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ルーク・オザワルーク・オザワルーク・オザワ
インタビュー

航空写真家の “核心に迫る”

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

第 1 回／全 6 回連載第 1 回／全 6 回連載

「自らの引き際について」「自らの引き際について」
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　　　　ルークさん、引き際って考えたことあります？

ルーク　あるよ！

　　　　うそ ?　!

ルーク　あるよ～（笑）。いや、そりゃ引き際を具体的
にこの年齢までにとかは考えたことないよ。でも、ボチ
ボチ引かなきゃいけないのかな、とかね。60歳を超え
るとさ、年齢と共にいろいろ考えるよ。

　　　　バリバリですよね。

ルーク　そう、この通りとても元気だよ！この前も成
田空港で撮っていたんだけれど、気がついたら最終便
まで撮っていたよ。ホテルにチェックインしたのが午
前 0 時だった。「もう来ないのかと思いました」って
言われてしまったよ。もう1機もう1機って、まだまだ
気力も体力もバリバリだよ。

　　　　ルークさんは人が良いから、ファンの期待に
応え続けたいという想いがきっとお強いだろうなって。

ルーク　あのね、60歳を過ぎて思うことはね。自分が
3~40歳代のときに 5~60歳代の人がいた訳なんだけれ
ど「あの人はいま何をやっているんだろうな」って思う
よね。

　　　　テレビ番組でありますよね。

ルーク　そう（笑）。「あの人はいま！」みたいな。いま
から20年ぐらい経ったら「そういえば、ルーク・オザワ
っていたよなぁ」って思われるかもね。その前に、それ
こそカッコよく、潔くスパッと引いた方が良いのかなっ
て。それは考えるね。

　　　　その美意識が高い 61 歳のルークさんが考え
ている「引き際」に興味があったんです。

ルーク　なるほどね。そういう意味ではミラーレスカ
メラの出現が助かっているんだよね。軽いし、撮影時
に消耗する体力は相当違うよね、重い一眼レフと比較
したら。でも、軽いからといってもしっかり体力トレー
ニングはしているよ。腕立て伏せとか。週に 1回は体
をほぐしにも通っているしね。

　　　　美意識がとても高いルークさんだから、ヨボ
ヨボになってカメラを構える姿はきっとさらしたくな
いのではないかなって思います。

ルーク　それはある。絶対に、あるね。よくわかってい
るね（笑）。

　　　　ご自分の意識と写真に乖離はありますか。「あ
れ？ちょっとしっくりこないな」とか。

ルーク　それがまったくないんだよね！いつまでも自
分の身体は4~50歳代のつもりでいるしね。思うように
撮れているよ。でも、いつかは「疲れたな、、とは、ちょっ
と違うな、、」って思うかもしれないけどね。

　　　　成田空港まで遠いですよね。

ルーク　そうだね。でもね、それは車をある一定期間で
入れ替えるんだよ（笑）。そうすればその車に乗りたくて
仕方なくなるでしょ。楽しく運転して成田へ向かう。
最高だよ。

　　　　20年以上続けておられるANAのカレンダーの
ことも、きっと常に念頭にありますよね。

ルーク　それもやっぱり引き際の中で考えることだよ
ね。ボクのスタイルは完全に作家だからさ、カレンダー
にしてもすべて任されているのね。「ここに行って、こ
れを狙ってください」って誰からも言われていない。す
べて自分で決めて撮ってくるだけ。こういう生き方が
他の人にできるのだろうかっていうのは正直あるよね。

　　　　肩の力が抜けた方だなって。「一流で強いレス
ラーは、肩の力が抜けた人だ」というアントニオ猪木
さんの言葉を思い出しましたよ。第一人者はやっぱり
そうなのかって思いました。

ルーク　あはは（笑）、ボクはプロレスラーじゃないけ
どさ、いつも自然体なんだよ。だからね、決して第一
人者を目指してきたのでも何でもなくて、ただただ自
分のスタイルを貫き通しただけなんだよ。

