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『ベイルート中心街』に写された都市の記憶

　1975年春から 1990年まで続いたレバノン内戦
は、ベイルートを中心とした都市を無残に崩壊させ
た。レバノン内戦は国内の宗派間の争いが原因であ
るが、間接的に大きな引き金となったのはイスラエ
ルによるパレスチナへの攻撃であったと言われてい
る。戦争によって難民となったパレスチナ人を受け
入れようとするイスラーム教徒とその動きに反対す
るキリスト教徒の考えが、それ以前から経済発展と
人口増加によって危うくなっていた宗派間のバラン
スを突き崩し内戦へと発展したのだ⑴。その結果、
ベイルートの中心部の大部分は数週間で破壊され、
避難により多数の住民が国外へと離散することと
なった⑵。300ヘクタールほどある市内の中心部ベ
イルート中心街は、オスマン統治下後期からフラン
ス委任統治下の前半期に建築されたもので、中心に
殉教者広場があり「首都の真の十字路」と呼ばれ親
しまれていた場所であった。旧市街は、中世の時代
に遡る古いモスクや協会を保存しながらも、その装

いが近代的なものになったのは終戦からたった 50
年ほど前であるという新しい街でもあった。そこが
経済の中心地となって、毎日 10万人近くの人が行
き交い、様々なレバノン人コミュニティーが集い共
存する場所となっていた。そして、内戦時に全ての
軍の最初のターゲットとなったのが中心街であった
のだ⑶。
　15年続いた内戦が終結を迎えたのは 1990年のこ
とである。終戦から 2年後の 1992年、日常が回復
されつつあった中心街では全く新しい街路を造る都
市計画が実行に移されることとなった。一見都市は
力を取り戻し復興の道を邁進しているようにも思わ
れたが、都市計画は一方で多くの住民からの抵抗に
あう。なぜなら新しい計画のなかには、国外に亡命
したかつての住人たちの場所は必ずしも確保されて
いなかった。彼らはかつて住んでいた場所の権利を
主張したが、そこはすでに廃墟になっており、15
年も前の彼らにとっての都市の記憶が、新しい都市
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計画に組み込まれることはなかった⑷。内戦からの
復興を掲げ首相に当選したラフィーク・ハリーリに
よって進められた都市計画は一刻も早い復興を目的
にし、国内外に迅速な回復をアピールすることを重
要視した。ハリーリはサウジアラビアの建築業界に
おける実業家としての実績が買われて首相に就任し
た人物である⑸。首相に当選するとすぐに、ベイ
ルート復興のための会社であるソリデール社（Soli-
dere: Société libanaise pour le développement et la 
reconstruction de Beyrouth, The Lebanese Company 
for the Development and Reconstraction of Beirut.）
を立ち上げた⑹。ソリデール社によって、新しい街
は見る間に再編されることになった。ハリーリの政
策では、ベイルートは首都として観光産業向けに開
発される必要があるとされていたため、対外的に歓
迎される街づくりが優先される。言い換えれば、古
代におけるローマ帝国の影響や、植民地政策下時代
に作られたパリの雰囲気、そしてオリエントの面影
も残す魅惑的な街の雰囲気といった、本来都市が長
い時間と生成を経て獲得したはずのものを、早急に
作り出すことが目指された。このような政策の綻び
は、建前では戦前の状態に街を回復させると宣言し
ながらも、アラブ式スークであった場所にアメリカ
型のショッピングモールを再建するなど、実態が伴
わない復興として現れ出したことが報告されてい
る⑺。迅速な復興とそのアピールを重要視したため
に、かつてそこに住んでいた人々の生活や記憶の痕
跡を消し去ってしまう復興計画が急ピッチで進めら
れたのだ。ハリーリの都市計画によって内戦のあっ
た 15年間はまるでなかったことのように取り繕わ
れ、パラレルワールドのような都市が出来上がっ
た。先行研究においては、ハリーリの政策は「内戦」
を地震や津波火事など降りかかって来た天災のよう
に扱っており、経済が唯一の指標となった政策にお
いては商品になりえない内戦は痕跡を消され、ベイ
ルートの都市は永遠のノスタルジーの中に押し込め
られたとして批判されている⑻。こうしてベイルー
トの都市の記憶の断絶は生まれた。レバノンは
1941年に成立した歴史の浅い国であり、オイル経
済によって経済発展を果たした新興国である。それ
にも関わらず、多くの人々が急速な復興に批判的で
あり、内戦以前にあったはずの場所の記憶にこだわ
るのは、都市がいかに人々の生活や人生と結びつい
た重要な空間であったかを示している。レバノン内

戦を体験した人の言葉によれば「レバノンで戦争が
終わったとき、それはまるでなかったことのよう
だった⑼」と感じたという。ベイルートに戻ること
がやっとできた時彼らは、観光客にでもなったかの
ような気分で自分たちの街を眺めることになった。
内戦間の歴史は欠落していて、それはまるで「ある
歴史的時代全てがまるで起こらなかったことのよう
で、レバノンはタイムマシンに乗って、20年後に
ワープしたのか、20年前に遡ってしまったかのよ
うだった⑽」と証言されている。ハリーリはレバノ
ンを内戦から立ち直らせることを早急の課題と考え
ていたが、「急速さ」を追い求めることによって内
戦以前に人々が営んでいた生活を軽視してしまう政
策は、批判者を産むことにもなったのだ。

