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東京都公園協会

公園フォトコンテスト
栃木、東京、静岡、愛知、大阪、奈良、鳥取・島根、福岡

今年もやります。PCC 写真部

部員募集中

教わる人から教える人に

フォトインストラクター認定講座〈東京〉
受講者募集

星を追尾するモーター雲台

ビクセン「星空雲台 ポラリエ」
会員限定プレゼント

『フォトライフ四季』は
「第５回 日本タウン誌・フリーペーパー大賞」の
優秀賞を受賞しました

みんなで新しい写真体験を！
フォトカルチャー倶楽部
（PCC）
は会員の皆さまのご支援で、
さまざまな社会貢献・文化貢献・環境保護貢献をしています。
美しい自然を写そう。美しい地球を守ろう。写真で人の絆を深めて、すべての生き物と共生しよう。
熊本大地震被災地域の一日も早い復興を願い、PCCは写真の力で支援をしています。
被災されたすべての方々に、心よりお見舞い申し上げます。

今号の募集
P.3―Facebook
「PCC 全国交流グループ」
メンバー
（PCC会員限定）
P.11―ビクセン
「星空雲台ポラリエ」
P.25―PCC写真部
P.27―PCCの撮影イベント
P.32―フォトインストラクター認定講座
公園フォトコンテスト
「JAPAN PHOTO」
P.33―
2016秋冬フォトコンテスト
P.46―
「PCC星空写真同好会」

上の写真
「MOMENT（モーメント）
」

表紙の写真「おやおや、
この雪の中を…」

工藤康雄さん（神奈川県）

助川 肇さん（長野県）

横浜ランドマークタワーとよこはまコ
スモワールド観覧車、みなとみらいビ
ル群の夜景を撮影しました。空が一番
綺麗に見える時間帯に、街と共に輝く
瞬間を表現しました。冬は夕夜景を撮
るのに最適な季節で、雲が少なく空の
グラデーションが綺麗です。

友人に誘われて出かけた日に、後ろか
らネコが追いかけるように歩いてきま
した。この竹林は私の行きつけの散歩
道だったのですが、最近は区画整理が
進んでもうほとんど残っていません。
そんな風景を残せるのも、写真の良い
ところだと思います。

①ニコンD800、②16-35mm、
③F8、④0.85秒、⑤ISO200、
⑦三脚使用、⑧神奈川県横浜市、
⑨2014年1月20日 PM5：22

①キヤノンEOS 5D MarkⅢ、
②70-200mm、③F16、④1/25秒、
⑤ISO160、⑥プロテクトフィルター、
⑧埼玉県さいたま市、⑨2014年2月8日

＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、
⑤ISO感度、⑥フィルター、⑦三脚使用、⑧撮影地、⑨撮影日

発行：NPO法人 フォトカルチャー倶楽部
特別賛助：カメラのキタムラ&スタジオマリオ

「PCC 全国交流グループ」
より
フ ォト カ ル チ ャ ー 倶 楽 部
（PCC）は
Facebookにグループを作り、
会員のみ
なさまの交流の場をご提供しています。
毎日多くの方がご自分の写真を投稿し、
地域や年齢の枠を超えてコミュニケーシ
ョンをとっています。写真を軸に全国の
会員さんが出会い、情報を交換し、楽し
く交流するコミュニティです。

PCC会員 島野孝一さん

「朝紅」
新雪が山肌に筋をつくり、山体を撫でるように
渡る。山旗雲が巻き上がって勢いのある形をつ
くり、山から浮き上がる。その様子を、
冬の朝日
の低い光が照らし出す。
「よぉっ‼なりこまや！」
と声を掛けたくなるような冬富士が、今年もや
ってきた。

①ソニーα99、②70-400mm、③F4、④1/40秒、⑤ISO100、⑧富士山スカイライン西白塚駐車場

PCCの仲間同士で“いいね！”フォトコンテストに参加も
「PCC 全国交流グループ」
メンバー 募集
このページの写真は、Facebookの「PCC
全国交流グループ」に投稿された作品で
す。グループに参加するにはページにア
クセスして
「参加する」をクリック。写真
を投稿するとコンテストに参加できます。
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島野孝一（しまの・こういち）

（PCC 会員限定）
PCC 全国交流グループ

1951年生まれ、65才。埼玉県出身。富士山撮影歴28
年、5年前から全国にある
「富士と名の付く百～二百名山」
の撮影にも傾注。現在、富士宮市上井出にある義父の運
営する「ギャラリーマルショウ」
にて富士山写真展を常設。
自家プリントのA1サイズの写真23点を展示している。

〈撮影データ表記〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑧撮影地

2

『NATIONAL
GEOGRAPHIC』より

カナダ・ハドソン湾。凍てつ
く氷原で、雪の下の獲物に狙
いを定めてジャンプするホッ
キョクギツネ。冬になると毛
が真っ白になり、雪と氷の国
では、白い体は風景に溶け込
み、
敵の目を逃れるとともに、
獲物にも見つかりにくい。ま
た、その毛並みは防寒性が高
く、マイナス70℃の世界でも
少し寒がる程度である。体が
丸く耳も丸いのが特徴で、ふ
さふさとした尾はバランスを
保つのに役立つと同時に、暖
かな防寒具としても役立って
いる。ホッキョクギツネが極
寒の冬を生き抜けるのは、こ
うした寒冷地向きの体に進化
したからなのである。

「ナショナル ジオグラフィック 日本版」
2016年11月号
http://www.nationalgeographic.jp

NORBERT ROSING/National Geographic Creative

5

『フォトコンライフ』
12月号のDVDは夜景撮影がテーマです→P.40

『プロが教える夜景写真 撮影スポット＆テクニック』
（日経ナショナル ジオグラフィック社）
の中身を覗き見→P.8
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JAPAN PHOTO

応募者に学ぶ冬

応募作の力
明と暗に映える雪
太陽が照らす昼間の風景と、闇が覆う夜の風景は、同じ場所でもまったく違
って見えます。そして、雪という一 時 期にしか 見られない被 写 体は、その姿
をより大きく変 化させるので す。日光に照らされ てまぶしく輝く姿と、暗 闇に
舞って儚げに、しかし確かに存 在 感を見 せる姿。その対 比を強 調した2枚を
選びました。

「 雪 化 粧」
大橋 実さん（滋賀県）

「 錦 帯 橋の雪」
田中ちづ子さん（山口県）
夜になって降り出した雪を見て、急いで錦帯橋まで走
りました。ライトに照らされた雪と錦帯橋は、それは
それは美しいものでした。積雪が深くなると帰り道が
危ないので、撮影を終えたらまた急いで帰りました。
①キヤノンEOS 5D Mark II、②124-105mm、③F13、
④4秒、⑦三脚使用、⑧山口県岩国市、⑨2016年2月29日
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＜撮影データ表記＞①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑦三脚、⑧撮影地、⑨撮影日

