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特集

プロが魅せる
スポーツ写真

表紙写真 星野佑佳

No.26 8
2022 SPRING

3000本の大山桜が咲き誇る桜峠は、
植樹からまだ20年ほどの樹勢の良い
桜の名所。開花と同時に葉も出てく
るため色味が濁りやすく、WBのマゼ
ンタとブルーを微調整して撮影した。
ミラーレスカメラは撮影時に完成画像
を確認できるのも魅力だ。
Z 7Ⅱ・NIKKOR Z 70-200mm f/2.8
VR S・f/11・1/100 秒・ 0.3 補 正・
ISO32・WB晴天ビビッド
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特集

プロが魅せるスポーツ写真

S p o r t s P h o t o g r a p hy

昨年の東京でのオリンピックや︑今年の北京オリンピックなどスポーツ写真を目にする機会が

ということでスタンド、一人でも多くの選手を入れるべくあえて情報量を詰め込んだ。
D5・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR・f/4・1/1600 秒・ISO140

多かったのではないだろうか︒激闘の一瞬をとらえた写真は記録を超えて︑感動が伝わってくるのはなぜか︒

スポーツ写真の魅力を知ることで︑見る目も大きく変わってくるはずだ︒

通常、ゴール後の喜び系はゴールゲッターの表情を望遠で狙うところだが、チーム創設初得点

ベンチ前はドラマの宝
庫。 動きの 多 い 後 半
になると効き目の左は
ピッチ上を、右目はベ
ンチの動きをキャッチ
できる 場 所 に位 置 を
取る。 試 合 が 拮 抗し
てい れ ば い るほど一
番 集 中力を 注ぐ時 間
帯 か もし れ な い。D6・
AF-S NIKKOR 400 mm
f / 2 . 8 G E D V R・f / 4・
1/1600 秒・ISO360

nikkor club

酔いしれることが出来る︑それが

たりにし︑彼らと同様の高揚感に

フェッショナルなスキルを目の当

ンビネ ー シ ョ ン ⁝⁝ プロ

力︑スピ ー ド︑ 華 麗 なコ

がってくる︒

け引きなどがハッキリと浮かび上

の視線︑筋肉の動き︑相手との駆

きるが︑一瞬を切り取ることでそ

ムでも画面越しでも見ることはで

生まれた初ゴールは誰もが心待ち

チーム作り︒苦悩の連続のなかで

が誕生した︒ゼロから手探りでの

して同じチームに昨年女子チーム

るものを想像出来はしまいか︒そ

いものがある︒選手たちの〝心の

いる︒一枚の写真から︑その背後

去る者がいれば︑歩み出す者も

にしていたものだった︒

サ ッ カ ー の 現 場 でも 気 迫 のこ

動き〟である︒しかもそれはピッ

にあるストーリーを想像させるこ

その一方で絶対に見逃したくな

もったプレーを仕留めるとファイ

チの中だけに生まれるものではな
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スポーツ写真の醍醐味だ︒

ンダーを通じて心を大きく揺さぶ

と︒私が生業とするものの醍醐味
は︑ここにある︒

いから実に厄介なのである︒
る︒交代を待つ彼の胸に込み上げ

引 退 を 決 めた 一 人 の 選 手 がい

られることも多い︒次々と展開が
変わっていく 分間︒ピッチで激
しくせめぎ合うプレーはスタジア

90

レンズ

兵庫県神戸市生まれ。東京工芸短大写真技術
科卒業。在学中のJリーグ元年からサポーター
ズマガジンでサッカーを撮り始め、1994 年より
フリーランスとしてサッカー専門誌などへ寄稿。

この4 本のレンズがベースのセット。狙いによって

D5をもう一台プラスしてスタンバイすることもある。

1996 年から日本女子サッカーリーグのオフィ
シャルフォトグラファーとなり、女子サッカー
報道の先駆者として執筆など幅広く活動する。
2005 年からはJ２リーグ大宮アルディージャの
オフィシャルフォトグラファーも務めている。

D6／D5
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
AI AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D