『ベイルート中心街』

　レバノン内戦は、ハリーリによる歴史を顧みない
政策と宗派間での意見の対立によって何が起こった
のかを正確に記録し伝えるのは困難であると考えら
れてきた⑾。そんな中、レバノン内戦が終結した一
年後の 1991年に内戦直後のベイルートを記録した
写真集が存在する。『ベイルート中心街』と題され
た写真集は、内戦が始まる以前の、「現在では永遠
に失われてしまいもはや記憶の中にだけ残る都市を
想起することは可能なのだろうか」このような問い
かけを観る者に与える写真集である。『ベイルート
中心街』は、レバノン出身の著述家であるドミニッ
ク・エッデ（Dominique Eddé, 1953～）によって企
画された⑿。エッデはパリを活動拠点として執筆を
行っていたが、その傍で写真集の出版社を作り、そ
の出版社での最初の企画が『ベイルート中心街』で
あったのだ。企画を実現させるための事務的な作業
や、パリのギャラリーで行われた『ベイルート中心
街』の展覧会の企画に加え、エッデは写真集の序文
と解説を記しており、この写真集はエッデによって
作られたといえる。エッデは内戦が起こる以前のベ
イルートで過ごした記憶を持つ者の一人として、祖
国の「急速」な復興に危機感を感じることを写真集
の解説に記し、復興が見据えた未来には関心を示さ
ず、過去の記憶を形に留めることにこだわって写真
集の企画を進めた。写真集の「序文」にはこの企画
の目的が書かれているが、そこには次のように宣言
されている。「もうもとどおりには戻らない運命に
ある破壊された市街の記憶を保存することにある。
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しかし、場所や出来事の目録を作成するのではなく
て、それとは反対に砕け散った現実や必然的に取り
返し不能な現実に向けられている⒀」。つまり、実
証的に歴史を解明することや、実存するものの記録
を残すことではなく、もうすでに実際には失われて
しまったものの「記憶」を保存しようとするのがこ
のプロジェクトであることが謳われている。さら
に、序文は以下の文章で結ばれる。「もしも、これ
らの写真が戦火の中にいる人全てに問いかけること
ができていたなら、内戦は崩壊とは異なった道に導
かれていただろうと信じる」。この写真集に収めら
れた写真は、将来に向けられた復興の希望ではな
く、存在しなくなってしまった過去の都市とその中
に置き去りにされた記憶と向き合おうとしているの
だ。それらを現在に留めようとするのがこのプロ
ジェクトであると言えるだろう。つまり、戦後すぐ
の街の様子を写真におさめながら、実の目的はその
様子の記録にあるのではなく、内戦が起こる以前の
人々の都市の記憶をとどめようとすることなのだ。
このような姿勢は、戦火の後の街を写していながら
一般的な報道写真とは異なったイメージの写真とし
て具現化されている。報道写真は、両対戦間に隆盛
しその大きな特徴は、小型カメラによって可能と
なった瞬間撮影と、グラフ雑誌によって叶えられた
速報性にある。しかし、このプロジェクトに参加し
た写真家たちによって撮影された写真はいずれもこ
の特徴に当てはまることがない。いわゆる戦争写真
の手法というよりも、参加した個々の作家の意思に
よる芸術的あるいは実験的なスタイルで撮影された
写真は、声高に何かを訴えるわけではないが、見る
ものに強い印象を残す都市の記録になっている。写
真集に納められた写真には、生々しい砲弾の跡や崩
壊した建造物が多く写り込んでいる。しかし内戦の
直接的記録に留まらずに、永遠に失われてしまった
「記憶の中の都市」を想起させようとする写真とは
一体どのようなものでありえるのだろうか。
　この目的のために、一人の個性的な見方にこだわ
るのではなく複数人のアーティストによる視点を比
較することを選択したとエッデは述べる。このよう
にして 6人の異なる背景と感受性を持った著名な
写真家たちが、1991年の 11月から 12月にかけて
ベイルートに集められた。6人の写真家を簡単に紹
介すると、建築写真を専門とするガブリエル・バジ
リコ（Gabriele Basilico, 1944～）、パリ出身のレバ

