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「写真表現の可能性」 

基調提案 

 

始めに 

写真表現には様々な場合がある。歴史的に見ると、カメラ

オブスキャラの時代から、現代のデジタル化への流れのなか

で、その可能性は追及された。肖像画デッサンの代替作業か

らスタートし、画像定着の技術革新で写真は誕生した。そし

て、時代の証言者としての記録性が尊重され、又、観たこと

のない世界の辺境の美しい景観をジオグラフィックとして見

せるツールとなったりして来た。 

今回は、その記録性ではなく、芸術表現として、アート作

品として制作する可能性を考えてみたい。つまり、ファイン・

アート(FinArt photography/芸術写真)の世界を考えよとい

う訳です。 

 
ファイン・アートは「マン・レイ」(1890生)を抜きにして

語れないと言われます。フィルムからデジタルに変わっても、

マン・レイの試みた様々な表現様式の摸索した範疇でしかな

かったともいえる。写真の黎明期から絵画的表現を目指した

ピクトリアリズムを検証してみると、当時の芸術写真には、

風景写真と言いう自然を絵画的に落とし込もうとした作品と、

抒情性を重視するものが多く見られた。 

   

そんな中でモホリ・ナジ・ラ―スロー(1895生)の前衛的で、

実験的な写真は、その後の歴史に大きく影響を与えたともい

える。 

 

１９２１年頃の日本では、 

上田竹翁(1866 生／写実鉛筆画の技法

『レタッチング』を、写真修正の技術として紹介)が芸術写

真と命名したり 

福原信二(初代資生堂社長)が写真芸

術と提唱するなど、語順を入れ替えで、その画風を競ったり

している。 

 

どちらにしても、そのマニュアルは過剰な細部描写を避け、

表現したいモチーフや感情的な視覚言語のアンサンブルを構

築して作品制作していたのだ。それはまるで、空気遠近法と

もいえるものであり、北斎が見せたあの技法なのだ。近景に

コントラストの強いものを描き、遠景をぼかした技法なのだ。

又、風景の空に雲を合成したりしたのである。まさにストレ

ート写真と真逆の写真作成が当事の芸術写真であった。 

1923 年の関東大震災以後に起こった構成派(渕上白陽)の手

法は、外見ではソフトフォーカスを残して抽象化したり、画

像バランスを構成化したりした。又、内面的には、自然の「写

生」ではなく、己を主観化し自己表現としたのだ。 

 

そんな流れの中から、その後、 
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「塩谷定好」等によってピクトリアリズムは継承されていっ

た。 

 
1930年代になると、評論家の「伊奈信男」が写真論「写真に

帰れ」を出版し、写真本来の独自機能である記録性を生かし

た写真表現こそ芸術写真だと主張した。つまり演出などしな

い記録写真やリアルフォトの記録性を第一としたのだ。戦前

の政府に、プロパガンダとして参加していた「日本工房」(名

取洋之助・木村伊兵衛・土門拳・亀倉雄策) 

 

 

 

 

の中から、戦後、木村伊兵衛と土門拳がリアリズム写真を提

唱し、写真の真実性を取り戻そうとした。伊奈信男の影響を

うけ、「土門拳」のいう絶対リアリズムの根拠となった。 

1944 年の終戦後の代表的な写真家としては、まず「土門拳」

を挙げなくてはならない。絶対非演出の絶対スナップを掲げ

た主張は、写真の多様性は阻害し、関西を中心とした芸術写

真が姿を消していったのです。そうした中で演出写真の「植

田正治」は、その憂き目にあったが、コンテンポラリーフォ

トという範疇の中でその後、復権して来ている。 

  

1960年代になると、新しい写真の時代を作ろうと、アメリカ

のマグナムのようなエーゼント・システムを持った「ＶＩＶ

Ｏ(生命)」(ヴィーヴォ)が結成された。これに参加したのは、

川田喜久治・佐藤明・丹野章・東松照明・奈良原一高・細江

英公であった。ＶＩＶＯは名取洋之助の「写真は客観的であ

るべき」との論に真っ向から反論し、東松は「写真は主観こ

そ求めるべき」と主張し、名取VS東松論争が起こったほどで

あった。その後、ＶＩＶＯは、主観写真の時代を作り出し、

やがて世界的潮流となった。同じような流れは戦前よりドイ

ツにあり、それが日本にもたらされたとも言われている。 

VIVOで一番人気の高かった作家は、東松照明である。沖縄

に居を移し、沖縄をテーマとした作品が高く評価されている。 

 
細江英公は、活人画風(演劇的なポーズや衣裳を使った作

品)な影響を受けて独自な作品を生み出した。 

又、ファイン・アートの重要な要素にヌードがあるが、その

虚飾を極限までそり落としたメールヌードは、細江英公の独

壇場となる。 

 

奈良原一高は鋭い感性で、目に見えないモノの存在を写し込

む作品を多くものしている。ヨーロッパ・アメリカを撮った

写真の斬新さは、他の追従を許さないモノである。又、修道

院の生活を美しい様式美で仕上げた写真は秀悦である。 
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1968年には、その後の写真界に大きな影響を与えた「ＰＲＯ

ＶＯＫＥ」(プロボーク)が出てきた。PROVOKE とは挑発する

という意味を持つが、そのサブタイトルに[思想のために挑発

的資料]だと記している。つまり、「反写真的なものを目指し

た」のだ。メンバーは、美術評論家の「多木浩二」、そして写

真家の「中平卓馬」「岡田隆彦」「高梨豊」そして、「森山大道」

が参加している。この同人誌は３号で終息したが、森山は「写

真よ、さよなら」と銘打った写真展を開催し、作家活動を中

止したりしている。このグループの考え方は、｢映像は、それ

自体では、思想ではない」とし、言葉のように「可換的な記

号でもない」と言い切ったのである。写真が持つとされる、

「確からしさの世界を捨てよ」と示唆し、写真機能の持つ情

報量をどんどん削って行って、行きつく所まで行ってしまっ

たのである。その様相は、荒れた粒子、ノーファインダーに

よる不安定な構図、ピントの合っていない不鮮明な写真は、

｢アレ・ブレ・ボケ｣と言って揶揄され、賛否両論が巻き起こ

ったりした。 

 

