では
書籍 ない
学べ ハウを
ノウ
実務 学ぶ！

デザイナーではないけれど、写真のよしあしを
判断できるようになりたい発注担当者のための

フォトディレクション
基礎講座

2017年12月11日（月）1日集中
仕事で活用する写真の基本が分からず、自信がないため、
きっちりとこちらの意見が言えない…

撮影された写真について
「なんか違う」
とは思うものの、
「なにが違う」
のかカメラマンに
共有ができない・・

各担当者に用意してもらった
写真がどれもいまいちで
魅力が伝わらない。

進行における全体像が曖昧なまま。
現状、
カメラマンに丸投げしてしまっているので、
任せるべき範囲、自分たちで
考えておくべき範囲を知りたい。

いざという時、
自分でもそれなりに
見える写真が撮れるように
撮影の知識を身に付けたい。

ＳＮＳに投稿するときには、
ストックフォトから買うか、
自分で撮るようにしているが、
肖像権に違反していないか気になる。

▶パンフ、
チラシを発注する

宣伝・販促担当の方

▶会社案内、
Webを発注する

広報・Web担当の方

▶Facebook等で投稿する

SNS担当の方
にオススメ

撮影して欲しい写真のイメージを感覚で伝えがちになっていませんか？
撮り直しで時間やコストをかけないために守るべきセオリーを学ぶ。

一度はしっかりと学んでおきたい
写真のいろはとは？
どんな写真が欲しいのか、
共有が少ないまま
カメラマンに委ねていませんか？

イメージを的確に伝え、
それ以上の写真を
撮影してもらうためのディレクションノウハウを学びます

食べ物の美味しさや製品の格好よさ、
従業員の人柄、
会社の雰囲気な

撮影には、
デザインを修正するのとは違い、多くの労力とコストがかか

ど、商品やサービスの魅力を一目で伝えられる写真素材は、企業の広

るため、
もう一度撮り直すということはそう簡単にはできません。
また、

報・販促・宣伝活動に欠かすことのできない強力な武器です。写真は

ディレクションをなんとなくの経験や、本で得た断片的な知識で進める

ぱっと見たときに一番目をひく素材であるがゆえ、全体の印象に大きく

と、伝わっていたはずのことが伝わらず、撮り直しせざるを得なくなった

影響を及ぼします。
そのため本文や色、
レイアウトとマッチしていないと

り、かえって誤ったメッセージを伝えてしまいます。そこで宣伝会議で

違和感を生じさせ、
どんなにいい内容を発信していたとしても見向きも

は、企業の発注担当者がカメラマンへ論理的に説明し、欲しい写真を

されません。
写真を使う意味にはじまり、
写真が持つ情報や組み合わせ

得るために、
アングルや構図といった写真の基礎知識から、パンフレッ

るポイントといった基本まで押さえておくことで、必要な写真のイメージ

ト、
チラシ、Webといった使用する目的に沿った指示の出し方まで順序

を裏付けも含め明確に持つことができます。感覚に直接訴える力を写

立てて学ぶ「フォトディレクション基礎講座」
を開講します。

真に込めるために、
まずは写真に関する知識を学ぶことが必要です。

基礎編 依頼する前におさえておくべき写真の基礎知識
POINT 1

POINT 2

メッセージが適切に伝わる被写体の選び方
写真には人の過去の記憶を想起させ、直感的に訴求する機能が
あります。
「訴求ポイントに合わせて、今回どのような写真を用意す
る必要があるのか」を制作に関わる人たちに説明するために、
まず
３類型（人物・物・風景）それぞれでどのような印象を与えるのかお
さえておかなくてはなりません。人・物・風景が一通り映っている写真
では観る人の視点の落ち着きどころがなくなってしまい、少しインパ
クトと訴求力にかける写真になってしまいます。本講座では、
どの被
写体をメインにすると、人の視点を見せたいところに誘導させ、適切

写真が果たす効果と役割を知る
「なぜイラストではなく、写真を使うのか？」。撮りたい写真のイメージ
を固めていく第一歩は、写真にどんな役割を担わせるのか考えるこ
とにあります。写真は商品やサービスの証拠となり、
イラストを使用す
る時よりも説得力を強くする効果があります。文章にない情報をイ
メージとして提示するのか。それとも文章の内容の補完として提示
するのか。
ビジュアルとコピー・文章との連動感を考えて、判断の基
礎となる写真の役割について学びます。

なメッセージを伝えられるのか事例を通して学びます。

写真を通して伝えたいことは？
【テーマ】ワイン
①人物

表情を見せたい
動きを見せたい
集まりをみせたい

②物

説明写真

１．
コンセプトや世界観が見え １．
雰囲気やイメージよりも、色
るように雰囲気も含めて印 や内容が分かる写真。
象付けをする写真。
２．
商品がはっきりと分かるよう
２．
ターゲットに魅力的に見える に隅々までピントが合ってい
必要がある。
るのが必須。

