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「プロの写真家として、これから」
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　　　　おお、乗り気になっておられますね。それでは
エンドレス企画ということで、、、

ルーク　それは困る！（爆笑）

　　　　ですよね。そういえばルークさんは各空港などで
いろいろな方とお会いすると思いますが、例えば若い人か
ら「航空写真家になりたいんです」と言われたらどう答え
ますか？とある航空写真家によっては「やめておけ、食っ
ていけないから」という方もいるそうなんですが。

ルーク　「がんばれば！」とは言うかな。で、何を撮るの？
とは聞くかもしれない。航空写真家って専門職だからさ。
写真以前にヒコーキのことを知らないといけないからね。

　　　　フィルム時代を経験しているかいないかも、い
ろいろと関係してくると思いますか？

ルーク　そこはあまり関係ないかもね。デジタルカメラ
しか知らないとしてもそれはそれで別物として捉えてあ
げないとね。それよりも今デジタルで重要なのが「合成」
問題と「オーバーコントロール」だよね。
　いじってナンボという風になっているけれど、そこで
大事なことを見失ってほしくないなぁとは思うよ。

　　　　現像時にどこまでパラメーターを動かすこと
が許されるのか

ルーク　そうそう。元はやっぱり撮ったときの素材だか
らさ。現像でパラメーターを多少自分のイメージに合わせ
て動かすのは良いと思う。撮りっぱなしJPEGで良いんだ
よとは言わないけれどさ、やはりやり過ぎはダメよね。

　　　　フォトコンの審査をしていると「合成が見抜ける
か」みたいな変な怖さが出てきちゃっていますよね。

ルーク　もうさ、これは個人のモラルだよね。

　　　　撮っているときからですか？

ルーク　撮っているときから。その振り分け、つまり分類
がうまくいっていたら嬉しいんだよね。
　ページで組めそうなら文字を入れるスペースを考えて撮
るしね。だから、編集のできるもしくはデザインのできる
写真家ってよく言われるよ。

　　　　それは編集者やデザイナーに好かれますね。

ルーク　そうなんだよ、理に適った写真を提供するから。
　以前話をしたハワイでの撮影などで勉強したからね。
　「オザワくん、メインの人を真ん中に置いたらデザイ
ン的に使いずらいじゃん」って。見開きだとページのノ
ドにかかってしまうからね。

　　　　ルークさんの姿勢を伺っているとプロフェッショ
ナルとしての「力み」がないのに究極のプロフェッショナ
ルですよね。

ルーク　昔から相手のことを常に考えているよ。自分よ
がりではないね。

　　　　写真の OKラインはどこにありますか？

ルーク　写真集用の写真はセミナー含めてほぼ外に出さ
ないし、特集で組んで欲しい時とか、ちょっとコラボレー
ションして組んでほしいなど、そういった括りでシャッ
ターを切っているからね。それを見せたとき、ここの編
集長が喜ぶなとか、その喜ぶ顔が見たいから、喜ぶ声が
聞きたいから、喜ぶメールが見たいから。それが自分自
身で用意ができないと写真は出さない。
　そこがラインかな。

　　　　徹底的に相手の立場を考えておられますね。

ルーク　写真家って結構わがままで編集者泣かせも結構
いるけれども、ボクは編集者の立場になって考えてあげ
たいね、ボクにできることであればね。

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira

常にアグレッシブに活動し続けているルークさん。最後に真のプロフェッショナルな姿が浮き彫りになりました。

第 6 回／全 6 回連載
Do! Honki Interview Start

明日が良いかもしれないから明日まではここにいてみよう

　　　　でも、フォトコンの審査に関われるのは嬉しい
ことですよね

ルーク　良いよね。自分への勉強にもなるし、刺激にも
なるよね。「おお！ここでこんな絵があったか」とかね。

　　　　話変わりますけれど、ルークさんが SNS で「写
真整理中～」って書いているのが、結構好きです。

ルーク　撮影してきて戻ってきて「写真整理」が終わら
ないと次の撮影には出たくないんだよね。一度さ、新千
歳行ってそのまま熊本行って、そのあと那覇へと連続3
空港で撮影して帰ってきたことがあったんだけれど、新
千歳の記憶がさ、、

