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疑問の状態 
オープニング・クエスチョン

太田エマ

「疑問の状態」と題する展覧会は、2012年 7月19日～ 28日の期間、東京、
秋葉原駅近くのギャラリー、アート・ラボ・アキバにて開かれました。この展覧会は、
日本財団のAPIフェローシッププログラムのサポートを受けて10ヶ月間東京に
滞在した、マレーシアのアーティスト、チ・トゥが、パブリックスペースなどで行っ
た７つのパフォーマンス・アクションの作品シリーズを、記録ビデオなどで紹介する
ものでした。
彼が行ったプロジェクトには、私たちが共有すべき重要な問いが、含まれてい
ました。あまりに長く議論が続いているために、ステレオタイプな反応しかできな
くなっている、あるいは葬り去ろうとされかけている問題、つまり、日本と今隣の
アジア諸国との政治的に難しい問題、歴史自体が書き直される疑惑の問題、あ
らゆる面から感情を煽る問題、被害者と加害者との問題、理解の格差が多い問題、
政治家が奥の手として使っている問題、公の場では話題にすることを避けている
問題、第二次世界大戦の戦争責任という問題です。

方法として、この複雑で論議を呼ぶ問題に対する立場の一つを承認するわけ
ではなく、また「新しいステートメント」を公表するつもりは全くありません。まず、
どのようなプロセスによって、「事実」は構築され、判断されたか、どのようにそれ
が権力に影響されているか、その事件、「事実」は私たちとどのくらい関わってい
るかという問題があります。そして、そのアーティスト自身のアプローチも、単純に
肯定することはありませんでした。展覧会では、彼がそれを開始したこと、観客
や通行人の個人レベルの関わり、私たちがこの問題に巻き込まれたこと、各アク
ションの妥当性、アーティスト自身の立場、またアートを通してどのようにそれを扱
えたかを問うために、様 な々角度からのアプローチを行いました。そして、何よりも、
アートがどのように社会的政治的な問題を取り組めるか、その能力と正当性の問
いを投げかけました。それを、私たちは「尋問」と呼びました。そして、その中で
私たちの自己尋問の面もありました。

ここに新たに制作させていただいたドキュメント冊子の主なる目的は、そのイベ
ントで起こした「問い」の、次の段階をご紹介するものです。各パフォーマンスに
対するアーティスト本人のリフレクション、問いをかけられた相手でもある、私たち
や観客の方たちが記述したアンケート、アーティストと観客による３回のディスカ
ションイベントの様子、そして、展覧会後に新たに寄せていただいた、６つのエッ
セイが収録されています。これらの「疑問」が、今後、より深く創造的にディスカッ
ションされるようなスタートになれば良いと思っています。
このように、刺激的で、考えさせる問いを、私たちに投げかけてくれた、アーティ
スト、チ・トウに心より感謝するとともに、その苦労をねぎらいたいと思います。また、
お忙しい中、原稿を寄せていただいた、杉田敦様、高橋雄一郎様、石崎尚様、
奥村雄樹様、グラフィックデザインを受け持ってくださった佐野佳子さんに、深く
御礼申し上げます。
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State of Doubt 
 The Opening Question

Emma Ota

“State of Doubt” is an event held between 19th – 28th July 2012 at Art 
Lab Akiba, Tokyo, presenting the documentation of 7 performative 
actions undertaken by Malaysian artist, chi too, during his 10 month 
research project in Japan as part of the Nippon Foundation’s API 
fellowship program. And the subject of these 7 actions was that which 
has proved the root of much contention between Japan and its Asian 
neighbours, that which continues to have its history rewritten, that 
which continues to enflame strong emotions on all sides, that which 
catches Japan in a quandary between both victim and aggressor, that 
which st i l l leaves gulfs in our understanding, that which has 
increasingly become a playing card of politicians, yet that which 
remains under vows of silence in our public interactions, the issue of 
World War II.

But in its methodology this event was not an endorsement of a 
particular position upon this controversial subject and was certainly not 
aiming to issue another “public statement” on the matter. It was not a 
question of facts, of who did what, but a question of the very process in 
which we formulate, cover, re-assimilate and judge the “facts”, how this 
may be influenced by certain forces around us to which we may often 
give little heed and what level of relevance we sense such events bear 
upon us. In fact it even refrained from offering simple approval to the 
artist’s own approach to tackling the subject. It instead opened the case 
on a matter which many of us would like to think as shut, but remains 
rather inconveniently ajar, and began an investigation, undertaken upon 
an individual basis by each visitor, as to the credibility of each action, 
the position of the artist, their own entanglement in this matter and the 
validity of art to approach such an issue, the question extending to a 
wider frame, ti the very ability and legitimacy of art to tackle pressing 
social and political issues. It was a process of interrogation, not least of 
all self interrogation.

An exhibition is held for a fixed time, with a definite start and finish, 
but a question is something which we must continue to hold and allow 
to propagate into many further questions. And it is with this concern 
that this document has been produced, with the hope that it will 
continue to raise questions, pointing to the need to routinely reevaluate 
the conditions around us. Here we collate chi too’s 7 actions, his 
reflections upon these, the response to the survey by visitors who were 
brought to face these questions, an insight into the 3 discussion sessions, 
as well as 6 new essays written especially for this document. This 
document is therefore not merely a record of the event itself, a closure to 
an event of the past, but rather a reflection which simultaneously hopes 
to be a starting point of further discussion.

We would like to extend our sincere gratitude to the artist chi too for 
raising this stimulating, confrontational question and recognize the 
effort he has put into this project. Furthermore we would also like to 
thank Atsushi Sugita, Yuichiro Takahashi, Takashi Ishizaki and Yuki 
Okumura for generously giving their time to contribute essays to this 
document. Finally we would also like to express our deepest thanks to 
Yoshiko Sano for the design of these materials.
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展覧会企画コンセプト

な ぜ、 疑 問 が 必 要 か

太田エマ

目的
「State of Doubt疑問の状態」――このタイトルを使い、展覧会を
するということは、このチ・トゥの個展を決めるより以前からあった私
自身のアイデアで、昨今の社会状況を反映するテーマとして、準備し
ていたものでした。さて、それは誰の疑問でしょうか。そして、何が
疑問なのでしょうか。今私たちは、私もあなたもアーティストも皆、不
安を抱え、疑問なことが増え続けている、そのような「状態」にあると
思われます。
展覧会は、2012年７月。この国では3.11の大震災からはまだやっ
と１年余りしか経っておらず、不景気はさらに深刻になるばかり。デモ
が頻発し、失業率、貧困の問題は増大し続けていました。さらに、
島をめぐる防衛上の論争や隣国からのミサイルの脅威により、国内の
ナショナリズムの精神は、一段と煽動されていました。その不安定な
状態は、今も続いています。
そのような政治的、社会的な問いの続く日 、々アートはそれらに寄
り添い、何か貢献すべきではないでしょうか。
もし、私たちが、物事を完璧で正確に考えることができ、問いも
疑いもないと言うのなら、私たちは自己満足に陥る危険があります。
私たちの社会のシステムが、「一方通行」なものであるならば、それで
も良いかもしれませんが、実際は、あらゆる方向からのラインが「交
差」している場所なのですから、その多様な「ルート」を見きわめるた
めには、私たちは「問い」というツールを使うべきでしょう。もし、も
のごとの白黒が明らかであるというのなら、善と悪、右と左といったよ
うな二分法で済ますこともできます。しかし、チ・トゥのプロジェクトで
は、ものごとは、そのように単純には捉えられないのだと言うことを証
明しました。そして、この「展覧会」の目的は、そのような状態を指摘
し、対立したいくつかの考え方を提示することにより、私たちを不安
に陥らせ、私たちの確信を失わせようと試みることでした。
ここでは、すべてを「疑問の状態」の対象にすることができます。ま
ず根本的な疑問、当然であると考えられている周囲の世界の問題、
もう掘り起こさない方が良いような問題、そして、つまり、第二次世
界大戦についての問いが、提案されました。それ自体のことだけでなく、

作品のプロジェクトと展覧会のコンテキストから表れる、より広い意味
での疑問をも提案し、歴史、国家、そしてアートに対し、具体的に
問われました。

歴史
チ・トゥは歴史を問いかけること、歴史の虚飾を見抜くことの必要
性を、私たちに訴えました。歴史の二重の顔、歴史がその立場によっ
て変形される可能性を明らかにしようとしました。彼は、プロジェクト
の中で、根底となる物語を脱構築しようとし、多様な読み方、書き方
により、便宜的に操作されがちな弱点を持つ歴史の状態を、自分自
身のフィクションに反映させようとしました。この展覧会とその作品の
目的は、「真実」を掘り出すために歴史を問い発掘することではなく、
「真実」が失われてしまう状態の方に、より深く疑問の目を向けること
が必要であることを指摘することでした。私たちは「真実」の核心を探
求する前に、まずこのフィクションの状態、またそれが感情によって形
成されたものであるを認めなければいけないかもしれません。その上で、
私たち自身の偏見、感情と思い入れの脆弱性を見い出さない限り、
チ・トゥにショックを与えたという、認識のズレを埋めるための「真実」
を問うことは難しいでしょう。

国家
さて、タイトルは、その英語表記が示すように（ステートは「状態」
だけではなく、「国家」の意味もあります。）国家という概念も問いかけ
ています。この展覧会では、現在の日本という国の現状と触れながら、
国という大きいな概念をどのように定義すれば良いか、また国とどのよ
うに関われば良いかという疑問も提案しています。
このプロジェクトの当初から、アーティストは、マレーシアと日本と
の歴史観の相互理解の欠如を問題にしましたが、その「国家」の区
別の強調の仕方は、少 単々純かつ厄介な方法だったのではないでしょ
うか。そうして、特に国民の責任が強調され、国が行なったことを国
民が恥じることが必要であることが暗示しようとしたことで「国」との
個人的なつながり、その「関係（契約）」のあり方が、問いになりました。
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私たちは、どの程度「国民」として自覚しているでしょうか？　私たち
は「国」の行為に対して責任があるのでしょうか？　個人として、告発
され、処罰を受け続けるべきでしょうか？ 
さらに、日本は「集団的記憶喪失」に陥っているという告発を突き
つけられた時、私たちは、日本とは一体誰のことだろうかという問い
にも直面させられました。
逆説的に、チ・トゥのプロジェクトはどのように国を定義すれば良い
のかということや、罪悪感をどのように世代から世代へ伝えたらよいの
かという議論が、つじつまの合わなくなるものであることを暴露してい
ます。個人から国家を超えるスケールに至るまでの文脈に対してそれ
ぞれが自覚を持つことの方が、むしろ重要ではないかと気づかされた
のではないでしょうか。その文脈を通し、私たちが、もし、過去と現在、
個人と社会をつなげるネットワーク、またその周りの様 な々社会的の
構成すべてに気を払うことができれば、その時にすべての人は、それ
ぞれの「当事者」になれるでしょう。

アート
このように、私たちは、歴史と国家の持つ権威を問いましたが、も
う１つ、さらに重要なこととして、アートとアーティストの権威への疑問
も提出しました。そこで、展覧会の会場では、アートとアーティスト本
人のあり方を「尋問」するような配置や空間デザインを工夫しました。
「アート」の免責されたコンセンサスに立ち向かい、アーティストが中
心化されるような立場に挑み、説明責任を問うスタイルをとり、その
ような「解剖」の場に、作品とアーティストの有様を、曝そうとしました。
こうして「アート」と「アーティスト」を精密な審査にかけることで、さら
に、鑑賞者の役割をも議論されることになりました。鑑賞者は「陪審」
の一員としての立場を把握し、またその影響にも責任を持つべきで
しょう。
チ・トゥは第二次世界大戦の責任問題だけではなく、このように扇
情的になりがちな政治的な問題を取り組む場合の、アートの能力に、
問いをかけました。アートが、このような問題に関する議論やコミュ
ニケーションを促進するために、適したメディアかどうかという問いだ

けでなく、アートが、社会という濁った現象に汚されない純粋なフォー
ムであるという思い込みを捨て、そのような問題を扱うことの方法や
効果を決定に対して、包括的で責任のあるメディアであるという慎重
な判断を持つべきであることを示しました。彼のアプローチそのものが、
アートの中立性を疑問視しており、アートが公明正大であるという法
則を壊し、強い姿勢をとろうとすることは、アートの権威をさらに、乱
用していることになるかもしれません。結局、彼は相互理解を諦め、
コミュニケーション不能になるような、ある意味、攻撃的な方法を選
びましたが、その場合に、アートとアーティストの立場により、その攻
撃性が免責になること自体が危険であることも、チ・トゥは自覚して、
自己批判しようとしていました。
議論とコミュニケーションを可能にするメディアであるという、アート
の定義を信じて、私はこの展覧会を開催しました。アートは、一つの
主張ではなく、言説による議論を戦わせる場として形作られるものです。
アートは特定の一本の線ではなく、一つの形ではなく、一つの解釈
ではなく、差異、ギャップとして存在するものなので、疑問のための
手段として、とても妥当性が高いのです。

結び
歴史。国。アート。それらはどれも、偉大で実体の見えないかたま
りであり、独善に陥りやすく、嫌疑をかけられやすく、個人を巻き込み、
熱い関心、あるいは冷たい無関心の反応を同時に引き起こしがちで
あるという意味で、ハイレベルなもの。いずれにしても、この展覧会
とチ・トゥの作品は、この現在の状況を考えさせ、このような状態が
続くことを受け入れられるのかと私たちに、尋ねています。そのように
「疑問の状態」展は、私たちの周りの状態に問いをかけることの必要
性を提示しました。そして、この問いのその必要性は、限られた期間
に開催された展覧会で出会った限られた人数の方へのアピールでは、
充分ではないでしょう。このドキュメントは、私たち皆が、日常の中で、
継続的に様 な々疑問を続けていくことのきっかけになればと思い、制
作いたしました。
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Why We Need to Doubt

Emma Ota

“State of Doubt” – perhaps the title came before the contents 
but finding ourselves in just such a state it seemed rather 
appropriate. But who is in doubt? And what are they 
doubting? While you or I or the artist may be in a condition 
of perplexity, we are all inhabiting a legal territory which is 
increasingly being called into question.

July 2012, over 1 year since 3.11, still several years into 
economic recession, protest marches are stil l in force, 
unemployment, poverty is sharply rising, while at the same 
time Nationalist spirit is being stirred by island disputes and 
missile threats. Things were looking (and still look) more 
uncertain. 

And at a time of social and political questioning, should 
not art also undergo or contribute to such a process?

To have full certainty is to have no question, no doubt, 
without which we are in in danger of complacency. If we have 
just a one way system that is all very well, but we can’t 
pretend not to be in a society where the traffic is coming from 
all directions and in order to uncover those multiple routes 
we must use the tool of questioning. If we are certain we have 
mere dichotomy, right and wrong, left and right but as chi 
too’s project shows us things are not that simple. The 
objective of this “exhibition” was to point to this very 
situation and offer exposure to a conflicting perspective, 
which leaves us disquietend and raises our uncertainty. 

And so clearly here it is everyone who we wish to bring into 
a state of doubt and this doubt is a fundamental one, a 
questioning of what we take for granted in the world around 
us, and this is here ensued through an issue which many may 
think better left unearthed, the issue of WWII. And through 
the direct issue itself, and its wider rendering within the 
context of an art project and exhibition, we are brought to a 
focus upon a more specific range of questions which may be 
connected with history, nation and art itself.

History

Chi too asks us all to question history and to see through 
its trappings, its double-facedness, its ability to inhabit 
numerous forms, depending upon where it stands. And so he 
set to work upon deconstructing this grand narrative, and in 
so doing created his own fiction, reflecting the multiple 
readings and writings of history, with its openness to 
convenient manipulations. This exhibition and the work of 
chi too itself does not question and excavate history in the 
hope of unearthing the truth and purporting facts and 
figures, but rather to point to the lack of it, in turn making it 
necessary to question even further. Rather than searching for 
the core of truth we must first recognize the state of fiction, 
the feeling which is the very basis of history and perhaps it is 
the realization of our own bias, our own vulnerability to 
emotion and partiality, the very questioning of truth which 
may be able to bridge the gap which first so shocked chi too. 

Nation

distinctive and yet muddily indistillable. And in his stress 
upon the responsibility which lies upon the citizens of a 
nation he postulates the expectation of shame at what one’s 
“country” has done, in turn raising certain questions of 
individual “contract” with “nation”, challenging us to rethink 
to what extent we identify ourselves as a nation, to what 
extent we are accountable for its acts and how far are we 
doomed to continue trading of accusation and punishment as 
individuals? Thus when faced with the accusation that Japan 
is suffering from “collective amnesia” we are also faced with 
the question “who the hell is Japan?”

chi too’s work in fact reaches the paradox of revealing the 
very inconsequence of how we define nation and how we pass 
guilt from one generation to the next, rather highlighting a 
greater necessity of awareness towards one ’s context, 
stemming from the individual to reach a scale which even 
surpasses nation, strung within a web of ties which links the 
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past to the present, the individual to society and the various 
social constructs around us, and therefore making us all 
“concerned parties”.

Art

So we have seen a questioning of the authority of history 
and of nation and finally but perhaps more importantly we 
have a challenge to the authority of art and the artist, the 
whole arrangement of the exhibition being designed as an 
interrogation of these supposed figures of immunity in a 
dissection which most would flinch from, opposing the 
consensus of art and challenging the central position of the 
artist, bringing him to a point of accountability. Here the 
work which is intended to raise questions upon a particular 
subject is in fact brought into question itself and in the 
pursuit of such rigorous scrutiny, the viewers, the jury 
themselves, must reflect upon their own position, with their 
own particular responsibility to divine their stance and accept 
the consequences.

Furthermore it appeared that chi too’s agenda was not 
merely focused upon the issue of “WWII” but intended to 
query the ability of art to tackle such inflammatory social/
political concerns, and its suitability as a medium for debate 
and communication around such subjects. It is at this point 
that we must break from notions of art as a pure form not to 
be sullied by the murky business of society, and we should be 
wary here of thinking that we can define art in such a way 
that it determines the very manner and effectiveness by which 
something is dealt. But it perhaps chi too’s specific approach 
which leads us to question the neutrality of art, and to ask if 
it is an abuse of art’s authority to take a particular line, to 
break the rules of impartiality? In finally giving up on mutual 
understanding and taking an approach of subtly aggressive 
confrontation, which thwarts communication, chi too also 
points to the dangers of art and the artist ’s position of 
immunity. 

  But it is because I believe in art in its very definition as a 
medium of debate and communication that this exhibition 
was held. And here art itself is not formulated as a single 
claim but as an arena for discourse. And it is the very fact 
that art does not lie upon one particular line, that it is not to 
be found in one particular form and is not endowed with one 
particular interpretation, the fact that it itself exists as 
difference, as a gap which makes it a most appropriate means 
of doubt.

History, Nation, Art – all great intangible masses, all 
vulnerable to despotism, a ll worthy of a high level of 
suspicion, and a l l quest ioning our level of persona l 
impl icat ion, s imu ltaneously inspi r ing re sponse s of 
impassioned concern and cool detachment – but in either 
case this exhibition and the work of chi too challenges us to 
think what is the current state of affairs and is it acceptable 
for such a state to continue. So this “State of doubt” puts 
forward a need to question the state of things around us, but 
this is a questioning and a need not just confined to the 
limited number of people who visited the exhibition in a 
limited time – it is a constant process to be undertaken by 
each one of us in everyday life and it is with the intention of 
continuing the pursuit of doubt that this document has been 
created.

STATE 
OF 
DOUBT

疑問
の

状況
7 actions towards dilemma 
ジレンマへと向かう７つのパフォーマンス

Art Lab Akiba 07 / 19-28 / 2012アート・ラボ・アキバ

アーティスト works by キュレーターcurator 協力キュレーターco-curator

山岡佐紀子 Sakiko Yamaoka太田エマ Emma Ota チ・トゥ chi too 

アート・ラボ・アキバ　Art Lab Akiba
時間 Time : 12:00-19:00 

イベント Events：
07 / 21 （土）　スタディディスカッション Study Discussion 18:00-20:00 　
07 / 28 （土）　メインディスカッション Main Discussion  17:00-19:00 
     パーティー Closing Party               19:00-20:30
                               お飲物を持ち下さい。参加料500円 bring bottle+food 500yen

*詳しくは以下　ホームページをお確かめください please view website for further details

お問い合わせ Contact : info@dis-locate.net  080 5447 9338
www.dis-locate.net/stateofdoubt
チ・トゥ chi too : www.chitoo.net
太田エマ Emma Ota : www.dis-locate.net    
山岡佐紀子 Sakiko Yamaoka : www.sakikoyamaoka.com

〒111-0053　東京都台東区浅草橋4-5-2片桐ビル 1F
Tokyo Taitoku Asakusabashi 4-5-2 Katagiri Bld. 1F

 協力: ディスロケイト、アートラボ・アキバ
Supported by : Art Lab Akiba + dislocate

アーティスト、チ・トゥは、アジアン・パブリック・インテレクチュアル・フェローシップの助成を受けて、2011年10月から東京に滞在し、2012年8月のはじめに帰国
する予定である。その間に、７つほどのパフォーマンス作品を制作した。
彼の日本滞在での作品のコンセプトは、マレーシア人と日本人との相互理解、特に第二次大戦における互いの経験と記憶、その相互認識のずれの解消という、外交
の場であれ、文化交流であれ、誰でも尻込みしてしまうような偉大なるミッションである。彼はそのために、創造性と寓意に富んだナンセンスな「遊び」の手法を用

）。るいてけかをカピの爆原とーブアクーピるす味意をこっご鬼。ーブカピはルトイタのスンマーォフパのめつ1（.....。たいてしとうよい

The artist chi too, as a fellow with of the Asian Public Intellectuals Fellowship, supported by the Nippon foundation; has been undertaking a residence in Tokyo
since October 2011 and will be returning to Malaysia at the beginning of August. During his stay, he has made 7 different performance actions.

chi too's concept for his work in Japan was a strenuous mission of diplomacy and cultural exchange, which most people would flinch from, aiming to tackle
issues to mutual understanding between Japanese and Malaysian people, in particularly in relation to WWII, their respective experiences and memories and 
attempt to fill the gap between their awareness of each other. However for this purpose he has employed a technique of “play” which is filled with both creative 
and moral nuances.(A title of one performance was Pika-boo.  Including the meaning of the child’s game and also the Japanese “pika” used to refer to the 
atomic bombing of Hiroshima.)

