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「写真整理」
ント需要‐

を
のさらなる拡充に向けて
促進することの重要性
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浅川純子氏/一般社団法人写真整理協会 0株式会社 MiCT代表

一般社団法人写真整理協会は、その名の

通り「一般家庭のなかにある写真を整理す

ることJを 目的に活動している団体である。

整理対象の写真は、紙に出力された写真と

デジタルデータの2種類。デジタルカメラ

やスマホの普及等により、撮影ショット数

の増大に伴い、写真が世にあふれてきたな

かで、整理のエーズは、年々高まっている

ようだ。

同協会の代表理事を務める浅川純子氏

は、以前に勤めていた大手IT会社にてソフ

トウェアのメンテナンス等を手がけ、「お客

様に喜んでいただける」ことにやりがいを

感じた。

パソコン教室にてインス トラクターとし

て約 20年務めていたときには、「生徒のな

かにはシエア層も多かったのですが、その

当時『家にたくさん写真があるんだけど、

どうやって管理したらいいのか ?』 といっ

た相談をよく受けていました」という。

株式会社バッファローのデジタルフォ

ト・アルバム「おもいでばこ」とぃう、テレ

ビで写真を見ることができる商品がある。

「ある日、その『おもいでばこ』で写真を見

ている人って、どのくらいいるのでしょう

か、と聞かれたことがあり、私のなかで 1つ

の使命を感じました。紙で写真を残す方は

たくさんいても、あまり見ていなかったり、

押入れなどに仕舞いっ放しという人もいれ

ば、デジタルカメラで写真をたくさん撮っ

ていても、撮った後にどれだけの人が見て

いるのだろうと疑間に感じたからですJ。

SNSで 写真を載せる人もた くさんいる

が、そのとき限りで後にどのように活用し

ているのかがわか りにくいのが実態であ

る。「そもそも、写真は『見るため』に撮って

いるのではないでしょうか。そのように考

えていったなかで、写真整理が大切になっ

てくるのではないかと思い、ますます興味

を持ちました」。当時、浅川氏が所属してい

た一般社団法人パソコープ (パ ソコン教室

の団体)でその想いを具現化 し、後に写真

整理協会を立ち上げて、より本格的に活動
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整理して出来上がったフォトブックを手に、一般社団法人写真整理協会代表理事株式会社Mlσ 代表取締役・浅川純子氏

することとなった。

同協会では資格制度を設けている。具体

的には「写真整理アドバイザー」という写

真整理の専門家を輩出し、写真整理に困っ

ている人たちへの対応を図っている。お客

様に代わって「家族史パック」などを作る

写真整理の専門家として、写真のデータ化

やデータに撮影日を入力、データを専用機

械へ収納 。編集作業、お気に入りのデータ

を再編集したフォトブック作り等を行うア

ドバイザーは約700名いて、全国各地で活

動している。

一方、浅川氏が代表取締役を務める株式

会社MICTは 、写真整理を専門的に行う会

社として2019年 6月 に設立。「写真整理ア

ドバイザーをはじめ、写真整理の重要性に

理解を示し、活動されているフォトグラフ

アーも増えていると感じています。そうし

たなかで私自身も、もっと率先して事業展

開し、写真整理がビジネスとして展開でき

ることを実証したいと考えて立ち上げまし

た」。

写真を選ぶ基準を
明確化することを重視

一般家庭の写真整理の実態は、どのよう

になっているか。

「家のなかにある写真を全部出すと、部屋

中にあふれるほど多かったりします。まず

整理にあたっては全部出していただくので

すが、単なる作業にしてしまうのは勿体な

いですよね。その方にとっての写真は、人

生や家族の記録、生き様などが写し出され

たものなので、そういった写真をフォトブ

ツクやデータ化して整理しましょう、とい

う話をする前に、まずはその方のお話をう

かがうようにしています」。

写真があると、話をするネタはたくさん

湧き出てくる。「私たちも写真を拝見させて

いただくと、ぃつ、どこで撮った写真なの

だろうと興味もわいてきて、その方のこと

をもっと知りたいと思うので、話が弾むこ

とが多々あります」。ェピソードを話す側か

らすれば、その時間は充実した、喜びの時
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間になるようだ。最初のヒアリングでは約