以前から雪の八幡堀を撮影したかったのですが、積も
るほどの雪が降らずにあきらめていました。この年は
3月に時期外れの積雪があったので、急いで出発。雪
が降る中で、時折薄日がさして建物を照らし、その瞬
間を夢中で撮影しました。
①ニコン D7100、②18-200mm、③F9、④1/640秒、
⑧滋賀県近江八幡市

【今さら聞けないキホンのキ】

慣れてきたら
「マニュアル」
に

りもシャッター速度も自分で決

1

三脚とレリーズを使い、
フラッシュはOFF
3

まず必須なのが三脚。光量確
保のためにシャッターを長く開く
夜景撮影では、手持ちではほぼ
確実にブレてしまいます。そし
てレリーズも重要です。シャッ
ター速度が長くなると、シャッ
ターを押したときのわずかな揺
れもブレにつながります。それ
を防ぐために、レリーズで撮影
しましょう。レリーズがなけれ
フ ラ ッ シ ュ は OFF に し ま

ば、セルフタイマーを使います。
す。遠く離れた夜景には光が届
かない上に、フラッシュを光ら
せるとカメラ側がシャッター速
度を短くしてしまうことがある
ので、さらに光が足りなくなっ

ル ブ」
。シャッターボタンを押

に用いられることが多いのが
「バ

マニュアルの機能で夜景撮影

量は多くなるので、
絞りとISO

し、長く開くほど取り込む光の

前後がひとつの目安です。ただ

このときも揺れに注意です。

感度などで明るさを調節する必
どを写します。実際に見ている

三脚とレリーズを使っていても、

している間、
光を取り込み続け、

景色とは違う非現実的な表現が

しょう。

がないか確かめてから撮影しま

がります。撮影前に地面の揺れ

地面の揺れが写真のブレにつな
通常の夜景撮影と同じように、

できるモードです。

要があります。

夜景写真家

車などの動いている光の光跡な

てしまいます。

2003年夏に長崎・稲佐山の夜景に感動したことをきっか
けに、夜景写真家としての活動を開始。Webエンジニア
のキャリアを活かし、国内最大級の夜景情報サイト
「夜景
INFO」を立ち上げる。著書に『プロが教える夜景写真 撮
影スポット＆テクニック』
（日経ナショナル ジオグラフィ
ック社）
などがある。

明るく写らないからといってフラッシ
ュを焚くと、カメラがシャッター速度
を短くしてしまい、かえって暗い写真
になってしまいます。
長くシャッターを開ける夜景撮影では、
ブレは天敵。手持ちで撮影するとほぼ
確実にブレます。三脚などでカメラを
固定しましょう。

機材を使い分けて
シャッターを押さずに
夜景を撮る

ッター速度はカメラが自動で決
して、明るさや表現を決めます。

ーで画面を拡大し、一番明るい

め、絞り値を撮影者が決めます。
絞り優先だと、カメラが決めた

夜景撮影では「絞り優先」モー

絞り値（F 値）が小さいほどピン
シャッター速度では、自分の意

街明かりに合わせましょう。

トが合う範囲は狭くなり、大き
図通りの明るさにならないこと

ドを使うと良いでしょう。シャ

いほど広範囲にピントが合いま
があります。マニュアルなら絞

横浜ランドマークタワー スカイガーデンから撮影。三脚とレリーズを使い、手ブレをおさえて撮影した1枚です。
①キヤノンEOS 6D、②16-35mm、③F10、④13秒、⑤ISO200

す。F ８〜 くらいに設定し、
全体にピントを合わせるといい

三脚とレリーズは必須。シャッ
〜 秒
15

ココが
ポイント
ココが
ポイント

長時間露光で光跡を残す

岩﨑拓哉
①キヤノンEOS 6D、
②24-105mm、③F8、
④30秒、⑤ISO100

めるため、明るさや表現も自分

①キヤノンEOS 6D、
②70-300mm、③F11、
④25秒、⑤ISO200

ナビゲーター

シャッターを開く時間に
よって、光跡の長さが変
わります。この長さは撮
影者の好みで調節すると
良いでしょう。長く開く
と、車の輪郭もなくなり
ます。

で し ょ う。 ピ ン ト は な る べ く

ターを開ける長さは、

30

３０秒

で調節ができます。

遠景の撮影ならF8 ～
F11ほどに設定し、全
体にピントが合うよう
にします。MFでピン
トを合わせ、無限遠を
基準に微調整します。

MF で合わせます。ライブビュ

慣れてきたら「マニュアル」モードで
撮影しましょう。絞り値、シャッタ
ー速度、共に撮影者が決めるモード
です。
慣れないうちは「絞り優先」モードで
撮影しましょう。絞り値を撮影者が
設定し、シャッター速度をカメラが
決めるモードです。

8
〈撮影データ〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度
岩﨑さんの著書『プロが教える夜景写真 撮影スポット&テクニック』
（日経ナショナル ジオグラフィック社、本体1,950円＋税）
が絶賛発売中です。

9

４秒
１秒

11

2

「絞り優先」
か
「マニュアル」
を使う

ココが
ポイント

思い出をつくる道具たち
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成澤広幸さん

星景写真家・

星の流れを追い
ひとつひとつの点を写す
みなさんは星の撮影をしたことがありますか？
少し田舎に足を運んで、満点の星空が広がっていても、
それを写真に収めるのは難しいものです。
きれいに撮影するためには、長秒露出ができるカメラと、
ビクセン社の
「星空雲台ポラリエ」を使います。

成澤広幸さんの必須アイテム
●ボディ＆レンズ
①FUJIFILM X-T2
フジノンレンズ XF16mmF1.4 R WR
②オリンパスOM-D E-M10
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
③リコー GR DIGITAL
ワイドコンバージョンレンズ

④
①

●三脚＆雲台
④ビクセンM-184V＋極軸微動雲台
⑤ビクセン星空雲台ポラリエ

大きな桜の木と秋の天の川を撮影。同じ構図に収めるために三脚を低く設置して下から煽り、ポラリエを使って追尾撮影をしました。右端に冬の星団「すばる」が入るよう
に構図を調整しています。①キヤノンEOS 5D MarkⅡ、②タムロン15-30mm、④40秒、⑤ISO6400、⑦星空雲台ポラリエ 使用（1/2星景写真モードで追尾撮影）

星撮影専用雲台

プロの金言

⑤

⑦

②

⑥

⑩

③

●その他
⑥FUJIFILM リモートレリーズ RR-90
⑦ビクセンポーラメーター
⑧ビクセンSG-L01 天体観測用ライト
⑨ビクセンヒーターラップシート
⑩ビクセンレンズヒーター 360
⑪超大容量リチウム充電器

