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ＲＰＳ国際プリント写真展入賞！

歴史ある第１５１回ＲＰＳ国際プリント写真展にて、林喜

一会員が見事入賞といううれしいニュースがあり、今回のス

ポンサー特別賞受賞という快挙だ。

今回は、会員８名、計２４点の応募作品を支部としてとり

まとめ、本部写真展に参加したが、最終結果についての詳細

は、まだ手元に届いていない。

特別賞対象のテーマ「 」部門への応募は、林World Justice
会員のみであったが、その１枚がみごと入賞に輝いた。

写真： 「進路を問う」 林 喜一The Armed Forces

写真展に応募して

この度ＲＰＳ本部写真展に参加させて頂き、思いがけなく

スポンサー特別賞を頂くことになりました。

本部からの連絡によりますと、６月１

２日に表彰式が予定され、新しい美術館

にも展示されて、イギリス国内の巡回展

にも参加できるとのことを望外な幸せに

思います。

これもＲＰＳ日本支部の皆さんのお力

添えがあればこそと深く感謝し、筆舌に

尽くしがたい気持ちでいっぱいです。



この写真は、３年前にネパールにおいて、軍隊が訓練して

いるところを偶然目にし、撮影できないシーンでしたので、

身を隠し、苦労して撮った１枚です。

戦争反対の意味も絡めて、手前に鉄線を入れて 「進路を問、

う」というタイトルにしました。

写真が好きでＲＰＳに入会させて頂きましたので、これか

らもよろしくお願いいたします。

英国最新リポート①：

バースのＲＰＳ本部訪問

本村 政治

（ ） 。4 21 9 30月 日 月 時 分アポ無しのいきなりの訪問である

実は前日ホテルで 本部の場所を確かめた所非常に分かりRPS
にくい所だった。

いきなりの訪問にも さん、 さんが快Tony Mant Diane Smith
く迎え入れてくれた （ 右端は本村氏）。 写真①

階の事務所には入賞したと思われる写真が 点程展示さ1 20
れている。約 割程度が幼児と人物の写真である （ ）7 。 写真②

さんが事務所内を案内してくれた。スタッフはTony Mant
～ 名位。 階までが事務所。階段周りのギャラリーには15 20 4

優秀作品が展示され、作風が日本とかなり異なる印象を受け

た。ポートレートが多かった。

は、右側の椅子が審査員席で、前方と右側に並べら写真③

れた作品の審査が行われる。

、 、 、ＲＰＳグッズはネクタイ シャツ ウインドブレーカーT
ジャージーなどがあり、注文すれば在庫がある限り応じてく

れる （ ）。 写真④

は紀元前英国を統治したローマ帝国がこのバースの鉱Bath
、 （ ） 。泉に目をつけ温泉を引き バース 風呂 の語源ともなった

今でも浴場跡が残っている。 本部を後にして、ロイヤRPS
ル・クレセント周辺からスタートした。ローマン・バス博物

館、すぐその隣のバース寺院、市内を巡りながら最後はバル

トニー・ブリッジ、其処からバース・スパ駅へ。旅の終わり

を締めくくるロンドンへと戻った。

今回の旅の目的は、バースの 本部を訪ねながら、そのRPS
近郊の何百年も変わらない英国の田舎町の風景を撮影する。

もう一つは実弟が英国通であり、彼の仕事の日程に合わせ

てロンドン市内を散策し、運が良ければクリケット場を見学

出来ればと願っていた。

弟の仕事の関係で最初はロンドンに滞在し近郊を巡るスケ

5 6ジュールである。 それにしても英国は物価が高い。 ～

年前位から物価が高騰し地下鉄の初乗りが 倍。ホテル代が2
本当に高かった。

撮影面では、ロンドン市内はいい雰囲気だし、伝統の街と

云った趣きがあった。人々に道を訪ねても親切に教えてくれ

るし、滞在中不快感を持ったことは一度もなかった。

弟はデザイナーなので各店のショーウインドーを覗きなが

ら歩く。その都度その街の歴史を語りだす。ロンドンは丁度

八重桜が満開だった。

バッキンガム宮殿の衛兵の交代。フォースガードの馬と衛

兵。ビッグベンとウエストミンスター寺院。ブリティッシュ

エアーウエイの大観覧車。タワーブリッジなど被写体にはこ

とかかない。 （続く）

上から写真①

写真②

写真③

写真④



ＲＰＳＪ写真展報告

高原 直哉

Japanese今年の 第６回ＲＰＳＪ写真展 は 日本らしさ―「 」 『

』をテーマにかかげ、新参加の４名を含め、２０名の会Style
