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1988 年 9月、昭和天皇の吐血報道から翌年1月の崩御までの 4ヶ月間、日本国内の各TV局は徐々にCM、バラエティー番組等を自粛、深夜放送では病状の推移を皇居
正門前、二重橋の中継映像とともに放映した。この映像は当時の放送を模して制作されている。

At the end of 1988, after receiving the news of the Emperor Showa Hirohito's collapse in September untill his death in January 1989, the Japanese network TV 
refrained from showing some advertisements and entertainment programs. During those four months the bridge in front of the main gate of the Emperors Palace in 

Tokyo was continuously broadcast at night together with announcements of the Emperors medical condition. This work mimics the same view from the live broadcast.
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House Tour On-base housing Kadena AB Okinawa

From A *Candy Factory Project / After the Age of Mechanical Reproduction  (Mike Bode + Takuji Kogo)



Good morning!
So we just moved 
into our new house.



Uhm, we haven't actually moved in because our stuff isn't 

here yet. Our stuff doesn't get here until February so. All 

the furniture that you have seen in the house is government 

furniture. I've decided I would give you guys a house tour. 

These houses are newly built. Uhm I think we are the first 

people that's been living in them. So we got really lucky with 

this house. The other houses on base are really ghetto and 

really scary so . . . if you move to Kadena just pray that you 

get one of these houses and not one of these ghetto houses.



















Wife_B : Welcome to Okinawa, this is our home.
A : This is, our front door, like really heavy duty doors for all the typhoons and stuff.
Soldier : Doorbell, this is our door, we have four locks for when the hurricane and typhoons comes so that our door doesn't get 
blown open.
A : So we have two of them, yep, heavy duty doors.
Soldier : Okay, come in . . .
B : Over here we have a closet.
Soldier : A little coat, a coat closet right here. I don't know why they have handles because they don't turn, they just open, it's pretty 
big though. 
Wife_C : You see this closet, which, it's just like a coat closet, I have Brandon's jacket in there that he does't wear.
Soldier : This house was just newly remodelled so everything in it is brand new.
C : And, through this door, is our laundry room.
A : We have the laundry room which is also pretty big. Uhm, we have some storage up there and back there so, that's cool, we 
have a new washer and dryer.
Soldier : Including a washer and dryer that's brand new and again I don't care how many clothes I wash 'cause I don't have to pay 
for it, I can wash clothes everyday if I want.
C : Pretty big, cabinets, and then some space up there.
B : And on the other side, now we are in the living room, this is temporary furniture the governments letting us borrow, and we also 



have our dining room.
A : And here is the living room, which is a decent size, you can hear the people upstairs walking around, it's gonna get kind of 
annoying.
C : And here is the living room, Brandon is playing Xbox and Kaia is watching Cinderella.
Brandon : Hi Mom.
C : The couch and the coffee table and two end tables are government furniture and our TV set, the TV is ours Yeah! 
A : And then back here is what we call the study room, and Josh is going to use it for his man cave which is this really really tiny, 
tiny tiny room, so Josh is going to put a TV in here, and a chair and is going to play his stupid video games so that I don't have to 
hear him.
C : And then through this door, is our office.
Soldier : They give us a desk, I don't know why? thought we could keep papers and stuff in there?
C : Yeah, and that's also government furniture, so, pretty small.
A : Then back here is our porch and our backyard, uhm yes, some of those, those are the old housing, and all the housing looks  
different its just one type the old housing, then we have some storage right over there.
C : And here's our deck, pretty decent size. . .
Brandon : Here's my deck!
B : Our backyard which we don't get any, the people below us own it . . . And through the back we have the back of the house, and 
outside there's storage unit and this is our patio.



Soldier : This is our side yard, we're next to the golf course so we've got some beautiful land out here, have a little yard or when the 
grass grows in, Ciara will be able to run around, got a little porch right here.
A : And . . . back trough this way, we have the kitchen down there.
C : And this way, is our kitchen.
Soldier : Temporary furniture until we get some, thanks to the government.
A : This is just the water heater, nothing fancy.
C : It's for the air conditioner?
Brandon : Yeah
C : The air conditioner thing.
Soldier : Which I will be using everyday, not a single fuck will be given for how ever much I use because I don't have to pay for it.
C : And here is the closet.
A : This is a huge closet like,  like it's so big I can sleep in here, could live in here.
C : It's, I just use it to, Uh O.K . . . focus? here we go. I use it to store more stuff, like our cleaner and our cable things.
A : And then we have the kitchen, which is also really big, which I love . . . perhaps . . . yep
C : And here's our kitchen. . . the dining room table is, government furniture.
A : We have, the rest you see up here is ours, so here is my little area where I keep my purse. A refrigerator . . . And this is out 
front.
Soldier : It kinda weird you can't tell with the other quads look like as ugly as moving vans right there and look nicer.



A : I don't know if you guys can see those houses with . . . that's our housing looks like, so as you can tell a lot better than the older  
houses. . . And . . . over here we have a pantry.
Soldier : Over here, the kitchen table, dishwasher, I don't know why we have so many cabinets, I really don't. I guess air forces 
likes to think we play like hide and go seek. A refrigerator, nothing fancy, but we don't need nothing fancy, got a pretty big pantry 
actually, it's a walk in pantry, got a little light, there's a lot of food.
C : And then in here we have a pantry, so in our pantry are a collection of plastic bags, which we need to get rid of, and you can 
kind of walk in.
Soldier : A nice little electric stove here, apparently it's, because I don't really care it's kind of stayed 10:30 the entire time I lived 
here.
C : And, so everything up here, on the counter is ours, we bought all of that, we have tons and tons of cabinet space, it's a 
ridiculous amount of cabinet space, and this is our garbage, sorry!
A : Then, this is considered a two bedroom with a study room so back here we have two bedrooms, this is one of them.
Soldier : it isn't that big, isn't really that big, got a bed, a couple night stands, dresser . . .
C : More government furniture . . . Pretty decent size, at least we will be able to fit all. My bedroom furniture in here, so that's good, 
and then here's our closet, not many clothes . . .
A : A little closet, like how the rest of the houses have big closets, but, like the rest, all the other closets in the house are big, but 
then in the bedrooms you get small closets . . .
C : Then Brandon has the other side, he's pretty organized too, what a good boy…



Soldier : Over here . . . as we come this way . . . 
A : And then we have, one bathroom . . . 
Soldier : A bathroom . . . 
C : And then, here's our bathroom . . . 
Soldier : There you go.
C : There you go . . . 
Soldier : Lights, I got two sinks, one for me one for Jesse, more cabinets, two mirrors but this one's really like getting on, medicine 
cabinet.
C : We have the medicine cabinet.
A : Toilet . . .  shower . . . yeah, it's kind of dark in the bathroom so I might need . . . lighting, there you are it's like one of our bulbs 
is low. And then the light switches in here, in the whole house are really really low, so kind of, kind of weird, my husband is 6'5" so 
that's going to be fun for him.
C : Toilet which is actually like pretty low, it's kind of funny . . . Yeah, and our shower . . .  
Soldier : Pretty nice tiled floor. I guess that's for … when we have an over flooded shit. A bathroom, pretty normal bath tub, shower 
head, toilet, pretty small toilet though, not going to lie, I'm pretty scared about this one . . . 
C : Back into the hall way, we have another closet, it's here, I've put just some towels and sheets and stuff like that in there.
Soldier : These handles actually do work, these are from our closets, we have two of them, one here and one here, this is the 
circuit box.



A : And then right here you just have another closet . . .
C : And another closet, which we don't have anything in right now, 
A : . . . these. like a bed room, same deal with the other one, nothing fancy . . .
C : And then this is Kaia's room, her bed and all her furniture is all government furniture, they are actually coming from my parents 
house, so should be here. Some of Kaia's clothes that she can't wear it's too hot but, its her closet, it's about the same size as me 
and Brandon's.



妻 A：お早う。やっと新しい家に越してきたところ。っていうか 2 月まで私たちの家具は来ないから、ホントに越したとはまだ言
えないけど。今から見せる家具はどれも政府支給のものなんだけど、とりあえず、ハウス・ツアーをしてみんなに家を紹介する事
にしたから。
ここは新築で私たちがほぼ最初の住人みたい。でもここに住めて凄くラッキー。
基地の古い他の家はホント、ゲットー、ホント怖いし。誰か嘉手納に来るなら、ホント、ゲットーのじゃなくて
新しい家に入れるよう、祈っておいた方がいいよ。
妻 B：沖縄へようこそ。これが私たちの家よ。
A：ここが玄関なんだけど、すごいヘヴィー・デューティー、っていうか台風とかのため？
兵士：ドアベル。このドアには 4 つも鍵があるから、台風やハリケーンにも耐えられるよ。
A： 二重になってる。本当、頑丈なドア。
兵士：O.K 上がって。この上は、クローゼット。
B：こっちはクローゼット。
兵士：コートとかしまってある。何故かノブは回らずに、ただ開くだけ。かなりでかいな。
妻 C：このクローゼット、見えてる？　コート用、ブレンドンのコートが掛けてあるけど、滅多に着ないやつ。
兵士：この家は建て変えられたばかりだから、何もかも新品。
C：それで、このドアを開けるとランドリー。
A： ランドリーもあって、ここもかなり広いの。収納も上とこの奥にもあって、いい感じ。この洗濯機も乾燥機も新品。
兵士：洗濯機も乾燥機も備え付けで新品。これもそうだけど、いくら使ってもタダだし、何なら毎日、使ったっていいし。



C：結構大きな戸棚、上にもスペースがあって . . . 
B：反対側に行くと . . . リビング。これは一時的に政府が借しだしてる家具よ。そしてこっちがダイニングルーム。
A：で、ここがリビングルーム。そこそこの広さね。上の階の人が歩くのが聞こえるから、この先、ちょっとうざいかも。
C：で、これがリビング。ブランドンが X-Box で遊んでて . . . カイアはシンデレラを見てるわ。
ブランドン：ハイ、ママ。
C：それにソファとコーヒー・テーブル、あと 2 つのサイド・テーブルは政府支給の家具ね。それとテレビ・セット。テレビは私
たちのよ！ Yeah!
A： この奥が勉強部屋って呼んでる部屋。ジョシュが隠れ家にして籠るって、ホントに、ホントに狭くて小ちゃい部屋、
ジョシュはテレビやイスを置いてくだらないビデオ・ゲームとかをやるつもりらしいから、おかげで私はいちいち相手にしなくて
すみそう。
C：このドアの向こうは . . . 私たちのオフィスよ。
兵士：なぜか机が支給されてる。紙とか文房具はここってことかな。
C：そう、これも政府の家具。かなり小さい部屋ね。
A：こっちはベランダと裏庭が見えるわ。あっちは古いアパート。古いところは見た目も違っていて、あれはその中の一つ。
あと、すぐそこに物置がついてるの。
C：ここはデッキよ。十分な大きさかしら。
ブランドン：俺のディックのこと？
C：私たちの裏庭には特に何もないわ、下の階の人のものよ。家の裏側に出ると、物置とかがあるわ。ここは私達の中庭ね。



兵士：ここはサイド・ヤードで、隣にゴルフコースがあるから、きれいな広場が見える。小さい庭もあって芝生が生えればキアラ
が走り回ったり出来るし、ポーチもある。
A：ここを戻ってくると、その奥がキッチンよ。
C：こっちに来るとキッチンがあるわ。
兵士：自分たちで買うまでの間、一時的に支給された家具。政府に感謝。
C：これはただの給湯器ね。特に贅沢なものじゃないわ。これってエアコンの？
ブランドン：そうだよ。
C：エアコンの何かね。
兵士：毎日、入れっぱなしだろうな . . . エアコンは、使いすぎそうだな、いくら使ってもタダだし。
C：そして、ここはクローゼットよ。
A：大きなクローゼットでしょ。ここで眠れそう、暮らせるくらいね。
C：ここは何に使ってたっけ . . . ああ、ピント？ これで良しと。ここにはいろいろ、掃除機、ケーブルとかを置いてるわ。
A：それで、ここがキッチン。かなり広くて気に入ってる。そんなところかな。
C：ここが私達のキッチンよ。ダイニングテーブルは政府支給品ね。
A：他のものは自分たちで買ったものよ。ここはちょっとした私専用のスペース、財布おいてるの。こっちは冷蔵庫。
兵士：変だけど、ここからじゃ他の建物がどう見えるかわからないな . . . そこの汚いヴァン見たいな感じ。ここから見るとまだいい
けど。
A：あっちの家が見える？私たちのもこんな感じよ。古い家よりずっと良いでしょ。ええと、それでこっちには棚があるの。