ノン人写真家で建築写真を多く撮るフワド・エル
クーリー（Fouad Elkoury, 1952～）フォトジャー
ナリストの集団であるマグナムに所属する三名、レ
イモン・ドゥパルドン（Raymond Depardon, 1942
～）、ルネ・ブリ（Runé Burri, 1933-2014）、ジョセ
フ・クーデルカ（Josef Koudelka, 1938～）、そして、
「アメリカ人」を出版したことにより後の写真家た
ちに大きな影響を与えたロバート・フランク（Rob-
ert Frank, 1924～）である。彼らの最大の共通点と
してあげられるのは、芸術としての写真とフォト
ジャーナリズムを横断するような仕事が多く見受け
られることであろう。必然的に取り返し不可能な過
去に向けられた、もと通りには戻らない市街の記憶
を留めるための写真を作りたいと考えた時、このよ
うな写真家が選ばれた。とはいえ、6人は写真表現
においてそれぞれ個性的な展開を見せる写真家たち
であり、普段交わることのない 6人の表現が交わり
合うことによって起こりうる科学反応のような新し
い可能性にも期待がかけられていたはずである。つ
まり『ベイルート中心街』は、内戦直後の都市を記
録することによって、それ以前の失われたと考えれ
られてきた空白の 20年間と向き合おうとする試み
であった。
　内戦を未だ清算されていない過去であり現実であ
るとする考えは、エッデに特有のものではなく、特
に国外に亡命した幅広い分野の表現者─文学や映
画、演劇、美術─たちに共有されている危機意識で
ある。美術の分野で例に挙げられるのは、2006年
にオックスフォード現代美術館で開催された、レバ
ノン人アーティストのグループ展「Out of Beirut」
展や、レバノン人アーティスト、ワリード・ラード
のシリーズ作品「アトラス・グループ」である⒁。
これらのアーティストはいずれもレバノン内戦を
テーマとして扱っているが、作品の特徴としてアー
カイヴ資料や写真を用いて作品を制作することに
よって、現実と表象の間、フィクションとドキュメ
ンタリーの間を横断する表現を実現していることが
共通すると指摘されている⒂。このような文脈を鑑
みれば、写真集『ベイルート中心街』は、実証的な
調査ではなく、芸術表現を用いることによってレバ
ノン内戦を扱った最も早い例のひとつとしてあげる
ことができる。また、企画が始まったのが内戦直後
の 1991年であり、メディアとして写真が使われて
いるため内戦が起こる以前の都市の記憶の断片を写
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し込み、一年と少しの間だけ存在した内戦によって
崩壊した都市の風景をおさめているという二重の意
味で、現在では失われてしまった存在を「記録」に
とどめてもいることは、他の作品と比較して大きな
特徴と言える。しかし、企画者であるエッデがこの
企画は「砕け散った現実や必然的に取り返し不能な
現実に向けられている」と述べるように、写真は単
なる当時の記録に留まらず、いかに内戦以前の都市
の記憶を想起することができるかに主眼が置かれて
いる。本稿は、近年盛んになりつつある芸術による
レバノン内戦の表象の最も初期の例の一つとして考
えられる写真集『ベイルート中心街』を取り上げ、
写真によって都市の記憶はどのように存続され、過
去の都市は写真を通してどのように想起されえるの
かを考察するものである。港千尋は著書『記憶「創
造」と「想起」の力』で忘却されゆく都市の記憶に
ついて語る時この写真集に触れている。サラエボに
おいてなされた都市の記憶への攻撃との類似性を指
摘し、都市には記憶が棲むための場所が必要だと述
べる⒃。エッデと集められた写真家たちがとった忘
却されゆく都市の記憶との対峙の方法は、「カタス
トロフとその記憶の継承の困難さ」という現代の私
たちが抱える普遍的問題に通じるテーマなのだ。本
稿では、参加作家の中でもとくに特徴的な表現方法
を用いているロバート・フランクとジョセフ・クー
デルカの写真を取り上げる。両者はそれぞれの表現
によって、廃墟と化した都市を記録に残したがその
表現方法は好対照をなしているように思われる。同
じ写真というメディアを使用しながら、全く異なっ
た表現によって消えさろうとする街と対峙した二人
の作品を比較することによって、過去の記憶を想起
させる写真の多様な可能性を明らかにしたい。

断片をつなぎ合わせる─ロバート・フランク

　フランクが参加した経緯については詳細な記録
が、エッデによるエッセイにおいて綴られている。
エッデは断られることを覚悟でフランクに手紙で依
頼の趣旨を伝えたという。すると返ってきた返事
は、非常に簡潔なものであった。
「ベイルートの企画はよさそうだ。
糸口さえつかめれば、だいたいはうまくいくと
思う。
ぜひ、やりましょう。
ロバート・フランク⒄」

という短い手紙が彼女の元に届いた⒅。
　フランクは 1991年 11月 17日にベイルート空港
に到着し、13日間滞在した。まず向かったのが市
街の中心にある殉教者広場であった。そこでは「巡
礼から帰って来た人」を意味するハッジと呼ばれる
などアラブ文化特有の歓迎を受けた⒆。その一方で
は、「ジョージ・ブッシュは偉大な人。彼はアメリ
カの大統領。マーガレット・サッチャーは素晴らし
い人。彼女は若いころ美しかった」と書かれたノー
トを得意げに見せようとする少女に遭遇してい
る⒇。それを見たフランクは、その政治家たちがそ
れほど偉大であったわけではないと少女に説明した
というが、ベイルートが西欧社会の大きな影響を受
けていることを感じた場面であっただろう。この記
録からは、内戦後のベイルートは未だ様々な矛盾を
抱え、一様では捉えきれない複雑さを内包した社会
であったことをフランクが体験したであろうことが
伺える。フランクは、西欧社会への憧れと、アラブ、
イスラーム地域独自の文化の入り乱れたベイルート
を観察した。そして、写真によってその街を表象す
る仕事にとりかかる。
　出来上がったものは写真と文章をあるいは写真と
写真を組み合わせることによるコラージュの表現で
あった。ベイルートで撮影されたフランクの写真
は、初めにフランクによる詩がプリントされたイ
メージから始まる【図 1】。

「廃墟の空間─砕かれた瓦礫、どこにも繋がっ
ていない階段
優美な柱─空虚な荘厳さ、昔は優雅であったも

【図 1】　ロバート・フランク《記憶の崩壊》1991年
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の
警察本部の瓦礫の上に小さなネガを見つけた
誰かの肖像写真
戦争は終わった　足は瓦礫の山の上だ
手は瓦礫を使って古い手遊びをする
雲が現れた　空が変わる
古きよき時代を覚えておくための絵葉書
映画館の影から見た瞬間
落書きされた壁　レバノン国旗が待っている
ベイルートにて、　1991年 11月 18日から 12
月 28日」