1時間、長いときでは2時間以上に及ぶと

きもある。

聞き取った話のなかから、さまざまな情

報が得られる。最終目的が「フォトブック

を作るJこ とだった場合、どのように構成

していくか、その内容は「私たちが良いと

思ったゴールではなく、その方がどう考え

ているのか、何を望んでいるのか、満足の

いく写真整理として終えられるのか、そこ

を見極めていきます」。

写真整理協会では、アドバイザーに「お

客様に合った写真整理がゴールJと 伝えて

いる。「私たちのなかにも (写真整理にあた

っての)道筋があったほうがいぃと考え、

それを示すようにしていますが、所々でそ

の方に対してどのようにアドバイスすれば

いいのかを重視するようにしていますJ。

パソコン教室で生徒に教えていた浅川氏

は、シエア層をはじめデジタル写真に苦手

意識のある人とも多く接してきた。デジタ

ル写真で納品するという形態においては、

果たしてその人にとって見やすい形になっ

ているのかを、しっかりと見極めるように

している。

写真整理にかかる時間は、人によって異

なってくるが、最終目的が「フォトブックを

作る」というケースでは、データ化された

画像から行なっていくという場合や、すで

にセレクト済みだった場合にはさほど時間

を要することなく、一週間程度で制作作業

が済むこともあるという。

整理にあたっては、写真を選ぶことが一

番ネックになりやすい (時間がかかりやす

い)よ うだ。「選択する作業を苦痛に感じる

人もいるんですよね。写真には、さまざま

な想いがあるし、自分以外の人も写ってい

ると、その関係性もさまざまだったりする

ので、仮に10枚選ぶとしても、どうやって

選んでいったらいいのかわからないと最初

に仰る方も少なくありませんJ。

そのため、「選ぶ基準Jを伝えるようにし

ている。その基準もさまざまで、たとえば

重要な人物がアップで写っている、構図が

良いなどマチマチではあるが、写真選びの

一般論を伝えるとともに、聞き取りにおい

て人生で重要なポイントになったところも

わかつてくるので、そういった写真を提案

したりする。

フオトブックの場合は、大きさやページ

数もその人にマッチした内容に仕_Lげてい

くことになるが、それがある程度決まって

くると、元々あったアルバムのなかから何

枚の写真が入るのか、具体的に数で割り出

せるようになる。お客様に写真を選ぶポイ

ントや枚数を伝えると、大きな満足感につ

ながるようだ。

体験したことのある読者もいるかもしれ

ないが、一般的にたくさんある写真を引っ

張り出して整理しようとしても、写真を見

ていると懐かしい気分に浸り、時間が刻々

と過ぎていき、次第に面倒になり押し入れ

に戻してしまうという作業を繰り返しかね

ない。しかし、写真整理の方針が打ち出さ

れることで、本格的に進み始める。

バツクアツプをとつていない
―般消費者が大多数

世の中に写真があふれているなかで、整

理することの重要性をどれだけの人が認識

しているのか。「現状では、まだ少ないほう

だと思いますJと 浅川氏。「年々、写真を撮

る人が多くなっています。そして増えれば

増えるほど整理するのが大変で、紙の写真

は仕舞いっ放し、デジタルの写真は撮りっ

放し、つまりそのままになってしまってい

るのが実態です」。   一

一方で、「このままでいいのだろうか?J

と感じている人もいる。「何とかしたいと

思った方のなかには、インターネットで検

索して当協会の写真整理アドバイザーの資
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格制度を見つけてくださるケースもありま

