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ルーク・オザワ
「好きなものに突き進んでいる生き方」

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
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Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
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　　　　そういえばルークさんの名刺には「航空写真
家」とは書いてありませんね。

ルーク　名刺をスッキリさせたかったんだよね。渡され
た相手はわかっているわけじゃん、航空写真家のルーク
・オザワだってこと。だからわざわざ「航空」は入れず
に、写真家と書いているよ。

　　　　ＳＮＳはあまりプライベートを出されていませ
んが、何か理由がありますか？

ルーク　日常は見せないね。スター性は意識してる（笑
）。スター性や運はあるらしいよ。手相にも出ているん
だよ。まあ白鳥と一緒で、下でいっぱい脚を動かして
いるのは見せないね。プライベートは想像に任せてあ
るの。例えば「ルークさんってコンビニ行くのかな？」
って勝手に想像するとするじゃない？で、成田のさく
らの山の手前にあるコンビニに行くと「あ、ルークさ
んでもコンビニ行くんだ！」って親近感を持ってもら
える。コンビニでおにぎりと昔から好きな魚肉ソーセー
ジを買ってからさくらの山へ行くんだけど、「一緒に写
真撮ってください」とか「サインしてください」って
皆から言ってもらえてさ、その場で結局おにぎりや魚
肉ソーセージを出せず、なんだけどね（笑）。

　　　　今回のテーマは「好きなものに突き進んでい
る生き方」でいこうと思いますが、そもそも「好きな
もの」は？

ルーク　ヒコーキと空。これはずっと変わらず。きっと
今後も変わらないと思う。もう一つ「撮りたいもの」は
何か？といえば、綺麗なものを撮りたいんだよね。何に
使うわけでもないけれど、綺麗な景色は切り撮りたいな
と思う。カメラが好きか、と問われればそれほど好きな
ものではないのね。好きさを大きさで表せば、「ヒコー
キ・空 ＞ 写真 ＞ カメラ」だね。カメラは道具に過ぎ
ず、ボクが現場で見た感動の瞬間の記憶を記録に残す
ための手段の一つだからね。好きなものというより体
の一部みたいなものかな。

　　　　そのバックボーンがあるからこその「風景と
のシンクロ」なのですね。

ルーク　その通り（笑）。そのベース、バックボーンが
あってこその「風景とのシンクロ」。フォトコンとかの
作者のコメントで「風景とのシンクロ」を意識してくれ
ている人が多いことは喜ばしい限りだけどね。

　　　　ここまでヒコーキ写真を続けてこられた要因
ってご自分ではなんだと思いますか？

ルーク　そもそもさ、ヒコーキだけで食べていく自信も
なかったし、ヒコーキだけで食べていくんだという強い
意志もなかったんだよね。営業も案外ヘタだしさ、他の
写真家と比べると。だから、依頼されるものしか受けて
こなかったし。「絶対にヒコーキ写真で成功するんだ」
という強い意識もなかった。だから、スランプや落ち込
んだり、妬みみたいのは一切ないんだよ。あくまでも自
然体。続けてこられた要因としては、写真の仕事があっ
たからかな。脱サラして最初の頃は旅行のガイドブック
の仕事があったからね。

　　　　ガイドブックですか！

ルーク　そう。3ヶ月に一回季刊誌が発行されていたか
ら、年４回はハワイに行ってたよ。2週間ぐらいハワイ
に行って、1日2万円ぐらいのギャラもらってさ、朝か
ら晩まで1日20店舗をまわってフードや土産品などを
撮るのさ。ストロボ立てて。Duty Freeなんて開店前に
撮影に来いって言われるわけ、早朝6時とかね。それか
らホテルの朝食を撮影してそれを食べて、次にホテル
の部屋撮って。全部ポジフィルムさ。その旅行関係の本
でグアムやサイパン、シンガポールにも良く行ってた。
それらの撮影の合間に空港行ってヒコーキを撮ったり
してね。

　　　　その頃の経験がいまに生きていますね。

ルーク　ヒコーキ関連の仕事ってヒコーキ撮るだけで
はないからさ。機内食撮ったり客室乗務員の人を撮っ
たりいろいろある。いまでは何でも撮れるけれど、こ
の頃の経験がとても生きているよ。

