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カッコ良く見せる ≫ 山の撮り方 ・・・感動から！

山の から ……

山岳写真の に

もう一歩で「 」へ
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「カッコ良く見せる」 なら

カッコ良く見せる ≫ 山の撮り方

３つの約束

▲山頂のピントは、絶対確保！
…手前まで被写界深度

▲山頂の位置は、もっと上部へ
…空を最少限に

▲山頂の位置は、ど真ん中に置かない
…左右何れかにズラす



ファインダーを
覗く前に

～景色で決める～

≫ 山の撮り方

★山頂の置き方

①。もっと上部へ （空は １割程度に）

②。左右どちらかに山頂はズラして
③。

山頂は？

ピントは？

★焦点の合わせ方

①。山頂か稜線に合わせ...
②。最奥～手前までカチッと！
③。

構図は？

三分割か四分割で配置
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主役を魅せる

引き立て役
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カッコ良く見せる ≫ 山の撮り方

主役を魅せる

主役を恰好良く
前景を探す 前景を探す



いよいよ 撮影本番

幻想的な瞬間を待つ

題名： 雲海と穂高 対象： 北穂高 場所： 北ｱ・南岳

2015年9月21日

Canon EOS ５DSR
EF 17～40mm F4L

Ｆ11 ・ 1/8秒

～ 苦労話・裏話し ～

夜明け前はガスが濃く、諦
めかけたが、日の出と同時
にガスが切れてキレットに
滝雲が流れ出す。まるで
雲海の中に居る様だった。

撮影者： 吉田昌樹幻想的な瞬間を待つ

（Ｃ）吉田昌樹
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錦絵を追い続けて
毎週通った

2015年9月27日

Canon EOS ５ＤMａｒｋⅢ

EF 24 - 70ｍｍ
F9 ・ 1/100秒

題名： 秋訪ﾅﾅｶﾏﾄﾞ燃える 対象：宝剣と紅葉 名所：千畳敷カール）

撮影者： 平野優美

～ 苦労話・裏話し ～

＜連続で通った＞

毎週末３回も通ってやっと
巡り合ったナナカマド。
週毎の紅葉の移り変わり
も観ることができた。

錦絵を追い続けて毎週通った

（Ｃ）平野優美
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剱岳を眺めて景色を追った

題名：錦の衣をまとう剣岳 対象： 剱岳 場所： 奥大日岳

2015年9月28日

Nikon D８００E
AF-S 24 - 120 ｍｍ
Ｆ２２ ・ 1/15秒

～ 苦労話・裏話し ～

＜トリミングで仕上げ＞

夜勤の仕事明けに車を走
らせ、１６時に雷鳥沢にテ
ント泊。翌日に中大日岳ま
でゆっくり撮影した。

撮影者： 高屋 忍剱岳を眺めて景色を追った

（Ｃ）高屋 忍
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題名： 暮れゆく雲上の槍 対象： 槍ヶ岳 場所： 涸沢岳

2015年9月22日

PENTAX K-3
DA 16 - 85mm

F8 ・ 1/8秒

～ 苦労話・裏話し ～

＜高度感と色調＞

現場での感動より色合が
浅く抜けた事と、高度感が
出ていないのでレタッチ修
正で其々を仕上げた。

撮影者： 村上雅彦憧れの槍ヶ岳へ

（Ｃ）村上雅彦
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足元の美景に視線を

題名： 輝く森の中で 対象： 落下したｼﾛﾔｼｵ 場所： 竜ヶ岳

2016年５月22日

Nikon D810
AF-S 24 - 120mm

F11 ・ 1/5秒

撮影者（説明）： 堀 秀夫足元の美景に視線を

子ひつじの群れ

～ 苦労話・裏話し ～

＜目的以外にも視線を＞

白い羊を狙って登っていた
が途中で、落下したシロヤ
シオと霧の中に射し込ん
だ光で幻想的な情景が。（Ｃ）堀 秀夫
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厳冬の雪稜を散歩