⑨

⑧
⑪

星を追尾するモーター雲台

ビクセン「星空雲台ポラリエ」

PCC会員限定１名様にプレゼント！

星に興味をもてば
構図に変化が生まれる

ポラリエあり

星の動きに合わせて微妙に回転し、星を点として写すビク

ポラリエなし

センの「星空雲台ポラリエ」
。PCC会員限定で1名様にプレ

星景写真の上達には、星空の知識を深
めることも大切です。まずは自分の誕
生星座や有名な星座などの形と配置を
覚えてみましょう。星座と風景を同じ
構図に収めようとすることで自然と変
化が生まれ、星景写真独特の「星と風
景」がバランスよく共存できます。

ゼントいたします。

①QRコードからご応募

②官製はがきでのご応募

下記QRコードを読み取り、
アンケートにお答えしてご応募ください

以下の項目を記載の上、PCC事務局
（P.47)あてにご応募ください。
•PCC会員番号
•氏名
•おすすめ撮影地
•行ってみたい撮影地
•PCC、
『フォトライフ四季』の感想
•PCC以外に加入している写真クラブのお名前
（なければ無記入）

※PCCホームページからもアクセスできます

星の撮影では、絞りを開放付近に設
定し、ISO感度を高めて、シャッター
速度を30秒以上にするのが基本。し
かし、星が動くスピードは意外と速く、
普通に撮ると星が流れて写ってしまい
ます。ここでポラリエを使うと、星の
動きに合わせてカメラを動かしてくれ
るので、点のまま写すことができます。

星を点として
とらえることができる

星の動きに合わせて動くモー

ター駆動式のカメラ雲台、ポラ

リエ。しかし、星景写真を撮っ

たことのない人には、そんな紹

介をされてもさっぱりわかりま

2

せん。成澤さんはその効果をわ

かりやすく説明するために、

枚の写真を見せてくれました。

「星の光を写真に写すには、そ

の光を集めるために長秒露出が

必要です。しかし、カメラを固

定したままで長秒露出した場合、

星は線になって写ってしまいま

す。地球の自転で星が動いてい

るからです」

星を点で写すことができるシ

24

ャッター速度の目安は、500

20

÷焦点距離
（秒）
。 ㎜ のレンズ

であれば、だいたい 秒を超え

ると線になってしまいます。星

景写真では肉眼で見たときに近

い状態で、星を静止させて撮影

したいもの。そんなとき、この

ポラリエがあれば、星を点とし

てとらえることができます。

撮影準備は簡単です。三脚に

ポラリエとカメラを取り付けた

ら、ポラリエについているのぞ

き穴から北極星の位置に合わせ

るだけ。セッティングが済んだ

ら、通常の風景写真と同じよう

に構図を決めます。ISO 感度

はノイズの目立たない範囲でで

きるだけ高くし、露出モードを

〈撮影データ表記〉 ①カメラ、②レンズ、③絞り、④シャッタースピード、⑤ISO感度、⑦三脚使用

マニュアルに設定します。

「絞りは開放か、少しだけ絞る

のが基本です。シャッター速度

は 秒前後で試し撮りをして、

イメージに合わせて調整するの

がいいでしょう」

こうして出来上がった写真

は、小さな光が幾重にも重なり

11

合って、肉眼で見るとき以上の

北海道留萌市出身。星景写真家・
タイムラプスクリエイター。スタ
ジオ勤務を経験し、2009年株式
会社ビクセン入社。営業部係長。
昼 間 以 外 を 撮 影 す る「Night
Photograph」でアウトドア雑誌
へ の 作 品 掲 載 やWebマ ガ ジ ン・
SNSを中心に作品を発表。営業活
動の一環として星空撮影セミナー
の活動も行っている。

迫力でこちらに迫ってきます。

成澤広幸（なりさわ・ひろゆき）

30

ポラリエを
北極星に合わせる

PCCへの入会は→P.48

三脚・雲台以外にも、便利な撮影機材がこんなにあります→P.42

10

学の木」
。雪が降り始め、フラッシュを焚いて雪
景色を撮る、という初体験にも心を躍らせまし
た。その後この木は伐採され、これが最初で最
後の撮影となり、思い出深い一枚になりました。

撮影地：長崎県佐世保市
ハウステンボス タワー展望台
撮影者：小松常光さん

以前から行きたいと思
っていたハウステンボ
スのイルミネーション。
あたりがすっかり暗く
なってタワー展望台に
登ると、眼下一面に綺
麗なイルミネーション
が広がっていて大感激。
初めての光景に興奮し
夢 中 で 撮 影 し ま し た。
多重露光で撮ったうち
の一枚です。

撮影地：北海道名寄市
撮影者：福家章二さん

この日の最低気温は、-26.8℃。
放射冷却現象で、枝垂れ柳の
木に雪の花が咲きました。

ＰＣＣ会員のとっておき

高鳴る気持ちを抑えきれぬままに撮影した「哲

私のおすすめ撮影地

かねてから憧れていた美瑛を初めて訪れた冬、

全国各地に広がる写真の輪。

撮影者：深澤のぶえさん

PCC会員のみなさまは、それぞれが自分だけのとっておきの撮影地を持っています。

この写真と撮影地が、あなたの次の撮影のヒントになるかもしれません。

撮影地：北海道美瑛町 美瑛の丘

撮影地：新潟県三条市
撮影者：星 正一さん

毎年11月下旬頃に訪れる白鳥の群
れ。目を閉じて羽づくろいをしてい
たところをねらいました。どこか安
心感のある表情でした。

撮影地：兵庫県神戸市 須磨離宮公園
撮影者：中野悦子さん

撮影地：広島県廿日市市宮島町
大聖院参道
撮影者：赤木裕展さん

雪の早朝、雪を掃いたほう
き足跡を見て、
「どんな人た
ちが通ったのだろう」と想
像しながら撮りました。

冬晴れの日差しの中を散策
中に、綺麗なピンクの椿に
出会いました。背景の空の
ブルー、葉のグリーン、椿
のピンクの配置に注意しな
がら撮影しました。露出補
正をプラスにして、明るく
優しい一枚に仕上げていま
す。
撮影地：兵庫県洲本市 淡路島
「岩戸川」 河口付近

撮影地：山梨県富士河口湖町 精進湖パノラマ台
撮影者：島野孝一さん

パノラマ台山頂に近づくにしたがって、雨氷が大
きくなっていきました。「すりこぎ」のような太い
ものやエビの尻尾のような形もあり、まさに自然
の造形美。見た瞬間は言葉をなくしました。