　　　　そうやってクライアントから信頼を得てきて、
それを維持し続けてこられている。

ルーク　自分がヒコーキを撮る写真家として成功した
一つの例としてはね、1から5まで撮ってくれば十分と
思われるところを、ボクは1から10まで撮ってくるん
だよ。そうするとクライアントは喜んでくれる。5まで
で良いのにそこを10まで提出するんだよ。そうすると
「あ、この人良いじゃない！」ってなる。ボクは1から
10まで撮ることに関しては全然苦にならないんだよ
ね。それは自分へのこだわりで自分が相手の立場に立っ
て考えるときっとこれもあれば使えるだろうなと思っ
ちゃうからリクエストより多く納品してきたし自分が
納得するまで絵を求めたりとかね。

　　　　初めてお会いしたのは ANA の格納庫で退役直
前のジャンボを撮影した時でした。

ルーク　そうか、あれが最初だったんだね。

　　　　次号ではルークさんが貫き通されてきたスタ
イルについて聴かせてください。

ルーク　良いよ（笑）。ま、引き際はまだまだ先ってこ
とかな。777-9X も撮りたいし、もっともっとヒコーキ
を追い求めていたいからね。でもさ、これって6回の連
載で足りるの？この前、別の YouTube 収録で規定時間
を大幅に超えて喋りまくって「ルークさん！編集できま
せん」って嬉しい悲鳴をあげられたんだけど ( 笑 )。

　　　　し、しっかり要点をまとめますっ！！（汗）

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

1から10まで撮ることに関しては全然苦にならない･･･

「撮影・聞き手 : 深澤 明」

　ルーク邸の事務所へ初めて足を踏み入れさせていただいた。壁一面にファイルが整理整頓されて収納されている。同内容は同ファイル
で統一されていて「何がどこにあるか、すぐにわかるよ。」と優しく笑うルークさん。まずは事務所内の隅々まで見せてくださり、説明
していただいた。「これは凄い、半端ない」しか言葉が出てこない。自分の語彙力のなさに情けなくなりそうだったが、ルークさんの
几帳面さ繊細さに衝撃を受けながらインタビューへと突入。
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Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

Thank you
      So Much!

Do! Honki Interview  Vol.01

After the Interview...

ルークさんの声はとても柔らかく暖かい。
そして、不躾な「引き際」への質問にも真摯に答えてくれました。
優しいんですよ、ルークさんって。

さて、次号ではルークさんに

            「好きなものに突き進んでいる生き方」

についてお聴きしていきます。

ご期待ください。

ルーク邸の一角にあるショーケース。ヒコーキ

の模型などが整然と飾られている。ここにルー

クさんのすべてが詰まっているかのよう。几帳

ルーク邸の一角にあるショーケース。ヒコーキ

の模型などが整然と飾られている。ここにルー

クさんのすべてが詰まっているかのよう。几帳

面さとこだわり。ルークさんから一番遠い言葉

は、間違いなく「雑」。昨年 (2019 年夏 ) に成

田で開催したド本気講座特別企画「航空写真家

対談」のあとに、自分の価値、ヒコーキ写真の

価値、誌面に掲載されたものの価値。その価値

を誰よりも理解しているのがルークさんだと実

感しました、との感想をお送りしたところ、「

その価値はボクの家に一度来ればわかるよ」と

教えてくれていた。このインタビューをルーク

邸で行うことができてとても光栄だ。　



00
7

00
8

Airliners photo feature 01

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR  ｜ 1/1000  f8  ISO100 ｜ Nikon Capture NX-D で現像

機
美

極限美の魅惑

離陸した747-8Fを成田空港 A滑走路(RWY34L)の延長上で、ほぼ真下からを狙う。

機体から主翼にかけての曲線がとても美しい。小後退角で高速性能の良い後退翼が

最新鋭機の特徴だが、747-8Fは比較的大きな後退角があり、優美な印象を与えてくれる。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

NARITA Airport

里山遊歩道
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Airliners photo feature 02

撮影データ：Nikon D5 ｜ AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR ｜ 1/500  f8  ISO100 ｜ JPGFINE 撮影　ピクチャーコントロール : モノクローム

光 影と

素晴らしき          　の世界monochrome
昔は逆光で撮るのがキライだった。順光の抜けのいい空でメリハリがあって色もハッキリしていて綺麗な写真。

そこから一歩抜け出して線が図太いズッシリとした重いトーンの写真へ。しかしながら、らしさ、っぽさは自らでしか壊せない。

壊さなければ次へ行けないこともある。壊してから見えたもの、気づいたもの、本当に愛せたもの。それが本物だろう。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

城南島海浜公園
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Airliners photo feature 03

