
 

 

自然の造形美 

ハロゲン化銀の結晶構造を観る 

藤井悦男(ふじいえつお) 

 

写真フィルムや印画紙はハロゲン化

銀の微細な結晶（粒子）をゼラチンなど

の結合剤中に分散させた乳剤を支持体

（フィルムか紙）の上に塗布・乾燥させ

た基本構造をもつ。銀塩写真の長所であ

る高感度特性、精緻な高画質、豊富な階

調性などは専らハロゲン化銀結晶の構

造に依存している。従って、乳剤製造技

術の進歩は常に写真工業の最大の課題

となっている。 

写真乳剤に使用されるハロゲン化銀

は、塩化銀（AgCl）、臭化銀（AgBr）及

びヨウ化銀(AgI)の3種とこれらの混合

体である。感光材料に使用されるハロゲ

ン化銀結晶の粒径は約0.05μｍから2μ

ｍと巾広い。感材の種類に応じて結晶の

種類と形状、混合割合や、粒径分布など

最適条件が選ばれる。実用乳剤の製造で

は、混合材料の処方、混合方法、混合温

度と時間及び混合後の熟成時間と温度、

それにかきまぜ条件と複雑に絡みあっ

て、条件の設定は極めて難しい。比較的

微粒子で高感度・高画質な実用感材が出

現したのは百六十余年の銀塩写真の歴

史のなかでここ二十数年のことである。 

さて、筆者は1960年代に原子核乳剤の

研究を行っており、粒径0.02μｍの立方

体結晶を観察していたが、当時の走査型

電顕では表面の微細構造までは確認出

来なかった。そこで、ひと思いに超大型結晶に成長させて、成長中の表面の状態や成

長後の形状などについての観察を試みた。 

実験は、図に示すような2枚の平行ガラス板の間に結合剤を満たし両端からハロゲ

ン塩溶液と硝酸銀溶液とをそれぞれ注入する。両液が結合剤中を拡散して接触した個

所で結晶が生成する。20～25℃の室温で静置すると72～100時間で約50μｍ程度まで

成長する。適当な時間に光学顕微鏡で成長した結晶を確認し、それを採取して走査型

電顕で観察した。成長した結晶の形状・粒径は、結合剤の種類、両溶液濃度及び結晶

発生部位などによって様々ではあるが、塩化銀及び臭化銀結晶いずれも等方晶系に属

する単結晶か双晶に分類される。しかし、形状や表面構造には極めて多彩な変化が見

られた。ここでは結晶形状と成長条件等の学術的な検討はさておいて、専ら自然界の

創り出す神秘的な造形美として鑑賞してみたいと思い、代表的な2、3の例を紹介する。 

（このレポートは日本自然科学写真協会会報 第46号に掲載されたものです） 
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新聞写真が一番 

上田頴人（うえだひでと） 

 
●新聞カメラマン 

 