　　　　写真は何から学ばれましたか？

ルーク　旅行会社のパンフレットだよ。半年に1回旅
行パンフレットは入れ替わるんだけど、全部もらって
きてね。勉強になる写真をスクラップブックに貼って
勉強した。風景写真とかもね。そこにヒコーキを当て
はめていったのが、いまのボクのヒコーキ写真のスタ
イルなんだよ。

　　　　Instagramのフォロワー数もすごいですもんね。

ルーク　9000人超えてる（笑）。写真はやっぱりFace
bookよりInstagramの方が「いいね！」が多くつくね。
未発表作品はセミナーなどで見せたいから絶対にSNS
には掲載しないけれど、一度発表したものは積極的に
発信した方がいいのかなって思うようにはなってきたよ。

　　　　いまではヒコーキ 1本で生きておられて「羨
ましい」とかよく言われません？

ルーク　言われるよ。「そうだよ～、幸せだよ～～」って
答えてる（笑）。まあでも、本当の意味でヒコーキ 1本
でいける！と思えたのはほんのここ数年のことなんだ
よね、実は。最初の頃はいずれはスタジオでブローニー
や4×5（シノゴ）で物撮り（ブツ撮り）をするんだろうな
とも思っていた時期もあったし。さっきも言ったけれ
ど、がむしゃらにやってきたというのではないから。

　　　　これからも好きなものに突き進む生き方は変
わりませんね。すみません、愚問ですが（笑）。

ルーク　そうだね。ヒコーキを知らない人たちに「ヒコ
ーキってこんなに美しいんだ。ヒコーキ写真てこんなに
綺麗なんだ」って発信し続けて、ヒコーキファンの裾野
を広げたい。そういう使命感みたいなものはあるかな。
そういう意味では、SNSでの発信も重要なのかも知れな
いね。

　　　　次号では「カメラへのこだわり」についてお
聞きいたします。

ルーク　OK !  初めてミラーレス機で撮った時の話と
かね。話題には事欠かないかも（笑）。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

ヒコーキだけで食べていく自信はなかったよ･･･

「撮影・聞き手 : 深澤 明」

　写真家にはそれぞれのバックボーンがあり、こだわりがあり、そして生き様がある。それは何も写真家に限ったことではないが、こと
写真家においてはそのバックボーンが写真そのものに与える影響が目に見える形で表現される最たるものだろうという思いもある。
　今回は、その生き様も含めてルークさんの「好きなものに突き進んでいる」生き方に迫ります。

第 2 回／全 6 回連載
Do! Honki Interview Start
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Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

Thank you
      So Much!

Do! Honki Interview  Vol.02

After the Interview...
　整理整頓の見本のようなルークさんの事務所だが、揃っている資料は航空史
または航空写真の歴史そのもの。「ルーク・オザワ」ヒコーキ資料博物館ができ
そうな充実ぶり。何がどこにあるか、瞬時にお分かりになるのもまた凄い。
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Airliners photo feature 01

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 80-400mm f /4.5-5.6G ED VR  ｜ 1/2000  f8  ISO100 ｜ Capture NX-D で現像

機
美

極限美の魅惑

　エアバスA320neoのシルエット。主翼周りのスラットやフラップのわずかな隙間がしっかりと見えていて、積極

的ではないがさりげない機能美を感じるこういった写真がいい。冬の早朝に成田空港の A滑走路 (RWY34L) に着陸

する 747 を太陽を背にして撮るとこれらがとても強調されるが、羽田空港で小型機で狙うのも実は面白い。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

城南島海浜公園
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Airliners photo feature 02

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR ｜ 1/320  f8  ISO1600 ｜ Capture NX-D で現像

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

城南島海浜公園

自然現象との融合

　夏の積乱雲とヒコーキを絡めて狙うことは多いが、この日は午前中ヘリコプターからの空撮を行い都内上空を飛行。その後の

身体の興奮をクールダウンさせるためにも空港へきてヒコーキを撮っていた。何かに導かれるように城南島海浜公園へ。日没近

くに城南島へ行くことはあまりないが、「これか、今日の導きは」とすぐに納得する雲と遭遇。乳房雲というらしい。

　【新企画です】自然現象とヒコーキの融合を集積してゆくコーナーです。

雨の日も風の日も、晴れの日も飛ぶヒコーキは様々な現象の中を飛んでいます。

それを特化して紹介していきます。
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Airliners photo feature 03