　　　　薄くなりましたか。

ルーク　そう。そうしたら整理する意欲がなくなって
しまったんだよね。だからそれ以降は連続の遠征はや
めた。

　　　　素敵です、その感覚。

ルーク　撮っているときにはいろんなアンテナを出して
いてさ、これは ANAのカレンダー用、これは出版社用、
これは自分の写真集用って振り分けているんだよね。

　　　　記憶もそうですが、撮るときの喜びみたいなもの
も大切にしたいですよね。

ルーク　撮る前の喜びでしょ。撮ったときの喜び。戻って
PCでみたときの喜びがあるもんね。
　そこにはプロフェッショナルもアマチュアも垣根はない
からね。ボクがラッキーなのはさ、この喜びを感じる行為
そのものが仕事になっていることなんだよね。

　　　　応募する側の？

ルーク　応募する側の。写真ってそれこそ自己満足の世
界だからさ。合成してまで認められたいのかってことだ
よね。逆に審査で合成写真を選んじゃった者が責められ
ちゃうから、ちょっと怖いね。

　　　　さて、ついに最終回を迎えましたインタビュ
　ですが

ルーク　え？もう終わりなの？まだまだあるんだけど
なぁ、ボクの世界は（笑）。

－
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Thank you
    So Much!
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「撮影・聞き手 : 深澤 明」

　　　　「空と友だちになる」というルークさんの名言が
ありますよね。

ルーク　よく居るじゃん「何だよこのくさった空って」と
言って嘆いてしまう人。それは言う人は言っても良いんだ
けれど、それは当然でしょう？という気持ちがあるんだよ
ね。どんな天気でも空と友だちになって、その状況を受け
入れる。でも明日が良いかもしれないから明日まではここ
にいてみよう、となるわけ。

　　　　よく週末しか撮影できない人から質問を受ける
んですよ。「晴れない」、「ドン曇り」のときはどう撮れば
良いですかと。

ルーク　答えは簡単だよ。いまはデジタルなんだから夜
撮れば良いじゃん。夜はどんな天気だって良いし、むしろ
雲が低いような天気が悪いときの方がドラマティックにな
るよね。だから、昼は寝ててパワーを残しておけば？と言
いたいね。

　　　　お聞きしていると、すべてにおいてプラスに考え
ていらっしゃいますよね。イライラすることなどはあまりな
いですか？

ルーク　疲れちゃうからね、イライラすると（笑）。
　それにボクの中では 2020 年は無かったことになって
いるから！

　　　　編集者やデザイナーにも好かれているだけでな
く、ヒコーキファン、ヒコーキ写真ファンからも好かれて
いるし求められていることはどうですか？

ルーク　それは気持ち良いよ。でも、魅せ続けていかな
ければいけないから、それがプレッシャーかと問われれ
ばプレッシャーだけど、それはそれで楽しんでいるよ。

　　　　本当に貴重なお話をありがとうございました。
　これからもずっとCanonのR5と100-500mmで切り取
るルーク・オザワワールドを皆さんも期待して待っておら
れると思います。

ルーク　もうね、いままでのすべてをミラーレスカメラで
撮り直したいんだよね。出逢えるものに対してはね。
　で、次回のインタビューのテーマはなんだっけ？

　　　　えーと、インタビューはこれで終わりです。でも
このまま続きますから（笑）。神と巨匠の共演が！

ルーク　ああ、そうだったね！

　　　　ということで 6回に渡ってじっくりお話を伺いま
したが、とてもポジティブですしいろいろなことに対して
とても緻密な方だなという印象が強烈に残りました。

ルーク　一つのことを始めちゃうと次 と々やりたくなるし、
それらをずっと続けているだけなんだけどね。
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　とある日の ANAのとある便。B777-200ER から B777-300 にシップチェンジした。405 席から 514 席へ増えたことになる。