撮影データ：Nikon D6 ｜ Nikon D6   AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR + AF-S TELECONVERTER TC-14E III ｜ 1/1000  f8  ISO800 ｜ Nikon Capture NX-D で現像 ｜ Adobe Photoshop 2020で調整

聖 

地

KINGS ROAD
よく雨の降る梅雨だった。雨の日でも一瞬の晴れなどの天気変化を期待して空港へ通う日々。

写真都合だけで言えば、降るなら降ってほしい。雲もできるだけ低くあって欲しい。要するにわがままなのだ。

RWY34Lへのランディング機を狙うなら、言わずと知れた成田空港外周の聖地「ひこうきの丘」は外せない。

雲を抜け出してKLMのブルーが際立った瞬間を捉えた。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

NARITA Airport

ひこうきの丘
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Airliner photo feature 04

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR + AF-S TELECONVERTER TC-20E III（1200mm相当） ｜ 1/1250  f8  ISO200 ｜ JPGFINE 撮影　WB: Auto 0

撮るチ・カ・ラ
撮りっぱなしＪＰＧで挑め

梅雨の合間の晴れ間。朝とはいえ気温は高い。

ロクヨンに 2倍テレコンをつけて (1200mm相当 ) 城南島で RWY34R からの離陸機を狙う。

真冬でもないのに、こんな超望遠は無謀だろうか。

ヒートウェーブに悩まされる状況も確かにあるけれども、条件が良ければ十分シャープに撮影できる。

そして、小型機ほどカッコよく撮りたい。

梅雨の合間の晴れ間。朝とはいえ気温は高い。

ロクヨンに 2倍テレコンをつけて (1200mm相当 ) 城南島で RWY34R からの離陸機を狙う。

真冬でもないのに、こんな超望遠は無謀だろうか。

ヒートウェーブに悩まされる状況も確かにあるけれども、条件が良ければ十分シャープに撮影できる。

そして、小型機ほどカッコよく撮りたい。

POWER

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

城南島海浜公園
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FUKAZAWA Akira / Technical Labo

DxO 光学モジュールのダウンロード

　【Ａ】DxO PhotoLab 3 を立ち上げて現像をしようとした際、初めて読み込むカメラとレンズの組み合わせで

あったとすると、「DxO 光学モジュールのダウンロード」というのが画面にでてきます。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

DxO Optics Modules : Tailored to process your images
https://www.youtube.com/watch?v=7Wxvo8ci4JI

　【Ｃ】この場合、Nikon D500 のカメラと AF-S 

Nikon 500mm F5.6E PF ED VR のレンズの組み

合わせで撮影された写真データが、初めてこのDxO

PhotoLab3 で読み込まれたことを意味しています。

　さて、この光学モジュールとはいったい何か？

それは現像しようとしている写真データが記録され

たカメラとレンズの組み合わせによる光学的欠陥

（ディストーション、ヴィネット、色収差、レンズブ

ラー）を自動補正してくれるものです。

　そのため、新製品カメラの光学モジュールが出るまでに 1ヶ月から数ヶ月かかります。

C深澤明  流

現像の極意
そ
の
三

※DxOと Photoshop2020の隔月連載！

DxO PhotoLab3を使いこなそう！

Ａ

Ｂ
　【Ｂ】フォルダ内の写真を表示しているコマの右上にはカメラマークにダウンロードを

示す矢印が出ています。

　そのために特定のカメラとレンズの組み合わせを様々な条件で撮影して、その結果を測定しキャリブレーショ

ンプロセスを経て開発されているのです。DxO Optics Pro 時代のやや古い動画ですが、キャリブレーションの

プロセスを紹介したものが Youtube にありますので参考にしてみてください。

D
　【Ｄ】この光学モジュールを反映させるためには、アクション

の下の「ダウンロード」をクリックしてカメラとレンズの組み

合わせの光学モジュールをダウンロードすれば、その組み合わ

せの写真データを常に反映してくれます。

　この光学モジュールを反映させるためには、アクションの下の「ダウンロード」をクリックしてカメラとレンズ

の組み合わせの光学モジュールをダウンロードすれば、その組み合わせの写真データを常に反映してくれます。

　光学モジュールが反映されている状態が DxO PhotoLab3を使っていく上での前提条件のようなものなので、まず

はここを覚えておきましょう。

　次回から実際に各パラメーターを動かしていきましょう。
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Wake
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