15

PCC写真部に参加すれば、こんな写真が撮れるかもしれません→P.24

撮影地：長野県木曽郡大桑村
伊奈川橋梁

撮影者：入口武司さん

撮影者：藤原尚登さん

年末の冷え込んだ早朝、河口付近ではケアラ
シという現象が起こります。オールドレンズ
のテストを兼ねてちょっと早起きして撮影へ。
大きなケアラシにはなりませんでしたが、綺
麗な朝日とのんびり泳ぐ水鳥の向こうに霧が
少し立ち上りました。

JR中央西線の撮影地でもあるこの場
所で、貨物列車を待っていました。
その間に通った普通列車に夕陽が差
し込み、思わずシャッターを切りま
した。

今号の巻頭の写真もPCC会員の写真です→P.2、P.6

14

こ と。 写 真 の 順 番 は 、 当 時 自 分 が

意識したのは時 系列を崩さない

図で撮 影した

き立たせるために、同じような構

にもっとも感動した写真をより引

ています。例えば星の写真のよう

る よ う に し ま し た。 例 え ば 左 ペ ー

ま た、 本 を 開 い た 時 に 対 比 を す

と何が違うのか対比させたり、当

れたりしています。成功した写真

と、次への目標を込めた写真を入

年前に初めて訪れて以来、毎年年始に足しげく西伊豆に通って
冊にまとめようと

いるという高橋さん。行くたびに違う景色に出合い、その光景を
撮り溜めてきた作品を、フォトブックにして

「フォト本」
で作品の魅力をさらに引き出す

4年目の昼間の曇った写真（左）と、夜にま
だ雲が残った写真（右）
。この２枚を並べた
後、上の星の写真を見開きで入れることで、
より星の写真の存在感が引き立ちました。

高橋さんが作ったのは、
「カメラのキタムラ」で大好評をいただいているフォトブック「フォト本」
。
タイプはレイフラットで、ページの境目が見きれることなく、フラットに開ききります。
A4 サイズの「フォト本」なら、開いた時には A3 サイズ。自慢の写真の魅力がさらに引き出せます。

高橋 渉

冬の富士山を撮りたかったから

西伊豆に初めて行ったのは、
けて星がぐるぐる回る写真を撮

撮影開始です。何時間も切り続

交通が不便なところに行き、の
んびり歩きながら気になったも

フォトブックを作ろうと思っ

思い、
４年間も通い続けました。

うに富士山も撮れたら良いなと

が好きなんです。それと同じよ

するか、本当に悩みましたね。

んな配置にするか、順番はどう

です。どの写真を入れるか、ど

ると、これがなかなか難しいん

いざフォトブックを作り始め

のを撮影する、というスタイル

たのは、４年目に星の写真を撮
いろいろと考えましたが、特に

すが、夜はだんだん晴れてきた

年目はもう諦めて宿にいたので

ま れ な い 日 が 続 き ま し た。 ４

して３年目、４年目も天候に恵

まったくできませんでした。そ

中ずっと曇りで、満足な撮影が

あいにくの曇り空。それも滞在

撮れたのですが、２年目以降は

は快晴続きで富士山もきれいに

れたのがきっかけです。初年度

流れを作ることで写真に
役割を持たせられる

れました。

ターを切り始め、比較明合成で

脚とカメラをセットしてシャッ

いたのは見事な星空。急いで三

たかはし わたる

でした。普段から散歩が好きで、

冬の富士山を撮りに
西伊豆を訪れる

とで、写真がさらに役割を持つということでした。

考えました。そこで 気づいたのは、フォトブックに流 れを作るこ

1

ので外を見てみると、広がって

貯まる！ 使える！

流れを作って
写真に役割を持たせる

そ の 景 色 か ら 何 を 感 じ た か、 ど こ

枚も入れたり、

に感動してシャッターを切ったか

ジに縦と横の写真を１枚ずつ入れ

時の悔しかった気持ちを込めたり

あるいは
「来年はここを撮りたい」

た ら、 右 ペ ー ジ も 同 じ よ う に １ 枚

する意味で、役割を持たせられる

を表しています。

ず つ、 左 に 昼 間 の 富 士 山 を 入 れ た

んです。
写真集の楽しみ方は千差万別

ら 右 に 夜 の 富 士 山、 と い っ た 具 合
です。特に4年目の星の写真は、

集めて最高の作品集に仕上げるの
も１つの方法です。しかし私の場

です。もちろん、いい写真だけを

ジに同じ場所から撮影した曇り
合は、 流れを 作ることで写 真に

フォトブックを作るきっかけに

空の写真を入れて、星の写真が

役割を持たせられることを発見し

もなった写真なので、
その前ペー

より引き立つような順番にしま

ました。 自 分の写 真 集を 作るこ
とには、そんな思いがけない発見

した。
実はこの写真集には、当初入

フォトブックはA4サイズ。写真が見きれるこ
となく開ききれるタイプで、ダイナミックに見
せたい写真を大きく入れました。
http://www.kitamura.jp

4
比較明合成60回
①オリンパスOM-D E-M5、②12mm、③F3.2、④60秒、⑤ISO400、⑨2016年1月10日

16
すぐに実践できるお子さんの撮影テクニックは→P.18
今の若い人たちは、思い出をどのように残しているのでしょうか。「思い出づくり研究所」の野田が発表しました→P.20

17

1

一般社団法人
日本フォトコンテスト協会 理事
一般社団法人
日本写真講師協会 理事
NPO法人
フォトカルチャー倶楽部 理事

カメラのキタムラ

最後に細かなつくり込みをします。コメントを入
れたり、タイトルを考えたりして、自分だけの作
品集に仕上げましょう。簡単なレタッチやトリミ
ングもできます。
次に写真のアップロードです。フォト本の中に入
れたい写真を選んでアップロードし、縦横を調整
してください。一覧表示にすれば、かんたんに順
番の並べ替えもできます。
まずは基本設定。ページ数、製本方法、書体など
を決めます。あとから変更することもできます。
「？」 マークをクリックすると詳しい説明が表示
されます。

