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●対象：新小１～６生 ●無料招待 ●主催：四谷大塚 ●会場：エピス香港教室・紅磡教室 
●お申込：  www.epis.com.hk（5/28申込締切） ●お問合せ：  2838-7177  

日 

高等部説明会【香港教室】 
 

6 10  日 
●お申込：  info@epis.com.hk 
●お問合せ：  2838-7177 
 

■ 2018年度入試報告会 
■ 帰国生大学入試の基礎知識 

新ホンハム教
室で親子体験

会!
10:30～12:006/17（日）

AI世代のそろ
ばん暗算学習

法 

ぽけっとページウイークリー(PPW)では、空いた
時間を利用して誌面に登場していただける香港
在住の方を募集中です。駐在員から奥様、永住
者、ご家族での応募も大歓迎です。自薦他薦は
問いません。詳細は週刊PPW新聞編集部
(editor@pocketpage.com.hk)までお問合せく
ださい。

Pocket Page Weekly (PPW) is looking for 
HK residents who can appear on our 
magazine during free time. We welcome any 
expatriates, wives, permanent residents and 
family members and also accept both 
recommendations and direct application. For 
further information, please contact our 
editorial section (editor@pocketpage.com.hk). 

一緒にPPWを作りませんか？ 
Making our magazine together!

美人 beauty 
       wanted
beauty 
       wantedあなたもPPWデビュー！ 大人気企画！

あなたの周りに美人さんはいませんか？ 自薦他薦は問いません！
If you have any beauty friends around you, please don't hesitate to contact us!
あなたの周りに美人さんはいませんか？ 自薦他薦は問いません！
If you have any beauty friends around you, please don't hesitate to contact us!

♡正在招募美麗的您♡ 在您的身邊有美女嗎？ 歡迎自薦或推薦參加！
zets_support@pocketpage.com.hk

さん大募集

『ぽけっとページウイークリー』 No.644 2018年5月第3号
http://www.pocketpageweekly.com
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今週の香港ピックアップ SHIBUKARU MATSURI BY PARCO
～澀谷文化節 BY PARCO～

5月18日～29日

The Garage
 D2 Place TWO, G/F., 15 Cheung Shun St., Lai Chi Kok
www.eventbrite.hk/e/beyond-tickets-43964724675
HKD55( 収益の一部は慈善団体に寄付されます)

 Hauser & Wirth Hong Kong
15-16/F., H Queen’s, 80 Queen's Rd. Central, Central
11:00～19:00

　パルコは、渋谷PARCOを拠点に“若手女子クリエイターの表現作品の発表の

場を提供する”ことを目的としたカルチャーイベント「シブカル祭。」を2011年よ

り開催。今年で8年目を迎える「シブカル祭。」は、

過去7年のイベントでアートやファッション、音楽、

パフォーマンスなどあらゆるジャンルから約

1,000名以上の女子クリエイターが参加して多彩

な表現の場を創出してきた。

　2013年2月は渋谷とシンガポールの次世代クリ

エーターが表現を発表するプロジェクト「HELLO, 

SHIBUYA　TOKYO」をシンガポールで開催、2015

年は日本のクリエーターやバンコクのガールズ

バンドも参加して盛り上がった「シブカル祭。」を

バンコクで開催し、大勢のファンが来場した。

　「『渋谷』に留まらず、世界を舞台に、日本の女子クリエイターが活躍できる場

を創りたい」 ― そんな想いを形にすべく、多様性が混ざり合う国際都市・香港で

の5月開催が決定。今回はPMQ元創方とタッグを組み、日本からは時吉あきな、

伊藤万理華など総勢9名、香港からはPMQが選んだAries　Sin、Quist　Tsang、

Don’t Cry in The Morningのクリエーターが参加する。

　「シブカル祭。in香港」から、世界に発信する彼女たちのパワーをお見逃しなく！

混沌とした世界を表現する世界的アーティスト
　世界有数のギャラリーの一つであるHauser　&　Wirthがアメリカの有

名な抽象画家Mark　Bradford氏の新作を展示する。都市環境の中に題

材を見つけ、印刷物と絵

画を繋ぎ合わせた、スタ

イル格子状の絵画で知ら

れており各国で絶大な支

持を得ている。迫力のあ

る作品が観られるのは21

日まで。ぜひこの貴重な

機会をお見逃しなく！

エキシビション
MARK BRADFORD

～5月21日

トラベル
Octopus card

Octopusカードはなぜ八達通と呼ぶの？
　1997年に初めて発売されたOctopusカード、公共交通機関をはじめ

様々な場所で使用でき、現在、香港人口の95％が使用している。広東語

では八達通baat　daat　tunと呼ばれ、四方八方に通るという意味の「四通

八達」という熟語からヒントを得ており、1996年にコンテストによって名

付けられた。英語表記もそのイメージからOctopusと名付けられた。駅

や空港などで購入でき、

現在は限定バージョンや

様々な種類がある。

麻疹（はしか）感染者数増加
感染拡大への警戒が高まる

麻疹ワクチン・抗体検査が受けられます！
　沖縄県で台湾からの旅行者をきっかけとする麻疹（はしか）が流行、

定期的に台湾へ出張する駐在員や、日本国内の感染エリアへの渡航を

ご計画されている方は、麻疹の抗体検査もしくはワクチン接種をお勧

めしたい。日本人も香港人も

出生年代によって接種の必

要性や回数が異なるため、

気になる方はDYMヘルスケ

アや最寄りの医療機関へ問

い合わせてみよう。

Health

Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai
12:00～21:00
(852)3128-8288
www.hkticketing.com
HKD165 / 早期割引HKD120

PMQ 元創方 Courtyard & Marketplace (G/F.)
11:00～22:00（オープニングパーティー 5月18日 18:00～）
Shibukaru Matsuri in Hong Kong by PARCO
無料

Rm. 1302, 13/F., Kornhill Plaza, Office Tower, 1 Kornhill Rd., Quarry Bay
月～土 9:00～13:00、月火木金 15:00～19:00、土 15:00～18:00
(852)2651-2121
www.dymhongkong.com

16/F., SOHO Tower, 25 Hart Ave., TST
月～土 17:00～25:00、日休
(852)5336-8036
www.yoishohk.com
女性 HKD100/名、男性 HKD150/名（テーブルチャージ）

www.octopus.com.hk

夏が来る予感がしたら、
自家製サングリア

夕方5時から営業中！ 立寄り酒場 酔いしょ
　春が過ぎたかと思えば、すぐさま気温が上がり、夏はもう直ぐそこ。湿気が多い香港では、冷房の風と

はまた違った爽快感が欲しいところ。そんな中、尖沙咀（チムシャーツイ）の赫德道にある立寄り酒場「酔

いしょ」では、１日７杯限定の【女子力アップ自家製サングリア】を提供中。苦みを出さない為に、果物の

皮を丁寧に処理し愛情込めて創っている為、限定での提供となっており、果実の甘味と香りをまとったそ

の紅い雫は、ひとくちで至福に。お摘みには、お店おすすめの特製トマトのブルスケッタを是非お試しあ

れ。夕方５時から営業をしているので、「今日は定時までに、オフィスへ戻る程の時間はないなぁ」なんて

時にも使い勝手が良さそうだ。

A-Mazing Carnival
親子迷宮嘉年華

6月2日

力を合わせてゴールインを目指そう！
　夏だ！太陽と遊ぼう！！　親子で一緒にハーバーフロント・イベントス

ペースで潮風を感じながら家族で遊べる迷路のフェスティバルに参加

しよう。トリッキーな迷路に挑戦したり、障害を越えたり小さな冒険に挑

戦！　パパ、ママもお

子さんを励ましなが

ら一緒に楽しんで、

頭も身体もリフレッ

シュしよう！

5月限定！
Beyond 伝説35周年

～5月31日

色褪せないその魅力
　日本でも根強いファンが多いBeyond。

ボーカルの黄家駒氏は残念ながら93年

に日本で番組収録中に亡くなった。日本

でも番組テーマ曲として起用された《海

闊天空》は香港人の心を表した歌と親し

まれている。35周年を記念して獲得した

ゴールドディスク、トロフィー、未発表の

映像や貴重なビデオクリップなどを展示

している。お見逃しなく！

エキシビション
Affordable Art Fair Hong Kong 2018

～5月30日

お気に入りのアートはどれ？
　115を超えるギャラリーが世界各地のアートを展示するとともに、35

歳未満の若い才能溢れる地元の芸術家達ががフレッシュな作品を披露

する。伝統的な墨絵、抽象的なキャンバス、彫刻、版画やフォトとあらゆ

る空間に合った作品を見つける事が出来る。チャリティーナイトにはパ

フォーマンスも開催。週末にぜひ足を運んでみよう！

Exhibition

Exhibition

Exhibition

www.afcd.gov.hk/english/conservation/hkbiodiversity/database/
popup_record.asp?id=2420&lang=en