兵士：こっちには . . . キッチンテーブルや食器洗浄機がある。なんでキャビネットがこんなにあるのかよくわからない。
空軍は俺たちがかくれんぼでもしてたいと思ってる見たいだ。
他には、見ろよ、このでかい冷蔵庫。普通だけど、普通で十分。でかい食糧棚もある。こりゃウォーク・イン・パントリーだな。
ライトも付いてる。食い物、相当入るな。
C：それで、ここは食糧棚よ。ビニール袋が相当たまってるわ。後で捨てないと。この棚の中まで入っていけるの。
兵士：ここには、小さくて良さそうな電気調理台。どうでもいいけどずっと 10 時 31 分でとまってる。
C：それでと、カウンターの上にあるのは全部私たちが買ったものよ。ばかみたいにたくさんキャビネットがあるわ。
こっちはゴミ、失礼！
A：ここは２つのベッドルームと勉強部屋ってことね。こっちにベッドルームが２つ。これがそのうちの一つ。
兵士：この部屋はそんなに広くはない。ホントにそんなに広くない。ベッドに、いい感じのサイド・ランプ . . . ドレッサー . . . 
C：また政府支給の家具。まあまあ、ちょうどいいサイズ , 少なくともどれもここの部屋にはぴったりなので問題なしね。
A：こっちにはクローゼット、そんなに服は入ってないけど。小さなクローゼットね。この家の他のクローゼットはどこも大きいのに、
ベッドルームにあるのだけ小さいってどうなの？
C：反対側はブランドンのクローゼットよ。凄く整頓されてるわね。とっても良い子。
兵士：この向こうには . . . こっちを通って
A：それでこっちには浴室がひとつあるわ。
兵士：ここは浴室。
C：それで、ここが私達の浴室よ。ほら、ここ。



兵士：こんな感じ。照明と、シンクが 2 つある。俺じゃなくてジェス用、また戸棚、鏡が二つ、一つは実は薬棚だけど。
C：ここには薬棚があるの。
A：トイレット。シャワー . . . そう、ちょっと暗いわね。もうちょっと明るくしたいかな。この家はいろんなものが低く設計されて
いるの。ちょっと変な感じ。旦那は 6 フィート 5 インチあるから、楽しみ。
C：トイレの位置が凄く低くて、なんかおかしい。そう，こっちがシャワー . . . 
兵士：いい床が貼ってある。あふれちゃっても大丈夫なように。浴室は普通のバスタブ。シャワーヘッド . . . トイレ、めちゃくちゃ
小さいな、このトイレ！ マジでこりゃちょっと怖いな . . . 
C：廊下に戻ってここにまた別のクローゼット、タオルとかシーツとか入れてあるわ。
兵士：このノブはちゃんと回るな。この階には２つもクローゼットがある。一つはここで . . . もう一つはここ。こっちは配電盤が入っ
てる。
A：後、これはまた別のクローゼット。別のクローゼットね、今のところ、何も入っていないわ。それからベッドルーム。
他のベッドルームと同じつくりよ。特に面白くもないわね。
C：ここがカイアの部屋。彼女のベッドと家具も全部、政府の支給品。実は彼女の家具は私の両親の家からちょっとしたらここに届

く筈。カイアの服。暑いからほとんど着てないけど。彼女のクローゼットよ。私たちの部屋のクローゼットとほぼ同じサイズね。



TURKMENBASHI, MON AMOUR 

Martine Neddam



















Mouchette : Dear Turkmenbashi, dear president of Turkmenistan, I love you since I’ve seen you in Ashgabat. That was love on 
first sight when I saw the Arch of Neutrality, a tower 75 meters, with your gold-plated statue of 12 meters on top, that revolves in 24 
hours always facing the sun. And then on second sight and on third sight, fourth sight every time I saw another big golden statue of 
you…

Saparmurat Niyazov was born in 1940 but orphaned at an early age, growing up in a state orphanage. His father died in WWII and 
his mother was killed in the earthquake that devastated Turkmenistan's capital in 1948.

Mouchette : Dear Turkmenbashi, I couldn’t stop loving you in Ashgabat because everywhere I walked was a huge statue, or a 
portrait, or a monument, or a digital image representing you. What went straight to my heart was your white granit statue, so 
human, so close to me, that I could even touch after I had walked these huge flight of stairs.
On this statue you are wearing casual clothing and I could touch you with my bare hands, I could touch your gigantic white granit 
feet wearing gigantic white granit sneakers.

The young Niyazov rose quickly up the Communist party ladder, becoming first secretary of then Soviet Turkmenistan at the age 
of 45. He became president after the transition to independence in 1991, adopting the title Turkmenbashi. He became president for 
life in 1999. His influence spilled over into every sphere of Turkmen life. Even the months and days of the week were named after 
himself and his family.



Saparmurat Niyazov has died aged 66. He created a cult of personality during his two decades in power.
Niyazov : My dear people! My beloved countrymen! I feel we are one and the same. I am no different from you. I hide nothing from 
you. Your joy and happiness are mine too. I am pleased to serve you and to fulfill my responsibilities for the purpose of making your 
lives easier.
Statues of the self-styled Turkmenbashi are erected everywhere. Cities, airports and even a meteorite were named after him. He 
introduced increasingly personal laws, and a book he wrote to be a 'spiritual guide' for the nation was made required reading.
Niyazov : To achieve this, I have prepared the essential conditions to grant you free access to the lands that you need to cover your 
daily expenses.
I have also arranged that those accommodated in public housing will not pay any fees. I have worked to provide you with peace 
and tranquillity. I have done all these in line with the law.
In early December 2005, as I was already very sick, I opened a children's theme park called The World of Turkmenbashi Tales.
I ordered the construction of a lake in the midst of the desert and a ski resort on the snowless foothills of the Iranian border.
I declared 8 August National Melon Day and the whole country celebrates with numerous festivities my favorite fruit.
President Niyazov tolerated no dissent, and there was no political opposition and free media. Many opponents fled abroad to 
highlight the abuses.

Mouchette : Dear Turkmenabashi, I love you because you ARE Turkmenistan and you made it what it is now since 1991 when it 
separated from the Soviet Union.



It's a country of 5 million people that you run with the help of 40 ministries, each with its own brand new building, like the ministry 
of carpets, the ministry of printed matters. You created a national day to celebrate the melon. You ordered an ice palace to be built 
in the desert. You forbid gold teeth and opera. You allowed Internet but only from 9 am to 6 pm because no one needs it at night. 
You are a wonder, a legend, a poem, a myth, but in Ashgabat you are a reality.
Dear Turkmenabashi, I love you because you ARE Turkmenistan and you made it what it is now. You are a wonder, a legend, a 
poem, a myth, but in Ashgabat you are a reality.
Turkmenbashi I love you because Allah is great, but you are even greater. I have visited your mosque next to your mausoleum, 
a mosque so vast that it could contain more worshippers that your country would ever count.Inside the mosque I have seen your 
sayings engraved in golden letters next to the arabic text of the Koran and your words outnumber His Words, which proves that you 
are greater than Allah! Turkmenbashi Mon Amour. Turkmenbashi, You are Greater than Allah!

"Art is made for the people Every work of art is a political gesture."
"Am I what you call abstract art? Or am I totalitarian art?"
"I always knew...I don't really care. Is this normal life, or are we in a film?"
"Nobody can hear my thoughts.I can't even hear my own thoughts."

Ruhmana is the book written by Sapermurad Nyazov, the Turmenbashi. In the capital of Turkmenistan stands an enormous statue 
of a book.



Every evening at 8PM, the statue swings open and a recently deceased dictator's magnum opus, the Ruhnama, is broadcast 
throughout the square while a video from within the statue shows his image.
Six years after the death of Turkmenbashi, the state continues to portray his book as a sacred text and has coerced foreign 
business partners to translate it into 22 languages.

RUHMANA, THE SPIRITUAL WORLD OF THE TURKMEN.
My dear people! My beloved countrymen! I feel we are one and the same. I am no different from you. I hide nothing from you. Your 
joy and happiness are mine too.
I am pleased to serve you and to fulfill my responsibilities for the purpose of making your lives easier. Our present success is the 
fruition of our independence and eternal impartiality. May your spiritual power be raised! Let our spiritual strength be an example to 
the world at large!

Mouchette : Turkmenbashi, Mon Amour, I love your ubiquitous guards in their uniforms, with their big round caps, stroddling along 
like mechanical puppets or standing motionless in glass cases like wax statues.
I realise that they are your guardian angels, each holding a small fragment of your grandeur in the shine of their uniform buttons.
When he criticised long hair and beards amongst young, they adopted short hairstyles and a clean-shaven appearance overnight.
Turkmenbashi Mon Amour, the very first time I saw you, I realized that you were dead, and then I knewI would love you forever.



Natural-gas rich Turkmenistan, which borders Iran and Afghanistan, has been governed President Niyazov since 1985 when it was 
still a Soviet Republic. He banished all opposition parties and brought all media under control.
The central Asian state's self-proclaimed president-for-life, Saparmurat Niyazov, issued a dental directive during a televised 
ceremony on Tuesday. The president told a young woman at the ceremony to have her conspicuous gold teeth replaced with white 
ones by his health minister, 'himself a dentist'.Style tips from the president are interpreted as law.You have fallen by chance inside a 
science fiction movie, in the empty life-size set of a futuristic city of the past, created for a film about some post-apocalypse story.

Niyazov : You must visit my mausoleum in Ashgabat, where I lay next to the gravestones of my mother and my two brothers.

Mouchette : I love you for all the new buildings you created, and I believe in you since I saw these buildings with my own eyes. 
I love your monuments, the brand new buildings for your ministries with huge esplanades,the five stars hotels where nobody goes, 
the luxury apartment buildings where nobody lives, the gigantic highways connecting these buildings where nobody drives.
My love, the place I was walking in, was the inside of your mind, your dreams, your desires come true, a product of your imagination 
that you realized in just a couple of years with a lot of money from the oil in the Caspian Sea that your country owns.

Niyazov : I appointed Kurbanguly Berdymukhamedov in 1995 as my personal dentist. Now that I am dead, he is the new president of 
Turkmenistan.Yet, I remain the one and only Turmenbashi, father of the Turkmen nation.
Kurbanguly Berdymukhamedov looks like a younger version of me, that's the only remarkable thing about him.



Kurbanguly Berdymukhamedov is the new president of Turkmenistan, elected in 2006. He was born in 1957 in the village of 
Babaarap in the Ashgabat region. He graduated from the dentistry faculty of the Turkmen State Medical Institute in 1979 and later 
completed his PhD in Medical Sciences in Moscow. Berdymukhamedov began work as a dentist in 1980, and in 1995 became 
head of the dentistry centre of the Turkmen Ministry of Health.
At the same time he was appointed associate professor and dean of the dentistry faculty of the Turkmen State Medical Institute. 
He subsequently became President Niyazov's personal dentist.

Turkmenistan is the only country in the world with a carpet on the flag! Isn't that symbolic enough? National pride is a mental food, 
the best you can get.Just look at the flag and and it will fill you with joy. A national flag in front of the grocery store gives meaning to 
your daily life.

Mouchette : Where is everyone? Hiding away from surveillance cameras?
Shelves stacked up with food and no one buying! What do you call 'private space' in this country? If I had a daily life, I would hide it 
away from the national flag.
Niyazov : Girl, I command you to wear these long braids because you represent the future of my nation! You must keep on looking 
at this empty screen until the photo shoot is done.
Mouchette : I wish I had long braids, instead of these silly white wings... 
Isn't this costume cute and fashionable?



Male students wear the same skull cap, with a dark suit and a white shirt, but they never get as visible as the girls in the 
propaganda pictures.I want to represent the Future of a Nation, like you, my sisters. Pure Representation is my destiny, I do not 
want any other Existence.Like you, I can travel everywhere but only in Essence because I am nothing else than a picture.
Girl : The mandatory long braids are a part of the uniform designed by the Turkmenbashi. If you can't grow your hair so long, just 
buy fake braids and pin them on both sides of the cap.
Being at the same time an Essence and an Image is the jail we inhabit. It is our Tragedy.