仕上げ

思い出を残す
新方法

もあるのです。
（語り ： 高橋 渉）

時系列を崩さないこと、対比させるような配置にす
ることは特に意識しました。

③

1

れるつもりがなかった写真も入れ

富士山を朝夕で撮り比べたページ。日の当たり方が
変わり、赤く照らされた部分が逆になっています。
こうした対比ができるのもフォトブックの特徴です。

写真をアップロード

②
基本設定

①

思い出シリーズ

人物と夜景を一緒に撮影する

スローシンクロで子どもと
イルミネーションを写す
冬と言えばイルミネーション。家族でお出かけになる人もいらっしゃる
時によく使われるテクニックが

「スローシンクロ」で
子どももイルミネーションも
明るく撮る

のではないでしょうか。でも、子どもとイルミネーションを一緒に撮ろう
「スローシンクロ」です。
「スロ
ーシンクロ」
とは、
フラッシュを

とすると、背景が暗くなって上手く撮れないことがありませんか？
両方とも明るく撮るには
「スローシンクロ」が有効なんです。
焚いた上でシャッター速度を遅

ローシンクロ」です。フラッシ
ュモードの
「スローシンクロ」
、
あるいは、コンパクトデジタル
カメラなら
「夜景人物」といった
モードでできるでしょう。

子どもが動きを止めた
瞬間を狙う
シャッター速度が遅くなれ

ときは、ほとんどの場合が夜。

イルミネーションを撮影する
ロでの撮影はなかなか難しいも

回りたがるので、スローシンク

ます。子どもはじっとせず動き

ば、少しの動きでブレが発生し

周囲が暗いので、子どもを明る
の。こんなときは、無理に動き

くして写すテクニックです。

く撮るためにはフラッシュを焚

例えば上の写真では、一面に

を止めるのではなく、興味があ

イルミネーションを明るく撮る
張り巡らされたライトをお母さ

きます。一方で、子どもより後

には、シャッター速度を遅くし
んと一緒に見つめている瞬間を

るものに集中して自然と止まる

て光を確保する必要があります。
撮影しています。カメラ目線だ

ろにあるイルミネーションには、

フラッシュを使うことと、シ
けでなく、こういった瞬間を切

のを待ちましょう。

ャッター速度を遅くすること。
りとるのも つのテクニックで

フラッシュの光は届きません。

この二つを合わせて使うのが
「ス
す。また、普段使っているおも
ちゃを持って気を引き、こちら
を向いた瞬間を撮影すればカメ
ラ目線になります。
スローシンクロを使い、子ど
もが動きを止めた瞬間を狙う。
このテクニックでぜひ冬の思い

月は行く、 月

出を残してください。

秋も過ぎ去り、気がつけば外はすっかり寒い季節に。「

は逃げる、 月は去る」なんて言葉があるように、春もあっという間に訪

2

れるでしょう。目の前に迫った卒園・入学の準備と一緒に、大切な記念写

ずつ思い出を増やしていきたいです。

次もスタジオマリオで撮影して、少し

れて、ご機嫌なまま撮影ができました。

スタッフの方がとても楽しくさせてく

き、子どももドキドキワクワクでした。

●初めてランドセルを背負って撮影に行

にいろいろとありがとうございました。

いように成長してほしいですね。本当

です。次の撮影までには、娘も泣かな

いました。出来上がりがとても楽しみ

枚も撮っていただいて、「さすが」と思

●泣いてしまったのに、素敵な写真を何

ほかにもこんな声が寄せられています

真もスタジオマリオで撮影しませんか？

月ですよね。こ

お母さん納得の「マリオの七五三」

シーズン前の撮影で

月、入学式は

お子さんも早々と小学生気分に

卒園式があるのは

の時期は多くの方が記念撮影に来て、スタジオの予約
はいっぱいになってしまいます。
そこで、卒園・入学のシーズンになる前に、早めに
撮影をすませておくといいでしょう。次のお客さんも
気にすることなく、ゆったりと撮影できます。また、
入学前にランドセルを背負って制服を着れば、お子さ
んも少し大人になって小学生の気分を味わえるかもし
れません。
豊富な衣装は何回着替えても無料

衣装を身にまとって、自分のお気に入りのアイテムを

アクセサリーもお持ちいただいても OK です。憧れの

もあります。さらに、衣装に合わせてご自身の小物や

富に揃え、中には有名芸能人がプロデュースしたもの

すべてが、何回着替えても無料です。新着の衣装も豊

「スタジオマリオ」
の衣装は、
実に400着以上。その

お子さんも大満足です

1

18
「レイフラットカバー」のフォトブックなら、本がフラットに開きます→P.16
PCCに入会すると、スタジオマリオとカメラのキタムラでこんなにお得。ご案内は→P.48

19

1

背景のイルミネーションと子どもの距
離を撮ったり、望遠レンズで撮影した
りすれば、光を玉ボケにして写すこと
もできます。

持てば、素敵な思い出になること間違いなしですね。

スタジオマリオ

こんなメッセージが
届いています！

貯まる！ 使える！

お客さま なんでも相談室
TEL.050-3116-8888
受付時間10：00～20：00 年中無休
専門のスタッフがお電話で全力サポート！
PCC会員なら、記念日スタジオ
「スタジオマリオ」
で
の撮影料、お写真代、
着物レンタルのお買上げ合計金
額より10％ OFF
（他の割引との併用は不可）
http://www.studio-mario.jp

3

4

2

今ドキの
思い出の残し方

卒園・入学前の準備とともに
記念撮影も合わせてお早めに

芸能人がプロデュースしたブランド衣装など、豊富な品揃え。
もちろん、すべて何回着替えても無料です。

子どもがイルミネーションに夢中になり、動きを止めた瞬間に撮影。1.3秒の長秒露光なので、三脚は必須です。
①ペンタックス Q7、②5-15mm、③F7.1、④1.3、⑤ISO400

3

思い出シリーズ

思い出シリーズ

今どきの若者の写真事情

写真はコミュニケーションを
図るための重要なツール
PCCのシンクタンクである
「思い出づくり研究所」では、思い出の残し方、そ
の価 値 などについて研 究していま す 。研 究 員の野田 真 愉 美と 元 研 究 員が
「PHOTONEXT2016」に出演し、今どきの若者の写真の残し方に

えが続きました。少数ながら
「部
のものと考察できます。

体験を他人に追体験させるため

リント派の意見もありましたが、
以前に比べ写真は個人的なもの

プリント派は
自宅か写真屋さん

屋に飾る」、「アルバム作成」
のプ

ついてのアンケート結果を発表しました。

約 ％が
スマホ・ケータイに保存
「普段写真を撮るときに一番使
から多くの人と共有するものへ

■写真を撮ったあとの楽しみ方は大きく変化している

うカメラは何ですか 」との問い

フォトブックを作る

多くはありませんが、プリン

フォトムービーを作る

と意識が変わっているようです。

思い出
づくり 思い出づくり研究所とは
研究所
プリントする

に、約 ％がスマートフォン・

部屋に飾る

思い出づくり研究所発の思い
出を考える本を絶賛制作中。
12月25日に発刊予定です。

■写真は他人に追体験させるためのツール

トして部屋に飾ったりフォトブ

■写真を撮ったあと、モノとして形に残す人は少ない

携帯電話を使用していると回答。

まとめ

ックを作ったりする人もいまし
た。プリントする人のうち、プ
レゼントやイベントのために
% が写真屋さんに行き、 %

SNS で複数の人から写真を集

は、今も昔も変わりません。し

パソコンに保存

「思い出づくり研究所」
と
は、早稲田大学の大野髙
裕教授を所長に、思い出
の残し方について調査、
考察、
分析をし、
その重要
性を発信していく研究所
です。
70 （人）
60

この時代ならではの結果でした。
さらに「どんなときに見返しま

自分の話を補足したり、
他人に追体験させたりする

か？」の質問には「スマホ・ケー
すか 」については、仕事の休憩

次 に「 撮 っ た 後 ど う し て い る
タイにそのまま保存」がいちばん
「暇な時間」という回答が圧倒的
め、代表者がプリントしにいく

が自宅でプリントすると回答。

ック、インスタグラムなど）で共
な数を占めました。しかし、友

中や電車に乗っているときなど、

有」、「メールや LINE で送る」

ためのツールとして活用してい
かし、写真のデータ化や SNS

予想できたとはいえ、
今の
若い人たちは9割以上が
スマートフォンで写真を撮
っているようでした。
オンラインストレージにバックアップ
（iCloud、Googleフォトなど）

?