　この写真に続くページでは、詩に出てくる断片
が、写真に写っているという構成がとられている。

例えば、「瓦礫の上に小さなネガを見つけた　誰か
の肖像写真」【図 2】「手は瓦礫を使って古い手遊び
をする」【図 3】「どこにも繋がっていない階段」【図
4】「古きよき時代を覚えておくための絵葉書」【図
5】などだ。
　ページをくると、今度は言葉とイメージではなく
イメージ同士がコラージュされた写真が現れる。ネ
ガがハサミで切られ、ネガ同士がいびつにつなぎ合
わされて一枚の写真に仕立て上げられているのがわ

【図 2】　ロバート・フランク
《地面におちていたネガの焼付け》1991年

【図 4】　ロバート・フランク《階段》1991年

【図 3】　ロバート・フランク《手遊び》1991年

【図 5】　ロバート・フランク《サミ》1991年
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かる【図 6】。つなぎ合わされたネガはわざとずら
して重ねられているために、見るものは写真の物質
性を意識せざるを得ない。あえて整っていたイメー
ジを破壊するような行為によって、メディアの透明
性が壊されると同時にイメージの判読自体も困難に
されているのである。ベイルートは一枚の写真に
よってきれいに説明されるような街ではなく、コ
ラージュによるいびつなつなぎあわせとして表現さ
れた。フランクは、この作品の前進となったような
作品であるカナダ東部ノバ・スコシア州マブー21の
風景をパノラマ風のコラージュに仕上げた際に以下
のように発言している。「あのただ一つのイメージ
という奴につかまって立ち往生しないためなら、な
んでもするつもりだ。22」この言葉には、写真に求
められる単独のイメージへの限界を感じ、写真を破
くことや、プリントを焼き重ねることによって、そ
の不備を乗り越えようとするフランクの姿勢が現れ
ている。フランクが、ベイルートで経験した社会的
あるいは文化的いびつさは、写真の
透明性を破壊するコラージュによっ
て表されたのだ。
　その行為を踏まえて振り返れば、
最初につけられた詩は写真に写され
たものについて書かれているようで
いて、報道写真のキャプションのよ
うに写真の持つ意味を決定づけるこ
とや、写真の解釈を行っていない。
それよりも、この詩は最初から写真
に写っているものに、もう一度私た
ちの視線を誘導するような働きをし

ている。写真というメディアはそもそも痕跡として
被写体の存在を証拠付けながらも、情報としては文
字による説明を必要とするという特徴を持つが、フ
ランクによる詩はその欠落を補うことがないのだ。
イメージをあえて壊すような行為と、解釈を提示し
ない言葉によって、フランクは写真が説明的になる
のを拒む。「写真を続けるならば、おそらく私に出
きる唯一のやり方は書くことを伴うことだろう。つ
まり最も困難なことの一つ、言葉と写真を結びつけ
ることになるだろう25」という発言においてフラン
クは決定的瞬間写真神話から逃れるために、言葉を
使おうとしていたことを明確に述べている。ベイ
ルートにおいてフランクは、一枚で全てが物語られ
てしまうような写真ではなく、一枚の写真の中に複
数のイメージと言葉を組み合わせることによる表現
の可能性を探っていた。

『カム・アゲイン』

　さらに、この時に撮影されたポラロイド写真は
『ベイルート中心街』が作られてから長い年月が
経った後またフランクの手によってかたちを変えて
日の目を見ることになった。それらのポラロイド写
真は長らく自宅にしまいこまれていたが、14年後
の 2006年に取り出されて一冊のノートにコラー
ジュされることになった【図 7】。スケッチブック
風のノートには、ポラロイド写真が糊やセロハン
テープ、マスキングテープを用いてわざと粗雑につ
なぎあわされている。ノートには、糊やセロハン
テープの痕跡が乱雑に残されたままになっており
【図 8】、イメージのつなぎ合わせ方もわざと荒々し
くされていて、『ベイルート中心街』に提供された
イメージよりもさらに、乱暴な表現になっている。

【図 6】　ロバート・フランク
《バーブ・イドリス地区》1991年

【図 7】　ロバート・フランク『カム ･アゲイン』より
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中にはイメージ自体が汚れてしまっているものまで
存在する。写真をあえて壊して、切り分けて、調子
を狂わせ、そして再編されコラージュになるイメー
ジは、写真を扱うフランクの手つきの跡を印象付け
る。すでに現実には存在しない記憶のなかにのみ
残った曖昧で断片的な都市のイメージをつなぎあわ
せる作業が可視化されているのだ。
　このコラージュノートはのちに、『カムアゲイン』
というタイトルの写真集として出版される24。テー
プや糊の跡や汚れをそのまま残し、ポラロイド部分
にのみワニスをかけて光らせる触覚的な表現になっ
ていることからは、フランクが制作の過程を痕跡と
して残すことを重視していたことが伺える。人間の
記憶は個々の事柄の痕跡が保存されてできているの
ではなく、現在との関係においてつねに生成してい
るものであるという。それは一度入力されれば消え
ないような静的なイメージではなく、例えばプルー
ストの小説『失われた時を求めて』において、紅茶
に浸したプチ・マドレーヌの味によって、幼い日の
記憶が一気に蘇ったように、写真を切り刻み、また
つなぎ合わせることは、時が過ぎてゆき、いま過ぎ
ようとし、これからも過ぎるであろうこと、自分の
記憶がもはや曖昧であることを積極的に受け入れな
がら、それでも記憶を生成することを試みる行為な
のではないか。コラージュノートの表紙につけられ
た写真は、ベイルートの入り口に掲げられていたの