ボディ

（はやくさ のりこ）

私の使用機材

▶

早草紀子

迫

一瞬を切り取ること
心の動きを見逃さないこと
そこにスポーツ写真の醍醐味がある

はチームオフィシャルの仕

事をすることが多いので︑

シーズンを通してチームに携わっ

ていると選手たちの背景にいる人

が見えてくるようになります︒学

生ならご両親や母校の仲間たち︑

社会人やプロスポーツならいつも

その他にもたくさんの方々に支

応援してくれるファンです︒

えられて選手たちは試合の場に立

ちます︒私は選手のためにではな

く︑その背景にいる人たちのため

に写真を撮っています︒そのよう

な人たちが喜んでくれる写真を撮

ることができれば︑いい写真なん

じゃないかなと思っています︒

プロの写真家なら冷静に撮影を

が︑冷静すぎると守りに入ったつ

しないといけないのかもしれません

まらない写真になることがありま

す︒だから私はよく感情を爆発さ

せる選手に乗っかってシャッター

を切ったり︑近場をあえて望遠で

突っ込んで勢いに任せたりします︒

シャッターを切った時の自分の感

情と写り込んだものはリンクして

い写真が撮れたなと思う時は︑撮

いると思っているので︑結果的にい

れたというより撮らされたというこ

とが多いです︒だから受け身だけ

ど攻撃的みたいな感情とエネルギー

を大事にしています︒

私

天候の悪い日は絶好の「写真日和」になります。こちらのテンションとは裏腹に変わらず黙々と練習をする選
手たち。目の前の全てが被写体になる瞬間です。
D4S・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ・f5.6・1/500 秒・ISO100・WBオート

選手だけでなく、支える人たちにも
喜んでもらえる写真が撮りたい
▶

私の使用機材

ボディ

レンズ

志賀由佳
（しが ゆか）
1976 年、宮崎県生まれ。2002 年にスポー
ツカメラマンになると決め、当時の東芝府
中ラグビー部の練習や試合の撮影に通う。
現東芝ブレイブルーパス東京や帝京大学
ラグビー部、Bリーグの川崎ブレイブサン
ダースのオフィシャルカメラマンを務める。

D5／D4S ／Z 9
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR Ⅱ
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
AI AF Nikkor 50mm f/1.4D
AF-S TELECONVERTER TC-14E Ⅲ

400 ㎜の単焦点にテレコンバーター、70-200 ㎜、24-70 ㎜の4 本は仕事の時に必ず持ってい
くレンズです。50 ㎜は古いのですが、とても好きなレンズで、ポートレートやスナップ撮影で
愛用しています。最近購入したZ 9は勉強中でこれからいろいろと試していきたいです。

nikkor club

（上）輪になって肩を組んで話し合う姿はスポーツの風景ならでは。選手の表情だけではないその日その日のグラウンドの空気感を写し込めたらとい
つも思っています。 D4S・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・f2.8・1/1600 秒・ISO100・WBオート
（下）大好きなスクラムの練習シーン。組む前の緊張感や選手たちの集中する気持ちをなんとか写真におさめたく、レンズは絞り開放で撮って選手を
浮かび上がらせることが多いです。 D5・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR・f2.8・1/500 秒・ISO100・WBオート
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基本設定

AFエリア：ワイドエリアAF
▶

AFモード：コンティニュアス
▶

ISO感度：400
▶

シャッタースピード：最低でも1/500 秒
▶

撮影モード：シャッタースピード優先
▶

当然瞬間を切り撮りたいのでシャッタースピー
ドをコントロール。

1/500 秒以下だと被写体ブレが抑えられない。

シャッタースピードを稼ぐために少し感度を上

げておく。

動く被写体はコンティニュアス一択。

オートエリアだと被写体を迷うケースがあるの

である程度限定したい。

POINT

撮り逃さないよう先に撮る

投手は打たれて早めに交代する可能性が

あるので一番画になるネット裏からのカッ

トはいの一番に撮っておく。球をリリース

した瞬間はやはり画になるので狙いたい。

Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッ
ター優先オート
（f/5.6・1/2000 秒）
・ISO640

