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ジブラルタル航海日誌　2005–2009年

フランシス・アリス

Francis Alÿs

The Logbook of Gibraltar

2005 - 2009



Turista
Mexico City

Off ering my services as a tourist in the middle 

of a line of carpenters and plumbers. Oscillating 

between work and leisure, between observing 

and interfering. Standing on the fence.

The Loop
Pacific Rim

Circumnavigation of the globe from Tijuana, 

Mexico to San Diego, California to avoid cross-

ing the border between the USA and Mexico. 

Ridicule as a means to remain ambivalent 

towards a political stance.

–
1994

《観光客》
メキシコシティ

大工と配管工の列に混ざって、私は観光客としてサー
ビスを提供している。仕事と余暇、観察と干渉の狭間
で揺らいでいる。どっちつかずの状態。

–
1997

《ループ》
環太平洋地域

アメリカとメキシコの国境を越えずに、メキシコのティ
フアナからカリフォルニア州サンディエゴまで世界
を一周する。政治的立場を明確にしないための嘲り。

PROLOGUE

詩と政治が織りなすワルツ

A Waltz

Between Poetics

and Politics

詩と政治が織りなすワルツ

Between Poetics

and Politics

プロローグ

《観光客》Turista

《ループ》The Loop
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When Faith Moves Mountains

500 volunteers were equipped with shovels and 

asked to form a single line in order to displace by 

10 cm a 500 m long sand dune from its original 

position.

《信念が山を動かすとき》
500人のボランティアがシャベルを持ち、一列になっ
て 500 mの長さにわたり砂丘を10cmずつ元の位置
から動かすように指示された。

When Faith Moves Mountains
Lima, Peru

The mechanics of the displacement of a dune 

oscillate between the poetical and the political. 

Translating social tensions into narratives that 

could intervene in the imaginary landscape of 

a place. Walking on a tight rope between action 

and fi ction.

–
2002

《信念が山を動かすとき》
リマ（ペルー）

砂丘の移動に伴う力学は、詩と政治の狭間で揺れ動く。
社会の緊張を、架空の風景の中に立ち現れる物語へと
変換する。アクションとフィクションの間の綱渡り。



The Green Line
Jerusalem

Carrying a leaking can of green paint along 

the “Green Line” traced during the cease-fi re 

between Israeli forces and the Arab Legion in 

1948. Questioning the relevance of a poeti-

cal act in a situation going through a state 

of political, military and confessional crisis / 

reaching a stage where it is no longer possible 

to hide behind poetic license. 

–
2004

《グリーンライン》
エルサレム

1948年にイスラエル軍とアラブ連合軍との間で休戦協
定が結ばれた際に設定された境界線「グリーンライン」
の上を、緑色のペンキが滴り落ちる缶を携えて歩く。政
治的、軍事的、そして告解を伴う危機における、詩的
な行為の妥当性を問う。もはや詩的許容の範囲を越え
たところに至る。

《グリーンライン》The Green Line
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–
2005

キーウエスト（フロリダ）／ハバナ（キューバ）

プロジェクトは降って湧いたように現れるものでは
ない。ある朝起き抜けに、「明日、氷の塊を押しながら
街を歩こう」とか、「来週、数百人のボランティアを集い
砂丘を数 cm動かしてみよう」などと思い立つわけでは
ない。

この「橋」というプロジェクトは、2005年の秋に「エル・
パイス」紙に掲載された記事を読み、ひらめいたものだ。
それは、「バルセロス」と呼ばれるキューバのボートピー
プルが北アメリカ大陸に上陸する際にアメリカの沿岸
警備隊に捕らえられたことを巡る、キューバ移民とアメ
リカの入国管理局との法的な争いについて書かれたも
のであった。毎月、メキシコ湾を渡りアメリカに上陸
するキューバからの移民は相当数にのぼるため、この出
来事そのものはヨーロッパの新聞紙面に載るほどのこ
とではなかっただろう。しかし、この話には思わぬ展開
があった。移民たちが下船したのは、フロリダの南端に
連なるキーズ諸島を結ぶ数ある橋のうちの一つであっ
た。この出来事は、いわゆる「濡れた足／乾いた足政
策」に照らして考察されなくてはならない。この政策
は、1980年、わずか数カ月の間に 10万人以上のキュー
バ移民がアメリカに渡った「マリエル事件」を受けて、
カーター政権が打ち出したものである。アメリカ沿岸に
到達した場合、つまり移民が「乾いた足」の状態で発見
された場合は、自動的にアメリカに滞在を許可される。
一方で、洋上で発見され「濡れた足」の場合は、ただ
ちにキューバに送還されるというものである。この事
件の際、移民たちは橋の上で発見された。果たして橋
とは「陸地」であるのか、あるいは「洋上」であるのか
という問題が浮上した（ちなみにこの時のバルセロスた
ちは長い法廷闘争を経て、結果的にアメリカでの居住
を許された）。

時を同じくして、ホイットニー美術館でロバート・ス
ミッソンの作品を見る機会を得た。展覧会場を回りな
がら、スミッソン作品の中で最も規模が大きく、意欲
的なものは、実はビエンナーレや美術館からの招聘
を受けて取り組んだものではなく、彼が自主的に制
作したものだという解説に触れ、興味をそそられた。

Key West, Florida / Havana, Cuba

Projects don’t come out of the blue. You don’t 

wake up one morning thinking: “tomorrow I will 

cross the city pushing a block of ice” or “next 

week I’ ll invite hundreds of volunteers to move a 

sand dune of a few centimeters “… 

The “spark” for the Bridge projects was an 

article I read in El Pais in the fall of 2005. The 

piece was reporting on a legal dispute between 

Cuban migrants and the US immigration 

authorities when a group of balseros - Cuban 

boatpeople - was intercepted by a US Coast 

Guard Patrol while they were disembarking 

on the North American continent. As a large 

numbers of Cubans attempt to cross the Gulf of 

Mexico to migrate to the USA every month, the 

story per se would not have justifi ed an article 

in a European newspaper. But in this case there 

was a twist: the migrants had disembarked on 

one of the many bridges that link the keys of 

Florida’s Southern peninsula. The event has to 

be examined in the light of what’s commonly 

known as “La ley del pie seco y del pie mojado.” 

This “wet feet-dry feet” policy refers to a “deal” 

settled by Jimmy Carter’s administration at 

the time of the Mariel boatlift episode in 1980, 

when over 100,000 Cubans mass emigrated 

to the US over the span of just a few months. 

“Dry foot” applies when Cuban migrants get 

intercepted after having stepped on US land 

= they are automatically granted legal right 

to remain, whereas “wet foot” applies when 

they are caught off  shore and on the sea = they 

are immediately repatriated to Cuba. As the 

migrants of the article were caught on a bridge, 

the question was: should a bridge be consid-

ered “land” or “sea”?   (For your information, the 

balseros of this story were eventually granted 

US residency after a long legal battle)
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昨今、過剰なほどにコミッションワークやサイト・ス
ペシフィックな制作依頼が見受けられるが、こうし
たいささかの猶予もなく、表現すべきものに取り組
む姿勢を目の当たりにすることができて嬉しかった。

偶然にもこのニューヨーク滞在の直後、私はキューバ系
メキシコ人であるキュレーター、タイヤナ・ピメンテ
ルによって企画されたグループ展にビデオ作品を出品
するためにマイアミへ行くことになった。そこで私は、
作品を設置する合間の長い待ち時間を使って、近くの
リトル・ハバナにあった「グサノ」と呼ばれるキューバ
人居住者のコミュニティを探訪することができた。

短期間にこうした三つの出来事が重なり合ったこと
からひらめきを得て、今では「共謀者」とも言えるタイ
ヤナと「橋」プロジェクトの草案となる会話を始めるに
至った。後に、キュレーターのクアウテモック・メディ
ナも会話に参加するようになった。

私の頭にあったのは極めてシンプルな筋書きだった。
それは、メキシコ湾の水平線上にボートを鎖のように
連ねることで、フロリダとキューバの間に浮橋がある
ような錯覚を起こすというものであった。

かなり後になってからだが、私は 2005年4月にブエ
ノスアイレスでカンディド・ロペスが描いた浮橋の絵
を見たことを思い出した。

Around the same time, I saw a survey of 

Robert Smithson’s work at the Whitney 

Museum. Walking around the exhibition, 

I was intrigued to read that his most ambitious 

projects had not been produced in response to 

Biennale or museum invitations, but were the 

results of his own initiative. With the present 

plethora of commissions and other site-specifi c 

invitations, it was good to be reminded that 

when something has to be exposed, there is no 

time to lose.

 

Incidentally soon after my New York visit I had 

to be in Miami to install a video for a group 

show organized by Cuban-Mexican curator 

Taiyana Pimentel. As installing basically means 

spending lots of time waiting, it gave me the 

opportunity to discover the nearby gusano 

(ex-pat Cuban) neighborhood of Little Havana.  

The convergence of those three episodes over 

a short period of time triggered an idea that 

made me start a conversation with Taiyana 

who was to become the co-conspirator for the 

Bridge project. Curator Cuauhtémoc Medina 

joined later the discussion. 

The plot I had in mind was very simple: to 

create the illusion of a fl oating bridge between 

Florida and Cuba with a chain of boats going 

from horizon to horizon across the Gulf of 

Mexico. 

Much later into the project I would eventually 

remember that I had seen an image of a fl oating 

bridge in a painting by Cándido López in Buenos 

Aires in April 2005.
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– 
2005
November  Barra de Coyuca, Pacifi c, Mexico

Trial (1) of fl oating bridge with fi shing boats 

from the local community. 

– 
2005
December 3   Key West

Road trip along the Keys of Florida.

Cuauhtémoc: 

On the way from Miami to Key West we were 

faced with a revelatory image: several of the 

bridges connecting the diff erent Keys were 

actually cut, leading to nowhere. Key West 

itself was somewhat of a broken bridge itself: 

"the end of the road" of America takes you to a 

community of trailer parks and military bases. 

–
2005
1 1月　バラ・デ・コユカ、メキシコ太平洋岸

地元コミュニティの釣り船を使い、第 1回目の浮橋の
実験を行う。

–
2005
12月 3日　キーウエスト

フロリダのキーズ諸島を車で巡る。

クアウテモック：
「マイアミからキーウエストに向かう途中、私たちは
啓示的なイメージに直面した。キーズの島々を繋ぐ橋
のいくつかは実際には途切れていて、どこにも通じて
いないのだ。キーウエスト自体も言ってみれば壊れた
橋のようであった。アメリカの「旅路の果て」は、ト
レーラーハウスと軍事基地から成るコミュニティだ。
おびただしい数のアンテナや衛星が島の放送波を

Before The Event　　イヴェント開催前

EPISODE 1

 《橋》 　キーウエスト（フロリダ）／ハバナ（キューバ）　
　2006年3月29日

Bridge / Puente 

Key West- Florida / Havana- Cuba, 

March 29, 2006 

エピソード 1
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The only suggestion of Cuba's proximity was 

the enormous amount of antennas and satel-

lites scanning and interfering with the island's 

airwaves. Florida ends in a sort of constructivist 

nightmare of military detection equipment.  

– 
2006
January 5   Havana

First scouting trip to Cuba.

Taiyana: 

A bridge allows you to move on but not to 

stay, it's about displacement rather than about 

permanence. 

The ingredients are falling into place. We have: 

a plot :  Two lines of boats enter the sea per-

pendicular to the coast and meet metaphori-

cally on the horizon to create the illusion of a 

bridge.

a location :  Cuba and Florida facing one an-

other across the Gulf of Mexico. 

the protagonists :  The fi shing communities 

of Havana and the private boat owners of Key 

West, Florida. 

an occasion :  The opening week of the IX 

Havana Biennale in April 2006. We wanted 

to produce the fl oating bridge event during 

the window of time provided by the opening 

ceremonies of the Biennale because the local 

authorities show an exceptional permissive-

ness for public events staged during that 

special week. 

– 
2006
February 16   Havana

Second visit to Cuba. 

受信したり妨害したりする様子だけが、いかにキュー
バがここから近いかを物語っている。フロリダは軍事
的な検知機器が描き出す構成主義的な悪夢の中に
ついえる場所だ」

– 
2006
1月5日　ハバナ

スカウト活動を開始するためキューバへ。

タイヤナ：
「橋は人を移動させるものであって、留まらせるもの
ではない。それは恒久性のものではなく移動性のも
のである」

作品の構成要素が落ち着くべきところに落ち着き始め
ている。今のところ、以下のものが揃っている。

筋書き　二列のボートがそれぞれの沿岸に対して直角
に入ってくる。水平線上で比喩的に出会うことによっ
て橋があるような錯覚を起こす。

場所　メキシコ湾を隔てて向かい合うキューバとフロ
リダ。

主人公たち　ハバナの漁業コミュニティとフロリダの
キーウエストの個人の船舶所有者たち。

実施の機会　2006年4月に開幕する「第9回ハバナ・
ビエンナーレ」のオープニング・ウィークにて。特別な
一週間ということで、地元当局が公共イヴェントに
対して例外的に寛容であるビエンナーレの開幕セ
レモニーの実施期間に合わせて浮橋のイヴェントを
行いたい。

– 
2006
2月 16日　ハバナ

二度目のキューバ訪問。
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Chasing permits and meetings with the three 

main fi shing communities of Havana: 

Jaimanitas, Santa Fe and Baracoa.

Francis:  

And what's life like around here? 

Old fi sherman:  

Like everywhere else, with complains… with 

political problems… Like in any other part of 

the world. I've walked a lot. Here the sea is 

something wonderful, but if you take me to a 

mountain, I will love the mountains, and if you 

take me to a river, I' ll fi sh in the river… One 

has to smile to life, don't look for problems, 

they come on their own…

 

– 
2006
March 15   Key West 

Second visit to Florida. 

Landing on the project with Cuauhtémoc and 

Peter, meeting with marine coordinators Denise 

and Dave, selecting the event's location and 

soliciting local boat owners to participate. 

Cuauhtémoc:   

This is the beach of Key West. Exactly in that 

direction – to the south – is Cuba and our 

bridge will go directly from here, which is the 

southernmost point of the US, towards the 

island which is on the other side; and Francis, 

who is on the other side, will come towards us 

and in a sort of search the two lines will want to 

meet each other on the horizon.

– 
2006
March 18   Havana 

Arrival of Taiyana. 