 

行きつくところまで行ってしまった写真は、ラビリンスの世

界に入り、何でも在りの、多様な写真が闊歩する時代となっ

た。 

1990年代になると荒木経惟、 

  

篠山紀信、 

  

加納典明 

  
などの人気作家が出現する。 

そんな中で変わり種として「ガ‐リー・フォト」と呼ばれ

る女性目線でとらえた写真が高く評価されたりした。「ガーリ

ー」とは「可愛らしい」の意味であり、ＨＩＲＯＭＩＸがそ

の代表格とされる。 
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蜷川実花、 

 

長島有里枝が現在も活躍している。 

 

現代写真の動向 

従来から持っていた写真の概念が現代ではなくなりつつ

あるのではと思い始めている。そして、写真から、写真的な

ものが失われつつあり、今後どのような形で写真は生き延び

ていくのだろうかと、新しい写真の概念に思いを巡らせてい

る。 

 
これまで主流であった風景写真を、自然物と人工文明を対

比することで、今の世界を考え直し、 

 

瞬間を写すというシャッターチャンスを 

 
高度に発達したカメラスキルに依存することで、今まで人間

の眼には見えなかった世界が切り拓かれることもある。 

 
そして自然と人間の関係を問いかけ、コンセプトを提示し、

コンテンポラリー・アートに変身していく。 

今の時代、写真に何が写っているか、そこにどんな真実が

あるのかを問いかけることで、人間の眼は、どんな風に物を

見ることが出来るのかが判明したりする。しかし、人間の眼

はあやふやである。なぜならものを見る視点をどこに置くか

でどうにでも見えるからだ。つまり人間の目で、常に世界の

見方を摸索していることになる。 

 
写真に具体的なメッセージを添えた作品もある。しかし、

それは、写真の視覚的なメッセージ性を剥奪する危険と隣り

合わせだが、見えているものの虚実を真実に入れ替える力が

あるのかも知れない。もしかしたら、写真という概念自体は、

既に不要となっているのかも知れない。そうは言っても、ど

んな写真でも、その画像の中に何かを探ろうとしたりすると、

写真の中に取り込まれることだってある。それが、写真の魔

力かも知れないが…。今の時代、誰でもきれいな写真が撮れ

る。スマホに搭載されているカメラ機能の進化は著しく、ス

チールカメラと遜色がない程に進化している。無意識で撮っ

た、その何でもない一枚の写真のなかには、何かを想像させ、

何かを感じさせ、何かを捉えさせるものがあったりする。特

にインスタグラフにはその傾向がある。 
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それこそが現代のフォトグラフィであり、その可能性を内

在している。それを見つけることが出来るかどうかは、「我思

いて我あり」の哲学の有無であり、愛好家とアーチストの境

目かも知れない。 

モデル撮影においても、以前のように写される者と写す者

の立場の違いが明確であったが、現代のポートレートはモデ

ルと写真家が対等の立場になった写真が増えている。写真の

中で、物理的に裸になる事と精神的に裸になる事を同一化す

ることで、モデルと写真家の社会的な立場は消えてしまうの

だ。年齢や性別さえも、消え去り、人間そのものが見えてく

る写真が、現代のポートレート写真かも知れない。 

何でもない写真をコンテンポラリー・アートに変換させる

スキルとして必要なものは、三次元の世界を二次元の平面空

間に表現する技術の習得だろう。例えば、自然そのままの画

像が人工物に見えるようする。人工物である画像を、自然そ

のものに見えるようにすることで、今日的なテーマを掲げる

こともできる。 

 

写真を見て、時間や場所を特定できないと不安になるもの

だが、気にする事はない。また、決定的瞬間を捉えることだ

ってなくたっていい。未熟で何も感じられなくたって嘆くこ

とはない。ただ何かを見続けていると、森羅万象が画像とし

て脳裏を駆け回り、意識下のイメージが眼前に大きく写しだ

されるような気がしたりする。それが写真の眼なのかもしれ

ない。写真作品の鑑賞者も、写真家も、本当のアート写真を

知る努力をして欲しい。それは、写真を撮ることや写真を見

るだけでなく、もっと沢山のエステティックなアプローチを

試すべきなのだ。これまでの概念としてあった、写真の一面

的な見方から解放されて、これからの写真について語り合う

ことが涵養であろう。 

写真表現としての写真の未来 

ところで、真実を写すと書いて写真と言いますが、

PhotographyというのはPhoto + Graphy で、「光」 プラス「画

風」といった語源をもつといわれます。この事からも写真は

光と画風なのだ。 

21世紀の真価 

20 世紀後期からインターネットが社会に少しずつ浸透し

てきて、ＩＴバブルが訪れ、全世界的に社会の勢力図がガラ

ッと変わった。現代では様々なインターネットによる可能性

も実用的な姿となって社会に浸透している。 

テクノロジーが我々の生活を変えているのですが、インター

ネットに限らず、こういったパラダイムシフト(定説をくつが

えす)はあらゆる場所で起きている。写真に当てはめてみると、

フィルムからデジタルへと進化しています。そしてデジタル

の黎明期以前のインターネットから今のように、水面下で激

しく蠢いているのです。それは、データ主義、ブロックチェ

ーン(取引履歴を暗号技術によって過去から１本の鎖のよう

につなげ、正確な取引履歴を維持しようとする技術)、ディー

プラーニング(十分なデータ量があれば、人間の力無しに機械

が自動的にデータから特徴を抽出してくれる学習法)、そして

５Ｇ(第５世代移動通信システム)なのです。いずれも何処か

の誰かが、実用的発想をもって動き出せば、今の写真界にお

けるアート構造を変えるだけの破壊力と可能性をもっている

のです。そのテクノロジーの現実は見逃すわけにはいきませ

ん。今言えることは、はっきりと我々の生活は変わるのです。

この社会変革は、その規模を同じくして写真の世界も変わる

ということなのです。 

真実を写す 

日本語で言う写真とは、真実を写すことと、久しく語られ

てきました。デファクトスタンダード(事実上の標準)として、

こういう考え方は日本人の中には通奏低音として流れていま

す。しかし現実的には、Photoshop に代表されるソフトウェ

アの発展によって必ずしも真実とは限らなくなってきました。

ＣＧといったその他の技術の発展も目覚ましいものです。 

Photo + Graphy(光 + 画風)という単語なら、いまの写真を説

明できるかもしれません。写真を物理的な法則の一つと考え

れば、今の変革が理解できるでしょう。しかも、もう「写真」

という単語自体では説明しきれないケースが沢山出てきてい

るのです。現実レベルの問題として、「シャッターを押して撮

ったものが、そのまんま写真」という時代ではないことは自

明の理でしょう。そこで、素朴な疑問があります。 

写真表現と写真の可能性 
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この写真は、ドローンにライトを積んでその軌跡で表現し

