
NEWS LETTER
2007/03/25第 号９

発行所 英国王立写真協会・日本支部

107-0051〒

1 - 7 - 1 0東京都港区元赤坂

9F元赤坂ビル

Tel 03-5413-7829
Fax 03-5413-7410
E-mail : yoshi-rpsj@mm.em-net.jp

発行人 藤井悦男 編集人 川村賢一

●写真活用法

埋もれた写真に２１世紀の光を当てる

一枚の写真は語る

高原 直哉

みなさん、少なからず我が家の一角

を占拠？している、アルバム、未整理

の写真プリントに触れる機会あります

か。

たまには見てよ－とプリント達は願

っているのではないでしょうか。 し

かし、なかなか見る機会は少ないのが

現状でしょう。

じやまもの扱い？ではないが、不思

議な存在ですよね。

そこで、何とか、再度見る方法はな

いかと考えていたところへ、グッドタ

イミングで、過去の写真（プリント、

ネガ）をデジタルデーター化して、Ｄ

ＶＤに収める「フォトマイニング」と

いう、フジフィルムの商品を知った。

私はぜひやってみたいと思っていた

、 、ので その趣旨に自分の意見をいれて

自分史をつくってみようと決心した。

独身時代から、結婚、家族の成長、

定年までの歩みを２００カットくらい

のプリントでまとめてＤＶＤ化すると

いう計画。

さあ、スタート。

あちこちのアルバム、ダンポールを

ひっぱり出して、年代順にポイントに

。なるプリントをピックアップしてゆく

楽しい作業ではあるが、やりはじめ 自分史ＤＶＤを手にする作者



ると結構手間と時間がかかることがわ

かった。

一枚一枚のプリントから思い出があ

ふれ出し、選ぶのに迷うからだろう。

相当、気力、体力、が充実していな

いとできないかなーと。

選んだプリントに簡単なコメントも

つけ、自分史の大タイトルも手つくり

、 。で描き カットのひとつとして加えた

ようやくできあがったこれらを一括し

てフジフィルムに注文した。

はじめてから半年がかかっていた。

。 。待つこと一ケ月 できあがってきた

初の映像ＤＶＤ自分史。

家族そろって照れながら見た。いろ

いろな思い出、会話、笑い、タイムス

。リップして時間を忘れて盛り上がった

感動だった。

長く眠っていた我が家の大切な記録

が生き返ったのだ。アルバムのプリン

ト達も喜んでくれただろう。

私はアナログ人間で、他人の力を借

りての製作だったが、パソコンに長け

たみなさんはスキャナーなどで、自分

でできますよ。ぜひ、チャレンジして

みてください。

、 、つくる過程で 又違った写真の存在

凄さが味わえることでしょう。

昨今のデジカメブームで、記録、作

品がパソコン内に眠っているのもさみ

しいです。

アルバム、写真集、作品発表、ＤＶ

Ｄ，………、皆が観賞できるようにし

たいものです。

●高原会員より寄せられた原稿は、写

真の活用法として、大変興味深いもの

です。

提供して頂いたＤＶＤは、高原さん

の半生とご自身の友禅染や写真の作品

をまとめたものです。

高原さんとご家族の人柄や、スポー

ツ、美術、バレエ、音楽と大変多彩で

明るいご家族の歴史や、交友関係が凝

縮され、見応えがありました。

ここで紹介されている「フォトマイ スライドショーＤＶＤ「高原直哉の半生 「趣味の写真」より」

ニング」は、残念ながら現在サービス

終了となっていますが、この種のサー

《 参 考 》スライドショーＤＶＤ作成ソフトビスを行っているラボは、ネットを探

すと他にもいくつかあるようです。

＊ DVD Slide Theater 2 （ユーリードシステムズ） 3,150 円また、古い写真の補修や、画像調整

スライドショー作成に特化したソフトが自分でできれば、さらに完成度を高

＊ デジカメDVDスタジオ2 （ユーリードシステムズ） 9,800 円めることも可能です。

デジカメ写真やムービーをＤＶＤにさらに、スライドショーＤＶＤのソ

＊ デジカメde！ ムービーシアター （エーアイソフト） 9,800 円フトを使えば、デジタル写真集や写真

写真に動きを加えて動画のようにできる付音楽ＤＶＤなどへ、表現の幅も広が

＊ 9 （ソニック ソリューションズ） 7,140 円 ハイビジョンにも対応るのではないでしょうか 川村。 （ ） ＭｙＤＶＤ



