
映像と写真の力は無限だ！

記憶のメモリーを映像に残そう

2019年7月10日



山行の途中で素晴らしい風景を発見したら、カメラを取り出そう！
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言葉にできない山の魅力を動画で伝える

マジック・アワーの一瞬を逃さない！
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山というフィールドでは、緑あふ
れる樹林帯から森林限界を超えた
稜線に至る場所まで、非日常の大
自然と絶景が当たり前の様に存在
している。最高の絶景の前にして、
記録写真だけでは、もったいな
い！最高の一瞬を是非捉えてみよ
う

壮麗な風景と出会う

山の四季と刻



大きな画像

さぁ、今日からカメラを持って山というフィールドに出かけよう！

山岳風景をキレイに撮るための基本を学びましょう！
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この映像に感激すれば、動画を撮りたくなる
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この映像に感激すれば、動画を撮りたくなる

一人登山部
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映像写真研究会の運営について
1.研究会 会の主幹は3028浅野が務めます。

事務局、会計を選任します

1.年会費 会のコピー代・印刷代は有料のため、資料作成や専
用HP開設なども必要なため年会費を300円とします。

2.山行部費 公開山行の際は、３山行部に山行部費を納入するこ
ととなります 部費は100円です。自主山行は不要。

3.山行事務費 撮影撮影時の、事務費は会の規定に合わせて日帰
り１００円、泊付２００円とします

4.研修会費 研修会実施の際、コピー代や印刷費を会に納入する
必要もあり、事務局などが資料作成に必要な費用が発生します。
ふわくはボランティアで成り立っていますが、限界もあります
ので、研修会費１回１００円とします。
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６．年1回、部会を開催し、年度の目標などを設定いた
します。2019年は、年度の途中での発足ですので、
2020年度からは、会と同じ会計年度、活動年度を採用い
たします。 3月か4月に研究会の年度部会を開催します

７．カメラ・ビデオ機材は、個人所有のものを使用する。

８．撮影山行中の登山事故は、会の登山事故と同様な対応とする
９．その他、山行に関わる規定は、会の規定に準ずるものとする
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映像写真研究会がめざすもの

・記録写真から感動写真の撮影をめざします。
・非日常の世界である登山の中で、感激した絶景写真や
仲間たちの活動中の様子
・燃えるようなモルゲンロートの撮影
・湧き立つ雲海と日の出を映す
・朝日が創り出す様々な情景を切り取る
・夕暮れの情景を印象的に表現する
・広大な大空の表情を写す
・ガスを上手く活かして撮影する
・可憐な高山植物を表現する
・紅葉や雪景色、稜線に落ちる星景写真を撮影する

など
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映像写真研究会の活動

・月１回 映像写真勉強会の実施
第１回勉強会 ８月26日(月)18：30～
第２回勉強会 ９月27日(金)18：30～

・四半期に1度 撮影山行を実施（案）
〇9月21日(土)～23日(月) もしくは翌週土日

日程は皆様のスケジュールに合わせて設定します
自主山行「紅葉を撮影」

〇11月21日(木)～23日(土) 初冬期を写す
燕岳 燕山荘(小屋閉め）

〇厳冬期は別途打合せします
鈴鹿の冬、北八ヶ岳などを皆さんが行きたい山を
考えます。
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写真・動画作品講評会を実施します

・第１回勉強会 ８月26日(月)18：30～

夏山で撮影した写真や動画の作品講評会を実施します

早朝・夕方のマジックアワーの写真動画を撮影しましょう！

写真・動画は、USBに入れて勉強会に持参ください。一人５-６枚を

選定して下さい。

当日は、写真と動画の基本を勉強します。特にカメラは露出につい

ての基本・露出補正で深みを意識する。光をとらえ光を知るをテー

マとします。動画の基本で絵コンテ～撮影～編集の流れ
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・ふわくホームページのトップページに写真・動画を掲載

