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アルバレス・ブラボの
写真に写っているもの
アルバレス・ブラボの世界をさぐる

ますが︑この人の写真については切り口によって多様な語り方

が可能です︒百年生きたことで︑彼はいくつもの時代を写せた︒

お蔭で個々の写真の微小な特徴だけでなく︑大きな特徴や変化

を見ることも可能です︒世に写真家はたくさんいますが︑生涯

が短いと︑どうしても一時代のイメージを残すだけで終わって

しまいがちですね︒その点︑アルバレス ・ブラボの写真は︑あ

る時代と同時に時代の推移をも表現している︒その両方を総合

その一方で︑時代により写真自体は変化するものの︑変わら

的に見せるのが今回の回顧展だと思います︒

ない要素も感じられる︒ぱっと見た瞬間︑他の作家とは違う︑

﹁あっこれはアルバレス ・ブラボだ﹂と感じさせる要素という

のはいったい何なのか︒いきなり核心に触れてしまうんですけ

先生の今の問いはまさに一番大切な︑しかも難しいとこ

れど︑このことは今回の対談の大きなテーマになりそうです︒
塚田

ろですね︒実は私自身︑この作家をどういうふうに捉えたらい

いのか︑その手がかりがなかなかつかめず︑さまよっていた時

間が長いのです︒同時代の他の国の作家などと比べると︑彼の

ています︒同展は続いて十月に名古屋市美術館︑さらに二〇一

に東京の世田谷美術館で始まり︑間もなく閉幕を迎えようとし

んだ世界的写真家ですが︑その待望の回顧展が二〇一六年七月

野谷

野谷 そうすると今日塚田さんがミニレクチャーで引用された

れたこともありました︒

らないといいますか︑マイナスの要因であるようにすら感じら

味では特徴なのですが︑ただ︑最初はそのことが︑何か煮え切

うところからいつもさりげなくはみ出している︒それがある意

１

七年四月には静岡市美術館と巡回する予定です︒日本での大規

リベラの言葉ですが︑アルバレス ・ブラボの写真は霧雨に例え

表現は︑典型的にモダンな表現とか︑典型的に何々な表現とい

模な回顧展はこれが初となり︑開催に尽力され︑準備のために

られるというあたりでしょうか︒塚田さんは︑彼のモダニズム

マヌエル ・アルバレス ・ブラボと言えば︑メキシコの生

メキシコにも行かれた塚田さんとは︑先日のトークで少しお話

いましたね︒たとえばレクチャーで使ったエドワード ・ウェス

色が強い作品を︑いわゆるモダニストの作品と比較して見せて
アルバレス ・ブラボを時系列に沿って見ていくと︑それこそ

トンの写真は鋭角的で︑文字通り銃によるショットのように鋭

しましたが︑今日はじっくりお話しできればと思います︒
革命期から今日までのメキシコ史を語ることにもなってしまい
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ラボの場合はそれとは対照的ですね︒

くて強い︑言い換えれば攻撃的な作風ですが︑アルバレス ・ブ

メキシコの現実の一部と

ず︑マチスモ的な要素も

して否定せずに残してい
ます︒

はい︑全く対照的だと思います︒ウェストンの作品など

はまさにそうだと思いますが︑モダンな写真というものは︑一

塚田

塚田
般的に言って非常に男性的であるわけです︒それに対して︑ア

り︑作品はとても詩的で

は︑世界のありようを受け止める︑待ち受ける作家だと思いま

これは良い意味で︑ですね︒対象を捕まえに行く︑というより

ての個展の ときのパンフ

を深く愛していて︑初め

す︒彼は若い頃から文学

おっしゃるとお

ルバレス ・ブラボはちょっと女性的ですらあるかもしれない︒

す︒

かせる詩人が絶えずいる︒もちろん詩人には女性が数多くいま

パスのように︑ロマン主義に根差し︑ときに女性的な感じを抱

とはない︒﹁同時代人﹂のグループやそれに続くオクタビオ ・

モ︵過激主義︶も短期間現れますが︑抒情的なものが消えたこ

す︒それに対し︑詩の分野では︑ダダ的なエストリデンティス

なタブロー作品も描いていますが︑壁画となると画風が違いま

ることを目指しましたから︒もっとも︑リベラなんかは抒情的

ローを破壊し︑欧米的美意識や規範︑そして商業主義を破壊す

界から生まれた文化革命とも言え︑戦いを意味しました︒タブ

ていません︒あの運動そのものが︑ある意味で︑マッチョな世

壁画風の作品がゼロではないけれど︑運動にはほとんど関わっ

んどが男性です︒フリーダ ・カーロはリベラの伴侶でしたが︑

後の︑壁画運動が盛んになる時代で︑壁画家というのはほと

野谷

ソードもあります︒写真というものを考えるときに︑音楽や文

に な っ て か ら も︑ 音 楽 と 文 学 の 話 ば か り し て い た と い う エ ピ

授業を受けていたようです︒ちなみに学校で写真を教えるよう

塚田

確か年表に音楽のことが書いてありましたね︒

ブラボですが︑若いころ︑音楽も習ったんじゃなかったかな？

野谷

います︒

います︒ビジャウルティアはその後も彼のために文章を書いて

アルバレス ・ブラボの﹁詩的操作﹂なのだという賛辞を寄せて

﹁私たちの眼の指が神秘を触知することを可能にする﹂
︑それが

た︒先生もカタログのテキストで取り上げて下さいましたが︑

ルティアという詩人でし

も︑ハビエル ・ビジャウ

レットに文章を寄せたの

彼は最初から持っていて︑モダニズムに触れてもそれを捨て

の影響下にあったと思います︒ですから詩的な要素というのを

きあいが目立つし︑彼がアートの世界に入っていくときも詩人

そう考えると︑アルバレス ・ブラボは初期に抒情詩人とのつ

は武満徹が好きだったと︑この間初めて知りました︒

た︒クラシックも現代音楽も聴いたようです︒日本の作曲家で

したのですね︒私が訪ねた彼の家は︑レコードでいっぱいでし

学から感受するものを大事にしたし︑人にもそれを伝えようと

ええ︑詳細はわからないのですが︑夜間コースで音楽の

代表作に﹃終わりなき死﹄がありますね︒アルバレス ・

す︒

彼が出てきて認められるようになるのは︑メキシコ革命

右：塚田美紀

左：野谷文昭
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では︑と新たに推察した︽砂と松の苗木︾です︒広重を思わせ