③風景

全体を見せたい
内容を見せたい
ディテールを見せたい 人々が集まっている
素材感をみせたい
ところを見せたい

何もかもが写っていて、
狙いが絞り切れていないと何も伝わら
ない。
なるべく細かく。複数ある場合は、
優先度を考える。

写真掲載時の
注意点

イメージ写真

最低限おさえておきたい知的所有権

「季節ものを使って居間を彩りましょう」「季節を映す商品です」
（ライフスタイル本など）
（製品カタログなど）

商品を注文するためのカタログなら、
ボケやノイズがない説明写真が適
しています。一方、
その商品を使った居間のシーンを魅せたいのならイ
メージ写真が向いています。

写真を掲載するにあたり、
著作権の理解はトラブルを回避するために避けては通れません。
日本写真著作権協会理事も務める講師より解説します。

実践編 カメラマンとイメージを共有するために知っておきたい４つのポイント
撮影前のオリエン時

POINT 1

POINT 2

撮影前に共有したい目的・コンセプト

スムーズな撮影進行のコツをおさえる

撮影を始めるにあたって、
まずは被写体の世界観や写真が掲載さ

撮影現場に立ち会う際、撮影の流れに沿って先んじて準備をでき

れる媒体といった目的やコンセプトについて、
カメラマンと共有して

るかどうかが、仕上がる写真に差を生み出します。講座では、
ロケハ

おくことが必要です。具体的にどのように点について詳しく共有す

ンで必ず見ておくべきポイントや撮影時の時間配分や進行管理でト

るとカメラマンがイメージしやすくなり工夫する余地が出てくるように

ラブルがあった時の対処法について学んでいただきます。

なるのか学んでいただきます。

撮影のまえに共有したいこと

撮影の流れ

１：コンセプトや世界観の共有

被写体の世界観や写真が掲載される媒体について
目的やコンセプトをカメラマンと共有する。

写真の
コンセプト

被写体の
歴史

/

みせたい
世界観

写体の関する歴史や情報は共有しておきたい。
コンセプトや世界観からは外れるものも話しておくと
カメラマンはイメージしやすい。

/

当日の撮影現場

POINT 3

POINT 4

その場で要望を伝えたい時に役立つ７つの要素

撮りこぼしの防止に利用できるチェック項目

光をどの方向から当てた方がいいのか。
どの角度からどういった構

撮影の現場では、
イメージ通りの撮影ができるかを確認したり、
どういっ

図で被写体を撮影したほうがいいのか。
シズル感を出すために物を

たイメージであれば撮影できるかなど、
担当者が確認しておかなけれ

どの配置に並べるかなど、必要なカットを明確に伝えられるようにし

ばならないポイントがあります。
加えて、
カメラマンが撮影に集中できるよ

ておくことは、撮影が終わった後に後悔をしないために必要です。

うにするためには撮影カットの撮りこぼしがないかチェックをしてあげる

本講座では、被写体の撮りたいイメージを伝えるうえで最低限おさ

ことも、
撮影を効率よく進めていくうえで欠かせません。
本講座では、
担

えておいたほうがいい、
コントラスト・アングル・質感といった撮影の要

当者が現場で最低限チェックしておくべきポイントをおさえます。

素について学びます。
①コントラスト
（ライティング）

②アングル
③構図

順光
被写体に対し、
正面から当たる光
弱い

＋

逆光
被写体の
光と影の
コントラスト

外注できない
場合

被写体に対し、
背後から当たる光
強い

④色
⑤遠近感
⑥質感

縦と横の両方撮れているか
寄りと引きの両方撮れているか
光の当たり具合は問題ないか
レイアウトに必要な余白がとれているか

⑦背景
現場でチェックしておくことで、無駄なカットを減らしスムーズに進行することが
できます。

フリー素材よりも不正利用の恐れがなくて安心。いざという時にスマホでも使える撮影テクニック

最近は、
デジカメはもちろんスマートフォンもカメラの性能がよくなり、
誰もが一定のクオリティで写真を撮影することができるようになりました。
フリー素材
の利用に不安が残る中、
いざという時には自分たちで撮影をしてしまった方が安心です。
ピントの合わせ方や、
アングルの決め方、
自然光を利用して
人物や建物をうまく撮影するコツといった、
スマホでも、
デジカメでも今日からすぐに活用できる実践的なテクニックについて実習を通して習得します。

■ カリキュラム
時間

テーマ

講義内容

講師

10:00〜12:00
（120分）

訴求内容をぶれさせない
フォトディレクションの基礎

いい写真とは／カメラマンとやりとりする上での必須事項／感覚的なこ
とをどう伝えるか／担当者のイメージを越える写真をカメラマンに撮影し
てもらうためには／イメージ写真と説明写真の違いについて／