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR + AF-S TELECONVERTER TC-20E III ｜ 1/1600  f8  ISO100 ｜ Nikon Capture NX-D で現像　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
　南風運用の新ルートによって撮影の幅が広がった羽田空港。何よりもRWY22 から離陸シーンが新鮮で魅力的 

なのは言うまでもない。その中で羽田イノベーションシティは撮影ポイントとして秀逸だ。一つの大きな特 

徴は羽田空港からの離陸シーンの中で一番早く旋回をはじめるところだろう。太陽の光が当たる角度も良い。

エアボーン直後のショットに注目されがちだが、太陽の光の当たり方を探りたくて色情報を捨てて狙い続けた。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

羽田イノベーションシティ



01
3

01
4

Airliners photo feature 04

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED  VR + AF-S TELECONVERTER TC-14E III ｜ 1/1250  f8  ISO200 ｜ Capture NX-D で現像 ｜ Adobe Photoshop 2020でトーン調整

聖 

地

KINGS ROAD
　この夏は例年以上にヒコーキと向き合っている。巷でいう『三密』を避けて人が集まらない撮影ポイントやいままで自分が撮ったことのなかった

ポイント探しをしたりして、撮影の選択肢を増やすことができた。「稲敷市」のマイ撮影ポイントがいくつかあるが、駐車場もあって長時間撮影して

も怪しまれず、なおかつ農業や現地在住の方に迷惑をかけない場所を見つけた。

　この MD-11F をイメージしながら探し当てたとっておきの場所。新たな「聖地」の仲間入りだ。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

NARITA Airport

Inashiki-city
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Airliner photo feature 05

撮影データ：Nikon D6 ｜ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR ｜ 1/200 f4  ISO51200 ｜ JPGFINE 撮影　WB : Auto 0  ピクチャーコントロール : ビビット

撮るチ・カ・ラ
撮りっぱなしＪＰＧで挑め

　アラを隠そうとすればある程度隠せる写真ではあるが、あえて撮ったままでお見せしよう。羽田空港の第 2ターミナルの展望デッキは、

夜行かれた方はお分かりだろうけれども展望デッキ自体が軽く暗闇の中だ。そしてRWY上の機体に当たる光もほとんど期待できない。

　ましてやエアボーンした後などは尚更だ。幸い大都会東京のビル群がバックを賑やかしくしてくれるのが救いか。「夜撮影で ISO 感度

はどこまで上げるか」という質問はよく受ける。この日は撮って出しの写真も必要だったこともあり、迷わず ISO51200 を選択。

　この高感度でもトリトンブルーの発色がとても良いのが嬉しい。

　アラを隠そうとすればある程度隠せる写真ではあるが、あえて撮ったままでお見せしよう。羽田空港の第 2ターミナルの展望デッキは、

夜行かれた方はお分かりだろうけれども展望デッキ自体が軽く暗闇の中だ。そしてRWY上の機体に当たる光もほとんど期待できない。

　ましてやエアボーンした後などは尚更だ。幸い大都会東京のビル群がバックを賑やかしくしてくれるのが救いか。「夜撮影で ISO 感度

はどこまで上げるか」という質問はよく受ける。この日は撮って出しの写真も必要だったこともあり、迷わず ISO51200 を選択。

　この高感度でもトリトンブルーの発色がとても良いのが嬉しい。

POWER

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

HANEDA Airport

羽田空港第２ターミナル展望デッキ北側
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【Ａ】「RAW＋JPEG」撮影した写真が