員から３８点の力作が集まり、会場いっぱいに展示すること

ができた。

外国の方にも参加を呼びかけたが、今回の参加者は１名だ

った。

期間中、会場へはおよそ３５０名と多くの方々が訪れ、熱

心に鑑賞して頂いた。

「統一テーマ」での展示のため、いろいろな観点でのとら

え方が感じられおもしろい―などの意見も頂いた。

①応募作品の内訳はフイルムとデジタルがほぼ半分。

（ＲＰ１１点 Ｎ１点 Ｂ／Ｗ２点 デジタルＰ２４点）

②プリント仕上げは、ギャラリーキタムラのプロラボ（プリ

ントアーチスト）にまとめて依頼し、色調、濃度など全体の

調和を計る。

③出品の費用は、プリント代＋マット裏打ち代＋会場費頭割

りを含め、一人２点で約２３０００円。

今回のテーマは、参加の方から、いざ撮ろうとすると、意

外に広いテーマで考え込むなどの意見もあったが、それぞれ

自由な感性の作品が集まった。

来年の第７回展も同じテーマでチャレンジしたい…の声も

、『 』 。あり 日本らしさ― で実施することに決定Japanese Style
外国の方にも、再度参加を呼びかけ、国際的な合作展にな

ることを願っている。

会員全体のＲＰＳＪ展、多くの方々の参加を期待します。

第７回ＲＰＳＪ写真展のお知らせ

日時：２００９年２月１２日（木）～１８日（水）

場所：フォトギャラリー「キタムラ」

テーマ： 日本らしさ― 』『 Japanese Style
～日本みたまま、感じたまま～

生活感、日本文化、伝統など、自分の観点で自由に

作品：半切１～２点 フイルム、デジタル、いずれも可

締め切り：２００８年１２月２０日

写真左：写真展会場の生花

（ ）ＢＢＣ英国放送協会より

◎ 写真はときとして様々な人をつなぐ。

今回もそんなドラマがあったので紹介したい。

《一枚の写真》

本村政治

、『「 」 。第６回 の写真展の後 野点 の女性は私の姉ですRPSJ
この写真を分けてもらえないでしょうか』と連絡があった。

早速弟さんと会った。蔵田君といい、彼の話では「医者に

嫁いだ姉が、この３月末にボストンへ行くので母がその写真

を玄関に飾りたい」とのことである。

弟さんに写真を差し上げた。後日福岡県戸畑市にお住まい

のお母さんから丁重なはがきを戴いた。

■新入会員の紹介

（たかぎ あきみつ）髙木 陽光

東京都在住 （高木祥光会員の長男）

写真暦：約 年10
職業：中・高等学校の社会科教員

オカリナ・サックス奏者・指導者

大学院ドクター候補生（研究テーマ：緑地保全の構造）

興味のあるテーマ・分野：人物・風景画・イベントなど

所属団体：日本音楽指導員認定協会、比較都市史研究会、

日本観光研究学会、日本観光ホスピタリティ教育学会



放談・デジタル アナログ
構成：豊田芳州

〔５〕最終回

これからの写真はどう変わるの司会：

ですか。

デジタルカメラで撮影するとＡさん：

きは、ムービーのようにカメラを“回

して”その中から撮りたい写真を静止

画として選ぶようになると思います。

いずれは、 万画素の静止画をム600
ービーから落とせるようになるでしょ

う。一瞬のチャンスのために一眼レフ

のミラーを跳ね上げる必要はない。

いまでも、デジタルはフィルム代を

気にしないで ～ カットは撮れ200 300
。 。ます その行き着く先はムービーです

テレビがハイビジョンになるので、

その高画質でムービー（ビデオ）をコ

マ送りし 「このシーンがいいね 「シ、 」

ャッターチャンスが最高だね」と思っ

たときにボタンを押す。そのコマがプ

リントになって出てくる。それが、家

。電メーカーが目ざしているところです

そのために、一生懸命、一眼レフメ

ーカーを買収したり、提携を進めてい

る。そういうシナリオができている。

スチルカメラとは関係ない世界にな

ります。

カメラの将来性という観点でＢさん：

私は聞いたのですが、現在、カメラに

、メディアカードを入れて撮っているが

このカードがなくなって、将来はカメ

ラの中にカードが一体化される。

その次の段階は、Ａさんが言われた

ようにムービーの中から欲しいコマを

拾い、それを大きくプリントできるよ

うになるということです。

現状の問題として、 でたくさJPEG
RAWん撮るか 大サイズ用を意識して、

、 、で撮るか 二つの考え方がありますが

大差ないので、私は で撮ることJPEG
にしています。

