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マー´ &′ ツスティン シンク(米国)

フランシス シャンパーノー(末日)
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オルタナティブブロセス とは工業製品が三に使われる写真表■に対 しオ

ルタナティブ つまli流 ではない 1,世 紀の古央印画法を中′いとした 手

竹つ の写真表現のことをいいます その中でもプラチナプリントは,00年

保つ と■われるほど長期保存性が高 く優美で狐特な階調表現がで きる

ファインアー トフォトグラフィーの分野で人気の高い写真印画法〔す デ

ジタル写真が■tFtとなった現在 チ作 0さ tした

'1画

の持つ味わいや質慮は

比類 なく その存在感を増 しています ブラチナプリン トでは支持体 とな

るIけ 重要な要素で コットンラグを使 oた 美術紙が多 く使われています

を'近 年は和紙 も使われるようになっています 日本

`地

の和紙が使われ

てお

'特

に雁皮IIIの人気が高いのですが なかなか理想的な紙がないの

が実情です

本晨キューンー′―.・岡きとるt■ ■和紙プログクッの企画で土tfl紙

の魅力をl_`紹 介している吉岡歳子が 写真贅法研究家 として

`活

躍 して

いるフォト ギャラツー イン′一ナショナフレの西丸子と と オ手の紙漉

き職人のグ,レープ「土佐の1 紙資源の会Jを黎 ぎ tの 町雇用創造協議会

の文鷺によ0■ 佐の格を■ ったノラチナブツン トのための和紙を開発 試

■ とテス トを機 ,[し 雁良 とはまた異なる格なら〔はの優 しく上品な質

感を持 ち 上期保存に耐 え得る高品質のプラチナブリント月の和紙「上佐

白金紙」を作 ,あ げました

本風では■風がヽなる日本 tア メツカの写真家 ,名 による.■l■II全紙J

を使ったプラナナプリントおよびその他オルタナティププロセス tよ る

作品を屁示 し タラチナプリントをはじめとする写真 ι和紅 その組み合

わせが生み出すも力を

'す

ところなく紹介いたします
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和紙開発ディレクター

西丸淮之

|十佐白金紙J漉造

土
"の

  紙資源の会

209年 春 職 人 ll間 とと

もに
'I佐

の 山 紙 資 源

の会Jを結)ヽ十佐和紙 の

持 つ可能性 をカタチtt

て い く活 動 を行 って い

る デザ イナー と連 携 t

た商 品化や紙 の民示 会

地元の原料にもこだわ,格 の試験栽培など
も行っている 今l・Iのプラチナブリント専用
櫛紙は会の回ネ!売三氏 H村 寛氏力'中心 と

なり 開発に携わっている

19“年東京生 まれ lW

年日本人学菫

“

学部写真
学科事業 同枝研究室勁
務 ブラチ十プリン トの

:]究を始める

19"年 よ |フ ォ トギャ~~~ ~~ 
ラリー イン‐ ナショ

十′●に動諷 夫術館を中0と した写真作品の

保存処理業務にヽわる 早 くからデジタルネ
ガの可能性に着Htキ ャリブレーンョンソフ

トを開発 プラチナブリンターとしてII元泰
博 川回喜久治 今道子 情憲冨夫 らの作品を
プリンド

いの町紙の博物館    ま,層
ア
'シ
ス

ロ   土佐電鉄伊lll駅 ・  枝川 いの町紙の博物館
7812103高 知県吾川郡 いの町幸町 110 1 teL088 893 0886

お問合せ |■■和llt,統産業会館 tt1 088 8,30886●、08889う 0887
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