トラベル
Collared scops owl

愛らしさ満点！
　南アジアの住人である襟コノハズクは、ここ香港でも見つけること

ができる。絶滅危惧種に指定されており、香港の灌木林に広く分布し

ている。夜行性で10～15秒毎に

鳴くため、姿を見つける前に鳴

き声で気づくことが出来る。大都

会と自然がコンパクトに収まっ

た稀有な場所「香港」。もし出会

うことが出来たら静かに温かく

見守ろう。

ガールズカルチャーのコラボが香港で実現！

Central Harbourfront Event Space
13:30～17:30
www.a-mazing.sportsoho.com
無料

香港ピックアップ
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香港

時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋
 香港・華南
3月の香港小売売上高、11.4％増＝1～3月は
14.3％増 － 統計局
　【香港時事】香港政府統計局が3日発表した3月の小売売上高（暫定値）は、前年同月比11.4％増の
398億香港ドル（約5600億円）だった。13カ月連続のプラスとなったものの、伸び率は春節（旧正月）の
時期ずれの影響が相殺される1～2月（15.7％、確定値）からやや鈍化。商品販売量も10.0％増と、1～2
月（13.9％増、同）から減速したが、2桁の伸びを確保した。
　1～3月累計の小売売上高は前年同期比14.3％増、商品販売量は同12.7％増。伸び率は1～2月から
鈍化したものの、堅調さを保った。
　政府報道官は3月の小売り販売について、「良好な経済状況を背景とした地元消費者心理の改善
や、香港を訪れる旅客数の伸びに支えられた」と説明。 今後に関しては、「就労と収入見通しや観光業
の活況を見る限り、短期的には小売り販売の先行きは楽観的な見方を維持できるが、変化する域外の
各種不確定要素が地元消費意欲に与える影響を注視する必要がある」と述べた。
　1～3月の小売売上高の増減率を業種別に見ると、売り上げ規模が最も大きい宝飾品・時計・高額贈
答品が21.7％増。3月単月では23.1％増となった。
　衣料品（16.8％増）、スーパー（1.3％増）、医薬品・化粧品（16.9％増）、電器・その他未分類耐久消費
財（21.0％増）、デパート（13.2％増）、食品・酒・たばこ（8.6％増）、燃料（4.9％増）、靴・アクセサリー

（17.3％増）、書籍・新聞・文具・ギフト（2.0％増）、漢方薬（7.4％増）と軒並みプラス。自動車・部品は
10.9％増だったが、3月単月では3.5％減少した。（2018年5月4日掲載）

4月の広東省製造業PMI、52.2に低下
　中国広東省経済・情報化委員会が1日発表した4月の同省製造業購買担当者景況指数（PMI）は52.2
と、前月の53.4から低下した。景気の拡大・縮小を判断する節目の50は26カ月連続で上回った。
　省政府の専門家は「（主要5項目で見ると）生産指数が53.2、新規受注指数が53.4と、それぞれ前月
から3.4ポイント、3.7ポイント低下したものの、50以上を維持した」とした上で、「11項目でみても、9項
目で50の節目を超え、3項目で前月から改善した」と指摘。調達と従業員関連の指数がそろって改善し
たことから、「企業は先行きを比較的楽観している」と話した。
　一方、PMIを主要8業界で見ると、全業種で節目を超え、上昇と低下が均衡した。自動車製造は51.4
と前月から5.5ポイント下がったものの、50以上を確保。電子情報や繊維・衣料品などは上昇した。
　同委は「広東省の工業（製造業）運営はおおむね安定しているが、今年に入り、工業投資の落ち込み
や利益の伸び鈍化、為替レート変動といった、不確定要素が増えている」と警戒感を示した。（香港時
事）（2018年5月3日掲載）

3月の香港への旅客数8.9％増 ＝ 1～3月は9.6％
増、本土客は好調維持
　香港観光発展局（HKTB）が30日発表した統計によると、3月に香港を訪れた旅客数は499万5100人
と、前年同月比8.9％増加した。全体の7割超を占める中国本土客が10.1％増の366万8400人と、2桁増
を確保した。
　1～3月累計の香港への旅客数は前年同期比9.6％増の1560万9700人。本土客は12.6％増の1218
万1300人と引き続き好調に推移した。
　3月単月の内訳を見ると、本土客以外は5.7％増とプラスに転換。うち近距離市場は4.5％増で、この
うち日本は10.4％増の14万4700人だった。欧米などの遠距離市場は8.2％増、新興市場は4.4％増。
　一方、購買力が高いとされる宿泊客は全体で6.5％増。広東省など主に本土からの日帰り客は
11.0％増だった。（香港時事）（2018年5月2日掲載）

 中国
JBIC、タイ政府に高速鉄道計画を提案 ＝ 第三国で
の中国との協力は初
　【バンコク時事】国際協力銀行（JBIC）の前田匡史代表取締役副総裁は3日、タイのプラユット首相、
ソムキット副首相（経済担当）を表敬訪問し、タイ政府が力を入れる3空港連結の高速鉄道整備計画
について、中国と協力して推進することを提案した。タイ政府のウィラチョン副報道官が明らかにした
もので、日本と中国の企業連合が第三国のインフラプロジェクトに対し共同参画する計画を提案する
のは初めて。
　同計画は、東部経済回廊（EEC）の主要インフラプロジェクトの一つで、バンコク・ドンムアン、隣県サ
ムトプラカン・スワンナプーム、東部ラヨン県ウタパオの3空港を結ぶ。中国のシルクロード経済圏構
想「一帯一路」や日本の「自由で開かれたインド太平洋戦略」に沿ったもので、ソムキット副首相は、具
体化されればタイ、中国、日本のいずれにとっても利益になると歓迎した。
　前田副総裁はまた、タイが6月15～16日に主宰するイラワジ・チャオプラヤ・メコン経済協力戦略

（ACMECS）の首脳会議に日本の政府代表が出席することを伝えた。ソムキット副首相は、CLMVT諸国
（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム、タイ）の発展に対し、日本の役割が増大するとの期待を示
した。（2018年5月4日掲載）
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香港＆広東

免責事項
・掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。  ・時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋

時事速報アジアは、メール配信の「時事速報（全9版）」を柱とし、タイムリーなニュースや過去記事、
各国の経済統計などを閲覧、ダウンロードできる会員制ニュースサイト「時事速報ON THE WEB」
と、緊急時に随時メールでお知らせする「フラッシュニュース」の3点セットでお届けしています。日
本国内主要紙では取り扱われることのない海外現地事情も含め、アジア各国における経済・産業
ニュースを日本語で平日毎朝（現地祝祭日は除く）メールでお届けしています。

時事通信社  香港支局(JIJI PRESS HONG KONG)
電話：(852)2523-7112
メール：jiji@jiji.com.hk
ウェブ：https://www.jiji.com

 その他アジア
タイは日本人営業職、シンガポールはフィンテック
人材に採用意欲 ＝ 東南アなど日系企業の雇用情
勢調べ － リクルート
　リクルートホールディングスは1日までに、東南アジア4カ国や香港、インドの1～3月期の雇用情勢
をまとめた。タイ日系企業はカンボジアなど周辺新興国を開拓する日本人営業職募集が増加。シンガ
ポールにはフィンテック企業の人材需要があるという。主な内容は以下の通り。
　▽タイ＝カンボジア・ミャンマー日系企業向け人材採用
　タイ日系企業は日本人営業職を採用し、隣接する新興国のカンボジアとミャンマーの拠点に出張
させる動きが目立つ。タイ日系企業自体も業績好調で採用意欲が高い。
　▽シンガポール＝欧米系フィンテック企業がアジア本社設置
　フィンテック関連の欧米系企業では、シンガポールにアジア地域本社を置く企業が多い。 事業拡大
へ日本顧客向けに人材需要がある。
　▽香港＝大幅減税見込みでフィンテック企業増加
　今年度中に中小・ベンチャー企業に大幅減税の見込みで、フィンテック企業が増加。金融や不動産
も再び活発化。人材の「売り手市場」に日系企業は採用に苦戦。
　▽インドネシア＝活発なインフラ投資で人材獲得競走
　インフラ投資活発化で、日系企業では現地日本人やインドネシア人材の採用を検討。優秀な同国
人材は獲得競争に。
　▽ベトナム＝日系企業サービス含め採用意欲高い
　多くの日系企業は引き続き事業拡大段階。ＩＴ委託生産のＩＴオフショアのほか、南部はレスト
ランなどサービス業、北部では製造業の事業拡大を映す。
　▽インド＝自動車部品工場「立ち上げ期」で高い人材需要
　新規進出の自動車部品企業で、工場の立ち上げ期が多く、会計など管理業務の即戦力、生産管理の
中堅層の求人が多い。（2018年5月2日掲載）