2011年2月

PENTAX 645N2
EF45 - 85ｍｍ

ｆ 32・1/6秒 RVP50

題名： 峻厳・宝剣岳 対象： 宝剣岳 場所： 中ア中岳巻道付近

撮影者： 伊原明弘厳冬の雪稜を散歩

四隅を確認して
わずかな修正で

：
スッキリさせる

～ 苦労話・裏話し ～

＜不要部分を少しカット＞

数日間続いた悪天が見事な置
き土産！。マイナス１２℃だが
ほとんど風も無く暖かくさえ感
じる。鼻歌混じりの雪稜散歩。

（Ｃ）伊原明弘
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画角で切り取る

題名： 錦 嶺 対象： 盛秋の山 場所： 御嶽山東面

原版は６×６サイズのフイルム版 2012年10月８日

ハッセル 500C/M
カールツアイス 80ｍｍ
Ｆ16・1/30秒 ＲＶＰ50

～ 苦労話・裏話し ～

＜６×４.５判にトリミング＞

未明の暗い中を苦労して
登って来た。山頂へ続くナナ
カマド、這松。紅と緑のバラ
ンスの良さ、そして空の色。

撮影者： 澤井竹次郎画角で切り撮る

（Ｃ）澤井竹次郎
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山岳写真は

チャンスを撮ること

題名： 初冬の山稜 対象： 西鎌尾根を超す滝雲 場所： 樅沢岳

2015年10月14日

Ｎｉｋｏｎ D800E
AF-S 24 －120mm

F8 ・ 1/80秒

～ 苦労話・裏話し ～

槍ヶ岳の赤い夕焼けを
狙っていたら、急にガスが
湧き始めたため、急いで数
枚を撮った。その数秒後に
ガスは消えてしまった。

撮影者： 久野 巌山岳写真はチャンスを撮ること

（Ｃ）久野 巌
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日本山岳写真協会 東海支部の紹介

個性的に！
：

前景、手前の足元を見て、

山頂は対角に対比して置く

：

縦位置で視線を誘導する！



山内美紀子

風紋と宝剣岳

（宝剣岳山荘付近）

前景を

ダイナミックに！

（Ｃ）山内美紀子



早朝の撮影後、前日か
ら気になっていたシュカ
ブラを小屋に入る前に
撮りました。

前日の凄まじい強風。
そこに残された風魂。
自然の威力を感じずに
はいられません。

フジＧＡ ６４５Ｚⅰ

55ｍｍ
Ｆ２２・１/90秒

（Ｃ）山内美紀子



舟橋恵子

宝剣岳

（サギダルの頭）

足元から

緊張感を！

（Ｃ）舟橋恵子



キャノン ５DMarkⅡ

24-105mm
F13・１/30秒

千畳敷に到着すると前日
に雪崩が起きたとの報が
あった。
同行仲間と稜線に行きた
いが、不安…。

そこは動く事すら恐怖の
場所。いつも暖かく見守っ
てくれる仲間が居たからこ
そ感動を味わいつつ、撮
影できた一枚。

（Ｃ）舟橋恵子



佐藤孝也

八ヶ岳(天狗岳）

（東天狗岳中腹）

重視するのは

露出と構図

（Ｃ）佐藤孝也



黒百合ヒュッテを未明に
出発。
稜線に出ると強風が吹
き付け、時折り耐風姿勢
を取りながら撮影場所に
たどり着く。

やがて朝の光が雪山を
染め、風雪紋が浮かび
上がり、ここぞとばかり
に露出、構図を変えなが
らシャッターを切った。

ペンタックス ６４５ＮⅡ

33-55mm
Ｆ22・1/4秒

（Ｃ）佐藤孝也



山岳写真家が語る 「苦労話し・裏話し」

・・・ 今日の まとめ ・・・



山岳写真家が語る 「山の写し方」 カッコ良く見せる！

▲山頂は…

・もっと 上部へ

・左右 真ん中に置かない

→ 青空は １割程で良い

▲色相は… 現場の色で

▲彩度は… 自然味が大切

▲コントラストは… 強過ぎず

▲配置は…

・集中の三分割か?

・対比の四分割か？

→

山
頂
は

軸 は

▲軸は何処に置くか？

構
図
は

現像は自然味を



花など中央偏りの構図に適す



副

副 副

主

← 足元の前景を探す →



副

副 副

主

← 足元の前景がポイント →

Photo：鎌田則雄



～ お知らせ ～



日本山岳写真協会 東海支部の紹介

仲間と

もっと楽しむ

山岳写真

安全に

もっと楽しむ

山登り

山岳写真 映像文化の普及

・・・ 公募展に応募して ・・・

山岳写真の腕前を上げよう！

≫≫ 毎年１回 ３月末に公募

日本山岳写真協会（JAPA）



日本山岳写真協会 東海支部の紹介

仲間と

もっと楽しむ

山岳写真

安全に

もっと楽しむ

山登り



～ ～

ｼﾘｰｽﾞ 【 】

写真：鎌田則雄（JAPA） ・ 文章：西山秀夫（JAC）

ニュースペーパーの お知らせ
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行



～ izanai ～

山の写真 撮り方
･･･最新の撮影情報なら…

ホームページ／ Facebookで公開

鎌田 則雄
☞



E N D

ご清聴 ありがとうございました。

日本山岳写真協会（JAPA）

東海支部 鎌田則雄