ケースが多いようです。

るという意見もありました。こ
の発展が進み、撮ったあとの楽

SNS
（facebook/インスタグラムなど）
で共有

95

人などと一緒にいるときは、写

の回答は、若者にとって写真は
しみ方は大きく変化しているの

写真を撮って思い出を残すの

コミュニケーションを図るため
かもしれません。

真を見せて自分の話を補足する

の必要なツールであり、自分の

モノとして残している人は
少なく、ほとんどがデータ
上のみに残しています。
携帯電話・スマホの中だけで保存

95

多く、次に「SNS（フェイスブ

?

50
40
30
20

41

思い出づくり
研究所

など、他人と写真を共有する答

壇上で研究結果を発表する
研究員野田。

10
0

47

3

Q.写真を撮ったあとはどうしていますか？
（複数回答可）

撮影データをメールやLINEなどで送る

アルバムをつくる

20
フォトコンテストに応募するのも、思い出を残す手段の１つかもしれません→P.33

JAPAN PHOTO 2016春夏フォトコンテスト

風景部門

シャッターチャンスも応 募のチャンスも365
日。１年を通して、応募総数約10万点となる
全国最大規模の写真コンテストです。全国の
カメラのキタムラ店舗で受付しています。
[応募期間]
2016年11月15日
（火）から
2017年３月15日
（水）まで
[募集コース
（部門）]
◯腕自慢コース
風景・人・自由
◯腕だめしコース
旅・自由・自然・ペット＆動物・
こども＆赤ちゃん・スマホ

「パラダイス」
三上発代（滋賀県）
「光芒の滝」
武藤達郎（千葉県）

「装う渓谷」
「満春競演」

詳しくは→P.33

川口五郎（群馬県）

清水守（愛知県）

人部門

「
〝わたし〞を
生きるということ」
山本 オカヨ
（長野県）

特選

「一年生」
石津節男（福島県）
「刀匠」
森口 昭十四（熊本県）
「ばあちゃんの
エコのれん」
「なになに」
「菜の花畑」
秋本哲志（東京都） 勝木 いくよ（福岡県） 栗原陽子（福島県）
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／15～11
／15

11
／15～ 3／15

JAPAN PHOTO 2016春夏フォトコンテスト

入賞作品からプロが
感じた技術と発想

カメラのキタムラ主催のフォトコンテスト。
2016年春夏の作品が集まりました。
各部門のグランプリには、作品づくりにも役立つプロ写真家の選評もあります。
応募総数、26,845点の中から選りすぐりの作品をご覧ください。

風景部門
広がりのある背景で臨場感を強める
桜島の噴火の様子を撮った作品。煙の量と形がダイ
ナミックです。青空に吹き上がる黒煙の勢いがまさ
にタイトル通りで、生命力が発揮された作品だと思
います。ただ噴火の煙を撮るだけではなく、港町と
海を入れることによって、噴火の臨場感をいっそう
強めています。
審査員：吉野 信氏
フリーの動物・自然写真家として40年以上活躍。
アフリカ、アラスカ、インド、ロッキーの野生と自
然を求めて、その成果を多くの写真集や個展で発表
している。日本写真家協会会員、日本写真協会会員。

グランプリ

「生命力」
中野博志（鹿児島県）

キヤノンEOS 6D、EF16-35mm、
F8、1/400秒、PLフィルター使用、
三脚使用

人部門
光を理解した写真ならではの表現

「待ってました。」
村上 錠（愛媛県）

見る人へ自分らしさをアピールする
準特選

／15～ 7／15

腕自慢コース

撮影者の思いが見る者へ伝わる
準特選

3

ギャラリー

ギャラリー

特選

準特選

JAPAN PHOTO 2016 秋冬
作品募集

誌上

誌上

どこがいいと思ったのか考えながらフレーミングする

背景が逆光線によって美しく発色し、本当に静かな
時間が流れていることが実感できる作品です。日常
の中の美しい光景、しかも写真ならではの表現で確
立できるシーンを見過ごさず、光の状況を理解して
撮っているところが素晴らしいです。

「幸せ家族」
寄能久子（広島県）

自由部門
特選

審査員：織作峰子氏
女性の優しい視線で世界各国の美しい風景や人物の
瞬間を撮り続けている。日本全国や世界各地で写真
展を多数開催するかたわら、テレビや講演に幅広く
活躍中。大阪芸術大学教授。日本広告写真家協会理
事。

グランプリ

「午後の憩い」
大西ちひろ（香川県）

キヤノンEOS 60D、EF 35mm、
F2.8、1/125秒

自由 部 門
拡大して鑑賞したい作品
人工光でこれだけ豊富に色が分かれるものかと思う
ほど、色彩が美しい。丁寧に撮られていて、光の中
には生活する人々の動きまで感じられるようです。
そして作者との共有感が伝わってくるタイトルも素
晴らしい。大伸ばしに拡大して鑑賞したい作品です。

「赤いイナズマ」

JAPAN PHOTO以外にも、個性的なコンテストはいっぱい。募集一覧は→P.1

島 宏幸（埼玉県）

「アクア遊び」
手島洋子（広島県）

審査員：丹地敏明氏
風景写真中心に、民家、伝統工芸、職人、刀剣など
への関心も高く、撮影対象は多岐にわたっている。
出版物の執筆や国内外の展覧会で活躍。フォトパラ
ダイスアカデミー主宰、NPO法人フォトカルチャ
ークラブ顧問。

グランプリ

「眠らぬ街」
岩崎幸男（東京都）

キヤノンEOS-6D、
EF 24-105mm、
F5.6、1/3秒、三脚使用

＜撮影データ表記＞カメラ、レンズ、絞り、シャッタースピード、フィルター、三脚使用
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JAPAN PHOTO 2016春夏フォトコンテスト