であろう「カムアゲイン」と書かれた看板を写した
ものになっている【図 9】。これは『ベイルート中
心街』においては用いられなかった写真である。住
民の多くが避難してしまいながら、それでもその場
で生活を営むことを続けた人も存在した 1991年の
ベイルートにおいて、「カムアゲイン」という言葉
は多くの含意を持って私たちに語りかける。
　『ベイルート中心街』において、写真のコラージュ
はその都市の持つ複雑さの表象として機能してい
た。『カムアゲイン』においては、さらに不連続で
断片的なメディアである写真のつなぎ目をより荒々
しくすることによって、過去を繋ぎとめようとする
フランクの行為を前景に表す表現としてコラージュ
が変化している。

崇高なフィクション─ジョセフ・クーデルカ

　一方で、フランクとは対照的に、パノラマカメラ
を用いることで壮大な風景を写したのがジョセフ・
クーデルカである25。クーデルカは、一貫してパノ
ラマカメラを用いて撮影を行なった。パノラマカメ
ラは、一般的なカメラに比べてフォーマットが横長
になっており、風景を写すのに適したカメラであ
る。クーデルカの写真に写された風景は、荘厳で
シームレスであり美しくもある。荒々しく、つぎは
ぎだらけのフランクの写真と対照的なイメージであ
ると言えるだろう。フランクが記憶の曖昧さや、記

【図 8】　ロバート・フランク『カム・アゲイン』より 【図 9】　ロバート・フランク『カム・アゲイン』表紙
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憶を再構築しようとする手つきの痕跡としてコラー
ジュを採用したのに対して、クーデルカはスペクタ
クルなイメージによってベイルートを表象すること
を選択した。パノラマカメラで切り取られた風景
は、現実の世界でありながら実存したとは信じがた
いような世界が広がっている。写真からは物語性が
喚起されるようで、まるで世界の終わりゆく姿をド
ラマチックに捉えたようなイメージに仕立て上げら
れている。例えば、《カフェ・ド・ラ・ペ（平和の
カフェ）》【図 10】では、画面の左半分には内戦に
よって荒廃した建物を写し出し、右半分では老人が
椅子に座って休憩する日常的な風景が切り取られて
いる。パノラマを活用して作られた左右に写る被写
体のコントラストによって画面に物語性が付与され
ているのだ。また《ダマスカス通りの墓地》【図
11】では、倒れた木々が写った左右に広がる画面の
真ん中に捉えられた銅像が目を引き、まるで何かを
訴えかけているかのようである。
　さらには、パノラマカメラではほとんど用いられ
ない構図である縦のパースペクティヴをとること
で、特異な姿をまとったイメージが作り出される。

《オレンジの荷車》【図 12】では、誰もいない廃墟
に転がる無数のオレンジという不可思議な風景が捉
えられており、《エトワール広場》【図 13】では、
砲弾によって多数の穴が空いたシャッターが夜空に
生まれ変わる。これらの写真は、写真によって風景
が異化され、一瞬を切り取って作られたイメージで
あるはずなのに、その都市の経験した長い時間を含
みもつような美的なイメージが出来上がっている。
このようなイメージが作り出された要因は、パノラ
マカメラによる演出にある。クーデルカはメディア
の変化によって写しだされるイメージも変化するこ
とに意識的なのだ。パノラマカメラは、写真が発明
された初期から存在するが、その当時から共通する
ことは、横長の俯瞰した構図によって、ピクチュア
レスクな美しい図が生み出されるということだ。普
段の私たちの視線とも、35mmフィルムを通して見
る世界とも異なるパノラマカメラの目によって風景
が異化されて写し出される。クーデルカはこのよう
な特殊なカメラによって風景を写すことに大きな関
心を抱いていた。

【図 10】　ジョセフ・クーデルカ《カフェ・ド・ラ・ペ（平和のカフェ）》1991年

【図 11】　ジョセフ・クーデルカ《ダマスカス通りの墓地》1991年
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荒廃した街を美しく撮るということ

　パノラマカメラによるシリーズはクーデルカに
とって最長のシリーズとなるほど多く撮影されベイ
ルート以外の場所でも多くの写真が残されている
が、パノラマカメラを用いる場所には、必ず決まっ
てある共通点がある。それは、破局の際にある風景
であるということだ。クーデルカが初めてパノラマ
カメラを体系的に用いたのは、1986年のことであっ
たが26、その当時から一貫して破壊されてしまった
土地を撮影している27。「現代の人間によって影響
が及ぼされた風景28」に興味があったと本人は語
る。「一つの世界が消え去ろうとしている。私は取
り残されたものを撮りたいと思っている。いつも私
は終わろうとしているもの、もうすぐなくなってし
まうものに惹かれてきたんだ29」というクーデルカ
の言葉には、なくなってしまうものへの関心がはっ
きりと示されている。写真集を編集したエッデは、
彼の写真について次のように述べている。
「彼が捉える一瞬は、世紀を包含している。（省
略）それはくすんだ空の下の劇場で、そこでは
人類は取るに足らない小さなものでありなが