【食彩ＡＳＩＡ】
代表的なスイーツ「ピサン・ゴレン」 
＝ インドネシア
　インドネシア人であれば「ピサン・ゴレン」を食べたことがない人はいない。日本語で「ピサン」
はバナナ、「ゴレン」は（油で）揚げることを意味する。言葉通り揚げたバナナのことで、この国の代
表的なスイーツである。
　ピサン・ゴレンの作り方は次の通り。（1）バナナを食べやすい大きさに切る（2）小麦粉と卵、塩、
砂糖、バニラエッセンス、水を混ぜたボールに、切ったバナナをざっくりくぐらせる（3）後はこのバ
ナナを180度の油（サラダ油など）できつね色になるまで揚げるだけ。雨の日の家のテラスに座っ
て食べる熱々のピサン・ゴレンと紅茶は格別だ。
　インドネシアでは、ピサン・ゴレンはいつでも家庭で味わえるスイーツだが、路肩の屋台やカ
フェ、レストランなどでも食べることができる。筆者は先日、中央ジャカルタにあるレストラン「ワ
ルン・コピ・アルンアルン」に入り、ピサン・ゴレン＝写真＝を注文した。ペースト状の辛味調味料

「サンバル」を一緒に付けて食べるとさらにおいしい。価格は3万5000ルピア（約２７０円）。

　【メモ】ワルン・コピ・アルンアルンは、中央ジャカルタのホテルインドネシア前ロータリー近く
にあるグランド・インドネシア・モール内の3階。（ジャカルタ時事）（2018年5月4日掲載）※ニュー
スは「時事速報」より抜粋
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プレゼンツ

  香港の嫌われ者ジャッキー・チェン 世界では尊敬される人物
　イギリスの調査会社YouGovが発表した「World’s most admired 2018（世
界で最も尊敬される人物）」の男性ランキングで香港の俳優ジャッキー・
チェンが世界3位に選ばれましたが、地元香港では日頃からスキャンダルが
絶えないジャッキー・チェンに対して否定的な意見が相次いでいます。
　香港でジャッキー・チェンは嫌われ者として扱われることが多く、2018
年3月に5500万米ドル（約60億円）でプライベートジェットを購入した際に
は「慈善事業に寄付すると言っていたのに何を購入してるんだ。」とイン
ターネット上で反感を買い、ジャッキー・チェンが「10年前に財産を寄付し
た」と反論する場面もみられました。

ジャッキー・チェンに関連するこれまでの大きなスキャンダルを以下にまとめてみました。
・1999年、女優吳綺莉との不倫の末に子供を妊娠、「全世界の男性が犯しそうな罪を犯しただけだ」と
発言し反感を買う
・2004年、台湾大統領選挙で発生した銃撃事件を笑い話にして台湾入国拒否を受ける
・2009年、「中国人に自由を与えると香港や台湾のように乱れる」との発言がYouTubeに投稿され批
判に合う
・2010年、フィリピンで発生した香港旅行団体襲撃事件で「フィリピン警察の対応は当然で、香港人は
この事件について怒らない」と発言
・2013年、中国の国政助言機関である政治協商会議の委員に選ばれるが、中国当局寄りの言動が多
いことで香港人から批判
・2014年、歌手や俳優として活動する長男のジェイシー・チャン（房祖名）が大麻使用で北京市公安局
に拘束され6ヶ月の拘置所生活を送る
・2015年、娘のエッタ・ン（呉卓林）が家出騒動
・2016年「パナマ文書」暴露によりジャッキー・チェンがパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」を
通じて6つの会社を所有していたことが判明
・2017年、娘が再び家出した後に同性愛者であることをSNSで公表
・2018年、娘がYouTubeで恋人女性と一緒に取った動画を投稿し窮状を訴え話題に
なお、イギリスの調査会社YouGovが発表した「World’s most admired 2018」は以下URLより確認が
できます。

https://yougov.co.uk/news/2018/04/11/worlds-most-admired-2018/

  11月に「梅丘壽司の美登利」の海外初店舗が旺角にオープン
　日本の有名寿司店「梅丘壽司の美登利」の海外初店舗が、2018年11月に旺
角（モンコック）にオープンするようです。旺角は香港の若者が集まる街とし
て知らており、旅行客にも人気のエリアです。
　梅丘壽司の美登利のオフィシャルサイトをみると、香港内で複数の日本食
レストランを展開する香港企業「和心（控制）有限公司」との提携により店舗
出店をおこなうことが記載されており、オペレーションなどは和心（控制）有
限公司の子会社が手掛けると発表されています。
　香港のメディアは梅丘壽司の美登利のオープンを大きな話題として取り上
げており、日本店舗の行列ができている様子や店内の雰囲気や料理の写真
などを紹介。オフィシャルサイト内では具体的な出店場所の記載がみられま
せんでしたが、旺角東駅に隣接する商業施設「Gland　Plaza（雅蘭中心）」のfacebookページにて梅丘
壽司の美登利のオープンが発表されていますので、出店場所はGland Plazaになると考えられます。
　なお、和心（控制）有限公司の廖傑民（デレック・リウ）社長は、和民、牛角、丸亀製麺、お好み焼道
とん堀、丸久小山園などの有名飲食店の香港進出に大きく携わってきた人物です。

■梅丘壽司の美登利のプレスリリース
http://www.sushinomidori.co.jp/joint.html

■和心（控制）有限公司
http://www.wellcore.com.hk/tc/restaurants.php

■Gland Plazaのfacebookページ
https://www.facebook.com/grandplazahk/posts/836056669919002

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc
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ようやく暖かくなってきた香港、ハイキングや海水浴、

アウトドア、お出かけシーンも増えてきますね。

今回は、様々なシーンでお出かけのお共にして

ほしいカメラをご紹介！ 

camera



　レンズを通して入ってきた映像が鏡に映り、その映像はファ
インダーを通して見ることができる。シャッターボタンを押すと
鏡が上がってシャッターが開き、フィルムに光が当たって写真
が撮影されるのである。デジタル一眼レフカメラ（以下DSLR） 
の場合、フィルムの代わりにCCD（シーシーディー）イメージ
センサーやCMOS（シーモス）イメージセンサーに光が当たる
仕組みになっている。撮影する前に実際にレンズを通して入っ
てきた映像をファインダーで確認できるのがメリットである。
　デジタル化されても機能はフィルム同様、ボディに収められ
ており、デジタルセンサーやその他の電子部品、新しいデジタ
ルフィルムメディア、液晶ディスプレイ（以下LCD）に必要な回
路などの他にもミラー、ペンタプリズム、光学ファインダ、オー
トフォーカス動作のための位相差 AF（オートフォーカス）など、
残りの一眼レフ構成要素はほぼ変わらない。
　一眼レフカメラは当初、フィルム用に開発されたということも

あり、DSLRにはその仕組みならではのいくつかの限界がある。
　1つ目はサイズと重さだ。反射システムにはミラーとプリズ
ム両方にスペースが必要なので、ボディが幅広く、上部に突起
がある。ビューファインダーにおいては、光軸とデジタルセン
サーを全て同じ場所に固定する必要があるため、結果として
ほとんどのDSLRは外観が似ている。大きさゆえに重量は重
く、たとえボディの素材を軽くしても、付けるレンズとのバラン
スを考えると軽量化は難しいのである。また構造上、位相差 
AFが正確に動作するためには、反射鏡が完全な角度と距離
に配置する必要があり、若干のずれでオートフォーカスの正
確性が失われることも挙げられる。価格に関しても、ミラーメ
カニズムの組立作業は煩雑で製造コストが高い。また何かト
ラブルが生じた場合、製造業者はその複雑な構造の機器を修
理しなければならず、それは非常に労働集約的な作業となる
のである。