、ただ気をつけなければいけないのは

を開いたり閉じたり繰り返すとJPEG
。デジタルデータが壊れていくことです

私は、大切な写真は で保存してTIFF
います。

現在の は でＣさん： JPEG JPEG2000
すが、それ以前の とは互換性がJPEG
ない。

すると 年以前の はＥさん： 2000 JPEG
開けないことになるんですね。まいっ

たナー。

画像の圧縮方式が違うＣさん：JPEG
んです。

今の の次にできる規格も圧縮JPEG
方式が進歩するので、また互換性がな

くなります。変換するためには、かな

り無理したソフトが必要になります。

一般に、デジタルではデータが正常に

。受け継がれるかどうかはわかりません

さっき保存について心配してＥさん：

いましたが、また違う困難があるわけ

ですね。

。 、Ａさん：色についても同じです 現在

という色空間（色再現を正確にsRGB
行うための方式）がスタンダードです

が、印刷業界やカメラメーカーは色再

現性のより高い がいいと言AdobeRGB
っています。

将来、 の色空間がポピュAdobeRGB
ラーになったとき、従来の は再sRGB
現できません。それを に変AdobeRGB
換しようとすると大変な手間を要しま

す。

もうひとつ、現在は三原色でＣさん：

撮影・再現していますが、これからは

スペクトラルカラーと言って、ナロー

バンドに分解して何色も使って撮影・

再現する方向へ進んでいます。三原色

という概念で保存したデータは、いつ

まで使えるか疑問です。

。Ａさん：デジタルは限りがありません

個人的にはデジタルのほうが安いとは

思えない。すべての機材を更新し先端

技術を追いかけなければならないから

です。そう考えるとフィルムのほうが

安い。

デジタルは旗色が良くないよう司会：

ですが…。

いや、海外旅行はデジタルでＥさん：

しょう。フィルムは荷物検査のＸ線が

問題です。

いま、海外旅行にフィルムはＡさん：

アウトですね。また、プロフェッショ

ナルな分野では、失敗を防ぎ、その場

を切り抜ければいいのでデジタルのほ

。 、うが便利です フィルムが適するのは

作家や趣味で撮る人たちです。

Ｊさんの考えはいかがですか。司会：

私は、ここ 年ぐらい暗室でＪさん： 15
。モノクロのプリントを作ってきました

アートエマルジョンという乳剤を使っ

て創作活動を進めています。水温とか

時間のアナログ調節が焦点です。今日

の話は、感光材料の未来にも不安を感

じました。

暗室作業はアナログの極致です司会：

ね。この楽しみを大切にしたいもので

すね。

アマチュアとしてカラーを撮Ｃさん：

るときはデジタル “ちゃんとした”を、

撮るときは白黒です。暗室を整備して

白黒を始めたんですが、やっぱりいい

ですね。ただ、感材が少なくなってい

くのが困ります。

そういうファンがいるというＦさん：

。ことをメーカーも知ってほしいですね

感光材料は、これからもますＡさん：

ます減っていくでしょうね。

先ほど、Ａさんは外国ではフＫさん：

ィルムはたいへんですねという話があ

りましたが、どのように対応すればい

いんですか。

基本的には手荷物にして、フＡさん：

ィルムだとわかる状態にしておいて、

［ハンドチェックお願いします］と依

頼します。しかし、なかなか応じてく

れません。

大丈夫だから機械に通してくＫさん：

ださいといわれます。

まで安全と書いてあＡさん：ISO1600
るときは、ほぼ大丈夫です。特にリバ

ーサルは大丈夫です。ネガは弱いです

ね。

リバーサルは ～ 倍強いと言われて3 4
います。ただし、海外、特にアメリカ

などでは、通称フィルムキラーという

検査があって、ものすごい被爆量にな

り、フィルムは全滅します。

一方、フィルムのハンドチェックを

容認しているとフィルム型爆弾が開発

される恐れもある。検査機を通さなけ

れば人も通してくれません。

最近、多い質問は 「フィルムをどこ、

で買えるか 「どこの現像が信頼できる」

か」ということです。すなわち、現地

で買って、現地で現像すればＸ線の問

題はなくなります。

いろいろな意味で、海外へフィルム

を持ち出すことはたいへんです。そん

なとき、ＲＰＳの会員証が身分証明と

して役立てればと思います。イギリス

は通用するでしょう？

時間なので、これにて終了しま司会：

す。 （終）