ハバナの三つの漁業コミュニティ、ハイマニタス、サン
タフェ、バラコアとミーティングをし、さまざまな
許可を得るために駆けずり回る。

フランシス：
「ここでの生活はどんな感じ？」
年老いた漁師：
「他のところと変わりないさ。不平不満やら政治的な
しがらみやら…世界中どこでも同じだろう？　私は
たくさん歩いたよ。ここの海は素晴らしいよ。でも
山に連れて行かれたら、山を素晴らしいと思うだろ
うね。川に連れて行かれたら私は川で釣りをするよ。
人生は笑いながら生きるものだよ。わざわざ問題を
探しに行くことはない。それはおのずと向こうから
やってくるものだからね」

– 
2006
3月 15日　キーウエスト

二度目のフロリダ訪問。

クアウテモックとピーターと実質的なスタートを切る。
海洋コーディネーターのデニスとデイヴとのミーティン
グ。イヴェントのロケーションを選び、地元の船舶所
有者たちに参加してもらうよう働きかける。

クアウテモック：
「ここがキーウエストの海岸です。ちょうどあちらの
方角、南にあるのがキューバです。私たちの橋はア
メリカの最南端であるこの地点から、向こう側の島
の方向に向かって伸びていきます。そして向こう側
にいるフランシスは、私たちの方向に向かってきま
す。二つの列は、水平線上で互いを探し当てるよう
にして出会います」

– 
2006
3月18日　ハバナ

 タイヤナが到着。

– 
2006
March 19   Key West 

Arrival of Cuauhtémoc, Amy and Peter.

– 
2006
March 22   Havana

Arrival Francis.   

Panchito:  

To mobilize 100 boats in Cuba, it’s the fi rst time 

that it happens in the history of the Revolution. 

Alderete: 

1000 rafts with the boat people, yes… But 1000 

boats, no.

Panchito:  

Cubans watch the world from Miami, it's their 

border. They all have a cousin there.  

– 
2006
March 24   Havana

Meetings in Baracoa, Jaimanitas and Santa Fe. 

Taiyana:  

Look, Francis Alÿs is the artist, the one who 

conceived what we are going to do. I am 

Cuban, I am a curator and I am working as the 

art curator of this project. The idea we want 

to develop is a choreography of boats forming 

geometric fi gures on the sea, with the fi shing 

communities of Baracoa and Jaimanitas and 

Santa Fe.

– 
2006
3月19日　キーウエスト

 クアウテモック、エイミーとピーターが到着。

– 
2006
3月22日　ハバナ

フランシスが到着。

パンチート：
「キューバで 100艘のボートを動かすなんて、革命の
歴史の中で初めてのことだ」
アルドレーテ：
「ボートピープルを乗せた 1000床の筏はあるが…
1000艘のボートはなかった」
パンチート：
「キューバ人はマイアミから世界を見ている。そこが
彼らの境界だからだ。キューバ人の全員がマイアミに
一人はいとこがいるだろう」

– 
2006
3月24日　ハバナ

バラコア、ハイマニタス、サンタフェでミーティング。

タイヤナ：
「いいですか。今から私たちがやろうとしていること
は、アーティストのフランシス・アリスが考案したも
のです。私はキューバ人のキュレーターで、このプロ
ジェクトを担当しています。バラコア、ハイマニタス、
サンタフェの漁業コミュニティの方々とともに、たく
さんのボートが洋上で織りなす幾何学的な形をつく
りたいと思っています」
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– 
2006
March 25   Havana

Trial with a dozen boats in the bay of the former 

Casino of Santa Fe.

Taiyana:  

It's not a sculpture, it's an event. 

Francis:   

It's the portrait of a community.

Miguelito: 

There is a moment of walking on water.

Ramon:  

A rare feat.

Miguelito: 

Something unheard of... 

– 
2006
March 26   Key West

Arrival of Julien and the fi lm crew.

Cuauhtémoc: 

All the Cubans come here to long for their 

country. They look at the horizon, and they 

see the beard of Fidel. That's truly the south-

ernmost point of USA. That's military. One of 

the last remnants of the Cold War. 

Dave: 

Even though the Wall fell…

Cuauhtémoc: 

I know it's a bit tropical, but there is a cold war 

here…

Dave : 

So the invasion of Pigs Bay in '62 was 

launched from here, I guess? 

Cuauhtémoc: 

Yes…It's the perfect combination, warm 

weather with cold war… A perfect love story.

– 
2006
3月25日　ハバナ

カジノの跡地があるサンタフェの入江にて12艘のボー
トを使った実験。

タイヤナ：
「これは彫刻ではなく、イヴェントなの」
フランシス：
「これはコミュニティの肖像だと言える」
ミグエリト：
「水の上を歩く瞬間がある」
ラモン：
「まさに離れ業だ」
ミグエリト：
「誰も聞いたことがないものなんだ…」

– 
2006
3月26日　キーウエスト

ジュリアンと撮影クルーが到着。

クアウテモック：
「すべてのキューバ人がここに来て、祖国を懐かしむ。
彼らは水平線の彼方にカストロの髭を見る。それ
こそが本当のアメリカの最南端なのかもしれない。
なんとも軍事的だ。冷戦が最後に残したものの一つ
なのかもしれない」
デイヴ：
「壁が崩壊したにも関わらず…」
クアウテモック：
「熱帯とも言える場所だけど、確かにここには冷戦
の痕跡がある…」
デイヴ：
「 1962年のピッグズ湾侵攻はここで試みられたん
だね？」
クアウテモック：
「ああ…なんて素晴らしい組み合わせだろう。温暖な
気候と冷たい戦争…実にパーフェクトなラブ・ストー
リーだ」
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– 
2006
March 26   Havana

The IX Havana Biennale opens while a frente frío 

(tropical storm) enters the city.

Miguel: 

Del otro lado está el enemigo. 

                      

– 
2006
March 27   Havana
                                                      

The frente frío perseveres and forces us to 

postpone the event on both sides.

Horizon to horizon

When does a line of boats become a bridge?  

How many boats does it take to create the 

illusion of a bridge? 

–  Enough boats to show the desire of each 

community for a bridge to happen. 

–  Enough boats to create the illusion that the 

line of boats is meeting at the horizon (which 

is a relative concept that depends on the 

height of one’s viewpoint). 

The lines of boats simply have to be long 

enough so that they carry the imagination of 

the viewer all the way across the Gulf to the 

other coast. We fi gured that this would take 

around 100 boats leaving from each opposite 

shore.

– 
2006
March 28   Havana

End of the frente frío.

– 
2006
3月26日　ハバナ

寒冷前線がハバナを通過する最中に、「第9回ハバナ・
ビエンナーレ」が開幕。

ミゲル：
「敵は向こう側にいる」

– 
2006
3月27日　ハバナ

寒冷前線が留まり、やむなく両岸でのイヴェントが中
止となる。

水平線から水平線へ

ボートを並べたら、いつかは橋になるだろうか？　
何艘のボートがあれば、橋のように見えるだろうか？

– それぞれのコミュニティが橋の出現を願っている
ことを示すだけのボートの数があれば。

– ボートの列が水平線上で出会っているように見える
だけのボートの数があれば（それは見る者の視点の
高さによるという相対概念である）。
ボートの列は、湾を越えて見る者のイマジネーショ
ンを対岸まで運ぶだけの長さを必要とする。私たち
は、それぞれの海岸から大体 100艘のボートを出発
させなくてはならないと見込んでいる。

– 
2006
3月28日　ハバナ

寒冷前線が消滅する。

–
2006
MaMaM rcr h h 26  HHHHHHHHHHHHavavavavavavavavaavavavaaavavvavavavvaa anaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a

The IX Havana Biennale opens while a frente fríoナ・
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– 
2006
March 29   Key West/Havana

Bridge / Puente

On March 29, 2006, the fi shing communities 

of Havana and Key West are invited to line up 

boats to send out a fl oating bridge between 

the US and Cuba. The two lines will head from 

opposite shores towards the same horizon to 

create the illusion of a bridge. 

 

6:25am  

6:30am

7:00am

7:30am

8:00am

8:20am

9:20am

9:40am

10:15 am

11:00 am

11:30am

sunrise

fi lm crew arrives on location

boats leave their respective 

bases to reach location (the call ) 

opening scene with empty 

sea and the coast of “ the other side” 

appearing in the background (the 

context )

the boats arrive to their 

locations and arrange themselves 

left and right

the boats join the line like a zipper:

with one boat after another (the 

meeting) 

the line is formed (the bridge)

participants walk from one 

boat to another (the crossing)

the boats leave the line in all 

possible directions (the dispersion)

closure scene with empty sea 

(the loop)

wrap of the shoot

– 
2006
3月29日　キーウエスト／ハバナ

《橋》

2006年 3月29日、アメリカとキューバの間に浮橋を
渡すべく、ハバナとキーウエストのそれぞれの漁業
コミュニティに沿岸にボートを整列させるよう働きか
ける。二列のボートは、同じ水平線に向かい両岸から
それぞれ出発し、橋があるような錯覚をつくり出す。

6:25　
6:30　
7:00　

7: 30

8:00

8:20　

9:20　
9:40　

10:15　

11 :00

1 1:30

日の出。
撮影クルーが撮影現場に到着。
目的地を目指して、それぞれの場所からボー
トが出発する（合図）。
何もない海から始まるオープニングシーン。
背景には、「向こう側」の海岸が見える（文脈）。
ボートが目的地に到着。定位置に着くため、
左右に動く。
二列のボートは、一艘一艘、ジッパーのように
一列に結ばれていく（出会い）。
列が完成する（橋）。
参加者たちがボートからボートへと移動する
（横断）。
ボートが列を離れ、一斉にあらゆる方向へと
動き出す（離散）。
何もない海のシーンで終了（ループ）。
撮影を締めくくる。

The Event　　イヴェント当日
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Francis:  

Listo? 

Cuauhtémoc:  

Ready? 

Francis:  

Van 49, 50, 51 barcos…

Cuauhtémoc:  

We have 35.

Francis:  

We are counter light.

Cuauhtémoc:  

We have the sun in the face.

Francis:  

The sky is clear, you?  

( Exchange via mobile phones during the 

action between Key West and Havana ) 

フランシス :
「いいかい？」
クアウテモック：
「準備はいい？」
フランシス：
「49、50、5 1艘のボートがある…」
クアウテモック：
「こっちは 35艘だ」
フランシス：
「こっちは逆光だ」
クアウテモック：
「こっちは顔に太陽が当たる」
フランシス：
「空は晴れている。そっちは？」

（イヴェントが行われている最中に、携帯電話を使って
キーウエストとハバナの間で交わされたやり取り）
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Key West

Havana

キーウエスト

ハバナ



– 
2006
March 30   Havana

Alderete: 

We are two people.  One gives the other a slap 

in the face and that’s it, we broke the dialogue. 

That means that you and I won’t be able to 

discuss anything, or process anything, nor will 

we agree on anything. There has to be a third 

person who speaks for the two of us. And who 

can makes us agree on deciding something. 

There has to be someone, and I believe it 

should be the artist, who can be that third per-

son, who can create a dialogue, who can soften 

the political tensions between the two coun-

tries so there can be a dialogue afterwards.

Hay los que saben.

Hay los que no saben.

Hay los que no saben pero sospechan.

Hay los que sospechan pero no quieren saber.

Y está el que sabemos. 

– 
2006
April   Mexico

El engaño, The deception.

From the beginning we knew that the tense 

geopolitics between the two regions would 

make it diff icult for an event to take place on 

Cuban waters under Castro’s regime. In order 

to improve the project’s chances, we decided 

- not without debate - to hide our critical dis-

course under the guise of a formal exercise. We 

would make no mention of a fl oating bridge but 

instead talk of “geometrical fi gures on the sea,” 

of “aquatic ballet” while making references to 

Land Art and Minimal Sculpture. And as we 

could not take any risk of a leak between the 

– 
2006
3月30日　ハバナ

アルデレーテ：
「私たちは二つの異なる国民。片方がもう一方の顔
を平手打ちする。そこで会話は決定的に途切れる。
それはつまり、あなたと私の間で何も議論がされな
いということ。何も進行しないし、いかなる合意に
も至らない。私たちの思いを代弁してくれる第三者
が必要だ。私たちを合意させてくれる誰かが必要で、
その誰かとはアーティスト本人であるべきだと思う。
二国間の対話を生み出し、政治的緊張をほぐし、後の
対話を保障してくれるのはアーティストでしかない」

知っている者。
知らない者。
知らなくても疑う者。
疑っても知りたいとは思わない者。
そして、我々が知っている者がそこにいる。

– 
2006
4月　メキシコ

偽り。

私たちは当初から、両地域の間の地政学的な緊張関係
を鑑みると、カストロ政権下のキューバ海域でこのよ
うなイヴェントを開催するのは難しいだろうと思って
いた。私たちはプロジェクトを成功させるために、（異
論はあったものの）形式的な訓練を装いながら批判的
ディスコースを展開することを決めた。浮橋のことに
は触れず、ランド・アートやミニマル彫刻を引き合い
に出しながら、「洋上での幾何学的な図形」や「水中バレ
エ」といった言葉を並べた。また、二つのコミュニティ
の間で情報が漏れてしまうリスクを恐れ、両者に対し
て湾を隔てて両岸から並行してボートが出発すると
いう計画を知らせることはしなかった。

After The Event　　イヴェント終了後
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two communities, neither side was informed 

of the parallel attempt that would take place 

simultaneously on the other side of the Gulf. 

As a result we had to maintain the overall 

project at a level of secrecy and in a way we 

fooled the participants to protect them from the 

consequences of their performance and of our 

discourse. So there we were in complete self-

contradiction: the fl oating bridge wanted to be 

an image of dialog in between two communities 

subjected to governments that were (ab)using 

geopolitics to divert public attention from their 

respective internal problems. But to make the 

Bridge project happen we had to use a similar 

tactic: we had to lie and bluff . However, by then 

we could no longer stop the rolling inertia of 

what we had started: the expectations that the 

project had provoked were inexorably pushing 

things ahead. 

Gerardo Mosquera:   

Every act of subversion has a necessary com-

ponent of deception.

Francis:   

Of the others and of one self. Es más fácil 

pedir perdón que pedir permiso. It’s easier to 

ask for pardon than for permission.

 Havana, February 2006

As we spent more time with the fi shing com-

munities, complicity grew. Sooner rather than 

later, we found ourselves all too busy trying to 

resolve all sorts of logistical problems and 

rivalries between the diff erent communities to 

even notice that our original critical discourse 

was surreptitiously being replaced by a collec-

tive obsession to just make “it” happen. 

– 
2006
May   Mexico

A bridge over troubled water. 