ら、漠然とした神秘でもあり続けている30」
世紀を包含するイメージであり、劇場でもあるとい
うエッデの言葉は、クーデルカのパノラマ写真によ
るシリーズにたどり着くまでの経歴を、彷彿とさせ
る。クーデルカは、チェコスロヴァキアを離れる以
前の 1960年代にいくつかの劇場や月刊誌『劇場』
のために舞台の撮影をしていた31。クーデルカの個
展を開催した増田玲は、優れた演劇が虚構の時空の
中で人間存在あるいは世界について深い知見を開示
するように、クーデルカの演劇写真は個々の舞台の

【図 12】　ジョセフ・クーデルカ
《オレンジの荷車》1991年

【図 13】　ジョセフ・クーデルカ
《エトワール広場》1991年
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記録を越えてそれ自体が人間存在や世界の本質的な
ものを析出していると指摘する32。このような彼の
写真の特質は、実際に舞台を撮影した写真以降の、
パノラマシリーズ作品にもつながっているようなの
である。
　ベイルートの都市は、かつては様々な文化が混ざ
り合いながら人々が生活を営む場所であったが、内
戦によって都市は崩壊し多くの人々が国外に亡命し
中には命を落とした人も存在する。そのような場所
を写真に撮ろうとするとき、目の前にある世界の奥
に広がっているはずの都市が経てきた時間に生気を
与えるイメージを創造することは、クーデルカ独自
の方法ではあるが一方でリスクも生じる。なぜな
ら、クーデルカの写真を見た人々はそれを美しいと
感じるからだ。破壊された土地を「美しく」撮影す
る行為は、特にフォトジャーナリズムが隆盛して以
降、タブーとさえ考えられてきた。報道写真におい
ては、「絶対非演出」「トリミングの拒否」「構図の
重要性」が唱えられ写真の客観性が最も重要視され
てきた歴史がある33。報道写真の領域以外において
も、人の生命に関わる出来事を美しく表現すること
に倫理的抵抗を感じる人は少なくないはずだ。つま
り、クーデルカの写真が他の多くの写真家のものと
異なる点は、悲劇の場面を写す際にも写真が美的に
なることを恐れない姿勢によっている。では、どう
してクーデルカは一見写真家の倫理を外れるような
表現を選択したのか。その答えは、次のクーデルカ
の発言にあるように思える。
「ほとんどの人はこの荒れた風景をひどいもの
だと感じる。でも私はその風景がそれほどひど
いものだとは思わない。ひどいものとはその破
壊なのだ。破壊とは、何世紀にもわたって築か
れてきた北ボヘミアの風景が、もはや存在しな
いということを意味している。それは永遠に失
われてしまった。悲劇的だけど美しいと思うん
だ。恐ろしく美しい。この傷ついた風景の中で、
私は荒々しいむき出しの美を見出す。その強靭
さを。生き残ろうとする格闘を。破壊された後、
土地は少しずつ回復し始めている。自ら再生
し、新たな生命が生まれ始めている。草木が再
び育ち始め、小川や湖が出現し、カエルや白鳥
や鹿などの動物たちが戻ってきた。以前のよう
な状態にはもはや永遠に戻ることはないが、そ
れとは違うかたちで、時にたいへん興味深い形

で回復し始めているんだ34」
この言葉は、特にロレーヌ地方のパノラマ写真につ
いての言葉であるが、クーデルカによるパノラマ写
真一般にも当てはまる言葉であろう。つまり、クー
デルカは傷ついた風景の中に現れる「生き残ろうと
する格闘の美しさ」を、写真を通して見出そうとし
ているという。崩れ落ちていくものにノスタル
ジッックな美を感じるたけではなく、崩壊してし
まったものの中にある「生き残ろうとする格闘の美
しさ」を見出そうとする姿勢であるがゆえに、クー
デルカは写真が美的になるのを恐れることがないの
だ。クーデルカが、「終わろうとしているもの、も
うすぐなくなってしまうものに興味がある」と語る
時、彼の永遠には続かないものへのまなざしは、
クーデルカの祖国や彼自身の体験を思い起こさせ
る35。故国に帰郷することが叶わなくなってしまっ
てからは、定住先を持たず長年の間各国をさまよ
い、帰国がかなったのはベイルートを訪れた 1年前
の 1990年であった36。崩壊してしまったものに一
種共感するように心惹かれ、その無残な姿を記録に
残すのみでなくその中にこそ「荒々しいむき出しの
美」を見つけようとする姿勢は、クーデルカ自身が
祖国に帰ることができなくなってしまってから、
様々な場所を渡り歩きながら勢力的に写真を撮り続
けてきた姿と重なるのである。このようにしてクー
デルカは、その都市が経てきた歴史を都市の表層か
らすくい出し物語性による奥行きをイメージに付与
することによって内戦後のベイルートを記録に残し
た。その手法は、フランクのコラージュによって記
憶やイメージの曖昧さを強調しようとする行為とは
対照をなしている。フランクとクーデルカが、将来
都市計画によって痕跡が消されてしまう都市を写真
に残そうとしたとき、取りえた表現の方法が全く異
なっていることは、この写真集によって過去の記録
を残すための写真の可能性が試され広げられたこと
を示している。