・作品展の実施 例会でのスライドショー、動画映写

・Ｆａｃｅｂｏｏｋ，Instagram, 専用ホーム開設

・研究会専用ホームページギャラリーの開設（最終ﾍﾟｰｼﾞｻﾝﾌﾟﾙ有）

・撮影山行写真のLINEグループ開設し、写真・動画の共有

・会報表紙の写真提供

その他の取組
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山カメラ

〇軽量コンパクト山カメラ オリンパス タフ３タフ４タフ5

〇一眼レフ aps-cサイズカメラ ニコンならば、D5600、D3500

など軽量一眼レフ
〇スマホ iphone ダブルレンズがおすすめ iphone 7、8、X

アンドロイド ダブルレンズの機種

〇アクションカメラ Gopro Hiro7、ソニーアクションカムas-300、
中華アクションカムでもOK
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アクセサリー
〇ジンバル Osmo pocket , スマホジンバル など
〇軽量三脚 カメラグリップ、
〇カメラ・ビデオ用予備電池 ＆ 充電池
〇アクションカメラ用ヘルメット等マウント

動画編集
〇ムービーメーカー

写真編集
〇カメラメーカーの編集ソフトは無料
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写真の印象が変わるカメラポジションとカメラアングル

自分の目線でいつも構図を決めてしまうといつもワンパターンの写真になりがちです。子供の目線までに
下げるといつもの風景が違った雰囲気に見えたりします。カメラのポジションとアングルを意識して被写
体(対象物)を効果的に見せる構図を見つけましょう。
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遠近感を強調する
ローポジション＆
ローアングル

前ボケを活かす
ローポジション＆
水平アングル

臨場感や迫力がで
るハイアングル

スタイルがよく見えるローポジショ
ン＆ローアングルの人物撮影

ワンパターンになりがちな人
物写真は思い切りハイアング
ルで撮ると臨場感がでる

前ボケで草をボカしたローポ
ジション＆ローアングル

カメラのポジションとアングルを意識せずに、毎回同じようにアイレベル＆水平アングルで
撮影していたのでは、上達はできません。カメラのポジションとアングルを変えて、いつもと
は違った目線にすることでワンパターンだった構図がガラリと変わって写真に変化が生まれ、
被写体を魅力的に引き出すことができます。
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山での撮影で押さえておきたいのは、やはり山頂から見下ろした雄大な景色。

目線の高さで撮る 見上げて撮る 見下ろして撮る

形が誇張されることなく、一番自然な
表現で風景を撮ることができるアング
ルです。山道や山並みなど、美しいと
感じるものを素直に正面からとらえる
ことができます

樹木の高さや力強さを演出したり、
下から見た枝や葉の形の面白さを
撮影したりすることもできるアン
グルです。広角で近接して撮影す
ることで、迫力のある描写を楽し
めます。

山野草や昆虫など、小さな被写
体を上から俯瞰気味に撮影する
ことで、木の根や植物などを模
様のように切りとったり、造形
の美しさを強調したりすること
ができます。
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1. 三分割法 ： 人間が美しいと感じる配置・分割法
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2. 三角構図 ： 安定感や高さ・奥行きを表現
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3. 対角線構図 ： 躍動感の表現や視線の誘導

対角線構図とは、並木や
道路・木の枝など、直線
的に伸びる被写体を対角
線方向に配置する技法で
す。視線の誘導や、躍動
感などの効果が期待でき
ます

水の流れなど、動きのある被写体の場合は、あえて構図を斜めにして上から下へ
流れるように、角度を付けて配置すると迫力が出ます。
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4. 額縁効果（フレーム効果）： 日本庭園にある建物の窓と同様の効果

完全にシルエットにするだけ
ではなく、空白部分に木の枝
などを入れるだけでも額縁効
果を出す事ができます。
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5. シンメトリー構図： 古来から好まれてきた左右または上下対称の構図
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1 背景がぐちゃぐちゃな写真

2 水平・垂直がダメ。バランスの悪い写真

3 明る過ぎ（白飛び）している写真

4 暗すぎる写真

5 ピントがずれてる写真

こんな写真を撮っていませんでしたか？
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1 背景がぐちゃぐちゃな写真

どうですか？パッと見た時の印象は？？

多分、なんかごちゃごちゃしてんな〜と
思いませんでしたか？

被写体の周りに、意図してないものがた
くさん写り込んでしまっています。

撮っている最中は、きっとその被写体に
夢中で、画角の中に他のものが写り込ん
でしまっていることを気付いていない。

背景として必要なら入れてもいいと思い
ますが、一枚の写真の中にあれもこれも
詰め込まない。
この方がスッキリして綺麗に見えます。
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2 水平・垂直がダメ。バランスの悪い写真