アーティストの10ヶ月間の

日本滞在時における成果発表と交流会

写真／芝田文乃　photo by Ayano Shibata
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アンケート

ENTRANCE

1

2

B

A 6　　5

3
展覧会の様子
Exhibition View

1│ピカ-ブ 　Pika-Boo 

2│投下訓練　Target Practice

A

B

3│また会うために 　To see you again 4│チュチ：パフォーマンス　Cuci : The performance

観客からのアンケートを展示したコーナー
Feedback papers from Audience

映像は壁に大きく映し出された。
Video projection upon the wall

左：パフォーマンスの様子を紹介する映像モニターと記録写真  
　　Left: Video and photo documentation
右：マレーシアの高校の歴史教科書　Right:The history-text book for high school students in Malaysia

パフォーマンスの様子を紹介する映像モニター  
Video documentation of the performance

映像 Video and photography映像 Moving Image

展覧会は、チ・トゥの日本における１０ヶ月の滞在時に、実行された
プロジェクト「Pika Boo」の７つのパフォーマンス（アクション）を、
記録ビデオ、写真、テキストなどで紹介しました。さらに、アンケー
ト（フィードバック）、お茶会、ディスカション、パーティなど、訪れ
た方々との会話の機会を持つようにセットアップしました。もともと、
チ・トゥのプロジェクト自体が、通行人や参加者と関わりを重視して
おり、その関わりをこの場所でより発展させたいと考えました。
このページでは、会場の展示されたものについて紹介します。
The gallery space was host to a series of video, photographic 
and text based documents recording chi too’s 7 actions which 
made up the project “Pika Boo”. This was accompanied by 
audience questionnaires, tea parties, discussions and other 
events designed to facilitate dialogue with visitors, which seems 
particularly apt as chi too’s project itself has given particular 
emphasis up on the relationship with p assers by and 
participants.
This page presents images of the exhibition setting.
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D

C

4│チュチ：パフォーマンス　Cuci : The performance

5│翻訳の喪失　Loss in Translation

7│草を刈る作品　Cut grass piece

観客からのアンケートを展示したコーナー
Feedback papers from Audience

6│マレーシア〜日本　平和と寛容のための千人針
	 The Malaysia-Japan Senninbari Of Peace And Forgiveness

パフォーマンスの様子を紹介する映像モニターと記
録写真　Left: The monitor and cloth for “Sennin 
bari”. During the exhibition the audience were 
invited to participate in both projects.

右：「翻訳の喪失」の様子を紹介するモニターとカ
セットテープレコーダー、左：「千人針」を紹介する
モニターと千人針されている布。両方とも展覧会の
間も、観客による参加が続けられた。Right: The 
monitor and the cassette tape recorder for “Loss 
in Translation”, Left : The monitor and clothes for 
“Senninbari”. During the exhibition, Audience 
were offered to take part with both projects.

パフォーマンスの様子を紹介する映像モニター 
Monitors displaying video of the performance

映像 Video and photography

映像 Moving Image （6）

映像 Moving Image （5）

映像 Moving Image
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アーティストによる作品コンセプト

約 10年前、私は故郷のマレーシアにある第二次世界大戦記念博物館を訪れた。そこには
年配の日本人観光客がいた。彼らは、戦争中に日本軍がマレー半島で犯した侵略について、
随分と悲しみ、泣いていた。私はその時、ほとんどの日本人が第二次世界大戦中に日本の外
で起きたことについて知らない、と気付いた。
2010年に、私は埼玉県の丸木美術館を訪れた。丸木位里・俊夫妻の《原爆の図》を見て、
私は自分自身が、かつてマレーシアの博物館にいた日本人観光客と同じ立場にいることを知っ
た。第二次世界大戦中に日本国内で起こったことについて、私も全く知らなかったからである。

外国人である私は、第二次世界大戦中の日本で起こったことについて、自分がほとんど知らな
いという事に気付くと共に、日本人もまた、同時期の戦争が招いた国外の状況に対する認識
が欠けていることに気付きました。かつて戦時中に日本によって占領されたマレーシアから来
た私は、日本の占領によって被害を受けた人 と々、日本の侵略戦争が招いた悲劇によって被
害を受けた日本人が、共有しうる歴史を模索したいと思っています。

このプロジェクトは丸木位里・俊夫妻の《原爆の図》に対する応答です。以下の点について理
解することで知識の差を埋めることを試みます。

・この問題に対する日本社会の感情と過敏さ
・日本の教育制度では歴史はどのように教えられているか
・ 戦後日本のアーティストはどのようにこの問題を扱っているか

Artist　Statement

About 10 years ago, I visited a World War 2 Memorial museum in my home 
country, Malaysia. Among the visitors at the museum were a few elderly Japanese 
tourists. They were crying profusely, ashamed and saddened at the aggressions 
committed during the Japanese Imperial Army’s occupation in Malaya. It was
then that I’ve learnt and realized that most Japanese people are unaware of the 
events of what happened outside of Japan during the second world war.
 In 2010, I visited the Maruki Gallery for the Hiroshima Panels in Saitama 
Prefecture, Japan. After looking at Iri and Toshi Maruki ’s Hiroshima Panels, I 
found myself in the same position of those Japanese tourists I saw earlier in my life 
in that museum in Malaysia; that I too am completely unaware of the events that 
happened within Japan during the second world war.

As a foreigner, the artist realizes that he knows very little about what happened in 
Japan during the second world war, at the same time also realizing that Japanese 
people knew very little about what happened outside of Japan during that same 
period. Coming from Malaysia, a country that was once occupied by Japan during 
that period, the artist would like to develop a shared history between those 
suffered as a result of the Japanese occupation, and of the Japanese who suffered as 
a result of their state’s aggression toward others.

This project is a response to Iri & Toshi Maruki’s Hiroshima Panels*. The artist 
seeks to bridge this gap in knowledge by understanding the following:
- Japanese’ sentiments and sensitivities in regards to the issue
- The way history is taught in the Japanese education system
- The artistic strategies Japanese artist have undertaken post 1945 in response to 
the subject matter.
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chitooプロフィール

チ・トゥは、最近、映像から、ファインアートの領域のアー

ティストへと移行した。彼は、ユーモアと風刺、視覚的な

詩を、ビデオ、インスタレーション、パフォーマンス、彫刻、

写真など様 な々物質によるシステムによって作品化し、彼の

決して解決しない感情的な葛藤や個人的な考察を表現す

る。

また、彼の実験音楽、ポエトリー・リーデイング、そして

“Dengan Rakyat”や“Everything’s Gonna Be Alright”

や“Lepark”のような、遊び心あふれる自主企画のパブリッ

ク・アートのプロジェクトなどは、空間と参加者との関わりが

重要であり、それらを通して、実践へと続く彼の多面的な

アプローチが形成されてきた。ひとりの独学のアウトサイダー

としてのアーティストとして、ファインアートの実践を発展させ、

様々な展覧会やパフォーマンスのイベントに参加して来た。

チ・トゥは、The Best Art Show in the Univers、また、アー

ティストのグループ“CIPAN”のメンバーである。

chi too - Profile

chi too has recently shifted his focus from film making to fine art 
practice using humour, satire and visual poetics to create a diverse 
system of objects that includes videos, installations, performances, 
sculptures, and photography to reveal his own never ending emotional 
struggles and personal reflections.

His experimental music, poetry reading and playful self-organised 
public art projects such as Main Dengan Rakyat, Everything’s Gonna 
Be Alright and Lepark display a genuine need to engage with space and 
audiences that form part of his complex multifaceted approach to 
practice. Since then, as a self-taught artist outsider, he has been 
developing his fine art practice and has participated in various 
exhibitions and performance events. chi too is part of The Best Art 
Show in the Univers and CIPAN, a sometimes artist collective.

He has recently completed a fellowship with the ‘Asian Public 
Intellectuals Fellowship’ (API) Program funded by the Nippon 
Foundation. Through the API,  he spent 10 months in Tokyo beginning 
October 2011 developing and performing performance art works in 
response to the Second World War and atomic bomb incidents.

実施された７つのパフォーマンスの日程

1. ピカ-ブ Pika-Boo
 2011年11月5日　05 November 2011

2. 投下訓練 Target Practice 
 2011年12月1日　01 December 2011

3. また会うために To see you again 
 2012年2月5日　05 February 2012 

4. チュチ Cuci  
 2012年3月4~5日 04~05 March 2012

5. 翻訳の喪失 Loss in Translation  
 2012年5月 May 2012

6. 千人針 Senninbari 
 2012年6月 June 2012

7. 草を刈る作品 Cut Glass Piece 
 2012年7月 July 2012
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作品解説

ピカ -ブ、それは日本語の原爆の光を表す「ピカ」という言葉と、英
語の「隠れんぼう」を意味する「ピークアブー」の合成語である。ここ
では、観客と隠れんぼうをする。第二次世界大戦と原爆についての
隠された事実を捜し求める努力。

その方法：
1) 観客がやって来る前に、私は近所に隠れておく。
2) 観客は、私を捜す。
3) 私がみつかったら、私たちはアートスペースに戻り、そこで、マレー

シアの学校の歴史の教科書の中の、日本によるマレーシアの占領
時のことについての章を読む。

4) 読んだ後、今度は観客は近所に隠れて、私が捜す。
5) 一人がみつかったら、観客は何らかのストーリーを、あるいは、

第二次世界大戦について知っていることを話さなくてはならない。
6) ステップ 5 は、すべての参加者がが見つかるまで、繰り返された。
7)私たちはアートスペースに戻って、その主題についてディスカッショ

ンをした。

Pika-boo, is a synthesis of the Japanese word ‘pika’ which is 
used to describe the flash made by the atomic bomb; and 
‘peekaboo’, an English expression used when playing ‘hide 
and seek ’. In essence, this is a game of ‘hide and seek ’ with 
the audience. An effort to seek the hidden facts of the Second 
World War and atomic bomb incidents.

Method:
1) Before the audience arrives at the space, I hide in the 

surrounding neighbourhood of Nogata.
2) The audience would then go look for me.
3) Once I am found, we return to the space where I do a 

reading of the chapter about the Japanese occupation in 
Malaya from a Malaysian history textbook. 

4) After the reading, it is the audience’s turn to go hide in the 
neighbourhood and mine to look for them.

5) Once found, the audience will have to tell me a story or 
whatever it is that they know about the Second World 
War in Japan.

6) Step 5 is repeated until every single member of the 
audience is found.

7) We return to the space and hold a discussion on the subject 
matter.

ピカ－ブ 
 Pika-Boo 

2011年11月5日　05 November 2011
@こたか商店  野方 東京 Kotaka-shoten, Nogata Tokyo
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この作品は広島・長崎原爆の再演である。丸木位里の母（丸木スマ）
による「爆弾が自動的に落ちるのではなく、誰かが落とす」という発言
に、呼応したものである。

その方法：
1) ステージに椅子とコップ 2 個を置く。このコップは広島と長崎を示

し、置き場所は、椅子のある東京からの地理的な距離を表わす。
2) 生卵を一つのコップに投げ込もうとする。卵が実際にカップに入る

まで何回も繰り返す。
3) そして次のコップにも卵を投げる。卵が実際にカップに入るまで何

回も繰り返す。

記録ムービー参照
https://vimeo.com/33484737

‘Target Practice’ is a reenactment of the Hiroshima and 
Nagasaki bombing incidents. This work is a response to a 
statement made by Iri Maruki’s mother, Suma Maruki who 
said ‘Bombs do not fall by themselves, someone has to drop 
them’.

Method:
1) A chair and 2 cups are placed on the performance stage. 

The 2 cups being Hiroshima and Nagasaki, their positions 
are geographically relative to the chair being Tokyo.

2) I attempt to throw an egg into the first cup. This is 
repeated until I successfully throw an egg directly into the 
cup.

3) I attempt to throw an egg into the second cup. This is 
repeated until I successfully throw an egg directly into the 
cup.

投下訓練
 Target Practice

2011年12月1日　01 December 2011
Performed at “Nippon International Performance Art Festival Asia 2011” 
＠3331アーツ千代田、東京 at 3331 Arts Chiyoda, Tokyo
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「パブリックパフォーマンスアート作品」を創るという最終目的のため
に、東京でのパブリック空間でのパフォーマンスではどのような経験
ができるか、どのような限界があるのか、試してみようと思った。
そこで、アーティストの山岡佐紀子氏をコラボレーションに招待した。
可能性の境界線を押してみるために、私はリアルに暴力的なアクショ
ンを提案した。山岡さんからは、場所特有の違った人々の目を経験
するめに、都内の５つの場所での実践が提案された。

その方法：
1) パフォーマンスの前に一時間ごとの会う時刻と場所だけを決め、そ

れぞれ別行動で、次の場所に移動する。
2) 先に着いた者は、ポジションを取り、立ったままもう一人を待つ。
3) 後から来た者は、先に着いた者の正面に、だいたい２フィートく

らいの距離のところに立つ。
4) 無差別な相互平手打ちが始まる。
5)どちらかが、そこを去ることを決め、次の場所に向かった時、そこ

でのパフォーマンスは終わる。
6) ステップ２からステップ５までのくり返しが、５つの場所にて費や

された。 

https://vimeo.com/36275501

Considering that ‘public performance art works’ are the 
eventual outcomes of my project, I would have to experience 
for myself how it is like to perform in public spaces in Tokyo 
and the parameters that exists. 
For this purpose I have invited Sak iko Yamaoka to 
collaborate with me. To push the boundaries of acceptance, I 
proposed that we perform a real act of violence. 
Yamaoka-San proposed that we perform in 5 different 
locations, which would help me experience the different 
environment and audiences unique to each location. 

Method:
1) Prior to the performance, we agreed to arrive at each 

location on the hour, and will travel to each location 
individually.

2) The first person to arrive will choose a position and stand 
still while waiting for the other.

3) When the other person arrives, he/she would stand about 2 
feet directly in front of the first person.

4) Indiscriminate slapping of each other commences.
5) Performance at said location ends when either of us decides 

to remove oneself and travels to the next rendezvous point.
6) Repeat steps 2 to 5 until all 5 locations are exhausted.

また会うために 
 To see you again

2012年2月5日　05 February 2012 
山岡佐紀子と共同作業 @皇居前、銀座、秋葉原、六本木、渋谷
Performed with Sakiko Yamaoka at The Imperial Palace, Ginza, 
Akihabara, Roppongi, & Sibuya, Tokyo 
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このパフォーマンスは、丸木美術館にやってきた観覧者たちに関わる
目的で行なった。この美術館の来観者は、ほとんどが 40歳以上の
ようだ。
それまで、アーティストや、専門家や学者たちを除いては、主に若い
人たちに会っていたので、戦争の時代に近い世代、または実際に戦
争経験のある一般の人たちと話したのは、私には重要だった。以前
のパフォーマンスと同様に、この足を洗うパフォーマンスは、気まず
い問題について話し合うために、ぴったりなぎこちない状況となった。

その方法：
1) 丸木美術館のメインホールの中央に、足洗いのための場所を設け

た。その「メインホール」は、観覧者が、美術館内の15 枚の原
爆の図を見て歩いて、最後にたどり着く場所である。そこには、
アウシュビッツ強制収容所や南京大虐殺のような非道なテーマを
扱った作品が展示されている。

2) 通訳を通して、私はホールに入って来た来客にお茶をすすめ、足
を洗うことを申し出る。

3) お客さんが座ったら、お茶と足を洗うためのお湯を沸かす。
4) お茶を出し、足を洗い始める。
5) 足を洗いながら、通訳者を通して、お客さんと対話する。
6) お客さんとの対話が終わったらパフォーマンスも終わる。
7) 他のお客さんが来たら、またパフォーマンスを繰り返す。

https://vimeo.com/40044743

This performance was held at the Maruki Gallery For The 
Hiroshima Panels with the objectives of interacting with the 
specific audiences of the museum, a generally older audience 
ranging from 40 years old and beyond.
Having only interacted with artists and younger people 
(besides the many experts and academics) on the subject 
matter, I feel that it is important for me to talk to ordinary 
older folk who lived at a time closer to the war, or actually 
had experienced the war first hand. Like my previous 
performances, I have decided that the act of feet washing is a 
perfect setting to create an awkward environment to talk 
about an awkward subject matter.

Method:
1) I set up a feet washing station in the middle of the Main 

Hall in the Maruki Gallery. The ‘Main Hall’ is usually the 
last gallery a visitor would walk to after looking at all the 
15 Hiroshima Panels. It contains works in response to 
other atrocities like The Auschwitz and Nanking Massacre 
incident.

2) Through an interpreter I offer visitors in the hall to serve 
them tea and wash their feet.

3) Once seated, I prepare a cup of tea and the hot water to 
wash their feet.

4) I serve a cup of tea, and proceed to wash their feet.
5) While washing their feet, I strike up conversations with 

the participant through my interpreter.
6) The performance ends when the conversation between me 

and the participant is over.
7) Performance is repeated with other visitors to the museum.

チュチ：パフォーマンス 
 Cuci : The performance

2012年3月3日〜4日　03 to 04 March 2012
@ 丸木美術館、埼玉県
Performed at the Maruki Gallery For Hiroshima Panels, Saitama 
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「また会うために」のパフォーマンスの後、山岡佐紀子氏から、彼女
の亡くなった父親が持っていた軍歌のテープの10本をもらった。
「チュチ」の後、他の方法で他人と話す方法、むしろ、その口実の
ようなことを作りたいと考えていた。これらのリサーチを通して、日本
人のこの主題についての、集団的な記憶喪失は相当ひどいということ
も、よくわかってきた。私は、戦争に対する知識のギャップを埋めよ
うとする努力をあきらめ、替わりに、第二次世界大戦に対して（または
その際に日本の行なったことへの）の認識を、彼等の心に思い出させ
るためのきっかけを作ろうと考えた。

その方法：
1) 軍歌のテープが入ったカセットプレーヤーと、ノートを挟んだクリッ

プボードを持って歩き回った。
2) 座っている人に声をかけ、「すみません、英語が話せますか？」と

聞いた。
3)もし彼等が「yes」か「a little」と答えたら隣に座り、自己紹介し、

目的を話した。「私はマレーシアから来たアーティストのチ・トゥと
言います。今日本で第二次世界大戦のことをリサーチしています。
そのリサーチの中でこの軍歌のテープを見つけました。日本語が
わかりませんので、英語に訳してもらえませんでしょうか？」と説
明した。

4)もし同意してもらえたら、クリップボードとペンを渡し、テープを再
生した。

5) 彼等の翻訳が終えたか、あるいは終わらせたがっていたら、パ
フォーマンスは終わる。

6)このパフォーマンスは何回も繰り返された。

https://vimeo.com/43330424

After performing ‘To See You Again’, Sakiko Yamaoka gave 
me a set of 10 Japanese war songs cassette tapes that used to 
belong to her late father.
After ‘Cuci’, I have decided that I would like to find ways, or 
rather, excuses to talk to my audience. At this point, I have 
also found through my research that the collective amnesia 
surrounding the subject matter is quite severe. I have 
abandoned efforts to bridge this gap in knowledge and 
instead began to create entry points in which I can find ways 
to implant an awareness of the Second World War (and the 
extent of Japanese involvement).

Method:
1) I walk around with a cassette player with a war song 

cassette in it, and a clipboard with a notebook.
2) I ask individuals who are seated ‘Excuse me, do you speak 

English’, in Japanese.
3) If they say ‘yes’, or ‘a little’. I proceed to sit down next to 

them, introduce myself and explain my intentions… ‘Hi, 
my name is chi too, an artist from Malaysia. I am here in 
Japan researching about the Second World War and in my 
research I found these war song cassettes. Since I do not 
understand Japanese, I would like to ask if you can help 
me translate them into English’

4) If they agree to do so, I will pass them the clipboard with a 
pen and begin to play the music.

5) The performance ends when the participant is done 
translating a song, or requests to leave.

6) The performance is repeated ad infinitum.

翻訳の喪失 
Loss in Translation

2012年5月 May 2012
@ 表参道（5月19日）、銀座（5月20日）、渋谷（5月26日）靖国神社（5月27日） 
Performed at the Omote-sando (19th May), Ginza (20th May), Shibuya(26th May), 
Yasukuni Shrine(27th May)
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「千人針」とは、戦争中の風習で、千人の女性に頼んで一人一針ず
つ縫った結び目の布お守りとしてつくり、出征する兵士に贈ったもの
である。
私は、戦争における女性の役割をリサーチしていて、この千人針のこ
とを知った。そこで、このパフォーマンスでは、より単純な関わりで、
主題への糸口を作ろうと思った。最終的には、参加者の中で「なぜマ
レーシア人は日本で千人針を作っているだろうか？」という疑問を残せ
ればと思う。

その方法：
1) 知らない人に「ちょっと手伝っていただけませんか」と声をかけ、日

本語で書かれた、私の目的を書いた紙を見せる。
2) 同意を得たら、千人針と縫い方のガイドの書いてある紙を渡す。
3) 英語を話せる人に会えたら、何か対話をしたいと思う。
4)1000 人分の一針が集まるまで、継続する。

8月に広島原爆忌の平和記念式典に参加するので、その時も、そして、マレーシ
アに帰国しても千人針作りを続ける予定である。

The senninbari is an old war time custom where women 
would ask 1000 other women to contribute a stitch each to a 
piece of cloth that would be given to their men as an amulet 
on the war front.
I learned about the senninbari in my research about the role 
of women in the war. At this point, I have resolved that 
interactions should be kept simple and the performance 
would only serve the purpose of creating an entry point to 
the subject matter. Ultimately, I would like to leave the 
participants with the question ‘Why is a Malaysian making a 
senninbari in Japan?’.