ちろん形態︑形のおもしろさというのもあるのですけど︑それ

繊細な感じと︑西洋とはズレている点が︑彼の写真と重

塚田

以上に︑そこに潜んでいる何とも言えずとぼけた感じ︑ユーモ

野谷

化をその時々に再発見するというような歴史を生きてきたわけ

アというべきものが彼を動かしたのだろうと思い至りました︒

たものは︑一体何がどう影響しているのかと考えたときに︑も

ですが︑そういう往復運動を宿命づけられた眼から見ると︑彼

フランスの印象派の画家たちが浮世絵を見たときに何を取り

なりますね︒

の作品世界のうち︑欧米のモダニズムの価値観からはこぼれ落

込んだかというと︑それは斬新な構図であったり︑大胆な余白

日本の我々は西洋のモダンを必死で追いかけつつ︑自文

ちるような部分に共感できることも多々あるんじゃないでしょ

ユーモアというような感覚はそんなに移植されていないのでは

であったり︑そういったことが中心だったと言えるでしょうが︑

ないかと思います︒
︽砂と松の苗木︾は︑表現としてはどちら

彼は浮世絵にヒントを得た被写体を作ったり︑それを

うか︒
撮ったりしていますね︒あれもメキシコというより彼自身の世

かといえば弱々しくさえ見えますが︑幽けきユーモアみたいな

野谷

界と日本に共通する何か︑言い換えれば西洋にないものを感じ

ものを捉えたというのは秀逸だと︑私は思ったんです︒

２ 写真に付与されるもの
《ストライキ中の
労働者、殺される》をめぐって

―

ているからではないでしょうか︒もっとたくさん撮ってくれて
いるとよくわかるんですが︑今回は二点ありましたね︒それら
から見る限りですけれども︑西洋の印象派が影響を受けたのと
そうですね︒今回の二点というのは︑まず︑一般に北斎

は︑アルバレス ・ブラボの場合また違う感じがしますね︒
塚田

野谷

の︽神奈川沖浪裏︾の影響だろうとされている︽苔に覆われた

なんかを見ても︑どこかで行き詰まると︑それを突破するため

それは鋭い指摘ですね︒西洋の場合︑絵画︑美術の歴史

岩︾︒それと︑今回少し調査して︑これは広重の︿六十余州名

世田谷美術館「アルバレス ・ ブラボ写真展」
チラシ

所図会﹀シリーズの︽壱岐︾からインスピレーションを得たの

に︑外の世界に活路を求めるというのがありますね︒アフリカ

のプリミティブ ・アート︑あるいは日本の浮世絵のような平面

的な作品はその例ですね︒あのジャポニスムも︑立体的なもの

を突破しようとするところから生まれたと思うんですけれども︑

アルバレス ・ブラボの場合はどうでしょうか︒写真の特質であ

る二次元性をどう生かすかというのが欧米の写真という気がす

るんですが︑彼の場合︑そこに何か付与する︑あるいは結果的

にそこに写ってしまうものがあるという点が︑どこか違う気が

するんですね︒例えば︑一番わかりやすいのは︑報道写真と比
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がくまなく浸み透ったきよらかな大地﹂と始まるブルトンの

いう特集ですね︒
﹁赤く染まった大地︑このうえなく高貴な血

塚田 ﹃ミノトール﹄誌に掲載された﹁メキシコの思い出﹂と

ンドレ ・ブルトンも使っています︒
﹃ミノトール﹄でしたっけ？

れたという︑あの有名な労働者の遺体の写真がありますね︒ア

べることで︑明らかに違う要素がある︒ストライキ中に惨殺さ

野谷 それから︑彼の立ち位置というか︑彼がどこに帰属して

ルバレス ・ブラボという人と作品世界をよく表している︒

の行為だったと思うのですけれども︑その行為というのが︑ア

の青年だけれども︑そんな彼のそばにそっと跪いて

塚田

す︒

野谷

その姿勢自体が報道じゃないっていう感じがするんで

エッセイ冒頭に︑アルバレス ・ブラボの︽ストライキ中の労働

し彼は壁画家たちのような活動家ではなかった︒彼の写真には

いるかというと︑もちろん警官つまり権力の側ではない︒しか

︱

とっさ

生きているのか死んでいるのか︑すでにわからない状態

出しが導かれたのかもしれません︒ともかくブルトンがこうし

者︑殺される︾が大きく配されました︒写真によってこの書き

野谷

く目で語っている︒そこに彼の内面が反映している気がしま

で︑彼はそれを写真で表現している︒彼はその場面を声ではな

あまり政治色が感じられません︒とはいえ︑その労働者のリー

しない︒新聞によっては毎日死体の写真を載せている︒でも︑

す︒

てフィーチャーしたから︑その後有名になったのではないかと

アルバレス ・ブラボの写真はその手の報道写真とは違っていま

塚田

ダーが目の前で殺されたというのは大きなショックだったはず

すね︒それを見たときに感じたのは︑むしろある種の神々しさ

とをあまりよしとしていなかったようです︒今回︑水を飲む少

も思えます︒

で︑どこか殉教者的なんです︒今回来日した娘のアウレリアさ

年の写真︑
︽民衆の乾き︾と一緒にペアで見せているのですけ

たので︑慌てて逃げたんだそうです︒そのどさくさの中でも

働者︑殺される︾は︑さりげなく目立つように一点で壁に掛け

が︑その展示風景の記録写真を調べると︑︽ストライキ中の労

メキシコという国は︑伝統的にでしょうか︑死体を忌避

んによると︑労働者のストライキがあり︑デモの最中にピスト

四 五 年 に 前 半 生 の 集 大 成 と な る 大 き な 展 覧 会 を 開い て い ま す

ど︑それは作家自身が好んだ方法なのです︒例えば︑彼は一九

ローアングルとか︑彼独特のものを出している︒それがいわゆ

てあります︒ですが︑その少し脇に︑︽民衆の乾き︾が添えて

なるほど︒ちなみに彼は︑あの作品を単体で展示するこ

ルバレス ・ブラボが駆けつけ︑写真を撮った︒すると警官が来

ルの音がした︒パンパンと二発聞こえた︒それで近くにいたア

る報道写真には見えない理由ではないか︒もっともローアング

あるのですね︒つまり︑あの横たわる青年は︑明らかに死に向

かっているのだけれども︑水を飲んで生きている少年と対にす

ルというのはモダニズムが好んだ手法ではありますけれど︒
塚田

ることで︑別の世界が開かれる︒

そんなどさくさの中で撮ったのに︑不思議なことにとて
も静かな感じがします︒

野谷 それはおもしろい指摘ですね︒水という流動するものが

写真家の港千尋さんが︑この写真のローアングルのこと

野谷

いる︒少年は生命を維持するものを飲み込んでいる︑ところが

流れる︒もう一方で遺体から血が流れ出る︒それが対比されて
上から見下ろすのではなくて︑ということですね︒

を指摘して︑しゃがんで撮っていることに注目しています︒
塚田
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遺体の方はそれを流出しているという違いが対照的ですね︒