『ベイルート中心街』で目指されたこと

　エッデはベイルートが長い年月をかけて獲得して
きた都市の記憶が早急に失われつつあると認識し、
『ベイルート中心街』を出版することを企画した。
その目的はもうなくなってしまったもの、記憶の中
にのみ存在する都市を、未来へ繋げようとすること
であった。エッデは写真集の最初に、シリア人の詩
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人アドニス（1930～）がレバノン内戦について書
いた詩「イメージと感覚」を掲載している。詩の中
には以下の一説がある。

「瞬間は時間の断片ではなく、空間の賽の目だ。
空間は土地のかけらではなく、歴史の賽が転が
る一枚の葉である。
ベイルート、記憶の奈落よ。お前の埃は風を
笑っている37。」

歴史は常に曖昧で偶然の巡り合わせが溢れていると
いう考えがアドニスの歴史観として提示されてい
る。また「記憶の奈落」という言葉からは、エッデ
と同じようにパリに移住した詩人のアドニスはエッ
デとレバノン内戦に対する思いを共有していたこと
をうかがわせる。実証的に歴史を裏付けることが不
可能である時、あるいは不十分に思われる際にエッ
デは、それぞれ独自の表現方法を開拓する作家によ
る写真によって記録を残すことを選んだ。『ベイ
ルート中心街』の企画において求められたのは、真
実の瞬間を切り取る写真のジャーナリスティックな
側面ではなく、もっと幅の広い可能性を含むメディ
アとして都市の記憶の保存に寄与しうる写真の力で
あったのだ。この写真集のために集められた写真に
は荒廃した街の様子や崩壊した建造物が多く写され
ている。オスマン帝国とフランスの影響下によって
形作られていったベイルートは、多くの人を魅了す
る美しい街であったはずだが、写真にはその街の微
かな面影が残るのみである。それ以上に、割れた窓
ガラスや、露出した鉄骨や砲弾の跡などの激しい戦
火の痕跡がまざまざと写真には写っている。それで
いて、写真自体はその美しさを不思議と保っている
のが、この写真集の大きな魅力であり、このような
表現は、過去の記憶の保存と想起にこだわって写真
集を作り上げようとしたエッデとそれに答えた写真
家たちによって生み出された。エッデは、ドキュメ
ンタリーと芸術写真の間を行き来するような作家を
複数選択することで、過去の歴史を一定に定めない
まま記憶を保存あるいは想起させるための写真をつ
くりだそうとした。それに対して、参加作家であっ
たロバート・フランクは、断片的なメディアである
写真をコラージュすることによって、イメージをあ
えて崩しその不完全さを強調する。そのことによっ
て、曖昧な記憶やその想起の作業を可視化させ、記

憶は行為によって生み出されるものであることを前
景化させた。一方でジョセフ・クーデルカはフラン
クとは対象的にパノラマカメラを用いることによっ
て、瞬間を切り取りながら、その土地が過ごしてき
た長い時間を写真に写しこませる。都市を演劇空間
のように扱うことによって観るものに写ってはいな
いはずの、写真が撮影された以前の都市の経験を想
像させる力が写真に与えられた。二人は全く異なる
方法をとりながら、両者ともに現実と表象の間、ド
キュメンタリーとフィクションの間を横断する表現
によって、都市の記憶と向き合うことを可能にし
た。この二人は、1991年以前にベイルートを訪れ
たことはなくその街がかつて華やかであった時代を
知らない。それでもなお、私たちは彼らの写真に
よって内戦以前の都市が一体どのようであり得たの
か、その写真から知ろうとすることができる。この
ような表現の中にこそ、私たちが二度と直接経験す
ることが必然的に不可能である過去を知りたいと望
む時、取り得る姿勢が示されているのではないだろ
うか。

注
⑴　黒木英充「レバノンの宗派体制と内戦」黒木英充編『シ
リア・レバノンを知るための 64章』明石書店、2013年
⑵　Eddé, Dominique, “Avant-props,” Beyrouth Centre Ville, 

Paris: Les Editions du Cyprès, 1992, p.3
⑶　Ibid., p.3
⑷　Ibid., p.n.d.
⑸　堀口松城『レバノンの歴史　フェニキア人の時代から
ハリーリ暗殺まで』231頁
⑹　同、233頁
⑺　Haugbolle, Sune, War and Memory in Lebanon, New York: 

Cambridge University Press, 2010, p.93
⑻　Ibid., p.93
⑼　Ibid., p.1
⑽　Ibid., p.3
⑾　レバノン内戦の正確な記述は困難であると主張する代
表的な先行研究としては、Haugbolle, War and Memory in 
Lebanonが挙げられる。また、美術の分野においては、
レバノン内戦についての博士論文で学位を取得している
現代美術作家であるWalid Raadも彼のシリーズ作品
《Atlas Group》において同様の主張を行い作品のテーマと
している。

⑿　Eddé, Dominique, Beyrouth Centre Ville, Paris: Les Edi-
tions du Cyprès, 1992. 金銭的サポートは、1992年から首
相になるラフィーク・ハリーリによるものであった（前
掲注⑵、Eddé, Dominique, “Avant-props,”を参照）。

⒀　Eddé, op. cit., p.3
⒁　T. J. Deoms, The Migrant Image, Durham & London: 

Duke University, 2013



134

WASEDA RILAS JOURNAL NO. 5

⒂　Walid Raad: I Might Die Before I Get a Rifle, New York: 
Hasselblad Foundation, and Göttingen: Steidl, 2011
　Walid Raad, New York, The Museum of Modern Art, 2015
⒃　港千尋『記憶「創造」と「想起」の力』講談社、1996年、

