JAAP 写真展 公募作品募集
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［左］ 新田原航空祭における F-16 の離陸。D5, 800mm, f/5.6, 1/1600, S, +0.7 ISO800
［右上］早朝の成田。D850, 200mm, f/4.5, 1/500, S, ISO100
［右下］ラスベガスの夜。D5, 500mm, f/4, 1/15, M, ISO3200

たもの、日本国籍を有しない撮影者が日本国内で撮影した航空

応募プリントの縦横比率 写真展会場では全紙プリント（長辺

応募票

～ 12 月 19 日（水）、うち 12 月 16 日（日）は休館日ですが、

にかかわる作品とします。出展者の年齢性別は問いませんが、

535mm）で展示をします。これはプリント用紙の縦横比率で

部門 応募票」
（pdf）をダウンロードし、印刷後には各項目に

東京新宿御苑前のアイデムフォトギャラリー『シリウス』にお

未成年者については親権者の同意書をいただきます。 展示決

はなく、一般的なデジタル一眼レフによる元画像の縦横比率、

楷書体で記載の上、作品裏面に貼り付け、応募して下さい。

いて、JAAP 写真展『SKY MOMENTS 2018』を開催します。

定作品の撮影者は、展示にかかわるコスト（プリント・表装費・

すなわち縦：横は２：３のフォーマットとなりますが、基本的

返送費等計約２万円）をご負担いただくこととします。

に応募プリントもこの縦横比率に合わせて下さい。必然的にプ

JAAP（日本航空写真家協会）では、本年 12 月 13 日（木）

この写真展は、JAAP 会員のみならず、趣旨にご賛同いただ
いた全国の飛行機写真愛好家のご応募を求め、わが国の航空機
写真の高いレベルを示すものにしたいと考えております。
今回も、出展者全員が一人１点の作品（全紙サイズを予定）
を発表する写真展として行います。展示作品数は JAAP 会員・
会友分を含め、総数 50 点弱を予定しています。

リント用紙の周辺には若干の余白（白フチ）が生まれます。
応募プリントについては A4 判とし、応募点数は５点を上限
とします。応募作品は返却しません。

で、例えば正方形の画像も意図があれば可とします。

応募先は、

画像密度

150-0036
（株）和航内

飛行機写真愛好者の作品募集については、写真の被写体とし
て扱えることが可能なすべての航空の分野（軍用機・民間機等）

東京都渋谷区南平台町 12-9
JAAP 事務局

に、郵便局のレターパックでお送りください。
応募締切は 2018 年 8 月 31 日（金）とします。

応募条件は、日本国籍を有する撮影者が日本国内外で撮影し

展示プリントは長辺 535mm の大きなものです。展

なお、応募 A4 プリントについては、以下のような主催者希
望事項がありますのでご注意下さい。

応募作品は撮影者ご自身が著作権を有するものに限ります。
作品タイトルは、理由なく表記がないものは認めません。
なお、撮影者メールアドレスについては、JAAP から添付ファ
イル等をお送り出来るものにしてください。
原則的なことですが、撮影において法令（各地域の条例を含

示プリントは通常 200dpi の画像密度ですが、その場合の長辺

む）の遵守は当然として、立入禁止場所から撮影したものは、

は 4,200pixel 程度となります。大きなトリミングをされた作

審査の対象外とします。

品では 4,200pixel を下回る場合もあり得ますので、なるべく
これ以上の画像密度を維持して下さい。
応募プリントの乾燥

と、国際航空連盟が認めた航空スポーツ（スカイダイビング・
気球等）を対象とします。

基本的にというのは、特段の作画意図がない場合ということ

JAAP のホームページから「2018JAAP 写真展・公募

応募作品が第三者の肖像権、著作権その他の権利を侵害した
場合、応募者の責任で解決していただきます。

ご自宅のインクジェット・プリンターで

応募者の個人情報は、JAAP 写真展及び JAAP の各種活動に必

応募作品を制作された場合は、24 時間程度乾燥させた後に梱

用な範囲で利用します。応募者の同意なく、利用目的を越えて

包してください。

利用することはありません。

［左］マレーシアの LIMA'17 における A400M のデモ。D500, 200-500mm（500mm）, f/10, 1/400, S, +0.3, ISO200
［上］ JAAP の関空船上撮影会にて A380 の夕刻の離陸。D5, 300mm f/4, 1/320, S, +0.7, ISO200
［左下］ ネリス AFB 航空ショーにおけるサンダーバーズ。D5, 500mm ＋ TC14, f/11, 1/1000, S, +0.3, ISO320
［右下］ サクラの成田。D810, 200-500mm（250mm）, f/7.1, 1/800, S, +0.3, ISO160