塚田

え え︑ あ の 兵 士 は 誰 な の か︑ ど こ か ら 撃 た れ た の か︑

撮ったのは本当にキャパなのかとか︒日本では沢木耕太郎さん

そしてその血は循環していると︑見る側が想像すること

塚田

が﹃キャパの十字架﹄で追求しています︒
野谷

もできますね︒
野谷

戦場カメラマンでしたから︑ああいう写真が撮れた︒でもアル

実はゲルダ ・タローが撮ったんじゃないかとか︒彼らは

しょうか︒それから︑今お話を聞いて想像したのは︑あの遺体

バレス ・ブラボは違うから︑他にあの種の写真がない︒

その二作を合わせてタイトルをつければ﹁生と死﹂で

はかつてその少年だったかもしれないということです︒

野谷

塚田 本当に稀な一枚だと思います︒

報道写真みたいですね︒

無垢で未来のわからない純粋な少年とその後というふうにも
属する大きな歴史的時間の流れがあって︑二人は繋がってきま

とれる︒そうするとそこにひとつの物語が生まれます︒彼らが

塚田

げるという営みのイメージにも繋がりますし︒心臓を取り出す

塚田

ナード﹂の前にカンマが入っているのですね︒これ︑落とし

シナード︵

だ わ り が あ っ た よ う で す︒ オ ブ レ ロ ・エ ン ・ウ エ ル ガ ・ア セ

これは細かいことなのですけれど︑実はタイトルにもこ

でも︽ストライキ中の労働者︑殺される︾というのは︑

すね︒単に並んでいるだけじゃなく︒

ので一般には単に残酷だと思われがちですが︑それは宇宙と繋

ちゃいけないらしいのです︒これを落としてしまって訳す︑つ

まさにそうですね︒アステカの儀式︑毎年生贄を神に捧

がるための儀式としての死であって︑そういうより大きなイ

まり﹁殺された労働者﹂にしているタイトルも多く見られるの

ですが︑どうも作家本人にとっては︑このカンマが重要で︒死

︶なのですが︑
﹁アセシ
Obrero en huelga, asesinado

メージも喚起しますね︒
野谷

にゆく︑というのでしょうか︑そういう時間の推移のようなも

もともとメキシコの生贄の習慣も起源はそこにあります

から︒太陽を延命させるためという発想です︒そういうふうに
れがヨーロッパの︑パリの真ん中にあっても︑その発想は出て

考えれば︑あの遺体も︑犠牲︑生贄と見ることもできます︒あ

いえ︑他にはないと

こない︒ただし︑彼にああいうタイプの写真はあまりないので
死をそのまま扱った作品ですか？

は︒他にもありますか？
塚田

©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

《民衆の渇き》1933-34年

思います︒少なくともこれまで発表されたものとしては︑あれ
横浜美術館で観ましたが︑ロバート ・キャパの有名な︑

ほど直截的なものはあの一点だけですね︒
野谷

兵士が斃れる寸前の写真︑あれはアルバレス ・ブラボのとは違
い︑生と死の間の動的な一瞬を撮った報道写真ですね︒あれに
ついてはいろいろ言われていますね︒
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確かにカンマを取ると︑すでに殺され物と化した死体と

のをひそかに込めたかったらしいのです︒
野谷
いう感じになりますね︒だけど︑カンマがあると︑息絶えた瞬
間という感じがします︒殺されたてというと変だけれど︑たっ
た今という感じが出てきますね︒血がどくどく流れ出ている︒
もう乾いて血糊になってしまったのではなく︒カンマひとつで
塚田

その血が流れているというのが重要なんじゃないかな︒

なるほど︑ある意味では映像的ですね︒

生々しさが表現されますね︒
野谷

流れているという︑その動きの生々しさですね︒そうい

すると︑さっきの少年が飲んでいる水の流れと重なってくる︒
塚田

えば︑アルバレス ・ブラボはこの写真を映画撮影用のカメラで
撮ったそうです︒ちょっと実験的な映画を撮ろうとオアハカの
町にしばらく来ていて︑銃声を聞いたときは写真用のカメラが
それは知りませんでした︒それから︑水を飲む少年のイ

手元になかった︒
野谷

メージは︑カラバッジョの絵からヒントを得ていることが指摘
彼は古今東西のあらゆるイメージ︑とりわけ版画が好き

されていますね︒
塚田

で︑イメージ愛好者とでも言えばいいのでしょうか︑自分の好
きなイメージを︑いわば脳内図書館に格納していた︒だから︑
そういったものがまぶたの裏に張りついた状態で撮っていたの
ではないでしょうか︒自分のイマジネーションの元がいつでも
満タン︑というタイプだったかもしれません︒

３

野谷

イメージの訪れ、写されるもののまなざし

晩年はわかりませんが︑当時は今みたいな連写というの

ができなかったでしょうから︑ある一瞬を撮らざるをえない︒

ですが︑アルバレス ・ブラボは人が歩いているところをかなり

撮っていますね︒本来動いているはずの被写体を撮るのに︑自

分のイメージにあったアングルとか条件に適ったときにシャッ

そうでしょうね︒もちろん︑六〇年代以降は手持ちの小

ターを押す感じだったのかな︒
塚田

型カメラを持っていましたから︑そうすると連写も可能だった

と思うのですけれども︑でもだからといって基本的な撮り方が

変わったとはやはり思えないんですね︒

野谷 つまり一瞬を狙っている︒

塚田 イメージの訪れる一瞬を狙っているんだと思います︒

野谷 ですが︑タイトルをつけると︑はまり過ぎていて︑ひょっ

とするとやらせじゃないかなって思えてしまう︒つまり先にイ

メージがあって︑最初から狙ってるんじゃないかなと︒ところ

モデルを使っていろいろポージングしてもらって︑とい

た︒そのあたりはどうなんでしょうか︒

がこの間聞いた話では︑やらせ的なものはないということでし
塚田

う状況のもの自体は︑もちろん明らかにあります︒でも︑たい

ていの作品はそうではない︒それと︑シャッターを切る瞬間

は︑さっき言ったようなイメージを︑必ずしも明確には自覚し

ていないかもしれません︒何かが訪れたことだけがわかる︑あ

えて追求はしない︒何年も経って︑ああこれだったのか︑とふ

と気づくこともあったようです︒脳内図書館の棚の書物からあ

るページがはらりと落ちてくる感じでしょうか︒
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ジングと思えないこともないんだけれど︑この女の子は実際に

野谷

か︑多重性を備えているようですね︒

でもあるとすると︑彼の写真はそれも含めてやっぱり二重性と

野谷 その夢想というのが被写体の夢想であり︑撮る側の夢想

塚田

何かしら彼との繋がりを感じさせる︑あるいはむしろ彼の方が

は 被 写 体 を 突 き 放 し て 完 璧 に 客 体 化 す る タ イ プ で は な い で す︒

性︑独特の二重性に大きくかかわっている気がするんです︒彼

よく知られている︽夢想︾ですが︑これなんかも︑ポー

この格好でいて︑彼がしばらく経って戻ってきてもまだ同じ格
塚田

ろいことに︑アルバレス ・ブラボはこのとき大病の直後で︑ふ

被写体に見つめ返されている︒そう見える写真も結構あります

しかも被写体との関係の持ち方というのが︑その二重

好でいたんだそうですね︒

らふらの状態でドアを開けて家から出たらこの女の子がいたと

ね︒

そういう奇跡的なエピソードが残っていますね︒おもし

しているということなんでしょうけれど︑他方で︑熱にうなさ

野谷

その見つめ返されるという写真にはどんなものがありま

れていた写真家自身が﹁えっ？﹂と一瞬眼を疑った︑そういう

すか？

塚田

布で覆った胸をはだけようとしているのを撮った作品なのです

果実︾という有名な作品があります︒草むらのなかの女性が︑

ある種の植物の写真などはそんな感じがします︒それ

塚田

ぶん魅力的なのですけど︑ただ︑自分の心身の状態も含めてタ

が︑首から上が写っていない︒つまり被写体の目はあえて見せ

なるほど︑ダブルミーニングですね︒でも︑写真家のそ

野谷

から︑ヌードにもそういうのがありますね︒例えば︑︽禁断の

イトルにしているとしたら︑それはそれでおもしろい︒この作

ない︒けれど︑布の奥の乳房がこちらをじっと見ているという

《夢想》1931年

もちろん作家の体調を知らなくても︑作品としてじゅう

のときの体調なんてわかりませんね︒

ことも︑表しているのかもしれない︒

いうんですね︒だから夢想というのは︑一方で彼女自身が夢想

©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

家はそういうことをしそうですしね︒

確かにそう見えますね︒

感じの作品です︒
野谷

塚田 ︽禁断の果実︾以外にもこういったヌードが何点かある

のですよ︒普通︑ヌードというのは撮る側が大体男性で︑女性
野谷

そうなんです︒ですが彼の場合は︑構図としてはありふ

欲望の対象としてオブジェ的に見ていますね︒

を︑何というか⁝⁝︒
塚田

れているかもしれないけれど︑どうも撮る側と撮られる側の関

係が違うなと思わせるものが多いですね︒

野谷 今回は出品されていませんが︑あの乳首が目玉みたいに
見える写真︒
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てはヌードでもそれは口実で︑実際撮りたかったのは女性の裸