結果としてプロジェクトは一定の秘密を保った上で実
行された。私たちは参加者がとる行動や私たちのディス
コースが招くであろう結果から彼らを守るべく、ある
意味だましながら彼らを参加させたのであった。従っ
て、私たちは完全な自己矛盾の中にいた。国内問題から
国民の注目をそらすために地政学を利用（悪用）して
いる政府の影響下にある二つのコミュニティの間の対
話をイメージした浮橋だったにも関わらず、私たちも
また嘘と虚勢を使い分けながら《橋》プロジェクトを
実現させていったのだった。しかし、それに気づいた
頃には、すでに惰性で回り始めていたプロジェクトを
止めることはできなかった。プロジェクトによって膨
らんだ期待は容赦なく計画を強引に進めていったので
あった。

ヘラルド・モスケラ：
「いかなる転覆活動にも、欺きの要素は必要だ」
フランシス：
「そう、他者、そしてまた自分に対しての欺きが。
許可を請うよりも許しを請う方が簡単なのだ」

（ハバナ、2006年2月）

漁業コミュニティとともに時間を過ごすうちに、私た
ちの間に「共犯」の意識が高まっていった。意外に早
い段階から、私たちは異なるコミュニティ間の手配上
の問題や競争意識といったさまざまな状況に対処する
のに躍起になっていた。いつしかそもそもの批判的
ディスコースが、ただ単にこれ

3 3

を実現させるのだという
集団的な妄想へと密かにすり替わっていたことにも気
づかずに。

– 
2006
5月　メキシコ

荒波にかける橋。
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When one becomes too obsessive about 

something it’s easy to lose sight of the bigger 

picture. Our primary assumption had been 

that the operation in Cuba would be way more 

complex than in Florida so that, once the initial 

contacts were made with the boat owners in 

Key West, we delegated the call of partici-

pants to two marine coordinators - Dave and 

Denise - whereas we took that task on our 

shoulders on the Cuban front. Involved as we 

were in getting myriads of permits on the is-

land, we somehow lost track of the situation on 

the other side of the Gulf. Only a couple of days 

prior to the event did we realize that the level 

of commitment of the Florida participants was 

much too weak, that they were not feeling truly 

concerned with the project and that our desire 

to make the Bridge project happen had not 

been transmitted. And there was another factor 

we underestimated: in Cuba we were dealing 

with fi shermen unions, a fact that guaranteed 

us a collective commitment by the moment the 

union representatives were backing the proj-

ect, whereas in Florida we were dealing with 

individual private boat owners who did not feel 

bound to a common will. In the event, the mis-

balance of our involvement with each communi-

ty lead to a drastic disparity in their respective 

responses: whereas well over a hundred boats 

came to the rendez-vous in Cuba, only thirty 

something boats showed up in Key West. 

Even when you go to the sea should you bring 

a bottle of water.

One can anticipate but not determine the out-

come of a plot. Once the axiom is posed, once 

the actors are on location and the cameras are 

rolling, all we can do is watch. Whatever un-

folds thereafter is the response to our invitation. 

Few boats showed up in Florida and too many 

in Cuba.  However the disparity of the partici-

pation was largely a consequence of our uneven 

involvement with each community and could 

一つのことに執着しすぎてしまうと大局を見失いが
ちだ。当初、私たちはキューバでの計画実行の方が
フロリダのそれよりも遥かに複雑になるだろうと予想
していた。キーウエストでの船舶所有者たちと最初の
コンタクトをとった後、デイヴとデニスという二人の
海洋コーディネーターにフロリダ側の参加者への呼び
かけを任せ、私たちはキューバ側の仕事に専念した。
しかし、島で数えきれないほどの許可証を得るために
奔走しているうちに、湾の向こう側の状況を見失って
しまっていた。イヴェントの数日前になって初めて、
フロリダ側の参加者たちの参加意欲があまりにも
低く、プロジェクトに対してさほど一生懸命ではない
ことに気づいたのだ。私たちの《橋》の実現に対する
熱意が彼らには伝わっていなかったようだ。加えて、
もう一つ軽視していた問題があった。キューバでは
漁業組合を相手に交渉していたため、組合代表者たち
が参加を表明してくれた時点で漁師たちが団体として
プロジェクトに深く関わってくれることが保証されて
いたが、フロリダでは個人の船舶所有者を相手にして
いたため、共同の意思に対する彼らの義務感は希薄で
あった。このような意識の不釣り合いが結果として両
コミュニティの反応に大きな格差を生んでしまった。
キューバ側からは 1 00艘以上のボートが集合場所に
集まった一方で、キーウエスト側には 30艘ほどのボー
トしか現れなかった。

海に出る時も水を一瓶持っていくこと。

筋書きの着地点を予想することはできても、予め決
めることはできない。原則を立て、演者が撮影位置に
立ち、カメラが回り始めれば、あとはその場を見守る
ことしかできない。そこから起こるすべてのことは、私
たちの働きかけに対する反応なのだ。フロリダで集
まったボートの数は少なすぎた。キューバでは多すぎ
た。しかし、この参加のばらつきは、主に私たちがそ
れぞれのコミュニティに対して同等に関わらなかった
ことが招いた結果であり、それぞれのコミュニティの
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not be read as an objective manifestation of 

each side’s intention. I was left with the feeling 

that the end result was misleading and what is 

more: only encouraging the cliché expectation 

that “Cubans are eager to leave whereas North 

Americans aren’t.” 

“What made the project possible in Cuba was 

the power of conviction we carried and we 

transmitted, and you cannot delegate that. It’s 

the necessary fuel to make those projects hap-

pen. What transcends from the documentation 

is a love story with the island, with the fi shing 

communities.” And she added: “Y el amor tam-

bién es engaño, to love is also to deceive.” 

Taiyana Pimentel, 

Havana, March 30, 2006 

Lo bailado nadie te lo quita.

Did the Cuban fi shermen at any point realize 

what we were really trying to do? During the 

action, once the line of boats had been complet-

ed, didn’t they see that each of their boats had 

become a dot in a line forming a bridge? When 

they started walking from one boat to another 

towards the horizon, didn’t a sudden insight 

occur among the participants? Anyhow, it is the 

moment when it all came back to us: what turns 

a line of boats into a bridge is the fl ow of people 

passing from one boat to another. 

Cuban fi sherman: 

I don’t understand what was the meaning of 

the line? 

Francis: 

What did you think of it?

Other Cuban fi sherman: 

Secret, it’s a secret, it’s an absolute secret 

which you cannot reveal… it’s a secret.  

First fi sherman:  

But it is the incognita for…

Second fi sherman: 

You cannot say it!

意思の客観的な表れとして捉えられるべきものでは
ない。誤解されやすい結果に、あるいはそれ以上のもの
になってしまったという思いが残った。「キューバ人は
その場を離れたくて仕方がない。北米人はそうではな
い」というありきたりの考え方を助長するだけの結果
になってしまったのではないか。

「キューバでのプロジェクトを可能にしたのは、私た
ちが心に抱き、伝達することのできた信念であり、
それは人に任せられるものではありません。こうし
た信念こそがプロジェクトを実現させるエネルギー
なのです。この記録から伝わってくるのは、この島、
そして漁業コミュニティとのラブ・ストーリーなの
です」。加えて彼女は言った。「愛することは騙すこ
とでもあるのです」。

タイヤナ・ピメンテル
（ハバナ、2006年 3月30日）

すでにしてしまったことは元に戻せない。

キューバ人漁師たちは、私たちがやろうとしていたこ
とをどこかの時点で理解できたのだろうか？　 ボート
を動かす中で、あるいはボートの列が完成した時点で、
それぞれのボートが橋を形成する一つの点となってい
たことに気づいただろうか。水平線に向かってボート
からボートへと渡り歩く中で、参加者たちはふいにひ
らめいたりはしなかっただろうか。ともあれ、私たち
はひらめいた。ボートの列が橋になる瞬間、それはボー
トからボートへと人の列が移っていくその時なのだ。

キューバ人漁師：
「あの列の意味がわからなかったんだけど」
フランシス：
「あなたはどう思った？」
別のキューバ人漁師：
「秘密だよ、秘密。明らかにしてはいけない絶対的な
秘密…秘密なんだ」
最初の漁師：
「でもそれは秘密の…」
二人目の漁師：
「言っちゃダメだ！」
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Discussion among Cuban fi shermen on the 

evening after the event. 

Baracoa, Havana, March 29, 2006

Taiyana :

(commenting on the Cuban revolution) 

Look, that’s how our history began: partly real 

and partly fi ctional. So we, too, have the right 

to invent our own fi ction, you understand? 

Each of us incorporates a personal imaginary 

to his or to her reality, but it’s an imaginary 

built from a historical perspective (…) It has 

to do with how one imagines things should be 

and how somehow that fantasy became part 

of our life on the island.

Havana, sometime before the event

イヴェント後の夜に交わされた
キューバ人漁師たちの会話

（バラコア［ハバナ］にて、2006年3月29日）

タイヤナ：
「（キューバ革命についてのコメント）そう、私たちの
歴史はこうした半分現実、半分フィクションの状態か
ら始まったの。だから私たちも自分たちのフィクショ
ンをつくる権利があると思う。そうでしょ？　私たち
はそれぞれ自分のリアリティに対して、個人的な仮
想を組み込むことができる。だけどその仮想は歴史的
観点からつくられるもので、（中略）それは理想として
それぞれが空想することや、どうやってその幻想が
島での生活に組み込まれていったかということに関係
している」

（ハバナ、イヴェントの前）

042 043



044 045



– 
2006
Summer   England

Back in Europe.

Temporary move to the Old Continent after 

20 years of absence. Feeling in between two 

waters, at once local and immigrant, everything 

around me looking familiar and foreign at once. 

Landing into the obsessive debate by local me-

dia and politicians on South/North migrations 

issues and the protectionist immigration poli-

cies promoted by most European governments. 

– 
2006
September   London

As he was performing his Twelve Labors, Hercules 

–
2006    

夏　イギリス

ヨーロッパに帰る。

20年ぶりに旧大陸に一時的に帰る。二つの海の狭間
にいるよう。私は地元の人間でありながら、移民でも
あり、周りのものは馴染み深く、また同時に異質にも
感じられる。地元メディアと政治家たちと南北の移民
問題について、また多くのヨーロッパの国々の政府が
奨励する移民保護政策についてしつこく議論を交わす
はめになる。

–
2006
9月　ロンドン

ヘラクレスは 12の功業を行うためエリュテイア島に

Before The Event　　イヴェント開催前

EPISODE 2

Don’t Cross the Bridge
Before You Get to the River 

Strait of Gibraltar, Spain /Morocco, 

August 12, 2008

had to cross the Mount Atlas on his way to the 

island of Erytheia. Rather than climbing to the 

summit, the Greek hero brandished his inde-

structible mace and split the mountain in half. 

To open the way, his legs pushed apart the two 

massive rocks while a river surged under his feet. 

According to the myth, the Strait of Gibraltar 

is the place where Hercules separated Europe 

from Africa and opened the Mediterranean Sea 

to the Atlantic Ocean. The Strait seemed like 

the obvious place to illustrate this contradic-

tion of our times: how can one promote global 

economy and at the same time limit the global 

fl ow of people across continents?

The image of a bridge... 

Questions 

–  Can one imagine a similar scenario 10,000 

km away in the waters running between 

Morocco and Spain? 

–  Can one make a similar call to communities 

living under such diff erent latitudes? 

    ( You are what you eat )

You never swim twice in the same water.

– 
2006
October   London

A diff erent equation. 

Whereas there are 170 km of sea between Key 

West and Havana, the shortest crossing of the 

Strait of Gibraltar from Morocco to Spain is 

only 14 km. On a clear night in Tangier you can 

follow the lights of Spanish cars driving along 

the Colada de la Costa. It’s so narrow that a 

chain of 72 cargo boats (or 43 of those mega 

cargo boats ) could physically join Africa and 

Europe. But even supposing I could get enough 

cargo boats to close the Strait and connect the 

向かうが、その際、アトラス山を横断しなくてはならな
かった。彼は頂上を目指すかわりに不滅の鎚矛を振り
かざし、山を真っ二つにした。巨石を押し開いたヘラ
クレスの両足の下を川が激流となって流れていった。

神話によれば、ジブラルタル海峡はヘラクレスがヨー
ロッパとアフリカを切り離し、地中海を大西洋に繋げた
場所とされる。私にはこの海峡が、現代に潜む矛盾を
つくのに格好の場所に思えた。グローバル経済の促進を
図りながら、同時に大陸をまたぐグローバルな人の流れ
を制限するにはどうしたらいいのかという矛盾を。

橋のイメージ…
質問
– [ ハバナ／キーウエストから ] 1万 km離れたモロッコ
とスペインの間にある海域で、同じような筋書きを
想像することはできるだろうか？

– 異なる緯度で暮らすコミュニティに向けて同じよう
な呼びかけができるだろうか？（人はそれぞれ食べ
たものでできている）

同じ海で二度泳ぐことはない。

–
2006
1 0月　ロンドン

異なる方程式。

キーウエストとハバナの間には 1 70 kmあるが、モ
ロッコとスペインを繋ぐジブラルタル海峡は最も狭い
ところで 14 kmしかない。晴れた夜には、タンジール
からスペインのコラーダ・デ・ラ・コスタ沿いを走る
車のライトが見えるだろう。72隻の貨物船（または43

隻の大型貨物船）を並べれば、アフリカとヨーロッパ
を物理的に繋ぐことが可能なほど狭い海峡だ。仮に私
が海峡を閉じて二つの大陸を繋げるだけの貨物船を集
められたとしても、それは洪水や戦争に対処すべく一
夜にして橋を建設するような、単なる企業エンジニア

エピソード2

 《川に着く前に橋を渡るな》　ジブラルタル海峡、スペイン／モロッコ
    2008年8月12日
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two continents, wouldn’t that turn the whole 

project into an engineering enterprise or a 

military operation, like with those bridges built 

overnight during fl oods or wars? The diff erence 

between a military operation and an artistic 

gesture lies precisely in the missing fragment 

of the bridge: the gap that has to be fi lled by 

our imagination. That’s what triggers the 

poetry and makes the artistic operation happen, 

that’s what opens a moment of suspension. The 

context of the Strait is already so loaded that, if 

anything, one has to minimize the geopolitical 

component and enhance the poetic dimension: 

–  Let the images talk on many diff erent levels 

as only poetry can.

–  Leave space for doubt. If in Lima the question 

was: “did the dune move?” (= geophysical 

illusion), here it should be: “did the two lines 

of boats meet ?” (= optical illusion)

–  Insist on the ephemeral nature of the 

    action, turn the meeting of boats into a 

    furtive rendez-vous. 

–  Stay away from the temptation of leaving a 

mark in the seascape. 

–  Insert a story into the history of the Strait 

(stories pass through a place without the 

need to settle anything). 

“to draw a line is to unite and suspend two 

points in a state of tension.”

  Jean Fisher commenting

 on The Green Line project, 2005

– 
2006
November   Strait of Gibraltar

First visit to both sides.