たものです。まるで地球外の惑星を撮ったような感じですが、

他にもドローンにライトを乗せて夜空に画像を浮かび上がら

せた東京オリンピックや北京オリンピックでの光のショーは、

新鮮な驚きと感動をもたらせたりしました。ドローンを使っ

てこれまで不可能であった位置からの撮影が可能となり、撮

影方法の可能性は膨らんだ。今後は、ドローンを使用した被

写体創造の表現方法が色々出て来るでしょう。それらは、ま

るで「ＣＧのようにキレイ」という感想や「ＣＧだと思った」

等ということだけではなく、その画像が現実として見慣れた

景色ではないために、ＣＧやデジタルグラフィックのようだ

と思っただけかも知れません。 

 

しかし、近未来映画[ブレードランナー]で見たような、空

に浮かぶ広告画像、室内に現れる仮想空間が当たり前の時代

になる21世紀には、見慣れた光景になるであろう。夜空の花

火も、古から見慣れてしまっていたから、全くの虚像である

にもかかわらず、身近に感じてしまっていたのだ。 

 

この様な作品は、ドローン・ペインティングでなくても、

Photoshop の機能によって表現に必要な加工スキルを持って

いるのです。現実的に考えてみても、デジタルカメラのメー

カーによる個性的なシャープネス、トーンや色味が、既に味

付けされているのです。さらに言えば、たとえフィルムで撮

影したとしても、フィルムの現像工程でトーンの調整など業

者の作業工程に含まれており、他人の味付けがなされている

のです。問題は、我々が扱うPhotoshop工程と何ら変わらな

いということです。Photoshop を使う事と業者の介在と何が

違うのか、どんな境界があるのかという疑問です。 

アート写真として存在させる以上、作者が「意図しようと

しまいと」、画像として固定される前に、どんな形かは別とし

て「他人の思惑(カメラ自体の機能・フォトショップ機能)」

は入っているということだ。明るさやコントラストの調整の

みならず、不要なエレメントを消したり、表現したいエレメ

ントを加えるなど、現像処理は人それぞれの手が入っている。

これら全てが表現という言葉に集約されるのです。もちろん

写真は、そこにあるものを写しているので、この表現が一番

適切であるかどうかは、一概に判断は出来ない。しかし、画

像編集と言うものはアーチストとしてアート作品を創造する

時、避けることが出来ない重要なファクターなのである。 

 
表現と創造の境界 

例えば、Reuben Wu 氏の作品で、山の上にドローンによる

光の軌跡が写っている写真。 

わざわざドローンを使わなくても、この程度であれば、

Photoshop で描こうと思えば簡単に描ける画像です。ドロー

ンを使うという手法は、Reuben氏の表現として尊重されるべ

きアイディアとその取り組みであり、そして結果でもあると

いうのは事実なのです。しかし、現実問題として、その他の

問題解決で実現可能な画像であるという点に、多少違和感が

残ります。 

例えば、次の作品は、Photoshop で緑の逆三角錐を細く付

け足したものですが、これだけで、何でもない建物が異様な

物体に見えてきます。 

  

例えば、同じように合成した写真で異様に大きい月とか、海

の上に立った人とか、一定レベルでの常識を備えていれば、

その画像が非現実であることがわかる。夜景に光の軌跡がつ

いていたり、 
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空を反転したウユニ湖であれば、現実と認識できなくもない。 

 
今回のドローンによる作画のように、実際に合成無しで表現

として撮っている人もいれば、フォトショップによる合成で

アート作品として撮っている者もいる。 

 

作品制作の良し悪しの問題ではないが、表現として誰も見

たことのないイメージを撮る人、創造として誰も見たことの

ないイメージをつくる人。キザっぽく言えば、同じ写真でも

前者(ドローンを使った)はこれまでの写真家領域に住む人で

あり、後者は写真家だけの領域ではなく、アーチストとして

のスタンスが強いということだ。例えば映画のＣＧなんか普

通に使われています。デジタルグラフィックに精通したアー

チストも増えています。そういう人の領域に住まうこともこ

れからの写真家の在り方かもしれません。いずれにしても専

門性が高く、単なるカメラ小僧には到底手が出せません。フ

ォトショップを使いこなす者のスキル取得の難度は高く、取

り入れるにしてもかなりの努力が要求されます。しかし、今

後の技術革新によって、ＡＩによるサポート・システムが一

般化すれば、写真の概念もその作品も大きく変わる事であろ

う。 

表現の方法として、どのような味を加味するかについては、

「表現と創造」という画像処理だけに留まらないのだ。 

 

例えば、一部分だけを明るくしたり、暗くするということ、

それと、「山の上に光の軌跡」をつけるという行為との間に、

なんの差があるのだろうかということです。現実とは異なる

表現になるのであれば、「光の軌跡」をつけようが「一部分だ

け明るく」しようが同じことなのだ。 

 

写真家の魂 

例えば、Googleが複数の写真を合成してクオリティをあげ

る技術開発を発表している。また、Adobe が発表した Adobe 

Senseiは、ディープラーニングから得られた技術のようです。

これらの技術が大量のデータを元に実用レベルに汎用化され

てきた時には、写真の価値というのは記録性がより重要視さ

れ、写真的創造性が蔑にされはしまいかとの懸念もある。 

(複数のレイヤーを重ねる写真) 

