「彼女、私、そして彼らについて」
キューバ：3人の写真家の人生と芸術
アルベルト・コルダ、ルナ・ペーニャ、アレハンドロ・ゴンサレス
About Her, about Me, and about Them.
Cuba through the Art and Life of Three Photographers:
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「キューバの芸術」
と呼ばれるものはすべて、それ

が実際にキューバでつくられたか否かにかかわ

らず、キューバという国の歴史と、そこに生きる
人々の人生のドラマが刻み込まれている。キュー

バの芸術家たちには、母国の歴史に審判を下し

たいという欲求に抗うことができない者もいれば、

自らその歴史の一部となることを選ぶ者もいる。
キューバでは、芸術と人生と社会とが抜きがたく
絡み合っているのだ。「彼女、私、そして彼らに

ついて」は、写真を通じてキューバの現代史を
考察する試みである。本展は、終わりなき建設

All art that calls itself Cuban, whether or not
made in Cuba, bears the seal of the country’s
history and the existential drama of its inhabitants. Its creators have not succeeded in
resisting the need to issue judgment on that
history or simply identify themselves in it. It
is an unavoidable art-life-society interconnection.
About Her, about Me and about Them is a
way of thinking part of that recent history
through photography.

の途上にあるキューバという国にまつわる、未完
の三部作である。

KYOTOGRAPHIE2019 Poster
Design by UMMM
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アルベルト・コルダ
Alberto Korda

11a
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《ノルカ、スタジオコルダにて》ハバナ 1958年

《ノルカ》
ブリサデルマール、ハバナ 1960年

Norka in Studios Korda, La Habana, 1958

Norka. Brisas del Mar, La Habana, 1960

《ハバナ宣言》革命広場、ハバナ 1960年9月2日

First Havana Declaration. Revolution Square, La Habana, September 2, 1960
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《革命広場》ハバナ 1962年5月1日

Revolution Square, La Habana, May 1, 1962

ルネ・ペーニャ
René Peña

11b

S-T / Untitled, 2008
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《S-T / Untitled》
「White Things」
シリーズより

2000–2002年
S-T / Untitled (From the Series “White Things”), 2000–2002
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《S-T / Untitled》1994年

S-T / Untitled, 1994

アレハンドロ・ゴンザレス
Alejandro González

11c

「 Conducta impropia」
シリーズより、
「Improper Conduct」
より 2008年

From the series of Improper Conduct, 2008
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ミカジート、ハバナ、2008年

From the Series Conducta impropia.
Mi Cayito, Havana, 2008

《The Gray Five year period》
「Re-construction」
シリーズより 1975年; 2015年

From the series Re-contruction. The Grey Five Year Period, 1975; 2015
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「彼女について」

About Her, about Me, and about Them.
Cuba through the Art and Life of Three Photographers:
Alberto Korda, René Peña, and Alejandro González