グランプリ

「初めての海、
初めての砂浜」

城戸佳奈（福岡県）
キヤノン EOS kiss X7、
10-17mm（フィッシュ
アイ）、F8、1/640秒

ペット＆動 物 部 門

グランプリ

「チュッ！」

自然部門

グランプリ

安島博（宮城県）

背景とフレーミングで子どもらしさを出す

全て計算して絵画のように表現する

地域特有の一期一会を切り取る

シンプルな背景に対して、子どもをぐっと前に持って
きている構図が上手です。また、水平線の位置、上か
らの光で真夏の太陽の熱さが感じられるフレーミング
も良いです。大きな帽子が子どもの小ささを強調して、
小さな体全体で真剣に砂を掘っている姿に、子どもら
しさがよく出ています。

見た瞬間、まるでフェルメールの絵画を見ているよう
な気持ちになりました。この場所で、こういう条件で
撮ればこんなふうに出来上がるという、全て計算され
たものを感じました。技術的な裏付けがしっかりした
上で、見る者を引き込む美しさを持った作品です。

北海道を代表する可愛らしい動物、ナキウサギとシマ
リス。地域特有の２種類の動物が出会った瞬間を望遠
レンズで狙ったのはとてもおもしろい試みだと思いま
す。何を考えているのか、不思議そうなシマリスの表
情がよくとらえられています。

特選

「私が主役」
板垣剛志（島根県）

「びっく
り
お化け屋敷」
豊間根 練（群馬県）

「じょうずに切ってね」
「ポーズ」
中島洋子 群(馬県 ) 山本和哉（広島県）

37 「JAPAN PHOTO」が引き続き作品を募集しています→P.33

榊原知美（愛知県）

「I See You」
Mighty Michael
（富山県）

準特選

グランプリ

審査員：海野和男氏
昆虫を中心とする自然写真家。長野県にアトリエを構
え身近な自然を記録する。出版物やテレビで活躍。日
本自然科学写真協会会長、日本昆虫協会理事。

「４月の雨」
山川 藍（北海道）

ニコンD750、 24-120mm、
F22、1/125秒、プロテクトフ
ィルター使用、三脚使用

グランプリ

「小っちゃくな～れ！！」

ニコン D750

永井 忍（愛知県）

視点を誘導する構図、を味方につける

大小の比較と遠近感の構図で見せる物語

とても小さい被写体ながら、目がそこへ誘導される構図造りができています。
その場にいるような気持ちになりました。雨の日は撮影条件として難しいもの
ですが、傘をさす人のシルエットや濡れた道の陰影、アスファルトに映る曇天
の反射で、全体が淡く、特別な感じに仕上がりました。

大小の比較、遠近感の構図がポイントです。画面をいっぱいに使って男性を大
きく配置。男性が手に持つライトは魔法の小道具で、女性を小さくしてしまっ
たのでしょうか。小さな女性の手にある花は「女性からプロポーズしているの
かしら？」と思わせます。物語が見えて楽しい作品です。

審査員：川合麻紀氏
彩り写真家。独特の色表現と爽やかでやわらかい描写を得意としている。「The
colors of nature」をテーマに世界各地の自然や動物の撮影を行っている。

審査員：杉本恭子氏
名古屋、東京を中心に写真教室や撮影会を実施し、写真の楽しさを伝えている。
生涯学習インストラクター１級。社団法人日本写真家協会会員、日本写真協会
会員、日本写真療法家協会理事、キヤノンEOS学園講師。

特選

「海に立つ」
高津美海（福岡県）

特選

特選

「丹頂鶴の
子育て」

「楽しいひと時」
堀 ヨシ子（埼玉県）

中西幸雄（大阪府）

準特選

「 贈呈（ヌートリア） 」「ねぇ、見て見て！」「春」
板倉 福多郎（愛知県） 中村敏巳（大阪府） 大嶽更紗（神奈川県）

!!

「ふたつの顔」

「夢心地」
「キャベツおいしいよ」「仲良し姉妹」
山口百香（福岡県）
久保明子（福岡県） 澤 佳弘（東京都）

「あ！ママいた 」
林 真理（東京都）

準特選

特選

旅部門

池田 貴美子

キヤノン EOS-1DX、300mm、F5.6、1/800秒、三脚使用

審査員：沼田早苗氏
「財界」
「ヨミウリウイークリー」の表紙撮影、商業写
真、取材撮影などを手がける。写真展には「私の社交
録」「みんな・みんな・蒼き狼」
「もう一人の日本人」
など。

自由部門

「シマリスの片思い」（北海道）

キヤノン EOS-5D3、50mm、F1.2、1/250秒

審査員：増田勝正氏
犬、猫、ペット専門の動物カメラマンとして30年以
上仕事。アイメイト(盲導犬)のボランティア活働にも
参加し、自ら犬、猫の繁殖・育成にかかわっている。

腕だめしコース

ギャラリー

ギャラリー

こども＆赤ちゃん 部 門

タイトルを工夫して、作品を際立たせる

誌上

誌上

シャッターチャンスと背景を活かし、プリントまで気をかける

!!

「一緒に帰ろ？」

「初めての天の川
と記念写真」

「びしょ濡れだよ」

藤本遥己（広島県）

山﨑洸希（石川県）

石川浩二（大阪府）

準特選

「七夕まつり」
浅岡美香（愛知県）

「山をかける炎」
市村茂樹（徳島県）

「キラキラ」
浅井和範（神奈川県）

準特選

「砂漠をかける少年」
渡辺梨香（東京都）

その写真、応募して大丈夫ですか？

「郷の春」
加藤敏郎（大阪府）

「もう帰るの!?」
豊永欣二（香川県）

SNSのルールとマナーをもう一度見直してみましょう→P.39
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Question