An earlier cable described the gift of a 60-million-euro yacht by the Russian company Itera to Berdymukhamedov. A Turkmen 
businessman told an embassy official; “The gift of a yacht might be for an onshore gas deal, a chicken farm, or works already in 
progress. Nothing is free in this country."
The revelations about Bouygues are just the latest in a string of unflattering news from WikiLeaks about Turkmenistan, much 
related to the rampant corruption involving foreign businesses trying to operate in the country.
Niyazov : I am the symbol of Neutrality. Neutrality is the Father of all Good. Neutrality is eternal. 
Mouchette : Who needs a father, anyway? I prefer golden statues. My favourite colour for a statue is: neutral.
Did you know that Bashi meant "Father"? If I had a father, it would have to be a statue. You have to create you own father, that's the 
best way to have one. Statues are made to be destroyed.
Does anybody have a Father here? Golden statues are genuine fathers. If I could create my own father, I would destroy it 
immediately.



Niyazov : Now that I am dead, I am more powerful than ever. 
My legacy is grim. Despite the Central Asian's state rich energy resources, the country is mired in poverty - with crumbling 
education, health and social systems.
Don't mention the Presidential Palace, Mr Bouygues, that was just a matter of good business between us.
I was accused of spending more money on my grandiose projects, such as an ice palace in the capital Ashgabat, than on 
social welfare.

The French construction company Bouygues has dramatically expanded its business in Turkmenistan since President 
Gurbanguly Berdymukhamedov assumed power.
Bouygues built many of the white marble buildings in Ashgabat that became a hallmark of former president Sapurmurat 
Niyazov’s tenure. But the cables suggest that Berdymukhamedov, since taking over four years ago, also has developed a taste for 
architectural splendor.
According to a book published earlier this year by a former French diplomat based in Ashgabat, between 1994 and 2010, 
Bouygues built about 50 buildings in the city, amounting to over 2 billion euros.According to expatriate sources in Ashgabat, a yacht 
that recently set sail on the Caspian Sea - reportedly worth 60 million euros - is actually a gift from Russian company Itera. Itera is 
working on signing a deal jointly with Russian state-owned companies Rosneft and Zarubezhneft and Turkmenistan's Turkmenneft 
to develop blocks 29, 30, and 31 in the offshore Caspian area at some point in 2008.



ムシェット ： 親愛なるテュルクメンバシュ様、トルクメニスタン大統領様、アシガバートを訪れて以来、貴方のことが大好きです。
高さ 75m の ” 中立の塔 ” の上で、24 時間、太陽に向かって回る 12m の金色の彫像に出会って以来、ずっと貴方が大好きです。
２度、３度、４度目と、何度出会っても、貴方はいつも大きくて黄金色に輝いていました。

サパルムラト・ニヤゾフは 1940 年に生まれた。幼少期に父を第二次世界大戦で亡くし、母を1948 年の大地震で亡くして以来、孤児院で育っ
た。

ムシェット ： 親愛なるテュルクメンバシュ様、貴方を愛し続けずにはいられません。巨大なモニュメント、彫像、肖像画からデジタル・イメー
ジまで、アシガバートでは至る所で貴方のお姿にお会いすることができます。中でも白い巨大な大理石像は、その存在感で私の心の奥
底まで入り込み、貴方をとても見近に感じる事が出来ます。その巨大な大理石の階段を上って行けば、貴方をこの手で感じる事さえ出来
るのです。この石像の貴方は気さくな普段着で、巨大な白い大理石の巨大なスニーカーに直に触れることさえ出来ます。

ニヤゾフはトルクメニスタン共産党内で若くから頭角を表し、1985 年、45 歳にしてソ連トルクメン共産党第一書記に就任。
1991 年、独立に伴って大統領に就任、その後、自らテュルクメンバシュ（トルクメンの父）と称している。以来、その影響力は国民の生
活のあらゆる側面に反映された。月や週などの暦の呼称ですら、彼の名や彼の家族の名を冠している。

ニヤゾフ：我が親愛なる人民、愛する我が国民よ。我こそがあなた方自身なのだ。私には何も包隠すものはない。 国民の喜びと幸福こ
そが私の喜びと幸福なのだ。国民の生活の向上という責任を果たすため、国民に奉仕することが我が喜びなのだ。



サパルムラト・ニヤゾフは大統領就任後、66 歳で亡くなるまでの 20 年間で国民に個人崇拝を強いていった。在任中、至る所に自身の彫
像を建設、都市、空港から飛来した隕石までにも彼の名前を冠している。頻繁に法を新しく制定し、自著を精神的指標と称して国民の
必読書とした。

ニヤゾフ ： 私は国民の日常生活を一定の水準に保ち、それを無料にするための予算を用意した。

ニヤゾフ大統領の下、その政策に反対するいかなる政党も自由な報道も、その存在を許されず、政権に反する多くの人々が虐待を逃れ
亡命を余儀なくされた。また公共住宅を無料にし、国民に平穏で平和な生活を供給、そのための法律を整備、制定していった。

ニヤゾフ ： 2005 年 12 月上旬、私の病状は既にかなり悪化していたが、子供達のため『テュルクメンバシュ物語の世界』というテーマパー
クをオープンした。砂漠の真ん中には湖、イランとの国境にある雪の降らない丘にスキー場建設を命じた。

ムシェット ： 親愛なるテュルクメンバシュ様。貴方を愛しています。貴方はトルクメニスタンそのもの。ソ連からの独立後、この国を作っ
たのは貴方です。貴方はカーペット省やら、印刷物省を作って、それぞれ真新しい庁舎の 40 もの省庁を作って、500 万人の国民を持つ
この国を統治しました。メロン記念日を制定して、国民の祝日としました。氷の城を砂漠に建設しました。貴方はオペラと金歯を禁止し
ました。深夜は必要ないからとインターネットは朝９時から午後６時までの間だけ解禁しました。

ニヤゾフ ： 生きている間に観る事は出来なかったが、この国の他の全てのものと同様、そのテーマパークにも私の名前を付けている。



砂漠の真ん中には湖、イランとの国境にある雪の降らない丘にスキー場建設を命じた。私は私の大好物を全国民と祝うために８月８日を ”
メロンの日 ” に制定した。私はバレエ、金歯、レコードを禁止した。

ムシェット ： 貴方はまるで奇跡であり、伝説であり、詩であり、神話です。でもここ、アシガバートでは、貴方こそが現実です。
親愛なるテュルクメンバシュ様。貴方を愛しています。貴方はトルクメニスタンそのもの。
テュルクメンバシュ様。貴方が大好きです。何故ならアッラーは偉大で、貴方はそれ以上に偉大です。霊廟の隣にある貴方のモスクを訪
れました。広大で数えきれないほどの礼拝者を包み込む貴方のモスクです。
愛するテュルクメンバシュ様。貴方はアッラーより偉大です。モスクの中には金色のアラビア語のコーランからの引用にもまして貴方の言
葉がたくさん刻まれていて、貴方がいかにアッラーより偉大であるかを示しています。

" 全ての美術作品は国民のために作られています。それぞれの作品が政治的な意味を持っています。"
" 私は貴方が呼ぶところの抽象芸術でしょうか？ それとも全体主義を表しているのでしょうか？ "
" これって普通の生活なんだろうか？ それとも私達は映画の一部か何かなんだろうか？ "
" 誰も私の考えを聞く事は出来ない。私自身にさえ聞こえない。"

ルーフナーマ（魂の書）とはサパルムラト・ニヤゾフの著書の題名である。トルクメニスタンの首都にはこの本の形をした巨大な彫像が建っ
ている。毎晩午後８時になるとその巨大な本は開き、最近、他界したこの独裁者の最高傑作である書物ルーフナーマが彼のイメージとと
もに広場に向けてヴィデオで放映されている。



ニヤゾフ ： 我こそがあなた方自身なのだ。私には何も包隠すものはない。国民の喜びと幸福こそが私の喜びと幸福なのだ。
国民の生活の向上という責任を果たすため、国民に奉仕することが我が喜びなのだ。

テュルクメンバシュの死から６年を経ても政府はこの本を国家の聖なる書と位置づけている。現在では政府の意向で各国のビジネスパー
トナーによって 22 カ国語にも翻訳されている。

『ルーフナーマ、トルクメンの精神世界』
我が親愛なる人民、愛する我が国民よ。我々の現在の成功は我々の独立性と永遠の公平性の結実である。精神を解き放ちその高みへ
登り詰めよう！我々の力を世界に示そうではないか！
我が親愛なる人民、愛する我が国民よ。私は若い頃から考えていた。国民はいつでも政府のあらゆる施設を利用することが出来るべき
であり、国家とは国民を精神的な高みに導く礎となるべきであると。我々の現在の成功は我々の独立性と永遠の公平性の結実なのだ。
精神を解き放ちその高みへ登り詰めよう！我々の力を世界に示そうではないか！

ムシェット ： 親愛なるテュルクメンバシュ様。私は貴方の警備員たちが大好きです。大きな丸い縁なし帽で至る所に姿を現わし操り人形
のように跨がったり、ガラスケースに入った蝋人形のようにじっと立っている彼等が大好きです。貴方が若い警備員たちの長い髪とあご
ひげを嫌えば、彼等はちゃんと翌日には髪を短く刈ってひげをきれいに剃って来ました。彼等は貴方の守護天使なのですね。各々がそ
の制服のボタンの輝きであなたの威光の数々を保っているのですね。愛するテュルクメンバシュ様。私が貴方に出会った時、貴方はもう
この世にはいませんでした。だからこうして私は永遠に貴方を愛し続けるのです。



イラン、アフガニスタンとの国境の天然ガス開発はニアゾフ大統領によって 1985 年のソ連時代から行われている。自称中央アジア国家
の生活担当首相 でもあるニヤゾフ大統領は火曜日のテレビ中継の式典中、国民の歯に関する指令を発行。大統領は歯科医でもある厚
生大臣のもと、式典に参加している全ての金歯を入れた若い女性たちに白い歯に交換するように命じた。
彼は反体政党を消滅させ、国内の全てのメディアを買収してその支配下に置いた。大統領のファッション・スタイルに関する助言は法律
となった。

古い SF 映画の世界の終わりの果てに出現した未来都市が現実になったかのようだった。

ニヤゾフ：アシガバートの私の霊廟を訪ねなさい。私は母と二人の兄弟とともにそこに眠っている。

ムシェット：私、貴方が建てた新しいビルがみんな大好き。そのビルたちを目の当たりにした時から私の中で貴方の存在は確かなものに
なりました。貴方が建てたモニュメントや、貴方が造った真新しい政府の庁舎たちとか、その巨大な遊歩道、誰も訪れる事の無い五つ
星ホテル、入居者のいないとびきり豪華なアパートメント群、それらの建物を結ぶ一台の車も走っていない巨大な高速道路が大好きです。
私の愛するテュルクメンバシュ様。私が足を踏み入れているこの場所は貴方の心の中。カスピ海の油田で得た莫大な資金でたった数年間
のうちに実現した貴方の夢と欲望、貴方の想像の産物。

ニヤゾフ ： 1995 年、私はグルバングル・ベルディムハメドフをかかりつけの歯科医とした。私の死後、この男が私を引き継いでトルクメ
ニスタンの大統領に就任した。だが、今も私こそが唯一無二のテュルクメンバシュ、建国の父であることに変わりはない。



グルバングル・ベルディムハメドフは 2006 年、トルクメニスタンの新大統領に当選。1957 年アシガバートのババラプ出身。
1979 年トルクメン医大歯学部を卒業。後に医学博士号をモスクワで取得。
ベルディムハメドフは 1980 年より歯科医として開業、95 年よりトルクメン厚生労働省の歯科センター長となった。トルクメン国立医療
大学の歯科学部の准教授を経て学部長に任命、ひき続いてニヤゾフ大統領の個人歯科医となった。
ニヤゾフ ： グルバングル・ベルディムハメドフは私を若くしたように見える。この男のいいところはそこだけだ。

トルクメニスタンは国旗にカーペットが描かれた世界で唯一の国です。正に象徴的だと思いませんか？
国家の威信こそが国民が得る事の出来る最大の精神的な糧なのです。

ムシェット ： みんな、どこにいるの？監視カメラから隠れてるのかしら？棚いっぱいに食べものがあっても誰も、買いに来ないじゃないの！
この国には個人のための場所を何て呼ぶのかしら？もし私にも日常というものがあるなら、きっと国旗のある場所からは隠しておきたい
わ。