入選内定作品については内定通知後、速やかに画像デジタル

うしたらいいだろう、そういう相談にのる会として、具体的作

過去の経験では付和雷同的に推す票が集まりがちです。それを

業を JAAP 会長ほか会員・会友が実演する講習会を開催します。

抑える対策を考えています。また、今回も作品の撮影者として

ください。発表作品は１人５点、フルスクリーンで投影するた

参加希望者は事前にご予約ください。お一人２作品、RAW ファ

のアピール・ポイントを自ら語る機会も設けます。質問もしま

て十分なクオリティがあると判断した後に、正式決定とします。

め、72dpi の長辺 2,000pixel 程度の JPEG ファイルを USB メ

イルの元画像およびご自身で補正された画像を USB メモリー

す。ある程度のトリミングや画像補正をすれば見違える訴求力

画像補正については自由です。画像補正により撮影者の意図

モリー等に入れてご参加下さい。詳しくは専用の FB サイトを

等に入れてご参加ください。

を持つ可能性のあるものについては、JAAP 会員が持ち帰って

を一層明確にできるのであれば、非常に好ましいと考えていま

ご参照下さい。

日時：７月 28 日（土） 1000 － 1530 時

作業する場合もあります。

す。しかしながら、
「写真の範囲」であると認められる作品の

日時：６月９日（土）1800 － 2100 時

場所：航空科学博物館

みを選考の対象とします。

場所：Grill & Wine Ambrosia アンブロシア 恵比寿

会費：3,000 円（入館料込）

なる勉強会的なものにしたいと考えています

東京都渋谷区恵比寿 4-3-1

募集人数：15 人

日時：９月 15 日（土）

ベントですが、多くのヒントが出てくることを期待しています。

データ（仕上げ TIFF 画像および RAW 画像等の元画像）を CD

参加希望者は応募予定のみなさんに限ります。事前にご予約

ディスク等に書き込み、お送り頂きます。それが展示作品とし

また、よりよい写真展にするため、JAAP から改めて改修点

Qiz 恵比寿 (JR 恵比寿駅東口改札

を指摘させていただいたり、撮影者と相談しながら JAAP の側

より徒歩 1 分 )

で改めて画像補正を行う場合があります。ご同意ない場合は入

会費：4,500 円を予定（コース料理＋飲み放題）

選内定の取り消しもあり得ます。

募集人数：30 人

展示プリントの制作管理については、一切を JAAP にお任せ
いただきます。

JAAP 写真講習会
飛行機写真は超望遠レンズを多用します。すると機体のみな

今回も写真展に向けていくつかのイベントを計画しています。

JAAP スライドショー大会
JAAP 懇親会スライドショー大会は行うたびに想像を絶する
盛り上がりです。応募者のみなさんの意欲がシナジー効果を呼

らず、空気の色も圧縮します。白は白でなくなり、黒は黒でな
くなります。また、仰いで撮るとシャドウが多くなります。レ
フ板は使えません。さらに、夜も無理やり撮影します。簡単に
ノイズが出ます。こうした時、何か対策すると画像は見違える
ようになる場合があります。画像補正の出番です。

ぶからだと思います。飛行機写真には力がある。同好の士が集

しかし、画像補正は参考書などを読んでも、なかなか自分の

まればその力が想像を超えて大きくなる。そして楽しい。飲み

ものになりません。撮影と異なり、
孤独な作業だからです。往々

食いしながら、作品をスクリーンに投影し、和気藹々と苦労話

にして独り善がりになりがちで、結果も良くなるばかりではあ

や撮影場所の自慢話をしながら楽しもうではないかという、い

りません。

わば JAAP のお祭りイベントです。公募とは直接関係のないイ

写真展応募希望者の中で、この作品を仕上げたいんだが、ど

合同審査会

このように、一般的なコンテストのセレクションとは全く異

場所：東京浜松町
会費：3,000 円

合同公開審査会では、写真展公募作品からの選択において、
なぜこの作品を選ぶのか、そこには明らかな理由があるはずで、
参加者（応募者限定）とともに討論しつつセレクトを進めます。
その作品の骨格、意図や着想に注目しつつ選択を進めますが、

JAAP 写真展「SKY MOMENTS 2018」に至る JAAP の活動
については、JAAP HP 等で随時お知らせしてまいります。