What is デジタル一眼レフカメラ？

　ミラーレスカメラは、一眼レフの構造と比較すると機構的
には至ってシンプルである。レンズを通した像をイメージ
センサーで受けて、それを電子ビューファインダー（以下 
EVF）もしくは背面の液晶モニターに表示させる。ミラーレス
カメラの登場で、多くのメーカーがDSLRシステムは次世代の
主役にはなりえないことを認識したと言えるかもしれない。
　まず大きなメリットはそのサイズ。ミラー、ペンタプリズム
が必要ないため、カメラボディーの小型化が可能になった。
そして、オートフォーカスの性能と正確さも、すでに DSLR に
かなり迫ってきている。
　ミラーレスカメラの代表例である、スマートフォン（以下ス
マホ）に付属するカメラの携帯性、利便性は、撮影クオリティ
すら凌駕するという教訓を世に知らしめた。事実、多くの人
がスマホでの撮影画質に満足しているため、コンパクトカメ
ラの売り上げは大幅に減少したのである。そして、現在、世界

中のスマホメーカーは、電話としての機能のみならず、カメ
ラ性能の向上に力を注いでいる。つまり、電子機器の成功の
鍵の1つが小型軽量化にあり、薄型軽量テレビ、ノートパソ
コンからタブレットへの移行など、多くの他のガジェットでも
同様の傾向が見られている。
　価格については、ミラーレスカメラの製造コストはDSLR 
よりも安く、ミラーレスカメラの価格はDSLRの入門機種より
も価格抑えめだ。ただ、企業はオートフォーカス性能や EVF 
などの技術を向上させるために多くの研究開発費を費やさ
なければならない他、比較的新しい機械のため、メーカー
はマーケティング予算も多く確保しておく必要があるので
ある。
　機能面については、コントラストの検出が既にある程度の
レベルに達しているのに対し、連続オートフォーカスのパ
フォーマンスや被写体追跡機能はまだ弱い印象があるた
め、現在、ミラーレスカメラは野生動物の撮影やスポーツ写
真にはほとんど使用されていない。しかし、ハイブリッドオー
トフォーカスシステムの登場とその継続的な発展に伴って、
いずれ今より優れた連続オートフォーカス機能を備えたミ
ラーレスカメラが登場するだろう。ミラーレスカメラがこの
部門で出遅れている理由の1つが、ほとんどのミラーレスシ
ステムが小さく、大型の望遠レンズを使うのに適していない
ためだ。メーカーがひとたびその開発に本腰を入れれば、そ
の欠点を補ったモデルが開発されるのも時間の問題と言え
るであろう。
　ミラーレスカメラのもう1つの欠点にバッテリー寿命があ
る。LCDとEVFへの電力供給により、ほとんどのミラーレスカ
メラの撮影カット数は、バッテリー1度の充電あたり約300
ショット程度で、800ショット以上撮影できるDSLRに比べると
劣っている。通常のカメラの使用ではそれほど大きな問題に
はならないかもしれないが、旅行する人などにとっては致命
的な問題になるかもしれないのだ。それでもこの問題は、今

後大幅に改善されるものと考えられる。バッテリーはより長
寿命になり、高出力のLCDスクリーンは有機ELなど、効率的
な代替技術が登場するに違いない。

　DSLRを使用すると、光学ファインダにカメラがキャプチャ
するものが正確に表示される一方、ミラーレスカメラの場合
は、画面上に画像のプレビューが表示される。DSLRの光学
ファインダーは、TTL（Through‒The-Lens)と呼ばれ、自分が
見ているものはレンズが見ているものに近い。ミラーレスカ
メラのビューファインダーは、レンズの視界を向けるミラー
がないため、EVF と呼ばれている。
　結局のところ、DSLR、ミラーレスカメラのどちらを使用する
かという決断は、それぞれのスタイルとニーズによる。基本
的な違いを踏まえつつ、画像の品質、撮影速度、耐久性など
を加味して選んでみてはいかがだろうか。

What is ミラーレスカメラ？

デジタル一眼レフカメラと
ミラーレスカメラ、
買うならどっち！？

光
の
進
行
方
向

ペンタプリズム
光学
ファインダー

撮像素子ミラー

レンズ

レンズ

撮像素子

液晶モニタ

光
の
進
行
方
向

電子式
ファインダー

[参考サイト]
techradar　www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/mirrorless-vs-dslr-1304910 Digital Camera World　www.digitalcameraworld.com/features/dslr-vs-mirrorless-cameras-how-do-they-compare
Photographylife　https://photographylife.com/mirrorless-vs-dslr
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近年、スマートフォンは高性能になり、
時代の流れに合わせて、
スマホカメラも独自の進化を続けている。
とてもコンパクトなので持ち運び易く、
撮影されたお気に入りの画像はSNS投稿。

時代背景を受けて、大手カメラメーカーもまた、
独自の進化を遂げている。
一度、「本気」のカメラを握ればスマホ撮影はいらない。
彼らが作り上げたカメラはユーザーのニーズに合わせて、
様々な高機能機種を取り揃えている。

スマホ撮影だけで満足していた貴方、
本気のカメラで人生が変わるような体験を。

Canon、Fujifilm、Nikon、Panasonic

キヤノンから新作ミラーレスカメラ「EOS M50」が登場
　キヤノンは今春、レンズ交換式ミラーレスカメラ「EOS　M50」を発売した。本
機種は新映像エンジンのDIGIC8、AFエリアやAFポイント数などの性能を大幅
に向上させた改良型デュアルピクセルCMOS　AF（オートフォーカス）と瞳AF、
撮影音を抑えるサイレントモード、次世代のCR3 RAWフォーマット等の機能を
備える他、サイドビュー・バリアングルLCDモニター、フレキシブルな操作を可
能にする電子ビューファインダーをコンパクトなボディに組み込んだモデルと
なっている。またUHD　4Kでの動画撮影にも対応しており、写真、動画双方を一

段階高い撮影レベルまでに引き上
げるに十分なスペックを備えてい
る。Wi-Fi、NFC、Bluetoothのワイ
ヤレス接続と、撮影時のスマート

フォンへの自動画像転
送機能等、様々なワ
イヤレス操作によ
り、気軽に高画質
の撮影を楽しみた
いカメラ愛好家か
ら、VLOG（ブログ
のように動画を撮
影して投稿するこ
と）の撮影を趣味
にしている方にも
ぴったりだ。

　新映像エンジンDIGIC8は、一眼ならではの高画質撮影を提供するだけでな
く、サーボAFの追従精度向上させた。本機種は、被写体の2次元情報に加え、
追尾対象と背景との間の奥行き情報を利用して、同様の動く被写体または背
景と同様の色を有する対象について、更に良好なAF追従性能を発揮する。ま
た、改良型デュアルピクセルCMOS　AFはAFエリア拡大と最大143点のAFポ
イントによって、より速く、より広いピント合わせが可能になり、高い追尾性や
高速連写が実現されている。
　操作性はバリアングル液晶モニターとEVFの搭載によって、カメラ初心者で
も扱いやすくなっている。そして快適な撮影を可能にする充実した機能を多く
内蔵しながらも、ボディは小型かつ軽量。同クラスのミラーレスとしては最軽
量クラスのコンパクトボディとなっている。これからの季節の楽しい思い出を、
最新型ミラーレスカメラで写真に残してみてはいかがだろうか。

PPW編集部：ソーシャルメディアが急速に拡大すると同時に、
スマートフォンが手軽なツールとして普及しています。ス
マートフォンはデジタルカメラ市場にとって大きな脅
威となっているのでしょうか？
ジミー氏：スマートフォンはデジタルカメラほど多機
能ではありません。スマートフォンは光が良好な状
態かつ動きのない被写体を撮影するのには問題あ

りませんが、デジタルカメラは動きのある被写体や暗
い場所でも高画質で、感覚の鋭い写真家のために優れた

機能を提供しています。画質は主にレンズの品質とセンサーのサイズによりますが、デ
ジタルカメラはその両方を兼ね備えています。スマートフォンはスリム設計により機能
が制限されているため、大きな脅威とは言えません。

PPW編集部：これからミラーレスはデジタル一眼レフカメラ（以下DSLR）のライバルと
なるのに十分な機能を備え、DSLR にとって代わるものになるのでしょうか？
ジミー氏：DLSRとミラーレスの使用者には視点の違いがあり、それぞれ異なる利点が
あります。ミラーレスはコンパクトで軽量です。ただ、DSLRが長きに渡って主流な
フォーマットであったことを考えると、スポーツや野生動物等を撮影するカメラマン
は、様々なレンズを選択できる DSLRの使用を継続する傾向にありそうです。最も重要
なのは、カメラと撮影オプションをどのように操作する可能性が高いかを検討するこ
とです。そうすることで、ニーズに応じてカメラを選択することができます。ニコンの顧
客は層が広く、様々なニーズを満たすために、DSLR、ミラーレス、コンパクトデジタル