国旗をご覧なさい。歓びであなたがたを満たしてくれるでしょう。食料品店の正面に貼られた私達の国旗が国民の毎日の生活を意義あ
るものに変えてくれるでしょう。

ニヤゾフ ： 少女よ。髪を三つ編みに結うことを命ずる。おまえは我が国家の未来を象徴しているのだから。
撮影が終わるまでその何も映っていないスクリーンを見続けていなさい。



長い三つ編みのヘアスタイルはテュルクメンバシュによってデザインされたこの国の女性の制服の一部として必須のもの。

少女 ： 私も他の娘たちと同じ、この国の未来の象徴よ。髪を長く伸ばせない場合は、三つ編みのつけ毛を買って帽子の両縁に留めるの。
純粋な表現そのものになりきることこそが私の運命。何か別の存在であることなんて望んでいません。 一つのイメージとして、同時に何
かの本質として生きなければならないことこそが私たちの住むこの牢獄、それが私たちの悲劇。

ムシェット ： 私もこのふざけた白い羽根じゃなくて三つ編みだったら良いのに。この制服、可愛くてファッショナブルだと思わない？
私もあなたと同じ。誰でもない単なる一つのイメージ。何かのエッセンスとしてだけなら、どこにだって行ける。

男子学生もダークスーツに白いシャツで女子同様の縁なし帽をかぶっているけど少女たちみたいにプロパガンダにはあまり登場しません。

漏洩した外交公電でロシアの民間会社イテラからベルディムハメドフに 6 千万ユーロのヨットが贈呈されたことが暴露された。
トルクメン人ビジネスマンがある国の外交官にこう伝えている。
” ヨットは、天然ガス輸送の取引、養鶏場などすでに進行中の謝礼として贈られたものでしょう。この国でただで手に入るものなど何も
ありませんから。”

ウィキリークスが明らかにしたブイグ（フランスの大手ゼネコン・グループ）に関する暴露記事は他の多国籍企業とトルクメニスタン政府
との癒着の一端にすぎないと見られている。



ニヤゾフ ： 私は中立の象徴である。中立性こそがすべての善を持たらす父である。中立性は永遠である。

ムシェット ： バシュって父親っていう意味だって知ってた？ 父親なんか必要かな？ 誰かここで父親ががいる人？ 私に父親がいるとしたら
彫像になってなくっちゃ。金色のがいいな。黄金の彫像こそ正真正銘の父親。父親が必要なら自分で造っちゃうのが一番。彫像で私の
好きな色は、ニュートラル・カラー。もし父親を造れても、すぐに壊しちゃうだろうな。銅像って壊されるようにできてるもの。

ニヤゾフ：ミスターブイグ、大統領官邸のことは黙っていなさい。あれは我々だけの秘密なのだから。死後、私はかつてないほどの力を得た。
私はいつも国家予算を社会福祉よりも、氷の宮殿や他の私の壮大なプロジェクトに費やすことを非難されていた。
我が遺産は厳しい状態にある。中央アジアの豊かなエネルギー資源があるにもかかわらず、教育、保健、社会システムは崩壊、我が国
は貧困に陥っている。

ベルディムハメドフ新大統領就任以来、フランスの建設会社ブイグはトルクメニスタンでの事業を劇的に拡大している。ブイグ社はニヤ
ゾフ前大統領在職期間、アシガバート市、最大の特徴となっている白い大理石の建造物のほとんどを受注。漏洩した外交公電によって
4 年前のベルディムハメドフ新政権発足以降、同社が、またも新たな建設事業開発を計画していることがわかっている。アシガバート在
住元フランス外交官が今年初めに出版した本によると、ブイグ社は 1994 年から 2010 年の間、20 億ユーロ以上にのぼるおよそ 50 の建
造物を受注していたという。アシガバートからの情報によると、最近 6000 万ユーロ相当と伝えられカスピ海に帆を挙げたヨットは実際に
ロシアの会社イテラから贈られたものとのこと。イテラ社は、2008 年からカスピ海沿岸地区ブロック 29、30、および 31 の天然資源開
発を受注、ロシアの国営企業ロスネフチやザルベズネフ、トルクメニスタンの国営企業と共同で取り組んでいる。



駅前のマックにいます。今日凄い服です。

I'm in MacD in front of the station dressed up like SO WOW today.
Oggi sto al MacDonalds di fronte alla stazione, vestita come una gran fica.

A *Candy Factory Project / Online Advertisements  

Federico Baronello + Takuji Kogo



プチ家出が流行中!! 一晩でいいので泊め

てあげて下さい。

Petit-runaways are becoming trendy!! Please let her stay, just for one night.
Monella vagabonda alla moda!! Ti prego fammi rimanere, solo per una notte.



おなか減ったんでご飯ご馳走してください
（笑）

紳士な方連絡待ってまーす。

I am starving, please buy me a dinner (lol). Hi gentleman! I am waiting for you!
Sono affamata, ti prego offrimi la cena (lol). Mio cavaliere! Ti aspetto!



彼氏と別れたばかりで寂しいです。
今日だけでいいから一緒にいてくれな

い？

I just broke up with my ex. Can you stay with me tonight?
Ho appena rotto col mio ex. Puoi stare con me stanotte?



起きられていますでしょうか . . .？
最近眠りが浅かったり、眠れなかったり
でこんな時間も起きてること多 あ々る毎日
です。
Are you awake? I've been having trouble sleeping, staying up late like tonight.
Sei sveglio? Non riesco a dormire e tiro fino a tardi, anche stanotte.



今、スーパーで今日は何のご飯を作ろう
か、考えてる最中です。
１人で食べる分だけなんですけどね。 

Right now I'm in the grocery store wondering what's for dinner tonight. . . but just cooking for one.
Sono all’alimentari e mi chiedo cosa fare per cena anche se, alla fine... cucinerò solo per me.



一応、昨日送ったメールを再度送信しま

す。確認お願いしますね？

Here's a copy of the email I sent you yesterday just in case. Can you please confirm?
Ti rimando l'e-mail inviata ieri. Per favore, mi dici se l’hai ricevuta?



私にはメールじゃなくて会ってゆっくり話
せる時間があります。
離婚をし、親のことも心配だったので地
元に帰ってきました。 

I have enough time to see you and talk, rather than just emailing. I came back to my hometown because I just got divorced and 
was concerned about my parents.
Adesso sono più libera e finalmente possiamo incontrarci e fare quattro chiacchiere, invece di chattare. Sono tornata alla città 
natale perché appena divorziata ed ero preoccupata per i miei genitori.



Auditorium Arte, Rome Italy 2012



サンパウロの工場で勤務することができる
経理スタッフを募集しています。
日本語での日常会話、簡単な読み書きが
出来ること。
Wanted. Accountant for our factory in Sao Paolo Brazil. 
Basic skills and understanding of Japanese language needed.



Ciao, io sono una triste e sola - lì - a Mosca, 
Io vivo sola e adesso collegata in internet, che 
sta cercando qualcuno con cui parlare. Ho una 
webcam e la pagina personale su internet, dai, 
mi aiuta a rimuovere la mia tristezza.Clicca qui

Hi, I am sad and lonely here in Moscow. I live alone and now connecting the internet looking for someone to talk to. I have a 
webcam as well as a personal web page. Come on, help me to remove my sadness. Click here



Cercasi Badante per anziano 
autosufficiente solo la domenica 
orario dalle 9 alle 17. 
Wanted, Caregiver for an independent elderly person, only 9 to 5 on Sundays.
募集 ! 自立した高齢者のための訪問介護ヘルパー。毎日曜日、9 時から17 時のみ。



Colf fissa molto amante di cani e gatti (in casa!). Cerchiamo subito una 
collaboratrice domestica 25-40enne, con fissa dimora, libera da impegni 
familiari, con referenze di lavoro controllabili, che parli bene la lingua 
italiana, per la nostra famiglia di 3 persone adulte. Viviamo nel centro storico 
di Roma, e la signora si dovrebbe occupare di pulizie, stiro e di cucinare per 
la famiglia. Deve essere molto amante degli animali perché in casa ci sono 
cani e gatti. 
We are looking for a live-in, full time housekeeper aged between 25 to 40-years old who likes cats and dogs (which live at home!). 
The applicant, must have verifiable and excellent housekeeping references and good Italian language skills. We are a family of 3 
adults and live in the center of a historic district in Rome. You will need to take care of cleaning, ironing and cooking for the whole 
family and like animals because there are dogs and cats in the house. 
住み込み家政婦募集中。犬や猫が大好きな方。年齢 25 ～ 40 歳。要紹介書。要経験。イタリア語堪能な方。当方、３人家族でローマ
の歴史的な街の中心に住んでいます。掃除、洗濯、アイロン掛けや家族全員の食事の世話をお願いします。動物好きの方、限定。家に
は犬や猫のペットがいます。



Hostess bella presenza, altezza 
minimo 170, taglia massima 42, per 
attività volantinaggio di promozione 
evento, orario dalle 16 alle 24, 
compenso euro 50.
Good looking hostesses, minimum height 170, maximum size 42, leafleting activities for promotion of event, from 4 to 12 pm, € 50 
net earnings.
コンパニオン募集、容姿に自身のある方。身長 170cm 以上、サイズ 42 以下の方のみ、勤務内容、イベントでのリーフレット配布。時間、
16 時～ 24 時。€ 50 支給



Video installation at the Olica Phone Center, Catania Italy 2013



My Room Tour

From A *Candy Factory Project / After the Age of Mechanical Reproduction  (Mike Bode + Takuji Kogo)

Hi



Guys! 



so today I'm going to be doing a room tour video and 
this is like the absolute most requested video I've ever 
seen on the face of the planet like I have been asked 
to do this so many times so I decided just to do it and 
this is my door his name is Dumbledore knee slapper I 
got that from my friend Brigitte but anyway I'm just me 
doing my room tour here's my door I'm just going to 
open the door do do do do do do . . .



and that's what my room looks like when you open the 
door so exciting I know so if you were looking into my 
room from the hall way this is what you would see it's 
kind of like a random entrance way and then you see 
like half my bed and my dresser uhm I am just going to 
point out the obvious first my walls and my ceiling are 
both a light pink color and my floor is green and it's 
kinda like a fuzzy material here you are zoom-man it's 



kinda like that crinkly shruggy material of my room . .
first thing you see when you walk in is my bed and my 
comforter is from PBT and is just this kinda paisley 
print with pink black white blue pretty much I need 
girly color in one print and the pillows match that 
too and then I sleep sideways by the way that's why 
everything's kinda leaning towards the side I don't 
know weird fact about me so I have like that thing I 



think it's called a husband thing right here the pink 
thing and then I have my pillow pet and then behind the 
paisley pillows are these polka dotted ones also form 
PBT I don't know why I like the polka dot? they kinda 
contrast with the print and then above my bed I have 
this painting I painted and then kinda looking the other 
way I have this dresser that's from I don't know where 
it's from I think it's a hand-me-down from like my 



grandma it just has a bunch of random stuff on it so I'll 
go into that now . . So on my dresser I pretty much just 
have random stuff I have lets see I have some pictures 
of my cousin Shane I have my iPod two perfumes a 
candle a little thing I keep Q-tips in another candle and 
then I have this like tray thing which I have some things 
that my grandma gave me then I have my jewellery box 
which has some random Chinese flash cards on it right 



now and then I have this little butterfly thing which I 
keep all my jewelry on except that I don't have a lot of 
jewellery cause honestly I buy it from Forever 21 I loose 
it in gym class and it just never makes it back uhm I 
have a picture of me in my cheer leading days and this 
little ring holder I don't own any rings so it kinda just 
chills there I've a candle from Matha Myorks a picture 
of my mom and I and then a lamp which I don't know 



where this lamp is from I just think its pretty cute and  it 
kinda just goes with the butterfly thing and then I have 
my mirror the famous mirror that you always see my 
back in when I'm filming so hey guys this is the mirror 
its form PBT I believe its a full standing mirror  so it has 
like the legs and then it kinda twists and you can like 
push it up and down if you wanted this is the mirror you 
guys always see in the back cause what I do is I put my



camera right here so its facing the other way when I'm 
filming and then yeah I film the videos and then oh! 
here I have some random headband I thought was cute 
and I put it there then I have a window with these, what 
are these called? I am completely blanking but I guess 
curtains that's the word I am looking for  and this print 
you are going to see a lot on the other side of my room 
it kinda has the white and pink triangle no thats not a 



triangle diamond shape that's the word I am looking 
for and then looking down here I have my make up 
collection I have made a make-up collection video for a 
while ago its changed like the actual products but the 
set up hasn't so I keep my make up in those two bins 
and I have my palletes my hair stuff all that stuff and 
then here I have three boxes the bottom one is shower 
gels body lotions stuff like that this one is candles that



one is hand sanitizer and that is my train case which I 
bring on trips when I go away over here I also have a 
TV that I don't really use I usually just watch TV in the 
play room cause its a bigger TV cause my bed and my 
TV are kinda far away form each other so I can't really 
sit on my bed and watch TV  it's worth this is the same 
print as the curtain I showed Uhm on my table right now 
I just have some like random sleeping spray magazine



a clock and another lamp and here if you noticed this 
wall is darker than the rest of my room I don't know why 
I did that I think I just wanted like something different 
so this wall over here is darker than the rest cause this 
part of my room kind indents in if you can see that this 
window seat and dresser is built in so you can't buy 
it we just had someone come in and build it for me its 
custom made into my wall so you can't really move it 



just kinda chills over here. There's another window 
there and then in the corner theres a Mardi gras thing 
and a painting of polkadots I painted just for giggles 
and then I have another window with a curtain so my 
friend like used to write me little notes and stuff that I 
just like keep there on the table. I have some random 
Chinese homework that I'll probably never do uhm I 
also have some random song lyrics just hanging there