　平日なのにすごいな。さすがは Go To トラベルだ（一時停止前のこと）と注目していると、搭乗者数は 68名だという。

　頭の中で「？」が浮かぶのは自然なことだろう。何故 777-300 へ機材が大きくなったのか、気になって仕方ない。

　あまりに飛ぶ機会がないために、無理やり稼働させたのかとさえ思った。

　理由はこうだった。「貨物需要増大のため」。

　これは搭乗者数という数字だけではわかり得ない、航空というビジネスの面白さでもある。航空便の役割は新幹線とは違って「人を

運ぶだけが役割ではない」ということを意味している。

　かつて成田＝ヒューストン線が

B777-300ER で運航されているこ

とに疑問を抱いたことがあった。

西海岸や東海岸ならいざ知らず、

アメリカの内陸へ飛ぶなら B787

でも良いのではないか、というも

のだ。

　ところがヒューストン線は宇宙

産業や自動車産業などの貨物需要

が凄いのだという。それを聞いて

妙に納得した覚えがある。B777-

300ER は貨物だけで 40トンも運

ぶことができる機体で、とても優

れものなのだ。

　また、コロナ禍では羽田＝福岡で貨物便として B787 が飛ぶなど日本国内でも貨物需要はとても大きく、人が動かないから何もかも

がダメな状況ばかりでもないようだ。もちろん、とはいえ人が動かなければ航空会社は苦しいという事実は変わりない。　　

　LCC の Peach が貨物事業に参入したことからも貨物輸送のニーズが高まっていることは明らかで、「人だけを運ぶ」新幹線までもが

「貨物専用車両の導入を検討」というニュースも流れ、これも一つのニューノーマルになってゆくのかもしれない。

　かつては海外に外注していた重整備も、海外への渡航が困難な状況ということもあって国内で行われているが実情だ。

　これもコロナ禍における大きな変化といえるが、日本の整備技術の伝承という観点からすると、あながち悪いことばかりではないの

かもしれない。

　いずれにせよ完全には元に戻らないとしても、気兼ねなくヒコーキに乗って行きたいところへ行ける。

　そういった世界に 1日でも早くなってほしいものだ。

PHOTO
 ESSA

YWAKE航空写真家への道
航空写真家 深澤明の航跡 PhotoEssay

　大学時代の話をしよう。鹿児島にある大学の航空工学科で航空機

を学んでいたが、それほど機械いじりが好きな訳でもなく、思考回

路が工学系、理系かといわれればその自信はまったくなかった。

　ただ単に漠然と航空機を学びたいと思っていた。とても幼い動機

であったといま思うと恥ずかしくもある。また、それと同時に親元

を遠く離れて（といっても海外ではないところが面白いが）一人暮

らしをしつつ学びたかったのも大きな動機だった。

　大学の必須科目の単位を取得して時間ができるようになると、心

は鹿児島空港へ置いてきている、というぐらい毎日鹿児島空港へ通

った。というより強制的に鹿児島空港へ毎日行くように仕向けた。

　そのきっかけとしては空港にあるレストラン「ロイヤル」でアルバイトを始めたことだ。最初はゴールデンウィークだけの短期アルバイ

トだった。皿洗い（ウォッシャーという役割）を 15時ラスト（21時）まで汗をかきながらやった。GW最終日、必死に皿洗いしているボク

のところへ店長がやって来て「深澤くん今日までだったね」と声を掛けてくれた。確か店長のお名前は「よしずみ」さんだった。

　ボクの人生の節目には「よしずみ」という名前の方が現れる傾向にあるようだ。さて、このバイトは短期間ではあったけれども、そこで

働いている人たちのことがとても好きだったし、次から次へと運ばれてくるあらゆる種類の食器を綺麗にしてゆく（実際は食洗機に放り込

むのだが、その前段階の油汚れ落としや種類別に仕分ける）作業が楽しかった。その楽しい気持ちが味わえたことで幸せだったので、店長