東京オリンピックが開催された

1964年に新聞社写真部に入社した。工

学部の写真科で４年間学んだ末、「写

真は撮ることが一番楽しく、それも報

道写真ではないか」と選んだ結論だっ

た。北九州・小倉を振り出しに、定年

までの37年間に鹿児島、福岡、東京、

札幌、大阪、京都、名古屋とぜいたく

な官費旅行をさせてもらった。 

記憶に残る取材は数知れない。学生

紛争が続いた時代は、出社すれば大学

や街頭のデモ取材に明け暮れ、東大・

安田講堂封鎖解除では３日間ヘリコ

プターからの撮影を続けた。ちなみに

航空撮影は延べ１千時間近い。志願し

た札幌、長野２回の冬季五輪、日中国

交回復記念大相撲中国巡業取材をき

っかけに始まった中国取材行。特に黄

河や揚子江の長期ルポは忘れられな

い。 

新聞カメラマンは基本的にはジャ

ーナリストであり、写真家といっても

オールラウンドプレーヤーである。手

がける対象は事件・事故は当然にして

も社会現象、スポーツ、ファッション、

料理、人物、科学、動物､祭り、スケ

ッチと呼ばれる天気ものなど多岐に

わたる。写真を撮ることが好きでなけ

れば務まらないし、写真が好きであれ

ば趣味と仕事が両立という人もうら

やむ職業であろうか。もちろん、時に

は危険と隣り合わせなこともあり、航

空取材中に事故死した同僚もいる。反

面、運が良ければ世界の色々な所に行

ける。南極で初めて越冬した後輩もい

る。つまらない写真を撮ることも多い

し、自由に撮影できないというジレン

マからフリーになる人もいる。が、時

間に拘束されない遊軍勤務の時は自

分の好きなテーマを追い続けること

もでき、随時、紙面に発表できた。要

は割り切り方だろう。極論すれば１千

万人の読者に見てもらえる幸せはカ

メラマン冥利につきる。 

 

●銀塩からデジタルへ 

 

新聞社の暗室は 20世紀が終わる直

前に消えた。かろうじて残っていたネ

ガカラー自動現像機も今年、撤去され

たと聞いた。職人仕事ともいえたアナ

ログ・銀塩時代はやはり懐かしく、思

い出は多い。新聞は白紙では出せない

ため、急ぐ時は、35㍉フィルムの現像

では皿現像と言ってバットに印画紙

用のＰＱ現像液を希釈して入れ、１分

で現像するといった荒業もあった。納

得のいくプリントができるまで暗室

にこもったり、カラー化の時はネガか

ポジか論争したものだ。海外出張とも

なれば数台のカメラ機材に数百本の

フィルム、ホテルの浴槽に設置する暗

室用具に小型引伸ばし機セット、１号

から５号までの印画紙や現像・定着液、

ドライヤー、重さ 10キロもある変圧

器など百キロ近い装備を持参した。こ

れがデジタル化までの海外出張する

カメラマンの標準装備だった。さらに

プリントした写真を送る電送機、とな

るともう体力がなければ務まらない。 

新聞には締め切り時間が設定され

ている。101年前、日露戦争の写真が

ニュース写真として初めて新聞に掲

載されて以来、新聞カメラマンの競争

相手はライバル社以上に、この締め切

り時間だった。撮った写真をいかに早

く届け、紙面に載せるか。列車、車、

ハト、飛行機そして電送機が誕生し、

電送手段のいきついた末がデジタル

化であったといえる。報道用カメラ機

材は４年に一度の五輪毎に進化して

きた。ポラロイドを締め切り間際の取

材に活用した時代も長かったが、現像

不要なカメラの誕生は新聞カメラマ

ンには夢の一つだった。1980年代前半

のフィルムから直接送れるダイレク

ト電送機の開発やソニーが開発した

マビカ（フロッピーを使う電子カメ

ラ）はそうした夢への先駆けだった。

1992年、フランス・アルベール冬季五

輪に出張した時、コダックが湾岸戦争

用に開発したという130万画素のデジ

タルカメラＤＣＳを購入してもらい、

低温テストを繰り返し持ち込んだ。開

会式は日本時間午前１時、朝刊最終版

一面締め切り時間直前に始まる。これ

をＤＣＳで撮影、パソコンとデジタル

回線を使い、わが社だけが朝刊にカラ

ー写真をねじ込んだ。各社を出し抜い 

宇宙実験室 AgBr 結合剤ゼラチン 倍率×2000 デコレーションケーキ AgBr 結合剤ゼラチン 倍率×2000 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た快挙だった。ＤＣＳは大きな箱型の

ハードディスクも含めると1千万円近

い超高値のカメラだったから、まあ、

一枚、１千万円の写真であろうか。以

後、デジタル化は急速に進み、新聞報

道では全てデジカメ取材になった。南

極越冬の後輩は８台のキャノンデジ

タルカメラと４台のパソコンを持ち

込んだという。 

時折開く写真教室でも生徒には、コ

スト面、便利さ、コンパクトデジカメ

ならマクロ撮影の面白さ、パソコンに 

よるカラープリントなど、写真をより

深く楽しめる点からデジカメ撮影を

大いにすすめている。 

 

●風景考 

 