PHOTO
 ESSA

YPhotoEssay
撮影再開宣言！

　ヘリコプター空撮時の機内や海外出張時などでもできるだけ撮影するようにしていたが、いまは海外出張もないの

で日頃の撮影時がほとんど。

　前出の月刊エアラインのフォトコンテストである「ヒコーキ in FOCUS」の総評の横に顔写真がいつも掲載される

が、掲載されるたびに顔写真は変えたいと思っている。SNS 然り。できるだけその時に近い自分を掲載したい。

　どんどん年齢を重ねてくれば、それなりの年史の 1ページにもなるだろうし。

　それこそ、数年前までは自分の顔写真を自分で撮るなんて、嫌だった。しかしながら何かが自分の中で変わってき

ているのだろう。ずいぶんと気分が楽になってきたものだ。

　いつ何時顔写真の提出を求められるか分からないので、顔写真は日頃から撮影するようにはしている。ここ最近は

マスク姿で撮っていたが「最新の顔写真をお願いします」というご依頼だったので、提出したヒコーキ写真作品を撮

影した同じ日同じ場所で撮影したものを提出した。それが 7月末にイカロス出版から発売された「月刊エアライン 9

月号」の ～航空カメラマンたちの撮影再開宣言！～ に掲載されている顔写真だ。もちろん、自撮り！。

　すべて iPhone11 での撮影。

　成田空港の展望デッキへ初めて訪れたのは、昭和59年1月15日

だったようだ。真冬の曇天ということもあり、寒くて重い空気だっ

たことはよく覚えている。当時はまだ便数が少なかったのか、それ

ともデッキに行った時間帯が良くなかったのか、あまりヒコーキを

見たという記憶がない。もちろん、京成上野からスカイライナーに

乗ったのもこの日が初めて。いまのようにスカイアクセス線がある

わけではなく、京成本線を他の列車を駅で追い抜きながらひたすら

行くので結構時間がかかったように思う。降車後ターミナルに入る

前に検問のようなものがあり、手荷物検査でも受けたのかその辺り

は記憶が定かではないが随分と厳重だったのは覚えている。成田空

港開港前後の暗い歴史をハッキリと認識しているわけではなかった

から、羽田空港と違って怖い空港だなと思った。

　この成田空港訪問時に、おっと、この当時は新東京国際空港と書

かねばならないか。そういえば「なんでここが東京なの？」と父に

無邪気に聞いていたなぁ。後ろのフェンスを見るとグレーのフェンスがなかったら写真撮るのがずいぶんと楽だっただ

ろうなと感じるが、この頃はまだ写真を撮る目的ではなくあくまでも新東京国際空港の見学に来ただけだったので、フ

ェンスについては「ちょっと見にくいな」ぐらいで特に気にしていなかった。　　　　

　この日の初訪問で一番印象に残っているのは新東京国際空港の概要などが書かれたパンフレットをもらって帰ったこ

とだ。帰った日からそのパンフレットを毎日毎日読んだ。当時は滑走路が1本で長さ4,000メートル。つまり4kmもあ

り、それは山手線の上野 - 東京間の3.6kmよりも長いということが書かれていて心底ビックリしたものだ。幼少期に上

野に住んでいたことから、東京駅までの、上野→上野広小路→秋葉原→神田→東京の間は、電車で行くぐらいなのだか

らそれなりの距離があると認識していたため、その距離よりも長い滑走路をヒコーキが一気に駆け抜けるなんて、凄い！

凄すぎる！！と思ったのである。

　いまこうして航空写真家として活動し、撮影の依頼を受けて成田空港のA滑走路の花時計があった辺りから撮影させ

てもらうたびに、この滑走路の長さに驚いた小学校6年生の頃の自分を思い出す。30数年後に、何度も何度もここで

撮ることになるなんて。当時はもちろん知る由もなかった。

WAKE航空写真家への道
航空写真家 深澤明の航跡
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Akira’s photo Clinic 01
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