カメラ、また初心者向けDSLRも発
表しました。BluetoothやWi-Fi
でモバイル機器と接続できる 
SnapBridgeと呼ばれるアプリも
提供しており、ユーザーは簡単に
写真をソーシャルメディアにアップ
ロードすることができます。

PPW編集部：顧客に対し、カメラについて理解を深めるサービスを行っていますか？
ジミー氏：ニコンの特徴は高品質の画像です。我々はその技術を製品に注ぎ込んでい
ます。更に、ニコンの顧客は初心者からプロまでと幅広く、それぞれのニーズを満たす
ために様々な製品を開発しています。また、ニコンスクールにおいては、初心者あるい
は経験豊富な写真家のためのコースを設けています。様々なコースを通じて、ニコン
のカメラ機能をご理解いただくことが可能です。

PPW編集部：最後に、PPW 読者にはどのようなカメラがおすすめでしょうか？
ジミー氏：D850は、最適化された高解像度とハイスピードパフォーマンスの組み合わ
せにより、風景、スポーツシーン、結婚式等、ありとあらゆるマルチメディアコンテンツ
に対応し、プロの写真家や愛好家に適しています。更に、D850は、カメラセンサーと
レンズの性能を数値で評価しているサイト「DxOMark」で100ポイントを獲得した最初
のDSLRであり、「Good Design Award 2017」「iF Design Award 2018」など、様々な賞
を受賞しました。
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Nikon Hong Kongインタビュー
カメラ市場における業界トレンド傾向について、
香港Nikonセールス＆マーケティング本部長のJimmy Wan氏に話を伺った。
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［初心者向け　X-A5］
　24MP　APS-C　CMOSセンサーと同社のXマ
ウントレンズを使用した低コストのミラーレス
カメラ。最大解像度は6000×4000、有効画素
数は24メガピクセル。最新のイメージプロセッ
サーとフェーズ検出AFを追加することで、より
円滑な被写体追跡が可能に。
　ボディはタッチスクリーンディスプレイとツインコントロールダイヤルを備えたレンジファイン
ダースタイル。最大シャッタースピードは1/4000秒。最大5分間の4K/30pビデオを録画でき、Wi-Fi
やBluetoothでの写真共有、リモートキャプチャが可能。ブラウン、ピンク、シルバーの3色展開。

［中級者向け　X-T2］
　SLRスタイルのミラーレスカメラで、24MP X-Trans　
CMOS　IIIセンサーと最新の画像プロセッサー（Xプロ
セッサー・プロ）を搭載している。頑丈なマグネシウム
合金のボディが、ほこりや湿気から内蔵部をガード。

ユニークな関節式液晶表示ディスプレイと高解像度の電子ビューファ
インダーを備えており、325点AFシステムについても X-T1以来、大幅に改良されている。
　最新のACROSを含む、富士フィルムのフィルムシミュレーション
モードを搭載している。また、4Kビデオを録画することもできる。性能
の向上により、バッテリー寿命は倍になり、バースト速度の向上、
シャッタ遅延、停電時間の短縮と、30分の4K録画を可能にしている。
黒とグラファイトシルバーの2色展開。

［上級者向け　X-E3］
　AFポイントサイズが変更されたときに
様々なモードをアクティブにする、新しい

325点AFシステム
など、X-T20の性
能の多くを受け継
いだ、レンジファ
インダースタイルのミラーレスカメラ。最新の対象追跡アルゴリズムに
より、小型で動きの早い被写体の追跡もスムーズに撮影できる。
4K/30pの録画も可能。
　タッチスクリーンとジョイスティックが高い操作性を実現。Wi-Fiや 
Bluetoothにも対応。最大解像度は6000×4000。シルバー、ブラックの
2色展開。

［プロ向け　X-Pro 2］
　澄んだ青空、生命力溢れる緑の草原、
見たものの色彩を美しく再現する、光学
ビューファインダー搭載のプレミアムミ
ラーレスカメラ。オートホワイトバランス

モードを使い、環境の光による色調を調整するのは簡単だ
が、屋内と屋外の両方でショット後に正確な色調の撮影をするのは困難になる。
　X-Pro　2ならフィルムシュミレーションでProvia/ 
Standardにすれば標準的な発色と階調に容易く戻すこ
とができ、風景を鮮やかな色調で撮影できるVelvia/ 
Vividモード、世界最高峰の白黒フィルムの美しさを再現
したArcosフィルターなど、その他の色調への変更もカ
スタム機能ボタンで簡単に操作が可能だ。カラーはブ
ラックのみ。

FUJIFILM X シリーズ これまでのスタイルと、最先端の革新的技術を組み合わせて生まれた「FUJIFILM　X」。撮影画像はこれまでにないほどシャープで、富士フィルムの
画像処理技術により、豊かな色の再現性を可能にしている。
Xシリーズには、高度な互換性を持つ交換式レンズ、および、固定式レンズのコンパクトカメラなどがラインナップされており、あらゆるスタイルやレ
ベルのカメラ愛好家を満足させる、扱いやすいサイズとクラッシックなルックス、高度な撮影性を兼ね備えている。内蔵されたフィルムシミュレーシ
ョンと多くの撮影モードは、幅広いクリエイションを可能にし、ほとんどのモデルに搭載されているAPC-CX-Transセンサーの解像度はプロの作業ま
でもサポートしてくれる。

Panasonic LUMIXシリーズ
LUMIXはポケットサイズからデジタル一眼レフカメラまでを取り揃える、パナソニックのデジタルカメラブランド。多くのモデルが
ドイツの光学機器メーカーであるライカのレンズを搭載し、日本で生産されている。主に4:3、3:2、16:9の３つのアスペクト比に
対応しており、様々なタイプのフォトグラファーのニーズに応えることができる。

［初心者向け　DC-ZS70］
　ISOは80～3200（オート設定も可能）、最大
解像度は5184×3888。同社の最新ヴィーナ
ス・エンジン・プロセッサである20.3MP　BSI 
CMOSセンサー、デプス・フロム・デフォーカ
ス・オートフォーカステクノロジー、4K/UHDビ
デオ録画機能を搭載。画像は新登場の3イン
チ・タッチスクリーン・ディスプレイ、もしくは
0.2インチのエレクトロニック・ビューファインダーで
確認、操作できる。Wi-Fi対応。コンパクトなボディで、ブラックとシル
バーの2色展開。

［上級者向け　DC-GX9］
　レンジファインダースタイルのミラーレス。
ISOは200～25600、最大解像度は5184x3888。
20MPの交換レンズマイクロフォーサーズカメ
ラで、センサーは低域通過フィルターは使用し
ておらず、白黒フィルムファンに嬉しいL/モノ
クロームDフォトスタイル搭載。EVFは276万
ドットで、上方に90度チルトし、液晶モニタは
124万ドットで上方に80度、下方に45度チルト
する。電磁駆動により、シャッターショックの
90%低減に成功。4K/30p/24pのビデオに対

応。被写体の動きや人物の顔を検出し、自動でマーカーを設定して決定的瞬間の写真選択の
手間を軽減するオートーマーキング機能、パソコンなしに、4Kフォトで撮影した一連の動きか
ら選択した画像を軌跡として1枚に合成することができるシークエンス・コンポジション機能
搭載。5軸補正のボディにより、撮影時の揺れを軽減。Wi-Fi、Bluetooth対応。カラーはブラッ
ク、シルバーの2色展開。

［中級者向け　DC-GF10］
　ミラーレスカメラの入門機。オレンジ、ピンク、
シルバー、ブラックの4色展開。ISOは100～
25600、最大解像度は4592x3448。16MP　M4/3 
センサーとDFD AFシステムを搭載し、30pの4Kビ
デオ録画が可能。インテリジェントオートモード
やシーンガイドなどの撮影アシスト機能で、交換レンズシステムのデジカメを初めて使用す
る人にも安心。頻繁に使用する撮影モードとチャイルドモードにはショートカットダイヤルが
あり、モードを選ぶだけで各シーンに最適なパラメータが自動的に適用される。夜景も美しく
撮れる他、安定のグリップと広角レンズ、美肌、スリムエフェクト搭載で、セルフィー好きな方
にもおすすめ。

