
は、少なからず気恥ずかしくもあった
が、今となっては愛着あるタイトルと
感謝している。ああ、それにしても『ア
サヒカメラ』の休刊は残念だ。コロナ
が終息し、再び『アサヒカメラ』が復
刊することを心から願っている。

（東京都稲城市在住）

◆杉山正巳（1994 年入会）
日米合作映画

『When the fog clears 霧が晴れるとき』
４年前の夏、監督・小川典氏、撮影・

池村泰貴氏、米国
人遺族数人と私
は、大東亜戦争当
時の戦跡が残るア
リューシャン列島
キスカ島、アッツ
島に向いま�した。
ベーリング海の短
い夏、両島に咲く
黒百合と桜草（アッツザクラ）の花々
に秘められた命の物語です。音楽は苗
加琢人氏。ナレーションは俳優の長谷
川博己氏（英語版はお笑い芸人パトリ
ック・ハーラン氏）。元陸軍報道班員の
写真家・杉山吉良、最後の弟子の私（同
姓ですが縁戚はない）も僅かですが、
出演。先の第二次世界大戦すべての戦
没者の冥福を祈り、令和３年、生誕
111 年の恩師を偲びながら、このコロナ
禍を乗り切って、全国世界各地で劇場
公開される日を待遠しく思っています。

（東京都千代田区在住）

◆池口英司（2016 年入会）　
イカロス出版から『最後の一両』と

いう単行本を上梓しました。さまざま
な鉄道車両の、その形式の中で最後に
残った一両の足跡を追いながら綴った
随筆集です。執筆を始めてみると、デ
ータの蓄積は得意
とするはずの鉄道
の趣味の世界に
も、残された記録
には大きな偏りが
あり、普段の、何
気ない一日を記録
することの大切さ
と、難しさを思い
知らされることになりました。さりと
て、目に付くものすべてを記録するこ
となど到底不可能です。ライフワーク
の発見はクリエイターにとっての重要
な使命なのでしょうが、肩ひじ張るこ
となく、「好きだから撮る」というよ
うな無心の境地になり続けられること
も案外重要なのかなとも感じました。

（神奈川県横浜市在住）

◆山岸　伸（1996 年入会）
最初に 2010 年 8 月に球体関節人形

の写真集『球体関節人形�大竹京×山
岸伸』を出版し、2016 年 7 月に 2 冊目
の『風のなかの少女』、そして 2021 年
2 月に 3 冊目の『風のなかの少女Ⅱ』
を出版させていただきました。昔、病
院のベッドで送られてきた雑誌を見
て、年老いて病弱でもこの人形なら撮
れると思い出版社の方にお願いして作
家の大竹京さんを紹介していただきま
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した、それから早 12 年、ひたすら大
竹さんが送ってくれる人形を撮り続け
ています。時には文化財の中や大自然
の中、そして貸スタジオ、私のスタジ
オと、仕事があるときにそっと車の後
部座席に積んで撮影を続けてきまし
た。もちろん３冊目の写真集が出て、
これで終わりではありません。大竹さ
んがもう人形を作れない、私に撮らせ
ないと言うまで撮り続けるつもりで
す。最近もっと人形のことを知り尽く
し細かいところに
も気を遣って撮ら
なければと思いま
す。過去の作品の
中には人間ができ
ないような仕草
や、私がグラビア
風に撮ることで大
竹さんを困らせた
こともたくさんあります。私は基本的
に打ち合わせや細かいことが好きじゃ
ないのでそのまま続けてきましたがこ
の１年はなるべく大竹さんに会いに行
き、大竹さんの気持ちをなるべくその
まま撮ろうと努めました。
� （東京都千代田区在住）

◆森井禎紹（1994 年入会）
アマチュアからプロ写真家として第

二の人生を歩んで三十数年。その間ラ
イフワークとして撮り続けてきた日本
全国の祭りも 1,000 か所を超えました。
そのような中、2017 年に日本の祭りと
して初めて

「山」、「鉾」、
「屋台」行
事で構成さ
れ た 33 か
所の祭りが
世界ユネス
コ文化遺産
に登録されました。私としては大変嬉
しく記念すべきことです。記録として
残したい、そんな気持ちで写し始めま
したが３年目の 2020 年、新型コロナ
感染拡大の影響で全ての祭りが中止、
2021 年度も中止になりました。２年間
で写し終え未消化の作品ですが、コロ
ナ終息が見えず出版した次第です。体
裁240㎜×260㎜、オールカラー132頁、
定価 3,500 円 + 税、出版社：㈱日本写
真企画。� （兵庫県三田市在住）

◆西村　豊（1991 年入会）　
「干す」日本の天日干しをめぐる
幼いころに見た干し柿の風景が、ず

っと忘れられず五年半かけて取材しま
した。しかし、何か物足りない気がし
ていろいろ考え、そうだ他にも日本の
伝統文化で干す物があるので、十年を
かけて青森から滋賀県までの 46 か所
を取材しました。本当は、全国を訪れ

たかったのです
が、コロナ感染
で当分の間は訪
ねられないと判
断し、この春に
出版致しまし
た。この取材で
考えさせられた
事 は、「 干 す 」
伝統の形態や方
法が変わりつつ
あること、中にはこの文化の意味、そ
の大切さが理解されず絶えていくこと
でした。必要以上に便利を求める結果
のひとつなのでしょう。なので、私は
写真で記録を撮りました。

（長野県富士見町在住）

◆生原良幸（1982 年入会）
早いもので JPS に入会して 40 年に

なろうとしている。写真集の出版は 20
冊を超え、写真展は、国内のほか、パ
リ、NY、ドイツなどでも開催してきた。

今回のテーマ
は生まれたての
赤ちゃん。ママ
のお腹の中から
この世に出てき
たありのままの
表情を撮影し
た。

しわしわの小
さな手。やっと開いたつぶらな瞳。泣
いて、笑って、いっぱいミルクを飲ん
で。108 人の赤ちゃんは、言葉はなく
とも、いのちのエネルギーとパワーに
溢れていた。

純粋無垢な表情やしぐさは家族だけ
でなく世界の宝物。限りない未来に向
かって、元気で健やかに育ってほしい
と願っています。
・生原良幸写真展『令和のたからもの』
8/4～ 8/31　阪急西宮ガーデンズ

・『ふにゃふにゃの宝石』写真集
令和 3 年 5 月 1 日発刊

（兵庫県伊丹市在住）

◆四方伸季（2018 年入会）
月刊『フォトコン』誌での過去 2 年

間の連載に、組写真大研究など新たな
書下ろし項目と大量の作例を追加して
再構成、充実の一冊にまとめました。
その名は『～間違いだらけのフォトコ
ン必勝法～� フ
ォトコンテスト
入賞大作戦！』。
写真の楽しみ方
は様々ですが、
他者の作品と競
い合う事が運命
付けられている

