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1988 年大阪府生まれ。ベルリン在住。2014 年京都市立芸術大

「彫刻」や「ランドアート」をめぐる問い（主客の関係性、ジェンダー、国民国家）に対して、
谷中はそれらをすり抜けてゆく主体／客体として「鯨」に注目する。近代において前提とさ
れている領土概念、国境、国民といった単位は、ひとつの「地理的身体」を形成している。
つまり、私たちの身体と国家イメージは地図を通して結びついている。地図上に引かれた国
境線はあたかも私たちの皮膚が生み出す身体の輪郭であるかのようだ。しかしツチクジラは
ベーリング海峡から千葉沖までを回遊し、その死後も肉や骨、油として人々に隅々まで活用さ
れ、江戸の夜を照らし、都市と一体化する。ツチクジラの「地理的身体」において彫刻は
どのように考えられるだろうか。
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ツチクジラの地理的身体
Geo-body of Baird’s Beaked Whale
Colored wood, whale oil, concrete, caster, etc., 2017
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アプローチ 8.0
approach 8.0
Wood, cloth, plastic, aluminum, hook and loop fastener, needle punched carpet, utility knife, etc., 2017

Impurity / lmmunity: Tokyo
Unless otherwise noted, all photo by TAKAHASHI Kenji and courtesy of Tokyo Arts and Space.