I have a on the little there's a huge paper clip if you 
see behind that small mirror there's a huge paper clip 
from PBT and I keep like random gift card and stuff in I 
have a lamp my name is Regan uhm an assortment of 
like body sprays and body lotions back there a tissue 
holder and this mirror at the polka dot thing thats from 
PBT and I used to use that when I had my old make up 
collections stored which I'll show you in a minute and



I really don't use that any more its really smudged but it 
does light up so thats convenient and then also on the 
dresser, there are these two built in shelves that I just 
keep like the most random stuff on just like random 
pictures and my watch and Kindle perfumes looking 
above that I have a cheerleading thing I have a ugly doll 
another painting I painted that ones more recent I don't 
really like that one though and I have some random box



when I broke my arm my neighbors gave me that cute 
box and I just thought it was cute so like I kept it and 
these pillows I forget where I got these but they are just 
a print of dark pink and it kind matches just the wall I 
don't know under my desk I have uhm this is the chair 
that I got form PBT and this is the chair I film in actually 
and then I also have some books magazines and uhm if 
you can spot the sloth that was drawn with my eyeliner 



that Brigitte and Austen destroyed so you can kinda 
see that right there . . . there's the sloth a little thing on 
my wall I got it form PBT and its a gemini thing so I'm a 
gemini so its kind of creepy but if you look at it like in 
the right way it kinda just looks like a bunch of flowers 
but if you look at it there's like the word gemini it has 
the two faces and then I have this storage bin which I 
used to store my make up in and I don't any more its 



from PBT and it matches the mirror over there in case 
you were wondering it has a body spray on it and some 
flowers just chillin' so in case you are wondering if I 
took my camera off the tripod to show you better it 
looked a little confusing the window seats here and 
then my beds here so it kind like goes from here to 
here uhm there's like a wall separating them and that's 
where you can see the two different colors and my 



room kind of coming together and it's weird cause 
you can see like the two paintings on the walls I just 
finished filming and I forgot to tell you I have a random 
bean bag which has my laptop sitting on it but this 
bean bag is also from PBT and as well as much of my 
room is I don't really use it uhm sometimes I'll sit on it 
and fall asleep on it but yeah and my da-da-da-da-da-
da-darn . . .



ハーイ、みんな！ 今日はルーム・ツアー・ヴィデオやります。このルーム・ツアー・ヴィデオは本当に今まで地球上で一番リクエ
ストされてたヴィデオで、何度もやってって頼まれてたので、ついに撮ることにしました。で、これが私の部屋のドア、名前はダ
ンブルドアーって、うけるー。 友達のブリジットが考えたギャグ。とにかく私の部屋を見せていきます。これがドアです。開けて
みるね、ダダダダダーン。開けるとこんな感じ。興奮してきたでしょ、知ってる、知ってる。廊下から私の部屋を見るとこんな感
じで、何かいろいろな入口があって、ベッド半分とドレッサーが見えて目立つものから言ってくと、最初に壁、それと天井。両方
とも明るいピンク色で、床はグリーンのよくわからないふわふわした素材。アップにするとこんな感じ。何か私の部屋ってクルク
ルした安っぽい素材で出来てる。まず最初に部屋に入るとすぐベッドと布団が見えて、PBT で買ったものだけど、何て言うか、ペ
イズリーのプリント。ピンクと黒と白とブルーで、女の子っぽい色が全部入ったプリントのが枕と合わせて欲しかったから。それ
から私、横向きに寝ちゃうので、そのせいでみんなこっち側に寄ってるけど、なんでかな、とにかく私の変な癖、いつもこうなっちゃ
う。結婚してて旦那がいる感じ？ここにはピンクのもの、それと私のぬいぐるみのペット、ペイズリーの枕の後ろが水玉の枕、こ
れも PBT で買ったの、なんで私こんな水玉好きなのかな。いいコントラストかなと思って、こっちのプリントのものと、それから
ベッドの上の方に私が描いた絵、それでこっち側から見るとこのドレッサーがあって、これはどこで買ったんだっけ？多分、お婆ちゃ
んがくれたんだと思う。上に何かごちゃごちゃいろんなものが置いてあって、今そこに行くけど、ドレッサーの上にはいろいろ置
いてて、ええと、ここには何があるかな。まず、いとこのシェーンと私の写真こっちは私の iPod、香水が２つ、キャンドル、細か
いものとか綿棒を別のキャンドルに置いてて、何かトレーみたいなものにお婆ちゃんからもらったものがあって、こっちは宝石箱。
今は中国語の暗記カードがバラバラに置いてあるけど、それからこの何か蝶の形したやつがあって、持ってるアクセサリーは全部
ここに、といっても全然持ってないんだけど、実はフォーエバー 21 で新しいの買うたびに体育の授業で無くして、結局、どっかいっ
ちゃう。ええとチアリーダー時代の私の写真があって、小ちゃいリング・ホルダーがあるけど、指輪とか全然持ってなくて、何かちょっ



と寂しい感じになってる。マーサ・マイヨークスで買ったキャンドル、ママと写ってる写真。それからランプ。何で持ってるのか
知らないけど、結構カワイイと思ってて、それにこっちの蝶のやつとも何か合ってて、それでこっちには鏡があって、いつもみん
なが見てる有名な鏡、撮影のとき、私の後ろに写ってる、ハーイみんな。この鏡は確か PBT で買ったもの。これは全身用ミラーでこっ
ちに脚が付いてて、必要なら角度を変えて上下に動かせるようになってる。これがみんなが見てる、いつも私の後ろに写ってる有
名な鏡。いつもはここにカメラを置いて反対側から見て撮ってるから。そう、こうやって撮ってるの、それから、そうそう、ここ
にはいろんなヘアバンド、何かカワイイかと思って掛けてみたの。それから窓にこういうのがあって、何て言うんだっけこれ、え
えと、ど忘れしちゃった。私が言いたかったのはカーテン。このプリント、部屋の反対側にもいろいろ使ってるから出て来るけど、
白とピンクの三角。違う、三角形じゃなくて私が言いたかったのはダイアモンド型。それから下の方に来るとこっちには私の化粧
品のコレクション。ちょっと前化粧品のヴィデオはつくってから、いくつか違う商品に買い替えたのもあるけど、基本はそんなに
変わってなくて、この２つの容れ物に入ってて、それからパレットでしょ。スタイリング用のものとかいろいろ。それからこっち
に３つ箱があって一番下がシャワー・ジェルとかボディー・ローションとかそういうの、こっちはキャンドル、あっちのは手の消
毒用、あっちにある化粧箱は旅行用。どこかに出掛ける時に持ってくの。それからこっちにはテレビがあってほとんど使ってない
んだけど、テレビはいつも他の遊ぶ部屋で観てるから、そっちにある方が大きいし、ベッドからこのテレビなんか距離があるでしょ。
だからあんまりここで座ってテレビ観てられないし。ほらね、これがプリント柄、ついさっき見せたカーテンとおんなじ。今テー
ブルの上にあるのはいろいろ寝る時の香水、雑誌、目覚まし時計と別の照明とか、それと気付くかな。こっちの壁が他より少し暗
い色になってるでしょ。何でだったか覚えてないけど、多分、ちょっと違った感じが欲しかったのかな。とにかくこの辺りの壁だけ、
この部屋の他の壁より暗くて、部屋のアクセントとして、少し奥まった感じになってる。それから窓の席とドレッサーは備え付け
なので、とくにどこかで買えるものじゃなくて、誰かに頼んで私のために作ってもらったもの。カスタム・メイドなので動かせな



いんだけど、何かあっち側は寂しい感じになってる。それから別の窓がそっちにあって、かどにはマルディグラのものとか、私が
ちょっとしたギャグと思って描いた水玉の絵。それから別の窓とカーテンがあって、よく友達がくれてたメモとかがテーブルの上
に置いてあって、それから中国語の宿題がいろいろ、多分、絶対やらなそう。それからいろいろな歌の歌詞をこの辺に飾ってあっ
て、こっちには大きいペーパークリップ。その小さい鏡の後ろに、見えるかな。そこに PBT で買ったすごい大っきなペーパークリッ
プがあってプレゼントでもらったカードとかをとってあるでしょ。ここにはスタンド。私の名前はリーガンって書いてる、ボディー
スプレーとかローションとかティシュー入れ、それからこの鏡と水玉のやつ。これも PBT、前はよく使ってて前は化粧品を入れて
たけど、一分以内に後で見せるけど、全然使ってないから汚くなっちゃってるけど、ライトが点くから実は便利。それからドレッサー
の上には２つの棚があって、いろいろ、一番、整理出来ないものが置いてあって、いろんな写真とか腕時計、キンドル、香水。上
の方にはチアリーダーの時のいろいろ、それからこのカワイクない人形。私が描いた別の絵。これも最近描いた絵、気に入ってるの。
それからこっちにも箱があって、脚を折った時に近所の人がくれたカワイイ箱。すごいカワイイと思ったからとってあるんだけど、
それからこの枕、これはどうしたんだっけ。ちょっと濃いピンクのプリントで、何か壁の色とも合ってるし、よくわからないけど、
部屋のこの辺りを強調してる感じかな。机の下にはええと、これは椅子で PBT で見つけた椅子、いつも撮影で使ってる。それから
ここには本とか雑誌とか、気付いたかな、そこのナマケモノ。アイライナーで落書きしたの。ブリジットとオースティンがこわし
たやつ。そこに見えてるけど。とにかくナマケモノとか、細々したものが壁にかけてあって、PBT で買った双子座の壁掛け、そう
私、双子座だから、何かちょっと気持悪いんだけど、正面から見るといろんな花の形に見えるんだけど、よく見るとわかるけどジェ
ミナイ＿双子座って文字に２つ顔がついてるの。それからここに整理箱があって、今はもう使ってないけど前は化粧品を入れてた。
PBT で買ったものでそっちの鏡と合ってる。もしかして、その上のは何って思ってたら、ボディースプレー 、あとお花。他はちょっ
と寂しい感じ。もしかして三脚からカメラ外して撮った方がよく分かるかな、分かりにくいかもしれないけど、窓際の席がこっち



でベッドがこっち側、こういう風に移動する感じ。この辺りで壁が分けられていて、壁が２色の別の色で塗られてるんだけど、そ
の２つを合わせて私の部屋って感じ。ちょっと変だけど、２つ別の絵を見てるみたい。これで撮影は終わりだけど、このクッショ
ンのこと忘れてた。ラップトップの下にいろいろあって、このクッションも PBT で見つけたんだけど部屋にある他のいろんなもの
と同じ。あんまり使わない。時々座ったり寝ちゃったりするくらい。そんなところ . . . ダダダダーダダダダダーン。



Robot (John Miller + Takuji Kogo)

My Name is Katy / Unconditional Love / Hi Linda / Naughty Girl







































All



I



have



to



give



is



unconditional



love



love
I am a very classic down to earth person with 
so much love and affection to give to the right 
person 
I love to love and I also love to be loved
I have really been hurt in the past 
so I know what is true and unconditional love
I am laid back and a very good listener 
I am super romantic and I assure my partner 
happiness and real love 
I hate games so I'm always true and honest with 
the one 
I  have fallen love with I fall in love easily 
I guess that's why I get hurt 
but what's the point of falling and never want to 

get back up to your feet again
I know the right person for me is out there 
and I won't rest till I finally meet that person
My hobbies are making people happy and 
making my partner smile and be loved and be 
loved
I love to cook, dance, swim, go hiking 
and I love writing, love poems  
I am very sensitive and I have a very good sense 
of humor 
I like to nibble and cuddle and best of all 
I love to kiss I can kiss my partnerfor hours 
without stopping
All I have to give is unconditional love



Hi Linda
Wow, what a letter! 
I wasn’t sure if I’d hear from you. 
I’m so glad I did.
I really appreciate all the nice things you said 
and the fact that you’re still willing to give me a 
try.
It’s really hard to find a person 
that is interested in a possible long term 
relationship
not just a one night stand. 
I am looking for a best friend and partner. 