す。資格制度には初級と上級の2つのコー

スがあり、前者は『自分のための写真整理』

についてノウハウを伝える場です。まず初

級をとって (写真整理の)や り方を知って

みたいという方たちが増えています」。

写真整理アドバイザーの資格制度が立ち

上げられた当初は、とくに感度の高い人た

ちが取得し始めた。自分たちの活動のなか

で、たとえばママ向けのフォトブック制作

教室を開催しても、『写真選びに時間を要し

てしまった』とぃう経験もあったことから、

ママをはじめお客様にとっての困りごとに

なっている写真整理のニーズの高さを実感

する。そのように感じた人たちが、写真整

理アドバイザーの資格を取得し、全国的に

活動していくようになっていった。

「写真整理の実態としては、残念ながら悲

惨な部分もあります。昨今ではシエア層の

なかで、アルバムを捨てているというケー

スが見られます。終活や断捨離、さらには

コロナ禍でスティホーム中に荷物を整理す

るなかでアルバムが出てきて、どうしょぅ

か考えるなかで『子どものために捨てる(残

していたら困るだろうから)』 という選択を

する方がいるんです」。捨て方にも問題が

あるようだ。「写真を見ないで捨てている方

もいるんです」。見てしまうと、処分しにく

くなってしまうからだ。

写真整理の講座を受ける人のなかにも

『実は写真を捨ててしまって。もっと早く受

講すればよかった』とぃぅ人もいる。さら
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には『スマホなど端末にしか保存されてい

ない、バックアップをとっていない』とぃ

う人も多い。

被写体の混在をはじめ
写真整理のネックとなる要素

浅川氏は今回のPHOToNEXTオ ンライン

の前後に行なわれた業界団体関連セミナー

でも、写真整理にういてのセミナー講師を

務め、反響を呼んだ。こうした講演で使用

された資料には、写真整理を行うにあたっ

ての根本的な要素が随所に見られる。

そもそも家庭内の写真とは、「大切な個人

の人生の記録 (行った場所、会った人、やっ

たことなどの思い出)J「大切な家族の歩み

の記録 (大事に育ててくれた両親、苦労し

て育てた子どもや孫)J等、その人自身の原

風景である。

そうしたなか、紙焼き写真の問題点とし

ては「重く、厚く、大きいアルバム (子や孫
への引き継ぎ問題)Jが挙げられる。また家

庭内には、再生できない動画 (ビデォテー

プ)も大量にあったりする。

デジタル写真の問題点としては、「大量に

撮影し過ぎJ「被写体が混在J「データが散

在」「一瞬で消失Jを挙げる。「どのご家庭で

も、いずれかに該当するところがあるかと

思います。2点 目の『被写体が混在』という
のは、スマホで気軽に撮れるようになった
ことで、メモとして記録した写真が大量に

含まれていることもあります」。
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『一瞬で消失』ということに、意識を持っ