　先月の原さんの作品に続いて伊丹空港のスカイパークからの離陸ショットをご応募いただきました。

　ここからの離陸ショットは奥が深く飽きることがありませんね。さて、写真の透明感とは、実際目の当た

りにしている空気感のクリアさとは同義ではなく、その作品の写真的抜け感がモノを言います。

　要するにメリハリ。白いところは限りなく白く、黒はきっちりと黒らしく締まっていること。

　ただし、メリハリがある＝ハイコントラストでもない、というところがミソ。コントラストが高いだけで

は白飛びし黒が潰れてベタッとした写真になってしまいます。

　さて、この作品は夕暮れ時の雰囲気をうまく捉えておりますが、澁野さんの性格の良さといいますか、良

い人さが写真に出ていますね。もう一歩も二歩も踏みこんで「私が伝えたいモノはこれだ！」という強さが

あっても良い気がいたします。

　何でも激しくなれ！はちゃめちゃになれ！とは言いませんけれど、もっと「残照」というタイトルを強く

印象付けられそうな作品ではあります。

　【Ａ】お送りいただいたRAWデータとDxOの

パラメーターデータを拝見したところ、私とほぼ

ルーティーンは変わっていません。一目で確認で

きるようにDxOの画面上とレイアウトは変えて

おりますが、澁野さんが動かされたパラメータ

ーをまとめてみました。

　「カラーレンダリング」でカテゴリーをカメラ

本体、レンダリングでD500を含むグループを

選択、「トーンカーブ」で下を15、上を245まで

切って、「アンシャープマスク」を200、「色相強

調」で自然な彩度を15、「ノイズ除去」を輝度ノ

イズ40（ここは深澤の場合65と70ぐらいに上

げるかもしれません）。「DxO ClearView Plus」を

5、「スタイル - 調色処理」のスタイルを風景にし

ています。ほぼこれで良いと思います。

Dr. FukazawaDr. Fukazawa

写真診断!写真診断!

の

ド本気
!

＝本日ご搭乗のお客様＝

NAME
兵庫県　澁野  逸萌 様

PLACE
大阪国際空港 ( 伊丹 )　
　　　　　  伊丹スカイパーク

Nikon D500　AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR  1/100  F6.3 
ISO640 マニュアルモード (ISO オート )    現像ソフト  DxO PhotoLab3

DxO PhotoLab 3 で現像

PHOTO TICKET

FIRST CLASS

澁野様の応募作品

診断結果

撮影者より

DxO での現像で透明感を出した仕上がりをするにはどうしたら良いでしょうか。

深澤さんの写真を拝見すると、写真から透明感を感じます。

この写真もやや眠たい感じがするので、透明感を出したいです。

result

アドバイス advice

Vol.03

Ａ
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Akira’s photo Clinic 02
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

　つまりDxO PhotoLab3 における現像のベース部分はこれで十分です。となると後は何で作品の差が出てくるの

か。その答えによってほぼDxO PhotoLab3 における現像のキモがどこにあるのかが浮き彫りになる診断結果とな

りそうです。あえてこのベース部分はこのまま活かして深澤流を注ぎ込んでみます。といいましても、あと動かす

ことができるのは「選択的トーン補正」のみといっても過言ではありません。興味があるのは、この「選択的トー

ン補正」の動かし方でメリハリ、つまり透明感へと繋

がる結果になるのか、ということです。早速動かして

みました。【B】PC画面上ではこんな感じです。

　そもそもの現像での思考回路の第1段階として考え

ていることは「主役はヒコーキ」だということです。

　その表現手段として「背景との分離」ということを

基本的には常に考えています。スカイパークからのR

WY32L後追い離陸ショットのメリットは、背景の山

の存在です。白い機体との明暗差を大いに活かせます。

　写真の醍醐味はこの明暗差を活かし楽しむことでも

あります。この作品の大きなポイントは機体の窓付近

に映り込む「残照」です。表現のプライオリティーを

そこに集中します。「選択的トーン補正」の動かした

数値はこちらです。【C】

　各数値の意図は次の通りです。

　　ハイライト  40  :   機体の白を引き立たせるため見た目でここまで引き上げた

　　中間トーン -80  :   背景の山のトーンを不自然にならない程度に落として機体を際立たせるため

　　シャドウ       5  :　中間トーンを下げたことによるシャドウ部のつぶれ気味を解消するため

　すべてを撮ろうと欲張っているからです。

　狙いを絞ることも時には必要です。

　「写真は引き算」。案外奥が深い言葉です。

　