Method:
1) I approach strangers who seem to be standing around 

asking them ‘Can you help me?’ in Japanese while showing 
them a sheet containing my intentions in Japanese

2) If the person agrees, I give him/her the senninbari and 
guide him/her through the stitching process.

3) If the participant is able to speak English, I would attempt 
to strike up a conversation.

4) The process is repeated until I get 1000 stitches on my 
senninbari.

I will repeat this performance when I attend the Atomic Bombing 
Memorial ceremony in Hiroshima in August and continue to do so 
when I return to Malaysia. 

マレーシア～日本 
平和と寛容のための千人針
 The Malaysia-Japan Senninbari Of Peace And Forgiveness  
 

2012年6月　June 2012
@ 原宿（６月２３日）、銀座（７月１日）、行田市／埼玉（７月８日）
Performed at the Harajuku (23rd June), Ginza (1st July), Gyoda( 8th July)
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私は一人で、第二次世界大戦で亡くなった71,012,650人の人たちと
同じ数の草を刈る。
「草を刈る作品」は私たちが、第二次世界大戦の膨大な犠牲者への
感覚を実感することを目的としている。一人の人が亡くなった時、私た
ちは悲嘆に暮れ、それを理解できるし、10人ならば衝撃的である。
しかし、何百万人の死ともなると、完全に理解を超え、…ただの数
字になってしまう。このパフォーマンスアクションでは、言語に絶する
悲劇を理解し、ひとつひとつの死を丁寧に追悼することを望んでいる。
このパフォーマンスは、第二次世界大戦に対する日本の被害者意識
に対応している。死亡した日本人の人数と日本帝国軍に殺された人の
人数をともに表示することで、被害者と加害者という関係の大局的見
方を提案したいと思う。

その方法：
1) 私の目的と第二次世界大戦で死亡した人の人数を書いた看板を、

設置する。
2) 草の葉を切り、それらを数え、第二次世界大戦で亡くなった人た

ちへの鎮魂の祈りとする。
3) 草の葉をジッパーの付いたビニール袋の中で保存する。
4) ステップ２とステップ３を何回も繰り返す。

覚え書き：
もし、これを一人でやるならば、毎日 2時間、草の葉を刈っても、207年がかか
るだろう。それゆえ、私は、用意したブログ（www.cutgrasspiece.tumblr.com）
や他のソシアル・メディアのサイトを通して、他の人たちが、このパフォーマンスに
参加して貢献するということを、呼びかけている。

https://vimeo.com/46782212

草を刈る作品
 Cut Grass Piece

2012年7月July 2012
@代々木公園（７月6日, 14日）、 所沢航空記念公園 (７月９日）、城北中央公園（10 日）、明治神宮外苑（11日）
Performed at the Yoyogi Park (6th and 14th July）, Tokorozawa Aviation Memorial Park (9th July), 
Johoku-Chuo Park (10th July), Imperial Palace Outer Garden(11th July)
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I individually cut a blade of grass for each of the 71,012,650 deaths caused by the Second World 
War. 
‘Cut Grass Piece’ aims to help us make sense of the huge number of casualties of the Second World 
War. When 1 person dies, we are able to grief and make sense of it; 10 deaths would be mind 
boggling; but when millions die, there is no way for us to make sense of such massive numbers, and 
they are reduced to just that… numbers. So, by performing an action where I try to make every death 
count, I hope to bring perspective to this unspeakable tragedy.
This performance is also a response to what I feel is a ‘victim mentality’ that Japan seems to possess 
in regard to the incidents of the Second World War. By presenting the numbers of Japanese killed, 
and the exponential numbers of those killed by the Japanese Imperial army, I hope to present some 
form of perspective of this victim-aggressor relationship.

Method:
1) A signboard with my intentions and the statistics of World War 2 deaths is setup
2) I cut a blade of grass, and keep count, in commemoration of every death caused by the Second 

World War.
3) The blade of grass cut is kept in a ziplock bag.
4) Step 2 and 3 is repeated infinitely.

Notes:
If I were to do this alone, I would take me 207 years to complete if I were to spend 2 hours every day. Therefore, I am 
inviting others to contribute to this performance through the project website www.cutgrasspiece.tumblr.com and other 
social media sites. 



会場に用意されたアンケートの用紙では８つの質問が書かれていました。予想より多くの方々が、時間をかけていろいろなことを書いて
くださりました。そして、内容はとても興味深かったです。すべてを採録したいところですが、紙面の限界もありますので、その中から、
3つの質問へ返答を掲載させていただきます。似たような内容のものは、割愛させていてだきました。

During the exhibition a survey of 8 questions was distributed to visitors. Each participant generously gave their time to 
think over and respond to these questions, the insights of which we are most grateful for. We would of course ideally wish to 
include all of the responses here but due to limitations of space we have selected a number of answers to three of the questions.

観客の方々からのメッセージ　Messages from the Audience

チ・トゥの作品のテーマをどう思いますか？日本とアジアの人々との歴史認識の違いをどう思いますか？　彼は
「日本人は集団的な記憶喪失に陥っている」と考えたようです。これをどう思いますか？　What	do	you	think	
of	the	theme	of	chi	too s̓	work?	What	do	you	think	with	regard	the	difference	 in	awareness	
towards	history	between	Japanese	and	other	Asian	people?	chi	 too	has	commented	 that	
Japanese	seem	to	have	a	collective	amnesia.	What	do	you	think	of	such	comment?

それはそれ、これはこれという感覚があるのでは？　忘れていると
は思っていない。自分には関係のないこと。Is it not a sense of 
this is this, that is that? I don’t think I have forgotten. It is 
nothing to do with me.

このテーマを選んだことはすごく勇気があると思います。きっかけや
理由が色々あるようですが、勇気だと思います。I think it takes 
great courage to take up such a theme. I am sure there were 
many reasons for doing so, but it really is a matter of courage.

歴史認識の差異はもちろんあると思いますが、それよりも大戦を話題
にすることに現代の日本人はあまり意味を見いだしていないと思います。
それは社会的な構造に依存する原因によるところが大きいと思います。
There is a difference in historical awareness but I think the 
greater problem is that Japanese people today have not found 
any meaning in taking up the war as subject of discussion. This 
is due to a particular structure in society I think.

なぜ、日本／アジア、あるいは日本／マレーシアという二分法的なとら
え方をしているのか？　興味深いが、そのことが違和感にもなっている
と思う。ステレオタイプに映るから。Why is there this division of 
Japan/Asia or Japan/Malaysia? It is very interesting but also 
disturbs me in some way, as it gives rise to certain stereotypes.

従順な人材の育成には、負の歴史が（失政）は不都合だからでは。
It is inconvenient to discuss the history of Japan’s mistakes in 
the education of docile workers

たぶん、日本人が外国語に弱いこと、それと島国で極東であるため、情
報操作がしやすいということはある。それにしても、日本人は昔から「日
本人論」が好きだ。その意味において私は「日本人」を忘れたい。
Probably as Japan has not had such strength in foreign languages, 
and is an island in the far East, then it has become easy to 
manipulate information. Even so since long ago Japanese have 
loved to engage in the “Nihonjinron - Theory of Japanese People”. 
In this way I would prefer to forget “Japanese people”.

第二次大戦では、日本はまぎれもない加害者だと思う。しかし、近年
はそれを自虐史観とする歪んだナショナリズムが台頭しており、それは
日本にとっても危険なものであると思います。 I think Japan was an 
unquestionable aggressor in WWII. However in recent years this 
history of self-recrimination has turned towards a warped sense 
of nationalism, which I feel poses a threat to Japanese society.

記憶喪失は正確な指摘です。土地の記憶、歴史の記憶を失うという
ことは、根を失うということ。デラシネ化に抗していかなくてはなら
ないでしょう。I think it is correct to point out this amnesia. To 
lose the memory of the land and of history is to lose one’s 
roots. We must resist this dispossession. 

初めてテーマを聞いた時、とてもコミュニケーションが難しいだろう
と思いました。日本では「歴史観」について話すのは、学校や集会
などの特殊な場に限られており、個人的な意見を表明する経験がほ
とんどないので。記憶喪失というよりは記憶操作だと思います。
When I first heard about the theme I thought it would be really 
difficult to communicate about it. In Japan it is only in school 
and in certain groups in particular places that we discuss 
about a sense of history. We have lit t le experience of 
expressing out personal opinion. It is not a case of amnesia 
more a case of reconstructing memory.

I find this project particularly interesting/timely considering that 
Japan seems to be reassessing its relationship with Asia (or at 
least economically, or in terms of “soft power” and a diplomatic 
voice re: Asia, especially China) Perhaps the history/forgetting 
is also preventing it from engaging a new will as neighbours. この
プロジェクトは、この時期、日本がアジアとの関係を再認識しつつあ
ることを思えば、実に興味深く／タイムリーだと思う。（少なくとも経済上、
あるいは「ソフトな権力」、アジアでの、特に中国との関係での外交的
な発言力を持つために）たぶん、この歴史／忘却は、隣国との新しい
意志をつなぐ際の、妨げとなるかもしれない。

私が生きていた時代ではないので、記憶喪失と言われると違和感を
感じます。この感覚がアジアの人をがっかりさせるのかもしれない。
原爆投下については、皆よく知っていると思うので、被害者側の方
が強く記憶するのかもしれない。It is not a period which I have 
lived through, so I feel discomfort when told of this state of 
“amnesia”.  Perhaps this disappoints other Asian people. 
Japanese people know much about the nuclear bombings and 
so there is probably a stronger memory as a victim of war.



コミュニケーションの材料には不適切だろうと思う。彼の言うように
意識が薄いから言葉が返せないし、重く一人で考えたくなる。I don’
t think it is appropriate material for communication. As he 
says there is not enough depth of awareness and this makes 
me want to think heavily upon the subject by myself.

日本人って隠れていたんだと思います。「人前に出て話してはいけない、
隠れていなければ」隠れていないと嫌われると思っているんです、た
ぶん。チ・トゥさんが「嫌な外人になってしまった」ように。ピカ・ブで、
とにかく話してみるという経験ができるのは貴重だと思います。考え
るきっかけになる。I think Japanese people hide themselves. 
We really don’t like being exposed, we have the feeling that 
“we mustn’t speak out before others, we must hide”.  In this 
way chi too has become an intruding outsider. I think the 
experience of talking about this in Pika Boo is very valuable 
and provides an opportunity to think more upon this subject.

彼は、日本の人たちとのコミュニケーションを求め続けましたが、日本人は、あまり反応を表面に表さないと感
じてやりにくかったようです。そのことをどう思いますか？　chi	too	has	been	pursuing	communication	
with	Japanese	people	but	it	seems	he	found	some	difficulty	in	the	fact	that	many	people	do	not	
express	their	reactions	on	the	surface.	What	do	you	think	about	such	an	observation?	

同じ日本人同士の中でも戦争認識について食い違いは起きることが
あります。私は家族とそれについて話す時、とてもやりにくいです。
Even amongst Japanese people there is a difference in 
awareness towards the war. When I try to broach the subject 
with my family for example it is very difficult to have a 
conversation.

それは当然です。表情を出さないことが、社会のいざこざを起こさな
いための方便だと思います。でも、何を言いたいのか、理解しようと
します。That is obvious. Refraining from allowing expressions 
to surface is a means of avoiding conflict in society. However I 
think people try to understand what others are saying.

過度の都市化もある。歴史はそれぞれの国の都合により再構成されま
す。あるいは忘却されます。It is a case of extreme development. 
His tor y is something reconst ructed according to the 
convenience of each country. Or else it is deliberately 
forgotten.

コミュニケーション自体が苦手。コミュニケーションという概念を知
らずに独自のコミュニケーションを築いてきた歴史がある。もちろん、
それでいいとは思わない。たぶん、会話をすれば、感情的なものに
なってしまうと思う。なぜこういうことにアートをするか、という話に
なるから。I think the problem is a weakness at communication. 
We have a history of attempting to build our own form of 
communication without actually understanding the concept 
of communication. Of course I don’t think this situation is 
acceptable. But if we talk about such things then it will just 
end up becoming emotional, as it will come to the question of 
why such a subject should be used for art.

アートはそのずれを解消すると言うテーマに、向いているメディアだと思いますか？　Do	you	think	that	art	
is	a	suitable	media	for	erasing	the	gaps	in	awareness?	What	do	you	think	of	chi	tooʼs	efforts?

やり方によってはアートはとても効果的なのでは。でも、彼のアート
の戦略は正しいと思わない。だから、努力が実ってないのでは？最
後が草刈りで終わってしまうのは、空しすぎる。I think depending 
upon its approach, art can be most effective in this. However 
I do not think that chi too’s strategy is the correct one. This is 
why his efforts did not come to fruition. It was a disappointing 
closure to his work ending in “Cut Grass Piece”.

I suppose art is a good platform to begin the discussions in a 
constructive way but how effective it can be as a medium to 
erase the gaps in the awareness will require a lot more efforts 
beyond art itself. アートは、構成的な方法でディスカッションを始
めるには、よいプラットフォームだと思います。しかし、意識のギャ
ップを埋めるためのメディアとしてどのくらい効果があるかは、アート
を超えた、たくさんの努力が必要でしょう。

In some respects, yes. But maybe the efforts need to be 
echoed in other media of education. ある程度は。しかし、たぶ
ん、教育の他のメディアに反映させる必要がある。

向いてないと思います。特に、パフォーマンスアートは一過性なので。
I think art is tackling the issue. In particular performance is 
only temporary.

向いていると思う。直接的なアプローチでは思考停止になると思いま
す。I think art is undertaking this challenge. As a direct 
approach just stops our thinking.

アートは解消する方向には向いているが、解消することはないと思う。
努力は認められるし、今はそういう過渡期だと思う。それは場所（国）
によって違う。I think art can bring us towards this erasure, but 
can not achieve it in itself. The effort has been recognized and 
we are now in that point of transition, which differs between 
each place (country).

アートはずれを知覚させるが、解消させるとは思わない。ただし、
支配的な価値観に疑問を感じさせることができる。その意味で、メ
ディアになりうる。Art allows us to perceive this gap but does 
not erase it. But it allows us to question dominant values and 
in this way it may become such a media.
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ディスカッション  
2012年7月28日

太田エマ

この「展覧会」の目的は、作品が取り組んだ問題とそれがより広く
かかわるコンテキストを、議論・ディスカッションができるようなプラッ
トフォームを作ることだったので、鑑賞者が、それぞれ個人としてそ
の問いを考えるだけではなく、多様な意見を交わし合えるような場所
を用意する事が、是非とも必要でした。そして、私たちは、展覧会
の最終日に、作品とアーティストの狙いを厳密に検証するディスカッ
ションのイベントを開きました。イベントには、様 な々方が参加してく
ださり、プロジェクトに、新たな視野が提供されました。

問題提起
チ・トゥは、日本とマレーシア（またはアジア）では、第二次世界大
戦の出来事に対する認識の差があまり大きいと知り、この繊細で感
情的な問題に取り組むことにしました。日本では、人 は々、ある出来
事に直面すると、その問題について議論することを避ける傾向にある
と感じたチ・トゥは、公共の領域で、この問題に対して、何か新たな
意識をもたらそうとしました。戦争という問題はあまり圧倒的なので、
一人のアーティストであれ、小人数のグループであれ、それをディス
カッションに持ち込むには、とてつもなく難しい問題であり、暗闇の
中での模索になることは、避けられないかもしれませんが、問題の複
雑さと大きさゆえに、放っておくわけにはいかないと考えました。

ディスカッションではまず、チ・トゥはその10ヶ月間、このプロジェ
クトに集中し、様 な々リサーチしたが、まだまだこの問題の複雑さを
理解できていないと告白しました。そして、必要な知識がまだ十分で
はなかったと述べながらも、日本人は「集団的記憶喪失」が混ざり
合った被害者意識に苦しんでいるために、日本の戦争犯罪という、長
く続く負の遺産を議論する必要性を認めることができないのだろうと、
ためらうことなく、主張しました。

この彼の発言を受けて、参加者から様 な々反応がありました。そ
の中には、曲げられることが多い日本の歴史の解釈の「多様性」、つ
まり、特に政治的な理由で歴史的な事実を否定されても、国民の抗
議がほとんどないという指摘がありました。さらに、チ・トゥのプロジェ

クトをサポートしている日本財団のことも、議論されました。日本財
団の設立者である笹川良一氏は、終戦時に、A級戦犯として告発さ
れましたが、刑は執行されず、その後様 な々慈善団体を設立し、罪
とその罰は回避され、「社会改良思想」で、過去を清算しようとした
人です。

また、チ・トゥは誰のことをも非難はしていないと強調しながらも、
都合のよい忘却がある犯罪を隠すことがあるということを指摘しました。
そして、彼のかつて関わっていたアクトビストとしての経験での関心の
持ち方が、この問題に対する彼の考え方に影響しており、ゆえに、そ
れを社会正義の問いの形でアプローチしたことを認めました。また、
それに大使、彼が、日本とアジアとの認識の格差を埋めるという目的
でプロジェクトを開始し、戦争に関する日本の責任、加害者の立場
を示唆しているにも関わらず、そのギャップを埋めるための具体的な
事実を提示せず、ただギャップの存在だけを指摘しているのは、効果
のない活動ではないかという、批判も出されました。

個人的にも公的にも、この問題を議論するためのプラットフォーム
が不足しているため、チ・トゥは、この問題への「入口」を作ることを
作戦とし、７つのアクションを通してその種を撒こうとしたのでした。
チ・トゥは、「日本では、まだこういうディスカッションができない状態」
なので、まずは国内の問題として解決しないといけないのではないか
と発言しましたが、お客さんからは、チ・トゥ自身が、まだ状況を何
も把握できていないのではないか、という非難が出ました。このよう
な巨大な問題を取り組もうとすることにより混乱が巻き起こるのは当然
であるということ、また、私たちは「当事者」と言っても、実は個人レ
ベルでは多くが関係がないと感じているので、より身近で個人の経
験から話さないと話が進めないのではという意見、さらに、その反論
としては、小さな個別の問題、細かいことに気を取られないように、
戦争の全体像を意識しないといけないという意見もありました。

アプローチ
問題自体が議論を引き起こし、チ・トゥもプロジェクトの目的が達

ディスカッションは、前の週の土曜と日曜のティーミーティングと、最終日ののクロージングパーティの前との、計3回
行いました。前者は少人数のカジュアルでゆったりした集まり、最終日はたくさんの方においでいただき、時間は前者
2回よりも短かったのですが、密度のあるディスカッションができましたので、ここにその概要をご報告します。
With two tea party events in the first weekend and a final discussion there were plenty of opportunities for 
debate. The tea parties proved to be an informal relaxed exchange of ideas, while the final discussion was a 
particularly intense interchange between a wide number of people. The report of this discussion is noted here.