既に、プロカメラマンの世界では実用化されたりしている。

これまでの写真家が、決定的な一瞬にかけて、写真創造に取

り組んで来た者たちの魂はどうなってしまうのかと心配では

ある。この現実は、既に始まっており、未来のことではない。

これからの写真とは、撮影時にどんな努力と工夫をしようが、

小矢野貢 

廣池昌弘 

Reuben Wu+Mondo 

ウユニ湖 



または、撮影後に現像ソフトを使って努力を重ねようが、結

果的に同じような画像になってしまうはずである。近い未来

に対して、どのように対処したら良いのだろうか？ 

写真家のアーチスト化 

アートギャラリーで個展として作品を展示しているかど

うかを基準に考えた時、芸術家として認められている写真家

たちは一握りです。しかし、近い将来、記録的側面を排除し

て写真表現をアートの範疇で創作する人は、いずれアーチス

トになっていくだろう。 

つまり、先にも述べたが、結果として残された写真作品が、

作者の撮影時における努力なのか、 

 
又は共同作業者(現像作業を外注)による共同作品なのか、そ

れともカメラに内蔵されたＡⅠが作り出した画像なのか判然

としない、同じように美しい写真が創造され、見る者の好み

に合わせた作品が生まれる時代になった時、写真家はどんな

存在意義があるかと問われるのだ。そんな時が来れば、否応

なく写真家は、アーチストとしての想像力や創造力、更に自

分の考えをはっきりと表明する強い意思が必要となるであろ

う。 

インスタ映えして、なんとなく、「おっ」「イイネ」と言われ

る写真を撮っているだけでは、そのうち忘れ去られることに

なるであろう。写真家と自負していても、アーチストではな

いなどと謙遜ぶる人たちが多い中で、自分のステートメント

をしっかり表明できるスキルこそがアーチストになる条件で

もあるのだが…。 

ステートメントは、言葉で語られることがほとんどであるが、

視覚言語で語ることがアート写真の場合は必須の条件となる。

ステートメントするとは「自分独自の大胆な考えや感じ方」

を、デザインされた光によって、バランスを越えた存在とし

て調和し、色彩感と造形様式が、作画アイテムとして提示す

る事に繋がるのです。 

 

写真も又、メディアに過ぎないのに 

今の時代、写真は、現実とはほとんど何も関係ないともい

えます。なぜなら、現実という被写体の存在を伝えるための、

あくまでも「メディア＝仲介物」に過ぎないとの考えがある

からです。光がカメラのレンズを通してセンサーに届き、そ

の情報が記録される。その情報を受け取ったセンサーが、三

次元の空間要素を二次元に変換する。それを我々はJpeg又は

Raw で受け取る。フィルムなら暗室で、デジタルなら

Photoshop で現像する。現実の被写体と、我々の写真の間に

は、一体何人の、何個の「仲介物」があることであろうか。

言葉が現実を忠実に代弁しているように見せかけて、実はた

だの恣意的な社会的ルールに準じているだけに似て、写真と

いうのも、また目の前の光と闇を忠実に取り込んでいるよう

に見えて、結局機械が受け取って解釈しているだけなのだろ

う。それだけでは、写真は現実の「まがい物」でしかないの

だ。 

写真作品が、「もしかしたら存在するかも知れない」世界を、

見せることが出来たら、アートの存在が現実そのものになる

に違いない。そこにあるのは完璧な虚構であり、完璧な現実

なのだ。それこそが「正しい世界」なのかも…。そして完璧

な写真になるのかも知れない。そうは言っても完璧な虚構な

んて存在しないし、完璧に現実を写し取る記録装置なんてあ

る筈はないし、あったってそれはつまらない。そんな世界か

ら生まれてくる「何か奇妙で」、「何か面白いもの」の生まれ

る可能性に気がついて欲しいのだ。「もしかしたら有るかもし

れない世界」を、写真として見せてくれれば、美しい可能性

のイマジンが私たちの心を豊かにしてくれるであろう。 

広池昌弘 

緑川洋一 



鳥取県委託事業「芸術たのしみ広場」2022 

シンポジウム「写真表現の可能性」 
実施報告書 

事 業 名 鳥取県委託事業「芸術たのしみ広場」 

主  催 鳥取県文化団体連合会・倉吉文化団体協議会・鳥取オペラ協会 

後  援 倉吉市・倉吉市文化活動センター・鳥取県写真家連盟・中部地区各写真団体・マスコミ各社へ申請予定 

主  旨 倉吉文化団体協議会は、2013年度以来、「写真愛好家交流事業」として、写真に関するシンポジウムを開催

してきました。今年度は、現代の写真事情を鑑み、写真の在り方とその可能性についてシンポジウムを開催

しました。 

会  場 倉吉市文化活動センター ３Ｆ大会議室 

報  告 

     「芸術たのしみ広場」のプログラムに入る前に、主催団体として鳥取県文化団体連合会会長の「小谷幸久氏」と主幹

団体の倉文協副会長の「尾坂俊恵氏」が趣旨についてあいさついたしました。続いて、 

[Ⅰ]ミニ・コンサート(13:30～14:00)。  

 鳥取オペラ協会ピアニスト「綿口裕美子氏」によるショパン・マチネを開催しました。演奏の樋口氏は、アザレア

音楽祭の常連演奏家であり、オペラ協会の練習ピアニストとして高い評価を得ている方です。当日は、ショパンの作品

を5曲演奏され、聴衆に深い感動を与えました。 

 