I don’t hang out in bars or date just anyone. 
I never thought I’d try online dating but here I 
am, Linda.
My Dear Linda
I am still having difficulty with my laptop for me 
to send more pictures of me to you, 
hope this won't stop us from talking here and 
carrying the conversation to High levels ..
My Dear Linda.
Can you tell me how was your day?



Linda



dating



relationship











I 'm a naughty girl
Can anyone handle me?
Forget the past
Live only for tonight
How many loves have shared 
such pure delight?
I am the One...
I am the One...
I have so much to show you 

So please take a look around
I'm not your innocent looking 
girl next door
I would love to share some 
of this excitement.
I'm not your innocent looking 
girl next door
I  am a naughty girl
Can anyone handle me?





My Name is Katy
そう、私の名前はケィティ。
中西部から 2−３ヶ月前に越したばかりで新しい街をいろいろ楽しんでると
ころ。政治関係の仕事に就いていて、この仕事が大好き。
この仕事を世の中で意義のあるもの、何かを変えるものにしたいと思って
る。私は野心的、同時にのんびり、つまり仕事は真剣にやるけどバランス
を取って、仕事以外ではあまり考え込まないようにしてる。笑うのが大好き。
友達と屋外で遊ぶのが好き。
アルティメット・フリスビーをやってます。スペイン語を習いたい。
ガーデニングをはじめたところ、どうなるか分からないけど。
一日かけて LA 見物に出掛けたい。
得意なこと、いろいろ計画すること。親友や家族と付き合うこと。新しい
事をやってみること。タイやヴェトナム料理を食べること。
笑うのは得意。
私、よく笑うの。まぬけなことでも本当に面白いことでも。
好きなものを挙げるのは苦手、だけどこれが今読んでる本、見てる番組、
聞いてる CD、好きな食べ物。
本ーワイルド、太平洋岸をヒッチハイクした女性の話。
ちょうど読み終わったのは、アメリカの神々／ニール・ゲイマン
目覚め／ケイト・ショパン
映画、L.A. ギャング ストーリー、ひどかったわ。

リンカーン、アルゴ、レ・ミゼラブル、映画は大好き。
劇場で見るのも、家で見るのも。大体どんな映画でも見るけど、ホラー以外。
すごく怖がりだから。
TV 番組、ダウンタウン・アビー、マッドメン、アレステッド・デヴェロップ
メント、ウェストウィング、ニューガール
音楽、最後に買った CD はマックルモア＆ライアン・ルイスのハイスト。
最後に行ったコンサートはボニー・レイット、グリズリー・ベア、ブラック・
キーズ。
好きな食べ物。グルテンが駄目、他の物はほぼ何でも。食べるの大好き。
いつも、時間をかけてよく考えてることは、どうしたらもっとバランスの取
れた人に、もっと知的になれるかってこと。
次にやろうと思ってること。そろそろ犬を飼いたい。
大抵、金曜の夜は部屋でおとなしくしてます。じゃなきゃダイビング・バー、
ダンスに行くのは大好き。たまに羽目を外してバカなことをするの。

Unconditional Love
私がするべきことはただ無条件に愛すること。
私はとても古風で、地に足の着いたタイプ、愛に溢れていて、その愛をふ
さわしい人に捧げて、誰かを愛し、それで私も愛されたい。
過去に深く傷ついた経験のおかげで私には何が真実で無条件な愛なのか
ががわかります。



あまりバーとかには行かないし、このところ誰とも会っていません。
デート・サイトに登録するなんて今まで考えもしなかったけど、でもリンダ、
この通り僕はここにいます。
親愛なるリンダ。ラップトップからもっとほかの写真を送信するのに手間
取ってるけど、僕等の関係が深まる前に会話が途絶えてしまわないよう願っ
ています。
親愛なるリンダ、今日、どんな風に過ごしたのか僕に聞かせて下さい。

Naughty Girl
私はいけない娘。
誰か私を手なずけられる？
過去なんか忘れて、今、この夜を生きるの。
こんなにピュアな悦びを分かち合える愛なんてそうはない筈。
私に任せて。教えてあげたい事がたくさんあるの。
お願い、立ち止まって見て。
私、あなたのお隣の純情そうな娘とは違うでしょ。
この興奮を分かち合いたいの。
私はいけない娘。
誰か私を手なずけられる？

私はのんびり屋で人の話を聞くのが上手、スーパー・ロマンチックで、きっ
とパートナーを真の愛で幸せにします。駆け引きは嫌い。恋に落ちた人に
はいつも真剣で正直。惚れっぽくて、そのせいで傷つくことが多いけど転
ばなきゃ立ち上がれないでしょ。
きっと私にふさわしい人がいると信じています。その人に出会うまでは決
してあきらめません。趣味はみんなを幸せな気持にする事。彼氏を微笑ま
せること。それから愛される事。
好きな事は料理、ダンス、水泳、ハイキング。詩を書く事が好き。
今、私がするべきことはただ無条件に愛すること。
私はとても敏感。ユーモアのセンスもあります。噛んだり抱きついたり出
来る限りいちゃいちゃしたい。キスが大好き。好きな人には何時間でもノ
ンストップでキスしてられる。
私がするべきことはただ無条件に愛すること。

Hi Linda
ハイ、リンダ、素敵な手紙ありがとう。
返事が貰えると思ってなかったからとても嬉しかったよ。
素敵な言葉、それとまだ僕を諦めずにいてくれて、ホントにありがとう。
長く続けられる関係を築きたいと思えるような人に出会える機会は滅多に
ないので。
一晩限りとかじゃなくて、親友にもなれるようなパートナーを捜しています。





















強制収容所





皆様、お早うございます。本日は南北朝鮮非武装地帯 DMZ エコバス・ツアーにご参加下さり誠にありがとうございます。本日、
皆様のガイドを努めさせていただきますソニーと申します。これから皆様を現地へお届けするまでのしばらくの間、皆様と快適で
平和な時間を過ごせるよう努めてまいりたいと思います。すでにわたくしのドレッドヘアにお気づきの方もいらっしゃると思いま
すが、わたくしは韓国人であると同時に、ラスタファリアンとして、ジャマイカで生まれたラスタ教の運動を信仰しています。我々、
ラスタファリアンは黒人こそが神に選ばれた人種だと考えています。とはいえご覧のとおり、わたくしは黒人ではございません。
それでもわたくしは天国へいけると信じておりますし、是非、皆様もそうであり、そう信じていただきたいとねがっております。
ただ北朝鮮の人びとは天国には参りません。平壌郊外の、鉄条網に囲われた、強制収容所に送られてしまうでしょう。というのは
冗談ですが、ご存知のとおり、悲しい真実でもあります。これより皆様はこちら、南の自由な民主主義と、北の独裁政権の生み出
す地獄との違いを垣間見ることと思います。本日、わたくしはその地獄の境界のガイド、皆様の黒いオルフェを努めさせていただ
いております。とは言え、バス運行中はボサノヴァではなく、わたくしの大好きなレゲエでお楽しみ下さい。これより皆様を地獄
へお連れしますが、わたくしの指示を注意深く聞いていただいている限り、必ずここへ引き返していただけるでしょう。大学の古
典文学の授業を思い出していただけた方もいらっしゃるでしょうか。オルフェは神のご指示を守らず、妻のユーリディウスは地獄
へ追い返されてしまいます。本日、皆様の黒いオルフェを努めさせていただくわたくしは、決して道にはずれることなく、皆様を、
快適で安全な旅へお連れいたしますので、どうかしばらく、このままわたくしの話にお付き合い下さい。

ASMR MY DMZ DUB 
Young-hae Chang Heavy Industries + Takuji Kogo



さて何故、黒人でもないわたくしがラスタファリアンになったのかと不思議に思う方もいらっしゃると思いますが、第一にわたく
しの前の夫はジャマイカ人で、彼自身、ラスタファリアンでありました。女性のラスタファリアンとして生きるというのは、決し
て生易しいものではないのですが、ましてや、同時に韓国人女性である過酷さは、その倍といっても過言ではありません。どのよ
うに言えばわかっていただけるでしょうか。もしも刺々しく皮肉めいて聞こえてしまったなら、どうかお許し下さい。ただこれに
は充分なわけがあるのです。現在わたくしは問題を抱えております。これはわたくしの個人的な地獄です。もしも、ここでたおれ
てしまったらお許し下さい。いいえ、これは、いまアスピリンを何錠か飲んだり、明日の朝、お医者さまにかかれば解決するよう
なことではありません。実際のところ、わたくしたち、ラスタファリアンは、西洋医学を信用しておりませんので、もしも今日、
どなたかが DMZ で北朝鮮の狙撃兵に射たれても、わたくしが救急車を呼ぶことはありませんのでご了承下さい。というのはまた
別の冗談ですが。でも、もしわたくしの指示に従っていただけないと、射たれてしまうかもしれないというのは本当です。今お配
りして、皆様にサインしていただく書類には、この DMZ エコバス・ツアー参加中、お客さまがわたくしどもの指示に従っていた
だけない場合に起こりうるいかなる事態、北朝鮮側に捕獲されたり、狙撃されて負傷、場合によっては殺されてしまったとしても、
わたくしどもは責任を追うことができない事が、明記されております。まず第一に、ツアー中、大麻は禁止とさせていただきます。
これはこのツアーのルールを破るだけでなく、この国の法律にも反しているので是非、おやめ下さい。韓国では大麻を吸うことは
重い罪であり、数年間の服役を科せられることにもなりかねません。前の夫は韓国でマリファナを吸って警察に逮捕され、それが
原因でわたくしたちは離婚しました。彼は、わたくしたちが住んでいたソウル市内の３２階の部屋のバルコニーで、一日中、太い
マリファナたばこを吹かしていました。大抵の場合、匂いは風で駐車場の上をこえて消えていってくれていたのですが、いつもと
いうわけにもいかず、ある日のこと、上に住んでいるおせっかいな住人に通報されてしまいました。現在、彼は４年の刑期のうち、
３年目を刑務所で過ごしています。わたくしたちは彼の刑期の２年目に離婚いたしました。わたくしが弁護団を雇うために十分な



資金を調達できない限り、彼は刑期を終えるとともに、ジャマイカに強制送還される予定です。彼はこの経験を ” ソウル。捕われ
たジャマイカ人 ジミー・ジョーンズ 。クサも生えない刑務所にて ” というタイトルの本を書くことで、刑務所での最初の年を過ご
しました。もしご希望があれば著者のサイン入りの本がこちらにございますので是非お求め下さい。
ここではっきりと申し上げておきますが、わたくしは決してマリファナは吸いませんし、今ももちろん吸っておりません。
韓国では、麻薬所持は重い罪です。終わりかけのマリファナたばこの吸いさしを最後のひとくちまで吸うのに、この辺りではお箸
でつまむやり方が好まれているのですが、そのおかげで刑務所に送られてしまい、最愛の人を傷つけることになるのです。
まさに、わたくしの夫、ジミーがそうでした。マリファナを吸った後、いつも彼は部屋でリラックスしていました。実際のところ、
ラスタファリアンを雇ってくれるところなど、どこにもなく、彼は毎日、何もすることがなかったのですが。
ジミーが自宅のソファで捕まったとき、その唇にはマリファナの吸いさし、頭には奇妙な角度でお箸をつきさしてメロドラマを観
ていました。ジミーは韓国語が出来ませんでしたが、それでもテレビで韓国人家族が結婚やお金のことで口論しているのを眺めて
いるのが好きでした。喜ばしいことに刑務所でのこの２年間でジミーはかなり韓国語が出来るようになっています。警察はマリフ
ァナの痕跡はコーヒーテーブルの灰の中にあったと主張して、彼を逮捕しました。アパートを隅ずみまで探していましたがそれ以
上の証拠は見つけられませんでした。実際はマリファナは玄関の外の排水管と壁の間にはさんであったのですが。
ここで今のうちに、このツアーのあいだ、皆様からのあたたかい助言、みなさまの寛大さに感謝しておきたいと存じます。また本
の売り上げ金の全てはジミーの弁護のための基金として使わせていただきます。皆様方の中には、なぜ私が今なお、前の夫を助け
ようとこのように奔走しているのかと怪訝に思われる方があるかも知れません。なぜなら第一に私は今でも彼が私をこのラスタ運
動に導いてくれたことに深く感謝しています。第二に私は妻として彼の忌むべきマリファナ煙草の習慣を放置していた事に深く責
任を感じています。ここで彼に便乗して毎日、ほんの一口か二口、楽しんだことも認めなければならないでしょう。