ディスカッションにて　
2012 年７月 28 日（土）17:00~19:00
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成できていないと述べましたが、アートを通してどのようにこの問題を
アプローチしたかを批評することも必要でしょう。しかし、このディス
カッションでは、日本とマレーシアの単純な文化的比較が多かったよ
うです。
チ・トゥは、そのアプローチ方法として、パブリックスペースの中で
知らない人に話しかけ、第二次世界大戦について話し合うという、コ
ミュニケーションを取れるような場所を作ろうとしました。しかし、こ
の戦略はあまり成功せず、コミュニケーションの効果は鈍く、断絶し
がちで、チ・トゥはがっかりしていました。彼は、個人的に話し合う
機会を作る事を随分楽観的に考えていたので、東京の街の中では、
他人の気を引くだけでも大変なことがわかったようです。

マレーシアと日本における、パブリックスペースでの人間関係、見
知らぬ者同士の関係について、比較的な意見が交わされました。東
京では、人との距離感が優先され、他人から声をかけられることは
不快なことになりがちですが、マレーシアではその距離感があまりなく、
逆にずうずうしいくらいであり、直接にいろいろ話ができるということ
でした。

人と話し合うことに限界を感じた彼は、意識的に人を不快にさせる
行為に走りました。彼によるとマレーシアでは普段から不快なことはた
くさんあり、日常に溢れています。だから邪魔されることを予想し、
かつ、それについて批判的にもなることもできるそうです。

日本人の「丁寧さ」の傾向に気がついたチ・トゥは、それを活用し、
怒りの反応を抑制するための戦略としました。このアプローチでは、
路上で知らない人と話せるような工夫として、日常ではあまりできない
行為ができるようなアートの「免罪」性が利用されたわけです。つまり、
安全な領域としてのアートを利用することで、不安定な問題を取り組も
うとしたのです。それに対して、参加者からは、日本ではアートと日
常が厳しく分かれているので、あることがアートとして受け取られたら、
触れてはならないこと、批評できないことになってしまい、アートがこ
のような問題を扱うには疑問があると発言されました。

さらに、ディスカッションは、チ・トゥがパブリックスペースでパ
フォーマンスすることにこだわったことを、検証しました。これは市民
(パブリック )の問題なので、パブリックスペースで取り組むべきだと
チ・トゥは考えました。しかし、個人とコミュニケーションを取るため
には、パブリックスペースでパフォーマンスアートを行うこと自体が、
その妨害になるかもしれません。チ・トゥは、結果的に言って、アート
の中でも特にパフォーマンスアートは、曖昧で不可解な表現なので、
それを見たいと思う鑑賞者がいないパブリックスペースにおいて、そ
の目的には、最も不適当な表現方法であったと述べました。つまり、
それは、つまり一種の実験でした。

丸木美術館内の「パブリック」スペースで行われた『チュチ』という
パフォーマンスでは、うまく考えられた（わざとらしい？）コンテキスト
により、1対 1のコミュニケーションが比較的成功していました。そこ
で、彼は、街の中でのより広いパブリックスペースに出たいという思い
を抱き、『翻訳の喪失』と 『千人針』の作品を実行したのでした。

しかし、問題に取り組み、議論を起こすには『翻訳の喪失』のアプ
ローチは、あまり効果的ではなかったと、彼は、冷静に分析していま
す。戦時中のナショナリズムを直接的に象徴する軍歌を使うことがあ
まりに挑発的であるだけでなく、その軍歌を英語に翻訳することを依
頼される人は英語を理解しなくてはならないし、その人が、翻訳する
ための時間（約 1時間）が取れるかどうかということ、また知らない外
国人に声をかけれたことを恐れない人でなくてはならなかったからです。

奥村雄樹氏が指摘したように、日本語の歌でありながら古い時代
のものなので言葉が分かりにく、二重の翻訳が必要だったので、さら
に参加の条件が厳しかったのです。一方、『千人針』のパフォーマン
スでは、参加のための行為が単純で、時間も短く、あまり考えなくて
も誰でもできることなので、比較的成功しました。チ・トゥはすでに意
味のある対話をあきらめかけていましたが、その単純なアクションに
よって、問題への「入口」を開く方向に向かうことができました。

ディスカッションに用意された
９つの「疑問」のうちのひとつ
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パブリックスペースで行われたこのプロジェクトは、代理表象的な
問題を、代理表象的な空間に投影することを意味している、という見
方がされました。十把一絡げにされやすい問題を、十把一絡げにさ
れやすい空間で取り扱ったら、その単純化がさらに起こるでしょう。
公共空間での人々の反応を、個人としてではなく、パブリックの表れ
として扱うことで、単純な思い込みや、個人ベースではなく一般化して
とらえてしまう危険があります。とはいえ、集団的な意味での市民に
関係がある問題なので、彼が、パブリックスペースで行うとが必要
だったと考えたことは、考慮すべき点です。どのようにアートを利用し
たにしても、ディスカッションのための場所をつくるために相応しい方
法であることについては、批判できないのではないでしょうか。

アーティストの立場
最後にアーティストとしてのチ・トゥの立場の問題が議論されました。
展示室の壁に彼自身が書いたグラフィティに、この立場について自己
批判がなされています。
「私は疑いの状態にある。私は、日本の人たちを、彼等の機嫌が悪
くなる、ある過去にとどまらせようとしている、いやな外国人になって
しまったようだ。彼等に責任のないある歴史、それは、彼等にはどう
することもできない。しかしなおも、私は彼等に、責任を問うている。
私の価値感は、この社会的規範に相容れないようだ。私の続けてい
るアプローチは、すっかり、ひどい不愉快を引き起こしてしまった。
私は、私の観客たち、私の友人たち、このプロジェクトを助けてくれ
ている寛容な人たちから、遠ざけられている感覚を止めようがない。
さらに悪いことには、私のマレーシア人としての立場や問題の本質を
考えると、私の立場とそのプロジェクトが、“批評不可能”な状況になっ
ていることも、確かだと思う。」

アーティストであるということにより、彼にはある種の権力が与えら
れます。アートは政治や歴史の既得権を超える分野なので、チ・トゥ
はその中立性に保護され、無敵状態になります。一般にアーティストは、
社会の中で、私たちが制限される思考や行動の鎖を断ち切り、タブー
を破るという英雄的な立場が期待されていますが、チ・トゥの場合は、

より内密的で、無責任に、人を嘲るような行為をすることが、許され
る立場を獲得していたかもしれません。
彼は、日本語がほとんどわからない外国人だけであるだけではなく、

「日本の侵略の被害者」のマレーシア人という「当事者」としても免除
がなされ、その点でも批判を免れていると。アウトサイダーとして日本
の現状をきちんと理解できないのに、誤解に基づいた主張してしまっ
たかもしれないと。彼は、自分のその立場を、厳しく吟味しすぎてい
るかもしれません。一方、参加者の中には、「アウトサイダー」「外国人」
としてのチ・トゥの存在が、逆にコミュニケーションを可能にし、新た
な視点を共有することができたという意見もありました。
予想された通り、このディスカッションは簡単なディスカッションで
はなく、問題の落とし穴を避けることはできませんでした。チ・トゥを
尋問することが中心になってしまい、より深くまで議論ができなく残
念でした。そして、もっと多くの参加者との間の意見交換ができたら
よかったと反省しています。しかしながら、予想以上のコメント（特に
アーティスト本人から）もあり、重要な議論点がそれなりに、提案さ
れたのではないでしょうか。

小さなイベント内でのディスカッションという、小さな「集団」ではあ
りましたが、問題の「入口」も開くことができ、その「集団的記憶喪失」
の領域に入ったしまった言われている問題を、少なくとも検証できた
のではないかと思います。

ティーミーティングでのディスカッション　
2012 年７月 22 日（日）15:00~18:00
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Discussion　- 28th July 2012

Emma Ota

As the aim of this exhibition was to create a platform for 
discussion and debate firstly upon the issue which the work 
dealt with and its wider context it appeared essential to 
engage upon this not just on an individual basis with visitors 
to the gallery but also to enter into an examination of the 
subject at hand in an arena where multiple perspectives could 
collide with each other. Therefore the final day of the 
exhibition was reserved for a discussion event which would 
provide opportunity for a more rigorous investigation of the 
work and the artist’s objectives. The event drew over its course 
a wide variety of participants and provided new insights into 
the project.

The Issue

The subject of chi too’s project is a sensitive and emotive 
one, undertaken at the realization of the gulf in knowledge 
and understanding between Japanese and Malaysians (and 
other Asians) as to the circumstances of WWII. Feeling that 
within Japan there is a reticence to face certain facts and to 
open up discussion upon the topic chi too set out to bring 
another consciousness towards the issue within a public 
domain. The issue of war is an overwhelming one, an issue 
which can not be hoped to be tackled by an individual artist 
or a small group of people in a discussion so we are doomed 
perhaps to a certain groping in the dark and unavoidable 
entanglements yet the enormity and complexity of the subject 
does not give us permission to let it lie, even if we are to 
“awaken” it in a rather clumsy and rude way. 

Chi too admitted that despite working on the project for 
10 months and engaging upon much research upon the topic 
he still has not come near to understanding the complexity of 
the issue, claiming to be unqualified to deal with the subject 
yet he is still not timid to make statements which accuse 
Japan of suffering from a form of “collective amnesia” and 
shared victimhood which he sees as preventing any open 
recognition of the wartime crimes of Japan, their lasting 
legacy and the need to debate them.

This questionable position prompted a mixed response 
from the audience. Some commented upon the “versatility” 

of history in Japan, the way in which it may be bent, 
especially for political purposes, with denial of even historical 
facts prompting little outcry from the public. Here also 
discussion turned to the very funders of chi too’s research 
program the Nippon Foundation, which was ironically 
founded by Ryoichi Sasakawa accused of being a class-A war 
c r imina l  but  whom e sc aped t r i a l  to  form va r iou s 
philanthropic societies, guilt and retribution avoided and an 
attempt to clear the slate with “do-gooding”. 

Chi too claimed here that he is not accusing anyone of 
anything, but it was pointed out that he sees the convenient 
forgetting of recent history as a crime and he recognized 
himself the uptake of this subject being influenced by his past 
involvement in activism and views it as an issue of social 
justice. However it was observed that although he set out to 
deal with the issue in the gap in knowledge between Japan 
and Asia and may be alluding to Japan’s war responsibility 
and role as perpetrator he in fact does not pick up upon any 
concrete historical facts which could be shared in order to 
bridge the gap therefore his effort fails in a futile act of merely 
claiming the gap exists. 

It was however widely recognized that there was a lack of 
platform for any kind of personal or public discussion upon 
the issue therefore it became his main purpose to create 
“entry points”, to implant the seeds of thought though his 
actions, claiming to feel that “Japan is not ready to have this 
discussion yet” and even going as far as saying it is a domestic 
issue which Japanese need to sort out themselves first, 
provoking accusations from the audience that chi too in fact 
still didn’t know anything about the situation, along with 
disagreements as some claimed that attempting to deal with 
an overarching issue of such scale merely leads to confusion 
and greater attention should be paid to personal experiences, 
war being a subject which is just too big and even if we are 
supposedly “concerned parties” in fact in reality we have no 
involvement, while others on the other hand stressed the 
importance of tackling the issue upon its large scale without 
becoming weighed down and distracted in separate issues.
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The Approach

The issue itself sparked much dispute and chi too admitted 
he felt he had failed in his objective of the project but this 
calls for a critique of his very approach to the issue through 
art. In the outline of his approach the audience leaned 
towards establishing generalized cultural comparisons 
between Japan and Malaysia. Chi too’s strategy aimed at 
providing opportunities to discuss and communicate about 
the subject of WWII with strangers in largely public spaces. 
But upon self reflection it appears this strategy was not 
successfu l and d isintegrated into a s low process of 
communic at ion brea kdown le av ing ch i  too rat her 
disillusioned. He admitted to having a naïve optimism of 
being able to engage with individuals upon such a challenging 
subject yet he found very quickly that even to catch a 
strangers attention in the streets of Tokyo was a challenge in 
itself. 

Here the culture in human relations in public space and 
between strangers was compared between Tokyo and 
Malaysia, a clear discomfort being identified in being 
approached by strangers in Tokyo where personal distance 
“detachment” is given particular priority whereas in Malaysia 
such distance is not commonly observed where people seem 
too forward but seemingly are able to talk more directly 
about things. 

With his exasperation in trying to engage people, his 
approach turned to a deliberate attempt to make people 
uncomfortable, again commenting that in Malaysia everyday 
life is always filled with certain discomfort, an encounter 
with the disquieting, so people are simultaneously more 
expectant of such interference and also able to be more 
critical of it. 

Faced with the seeming “politeness” of Japanese people chi 
too came to exploit this as his ploy to raise the issue without 
an angry reaction. His approach consisted in pursuing a 
devise through which to talk to people in the street, using art 
as a “license” to take action which would not normally be 
acquiesced in everyday life, using art as a certain “safe 
ground” through which to tackle something rather unstable, 

raising comments from the audience that in Japan art and the 
everyday are too heavily separated, to the point that when 
something is ordained to the rea lm of art it becomes 
untouchable, something which can not be criticized, therefore 
questioning art’s ability to deal with such issues.
  The discussion came to focus on chi too’s particular priority 
to engage in his actions in public space. Chi too wanted to 
tackle what he saw as a public issue in a public space, but in 
the task of attempting to formulate communication upon an 
individual basis performance art in public space may be seen 
as the most impeding approach. Chi too commented that 
performance art itself is the worst form of art through which 
to effect communication, it being a highly vague and obscure 
form of expression which may be taken as anything, even 
further problematized by taking this act in public space 
where there is not even an expectant audience. It was 
therefore an experiment of sorts.

After the relative successes of “Cuci” performed in a highly 
devised context in the “public” space of the Maruki museum 
in one to one interaction with visitors he had the desire to 
take the step into the wider public space of the street which 
led to the works “Loss in Translation” and “Senninbari”.  He 
dispassionately recognized that “Loss in Translation” was a 
very ineffective way in which to approach the subject and 
raise discussion, it being highly confrontational with such a 
direct representation of war time nationalism in the form of 
war songs, while also necessitating the participant to be an 
English speaker, to have the time to spare to translate the 
song (which could take more than 1 hour) and to be not 
scared away by the very topic or the approach from a foreign 
stranger. 

A s Okumura pointed out the process was fur ther 
exasperated by the fact that the songs themselves belong to a 
different age where their meaning is hard to discern even 
though in Japanese, requiring a double layered translation. 
The next performance “Senninbari” was more successful as 
the task at hand was much simpler and accessible, taking 
little time and immediate thought, here chi too had given up 
upon engaging in meaningful dialogue but through a simple 
act attempted to raise a thought towards the issue – creating 
his “entry point”.
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It was observed that chi too’s undertaking of this project in 
the realm of the public space reflected a certain opportunity 
of projection, the projection of a representational issue upon a 
representational space, an issue which is susceptible to such 
generalizations further allowed for by their application to a 
generalized space where it is difficult to engage with people as 
individuals but as representatives of the public, further 
permitting chi too to make his own assumptions and 
generalizations rather than engaging upon it on an individual 
basis. Yet as it was an issue concerning the public on a 
collective scale he approached it through public space and no 
matter what the particulars of the approach the use of art 
may not be criticized as an inappropriate form through which 
to create a space for discussion.

Position of the Artist

Finally the discussion also encompassed the position of the 
artist himself which by all accounts is a most problematic 
one. This is directly alluded to in a quote upon the wall
“ I am in a state of doubt. I have become an obnoxious 
foreigner trying to remind Japanese people of a past that they 
are uncomfortable with. A history that they have no 
responsibility, no control over. Yet, I hold them accountable. 
My values seem incompatible with local social norms. My 
confrontational approach have definitely caused much 
discomfort. I cannot help but feel that I have alienated my 
audiences, my friends, and all the generous people who have 
helped me with this project. Worse, considering my position 
as a Malaysian, and the nature of the subject matter, it has 
occurred to me that my position and project has become 
‘uncriticizeable’”

Just in the mere role of the artist he is placed in a certain 
position of authority, art being supposedly a territory beyond 
the entanglements and vested interests of politics and history 
he gains of position of “invincibility”, protected by art’s 
“neutral” ground. It was claimed that the role of the artist is 
to break the bonds which restrict our thought and behavior 
in society, to break taboos placing the artist in a rather heroic 
position yet chi too’s position is also a rather surreptitious 
one, in which he exploits his protected position to take rather 
mocking or slightly irresponsible action of dubious integrity. 

Furthermore his position not only as a foreigner with little 
command of Japanese but as a Malaysian, a “concerned 
party”, a former “victim of Japan’s aggression” he gains even 
further ground of immunity and therefore escapes criticism. 
He judged this position harshly, feeling that as an outsider he 
did not have real access to the actual state of discourse in 
Japan and therefore made genera l i zed misinformed 
comments. Yet as a counterargument a number of audience 
members identified his very presence as “outsider” “foreigner” 
as an affordance of communication and the provision of a 
new perspective upon the situation.
  As anticipated this discussion was not a simple one and we 
could not avoid many of the pitfalls associated with such a 
complex subject. Although we regret we were unable to go 
into as much depth as we would have liked and would have 
hoped for a little less intense interrogation of chi too himself 
and a greater exchange of ideas between the participants, the 
discussion did touch upon vital points of debate, and while at 
t imes heated or f rustrated, a long with a number of 
unexpected comments (in particular from the artist himself), 
it was successful in going beyond just creating an “entry 
point” and despite its limitation allowed for a collective 
grappling with a subject which has perhaps been mistakenly 
been relegated to the realm of collective amnesia.





「翻訳の喪失」 Loss in Translation 
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「疑問の状態：ジレンマへと向かう７つのパフォーマンス（英語タイト
ルではアクションになっている）」展を準備している時、キュレーター
の太田氏と協力キュレーターの山岡氏と私とで、タイトルの中で、ア
クションとパフォーマンスのどちらを使うのが適切か、議論しました。
そして、最終的に、私は「アクション」という言葉を選びました。アク
ションにはそれに対する責任の感覚があり、それは観客とどうかか
わったかということを考えざるを得ないからです。アクションには結果
と言うものがあり、私は自分に関わった人 に々対して説明する義務が
あります。私は、それらをパフォーマンスとして区別して、その違いを
明らかにしたいと思います。パフォーマンスはその時間を終えた時、
ひとつのパフォーマンスそのものが終わります。パフォーマンスは、パ
フォーマーが、あるキャラクターの中に入り込み、生きることを可能に
します。残念ながら、私はそういう格好の良い事はしません。一方、
アクションでは、パフォーマーのキャラクターそのままの状態が表現に
なります。
（訳注：日本語タイトルでは「パフォーマンス」と表記することにしまし
た。その理由は、日本語ではアクティビストの行うパフォーマンスをア
クションと呼ぶ傾向があるからです。チ・トゥは自分はアーティストで
あって、アクティビストとは、はっきり立場が違うと主張していました。）

しかし、私はまた、パフォーマンスというコンセプトを違ったレベル
で使ってみたいと思います。過去の私の作品を知る多くの人は、この
プロジェクトの本質を知ると、驚きを示しました。かつて（今もそうで
すが）、私のほとんどの作品は、個人的、社会的、政治的なことの
風刺的なパロディであり、しばしば、それはコメディやユーモアの形を
とります。私の今回のプロジェクトを話すと、私をよく知る人たちは、
皆「なぜ、そんなにまじめなことを？」とこだまのように、同じことを言
いました。たぶん、日本にいる時、私は別の人格に入っていたのだと
思います。この10ヶ月の日本での滞在は、ひとつの大きなパフォー
マンスであり、私が行なったそれぞれのパフォーマンスは実際、１つ
のパフォーマンスの中の含まれる、パフォーマンスなのでした。

キュレーターの太田エマは、展覧会のパンフレットに書いた「テーブ
ルへの召喚」というエッセイに、以下のように書きました。
「彼は、私たちの行動、過去、価値観などの責任を問う事を目的と
しましたが、彼自身のアーティストとしての責任は逃れがたいものがあ
ります。彼は７つのアクションの責任を自分自身で負わなくてはなりま
せん。回りの世界へ問題提起した、アーティストの特権的なポジショ
ンは、私たちが問い返さないことには、成立しないでしょう。」

さて、アートはこのテーマをやりとげるのに、ふさわしいツールなの
でしょうか？あるいは、このように歴史、社会への専門的な知識を必
要とするような重さのテーマの問題を取り扱うことに、私のようなアー
ティストは、適切ででしょうか。私は、不十分だと思います。

人々が遠慮がちで、個人的なまま、向き合うことを回避しがちな日
本社会ということを考えると、パブリック空間でのパフォーマンスアー
ト作品は、この深刻なテーマのことをするのには、全く向いていないと、
私は感じました。しかも、タブーに触れるようなことは、個人レベル
でさえ、話すことがないようです。

とはいえ、対話は止めるべきではありません。私の展覧会に来てく
れた人の多くは、日本が過去の歴史の記憶喪失症の状態が続いては
いけないことに、賛成してくれました。大江健三郎のエッセイ「過去の
否定が日本に障害をもたらす。」には以下のように書かれています。「日
本にとって、21世紀のアジアとは、西洋と競うべき新しい経済勢力で
はなく、日本が本当のパートナーとなるべき地域なのである。そして、
私たちはまず、隣人を相互に批評したり、批評されたりすることので
きるべースを築くべきである。それを実現するために、日本はその侵
略を謝り、賠償すべきである。」

このために、日本はそれほど時間がありません。従軍慰安婦、南
京大虐殺の生存者たち、その他すべての日本の侵略の犠牲者たちは、

ポスト・スクリプト
チ・トゥ
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どんどん亡くなり始めています。日本は、その過去を否定することを
やめて、賠償し、行なったことを謝罪しなくてはなりません。そうでな
ければ、永遠にその行為（この場合、その怠慢）は有罪のままなのです。
アジアの人たちが、日本はアジアに対する負い目がなく、むしろ、日
本がアジアを助けたのだと言い続け、アジアの願いを聞くように主張
している状態では、豊かで平和なアジアは、決してやってはこないで
しょう。

ひとりのパフォーマンスアーティストとして、私が、この問題を変え
ることができるとは思っていません。時間がかかり骨折れることではあ
りますが、アジアと言う地域での、真の平和と寛恕、理解が本当にも
たらされるために、私のこの活動が、何らかの役割を担うことになれ
ばと、心より願っています。

人々 が遠慮がちで、個人的なまま、向き合うことを回避しがちな日
本社会ということを考えると、パブリック空間でのパフォーマンス
アート作品は、この深刻なテーマのことをするのには、全く向いて
いないと、私は感じました。

靖国神社でのスナップ　a snapshot in Yasukuni Shrine 
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In the discussions that lead to the exhibition ‘State Of 
Doubt: Seven Actions Towards Dilemma’, Ota, Yamaoka, 
and myself disputed the title and was asking whether the 
word ‘action’ or ‘performance’ was more appropriate. I 
eventually settled on the word ‘action’, as action carries 
with it a sense of responsibility and that is how I feel about 
what I have done with my audiences . Act ions have 
consequences; I am held accountable towards those I have 
engaged. While what I have done can be classified as a 
performance, I would beg to differ. A ‘performance’ ends 
when the performance is over. Performance allows the 
performer to enter and exit a character. Unfortunately I do 
not have that luxury. Actions on the other hand, insist that 
the performer stays and remains, as he is when he performs.

However, I a lso would like to bring this concept of 
‘performance’ to a different level. Many who have known 
my works in the past have all expressed shock when learning 
about the nature of this project. In the past (and I still do 
now), most of my work has leaned upon lampooning and 
parodying issues, be they personal, social, or political, often 
with comedic and humorous effects. Those who knew me all 
echo the same ‘Why so serious?’ when I explained my 
project. Perhaps, that being in Japan, I myself have entered a 
different character, that my entire 10 months in Japan has 
been one big ‘performance’, and each of the performances I 
have done are in fact, performances within a performance. 

