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A huge heated pool where snow is collected and melted can be
found in the underground of the bus terminal at the north exit of
Sapporo Station. An invisible organ of the city was functioning
there. Although it has the capacity to process 285 10-ton trucks’
worth of snow in one day, it has only been in operation a few
times over the past few years.
The scope of human life has been narrowed, and while we cannot
do things the same way as before, we are gradually developing
a new style of behavior based on new senses. The environment
of this planet is now changing beyond human recognition, as
with climate change and global warming. In Hokkaido, we saw
pools where snow didn’t melt and drift ice that shrank year after
year. The COVID-19 is also an event that cannot be predicted by
humans, and it comes suddenly regardless of our situation. The
ecological uniqueness exists in the moment. The most primordial
uniqueness for us organisms is when the atmosphere of the earth
becomes unstable and fluid due to photosynthesis, an oxygen
atmosphere is formed, animals begin to breathe the air in their
lungs, and the place of life is shifted from the sea to the land. The
oceans, which had been a place for the circulation of life until
then, suddenly opened up, and a new ecosystem of life spread
into the atmosphere by breathing the air.
As the oceans opened up to eat the air, giving birth to a
new ecosystem, let us eat the unstable air generated by this
uniqueness of our time and re-evaluate the world in which we live
on the premise of our relationship with various invisible events.
Like the echoes of seals in the sea, we can perceive the distant
world and live in a sense of distance from our neighbors. For a
sacred ecology is full of tolerance while allowing the possibility of
death coming closer.
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1982年、千葉県生まれ。視覚や聴覚から風景を知覚する方法を探り、主にフ
ィールドレコーディングによって世界各地の環境にアプローチし、そこで得た素
材やコンセプトをもとにインスタレーション、絵画、パフォーマンス、音響作品な
どを制作し、国内外で発表。フィールドレコーディングを「瞑想的な狩猟」として
捉え、その行為を通して、人間と自然との曖昧な関係性を考察している。

小金沢健人
1974年、東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学部映像学科卒業後、ドイツ・
ベルリンで活動した後、2018年からは東京を拠点に活動。映像を出発点に、
インスタレーション、パフォーマンスなど表現領域は幅広く、国内外で展示に参加。
光と動きを扱い、新たな空間の創出を目指す。

Yoichi Kamimura
Born in 1982 in Chiba Prefecture. Exploring ways of perceiving landscapes
visually and auditorily, he approaches environments around the world mainly
with field recordings. Based on the materials and concepts he obtains at those
locations, he creates installations, paintings, sound performances and music,
which are presented both in Japan and abroad. He considers field recording
as “meditative hunting” and investigates ambiguous relationships between
humanity and nature.

Takehito Koganezawa
Born in 1974 in Tokyo. After graduating from Musashino Art University, he was
active in Berlin, Germany. He has participated in a wide range of exhibitions
in Japan and abroad, starting with video art, installations and performances
since 2018 while based in Tokyo. He produces a unique space employing the
movement of lights.

インタビュー動画はこちら
Watch the video interview.

札幌駅北口バスターミナル地下には、積雪を集めて融かすため

コロナウイルスもまた、人間が推し量ることのできない事象であ

の巨大な温水プールがある。人々が寝静まった深夜、ターミナル

り、それは人間の都合とは関係なく突然やってくる。この瞬間に、

の地面部分が大きな口のように開き、トラックが大量の雪を投げ

生態系の特異点がある。私たち生物にとって、もっとも原初的な

込んでいく。そこには都市の見えざる臓器が機能していた。しか

特異点─それは、光合成によってこの地球の大気が不安定・

し、10トントラック285台分の雪を1日で処理できる能力を持ち

流動的になることで、酸素大気が形成され、その空気を動物が

ながら、ここ数年はわずかな回数しか稼働していないという。

肺呼吸するようになり、海中から陸上へと生活の場を転換したと

「Stay home」
「Social distancing」の状況のなか、人間の生

きだろう。それまで生命の循環の場だった海が突如として開け、

活は活動の範囲が狭められ、今までと同じやり方ができない一

空気を吸うことによって新しい生命の生 態系が大気のなかに広

エコロジー
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方で、新たな感覚による行動の様式が徐々にできつつある。そ

がったのだ。

んななか、私たちは都市の周縁の自然─海岸や川べりや山な

海が開いて空気を食べることによって、新たな生 態系が生まれ

どで、いつもより多くの人たちが、陽の光や新鮮な空気を求めて、

たように、この現代における特異点で発生した不安定な空気を

お互いの距離を取りながらも寛いで、自然を共有している光景

食べ、目に見えないさまざまな事象との関係性を前提に、わた

を見た。このような光景は、今まで私たちが経験したことのない

したちの生きる世界を眺め直してみよう。海中のアザラシのエコ

不安と寛容性が入り混じった新しい環境だった。この地球の環

ー音をたよりに、遠くの世界を察知しつつ、隣人との距離感の

境は今、気候変動や地球温暖化のように、人間の認識を超え

なかで生きるように。死の可能性をより近くに許しながらも、寛

たところで変化を続けている。北海道では、雪を融かしていな

容に満ちた聖なる生態系のために。
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Research for the drift ice in Shiretoko, Hokkaido (at Sankakuiwa rock, Utoro)

生 態系の特 異 点 ── 都 市の臓 器を開く。新しい空 気を吸うために。

知床・流氷のリサーチ（ウトロ・三角岩にて）
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いプールや年々少なくなっていく流氷を目の当たりにした。新型
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《空を食べる》のための映像キャプチャー画像 / Captured video image for Eat the Air
《空を食べる》のためのマインドマップのテキスト抜粋 / Extract of text from mind map for Eat the Air
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