品としてのオブジェクトそれ自体だけでなく、その配置の仕方、

人ではありません。そのように病とその人を切り離して考える

ジを癒し、存在感と可視性を与える治療である。それはイメー

照明、展示空間、予算、広報、記録など鋭い目を隅々まで行

ことはできないのです。その人を抜きにしては病は語れない。6

ジをパブリックに見えるようにし、公衆の判断の対象へと変容さ

き渡らせる。むろん、そうした措置は作品のコンセプトと内在

せる 2」。しかし同時に、キュレーションはイメージを病ませもす

的に結びついていなければならない。インスタレーションという

る。その物体に備わっていた神聖性、宗教性、あるいは機能を

形式の発達がこうしたコンセプチュアライズする技術の発達と相

奪い取り、「芸術作品」へと衰えさせる。言うなれば、展覧会

補的だと考えるならば、ある種のインスタレーションはコントロー

とから出発して、共存の技法が模索されている。純粋であること、

無しには生きていけないようにしてしまう。グロイスの議論の独

ルの徹底と拡大から生じている。この流れは、古畑百合子が指

病まないこと、同じであることを規範として生きることは、逆説

創性は、ここから「インスタレーション」をアーティストの主権

摘する 1970 年の万博における「監視カメラ」の初の導入といっ

的にも免疫システム 7 の暴力性を発動させることにつながる。そ

的自由とキュレーターの公的性格がぶつかり合う闘技場として定

た事例とも呼応している。

うした免疫 immunitas の暴力性は共同体 communitas の

義していくさまにあるのだが、ひとまずここで確認しておきたいの

「不純物と免疫」においては、「不純物」として存在しているこ

論理にあらかじめ刻みこまれている。本展のこうした布置におい

は、キュレーションの両義性である。なるほど、キュレーション

約 40 台の監視テレビのモニター、それに無線電話、テレビ電

て目指される「健康なアート fine art」とは、ひとえに「病み

はイメージを治療し、病ませる。いずれにしてもイメージは不健

話を使って、万博の警備隊は、会場内のあらゆる場所での観

つつ生きる力」を、変化に対応しうる力を、すなわち新たな規

康だ。だがしかし、イメージはそもそも不健康なものだとして考

客の動きを把握し、なにか事故やデモなどが起った場合、瞬

範を生み出す力を意味していた。しかしここで私たちは次のよう

えることはできないだろうか。あるいはこう問うことも可能だ。イ

時に対処できる体勢をとる、そのような実験だった。4

な声を確かに聴取する。

・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・

長谷川新

メージを治療し、病ませるキュレーターは果たして健康なのだろ
・・

うか。

ベラルド「お兄さん、いまふっと思いついたんですが、あなた

ここで「テレビ」は、電気通信館で行われたような一般大衆の

もう前と同じには戻れない。誰かが主張するように新しい規範を

参加を促す双方向性を持ったコミュニケーションの媒介にはな

内在化させるわけではない。病いは規範を作り出さない。それ

らない。その代わり、モニターを監視している警備員が、会場

は規範を揺さぶり、覆し、私たちをそこから引き離す。8

がご自分で医者になられてはいかがです。必要なものは全部

内のあちこちに配置された警備員と無線連絡を取り、閉じられ

ご自分でまかなえるんですから、こんな便利なことはありませ

た回路の中で、双方向性を持ったコミュニケーションを行う媒体

この文章を綴ったクレール・マランが臓腑のもとから絞り出すよ

んよ。」

として機能していたのだ。5

うな声で名指す「誰か」とは、十中八九ジョルジュ・カンギレ

トワネット「ほんとにそうですわ。これこそ、ご病気を早くな

ムのことだ。自身が深刻な自己免疫疾患の患者でありながら思

おすいちばんいい方法でございます。どんなずうずうしい病気

こうした管理の技法が徹底されていく社会において、キュレー

考を紡ぐマランのテクストに、「不純物と免疫」は応答しなけれ

でも、まさかお医者さまのからだに取りついたりはしないでしょ

ションの技術とはどのようなものであることが可能だろうか。管

ばならない。

うからね。」 3

本展キュレーター

理への抵抗は、逆説的にも管理の不徹底の暴露になっている
のではないか。別のより大きく透明な管理への幇助となってい

私は、病いを概念に転換し、自己免疫を社会の解体の読解原

安全 security の語源は「配慮から離れる se cura」という意

るのではないか。直感としては、ひとまずこう書いておかなくて

理に利用しようとするデリダの企て 9 を見る。私はその試みに寄

味である。ここでも care/cure/curation が顔をのぞかせる。

はならない。問いの立て方で、私たちはすでに躓いている。

り添ってみる。けれども、自分ではそれを放棄してしまうだろう。
概念は滑らかすぎるのだ。10
マランにとって、いかなる意味においても、病は概念ではなく、
いまここの痛みと苦しみである。そこには当事者としての激烈な
・ ・・ ・・・・・・

憤りと絶望が塗りこめられている。概念は滑らかすぎる。しかし
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な指摘してみせる彼女の態度には、なおも「概念」を練上げよ
の概念が「もはや専門家だけではなく、一般人にとっても、日

ま ん 中 が 白 く ︑ 縁へとし だいに 赤 み を 増 して ゆ く 苺の 切 断 面で は ︑

ボリス・グロイスである。「展示実践は、元々病んでいるイメー

汗 を かいて ゆ く よ うに その 果 物の 漿 液 が ゆっく り 滲 み は じ めている ︒

れていないということです。病者は疾患を持つ人、所有する
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患者と病者の違いはなにか。病者は医療システムに組み込ま

アーティストたちは自分たち自身で統治の技法を磨いていく。作

巡回に際しての覚書

字義通り、キュレーションから距離をおくことが「安全」である。

に結ばれている。このことの意味を強調したのは美術批評家の

a memorandum

「キュレーション curation」は「治療する cure」ことと語源的

1

と。誰もが健康を目指し、自己の衰えゆく不安定で醜い身体に
怯えている。私たちが設定した「不純物としての生」からさらに
踏み込んで、マランは「生」を不安定で絶えず解体されていく
ものとして捉えようとしている。治癒（完治）を目指すのではない
治療を互いに必要としあっている存在として、私たちを再定義し
ている。

芸 術作品を前にして見とれながら、いわば騙されたような感

覚を味わって作者になろうとする願望を抑えることができな
い、すべての感受性豊かな人間の経験

12

展覧会を「解読可能な多面体」13 とする技術を磨きながらも、
ケアするものは健康であるという暗黙の前提や期待が差し込ま
れることなく、概念が滑らかすぎる場合においては、作品と路
傍の石と鑑賞者が粗い凹凸をつけ、しかもそれらは順不同・重
複可であり、同時に、権力と免疫システムへの自己反省性を怠
らない姿勢、複数の依存に基づいた自立、不純物としての生の
無根拠な先取りの要請、その暴力への抵抗、滲み出る漿液。
一同沖縄へ。続。