（1928年ハバナ生まれ、
アルベルト・ディアス・グティエレス
（ 通称コルダ ）

2001年パリにて没）は、キューバが社会的にも政治的にも近代から現代へと

クリスティーナ・ヴィヴェス

「キューバの芸術」
と呼ばれるものはすべて、それが実際にキューバでつく

られたか否かにかかわらず、キューバという国の歴史と、そこに生きる人々の
人生のドラマが刻み込まれている。キューバの芸術家たちには、母国の歴史

に審判を下したいという欲求に抗うことができない者もいれば、自らその歴史

の一部となることを選ぶ者もいる。キューバでは、芸術と人生と社会とが抜き
がたく絡み合っているのだ。

特にキューバ革命は、今や伝説となっている1959年という年の前後の、

革命の萌芽から勝利、権力の掌握へと至る過程の中で、これに関わったす

べての人々に、意識的にせよ無意識にせよ、そうしたドラマを生きることを強

いた。すべての人にそれぞれ異なる物語があった。なぜなら、人々の物語は
社会的階級や世代、文化的素養や目指す目標によって変わってくるものだ

からだ。あるいはもっと簡単に言えば、物語の中でその人がどのような役を演

じるのかによって変わってくるからだ。しかし、もし革命というものすべてに共

通する何かがあるとするなら、それは、人は革命の一部になるか、あるいは

えで写真という媒体が大きな役割を果たした時代とも重なっている。この展

ゴンサレスは、権力の座にある者たちにとっては望ましくない出来事や人々を

ものキューバ人が経済難民として次々と国外に脱出していた（この国外脱出

的指導者や歴史的事件の写真（ 世界の写真史において最も広く拡散したイ

も変容していった。1968年にはチェ・ゲバラはすでに死去しており、何万人

の波は今日もなお続いている）。国家指導者たちの肖像が街に飾られること

もなくなった。指導者たちの写真はいまなお重要なものではあったが、その制

である）
ではなく、彼が1954年から1968年にかけて撮影した美しい女性た

人々のイメージの構築に取り組みはじめた。人々は約束された未来に到達

1950年代のハバナのグラマラスでボヘミアンなライフスタイルの女性たちか
ら、コルダが「新しいタイプの美」
と称した、1960年代初頭の政治活動に参

サレスはリサイクル素材を用いて模型を構築する。それは、キューバという国

に近いものになっていた。彼らがつくる写真は、芝居じみた感覚が薄まって

コルダは自ら気付かぬうちに、キューバ革命についての最も美学的に価値の

徴的なイメージは独創性と信頼性を失い、定型に堕した。

1970年代から80年代にかけて、新たな世代の写真家たちが市井の

することをいまだに夢見続けているものの、その未来はより人間的なスケール

いた。むしろ控えめで、家庭的とも呼べるようなものであった。口語体の表現

た。革命を成し遂げた民衆という抽象的な概念や、人々を不定形なかたまり
真家たちは、政治的事件や指導者たちに極力依拠しないように努めた。そ

た空間を再び取り戻したのだとも言える。これらの写真家たちとともに「ポス

い。実際、1960年代初頭という時代に写真を撮るのは簡単なことではな

いたが、それは正確ではない。1970年代から80年代のある時期にかけて

うような単純は話ではないからだ。この変革の時代のキューバの街には、視

は、それから数年後にベルリンの壁に激突して大破し、死を迎えるユートピア

からは酷評され、
「社会主義的リアリズム」の追従者にすぎないと考えられて
のキューバの写真は、いまだに正当な評価を受けてはいない。なぜならそれ
の、断末魔の疾走のようなものだったのだから。

これらの写真は、当初はファッションや広告などの商業的な目的のために

ける女性美の発見というテーマに個人的な執着をもって取り組むようになる。

加する女性民兵たちへと、コルダの写真が捉える女性の姿は変化していく。

ある証言を積み重ねていたのだ、と私は考えている。コルダにとって、官能

も失われていく。

はできるものの、革命を自らの実体験として認識しているわけではない。世界

地図の上で社会主義国家が次々と消滅していく時代を生きることを宿命づ

らした物質的・精神的な影響が強く関係している。彼らはまた、写真を現代

てはやされた時代にスタートし、やがてそれが崩壊していく過程と重なってい

ものへと変化し、危険なほどに重要な役割を個人が担わされるようになった。

芸術における表現言語の一つとして捉えている。ほかの表現技法と等価で

く、空間インスタレーションやパフォーマンス、その場限りの刹那的な行為な

だから、もし私たちが、公式な目的とは異なる目的で、政治的な意味付け

壁を超えた、より豊かな表現が生まれるようになった。ペーニャらの世代を特

芸術言語もまた変化した。コレクション可能な物体としての作品だけでな

ど、様々に異なる表現が互いに結び合わされて、旧来のジャンルや分類の

ズム、写真エッセイというコンセプト、広告業界で鍛えられたビジョンなどが結

を与えられた有名な写真だけにとどまらず、キューバの写真の歴史と、革命

徴づけているのは諷刺性であり、シミュレーショニズムによる批判的な意見

『ライフ』誌や『パリ・マッチ』誌をお手本としていた。こうした出版文化は

はキューバ写真を進行中の歴史として理解し、多様なアプローチに対して開

ペーニャがこれまでに構築してきた作品はすべて、写真家自身の身体に

1959年以前のキューバにも存在していたのだが、それが社会的・経済的変
革の中で役割を担うようになった。また、1968年までハバナでその数を増や

し続けた商業写真スタジオ
（スタジオ・コルダはその最も成功した例のひとつ
である）
によって確立された肖像写真というジャンルや、1959年以前の定期
刊行物と関係の深いルポルタージュやフォトジャーナリズムも、1959年の革