準特選

力的だったので「撮らせてく

います。ある親子の笑顔が魅

散歩する親子がたくさん来て

「天気の良い休日の公園には

伊藤愛香（愛媛県）

ださい」と声を掛けて撮影し
ました。
『家族写真のコンテスト』に

「やすらぎ」
「サメハメハー 」
平尾 晋太郎（山口県） 本郷芳幸（奈良県）

「友達」
田口大介（東京都）

御手洗 茉央（神奈川県）

「陰とのふれあい」

トそのものの意図や写真の扱わ

です。入賞したフォトコンテス

まり広く世間の目に触れるとき

われたりするケースですね。つ

載されたりポスターで大きく扱

い写真ができたからといって、

のはよいことです。ただし、い

い う 立 場 で、『 許 可 』 を も ら う

駄目ですが、その場の管理者と

ですから保育士さんに頼んでも

権』は両親にしかありません。

「撮影前に声を掛けているので

らうことがベストでしょう。

先を聞いて、了解のサインをも

情を説明したうえで相手の連絡

する写真撮影では、こちらの事

明確な目的があり公表を前提と

場合でも相手の許諾が必要です。

写真を使用するときは、どんな

シャル利用については、親権者

とくに商品宣伝などのコマー

的な方法です。

ることが多くなり、それが一般

で、両親などから『許諾』を取

的ですが、現実には撮ったあと

に『許諾書』がもらえれば理想

公園や街頭などでは、撮影前

のような場合、肖像権の扱い
をどのようにすればよいので
しょうか」

諾』を得ればよいのでしょう

載誌名、発行予定日、撮影者名
のほか、コマーシャルの場合は、

「奇跡の一枚」
高橋大輔（群馬県）

「仲良く甲干し」
後藤順子（山口県）

質問例

「小鳥のシュプール」 「盛夏 仏の花開く」 「誰？」
仲原 健一郎（福岡県） 桑原 多津子（滋賀県） 麻生直子（奈良県）

「点滴中に出歩いて」
前田和守（東京都）

れ方が、写されている方の心証

商業目的のポスターなどに使う
と き は、 親 権 者 の 父 母 の『 許

を害する内容ではないか、細心
の注意を払ってください。

すから通常は問題がないでしょ

『暗黙の了解』は、双方に善意

との間で文書を交わすことが必

諾』が必要です。

う。撮られるのが嫌な場合、相

の気持ちがあることが前提です。

須です。

また広告物などの商業目的に

手は撮影を拒否することができ

それを外れた扱いをしないこと、

連絡先を聞いていません。こ

ます。それがなければ相手も了

つまり写されている人たちへの

おく必要があります。

ス ）に よ る『 承 諾 』 を も ら っ て

像権使用許諾書』（モデルリリー

的 に よ っ て は 親 権 者 か ら、『 肖

生の『許可』をもらい、利用目

合は、事前に園長さんや校長先

幼稚園や小学校での撮影の場

解をしていると考えられます。

Question

配慮の気持ちが大切です。」

相手が拒否の反応を示していな
いのであれば、いわゆる『暗黙
の了解』を得たと解釈すること
もできます。フォトコンテスト
への応募や展覧会への出展に関

で許される場合が多いでしょう。
しかし問題となるのは、撮影

（後略）」

『許諾書』には、撮影目的、掲

金品の有無などの条件を明記し、

「公園で遊んでいる子どもた

親権者の氏名、住所、署名捺印、

しては、この暗黙の了解の範囲

したときよりも公表するときで

「子どもに『撮ってもいいね』

ちを撮りました。誰に『許

す。たとえばフォトコンテスト

詳しく学びたい人は

!!

日付が必要です」

「空」
中林 真菜水（鳥取県）

「昼下がり」
村 唯（沖縄県）

「オルメカの復活」
西村奈菜（広島県）
「チリンチリン」
土永亜子（京都府）
「夏を待っていました」
安藤菜月（大阪府）
「六顔十花」
「自撮り」
望月 伸八朗（静岡県） 吉田優子（茨城県）

「シャッターチャンス!!」 「Chuリップ♥」
酒井 明日美（福島県）
佐藤愛瑠（新潟県）

入選

撮影直後に会釈程度の挨拶でも

応募したいのですが、名前や

「へるめっ頭…祖父の優しさ」
矢野 亜紗美（徳島県）

ギャラリー

でもその前に、写り込んでいる人に許可を取らなくて大丈夫ですか？

誌上

「サングラスに写る沖縄とキミ」
戸田綾乃（千葉県）

きれいに撮れた写真は、SNSにアップしたりコンテストに応募したくなったりするもの。

審査員：奈良 巧氏
小学館編集部時代に篠山紀信氏、
竹内敏信氏、田沼武能氏、石川
梵氏、赤城耕一氏などを担当。
現在は雑誌記者、カメラマン、
編集者として活動中。

「３、
２、
１、
０才だー」

と 断 っ て も 駄 目 で す。『 許 諾

●「有料撮影会で撮ったモデルの写真を
ブログに掲載したい」（P138）
【お問い合わせ】
公益社団法人 日本写真家協会
〒102-0082 東京都千代田区
一番町25番地 JCIIビル303
☎︎03-3265-7451

大西彩子（愛媛県）

で入賞し、その写真が雑誌に掲

●「『許諾』
『黙認』
『無断撮影』
『無断使用』」
（P122）

朝日新聞出版
日本写真家協会 編
780円＋税

グランプリ

デジカメやスマホが普及し、誰もが気軽に写真を撮れる時代になりました。

38
今号の巻頭も圧巻の写真たちです→P.1
PCC顧問の竹内敏信先生の写真集が発売されました→P.46

39

●「SNSにアップすると著作権がなくなる？」（P38）

「私たちもマイケル・ジャクソン」「雨上がりのサクスィスト」「せーの、ジャ～ンプ！」「MONO TONE WORLD」
「団結！
！」
朝日 恵美子（静岡県） 吉川瑠音（三重県）
山田理絵（新潟県）
向江 佳緒里（埼玉県）
川野元之（大分県）
●「許諾を得ない『後ろ姿』をブログに--盗撮行為や肖像権侵害になりますか？」（P158）

SNS 時代の写真
ルールとマナー

写真はカメラで撮るものだったが、いまやスマホ片
手に撮るのが当たり前の光景となった。しかも撮った
その場から文字とともに送れてしまう手軽さは、「一億
総写真家」時代であり、写真の革命だ。
レストランでの料理や、運動会の写真をブログに載
せるなどの行為をするときには、「ちょっと待て！」。
手軽さの裏にひそむ問題点をプロ写真家が「Q&A」
で丁寧に指導し、思いがけない事件の当事者にならな
いよう、SNS時代の写真常識を身につける必読本。
写真を楽しむためのQ&A 集

「ひぃばぁちゃんの特効薬」
「サービス精神旺盛」
田嶋直子（大阪府）
都築 ミドリ（神奈川県）
「なに笑ってるの？」
千葉惠子（神奈川県）

「わたし。」
木村 陽（神奈川県）
「家族」
柴山侑久（東京都）
「夜桜」
濱﨑敬子（神奈川県）

「HAT BABY」
奥泉 篤（東京都）
「カピバラさん」
上村伊代（三重県）

写真を撮っている 〝私〞 〝大好き
なあなた〞 〝沖縄の海と砂と空〞
が全て写っている、写真ならで
はの不思議な画です。スマホに
多い自撮りのうちの１つですが、
相手の中に自分がいるという構
図が、忘れられない沖縄の思い
出としてこの１枚に残っている
という面白い作品です。

1

写真ならではの
インパクトある1枚

「雪化粧」

2

特選

SNS 時代の写真ルールとマナー

スマホコース
スマホならではの自由な発想、面白い絵柄

その写真、応募して大丈夫？
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