[Ⅱ]シンポジウム(14:00～16:20)～写真表現の可能性～ 

  シンポジウムを開催するにあたってコーディネーターの計羽孝之氏(倉文協会長)から、基調提案として、次のよう

に提案されました。 

基調提案 

 写真技術の習得がなくても美しい写真が撮れる時代となり、誰でもが写真の魅力を甘受できるようになりました。写

真を始めたばかりの方でも、写真をアートに変容させる方法さえマスターすれば、優れた作品が作れる時代です。今回

は、フォトアートの技術的入門講座ではなく、誰でもが抱いている自己表現のイメージを、具体化する方法を模索する

ものです。このシンポジウム・シリーズを初回から継続して指導していただいている米子市の写真家「福島多暉夫氏」

をリーダーに、県内写真作家の皆さん、美術キュレーターのみなさんに、アート作品作りについて語っていただきます。

誰でもがアート作家として活動できる写真表現の可能性と、その魅力をお伝えするのが目的です。 

現代アートは、「私たちの生活する現代社会が抱えている問題をひも解き、社会や美術の歴史への批判性を投影して

いる作品のこと」だと言われます。例えば、ピカソの「ゲルニカ」は、第2次世界大戦の最中、無差別爆撃の悲惨さを、

世界に対して激しく批判し、キュピズムという究極の造形言語を使って糾弾した作品です。しかし、現代アートでは、

それにも増すプーチンのウクライナ侵攻を、批判性を持って作品に投影する作家は見当たりません。これまでのアート

は、個人的な問題を深く探り、自分自身や世間に向かって「何か」を訴えかけ、強く主張する表現原語を探ることがア

ートなのだと考えられてきました。しかし、現代のアートは、パーソナルな、プライベートな世界を表出するものでは

なく、自己否定し、自分を無くすることだとも言われます。つまり、これまでは主観が重要視されましたが、今では客

観的に物を見ることが評価される時代となっています。 

写真の機能はとんでもなく進化し、誰にでも、美しく、きれいな写真が撮れる時代です。しかし、美しい写真は撮れて

も、それは所詮「写真」機能のなせる業です。現代写真の方向性の最先端は、「見るという概念」を外し、見えない部分

を重視するのです。今回のシンポジウムは、写真を撮る前に、アートシンキングする手掛かりを探るものです。私たち

の内面が、アートに変わる瞬間を、パネラーの皆さんに語っていただき、写真でアートする喜びや楽しさを知っていた

だこうとの趣旨です。 

 そして、具体的な提案として、日本の写真の黎明期から、戦後の写真界を追いながら、写真の考え方の変遷を確認さ



せていただきました。1921 年ごろの上田竹翁の鉛筆によるレタッチや、ヨーロッパのビクトリアリズムを芸術写真と

訳したり、細かな細部描写を避けたレタッチで絵画的表現を試みていた。1923 年の震災以後に起こった渕上白陽の構

成派は、ソフトフォーカスを使って抽象化する技法をとるようになる。1930年代にはいると伊奈信男が「写真に帰れ」

と主張し、記録性こそ写真表現の芸術だとした。1944年(戦後)、伊奈信男の影響を受けた土門拳が、絶対リアリズムを

主張したが、そのあおりを受けて写真の多様性は著しく阻害された。その憂き目にあったのが、演出写真の植田正治で

あった。その後、1960年代にVIVOと呼ばれるグループが出現し、「写真は主観こそ求めるべき」として世界的な潮流を

作っていった。1968年にはPROVOKEが生まれ、これまでの写真の概念をことごとく否定し「反写真的なものを求める」

ようになる。結論から言えば、写真機能が持つ情報量をどんどん削っていって、究極まで行ってしまった。つまり、「ア

レ・ブレ・ボケ」が闊歩するのだ。1990 年代になると、その混沌の中から優れた作家がどんどん排出された。そして、

写真から写真的なものが失われ、新しい概念を待ちわびている。 

 スチールカメラにコンピューターがはいり、ロボット化されると、写真を撮るという物理的機能はカメラがやってく

れるようになる。人間に残された作業は、写真家(アーチスト)としての想像力や創造力、自分の意思を明確に表明する

強いイメージが必要になる。そんな写真を作るためのフォトシンキングを学んでほしいと提案した。続いて、 

シンポジストのオピニオン・プレゼンテーション 

 最初に、県立博物館学芸員の赤井あずみ氏は、「コンテンポラリー・アートとは何か」について、語源を紐解きながら

解説されました。 

赤井氏 

 まず最初に、コンテンポラリー・アートとは何かについて、語源を辿りながらシンプルに説明していただきました。

つまり、コンテンポラリー(Contemporary)とは、同時代的という事であり、Conとは「一緒」の意味であり、trmporary

とは時代とか時間を表した言葉が合わさって、「時間を共有する」という意味になります。因みに、モダンアートのModern

は、近代のとか、現代と訳されていますが、mod(基準)＋erm(方へ)=今の尺度という意味になります。 

Contemporary Artとは、同時代のアートであり、時間を共有していることになります。時間的共有とは、広義に言えば

第二次世界大戦から現在までの指し、民主主義、資本主義といった社会制度や価値観が同じだったことを指します。狭

義には1980年代～ポストモダン社会以降をいいます。内容的な共有とは、その時代の課題、価値観、世界観を共有する

作品、つまり、社会に関する洞察や視察に元づき、今、生きる世界について考えるツールの事なのです。 

 

例えば、「杉本博司」の写真(海景シリーズ/ゼラチンシルバープリント)は、駿河湾、タスマン海、北極海を大型カメラ



でモノクロ表現にこだわって制作された作品です。杉本のコンセプトと哲学に基づいて作られているのです。この作品

の面白さは、太古の人間、現代の人間、未来の人間、人間がいなくなった時代でも同じ海を見るのではという想いが形

象化されているのです。この海景シリーズは、「現代の進んだ技術の先に存在する海や空気は、今存在しているそれらと

は異なっているかもしれない」という考えに基づいた記録的な意味を持つと同時に、一瞬一瞬を切り取る写真というメ

ディアで、地球の数十億年という途方もない歴史と時間を感じさせる作品であり、高く評価されているのです。 

 