写真がありますね︒あれも首から上がない︒ですから形式とし

た小さなトレーを両手で捧げ持っているという︑強烈なヌード

塚田

ね︒

険だと感じるわけです

いろいろな意味で危

人は直感的に危ない︑

ボテンがあれば︑見る

はい︑目玉がついたような乳房︑その下で︑義眼の入っ

そのものではない︒もっと象徴的な何かを求めている︒そのと

野谷

うのが意味深という

その危険とい

き一番しっくりきたのがヌードだったのではないでしょうか︒

か︒

撮影時期は違うと思いますが︑カッティングボンデージ

野谷

塚田

ね︒この女の子︑身体

まさにそうです

名かもしれない︒
確かに︑ヌードというくくりで言うならば︑三〇年代の

写真という︑布を裸体に巻く写真がありますね︒あれが一番有
塚田

に包帯を巻いている
のは何かに傷つけら

︽眠れる名声︾が一番有名ですね︒
野谷

れたからか︑サボテン

質問ですが︑男性が見るのと女性が見るのとでは違って

くるんでしょうか︒

に刺されたからか︑とかね︒じゃ︑サボテンは何を意味してい

それはぜひ先生にお伺いしてみたいところですけれども︒

ヌードを初めて見たとき︑美しいというよりはむしろ不思議だ

塚田

なあと︒後の壁の方が主役にすら見えました︒裸体の美女とい

るのかとか︑いろんな想像をかき立てられます︒私自身はこの

ア ルバレ ス ・ブラ ボを あま り知 らない 頃に︑写 真集に

うよりは︑健康的な生きたものと︑物言わぬ広い壁と︑意味深

先生はこれをどういうふうにご覧になりますか︒
載っているものを見たんですが︑モデルがヨーロッパ系ではな

に転がっているサボテン︑その三つが組み合わされた不可思議

野谷

もメキシコの自然の要素で︑これはなんだろうと︒サボテンの

いことが新鮮でした︒その先住民的要素や周りに配されたもの

な作品として受けとめました︒
いましたね︒

野谷 館長の酒井忠康さんは︑何かよくわからないと書かれて

実みたいなものですね︒
塚田 実というか︑アブレオホス︵ abreojos
︶と呼ばれている

塚田

サボテン系の何かですね︒

野谷

というようなことを申しておりました︒これがまた︑シュルレ

このまま植物と化していきそうな女性のように見える︑
モデルは眠っている︒まだ少女と言えそうですが︑それに向

アリスム国際展という展覧会のカタログの表紙にふさわしいも

その言葉がおもしろいですね︒
﹁目を開けよ﹂ですから︒
かって﹁目覚めよ﹂と呼びかけているところに彼のタイトル独

のをというアンドレ ・ブルトンの依頼によって撮られた作品と

いうところが︑なんとも興味深いですね︒

特の仕掛けがあるわけですね︒
塚田

野谷

シュルレアリスム映画にはこういうのがありますね︒特

語のタイトルを仮に知らなくても︑こんな裸体のすぐそばにサ

そして︑アブレオホス︑
﹁目を開けよ﹂というスペイン

《眠れる名声》1938-39年 ©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.
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撮った演出写真である︽眠れる名声︾を︑さらに三枚縦に並べ

ぐにモデルを呼び︑このセッティングを作りました︒そうして

なみにアルバレス ・ブラボは︑ブルトンからの依頼を受けてす

塚田 ︽眠れる名声︾の多重露光バージョンのほうですね︒ち

す︒

が起き上がってくるみたいな︒そういうイメージを連想させま

に重なっている方ですが︒寝ていた人間というか︑死んだ人間

えてくれ︑その後も︑彼が突然家を訪ねても︑いつも﹁大丈夫︑

に行ったらしいのです︒そうしたら︑モドッティは大変快く迎

ていたので︑電話したかあるいは直接訪ねたか︑とにかく会い

が載り︑別のページに彼女のスタジオの住所や電話番号が載っ

雑誌の﹃メキシカン ・フォークウェイズ﹄にモドッティの写真

ボは彼女の写真を見て︑そのあたりを感じ取った気がします︒

したが︑大変懐が深く︑温かかった︒だからアルバレス ・ブラ

たらスッと近づいていく︒モドッティは︑非常に政治的な人で

塚田

そ こ は 興 味 深 い と こ ろ で す︒
﹁あ︑この人は！﹂と思っ

裏焼きでそれぞれ三枚並べたものをレイアウトとして提案した

時間はたっぷりあるわよ﹂と言ってくれたそうです︒

て使おうとした︒カタログの表の表紙と裏の表紙に︑表焼きと
のです︒多重露光ではなく︑イメージの反復と反転︒でもボツ

野谷 革命の機運に満ちていた時代なので︑政治が身近だった

立者フリオ ・アントニオ ・メリャなんかとは恋人関係にあった

付き合いが多く︑メキシコに亡命してきたキューバ共産党の創

し︑また政治的であることを要求された︒ティナも革命家との

になってしまったんです︒

人との距離、被写体との距離

ます︒そういうことが絶えず起きる時代でした︒だからあの

４

野谷

︽ストライキ中の労働者︑殺される︾の写真はメリャでもおか

みたいです︒そのメリャはティナの目の前で暗殺されてしまい
実に多くの世界的有名人に会っていますね︒その中にはブルト

パンチョ ・ビリャら︑革命のリーダーが次々に暗殺される歴史

しくない︒ある革命家の死みたいな︒エミリアーノ ・サパタや

ところでこの写真家は︑百年生きたということもあり︑

踏み込まず︑敵を作らないといった︑独特のスタンスの取り方

ンもいます︒ただ︑彼の人との付き合い方には︑相手にあまり

とてもシャイで︑ぺらぺらしゃべるタイプではない︒で

キシコの写真史研究者でアルバレス ・ブラボ ・アーカイブのア

塚田 いろいろな人の死が象徴的に見て取れる作品ですね︒メ

があるので︑あの一枚が多重性を帯びる︒

も打ち解けたら︑情熱を込めて政治も論じるし︑いろいろなこ

ドバイザーをしているロサ ・カサノバさんに今回教えてもらっ

が︑彼の写真とも似ています︒

とについて語りますが︑普段は違う︒周囲の世界との距離の置

たのですが︑あの若者の写真は︑六〇年代末の学生運動のとき

塚田

き方は︑明らかに彼の写真の被写体との距離のとり方と重なり

に復活して使われたそうです︒学生たちはアルバレス ・ブラボ

が撮ったとは知らなかったらしいです︒イメージが拡散し︑ま

ますね︒人物にせよ風景にせよ︒
初 期 の 頃 に 戻 る と︑ テ ィ ナ ・モ ド ッ テ ィ や フ ー ゴ ・ブ

た命を吹き返す︒その見事な例ですね︒

野谷

レーメでしたか︑そういう人たちに進んで習ったりする積極性

野谷

チェ ・ゲバラのアイコンが世界各地で使われるのと似て
はありますね︒
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野谷