S p o r t s P h o t o g r a p hy

スポーツ写真に挑戦してみよう

熊切大輔

報道の現場にいた時︑私はプロ

野球で巨人軍の担当をしていた︒

毎日毎試合 本近くのフィルムを

という動体に強いカメ

のようなフラッグ

9

お話ししようと思う︒

球の撮影におけるポイントを今回

でも挑戦できるスポーツ写真︑野

を撮ることができる︒そんな誰に

こもったストーリーを感じる写真

いつもよりもかっこよく︑感情の

クニックを駆使することによって︑

楽しいが︑そこに少しの工夫とテ

さらにただ動きを止めた写真も

が切り撮れるものだ︒

つかめれば︑ドラマチックな瞬間

ポーツ写真もちょっとしたコツを

シップでなくても十分︒身近なス

いだろう︒Ｚ

取り組んでいるご家庭も少なくな

ずだ︒家族が本格的にスポーツに

写性能を存分に味わいたくなるは

このカメラを手にすればAF や連

撮ってみたくなった︒みなさんも

ラを手にして︑久しぶりに野球を

今回Ｚ

めたようだ︒

ができる感覚をほんの少しはつか

ら読み取り︑被写体を見つけ撮影

なる選手︑ポイントを試合展開か

ついた気がする︒その日の記事に

のコツのようなものが自然と身に

撮り続けるうちに︑スポーツ 写真

15

9
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1

撮影のコツは？

4

小さくしか撮れないけどどうしたらいいの？

ただ目の前で起きるプレーを闇雲に狙ってもシャッターチャ

やはりセンターからの画は、テレビの野球中継を彷彿とさせ

ンスを逃すことが多い。その競技のよくある展開などを熟知

本格的な報道写真のようになる。しかしここは機材が必要だ。

すれば、自ずと次に起こりうる展開が予想できるようになりシ

写真は 400ミリのレンズに1.4 倍のテレコンバーターつけて多

ャッターチャンスを捉える精度が上がるのだ。

少トリミングして構図を整えている。

2

Z 9・NIKKOR Z 100 400mm f/4.5-5.6 VR
S・シャッター 優 先 オ
ート
（f/8・1/2000 秒・−
0.3 補正）
・ISO1100

どのタイミングで撮ればいいの？

バックネット裏からは当然投手を狙いたい。単独で写すのもよ
いがバッターを画面に入れ込むことで、勝負の緊張感を演出で
きる。打者もインパクトの瞬間が画になるが、スイングした後のバ
ットを放り投げて走り出す瞬間も躍動感があって画になるもの
だ。ヒットかアウトか結果も大事だが、写真映えを優先しよう。

1.4 倍のテレコン使用
Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター優先
オート
（f/5・1/2000 秒）
・ISO840

5

ネットはどうしたら消えるの？

スマホのカメラなどでは物理的な望遠機能は限界があり、比
較的ワイドなレンズが付いているのがほとんどだ。そうなると
ネットなどがはっきり写り、画面がうるさくなる。やはりスポー
ツには望遠レンズが必要だ。その場合でもネットに極力近づ
きボケ味でネットを写りにくくするのが最も有効。画角が広く
Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター優先
オート
（f/5.6・1/2000 秒・−0.3 補正）
・ISO1250

3

なるにつれネットはうっすらと見えるようになってくる
（写真下）。
できればネットのない場所を見つけたい。

会場に着いたらどうしたらいいの？

撮影に適したエリアを知っておこう。一塁側、三塁側の外野よ
りのベンチ横は打者を狙いやすい。私の場合、撮影可能なエリ
アと被写体の関係を考えつつ、試合展開に合わせて頻繁に移
動している。

Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター優先
オート
（f/4.5・1/3200 秒）
・ISO1800
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POINT

展開を予測して撮る
野球は展開によって狙うポジションが変
わっていく。試合展開をチームの監督の
ように冷静に分析する必要があるのだ。
ランナーはどこにいるのか、ストライクカウ
ントはどうなっているのか、サヨナラの場
面なのかなど頭をフル回転させたい。予
想通りの画がとれた瞬間はホームランを
打ったのと同じような達成感かもしれない。
POINT