命後の数年間の写真の発展の礎となった。そうしたスタジオ写真や報道写

真の中には、今日
「キューバ革命写真」
と呼ばれる優れた写真の先駆けとし

て位置付けることができるものもある。

が終末を迎えようとしている今現在とを明瞭に把握しようとするなら、私たち
かれた複数の視点で捉えていかなければならない。そうすれば、この物語

は、多様なカメラと多様な美意識によって紡がれてきた物語なのだということ

表明である。

内包されている思考を構造物として提示したものである。これは、しばしば

指摘されてきたようなトランスヴェスタイト
（異性服装倒錯）
の一形態などではな

が明らかになるだろう。

く、舞台を̶すなわち彼自身の肉体を̶構築する作業なのである。そ

察する試みである。本展は、終わりなき建設の途上にあるキューバという国に

様々な場面が上演される舞台なのだ。ペーニャは、自らの意思とは関わりな

「彼女、私、そして彼らについて」は、写真を通じてキューバの現代史を考

まつわる、未完の三部作である。

点から
「彼ら」についての物語を語ることを可能にしているのである。

に登場した写真家である。彼の世代は、革命時代の出来事を思い出すこと

わしい発表媒体の存在もキューバ写真隆盛の要因のひとつだった。それら

びついた、非常に質の高い出版物として知られている。特に後者の2誌は

たわけではないという距離感があるからこそ、ゴンサレスはこのような作品を

ルネ・ペーニャ
（1957年ハバナ生まれ）
は1980年代末にキューバの写真界

姿勢には、まさに1989年11月のベルリンの壁崩壊と、それがキューバにもた

対等な表現として。

ゴンサレスの写真は、政治的な儀式の意味を薄め、アイロニーによって経

済的な幻想をあぶり出し、廃墟の存在を明らかにし、レトリックや民衆扇動

「私について」

る。その間、芸術家たちの主題や探究の対象は集団的なものから個人的な

や後の『キューバ』
などの雑誌は、優れたグラフィックデザイン、調査ジャーナリ

批判的な視点から
「再利用」するためである。

生み出すことができる。この距離感こそが、ゴンサレスが客観性にも似た視

のが、現在にいたる新世代のキューバの写真家たちである。彼らのこうした

『レボルシオン』紙とその週刊付録『ルネス・デ・レボルシオン』、また『INRA』

家の重要な政治的事件を記録するために撮影されたオリジナルの写真を、

し、歴史的過程はその意味を変化させていくものであり、それとともに新しさ

人々を動かす力を持った象徴的な写真は、特異な社会状況と特異な才能

の媒体のいくつかは、間違いなく新たな革命政府によってつくられたものだ。

転換していくきっかけとなった重要な出来事に関する調査を行ってきた。ゴン

を暴露し、失敗の所在を指摘する。彼自身がそれらの出来事を直接目撃し

けられた世代でもある。ペーニャの人生は、社会主義国がユートピアとしても

価の対象としての歴史を表現する形態のひとつとして写真と向き合ってきた

は、キューバ革命後の開発計画の一環として立ち上げられた巨大プロジェクト

性、若さ、そして清新さといったものは、キューバの女性たちにも、そして彼が

まさにその目で成立を目撃した革命そのものにも共通する要素だった。しか

その後、批判的検討のツールとして、調査のための資料として、そして評

との幸運な結びつきによって生み出されたのだ。そしてもちろん、それにふさ

「再構築」
と名付けられたこのシリーズは厳密な歴史的リサーチに基づい

ていて、シミュレーショニズムによって高い信憑性をまとっている。ゴンサレス
（その多くが失敗に終わった）や、社会政策やイデオロギーが急進的な方向に

ト」革命時代が訪れ、新たな写真の主題が形作られていった。批評家たち

芸術的な才能に恵まれた者だけだった。新たな時代の要請に寄り添い、

歴史のシナリオを再構築することによって、ゴンサレスは私たちの目に触れる

ことのないように隠されてきた真実を、写真として提示する。

撮影されていたものだが、やがてコルダは、革命という新しい政治状況にお

キューバの写真が早くから特別な地位を獲得することができた理由を、そ

覚的な玉石混交と大衆の陶酔感があふれていたので、その中で、
どうでもい

メージのひとつとなっているチェ・ゲバラの肖像は、コルダが1960年に撮影したもの

捉え、権力が忌避してきた歴史の断層の存在を明らかにする。俳優を使い、

織されていたため、その写真も同じようなイメージの反復になっていった。象

開催され続けていたが、ヨーロッパの社会主義国と共通したパターンで組

の意味で、彼らは、排除やステレオタイプの中で見過ごされてきた、失われ

い無価値なものと後世にまで残る重要なものとを区別することができたのは、