私と写真

大賀 啓三

めったにした事のない私が、大学入

学の時、父におねだりをしてカメラを

買って貰ったのが キャノン ２Ｄ でし

た。

昭和２８年の事で、文京区の土地が

３０坪位買える値段でした。

嬉しくて週末や夏休みなどカメラを

肩に旅をしました。キャノンクラブ に

も入り、マガジンに生フィルムを入れ

て撮影しました。

然し仕事の都合で長く休み、再開し

たのは１０数年前のことです。スキー

に訪れていた岩手県の安比高原の奥の

マキバの池塘のほとりの美しい高山植

物に魅せられ、コンタックスのマクロ

などをもって４～５年通いました。

全日本山岳の坂井先生や澁谷さんに

、 「 」ご指導を頂き ボンカラーで ４人展

を致しました。

その后、高村 規 先生ご指導の文京

フォトサークルに加入し、またフジフ

ォトサロンでの 風見武秀 先生の写真

展で、先生にお目にかかり若山理事の

ご推薦も頂き、日本山岳写真協会に入

会致しました。

カメラも ペンタの６４５二台とズー

、ム３本で旅馴れたスイスの山々を撮り

毎年出品させて頂いて居ります。

きびしい山の写真ばかりみていた時

に、銀座でのＲＰＳの写真展を見て何

とほのぼのとして、多様な分野の写真

だろうと感じ入り、岡田さんにお願い

して入会させて頂いた次第です。

プロの方や豊かなキャリアの方々ば

かりでびっくり致して居りますが、自

分なりに、ご指導頂き乍ら会員ライフ

をエンジョイさせて頂いて感謝して居

ります。

ここまで自己紹介みたいですが、次

にデジカメと銀塩フィルムについて少

しばかり。

先日、フジフィルムの方に伺った話

ですが、デジカメが進歩して ５～６メ

、ガから１５メガ位になって居りますが

、 、デジカメの１０メガは 横に４,０００

縦に２,５００～３,０００位のピクセ

ル（受光素子）が平面に並んでいる訳

です。

然し、フィルムでは ３５mmでも 縦

横それぞれ万単位以上の銀塩粒子が、

そしていくら薄くしても 厚味で１０層

以上の銀塩分子が重なっていて、透過

光も受光しているそうです。

桁違いの数字だと思います。

私は今 記録的な写真はデジカメで、

作品は、フィルムの６４５で撮ってま

すが、如何なものでしょうか。教えて

ください。

写真上：ブライトホルンの朝焼け

（スイス ツェルマットにて）

写真中：かたくり （安比高原にて）

写真下：ラウバーホルンの山頂近く

（スイス クライネシャイデークにて）



放談・デジタル アナログ
構成：豊田芳州

〔２〕

デジタルにしろ、アナログにし司会：

ろ、われわれが目標とする色作り、諧

調作りとはどのようなものなのでしょ

か。

フィルムにしても電子映像 デＣさん： （

ジタル）にしても、プリファード・カ

ラー（好ましい色）の再現が設計の目

標です。けっして、元の色との一対一

の関係で再現しようとするシステムで

はありません。

そういうことを念頭に置いて考えれ

ば、フィルムはフィルムなりに好まし

い再現があり、デジカメも同じで、デ

ジカメをどう使うかが問題です。

フィルムと同じようにデジカメで印

画（プリント）を作ろうというなら、

フィルムに合わせるように調整できま

す。フォトショップを使うといろいろ

な目標を実現できます。古典印画、例

えばゴム印画に合うようなネガを作ろ

うと思えばちゃんとそれを選べるよう

になっている。そういう点では、たい

へん便利にできている。

フィルムとデジタル、どちらが良い

かという問題ではありません。

創ろうとする絵を、作品としてエモ

ーショナル（情緒的）な分野で考える

ならば、色の基準はないはずです。

作家がもつイメージが大切で、基準

にしばられていてはいけない。作家の

イメージ（色）がその人の基準です。

そういう使い方をしていけば、フィル

ムでもデジタルでも同じです。どちら

の手段を選ぶかの問題です。

Ｃさんのご意見は、写真業界で司会：

の最高レベルでの意見と思われますが

…。

いえ、そうではなく、写真でＣさん：

作品を創るということでの話です。

実務的な記録を作るという写真の使

い方ではありません。

ここで論じようとしていることは、