先回りしておく
「三本間」という言葉がある。三塁とホー
ム
（本塁）ベースを結んだラインのことだ

Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター
優先オート
（f/4.5・1/2000 秒・−0.7 補正）
・ISO450

が、
ここでシャッターチャンスを待つのだ。

2 塁にランナーがいる時やスクイズの可能
性がある時、本塁上のクロスプレーを狙
おう。最も緊張感がある場所と言っても
過言ではない

POINT

連写で撮る

私がプロ野球を撮っている時
は闇雲な連写は極力しなかっ

POINT

試合中のかけ声を聞く

た。シャッターチャンスは連

プロ野球を撮っていた時はラジオ中継を聞きながら撮影し

ム時代だったのでフィルム交

写しても1 枚しかないし、フィル

ていた。楽しんでいるわけではなく、視野の入らない試合展
開をアナウンサーの声で確認するのだ。草野球でもそれは
ある。ランナーが盗塁した時、選手の
「走った！」の声に合わ
せて先の塁で待って撮る。
Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター優先オート
（f/6.3・
1/2000 秒・−0.7 補正）
・ISO1320

換時の撮り漏れのリスクを極
力減らすためだった。しかし今
はデジタルの時代。そんなリス
クは考えなくても良いので、思
う存分連写したい。
POINT

連写の中から
選び出す

選手が交錯する瞬間はさすが
に目視でシャッターチャンス
を捉えるのは難しくなる。ここ
は連写で一瞬のドラマを切り
撮りたい。すべての登場人物
に躍動感があり、凝縮された
瞬間を抽出したいところだ。

▶

周辺の光景を撮っておく

▶

基本は望遠レンズ

プレーばかりでなく、その周辺の表

野球のプレーを中心とした撮影では広角レンズはあまり

情も写しておきたい。監督 や選手

役に立たない。やはり望遠レンズの使用は必須だ。今

のベンチでの様子、道具もフォトジ

回はNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sを使った。

ェニックだ。組写真を構成した時

他選手との絡みや遠距離からの撮影もこれ一本で済む。

に良いアクセントになるので気がつ

400mmなのに小型軽量だからフットワークのいるフィー

いたものは撮っておこう。

ルドスポーツの撮影にもってこいだ。

nikkor club

POINT

スポーツで
作品づくりをしよう

プレーだけを記録的に切り撮るのももちろん楽しいが、やはり選手たちの思いを写真に残したい。
よりドラマチックな展開に魅せるのは少し工夫が必要だ。プレーの始まる前、合間、終わった
後などにドラマは存在している。それらをさらに良いタイトルで飾ることによって特別な瞬間に
変えてみせるのも面白いだろう。

「秘策」

タイトル

マウンドでの作戦会議。ランナー
を背負って作戦をねる。緊張感の
ある瞬間を敵ランナーも画角に入
れることで状況を見る人に感じさ
せる。スコアボードなども状況を
魅せるのに使える小道具になるの
で写し込むとよいだろう。
Z 9・NIKKOR Z 100 -400mm f/4 .5 5.6 VR S・シ ャッ タ ー 優 先 オ ート
（f/5.3・1/2000 秒・−0.3 補正）・ISO
560

「あと一球！」

「ゲームセット」

タイトル

タイトル

プレーだけでは見えない感情。息を呑むような瞬間は、それを見守る

光があれば影があるように勝負には勝者と敗者が存在する。結果はどう

人々を画面に入れることで、あたかもその場に居合わせたような感覚

あれ全力でぶつかった清々しさは最後の深い一礼にすべてが現れている

にさせる。結果はどうなったのか、写真を見る人の頭の中で勝負の行

ような気がする。ゲームセットの瞬間、彼らは何を思っているのだろうか。
Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッター優 先オート
（f/5・
1/3200 秒）
・ISO1400

方は自由に決まる。 Z 9・NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S・シャッ
ター優先オート
（f/5.3・1/2000 秒）
・ISO1100