街の写真で

すけれど︑そこにも

いますね︒
確かに︒ただアルバレス ・ブラボの場合は︑名もなき青

大抵人がいるんです

塚田
年が︑ある普遍的な存在︑死にゆく若者というメタファーとな

は い︒ 通 行
入ってきている︒

人がスッと画面に

塚田

ね︒

ところでアルバレス ・ブラボの写真で︑一番多いのは植

り︑作品が使われ続ける︒写真にも命があるんですね︒
野谷
物ですか︑それとも肖像を含めた人物？

野谷

しかも動き
がある︒彼の特徴で

ジャンルとしてですか？ 難しい質問ですね︒いわゆる

人物はそう多くないと思います︒未発表でなければ︑街の写真

をすごく小さく撮

塚田

でも︑いわゆる風景じゃない︑たいていは人物がいるし︒

る︒

すが︑通行人や人物

野谷

もしくは人の気配︒人のいない写真というのもわりと多

でしょうか︒
塚田

塚田

ですね︒お墓にロウソクが何本か立っていて︑人の命の長さの

野谷

野谷

若いころはこういうのはあまり撮っていないのですよ︒

撮っていくのですね︒そして人がちょこっと添景として入る︒

四〇年代以降の特徴といって良いと思いますけれど︑引きで

そ う で す ね︒

いんです︒晩年は圧倒的に自分の庭を撮る︒

違いみたいに︑燃える度合いが違う︒

ぱっと見ただけではわからないわけですから︒
野谷

でも︑人が道に倒れていても︑オブジェとは違いますね︒

あ︑そうですね︒ただ人の様がそこにあるという感じ︒

今おっしゃった気配なんですが︑それも彼の写真の特徴

塚田 ︽人々の魂︾という作品ですね︒ロウソクが四本︒これ

塚田

のが一本あって︑港さんはそういうの見ると︑ぞくっとしてし

塚田 おっしゃるとおり︑そういう冷たい感じではないですね︒

だからその︑熱というか温かさというのはこの人の特徴

野谷
そう︑ロウソクなのにそこには気配のようなものが感じ

野谷

なんでしょうね︒

塚田 どうしてそうなるのか︑またなりうるのか︑実に不思議
そう︑昼間で︑木陰から木漏れ日がちらちらと揺れてい

野谷 たぶん︑最初に言ったモダニズムの傾向を持っていたと

塚田

いっそう動的な感じがします︒

なところですけれど︒
野谷

きから既に始まっているんじゃないかな︒鋭く︑冷たくしな

かったところに︑すでに源があるような気がします︒

それに︑きっと風も吹いていたのだろうと想像させます
しね︒

塚田

るように見えるんです︒

られる︒しかも光がまだらに当たっているんですね︒

まうと書かれています︒

それ は肖 像 写真 と は︑ ま た対 極 に な り ま す ね︒ 表 情 も

が︑点いているのと消えているのがあるんです︒消えかかった

は港千尋さんが書かれているので︑私も初めて気づいたのです

《世間は何と狭いことか》1942年
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たふうもあると思います︒それをやったら対象を殺してしまう

ですけれど︑あえてそれをしないのだと︑自分で抑制をしてい

塚田

ですよね︒二七年かな︒だからアルバレス ・ブラボがウェスト

てあの小便小僧のアルバレス ・ブラボの作品はちょっと後なの

属質の作品の方が先にあって︒一九二六年あたりですね︒そし

塚田

そうですね︒写された年代から見ても︑ウェストンの金

ことにもなりますから︑オブジェ化するというのは︒そうはし

ンを見ている可能性は大きいのですけれども︑全然その表れ方

シャープに撮ろうと思えば撮れる技術はあったと思うん

ないんだという︑ひそかな意志みたいなものを感じるんです︒

が違うのですよね︒

塚田

塚田

密かなパロディみたいな︒

だから単純化すると︑無機的なもの対有機的なもの︒鉄

野谷

野谷

にこだわる︒それはある見方からすれば素朴であるとか︑テク

すね︒

違いますね︒しかも︑それは言われないとわからない︒

の武器に対して木で作った武器で戦うと言うか︒

ニックがない︑みたいに見られかねないのですが︑そういうこ

野谷

たださっきの水を飲む少年だってね︑カラバッジョの絵

まったくです︒言われないとわからない︒おもしろいで

とでは決してないわけですね︒自ら選んでいるわけです︑写真

を踏まえていると言われないとわかりません︒そこはパロディ

手仕事ですね︒あくまで︑手仕事の温もりみたいなもの

が人間の手仕事であり続けるようにということを︒

で共通するのかな︒

温もりということで言えば︑前のトークで︑僕が勝手に

野谷

塚田

そうですね︒そして一人でほくそ笑んでいたのでしょう

︿小便小僧﹀と名付けた︑例のおしっこをしている少年︒

り︑そして下には丸い金だらい︑という作品ですが︑これが︑

た洗面台とそれを支える二本の金属の足︑その間に水道管があ

ボの︽小便をする子供︾ですね︒ウェストンのは︑丸みを帯び

野谷 この写真︑わずかですけれど︑後ろに壁が写っています

にもかかわらず︑これだけ温かい︒すばらしいと思いますね︒

緻 な 作 品 な の で す よ︒ 細 か い と こ ろ ま で き ち っ と 写 っ て い る ︒

子供の足の産毛が見えるんですね︒そういう意味では非常に精

か︑彼は︒
︽小便をする子供︾などはプリントでよく見ますと︑

おしっこの前の少年の下半身のように見えます︒ロサ ・カサノ

ね︒だからこれは︑家の中の内庭とかそういうところ︒

ウェストンの︽洗面台と洗面器︾と︑アルバレス ・ブラ

バさんが︑アルバレス ・ブラボの小便小僧の﹁元ネタ﹂ではな

塚田

塚田

いかと教えて下さったものですが︑ずいぶん冷たいエロティシ

の子︑息子さんだそうですから︒
野谷

ていうのは彼らしい︒

野谷 息子さんがいるんですね︒でも背景に壁を持ってくるっ

ああ︑そうですね︑内庭︒そんなところでしょうね︒こ

ズムがあります︒
オリジナルらしきウェストンの写真と異なり︑アルバレス ・ブ

塚田 よく考えたら︑背景が何にもない写真のほうが少ないか

発想がどこかデュシャンの︽泉︾を思わせますね︒その
ラボの写真には人間の有機性や体温が感じられます︒しかもそ

もしれません︒

塚田 そういう意味で︑徹底して抽象化しないというのでしょ

野谷 そうですね︑確かに何かしら写っていますね︒

れがパロディにもなっている︒
普通ならまず生身があり︑パロディとして金属の人間が作ら
れる︒関係が逆ですね︒
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うか︒バックが真っ白で抜けちゃうと︑どうしても抽象的な構