作品を創ろうとするならば、作家のモ

チーフに合うシステムが選択されれば

いい。例えば、デジタルでなければ表

現できないモチーフがあるかもしれな

い。

科学写真とか自然写真について司会：

はいかがですか。

科学的な目的なら忠実な再現Ｃさん：

をしてくれなければ困るので、それは

別のカテゴリーで、そのためのソフト

を作らなければならない。

しかし、忠実な再現をしたのでは、

けっして多くの人がいい写真と思って

くれない。だから 「好ましい色」再現、

に設計は向かっている。

さきほど話があった、鮮やかなイメ

ージカラーのフィルムが開発されてい

るわけです。

それがいやだという人は、また別の

フィルムを選ばなければならない。

作品レベルで考えれば、作家一人ひ

とりの問題で、主観的なことです。色

というのは主観の世界です。

色のスタンダードについてほか司会：

に意見はありませんか。

色の基準はたいへん重要だとＤさん：

思います。スタンダードというか、そ

こからものごとが出発するのではない

か。

一足飛びに作家のレベルへ飛躍して

しまい、作家のイメージに合う色の話

になってしまいましたが、私は、写真

の調子（色）再現が基礎になっている

と思います。

一般の人々、すなわちユーザーはス

タンダード（基準）を知らないと色に

ついて理解できないのではないか。

私の場合、デジタル写真をプリンタ

ーで出力したものと印画紙に出力した

ものとでは、ぜんぜん違っていたこと

がある。

プリンターの染料（または顔料など

） 、インク と印画紙の発色の違いなのか

基準が知りたい。

。長期保存の問題にもつながると思う

私は、実際にデジタルを十数Ｅさん：

年やってきました。

保存をして、それを利用しようとす

るときに、いちばん困る問題は、パソ

コンは必ず壊れるものだということで

す。故障したときどのように保存して

いたかが問題になる。

パソコンを修理に出して戻ってきた

とき、保存していた画像を処理しよう

とすると画像が壊れてしまうことがあ

った。壊れた画像は修復できない。

デジタルでは、たまにそのようなこ

とが起こる。

私は、フィルムとデジタルの両方を

やってきました。フィルムをスキャン

してデジタルデータで残してきたこと

もありますが、フィルムで残しておい

たほうが楽だなあという気持ちです。

例えば、ＭＯで残しているものがあ

りますが、ＭＯは今のパソコンでは外

付けのドライバーを買わなければなら

ない。このようなことは、これからし

ょっちゅう起きます。ＭＯからＣＤ、

それからＤＶＤと変わっていくと、そ

のつど新しいメディアへ置き換えて残

さなければならない。

そのとき、さきほど話したようにデ

ータが壊れることもある。

年前の写真プリントをスキャン100
してパソコンで修正したら、ものの見

事に復元できました。

最近のことですが、 × 判で撮っ6 6
てもらった家内の結婚式の写真が露出

アンダーだったのですが、これをスキ

ャンしてデジタル処理したらものの見

事に修復できました。

ところが、デジタルデータでは、デ

ータ以上のことはできない。

アナログでは、変色しても情報がか

なり残っている。そういう意味で、古

、 （ ）い写真 プリントやポジ リバーサル

は、たとえ色が変わっていても修復可

能です。

そうなると、アナログとデジタル、

。どっちが良いのだろうかと悩んでいる

、 、写真家の先生にうかがうと 現在は

昔と違って印刷が思うように仕上がら

ないと言われる。

これが問題だそうです。今のデジタ

ル化した印刷の機械は、アンシャープ

（画像をシャープにする処理）が画一

的にかかるように作られている。

不要な写真にまでアンシャープがか

かってしまう。

テレビを見ていても、デジタルテレ

ビは今までのテレビとは違ってきわめ

て鮮明で、きれいです。

これと同じような現象が印刷の世界

でも起きているとすれば、我々はどう

すれば良いのか。たくさん撮った写真

の保存はこれからたいへんだなと思い

ます。

Ｅさんの長年の実体験から得ら司会：

れた貴重なお話ですね。

（次号に続く）

（編集後記） 写真に関するあらゆる原稿や情報、ぜひお寄せください。企画のアイデアなども歓迎です。 （川村）