（くまきり だいすけ）
東京都新宿生まれ。東京工芸大学短期大学部入学。卒業後、株式会社日刊ゲンダイ写真部に入社。政治・事件・プロ野球読売巨人軍などを担当。
その後、フリーとなる。現在は雑誌媒体を中心に人が生み出す瞬間・空間・モノを被写体に企業オフィシャル撮影・広告・カメラ雑誌など様々なジャンルで活動中。
作品としてはスナップ撮影の手法を駆使し変わりゆく「東京」の様々な姿を切り撮り続けている。

▶

記念写真のコツ

チームの記録写真は必須。順光（光が正面からあたって
いる状態）は明るく写って良いように思えるが、帽子をか
ぶっている場合は影が顔に落ちて表情が見えない。さら
に地面が反射のない土だと真っ黒になってしまう。逆光
を選んでプラス補正をすれば顔はしっかりと見えてくる。
チームフラッグも光を通して鮮やかに映えるだろう。
○逆光＋プラス補正
NO. 268 / 2022 SPRING

△順光

楽しく学べる！
写真教室

ニッコールクラブ会員

¥1,000 割引
〜 ¥3,000

※割引対象外の講座もございます。
詳細はニコンカレッジ Webサイトをご確認ください。

4月・5月・6月講座

3月10日（木）申込受付開始

詳しくはニコンカレッジ Webサイトをご覧ください。
〈 3月7日
（月）更新予定 〉

https://www.nikon-image.com/nikoncollege/
ニコンカレッジ

ニコンカレッジは、どなたでも受講いただける写真教室です。講師を務めるのは、全国の第一線で活躍中の50名を超えるプロ

の写真家です。幅広いジャンルの多彩な講座ラインナップをご用意しておりますので、初心者から上級者まで、お客様の興味や

目的に合わせて、楽しみながら写真を学んでいただけます。少人数でプロから直接学ぶ撮影ノウハウは、きっと、あなたの写真

表現の幅を拡げることでしょう。ご自宅から受講できるオンライン講座に加え、全国7地区※で対面講座を開催。平日の仕事帰り

や休日に学べる講座もご用意しています。ニッコールクラブ会員の方は割引価格で受講できる講座が多数あります。対面講座は、

新型コロナウィルス感染防止のため、定員を10名以下に抑え、検温、消毒、換気など各種感染防止対策を施して開講いたします。
※東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、広島、福岡で実施

4月・5月・6月講座より、ピックアップ！

1

オンライン活用講座を計35講座まで拡充

2

受講しやすい「1回完結の講座」を増強
〜女性専用講座〝フォトフェミ″も！〜

全国どこからでも気軽に参加できる“セミナー形式”のオンライン講座

休日1回で完結する講座を多数ご用意しておりますので、平日はお仕事

と、受講者の提出作品を人気の実力派講師が丁寧に講評しながらア

でお忙しい方やスケジュールの調整が難しい方でも気軽にご参加いた

ドバイスする“講評会形式”のオンライン講座を計25講座まで拡充。対

だけます。
「これから写真を始めてみたい」という初心者の方にピッタリ

面講座への参加が難しい方もオンラインで楽しく学んでいただけます。

な1回完結の「入門講座」では、解り易い指導に定評のある人気講師が、

さらに、お客様からのご要望が多い『対面での撮影実習とオンライン

写真上達のために必須となる特定のテーマに沿って優しくレクチャー

での講評会を組み合わせた“ハイブリッド講座” 』も全国で10講座ライ

しますので、気軽に楽しく学んでいただけます。また女性専用講座“フ

ンナップ。合計35のオンライン活用講座の中からご興味に合わせて

ォトフェミ”では、講師も受講者も全員女性となりますので、ニコンカレ

ご参加いただき、実践的かつ効率的に写真を学んでみませんか?

ッジを初めて受講する女性のお客様でも、安心してご参加いただけます。

ハナブサ･リュウ

D850・AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G・f/6.3・1/50 秒・−1.7補正・ISO1600

乳白色の大理石の
繊細なディテール。
微妙な光を読み、
闇に照らされた
横たわる裸体像を
神秘的に表現する。

古代ギリシャ・ヘレニズム 時代の復刻
《眠れるヘルマフロディトス》
パリ・ルーヴル 美術館にて