［プロ向け　DC - G9］
　超高速反応で優れたモビリティを誇る、デジ
タル一眼レンズミラーレスカメラ。低域通過
フィルタなしの20.3メガピクセル・デジタルラ
イブMOSセンサーにより、解像度、グラデー
ション、色の再現性を向上させ、最高の画質を
実現。JPEG/RAWフォーマットで80メガピクセル
相当の画像を提供する、高解像度モードも追加され
た。最新のデプス・フロムデフォーカスAFシステム、20.3MP 
CMOSセンサー、最大6.5段の手ブレ補正効果で安定した撮影が可能。電子シャッター時で約
20コマ、シングル・オートフォーカスでは60 fpsの連続撮影に対応する。
　本体は防塵防水仕様で、タッチスクリーンディスプレイと、見やすく高解像度の電子ビュー
ファインダーを装備。HDMI、マイクとヘッドフォン、フラッシュシンク、USB3.0、有線リモート等
各種ポートを有する。2つのSDカードスロットはどちらも高速UHS‒IIメディアをサポート。最
大 60p/150Mbps で UHD4Kビデオをキャプチャでき、高速モードはフルHD で180fps、4Kで
は60 fps。6K または4Kの静止画をキャプチャすることも可能。
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様々なシーンで撮影をLet’s Enjoy！
GoPro、Drone、Film photography

若くして自分の世界観を確立したフィルムフォトグラファー、リーン・ルイ
さんのような存在はとても新鮮だ。今回は彼女の人生、インスピレー
ション、撮影ツール、アドバイス等にフォーカスしたインタビューをお届
けします。

PPW（以下P）：インタビューをお受けいただきありがとうございます。
まず自己紹介をお願いします。
ルイさん（以下L)：私は19歳の香港人女性です。大学2年生で、ユニー
クなことにフリーランスの写真家でもあります。

P：どのように写真への興味を持たれたのですか？
L：小学3年生だった頃、母と一緒にコンパクトカメラで写真を撮り始めました。幼い頃から芸
術や自然の美しさに対して敏感な感性を持っていたので、カメラを使って記録することにした
のです。

P：あなたにとって写真とは何ですか？
L：私にとって、写真は自分の見解の一部です。かなり引っ込み思案な性格なので、写真は私の

内面を表現し、時にそれは感情的なものになります。人々は私の写真を見て自分なりに解釈しますが、写真
は私自身を守るための、ある種保護的なカラーリングとなるのです。

P：デジタルからフィルムへ移行した経緯について教えてください。
L：中学時代からデジタル一眼レフカメラを使っていましたが、半年前にフィ
ルムカメラに変えました。フィルムカメラは素晴らしい色とトーンを表現でき
ます。フィルムはデジタルのようにプレビューを見ることはできない分、コス
トもかかります。フィルム1本毎撮影できる枚数が限られているため、自ずと同じような写真を何枚も撮らなく
なります。撮影の際はどう撮るかを慎重にプランニング、構成しなければなりません。自分が思ったとおりの露
光と構図ができたらシャッターを切ります。撮影シーンとカメラに向き合い、時間を過ごすのです。

P：注目している写真家はいますか？
L：川島小鳥さんです。大阪を旅したとき、ほっぺの赤い女の子を撮影した彼の写真集「未来ちゃん」を知り
ました。ソフトウェアでは表現できない色合いがあることを実感し、それからフィルムでの撮影を始めまし
た。私の写真人生におけるターニングポイントです。

P：どんなカメラを使っていますか？また理由も教えてください。
L：ミノルタのX-7A SLRという機種を使っています。理由は、価格が手頃だったので。ISO感度はフィルムによ
ります。そのため、カメラよりフィルムにコストをかけたいと思っています。

P：ご自身でお気に入りの作品はありますか？
L：日本で購入したボトルと植物を撮影したものです。私はそこに死んだ命と生きた生命を盛り込みたいの
です。日本の「侘び寂び」のようなイメージですね。光は彼らを繋ぐ存在です。
 
P：フィルムカメラに挑戦する人に何かアドバイスをいただけますか？
L：絞り、シャッタースピード、ISO感度といったルールは気にせず、より多くの写真を撮ったり観たりするとよい
と思います。技術にこだわらず、ぜひ次の1枚にまた新たな自分を見つけるような意識で臨んでください。
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GoProと一緒にダイビング！
ユーザーインタビュー
　Kytus氏は、東アジ

ア・東南アジア・オセアニ
アでダイビング経験のあるプロダイバーである。彼は沖縄ダイ
ビングのオーナーでもあり、現在の活動拠点は沖縄本島だ。同
氏の店は沖縄でも有名なダイビングショップで、島を訪れた外
国人のためのイベントを提供している。
　沖縄の海は、世界第3位の美しさを誇る。「船から15メートルほ
どの深さで珊瑚礁を見ることができます。海の青の世界の中では、
まるでドライバーたちが空を飛んでいるよう。」と同氏は語る。
　同氏は、ほぼ毎日、様々なダイビングスポットを探索してい
る。ダイビングまたはボートで与那国島、慶良間諸島、ルカン
礁、米軍掃海艇駆逐艦エモンズ、恩納村、宮城海岸の珊瑚礁、真
栄田岬などへ向かう。

ブランドの特徴　GoPro HERO5
● カメラの設備と機能
　Kytus氏は、ダイビングを行う際にいつも「GoPro　HERO5」を
持っている。長年に渡り、GoProは信じられないほどポピュラーに
なり、ダイバーたちに不可欠なものになった。ただ、ハウジングは
追随していない。スキューバダイバーやフリーダイバーにGoPro
への理解を深めてもらうには、これらが極めて重要になる。

　2016年9月に新商品「HERO5　Black」と
「HERO5 Session」が登場した。最大深水
10メートルの防水構造で、最大30fpsの
4Kビデオ録画と、最大120fpsの1080pのビデオ録画、映像は自動
的にクラウドにアップロードすることができる。
　カメラを水中に入れる前に、白いゴム製のガスケットに汚れや
破片がないことを確認する必要がある。カメラを完全に密閉させ
るには、フレームの上に黒い留め具を固定する前に、ハウジング
のバックドアを押し込む。もし海で使用する場合は、安全にカメ
ラを取り外し、ハウジングを清潔な水で洗うことをおすすめする。
　色々な方式でカメラを設置し、海底下のものを瞬間で撮る。ト
レイ/アームセットアップ・ハンドル・照明・ウェットレンズ・ポール
カム・マスクマウント・ハウジングマウント・トリガーグリップ・スピ
アガンマウントなどのあらゆるアクセサリーにより、ダイバーたち
は海底の景色を捉え、オンラインで共有することができる。
　カメラトレイ/アームは、シングル/ダブルハンドルを含む
GoProの水中ユーザー用に様々なオプションがある。頑丈なポ
リカーボネートをブレンドして加工されたトレイは、ほとんどの
金属オプションよりも軽く、快適なシリコングリップを備えてい
る。ハンドルは、ライトを直接取り付けるための1インチのボー
ルを備えたものもある。
　照明は、水柱で失われた色や細部を取り戻すのに役立つ。ス

ムーズなビデオを撮影するには、ハンドル付きのトレイを用意
することが大切だが、連続照明オプションを付けることもでき
る。連続照明は、静止画や水中写真を撮影するためにも効果的
に使用できる。照明は様々な出力とサイズで提供されている。
　「Fantasea」と「Ikelite」は共に水中照明の素晴らしいブランド
だ。「Fantasea　Radiant1600-Lumen」というビデオライトは、
GoProビデオライトとダイブ/フォースライトの役割を果たして
いる。それはフルパワーで110度のビーム角と50分の燃焼時間
を特長としている。「Ikelite Vega」は、GoProをプライマリビデオ
/スチルカメラとして使用するために特別に設計された。2200
ルーメンをスリムな形に収めて、GoProの映像に色やディテー
ルが入るようになっている。
　ウェットレンズは、50度以上の大きな視野のおかげで、GoPro
の人気が高まった。これはワイドなアングルを撮影するのに最
適だが、マクロな被写体に理想的とは言えない。GoProでマクロ
をキャプチャするための提案がいくつかある。

Diving Okinawa
フェイスブック：okidives

Varun Thota（ヴァルン・ソータ）
インスタグラム：@vnthota　ウェブ：www.varunthota.comLean Lui（リーン・ルイ）　インスタグラム：＠leanlui

ヴァルン・ソータさんは、インスタグラム（＠vnthota）で多くのフォロ
ワーを有するドローンカメラマンだ。彼はドローンを使用し、空中から
街の景色を撮る。今回はドローンを使用するに至ったきっかけと、どう
やってカメラマンになったのかについて、お話を伺った。