更に、「杉本博司」の写真(劇場シリーズ)は、上映中の映画を撮影したものです。アメリカ各地の古い劇場を訪れ、映

画上映中の時間フィルムを露光し、結果真っ白になったスクリーンとスクリーンに照らされた劇場内部が写っているだ

けの写真。つまり、時間の経過によって、映画の「物語」という人為的な不純物の集積が光によって蒸発したさまが撮

られているということ。写した時の映画は「スノーホワイト」のアニメーションが、スクリーンの上で、光が2時間に

わたって重なり、画像が蒸発したさまを撮っているのです。シャッターを開けていた2時間にどんな映像が走っていた

んだろうと、想像を巡らさせてしまうのです。杉本博司は自分の写真について、「言葉による説明は、どんなに旨くいっ

ても近似値に過ぎない。『曰く言い難いもの、それが芸術だ』と言い、鑑賞者の方が自由に解釈すればいいし、それに対

する一つの答えがあるわけではない」と言及しています。 

また、女性視点(フェミニズム)の写真として、石内都の「遺品」シリーズと、やなぎみわの「マイ・グランドマザーズ」

シリーズ(50年後の自分を写すという一種の演出写真)を紹介された。そして、泰西名画の中に入り込んでとるセルフポ

ートレイトの森村泰昌の作品をコンテンポラリー・アートの具現策として提示されました。  
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森村泰昌 



福島氏 

写真は難しいですね。杉本博司の写真は、30年ほど前に見たが、あの写真、どこが良いの？と思った。私は、芸術とは

その瞬間にあると思っている。写真は、50～60年間やっているが、何よりも楽しいという事がその要因です。これまで

やってきたのはコンテンポラリー・アートであり、現代美術家としての活動だとおもっている。戦前のモダンアート、・

戦後のコンテンポラリー・アートと呼ばれるが、その中間に位置するのが、「植田正治」「岩宮武二」「杵島隆」ではない

だろうか。 

私のテーマは、「写真は社会を変えるか」についてだが、写真の進化について話しておきたい。私たちは、フィルムから

デジタルの移行期に生きてきた。フィルムの完成度が極限まで進化し、もうこれ以上は?と思っていると、「露出・ピン

ト」と自動化され、更に「手ぶれ補正」までクリアしてしまった。そして、2000年にはデジタルカメラが出現し、あっ

という間にフィルムはデジタルに取って代わられてしまった。その進化は止まらず、スチール写真にとどまらず、今で

は動画と一緒になっている。下世話に言えばスマホの発達は、別世界を作ったのです。この映像世界は進化し、世界共

通の言語になってしまった。そして映像によって社会は変わってきているのです。顔認証、スマホ、防犯カメラ、ドラ

イブレコーダー、ドローン映像など、写真映像は社会の在り方を変えてしまっている。カメラの眼を持ったロボットが

ラーメンを運ぶ時代だし、ゴキブリ目線のコマーシャルなど、様々な視角が社会に、映像世界に入り込んでいった。 

私は、30年間暗室で作業をしてきたが、今はパソコンでやっている。パソコンのレタッチ機能は、かつての暗室作業が

その基本となっている。写真がフィルムであった時代の作画技術の難しさは、デジタル時代になって、やりたいことが、

やりたいように、自分たちで自由に出来るようになった。そして、アートフォトの追及がたやすくなり、社会を変える

きっかけになっている。今でも、自由に表現できない社会もあるが、私たちの住まう国では自由に何でもできる。写真

は、カメラの持つ記録性、写実性、創造性を加えた写真が求められているのではないだろうか。 

廣池氏 

私の考えをパワーポイントにて説明します。 

 私に頂いたテーマの前に、シンポジウムのテーマ「写真表現の可能性」について技術的な話をさせて頂こうと思いま

す。昨年私は米子市美術館さんをはじめ、３つの写真展を開いて頂いたんですが、展示写真を用意するに当たって思っ

たのは「写真を取り巻く技術が、ここ数年で急激に進化している」という事です。私は、高細密な写真が好きで、大き

くして見ていただきたい。大きいもので 1m×1m50cm で、小さい方は全倍で展示しました。私が今まで撮っていた写真

は、大きくしても大丈夫だなと思ったのです。 

 

 

この写真「雪の砂丘の写真」(なめらかな曲線を表現)は、4000万画素のカメラで撮影したもの。デジタル技術の進化は、

AIの進化で大きくすること出来るようになりました。しかし、山陰では大きくプリントできるところがないので、プリ

ンターとパネル張りの道具を買い揃えています。 



 

「桜」の方は、花びらをどこまで表現できるかを見ていただきたい。 

私の今使っているカメラは6100万画素ありますが、大手のカメラメーカーには4000万画素を超えるカメラが大体あ

ります。プリンターもプリンター用紙と共に進化して本当に高精細な印刷が大きな用紙に出力できるようになっていま

す。私が使っているプリンターは1ｍ11cm幅のロール紙に印刷できますが、5ｍ幅のロール紙に印刷できるプリンターも

あるようです。これらは最終形態として写真の大きさと高精細さに繋がります。サンプルとして写真を2点持ってきま

したので、是非後でご覧下さい。これらは 4000 万画素のカメラで撮影しています。また画像を処理するソフトには AI

が組み込まれ、シャープネス等の機能が進化しています。 

写真を取り巻く技術の急激な進化 

・デジタルカメラの高解像度化⇒ASP-Cでも4000万画素以上を実現 

・画像処理ソフトにAIシャープネス等⇒画素を倍加させる機能で、1億万画素以上の高解像度が可能となった 

・大型&高精細プリンター(最大5m幅) ⇒超大画面が可能となった 

・高機能NDフィルター(ND64000) ⇒撮影の可能性が拡大した 

↓ 

写真を取り巻く技術の進化で、「大きくて、高精細なプリント」が可能になったのです。しかし、絵画と写真のサイズは

違います。 

写真とアートと自然 

これから本題に入りますが、計羽さんから頂いたテーマ「自然とアート」にメインテーマの「写真」を加えてちょっ

と話させて頂きます。ただ、写真、アート、自然、どれもとても壮大なテーマです。私も本格的に写真家活動を初めて

2 年ほどですし、あくまで個人的で未完成な解釈として聞いて頂きたいと思います。先ず「写真」について定義してみ

たいと思います 

「写真とは？」と聞かる時は2つあって 「どこまでが写真の範囲か？」という問いかけと、「理想の写真」という問い

かけがあると思うんですけど、今回は「範囲」の話です。 

 



〔写真とは?〕との問いには、 

○デジタルでもフィルムでも「カメラ」で撮ったもの、であること。(編⇒カメラの持つ機能が使われていること) 