Emma Ota in her essay ‘Called to The Table’, written for 
the exhibition flyer wrote:

‘While aiming to hold us all account for our actions, our 
past, our values, he cannot escape his own responsibility as 
an artist, and he himself must be held account for his 7 
actions. The privileged position of the artist to question the 
world around them has no standing if we do not in turn 
question the artist back.’

Then, is art an appropriate tool to tackle this subject 
matter? Or am I, an artist the right person to deal with this 
subject matter given its weight that requires specialist 
knowledge of history, sociology, law, and international 
relations. I feel inadequate.

Considering the discrete, private, and non-confrontational 
nature of Japanese society, I also feel that performance art 
work in public spaces is not an appropriate medium to deal 
with something as heavy as the subject matter. Especially not 
when the subject matter is considered taboo and is rarely 
talked about even in private. 

However, the dialogue must not stop. Many who have 
attended my exhibition agreed that Japan couldn’t continue 
to live in this amnesia of its past history. Kenzaburo Oe in his 
essay ‘Denying History Disables Japan’ writes ‘For the 
Japanese to be able to regard 21st century Asia not as a new 
economic power rivaling the West but as a region in which 
Japan can be a true partner, they must first establish a basis 
that would enable them to criticize their neighbors and be 
criticized in turn. For this, Japan must apologize for its 
aggression and offer compensation.’

To do this, Japan has a very small period of opportunity. 
The comfort women, the survivors of Nanking, and everyone 
else who have suffered under Japanese aggression are all 
slowly dying one by one. Japan must stop denying its past 
and begin compensating and apologizing for what it has done 
or it will forever be held guilty for its actions (or in this case, 
inaction).  A prosperous and peaceful Asia cannot exist as 
long as Asia feels like Japan is indebted to it and Japan thinks 
it owes Asia nothing, and continues to tell its own people that 
it was instead, doing Asia a favour.

As a performance artist, I do not think that I am able to 
affect this change. However I do hope that I have played my 
part in this process, albeit it being a slow and arduous one, in 

Post-Script
chitoo
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bringing true peace, forgiveness, and understanding within 
the Asian region.

PS: It has been more than 5 months since I wrote the 
statement above. It’s an extract from the conclusions of the 
final paper due to the Asian Public Intellectuals (API) which 
I have just submitted prior to writing this postscript. Ever 
since then, I have moved on to many things and naturally 
have left this project unattended (I am unsure if this was 
intentional or not). 

Last week I was forced to return to this project again as I 
had to, for the first time, make a presentation about this 
project to a Malaysian audience. A sense of lethargy overcame 
me and I finally understood why talking about the subject 
matter is such a taboo and undesired in Japan. It’s a complex 
subject that is very cumbersome to discuss. Despite having 
been so involved in my work with the subject matter, I desire 
to forget about it... to not have anything to do with it. I want 
to tell everyone ‘It’s not my problem’. 

To a certain extent, it is not, at least for now. My hope now 
is that the work I have done, and this amazing document that 
Emma Ota and Sakiko Yamaoka (both of whom I am forever 
grateful to) have put together, would serve as an entry point 
for the subject to be discussed among Japanese people. I 
would like to reiterate what I have said in the final discussion 
at ‘State Of Doubt’, that this is a domestic issue and must be 
discussed among Japanese people and artists, not among 
niche groups, but among the mainstream public.

Now that I know how it feels how difficult and tiring it is 
to discuss this issue, I will not force others to talk about this 
until they are ready. Until then, I would like to reassure you 
that my doors are always open, and you can always reach out 
to me when you are ready to do so. (chi too, 22 March 2013)

Considering the discrete, private, and non-confrontational 
nature of Japanese society, I also feel that performance art 
work in public spaces is not an appropriate medium to deal 
with something as heavy as the subject matter. 

2012 年 7 月 11 日　皇居外苑にてチトゥが刈り取った
1273 本の芝の葉 「草刈りの作品」より
chitoo has cut 1273 blades of grass at Imperial 
Palace Outer Garden, Tokyo （11 July 2012）

http://cutgrasspiece.tumblr.com/
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ドキュメント　state of doubt

美術手帖 10 月号　　発売：9 月 17 日　　翻訳：近藤亮介

美術手帖（BT）2012年10月号に掲載されたレビューより
ダリル・ジングウェン・リー
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チ
・
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は
、
日
本
財
団
ア
ジ
ア
・
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・

フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
の
受
給
者
と
し
て
10

か
月
間
の
日
本
滞
在
制
作
を
終
え
た
。

　
チ
・
ト
ゥ
は
か
つ
て
、
マ
レ
ー
シ
ア

の
第
2
次
世
界
大
戦
記
念
館
で
、
東
南

ア
ジ
ア
で
大
日
本
帝
国
陸
軍
が
犯
し
た

残
虐
行
為
を
知
っ
た
日
本
人
観
光
客
が

泣
き
出
す
様
を
目
の
当
た
り
に
し
た
と

い
う
。
そ
の
痛
ま
し
い
光
景
に
か
き
立

て
ら
れ
、
彼
は
今
回
の
滞
在
制
作
を
ま

ず
広
島
・
長
崎
で
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
と

関
連
す
る
歴
史
的
記
憶
の
、
不
確
か
で

偏
っ
た
描
写
を
探
る
こ
と
か
ら
始
め
よ

う
と
考
え
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
彼
は
、

歴
史
書
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
、
天

皇
が
人
間
的
な
恥
辱
や
過
失
と
は
縁
の

な
い
堅
固
な
神
格
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
時
代
の
、
酷
い
犯
罪
へ
の
粉
飾
よ

り
も
、
も
っ
と
重
大
な
事
柄
が
そ
こ
に

潜
ん
で
い
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
チ
・
ト

ゥ
は
、
ま
っ
た
く
の
歴
史
的
空
白
─
─

彼
の
調
査
の
本
質
的
進
展
を
妨
げ
る
ア

ポ
リ
ア
（
内
部
矛
盾
）
的
状
況
─
─
に

直
面
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で

あ
る
。
結
果
と
し
て
、
制
作
さ
れ
た
作

品
の
多
く
は
単
純
明
快
な
た
わ
い
も
な

い
行
為
や
、
象
徴
的
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を

通
じ
て
償
い
を
行
お
う
と
す
る
英
雄
的

試
み
を
明
示
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
戦
後
の
日
本
現
代
美
術
に
お
け
る
、

第
2
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
タ
ブ
ー
の

長
い
歴
史
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
展
は

そ
れ
ら
タ
ブ
ー
と
の
対
峙
や
暴
露
を
意

識
し
な
い
と
き
に
こ
そ
、
も
っ
と
も
雄

弁
に
語
り
か
け
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、

鑑
賞
者
に
最
大
の
効
果
を
与
え
る
の

は
、
形
式
的
に
適
切
な
水
準
を
保
ち
な

が
ら
の
、
ふ
い
の
横
目
や
間
接
的
な
ジ

ャ
ブ
だ
か
ら
で
あ
る
。
山
岡
佐
紀
子
と

行
っ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
映
像
記
録

《To See You A
gain

（
ま
た
会
う

た
め
に
）》
で
は
、
2
人
の
作
家
が
人

通
り
の
多
い
東
京
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス

ペ
ー
ス
で
互
い
の
顔
を
平
手
打
ち
す
る

行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
運
で
気
取
っ

た
、
無
知
な
相
手
を
直
接
的
に
侮
辱
し

合
う
。
こ
の
と
き
、
マ
レ
ー
シ
ア
人
と

日
本
人
の「
代
表
」は
、
戦
時
中
の
重

要
な
問
題
に
対
す
る
一
貫
し
た
沈
黙
と

無
解
答
の
な
か
で
の
、
罪
の
当
事
者
と

し
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
チ
・
ト
ゥ
の

代
理
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
日
本
が
忘

れ
て
し
ま
っ
た
─
─
あ
る
い
は
、
慎
重

に
放
棄
し
て
き
た
は
ず
の
─
─
未
解
決

の
問
題
を
ひ
る
む
こ
と
な
く
誇
張
し
て

表
現
し
、
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
皮
肉
に
も
、
チ
・

ト
ゥ
が
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
日
本

政
府
が
修
正
主
義
的
な
歴
史
を
扱
う
な

か
で
執
着
し
て
き
た
の
と
同
じ
、
冷
淡

か
つ
無
関
心
で
「
高
潔
な
」
平
静
さ
を

持
っ
て
実
行
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
《Loss In Translation

（
翻
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R
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F
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ィ
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　ア
ー
ト
・
ラ
イ
タ
ー
、
翻
訳
家
。

1
9
8
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年
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ガ
ポ
ー
ル
生
ま
れ
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
卒
業
。『
ア
ー
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
』な
ど
に
寄
稿
。

訳
の
喪
失
）》
で
は
、
チ
・
ト
ゥ
は
東

京
の
街
頭
で
、
日
本
軍
歌
の
カ
セ
ッ
ト

テ
ー
プ
の
英
語
翻
訳
を
手
伝
っ
て
く
れ

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
探
し
求
め
る
。
言

語
的
・
文
化
的
障
壁
を
克
服
し
よ
う
と

す
る
そ
の
勇
敢
な
試
み
は
、
彼
の
持
ち

歩
く
、
実
の
と
こ
ろ
不
可
解
な
材
料
と

と
も
に
実
行
さ
れ
る
の
だ
。
し
か
し
、

困
難
な
問
題
を
回
避
し
て
き
た
日
本
人

の
堅
い
口
と
、
そ
れ
以
上
に
硬
直
し
た

精
神
を
こ
じ
開
け
よ
う
と
す
る
彼
の
反

復
的
な
試
み
は
、最
後
に
は
日
本
の「
閉

じ
こ
め
ら
れ
た
」
戦
争
体
験
に
つ
い
て

の
相
互
対
話
へ
向
け
て
、
暫
定
的
に
初

め
の
一
歩
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
に
し
て

も
、
な
ん
と
厳
し
い
試
練
だ
ろ
う
か
。

そ
の
映
像
は
、
麻
痺
し
た
意
識
状
態
か

ら
脱
却
す
る
方
法
を
模
索
す
る
両
者

─
─
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
に
無
縁
の
遺

産
と
歴
史
に
困
惑
す
る
日
本
人
と
、
彼

ら
と
同
様
に
感
じ
て
い
る
チ
・
ト
ゥ
本

人
─
─
を
巧
み
に
捉
え
て
い
る
の
だ
。
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Based in Kuala Lumpur, filmmaker-turned-performance 
artist chi too recently wrapped up a ten-month residency in 
Tokyo as a recipient of the Asian Public Intellectuals 
fellowship sponsored by the Nippon Foundation. Inspired by 
a harrowing encounter during a visit to a WWII memorial 
museum in Malaysia, where he met with a group of Japanese 
tourists who broke into tears upon learning the extent of the 
atrocities committed by the Japanese Imperial Army troops 
in Southeast Asia, chi too initially planned to use his time in 
Japan to explore the lopsided misrepresentations of historical 
memory in relat ion to the countr y ’s own traumat ic 
experiences in Hiroshima and Nagasaki. He soon discovered, 
however, that what was at stake was much more than history 
book propaganda, or a glossing over of the more egregious 
crimes perpetrated at a time when Japan’s Emperor was still 
regarded as an invincible deity beyond all human reproach or 
error.

Rather, chi too found that he was up against a complete 
historical blank – a state of aporia that prevented him from 
making any substantial progress in his research. As a result, 
many of the works that he ended up producing during his 
stay demonstrate a self-evident futility, and a heroic attempt 
to make reparations through symbolic gestures. 

Given the long history of WWII-related taboos in postwar 
contemporary Japanese art, this exhibition succeeds most not 
when it tries to confront or expose those taboos. Rather, it is 
the sidelong glance or indirect jab – all the while maintaining 
an appropriate level of formal decorum – that produces 
maximum impact on the viewer. “To See You Again”, a 

video documentation of a work performed with Sakiko 
Yamaoka in which the two artists take turns slapping each 
other in the face on the busy pedestrian streets of Tokyo, 
poses a direct affront to this sinister, mannered ignorance. 
Here, both the Malaysian and the Japanese “representatives” 
are implicated as guilty parties in the continued silence and 
non-resolution of important wartime issues. chi too’s proxy 
performance unflinchingly dramatizes an unresolved debt, 
and highlights the loose ends that Japan has forgotten – or 
more likely, gingerly neglected  – to resolve. Ironically, the 
performance is conducted with the same cool nonchalance 
and “honorable” composure that the Japanese government, as 
chi too seems to suggest, has clung to in dealing with 
revisionist history.

Elsewhere, “Loss in Translation sees chi too combing the 
streets of Tokyo for volunteers who can help him translate a 
series of Japanese war song cassette tapes into English. The 
artist’s valiant attempts at bridging linguistic and cultural 
barriers are compounded by the practically arcane material 
that he carries around with him. His repeated attempts to 
prise open stiff mouths and stiffer minds that are used to 
skirting difficult issues, however, eventually yield the first 
tentative steps towards a mutual dialogue about Japan’s 
“closeted” wartime experience. But what an ordeal it is. The 
video deftly captures both sides groping their way out of a 
state of blocked consciousness – the Japanese expressing their 
own puzzlement at a patrimony and history that is as alien to 
them as it is to chi too. 

Review included in monthly arts magazine BT Bijutsu Techo, October 2012
Drawing a Blank (or Performing Futility): Chi Too’s ‘7 Actions Towards Dilemma’

Darryl Jingwen Wee

代々木公園にて　in Yoyogi Park
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先月、東京の小さなギャラリーで「疑問の状態」という展覧会をし
ていたマレーシアのアーティスト、チ・トゥに会った。日本財団からの
助成を受けて東京に10カ月滞在し、マレーシア人と日本人の間に横
たわる記憶の間隙を橋渡そうと、７つのパフォーマンス作品を制作し
た。

最初の作品名『ピカ・ブ』は、原爆の炸裂を被爆者たちが音で表現
した「ピカドン」と「いないないばー」や「かくれんぼ」のような無邪気
な遊戯を組み合わせたもので、アーティストが捕まると、彼は日本の
侵略を記述したマレーシアの高校の歴史教科書を読んだ。彼が観客
の一人を捕まえると、観客はアジア太平洋戦争について話をするよう
要請された。

彼が驚いたのは、殆どの観客が日本による英領マラヤの占領のこと
をしらなかったことだ。（コタバル上陸作戦は、実際には真珠湾攻撃
の1時間前に始まっていた。）

この経験がおそらく次の作品「『また会うために』に繋がったのだと
思う。
この作品では日本人の協力者（パフォーマンス・アーティストの山岡
佐紀子）が、皇居前広場や銀座 4丁目交差点のような人目を引く場
所で、互いのほっぺたを叩きあった。（叩きあいはどちらかが止めるま
で続いた。）

このような暴力を目にした通行人は、何らかの不快感を感じたはず
である。しかし、その中の何人が日本人と、日本人ではなさそうなア
ジア人が殴り合うパフォーマンスを、帝国主義者の領有願望と、奪わ
れた者の押さえこまれた怒りへと結びつけることができる想像力を

持っていたか。チ・トゥ自身、彼の取り組んでいる主題が、「観客の
意のままになるものではなく、観客に責任があるとは言い切れない」
問題であることを認めている。

しかし、このような芸術行為にアーティストのフラストレーションは
確実に貯まっていく。展覧会のパンフレットに彼は、「私は一体何を
しているんだ、この主題に本気で取り組む意思があるのか」と書きつ
けている。

学校で教えられ、国家により記念される「正史」とは、大抵の場合、
そこに書かれていないことの忘却で成立する。チ・トゥがプロジェクト
を完成できなかったとしても、日本人が悪い、という訳でもない。し
かし、私たちのお父さんやお祖父さんが犯した、レイプ、拷問、略奪、
大量殺人に、私たちは全く責任がないと言えるのか。あるいは、私た
ちとは血のつながりのない誰かが犯した戦争犯罪なら、私たちは「無
罪」だと威張って歩けるのか。

チ・トゥの考えだした最後の作品は『草刈りの作品（カットグラスピー
ス）』である。彼は第 2次大戦で亡くなったと推定される7千102万
1650人に合わせて、同じ数の草の葉を刈るという勇気ある行動を開
始したのだ。このパフォーマンスは目的が達成されるか、彼が飽きて
しまうか、どちらか早い時点で終了する。私の投稿もこれで終了だが、
歴史が単数形ではない、ということだけは主張しておきたい。人々の
歴史は、一人が生涯を費やして刈ることのできる草の葉よりたくさん
ある。だから歴史が何の目的で書かれるのか、を問う価値はある。

2012年8月15日のブログより

私たちのお父さんやお祖父さんが犯した、レイプ、拷問、略奪、
大量殺人に、私たちは全く責任がないと言えるのか。あるい
は、私たちとは血のつながりのない誰かが犯した戦争犯罪な
ら、私たちは「無罪」だと威張って歩けるのか。

「チ・トゥ」　

高橋雄一郎
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Last month, I met a Malaysian artist chi too at his show 
held in a small Tokyo gallery. It was entitled “State of 
Doubt”. With a grant received from the Nippon Foundation 
(not to be confused with the Japan Foundation), the artist 
sought to bridge the memory gap that lies between the 
Malaysians and the Japanese He created seven performance 
pieces during his ten month residence in Tokyo.

His first piece was Pika Boo (with a pun on “pika-don”, an 
onomatopoeic description of the flash and the sound of the 
nuclear explosion by those who happened to be in Hiroshima 
on that fatal morning, and “peak a boo”, an innocent hide 
and seek game played with children. When the artist was 
caught, he read from a Malaysian high school history 
textbook about the Japanese invasion. When he caught an 
audience member, he asked her/him to tell stories about the 
war.

To his astonishment, most of the audience was ignorant of 
the Japanese occupation of Malaya, which began with the 
landing at Kota Bharu in December 1941, one hour before 
the bombing of Pearl Harbor.

This experience presumably led him to the next piece To 
See You Again, in which chi too and a Japanese collaborator 
(performance artist Yamaoka Sakiko) slapped each other in 
the face in conspicuous public places such as the Imperial 
Palace Plaza and at a pedestrian crossing in front of Wako 
building in Ginza.

Witnessing such violence, which continued till one of the 
two artists decided to stop, must have brought some 
discomfort to passers-by. I doubt, however, that how many 

had the kind of imagination that linked a performance of a 
Japanese and a seemingly non-Japanese Asian hitting each 
other with the imperialist desire to possess, and with the 
pent-up rage of the dispossessed. The artist himself admits 
that he was confronting “an issue that they have no control 
over, and to a certain extent, no responsibility over”.

But such an artistic undertaking clearly frustrated chi too. 
He asks in the exhibition leaflet, “[b]eing in the advanced 
stages of my project, I am beginning to ask myself ‘What am 
I doing?’ [. . .] ‘Do I really care about the subject matter?’”

“Official history”, taught in schools and commemorated by 
states, is usually more about forgetting what is not in the text. 
The Japanese should not be blamed for the collective amnesia 
that prevented chi too from completing his artistic project. 
But can we say for sure that we have no responsibility over 
rapes, tortures, plunders and mass murders committed 1) by 
our fathers and grandfathers, and 2) by people who are not in 
any way related to us?

The last of the seven performance pieces that chi too has 
conceived is Cut Grass Piece. He had courageously taken on 
the task of cutting 71,021,650 blades of grass that correspond 
to the estimated number of those killed during World War II. 
The performance ends when the task is complete or the artist 
gets bored of the performance (whichever comes first). I 
would like to end my post by calling attention to that history 
is never singular. The number of her/histories is greater that 
the blades of grass that one can cut in his/her lifetime. It is 
not a bad idea to reflect on for what ends histories are written.