塚田 そうです︑ソカロのすぐ裏に住んでいたり︑あとは︑ど

野谷 最初︑ソカロの後ろとかにいましたよね︒

こにあるか私にはわからないですけれども︑サンラファエルと

成になってしまいますから︒そこが違いますよね︒
これは明らかに抽象的な習作として撮ったものなのでしょう

いう通りに住んでいたり︒

ああ︑サンラファエルね︑知っている︒

が︑隅に写り込んだ壁が雄弁なんですよね︒

野谷

ほんとに壁ですよね︒しかもこの壁によってヨーロッパ

野谷

そうですか︑ちょっと街中なのでしょうね︒やや引きで

撮られた五〇年代の街の写真などは︑そのサンラファエルに住

塚田

あ︑なるほど︒それはあるかもしれないですね︒

じゃないっていうことがわかるし︒
塚田

んでいたころに窓からぱちっと撮ったようなものも多いんです︒

てた︒人生の最後の家にするぞ︑という気持ちだったのではな

す︒当時はまだかなり田舎だったらしいですが︑新しい家を建

そこから六〇年代に市南部のコヨアカンに移動して︑この家で

その風土をね︑示しているような︒

メキシコという風土と作家旧宅

野谷

５

いでしょうか︒今回出品した︽ショロトル︾は︑その新居の居

有名ではないけれど︑遊び心のあるアルバレス ・ブラボらしい

間から撮られた一枚です︒窓の外から飼い犬のショロトルが覗

塚田さんは今回のために︑メキシコにいらっしゃってい
そうですね︒お陰様で二回も行かせていただきました︒

作品です︒

野谷
塚田

二回とも︑アルバレス・ブラボの家に行かれたんですか︒

野谷 回顧展の図録の表紙に使われている写真ですね︒

いている︒窓の内側では犬の土器がやはりこちらを見ている︒

野谷

そうなんです︒アーカイブで作品や資料を調査する︑と

ますね︒二回も出張されたと︒

塚田

ごろごろしている土地で︑それを活かしてお家を作ったという

塚田 そうなんです︒このあたりはペドレガルという︑溶岩が

ことでした︒開放的ではあるのですが︑ある種非常に荘厳な感

であるとは思わなかったんですね︒アウレリアさんが迎えに来
てくださって︑連れて行かれた家の玄関を開けていただいたと

じがする︑洞窟の中の修道院みたいな風情もあるお家なんです︒

いうことで行ったのですが︑そのアーカイブがまさか作家の家

き︑﹁えっ︑もしやこれはマエストロの家ではないのか﹂と仰

野谷

野谷

塚田

野谷

塚田

野谷

それまでは︑もっとセントロの方に住んでいたのです︒

そうなんですか︒

いいえ︑彼が六十歳のときに建てた家なんですよ︒

それは代々の家ですか︒

忘れられない一瞬でした︒

なるほど︒それはよかったですね︒

う︑ああいう場所ですよね︒

初売れなかったけど︑後には高級住宅街になっちゃったってい

て使い道がなかったところを開発して︑そこに家を作って︒最

野谷

塚田

要するに︑溶岩の大地みたいなところで︑本来土地とし

あ︑そうですね︒

はまさにそれ︑やりましたよね︒

それで思い出したんだけど︑建築家のルイス ・バラガン
天しました︒

塚田
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写真を試していますが︑それはうまくいかなくてやめてしまっ

そういえばルイス ・バラガンとアルバレス ・ブラボは同

塚田

せっかくカラーでも︑モノクロみたいな写真なんですよね︒そ

ています︒そして六〇年代にまたカラーに目を向けるのですが︑

野谷

こがおもしろいのですけれど︒色数が少ない︒

い年ですね︒一九〇二年の生まれです︒
を編集していて気がつきました︒何かが似ているような気がす

野谷 なるほど︒すごくシンプルな感じがあって︑それがむし

そうなんですよ︒
﹃メキシコの美の巨星たち﹄という本

るんですね︑あの二人はね︒

ろメタファーとか象徴に見える︒だから︑こちらを刺激したり︑

そうですね︒私もそれは思いました︒晩年になってから

塚田

あれこれ連想させたりするということですね︒自分で全部説明
塚田

の過ごし方とか︒モダニズムから出発していながら︑すごく典
あと植物や水との関係とかね︒

ても嫌いだったそうです︒そういう質問にうんざりして︑あな

みたいですね︒そこにアンダルシアのアラブ的建築の要素が加

いるわけですから︑そこの風景っていうのが原風景としてある

るということになりますからね︒

野谷

たらしいですよ︒

この写真にはどういう意味があるのかと訊かれるのがと

野谷
なるほど︑再び水ですね︒

たにとってはどうですかって︑訊き返すということがよくあっ

するのではなく︑開かれている︒

塚田

ルイス ・バラガンの場合は荘園︑アシエンダに生まれて

型的なモダニストでは全くないというあたりとか︒

野谷

わる︒彼はパッションピンクのような鮮やかな色を使いますが︑

塚田 それは嫌だということですね︒そんな撮り方はしていな

つまり作家がすでに物語を持っていて︑それに沿って見

それもアシエンダから始まってるみたいです︒

いと︒

ブーゲンビリアのピンクのイメージなんじゃないかとも

塚田

野谷

しかもそれでは矛盾を孕めなくなる︒あるひとつの筋道

言われていますね︒メキシコのは実に鮮やかです︒

を一人の人間がすることだってありますからね︒その可能性を

しかなくなっちゃって︒前に言ったように︑全く矛盾した見方

ピンクの滝のようなブーゲンビリアですね︒あとジャカ

なくして︑閉ざしてしまうことを嫌ったんじゃないでしょうか︒

野谷

そうですね︒

塚田

ランダの花の薄紫とか︒
塚田

ただ彼︑このアルバレス ・ブラボに限っては︑外で撮っ

たモノクロの写真が圧倒的に多い気がしますけれど︑晩年には

する状態も撮っているし︑そういうものを全部受け入れるとい

いましたけど︑彼はいろんな階層の人を撮ったし︑いわば矛盾

そうですね︒野谷先生もテキストの最後で書いてくださ

野谷

カラーも撮ってるんですか︒

うことが︑この人にとって生きていくということだったと︒カ

野谷 要するに︑他者をどれだけ受け入れるかっていうことで

撮っています︒特に六〇年代にやった個展ではカラーを
カラー写真もあるんですね︒

すね︒その前に︑まず他者に対して開かれてなければいけな

塚田
野谷

はい︑写真の可能性を試すこと自体にとても意欲的で︒

ルロス ・フエンテスを引用されています︒
塚田

い︒その︑他者の可能性と︑それから今度は︑自分の可能性︑

随分出しているんですよ︒

ずっと若いときにも︑出始めたばかりの︑技術の難しいカラー
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すごく豊かにしてるなって思いますね︒しかもその他者も︑あ