水平・垂直をきちんととれていないと、それだけで、なぜか、
「いい写真」という印象が薄くなってしまいます。

逆に言えば、同じような写真でも、印象に残る写真は、水平・
垂直がとれている写真です。人間は、無意識で「歪み」を察知
しています。微妙な歪みを察知する能力があるからこそ、「な
んか変・・・」という違和感に繋がります。 スマホでも、「グ
リッド」を出して撮ることができます。
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3 明る過ぎ（白飛び）している写真

せっかくの岩場もちょっと白っぽすぎま
すね。

写真の色は個人の好みでもありますが、
明らかに、明るくし過ぎて白っぽくなり
過ぎてる場合があります。
強い光が入ってしまっているので、光が
カメラに入る量を調整しましょう。光の
調節の仕方は、スマホでも画面をタップ
して、明るさ調節をすることができます。
カメラの角度を変えて、光が入ってくる
量を調節することもできます
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4 暗すぎる写真
写真全体が暗すぎる写真も、もったいないですね〜。
雰囲気が暗めで、そういう雰囲気を演出したい時はいい
のです。最近の傾向や流行りの写真から言っても、「明
るさ」は結構重要です。光がどの方向からきているの
か？どんな光が被写体に
当たっているのか？
影はどうできているのか？
細かいですが気にすると
いい写真が撮れる確率が上
がります。
光の方向がわかれば、
どんな風に撮ると明るく
撮れるのかわかります
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5 ピントがずれてる写真

さすがに、明らかにボケたり、ブレた
りする写真は、自分が撮ってみてすぐ
にチェックできる時代なので、なかな
か表には上がってきません。
微妙にピントがずれている写真はよく
あります。目がこえている人が見ると、
「あー惜しいな」って思う写真ってあ
ります。
ピントが合ってるかどうかというのは、
ピントが合っている状態を知っている
状態が必要です。
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何がとりたいのか解らない写真 1
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何がとりたいのか解らない写真 ２
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何がとりたいのか解らない写真 ３
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何がとりたいのか解らない写真 ３
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テーマがはっきりした写真 1

日の出
ISO感度100

絞り ｆ18

ｼｬｯﾀｰ速度1/250秒

ややﾏｲﾅｽ気味に合
わせてEV±1

ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ 晴天
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テーマがはっきりした写真2
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テーマがはっきりした写真 3
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iphoneで撮る大自然の写真撮影のコツやヒント
どの角度から山を撮りたいか。撮る前に使うアプリ
スマホで一眼レフのような写真を撮るコツ
写真だけでなく、動画でも山を楽しもう

１.人物を大きく撮る
２.水平を意識する
３.ピント合わせと明るさ調整
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１.人物を大きく撮る
失敗例は、山とかの景色って大
きいですよね？それを入れたい
気持ちから人物の顔が判別でき
ないくらい小さいことがありま
す。
被写体が景色の時はそれでいい
と思います。

でも、被写体が人の時はぐっと
人に寄ってみてください。
人の後ろにきれいな景色が広
がってすごく良い写真になりま
す。
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２.水平を意識する
なんか気持ち悪いなー ってことありませんか？
これ、水平がしっかり取れていないことが多いんです。
山がなんか傾いていたり…

木なんて撮るとすぐ分かります。
スマホのように液晶をみて顔から離して取るものは
水平が分かりにくいんです。
そんな時はiphoneの機能で簡単に水平を取ることができ
るんです！
設定→写真とカメラ→グリッドをON（緑）
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iｐhoneでまるで一眼レフで撮ったかのように、
綺麗な写真を撮るコツ。山を登る時に重い機
材を持っていくのは大変ですからね！
①グリッドを出す
②明るさを調整する（露出補正）

iphoneで一眼レフのような写真を撮るコツ
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このグリッドを出すことに
より、水平で、より美しい、
人の関心をひくことのでき
る写真を撮ることができる
のだそう！