　DxO PhotoLab3 から書き出した写真がこちらです。【D】

その写真を Adobe Photoshop 2020で開いてみます。

　ここで、何故深澤はDxO PhotoLab3 においてパラメータ

ーを動かして追い込んでいるにもかかわらず、再び Adobe 

Photoshop 2020で調整をするのかが焦点になるかと思いま

す。実はいくら DxO PhotoLab3 で追い込んでも、Adobe 

Photoshop 2020で開くとトーンがやや緩みます。

　ハイライト側にもシャドウ側にもほんの少し余裕が生まれ

るのです。ここは1連載ぐらい書けますのでまたいずれ触れ

ます。

　Adobe Photoshop 2020で開いた PC画面です。【E】

レベル補正を見るとまだハイライト側の余裕があります。【F】

ハイライト側のデータのない部分を切り捨てます。【G】

　この時点で、「眠さ」の原因がお分かりかもしれません。

　古典的ではありますが深澤は「機材は足し算、写真は引き算 」と教えられて育った世代ですので、この場

合の「写真は引き算」はどこを切り捨てるかです。ご応募いただいた作品もそうですが、トリプルのメイン

ギアもエンジンの噴射口も黒くつぶれていますので、ここを明るくしたり救ったりする考えは一切持たなく

て良いです。私たちは「飛ばずつぶれず」の数値的に優秀なデジタルデータを生み出したいのではなく、人々

の心に届く良い写真、良い作品を産み出したいのです。

　伝える意図と全く関係ない箇所が多少つぶれていようが飛んでいようが、構わないと深澤は考えています。

さらにもう一つ。この中間トーンを下げたり上げたりすることが、純正現像ソフトではなかなかできません。

　これは電気信号的にはかなり無理している処理です。その無理をカバーする術を卓越したノイズ除去と光学

モジュールによってこの DxO PhotoLab3 は兼ね備えているので実現可能な処理なのです。

　撮影でも同様ですよね。あれこれ欲張って離陸機を一連の動きに合わせてバシャバシャシャッターを切っ

ても、結局1枚も「これ！」というショットがない、なんてことがよくあります。

【Ｉ】これで完成です。

　ここまででも十分ですが、さり気なくもうひと息だけ自分の意図を注入するとすれば、色相・彩度でレッド系のみ彩度

を上げてみます。【H】

B

C

D

E

F G H

I
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Akira’s photo Clinic 03
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

最終的には、このような結果になりました。

　比較して、いかがでしょうか。窓に映り込んだ「残照」の印象が強くなったと思います。STAR ALLIANCE のペイントだけでなくトリプルセブンのシルエットラインもシャープに感じられます。その分、エンジンブラスト

は目立たなくなりました。この場合、そこを思考回路から切り捨てたのです。さて、こうなると淡いトーンやもっと繊細で微妙なトーンに仕上げるべき作品はどう現像してトーン調整しているのか、気になってきませんか？

　メリハリばかりがすべてか？と。今回は透明感がテーマでもありましたのでやや硬調への処理になっていますけどね。深澤の写真に透明感を感じてくださっているのでしたら、きっとこの後工程の差です。

　これからも伊丹スカイパークでの傑作を楽しみにしております。

【BEFORE】 【AFTER】

Dr. Fukazawa 写真診断！では、
ド本気で診断してもらいたい写真を募集しています。

の ド本気
!

ド本気写真診断用作品の募集要項は右記に記載しています→

1. JPEGデータ　リサイズ不要、色空間 (Adobe RGB 、sRGB) は問いません

2. 元が RAWデータの場合は、各現像ソフトのパラメータ情報と共にRAWデータもお送りください

3. 氏名 ( 匿名がご希望でしたらフォトネーム）、居住地（県や海外の場合は州まで）

4. 撮影データ　使用カメラ、レンズ、撮影モード（絞り優先モードなど）シャッタースピードや F値、ISO感度

5. 使用現象ソフト

6. 応募作品について、こだわった点や悩んでいるところ

7. 連絡がつくメールアドレス（こちらは写真採用後の連絡用で掲載はいたしません）
※写真が採用された方には「月刊深澤明」もしくは「ド本気講座」の記念品を贈呈いたします。

※写真診断への応募は、「ヒコマグ」公式サイトの写真診断投稿フォームからお送りください。
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極限美の魅惑