それを組み合わせると見方が倍になる︒それがこの人の写真を
野谷

いって言ったの﹂というふうにさらっとおっしゃられて︒

訊いたんです︒﹁いや︑これはね︒うちのお父さん︑これもい

なかったんですけど︒何というか︑いろいろなものを同じよう

どういう被写体が一番多いですかと聞かれて︑うまく答えられ

けど︑その良さというのがある気がします︒先ほどご質問で︑

塚田

懐が深いとも言えますね︒

て捉えるのではなく︑多面的なものとして捉えるわけですから︑

野谷 想像するしかない︒それに現実をただひとつのものとし

どっちが正解だか︑何が正しいのかわからない︒

塚田 それはほんとうに間違いとして︑ですよね︒そうすると

スで逆になっている場合がありますからね︒

メキシコでは︑有名作家の本でも︑表紙の写真が印刷ミ

る特定の他者だけが対象ではない︒

におもしろがって撮っていて︑その少々散らかった感じという

それは︑ある意味でまとまりがつかなくなる方向性です

のも︑実は豊かさの源でもあるかもしれないと思います︒自分

塚田 想像に任せる︒大らかなあり方ですね︒

野谷 人間的といえば︑人間的ですよね︒日本だったら大騒ぎ

でまとまる気がなかった︑とでも言うのでしょうか︒
野谷

になるところですが︒

たぶん自分で撮って︑どういう思いで撮るのかわかりま

せんけど︑撮ったあと︑現像して出てきたものを見たときに︑

写真家の庭

ほんとにそうですよね︒

塚田

６

また違う自分なりの印象があると思うんですね︒狙ったとおり︑
どういう狙いかそれもわかりませんが︑必ずしも狙ったとおり
いくわけじゃないし︑偶然性に左右されるという部分もある︒
それを全部活かすというか︑その方向を目指したんじゃないか
なあ︒

が植わっていましたか？

野谷

野谷

はい︒ 裏焼き写 真 は三〇年 代の︽眼 の寓 話︾ が有 名で

それを失敗とせずに活かして︑逆に想像させる︒

れはまだあるんです︒今日のレクチャーでお見せしたのは去年

塚田

さっきのコショウボクですか︑あれ

それでそのアルバレス ・ブラボの庭ですが︑どんな植物

塚田

確かにこの人は︑偶然をよく受け入れる人だったのだろ

うと思いますね︒写真が裏焼きで出てきちゃって︑それがおも

塚田

の一月︑最初に伺ったときの写真です︒堂々とした太い枝が

はあるのかな？

すが︑実は他にも裏焼きがあるんですよ︒今回も出している︑

あったんですけど︑それが重たくなりすぎたそうで︑二回目に

しろいからそれでいこうとか︒

︽壁に手︾というひっそりとした作品がそうです︒今回のは表

行ったときは︑切り落とされてしまっていたのですよ︒痛々し
野谷

別のカタログで見たときに︑裏焼きが載っていたから︑

裏焼きも作品なんですか︒

くて︑とてもショッキングだったんですけども︑何と言ったら

コショウボク︑スペイン語ですとピルーの木ですね︒そ

焼きですけれど︑これ︑裏焼きもオーケーなのだそうです︒
塚田

いいのか ･･････
植物がある場所というのは︑そういう変化をも
含めてかたちづくられていく︑とも思いました︒写真家が生き
出版社が間違えたんじゃないかと思って︑アウレリアさんに
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ているときには︑まず︑葦がぼうぼうに生えていました︒そし
てそれをバックに︑例えば︑先ほどお話したヌードのシリーズ
庭にしては手入れがされていなくて︑やけに草が生い

や︑オクタビオ ・パスのポートレートなども撮影されました︒
野谷
茂っているなと思ったんですが︑アルバレス ・ブラボの家の庭
そうなんです︒あとはそのコショウボクが豊かな木陰を

でしたか︒
塚田

つくっていました︒二階のバルコニーのところにも枝がかかっ
ていて︑そのバルコニーに立っているパスのポートレートもあ

何が植わっているかと言ったら︑今もこういうボサボサ

まさにワイルドですね︒自然をそのまま取り込んだみた

るんですけれどもね︒こういった具合に相当ワイルドなんです
よ︒
野谷
いだ︒
塚田

した草があるとしか言いようがない状態でして︒あと︑樹木と
してはイチジクの木がありましたね︒そしてそのコショウボク︑

《オクタビオ ・ パス》1978年 ©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

《自写像》1980年 ©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

イチジクがとてもいい木陰を作り︑風が通っている︒あとは︑
今名前の挙がったパスの詩にも︑イチジクの木がよく出

ぼうぼう雑草が生えている︒そんな風情でしたね︒
野谷

そうでしたね︒先日のトークでご紹介いただいたものも

てきます︒
塚田

彼の原風景の一部みたいで︑おそらく彼の祖父の家の庭

そうでした︒
野谷

なのでしょう︒アルバレス ・ブラボは六〇年代にもうこんなと
そうです︒たぶん六二年からだと思います︒ここまでぼ

ころに住んでいたんですね︒
塚田

うぼうというのもめずらしいのではないかと思うのですが︑刈
ろうとすると彼は猛然と抗議したといいます︒
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ンバン切ってしまったり︑下手すると植え替えちゃったりする

うに刈り込まれてしまう︒せっかくこんもりしたなと思うとバ

を越えてアメリカに入ると︑街路樹がそれこそ ＧＩカットのよ

野谷

塚田 ええ︑たった一回だけ咲いて︑枯れてしまう︒でも︑そ

野谷 じゃ︑竹と同じですね︒

リアさんはエッセイで書かれています︒

塚田 そのようですよ︒たった一回だけ花が咲いたと︑アウレ

野谷 花を咲かせて死んだのかな︒

でもメキシコは街路樹の枝下ろしをしないですね︒国境

んですね︒そこは違うなあとつくづく思います︒

の枯れそうになって干からびた幹の脇にもう新芽が出ていたそ

循環しているんですね︒

なるほど︒植物に対するスタンスが︑そもそも違うとい

その循環を撮っていたようですね︒

塚田

野谷

うで︑命はそれで繰り返すと︒
塚田

うことでしょうか︒
野谷

でもその︑時間とか循環的なことを撮るというのは︑ビ

違いますね︒どこかアニミズム的ですらあります︒植物

の捉え方が違う気がしますね︒この窓辺のゼラニウムだって伸

野谷

クトル ・エリセが﹁マルメロの陽光﹂でやったことですね︒ア

びっぱなしですね︒
塚田

ントニオ・ロペスが庭のマルメロの木と実をキャンバスに描く︒

そうですね︑この︽自写像︾
︑写真家が顔を覗かせてい

るのは寝室の窓かと思いますが︑ゼラニウムや蔦が茂っていま

塚田

その過程をずっとカメラで追い続ける︒

野谷

なっているような静かな映画でしたね︒

すね︒生えるがままになっている風情ですよね︒
ちゃう︒根が食い込んじゃって︒でもブーゲンビリアにしろル

野谷

それと同時に︑対象はやっぱり植物なんですね︒動物で

そうでしたね︒あれは本当に時間そのものがテーマに

リマツリにしろ刈り込まないので︑絨毯みたいに壁から垂れ下

はああはできませんから︒

蔦なんか下手に這わせると危ない︑壁をぼろぼろにし

がっていますからね︒

なるほど︒植物というのは︑促成栽培みたいなことは別

として︑育つための時間が変えられないという良さがあります

塚田
ね︒

一年あるいはそれ以上に長いサイクルがありますから︒

あとはバナナの木ですね︒アウレリアさんがカタログの

ぐ外に︑誰かがバナナの木を植えたらしいんですね︒それが成

野谷

そして必ずよみがえってきます︒

エッセイで書いてくださっていますが︑リビングのちょうどす
長して枯れていくまでを日々撮っていた︒今回バナナの木の肌

塚田

塚田

のクローズアップ写真を二点出していますが︑それも実はシ

でもバナナはそうとう長くかかったんだろうな︒どのく

塚田 どのくらいかかったんでしょう︒枯れていったわけです

野谷
このバナナは実が生るやつですか？

からね︒十年くらいかけてなんでしょうか︒

リーズものだったことがわかったんです︒カタログ印刷の直前
野谷

どうでしょう︑実は生ったのかなあ︒きれいなお花が咲

らいかかったのかな︒
塚田

野谷 彼の家に書斎はありますか？

だったので︑情報として盛り込むことはできなかったのですが︒

いたってアウレリアさんは言っていましたけど︒花が生き生き

塚田 書斎といいますか︒

芭蕉じゃなく︒

と開き︑葉を茂らせ︑そして枯れて死んでいくまで︒
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集が積んであったりしましたね︒お庭も︑決して広くはないん