Scouting coastal locations, making contacts 

with the fi shermen communities of Tarifa and 

リングや軍事作戦のようなプロジェクトになるのでは
ないか。軍事作戦と芸術としての行為の違いは、まさ
しく「橋」に欠落している部分にある。欠落している
箇所を埋めるのは見る者のイマジネーションである。
それこそが芸術的な作用を可能にし、そこに詩を生み出
し、宙吊りの瞬間を打開するのだ。ジブラルタル海峡と
いう文脈はすでにあまりにも多くの意味を内包してい
る。むしろそこにある地政学的な要素を最小限に減ら
して、詩的な側面を強調しなくてはならない。そのた
めには：

– 詩のみがそうであるように、あらゆるレベルでイメー
ジに語らせる。

– 疑問の余地を残しておく。リマでは「砂丘は動いた
か？」（地球物理学的錯覚）だったが、ここでは「二
列のボートは出会ったのか？」（視覚的錯覚）という
問いがなされるべきである。

– アクションに刹那性、一過性を求める。ボートの接点
を秘め事のようなランデヴーへと変化させる。

– 海景に何かを残したいという誘惑を断ち切る。
– ジブラルタル海峡の歴史に一つの物語を組み込む（物
語とは、何も解決することなく、場所を通過していく
ものだ）。

「線を描くということは、緊張関係にある二つの点を
結び、留めることである」。

ジーン・フィッシャー
《グリーンライン》プロジェクトについてのコメント

（ 2005年）

–
2006
1 1月　ジブラルタル海峡

両岸への初めての訪問。

海岸沿いの撮影場所を探すため、タリファとタンジール
の漁業コミュニティとコンタクトをとる。プロジェクト

050 051



Tangier, promoting the project and courting 

both sides’ local authorities for support and 

permits: in Morocco from the top ( Wali-viceroy) 

to the base (fi shermen unions) and in Spain 

from the base (fi shermen unions) to the top 

(port authorities).

Communicating our desire to make the project 

happen.

– 
2006
December   Strait of Gibraltar

Assessing the fi rst complications.

–  Discovering the rivalries existing between the 

Moroccan and Spanish fi shing communities 

and their ageless war for territories.

–  Encountering logistical problems with the 

strong currents present in the Strait.

–  Looping around the large maritime zones 

under military control.

–  Resisting to fall into the “game of interests” 

of the local Caciques, who want to appropri-

ate the project for the benefi t of their own 

geopolitics.

Cada barco es un pais, 

cada pais tiene un rey, 

cada rey piensa diferente.

– 
2007
February   Strait of Gibraltar

Preparations to produce the fl oating bridge 

of boats between Europe and Africa with the 

fi shing communities of Tarifa and Tangier in 

April 2007. 

の趣旨を説明し、支援要請や許可証を発行してもらう
ためそれぞれの地元当局を説得する。モロッコでは、
上（総督）から下（漁業組合）へと、スペインでは下（漁
業組合）から上（港湾局）へと働きかける。

プロジェクトの実現に向け、私たちの要望を伝える。

–
2006
1 2月　ジブラルタル海峡

最初の厄介な問題を検証する。

– モロッコとスペインの漁業コミュニティの間の競争
関係と、そこに何年にも渡る漁場争いがあったこと
を知る。

– 非常に強い潮の流れがあるため、手配上の問題に直
面する。

– 軍のコントロール下にある広い沿岸海域をぐるぐる
と回る。

– カシケと呼ばれる地元の政治的ボスは、このプロ
ジェクトを地政学的に有益なものだと見なし、私物
化を狙っている。そうした彼らの「利益ゲーム」に巻
き込まれないよう抵抗する。

ボートはそれぞれ国であり、
それぞれの国には王がいる。
王は一人一人違う考え方を持っている。

–
2007
2月　ジブラルタル海峡

2007年 4月に、タリファとタンジールの漁業コミュ
ニティとともにヨーロッパとアフリカの間にボートで
浮橋をつくるという計画のための準備作業。
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Dogma:

It’s not a line of boats. It’s a chain of boats 

forming a line.

What turns a line of boats into a fl oating 

bridge is the fl ow of people passing from 

one boat to another.

The line of boats must touch land.   

The boats must touch one another.

Each line of boats will head towards its 

counterpart across the Strait of Gibraltar.

The actions must happen simultaneously 

on the two opposite shores.

What happens on one side must happen on 

the other.

The boats join the line one after another, 

like a zipper.

The line of boats is completed when the 

viewer/camera’s eye registers the optical 

illusion of a line making contact with/

intersecting the horizon = the length of 

the line of boats is directly relative to the 

height of the viewer / camera’s eye.

When completed, the illusion of the bridge 

will last only a few minutes. 

After completing that image, the boats will 

disperse in all possible directions. 

Each side will be easily identifi able by its 

beach activities, the typology of the boats 

and the language spoken by the 

participants.  

– 
2007
March   London

False start.

A couple of weeks before the scheduled event 

I realize I lack the suff icient focus, conviction 

and personal commitment and I call it off .  

教義
これは一列に並ぶボートではない。鎖状に連なる
ボートが列をつくるのだ。
ボートからボートへと人が乗り移ることによって、
一列のボートが浮橋になる。
ボートの列は陸地に触れなくてはならない。
ボートは互いに触れ合っていなくてはならない。
ボートの列はそれぞれジブラルタル海峡を越えて、
もう片方の列に向かって進む。
アクションは対岸同士で同時に行われなくてはな
らない。
一方の岸で行われることは、もう一方の岸でも行わ
れなければならない。
二列のボートはジッパーが閉じるように、一艘一艘、
列に加わっていく。
鑑賞者の目／カメラのレンズから見て、ボートの列
が水平線に触れ、交差しているという錯覚が起きた
時にボートの列は完成する。すなわち、ボートの列
の長さは鑑賞者／カメラの視点の高さと正比例して
いる。
橋の錯覚は完成後、ほんの数分しかもたない。
そのイメージが完成した後、ボートはあらゆる方向
へと離散する。
それぞれの岸は海岸で行われる活動、ボートの類型、
参加者の話す言語などによって容易に判別できるよ
うになっている。

–
2007
3月　ロンドン

出だしの失敗。

イヴェントが予定されていた数週間前に、私は集中力、
信念、そして個人的な責任感を十分に持ち合わせてい
ないことに気づき、プロジェクトの中止を決定する。

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

12

054



– 
2007    March - 
2008    April  London

La vie entre parenthèses.

Legal parenthesis that force me to put the 

project to sleep. Painting bridges, free fl ows 

and wandering Jews from my bedroom in 

London. Keeping in touch with the project. 

Keeping it alive, maintaining head above water. 

– 
2008
April    London

Back into action.

By the time I get back into the project, the 

rumor of “a fl oating bridge of boats across the 

Strait of Gibraltar” has spread. Before anything 

actually took place, friends are asking: “How 

was it ? Is it true that the two lines met ? ” 

1 / How to beat the rumor?

What to do when the rumor precedes the 

actual facts? How can one beat the mental 

image that is sparked just by hearing about 

the project’s plot? Will I be able to achieve the 

same visual simplicity in the realm of reality? 

Isn’t that mental image going to beat anything 

that could reasonably happen on the sea? Or 

should I let the Bridge project live only as a 

rumor? Let it live in the chimera of imagination? 

2 / What if it escalates? 

Meanwhile, the politics of our contacts are 

getting out of control / coincidence of timing 

with the proximate opening of Tanger-Med: The 

Door Towards Europe, a new harbor project 

–
2007  3月 ～
2008  4月　ロンドン

人生における中断。

法律上の障害から、やむを得ずプロジェクトを一旦中
断する。ロンドンのベッドルームで、橋、自由な線、
さまよえるユダヤ人などの絵を描く。プロジェクトの
ことを考えながら、それをなんとか生かし続けていく。
水面に顔を出して持ちこたえるかのように。

–
2008
4月　ロンドン

活動再開。

一旦離れていたプロジェクトに再び戻ると、「ジブラル
タル海峡でボートを使って浮橋をつくる」という噂が
すでに広まっている。何も起きていないうちから、友
人にこう聞かれる。「どうだった？　二つの列が出会っ
たって本当？」

1 /どうやって噂を打ち消すか？

噂が事実を先行してしまった場合、どうするか？　プロ
ジェクトの筋書きを聞いただけで頭の中に浮かんでし
まったイメージをどのように打ち砕くのか？　現実の
領域の中で、同じように簡潔な視覚的イメージをもたら
すことはできるだろうか？　頭の中に浮かんだイメー
ジは、これから海で合理的に起こり得るいかなる出来
事よりも優れているのではないか。それともこの「橋」
プロジェクトは噂のままにしておくべきだろうか？　
空想の産物に留めておくべきか？

2 /状況がエスカレートしてしまったらどうするか？

一方で、私たちがコンタクトをとっていた人たちを巡る
政治的な状況は手がつけられない状態になっていった。
私たちのプロジェクトと時を同じくして、「タンジール・
メッド港：ヨーロッパへのドア」と銘打った新たな港の
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heavily backed by Sa Majesté Le Roi Moham-

med VI / subsequent enthusiastic support from 

Sa Majesté for our walking bridge image / 

collateral eff ect:  Moroccan fi shermen would 

not be entering the project out of conviction but 

out of fear of losing their jobs.

3 / Who for?

The general lack of interest by the fi shermen of 

both communities makes me wonder whether 

I’m not barking at the wrong tree? Who really 

wants a bridge? 

“ Maybe what you are celebrating is the 

impossibility of a bridge.“ 

Yto Barrada 

“ Isn’t the bridge going in one direction only? “

Cuauhtémoc Medina

4 / Why? 

Because of the need to turn a concept into an 

act?

Because of the urge to anchor an idea in 

reality?

Because of the desire to provoke, in the heat 

of the action, this moment of suspension of 

meaning that could open up the possibility of 

change?

Because of the inertia of all the people involved 

which ineluctably pushes the project forward? 

“The show must go on.” 

Simone, 

Tangier, April 2008

建設プロジェクトが始まろうとしていた。これはモロッ
コの国王陛下モハメッド 6世の強い後押しを受けたも
のである。その後、陛下は私たちの渡り橋のイメージ
に対しても熱烈な支持を表明する。その副作用：モロッ
コの漁師たちは強い意志を持って私たちのプロジェク
トに参加するのではなく、失業を恐れてそうするので
ある。

3 /誰のため？

両コミュニティともに、全体的に関心が欠如している
様子。もしかしたら私は見当違いの主張をしている
のだろうか？　橋を必要としている人なんて本当にい
るのだろうか？

「もしかしたらあなたが称えているのは、橋の不可能性
そのものかもしれない」。

イト・バラダ

「橋が一方向だけに向かっているのでは？」
クアウテモック・メディナ

4 /なぜ？

構想を行為にする必要があるから？
アイディアを現実にしっかりと根づかせたいという衝
動にかられたため？
アクションの最中に、意味が宙吊りになっているこの
瞬間に刺激を加え、変化の可能性をもたらしたいから？
参加者が否が応でも惰性でプロジェクトを前に進めて
しまうから？

「何が起ろうとも、ショーは続けなければならない」。
シモーヌ

（タンジール、2008年 4月）

– 
2008
May 4   Mexico

Deceive all expectations and move onto a 

mock project by: 

1     FEEDING THE RUMOR: through a massive 

mailing of postcards from Tangier and from 

Tarifa, feed the rumor that a line of fi shing 

boats closed the Strait of Gibraltar for one 

hour, and connected Europe to Africa. 

2    TURNING THE EVENT INTO A CHIL-

DREN’S GAME: Given that anything we 

may possibly achieve will be no more than 

a drop of rain in the sea and given that 

what matters is that the eff ort behind the 

action sincerely represents the mutual 

desire of each community to send out a 

fl oating bridge: 

- Change of scale by moving from (real) 

fi shing boats to model boats made of 

babouches and fl ip-fl ops: the shoe-boats.

- Change of protagonists by moving from 

adults to the only ones who seem to be 

genuinely interested in (or amused by) our 

utopian project: the kids from both sides of 

the Strait.

- Turn the whole operation into a celebration 

of free fl ow, a ritual of passage. 

- Return to guerilla tactics: minimum of 

permits/maximum of fl exibility; do and run 

tactic. Pas vu, pas pris.  

   kids + shoe-boats = children’s game

“What importance has my life? I only want it 

to remain faithful until the end to the child 

I was... the child I was and who is now like a 

grandfather to me.”

Georges Bernanos

Grands Cimetières sous la lune

–
2008
5月4日　メキシコ

すべての期待を裏切り、偽りのプロジェクトに進む。

1　 噂をさらに広める：「漁船の列によってジブラルタ
ル海峡が一時間閉鎖され、ヨーロッパとアフリカが
繋がった」と書かれた大量のはがきをタンジールと
タリファから発送し、噂を広める。

2　イヴェントを子どもの遊びに変えてしまう：このプ
ロジェクトを通して私たちに得るものがあるとして
も、それは大海の一滴に過ぎないだろう。そしてま
た、重要なのはこの行為の裏側にある人々の労力が、
浮橋を渡したいという両コミュニティの共通の願い
を純粋に反映しているということである。この二点
を踏まえた上で：

– （本物の）釣り船から、バブーシュとゴム草履から
できたボートの模型（靴の舟）へとスケールを変更
する。

– 主人公を、大人から子どもへと変更する。唯一この
ユートピア的なプロジェクトに心から興味を示して
いる（あるいは楽しんでいる）のは海峡を隔てた
両岸にいる子どもたちである。

– 全体のオペレーションを自由な流れ、巡礼の儀式の
ようなものへと変更する。

– ゲリラ戦術に戻る。最小限の許可証／最大限の自由。
やって逃げるという手法。見つからなければ捕まら
ない。

　子ども＋靴の舟＝子どもの遊び

「私の人生にはなんの意味があるのだろう？　私はた
だ、子どもの頃の私に最後まで忠実であり続ける人生
にしたいのだ…今となっては私の祖父のような子ども
の頃の私に」。

ジョルジュ・ベルナノス
『月下の大墓地』
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– 
2008
May 24   Coyuca, Pacific coast, Mexico

Return to the bay for trial (2) of fl oating bridge, 

but this time with kids and with prototypes of 

the shoe-boats made out of babouches and 

fl ip-fl ops.

–  As if they were real boats.

–  As if someone would walk from one boat to 

another.

–  As if you couldn’t  let a fi sh pass between the 

boats.

–  As if they were shoed boats. 

–  As if it was a bridge.

Maestra Jenny, Barra de Coyuca

– 
2008
May 27   Mexico

The story within the story.