PPW（以下P）：インタビューをお受けいただきありがとうございま
す。まず自己紹介をお願いします。
ソータさん（以下T）：私はインド出身で、マカオで育ちました。実は、
現在の仕事は、フルタイムのUXデザイナー※です。

P：撮影に興味を持ったきっかけは何ですか？
T：私は2012年にインスタグラム（撮影）を始めました。「Intameet 
Hong Kong」というインスタグループに入り、そこで同じく撮影に興味
のある人たちに出会いました。撮影を通じて、色々な友達ができまし
た。また、今住んでいる街や、訪れる国のことを知ることもできました。

P：どうしてドローンを使い始めたのですか？
T：ドローンは見たことのない新しい視点をくれました。香港の風景
やこの世界を別の角度で写しています。

P：機種を教えてください。
T：DJI Mavic Proを使っています。このドローンは小型で強力です。

P：一番お気に入りの写真は
どちらでしょうか？

T：これは、去年私が撮った一番お気に入り
の写真です。私は曇り空と、灰色をした雲間
から金色の光が差し込んでいる、この写真
のような日光が好きです。昨年あたりから、
このような雰囲気の写真が好みです。

P：ドローン初心者にアドバイスはありま
すか？
T：そうですね、まずは、撮影の基本のルー
ル（三分割法、リーディング・ライン、構図
等）を理解すること。次に、とにかく試し、経
験を積むこと。様々なアングルやスタイルを試し、自分のカラーを見つけていくこ
とだと思います。そして、学びをやめないこと。新しい方法を見つけ出したり、色々
な人と交流し、その相手からどんどん学んでいきましょう。

※UXデザイナー・・・ユーザーの行動を導き、ユーザーがやりたいことを「楽しく、心地よく」実
現するためにサービスや製品を設計する人のこと（UEはUser　Experienceの略で、製品や
サービスを使用することで得られる体験を指す）
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パーソナルライフ
PPW編集部：今までの人生について教えてください。どの
ような経緯で撮影を始めたのですか？
レイ・ライ氏（以下、ライ氏）：私は香港生まれで、正式に写真
の教育を受けたことはありません。觀塘（クントン）にある香
港専業教育学院で、デジタルメディアの高等課程を修了し
ました。写真のキャリアを積む前は、ポストプロダクション
でフィルムを現像する仕事をしていましたが、撮影が好き
だったので不本意なものでした。そこで商業スタジオにア
プローチし、フォトグラファーとして仕事を始めたのです。

PPW編集部：写真との関係について教えてください。
ライ氏：興味を持ったのは1999年です。D　WING　SHYAの
作品に魅力を感じ、撮影を始めました。物覚えのよくない
私にとって、写真はその人の歴史を記録するメディアのよ
うなものです。また、写真はリアルな自然やアートの創作
に、ロマンティックな一面をもたらします。

PPW編集部：創作活動に対するインスピレーションはど
のように得ていますか？
ライ氏：周囲の世界に目を凝らすこと。周囲にある目を惹
くものの他、ドラマや良質なアートも創作意欲を与えてく
れます。

PPW編集部：マイルストーンとなったような出来事はあり
ますか？

ライ氏：ハイキングに夢中になったことは大きいですね。
山を歩くと、岩や木、木の葉、水といった自然の要素との繋
がりを感じることができます。そうして得たインスピレー
ションを形にしたのが「HONG　KONG　SUMMER　ROAD 
TRIP：INTO　THE　WILD」で、私の写真人生における重要な
経過点と言えるでしょう。時に私を驚かせ、多くのインスピ
レーションを与えてくれる自然は、私の作品における主要
なエレメントとなっています。

PPW編集部：モチベーションを保ち、写真に対する情熱を
絶やさないためにしていることはありますか？
ライ氏：写真は私の人生の一部なので、情熱を失うことは
ありません。インスピレーションの素となっているものの1
つが、旅でしょうか。例えば日本を訪れ、地域の生活や芸
術を学んだりすることは、モチベーションを保つ源となっ
ています。

PPW編集部：ご自身で気に入っている作品はありますか？
ライ氏：作品とセットで撮影の際の経験を覚えていますか
ら、難しい質問ですね。最近では、香港の旧正月大晦日の
花市の様子を撮影しました。花市や天后節、Poon　Choiと
呼ばれる香港・新界に伝わる伝統料理等、中国古来の伝
統的なお祝いの習慣が大好きです。なので、金柑のオ
レンジ色も写真に収めました。そして、その瞬間の喜ばし
い出来事や体験を記憶するのです。あの日もいい1日だっ
たというふうに。

撮影機材
PPW編集部：デジタル一眼レフカメラ（以下、DSLR）
とミラーレスカメラ、どちらが好きですか？
ライ氏：大きなDSLRに代わり、持ち運びやすいミ
ラーレスカメラや携帯カメラが新たな選択肢に
なってきていますね。ミラーレスカメラはレンズも
選べますし、露出も調整できる。そして、ファイン
ダーを覗くこともできるので、出番は多くなってき
ています。しかし、私の作品には様々なレンズを使
うことができる高機能のカメラも必要です。作品に
よっては高いイメージ品質を実現し、扱いやすい 
DSLR を使うこともあります。

PPW編集部：ミラーレスカメラの存在は、将来、DSLRに
取って代わると思いますか？
ライ氏：そうですね、カメラ産業はデジタルカメラの小型化
で大きく前進しています。センサーテクノロジーが進化する
につれ、DSLRの必要性は失われてきました。ミラーレスカ
メラは成熟しつつあり、レンズの性能も上がってきていま
すから、携帯性の高いミラーレスカメラでもDSLRと同等の
機能性を果たせるようになってきていると思います。また、
ミラーレスカメラは反射板がないことにより小型かつ軽量
なので、撮影する側にとっても扱いやすいですね。

PPW編集部：カメラとフォトショップ、最終的なイメージと
してどちらを大切にされていますか？
ライ氏：両方とも大切です。写真は私の考えや感情を表現
するための媒体ですから、ファインダー越しに見たものを
記録するだけでなく、よりクリエイティブな視点に自分を
置き、心の目を通してイメージを再生産するような気持ち
で撮るようにしています。数年前までは暗室を使うのが常
でしたが、現在はそれに代わり、フォトショップが確実な
ツールとして機能していますね。私たちに独自の創作を可
能にしてくれる存在です。

PPW編集部：最後に、これから写真を始めようとしている
人たちへアドバイスをお願いします。
ライ氏：友達、すれ違う人々、自然や景色等、とにかくたく
さんの写真を撮ってください。

　弊社からのインタビューに快く応じてくださったレイ・
ライさん、ありがとうございました！

謎多き写真家、 レイ・ライの素顔

Rraay Lai（レイ・ライ）
インスタグラム：@rraaylai
ウェブ：www.RRAAYLAI.com

香
港
在
住
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香港で最も有名なカメラマンの1人、レイ・ライ氏。もし名前を聞いたことがなくても、彼の作品を目にしたことがあるという人は多いだろう。
ポートレート、ファッション、美容、広告、雑誌、ライフスタイル…彼の手掛ける作品は多岐に渡り、現在においてもポートレートやファッション雑誌の仕事
は好調だ。受賞歴も多数あり、自らプロジェクトを立ち上げ活動をする他、香港、深圳、北京、デンマークでのグループエキシビションにも参加している。
今回はそんな彼の人生にクローズアップし、インスピレーション、カメラ、アドバイスを含む、独占インタビューに成功！
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パーソナルライフ
PPW編集部：カメラマンとしての経歴を聞かせてください。
高鳥兼吉氏（以下、高鳥氏）：高校生の頃にデザイン会社でアル
バイトを始めました。そこで、当時カメラマンとして活躍されて
いた故・早崎治氏に出会ったのがきっかけで、カメラにのめり込
み始めました。怖いもの知らずだった私は、彼のような大御所カ
メラマンの前で、ワンピースのルフィばりに「プロカメラマンに
俺はなる！」的な発言をしちゃってですね、後に徹底的にいじめ
られました（笑）
　その後、中野にある「東京写真大学（現・東京工芸大学）」を受
験します。ただ、面接の際、他の学生が制服を着てきているの
に、私は毛皮のコートにロンドンブーツで…まんまと不合格に
なりました。私も当時は相当とがっていたものですから（笑）
　そこで、御茶ノ水にある写真専門学校に入学しました。しか
し、アルバイトでそれなりに経験を積んできた私にとって、そこ
での授業はつまらない。度々抜け出しては、女の子をモデルにス
タジオで撮影をする日々を送り、21歳で中退を決意します。
　その後も、写真のアルバイトはずっと続けており、22歳の頃、つ
いに師匠となる新正卓氏に出会います。それからの2年間、もの
すごく厳しい環境でアシスタント生活を送りました。この時代は本
当にきつくてですね、結局、事務所を飛び出してしまうんですね。
　でも、食べていくことなんてできず…そこで、我が社の前身で
ある大手広告制作会社・スタジオVのテストを受け、無事そちら
の写真部に所属することができました。これまでモデル撮影が
メインでしたが、こちらに勤めた25～29歳の時期に徹底的に商
品写真の技術を身につけました。
　その後、F8という撮影プロダクションに移り、33歳で香港に移る
までの4年間、再びモデル撮影を行います。この時期、写真業界は
本当にバブリーで、今では考えられないような経験もたくさんさ