ていない人もいる。浅川氏は写真店に立ち

寄り、買い物の際にヒアリングすることが

あるようで、メモリーカー ドを店頭受付機

に挿 し込んだ際に「画像が写らない (7肖 え

ていた、消えてしまった)」 という利用客が

いたことがあると答える店舗が多々あった

ことに驚いた。なかには、スマホに入って

いた約 3年分の画像が消えてしまったとい

う利用客もいたようだ。

慣れた手つきでスマホを操作するも、バ

ックアップという概念がないせいで、不用

意に画像が消えてしまうとぃぅ事故に見舞

われる可能性がある。これが「デジタル写

真の 1番の問題点Jと 指摘する浅川氏。ス

マホ画像整理に関するセミナーを行うと、

満席になることが頻繁にあるというが、そ

れだけ意識を持って勉強する人たちが多く

いる一方で、まだ認識不足の人も多いのが

現状であるも

「紙に出力された写真というのは、『選ば

れた写真』と言えるかと思います。写りが

悪かったりしていたものは消したりしてい

ると思いますので、プリントされた時点で

選ばれた写真となるのです。しかしデジタ

ル写真は、撮ったら撮っただけ保存され、

クラウドサービスも画像の量が増えるにつ

れて使用料が上がったりしますので、その

ままになってしまいがちなんです」。

膨大な画像の量のなかから、整理するた

めに消去するという概念が、そもそもない

人が多数を占める。そこで浅川氏は、まず

「良いと思う写真を選んでいきましょう」と

呼びかけるようにしている。

ニーズ拡大傾向の
「フォトブック作り」

写真整理アドバイザーとして、セミナー

や教室を開くなど、さまざまなスタイルで

活動する人がいる。なかには、アドバイス

をすることをビジネスとして展開する人

も。その料金休系はアドバイザーによって

自由に設定しているが、現状では1時間あ

たり5,000円 ～ 1万円が平均となっている

ようで、写真整理のレクチャーをするなど、

さまざまな内容を取り入れている。

そうした活動のなかで、とくにニーズが

高いのが「フォトブック作りJのようだ。「古

い写真は、量や (アルバムの)重さが問題に

なりがちなので、それをコンパクトなブッ

クに整理して見やすくすることで非常に喜

ばれますJ。 そして、紙という形に残すこと

で「100年後にも受け継げる」という利点が

ある。一瞬で消えてしまう可能性のあるデ

ジタル写真との大きな違いだ。そして自ら

写真を選んで作ったフォトブックは、思い

入れがある分、大切にとっておく人が多い。

フオトブックを作るにあたっては、大量

の写真のなかから厳選していく作業があ

る。その場合には、「おもいでばこ」を使っ

てテレビに表示しながらセレクトしてぃく

方法をお奨めすることも。

「昨今のお子さんたちのなかには、自分

が赤ちゃんの頃の容姿を思い出せない人も

多いんです。プリントされた写真があれば、

それを見ることで思い出せるのですが、そ
もそもプリントされていない (デジタル写

真のまま保管されている)と 記憶に残りに

くいのではないでしょぅか。そこで、ぉも

いでばこの利用を提案します。テレビは家

族みんなで共有でき、見ることで思い出せ

ることもいろいろとありますよね。まずは

写真を『見る』ということを、日常に組み込

むべきと考えます」。

以上のことから、写真整理が果たす役割
は大きいことがうかがえるが、一般人が写

真整理を依頼するにあたり、お1金単価の相

場はどうなっているのか。

「紙焼き写真の整理にあたって、平均的
には lo´～20万 円くらい」とぃぅことだ

が、写真の量によって多少なりとも変動す

写真整理にあたってお客様とコミュニケーションを図る浅川氏

「
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る。なかには200万円に上るケースもある。

「写真を見るという行為で大きく変わるこ

とがあります。押し入れにしまったままの

アルバムは、なかなか整理しようと思い至

らないものですが、いざ引っ張り出して見

ていくと、1枚 1枚の写真がいろいろと語

りかけてくるんです」。

その家庭は、250冊にも上るアルバムの

デジタル化にあたって写真整理を依頼。父

親が撮った写真が中心で、『こういうところ

も撮っていたんだ』と家族がしみじみと語

りながら想いを寄せた。そうして想いが高

まり、最終的には『1枚たりともなくしたく

ない』ということになったようだ。古い写

真もあり、傷んでいるプリントもあったの

で、紙の状態での修復を行なった。

ビデオテープのデジタル化についての依

頼もある。再生デッキは処分したものの、

ビデオテープだけが残されているという状

態だ。写真と違ってビデォは音声も入って

いるので、家族にとっては懐かしさも倍増

である。浅川氏が写真店ヘヒアリングした

ところ、紙焼き写真のデジタル化は例年の

2倍 という規模になっているのに対して、

ビデオテープのデジタル化は3倍にまで受

注拡大している傾向にあるという。

その他にも、古い携帯電話からの写真の

取り出しや自分史制作 (社会の歴史ととも

に個人史も残したい)、 さらには「思い出の

品を撮影してほしいJと いうォーダーもあ

るようだ。「プリントや画像としては残して

いないけど、家のなかには思い出の品がた

くさんあるご家庭もあり、ものによっては

かさばつたりもするので処分したいとは思

うものの、『思い出の品だから写真に残して

おきたい』とぃぅことなんです」。

お客様との関係性が
より強固となる機会に

写真には「整理Jが追加されることで、効

果的な循環が起こるという。具体的には、

①撮る→②温れる→③整理する→④減る→

⑤価値が上がる、ということである。「一般

的にスマホ写真は、②で止まってしまいが

ちです。容量がいっぱいになったら消しな

がら撮ったり、たくさんありすぎてほとん

ど見なくなることでその写真の価値が下が

つたりします。しかし、ここに『整理する』

ことが加わることで、写真が厳選され、整
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理にあたって見ることで価値向上につなが