に満面の笑みで「本当に楽しかったです！！ありがとうございました！！」と大きな声で返事をした。そうしたら店長が目をまん丸にして

驚いていた。そしてボクにこう言った。「そんなに楽しかったのか。それは嬉しいな。もし良かったら金曜日と日曜日に来てくれないか」。

　それから大学を卒業するまで、空港のロイヤルでアルバイトが

できたことはとても貴重な時間だった気がする。

　ボクはずっと皿洗いが良かったのだが、そのうちにホールに

っ張り出され「MR( ミスターロイヤル )」の試験を受けさせられた。

　当時はオーダーを受けると手書きでメニュー名を書き、その単

価までその場で記入しなければならない方式だったのだ。

　従ってオーダーされる可能性のあるメニュー名とその単価をす

べて暗記する必要があった。メニュー表をもらい試験は 3日後。

　結果は、100 点。その頃には大学の単位もほとんど取得してい

て授業も極端に少なくなっていたので、ほぼ毎日ロイヤルでのバ

イトを入れた。昼の12時からラスト。そのために国分市役所前から鹿児島空港へ行くバスの始発に乗って鹿児島空港へ行き、11時 30分頃

までほぼ毎日、晴れの日も曇りの日も雨の日も、桜島の火山灰が降る日も、展望デッキなどからヒコーキを撮っていた。

　だから、鹿児島空港はボクのヒコーキ写真撮影における第 2のふるさとなのだ。

　マリンジャンボが初めて鹿児島空港へやって来た時、SAAB340B が飛び始めた頃、YS-11 が飛び交うなど、それこそジャンボから SAAB

まであらゆる機種を撮影することができた。その中でも鮮烈な記憶として残っているのが、ANAの L-1011 トライスターのラストフライト

だ。NH626として羽田へ飛び立つ姿をしっかりと展望デッキから撮影していた。エアバンドを聴いていてタワーに「トライスターは本日を

もって退役いたします。22年間ありがとうございました。」とコクピットクルーがいうとタワー管制が「22年間お疲れさまでした！」と応

えた。その瞬間、ファインダーを覗いている目から涙がこみ上げてきた。生まれて初めて乗ったヒコーキがトライスターだったので、余計

に寂しい気持ちになってしまったのだろう。

　なんだか急に鹿児島が恋しくなってきてしまった。

一つのニューノーマル

引
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　写真は自己表現の世界ですから、他人がやり過ぎかどうか、とやかく言うものではない、というのが基本的な

考え方です。臼倉さんが「このように表現したかった」と思うだけで特に批判的意見はありません。

　また、「どこまでがいい塩梅か」と言う、つまりはOKポイントをどこに置くかについても人それぞれです。

　ただし、一昨年あたりに「オーバーコントロール」という用語が流行り出してから、現像時の過度のパラメー

ター調整に対して否定的な考えが広がっている気がいたします。「ヒコーキ写真といえどもアートなんだ」という

ベース思想は否定されるものであってはなりませんし、表現の幅を狭める結果になるのは哀しいことです。

　前置きが長くなりましたが、お送りいただいた作品で気になった点は2つ。ひとつは白色をもっと白く感じる

ように仕上げた方がより視覚的インパクトがあるということ。2つ目は、スカイマークの黄色い星の黄色をアク

セントとしてもっと効果的にできる点です。黒色に対して黄色は映えますから。

　　【Ａ】臼倉さんからRAWデータも送っていただいていたので、まずは何もせずに書き出してみました。

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
臼倉 紀 様

PLACE
羽田空港　城南島海浜公園

Canon 7D Mark II　EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
1/2000 F10.0  ISO1600  マニュアルモード
使用現像ソフト　DxO PhotoLab4