せてもらいましたね。

PPW編集部：その後、ど
のようなきっかけで香
港に移り住むことになっ
たのですか？
高鳥氏：F8で働いてい
る私の元に、前勤務先
であるスタジオVから

「香港に行かないか？」
という打診があったん
です。蓋を開けてみれ
ば、駐在ではなく現地採
用で、かなーーーり大変
でした。

 37歳のとき、香港が中国に返還された1997年から雲行きが怪
しくなり、2003年のSARSの被害を受け、翌年2004年に撤退した
このスタジオVを私が買い上げるかたちとなりました。当時から
のお客様もいらっしゃるので、今でも会社名の前にスタジオVの
名前を入れ、ロゴもそのまま使用しています。

PPW編集部：どのような撮影が多いのでしょうか？
高鳥氏：香港のローカルと日系企業の広告写真の撮影がメイン
です。人物も商品も、料理写真も撮りますね。更に、今は日本から
の仕事も増えていて、定期的に帰国しています。

PPW編集部：香
港におけるカメ
ラマンとしての
職業について聞
かせてください。
高鳥氏：先程も
お話した通り、
1997年を境に香
港の写真業界も

大きく変わりました。それまでは規模がすごく大きかったんで
す。更にSARSの被害で翌年はどん底。その2004年に底をつい
て、今は落ち着いているかんじですかね。我々の撮影料金は決し
て安いとは言えませんが、選んでもらっているのはレタッチ込み
での技術を提供しているからだと思います。

撮影機材
PW編集部：Nikonのカメラを選んだのはなぜですか？
高鳥氏：正直、機材にこだわりはなくて、若い頃から使っていると
いうのが一番の理由です。Nikon D1 が発売された1999年当時、
100万円以下でプロ用デジタル一眼レフカメラを購入できると
いうのは珍しいことで、みんながこぞって買いました。本当にす
ごい勢いだったんです。その流れも大きいですね。
　今は、高度なレタッチの技術が求められるので、カメラよりも
コンピューターのウェイトが大きくなっています。ご覧いただい
たらわかる通り、Macにはかなりこだわっています。

PW編集部：最後に、高鳥さんにとってカメラとは何ですか？
高鳥氏：高校生の頃からこの業界にいるので、もうそのまま人生
だと思っています。ただ、これまでは修業と根性論の世界。職人
であり商売だったので、どうしても自分の中でカメラは苦しいも
のという認識がありました。
　でも、今は誰でも気軽に写真を撮ることができ、全員がアー
ティスト。今まで（写真に対して）こうあるべきと思っていたこと

が、意外と大したことないんだなと思えてきました。これからは
自分が楽しく嬉しい、そんなカメラとの関わり方をしていきたい
ですね。JK並みに（笑）
関わり方の違いはあれど、これからもずっとカメラをやっていき
たいと思うのは、やっぱり私にとってカメラ＝人生だからだと思
います。私にはバンドや歌もあるけれど、あれはカバーだから
ちょっと違う…カメラは本当の意味での自己表現。まぁ、それし
か知らないっていうのもありますけど（笑）

　インタビューに快く応じてくださった高鳥兼吉さん。ありがと
うございました！

STUDIO-V
TAKA WORK SHOP CO., LTD
住所：4/F., Unit 10, Chai Wan Industrial City Phase 2, 
　　  70 Wing Tai Rd., Chai Wan
電話：(852)2889-1033 

「STUDIO ‒ V TAKA WORK SHOP CO., LTD.」のスタジオで、
代表・高鳥兼吉氏にお話を伺った。
気さくで、猫が大好きというお人柄からは想像できないほ
ど、写真業界で厳しい荒波を掻い潜り、外国人でありながら
ここ香港で長年活躍されている。それは、中国返還前の1993
年からというから驚きだ！　今回、そんな高鳥氏のカメラマン
になるまで、そして、これからのことについて迫った。

香港と日本で長年活躍する

日本人カメラマン・高鳥兼吉
香港と日本で長年活躍する

日本人カメラマン・高鳥兼吉
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　永成摂影器材有限公司（以下、永成）は、最低
価格で商品を販売している。言い換えれば、価
格に対して公平である。同店舗では、様々なカ
メラ設備も各種取り揃えており、リコー、ニコン、
ライカ、オリンパス、キヤノンなどのブランドの
DSLRとミラーレスカメラも取り扱っている。

　商品はすべて香港/中国のモデルであるため、現地保証のみが適用される。販
売員はとても親切で、決して強引ではなく、顧客の好みに応じて様々なモデルを
紹介してくれる。カメラの値段を知りたいときは同店で品定めして、改めて他店
舗へ行くのもよい選択かもしれない。他店舗で値段を確認した後、再びに永世に
戻ってくる人たちも沢山いる。それは永成の値段が一番お手頃だからである。大
量に商品を購入したときには、お礼にカメラアクセサリー（例えばメモリカード
やカメラバックなど）をプレゼントしてくれることもあるとか。

永成摂影器材有限公司 
住所：G/F., 55-57 Sai Yeung Choi St., Mong Kok
電話：(852)2396-6886
ウェブ：www.wingshingphoto.com

萬成摂影器材有限公司 Man Shing Photo Supplies Co.
住所：G/F., 91-95 Fa Yuen St., Mong Kok
電話：(852)2396-6885、(852)2191-5915
フェイスブック：萬成/永成攝影器材 Man Shing/Wing Shing

香港は、間違いなく、世界の中でもカメラを購入するのに適した場所の1つである。
多くのカメラショップや中古販売店では、ありとあらゆるカメラ製品を取り扱っている。

永成摂影器材有限公司 
Wing Shing Photo Supplies Co.（新品販売店）

　萬成摂影器材有限公司（以下、萬成）、こちら
の大型店舗にはデジタルカメラやフィルムカ
メラ、レンズ、新しい機器を取り揃えている。近
年、徐々に店舗規模を拡大し、在庫量は他店よ
りも豊富でなので、他店にない商品もここでな
ら見つけることができる。
　萬成の販売員もとても親切で、お客様の質
問に対して丁寧に答えてくれる。更に、1階では写真撮影研究会が開催され、撮影
の基本なども教えている。

萬成摂影器材有限公司 
Man Shing Photo Supplies Co.（新品販売店）

　Sim Cityには、主に中古のデジタル一眼レ
フカメラ（以下 DSLR）とレンズを販売する店
舗が約12軒あり、ミラーレスカメラやフィル
ムカメラ、ライカのレンジファインダーカメ
ラなど、他にも20店舗では新製品や三脚、映画製作機材、ド
ローン、ロモグラフィー製品などを販売している。Sim City ではカ
メラアクセサリーを安く購入することができる。
　中古販売店でカメラを購入する際には、必ず店舗内で商品を

十分に検査し、正しく機能してい
ることを確認することをおススメ
する（特定モデルの充電済みバッ
テリーは店舗で用意してくれてい
る）。必要な機能が備わっていて、
きちんと作動するかどうかを確認
し、テスト撮影までするべきだ。テ
スト撮影した写真は、店員が喜ん
でコンピューターに取り込み、検
査してくれるだろう。フィルムカメ
ラの場合は、最初にフィルムを巻
き取り、電気メーターが作動して

いること、ワインダーとアドバンスレバーがスムーズに動いてい
ることを確認すること。
　レンズの場合、主な問題は、湿度によるガラス内部のカビの発
生だ。ライトを使ってガラス内部を検査し、特にフォーカスリング
とガラスの傷をチェックする必要がある。
　更に、使用しなくなったカメラやレンズを現金へ交換し、新し
いカメラを購入する資金に充てるのもよい方法だ。

星際城市
Sim City（中古販売店）
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星際城市Sim City
住所：47-51 Shantung St., Mong Kok（MTR旺角駅E2出口） 
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