但し今では私はこの経験で深い教訓を得ました。決して決してマリファナに手を出してはいけません。それで気持ちの良い午後の
一時を過ごせるかも知れませんし何もかも忘れさせてくれるかも知れません。つらい人生を耐えられるものにしてくれるかも知れ
ませんし、せちがらい世の中を生き易くしてくれるかも知れません。自分は落ちこぼれでは無いと感じさせてくれるかもしれませ
んし、今までの失敗は全部、他人のせいだと思えるかも知れません。この先　きっと何もかもうまくいくと思えてくるかも知れま
せん。でもそれはみんな大きな間違いです。決して大麻を吸ってはいけません。誰かのためにひとつ巻いてあげるのも止さなけれ
ばなりません。例えそれがあなたの愛する夫のためでも。セックスのために吸うのもやめましょう。例えより良い性生活のためでも。
確かにマリファナは何もかも気持良くしてくれました。麻薬とはそういうものです。そしてそれこそが間違いなのです。全てがま
やかしで現実逃避なのです。勿論、私も前の夫も、今ではそのことを知っています。彼は今では刑務所に行って究極の逃避の最中
です。私はこの国の法に従いマリファナを吸いません。是非皆様もそうするべきです。今では私は決してこのツアーに持ち込みま
せん。お察しの通り、以前はここでも吸っていました。それもまた楽しかったものです。運転手の J さん、そうでしょう？　皆様
にご挨拶して下さい。 ジェイさん。 一度 J さんは、余りにハイになってしまって、もう少しのところで大事故になるところでし
た。はっきりいってこんなことまでお伝えするのは今日が初めです。親愛なる皆様を心より信用させていただいているからこそです。
さあ、どうぞ深く腰を掛けて、おくつろぎながらツアーをお楽しみ下さい。一度しか言いませんので、これから私が言う事を良く
お聞き下さい。私の指示に従っていただけるか否か、この先、生死を左右することをご理解下さい。それでは運転手さん、参りましょ
う。お昼のブルコギに間に合わなくなってしまいます。



G00D M0RNING EVERY0NE, AND THANK Y0U F0R J0INING US T0DAY. MY NAME IS SUNNY, AND I'M Y0UR GUIDE 
0N THIS EC0-FRIENDLY BUS T0UR 0F THE DEMILITARIZED Z0NE -- BETTER KN0W AS THE DMZ -- SEPARATING 
N0RTH AND S0UTH K0REA. DURING 0UR TRIP T0GETHER I WILL D0 MY BEST T0 MAKE IT C0MF0RTABLE, 
PEACEFUL, AND FULL 0F G00D WILL. S0ME 0F Y0U MAY HAVE ALREADY N0TICED MY DREADL0CKS. Y0U SEE, 
N0T 0NLY AM I A S0UTH K0REAN, BUT I'M ALS0 A RASTAFARIAN. I AM A BELIEVER IN THE RASTA M0VEMENT 
0F JAMAICAN 0RIGIN. WE RASTAFARIANS BELIEVE THAT BLACKS ARE THE CH0SEN PE0PLE. AS Y0U CAN SEE, 
0F C0URSE, I'M N0T BLACK, BUT I STILL THINK I'M G0ING T0 HEAVEN, AND I H0PE Y0U BELIEVE Y0U ARE, 
T00. 0NLY N0RTH K0REANS CAN N0T G0 T0 HEAVEN. THEY GET SENT T0 SECRET CAMPS 0UTSIDE 0F PY0NGYANG, 
WHERE THERE'S BARBED WIRE FENCES AND N0THING T0 EAT. THAT'S A J0KE. EXCEPT IT'S ALS0 THE SAD 
TRUTH. BUT Y0U ALREADY KN0W THAT. AND 0N THIS T0UR Y0U'LL GET A GLIMPSE 0F THE DIFFERENCE BETWEEN 
FREED0M AND DEM0CRACY HERE IN THE S0UTH AND THE HELLISH DICTAT0RSHIP 0F THE N0RTH. 
T0DAY I'M Y0UR GUIDE, Y0UR BLACK 0RPHEUS T0 THE 0UTER RING 0F HELL. EXCEPT THAT DURING THE BUS 
RIDE, INSTEAD 0F B0SSA N0VA, I'LL BE PLAYING A MIXTAPE 0F MY FAV0RITE REGGAE TUNES. 
I'M G0ING T0 TAKE Y0U D0WN INT0 HELL, THEN I'M G0ING T0 BRING Y0U BACK UP. THAT IS, AS L0NG AS 
Y0U F0LL0W EVERY SINGLE DIRECTI0N I GIVE Y0U.AS Y0U MAY RECALL FR0M Y0UR UNIVERSITY C0URSE 0N THE 
CLASSICS, 0RPHEUS DIDN'T F0LL0W DIRECTI0NS, AND EURYDICE, HIS WIFE, G0T SENT BACK T0 HELL. AS 
Y0UR BLACK 0RPHEUS, I F0LL0W DIRECTI0NS, AND I EXPECT Y0U T0 F0LL0W MINE. N0W LET'S GET THIS SH0W 
0N THE R0AD.



S0 WHY AM I A RASTAFARIAN, EVEN TH0UGH I'M N0T BLACK? EVEN TH0UGH I'M N0T BLACK? WELL, F0R 0NE 
THING, MY F0RMER HUSBAND IS JAMAICAN AND A RASTAFARIAN. Y0U KN0W, AS A W0MAN, IT ISN'T EASY BEING 
A RASTAFARIAN. AND IT'S TWICE AS HARD T0 BE A S0UTH K0REAN W0MAN RASTAFARIAN. IT'S A FUCKING 
M0UTHFUL. IF I S0UND BITTER, I'VE G0T G00D REAS0N. I'M W0RKING THR0UGH S0ME ISSUES -- MY 0WN 
PERS0NAL HELL -- N0, IT ISN'T S0METHING THAT TW0 ASPIRIN AND A CALL T0 THE D0CT0R IN THE M0RNING 
WILL FIX. ACTUALLY, WE RASTAFARIANS D0N'T BELIEVE IN WESTERN MEDICINE. S0 IF ANY 0F Y0U GETS 
SH0T BY A N0RTH K0REAN SHARPSH00TER AL0NG THE DMZ, D0N'T EXPECT ME T0 CALL AN AMBULANCE. THAT'S 
AN0THER A J0KE. BUT N0T THE PART AB0UT GETTING SH0T. IF Y0U FAIL T0 F0LL0W MY DIRECTI0NS AT ALL 
TIMES, Y0U C0ULD DEFINITELY GET SH0T. N0W, RULE NUMBER 0NE: N0 SM0KING P0T 0N THIS T0UR. IF Y0U 
D0 THAT, N0T 0NLY WILL Y0U BE BREAKING A RULE, BUT Y0U WILL BE BREAKING THE LAW. IN S0UTH K0REA 
Y0U'LL G0 T0 JAIL F0R SEVERAL YEARS IF Y0U'RE CAUGHT SM0KING D0PE. I'M N0 L0NGER MARRIED T0 MY 
F0RMER HUSBAND BECAUSE HE G0T CAUGHT SM0KING A SPLIFF -- N0T 0N THIS T0UR, BUT IN S0UTH K0REA. IT 
HAPPENED IN 0UR H0ME, 0N THE 32ND FL00R 0F AN APARTMENT T0WER IN SE0UL. HE LIKED T0 SM0KE A BIG 
FAT 0NE 0N 0UR BALC0NY A FEW TIMES A DAY. USUALLY THE BREEZE BLEW THE SMELL 0UT 0VER THE PARKING 
L0T. BUT N0T ALWAYS, AND 0NE DAY THE N0SY NEIGHB0R AB0VE 0UR PLACE CALLED THE P0LICE. 
MY HUSBAND IS N0W D0ING THE THIRD 0F F0UR YEARS IN JAIL. I DIV0RCED HIM DURING HIS SEC0ND YEAR, 
AND WHEN HE GETS 0UT HE'LL BE DEP0RTED BACK T0 JAMAICA -- UNLESS I CAN RAISE EN0UGH M0NEY T0 HIRE 
A DEFENSE TEAM. HE SPENT HIS FIRST YEAR WRITING A B00K AB0UT HIS EXPERIENCE. 



IT'S TITLED, SE0UL G0T D0WN 0N JIMMY J0NES: A JAMAICAN IN JAIL WITH0UT A R0ACH. I'VE G0T S0ME 
SIGNED C0PIES IF Y0U'D LIKE T0 PURCHASE 0NE. I WANT T0 MAKE S0METHING ABS0LUTELY CLEAR T0 ALL 
0F Y0U: I D0 N0T SM0KE MARIJUANA. I AM N0T A P0THEAD. S0 F0R TH0SE 0F Y0U THINKING I'M G0ING T0 
BREAK 0UT THE D00BIES, F0RGET IT. IN S0UTH K0REA, IF Y0U GET CAUGHT WITH A J0INT, Y0U WILL G0 
T0 JAIL F0R A L0NG TIME. IF Y0U GET CAUGHT H0LDING A R0ACH WITH A PAIR 0F CH0PSTICKS -- THIS IS 
THE PREFERRED METH0D 0F S0UTH K0REANS F0R GETTING TH0SE LAST FEW T0KES -- Y0U WILL G0 T0 JAIL 
AND Y0U WILL HURT THE 0NE WH0 L0VES Y0U. I KN0W, BECAUSE JIMMY WAS D0ING EXACTLY THAT. HE WAS 
RELAXING AFTER A DAY 0F D0ING, UH, N0THING, ACTUALLY, BECAUSE HE C0ULDN'T GET A J0B, SINCE N0 0NE 
WANTS T0 HIRE A RASTAFARIAN. S0 HE WAS SM0KING A SPLIFF IN 0UR H0ME, WHEN THE P0LICE BUSTED IN 
AND ARRESTED HIM. ACTUALLY, JIMMY HAD ALREADY P0PPED THE R0ACH IN HIS M0UTH. HE WAS JUST SITTING 
0N THE C0UCH WITH THE TW0 CH0PSTICKS STICKING 0UT 0F HIS HAIR AT 0DD ANGLES, WATCHING A K0REAN 
S0AP 0PERA. HE NEVER LEARNED K0REAN, BUT HE STILL ENJ0YED WATCHING K0REAN FAMILIES ARGUE AB0UT 
MARRIAGE AND M0NEY. I'M PLEASED T0 SAY THAT DURING HIS LAST TW0 YEARS IN JAIL HE'S LEARNED QUITE 
A BIT 0F K0REAN. S0 THE P0LICE ARRESTED HIM, CLAIMING THERE WERE TRACES 0F MARIJUANA IN THE ASHES 
0N THE C0FFEE TABLE. THEY T0RE APART 0UR APARTMENT BUT DIDN'T FIND 0UR STASH. IT WAS 0UTSIDE 0UR 
FR0NT D00R, STUCK BETWEEN A DRAIN PIPE AND A WALL. AT THE END 0F THIS T0UR, ALL TIPS -- THANKS IN 
ADVANCE F0R Y0UR GENER0SITY -- AND ALL SALES 0F THE B00K WILL G0 T0 JIMMY'S DEFENSE FUND. S0ME 0F 
Y0U MAY BE W0NDERING WHY I'M TRYING T0 HELP MY F0RMER HUSBAND STAY IN S0UTH K0REA. FIRST, I'M 