On May 27, 2008, at 10:07 AM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: Ivan Boccara, Los Animantes, 

Roberto Rubalcava, Rafael Ortega, Pilar Corrias, 

Jimena Blazquez, Julien Devaux,

As a result of the recent changes from 

collaborating with adults to children and from 

using real boats to model boats, there will now 

be four moments in the story: 

The fi lming starts by registering an action that 

is happening above the water ( 1 - documenta-

tion of an action). Moment 1 fi nishes when the 

line of boats is completed. Then one of the 

kids takes a deep breath and plunges; he dives 

further and further into nothingness until his 

silhouette completely fades / disappears into 

–
2008
5月24日　コユカ、メキシコ太平洋岸

第 2回目の浮橋の実験のために湾に戻る。ただし、今
回は子どもたちと一緒に、バブーシュとゴム草履でで
きた靴の舟のプロトタイプを持って。

– あたかもそれが本物のボートであるかのように。
– あたかも誰かがボートからボートへと乗り移るかの
ように。

– あたかもボートの間に魚一匹通さないかのように。
– あたかもそれが靴を履いたボートであるかのように。
– あたかもそれが橋であるかのように。

マエストラ・ジェニー
（バラ・デ・コユカ）

–
2008
5月27日　メキシコ

劇中劇。

On May 27, 2008, at 10:07 AM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: イヴァン・ボッカラ、ロス・アニマンテス、ロベ
ルト・ルバルカヴァ、ラファエル・オルテガ、ピラー・
コリアス、ヒメナ・ブラスケス、ジュリアン・ドゥヴォー

最近、参加者を大人から子どもへ、本物のボートから
模型のボートへと変更したが、その結果、筋書きには
以下の 4シーンを加えることとする：

映像は水面の上で起こるアクションを記録するところ
から始まる（ 1 ― アクションの記録）。シーン 1 はボー
トの列が完成したところで終わる。それから一人の子ど
もが大きく息を吸って、海に飛び込む。何もないとこ
ろへとどんどんと潜っていき、やがて彼のシルエットは
青と緑のモノクロームへと吸い込まれていき、完全に消
えてしまう（ 2―鏡の交差）。その瞬間、映像は現実の
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an absolute blue-green monochrome (2 - the 

crossing of the mirror). There, the fi lm leaves 

the realm of reality (3- the story within the 

story) to enter the world of a children’s tale 

where the model boats become real boats, 

where the kids become giants, where there is 

no sound, no depth, no up or down, no here or 

there, no border, no other side. But just when all 

that was impossible seems to become pos-

sible, the camera ( which takes the perspective 

of the child who dived in moment 2) suddenly 

whirls back up to the surface, springs out of 

the water like a cork (4 - the awakening) and 

loops to moment 1. 

For the animation (moment 3), we will have 

to fi lm a series of scenes that will serve as 

the support video footage on top of which a 

rotoscope 2D animation will be superimposed 

when we return to Mexico (Mary Poppins’ style). 

Alternative: stop-motion animation with 

plastiline fi gurines to be fi lmed in situ during 

the event. TBD

“Documentary is what happens to the other 

guy, fi ction is what happens to me.” 

J.L. Godard

– 
2008
July 5   Mexico

On July 5, 2008, at 11:05 PM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: Ivan Boccara, Los Animantes, Roberto 

Rubalcava, Rafael Ortega, Julien Devaux, 

Felix Blume,

- Sunburned kids in bathing suits could be from 

either side of the Strait. 

The voices are what will tell the viewers which 

side they come from.

- Any scene fi lmed on one side has to be 

   mirrored on the other side. 

世界から離れ（3―劇中劇）、子どもの物語の世界へと
入っていく。そこでは模型のボートが現実のボートにな
り、子どもたちが巨人となり、音も、深さも、上も下
もなく、ここでもなく、あちらでもなく、境界線も向
こう側もない。そうして不可能だと思えたすべてのこ
とが可能になろうとした瞬間、（シーン2で水に飛び込
んだ子どもの視点を追う）カメラは突然水面へと旋回
し、抜かれたコルクのように水から飛び出る（ 4―目
覚め）。そして、シーン 1へとループして戻る。

アニメーション（シーン3）のためには、元のビデオ映
像となる一連のシーンを撮影しなくてはならず、メキ
シコに戻った際にその映像の上にロトスコープ手法で
二次元のアニメーションを重ね合わせる（メリー・ポ
ピンズ手法）。代案：プラスチラインでできたフィギュ
アを使ったストップモーションアニメをイヴェントを
行っているその場で撮影する。どちらにするかは未定。

「ドキュメンタリーとは相手に起こることで、フィク
ションとは自分に起こることだ」。

J .L . ゴダール

–
2008
7月5日　メキシコ

On July 5, 2008, at 11:05 PM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: イヴァン・ボッカラ、ロス・ア二マンテス、ロベ
ルト・ルバルカヴァ、ラファエル・オルテガ、ジュリアン・
ドゥヴォー、フェリックス・ブルーム

– 日焼けした水着姿の子どもたちは、海峡のどちら側か
ら来たとしてもおかしくはない。
見る者は、彼らの声によってどちら側から来たかを
判断することになる。

– どちらかの側で撮影されたシーンは、合わせ鏡のよう
にもう片方の側でも撮影されなければならない。
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- When the videos of both sides are reunited 

and projected back to back, one should have 

the illusion that a continuous line of kids 

passes through the screen .

Nos vemos en Tarifa,

abrazo, Francis

– 
2008
July 9   Strait of Gibraltar

Last trip before event.

- Filming Europe watching Africa at the 

   Mirador del Estrecho, Tarifa, Spain.

- Filming Africa watching Europe at the 

   Roman Baths, Tangier, Morocco.

– 両側で撮られた映像を背中合わせに投影すると、子
どもたちの列がスクリーンの中を通り抜け、絶え間
なく続いていくような錯覚が生まれるはずだ。

タリファで会いましょう。
よろしく。フランシスより。

–
2008
7月9日　ジブラルタル海峡

イヴェント前、最後の訪問。

– ジブラルタル海峡が見渡せるスペイン、タリファの
ミラドール・デル・エストレーチョでアフリカを見て
いるヨーロッパを撮影する。

– モロッコ、タンジールのローマ浴場でヨーロッパを
見ているアフリカを撮影する。
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– 
2008
August 12   Strait of Gibraltar

Don’t Cross the Bridge Before You Get 
to the River

The Strait of Gibraltar is 7.7 nautical miles 

wide (14 km) and separates Africa from 

Europe.

If a line of kids leaves Europe towards 

Morocco,

and a line of kids leaves Africa towards Spain,

will the two lines meet in the chimera of the 

horizon? 

–
2008
8月1 2日　ジブラルタル海峡

《川に着く前に橋を渡るな》

アフリカとヨーロッパを隔てるジブラルタル海峡は、
幅 7 . 7海里（ 14 km）。

ヨーロッパを出発してモロッコ方面へ進む子どもの列
と、アフリカを出発してスペイン方面へ向かう子ども
の列。その二つの列は水平線の上で想像上の出会いを
遂げるだろうか？

The Event　　イヴェント当日
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Spain スペイン



Morocco モロッコ
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Spain スペイン
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– 
2008
September - December  Mexico

Watching the rushes of the material fi lmed on 

August 12, 2008. 

The early period of a project, the moment when 

you start playing with an idea, when you are 

imagining how to make it real, that’s the most 

exciting moment of the project, the stage where 

everything is still possible.

When you land into the production, with all its 

fi nancial and technical contingencies, you start 

feeling the fi rst limits to your idea. 

When you are fi lming, you stick to the idea 

as much as you can but inevitably you start 

messing it up and compromising. 

Next you fi nd yourself in an editing studio 

trying to rescue the essence of the idea but you 

know that the fi lm will never meet your original 

expectations. 

The Gibraltar project is bizarre: a place was 

chosen, a plot was written, a real event took 

place at a certain time in a chosen place, yet 

cameras recorded an imaginary meeting. Only 

now am I getting to the heart of the problem:

 - What am I trying to say? 

 - Who are my interlocutors?

 - Where does it lead? 

 - How far can I push such utopian projections?

 - Who really wants to believe in the possibility 

of change? 

 - Who wants a bridge? 

There is a story, but no happy end.

All I have is a mise-en-scène. 

 

–
2008
9 - 1 2月　メキシコ

2008年 8月 12日に撮影したもののラッシュを見る。

プロジェクトの最初の段階、つまりアイディアを練る
段階にある時、あるいはどうやってプランを実現させ
ようかと考えている時が最もエキサイティングな瞬間
だ。なぜならこの段階ではまだすべてのことが可能だ
からだ。

制作に入ると、経済的、技術的な面で不測の事態が生
じ、そこで初めてアイディアの限界を感じ始めること
になる。

撮影の間は、アイディアにこだわりつつもやむを得ず
それを壊したり、妥協し始めるものだ。

スタジオで編集作業に入る頃には、最初のアイディア
の本質をなんとか残そうと思いつつ、やはり当初の期
待通りの作品にはならないということを思い知るのだ。

ジブラルタルのプロジェクトは実に奇想天外だ。場所
を決め、筋書きもつくり、特定の場所と時間で現実の
イヴェントを行ったにも関わらず、カメラが記録した
のは想像上の出会いだ。ここで初めて私は問題の核心
に直面する。

– 私は何を言いたいのか？
– 私は誰と対話しているのか？
– プロジェクトはどこに向かっているのか？
– このようなユートピア的な計画をどこまで推し進め
　ることができるのか？
– 変革の可能性を本当に信じている人はいるのか？
– 橋の出現を望んでいる人はいるのか？

ストーリーはあるが、そこにハッピーエンドはない。
あるのは演出だけだ。

After The Event　　イヴェント終了後 “As soon as he crossed the bridge the phantoms 

came to meet him.” 

Serge Daney, Postcards from the Cinema

– 
2008
December   Mexico

Damned allegories.

While Julien edits the material we fi lmed in 

August, I work with Lulu on the animation that 

will be superimposed on top of the action foot-

age. However by mid-December we abandon 

that route because we can feel that the draw-

ings and paintings produced while searching 

for the right animation script are more interest-

ing than any animation we will ever create. 

“A myth remains a myth for as long as it is 

perceived as such.” 

Claude Lévi-Strauss

 MYTH, a Symposium, 1955

– 
2009
February   Mexico

A story of negotiation.

This chronicle is the account of an artistic 

process, with all its progresses and regresses, 

its doubts and convictions, its agendas and 

compromises: the sempiternal negotiation 

between artistic fantasy and crude reality. Its 

fi rst outline was drafted for a talk in Beirut in 

December 2008 while the project was still 

developing. But this logbook is also a fi ction: it 

derives from the notes, sketches, conversations, 

emails, press and graphic material accumulated 

along the making of the two Bridge projects. 

「橋を渡るや否や、幽霊たちが彼に会いにきた」。
セルジュ・ダネー

『シネマからのはがき』

–
2008
1 2月　メキシコ

呪われた寓話。

8月に撮影した映像をジュリアンが編集している間、
私はルルとともにアクションのシーンの上に重ねるア
ニメーションに取りかかる。しかし、12月の中旬まで
には、このやり方を断念する。私たちが描くどんなア
ニメーションよりも、理想のアニメーションの台本を
探す中で描かれたドローイングやペインティングの方
が遥かにおもしろいことに気づいたからだ。

「神話は神話として見なされる間のみ、神話であり続
ける」。

クロード・レヴィ＝ストロース
『神話論集』（ 1955年）

–
2009
2月　メキシコ

交渉の物語。

この日誌は、創作プロセスの記録である。プロジェク
トが進展したり、後戻りしたりする様子、またそこに
ある懸念と確信、課題や妥協点など、創作上の幻想と
紛れもない現実との間の絶え間ない駆け引きがすべて
記録されている。最初の大筋は、プロジェクトがまだ
発展段階にあった 2008年 1 2月に、ベイルートで行
われたトークに合わせて書かれた。しかし、同時にま
たこの「航海日誌」はフィクションでもある。二つの橋
のプロジェクトが構想される上で蓄積されていったメ
モ、スケッチ、会話、メール、新聞記事やグラフィッ
クから生まれたものだ。

078 079



– 
2009
April   Mexico

Le problème n’est pas de raconter des histoires, 

de fabriquer des images ou de créer des fables; 

le problème c’est quand on commence à y croire. 

The problem is not to tell stories, to make up 

images or to create fables; the problem is when 

you start believing them. 

On peut traverser une histoire locale mais peut-

on l’aff ecter? Peut-on changer sa perception in-

terne ou externe?  La ligne des gosses poussant 

leurs petits bateaux vers l’horizon ne va nulle 

part. Il n’y aura pas de rencontre, pas de “happy 

end”. Tout ceci n’est qu’une illusion, la ligne part 

en queue de poisson. 

 

You can pass through a local history but can 

you intervene? Is it possible to change its inter-

nal or external perception? “All the boats on the 

water aren’t going anywhere, all the boats on the 

water are going nowhere” goes the song.  There 

will be no meeting, no happy end. Our line is 

fi zzling out, our story is tailing off , it’s all a trick 

of the mind.

Plutôt que s’enfoncer plus loin dans l’ illusion, 

l’édition va tenter d’ illustrer et de transcender 

notre impasse tout en rappellant que, pour vaine 

qu’elle puisse paraître, l’action reste nécessaire. 

Rather than sinking further into an illusion, this 

last session of editing will attempt to illustrate 

and transcend a deadlock while reminding 

us that, as vain as it may seem, action is still 

necessary. 

Crossing one bridge at a time.

–
2009
4月　メキシコ

問題はつくり話をすることでも、イメージや寓話をつ
くり上げることでもない。問題はそれを信じ始めた時
にあるのだ。

ローカルな歴史を通過することはできるが、そこに介
入することはできるだろうか？　果たしてその歴史が
内側から、あるいは外側からどう見られているかを変
えることはできるだろうか？　「水面に浮かぶボート
はどこかに行くわけではない。水面に浮かぶボートは
どこにも行かない」という歌がある。なんの出会いも
ない。ハッピーエンドもない。私たちの列は立ち消え
になる。ストーリーは尻切れトンボで、すべては心の
悪戯の仕業なのだ。

この最後の編集段階は、幻想にどっぶりと浸かるためで
はなく、手詰まりの状態を示し、それを打開するため
のものだ。いかにそれが無益なものに思えたとしても、
アクションが必要だということを再確認するために。

橋は一本ずつ渡る。
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– 
2009
May 19   Mexico

The collapse of poetics.

On May 19, 2009, at 11:11 AM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: Ivan Boccara, Los Animantes, Abdellah 

Karroum, Felix Blume, Rafael Ortega, Julien 

Devaux,

Las olas siempre regresan.

Cuauhtémoc Medina

 

The last chapter of this chronicle begins here, 

when the lead is given back to the kids. Or is it 

that the lead is taken by the sea? In any scenario, 

it’ll be the story dictated by the images we 

fi lmed and our collective memory of that day. 

In contrast to Lima or Key West / Havana, there 

will be no narration /no progression = instead 

of building a story, what we are doing is install-

ing a situation, a dance of the kids with the 

waves and vice-versa. As a result, there will be 

no introduction, no development, no crescendo, 

no climax: all there will be is movement. The 

sea is portrayed as the force always dragging 

the kids back to the shore, the kids are the 

heroes trying to cheat destiny, the ebb and fl ow 

of the waves dictate the kids’ progress and 

regress and rhythm. 