○シャッターを押せば、レンズの前の者がすべて記録できる。又は記録されてしまう。そこで引き算が重要になります。 

○写真は記録性を持った革新的なツールとして登場した。 

○日本では「写真」と命名されたことでの固定概念がある。(写真は記録性を持った革新的なツールとして登場したとい

う事と、日本では「写真」と命名された事での固定概念として「真実を写す」が重要視される場合もある。) 

しかし、光（Photo）の絵（graph）の表現手法の一つでもある。 

○欧米では、光(Photo)＋絵(graph)の表現手段の一つである。と考えられてきた。(編⇒ピクトリアリズムがその例) 

写真はどこまで加工してもよいのか 

写真には多様な使われ方があるので、前提を決めないと無意味な議論になります。そこで、次のように前提を設定して

います。 

・報道写真／ドキュメンタリーでなければなりません。⇒加工の一切は行ってはダメ 

・芸術写真／どこかに写真技術が使われておればよい。⇒何をやっても構わない 

・商業写真／商品に嘘があってはいけないが、仮想空間にあってもいい。 

・観光写真／在るものがなかったり、見た目と違う色であると誤解を生む。⇒現実には、強調されたものが多い 

※海外のフォトコンテストでは明確な基準がある。 

写真を撮るとき、どう使うかを考えなければならない。 

 

この写真は、花回廊のイルミネーションを、カメラを動かしながらバルブ撮影したものです。 

アートとは⇒芸術・美術、アートとは間接的に社会に影響を与えるものである。私的なアートの定義をすれば、「心を

動かす世界(inspiring worlds)」と考えますが、「world」に「s」を付けて複数にしています。わかりやすい例を言えば、

人がインスピレーションを元に作った「仮想世界」であり、アート作品は「仮想世界の出現装置」です。アートは鑑賞

者が認識して成立することもあるのです。更にわかりやすい例として、「自然」も含む現実の世界にもアートがある。私

は自然を愛している。 

自然とアートと写真 

先ほどの「自然」と、ここまでで定義した写真、アートの関係を見てみたいと思います。そもそも私たちは自然の中に

「アート」（心動かす世界）を感じる事はよくあります。アートな自然を見つけて伝えるのもアート。 

これは写真の記録性が得意とするところです。私の写真もこれに含まれるものが多くあります。勿論、自然をテーマと

する場合に、そのままというだけでは無くて、色々な捉え方があります。自然をテーマとした芸術写真（FineArt 



Photograph）の形としては、 

１）芸術的な自然をありのままに写す 

２）芸術的な自然からインスピレーションを受け、自然を被写体として表現する 

 

 

3)作者の世界観を、自然を被写体として表現する。 

自然と作者のアート性を、どう作品に取り込むかが大切。 

３作者のアートな世界観を、自然を被写体として表現する。 

私は自然の美を伝えているのです。そもそも、自然はアートに満ちている。アートな自然を見つけて伝えるのもアート

であり、写真の得意分野だと思う。その方法とは、要は「自然と作者のアート性をどう作品に織り込むか」と言う事で

す。 

作例を 1枚ずつ紹介します。 

１）芸術的な自然をありのままに写す 

 



これはドローンで撮ったダム湖の雪景色です。モノクロのようですが、これはカラー画像のままです。 

顔の複数形で「FACES」とタイトルを付けました。 

 

こちらは、芸術的な自然からインスピレーションを受け、自然を被写体として表現する 

の例です。5分の露光で荒れた山陰海岸を写した作品です。 

ND1000＋ND64でND64000のフィルターをかけて撮っていますので、ちょっと特殊な撮影方法です。 

ただ、NDをかけただけなので、厳しい基準でもNATUREとしても通用する写真です。 

 



作者の世界観を、自然を被写体として表現する写真です。これはもう、何を撮ったかも分かりませんね。 

実は高知県の滝を撮ったもので、カメラを横に動かしながら撮っています。背景の壁や滝壺などの止まっているものは

横に流れていますが、水は上から下に落ちているので、横の動きが加わる事で斜めに落ちているように描かれます。 

自然をありのままに 

 

・地球上にはこんな芸術的な所がある。・動物の行動はこんなにも芸術的だ。・見方を変えると自然はこんなにも芸術的

だ。新たな「発見」に「心動かされる」だからこそドキュメンタリーに価値がある。 

海外のコンテストでは、 

・NatureコンテストのFineArt部門＞厳密な規約 

・FineArtコンテストのNature部門＞自然が被写体ならいい 

人はなぜ自然に「心動かされる」のか？ 

 