覧会で取り上げるのは、コルダの名を世に知らしめるきっかけとなった、政治

所や、公的な写真には記録されることのない社会の断面を題材としている。

ちの写真である。

担い、国際的に大きな影響力を獲得した。写真を通して世界はその目を

かった。というのも、写真映えのする状況さえあれば良い写真が撮れる、
とい

バ革命とそれに続く数年間に、解放のメッセージを世界に向けて発信するう

作には政治的な統制がより強く働くようになった。大規模なデモは変わらず

として扱うような視点は、もはやそこには存在していなかった。この世代の写

のドキュメンタリー性に帰する考え方は一般的だが、実はそればかりではな

128

しかし、社会プロセスの変化に合わせて、イメージが伝える物語そのもの

だ芸術表現が写真であったことに、疑いの余地はない。写真はとりわけ、

キューバに向け、キューバは写真を通して世界にメッセージを送ったのだ。

がまだ残っていた時代のキューバに生まれ、約束された未来を信じて育っ

た。ゴンサレスの写真は、語られることのない物語の舞台となった空白の場

と言ってもよいだろう。そこに写る人々は多くの場合、姓も名もある個人だっ

キューバの新たな社会とその主役となった人々について世界に伝える役割を

は、明るい未来への希望
アレハンドロ・ゴンサレス
（1974年ハバナ生まれ）

移行した過渡期を代表する写真家の一人である。それは、1959年のキュー

革命から徹底的に排除されるか、そのどちらかしかない、
ということだ。

1959年以降のキューバ社会の現実の、最も奥深いところにまで切り込ん

「彼らについて」

れは、ペーニャ自身が生きることを宿命づけられてきた歴史という戯曲の、

く、非常に社会的な存在としての個人を̶文字通りの「ボディ」
を̶演じ
ている。そこには、ここ最近のキューバという国が抱える物的環境や不規則

性、二重規範、不寛容、価値観の喪失、ジェンダーの対立、社会的不平等

などの問題が繰り返し刻み込まれている。

クリスティーナ・ヴィヴェス
（キュレーター）

1955年ハバナ生まれ。ハバナ在住のインディペンデント・キュレーター、美術評論家。1994年に写真

家のホセ・A・フィゲロアと共同でキューバ初の独立系のコンテンポラリー・アート・スペースのひとつとされ

る
「エストゥディオ・フィゲロア・ビベス」
を設立。評論集『Memoria: Cuban Art of the 20th Century（メ
モリア：20世紀のキューバ美術）
』
（California

International Art Foundation（カリフォルニア国際芸術財団）編、ロ

2002年）の共著者。1994年と1995年のJ・ポール・ゲティ財団奨学生。1989年、1990年、
サンゼルス、

2007年、2009年および2010年にNational Award for Curatorial Work（全国キュレトリアル賞）を受賞。
国内外の雑誌や図録に現代美術および写真に関する評論文を多数執筆。2011年にGuy Pérez
（ハバナ）
にて特
Cisneros National Award for Art Critique（ギー・ペレス・システロス全国美術批評家賞）
別賞を受賞。1986年から現在まで、キュレーターとしてキューバ、米国、欧州で多数の展覧会を企画。
写真家コルダの伝記『Korda Conocido Desconocido（コルダ 既知と未知）』
（シュタイデル（ゲッティンゲン）
およびラ・ファブリカ
（マドリード）刊、2008年）
を執筆。『I Insulted Flavio Garciandía in Havana（私はフラ
ビオ・ガルシアンディアをハバナで侮辱した）
』
（2009年）
や『José A. Figueroa. A Cuban Self-Portrait（ホセ・
A・フィゲロア あるキューバの自画像）』
（2010年）、
『Nkame. Belkis Ayón（ンカメ ベルキス・アヨン）』
（2014
年）
などの近年の著作はターナー
（マドリード）から出版されている。Union of Writers and Artists of
Cuba（UNEAC、キューバ作家芸術家組合）会員。CIFO Art Foundation（CIFO芸術財団、マイアミ）諮問委
員会委員。International Association of Art Critics（AICA、国際美術批評家連盟）会員。

About Her, about Me, and about Them.
Cuba through the Art and Life of Three Photographers:
Alberto Korda, René Peña, and Alejandro González
Cristina Vives