こちらです。左が JPEG 撮りっぱなし

で右が RAWデータです。

【Ｂ】RAWデータをPhotoshopで開く

とCamera Rawが立ち上がります。

【Ｃ】右側に調整スライダがたくさん

出てきます。

【Ｄ】一番簡単な現像方法を教えます。

「自動補正」をクリックします。

【Ｅ】その結果、調整スライダが自動

で動かされているのが分かりますね。

【Ｆ】この「自動補正」した写真と撮り

　ぱなし写真を比較するとこのような

違いが出ました。自動補正だけでもか

なり色乗りが良く、トーン調整がされ

ているのが一目瞭然です。

　普段から仕事でも作品撮りでも「RAW＋JPEG」撮影をしています。撮影後に 2つのワークフローに分かれます。

一つはRAWデータを目的に応じて様々な現像ソフトを使用して現像します。カメラ内現像という手法は使用したこ

とがありません。稀に質問を受けるのですが、いずれ研究してみます。もう一つは JPEG撮影したデータを、撮りっ

ぱなし（撮って出し）で発信もしくは流通させるか、Adobe Photoshop 2020やLightroomでトーン調整などを行っ

た上で発信もしくは流通させるか。大まかに語るとそういった流れになるでしょう。

　そもそもAdobe Photoshopとはビジュアル制作に関わるプロフェッショナルが使用する世界最高峰の画像編集

ソフトです。現像に特化したソフトでありません。精度の高い写真の編集から合成、デザイン、イラスト作成など

多岐に渡るツールが備わっているソフトです。ウェブサイトも Photoshopで作る場合があります。筆者は写真の世

界に飛び込んだ24年前から Adobe Photoshopを使用しています。Photodshopでできることはたくさんあります

がヒコーキ写真に関係する部分でいえば

1. 色補正をする (写真を幻想的に仕上げる )

2. SNS やブログで使用する画像を作成する

3. 簡単なレタッチをする

4. プラグイン (※1) として組み込まれているCamera Raw を使用して RAWデータを現像する

5. 解像度、アンシャープなどを管理してプリンターで出力する

※1 「プラグイン」とはアプリケーションの機能を拡張するソフトウェアを指す。

であろうと考えます。

　先述の通り Photoshop は画像ソフトなので元々現像機能は持っておらず、機能を拡張する形でCamera Rawを

使用して RAWデータを現像します。これが何を意味しているかと言いますと「Photoshop はガッツリ写真を現像

して作品を作り込むためのソフトではない」ということです。その点、Adobe Ligfhtroomは「最高の写真をつくろう」

がキャッチフレーズですから、写真に特化したソフトと言えます。撮影した写真を簡単に読み込んで、閲覧、管理、

編集、共有までを行うことが可能です。「だったらLightroomの解説をしてよ」とよく言われますが、Lightroomは

解説本やセミナーなどいろいろと巷に情報が溢れています。が、Lightroom については一通り Photoshop の解説を

FUKAZAWA Akira / Technical Labo

Camera Raw での現像

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

深澤明  流

現像の極意
そ
の
四

※DxOと Photoshop2020の隔月連載！

Adobe Photoshop 2020 の活用法

　ここからさらに自分なりにコントラストなどを調整していきます。ややコントラストは弱めに仕上がる傾向がありますの

で、だいたいはコントラストの数値を上げていく方向の処理が多いです。次回はこの「自動補正」の後、何をしていくかを

綴っていきます。

行ってから展開予定です。（是非とも同時進

行してほしいと熱望されれば同時進行で展

開します。その場合は問い合わせフォーム

などからご意見ください！）

　さて、Photoshop の機能拡張である Ca

mera Raw を使用しての現像は RAW現像

初心者にはもってこいと言えます。何故な

らば、比較的簡単に現像ができます。写真

現像に特化していないということは、その

後の工程、つまりレタッチや合成などに力

点が置かれていて、写真現像はその入口に

すぎないからです。さらに言えば後工程を

考えるとできるだけ「柔らかいトーン」「扱

いやすいもしくは編集や加工しやすい」画

像データである必要があるため、現像結果

が荒削りでなく角のない柔らかい仕上がり

になります。ただし、生成される画像デー

タは平均点におさまるものになることから

写真的には100点満点は狙えないと考えて

も良いでしょう。

っ
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Wake
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
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羽田イノベーションシティ