『コンテストフ
ォト』は、単に

基本通りの『美しい写真』だけでは入
賞の道は遠く、努力が結実しない事に
悩む写真愛好家も多いようです。数多
くの応募作品の中から審査員の眼にか
なうには、審査員の心を掴む『強さ』
が必要、本著は自身の『応募する側』『さ
れる側』の両方の経験を元に、単に写
真が上手くなる為の解説本ではなく、
勝つための写真『最強の写真』の極意
を披露し、目指す内容となっています。
コラムでは笑える (?)�逸話なども盛り
だくさんですので、新型コロナ禍で厳
しい巣籠りの一時を楽しく写真ネタで
お過ごしいただく一冊になるかもしれ
ません。� （京都府京都市在住）

◆川島浩之（2018 年入会）　
2018年に行ったオリンパスギャラリ

ーでの写真展をもとに、鍵田真由美『銀
河のごとく』写真集�を日本写真企画
より６月末に出版致しました。鍵田真
由美さんは肩書きはフラメンコ舞踊家
ですが、その踊りはその枠をはるかに
超え、限りない魅力に満ちています。
炸裂するエネルギー、鍛え抜かれた身
体が織りなす究極の美、そして役を演
じた際はもはやその人物がいると思え
るほどの存在感など�そんな多種多様
な魅力を 20 年カメラに収めて参りま
した。

彼女のステー
ジで踊る姿は、
人間の無限の力
や可能性を感
じ、沢山のエネ
ルギーを与えら
れた気持ちにな
ります。この写
真集からもそのような気持ちを抱いて
欲しいと思います。

印刷会社の光邦さんはこの会報を担
当されている会社ですが予想を超えた
出来となりました。

（東京都板橋区在住）�

◆会報『メッセージボード』原稿募集◆
　出版広報委員会では、随時、近況報告を
募集しております。仕事や取り組んでいる
テーマ、思っている事など、『メッセージボ
ード』の名が示すように伝言板的なもの、
写真展の開催案内、写真集・出版物の案
内、同好会の呼び掛けなどでも構いませ
ん。写真の添付も大歓迎ですので、気楽に
寄稿いただければ幸いです。ただし、「特
定の個人や企業・団体に対する中傷誹謗
内容は掲載しない」というスタンスで編集
を行っております。300 字程度で、何回ご
登場いただいても結構ですので、以前ご
執筆頂いた方も是非ご投稿ください。な
お、添付写真は、返却しませんので予めご
了承の程お願い申し上げます。メール投稿
は info@jps.gr.jp でお待ちしております。
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セミナー研究会レポート
◆国際交流委員会ウェブサイト企画◆

「表現者たち」Vol.4 ～ 6

　新型コロナウイルスの感染拡大で、シンポジウムや
講演会などの形態の企画開催が難しくなった。そこで
従来のイベントに代えてウェブサイト上で、国際的な
関心や共感を呼ぶテーマに取り組む写真家とその作品
を紹介している。JPS ホームページの「イベント・セ
ミナー」からご覧いただけます。

Vol.4
《写真の可能性を求めて！》

In search of the possibilities of photography!
ブルース・オズボーン（Bruce Osborn）

構成・訳：井上佳子

　親子をテーマに撮影をスタートした 1982 年から
37 年が経った 2019 年。母国アメリカで、やっと展
示会をする機会をいただきました。下の写真はその
時の風景です。ニューヨークで行われた Photoville 
Festival に は、
国籍や文化や宗
教が異なる人た
ちがたくさん展
示会に来てくだ
さり、多くの人
から温かいメッ
セージが届きま
した。この経験
は、「親子」というテーマの奥深さを実感することが再
確認できた貴重な機会となりました。
　常に新しい可能性を求めて変遷を繰り返してきた写
真の歴史に比べたら、私の経験値はまだまだ浅いかも
しれませんが、この機会に、私のライフワークの一つ
としてあげられる「親子写真」の前と後の軌跡を辿り
ながら「写真の可能性」について考えてみました。
【プロフィール】
　1980年の写真展「La Fantasy」
をきっかけに、日本での活動
を本格的開始。
　コマーシャル写真家として
数々の仕事を手がける一方、
若者たちを中心にしたグルー
プ「MAGNET」の代表として
様々な活動をする。ボスト
ン子供の博物館の企画展「TEEN TOKYO」、マサチュ
ーセッツ工科大学の企画したプログラムの一つ、全米
の高校生に向け「生の日本情報」を伝える双方向教育

番組、Microsoft Japan と企画したネットを使って若
者文化を発信する番組「NAMA」などでディレクタ
ーを務め、ソーシャルメディア初期の頃からインター
ネットを使った企画に取り組んできた。
　1982 年から親子をテーマに写真撮影をスタート。
今までに撮影した親子の数は 8500 組を超える。2003
年より 7 月の第 4 日曜日を「親子の日」と提唱。「親
子」の写真展は、日本全国各地はもとよりシンガポー
ルやアメリカなど海外でも展示された。写真家として
は、カンヌ国際フェスティバルコマーシャル部門で銅
賞、International Photography Awards など多数の受
賞歴を持つ。写真集『OYAKO』は受賞多数。「親子
の日」の 10 周年記念に制作した映画「OYAKO」は
ベルリンで行われた国際映画祭（ifab）でベストドキ
ュメンタリー賞を受賞。また写真を通じたソーシャル
アクションとしての「親子の日」が認められて東久邇
宮文化褒賞を授与。日本写真家協会会員。

Vol.5
［アメリカでの写真家活動］

自然とつながる時
Connecting moments with nature

小池キヨミチ

　自然は畏敬の念を持って訪れるものを決して手ぶら
では帰さない、という思いで「自然とつながる時」の大
切さを感じています。
　何を見せてくれるか分からないわくわく感、ファイ
ンダー越しに感じることで芽生えるもの。撮影後のデ
ータ処理時に沸き上がり写真画像が放つもの、そして
見る人の心を揺さぶりながら溢れる感動と共に包み込
んで魅了するものが、被写体とつながる時に波動のよ
うに身体の芯をも揺さぶってきます。
　視覚的な印象は、時間的な隔たりや物理的距離に関
係なく我々の記憶や経験に影響を与えます。自然は美
しさだけではなく、時に容赦ない過酷なコンディショ
ンをも与えてくれますが、体験する者にとってはその
環境に同化する感覚を教えられ、サブジェクトが何で
あれつながりの時を持つことの大切さを記憶に植えつ
けられます。新しい発見のチャンスが繰り返しの中に
あると私は知ることが出来ました。
　 私 に と っ て
異 国 へ の 永 住
決断は、無造作
に 思 え る ほ ど
見事に散りばめ
られたご縁から
で、今思えばあ
たかも意図され
ていたかのよう
に結びついて現

White-tailed Deer, Odocoileus　virginianus
©2020　Kiyomichi Koike

©2019　Bruce Osborn / Ozone Inc.

9/1　念校
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実化したものでした。人生二度目の飛行機が片道ロサ
ンゼルス行きであり、折しもロス五輪前の時期でした。
ロスから初めて握る左ハンドルの車で移動し、興味半
分で寄ったメキシコの小さな町ではテキーラにあたり
辛い洗礼を受けました。米西部を回り走りコロラド州
に入り、ロッキー山脈を越えて州都デンバーに到着し
た時には大吹雪に出迎えられ、どこを走っているのか
分からない状態でした。好奇心や怖いもの知らずの勢
いのようなものと共に試行錯誤を繰り返しながらしっ
かりと根を張ることができました。
【プロフィール】
　風景・自然写真家　1959
年 4 月静岡県浜松市生まれ。
1983 年 3 月米国永住。米西
部コロラド州をベースに南北
米大陸で活動。写真撮影を通
して「自然とつながる時」を
大切にし、撮影地での人や文
化との出会いも活かしながら
アメリカ大陸での撮影を中心にして活動している。日
本写真家協会会員、 日本自然科学写真協会（SSP）会員。

Vol.6
写真家 細江英公

映像を越えた魂の世界
協力：細江賢治

企画構成：佐藤仁重、中村惠美
　細江英公氏は、舞踏家・土方巽（ひじかたたつみ）を
被写体とした「鎌鼬（かまいたち）」（1969）や、作家・三
島由紀夫を被写体とした「薔薇刑」(1963) など、独自の
美学を持ち、特異な被写体との関係性から紡ぎ出され
た物語性の高い斬新な作品を発表してこられました。
戦後写真の転換期から中心的な存在として活躍され、
若々しい精神と明晰な思考で活動を重ね現在に至って
います。2003 年、「生涯にわたり写真芸術に多大な貢献
をした写真家」として英国王立写真協会より創立 150
周年記念特別賞勲章を受章。2010 年に文化功労者、
2007 年に旭日重光章を受章されています。日本はもち
ろん世界が認めた偉大な写真家です。
　現在は、清里フォトアートミュージアム（K*Mopa）の
館長を務めておられ、海外から国内まで様々な展覧会
を開催しています。また、世界の若手写真家を支援する

「ヤング・ポート
フォリオ（YP）」
を開催し、写真
文化発展に多大
な貢献をされて
います。細江英
公氏は数多くの
作品を発表され
ていますが、今

回は、「鎌鼬」「薔薇刑」「ガウディの宇宙」について語っ
ていただきました。
【プロフィール】
　写真家、清里フォトアー
トミュージアム館長、東京
工芸大学名誉教授、日本写
真芸術学会会員、日本写真
家協会名誉会員。
1933 年 山形県米沢市
 生まれ。
1954 年 東京写真短期 
 大学（現・東京工芸大学）写真技術科卒業。
1959 年 写真のセルフ・エージェンシー「VIVO」
 設立に参加。
1969 年 「鎌鼬」芸術選奨文部大臣賞受賞
1998 年 紫綬褒章受章
2003 年 日本を代表する写真家７人のひとりとして
 英国王立写真協会創立 150 周年特別賞受賞
2007 年 旭日小綬章受章
2010 年 文化功労者顕彰
2017 年 旭日重光章受章

◆ 2021 年 第 1 回技術研究会◆
「写真家のための写真集制作・出版の新しいスタイルを知る」

YouTube 動画を公開
「凸版印刷の新サービス TOPPAN FINE 

　　DIGITAL PRINT（TFDP）とは」
制作：企画委員会

　公益社団法人日本写真家協会は、写真に関する技術
的トピックを中心に年に数回、様々な技術研究会を開
催してきました。しかしコロナ禍の影響により会場に
参加者を集めての開催が難しくなりました。そこで JPS
公式チャンネルにて動画で皆様にお伝えすることに致
しました。
　プロアマ問わず、写真集の出版は大きな目標や夢で
あると思います。しかし、出版社からの出版はもちろん
自費出版の場合でも、販売方法など様々な面でハード
ルは決して低くはありません。オンデマンド印刷の普
及により、ややハードルは下がりましたがそれでも、本
が出来上がるまで、仕上がりが分からない、校正ができ
ない等のデメリットや不安もあったかと思います。凸
版印刷の TFDP は、こ
れらのデメリットや不
安を、写真家の立場に
寄り添い、少しでも軽
減しようという新しい
写真集出版のスタイル
といえそうです。

鎌鼬　#17　©1965 年　細江英公



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。

（2021・2 月〜 7 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

未来へつなぐ千年桜
大沼英樹

路上の温度計
1997-2004

大西みつぐ

昭和の祇園
昭和 48～ 64 年

溝縁ひろし
①玄光社 ② 2021 年 2 月 
③ 23.7 × 19㎝、192 頁 
④ 2,500 円 ⑤発行所

①禅フォトギャラリー ② 2021 年 3 月 
③ 20.7 × 20.5㎝、120 頁 ④ 4,500 円 
⑤発行所

①光村推古書院 ② 2021 年 4 月 
③ 15 × 17.3㎝、240 頁 
④ 2,400 円 ⑤溝縁氏

にっぽんの祭り
山 ･鉾 ･屋台行事

森井禎紹

フォトコンテスト入賞大作戦
四方伸季

天地創造
白川義員

張り込み日記
渡部雄吉

①日本写真企画 ② 2021 年 1 月 
③ 24 × 26㎝、132 頁 ④ 3,500 円 
⑤森井氏

①日本写真企画 ② 2021 年 1 月 
③ 25.7 × 18.2㎝、112 頁 
④ 1,400 円 ⑤四方氏

①天地創造撮影プロジェクト事務局 
② 2020 年 3 月 ③ 25 × 25㎝、120 頁 
④－円 ⑤東京都写真美術館

① JCIIフォトサロン ② 2021 年 3 月 
③ 24 × 25㎝、31 頁 ④ 1,000 円 
⑤発行所

フクシマ
2011 年 3月 11 日から
変わったくらし

内堀タケシ

松韻を聴く
川廷昌弘

ぞっこん！愛しの名列車
櫻井　寛

干す
日本の天日干しをめぐる

西村　豊

①国土社 ② 2021 年 2 月 
③ 26.3 × 21.6㎝、34 頁 
④ 1,800 円 ⑤内堀氏

①蒼穹舎 ② 2021 年 2 月 
③ 24.4 × 26㎝、74 頁 ④ 3,600 円 
⑤川廷氏

①天夢人 ② 2021 年 3 月 
③ 21 × 15㎝、160 頁 ④ 1,800 円 
⑤櫻井氏

①光村推古書院 ② 2021 年 3 月 
③ 24.9 × 17㎝、128 頁 
④ 2,400 円 ⑤西村氏

ＪＰＳ
ブック
レビュー
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風のなかの少女Ⅱ
山岸　伸

富岡製糸場
生糸がつくった近代の日本

田村　仁

ふにゃふにゃの宝石
生原良幸

鍵田真由美
銀河のごとく

川島浩之
①日本写真企画 ② 2021 年 2 月 
③ 30.3 × 21.7㎝、120 頁 
④ 2,545 円 ⑤山岸氏

①福音館書店 ② 2021 年 3 月 
③ 25.7 × 19.5㎝、40 頁 
④ 1,300 円 ⑤田村氏

①澪標 ② 2021 年 5 月 
③ 24.7 × 18.8㎝、72 頁 
④ 2,000 円 ⑤生原氏

①日本写真企画 ② 2021 年 6 月 
③ 26 × 21㎝、160 頁 ④ 3,000 円 
⑤川島氏

絶景 石垣の郷
─南牧 上野 下仁田─

角田新八

Queen Elizabeth
─豪華客船クイーン・エリザベス─

光齋昇馬

ヨコスカ、工業地帯、 
足尾、東京湾奥

1970 ～ 2015 年 同時代を見つめて

小倉隆人

西芳寺新十境
藤田秀岳、中田　昭

①上毛新聞社 ② 2021 年 1 月 
③ 30.3 × 21.7㎝、112 頁 
④ 3,000 円 ⑤角田氏

①新潮社 ② 2019 年 12 月 
③ 25.7 × 24.5㎝、60 頁 
④ 1,200 円 ⑤光齋氏

① HuRP 出版 ② 2021 年 5 月 
③ 14.8 × 21㎝、252 頁 
④ 1,600 円 ⑤小倉氏

①西芳会 ② 2021 年 6 月 
③ 27.8 × 21㎝、112 頁 
④ 4,500 円 ⑤中田氏

モノクロームの
国鉄情景

デジタルリマスターで綴る 昭和の追憶
諸河　久

天城で眼福
原槙春夫

慟哭の日本戦後史
─ある報道写真家の六十年

樋口健二

最後の一両
池口英司

①イカロス出版 ② 2021 年 5 月 
③ 25.7×18.2㎝、176 頁 ④ 2,300 円 
⑤発行所

①春陽堂書店 ② 2021 年 5 月 
③ 27.7 × 30.5㎝、152 頁 
④ 3,600 円 ⑤原槙氏

①こぶし書房 ② 2021 年 6 月 
③ 19.5×13.3㎝、230 頁 ④ 2,200 円 
⑤樋口氏

①イカロス出版 ② 2021 年 6 月 
③ 18.2 × 13㎝、314 頁 ④ 1,700 円 
⑤池口氏
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喜多規子様 MOMENT
JPS 企画委員会様

 TOPPAN FINE DIGITAL PRINT Photographs by JPS
近藤誠宏様

 撮影 ･ 髙木保夫、監修 ･ 近藤誠宏・伊吹山地 山里に暮らす
古屋行男様 雲南、雲南面影
東京都写真美術館様

 澤田知子・狐の嫁いり、篠山紀信・新 ･ 晴れた日

JCII フォトサロン様 馬場道浩・ＭＷ、春日昌昭・東京 ･1964 年
 井桜直美・幕末 ･ 明治の古写真展 パノラマで見る江戸 ･ 東京
 宮澤孝一・鉄道写真モノクロ傑作選

日本写真協会様 日本写真年鑑 2020、「東京写真月間 2021」図録
日本大学芸術学部写真学科様 LOCUS2020、LOCUS2021
武蔵野美術大学 美術館 ･ 図書館様

 監修 ･ 大日方欣一・大辻清司 アーカイブフィルムコレクション 5 具体
JAGDA 様 ピクトグラムの創作と保全
リコーイメージング㈱ペンタックスリコーファミリークラブ事務局様

 PENTAX RICOH PHOTO ANNUAL 2021-2022
日本リアリズム写真集団様 2021 年「視点」第 46 回展作品集

寄　贈　図　書

すばらしき里山
上州 甘楽

飯野文江

みてみて！クオッカ
写真・福田豊文、文・なかのひろみ

花写真
How to set up

金城真喜子

世界自然遺産やんばる
湊　和雄、宮竹貴久

①日本写真企画 ② 2021 年 3 月 
③ 24 × 18.5㎝、112 頁 
④ 2,000 円 ⑤飯田氏

①ほるぷ出版 ② 2021 年 6 月 
③ 26.5 × 20.5㎝、32 頁 ④ 1,400 円 
⑤福田氏

①金城真喜子 ② 2021 年 6 月 
③ 15.5 × 21.5㎝、26 頁 
④ 1,700 円 ⑤金城氏

①朝日新聞出版 ② 2020 年 7 月 
③ 17.2×10.8㎝、191 頁 ④ 1,000 円 
⑤発行所

日本の鉄道
路線と車両の大図鑑 JR 編

櫻井　寛

かながわののりもの
写真・持田昭俊、京急電鉄

Harmony
秦　達夫

オリエント急行
究極の豪華寝台列車のすべて

櫻井　寛

①講談社 ② 2021 年 6 月 
③ 14.8 × 10.7㎝、352 頁 
④ 1,500 円 ⑤発行所

① JTB パブリッシング 
② 2021 年 7 月 ③ 15×15㎝、16 頁 
④ 600 円 ⑤持田氏

①秦達夫 ② 2021 年 1 月 
③ 29.7 × 21㎝、32 頁 ④－円 
⑤秦氏

①世界文化社 ② 2021 年 7 月 
③ 21 × 14.8㎝、224 頁 
④ 1,900 円 ⑤発行所

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。

■「第 21 回 令和 3 年度 日本写真芸術学会芸術賞」受賞　2021年6月12日

　受賞者：師岡清高（2021 年入会）
　写真展「刻の表出」（2020 年 2 月 13 日～ 7 月 25 日／キヤノンギャラリー S）に代表さ
れるヨーロッパを対象とした作品、及び「丹平寫眞倶楽部」の文化を伝承した制作活動
に対して。
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2021 年 7月 12日、逝去。
74歳。1983 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

髙橋 健司　正会員

2021 年 7月 14日、逝去。
60歳。2001 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

瀬尾 太一　正会員

追悼
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編集後記
◎コロナ禍での活動自粛が長引く中、今期は協会の

「写真文化の啓発事業」を担当する常務理事に就任し
ました。協会の活動も YouTube 動画や JPS ホームペ
ージを活用した情報発信へと様々な形態へ変化して
います。ニュース・会報・ホームページの特性を活
かす新しい情報発信のかたちを各委員会活動と共に
考え、実行に移していきます。� （小池）

◎今期から、出版広報担当理事になりました。よろし
くお願いします。でも、残念ながら、昨年から会報は 1
年に 2 回になりました。時代の流れとして、来期から
Web 版を加える事も考慮中です。なんだかんだのオ
リンピックも終了し、パンデミックの世の中でも、時
代は進んで行きます。� �（伏見）

◎今年の夏は暑いですね。先日、夏の思い出を原稿に
書いたのですが、家族で海に行き、民宿に泊まって、
スイカを食べ、テレビを見て、トンカツの夕食を食べ

たという、それだけの話になりました。もちろん、ど
こにも冷房はなし。あの頃は何故、暑くなかったので
しょうね。� （池口）

◎所属の日本建築写真家協会の隔年会員展が、6 月に
コロナ禍で東京と大阪で開催した。来場者数は平年
並みとはならずとも開催できた事に感謝。10 月には
その巡回展を名古屋で、11 月には協会設立 20 周年写
真展「銀座ジャック�再び！」を東京で開催予定。無事
開催できるか否か…。� �（小野）

◎先日の編集会議で、「日本の写真界が一番熱かった
時代はいつだろう」という話になった。名だたる写真
家が数多く登場した 1970 年代ではないかという意
見が出た。写真雑誌の休刊など、寂しいニュースが続
く今日の写真業界。スマホが普及し「一億人総写真家
の時代」なのだが。� （飯塚）

◎ TOKYO2020 が新型コロナウィルス感染症拡大の
影響で今年 7 月に 1 年延期して開催された。開催に
おいて賛否両論ある中、参加選手たちは素晴らしい
パフォーマンスを見せてくれている。心打たれるア
スリートたちの活躍を記録しているカメラの中に新
機種など見つけるのも楽しい。� （川上）

◎「実るほど、首を垂れる稲穂かな」。イチローや大谷
翔平、オリンピックのメダリストなど、大きなことを
成し遂げて高い境地に達した人は、みな謙虚で周り
に気配りしているように見える。それにしてもなぜ
かアスリートばかり。国を司る人にもそうした姿勢
が見えるといいのだが。� （山縣）

◎事務局は、職員 1 名の退職があり 4 名となりまし
たが、あえて増員は行わず、業務の見直しと効率化を
進めています。皆様にはご不便を感じられることも
あるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
� （事務局杉山）

日本写真家協会会報 第176号（年2回発行）　2021 年 9月 10日　　印刷・発行　©編集・発行人　野町和嘉
URL https://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
出版広報委員　小池良幸（常務理事）、 伏見行介（理事）、池口英司（委員長）、小野吉彦（副委員長）、飯塚明夫、川上卓也、山縣　勉
発行所　公益社団法人日本写真家協会（JPS）
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経過報告（2021年2月〜2021年5月）
◎ 2 月 2 日〜 8 日　企画展　ニコンプラザ東京 THE GALLERY
出展者 19 名、展示数 76 点、入場数 1,442 名　◯「愛しい」
◎ 2 月 24 日　新入会員入会資格審査会　PM2：00 〜 4：00　JCII 会議室　9 名
◎ 2 月 25 日　著作権勉強会　PM1：00 〜 2：30　オンライン　参加数 20 名
◯「授業目的公衆送信補償金制度」について
◎ 3 月 1 日　第 49 回公益社団法人日本写真家協会理事会　PM2：00 〜 3：45 
JCII 会議室 18 名、欠席 1 名、監事 3 名（リモート参加含）

◯第 1 号議案：事業再編の確認（内閣府への変更認定申請及びその解答を受け
て）、第 2 号議案：2021（令和 3 年）年度事業計画案の件、第 3 号議案：2021（令和 3）
年度収支予算案の件、第4号議案：特定積立金の積立及び取崩しの件、第5号議案：
資金調達及び設備投資の見込みの件、第 6 号議案：「公益社団法人日本写真家協
会細則」一部変更の件、第7号議案：業務執行理事の解任（前48回理事会報告事項）
及び新規任命承認の件、第 8 号議案：2021（令和 3）年度新入会員承認の件、他
◎ 3 月 11 日〜 17 日　企画展　ニコンプラザ大阪 THE GALLERY
出展者 19 名、展示数 76 点、入場数 744 名　◯「愛しい」
◎ 3 月 15 日　著作権勉強会　PM1：00 〜 3：00　オンライン　参加数 27 名
◯「授業目的公衆送信補償金制度」について
◎ 3 月 15 日〜　国際交流委員会企画「表現者たち」Vol.4　JPS ホームページ
◯「写真の可能性を求めて！」ブルース・オズボーン
◎ 3 月 19 日　創立 70 周年記念式典、記念写真展内覧会　PM1：00 〜 5：00　東
京都写真美術館 1 階ホール　参加数 95 名
◎ 3 月 19 日　第 46 回日本写真家協会賞贈呈式　PM1：00 〜 14：00　東京都写
真美術館 1 階ホール　参加数 95 名　◯受賞者・凸版印刷株式会社 印刷博物館
◎ 3 月 20 日〜 4 月 24 日　日本写真家協会創立 70 周年記念写真展「日本の現代
写真 1985-2015」　東京都写真美術館 B1F 展示室　入場数 5,527 名
◎ 3 月 26 日　関西セミナー　PM1：30 〜 2：20　オンライン　参加数 40 名
◯写真家のための経営学〜ブランディングを考える〜
◎ 4 月 5 日 2021（令和 3）年度新入会員説明会　PM1：25 〜 4：30　JCII 会議
室　2021 年度新入会員 17 名、2020 年度新入会員 7 名、役員・委員 19 名、賛助会
員 8 社 8 名（リモート参加含）
◎ 4 月 18 日〜　国際交流委員会企画「表現者たち」Vol.5　JPS ホームページ
◯「自然とつながる時」小池キヨミチ
◎ 4 月 19 日　第 50 回公益社団法人日本写真家協会理事会　PM2：05 〜 3：30
JCII 会議室　18 名、欠席 1 名、監事 3 名（リモート参加含）
◯第 1 号議案：2020（令和 2）年度事業報告書案の件、第 2 号議案：2020（令和 2）
年度収支決算報告書案の件、第 3 号議案：理事及び監事任期満了に伴う改選の件、
第 4 号議案：名誉会員及び名誉会長推挙の件、第 5 号議案：第 47 回「日本写真家
協会賞」の件、第 6 号議案：2020（令和 2）年度会費滞納による正会員資格の喪失
の件、第 7 号議案：2021（令和 3）年度第 22 回定時会員総会内容確認の件、他
◎ 4 月 20 日　日本写真保存センター 2021 年度第 1 回諮問委員会議　PM2：00
〜 3：45　JCII 会議室　16 名（リモート参加含）
◎ 4 月 20 日　日本写真保存センター 2021 年度第 1 回支援組織会議　PM4：00
〜 5：00　JCII 会議室　支援組織会員 7 社 11 名、JPS6 名（リモート参加含）
◎ 5 月 20 日〜　国際交流委員会企画「表現者たち」Vol.6　JPS ホームページ
◯「写真家 細江英公〜映像を越えた魂の世界〜」細江英公
◎ 5 月 20 日　第 51 回公益社団法人日本写真家協会理事会　PM3：05 〜 3：40 
JCII 会議室 17 名、欠席 2 名、監事 2 名、欠席監事 1 名（リモート参加含）
◯第 1 号議案：第 22 回定時会員総会第 3 号議案・松本徳彦正会員の理事候補辞
退による今後の対応について、第 2 号議案：松本徳彦正会員及び水越武正会員の
名誉会員推挙について、他

2021 年 4月 28日、老衰のため逝去。
92歳。1958 年入会
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

刈部 秀郎　正会員

9/1　念校
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Comment

写　真　解　説

　京都の世界文化遺産のひとつ西芳寺（苔寺）。光合成によっ
て育った 120 種類あまりの苔が参道や庭園を包み込み、さな
がら緑の浄土世界を醸し出している。苔が繁茂し始めたのは
江戸時代からで、夢窓国師が作庭した当時（南北朝時代）の白
砂青松の姿とは大きくかけ離れているといわれる。季節の移
ろいが、緑苔に彩りを添える秋。明け方に降った雨が紅葉を散
らし、錦織を敷きつめたような参道に目が奪われた。

（写真集『西芳寺新十境（さいほうじしんじゅっきょう）』）

西芳寺の錦秋（表紙写真）   中田　昭

富岡製糸場は、群馬県富岡に 1872 年に設立された日本初
の本格的な機械製糸の工場で、最後に使われていた繰糸所の
内部。繭から糸を作る一番大切な所で機械を置く場所を広く
とるため、建物の内部には柱がなく、細やかな作業をするため
に大きなガラス窓を多く取り入れて明るくするなど特別な方
法で建てられてる。敷地を含む全体が国の史跡に、初期の建
造物群が国宝および重要文化財に指定されている。また、「富
岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産として、2014 年に世界
遺産となった。

富岡製糸場・繰糸所の内部   田村　仁

観的に写し取っていく…。
生まれてこの方、柴又以外に住んだことがない。下町に暮ら

し、東京に親しみ、遷りゆく景観とともに数十年を過ごしてき
た。時代は昭和から平成、平成から令和へと変わり、路地で遊
んでいた子供たちは大人となり、大人たちは老人となる。
（正会員瀬尾太一氏は、2021 年 7 月 14 日個展の開催中にご

逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます）

私は時代の傍観者なのだと思う。
それは写真家を目指した宿命でもあるのだろう。
人は限りなく愛おしい。
そんな気持ちをもちながら、目に入る光景を、できるだけ客

下町往来 1984-1988   瀬尾太一

2020 年 7 月４日の水害発生後、大柿地区に入域できたのは
7 月 15 日だった。球磨川の全長は約 115㎞。水源から流れ出た
川は、人吉市を中心とした球磨盆地を穏やかに流れ、人吉市の
下流の端、大柿地区と対岸の球磨村渡地区から川幅が一気に
狭まり、渓谷川に変貌する。大柿地区の直前、大きく右カーブ
する流れは川津波を発生させ、約 40 軒の家屋をのみこんだ。

球磨川豪雨・川津波に遭った家屋 ‒ 人吉市中神町大
柿地区 7 月 15 日   長野良市

沖縄には、３月に花盛りになるひまわり畑がある。地域おこ
しの観光イベントの花で、種から植え付けた、島の土から直接
はえている 20 万本の紛れもない本物のひまわりだ。その色の
鮮やかさ深さは、色を知り尽くした富士フイルムのカメラ、レ
ンズでなければ捉えきれない。この２年、開花不良やコロナ禍
でイベントを休止しているが、来年こそは、日本でいちばん早
いひまわりの姿を見せてほしい。撮影地：沖縄県北中城村

３月の向日葵   金城正道

最近日光の滝をよく巡る。写真ももちろん撮るのだが、標準
レンズ一本だけをボディにつけてゆく。三脚も持って行かな
い。あれもこれも一枚に納めたくなる気持ちを抑さえて、美し
く水流を流して撮ることもしない。撮ることが主眼ではなく、
ばっとであった滝をスナップしたい、そんな思いで山を歩い
ているのだ。

どしゃぶりの日光で、束の間ホワイトアウトがとぎれる。緑
の粒子のような葉の合間から「霧降ノ滝」の水流が目にしみた。

日光「霧降ノ滝」  薈田純一

　この写真は、夕日に輝く船尾がとても美しいと感じ撮影し
たカットです。客船クイーン・エリザベスは三代目となります
が、神戸出身の私にとっては憧れの客船でした。豪華客船の
優雅さや船旅のすばらしさを表現出来ればと想い、乗船の機
会に撮影した折の一コマです。コロナ禍の現在であり、世界情
勢も二大大国の覇権争いで厳しい状況ですが、客船クイー
ン・エリザベスや多くの民間船が自由に世界の海を航行でき
る平和な時代が続きます様に願っております。

（写真集『Queen　Elizabeth（豪華客船クイーン・エリザベス）』）

客船クイーン・エリザベス（表４写真）   光齋昇馬 　東日本大震災で発生した津波で大きく損傷した巡視船「くり
こま」が、翌年、長期の修理から復帰し被災地の捜索のため戻っ
てきた。2012 年２月、極寒の海での潜水捜索を終えると、ゆっく
り休む間もなく主計出身の潜水士は、厨房で夕食の調理を行う。
夕食を終えると翌日の捜索に備えて機材を手入れし、トレーニ
ングに励む。
　「くりこま」の潜水士たちは、メンバーが入れ替わった今も、被
災地の海に潜って犠牲者の手掛かりを探し続けている。

東日本大震災の津波被害から復帰した巡視船の厨房   米田堅持

高齢化率日本一の群馬県南牧村とそこに接する地域は、険
しい岩山と沢沿いの小集落からなり、山の麓に石垣を築いて僅
かな耕地と住居を確保する土地である。人力以外に手段がな
かった事から人口の流出がすすみ、それに伴って「耕して天に
昇る」とまで表現された絶景の石垣と暮らしが失われようとし
ている。写真で残さなければ存在すら忘れられてしまうのでは
との思いで撮影を始め、10 年間通った節目の今年、写真集にま
とめてみました。

石垣の郷に生きる  角田新八

南極はどこの国にも属さない。
その為、南極条約に定められたルールがあり、その中のひと

つに「ペンギンには５m の距離を保つ事」とある。距離を保ちペ
ンギンに近づくとその手前の潮溜まりに もうひとつの世界が
存在するかのようにアデリーペンギンの姿が映っていた。地球
の環境が危ぶまれるなか、彼らの姿が、この水に映し出される
様な幻影にならないことを願いながら、風が止むのを待ち、シ
ャッターを切った。

Reflect ‒ 映 ‒   中村惠美
◆ JPS ギャラリー

　夜の帳が下りる頃には、化粧を終えた女王が路地を守って
いる。彼女はこの路地の住人なのであろう。この先に車を停め
てカメラを片手に通りかかったとき、独特な風貌にドキッとし
た。恐る恐る話しかけてみると思いのほかフレンドリーで、日
常の不満などを止め処なく話し、カメラを向けると気取ったよ
うな、戯けたような表情でレンズを覗いてくれたのであった。

Queen of the Alley   増田雄彦
◆ FUJIFILM X ギャラリー
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2005（平成 17）年より始まった「写真学習プログラム」は、2019 年度からレンズ付きフ
ィルムカメラとデジタルカメラで、小学 4 年生以上の児童を対象に、毎年全国の小学校 20
クラスで実施している。

写真を撮ることで、児童の育成に必要な「物事を注意深く観察することの大切さ」を体
験し、その体験から写真という記緑媒体を使って「表現し、伝えること」を学んでもらっ
ている。写真の大切さに加え、撮影マナーも学習することで、写真を社会で幅広く活用し
てもらいたいという願いがある。
「写真学習プログラム」は、協会の公益事業として 16 年間に延べ 716 人の会員による指

導で、24,589 人の児童に実施。児童が、「写真への興味を抱く」きっかけとなる事業である。
また、多くの方々にこの児童たちの作品を見ていただくため、参加児童の作品を特別企

画「“PHOTO IS” 小学生の眼」として、富士フイルム㈱・富士フイルムイメージング
システムズ㈱が主催する「“PHOTO IS” 想いをつなぐ。あなたが主役の写真展 2021」
で展示される予定となっている。

No. 実施校 県名 参加人数

1 水戸市立飯富小学校４年生 茨城県 30

2 水戸市立上大野小学校６年生 茨城県 8

3 平群町立平群南小学校５年生 奈良県 34

4 橿原市立今井小学校５年生 奈良県 26

5 橿原市立白橿北小学校 4年生 奈良県 32

6 橿原市立白橿北小学校６年生 奈良県 33

7 杉並区立高井戸第三小学校４年１組 東京都 29

8 杉並区立高井戸第三小学校４年２組 東京都 29

9 杉並区立高井戸第三小学校４年３組 東京都 29

10 高森町立高森北小学校 6年生 長野県 19

11 君津市立大和田小学校６年１組 千葉県 22

12 君津市立大和田小学校６年２組 千葉県 22

13 八王子市立松が谷小学校５年１組 東京都 24

14 八王子市立松が谷小学校５年２組 東京都 24

15 稲城市立稲城第三小学校６年１組 東京都 40

16 稲城市立稲城第三小学校６年２組 東京都 39

17 鳥取市立世紀小学校 5年１組 鳥取県 24

18 鳥取市立世紀小学校 5年 2組 鳥取県 26

19 北杜市立武川小学校５年生 山梨県 24

20 北杜市立武川小学校４年生 山梨県 30

参加人数合計 544

【2020年4月～2021年3月実施校】

2020年度小学生を対象とした「写真学習プログラム」報告

写真の楽しさ、面白さを伝える
−協力：富士フイルムイメージングシステムズ㈱・ 一般財団法人日本写真アート協会−



Education

57
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY 176

水戸市立飯富小学校児童の作品

橿原市立白橿北小学校児童の作品

杉並区立高井戸第三小学校児童の作品

君津市立大和田小学校児童の作品

八王子市立松が谷小学校児童の作品

平群町立平群南小学校児童の作品

橿原市立白橿北小学校児童の作品

杉並区立高井戸第三小学校児童の作品

君津市立大和田小学校児童の作品

稲城市立稲城第三小学校児童の作品

橿原市立今井小学校児童の作品

杉並区立高井戸第三小学校児童の作品

高森町立高森北小学校児童の作品

八王子市立松が谷小学校児童の作品

北杜市立武川小学校児童の作品

【2020年度実施小学校児童の作品から】
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——土門拳賞の受賞おめでとうございます。まず、作
品集のテーマとなったノースウッズというところはど
んなところですか。
大竹：ありがとうございます。ノースウッズとは北米の
アメリカとカナダの国境付近から北極圏までの、北緯
45度から60度の間に広がる世界最大級の原生林です。

高緯度地方なので森は北方林に属し、11 月から 5 月
にかけての一年の半分は冬となり、気温はマイナス 30
度を下回ることも珍しくありません。広さは 300 万平方
キロで、これは日本の国土のおよそ 8 倍。シベリアのタ
イガ、南米のアマゾンに次ぐ広大な原生林で、その中に
無数の湖が散らばっています。また、湿地も多いので道
路のあるところが限られています。つまり車で行けると

おめでとうございます

ころは限られ、その代わりに水
上飛行機が人々の足として使
われています。

ここはカナディアン・カヌー
発祥の地で、カヌーにキャンプ
道具を積み込んで漕ぎ出すこ
とで、原野の奥へと旅をするこ
とができます。
——大竹さんが、ノースウッズ
を撮影地に選んだ理由は何で
すか？
大竹：私は東京育ちですが、大
学時代にワンダーフォーゲル
部に所属し、沢登りを通して自
然に興味を持つようになりま
した。もともとジャーナリスト
志望でしたが、伝えるなら自然
のことをと思い、進路を決める
大学 3 年の終わりには、写真家
になることを決めました。しか
し、最初のテーマを何にしよう
かといくら頭で考えても答え
が出ません。

そんなところにふと、夢でオ
オカミを見たのです。これをき
っかけにオオカミのことを調べているうちに、オオカミ
の写真集『ブラザー・ウルフ』と出会いました。撮影した
のは、ナショナルジオグラフィックで活躍する写真家ジ
ム・ブランデンバーグ。彼の作品に感銘を受け、オオカ
ミを最初のテーマにしよう、そして彼に弟子入りしたい
と思って、1999 年に写真集の撮影地であったアメリカ
ミネソタ州北部へ旅に出ました。それがノースウッズと
の最初の出会いです。
——自然を相手に写真を撮り続けることは、とても辛

いことではないかと思いますが。
大竹：オオカミをはじめとする野生動物は、非常に警
戒心が強く、近距離での撮影が非常にむずかしいこと
が体験からわかりました。3 年間通ってみても、発表で
きるような写真が一向に増えず、一度は写真の道を諦
めかけました。

これまで多くの方が支えてくださいました。中でも東
京の「平均律」という喫茶店での写真展が福音館書店
の編集者の目に留まって、最初の写真絵本の出版につ
ながったことが大きかったです。でも、写真集を出すの
には 20 年かかりました。最初の作品集として、「これが
自分の仕事、作品だ」と胸を張って言えるものを出した
かったのです。出版には自分の思いだけではなく、出し

たいと思ってくださる出版社
や、編集者との出会いも必要だ
と思います。この 20 年という
のは、いろんな意味で「機が熟
する」のに必要な時間だったと
思います。
——これからもノースウッズ
には通われることと思います。
その一方で、これから手掛けて
みたいテーマはお持ちですか。
大竹：ノースウッズはライフワ
ークです。オオカミにどこまで
近づけるのか。その内面まで写
しとるようなポートレートを撮
るのが究極の目標ですが、まだ
まだ時間かかりそうです。ノー
スウッズでは、そこに住まう
人々の暮らしや、文化も急速に
変化しています。それを記録す
ることも、写真家として大事な
使命だと思っています。
——ジム・ブランデンバーグ
さんからは「いい仕事には時間
がかかる」と教えられたそうで
すが。

大竹：今になってその言葉を実感しています。作品
をまとめるのにどれだけの時間がかかるのかは、結
局は「選んだテーマと生き方」が決めることであっ
て、自分で決められることではないのかもしれませ
ん。これからも、人との出会いや縁に感謝して、一歩
一歩進んでいきたいと思います。
——本日はありがとうございました。
（2021 年 7 月 16 日 電話にて、聞き手・構成／出版広報委員 

・池口英司、写真提供／大竹英洋）

第40 回（2021 年）
「土門拳賞」受賞

（日本写真家協会 正会員）
大竹 英洋さん

　当協会会員の大竹英洋さんが、毎日新聞社が主催する第 40回（2021 年３月）土門拳賞を受賞されました。対象となった大竹さん
の写真集『ノースウッズ―生命を与える大地―』（会報 174 号口絵掲載）は、大竹さんが 20年をかけて制作した自身初の写真集で、ア
メリカ合衆国とカナダの国境付近に広がる広大な大地に広がる自然風景、この地で生きる動物たちと、人々の姿が収められていま
す。大竹さんの作品にかける思いを伺いました。なお、受賞作品展は10/6～12/22、土門拳記念館（山形県酒田市）にて開催されます。
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Congratulations

——日本写真企画を設立した経緯についてお聞かせく
ださい。
片村：会社自体は 1973 年に立ち上げました。写真界
の第一線で活躍されていてアマチュア写真家に影響
力を持つ写真家の「秋山庄太郎」「林忠彦」「中村正也」

（敬称略）や全国のオピニオンリーダーの支援と協力
のもとに翌年写真月間雑誌『日本フォトコンテスト』

おめでとうございます

を 1 月号より発行しました。
写真愛好家の発表の場とし

ての立ち位置をしっかり認識
し、写真愛好家の交流の場で
あり続けています。2008 年に
雑誌名を『フォトコン』に変更
して、今も基本を忠実に作っ
ています。
『フォトコン』以外にも初心

者に向けた季刊誌『写真ライ
フ』や不定期のハウツー本、写
真集などを発行しています。

また、カメラメーカーの会
報誌の発行のお手伝いや写真
展の構成相談などもさせても
らっています。
——『フォトコン』『写真ライフ』
などの本は他の写真誌との棲
み分けをどのようにされていま
すか。
片村：『フォトコン』のキャッ
チフレーズとして “ アマチュアフォトグラファーの
道しるべ ” ということで、他誌との棲み分けとして
は写真愛好家に寄り添った写真雑誌で決してカメラ
雑誌にしないというポリシーがあります。それは、カ
メラの記事を多く載せるというより、写真愛好家の
作品発表の場としてありたいと思っているからで
す。月例写真などは他誌と変わらず掲載しています
が、写真愛好家の方々が経験した撮影での行き詰ま

りや悩みなどにも目を向け解決していく誌面作りも
しています。それは、プロのアドバイスだけではなく
愛好家同士の経験から解決した事例なども誌面に載
せることにより読者みんなで解決していくようなか
たちです。

また、芸術性というより写真愛好家に向けた誌面
作りを心がけて誌面に反映させています。

コンセプトとして、ヌード
を扱わないというのも一貫し
て持っています。いろいろな
方の目に留まるということ
で、図書館などでお子様や家
族の方の目にも留まりますの
で、気軽に読める本にしたい
というところでヌードは扱い
ません。
『フォトコン』はハイアマチ

ュア向けで、『写真ライフ』は
初心者向けに誌面を作ってい
ます。『写真ライフ』はいろい
ろな写真教室で教本として使
って頂いたりしています。
——これからの展望などあれ
ばお聞かせください。
片村：現在は電子出版も行っ
ていますが、『フォトコン』の
読者は、本を買えなかったと
きや、バックナンバーとして

購入するという人が多くいます。今後は、Web ペー
ジも充実させていこうと思っており、Web 専門の
編集部を作る方向で話も進めています。

紙の本と Web の両面から紙の強みと Web の強
みを生かしたものを作っていこうと思います。
——本日はありがとうございました。

（2021年 7月13日　株式会社日本写真企画にて、聞き手・撮影・
構成／出版広報委員・池口英司、川上卓也）

第47 回「日本写真家協会賞」
受賞者：株式会社 日本写真企画

（株式会社日本写真企画　代表取締役社長）
片村 昇一さん

　当協会では、写真技術に関する発見、発明および写真文化の発展等について、著しい貢献もしくは寄与、功績のあった
個人または団体に対して「日本写真家協会賞」を贈り顕彰しています。
　今回の第 47回「日本写真家協会賞」は、株式会社日本写真企画に贈呈します。表彰理由は、「1973 年 11 月設立以来、写
真愛好家に寄り添った内容の月刊誌『フォトコン』や季刊誌『写真ライフ』を発行している。全国のフォトコンテスト情
報を網羅して、結果をカラーページに掲載することやコンテストや地元で活躍する写真愛好家のグラビアやインタビ
ューを積極的に掲載するなどアマチュアからの信頼も厚い。別冊として初心者にもわかりやすいハウツー本をコンス
タントに発行し、プロや写真愛好家の写真集、書籍を手がけるなど写真界全体の底上げを行っていることに対して」。
　12月の贈呈式前に受賞の感想を（株）日本写真企画代表取締役社長の片村昇一さんにお話を伺いました。
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