DxO PhotoLab4

PHOTO TICKET

FIRST CLASS

臼倉様の応募作品

診断結果

撮影者より

機体の凹凸や太陽光の反射を際立たせるため、露出を切り詰めて撮影しました。

また、現像について以前にメールにて深澤様に伺った際、「一度振り切ってみてはどうか」

とのご助言をいただきましたので、現像ソフトにてシャドウとブラックのパラメーターを

思い切ってマイナス方向に動かしました。これにより黒い背景に白い機体が浮かび上がる

作品にしてみました。しかしながらさすがにこれはやりすぎでしょうか。「オーバーコント

ロール」という概念は基本的にはないというのが深澤様のご見解かと思いますが、それに

してもどこまでがいい塩梅なのか明確に理解できておりません。

result

アドバイス advice

Vol.08

　この写真データを見て、「もっと仕上がりのイ

メージに近い状態で撮れば良いのに」と思う方

もいるでしょう。何故にこの状況下で ISO1600

なのか。つまり、この写真のようにフラットな状

態で撮影しておいて、現像時にイメージに落とし

込んでいくやり方は、ややプロっぽいと言います

か、広告写真家がやる手法と言えなくもありませ

ん。撮影時からローキーに、つまりアンダーで撮

影して機体下部は真っ黒にしておいても良いので

はないか、という考えではなく、あくまでも全体のトーンは情報量多く持っておき、後処理で作り込んでゆく。

　広告写真家っぽいと書きましたが、実はその先のフォトレタッチャー的考え方とも言えます。彼らは自由度の

ある、つまり情報量の多いデータを欲し、できるだけ柔軟な、粘りのあるデータを欲します。ピクセルが壊れて

いないことを必須として極端なことを言えばミクロ的視点、思考で写真データを見ています。逆にダークトーン

で仕上げるというイメージが固まっており、それ以外は思考の中になければ、撮影時からローキーで撮る方法論

もアリでしょう。

Ａ
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　【B】さて、まず自分なりにこの元データから

現像だけを担当したとします。「機体の凹凸や

太陽光の反射を際立たせる」という命題を受け

て作り込んでみます。その第一段階がこちらで

す。トリミングはまだしていません。

　空を群青色にして、やや色を残しています。

　それによって中途半端さが出ているとも捉え

ることができるでしょう。機体がスカイマーク

ということで、新しいブランドイメージである

「YOUR WING」のビジュアルから受ける色の印象を残しつつ仕上げた、というのが真意です。ややそれらのビジ

ュアルよりも濃いですけどね。それに、スカイマークの黄色を目立たせるために「自然な彩度」は上げています。

　

　ただし、この議論が成立するのは RGBの世界だけなんですよね。もしくはギリギリで自宅にあるもしくは事務

所にあるハイエンドユーザー向けプロ仕様プリンターで出力するまで、の世界で成立するのです。大部分の読者に

は成立する話だと思いますのでこのまま進めます。

　つまり、何故それを書いたかと言いますと、この状態の写真を印刷にまわしますと、この手の群青色の空を伴っ

たデータは「インク総量警告」が出る場合がほとんどです。この背景を見て閃く人はかなり鋭いですが、C-PL フ

ィルターを使用した写真データの背景に通じるものがあります。従って、C-PL フィルターで撮影された写真は、

印刷にまわした場合は製版の段階で印刷会社に手間をかけさせているという自覚が必要なわけです。

　これを知っておくことは無駄ではないでしょう。

　

　【C】その根拠としてデータ上だけで CMYK 変換してみますと、こんな色になってしまいます。

CMYK の使用プロファイルは、「Japan Color 20

01 Coated」で処理しています。

　いかがですか。色が出ていませんよね。つまり

印刷の再現性にそぐわない写真データだという見

方ができるのです。

　これを色が出るようにするのは印刷会社が苦労

してくれているわけです。

　さて、話を RGB データに戻ってさらにイメー

ジを極端にしていきましょうか。

　【D】シャドウ部をさらに攻めています。ここで気

にしているのは、機体の白の抜けの部分です。ただ

し、ここまでのハイコントラスト作品が人の心に深

く響くか？と問われれば、響きづらい。ビジュアル

的に極端になっていく作品と、フラットな当たり障

りない作品。万人に浅く好かれるか、少数から深く

愛されるか、みたいな比較論さえ語れそうな点を含

んできます。

　【E】参考までに元データから美しく、自分なりに仕上げみるとこうなります。

　この写真から少しテーマがズレた論点に感じるかもしれませんが、極端な仕上がりには常にこの思考を持つこと

が重要と考えているのであえて書いています。ここではパラメーターをどう動かすか、よりも、イメージしている

ことをどう再現するか。どこまでやるか。それをビジュアルで追っていくことの方が良いと思うので、そのベクト

ルで進めてまいります。

E

B

D

C

　ここまでのハイコントラスト作品がアリかナシか、

と問われればアリなんですが、フォトコン含めて人の心に響くかどうかは未知数すぎるという点で、この方向性のビ

ジュアルを推奨する気にはなれない。これが本音です。臼倉さんが今回、問題提起としてこの作品をご応募いただい

たことはとても意味があり、ありがたく思いました。「オーバーコントロール」についてはそれこそヒコーキ写真の

一部の世界で問題提起されておきながら、誰もその答えを、許される範疇を示してはおりません。このことはとても

悲劇的な問題であるとも言えるのです。
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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、撮影空港