るきっかけにもなるのです」。

価値が上がることで、写真に対する想い

が高まり、そして「何かしたくなるJのでは

ないか。フォトブックを作ってみようと思

ったり、懐かしい気持ちになって大切な人

に会いにいき、そのフォトブックをプレゼ

ントしようと考えたり。写真の素晴らしさ

を体験することで、また「撮る」という循環

が起こる。「これが写真との正しい付き合い

方なんだと思いますJ。

撮影ビジネスに携わるフォトスタジォ、

フオトグラファーが提案できることもいろ

いろとありそうだ。「写真整理のご依頼を受

けて、お客様のご自宅にうかがうと、スタ

ジオで撮られたと思われるお写真を拝見す

ることもあります。このように、すでに持

つていらっしゃる大 LJlな お写真を含め、写

真整理のことでお困りのことがないか、何

かご提案できることがないか、コミュニケ

ーションをとっていくなかでいろいろな可

育旨性があるように感じます」。

こうした提案を行いたくても、撮影業に

専念しているために難しいスタジォゃフ

オトグラファーに対しては、浅川氏が代表

を務めるMICTに てフォローしてぃる。こ

うした連携によって、win Winの関係を築

き上げている。スタジォやフォトグラファ

ーにとっては、写真整理を通じてお客様と

の関係性をより強固なものにする機会にな

る。「写真は、お客様にとって人生の記録で

あり、それが整理され、いままで困ってい

たことが喜びに変わり、そして宝物になる

ので、喜ばれ感謝されますJ。

写真整理をさらに―般化
するための活動に注力!

お客様にとっては、最初は作業員のよう

に見えても、膨大にあって扱いに困ってい

た写真が丁寧に整理されていくことで、「救

世主」のように映る。整理をきっかけに、写

真がかけがえのないものだということに気
づく。浅川氏は、写真整理を機に「自分の人

生が初めて良いものだと思えるようになっ

た」とお客様から感謝されたことが、ぃま

でも強く印象に残っており、自身の活動の

原動力にもなっているという。

コロナ禍で人々の生活は一変した。ステ

イホーム期間中に、片付けをする機会が増

セミナーにて写真整理をテーマに講演する機会も増えてき
ている傾向にあるようだ。
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えたことで、写真整理の需要も上昇傾向に

ある。「考え方、行動などを見直すきっかけ

となったなか、そぎ落とせないもの、残し

たいと思うもののなかに『写真』が含まれ

ていると考えます。そこにたどり着くこと

になるので、写真整理のオーダーも伸びて

いるのだと実感していますJ。

そうした状況に伴い、セミナーのオファ

ーも増え、マスコミからの注目も集まって

いる。浅川氏のみならず、写真整理アドバ

イザーとして活動されている人たちにもス

ポツトが当たっている。

「こうした写真に関する活動は、関心のあ

る方たちだけでなく、もっと一般に広めて

いきたいとぃぅ想ぃがあります。元々私は

写真業界で仕事に携わる人間ではありませ

んでしたが、人間の活動自体における大事

なものの 1つ として写真に目を向けたので

す。こうしたことを、もっと一般的な関心

ごとにしたいですね。これは 1社、1団体だ

けでできることではないと思っています。

皆さんと一緒に盛り上げてぃきたぃ。写真

整理ということだけでなく、写真の価値、

その意味をもっと世の中に確立させてぃき

たいんです」。

市場では多様化するニーズに伴い、フォ

トビジネスのあり方、展開の仕方なども変

化してきた。しかし深堀していくことで、
バックアップすることの重要性、写真の見

やすい形、残し方など、当たり前ながら重

要なことが欠けていることに気づく。その

ため、業界をあげて世の中に提言していく
ことが求められる。写真整理協会やMIcT
をはじめ、個々のスタジォゃフォトグラフ

アーも、撮影を通じてさらなる価値訴求に

向けて、さまざまな形で発信していくこと

が、世の中の関心ごとへとっながってぃく
のではないか。
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