　羽田空港でいま一番ホットな撮

影ポイントといえば、羽田イノベ

ーションシティだろう。TBS 系ド

ラマ「半沢直樹」のロケでも使用

された場所だ。実はここに掲載し

ている 3枚の写真は、そのロケが

行われた日と同日に撮影したもの

だ。もちろん、私が現場についた

時はすでにロケ撮影は終わってい

たが。旧整備場前に駐機中のヒコ

ーキから第3ターミナルのスポッ

ト周りまで見晴らしが良いが、特

筆すべきは RWY22 テイクオフシ

　1985年8月29日。母方の田舎が石川県なので夏休み

の終わりに1週間ほど遊びに行き、その帰りの羽田行き

ANAスーパージャンボへ乗る前に撮った小松空港での

写真だ。往路もジャンボで、超満員だった。

　が、正直書くと搭乗者の顔には少なからず緊張感が

あった。当然私たち家族にも。あの独特な、そしてとて

も奇妙な機内の雰囲気はいまだに忘れることができな

い。1985 年の夏。日本の航空史に大きな、そして忘れて

はならない出来事が起こるのだが、そのことについて詳

細に書くことはしない。無論、その直後だったからとい

うのが最大の理由だ。あれから 35年もの時が流れたの

かと思うと、いかに淡々と粛々と生きていこうとしても自分の周辺にはいろいろなことが起こりうるものだと愕然とする。

WAKE航空写真家への道
航空写真家 深澤明の航跡

　現在のコロナ禍もそうだろう。「近い将来誰しもがマスクをして外出せざるを得ない世の中になるかもしれない」という

予言めいたことを耳にしたことがあったが、そんな世の中が本当に来るとは。ところで、この小松空港への往復で行動を共

にした母も、私にカメラを教えてくれた父もすでにこの世にはいない。1996年に名古屋の広告写真スタジオに入社を勧め

てくれたのは母であり、その就職先のスタジオは父の写真短期大学時代に同じワンダーフォーゲル部だった人が社長をし

ていた会社だ。「あの深澤の息子なら確かだ、俺が預かる」と入社を即決してくれた。忘れもしない名古屋にある「しゃぶ

しゃぶ木曽路」で初対面した私にその社長が「お前、何をやりたいんだ」と。「カメラマンになりたいです」。この会話だけ

をして、あとは父と二人で昔話に花を咲かせている光景を黙って聞いていた。

　

　1996年4月に入社をして4年間のカメラアシスタント時代を経て2000年にフォトグラファーに昇格したのだが、フォト

グラファーになれたという喜びと報告は、ついに両親にすることができなかったのが今でも少し悔しさとして残っている。

信頼して預けられる場所へ息子が行ったので安心してこの世を去ったと信じたい。広告写真スタジオに入ったものの、ヒコ

ーキ写真が好きでカメラを始めたこともあり、休みの日には名古屋空港へ足を運ぶ日々。「普通新人はモデルの作品撮りや

仕事に直結する写真を撮るものだ」と先輩からよく叱られた。その頃から「撮りたいのはヒコーキだ」という想いが強かっ

たのだろう。「いつかは月刊エアラインの表紙を自分の写真が飾るぞ！」とずっと思い詰めていたが、それが実現するのは

広告写真スタジオでフォトグラファーに昇格してから 13年の歳月を必要とした。

　いまでも不思議に思えるほど人との出逢いに恵まれ、流れができていたとしか思えない道を歩んでいる感覚がある。

　「今がそのチャンスだ！」と前髪を掴む思いで飛び出したことも確かにあるが、いまこうして航空写真家として活躍でき

ている背景には、両親がいまでも温かく空の上から見守ってくれていると感じてならない。だからという訳ではないが、

空港で撮影に入る前、取材が始まる前、そして素敵なソラ、素晴らしいシーンと出逢えた時には心の中でいつも「父よ母

よ、いつもありがとう」とソラに向かって言っている。それが単なる思い込みでも良い。元々思い込みの強い人間だから、

誰が何と言おうと「両親のおかげだ」と思い込めば良いかなと。ところで、この写真の頃の深澤少年はヒコーキに憧れ「パ

イロットになりたい」「航空整備士になりたい」と口にしていた。いろいろな人々の想いを乗せて大空を飛ぶヒコーキへの

憧れは、この頃には確固たるものになっていた。その後大学では航空工学科を選択したことからもその憧れが続いていた

と言えるだろう。そして、ヒコーキと写真。この 2つがスパイラルとなって時空を進むこととなる。

PhotoEssay

ーン。まさに圧巻だ。羽田空港でこのアングルで離陸機を撮ることができるなんて夢のよう。イノベーションシティ建

設中から、「この上に展望デッキがあったら有料でも入り浸りたいよなぁ」と思っていたから、ここから写真が撮れる

喜びはひとしおだ。京急と東京モノレールの天空橋駅と隣接しているため、地方からの遠征者にも気軽に行くことが

できるのも喜ばしい限りだ。京浜島や城南島へ行きたいと思っても、知り合いに連れて行ってもらうかレンタカーを借

りるか、多くの時間を要して電車とバスで行くかしか選択肢がなかったが、羽田イノベーションシティは羽田空港から

も近いため往来がラク。南風運用時の新ルート飛行する 15時から 18時ごろまではいろいろと楽しめる。

　これから日没が早くなる。その分北風運用も増えてくる可能性があるが、今後も期待大の撮影ポイントと言えよう。
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Akira’s photo Clinic 01
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