自然とアートとの関係ですが、人はなぜ自然に「心動かされる」のか？という事です。写真集「QUEST」は「美しさ」が

テーマです。人は何を美しいと感じるか？アートも同じ「美しい」と思う感情は自然から来ている。これは、DNA に刻

み込まれている本能です。人は何を美しいと感じるか？そのエッセンスは色々ありますが、「そもそも「美しい」と思う



感情は自然から来ていて、私たちのDNAに刻み込まれている本能なんじゃないか？」と思っている。例として挙げたい

のは「水」です。水は「美しさのエッセンス」だと思います。なぜ無色透明の水が「美しい」のか？日本では「清らか

な水」を「綺麗な水」と表現します。「綺麗」には「清らか」と「美しい」など意味がありますが、「綺麗な水」という

時に「美しい」の意味も込められていると思います。水は生命維持に必要不可欠で特に太古では重要なものでした。 

「綺麗な水」には「安心」とか「幸せ」といった心動かす効果があると思います。つまり、美しさやアートを感じる心

は自然が形作っている…という事です。 

いろいろ勝手な解釈を述べさせて頂きましたが、冒頭でいいましたように、あくまで個人的で未完成な解釈です。 

で、最後に国際フォトコンテストの審査員の方の言葉を。写真には「写真とは何か」を問い続ける事が重要です。」 

時本氏 

 私も自然を撮っています。私自身も自然と一体の姿勢で、写真を撮っています。自分の思いを投影させて作品づくり

をしています。 

   
オーディエンスからの質問 

Ｙ氏 

県展・市展を観させていただいているが、鳥取県の写真レベルが上がっていないように感じるが、写真家の皆さんが見

て、どう思われるかお聞かせください。との問いに、福島氏より次のような回答がありました。 

福島氏⇒そうは言っても、様々なコンテスト等で、多くの方が活躍しており、山陰の写真のレベルは一概に低いとは言

えないのではないか。今では、鳥取県の作家が上位に位置するのが少なくなっている現状もある。県展の写真部門にお

いては、入賞入選に「作品の傾向」があるようです。その傾向を拡大させる必要があると思います。出品者も、コンテ

ンポラリー・フォトをどんどん出品されれば、審査員は見なければならなくなり、偏った評価の傾向は変わっていくと

思う。県展という公の場では、同じ目線の偏った審査員ばかりではだめである。県展にこだわらず、全国的な、国際的

なコンペに作品を出すことをお勧めする。市も県も審査の仕組みを新しく作ることが必要です。現在の県展は、審査員

の傾向に沿った写真を出せば入選するが、その傾向に沿わなければ落ちる。山陰の写真界は、低迷している。県展が終

極ではないのです。写真はもっと楽しめばよい。写真の傾向を気にしないこと、自分のやりたいことをやること。 

司会 

県展で賞を取る、権威ある人に褒められると、その作風に固執する者が多い。そしてマンネリになった無鑑査作家の多

さには閉口する。評価は、美術館のキュレーターによるリーダーシップが望ましいのではないか。 

赤井氏 

現在の県展には、必ず県外の審査員(専門分野のキュレーター)を各部門に一人ずつ入れて、全国的な目を入れている。 

廣池氏 

国際展では、作家が審査員になることはない。主にキュレーター、編集者である。アドバイスとして、写真のコンペは、

なるべく大きな作品を出すことが肝要。しかし、コンペへの出品での問題点は、一度何らかのコンペに出品した作品は、

他のコンペには出せないため、コンペを選ばないと大きなチャンスを逃すリスクがある。コンペに落ちても、「しょげな

い事。」 

司会 

審査には、往々にして思惑が支配する事もあるが、落ちることに悩まないこと。県展の入選率は60％の規定がある。出

品料を払って、落とされ飾ってもらえないのは問題ありと思っている。 

ところで、「芸術」の反対語は「自然」だと言われます。廣池氏のいう「自然の中に芸術」があるとは、どんなことでし

ょうか。 

廣池氏 

自然の持つ芸術、自然の中に芸術性が存在している。 

司会 

廣池氏が撮影した雪が降った夜明けの砂丘の写真。これは、加工を加えないストレート画像である。しかし、ほぼこれ

と同じ構図の上田福美雄氏の「デューン」と題された作品は、フォトショップを駆使して作った作品であり、完成度が

高く優れた作品となっている。ストレート画像にこだわることはないのでは？ 



  
廣池氏 

写真は画像だけを見るのではなく、その風景がそこに、確かに存在したことを見ている。JPEGではなくLOWで撮ること

によって、自分が確かに撮ったとの証明になる。作品のための撮影はLOWで撮るべきだ。 

福島氏 

LOWと JPEGの件は、LOWに固執する必要はない。用途によってどちらでもよい。フィルムの場合、撮影後のフィルムが

パトローネに入った状態がLOWであり、現像されたものがJPEGと考えればよく分かる。よほど現像処理で画像に細工を

加えない限り、JPEＧで十分に役立つ。いずれにしても、他人の手(カメラの個性を作った業者・現像ソフトを作った業

者・プリンターを作った業者・プリント用紙を個性的に作った業者など)を経由せずして、作品は作れないのが現状。近

い将来は、AIがすべてを編集する時代が来るのかも。 

赤井氏 

写真のレベルの話がありましたが、鳥取でも若いグループが新しい動きをしているようです。私は期待しています。ま

た、LOWとJPEGの件、どんな写真を撮るかのコンセプトに沿って考えればよいのでは。自分のビジョンに合わせること

が肝心です。ストレートに撮ったものでも、ビジョンに沿ったものにすれば良いのです。 

オーディエンス 

デジタル化が進み、３６０度カメラなど多様な機能が生まれていますが…。 

福島氏 

写真表現の可能性はどんどん進化しています。今日だからこそ、AIの進化で、カメラも、プリンターも可能性を広げて

います。「芸術は本質を伝え、形を変えて進化する。」と言われます。「本質を伝える」の道具がカメラであり、形を変え

て進化する」のが芸術だという事です。植田正治先生は「写真は何でもいいよ」と言われましたが、皆さんに受け入れ

られるかどうかが問題です。360 度カメラは、既に篠山紀信がシノラマとしてやっている。写真は、県展・市展だけで

なく、ギャラリーでの発表などをやることで、皆さんに見てもらう。自分の表現したいものを観てもらう。それと同時

に、私は「暮らしに芸術を」「創造活動を楽しく」をモットーにしている。美術館に自分の作品を飾ることが目的ではな

いのです。身近なところ(自宅)に飾ることから、徐々に広げていけばいいのです。 

「写真とは、発表して見てもらう事」に尽きます。記録性、写実性、創造性を加えて作品を作るのです。植田先生に、

「良い写真とは何ですか」とお聞きしたら、「現実をありのままにうまく映し出すこと」だと言われた。魯山人の言葉「自

然は最大の芸術である」は意義深いものです。 

司会 

  
写真はカメラを使って撮ったものとの定義がありましたが、カメラを使わないものもあります。フォトグラムもそうで

モホリ・ナジ・ラ―スロー 杉本博司 

 

「デューン」と題された上田福美雄氏の作品 



すが、杉本博司の「稲妻シリーズ」は放電をフィルムに露光させる、印画紙を切り貼りしてスキャンするなど、今の時

代は何だってあるのです。自分の好きなものを、やりたいことをやれるようにすれば良いだけです。写真は自由です。 

以上でシンポジウム「写真表現の可能性」を終ります。 

(※お断り、各自の発言は、要約して記載させて戴きました。ご了解ください。) 

文責 倉吉文化団体協議会 計羽孝之 
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