But can we say for sure that we have no responsibility over 
rapes, tortures, plunders and mass murders committed  
1) by our fathers and grandfathers, and  
2) by people who are not in any way related to us?

chi too　blog :15th August 2012

Yuichiro Takahashi
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チ・トゥが日本滞在中に行った一連のプロジェクトに、私は多くの
刺激を受けた。自分自身の経験と照らし合わせて、実に様 な々ことを

考えさせられたのだ。しかしまた、それらをパフォーマンスアートとし
て見た場合、率直に言ってあまり感心しなかったのも事実である。以下、
そのことについて書いてみようと思う。
彼の当初の目的は、加害者としての日本人と被害者としてのアジア
諸国が、共通して抱いている情報の欠落を埋めることで、両者の相
互理解を促すものだったと私は理解している。もしそうであるのならば、
彼のプロジェクトはあまりにも非対称的な、もっと言えば不公平なもの
が多かったと思う。
少なくとも最初の《ピカ -ブ》ではチ・トゥが話し、参加者もまたチ・
トゥに話をするという点で、対称性についての意識が含まれていたと
思う。しかし、参加者が戦争に関する個人的な知識を話すのに対し、
彼が読み上げるのはマレーシアの歴史教科書の一節であった。当然、
後者の内容は国家というものを避けがたく背負っており、また日本人
が戦争の話をする際に常について回る、後ろめたさやためらいといっ
たものがないのである。こうしたある種相手を試すようなパフォーマン
スは海外でならともかく、とかく日本では功を奏することが少ないと思
う。それは軍歌の意味を尋ねるパフォーマンスにおいて、大方の日本
人がコミュニケーションの回路を遮断 cut offしたことに端的に現れ
ている。
また、彼は公の場所で行うパフォーマンスに固執していたが、それ
についても疑問が残る。何故なら言語的なものにせよ身体的なものに
せよ、日本人と何らかの意味のあるコミュニケーションを取ろうとする
ならば、残念ながらそれなりの準備がいるからだ。それにはまず空間
を区切り、個人的なスペースを確保すること。自分が敵ではないこと
を明確に示すこと。相手にも心を開いてもらうための手続きを取ること。
それは、彼のプロジェクトの中でそれなりに興味深いコミュニケーショ
ンが生まれたのは、特定の人々だけが参加可能な、そしてチ・トゥの
目的に好意的な人々が集う、その意味で均質かつ閉鎖的なプライ
ヴェート空間だったことで明らかだろう。その意味で私は《チュチ》を
高く評価する。それはごく少数の日本人との、濃密なコミュニケーショ
ンが生まれた場であった。
参加者は靴を脱ぎ、裸足になった足を彼に委ねる。彼は適温に温
めたお湯で足を洗う。体内に残っている冬の寒さが次第に溶けていく
に連れ、参加者の警戒心もほぐれていく。彼らを取り囲む空間には、

丸木夫妻の描いた大画面の作品が並んでいる。それらは日本人の過
去の過ちを認める勇気の産物である。そこでゆっくりと彼は戦争の記
憶について質問をするのであるが、仮にその質問がなかったとしても、
それ以前に既に参加者は何故このパフォーマンスがこの場所で行わ
れているかについて、自分なりに考えを巡らせているはずだ。
彼の行動が社会学的な調査ではなく、として行われる意味がある
とすれば、そこにあるだろう。過去に何が起こったかという事実をつき
とめるのでもなく、あるいは被害を賠償 compensationするのに必
要な金額を算出するのでもなく、人 に々想像することを促すこと。果
たして我 は々、既に充分に傷ついてしまった人 に々対して、他者の痛
みを想像させることが出来るだろうか。国家による教育を受け続け、
その意味で立派な「国民」になってしまった人々に、他国の人々の置
かれた状況を多少なりとも自分と関わりのある問題として、想像させる
ことは可能なのだろうか。そのように考えた時、パフォーマンスアート
とはこの答えのない問いを発し続けるものであって欲しいし、必ずしも
その問いは言語によってなされなければならないものでもないと思う。
そしてその問いの先に、加害者と被害者、あるいは日本人と外国人
というような明確でとてつもなく強い威力を持つ集団の囲い込みから
人 を々開放し、暴力や戦争を憎む者同志という新しい共通項で、こ
れまで対立項であったものを同じ側に立たすことを目指せればと思う。
原爆に関する作品やプロジェクトは、自分が本質的には経験してい
ないものを題材にしている点で、常に様 な々困難を抱える。しかしそ
れを継続的に行うことで、目指すべき中心に必ず近づくことが出来る
というのは、先人たちの功績が示している通りである。丸木夫妻も自
分達の被害を訴えることから始めて、他者の被害に目を開くまでには
長い時間を要した。チ・トゥが今後もこの主題を追い求めるかどうか
は不明だが、彼の今後の活動においても、困難な目標から目を逸ら
さない強い態度を持ち続けて欲しいと思う。
半世紀前のアーティスト達が原爆というテーマに挑んだ記録を見て、
今日の我々が大いに刺激を受けるように、この記録集が後の人にとっ
ての貴重な参照点になることを願っている。彼の10ヶ月の滞在記録は、
同時に 3.11以後の混乱した日本の貴重な記録でもある。日本社会
が混迷を極めた時期に、一人のマレーシア人アーティストが外側の目
から日本を見つめ、手探りで戦争という難題に挑んだ記録。これは
数十年後に、今の時点で我々が考えているよりも遥かに重要な意味
を持ってくるだろう。

私たちは彼のあがきから何を学ぶべきか

石崎　尚

日本社会が混迷を極めた時期に、一人のマレーシア人アーティストが
外側の目から日本を見つめ、手探りで戦争という難題に挑んだ記録。



040

We were highly provoked by the project which chi too 
ensued upon dur ing h i s re s idency in Japan. Whi le 
illuminating one’s own experience, it gave us much to think 
about. However when this is viewed as performance art, if I 
might say direct ly it was not something which drew 
particular interest. Below I wish to expound upon this point.

From my understanding his initial objective was to bridge 
the gap in knowledge between Japan, as an aggressor, and 
Asia, as a victim, and point towards the possibility of mutual 
understanding. But if this is the case then his project is 
hardly balanced, in fact we may say that there was a 
particular unevenness to his approach. 

In the first performance within this project, “Pika-Boo”, 
chi too spoke and the participants were also able to speak to 
him, and this included the notion of some sort of balanced 
dia logue. However in response to the sharing of the 
participants’ personal knowledge towards the war, chi too 
commenced to read a section from a Malaysian history text 
book. It is obvious that this latter commentary is something 
formulated by the government, furthermore when Japanese 
people come to discuss the war surely they can not do so 
without feeling some sense of guilt and hesitance. To put such 
positions to the test in a performance whether overseas or all 
the more in Japan can result in very little success. This is 
pertinently shown in his work involving the war songs, which 
highlights how Japanese people have cut off the circuits of 
communication.

In addition I also carry a question towards his stipulation 
to hold each performance in public space. If one attempts to 
engage in communication with Japanese, either verbally or 
physically, then I am afraid that a certain preparation is 
required. This includes the separation of the space and 
ensuring the provision of a personal space. One must indicate 
that you are not a threat. You must engage in such a process 
in order to allow your counterpart to share their thoughts. 
However it is clear that amongst his projects the rare 
occasions when he was able to achieve a certain form of 
communication was in fact within a homogenous, closed, 
private space in which only a limited number of people, who 
held an affinity with his objective were able to participate. 
Therefore I highly appreciate the performance “Cuci”, as 
producing a space in which an intimate communication was 
formed with a small number of Japanese people.

The participants in this performance would remove their 
shoes and offer their bare feet to chi too whereby he would 
wash their feet in warm water. Removing the winter cold 
from their bodies, he also softened the self-guard of their 
minds. The space surrounding them as they undertook such 

exchange was surrounded by the large panels of Toshi and Iri 
Maruki, a treasure of courage to recognize our past. In this 
context chi too proceeded to question the participants as to 
their memories of the war, however given the framing of the 
very action of this performance, one would perhaps be led to 
question such things oneself without such a prompt.

chi too’s action is not that of sociological research, and its 
significance as performance art lies in this distinction. He is 
not calling for a full ascertainment of what happened in the 
past, he is not ca l l ing for a ca lculat ion of f inancia l 
compensation required for the crimes, his purpose is to 
progress people’s imaginations. Surely we may have the power 
to imagine the pain of the other who we have inflicted 
suffering upon. Is it possible to bring those who have 
continued to receive the education of the nation, and have 
therefore become great citizens, to imagine that the situation 
of people in other countries might also be an issue which 
concerns themselves. When we consider such things, I want 
performance art to continue to raise up questions without 
offering the answers and these questions do not necessarily 
have to rely upon language.

And beyond this question lies the necessity of a form of 
thinking which liberates people from the confines of groups 
ruled by the definitions of victim and aggressor, Japanese and 
foreigner, and to create a new shared space as fellows in the 
hate of violence and war, no longer in opposition to each 
other but coming to stand upon same side.

Art work and projects which deal with the nuclear bombing 
for example, taking something which we have essentially had 
no experience of as our material, embrace many difficulties. 
But through the continued pursuit of this the possibility of 
reaching closer to something at the centre which must be 
pointed out may be realized, as shown by the Marukis.  

It is not clear if chi too will continue this investigation 
further on from now, but I hope in his future work he will 
not shudder from taking up a difficult objective, and continue 
to hold a strong disposition.

Just as we may be greatly affected by the record of those 
more than half a century ago who experienced the atomic 
bomb, I hope this document of Chi Too’s undertakings may 
prove to be a valuable point of reference for those who 
encounter it afterwards. This is a record of his 10 months stay 
in Japan, and at the same time a record of a Japan held in 
confusion after 3.11. This is a record of how at a time when 
Japan is in such a state, a single Malaysian artist took a look 
from the outside, and in his own stumbling way searched out 
the difficult issues of war. Perhaps this will hold particular 
meaning several decades from now.

What Can We Learn from his Futile Efforts?

Takashi Ishizaki



This is a record of how at a time when Japan is in such a state, 
a single Malaysian artist took a look from the outside, and in his 
own stumbling way searched out the difficult issues of war. 
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 本稿は、チ・トゥの《Loss in Translation》をめぐるささやかな覚え
書きである。
軍歌を翻訳するという体験を通じて、日本人、とりわけ戦争を実際
に経験していない若者に、第二次世界大戦のことを「思い出して」もら
うこと。アジア各地、特にマレーシアにおける日本軍の残虐行為を知
るチ・トゥが日本にやってきて、原爆や空襲の痛みを知っているはず
の日本人たちと出会い、いざお互いの知識の格差を補完して乗り越え
る可能性を探ろうとしたとき、当の日本人たちはそもそも第二次世界
大戦それ自体についての記憶を失っていた。乱暴なまとめだが、要す
るにそういう事態である。したがって彼は、このようなささやかな試
みから始めるほかなくなった。彼はおそらく相当の孤立を味わっただ
ろうし、それが後の実践に深い影を投げかけたように思うが、ここで
は深く立ち入らない。
僕が興味を惹かれたのは、《Loss in Translation》の実施場所と
して、他ならぬ表参道が選ばれたということである。実際は表参道以
外の場所でも同様のパフォーマンスが敢行されたのかもしれない（作
品データの箇所には実施場所として「東京のあちこちのパブリックス
ペース」とある）が、記録映像には表参道しか映し出されていない。
私見だが、表参道は、日本人の「集団的な記憶喪失」の重症度をもっ
とも如実に象徴する場所のひとつである。といっても、チ・トゥ自身
が表参道という場所の文脈を意識していたかというと、多分そうでは
ない。おそらく若者が多い場所として選んだだけだろう。本来、表参
道という名前は、字面を見ればあらためて考えるまでもなく、それが何
らかの寺社につながる参道であることを明確に示しているが、外国人
である彼にとってそれは単なる名前であり、オモテサンドウ
（Omotesando）という響き以上のものではないはずだ。
言うまでもなく、表参道の先にあるのは明治神宮である。その名の
とおり、そこには明治天皇が祀られている。昭和天皇が神聖視され
た第二次世界大戦時、東京に住む人々の意識の中で、さらには天皇
に忠誠を誓い、遠い国で戦闘し、時に残虐な行為に及び、傷つき亡
くなっていった多くの日本兵たちにとって、明治神宮はおそらく大きな
意味を持つ場所だったのではないだろうか（あるいは、あくまでも二代

前の天皇なので、あまり大きな意味はなかったかもしれない。浅学の
ためよくわからない）。実は、明治神宮は空襲で一度焼失したらしい。
1945年の 4月から5月にかけて、山の手地区一帯はアメリカ軍の大
空襲で焼き尽くされ、表参道も文字通り火の海となったのである。夥
しい数の人々が亡くなった。2007年 1月、彼らを慰めるために、表
参道交差点に「和をのぞむ」と刻まれた記念碑も建てられている。こ
のように、表参道は、第二次世界大戦と深く結びついた場所である。
もちろん日本中にそのような場所は多くあるだろうが、なかでも表参
道は、天皇を祀る明治神宮の参道であると同時に、大空襲の直接的
な被害を受けた場所でもあることで、日本が与えた苦難と被った苦難
の両方を象徴する希有な場所だと言えるのではないだろうか。
そのような歴史的背景は、しかし、いま表参道を歩く若者たちに
とって、知る由もないことだ。賑やかで華やかな通りに、想像の中で、
無数の人々が焼かれて死んでいった情景を重ねることは簡単ではない
（明治神宮もまた、多くの人 に々とって初詣のスポットにすぎない）。外
国人に限らず、ある年齢以下の日本人（僕自身も疑いなく含まれる）に
とって、表参道はオモテサンドウでしかないのである。とはいえそれは、
僕たちが「外人」としてここにいることを意味しているわけではない。
僕たちはたんに忘れている／忘れさせられているのだ。唐突だが、僕
の名字は奥村である。でもそれが「奥の村」あるいは「村の奥」を意
味するという事実は、普段、僕の意識にのぼることはない。ひとつの
理由はそれが「名前」だからだろう。そしてもうひとつの理由は、僕自
身が、先祖のいた土地から遠く離れ、その文脈から完全に断絶して
いるからだろう。いま僕が住んでいる場所は村でもなければ奥地でも
ないのだ。同様に、表参道もまた、本来の文脈からほとんど断絶し
てしまっている。それは、戦後、政府が意識的に施した操作の結果
なのかもしれない。経済的な繁栄のために戦争の記憶は余計なのだ
から。とにかく表参道は今やファッションとショッピングの通りである。
美しい女性が声をかけられる場所である。お洒落をした男性が練り
歩く道である。表参道が持つこのような「浮ついた」性格は、上述の
記念碑が建てられる約一年前、2006年 2月に表参道ヒルズが登場
することで、さらに強化された。

記憶と翻訳、そして
自分の町で観光客になる方法について
奥村雄樹
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チ・トゥの《Lost in Translation》の記録映像に登場する人 は々、
まさしく、このような表参道の現状、そして日本人の「集団的な記憶
喪失」のありようを、そのまま体現するかのように見える。まず、声を
かけられた若者たちの多くは、英語を話すことができない。もちろん
それは、日本の教育制度の（いわば作為的な）欠陥である。この意味
において、日本は今もなお実質的に鎖国状態にある。次いで、英語
を話せると答えた人たちも、カセットプレーヤーから流れる歌声を、日
本語であるにも関わらず十全に理解することができない（そのため、く
りかえし同じ箇所を再生する）。ある男性がチ・トゥに言ったように、
そこで使われているのは「オールド・ボキャブラリー」なのである。この
ような、理解（解釈、翻訳）の困難性は、当時と現在との間にある文
化的な断絶を如実に示す。さらに、聞き取れた場合でも、参加者は
それが「軍歌」であることにすら気づいていないように見える。たしか
にチ・トゥは「war song」と伝えているが、拙い英語を喋る彼らにそ
れがどこまで理解されたのかは怪しいし、記録映像におさめられた
二曲の「軍歌」の歌詞は、どちらも、直接的な形で戦争に言及したり
兵隊を賛美したりするものではない。一曲は《美しき》で、映像に収
録されている箇所は「うつくしき／わが子やいずこ／うつくしき／わが上
（かみ）の子は」である。二曲目は《男なら》で、映像に収録されてい
る箇所は「男なら／男なら／未練のこすな／昔の夢に」「見ればいずこ
も花ざかり／男ならやってみな」である（女性の歌声だが、浅学な私
には誰なのか特定できなかった。いずれにせよ、内容的に軍歌色が
薄い。実際、同じ曲をもっと軍歌的な歌詞で林伊佐緒・近衛八郎・
樋口静雄の三人が歌っており、そちらの方が流行したようである）。極
端な言い方をすれば、《Loss in Translation》においてカセットプ
レーヤーから流れるのは、戦時中の日本という「外の国」「異なる世界」
からの音声なのだ。それを提示するチ・トゥは、僕たちにとって、戦
時中の日本人とはまた別の意味で、文字通りの「外人」「異人」である。
本作への参加者は、だから、二重の翻訳を課せられることになる。
二重の困難が立ちふさがる。それでもなお「翻訳」が高い精度で達成
されるとき、彼らは「記憶を取り戻す」ことになるのかもしれない。いや、
参加するだけでその萌芽が植え付けられたと考えるべきなのだろう（だ

からおそらく、チ・トゥにとって翻訳の精度は問題ではない）。
いずれにせよ、少なくとも僕自身は、本作の記録映像に触発されて、
何度も歩いたことがある表参道をあらためて訪れ、あたかも初めて来
た場所であるかのように散策することができた。先述の記念碑の前
で立ち止まり、街路樹を眺めながら参道の緩やかな坂を上り、原宿
駅の昔ながらの意匠に目を奪われ（空襲のとき、着弾した爆弾がすべ
て不発で焼失しなかったらしい。これまで僕は駅舎のことなんて気に
も留めなかった）、初詣以外ではおそらくはじめて明治神宮の本殿に
足を運んだ。それは、いわば「外人」「異人」として表参道～原宿と出
会い直すことだった。地元の人々の間で文化と歴史の伝承が途絶え
ている場合、建造物や道路構成や記念碑が持つ意味を認識できる
のは、いつも外部からやってきた「観光客」なのである（実際、明治
神宮ですれ違った人 の々大半は外国からの観光客であった）。たしか
に観光客による理解は、紋切り型で観念的なものに過ぎないかもし
れない。しかし、日々の体感だけに頼っていたら、歴史的な文脈は
うやむやになるばかりだろう。この散策を通じて、僕は、ナイーブす
ぎる物言いかもしれないが、ほんの僅かとはいえ「記憶を取り戻した」
ように思うのだ。
チ・トゥは、日本において、マレーシアの文化や歴史に根ざした、
個別の顔を持つ人物としてではなく、単に「外部からやってきたトリッ
クスター」として機能することしか許されなかった。彼は「あきらめ」と
「覚悟」をもって、ぎこちなく、そのような役目を引き受けたように思え
る。日本人たちは準備不足だった。しかし僕たちは、まずはそのよう
にして「外人」「異人」を内部に呼び込み、彼らを通じて、外部へとつ
ながる穴を開けることから始めるほかないだろう。「記憶喪失」の持続
を許す根本的な条件は、何よりもまず、外部の不在という事態なのだ
から。そのような不在を維持しようとする力に、僕たちは抵抗しなけ
ればならない。

地元の人々の間で文化と歴史の伝承が途絶えている場合、
建造物や道路構成や記念碑が持つ意味を認識できるのは、
いつも外部からやってきた「観光客」なのである
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Here I wish to take a certain examination of chi too’s “Loss 
in Translation”.

Through the translation of army songs he attempted to 
instigate a “remembrance” of WWII amongst Japanese 
people, in particular young people who actually have no 
experience of the war. As chi too searched for the possibilities 
to bridge the gap between his knowledge of the acts carried 
out by the Japanese army in Asia and particularly in 
Malaysia, and the supposed knowledge of Japanese people of 
the air raids and nuclear bombing, he found  the fact that 
Japanese had lost their memory of WWII. It is a bit of a 
generalization but in short he was met with such a condition 
so he started with this subtle experiment.

What I have particular interest in is that Omotesando was 
selected for the performance of “Loss in Translation”. The 
work was realized in other areas of Tokyo (as it is stated that 
it was realized in various public spaces of the city) but in the 
documentat ion only his act ions in Omotesando are 
presented. I think it can be said that Omotesando is a symbol 
of Japan’s condition of “collective amnesia”. But Chi Too 
probably did not know of the context of Omotesando. 
Probably he chose it because here many young people are 
gathered. Essentially if we look at the kanji characters of 
“Omotesando” then it is clear that this is a road to some 
temple or shrine, but for chi too as a foreigner all he can do is 
hear the sound with no further meaning.

Behind Omotesando is the Meiji shrine. And just as the 
name suggests here is enshrined the Meiji emperor. For many 
Japanese soldiers who had sworn an oath of allegiance to the 
emperor, who were caught up in a war in a far country, 
sometimes impacting great suffering on others, who were 
injured and killed, the Meiji shrine is perhaps a place of 
particular significance. (But on the other hand as it is an 
emperor of two generations before it may not have had such 
great meaning. As I have not studied it deeply I can not tell 
well) The truth is that the Meiji shrine was actually destroyed 
from an air raid Between April-May 1945 the Yamanote area 

was heavily bombed by the U.S Forces, and  it became a sea 
of fire. There was a terrible loss of life. In January 2007 in 
order to commemorate their loss a stone “Hope of Peace” was 
set at Omotesando crossing. Therefore Omotesando is an area 
with a strong connection to the Second World War. Of 
course throughout Japan there are many of such places, but 
amongst these one may say that Omotesando holds a 
symbolic reference to the suffering imposed by Japan and the 
suffering imposed upon it, as it is a road that leads to the 
Meiji shrine connecting the meiji emperor while at the same 
time a place which has been directly affected by the air raid.

But this historical background is something that the young 
people who walk the street of Omotesando have no awareness 
of. Upon the lively flourishing streets it is not easy to imagine 
that countless people lost their lives here. (Meiji shrine is also 
a place just for the first shrine visit of the year for many 
people). It is not just in the case of foreigners but for Japanese 
people below a certain age (including of course myself) 
Omotesando is only a name with no meaning. But that does 
not mean that we are “outsiders” to this place. It is just 
simply the case that we have forgotten or been forced to 
forget. It might sound a bit strange but take the kanji for my 
name for example “奥 村 ” Okumura. This means the inner 
village or the inside of the village but usually I don’t think of 
that. One reason for this is because it is a “name”. 
Furthermore I am now far away from the land of my 
ancestors and have become completely cut off from that 
context. The place I live now is not a village and neither is it 
the inner land. In the same manner, Omotesando has also 
become disconnected from its essential context. This is 
probably due to decisive action taken by the government after 
the war. Well now Omotesando is a street for fashion and 
shopping. A place where a beautiful woman might be scouted 
for a modeling job. A place where a fashionable man might 
flaunt himself. This light personality of Omotesando has 
been rather reinforced by the opening of Omotesando hills in 
Februa r y 2006,  1 yea r  be fore  t he bu i ld ing of  t he 
aforementioned war victims memorial. 