脚が降りていないスッキリとした綺麗な機体を撮りたい。しかも、捻っている状態で。その欲求を満たしてくれる場所。

「稲敷市内」と漠然としたエリアではあるが、やはり南風運用の朝にはクルマを向けることが多い。

空とのバランスも重要。ただ大きく撮るだけが良いわけでもない。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
深澤 明

ミリタリーを撮る
深澤 明

ミリタリーを撮る

Photo by Akira

　エアライナーばかり追いかけてきた深澤  明がミリタリー撮影に挑む「深澤 明 ミリタリーを撮る」。「おお！カッチョええ」と言われる写真を撮りたい。

とまるで小学生の抱負のような決意を記しておく。いままでミリタリーに関して不勉強で、目の当たりにしても機種名さえわからない。ミリタリーを追い続けておられる人たちから

お叱りを受けそうな現在地だ。そんな深澤 明がミリタリーを勉強して撮影に臨み、何を発信していくことができるか。それがこの企画のテーマだ。

　これらの写真は 2年前に小松空港で撮影したものだ。ただ目の前にある施設が新鮮に映り、飛ぶものを追っただけ。次に小松を訪れたとき、何をどう狙うか。その比較対象となる

ように、初回の誌面にこの 3枚の写真を記録しておこう。
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Quest For Light
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

　太陽が沈む位置が季節によって違うので、

訪れる度に新しい発見もあり、楽しみ方も

変わっていきます。また、昼間がドップリ

とした曇天でも望みを捨てていけません。

　夕暮れ時に光の演出が待っているかもし

れません。例え直接光が当たらないとして

も、機体に入るハイライトを意識してみて

はいかがでしょうか。

〈中部国際空港（セントレア）展望デッキ〉

　写真の醍醐味や明るいところと暗いところの差、つまり

明暗差だと思います。光の濃淡で世界が見えてくると、物

を見て、感じて、それを表現することに喜びとこの上ない

楽しさを感じることでしょう。写真を撮るのが楽しくてた

まらなくなるかもしれません。

〈羽田空港　第 2 ターミナル展望デッキ〉

　遠く離れていても、ヒコーキを追い続け

るようになります。いえ、きっと追い続け

たくなります。「いい空」との出会いに喜

びを感じ、「いい光」との出逢いの瞬間に

心躍ることでしょう。

〈羽田空港　京浜島つばさ公園〉

　まるでスポットライトを浴びているかの

ようです。こういったシーンに出逢うと嬉

しくてたまりません。しかしながら、地球

では雲が広がり雨も降り、時には風が強く

吹きます。雪だって降ります。そんな中で

もヒコーキは飛び続けております。全天候

型の大きな心を持ち、「ドンとこい！」ぐら

いのな気持ちで臨みたいものです。

〈羽田空港　城南島海浜公園〉

　クラブツーリズムのヒコーキ撮影部門のツアー写真講師を担当することになりました。

　深澤明が掲げるツアーテーマはズバリ「光の探究」です。ツアーの行き先や募集に関してはヒコマグのブログなどでも発信します

が、各空港で撮影ポイントを巡りつつ一緒に光を追い求めて行きましょう。ヒコーキをどう狙い、光の強弱や方向を読み、意図を持

ってシャッターを切る。そんな旅をご一緒に！

11 月 26 日（木）・27 日（金）と 12 月 19 日（土）・20 日（日）の 2 回が設定されました。詳しくはクラブツーリズム TOP  〉写真撮影の旅

またはこちらの短縮 URL からご確認ください。　https://bit.ly/39NHog5

【募集開始】クラブツーリズム〈写真撮影の旅〉『深澤明講師　＊夕暮れ時だけでない「光の探究」中部国際空港 2 日間』

【東京出発】〈GoTo トラベル事業支援対象 /18 名様以下〉
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Information Afterword
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

あとがき

インタビュー企画

9 月 8日発売　Vol.4　予告

航空写真家の “核心に迫る” 本音トーク

　ルーク・オザワさんの第 2回目は、

「好きなものに突き進んでいる生き方」

　をテーマにお送りいたします。ヒコーキ写真愛好家

にとって、大好きなヒコーキを撮影することを仕事に

している航空写真家は羨ましいと思われがちかもしれ

ません。

　好きなものに人生をかけている生き方とは。

　ご期待ください。

※無断複製、他者へファイルサービスへのアップロードを使用しての転送など禁止します。 © ヒコマグ 2020, All Rights Reserved.