All art that calls itself Cuban, whether or not made in Cuba, bears the
seal of the country’s history and the existential drama of its inhabitants.
Its creators have not succeeded in resisting the need to issue judgment
on that history or simply identify themselves in it. It is an unavoidable
art-life-society interconnection. In particular, the Cuban Revolution, in
its progress from gestation to triumph and the legitimization of power,
before and after the mythical year 1959, compelled all those involved—
consciously or not—to live this drama. Every personal story is unique,
since it varies according to one’s belonging to a certain social class or
generation, to one’s cultural education, to one’s goals, or simply according to the role that one has played in the Revolution’s history. However,
if there is any shared lesson to be learned from revolutions, it is that
one takes part in them, or is irretrievably excluded.
Undoubtedly, photography was the art form that penetrated the Cuban
reality most intensely from 1959 onwards, and which took up the role
of communicator par excellence of the new social reforms and their
protagonists, whose actions rippled outward and had international
repercussions. The world was focusing its eyes on Cuba, and Cuba
transmitted its messages to the world through photography.
It is usually thought that Cuban photography achieved its iconic status
so early on due to its documentary nature, but this was not the only factor. In fact, the early 1960s were not an easy time to take photographs,
if one considers that good images are not only the result of good photographic circumstances. In that transformative period, only a true
artistic talent could discriminate between the random and the transcendent, such was the visual onslaught and the popular euphoria in the
streets of Cuba. Photography that was both symbolic and mobilizing,
as was required by the new times, arose from the happy combination
of exceptional circumstances and talent. And, of course, from the existence of suitable means of distribution, some of which were expressly
created by the new revolutionary government for those very purposes.
These included the newspaper Revolución (Revolution) and its weekly
supplement, Lunes de Revolución (Monday Revolution), as well as the
magazines INRA and, later, Cuba—these last two created in a similar
vein as Life and Paris Match. These were some of the most remarkable
publications of the period, bringing together the best in graphic design, investigative journalism, the concept of the photographic essay,
and a vision trained by the advertising world, which was already in
existence in Cuba prior to 1959 but which was now harnessed to serve
revolutionary Cuba’s social and economic transformation. Moreover,
the photography of the first years of the Revolution of 1959 was nourished by the development of the genre of the portrait, emanating from
the commercial photographic studios that proliferated in Havana until
1968 (Studios Korda being one of the most successful). It was also
nourished by photography that chronicled social life and the kind of
photojournalism that was associated with periodicals prior to 1959.
In those studio and street photographs, one encounters the origins of
the famed photography that today is known as the photography of the
Cuban Revolution.
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Yet that story, told in images, was transformed in the same way that the
social reforms themselves evolved. By the middle of 1968, Che Guevara
had died. Tens of thousands of Cubans had marched into economic
exile in successive waves of migration (an exodus that has continued
until the present day). The leaders of the revolution no longer appeared
on the streets. And while their photographic images were still important, they were cultivated in more politically-controlled circumstances.
Popular demonstrations continued to be large, but they were organized
according to those patterns in the European socialist bloc. This is why
the photographs became repetitive. The symbolic image became a formula that had lost its originality and credibility.
Subsequent generations of photographers of the 1970s and 1980s then
set out to create another image of the common man, still determined to
conquer the promised future, but on a much more human scale. These
were much less theatrical photographs. They seemed humble, even
domestic, if you will; they were more colloquial. They spoke of actual
people, with real names and surnames, not the shapeless mass that had
heretofore represented the abstract concept of “the people” embodied
by the Revolution. These photographers tried as much as possible not
to rely on political events or leaders, and in that sense, they recovered
a space that had been lost among so many lacunae and stereotypes.
Through these photographers, an “aftermath” of the revolutionary epic
appeared, and thus began the construction of the image of a new photographic subject. Mistreated in the extreme by critics, this new subject
has been considered an adherent of “socialist realism,” although this
was not the case. This photography of the 70s and part of the 80s of
the past century in Cuba continues to call for justice, because it was
the last death rattle of a utopia that died for everyone, a few years later,
beside the Berlin Wall.
With the fall of that wall in November 1989, and the critical material
and moral consequences that resulted for Cuba, a new wave of photographers emerged who have continued to this day to employ photography as a tool of critical judgment, an investigative resource, a form of
representation of the history they attempt to judge. They also adopt
photography as a contemporary artistic language, equivalent to other
art forms and on a par with them.
That is why, if we want to tell a photographic story about Cuba and the
recent years of the Revolution, with a different purpose from the official
one—and beyond the photographs that are well-known and validated
by political circles—we have to understand it as a story in the making,
which has to be viewed from multiple perspectives and open to many
diverse approaches. This story should be told by many different cameras and from many aesthetic intents.
About Her, about Me, and about Them is a way of thinking about part of
that recent history through photography. This exhibition is an unfinished trilogy about a country under permanent construction.

About Her…

About Them…

Alberto Díaz Gutiérrez (Korda) (La Habana 1928–Paris, 2001) is one
of the best representatives of that historical transit in which Cuba went
from modernity to contemporariness in social and political terms, and
of those initial years when the triumphant Revolution of 1959 found
in photography its best ally for sending its emancipative message to the
world. We are not referring to the images of leaders and political events
that made Korda famous (particularly the image of Che Guevara from
1960, the most disseminated image in the history of photography), but
to his photographs of beautiful women made between 1954 and 1968.
The original purpose of these was fashion and advertising, but they later became a personal obsession to find the feminine beauty in the new
political scenarios of the Revolution. Korda’s women thus evolve from
the glamour and bohemian life of Havana in the 1950s to the beauty—
described by the artist as “of a new type”—which he discovered in the
photographs of militia women participating in the political rallies of
the early 1960s. Without realizing it, Korda was creating, in my opinion, the highest aesthetic testimony ever made of the Cuban revolution.
Sensuality, youth, and freshness appeared to the artist as common
features in both his women and in the Revolution he had seen come to
life. But historical processes change their nature and also grow old.

Alejandro González (La Habana, 1974) was born when everything
still seemed to indicate that a better future was possible. He grew up
waiting for that promised future. His photos explore the empty spaces
of untold stories or social segments that were not represented in the
official photography. Capturing events and people not considered eligible by the powerful, the artist unveils historical gaps avoided by power.
Using actors and reconstructing scenarios, he photographs truths that
were concealed from us. Each of his series, generically entitled Re-construcción (Re-constructions) is the result of rigorous historical research,
and simulation makes them no less credible. González has studied
the mega projects (many of them unsuccessful) contained in the Revolution’s economic development plans of those decades, as well as the
essential moments that marked the radical course of social policy and
ideology. He has constructed models employing recycled materials in
order to “repeat,” but from a critical point of view, photos that originally
documented important political events of the country. His photographs
weaken the political ritual, use irony to expose the economic fantasies,
unveil the ruins, make evident the rhetoric and the demagogy, and
point out the mistakes. He can do this from the distance granted to him
by virtue of his not being a witness of the events. That enables him to
tell us about “them” from a perspective we feel is closer to objectivity.

About Me…
René Peña (La Habana, 1957) emerged in the Cuban photographic
scene in the late 1980s, old enough to recall the revolutionary epic but
not to feel it as his own. His generation was destined to live through
the collapse of the geographical cartography of international socialism.
Peña was born in a time of utopia and lived through the years that led
to its dissolution. Those were years in which artists’ themes and the
objects of their research changed from the collective to the personal,
and the role of the individual gained risky prominence. The language
of art changed as well, becoming enriched with the interconnection
of artistic disciplines—the installed space, the performative act, and
the ephemeral gesture joining the collectable object—and overflowing
previous classifying barriers. René Peña’s generation became sarcastic,
and issued critical judgment through simulation. Each of the scenes
constructed by Peña to date is a structure of the thoughts contained in
his own body. This is not, as some have defined it, a form of transvestism, but the construction of a stage—his body—where the different acts
of the history he was destined to live are represented. Independent of
his own will, Peña acts as a highly social individual—literally, a body—
repeatedly marked by the material circumstances, the arbitrariness, the
double moral, the intolerance, the loss of values, the gender conflicts,
and the social inequalities of his country’s recent past.

Cristina Vives (Curator)
Born in 1955 in La Habana. Independent art curator and critic based in Havana. Co-founder
in 1994, with photographer José A. Figueroa, of Estudio Figueroa-Vives, recognized as one of
the first independent contemporary art spaces in Cuba. Co-authoress of the anthology Memoria: Cuban Art of the 20th Century, Ed. California International Art Foundation, Los Angeles,
2002. She was a J. Paul Getty scholar, Los Angeles, in 1994 and 1995, and recipient of the
National Award for Curatorial Work in 1989, 1990, 2007, 2009, and 2010. She has written
critical texts on contemporary art and photography that have been published in national and
international magazines and catalogues. She received a Special Mention from the Guy Pérez
Cisneros National Award for Art Critique, Havana, 2011. She has been curator of numerous
exhibitions in Cuba, the USA, and Europe from 1986 to the present. She is the authoress of the
monographic book Korda Conocido Desconocido, published by Steidl, Gottingen and La Fábrica,
Madrid, 2008. Her recent books I Insulted Flavio Garciandía in Havana (2009), José A. Figueroa.
A Cuban Self-Portrait (2010), Nkame. Belkis Ayón (2010), and The Inevitable Space (on the work
of Alexandre Arrechea) (2014) have been published by Turner, Madrid. She is a member of the
Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC), the Advisory Committee of CIFO Art Foundation, Miami, and the International Association of Art Critics (AICA), Paris.

キューバ、その最大の魅力

Cuba’s Greatest Charm

村上 龍

キューバには数え切れない思い出がある。その音楽とダンスに惹かれ、何

十回と訪れた。いろいろな人に会い、さまざまな場所、風景を見た。1990
年代で、当時の文化大臣にも会った。話題は音楽や文学だったが、印象

わたしの、個人的な感慨であり、意見だが、キューバには差別がない。

それがキューバの最大の魅力だと思う。わたしはハバナで、プロデューサーと

して数え切れない音楽を録音したが、たとえば黒人の歌手に、ディレクターが

に残っているのは彼の若さとファッションとヘアスタイルだ。ミュージシャンの

「何だ、今の歌は、センチメント
（情緒）
がまったくない、お前は本当にネグロ

装で、そして、長髪だった。「日本だけではなく、他の国でも、あなたのような

グロではないだろうか、ニグロは差別用語で、使うことはできない。これも私

ような風貌と雰囲気で、ネクタイなど結んだことがないというような軽快な服
長髪の閣僚に会ったことがない」
と言うと、
「いや、ぼくも大臣になれと言われ

たとき、気にしたんだよ」
と彼は笑った。髪を切ろうかと聞いたら、フィデル・カ
ストロは言ったそうだ。

「重要なのは能力で、髪ではない。そのままでいい」
今回の写真祭に作品を提供しているカメラマン、アルベルト・コルダ氏と、

ハバナのホセ・マルティ空港で会ったことがある。コルダ氏は、世界でもっと

か」
と大声で叱責するのを聞いたことがある。ネグロは、英語的に言うとニ

見だが、使用禁止の差別用語がある国・地域には差別がある。わたしは、

前述の文化大臣も含め、何人もの人に質問した。どうして、キューバには差

別がないのか。回答はすべて同じだった。

「長い時間をかけて、教育したのだ」

文学者やアーティストの使命は、二つあるとわたしは考えている。個人の

精神の自由度を拡大・深化させること、そして社会のフェアネスに寄与する

も有名な写真の1つを撮影した。
「英雄的ゲリラ」
と名付けられたチェ・ゲバラ

こと。キューバという国にまったく問題がないわけではない。そんな国も地域も

るファッションカメラマンだったが、キューバ革命が彼を変えた。フィデル・カ

ことがない。キューバのアーティストは、音楽でも絵画でも写真でも、そういった

の肖像写真である。もともとは、人工的な照明をせず、自然光でモデルを撮

ストロに随行するようになり、
「自分の写真は単なる仕事ではなく、革命のた

めにある」
と考えていたらしい。世界中が目にした写真はスタジオではなく、
ある集会で、偶然現れたゲバラを撮影したのだそうだ。60 年代後半、怒れる
若者の多くが、その写真がプリントされたTシャツを着た。アンディ・ウォーホル

もシルクスクリーン作品として使った。

キューバだから、きっと著作権料とか入ってこなかったんだろうなと考えて、

存在しない。だが、少なくともわたしはキューバで差別を目撃したり、経験した

社会で、
「個人の精神の自由度を拡大・深化させる」作品を作り続けている。

I have countless memories of Cuba. I’ve visited the country dozens of
times, drawn by its music and dance. I’ve met many people there, gone
to many places, seen beautiful scenery. In the 1990s I even met with
the Minister of Culture. We talked about music and literature, but what
impressed me most was his youth, his fashion sense, and his hairstyle.
He had the look and air of a musician, looked as if he’d never worn a tie
in his life. And then there was his hair. I told him, “I’ve never met a
cabinet minister in Japan, or anywhere, with long hair like yours.” He
laughed and said, “Yes, I was a bit worried about it myself when I was
asked to become Minister.” But when he inquired if he should cut his
hair, Fidel Castro told him, “The important thing is your ability, not
your hair. It’s fine as it is.”

To my own way of thinking, there is no discrimination in Cuba. I think
that’s Cuba’s greatest charm. As a producer, I’ve recorded countless
music tracks in Havana. I once heard a director loudly scold a black
singer: “What the hell? You’re not putting any feeling at all into this
song! Are you really a negro?” Of course, negro simply means black in
Spanish, it’s not like “negro” in English, which is considered discriminatory, a word you’re not supposed to use. This is my own opinion, but it
seems to me that in countries or regions where there are “politically
correct” rules about what you can and can’t say, there you find discrimination. I’ve asked a lot of people, including the aforementioned Minister of Culture, why there’s no discrimination in Cuba. The answer is
always the same: “Because we spent a long time educating.”

One time at Havana’s José Martí Airport I met cameraman Alberto
Korda, whose work is featured in this year’s Kyotographie. Kyoto took
one of the best-known photos in the world, the Guerrillero Heroico
portrait of Che Guevara. Originally a fashion photographer who shot
models in natural, not artificial studio, light, Korda was changed by the
Cuban Revolution. He began following Castro around, inspired that his
photography was “no longer just a job, but for the cause.” The world-famous photo wasn’t a studio shot; it was taken at a rally where Guevara
just happened to show up. In the late 1960s, many disaffected young
people wore T-shirts bearing that image. Andy Warhol even made a
silkscreen of it.

I believe writers and artists have two missions. One is to broaden and
deepen the freedom of the individual spirit, and the other is to contribute to social fairness. I’m not saying that Cuba is without its problems.
No country or place is. But I have never once witnessed or experienced
discrimination in Cuba. Artists in a society like Cuba’s, whether musicians or painters or photographers, continue to create works that
“broaden and deepen the freedom of the individual spirit.”

ろうな」
と笑った。彼は、ゲバラが死んだ翌年から、カメラマンとして被写体を

Knowing Cuba, I suspected that Korda never received any royalties, and
sure enough, when I asked, he joked, “I’d be a very rich man if I had.”
The year after Guevara died, Korda changed his subject matter to nature
scenery, and still later returned to fashion photography.