Queues of kids relentlessly enter the sea / 

the waves break the line and pull the kids back 

to shore / 

the kids return into the sea / 

the waves drag them back to shore / 

they return /

they’re returned 

…

–
2009
5月19日　メキシコ

詩の崩壊。

On May 19, 2009, at 11:11 AM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: イヴァン・ボッカラ、ロス・アニマンテス、アブ
デラ・カルーム、フェリックス・ブルーム、ラファエル・
オルテガ、ジュリアン・ドゥヴォー

波は絶えず寄せ来る。
クアウテモック・メディナ

この日誌の最後の章は、子どもたちへ主導権を渡すと
ころから始まる。あるいは海に主導権を握られたのだ
ろうか？　どんなシナリオにせよ、それは私たちが撮
影した映像と私たちが共有するあの日の記憶によって
決定づけられるストーリーなのだ。

リマあるいはキーウエストとハバナでのプロジェクト
とは対照的に、ここでは一切のナレーションや進行を
入れないことにした。つまり、私たちはストーリーを
構築していく代わりに、波と戯れる子どもたちと、子
どもたちと戯れる波といった状況をつくり上げている
のである。結果として作品にはイントロダクションも、
展開も、クレッシェンドも、クライマックスもない。そ
こにはただ動きがあるだけだ。海は常に子どもたちを
海岸へと引きずり戻す力として描かれ、その一方で、
子どもたちは運命を欺こうとするヒーローたちである。
寄せては返す波が、子どもたちの進歩と後退、そして
リズムを決定づける。

子どもたちの列は絶えず海の中へと進み / 

波はその列を乱し、子どもたちを海岸へと引きずり戻す/

子どもたちは海の中へと戻っていき /

波はふたたび彼らを海岸へ連れ戻す /

彼らは戻る /

彼らは戻される
…
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– 
2009
July 22   Tangier

The wave of Tarifa.

Lying on the beach the morning after, I watch 

ferries departing for Tarifa every hour. When 

leaving the bay, the ferry’s propellers create a 

wave that keeps growing as it approaches the 

coast. When people on the beach see that the 

wave is getting closer, they get up and rush into 

the sea to receive it, jump it, roll with it or throw 

their bodies to clash with it. For most, this will 

be as close as they’ll ever get to Europe.  

– 
2009
July 25    Tangier

at 10:25 PM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: Ivan Boccara, Los Animantes, Felix Blume, 

Roberto Rubalcava, Raul Ortega, Julien Devaux, 

Jorge Golem, Begoña Rey, Abbas Benhnin, Pilar 

Corrias, Jimena Blazquez, Yto Barrada, 

Not sure our story is sorted out but no doubt 

that we have reached the limit of the image, of 

the patience of the crew and of the participants. 

Losses: one Z-1 camera, one PD-10 camera and 

Felix’s microphone. 

Gains: the people. 

One tale is good till another is told.

–
2009
7月2 2日　タンジール

タリファの波。

次の日の朝、私は浜辺に寝そべり、毎時タリファへと
出発するフェリーを眺めている。湾を出ようとする
フェリーのプロペラが波を起こし、海岸に近づくにつ
れそれはどんどんと大きくなっていく。波が近づくと、
海岸にいる人たちは立ち上がり、その波に向かって海
へと走っていく。波の上をジャンプし、波任せに転が
り、体をぶつけていく。ほとんどの人たちにとって、
これがヨーロッパに近づける限界だろう。

–
2009
7月25日　タンジール

at 10:25 PM, 
Francis Alÿs de Smedt wrote:

To: イヴァン・ボッカラ、ロス・アニマンテス、フェ
リックス・ブルーム、ロベルト・ルバルカヴァ、ラウ
ル・オルテガ、ジュリアン・ドゥヴォー、ホルヘ・ゴー
レム、ベゴーニャ・レイ、アッバス・ベンニン、ピラー・
コリアス、ヒメナ・ブラスケス、イト・バラダ

私たちのストーリーがうまく整理されたかどうかはわ
からないが、イメージの限界、そしてスタッフと参加
者たちの忍耐の限界に達したことは確かだ。

失くしたもの： Z- 1 カメラ一台、PD-10 カメラ一台、
フェリックスのマイクロフォン。
得たもの：関わった人々。

どんな話も、次の話が出てくるまではいい話である。

Epilogue　　エピローグ

Morocco モロッコ

Spain スペイン

084 085



086 087



088 089



090 091



Essays

Biography

List of Works

Selected Bibliography

論考

作家略歴

作品リスト

主要参考文献

092



ルネサンス期の高度な合理社会がユートピアの創出を必要としたのに対して、現代に
生きる我々は寓話を生み出さなくてはならない。――フランシス・アリス 

1

はじめに

　2008年8月12日、フランシス・アリスはジブラルタル海峡によって隔てられたアフリカ
とヨーロッパの二つの大陸を、海を渡る子どもたちの列によって一つに繋ぐという象徴的な
アクションを行った。
　約 100人の子どもたちがビーチサンダルやバブーシュ2に帆を立ててつくったボートの
模型「靴の舟」を手に持って、一列になってヨーロッパ側の海岸から南に向かって泳いでいく。
アフリカ側の海岸からも同じく約 100人の子どもたちが「靴の舟」を持ち、一列となって
対岸に向かって泳いでいく。そして、二つの列は水平線の彼方で出会い、両大陸を繋ぐ一本
の橋が海峡に立ち現れるというものだった。
　本作品《川に着く前に橋を渡るな》は、ジブラルタル海峡で行ったアクションの記録映像、
「靴の舟」を並べたインスタレーション、絵画、ドローイング、ノートや新聞記事の切り抜き、
そして本書に所収されているアリスの手記から構成されている。そのひとつひとつがイメージ
の断片として見る者の想像力を喚起させ、海を渡る子どもたちの列によってジブラルタル海峡
に橋を架けたという「出来事」をつくり上げている。本作品は、上述のアクションの描写を読
めば、たとえ作品を直接見ていなかったとしても、頭の中に一つの美しい風景を描くことが
できるであろう、強いイメージの喚起力を有している。
　本作品において重要なことは、ヨーロッパとアフリカの両大陸を繋ごうとしたアクション
それ自体よりも、ジブラタル海峡に想像上の橋を架けたと「物語る」ことであり、さらには、
多くの人がそれを「物語」として受容し、共有していくことであるように思われる。
　この「物語る」という行為は、アリスの作品の中で軸となる実践である。アリスがこれ
まで行ってきた数々のアクションを見ていくと、その行為が見る者の記憶に刻まれ、そして
物語として人から人へと伝播していくことに作家がいかに細心の注意を払ってきたかが見
えてくる。そこで本稿では、アリスの実践における「物語」という側面に焦点をあてて、《川
に着く前に橋を渡るな》を考察していく。

都市への物語の挿入

　フランシス・アリスは、メキシコシティの中心部にスタジオを構え、その喧噪な都市空間を

物語が生む共有の地平　
‒‒ フランシス・アリスの《 川に着く前に橋を渡るな》について

Whereas the highly rational societies of the Renaissance felt the need to create 

utopias, we of our times must create fables. ––Francis Alÿs 1

Introduction

     On August 12, 2008, Francis Alÿs performed a symbolic action of connecting Africa 

and Europe, two continents separated by the Strait of Gibraltar, by aligning groups of 

children out in the water.

     Holding model boats made by hoisting sails on babouches2  and fl ip-fl ops – or “shoe-

boats” as the artist calls them – approximately one hundred children swam out in a line 

from the European shore headed south.  Simultaneously, another group of children, also 

approximately one hundred of them, and holding the same props left the African shore in 

a similar fashion.  The idea was to create an illusion of a bridge emerging and connecting 

both continents as the two lines met beyond the horizon.

     The work Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River is comprised of docu-

mentary footage of this action performed in the Strait of Gibraltar, an installation of the 

shoe-boats, paintings, drawings, notes, newspaper clippings and a log, which is included 

in this book.  As fragments of the complete image, each of these elements has the capac-

ity to stir the viewer’s imagination and, when combined, gives shape to the “event” of 

children lining up and building a bridge over the Strait of Gibraltar.  Because it is charged 

with strong imagery, Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River can be explained 

simply as an action and that alone will allow one to envision a beautiful scenery without 

having seen the actual event.  

     The importance of this work lies not so much in the action per se of attempting to 

bridge the European and African continents, nor in the fact that Alÿs carried out this very 

action.  Rather, it is in the act of relaying, or “story-telling,” the idea that an imaginary 

bridge had been built over the Strait.  That many people come to accept and share the 

action as a “story” is paramount. 

     This act of “story-telling” is the crux of Alÿs’ artistic practice.  Tracing the array of 

actions that he has performed to date enables one to see that Alÿs takes meticulous care 

in having them registered in the viewers’ minds so that they can be passed on as stories.  

     This text discusses the work Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River in this 

context, with particular focus on the narrative aspect of Alÿs’ practices.

Inserting Stories into the City

     Working from his studio located in the central part of Mexico City, Alÿs has staged 

many of his actions against the background of this bustling urban space.  Many of his 

works are allegories of the social situation and the modernization process that may at 
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舞台に多くのアクションを行ってきた。その作品の多くは、メキシコ、広くはラテンアメリカ
の社会状況や進展しない近代化の歴史に対する寓意が込められている。一方で、メキシコシティ
を拠点にしながらも、ロンドン、ヴェネツィア、ニューヨーク、ペルー、イスラエル、アフ
ガニスタンなど世界中を旅しながら作品を制作している。アリスは、美術館や国際展など
から招聘されて作品を制作することもあるが、多くの場合、そういったコミッションとは
関係なしに自ら場所を選び、資金も調達して作品をつくる。
　アリスの作品は、自ら「アクション」と呼ぶ日常空間と芸術の境界を相互に侵犯するような
表現行為が中心となっている。そのアクションを記録した映像、絵画、アニメーション、写真
などさまざまな表現媒体を展開しているが、アクションにおける出来事を「物語る」という
実践は、どの作品にも通底している。
　ベルギーのアントウェルペンで生まれたアリスがメキシコに移り住んだのは 1986年の
こと。ヴェネツィアで建築を学んだ後、兵役の代わりに複数のNGO（非政府組織）の国際協
力活動に応募をした結果、最初に声がかかったのがメキシコだったためで、決してメキシコ
という地を自ら積極的に選んだわけではない。
　メキシコの地方で 2年間の職務を全うした後、アリスはメキシコシティに移る。しかし、
この世界有数の巨大都市での生活は、アリスに建築家からアーティストに転身させることに
なる。その際、アリスはすでに物が溢れているメキシコシティのような大都市でこれ以上
何かを足したり、新たに生み出したりする必要はないと考えたという。そこでアリスがもっと
も有効であると考えた実践が、「都市へモノではなく物語を挿入することだった」3

 。「もしその
筋書きが適切な時期と場所において期待にこたえ、その社会の不安を取り上げるようなもの
であれば、それはそのイヴェント自体よりも生きながらえる物語になるかもしれない。その
とき、その物語は寓話や都市伝説になる可能性を秘めている」4。 こうしてアリスは 30歳から
本格的にアーティストとしてキャリアをスタートさせる。

物語の循環

　これまでアリスが行ってきたアクションを見
ていくと、作品のシナリオがすべて単純明快で
あることに気づく。「朝から晩まで街なかで巨
大な氷の塊を溶けるまで押し続ける」（《実践の
パラドクス 1 》1997年、fig.1）、「銃を手にもっ
て警察に捕まるまで街を歩き続ける」（《再演》
2000年、fig.2）、「竜巻の中心へカメラ片手に
くりかえし突入する」（《トルネード》2000-10

年、fig.3）。このようにアリス作品の多くは、1、
2行の短い言葉で容易に描写することができる。
さらに、それを伝え聞いた人は、たとえ作品を
見ていないとしても、具体的なイメージを頭の中で思い描くこともできるだろう。そして、
シナリオのもつ滑稽さもまた受け手の興味を惹きつけ、想像力を喚起させる。こうしたことは

times seem suspended in Mexico, and further, Latin America.  While based in Mexico 

City, the artist has also been traveling extensively around the world, creating work in 

cities such as London, Venice, New York, Peru, Israel and Afghanistan.  He has created 

work in response to invitations from museums and international exhibitions but engages 

more in projects unrelated to commissions such as these, for which he fi nds locations 

and procures funds on his own.

     Centered on what he calls “actions,” Alÿs’ artistic practices are those that mutually 

encroach on territories of both everyday space and art.  Although these actions are 

documented in a range of forms including fi lm, painting, animation and photograph, the 

common thread that runs through his oeuvre is the practice of “narrating” the event that 

arises from the action.

     Alÿs, born in Antwerp, Belgium, studied architecture in Venice, then moved to Mexico 

in 1986.  The move to Mexico was not particularly by choice but because Mexico was the 

fi rst to off er him a position when he applied to several NGOs to partake in international 

cooperation activities in replacement of Belgium’s mandatory military service.  

     Having complied in the Mexican province his two years of Civil Service duties, Alÿs 

decided to stay for some extra time in Mexico City. Living in one of the world’s largest 

metropolises, however, inspired him to shift his profession from architect to artist.  For 

him, adding to the already cluttered metropolis or generating something new seemed 

unnecessary.  Instead he felt that the most eff icient kind of practice was to “insert a story 

into the city rather than object.”3   He fi gured, “[i]f the script meets the expectations and 

addresses the anxieties of that society at the right time and place, it may become a story 

that survives the event itself.  At that moment, it has the potential to become a fable or 

an urban myth.”4  With this determination, at the age of 30, Alÿs began to concentrate on 

his career as an artist.

Circulating Stories

     An overview of Alÿs’ actions to date reveals that his scenario is always to-the-point 

and clear-cut.  “Alÿs pushes a huge block of ice through the streets from morning till 

night until it melts.” [Paradox of Praxis 1 (Sometimes Doing Something Leads to Nothing), 

1997, fi g.1] “Alÿs strolls around the city carrying a gun until he is caught by the police.” 

[Re-enactments, 2000, fi g.2]  “With camera in hand, Alÿs charges into a real tornado, 

over and over again.” [Tornado, 2000-2010, fi g.3]  Brief sentences as these allow one to 

more or less visualize what may have happened in his work.  The element of absurdity 

in his scenarios also attracts and stirs the imagination of the viewers.   The intention is 

clear – Alÿs designs his stories so that they can be passed on from one person to another, 

beyond him, and be further propagated.   

     That it is not restricted to the distinctiveness of the chosen locale is another signature 

aspect which helps for Alÿs’ action to be circulated as a story.  His works often allude to 

the social circumstance and history of Mexico, and by extension Latin America, but they 

have a universal character, which gives ample scope for all viewers, Mexican or not, to 

project onto them the particular reality of their own daily lives.

     Alÿs has also taken a particular interest in rumors and oral accounts, consciously 

employing in his works the mechanism by which stories are disseminated by word of 

mouth and story-telling.  The Rumor (1997), for example, is a work that materializes the 

very act  of spreading rumors.  Here, Alÿs concocted a story about a person who had 

left a hotel to go for a night walk but never returned.  He spread the story in a town in 

southern Mexico with the help of local townspeople only to fi nd that the story quickly 
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snowballed into a rumor.  Each time 

the story was passed on, the image 

of the missing person gradually be-

came embroidered with new details 

like gender and age until fi nally, the 

local police posted a sketch of him.  

What was initially an imaginary fi g-

ure consequently attained a physical 

presence.

     Simulating, for example, a tele-

phone game, the fi ctitious incident 

continued to change form as it was 

circulated among individuals.  Each 

person who took part in the story-

telling essentially assumed the role 

of the “artist,” responsible for creat-

ing the story, while Alÿs’ nature as 

an artist, responsible for creating 

the “missing person,” dissipated 

with time.