　ヒコーキ写真を撮りに遠征に繰り出したい気持ちが積み重なっていることと思います。なかなか思う

ような状況になりませんが、それぞれは最大限の配慮をなさっていることと思います。成田空港の展望

デッキは7月22日午前10時から再開されましたが、関西空港の展望ホールはいまだ再開のアナウンスは

なし。2020年中の航空祭開催もなくなりました。それこそド本気講座もいつから再開しようかと考える

日々です。まずは皆さまご自分の健康を第一に。そして来るべき時に元気に繰り出せるよう、お会いでき

るよう、備えておきたいものです。

　ところで、INFORMATION にも掲載しましたが、ついにクラブツーリズムにおいて「ヒコーキ写真撮

影ツアー」の募集が開始されました。大手の旅行会社が開催するツアーということもあり、感染症拡大

防止対策には厳しく取り組まれております。皆さまには安心してご参加いただけるツアーです。今後も

続々と楽しみなヒコーキ写真撮影ツアーも発表されていきますので、是非とも楽しみになさっていてく

ください！すべてはヒコーキ写真を愛する皆さまのココロ豊かな人生のために。

クラブツーリズム　
ヒコーキ写真撮影ツアー開催のお知らせ

航空写真家深澤明が写真講師を担当するヒコーキ写真撮影ツアーのデビュー企画が決まりました。

ツアータイトル : 夕暮れ時だけではない「光の探究」中部国際空港でじっくり撮影 2 日間
　　　　　　　　〈東京発新幹線利用（品川・新横浜からの途中乗車可）〉

　初日の朝、新幹線で東京を(9:10~9:30発 )出発しまして（品川・新横浜からの途中乗車可）名古

屋到着後、有名な名古屋ビール園浩養園で名古屋コーチンの昼食をいただきます。その後バスでセ

ントレアに向かいまして展望デッキにて逆光での光を意識したヒコーキ撮影を楽しみ、夕暮れま

でたっぷりと撮影します。名古屋駅から徒歩3分の第一富士ホテルで宿泊となり、ホテル周辺で自

由夕食です。名古屋駅周辺はお店がいっぱいありますから、名古屋めしを各々ご堪能ください。

　二日目は朝ホテルを出発してセントレアへ。展望デッキから午前中の順光での撮影を楽しみま

す。その後まるは食堂りんくう店にて名物エビフライの昼食をいただきます。（←堪らないです！）

午後は撮影ばかりでは飽きてしまうといけないので、ボーイング 787 初号機の展示をメインとし

た新感覚飛行機テーマパーク〝FLIGHT OF DREAMS〟（フライト・オブ・ドリームズ）を楽しみま

す。その後再び展望デッキに戻って夕暮れの撮影に挑みます。

　新幹線で東京へは 20:20~20:40 に到着予定です（新横浜・品川での途中下車可）。

東京 (9:03~9:21 発 品川・新横浜からの途中乗車可 ) ー名古屋 (10:56~11:01 着 /11:20 発 )＝名古屋

ビール園浩養園 ( 名古屋コーチンの昼食 /11:40~12:30)＝中部国際空港 ( 撮影 /13:20~17:20)＝名古

屋駅前第一富士ホテル (18:20 着 )※到着後、ホテル周辺で自由夕食

1日目

ホテル(8:00 発)＝中部国際空港 ( 撮影/9:00~11:00)＝まるは食堂りんくう店 ( 名物エビフライの昼

食/12:00~12:50)＝中部国際空港〝FLIGHT OF DREAMS〟(13:30~15:00)＝中部国際空港 ( 撮影 /15:45

~17:20)＝名古屋 (18:10 着/18:49 ~18:59 発 )ー東京 (20:24~20:36着 新横浜・品川での途中下車可 )

2日目

撮影も楽しそうですが、昼食も魅力的♪
是非とも深澤明と一緒に「光の探究」ツアーに行きませんか！

すべてはヒコーキ写真をこよなく愛する皆さまのココロ豊かな人生のために。

開催日は

2020年11月26日( 木 )・27日( 金 )　
と
2020年12月19日( 土 )・20日( 日 )
詳しくはこちらをご覧ください。　https://bit.ly/39NHog5



ルールのもとに自由がある

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira


