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問題は、生を保護し共同体を維持するための免疫システムが、
ある一定の限度を超えたとき生を否定する結果になるということ
である。「感染」のリスクを極力回避しようと努め、自らの純粋
性に固執するあまり、一種の免疫過剰になる事態がまさにナチ
スの行なったホロコーストであり、「9.11」のテロリズムとこれに

‘Disease consists in the immoderacy of the organic
response, in the outburst and stubbornness of the defense’. 1

「OPEN SITE 2017-2018 」に採択された「不純物と免疫」は、
展覧会という形式を通して時代と向き合うプロジェクトである。
参加作家は大和田俊、佐々木健、谷中佑輔、仲本拡史、百頭
たけし、迎英里子の６名で、本展はトーキョーアーツアンドスペー
ス本郷での会期後、沖縄に巡回する。
ますます複雑化し混迷を極めるかに思える現代社会において「共
存」の技法を模索するため、本展では「不純物 impurity」
と
「免
疫 immunity」という概念を導入する。自分たちの固有性や
純粋性を過度に守ろうとする結果、かえって自分たちを死滅さ
せてしまう文明のありようを、イタリアの哲学者ロベルト・エス
ポジトは「免疫」という概念を用いて活写している。「9.11」や
ナチスのそれは、まさに
「自己免疫化」の徹底として説明されうる。
以下、はじめに免疫概念をめぐる要約を試みるが、こうした「自
己免疫化」の転倒̶ 生命の保護の果てに生命が脅かされ
る̶をアイロニーだと決めつけて、やり過ごさないようにした
い。「良かれと思って行なったことが、悲惨な結果を招いてしま
う」という事態は何ら珍しいことではない。本展の目的は、この
徹頭徹尾現実的な事実に向き合うことだ。

外部に対する防御だけでなく内的自動制御としても機能する。
純化のプロセスの徹底はやがて、自らの身体の、あるいは共同

‘Impurity / Immunity’, which has been selected for ‘OPEN
SITE 2017–2018’ is a project to face our contemporaneity
in the form of an exhibition. Participating artists are Shun
Owada, Ken Sasaki, Yusuke Taninaka, Hirofumi Nakamoto,
Takeshi Hyakutou and Eriko Mukai. This exhibition will tour
to Okinawa after the premiere at Tokyo Arts and
Space Hongo.

体の内部に、監視と排除の目を向け痙攣を始めるのである。
多様性を擁護することは、共同体が異質な他者との接触によっ
て起こすある種のアレルギー反応を耐えよ̶「まるで自分が寛
容であることを自分自身に納得させようとしているみたいに」6
という命法を内包している。この状況下においては他者は

̶

固定 - 無害化され、逆説的にも不純物のままでとどまることがで

To search for the ways to ‘co-exist’ in the contemporary
society where complexity and confusion are seemingly
growing greater, this exhibition introduces two concepts;
‘impurity’ and ‘immunity’. Vividly describing a civilization
where attempts of protecting the uniqueness and purity of
own ironically results in extinction of their community,
Roberto Esposito uses the concept to ‘immunity’. Such
attitude seen in the ‘9.11’ or in Nazism, for example, can be
explained as a thorough ‘autoimmunization’. Below is an
attempt of summarizing the concept of immunity. In this
process, one must carefully avoid dismissing such contradiction of the ‘autoimmunization’ - an act of life protection
ends up threatening the existence - as a mere irony. It is
not uncommon to have cases of ’good intentions lead to
disastrous outcomes’ tragedy. The purpose of this exhibition is to face this absolute real fact.

きない。しかし、どこまで徹底しても完全に純粋な存在などあり
えないために、あらゆるものは不純物として何らかの免疫システ
ムに抵触しうる。共存とは、不純物と免疫の絶えざる動的な緊
張関係に他ならない。
展覧会という形式において時代と対峙するにあたって、改めて
考えるべきは、免疫システムがただ内と外とを隔てるだけの防
御壁ではないということだ。たとえ「生きることは、アメーバに
おいてさえ、選ぶことであり、また拒否することである」7 のだと
しても̶ 免 疫システムなしに私たちは生きることができな
い̶自分たち自身がまず「不純物」であり、また別の不純物
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# 免疫 immunity

続く戦争であった。そしてさらに、こうした自己免疫化の徹底は

#immunity

免疫とは、体内に侵入した異物を排除する生体恒常性維持の
ための機構である。私たちが普段何気なく生活をしているとき
も、身体では絶えず「敵」（たとえば細菌やウィルス）との攻防が繰
り広げられている。しばしば私たちは錯覚してしまうけれど、高
・・・

熱にうなされるのは、ウィルスが身体を攻撃しているからではな
・・・・・・ ・・・・・・・
・
く、身体がウィルスを死滅させるために発熱しているからである。
こうした免疫システムを、免疫学者の多田富雄は「たんに伝染
病を免れるための体の仕組みというのではなくて、基本的に「自
己」と「非自己」を識別して、「自己」の全体性を守る体の働
きとして捉えなお」2 すよう繰り返し主張している。そしてこの「矛
盾を利用した巧妙な「自己」保存戦略」に感嘆しながらも、多
田は急いでこう付け加えている。「と同時に、崩壊を予想させる
なんという危険な調節のしかただろうか」 。
3

さて、この免疫システムの仕組みをその語源からたどると興
味深い事実が浮かび上がってくる 4。
「免疫 immunity」の語源
はラテン語の「イムニタス immunitas」であるが、これは「ムヌ
ス（贈与、任務、義務）を免れる」という意味をもつ。したがって
医学用語であれば「免疫」である「イムニタス」は、司法 - 政
治用語であれば「免責」という意味にもなっている。エスポジ
トの慧眼は、まさにこの「イムニタス」と語源を共有する概念と
して「共同体（コムニタス communitas）」を提示したことにある。
共同体（コムニタス）とはすなわち「ムヌス（贈与、任務、義務）の共有」
を意味している。共同体はその語の成り立ちにおいて、先天的
に何か共通の基盤のもとに存在しているのではなく、なんらか
の「ムヌス」の共有によって生成していることを示唆しているの
だ。にもかかわらず、「免疫 - 免責（イムニタス）のもっとも鋭い意
味は、その反対の原理である共同体の論理のなかに書き込ま
れている」5。

Immune system is a mechanism which eliminates foreign
substances invading the body to maintain homeostasis.
Under the calm surface of everyday life, our body is constantly battling against the ‘enemies’ (bacterium or viruses,
for example). We often misunderstand, but when we suffer
a high fever, it is not because a virus is attacking the body
but because the body is releasing the heat to kill the virus.
Referring to such immune mechanism, immunologist
Tomio Tada repeatedly claimed that one must ‘recognize it
as a function to basically distinguish the ‘self’ and the
‘non-self’ to protect the wholeness of the ‘self’, not a mere
mechanism of the body to avoid infectious diseases.’ 2
Tada marveled at this ‘ingenious ’self’ preservation strategy
taking advantage of the contradiction’, whilst adding
the following comment quickly: ‘at the same time, what
a dangerous way of adjustment anticipating a breakdown.’ 3
An interesting fact comes up when the structure of the immune system is traced back to the origin of the word.
‘Immunity’ originates in the Latin word 4 ‘immunitas’, which
means ‘to avoid munus (gift, task, duty).’ Therefore,
‘immunitas’, which means ‘immunity’ in medical term, also
means ‘exemption’ in judiciary-political term. Esposito’s
penetration is to present ‘community (communitas)’ as
a concept to share its origin with ‘immunitas’. Community
(communitas) means ‘to share munus (gift, task, duty)’.
Community, as the history of the word suggests, is not
an a priori condition where its members have a common
ground to stand on, but is a formation created through
their sharing act of ‘munus’. None the less, ‘the most incisive meaning of immunitas [immunity - exemption] is
inscribed in the reverse logic of communities.’ 5
The issue is that the immune system, which is to protect

たちとの折衝によってその都度規定されている存在として引き受
ける地点が存在している。あるいはまた、生の内側において、
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「病気とは防衛に我を忘れて夢中になることである」1

life and maintain community, turns to deny life when it
goes beyond a certain limit. A kind of hyperimmunization
occurs when a community overly adheres to its own purity
and tries too much to avoid the risks of ‘infection’, and
the very examples of such state are the Nazi led holocaust,
the ‘9.11’ terrorism and the following war. Furthermore,
such exhaustive autoimmunization functions not only as
a protector against the outside but also as an inner automatic controller. The thoroughness of the purification
process eventually shifts its surveillance and elimination
targets to the inside of the body or the community, leading
them to go into convulsions.

自己とは別のものになる地点が存在している。この不安定で不
可逆的な可塑性をこそ、哲学者ジョルジュ・カンギレムは「健康」
の条件に挙げた。「健康を特徴づけるものは、一時的に正常と
定義されている規範をはみ出る可能性であり、通常の規範に対
する侵害を許容する可能性、または新しい場面で新しい規範を
設ける可能性である」8 。「病気である」とは、免疫不全を起こ
していること自体ではなく、むしろ現状の免疫機構だけに依存し
て別の規範の獲得ができないことに他ならない。
本展の作家たちの実践は、自己免疫化した時代において、なお
も不純物たろうとする態度の形式なのである。

# 不純物 impurity

大和田俊は壁を制作する。その壁には佐々木と仲本の作品も同
時に展示されることになる。しかし壁の隙間には気体が充満し
た風船が挟まっており、会期中不断にメンテナンスされている。
風船近傍にある装置が一定の確率で風船を爆破する。風船が
割れる確率は、展示期間中に一度割れるよりわずかに多い確率
に設定されているので、展示期間中に一度風船が割れることが
期待される。
佐々木健は、かつて日本の原爆開発に取り組み、福島の中学生
たちにウラン鉱石を掘らせ、戦後は一転して人工宝石の発明に
没頭した理学博士・飯盛里安をめぐる絵画を発表する。彼の作
り出した人工宝石や採掘場、そして佐々木が教えていた絵画教
室の鉛白が含まれる雑巾、これらの油彩画を通して、佐々木はメ
ディウムから描かれているものに至るまでを等価に眼差していく。

2

3

谷中佑輔は彫刻家であり、彼は世界を彫刻的思考実践から確

Supporting diversity means to connote an imperative for
the community to endure a kind of allergic reaction,
caused by interactions with others – ‘as though to prove
their own tolerance to themselves’. 6 Under this circumstance, the others are internalized and become harmless,
and paradoxically cannot remain impure. No matter how
one tries, it is impossible for any existence to remain
absolutely pure, hence all the beings bear impurity and go
against some kind of immune system one way or the
other. Coexistence is nothing other than a dynamic and
intense relationship between impurity and immunity.
To face our contemporaneity in the form of an exhibition,
one has to remember again that the immune system is not
a mere protection wall to part the inside and the outside. If
‘even for an amoeba, living means preference and exclusion’ 7 – we cannot live without the immune system – there
is a point where we accept ourselves as ‘impurity’ whose
existence is always under negotiation with other impurities
to renew its definition. Or, if you like, within the life itself,
there is a ground where one becomes non-self. The philosopher Georges Canguilhem referred to this very unstable
and irreversible plasticity as a condition for ‘health’. ‘What
characterizes health is the possibility of transcending the
norm, which defines the momentary normal, the possibility of tolerating infractions of the habitual norm and instituting new norms in new situations.’ 8 ‘Being ill’ does not
mean the body is suffering from immunity deficiency, but
rather, it means it relies only on the existing immune
system and has not gained a different norm yet.
The practice of the participating artists in this exhibition is
a declaration to remain impure in the era of autoimmunization.

#impurity
Shun Owada makes a set of walls for the exhibition. On
one of the walls at the same time are the works of Sasaki
and Nakamoto. In between the walls there is an air-filled
balloon which is maintained to be fully inflated throughout the exhibition. A device near the balloon is programmed to prick it in a certain probability. The set probability is
slightly higher than once for the balloon to break, so it is
expected to explode at least once in the exhibition period.
Ken Sasaki presents paintings based on the trajectory of
the scientist Satoyasu Iimori. Iimori once worked on the
development of A-bomb in Japan and made Junior High
School students in Fukushima to mine uranium ore, but
after the WWII he abandoned it completely and became
deeply involved in the invention of artificial gem. Through
the paintings of Iimori’s artificial gems, uranium mine and
a cleaning cloth with a smudge of white lead from his
painting class on it, Sasaki’s vision gives the same value to
the medium and the depicted objects.

ネーション - ステート（国民̶国家）ではなくランド（陸地）として考
える視座を獲得しようと試みる。主権以後、あるいは闘技的コ
スモポリティクスの渦中には、おおらかなる鯨の咆哮がある。
仲本拡史はさまざまな水棲生物を採集し、それらを宿泊するビ
ジネスホテルに放ち映像に記録する。ベッドの上を、枕元の読
書灯の傘の裏を、シャワールームを、異形の身体が慎ましく跋
扈する。しかしその光景が奇怪に映るのは私たちが人間である
限りにおいてであり、それらを記録する仲本の身体もまた、ある
場合においては身体ですらない。今回は、蟹を採集する仲本 /
蟹を撮るカメラ / 蟹たちという3 つのパースペクティヴが共立する
映像インスタレーションのかたちをとる。
百頭たけしは都市になる前の建築資材と、都市から排出された

Yusuke Taninaka is a sculptor who approaches the world
via sculptural thinking and practice. Inspired by the strong
visual memory of Kujiranabe (whale hotpot) advert on
the motorway from childhood, Taninaka attempts this time
to gain a viewpoint to see ‘America’ as a land rather than
a nation state. In the midst of the post-sovereign or
agonistic cosmopolitics is a magnanimous roar of whales.

レクチャー

いている阪神高速の鯨鍋の広告から着想を得て、「アメリカ」を

Lecture

かめていこうとする。今回谷中は幼少期の記憶に鮮明に焼きつ

Hirofumi Nakamoto collects various aquatic organisms,
releases them in his business hotel room and films the
scene. The creatures creep and crawl on the bed, behind
the bedside lampshade and the shower room. The scene
is only weird when we are humans, and the body of
Nakamoto, who documents what is happening in the
room, is not even a body in a certain circumstance. For
this exhibition, Nakamoto makes a film installation consisting of three simultaneous perspectives; Nakamoto
who collects the crabs, the camera which shoots the
crabs, and the crabs.

果として生じてしまっただらしのない秩序である。このだらしのな
い秩序を、しかし百頭はファインダー越しに丸ごと肯定してみせ
るのだ。
迎英里子はこれまで、屠殺と解体、石油の精製、日銀の金融
政策といった複雑かつ不可視のシステムを、目に見えるように、
触れられるように、いわば等身大に 3 次元化させた「装置」を
が操作することで）初めて作動する。こうした彫刻 - 装置によって、

現象、制度、システムに重力が与えられ、介入と思考の端緒

Takeshi Hyakutou cuts out and compresses the metabolism of the cities by photographing the suburban landscapes where pre-used and scrap architectural materials
meet, just as the reserves waiting to become a part of the
city and the veterans discharged from it. The sceneries
composed of people’s will and unconsciousness, various
chances and dull moments expose a sloppy order appeared there as a result. Hyakutou affirms this sloppy
order through his viewfinder.

津波の後は、旅の者に満たされる
木村周平（文化人類学、筑波大学助教）

日系移民が太平洋を渡りアメリカへたどり着いて以

トルコで災害リスクを住民の目線から調査してきた人

降、彼らはベーリング海峡を渡った北米先住民と共

類学者の木村周平さんは、3.11 後の東北の沿岸被

通の出自をもつ「アジア人種」として、同一化と差

災地でもフィールドワークを重ねてきました。過去の

異化のダイナミズムのなかにありました。そのひとつ

災害の経験はどう未来の災害の備えに転化するの

の局面として、太平洋戦争時下に行なわれた日系人

か。そこに何か問題はないのか。たとえば防潮堤は

強制収容を挙げることができます。先住民居留地政

住民の安全を保証するべきものですが、彼らと海を

策と連動していたこの政策のもとでは、日系人にとっ

決定的に分断してしまう壁でもあります。地域を形

て、収容所の有刺鉄線の向こう側にいた先住民は、

づくる多層的な時間を手がかりに、復興について考

共同体の仲間であり他者でありました。彼らとの協

えます。

働 は 今どのように 想 像されるのか、その 一 端 を

Cynthia Kadohata や Perry Miyake 、 Karen

日時：11 月25 日［土］17:30-19:30

Tei Yamashita の作品から考察します。

場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

日時：11 月3 日［金］17:00-19:00
場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

Eriko Mukai has been making three-dimensional ‘life-size
devices’ which materializes the complex and invisible
systems such as slaughtering and dissection, refining of
oil or the financial policy of Bank of Japan. Those devices
only run through the body of Mukai (when Mukai operates
them). Such sculptures-devices give the gravity to phenomena, institutions and systems and open up the possibilities of intervention and thinking. For this exhibition, Mukai
gives a form to the mechanism of radioactive decay.

Curatorial Conversation

カニズムを造形化する。

有刺鉄線越しの「アジア人種」
加藤有佳織（北米文学、慶應義塾大学助教）

キュラトリアル・カンバセーション

が開かれる。本展では、迎は原子核の放射性崩壊が起こるメ

Lecture #2

日系北米文学における先住民化の系譜
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制作している。その装置は迎自身の身体を経由させることで（迎

Lecture #1

ー

イベント

偶然と間延びした時間たちよって構築された風景は、いわば結

立体的に展開し、共有するための場です。展覧会がそのようなプラットフォームとして機能することを目指しま
す。
「不純物と免疫」と同様、時代に向き合うおふたりをお招きし、それぞれの研究についてお話いただきます。

廃材が同居する郊外の風景を撮影し、都市の新陳代謝を切り
取り圧縮する。複数の人間の意志と無意識、そしてさまざまな

「関連イベント」は展覧会の補足情報でも、ましてや展覧会を肯定するためのものでもなく、問いをより複雑に、

展覧会においてキュレーションとはどのようなものでしょうか。「不純物と免疫」をめぐって、できるだけ具体的
に、キュレーションという技術、展覧会という装置の在り方を考えていきます。

Curatorial Conversation #1

Curatorial Conversation #2

展覧会技術 100 本ノック !

アイデアが展覧会になるとき

成相肇（東京ステーションギャラリー学芸員）/ 長谷川新

ー

調査 / 研究 / コンテクスト

副田一穂（愛知県美術館学芸員）/ 長谷川新
成相肇さんと「展覧会技術」が書かれた紙を壁に

ある抽象的で無根拠な「アイデア」が、具体的な

貼り出していき、交互に気になった「技術」を挙げ

展覧会として実現するまでの間には、どのようなプ

ながら話し合っていきます。

ロセスがあるのでしょうか。美術館学芸員である副
田一穂さんとインディペンデントキュレーターである

日時：10 月21 日［土］17:00-19:00

長谷川新が、それぞれの展覧会の実現までを追うこ

場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

とで、未来の展覧会について構想します。
日時：11 月11 日［土］17:00-19:00
場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

1

1
2
3
4
5
6
7
8

ジョルジュ・カンギレム／滝沢武久訳『正常と病理（新装版）』法政大学出版局、
2017年（1966年）、p. 258
多田富雄「免疫とは何か̶脳の「自己」と身体の「自己」
」
『多田富雄コレクショ
、藤原書店、2017年、p. 25
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パフォーマンス

Performance

パフォーマンス〈実践〉
迎英里子

#IMMUNITY

迎英里子によるパフォーマンス（内容は各回とも同じ）。

展覧会はたんなる結果の集積ではなく、思考、

日時：10 月14 日［土］17:00-17:30

10 月15日［日］17:00-17:30

実践、共有の空間と時間として存在します。

11 月25日［土］17:00-17:30

「不純物と免疫」では、会期前にもトークイベ

11 月26日［日］17:00-17:30

ントを重ねることで、「広報」の在り方を創造
の基盤として位置づけようと試みました。

場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷
定員：15 名程度

#IMMUNITY 札幌

会場混雑の場合、ご入場を制限させていただく場合があります

長谷川新
パフォーマンス

日時：8 月25 日［金］18:30–20:00

谷中佑輔

定員：20 名
場所：テラス計画

谷中佑輔によるパフォーマンス（内容は各回とも同じ）。

#IMMUNITY 福岡

日時：10 月14 日［土］13:00-14:00

長谷川新 / 高橋聡太（ポピュラー音楽研究）

10 月15日［日］13:00-14:00

日時：8 月27 日［日］19:00–20:30

場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

定員：30 名
場所：テトラ

長谷川新 / 若山満大

行ないます。ガイドツアー後はトークイベントも開催

日時：9 月 3 日［日］19:00–21:00

予定です。途中入退場自由です。

定員：30 名

なお、当日ふたりの音声は録音され、会期中オー

場所：GACCOH

ディオガイドとして聴くことができます。ワイヤレス
ヘッドフォンを装着した鑑賞者が作品の前に立つと、

Event

ガイド・ツアー／トーク

Guide Tour / Talk

#IMMUNITY 京都
長谷川新 / 迎英里子

本展キュレーターの長谷川と若山がガイドツアーを

#IMMUNITY 金沢

自動的に音声が再生されます。

若山満大 / 百頭たけし

日時：10 月14 日［土］18:00–19:00

日時：10 月 1 日［日］17:00–19:00

場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

定員：30 名
場所：芸宿

#IMMUNITY 秋田

畠中実（ICC 主任学芸員）
オープニング・トーク

Opening Talk

長谷川新 / 𡈽方大（本展インストーラー）

「OPEN SITE2017–2018 」公募審査員である畠中実

日時：10 月 3 日［火］18:00–19:30

さんをお迎えし、オープニングトークをします。同時

定員：50 名

開催のキム・ウジン「ブレイブ・ニュー・エクササ

場所：向三軒両隣 （秋田公立美術大学）

イズ 記憶された運動」展の講評後、
「不純物と免疫」
の講評があります。本トークイベントについては、日
英逐次通訳があります。
また講評後、迎によるパフォーマンス、レセプショ
ンパーティーも開催されます。
日時：10 月15 日［日］15:00–16:30
場所：トーキョーアーツアンドスペース本郷

ロゴ原案

たかくらかずき

エンジニア

久保田健二

Logo based on

TAKAKURA Kazuki

Engineer

KUBOTA Kenji

デザイン

熊谷篤史

翻訳

西田雅希

Design

KUMAGAI Atsushi

Translator

NISHIDA Maki

インストーラー

𡈽方大

出版

増田千恵

Installer

HIJIKATA Dai

Publishing

MASUDA Chie

アシスタント・インストーラー

西尾祐馬

Assistant Installer

NISHIO Yuma

6

# 使いみちのない風景
useless landscapes
長谷川新

本展キュレーター

HASEGAWA Arata

Some landscapes remain
in us, some vivid landscapes,
But we do not know how
to use those landscapes.

exhibition curator

コンセプチュアル・アートの擁護者として美術の「非物質化」

僕 らの 中に 残っている 幾つかの 風 景 ︑いくつかの 鮮 烈 な 風 景 ︑

で も そ れ らの 風 景の 使いみ ち を 僕 ら は 知 ら ない
1

を指摘してきたルーシー・リパードは、近著 2 において次のよう

1

な告白と提案をしてみせる。
土地利用 land use という言葉が、ランドスケープ、ランドアー
トあるいはアースワークスにおいて用いられるような「ランド」や
「アース」という、あまりにたやすくロマン主義化されてしまう観
念のより現実的な言い換えになりうることに気づいた。3

Pointing out the ‘dematerialization’ of art as a supporter of
conceptual art, Lucy Lippard makes the following confession and suggestion in her latest book 2 :
Eventually, thanks to growing involvement in local politics,
I realized that ‘land use’ could be a more realistic replacement for the too easily romanticized notion of ‘land’ and
‘earth’ as in landscape, land art, and earthworks. 3

35 年に渡るマンハッタンでの生活と、その後 20 年間のニューメ
キシコの小村での生活。両者のあまりに乖離した関係性を統合
し、彼女に「土地利用」という語を用いさせたのは「砂利採取場」
であった。
ニューメキシコの先住民であるナバホ族が、彼らの地を訪れる白
人たちに尋ねる小話をリパードは披露している。
〔ナバホ族の〕お前たちは何を探してるんだ ? という質問に対し
て、1920 年代では石油が、30 年代後半から 40 年代初期にか
けてはヴァナディウムが、50 年代から70 年代にはウラニウムが、

Thirty-five years in Manhattan, and the following twenty
years in a small village in New Mexico. What pulls the two
completely divergent lives together and makes her to use
the term ‘land use’ is ‘gravel pits’.
Lippard introduces a short story about Navajo, the
indigenous tribe of New Mexico, asking questions
to the Whites who visit their land:

そして90 年代には 精神性 が答えとなった。そして2000 年代、
いる。4

われた土地である。

極寒の網走で、ダイナマイトを用いた危険な工事にあたる男た
ちがいた。彼らは網走刑務所の囚人たち、通称「熊部隊」で
ある。彼らは北海道のインフラ工事を行ないながら服役をして
いる。あるとき彼らに南方での飛行場建設に関する話がやって
くる。国家のためにと彼らは志願し、網走から一転、灼熱のテ
ニアン島での滑走路工事が始まった。炎天下のなかで椰子の大
木をを切り倒し運搬する重労働。珊瑚由来の石灰岩でできた島

Lippard’s gravel pits of New Mexico and the Kumabutai’s
runway of Tinian Island. In all likelihood these two are
connected. The initial idea of this exhibition took off from
this groundless intuition.

What are you looking for? In the 1920s the answer was oil;
in the late ’30s and early ’40s, it was vanadium; in the ’50s
through the ’70s, it was uranium. In the ’90s it is spirituality.
In the 2000s, we are back to uranium. 4

白人たちは再びウラニウムを求めてニューメキシコにやってきて

いうまでもなく、ニューメキシコは世界で初めての原爆実験が行

the scorching hot Tinian Island. It was a hard labor cutting
and transporting big palm trees under the blazing sun.
The limestone ground derived from coral was hard to handle, so as other countless difficulties they had, but eventually the construction of the runway was completed and
the airport was born. With great glee they were proud of it.
A few years later, however, their great pride was shattered
when a B29 Superfortress took off from Tinian Airport to
drop an A-bomb to Hiroshima.

Needless to say, New Mexico was the first atomic
test ground in the world.

In the severely cold Abashiri, there was a group of men
working on the dangerous building sites using dynamites.
They are the prisoners of Abashiri prison, known as ‘Kumabutai (the bear unit)’. They were serving their terms whilst
working on constructing the city’s infrastructure. One
day a notice came in, calling for workers to build an airport
on a southern island. For the nation they applied, and
the prisoners of the north moved all the way to work in
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Murakami, Haruki The Useless Landscapes, 1994
Lippard, Lucy R. Undermining: A Wild Ride Through Land Use, Politics, and
Art in the Changing West, The New Press. Kindle ver., 2014
ibid, Kindle No. 142–144
ibid, Kindle No. 1468–1470

の地面は堅く、多くの困難が彼らを襲ったが、ついに滑走路は
完成し、飛行場が作り上げられた。喜び勇む彼らの誇りは、し
かし数年後、一機の B29 が広島に原子爆弾を落とすべくテニ
アン島飛行場を飛び立ったことで粉々に打ち砕かれる。

リパードの観たニューメキシコの砂利採取場と熊部隊が作り上げ
・・・・・・・・・・・・・

たテニアン島の滑走路。おそらくこのふたつはつながっている。
本展の着想は、この無根拠な直感から始まっている。
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