GRATEFUL T0 HIM F0R INITIATING ME INT0 THE RASTAFARI M0VEMENT. SEC0ND, I FEEL GUILTY F0R HAVING 
R0LLED ALL TH0SE DAMN SPLIFFS F0R HIM. AND, I ADMIT, F0R TAKING A T0KE 0R TW0 WITH HIM EVERYDAY. 
BUT I LEARNED MY LESS0N! D0N'T SM0KE D0PE! IT MAY MAKE Y0U FEEL G00D F0R AN EVENING. 
IT MAY MAKE Y0U F0RGET Y0UR PR0BLEMS F0R A M0MENT. IT MAY MAKE LIFE SEEM M0RE BEARABLE. 
IT MAY MAKE LIVING IN A C0NF0RMIST S0CIETY EASIER T0 TAKE. IT MAY MAKE Y0U THINK Y0U'RE N0T BEING 
LEFT BEHIND IN LIFE. IT MAY MAKE Y0U THINK THAT ALL 0F Y0UR FAILURES ARE THE FAULT 0F S0ME0NE 
ELSE. IT MAY MAKE Y0U THINK EVERYTHING'S G0NNA BE ALL RIGHT. BUT Y0U'LL BE WR0NG! D0N'T SM0KE 
THAT J0INT! D0N'T R0LL 0NE F0R S0ME0NE ELSE, EVEN IF IT'S Y0UR HUSBAND. D0N'T SM0KE D0PE AS A 
PRELUDE T0 SEX. EVEN IF THE SEX IS BETTER. I REALIZE P0T MAKES EVERYTHING FEEL BETTER. THAT'S 
WHAT DRUGS D0. BUT THAT'S BAD, BECAUSE IT'S N0T REAL! P0T IS AN ESCAPE FR0M LIFE! I KN0W! MY 
F0RMER HUSBAND KN0WS! AND N0W HE'S D0ING THE ULTIMATE ESCAPE FR0M LIFE! HE'S IN JAIL! I F0LL0W 
THE LAWS 0F MY C0UNTRY. I D0N'T SM0KE MARIJUANA! AND I'M TELLING Y0U THAT Y0U SH0ULDN'T EITHER. 
I N0 L0NGER HAND 0UT SPLIFFS 0N MY T0URS. THAT'S RIGHT. I ADMIT IT. I USED T0. IT WAS FUN. ASK 
JAY, 0UR BUS DRIVER. SAY HELL0, JAY. HE NEARLY CRASHED THE FUCKING BUS 0NE DAY, HE G0T S0 HIGH. 
F0R THE REC0RD, I NEVER SAID ANY 0F THIS T0 Y0U. REMEMBER, T0DAY Y0U'RE MY FRIENDS. F0R THE 
REC0RD, I'M HERE S0 THAT Y0U CAN SIT BACK, RELAX, AND ENJ0Y THE T0UR. N0W LISTEN UP, BECAUSE I'M 
0NLY G0ING T0 SAY THIS 0NCE: F0LL0WING 0R N0T F0LL0WING MY DIRECTI0NS C0ULD MEAN THE DIFFERENCE 
BETWEEN A LIFE 0R DEATH SITUATI0N. N0W HIT IT, JAY, 0R WE'LL BE LATE F0R THE BULG0GI LUNCH. 



A *Candy Factory Project FREE JAZZ #1

Music : Young-hae Chang , Marc Voge, Takuji Kogo













Federico Baronello + Takuji Kogo / EUR ROME





























From : ハッサン・ケベ　アブデル・ファタ
表題：リビア投資プラン
私はハッサン・ケベ　アブデル・ファタという者です。
リビア出身の 27 歳のイスラム教信者で、ADC において公職にあったムサ・アブデル・ファタの息子です。
父がムアンマル・カダフィ信奉者によって殺害されてから、母を連れてガーナに逃亡しています。
父は家族のために海外投資の見返り金、10.5 百万ドルと 18 キロの金をアクラのある銀行に保管しています。
父の暗殺とリビアでの民衆の反乱の後、私たちはその銀行から財産を引き出そうとしています。
貴社を父の海外での取引会社とすることであなたにパートナーになっていただいてこの財産に投資しませんか？
それから信頼できる金の買い手をさがしていただけないでしょうか？
私たちは現在、ガーナのアクラにいます。この投資計画を進めるため、出来るだけ早くこの E メイルに返信して下さい。
リスクは全くありません！
敬具。
ハッサン・ケベ



From : サイフ・アルイスラム・カダフィ
Sent: ６月 11 日　土曜日 , 2011 9:35:04 PM
表題：リビア政府より緊急事項
拝啓 . 関係者各位
私はサイフ・アルイスラム・カダフィ、カダフィ大佐の息子です。
皆様、ご承知の現在のリビアでの内戦の結果、我々カダフィ家に属する多くの資金や資産が、下記のリンクで見られるように西洋
諸国によって凍結されようとしています。この資産を確保して西洋諸国による不当な資産凍結を阻止するためにも我々はあなたの
協力で２千万ドルを振替なければなりません。
どうかよくお聞き下さい。これは緊急のお願いです。
私はサイフ・アルイスラム・カダフィです。
ご連絡お待ちしています。代理人が詳細をお知らせします。
敬具。
サイフ・アルイスラム・カダフィ



Beaches II / Takuji Kogo + Charles Lim





































Fact Sheet - Online news sites to be placed on a more consistent licensing framework as traditional news platforms

1. From 1 June 2013, online news sites that report regularly on issues relating to Singapore and have significant reach among 
readers here will require an individual licence from the Media Development Authority (MDA). This will place them on a more 
consistent regulatory framework with traditional news platforms which are already individually licensed.

2. Under the licensing framework, online news sites will be individually licensed if they (i) report an average of at least one article 
per week on Singapore’s news and current affairs over a period of two months, and (ii) are visited by at least 50,000 unique IP 
addresses from Singapore each month over a period of two months. 
Currently, these sites are automatically class-licensed under the Broadcasting Act. When MDA has assessed that a site has met 
the criteria to be individually licensed, MDA will issue a formal notification and work with the site to move it to the new licensing 
framework. 
Please see Annex for the sites that MDA will be issuing licensing notifications to when the licensing framework is launched.

3. The new Licence provides greater clarity on prevailing requirements within the Class Licence and Internet Code of Practice, and 
explains what MDA would consider “prohibited content” in the existing Internet Code of Practice, e.g. content that undermines racial 
or religious harmony. 
As the sites are already subject to these requirements, no change in content standards is expected to result. The Licence also 



makes it clear that online news sites are expected to comply within 24 hours to MDA’s directions to remove content that is found to 
be in breach of content standards. 
The only other additional requirement is that online news sites are required to put up a performance bond like all other individually-
licensed broadcasters, and the sum of $50,000 is consistent with that required of niche TV broadcasters.

4. These updates in the licensing framework are part of MDA’s efforts to periodically review all policies, to ensure they are in line 
with industry and consumer developments.
* “Singapore news programme” is any programme (whether or not the programme is presenter-based and whether or not the 
programme is provided by a third party) containing any news, intelligence, report of occurrence, or any matter of public interest, 
about any social, economic, political, cultural, artistic, sporting, scientific or any other aspect of Singapore in any language (whether 
paid or free and whether at regular interval or otherwise) but does not include any programme produced by or on behalf of the 
Government.

About Media Development Authority of Singapore (MDA) 
The Media Development Authority of Singapore (www.mda.gov.sg) promotes the growth of globally competitive film, television, 
radio, publishing, music, games, animation and interactive digital media industries. 
It also regulates the media sector to safeguard the interests of consumers, and promotes a connected society. 
MDA is a statutory board under the Ministry of Communications and Information (www.mci.gov.sg).



ファクト・シート - インターネット上のニュース・サイトを従来のニュース・メディア同様の許認可制度で取り締まるための新しい枠組

1. 2013 年 6 月より、シンガポール政府に関して定期的に言及しているインターネット上のニュース・サイトの中で、一定数以上の読者を獲
得している各サイトの事業主はシンガポール・メディア開発管理局（MDA) より認可を得る事。これにより、インターネットのニュースサイ
トを従来の他のメディア同様に扱うこととなる。

2. 認可が必要なインターネット上のニュース・サイトは、(i) 最近の２ヶ月間の記事の中で少なくとも１週間に一度以上の割合でシンガポー
ルのニュースを扱っていて、(ii) 最近の２ヶ月間の各月、シンガポール国内の IP アドレスから５万件以上の訪問件数があるものとする。
現在、これらの条件を満たすサイトは自動的に従来の放送法によって格付けされている。MDA の査定によってサイトが規準を満たして
いる場合、MDA より正式な通知を受けて新しい認可事業の適用を受ける事が出来る。
認可基準が適用された際の、MDA による認可通告については別館を参照して下さい。

3. MDA はこの新しい認可制度によってインターネット上でのライセンスを満たす実践的な要件、人種や宗教の調和を損なう内容の " 禁止
コンテンツ " を明確化し運用上の管理指導を行います。
このライセンスはまた、コンテンツの基準に違反があることが判明した場合、MDA の指導に従って 24 時間以内に削除することが求めら
れています。また、オンライン・ニュースサイトは、他のすべての放送局同様、ライセンス取得の際に保証金を $50,000 を支払うこと。
4. このニュースサイトのための認可制度の更新は、業界や消費者の動向を確認すし、それらをより MDA の政策に沿ったものにするため
の努力の一貫として行われています。



* ここで言うシンガポール・ニュース・プログラムとは通常のニュース番組に限らず、第三者によるレポート、期間などに関わらず、あらゆ
る言語で報道されるシンガポールに関する情報、事件報道、社会、経済、芸術、スポーツ、化学などあらゆる分野に関するニュースを指
しています。但し、政府とまた政府の要請による報道を除くものとします。

シンガポール・メディア開発管理局（MDA) とは
シンガポール・メディア開発管理局 (www.mda.gov.sg)  は、シンガポールの映画、テレビ番組、ラジオ局、出版、ゲーム、アニメーショ
ンまたインタラクティブなデジタル・メディア・コンテンツなどを国際的な場でプロモートしています。また国内でのメディアを管理、消
費者の利益を保護しつつ、その社会を推進しています。MDA はシンガポール情報通信省（www.mci.gov.sg）の下で運営されています。
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ベルリン Kitakyushu Biennial in Berlin 
at ZK/U BERLIN - Zentrum für Kunst und Urbanistik 

9th August 2013

Siemensstrasse 27 10551 Berlin Germany

Co-curated by Philip Horst

Organized by ZK/U

釜山 Kitakyushu Biennial in Busan 
at TOTATOGA Archive Center ‘Space DOT’ 

7th - 14th September 2013

Co-curated by  KIM Hee Jin / 金熙珍 

Organized by 原都心創作空間トタトガ

Historic Downtown Culture Cluster TOTATOGA

北九州 Part -I Kitakysuhsu  
at GALLERY SOAP 

28th September - 31st October 2013

28th September

Film Screening at Mhz （クラブ・メガヘルツ）

『あくせく働くな：ラジオアリーチェ』

Lavorare Con Lentezza : Radio Alice 

東京 Kitakyushu Biennial in Tokyo

山谷労働福祉会館

Tokyo San'ya Welfare Center for Day-Laborers' Association 

5th October 2013

Symposium ：

Yoshitaka Mouri, Toshimaru Ogura, Takuji Kogo, Keiichi Miyagawa

毛利嘉孝、小倉利丸 、古郷卓司、宮川敬一

Co-ordinated by  Ai Kano 狩野愛 



Symposium :

有馬学 / Manabu Arima

小倉利丸 / Toshimaru Ogura

Director :

毛利嘉孝 / Yoshitaka Mouri

Artist :

フェデリコ・バロネッロ / Federico Baronello

マイク・ボード / Mike Bode

ヨンヘ・チャン・ヘヴィーインダストリーズ 

/ Young-hae Chang Heavy Industries 

ジョン・ミラー / John Miller

マルティーヌ・ネダム / Martine Neddam

チャールズ・リム / Charles Lim Yi Yon

ショーン・スナイダー / Sean Snyder

Director :

宮川敬一 / Keiichi Miyagawa

古郷卓司 / Takuji Kogo  

*Candy Factory Projects

Italian Online Advertisements 

Site-specific video installation at the Olica Phone Center

by Federico Baronello

5th October Catania Italy

シンガポール Kitakyushu Biennial in Singapore
The Private Museum 

22nd October - 8th December 2013

Co-curated by Hwee-koon Tan

Organized by The Private Museum Singapore

北九州 Part -II Kitakysuhsu 
at GALLERY SOAP 

2nd November - 7th December 2013

Symposium : 「もう一つの韓流：植民地主義と帝国のまなざし」

有馬学 , 毛利嘉孝

at GALLERY SOAP 23rd November
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海津株式会社 Kaizu Co.,Ltd.
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