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。

　【G】【H】これらだって作品だ！と胸を張って主張してもらって構わないのです。

　なんでも、アリ、なのです。

　それが、響くかどうかは、また別の問題です。その考えからしますと、作品は見る者の心に響かなければいけ

ないのか。承認されなければいけないのか。最大公約数の「好き」に寄り添っていなければいけないのか。

　そこに行き着くのです。

　撮り手側、発信側に「見ていただくならば美しくなければならない」というある種の基本姿勢のようなものが

あったと仮定すると、それは実は一方的な発信側のポリシーであり、商業的要素を排除した純粋な写真の世界で

はそれにどんな意味があるのだろうと思う訳です。もっともっと自己満足を追求して良いし、独りよがりな世界

だって追求して良いのです。

　それは「見たままを再現したい」という欲求だって考え方によっては究極な独りよがりだとも言えるのです。

　そういうゴチャゴチャしたところは、何周かグルグルと廻ると不思議と角が削ぎ落とされていって、自分らし

さという丸みを帯びた魅力として輝いてくるポイントがあるんですよね。そこまで突き詰めていけ！とは言い難

いけれど、それが写真の奥深さ、ヒコーキ写真の面白さの根底にあるということも知っていて欲しいなとは思い

ます。

　質感重視の極端な例、という雰囲気でしょうか。

　評価する人によっては最後の写真は「やり過ぎ」であり、それこそ「オーバーコントロール」と弾劾される可能性が

高いです。さらに、いまさらながら力説しておくと、写真用語で「オーバーコントロール」は存在していません。

　そもそも「コントロール」というニュアンスが評価側の傲慢さを表しているとさえ思っています。

　何を基準に「オーバー」であり、そもそも「コントロール」って何を指しているか、です。

　「コントール」は制御。調節。統制。つまり、ちょうど良いぐあいに調節すること、ですよね。

　では、ちょうど良いって、何？誰が決めた？。見る側？撮る側？それとも第三者？。

　この問いに明確に答えられますか？見る側が勝手に「これはやり過ぎだ」と決めて良いものでしょうか。　

　【F】そして、臼倉さんの狙いを自分なりに汲み取って作品に仕上げるとしたらこんな感じです。

F G H
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※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。

「普段はあまり展望デッキからは撮らないよ」という青木氏。

それでもめげずにお誘いし羽田の 2タミ展望デッキへ。

「なかなか絵にならない」とおっしゃりつつもシャッターを切る目は真剣そのもの。

表情一つ、言葉ひとつが私にはすべて宝物。

さて、青木氏と深澤はこの日、展望デッキからどんな写真を撮ったのでしょうか。

お楽しみに。

「巨匠  青木勝と撮る」 羽田空港第２ターミナル展望デッキ編

 © ヒコマグ 2021, All Rights Reserved.

　2021年もヒコマグ「月刊 深澤 明」をよろしくお願いいたします。ご覧いただいてお分りのように、誌面構成を変えたのと

同時にデザイン性を一部で犠牲にしてまで内容と中身、伝えたいことを詰め込むことにこだわりました。

　

　見た目のカッコ良さ、オシャレさももちろん雑誌としての重要なファクターなのは重々承知しています。しかしながらカタ

チにこだわるよりも無骨でゴツゴツと噛みごたえのある誌面にしたい気持ちが優った結果とお許しください。

　ニューノーマルという言葉が使われるということは、「元の世界には完全には戻らない」ことを意味しています。

　そんな中で航空写真家として何ができるのか。何を生みだせるのか。

　無骨ながら考えて、そして実現していきますので、これからもよろしくお願いいたします。

　昨年のことではありますが、12 月 22 日にイカロス出版から発売されました「ヒコーキ写真テクニック 2021 WINTER」。

特集 基本のシューティング・マニュアル 航空機撮影入門では「展望デッキから始まるシャッターチャンス 旅客機撮影の基本」

「機体の的は大きいが、もっと寄りたくなる 旅客機の撮影機材」「白のトーンを残し、白らしく撮る 旅客機撮影のカメラ設定」

「展望デッキから外周ポイントまで 撮影フィールドとしてのエアポート」を執筆。

　さらに、プロフェッショナルによる新機材インプレッション「使い倒した前モデルからの更新で手にした一眼レフ頂点機の

真価 NIKON D6 旅客機撮影編」と「初めてのミラーレス機の撮りおろしで掴んだ手応え NIKON Z 6II」を担当。

　フォトコンではエアライナー編の選者を担当。

　締めには「世界と日本のエアポート撮影レポート 福岡空港 国内線 展望デッキ」も担当しました。

　D6 という最高な機材を手にしていながら、ミラーレス機 Z 6II を使い始めてから一度も D6 を使っていないという事実。

　これは大変なことになりました。是非ともお手元に一冊！撮影のモチベーションアップにつながれば幸いです。

航空写真家 お知らせからの

ヒコーキ写真テクニック 2021 WINTERi



Es ist in Ordnung.

Uns geht es gut.

Alles ist gut.

Willkommen im Jahr 2021.

Aviation Photographer, FUKAZAWA Akira
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