　「ジャンボを撮りたければ成田へ！」。その典型のような写真をご応募いただきました。

　十分に引きつけて大きく捉えた素晴らしいショット。しかも ATLAS の真っ白なジャンボです。「機体の白

にこだわりました」と書いてくださった通り、この作品はカラーでありながら白から黒への階調表現がすべ

てといっても良い、写真の基礎がギュッと詰まった作品といっても過言ではありません。ヒコーキ写真のお

手本といいますか、基礎編には最適なショットかと思います。機体の白色ですが、やや青色に転ばしており

ますので抜けの良い白に感じます。ただし、やや機体自体のコントラストが高すぎるようにも見受けられま

す。また、機体下部に若干ですが黄色系の色浮きが感じられます。重箱の隅を突くように思われるかもしれ

ませんが、実は人間はシャドウ部に敏感です。一般的にはシャドウ部はハイライト部ほど気にならないと言

われている場合がありますが、筆者はそうは思えません。シャドウ部の扱い方にも気を配っていきましょう。

　背景の空と機体の分離、ディテールにこだわりつつコントラストを上げるだけでなく白を際立たせてジャ

ンボの存在感を増していく方向でアドバイスしていきます。

　【Ａ】元のRAWデータもお送りいただきました

ので、DxO Phtolab3で開きます。先月号の「現像

の極意」コーナーで触れましたように、初めて開

くカメラのデータなので「DxO光学モジュールの

ダウンロード」が示されました。

　

　【Ｂ】光学モジュールをダウンロードした上で、

深澤明流のいつものルーティーンをまず適応して

みます。

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
千葉県　宇田川  武大 様

PLACE
成田空港

SONYα6400　FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS　1/1250  F6.3 
ISO250 マニュアル露出　ホワイトバランス　ホワイト優先
使用現像ソフト  DxO PhotoLab3　Adobephotoshop2020

DxO PhotoLab3 ／ Adobephotoshop2020

PHOTO TICKET

FIRST CLASS

宇田川様の応募作品

診断結果

撮影者より

機体の白の色にこだわりました。ディテールや線の細さを保った状態で

機体の白が背景の雲に埋もれないようにしたいです。

result

アドバイス advice

Vol.04

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

　【Ｃ】この時点では、まだまだトーンが

追い込めていません。

　【Ｄ】キモはこの現像のベース部分の後、

どこをどこまで追い込んでいくか。そこが

重要です。「白を白く」を念頭に入れて追い

込んでいくのならば、まだコントラストが

弱いと判断します。ヒストグラムを見ても

ハイライト側は、余裕がありますしノーズ

側の白は R:209 G:209 B:208 との数値

を示していますので、元データの段階から

ほぼニュートラルなグレーから白になって

おり、まずはトーンの調整だけに注力して

いきます。

　

　このスライダーの動きは深澤流であり、

本来ならば褒められない追い込み方かもし

れませんが、コントラスト100 にします。

　それでもまだまだ白を白らしく感じるま

でには至っていません。ここは思い切って

露光補正によって明るくして白をまずは追

い込む方向で調整します。

　

　【Ｅ】調整したところは、露光補正を0.1

9に、コントラストを100に、選択的トーン

補正の中で中間トーンを -98、シャドウを

36にしました。それに伴ってややシャドウ

部にノイズが気になってきたので輝度ノイ

ズを70に。さらにやや白に青味を持たせるために色温度と色相を微調整しています。

　