定年になる前から積極的に取り組

んだテーマが風景だった。残したい風

景が日本にはまだまだあるのではな

いか。日本の遺産として開発で消して

はならない光景、もっと知ってもらい

たい光景が地方にはあるのではない

か、など風景を通じて考えてもらおう

というシリーズだった。タイトルは

「風景考｣で、単なる風景でなく、生

活に密着した、人々の生活の中で生ま

れた光景などを探し歩いた。その後、

著名人が筆者の「心の風景」を２年間

担当して定年を迎えた。 
そして、今年 10 月から在社した新
聞で始まった「日本音紀行」(もうひと
つの風景）を５年振りに担当すること

になったが、撮影の心構えは「風景考」

においている。 

映画「男はつらいよ」の寅さん最後の舞台は

デイゴ並木が美しい奄美の加計呂麻島 

大分県豊後大野市緒方町のシ

ンボルは、田園地帯のど真ん中

にある原尻の滝 

 

｢日本のグランドキャニオン｣

栃木県足尾町の松木渓谷は公

害の原点 

 



国際理解教育における写真の役割 

 

 

 

 

野

     吉野 光 

(よしのひかり) 

 

現在、私は高校生に写真を指導しなが

ら、世界の文化を学ぶ機会を作っていき

たいと考えています。一つは世界の国々

の日常を、もう一つは日本の国際協力の

現場を写真映像で紹介することです。現

在ベトナムやカンボジア等へ高校生を派

遣し、現地の子ども達と交流するプログ

ラムを企画実施していますが、現代の高

校生にとってベトナム・カンボジアは全

く新しい国で、過去の不幸な戦争は教科

書の歴史的記述でふれる程度の知識にと

どまり、実際に同行した高校生達は各地

で戦争によって傷ついた人々や施設の子

ども達に出会い、衝撃を受けています。

またカンボジアにおいては日本政府のア

ンコール遺跡修復プロジェクトなどの国

際協力プロジェクトやＪＩＣＡの青年海

外協力隊の活動を取材し、写真展示や冊

子を作って紹介し、若者だけではなく、

地域に活動の様子を紹介しています。 

このような写真を用いた国際理解の活

動を続けていると、以前は断片的な情報

を受け取ることしかできなかった子ども

達が自分と異る生活習慣に自発的に興味

を持つようになり、多様な価値観を受け

入れるようになりました。また今の自分

が世界のいろいろな場面で役に立つとい

うことに自信が持てるように変化してく

のが目に見えてわかります。そのような

子ども達の成長を見る度に、教育におい

ての写真映像の重要性を感じ、世界の

人々の生活を紹介する副読本の制作を目

指しています。 

私の取組みは始めたばかりであり、取

材の方法や手続き、海外訪問の機会の開

拓、発表編集の方法等、困難な点も多々

ありますが、ＲＰＳ会員諸先輩方の御指

導御鞭撻をいただければ幸いであるとと

もに、私の写真活動を通じて日本の若者

が世界の人々の文化や価値観を受け入れ、

自らが一人の人間として国際理解と協力

の現場に立てることを願っています。 

    アンコール遺跡修復現場を視察する高校生 

 

    

【新入会員の紹介】 

 今夏、入会された二人のプロフィールを紹介します。なお、現在の支部会員数は48名です。 

◎宮田 隆（みやた たかし） 

写真歴 20年。個人および同好の志での撮影。興味のある分野は外国風景、人物、子どもなど。

長崎大学経済学部非常勤講師。イベント学会会員。 

◎上田頴人（うえだ ひでと） 

写真歴 43年。新聞社写真部員を定年退職後、東京工芸大学非常勤講師（フォトジャーナリズム

担当）。写真記者として内外であらゆる分野の撮影にたずさわってきた。日本の残したい風景に

興味がある。 

 

【第４回日本支部写真展開催】 

 8月11日から16日まで、代官山フォトサロンで第４回王立写真協会日本支部展が開催さまし

た。テーマタイトルは『いつか、どこかで』(Sometime Somewhere)でした。メンバーそれぞれ

の『いつか、どこかで』が出来事や心情の作品となってギャラリーを埋めました。分野は自然や

人物、風景や内外の風物、記録・記録などバラエティーに富み、プリントはデジタルと銀塩が違

和感なく展示されました。一人 2～3点の出展で、得意分野や持ち味が十分発揮され、日本支部

の多彩な顔が見せられたと思います。 

 

メコンデルタの入植地 孤児院にて     
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