     Alÿs also disseminates informa-

tion about his work through post-

cards with visual documentation and 

brief explanations.  Exhibition visitors 

can take the postcards as a means to 

relay what they saw and  Alÿs’ works 

are thereby dispersed around the 

world as stories, from one person to 

another, beyond individual realms and 

into the larger world.  

     By the same token, Alÿs actively 

employs the Internet.  Many of his 

works are available for viewing on 

his website and some can be down-

loaded for free.  In eff ect, Alÿs works 

are made accessible to a larger public, beyond the temporal and spacial restrictions of 

exhibitions.

Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River

     Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River was staged in Tarifa, Spain and 

Tangier, Morocco.  The two cities that face each other across the Strait of Gibraltar can 

be traveled to and fro in about half an hour using a high-speed ferry service.  On a clear 

day, the opposite shorelines are visible from either side.  Here, Europe and Africa are a 

tangible presence to one another, and not imaginary concepts – they are places that can 

be discerned in the course of everyday life.

     In the Strait of Gibraltar, where the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea merge, 

winds are strong and high tides generate rough waves.  Tarifa is a key destination for 

wind surfi ng, a mecca that attracts surfers from around the world.  The rough waves, 

however, also pose serious obstructions for illegal immigrants who attempt to cross the 

物語が作者の手から離れ、人から人へと伝わっていき、拡散していくことをあらかじめ想定
しているためである。
　そして、作品が決してある土地の固有性に限定されない点もまた、作品を物語として循環
させるために重要な特徴である。アリスの作品はしばしばメキシコ、広くはラテンアメリカ
の社会状況や歴史について言及しているが、そこには特定の文脈には回収しえない普遍性を
見てとることができ、たとえメキシコ人でなくても誰もが日々感じているリアリティを投影
することも可能にする余地がある。
　こうした作品を伝搬させることへの意識は、噂や口承文芸に見られる口承による物語の
普及に対してアリスが長く関心を寄せてきたことに起因する。むしろ、アリスは噂などの
口承のメカニズムを積極的に利用してきたとも言える。中には、噂を広めること、その行為
自体を作品にしたこともある。
　《噂》（1997年）において、アリスはメキシコ南部にある町で「散歩をしに夜ホテルを出た人
が戻ってこない」という作り話を地元の協力者を通して広めた。その話はたちまち噂となり、
性別や年齢など少しずつ脚色されながら人々の間に広まっていき、ついには地元警察が失踪者
の似顔絵を公開するに至った。そこでは、架空の人物が肉体をもった存在として描かれていた。
　架空の出来事が伝言ゲームのように形を変えて伝わっていく。その出来事を語る人それぞれ
が「作者」となり、その「失踪者」を生み出したアリスの作者性は消滅する。
　また、アリスはポストカードを使って作品を広めてきた。アリスはしばしば、作品の写真に
簡単な説明を付けたポストカードを自らつくって知人に送り、あるいは鑑賞者が展覧会場から
ポストカードを家に持ち帰ることも可能にしている。そのポストカードを持ち帰った鑑賞者は
家族や友人に作品について語り、さらには遠方にいる知人にそのポストカードを送ることも
あるだろう。
　アリスはまた同様の理由から、インターネットも積極的に利用している。作家のホームページ
では主要な作品の映像が閲覧可能であり、中には誰もが無料でダウンロードできるものも
ある。このようにポストカードやインターネットを通して、物語は人から人へと伝わり地域を
越えて世界中に拡散していく。
　アリスのこうした試みは、展覧会という時間的にも空間的にも制約のある枠組みをこえて、
より広範なパブリックに作品へのアクセスを可能としてきた。

《川に着く前に橋を渡るな》

　《川に着く前に橋を渡るな》の舞台となったのは、スペインのタリファとモロッコのタン
ジールである。ジブラルタル海峡を挟んで向かい合う二つの街は、高速フェリーで結ばれ、
1 時間程度で対岸の街に行くことができる。天気のいい日には対岸をはっきりと望むことが
でき、ここではヨーロッパとアフリカは互いにイメージ上の存在ではなく、日々の生活の中で
感じることのできる具体的な存在となっている。
　大西洋と地中海が合流するジブラルタル海峡は風が強く、潮の流れも強いため波が荒い。
そのため、タリファはウィンドサーフィンの中心地として知られ、世界中からサーファーが訪
れる。一方で、この荒波はよりよい生活を夢見てモロッコの海岸から海峡を越えてスペインに

fi g.2
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密入国を試みる者たちを阻む大きな障壁にもなってきた。彼らは国境警備の目をかいくぐる
ため、夜中に小型漁船やボートに乗ってモロッコの海岸を出発して海峡越えを決行するが、
荒波に阻まれ多数の遭難者や溺死者を出してきた。
　なぜアリスはこの海峡を「橋を架ける」プロジェクトの舞台として選んだのだろうか。
そもそも本作品は展覧会のために制作を依頼されたわけではない。また、具体的な作品の
発表時期が事前に決まっていて実施されたアクションでもない。作家自身の問題意識を追求
するために、自ら場所を選び、資金調達をして発表の予定も立てずに実行したものである。
　それでは、作家が抱く問題意識とは何なのか。アリスは手記の中で次のように書いている。
　「私にはこの海峡が、現代に潜む矛盾をつくのに格好の場所に思えた。グローバル経済の
促進を図りながら、同時に大陸をまたぐグローバルな人の流れを制限するにはどうしたらいい
のかという矛盾を」5。 

　グローバル化の時代と呼ばれる現代にあって、膨大な量とスピードで商品や資本、情報が
国境を越えていく一方で、国境を越える人の移動はますます規制される傾向にある。移動
手段や通信技術の進歩は人の移動を加速化させる一方で、国家の安全保障とナショナル・
アイデンティティの名のもとに、国境では国籍によって出入国を厳しく審査され、国境は
なくなるどころか、その存在はより強固なものとなっている。
　この人の移動とそれを管理する境界線については、アリスがこれまでもしばしば扱ってき
た作品のテーマである。距離的にもヨーロッパとアフリカが近接する場所であり、さらに
二つの文化圏を分断する象徴でもあるジブラルタル海峡に、アリスは現代のグローバル化
社会が抱える移民問題の縮図を見てとり、「橋を架ける」プロジェクトの舞台として選んだ。
　《川に着く前に橋を渡るな》は、前述したようにさまざまな表現媒体から構成されているが、
そこから我々はプロジェクトにおける作家の思考のプロセスを多角的に知ることができるも
のの、イメージやテキストからはその断片的な情報しか得られない。
　例えば、絵画やドローイングでは、頭に舟を載せて海峡を渡る少年や少女、さまよえるユ
ダヤ人などが多く登場するが、彼らは皆巨大化して描かれている。こうしたイメージはプロジェ
クトのスケッチではなく、現実のプロジェクトと並行して展開する作家のイマジネーションの
世界の現れである。こうした絵を描く行為は、アリスをプロジェクトの準備段階で生じる日々
の煩雑な交渉事から解放し、作品を別の角度から考える時間を与えたという6。 
　《川に着く前に橋を渡るな》の映像もまた、アクションの全体像を伝える記録というよりは、
むしろある断片を見せている。　
　記録映像では、二つのスクリーンが背中合わせに設置され、各スクリーンにはスペイン側と
モロッコ側におけるアクションの映像がそれぞれ投影される。なお、透過性のあるスクリーン
のため、裏面にも映像は映し出され、観客は二つのスクリーンの間に入って両方の映像を同時
に見ることもできる（ fig.4）。
　各映像は字幕によってどちら側の出来事か鑑賞者は認識することができるものの、映像に
映る子どもたちは皆一様に日焼けして褐色の肌をしているため、その字幕がない限りスペイン
人もモロッコ人も区別をつけることは難しい。
　映像では、子どもたちが海に入る瞬間は俯瞰的なアングルがとられるが、それ以外の大半は
至近距離から撮影されており、子どもたちが「靴の舟」を手に持って海に入り泳いでいく姿を
カメラは海面からとらえている。

Strait from Africa to Europe dreaming of a better life.  The immigrants risk their lives 

crossing the passageway; they may leave the Moroccan shore at night on small fi shing 

essels and boats to get past the border patrols, only to be hampered by the waves.  Many 

end up shipwrecked or drown before reaching safety.

     What was it about the Strait of Gibraltar that inspired Alÿs to stage his action of build-

ing a bridge?  Neither commissioned for an exhibition nor implemented to meet a prede-

termined deadline, the project evolved, fi rst from the artist choosing this place under his 

own initiative, then to procuring funds and realizing the project.  The action was carried 

out without a clear idea of when and how to present it.  What then, did Alÿs want to pursue 

with this work?  What were the main issues?  In his log, Alÿs writes:

      “The Strait seemed like the obvious place to illustrate this contradiction of our  

times: how can one at the same time promote global economy and at the same  

time limit the global fl ow of people across continents?”5 

     In the contemporary world of globalization, commodities, capital and information 

cross borders in massive amounts and with great speed, while border-crossing has 

become increasingly controlled.  Advancements in terms of mobility and communication 

technology have accelerated the movement of people, but immigrants are being strin-

gently screened at border controls in the name of national security and national identity.  

National borders are thus more uncompromising than they are disappearing.  

     The movement of people and the borders controlling it – aspects of the global age 

– are recurring themes in Alÿs’ oeuvre. The Strait of Gibraltar epitomizes the issue of 

immigration faced by the contemporary globalized society, being the point of proximity 

between Europe and Africa and a symbol of division between two cultural spheres, and 

it is for this reason that Alÿs found it appropriate to stage his “bridge-building” project 

here.

     Given that Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River is a project comprised 

of multiple elements, Alÿs’ thought processes can be traced back to various dimensions.  

Each of the images or texts however, provide only fragmentary information of the project.

     Take for example, the paintings and drawings.  In them, boys and girls, all portrayed 

as giants, balance boats on their heads while crossing the Strait.  Evidently these are not 

sketches for the project but rather manifest the world of imagination that developed in 

parallel.  Alÿs recalls that the activity of painting became an eff ective method by which 

to escape the cumbersome negotiations that frequently surfaced during the preparatory 

stages and get time to dwell on the project from a diff erent perspective.6 

     The fi lm footage of Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River is the presentation 

of a specifi c fragment rather than a complete picture of the action.  Images from the 

Spanish side and the Moroccan side are projected respectively onto each of two facing 

screens.  Because the screens are translucent, the images appear on the back sides as 

well, enabling viewers to capture both screens at the same time when standing in be-

tween them.  

     A bird’s-eye perspective is taken the moment the children enter into the sea, but else-

where, images are mostly taken from close range.  When the children swim out into the 

water with their shoe-boats, the camera is positioned at sea level (fi g.4).

     The captions specify where the images were taken, but without them, the sun-tanned 

children could be from either side of the Strait, Spain or Morocco.

     The children, lined up, begin to swim towards the opposite shore captured in the 

distance but the rough waves stop them from progressing any further.  The children go 

back into the water regardless, over and over again.  The waves interrupt their procession 
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　海に入った子どもたちの列は、行く
手を荒波に阻まれ先に進むことができ
ない。それでも、子どもたちは何度も
海に入っていき、波によって列が崩さ
れては、また繰り返す。この波に翻弄
される幼い身体は、決死の覚悟で海峡
越えを試みるも、強い潮の流れと荒波
によって行く手を阻まれ、多くの命が
奪われてきた不法移民たちの姿を連想
させる。
　しかし、子どもたちの姿からは決し
て悲壮感は伝わってはこない。何度
波に跳ね返されようとも、子どもたちは楽しげに繰り返し海に入っていく。ここでは、橋を
架けるという目的よりも、子どもたちはその一列になって対岸に向かって泳いでいくという
行為自体に夢中になっており、その行為は繰り返される。
　子どもについての著作も多く残したヴァルター・ベンヤミンは子どもの遊びの本質につい
て次の通り述べている。「おなじことを繰りかえす、これが、そもそも共同ということでは
ないか。『かのようにふるまう』のではなく、『繰りかえしやる』こと。このうえなく心ゆさ
ぶる経験が習慣へと転じること。それがあそびの本質である」7。 

　子どもたちはアリスから与えられるアクションのインストラクションをただなぞるのでは
なく、自らの喜びのためにアクションを自分の遊戯に変えていく。
　鑑賞者の視線は、視界の先に見える向こう岸に向かって泳ぐことに夢中になっていく子ども
たちの遊戯的行為自体に導かれ、ヨーロッパとアフリカといった安易な二項対立から解放
され、もはや二つの映像の境界線はあいまいになる。

物語の共有

　スペインとモロッコからそれぞれ出発した子どもたちの列が、現実に繋がったかどうかは
作品からはわからない。両大陸を繋ぐ一本の橋が立ち上がるのかどうかは、鑑賞者の想像力
に委ねられる。そこで鑑賞者はイメージの断片を拾い集め、それぞれが物語を紡いでいく
ことになる。
　アリスはその物語が人々の記憶に刻まれ、語り継がれ、そしてそれがある種の都市伝説や
逸話として集合的記憶に組み込まれていくことを意図している。それが集合的記憶として
共同体に内在化されるとき、一過性のアクションそのものより、現実世界に与える影響力は
はるかに大きいはずである。
　人の移動は管理されるが、物語の伝播は規制することはできず、自由に国境を越えることが
できる。たとえ異なる文化であろうと、共同体を越えて物語が共有されることによって、他者
への想像力を喚起させる。物語を通して一つの出来事を共有することによって、異なる文化間に、
それが相反する者同士であっても、そこに対話の可能性を見いだすことはできないだろうか。

but the process is cyclically repeated.  Their small bodies, toppled over by the waves, are 

reminiscent of the endless stream of illegal immigrants who are resolutely prepared to 

risk their lives crossing the Strait, but fail as they too are pulled back by the strong 

currents and rough waves.  

     That said, the children do not impart an inkling of despair.  They continue to challenge the 

waves no matter how many times they are bounced back to shore.  Within this convivial-

ity and repetition, we see the children departing from the mission of building the bridge 

and being absorbed in the act of simply swimming towards the other shore in a line.

     The words of Walter Benjamin, a prolifi c writer also on the subject of children, under-

score the essence of children’s play inherent in this work:

     “[...] the element of repetition is what is actually common to them.  Not a ‘doing as 

if’ but a ‘doing the same thing over and over again,’ the transformation of a shattering 

experience into habit – that is the essence of play.” 7 

     In Alÿs’ work, the children do not mindlessly follow the given instructions but inter-

nalize and transform the action into play, purely for their own sense of joy.  The viewer’s 

perception, in turn, is guided by this very act; it follows the children engrossed in the act 

of reaching the shore captured in the distance, and is thereby liberated from the simplis-

tic dichotomy between Europe and Africa.  Ultimately, the dividing line between the two 

projected images dissolves. 

Sharing Stories

     Alÿs’ work does not reveal whether the two lines of children, one departing from the 

Spanish beach and the other from the Moroccan beach, managed to meet in reality.  The 

onus is on us to imagine the bridge emerge and join the two continents.  Viewers are led 

to collect the fragmentary images and weave their own stories from them.