　【Ｆ】ところで、何故青味をやや持たせたか。宇田川さんも実は別の手段としてDxO PhotoLab3 のトーンカーブ

で青だけやや中間トーンからハイライトの間を持ち上げて青色系に転ばしています。これはシャドウ側の色味は転ば

したくないとするとても優等生のやり方です。素晴らしいです。日本人の目はブラウンアイズなので、白色が青系に

転んでいた方が「綺麗な白」「いい白」と判断します。逆にブルーアイズの欧米人にはこの青系に転んだ白はさらに青

く見えるため気持ちが悪くやや黄色系に転んだ白を好みます。エプソンなどのプリント用紙の紙白がやや青っぽく感

じるのは日本人が好む白をよく知っているからこその製品なのです。

　【Ｇ】さて、DxO Photolab3 で追い込むのはこのぐらいにして 16bittTIFF データで書き出します。

　【Ｈ】その写真がこちらです。

C

Ｄ Ｅ

F

H

I

G

　【Ｉ】この写真をさらに Adobe Photoshop 

2020で開きます。レベル補正を見てみると、

まだまだハイライト部分に余裕がありますね。

　【Ｊ】ここでレベルを詰めていっても良いの

ですが、それはただ単位コントラストを増して

いくばかりとも言えます。そこで、今回は別の

手段をご提示します。使うのはトーンカーブ

です。調整レイヤーでトーンカーブを選択し

ます。

　【Ｋ】結論から言いますと、「通常」と書いて

あるところをクリックすると、以下ディザ合

成、比較（暗）、、、などいろいろ出てきます。

それらをいろいろと選択してみて、どんな見

栄えになっていくか確かめてみても面白いの

ですがここでは「ソフトライト」を選択します。

トーンカーブも奇妙な形していますでしょ。

まさに邪道感が漂っていますね（笑）。

　我流ですが、案外これ、場合によって多用

しています。

ではその仕上がりを比較してみましょう。

J K
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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。

　「白さ」の強調がテーマでしたから、宇田川さんの作品は「白」を感じる点で決して悪くはありません。ただその「白」に固執したあまり写真全体の調和が取れていませんでした。「白」にこだわる＝「白」を白くする、というのだけ

ではないのです。主役であるジャンボの存在感、空と機体をしっかりエッジ部分で分離できていること、それに機体部が色成分の濁りがなく黒として潰れることなく綺麗に締まっていること。それらの総合的要因から感じる「白らしい

白」を追求していくことで写真の深みがどんどん増していきます。Photoshop でのトーンカーブの扱いなど、恐らく巷の教科書には書いていない手法だったと思います。このあたりは本来ド本気講座のセミナーでライブ感溢れる中で

お見せしたい部分です。開催が再開された暁には是非ともご参加いただければと思います。

【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

　JAL の A350-900 の習熟フライトを撮影する目的で自主的に新千歳へ飛んだ時だから、昨年のことだ。初日が一番天候が良く抜けも良かったため

ある程度の目的を果たした感はあった。翌日は空がやや霞んでいたが、こういう日には夕陽が綺麗に見える兆候でもある。生コンポイントから千歳基

地側の離陸シーンを捉えた。夕陽をかすめてゆく光景に心が躍った。結局最終日には千歳基地で 1日の半分以上を過ごしていた。

　あの音と速さに心が「ズキューン」とやられてしまった。
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Quest For Light
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