Memory and Translation, and How to Make Yourself 
a Tourist in Your Own Town
Yuki Okumura
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The people who appear in chi too’s “Lost in Translation” 
documentation video may be viewed as an embodiment of 
Omotesando’s current condition and the “collective amnesia” 
of Japan. Most of the young people who were approached can 
not speak English. Of course this is the defect of Japan’s 
education system. In this sense, it can be said that Japan is 
still sealed off to the outside world. Furthermore even those 
who were able to reply in English could not understand the 
songs being played from the cassette player, even though they 
were in Japanese (so often they would rewind and listen to 
the same part again). Just as one man said to chi too, the 
language used in these songs is an “old vocabulary”. The 
difficulty in understanding (interpreting, translating) reflects 
the cultural disconnection between then and now. Even if 
they are able to pick it up the participants seem unaware that 
it is a war song. Well chi too certainly tells them of this fact 
but I doubt if they understood it, considering how poor their 
English ability seems to be, and two of the war songs which 
appear in the documentary don’t directly refer to the war or 
glorify soldiers. One of the songs which appears in the 
documentary “Utsukushiki (Beautiful)” with songs of “where 
are our beautiful children, the beautiful children of our 
Emperor”, while the second song “If you are a man” includes 
the refrain “if you are a man, if you are a man, don’t hold 
regrets, follow the old dream” “If you look there are blossoms 
everywhere/if you are a man, try” (they are sung by a female 
singer, but I don’t know who. In either case the contents has 
little connotation of war. In actual fact the same war song 
was sung by the three singers Isao Hayashi, Hachiro Konoe 
and Shizuo Higuchi which was apparently quite popular) If 
we go to the extreme we might say that what plays from the 
cassette player in “Loss in Translation” is the voice from the 
“foreign land” “the different world” of wartime Japan. And 
chi too who puts this forward is to us Japanese, in a different 
sense to the Japanese of wartime, a “foreigner”, a “stranger”. 
Therefore the participant in this work must make a dual 
translation. They must face the difficulty of these two layers. 
And when this translation is achieved with a particular 
intensity perhaps their memory will return. Well perhaps, 

just by participating, the forgotten memory was stimulated 
(therefore in chi too’s view, accuracy of translation is not a 
problem).

Well in all cases, inspired by this work, I returned to 
Omotesando, the streets of which I have walked many times, 
and wandered around in meandering circles. I stood in front 
of the commemoration stone I previously mentioned and 
while viewing the street around me I walked up the gentle 
slope up until the old style building of Harajuku station met 
my eye (I had learned that the station was untouched by the 
air raids. But until now I had never taken any particular 
interest in the station.）I walked over to the main Meiji shrine 
for the first time outside of the New Year’s respects. This was 
a re-encounter of Omotesando-Harajuku as a “foreigner” or a 
“stranger”. In the case that culture and history fail to be 
passed down through local people, then those who will be 
able to tell the meaning of a building, the structure of a road, 
a commemoration stone, are in fact those who always come 
from outside, “tourists”. (Actually half of the visitors to the 
Meiji shrine I saw were foreign tourists). Certainly the 
understanding of tourists is not beyond the informational, 
the conceptually based. However if we just rely upon 
everyday experience then historical context may only remain 
unanswered. It is perhaps a bit naïve to say but through my 
wandering I felt as if my “memory” had returned. 

Within Japan chi too was not taken as an original eye, 
rooted within Malaysian culture and history, but simply as an 
“outside trickster”. With “determination” and “readiness” 
chi too awkwardly undertook this role. Us Japanese were ill 
prepared. But we have to start by calling the outsider, the 
stranger into our own and through them open a hole which 
may connect with the outside. The condition which allows 
for continued “collective amnesia” is the absence of an 
outside presence. We must resist the forces which aim to 
preserve this absence.

In the case that culture and history fail to be passed down through 
local people, then those who will be able to tell the meaning of a 
building, the structure of a road, a commemoration stone, are in fact 
those who always come from outside, “tourists”.
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チ・トゥのアクションを初めて見たのは、3つめの「また会うために」
だった。マレーシアからやってきた青年が、日本との過去の関係にお
いてパフォーマンスをすると聞いて、深く考えず、軽い気持ちで観に
行った。そのとき、第二次世界大戦中に日本軍がマレーシアを占領し
たことを知らなかった。
わたしは1972年の生まれである。子どもの頃、日本は戦争でひど
いことをした国で、だから原爆を落とされたと思っていた。近代史の
授業を受けた記憶がなくても、テレビ番組やマンガなど戦争を描いた
ものが身近にあり、その理不尽さに憤っていた。しかし年月がたつに
つれ、戦争を扱ったものはまわりから減っていった。自分の問題に忙
しくなったせいかもしれない。

2009年初めてソウルを訪れた。空港へ迎えにきた年配の女性ガイ
ドと顔をあわせた途端、申し訳ないという気持ちがこみ上げてきた。
「昔、わたしの国は、あなたの国にひどいことをしてしまい申し訳な
かった」と言ってしまったほどだ。ガイドに会うまで、過去の戦争のこ
となど少しも考えていなかったので、自分の変化に心底驚いた。わた
しがこの手で、彼女の家族を殺したわけでもないのに。

4つ目のアクション「チュチ」。足を洗ってもらうあいだ、なぜ戦争が
起こると思うかとチ・トゥに尋ねた。彼は自分の考えを話してくれた。
逆に、わたしがどう思うか聞いてきたのでこう答えた。「お金が大好き
な人たちがいるから」。
チュチ──その行為が日本人に対しての arrogantな気持ちから
だったとしても、わたしはそれをきっかけとして、極めて困難だが、刺
激的な思索の旅に出ることになった。それはいまも続いていて、わた
しに生きる喜びをもたらしている。
はじめチ・トゥの投げかけに対して疑問がわいた。マレー系、イン
ド系マレーシア人も同じように捉えているのか？  他のアジアの国の人
たちは？　チ・トゥと違う考えの人はいないのか？ 人類は虐殺・戦争
の歴史をいまも繰り返しているのに、なぜ日本がいつまでも責められ
るのか？  ODAなどでアジアの発展に協力することは償いとならない
のか？　もしチ・トゥが日本人の立場だったらどう考えるか？
ディスカッションの場では、政治的な駆け引きなしに話すことがで
きたはずだ。
しかし、わたしは問うことができなかった。それを尋ねてもいいも
のか？  もしチ・トゥが応えたとしても、さらに応えるための自分の考
えを持っていなかった。わかりあえない状況に申し訳なさを感じていた。
いったいなぜ？  チ・トゥが日本を去った後も、この疑問に苦しみな
がら、自分のなかにある日本的慣習の影響に気づき始めていた。も
しかすると意識のズレは、それぞれの文化が持つ思考の慣習の違い
から読み解けるのではないだろうか？

日本では自分の意見をもち、発言することは嫌がられる。場の雰
囲気を壊し、相手の居住まいを悪くするのはよくないこと。なぜは問
うてはならない。違う意見を持っていたとしたら、自分の胸におさめ、
まわりの意見にあわせる。だから自分の考えを持っていない方が楽に
生きられることもある。本当の考えは、かなり親密な間柄でないと話
す習慣はない。
日本人にとってお金は不浄のもの。代えのきかない命をお金で償う
ことに申し訳なさを感じる。
負けて言い訳をするのは恥ずかしいことであり、善い行いを得意に
なって話すのは、はしたない行為で自慢と見なされ、嫌われる。負の
面をさらすことによって、自分を相手よりも下げ、敵と見なされないよう
にして安心を得る。
「水に流す。」過去にあったことを問わず、わだかまりをなくし、対等
にやり直すというこの許し方は世界のスタンダードではないだろう。
ノーム・チョムスキーは、原子爆弾を落とされた日本人がそれを忘れ
たように見えることが納得できないと述べている。中国語の“許す”は、
理解するが絶対に忘れないという意味だ。
これらのことから考えると、変えられない過去を振り返るよりも、将
来への貢献をもって詫び、その貢献をことさら主張せず、いつまでも
申し訳ないという姿勢を続けているのが日本人ではないか？　さらに
周囲と同化する習慣のせいで、他の文化が異なった捉え方しているこ
とに気がついていない。あるいは知らないふりをしているのかも。
チ・トゥの投げかけを阻んだものは、これではないか。
もちろん、これに当てはまらない日本人もいる。
慣習は、その集団のなかで人びとが生きやすくするために作り上げ
たルールであって、どの集団のものが優れていて、どれが劣っている
かはない。ただ、日本では社会が多様化したため、それがうまくいか
ない場面が増えてきたと思う。
違う文化を持つ人間の投げかけに対し、自らの文脈をきちんと伝え、
意識のズレがどこにあるのか真摯な態度で探求すること、チ・トゥが
求めたのはそれではなかったか。わたしはいま、日本に対話のための
ルールと技術を根付かせるため、試行錯誤している。自分が正義で
あり、相手は正義ではない。その欲を越えないかぎり、人間を肉片
に変えることで利益を得る集団の欲望に乗せられて、人びとはこれか
らも殺しあいを続けることになるだろう。息を吸うのを意識しないように、
慣習を意識することは難しい。しかし他の集団の慣習に目を向けた時、
そこに新しいアイディアが生まれるのではないか。絶対に忘れず、水
に流してやり直せたとしたら ?　わたしをここまで導いたチ・トゥには感
謝しかない。

世界は想像で動く

佐野佳子
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The first of chi too’s actions which I encountered was the 
third action“To See You Again”. I heard a young artist from 
Malaysia was doing a performance in relation to Japan’s past, 
and without thinking much about it I went to see it with a 
certain carefree air. It was then that I realized that during 
WWII the Japanese army had occupied Malaysia.

I was born in 1972. As a child I thought Japan was subject 
to nuclear bombing because it had done terrible things during 
the war.  Even though I don’t have much memory of having 
modern history lessons, there were various television 
programs and manga comics around me which dealt with the 
subject of war, causing me to be somewhat disturbed by this 
outrage. But as I became older the materials dealing with war 
seemed to become fewer. Although this is probably due to the 
fact that I became more involved in my own affairs.

In 2009 I travelled to Seoul for the first time. The moment 
I met with the older female guide who had come to meet me 
at the airport, I was filled with a sense of remorse, to such an 
extent that I said “I am so sorry about the awful things my 
country did to your country in the past.” Before meeting the 
guide, I had not thought of the past war, and was deeply 
surprised at how I had changed. After all it was not as if I had 
killed her family with my own hands.

Then came the 4th action “Cuci”. As chi too washed my 
feet I asked him why he thought the war happened. He 
shared his opinion and when he asked as to what my own 
thoughts were, I replied “Because there are people who love 
money.”

Even if the action in Cuci held a particularly arrogant 
sentiment towards Japanese people, it was because of this 
that, at the same time as being troubled, I was able to enter a 
stimulating journey of thought. I am still upon this journey, 
from which I gain a particular sense of pleasure.

When I first came up against chi too’s confrontation, a 
certain set of questions arose to me. Do Malaysians of other 
backgrounds, such as Malay and Indian, also think the same 
way? What about other Asians? Aren’t there people who think 
differently to chi too? Human civilization is held in a 

constant repetition of genocide and war, but why is Japan 
always accused? Doesn’t the ODA (Official Development 
Assistance) program and other contributions towards Asian 
development make amends? If chi too was in the shoes of a 
Japanese person what would he think then?

In the provision of a space of discussion, we were 
supposedly able to talk free of political restraints.
 However I could not put these questions forward. I was 
worried if it was appropriate to ask such things. Even if chi 
too gave a response, I did not have my own prepared and I 
felt regret at this difficulty in understanding. As I continued 
to struggle with this question of why? even after chi too had 
returned to Malaysia I came to realize the impact of Japanese 
conventions upon myself. Perhaps we may read our difference 
in awareness in terms of a difference in cultural conventions.

In Japan to have your own opinion and give voice to that is 
something to be avoided. That is because you should not 
break the atmosphere of a particular scene or make others feel 
uncomfortable. You must not question. If you have a different 
opinion then this is to be kept to one’s self.

Therefore to not have an opinion at all is the easier way to 
live. There is little custom of speaking one’s true thoughts 
beyond a very intimate circle.

A lso for Japanese money is something unclean. To 
compensate an irreplaceable life with money is also something 
which brings most shame.

It is embarrassing to make excuses as the loser, to 
emphasize your strengths is seen as pride and a disgrace. If 
you lay open your weakness to any opposition, you place 
yourself lower and therefore gain a safe position in avoiding 
being seen as an enemy.

Let it be “water under the bridge”. Without questioning 
the past, clearing the bad blood between the parties 
concerned and to make amends on an equal basis is perhaps 
the world ’s standard means of reparation. Yet Noam 
Chomsky has commented that he can not believe that 
Japanese people have seemingly forgotten the fact that they 
were subject to nuclear bombings.

息を吸うのを意識しないように、慣習を意識することは難しい

The World Moving upon an Image

Yoshiko Sano
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While in Chinese the word forgive, means to understand 
something but never forget. 

If we think along these lines, then perhaps it is the 
condition of Japanese people who rather looking back upon a 
past we can not change, attempt to apologize through 
making contributions towards the future, but without 
drawing attention this, only to find ourselves in a permanent 
state of apology. As this has already pervaded our lives we do 
not realize that there may be another way of seeing things 
through other cultures, or perhaps we are just pretending not 
to know.

Surely this is what obstructed chi too’s confrontation? 
Well of course there are Japanese who do not fit this rule 

but cultural conventions are rules which are created in order 
to allow people to live more easily within a group, this is the 
same for any group. However, in Japan as society becomes 
increasingly diversified then scenes of dysfunction also 
increase.

In face of a confrontation issued by someone of a different 
culture, you must present your own context clearly, and 
seriously search for where the gap in understanding lies, 
surely this is what chi too pursued? I am now in a period of 
trial and error in allowing those rules and techniques to take 
root in order to converse with Japan. To believe only in one’s 
own sense of justice, and deny that of the other – if we do not 
go beyond this desire, then we will again jump on the train of 
war driven by profit which turns people into pieces of meat, 
and continue to kill each other.

Just as we are not aware of our own breathing, to be aware 
of our conventions is a difficult task. However, when we face 
the ways of another group, then perhaps a new idea arises. If 
only water could be under the bridge without forgetting. 
Perhaps it is too idealistic? I can only offer my thanks to chi 
too for leading me this far.

Just as we are not aware of our own breathing, to be 
aware of our conventions is a difficult task.

また会うために。秋葉原にて。“To see you again” at Akihabara
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チ・トゥの『疑問の状態』は、日本人にとっては居心地が悪くなるよ
うな指摘に満ちていた。ここでは、彼が日本人を、戦争の記憶につ
いて「集団的記憶喪失」に陥っていると見なしたことについて考えてみ
たい。というのも彼の作品は、それそのものの詳細について分析を深
めることよりも、彼が指差した方向をしっかりと凝視め、それについ
て考えたり、話し合ったり、そして書き綴ってみたりすることこそを、
促しているように思われるからだ。
離日前の彼の展示を訪れた人は、そしてそれが日本人ならば、誰
もが何かしら思いあたるものがあったのではないだろうか。そして同時
に、それはなぜなのだろうという想いにもとらわれたはずだ。だが彼
の指摘は、ハッとして、そうした見方もあるのかと、われにかえるとい
う類いのものではなかった。そうではなくて、誰もが気づいていては
いるけれども、あらためてそうしたことを口にしたり、状況をかえるた
めに具体的な行動を行う、そういうような気にはなれない部分に触れ
たとでも言えばよいだろうか。
新たな行動を起こすことが、疎ましく、厄介で、そのために必要に
なるであろう根気や、精神力、エネルギーを想像しただけで、すべて
が萎え果ててしまう。そんなたちの悪い、膿のようなもの。日本人の
多くが長いあいだ向き合ってきたにもかかわらず、けれども決してその
ことを公言しようと言う気にもなれなかったもの。そこに触れられたよ
うな感覚が、彼の作品にはあった。しかもすでにこのテキストが、同

じ罠に陥っているように、すべては自身が原因であるにもかかわらず、
どこか仕方のない事情によって、そうした状態に陥ってしまっている、
そうした自己弁護的な認識がそこに絡みついてくる。
戦争の記憶は、日本人にとって、奇妙なことに被害者としてのもの
に加工されている。そのことの嘘は、戦時下の批判を徹底するドイツ
と比較するまでもなく、誰の目にも明らかなのだが、まさに記憶喪失
よろしく、そのことに触れないように振る舞ってきた。
そのため、教育を介してしか記憶の共有が可能にならない若い世
代にとっては、共有できるはずもなく、物語が綴られることもない、
起伏のない平坦な地平が、未来はもとより過去にまで、ただただ広が
ることになる。チ・トゥは、そうした状態に陥っている日本人とのコミュ
ニケーションで覚えた違和感を、素直にみつめている。おそらくその
ことを指摘された日本人は、記憶喪失に見えることにうなずきながらも、
それがまさにそうした特質としてそこにあるのではなく、意図的に選択
されている姿勢であることに向き合わなくてはならない。行動や活動
だけでなく、思考や記憶さえも、萎縮させてしまっているという事実と
向き合い、そうした態度をなぜ選択しているのかという理由を探り、
その状態を解きほぐしていくことに努めなくてはならない。
僕たちが傷つけた隣人たちは、いまも根気づよく、僕たちに自覚す
ることを促し、それを待っていてくれる。チ・トゥの疑問が、諦めに
かわらないうちに、僕たちはそのことを始めなくてはならない。

誰もが気づいていてはいるけれども、あらためてそうしたことを
口にしたり、状況をかえるために具体的な行動を行う、そういう
ような気にはなれない部分に触れたとでも言えばよいだろうか。

諦めにかわるまえに

杉田敦　
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chi too’s “State of Doubt” points towards something that 
raises rather a discomfort for Japanese people. Here I would 
like to consider his perspective that, in terms of memory 
towards the war, Japan is experiencing a form of “collective 
amnesia”. And while his work does not undertake an in 
depth analysis into such details, through examining carefully 
the approach he has taken, thinking about it, discussing it 
and then setting it down in writing then this issue is 
progressed.

Those of us who visited to chi too’s exhibition, held just 
before his return to Malaysia, especially in the case of those 
visitors who happened to be Japanese, each experienced 
something pressed upon our minds. While at the same time 
we were brought to a concern with why these thoughts 
occurred. However what chi too points to is not something 
which immediately makes us take on a new perspective. It is 
something that anyone will realize, but he touches upon what 
we can not put into words, the action we do not take to affect 
change.

To instigate a new action is something which is dreadingly 
troublesome, just imagining the perseverance, determination, 
energ y required for such an under tak ing re su lt s in 
discouragement. All that is rotten and bad. Even though it is 
something unpleasant that Japanese people have had to face 
for a long time it is something that has not been voiced 
publicly. It is this sense which can be found touched upon 

within chi too’s work. However, this text also falls into the 
same trap, in a line of self -defence in which despite 
everything being the fault of oneself we claim that things 
become this way due to an unavoidable situation.

For Japanese the memory of war is strangely seasoned with 
a sense of victimhood. And this lie, which is not even worth 
comparing to the thorough judgement of wartime Germany, 
is something clear to all, but has become wiped from memory 
and come to be an untouched issue.

Therefore for the young generation who may only share in 
this memory through education, there is in fact no way for 
them to share this, there is no way to spin the tale, future and 
past only open out upon a flat plane. chi too dispassionately 
looks upon the discomfort raised through communication 
with Japanese people of this leaning. And perhaps while us 
Japanese, who have had such things pointed out to them, may 
agree that this condition appears to be a form of amnesia, we 
must face the fact that this is in reality not the case, rather 
that it is a consciously chosen condition. We must face the 
fact that not only our actions and behavior but also our 
thoughts and memory have been curtailed and we must 
search out the reason for this choice and work towards 
unraveling this condition.

Our neighbours whom we have once injured now have a 
strong perseverance and may remind us of ourselves. And we 
must begin, before giving up this very doubt of chi too.

It is something that anyone will realize, but he 
touches upon what we can not put into words, 
the action we do not take to affect change. 