ポイントは真ん中の長方形
の四角に、被写体を持って
くることです。

こうしてグリッドを使うだけで、水平のとれたこんなに
素敵な写真が撮れます
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2つ目のポイントは、明るさの調整(露出補正）

iPhoneユーザーが、意外に知らない撮影画面の明るさ調整。
画面をタップしたまま、指を上下に移動させ、明るさを調整していきます。
これで暗い場所でも、風景やモノをはっきり写すことができますよ！
「HDR」もONにしておくと、さらに綺麗に仕上がります。

HDRとは、ハイダイナミックレンジ 露出の異なる3枚の写真を合成し、1枚の写真に仕上げる機能

明るくする

暗くする

露出補正の基本
クロマイ・シロプラ
黒マイナス 白プラス 補正する

〇風景写真 マイナス補正で
アンダー気味
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動画でも山を楽しむ

ビデオ撮影の設定を
「4K/60 fps」にし
ておくことで、見返
してため息が出るよ
うな美しい映像を残
すことができます！

ハイビジョンでも
「1080/30fps」十分
楽しめます

さらに、スローモーション撮影も効果的です。ハイビジョン 1080ｐHD/120fps で撮影しましょう
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iphone 8 で撮影した動画

iphone 8 で撮影したスロー
モーション
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こんな映像を作りました
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ライブコンポジット撮影
インターバル撮影
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好きな写真の撮り方レシピ「山並みを埋める雲海を撮る」

秋になり、朝夕や地表と上空との温度差が大きくなってくると、
山並みには雲海、山峡には霧が出やすくなります。季節の変化の
もたらす美しい光景だと思います。少し早起きしてそんな様子を
残してみました。朝日がやっと山並みから顔を
出した直後のタイミングです。
黒い山並みと光のあたった雲海との
バランスを考え、望遠レンズで切り取
っています。
左側からの斜光線を意識しています。
また、ブレないよう三脚とレリーズを
使用しました。
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撮影時のポイント
雲海に光が差し始めたタイミング
奥の山並みと雲海との構図バランス
露出補正をマイナス（-0.7）にして
光の当った雲海の様子を強調

撮影情報
NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

焦点距離：220mm

絞り値：f/8 シャッタースピード：1/1000秒
ホワイトバランス：晴天
露出モード：絞り優先オート
測光モード：マルチパターン測光
露出補正：-0.7段 フォーカスモード：AF-S

ISO感度設定：ISO 400

その他使用機材：AF-S TELECONVERTER TC-20E III、三脚、レリーズ
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好きな写真の撮り方レシピ「朝・夕 マジックアワーを狙う

撮影時のポイント

マジックアワーとは、日没後２０分薄明かりの
時間帯
三脚＋レリーズ＋標準ズーム
色温度を電球にすると青く表現できる

〃 晴天にすると暖かい赤系を表現できる

夜景写真撮影時の設定
絞り優先 f8 シャッター速度はカメラに任せて
露出補正で調整
ISO感度 100

ホワイトバランス 晴天または電球
AF 測距点選択 ＋ シングルAF

マルチパターン測光
RAW＋JPEG-L Fine

山での風景写真は、日中はメリハリのない平凡
な写真になりがち。夕方と早朝は何を撮っても
絵になる

夕日の写真 マジックアワー前 日没前 オート
でもこれだけ撮れる ISO感度100 絞りｆ8

ｼｬｯﾀｰ速度 1/250秒
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これがマジックアワーだ！
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写真や動画の発表に場として、ふわく山の会のホームページとは別個のウエブサイトを
構築します。現在、ウエブサイトを検討中です。一度見てください。
アドレスは決定しています http://photo.fuwaku-yamanokai.com/ (テスト画面）

検討中のウエブサイト
デモサイト ① https://demo.gavick.com/wordpress/portfolio/
デモサイト ② https://modernthemes.net/wordpress-demo/portfolio/
デモサイト ③ https://themeisle.com/demo/?theme=RokoPhoto&amp;ref=5257

http://photo.fuwaku-yamanokai.com/
https://demo.gavick.com/wordpress/portfolio/
https://modernthemes.net/wordpress-demo/portfolio/
https://themeisle.com/demo/?theme=RokoPhoto&amp;ref=5257


Fuwaku movie & photo club