179頁 -185頁
⒄　エッデ、ドミニック「廃墟の詩 Frank in Beirut」
（『Switch』vol.10、No.4、1992年）、65頁
⒅　このような返事がきた背景には、ロベール・デルピー
ルも制作に関わっていたことが理由にある可能性もある。
彼は当時アメリカでは出版が困難であった『アメリカ人』
をフランスから出版することを担当した人物であった。
ロベール・デルピールは、パリのギャラリストでアンリ・
カルティエ・ブレッソンやブラッサイの写真集を出版し
た人物で、フランス国立写真センター（2004年にジュー
ドポムと一体化）を設立した人物でもあった。
⒆　エッデ、ドミニック「廃墟の詩 Frank in Beirut」、
（『Switch』65頁、注⒄参照）。
⒇　同上
21　フランクは写真集『アメリカ人』を出版してから写真
の制作をしばらくやめて、当時住んでいたニューヨーク
を離れカナダ東部のノバ・スコシア州マブーに二人目の
妻となったジェーンと共に暮らしていた。『アメリカ人』
の評価が高まるにつれて、フランクの関心は写真から離
れていき、制作を依頼した 1991年は《最後の晩餐》や《こ
れが真実だ！（一時間）》などの映画作品に取り組んでお
り、そしてその時唯一撮っていた写真がポラロイドカメ
ラを用いたものであった。
22　グリーノウ、サラ「全体を構成する断片　写真のシー
クエンスが意味するもの」木下哲夫訳、『ロバート・フラ
ンク：ムーヴィングアウト』横浜美術館、ワシントン・
ナショナル・ギャラリー、1995年、118頁
23　Eugenia Parry Janis and Wendy MacNeil eds, Photography 

within the humanities, New Hampshire: Addison House Pub-
lishers, 1977, p.58（拙訳）
24　Robert Frank, Come Again, Göttingen: Steidl, 2006.とし
て出版された。
25　クーデルカの場合も、初めての写真集の出版はフラン
クの「アメリカ人」の出版を助けたロベール・デルピー
ルによってであった。デルピールは『ジタン：旅の終わり』
（Gitans: La fin du voyage）というクーデルカの代表作と
なるジプシーの写真集を出版している。その後も多くの
写真集はデルピールの出版社において出版された。デル
ピールはクーデルカの展覧会を多く企画した人物でもあ
る。彼が関わっていたことも、この企画に参加した理由
として考えられる。一方で、クーデルカはインタビュー
において依頼仕事は絶対にやらないと宣言しており、コ
ミッションワーク以外には自分の独自性を保ちたいこと
を理由にして仕事を受け付けていない。ベイルートに赴
いたのは、デルピールが関わっていることもあるが、そ
れ以上に主題にも関心があったためではないかと考える。
26　スチュアート・アレグザンダー編「ジョセフ・クーデ
ルカ略歴」小林美香訳、『ジョセフ・クーデルカ展』東京
国立近代美術館、2013年、170頁
27　フランスの政府機関で国土利用を所管する DATAR（国
土整備地方新興庁）によるプロジェクトに参加し、その
機関が所持していたパノラマカメラを使ったのがきっか
けでパノラマ写真シリーズを続けている。このプロジェ

クトではどの地域を撮影するのも作家の自由であったが、
クーデルカはロレーヌ地方に赴いて鉄鋼産業の再編成に
よって大規模な土地の変化が起きている風景を写真に収
めている。

28　カレル・フィジラータ聞き手「最善を尽くすこと、そ
れをいつも頭においている　ジョセフ・クーデルカとの
対話ノートより」増田玲訳、『ジョセフ・クーデルカ展』、
94頁

29　同上
30　Dominique Eddé “The Dusk of the World”, Josef 

Koudelka, London; Thames & Hudson, 2006, p.153.（拙訳）
31　アレグザンダー前掲書、170頁（注26参照）
32　増田玲「クーデルカの世界」『ジョセフ・クーデルカ展』
東京国立近代美術館、2013年、156頁

33　今橋映子『フォトリテラシー』中公新書、2008年、41
頁。さらに言えば、この 3原則を提示したのは、クーデ
ルカも所属するマグナムの発足メンバーであるアンリ・
カルティエ・ブレッソンである。

34　フィジラータ前掲書 94頁（注28参照）
35　クーデルカは、故国であるチェコスロヴァキアへのワ
ルシャワ条約機構軍の軍事介入を撮影したことがきっか
けで、1970年に亡命者となった。（『ジョセフ・クーデル
カ展』東京国立近代美術館、2013年参照）

36　アレグザンダー前掲書 171頁（注26参照）
37　詞の和訳は、港千尋前掲書（注⒃参照）179頁から引用
した。

図版出典
図 1～ 6、10～ 12：Beyrouth Centre Ville
図 7～ 9：Come Again

［付記］
　本稿は、2016年 2月 11日に行われたイスラーム地域研
究・若手研究者の会月例会（於・早稲田大学）での研究発
表を踏まえて、特別研究員奨励費（16J01042）の助成によ
り作成しました。研究会では、歴史学の分野でのレバノン
内戦の理解について多くご教授いただきました。また、コ
メンテーターの先生からは、レバノン内戦表象は写真や美
術に限らず広く国外に亡命したレバノン人作家たちに共有
された問題意識であることを指摘いただきました。その場
でいただいた意見を全て論文に反映することはできなかっ
たが今後の課題としたい。


