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Standing on the Shore, as seen at an exhibition in Yokohama Civic Art Gallery Azamino (2019)

「岸に立つ」（横浜市民ギャラリーあざみ野）の展示の様子 ２０１９年
《夜は隠す》 2019年 / Missing, 2019
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their forms had changed.
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僕は花岡事件という、太平洋戦争中に起きた事件
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を調べていました。
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どのような事件かというと、秋田県の花岡町へ中国
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され、たくさんの中国人が亡くなりました。その事
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撮影を進めていましたが、唯一、残っているのは中

建てられていて、その工場から出てくるゴミがまた

国人労働者たちが整備した人工の「花岡川」ぐら
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か写すことはできないですから、非常に悩みました。

の場所を自分の作品の中心として展開していくこと

しかし、現在の時間や風景しか映し取ることができ

を考えました。

I was researching the “Hanaoka Incident” that happened during the Pacific War.
To give you an idea of what it was about, Chinese people were forcibly taken to
the town of Hanaoka in Akita Prefecture to work at a mine. One day, they rose up
to protest poor working conditions and abusive behavior. As a result, they were
suppressed and a number of Chinese people died. I was going to show a video
based on this incident.
I researched and photographed the site, even though almost nothing was left
around that time. The only thing that remained was the man-made “Hanaoka
River,” which had been maintained by Chinese workers. I was very worried about
photographing the scenes and things there, because I can capture only what is
there at that moment. However, I thought the fact I could only capture the present
time and landscape would simultaneously remind me of memories of past days
and bring up an invisible presence. That’s how I came up with the idea.
Yet some things remained by changing their forms. There was a dam in front
of the Chuzanryo dormitory where Chinese people slept. The dam originally
dumped slag from the ore. After the incident, the bodies of the Chinese victims
were buried on the slag. A recycling factory has since been built in front of the
dam. Trash from the factory is piled up. I considered developing this place as the
center of my work because it symbolizes the complex and multilayered history
of Hanaoka.
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