　セントレアの展望デッキは昼から半逆光

または逆光になる。実はエアラインの映像

にしろ静止画にしろ、広告ビジュアルには

半逆光または逆光でヒコーキそのものを捉

えているものが結構多い。半逆光または逆

光で捉えたビジュアルには観る者にどのよ

うな心理効果があるのか。それはいかに美

人を美人に撮るかに通じるものがある。

〈中部国際空港（セントレア）展望デッキ〉

　夕暮れ時の羽田空港の第 1ターミナル展望デッキ。

　日没間際の光と捉えてヒコーキをどう表現するか。気をてら

う必要はないが写欲がそそられるのは確か。これからの季節は

日没時間がどんどん早まってくる。1日のドラマを追いやすく

なってくるといっていい。大いに撮影を楽しみたい

〈羽田空港　第1ターミナル展望デッキ〉

　取材の前乗りでセントレアホテルに宿泊

した。やや上層階だったので夕暮れに離陸

を狙った。減便の影響で便数が極端に少な

い中、なんとかこの1機が良い時間帯に飛

んでくれた。ガラス越しではあるけれども

展望デッキからは見ることができないアン

グル。たまにはこういう特別なアングルも

楽しみたい。

〈セントレア　セントレアホテルの部屋から〉

　「トップライトになったからそろそろ昼

ご飯にしようか」。よく聞くセリフだ。トッ

プライトがやや敬遠されているのかなと思

わせる発言は多い。圧倒的に順光でヒコー

キを捉えられる立ち位置を選択したい気持

ちはよくわかる。がしかし、トップライト

から逆光をあえて好んでみると写真の奥深

さへ一歩踏み出せるように感じている。

〈福岡空港　宝満尾公園〉

　広告制作において超有名なレタッチャーの事務所を訪ねたことがある。その方にレタッチャーとして気をつけていることを聞いてみたら、「物理現象に逆らわないことです」

と即答された。太陽が左から当たっていれば影は右に出る。この当たり前を常に意識していると。つまり光の方向性、強さ、質を常に意識しているということだった。

　これは「なんでもあり」と思われがちなレタッチャーの世界で活躍されている方だけに、実に深い言葉だ。「光の探究」の根底にはこのときに感銘を受けたこともある。

　【東京出発】にて 11月 26日 ( 木 )・27 日 ( 金 ) と 12 月 19日 ( 土 )・20 日 ( 日 ) の 2回実施で募集が開始されているクラブツーリズム〈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』ですが、【名古屋出発】プランも追加してもらいました。名古屋駅に集合してこのツアーにご参加いただけます。　

　詳しくはこちらをご参照ください。https://bit.ly/32GLNyr
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Information Afterword
Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

あとがき

10 月 8日発売　Vol.5　予告

※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。

インタビュー企画

航空写真家の “核心に迫る” 本音トーク

ルーク・オザワ氏のインタビュー第 3回目は、

「カメラへのこだわり」

　今号のインタビューで「カメラは道具に過ぎず、ボクが現

場で見た感動の瞬間の記憶を記録に残すための手段の一つだ

からね。好きなものというより体の一部みたいなものかな。」

と語ってくれたルークさん。

　体の一部ってカッコイイですね。次号ではカメラへのこだ

わりについていろいろと深掘りしていきます。

　ご期待ください。

 © ヒコマグ 2020, All Rights Reserved.

　「酔い止めの薬は手放せない」。ヘリコプターからの空撮を年に何回もするが、搭乗前に必ず酔い止めの薬を飲む。夜のフラ

イトより昼のフライトの方が酔いやすい。おそらく水平線がフラフラと視覚的に揺れるからだろう。揺れてかつ風がモロにレ

ンズとカメラを煽ってくる状況下で目標物を入れてしっかりと構図を作りつつ撮ることは想像以上に大変だ。それが仕事だか

ら、大変でも何でも結果として残していかなければならない。しかしながらその大変さ以上に、仕事としての楽しさや刺激が

あるのは確かだ。「幸せはなるものではなく、感じるものだ」とは長渕剛の唄の歌詞だが、仕事における楽しさも同じだろうと

思う。何に楽しさを感じるか。プレッシャーや困難さをエネルギーに変えられることが大切なのかもしれない。

　さて、また酔い止めを飲もう。いくら楽しさを感じても、酔いには勝てない。

　CANON GALLERY

●銀座　9/3［木］～ 9/16［水］
東京都中央区銀座 3-9-7 トレランス銀座ビルディング 1F

10:30-18-30（最終日 15:00 まで）日・祝休館

●大阪　10/1［木］～ 10/14［水］
大阪市北区中之島 3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 1F

10:30-18:00（最終日 15:00 まで）日・祝休館

　さまざまなジャンルで活躍する20名の写真家が被写体に全力で向かっていく姿勢や、写真家自身の元気の素となる写真
を紹介する写真展。その part 2に出展している岡本豊氏。イカロス出版「月刊 エアライン」で「Go!Go!787」の連載をし
ている超人気航空写真家なのはいまさら説明の必要はないだろう。
　コロナ禍でも「明るく写真家も頑張っているというのを示したい」というCanonの狙い通り、3 枚の787の素晴らしい
作品が展示されている。写真の中身だけでなくプリントの美しさも目を見張るものがある。一見の価値あり。

　会場と期間は次の通りです。

航空写真家 お知らせからの

　ちょうど 2 年前の夏に発行した「ド本気バイブル」。さらに内容を充実させて「ド本

気バイブル Vol.2」を 9月16日発売予定で製作中だ。「ド本気バイブル Vol.2」はプロに

なるわけではなく、ただただヒコーキ写真を楽しむ方にはやや熱すぎて濃すぎる内容か

もしれないが、写真をもっと深く楽しみたい。思い通りに撮りたい。うまくなりたい。と

少しでも思うのであれば、是非とも読んでいただければと思う。

　「ド本気バイブル Vol.2」はヒコマグのウェブサイト内で、「別冊 深澤 明」で販売さ

れる。「月刊 深澤 明」同様 PCでもスマホでも閲覧可能だ。場所も時間も選ばず楽し

めると思う。どうかご期待いただきたい。

『ド本気バイブル Vol.2  』いよいよ発売 !
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迷ったら、シンプルに

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
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