Before giving up this doubt… 

Atsushi Sugita







「草を刈る作品」Cut Grass Piece, photo by Sakiko Yamaoka
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エンディング・クエスチョン

問 い の 備 忘 通 知としての
アート・ワーク
山岡佐紀子

日本国内において、第二次世界大戦時の日本の戦争への責任につ
いての議論は、実のところずっと続いて来たことは間違いありません。
この 60数年の間、その問題を扱ったアート作品やその展覧会は、
かなり多くあったと思います。そして、靖国神社の大祭に閣僚が参拝
がしたり、敗戦（終戦）記念日が近づくと、必ず、中国や韓国からの
批判があります。今年は、アメリカの大統領からも「懸念」のメッセー
ジがありました。そのように、一年に何回もニュースで目／耳にするに
もかかわらず、一般の多くの人 は々ほとんど関心を失っています。その
「負の遺産と責任」をどう考えたらいいのか、わからないと感じている
人がほとんどなのです。なぜ、こんなことになっているのでしょう？ 
さて、2011年の秋に来日し、10ヶ月の間、この問題を扱うアート
活動を行なったマレーシア生まれのアーティスト、チ・トゥ。彼は、日
本人がこの問題が苦手であることは、初めから承知であったのでしょう。
意識していたかどうかわかりませんが、彼のアクションでは、あえて、
「日本人」との対話が困難になるような戦略をとっていたように見えま
した。彼の、ダダで、アイロニカルなアーティストとしてのキャラクターが、
そうさせていたようにも、思います。彼の強調した「集団記憶喪失」と
いうタームは、ほぼ最初から用意してあったかもしれません。展覧会
の会場では、壁に書かれたその言葉が、手榴弾のように、訪れた観
客の方 に々投げかけられていました。彼は、人 を々挑発し、反発させ、
論議を引き起こさせようとしていたのでしょう。

そのような野心がうまくいったかどうかは別として、実際のところ、
このテーマ（実質的には、相互理解など、彼は求めておらず、責任へ
のコメント及び解答を求めていたのだと私は思います。）への再考察は、
「私たち」にとって、緊急課題でしょう。昨今は、政治経済でも文化
でもあらゆる分野で、日本を当然含むアジア内外での文化交流／協
力／競争／駆け引きが、大変、活発／流行になっています。しかも、
日本の政局の右傾化は、年々進んでいます。そのような状況にあって、
私たちは、前世紀の「アジア」での戦争についてのスタンスを明確にす
ることを、後回しにはできない事態が訪れています。
残念ながら、大抵の人は、実際、個人的な必要が迫るまでは、な
かなか考えられません。それを難しくしていることは何なのか、私たち
は、気づく必要があると私は思います。ヒントのいくつかは、彼のプ
ロジェクトの中にありました。満身創痍になりながらも、このような「入

り口を開いて」くれたチ・トゥに感謝したいと思います。そして、冷静
な立場で、彼のプロジェクトの方法に問いを差し挟んだ、キュレーター
の太田エマの立場も大事です。展覧会では、皆さんはあまり気がつ
かなかったかもしれませんが、このドキュメントに書かれている太田さ
んによる展覧会コンセプトをよく読んでいただければと思います。それ
らにより、問いはバランスのとれたものになったでしょう。

チ・トウは、これまで日本にやってきた「外国人」の誰よりも熱心に、
自分自身がマレーシア人であることを強調し（中国系なのに？）、一方、
彼が路上などでランダムで出会った日本の町を歩いている人たち（日
本人でない場合もあるかもしれないのに？）を、戦争の記憶／責任を
忘れた「日本人」と呼びました。その少 単々純すぎる図式に対し、「む
しろ、彼に似て」ナイーブな日本人の反応は、２つでした。単に無視
するか、あるいは、過剰反応して彼をサポートしようとするか。私の
場合、明らかに後者でした。路上で不発に終わったという対話の試
みを補う機会を提供するために、帰国直前に展覧会をセットアップす
る協力を申し出たのでした。そして、私の最大の関心は、チ・トゥは、
自分はアクティビストではない、アート作品を作っているのだと言った
ことでした。アート作品として、どのような方法が可能で興味深いのか、
そのことを考えるためにも、お手伝いしました。そのことは、私個人と
して長年の問いでした。しかし、そのちょっとした思いつきは、予想
よりもずっと、ずっしりとして、粘着気質な経験となってしまったことは、
この遅れに遅れたドキュメントの発行に反映しているかもしれません。
彼の活動において、何と言っても、意味があると思われることは、

「国民」という概念を、いかにアバウトに「彼と私たち」が理解している
か、ということを、「私たち」に気づかせてくれた点ではないでしょうか。
「彼と私たち」はその名において操つられ、その名において恥を感じ、
その名において誰かと共有しようとし、その名において誰かを差別し、
その名において何かと戦かわされている、その、ちょっとした、かなり
な「喜劇的」な状況を。「国民」というコンセプトも、「アジア」というコ
ンセプトすらも、自然状態に備わったものではなく、近代のヨーロッ
パの思想から生まれ、名付けられ、「私たち」に移植された概念です。
「彼と私たち」は、あたかも、当然のように考えていますが、実際は急
ごしらえで、矛盾だらけでした。「亜細亜主義」も「大東亜共栄圏」も、
ここから生まれたものです。「アジア」という概念で「彼と私たち」が、
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共有していることは、実際あるのでしょうか。「私たち」が、どこかの
「国民」である根拠は何であり、そこで何が共有されるのでしょうか。
もしかして、「国民主権」という言葉には、トリックがあるのではない
のか（そんなことを言っても大丈夫か？）。
もともと、チ・トゥは、硬直したアイデアに対しては、片っ端から、
嘲笑のタネにする、そのような反骨／反発型のアーティストだと思います。
しかし、自身の「国民性」についてだけは、笑うわけにはいかないよう
です。そして、「私たち」とて、あまり違わないかもしれません。日本
人は、日本に暮らしている限り、ほとんど日本人であることを考えなく
てもいられると思っています。しかし、一言でも「外国人」に「日本
人！」と呼ばれれば、あっと言う間に身構え、日本人チーム意識を持っ
てしまう、そういう習性／トラウマ？が、あります。
それにしても、出自というのは、やみくもに嫌悪するか、無用に誇
りにするか、どちらかになってしまうのは、いったい、なぜでしょう。
自虐的になったり、攻撃的になったり。そして、ラベルを貼られてしま
うこともある、そのような危険のものです。そして、「国民」という概
念だけでなく、人間は、何かに属していなければ生きられない、そう
いう生き物であることの、裏返しの真実に気づかされます。歴史はい
くつか作れなくもないけれど、実際の身体がひとつしかないことへのア
イロニーと苛立ち。また、まさに「ジレンマ」です。それは、人が生活
して行く中で、愛すべき／守るべき人たちとの絆に関わることでもあり
ます。私たちは誰しも、そのジレンマから目をそらすことはできません。
私は、チ・トゥが身を以て私たちに示してくれた問いの核心は、こ
のことだと思います。では、そのジレンマを、どう考えるか。そして、

さて、本題です。問いは２つ。
1. 国の政策として行なわれた侵略戦争とその外国での被害を、

国民はどのように責任を取る／感じる／述べるべきでしょうか。
2. このプロジェクトがアート作品として困難な状況になった理

由の核心は何でしょうか。

これらの問いの「解答」を、各自の方 に々考えていただけるとありが
たいと思います。答えは複数あって良いと、私は考えています。私は
私なりに見つけました。特に、2つめの解答は、興味深いものです。
チ・トゥはむしろ、まっすぐ過ぎたのでしょう。アートとはもっと、トリッ

キーな要素に見舞われた分野です。

このディスカションは、決して、ひとつの国、ひとつのアイデンティ
ティの人 の々間だけで、語るべきではないと、私は考えます。そして、
「一応のところ」友好的であることが前提である、アートの場であるか
らこそ、提出できたのだと思います。展覧会に来てくださった方 、々ア
ンケートに書いてくださった方 、々ディスカションに来てくださった方 、々
ご参加いただき本当にありがとうございました。このささやかなドキュ
メントは、ディスカションは続いており、さらに少しでも多くの方々に、
参加していくきっかけになればと思い機会を得ていただくために、制
作いたしました。

滞在中のアーティストを励まし、議論されたりした５人の方 、々杉
田敦さん、高橋雄一郎さん、石崎尚さん、奥村雄樹さん、ダリル・
ウィーさんからの、エッセイの寄稿は、このドキュメントの最も主要な
ページです。それぞれのお立場から、個性的で知的な論点を提示し
ていただき、また、将来へと続くインスピレーションをも与えていただ
きました。心より感謝申し上げます。世にも大胆な若きキュレーターで
ある太田エマ、そして、特に、そして、安定した精神力と忍耐力で、
私たちを待ち、サポートしてくれたグラフィック・デザイナーの佐野佳
子さんにも、感謝を述べさせてください。
アーティスト、チ・トゥ、そして、関わったすべての方々の、未来の
展開へ向けたご活動の中の、１つのノッドとして、この冊子の存在が
記憶に残っていただければ、幸いに思います。

また、この「疑惑の状態」という展覧会の方法と意義、そしてこの
ドキュメントのあり方、ともに批評される必要があると思います。そして、
微力ながら、何かに貢献できればと思っています。ご意見、ご批評
などをいただければ、大変、ありがたいと思います。

2013年 4月30日

「私たち」が、どこかの「国民」である根拠は何であり、
そこで何が共有されるのでしょうか。
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Ending Quesion
Art as a Reminder to Doubt 

Sakiko Yamaoka

It  i s  a  f ac t  t hat  w it h in Japa n t he count r y ’s  wa r 
responsibilities have long been debated and there have been 
numerous examples of art work which has challenged this 
subject over the last 60 years. There is also the criticism of 
China and Korea which is regularly voiced whenever a 
politician visits to the Yasukuni Shrine, or commemorations 
towards the ending of the war draw near, with even the 
president of the USA expressing his concern over emerging 
nationalist frictions. And although we hear on the news 
numerous times throughout the year about such issues it 
seems that most people in general have lost interest. It is 
perhaps a case that most people feel uneasy to think about 
the legacy and responsibility of the war and relegate it to a 
field beyond their knowledge or understanding. Why have we 
reached such a state?
  It was within such a state that chi too made his entrance, a 
Malaysian born artist who came to Japan in the Autumn of 
2011 for a 10 month residency in which time he undertook to 
tackle this very issue through art. He appeared to understand 
from the beginning that this was an issue which Japanese 
people had a part icu lar weakness towards. Whether 
consciously or not it is difficult to tell, but in his actions he 
seemed to take the approach of obstructing the very dialogue 
with “the Japanese” which he claimed to pursue, a result 
perhaps of his rather ironical Dadaist character. The phrase 
which he came to refer to so strongly, “collective amnesia”, 
may be seen as a pre-prepared conclusion which he held from 
the start, with such words written on the walls of the 
exhibition space hurled at the visitors like grenades, as if 
aiming to provoke, offend and stir controversy. 

Leaving aside whether his artistic ambition could be 
fulfilled or not, in truth, the consideration of this issue (which 
in fact seems to have been raised not in order to move 
towards mutual understanding, but rather to make a 
comment towards war responsibility) is one which “we” face 
with great urgency. Today across politics, economics, culture 
and many other fields, Asia (including Japan) is caught in the 
midst of a challenging surge of exchange, movement, 
cooperation, competition, maneuvering and play of strategy. 
While at the same time the political climate of Japan leans 
increasingly towards the right. In a condition such as this the 
people of Japan, the people of Asia, surely have a mutual need 
to clarify their awareness and stance towards the Asia of the 

last century and its war.
But unfortunately the majority of people do not consider 

the pursuit of such a necessity before them, We must 
recognize what it is which prevents us in tackling this subject, 
a hint of which may be found in chi too’s work, and I am 
grateful to him for creating such an entry point. At the same 
time the position of the curator, Emma Ota, coolly dissecting 
his approach was also one of importance. In the exhibition 
itself this presence may not have been felt, but if you read the 
initial concept note (written by Ota) then I am sure you will 
find a form of balance there.

Chi too seemed to stress more passionately than other 
“foreigners” in Japan his Malaysian nationality (despite his 
Chinese background), while on the other hand he claimed 
the people he randomly accosted on the street (who may well 
not have even been Japanese) to be “Japanese” who have 
forgotten the memory and responsibility of war. This rather 
too simple equation resulted in two different kinds of reaction 
from people, who seemingly held a similar naivety. The first 
was to simply ignore it, the second to offer active support. In 
my case I was clearly the latter. In order to of fer an 
opportunity to take hold of his misfired attempts of dialogue 
on the street I offered my support towards setting up an 
exhibition of his work before he returned to Malaysia. It was 
chi too’s determination to tackle this subject not as an activist 
but as an artist producing art work which particularly 
grasped my interest. I was drawn to the possibilities art might 
hold in attempting such a feat and therefore offered my help 
towards the project. But this initia l slightly frivolous 
sentiment came to be a most enduring experience, much 
greater than imagined, perhaps reflected in the extreme delay 
in the very publication of this document. 

Yet despite all of this, the particular meaning which can be 
found within chi too’s work is the bringing about of the 
re a l i z a t ion of  how per f unc tor y ou r  (Him a nd u s) 
understanding of the idea of the “nation” is. In that name we 
are manipulated, we feel shame, we attempt to share 
something, we discriminate, we are brought to fight, in a 
rather farcical condition. The concept of “nation”, and the 
concept of “Asia”, are not ideas which have naturally arisen 
but are concepts born from modern European thinking, 
branded and grafted upon “us”. It may be obvious to “Him 

What is the basis which determines our “nationality”, 
and what is it that we share in this point? 
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and Us” but it was something rather thrown together, fraught 
with contradictions. And it is from this that “Pan-Asianism” 
and the “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere” arose.  
Given such a history what is the basis which determines our 
“nationality”, and what is it that we share in this point? And 
may we claim “Asia” as a concept that “we” truly share? 
Perhaps in fact there is a deceit behind the very term “the rule 
of the people”. (And is it acceptable to say such things?)

Chi too is essentially an artist of strong defiance who 
throws scorn on all sides of fixed ideas. However it appears he 
can not laugh at his own “nationality”. And this is the same 
for “us” too. While living in Japan the situation where we 
take for granted that everyone is Japanese can not last much 
longer. Yet each time we are referred to as Japanese by a 
foreigner we are subject to a habit or trauma of identifying as 
the “Japanese team”.

Why is it that our place of birth becomes either an object of 
useless pride or blinding hate? Swinging between aggression 
and self-condemnation. It is an object of danger, which 
threatens us with being labeled. And here we uncover the 
inverse truth that it is not just in the case of the idea of 
nation, but humanity is an organism which can not survive if 
it does not belong to something and while it is possible to 
create multiple histories we are faced with the irony of having 
only one body. It is certainly a dilemma. And no matter who 
we are we can not turn our eyes from this dilemma. And this 
is most certainly connected with our bonds to those who we 
must love and protect in our daily lives.

Here I would like to put forward two questions.
1. To what extent do the people of a nation take/feel/speak 

of the responsibility of suffering imposed on other countries 
through war raged by the authorities of one’s own country?

2.  What is the core reason behind this project entering 
such difficulty as art?

I would like each one of us to think in our own way 
towards the “answers” to these questions. The more plural the 
better. I have found my own answers in my own way, and I 
find the answer to question 2 particularly interesting. That 
being that chi too was too direct in his approach. Art is a field 
suited to more strategic underhand tactics.

Such a discussion should not be limited to any one 
particular country or people of one particular identity. And I 
think within a space where we assume a friendly reception, a 
space where the interests of politics do not dominate, in the 
very space of art that such a need could be successfully 
asserted. And for this we are most grateful to all of those who 
visited to the exhibition, completed the questionnaire and 
also joined the discussion. 

I would like to express my sincerest gratitude to all who 
have been involved in this document and offered their 
suppor t .  In pa r t icu la r I wou ld l ike to thank the 5 
contributors to this document Atsushi Sugita, Yuichiro 
Takahashi, Takeshi Ishizaki, Yuki Okumura and Darryl Wee 
who all engaged with chi too in some form during his stay, 
offering encouragement and debate and their essays make up 
the most important part of this document. I am deeply 
grateful for their original and informed points of debate and 
inspiration towards the future which they have shared here.

Finally I would like to thank the graphic designer Yoshiko 
Sano for her moral and technical support.
  As a nod towards the developments which may ensue for all 
those who were involved I hope this document will keep the 
memory going.

We also consider it necessary to critique the approach and 
significance of the exhibition “State of Doubt” and this very 
document. We would be most grateful for any further 
feedback.

30th April 2013
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奥村雄樹
1978年生まれ。アーティスト。インタープリテー
ション（通訳／解釈）を通じて「私」と「世界」
との関係をラディカルに問い直すプロジェクトを
展開。2012年の作品に《河原温の純粋意識
あるいは多世界（と）解釈》《知らないことを思
い出す（芸術家の幽霊）》《善兵衛の目玉（宇
宙編）》などがある。
http://www.yukiokumura.com

Yuki Okumura
Born in 1978. Using “interpretation” 
and “translation” as the medium,
his projects radica l ly quest ion the 
relationship between one’s self
and the world. Works in 2012 include 
“On Kawara’s Pure Consciousness, or 
Many Worlds (and) Interpretation,” 
“Remembering Unknown (A r t i s t ’s 
Gho s t ) ,” a nd  “Z enb e i ’s  Eye b a l l s 
(Telescope ver.).”
http://www.yukiokumura.com

石崎	尚
1977年、東京都生まれ。2002年、多摩美
術大学大学院卒業。世田谷美術館、目黒区
美術館を経て2012年より愛知県美術館学芸員。
主な論考に「美術館としての原爆堂に関する覚
え書 : 丸木位里・俊夫妻と白井晟一の交流に
ついて」（『武蔵野美術大学紀要No.42』）など。

Takashi Ishizaki

Born in Tokyo, 1977. Graduated from 
t he  M a s t e r  c ou r s e  o f  Ta m a  A r t 
University in 2002. After working at the 
Setagaya Art Museum and the Meguro 
Museum of Art, Tokyo he has gone on 
to take the position of curator at Aichi 
Prefectural Museum of Art since 2012. 

His art criticism includes “A Note on 
Atomic Bomb Memorial as Art Museum 
– The Dialogue Between Iri and Toshio 
Maruki and Seiichi Shirai” (published 
in the Musashino Art University Journal 
No. 42).

杉田	敦
1957年生まれ。美術批評家。著書に『ナノ・
ソート』（彩流社）、『inter-views』（美学出版）、
『リヒター、グールド、ベルンハルト』（みすず書
房）など。オルタナティヴ・スペース“art & 
river bank”のディレクタ。2009年の越後妻
有アートトリエンナーレに出展（“critics 
coast”）、トーク・イヴェント“Picnic”、アート
センター準備室“gsgp”、美術批評誌“Na+”,
“Ra+”など、各種アート活動を実践している。
女子美術大学教授。

Atsushi Sugita

Born in 1957. Art Critic. Publications 
include “Nano Thought”(Sairyusha), 
“Inter-views”(Bigaku Shuppan), “ 
“(Misuzu Shobo). He is the director of 
the a lternative art space “art&river 
bank”. He presented “critics coast” at 
the 2009 Echigo-Tsumari Triennale, 
w h i l e  a l s o  d i r e c t i n g  v a r iou s  a r t 
engagements including the talk event 
“Picnic”, the gsgp Artcenter Junbishitsu 
and the art criticism journal “Na+” and 
“Ra+”. He is also professor at Joshibi 
University of Art and Design.

高橋雄一郎	
1958年生まれ。パフォーマンス研究専攻。集
合的記憶がパフォーマテイィヴに形成される過
程について考えている。『身体化される知』（せ
りか書房、2005）など。獨協大学外国語学部

交流文化学科教員。

Yuichiro Takahashi

Born in 1958. Specialist in performance 
research. Interested in collective memory 
as a performative process.  Publications 
include “Embodied Knowledge” (Serika 
Shobo, 2005). Professor of the Faculty of 
F o r e i g n  L a n g u a g e s  a t  D o k k y o 
University.

ダリル・ジングウェン・ウィー
1981年、シンガポール生まれ。BLOUIN 
ARTINFO Japanのヴィジュアルアートのエ
ディタ ー。 他 に、Art Forum、Art Asia 
Pacific、美術手帖、Japan Times、 the Wall 
Street Journalに現代美術の記事を書いている。
翻訳者としては、具体、会田誠、高嶺格、田
中功起、など多くの日本のアーティストのカタロ
グやエッセイを訳している。

Darryl Jingwen Wee

Born in 1981, Singapore. Visual arts 
editor for BLOUIN ARTINFO Japan. 
He has written about contemporary art 
for Artforum, Art Asia Pacific, Bijutsu 
Techo, the Japan Times, and the Wall 
Street Journal, and translated catalogues 
and essays on Gutai, Makoto Aida, 
Tadasu Takamine, Koki Tanaka and 
many other Japanese artists.

佐野佳子
グラフィックデザイナー。主に書籍のデザインに
携わる。1972年、江戸時代から続く農家に生
まれる。2011年の震災と原発事故によって、
物事の捉え方が転換する。
古来からの慣習によって生まれる日本人の行動
原理に関心を持つようになる。

執筆者のプロフィール　
Contributor’s Profiles
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Yoshiko Sano

Graphic designer,  w ith a prac t ice 
focusing upon book design.Born 1972 
into a farming family extending from 
the Edo era.Since 2011 as a result of the 
tsunami she has come to reassess the 
worldaround her.She has also come to 
gain particular interest in the principles 
of behaviorwhich have grown from age 
old customs in Japan.

山岡佐紀子
アーティスト。音楽、絵画から始めて、1992
年からパフォーマンスアートへシフトする。単体
のパフォーマンス作品の他に、参加型の介入系
アクション、異文化交流ワークショップ、写真や
映像の作品も制作する。アジア、北南米、ヨー
ロッパ、中東など 24カ国で作品を発表してき
た経験から、地政学的な問い、旅と移動／移住、
都市と公共空間、出会いと孤立、妄想など、個
人とコミュニティまたは社会との対立または協調
が作品のテーマとなることが多い。
www.sakikoyamaoka.com

Sakiko Yamaoka

Artist. Beginning her career in painting 
a n d  m u s i c  s h e  s h i f t e d  t o w a r d s 
performance art in 1992. Her practice 
also encompasses interventionist actions, 
cross-cultural workshops, video and 
photography. she has travelled widely 
internationa l ly across 24 countries 
throughout Asia, Europe, the Middle 
East and North/South America. From 
this experience she has come to tackle 
w i t h i n  he r  wor k  no t i on s  o f  t h e 
g iopol i t i c a l  que s t ion,  t r ave l  a nd 
displacement, the city and public space, 
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individual and community, corporation 
with and resistance to society. 
www.sakikoyamaoka.com

太田エマ
キュレーター、アート・コーディネーター。
2011年武蔵野美術大学修士課程卒業。現代
社会のグローバリズム・情報化における場所性・
地域性を問いかける「ディスロケイト」というアー
トプロジェクトのオーガナイザー。アートラボ・ア
キバのゲスト・キュレーター。アジアを中心として、
アーティスト・ラン・スペースとメディア・アート
の発展に関する長期的なリサーチを継続中。
アートを通して、異なる意見をぶつけ合い、社
会の現状に疑問を投げかけるためのプラット
フォームを作ろうとしている。
www.dis-locate.net // 
www.eonsbetween.net

Emma Ota
Curator, art coordinator.
Graduated from the master course of 
Musashino Art University in 2011. 
Organizer of the art project “dislocate”, 
questioning the meaning of locality in 
globalized technology driven society.  
Guest curator at Akiba Art Lab. Also 
engaged in long term research into 
me d i a  a r t  a nd  a r t i s t  r u n  sp a c e s 
particularly in the Asian region. She 
pursues art as a platform for the collision 
of ideas and debate surrounding  the 
current condition of society.
www.dis-locate.net // 
www.eonsbetween.net 
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