コマツザキツトム氏

13:00〜15:00
（120分）

担当者が知っておくべき
写真撮影の基礎知識・スキル

ピントと構図を理解する／アングルの決め方／被写体が生きる明るさのコント
ロール／色にこだわってイメージアップ／スマートフォンでの撮影／料理の魅
力を伝える／シチュエーションを伝える／雰囲気を伝える／人の魅力を伝える

善本喜一郎氏

講義の振り返りをふまえた撮影演習／シズルとは／写真を判断する
側が持つべき基準／反応率や話題性を高める投稿テクニック／写真
のクオリティを上げるディテールの修正方法

善本喜一郎氏
×
コマツザキツトム氏

15:20〜17:20
クリエイター視点から学ぶ
（120分） 結果を出す写真選びと判断基準

※講師・カリキュラムは変更となることがあります。予めご了承ください。
※当日は座学で学んだ後、
カメラを貸し出して撮影演習も行います。

■ 講師
善本喜一郎氏

写真家／公益社団法人 日本広告写真家協会
業務執行専務理事
1983年マガジンハウスにて平凡パンチ特約フォトグラファーとなり、
表紙からグラビアとあらゆるものを撮影。
その後もマガジンハウス各
紙
（ブルータス、
ポパイ、
ターザン、
リラックス他）
で活躍。04年に広告写真家とし
ての登竜門「年鑑日本の広告写真」に北島康介Arena2002シリーズ広告で
入選掲載
（以後三連続入選掲載）
これを契機に日本広告写真家協会会員とな
り、現在は同協会理事としても活動。08年より
「編集ライター養成講座」講師も
務める。

コマツザキツトム氏

クリエイティブディレクター/
プランナー/デザイナー
雑誌デザイナーとして活動後、大手IT企業日本支社立ち上げに携
わりデザイナー、ディレクターとして勤務。その後、映像制作会社
TYO、Spoon.のデジタル制作部門に,デザイナー、
ディレクターとして勤務。
大手菓子メーカー、電気メーカー、飲料メーカーの広告をデジタル領域中心で手
がける。現在はクリエイティブ・ディレクター／プランナーとして 各種広告、
キャン
ペーン、
コンテンツの企画制作に携わり、
さまざまなブランディングやビジュアルコ
ンサルティング,コミュニケーションプランナー等で幅広く活動。

修了生の声
カメラマンに何を伝えなければいけ
ないかが明確になった。
「何かちが
う」
から
「何がちがう」
と認識する一
歩になったと思う。

撮影する立場ではないが、実際に
撮 影することで、指 示をするにあ
たってのポイントをより具体的に理
解することができた。

日頃から、写真の構図についてやり
取りする際、
どのように修正指示や
撮影指示をだせばいいのか分から
なかったので大変参考になった。

本日学んだことを、
しばらくチェック項
目として活用すれば、撮影周りの効
率とクオリティを上げられそう。早速
考え方を整理し、
すぐに活かしたい。

●講義日時：12月11日（月）10時00分〜17時20分 ●受講定員：30名
●受講料金：49,000円（税別・申込金5千円含む） ●講義会場：東京・表参道
●受講対象：パンフレット・チラシ・Webコンテンツ・社内報の制作担当者など

講座概要

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください

０３−3475−3033

□『宣伝会議』年間購読なし 49,000円（税別・申込金5千円含む） □『宣伝会議』年間購読パック 60,556円（税別・申込金5千円含む）
本講座受講料のみ
本講座受講料＋「宣伝会議」年間購読受講生割引（20%オフ）
※『宣伝会議』
はお申込いただいた日の翌月1日から下記自宅住所のご住所まで配送いたします。
（月末お申込の場合、数日遅れる可能性がございます）

会社情報
申込者様

氏名

派遣責任者様

フォトディレクション基礎講座
お申込み者情報記載欄

会社名
住所

TEL

〒

所属部署

役職

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

年

月

日

Eメール
氏名

生年月日
19

Eメール

申込形態
お振込み先

①企業申込（請求書を発行します） ②個人申込
三菱東京 UFJ 銀行

青山支店

普通

1145602

宣伝会議からの情報

①いる

②いらない

③ すでに届いている

口座名義：株式会社宣伝会議

※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、
ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできませ
ん。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。お席をお取りしておりますので、
ご都合が悪くなってしまった場合は、代理の方によるご出席等をお願いいたします。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途
中にかかわらず、
いかなる理由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場
合がございます。
その際、交通・宿泊費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明し
た場合には、直ちに無条件で本契約を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、
お申し込みをお断りする場合がござ
います。
また、
お申し込みから審査までの間に、
ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。
あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、
講座運営、
ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、
イベントのご案内等をお送りするために利用します。
プライバシーポリシー
（http://www.sendenkaigi.com/privacy/）
をお読みいただき、同意の上、
お申し込みください。

■お申込・お問合せ
株式会社宣伝会議 〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
TEL：03-3475-3030 E-mail：info-educ@sendenkaigi.com www.sendenkaigi.com/class/