それから︑離れみたいな小さな小屋があって︑そこにも若干画

が︑ここでは寝る前によく本を読んでいたということですね︒

けですね︒寝室はちらっとしか覗かせていただきませんでした

そこに大きなステレオがあり︑そしてレコードが並んでいるわ

塚田

野谷
はい︑日のよく当たる︑庭に面したリビングがあって︒

レコードがあるとおっしゃった気がしますが︒

リアルだかわからないみたいな︒

からこの人の写真がポエティックだっていうのは︑そういうと

そのゆらぎみたいなもの自体が詩の対象になるわけですね︒だ

りますが︑詩は説明じゃないから︒どっちかわからないという︑

文というのはある種︑合理的な説明になってしまうところがあ

写真で表現しましたが︑文学で言うと詩がやることですね︒散

野谷 そうそう︑どっちが影かわからないっていう感じを彼は

とリアルで生々しいんです︑実体である枝や葉よりも︒

それにモノクロだからこそそういう遊びができる︒とこ

ころにあるんだろうと思うんです︒今おっしゃった︑どっちが
塚田

です︒ただ︑とても静かです︒コヨアカン自体が静かな地区で
あそこはフリーダ ・カーロの︿青い家﹀があったりして

すが︑それにもまして濃密な静けさがある庭でした︒
野谷

ろで︑これはそんなに語られてはいないことですが︑彼はどう

やらユダヤ系らしいんです︒だから︑その何か実体の後ろに象

静かな地区ですね︒
ミゲル ・アンヘル ・デ ・ケベードという大きな通りから︑

塚田

徴を見ていくっていうのはひょっとしたら︑ある種のユダヤ的

ただ︑ボルヘスみたいにユダヤ教とかカバラに凝るよう

車がすれ違えないくらい細くてくねくねした路地に入っていく

塚田

そ うなん で す︒ 私 に と っ て 写真 と は 見 る 技 法 で す︑ と

バレス ・ブラボはやっぱり目の人ですからね︒

なことはないようですね︒まあ︑ボルヘスは言葉の人で︑アル

野谷

な感性というのも関係しているのかなとちょっと思いました︒

これはですね︑台所のドアを開け放してある状態なんで

どう見るんだろう？

そういうところを選んだのでしょうね︒これはガラス窓

と︑奥にお宅があるんです︒
野谷
かな？
塚田

不思議な写真ですね︒

す︒そこのガラス窓に木が写りこんでいて︒
野谷

本当に︒三〇年代の︽眼の寓話︾からしてそうですけれ

©Archivo Manuel Álvarez Bravo, S.C.

塚田

シリーズ〈内なる庭〉より 1995-97年

ど︑こういうガラスの反射みたいな写りこみというのがこの作
ここにもある種の二重性というか︑多重性があるわけで︑

家はすごく好きなんです︒
野谷

それから︑今回の展覧会の最後に展示したこの作品︑
︿内

どの時期にも見られるこの人の特徴ですね︒
塚田

なる庭﹀という最晩年のシリーズの一点ですが︑これ︑コショ
ウボクの枝がひゅるひゅると上から垂れていて︑バックはその
枝と他の木の葉っぱの影が映った壁なんですが︑影の方がずっ
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語っていますし︒

ど︑写真は撮れませんからね︒

パラドックスを試みていたというか︑パラドックス自体

野谷

最後にそう書いていますね︒それが結びの言葉です︒だ

野谷
塚田

を写真にしてしまう︒

おっしゃるとおり︑象徴的な作品ですね︒

それをやっていました︒

からこの写真にも見る技法というタイトルをつけてもいい︒
塚田
要するに︑問題は目なんですね︒そこから見る︑見られ

それ自体を写真に出来ているところが不思議です︒一生

野谷

野谷

うね︒アルバレス ・ブラボの仕事からすると︑まだほんの一端

それが多重性を生むわけで︑この人の最大の特徴でしょ

るといった︑いろんな関係性が出てきます︒
塚田

ありますが︑今回はこのあたりで終わりたいと思います︒今日

に触れたにすぎない気がします︒お話したいことはまだ山ほど

ええ︒目があっても︑目が見えないということも含めて

ですよね︒アウレリアさんが教えてくださったんですが︑アル

はどうもありがとうございました︒

ふみあき︶

世田谷美術館

みき︑のや

に続き︑静岡市美術館︵二〇一七年四月八日 ︱五月二八日︶で開催される︒

日 ︱八月二八日︶︑名古屋市美術館︵二〇一六年一〇月三日 ︱十二月一八日︶

︱

メキシコ︑静かなる光と影﹄

メキシコの幻想と光﹄岩波書店︑二〇一一年︒

クレヴィス︑二〇一六年︒

写真展公式図録﹃マヌエル ・アルバレス ・ブラボ

ス ・ブラボ写真集

︱

コレット ・アルバレス ・ウルバフテル︑他︵杉山悦子訳︶
﹃マヌエル ・アルバレ

ち﹄東京堂書店︑二〇一一年︶︒

港千尋﹁アルバレス ・ブラーボの写真﹂︵野谷文昭編著﹃メキシコの美の巨星た

資料

追記 マヌエル ・アルバレス ・ブラボ回顧展は︑世田谷美術館︵二〇一六年七月二

二〇一六年八月二十七日

︵つかだ

バレス・ブラボには未発表写真がたくさんあって︑その中には︑
見えないということ自体をテーマにしたものもあるんだそうで
す︒盲人をテーマにしたものを撮ったり︒だから︑見えるとい
うことの裏には︑いつも見えないということがあるんだという
つまりこちら側から見えているのは半分でしかないとい

ことを意識していたんだなと改めて思いましたね︒
野谷

う意識ですね︒いつもこっち側から見ているだけで向こう側は
見ていない︒光を当てるにしてもこちら側だけ︒でも︑月が半
分見えているのは︑日光が当たっているからであって︑当たっ
ていないところは暗い︒それでも︑存在することはわかります︒
ああいう関係ですね︒人や植物を見るときにも︑そういう目が
そうでしょうね︒自分は見えていない︑半分は見えてい

自動的に作動するんでしょうね︒
塚田

ないっていう意識をずっと持っていたんでしょうね︒それが謙
虚さとしても当然表れるでしょうし︑謎みたいな形で画面に滲
見えないものが見えるというのは矛盾していますが︑意

み出てくるんだと思います︒
野谷

考えるとすごい難題ですね︒写真は見えるものしか写ら

識はできる︒それをいかに写真に反映させるかということです︒
塚田

ないんですから︒絵だったら︑いくらでも描いたりできますけ
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