村上 龍

Ryu Murakami

1952年長崎県生まれ。『限りなく透明に近いブルー』で芥川賞受賞、
『半島を出よ』で野間文芸賞

Born 1952 in Nagasaki, novelist / filmmaker / media commentator Ryu Murakami is wellknown internationally through his many translated works, including his Akutagawa Prize debut
Almost Transparent Blue (1976; trans. Nancy Andrew, 1977) and Noma Literary Prize-winning
From the Fatherland, with Love (2005, trans. Ralph McCarthy, Charles De Wolf and Ginny
Tapley, 2011). He also scripted and directed film versions of his own novels Topaz and Kyoko,
publishes the online magazine JMM (Japan Mail Media), hosts the TV Tokyo talk show Cambria
Palace—and in 1993 wrote New World Beat: A Guide to Enjoying Cuban Music. His latest work is
the “final volume” of his long-essay collection All Men are Expendable.

そのことを聞くと、コルダ氏は、
「そうしておけば、大変な金持ちになっていただ
変え、自然風景を撮り、さらにその後、ファッションフォトグラファーに戻った。

受賞。世界各国で著作が多数翻訳・出版されている。最新作は『すべての男は消耗品である。最

終巻』。『トパーズ』
『KYOKO』は映画化され、監督も務めた。メールマガジン「JMM」
を運営し、テレ

ビ東京「カンブリア宮殿」にメインインタビュアーとして出演するなど多角的に活躍している。1993年に
キューバ音楽のガイドブックともいえる
『新世界のビート̶快楽のキューバ音楽ガイド』
を上梓。20年間

にわたりキューバのミュージシャンを日本に招聘し、自身もキューバミュージックのレーベルを主宰した。
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Ryu Murakami

y gion

祗園の北西あたりは独特の雰囲気が漂う。京都有数の骨董街・新門前に

ほど近く、鴨川や白川べりの景色も楽しめるという典型的な
「京都らしさ」に、
新しい文化も入り混じる。つねに変化しながら、輝きを放っているのだ。

y gionもまた、このまちに吹く新しい風だ。スナックやバーが入居していた

ビルをリノベーションし
「クリエイティブ雑居ビル」
として2017年にオープン。

「雑居」
というスタイルに着目し、
さまざまな業種や業態を受け入れ、
ヒト・モノ・

コトが交差するなかから、独自のミックスカルチャーを立ち上げようとしている。

「文化の広げかたを考えたい」
というディレクターの井上拓馬は、音楽、アー
ト、料理などのジャンルをつなぎ、大きなイベントからワークショップまで、多彩

な企画を手がける。それらが連動することで、自在に発展していくのだろう。

ちなみにバースペースのある屋上6階は、鴨川をのぞむ絶好のロケーション。
この借景も大きな魅力だ。

展示デザイン：

The northwest part of Gion has a unique ambience. Near the antique
dealers of Shinmonzen, graced by classic Kyoto scenes of the Kamo
River and the Shirakawa stream, yet ever-changing with the latest cultural attractions.
One such fresh new address in the area is y gion, a building previously
occupied by bars and clubs that has been renovated into a “creative
emporium”, just opened in 2017. A happy “emporium”-style mix
of different trades and businesses at a crossroads of people, products
and experiences, y gion aims to create a unique cultural space.
“We want to rethink the reach of culture”, says Director Takuma Inoue,
whose diverse plans run from major events to workshops, and link
music, art, cooking and other genres. Set things in motion, and interesting developments will take off from there. And just so you know, the
rooftop bar affords an unbeatable view overlooking the Kamo River,
a brilliant example of the Kyoto tradition of shakkei “borrowed landscape”.

井上拓馬（株式会社 everedge）
Exhibition Design:

Takuma Inoue (everedge inc.)
キューバをカルチャーとして

Cuba as Culture

キューバも京都も独自の文化を育んできた。どちらもその名前を聞いただけ

Cuba and Kyoto have both cultivated their own unique culture. Just
by hearing their names, one can feel their charm. Both are home to a
street style that values individuality, expression, and locality. In order
to connect Cuba and Kyoto in a true sense, it is necessary to harmonize
culture as a whole. Cuban photographers of three generations are lured
by the theme of Cuba. Alberto KORDA creates a chic and refined space
and studio set, Rene PENA’s style is industrial modern, and Alejandro
GONZALES wraps a space in cardboard.

で、魅力を感じることができる都市である。両都市は個人、表現、ローカル

を大切にしてきたストリートスタイルである。キューバと京都を本当の意味で

繋げる為には、文化全体を融合する必要があると考えた。入り口のキュー

バテーマの暖簾に誘導され、3世代を代表されるキューバフォトグラファー

Alberto KORDAはシックで洗練された空間とスタジオセットを作り上げ、
Rene PENAはインダストリアルモダン、Alejandro GONZALESはダンボール

で空間を包み込んだ。
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