     What Alÿs intends, rather, is that his story becomes engraved in people’s memory, that 

it is passed on and integrated as collective memory in the manner of an urban myth or 

anecdote.  His works are marked by the consciousness that stories exert far more 

infl uence than transitory actions when they become internalized in the community as 

part of its collective memory.  While the movement of people can be monitored, the 

propagation of stories cannot be controlled.  Stories can pass freely across borders.  

Stories, when shared beyond communities, have the power to evoke imaginative responses 

in people regardless of cultural diff erences, and facilitate platforms for dialogue – or shared 

horizons.

     Alÿs steers clear of pre-established harmony – a happy ending or a problem-solving 

solution, for example – and remains ambiguous in order to leave room in the viewer’s 

imagination to interpret the work in multiple ways. Because of this open structure, Alÿs’ 

works are refl ective of various standpoints and ways of thinking.  Viewers are able to 

search for a point of contact that responds to the particular realities of their own lives.  

In Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, Alÿs’ poetic action resonates with 

the stories associated with the Strait of Gibraltar as well as the immigration issues 

it currently experiences.  The narrative that arises from here embraces two opposing 

extremes, the political and the aesthetic.  While Alÿs’ story enters into the distinctive 

feature of this particular locale, it also has a universal character, which enables it to be 

shared by diverse audiences, whether they may be Spanish or Moroccan, or even us in 

Japan, physically distant from the Strait of Gibraltar.  Although in Japan, people some-

times tend to perceive immigrants as no more than “invisible others,” it may be possible 

fi g.4
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for us to imaginatively “bridge” this distant episode to the reality of our own experiences 

and further, make this an opportunity to consider the issue of immigration as a pressing 

matter.  That a universal problem inheres in the work perhaps justifi es Alÿs’ choice of 

presenting this work for the fi rst time in its entirety here in Japan, even before Spain or 

Morocco, where the work was staged.

     In ancient times, when Hercules was crossing Mount Atlas as a shortcut to the island 

of Erytheia, he brandished his indestructible mace and split the mountain rising above 

him in half.  The Mediterranean Sea thereby opened to the Atlantic Ocean and separated 

Europe and Africa into two continents.  Centuries later, in 2008, Alÿs built an imaginary 

bridge, beautiful yet ephemeral, across Europe and Africa by lining up children across the 

water.

     We have yet to know if Alÿs’ story will be passed on by word of mouth, beyond localities 

and time periods.  Will it become a contemporary myth?

( Kazuhiko Yoshizaki  Curator, Museum of Contemporary Art Tokyo)

　アリスが紡ぐ物語は、予定調和的なハッピーエンドや問題の解決策を提示することを避け、
見る者に想像の余地を与えるようなあいまいさを残すことによって、多義的な解釈を可能に
している。こうした受け手に開かれた物語構造であるため、さまざまな立場や考えを投影する
ことができ、それぞれが日々経験しているリアリティとの接点を見いだすことができるので
あろう。この《川に着く前に橋を渡るな》では、アリスの詩的なアクションと、ジブラルタル
海峡という場所の記憶や現在の移民問題とが共鳴することによって、政治的なものと感性的な
ものが拮抗した物語が立ち上がっている。さらに、この場所の固有性に回収しえない普遍性が
備わっているために、スペイン人やモロッコ人であろうとなかろうと関係なく、そして、ジブ
ラルタル海峡から遠く離れたここ日本にいる我々にも共有しうる可能性をもっている。それ
ならば、「移民」を今なお不可視な他者として捉えがちな我々日本人が、遠くジブラルタル
海峡で起こった一つのエピソードを想像力によって自分が経験しているリアリティとの間に
「橋」を渡し、移民を差し迫った問題として考える契機とすることは可能であるように思わ
れる。そこに普遍的な問題が潜んでいるからこそ、アリスは本作品の全体像を、舞台となった
スペインやモロッコより先に、ここ日本で見せることにしたのではないだろうか。

　その昔、ヘラクレスがエリュテイア島に向かう際、近道をするために目の前にそびえるアト
ラス山を不滅の鉄槌を使って真っ二つにした。こうして地中海と大西洋は繋がり、ヨーロッパ
とアフリカは分断されたという。そして 2008 年、フランシス・アリスは海を渡る子ども
たちの列によって、ヨーロッパとアフリカとの間に美しくもはかない想像上の橋を架けた。
　このアリスがつくり出した物語は、現代の神話となって地域と時代を越えて語り継がれて
いくのだろうか。

（よしざき・かずひこ　東京都現代美術館学芸員）

Notes:
 1           Alÿs, Francis, The Prophet and the Fly, Madrid: Turner, 2002, p.29.

2          Traditional Moroccan sandals.

3          Ferguson, Russell, “Interview” in Francis Alÿs (Contemporary Artists [Phaidon]), Cuauhtémoc Medina, 

             Russell Ferguson and Jean Fisher, London: Phaidon Press, 2007, p.25.

4          Ibid., p.26

5          See p.47

6          “Walking the Line: Francis Alÿs interviewed by Anna Dezeuze,” Art Monthly, February 2009, p.6.

7          Benjamin, Walter, “Toys and Play: Marginal Notes on a Monumental Work,” in Walter 

            Benjamin: Selected Writings, Volume 2, part 1, 1927-1930, Cambridge: Belknap Press, 

            2005, p. 120.

Image Captions:
fi g.1    Paradox of Praxis I (Sometimes Doing Something Leads to Nothing), 1997, Mexico City.

　　　Video documentation of an action. Photo: Enrique Huerta.

fi g.2    Re-enactments, 2000, Mexico City. In collaboration with Rafael Ortega. 

            Two-channel video documentation of an action. Film still.

fi g.3    Tornado, 2000-2010, Milpa Alta. Video documentation of an action. Photo: Jorge Golem.

fi g.4    Don’t Cross the Bridge Before You Get to the River, 2008. Videos, paintings, drawings, 

 sculpture and photographic installation. Installation view at Sharjah Biennial 11. Image courtesy of Sharjah Art  

 Foundation.
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 1　　　Alÿs, Francis, The Prophet and the Fly, Madrid: Turner, 2002, p. 29
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3　    Ferguson, Russell, “Interview” in Francis Alÿs (Contemporary Artists [Phaidon]), Cuauhtémoc Medina, 

          Russell Ferguson and Jean Fisher, London: Phaidon Press, 2007, p.25.
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6　    “Walking the Line: Francis Alÿs interviewed by Anna Dezeuze,” Art Monthly, February 2009, p.6.

7　　 ヴァルター・ベンヤミン著、丘澤静也訳『教育としての遊び』第 4版、晶文社、1982年、p.64

図版キャプション

fi g.1　《実践のパラドクス 1（ときには何にもならないこともする）》1997年、メキシコシティ、アクションの記録映像　
         Photo: Enrique Huerta

fi g.2　《再演》2000年、メキシコシティ、ラファエル・オルテガとのコラボレーション、アクションの記録映像（2チャンネル）
　　　映像スティル
fi g.3　《トルネード》2000-2010年、ミルタ・アルパ、アクションの記録映像　Photo: Jorge Golem

fi g.4　《川に着く前に橋を渡るな》2008年、ヴィデオ、絵画、ドローイング、彫刻、写真によるインスタレーション　
　　　シャルジャ・ビエンナーレにおけるインスタレーション風景　Image courtesy of Sharjah Art Foundation
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　1985年9月19日、メキシコはマグニチュード8.1の大地震に見舞われた。テスココ湖を埋
め立ててできた大都市・メキシコシティの被害は震源から400km近く離れているにも関
わらず甚大だった。若き建築家であったフランシス・アリスがメキシコシティに向かった
のはその翌年、1986年のことだ。そのメトロポリスが大地震のため被害を受けた数カ月
後だった。この街を彼が歩きまわることがアートを通じ表現しようとする決断を後押しす
ることになったといっていいだろう。実際に1989年頃、アリスは建築家からビジュアルアー
ティストとしての活動にシフトを果たす。そしてメキシコシティに居をおくことを決め、現
在まで拠点にしている。
　2011年3月 1 1日、東日本に起こった大震災から2年以上が経ち、何かが再び起こり始め、
また何かが全く起こっていないままだ。私たちの意識を大きく変えたこの震災後の日本で、
アリスが行ってきた街や風景、人々とのさまざまなインタラクション、詩的な物語を紡ぐ
実践を見ることは、最初にアクションを試みた場所を離れたアジアの地でも、私たちが日
常を生きるなかでの欠落を埋めるイマジネーションを与えてくれる。アリスは、街の日常、
目の前の風景にほんの少しばかり介入し、そこから見えてくる社会・政治的問題、不条理、
出口の見えない宙づりの事態に対し、政治に捕われない自由を獲得し、私たちの想像力を
わき上がらせるという方法によって、別の岸から一石を投じようとする。

　アリスの表現メディアはさまざまである。彼のイマジネーションを描き留めたペインティ
ング、ドローイング、コラージュ、そしてドキュメントとしての映像、写真など。フィクション
とドキュメンタリーのアリスを介した融合が作品に結実する。そうしたアリスの表現の
「はじまり」にあるのは、ぶらぶらと街を歩くこと。歩くことで街を発見し、メトロポリスの
文化的コードに触れてゆく。メキシコシティにやってきた当初、地震でダメージを受けた
混乱のなかにあった街は、失敗を受け入れる寛容さとフリーダムがあったとアリスは語っ
ている。街はまさに、アーティストとしての視点と思考を育む彼の実験場となって、試行
錯誤の機会をアリスに与えてくれた。例えば初期の作品に、氷の固まりを溶けてしまうまで
9時間以上かけて押し続ける作品《実践のパラドクス 1 》（1997年）がある。メキシコでは
露天商たちの必需品である氷、美術の文脈ならばミニマルアートを思わすキューブ、これ
を押し続ける重労働と、まさに水の泡と化す報われない結果に、社会における労働の現実
と矛盾を浮かび上がらせる。こうした街と共に映し出される身体的チャレンジを通じて、
街そのものに適応してゆきながら、新参者（またはアウトサイダー）ゆえに敏感に感じとる
現実に対し、独自の視点で批判的読みとりを次第に差し挟んで行く。

　アリスの詩的な歩行と、時間と空間を隔てて結びつく日本の先人に、一人の俳諧師が
思い浮かぶ。歩くことから詩を生み出し、帰属せず、旅の移動と運動性に身を置き創作を

     On September 19, 1985, Mexico was hit by a massive 8.1 magnitude earthquake.  The 

metropolis Mexico City, initially built by reclaiming land from Texcoco Lake, suff ered great 

damage despite its location nearly 400 kilometers away from the epicenter.  It was in the 

following year, in 1986, when the young architect Francis Alÿs moved from Belgium to 

Mexico City, a few months after the metropolis has been devastated by that earthquake. One 

can arguably wonder how much his walks through the city’s rumbles may have inspired Alÿs’ 

decision to express himself through art, the fact is that around 1989 his activities shifted 

from the practice of architecture to that of visual arts and he decided to establish his base in 

Mexico City, which remains so to this day.

     Now over two years since the Great East Japan Earthquake occurred on March 11, 2011, 

we are beginning to see things happening again.  Then again, nothing seems to be happening.  

It seems appropriate, then, to encounter the artistic practices of Francis Alÿs in post-quake 

Japan where the public mindset has been signifi cantly altered since the earthquake. The 

artist’s array of interactions – with the city, landscape and people – and practices through 

which he weaves poetic stories off ers us the imagination to fi ll the missing fragments we 

come upon in the course of our daily lives.  Although distant from where these actions fi rst 

took place, Alÿs’ works should aptly inspire viewers in Asia. While making subtle interven-

tions in the urban everyday, Alÿs confronts the socio-political issues, irrationalities, unsettled 

deadlock situations that surface from there, but achieves the freedom to remain unhampered 

by politics.  He awakens our imagination and in doing so, agitates those situations from a 

diff erent vantage point.

     Alÿs’ works come in a range of media.  His imagination is sketched and compiled in the 

forms of painting, drawing and collage, and other forms of documentation such as fi lm and 

photography.  The fi ctional and the documentary merge within his works.  Many begin with 

the act of walking, of rambling through the city.  By walking he discovers the city, touching 

upon cultural codes of the metropolis along the way.  

     Alÿs recalls that when he fi rst arrived in Mexico City, when the city was still devastated 

and in the midst of post-earthquake chaos, he was able to feel the kind of openness and 

freedom that embraced failure.  For him, the city was exactly the sort of laboratory where he 

was able to nurture his perspective and mindset as an artist, where he was given the chance 

to engage in processes of trial and error.  Take for example one of his early works, Paradox of 

Praxis 1 (Sometimes Doing Something Leads to Nothing)(1997), which documents an action 

of pushing a block of ice around the city for over nine hours until it melts.  Alÿs brings to light 

the reality and paradox of labor in society through the exhausting physical labor of pushing 

ice – the motif represents an essential item for a Mexican street vendor and at the same time 

connotes the idea of a minimalist cube in the art historical context – and the unrewarding 

outcome of the ice literally coming to nothing in the end.  Through this physical challenge 

projected against the cityscape, the artist appears to be adapting to the city itself, but while 

doing so he gradually begins to insert critical interpretations of the reality he acutely senses 

from his distinctive perspective as a newcomer, or outsider.

     When I think of Alÿs’ poetic walks, I am reminded of the Japanese haikai1 poet, Matsuo 

歩くこと、繋ぐこと
-- 見えない橋を架ける　

神谷 幸江

Walking and Bridging 
– building an intangible bridge

Yukie Kamiya
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行った松尾芭蕉（1644-1694）は、46歳の春から秋に、東北から北陸を巡った全2400 km、
150日間に及ぶ紀行を『おくのほそ道』に綴った。旅を行く体験的事実からインスピレー
ションを受け、俳句という詩的イマジネーションの世界に転生する。旅を栖

すみか

に、社会に帰
属せず、政治から離脱する移動に身を置いて、歩いて目にする新しい土地の風景、人々と
の出会い、ささやかな日常との交感を、五・七・五のミニマルな言葉による定型詩に凝縮し、
季節とともに詠い込んだ。

　この俳諧という日本の伝統的な詩の一形式と思われた表現は、haikaiと呼ばれるトランス
ナショナルな詩のフォームとして、日本からはまさに地球の裏側、ラテンアメリカの異土
に根付き展開をしたことはあまり知られていない。ブラジルの詩人、ギリェルメ・デ・アル
メイダ（ 1890-1969）は、1930年代に俳句の形体を、オリジナルとは少々異なるリズム
の詩句に転換して紹介している。その後、リベラルでラディカルな、ポーランド系ムラート
のブラジル人詩人、パウロ・レミンスキー（1944 -1989）は、1960 — 70年代の具象詩運
動に大いに影響を受け、俳句というミニマルな詩作を前衛的なブラジル詩の運動へと結び
つけていく。レミンスキーはブラジルで芭蕉に関する評伝を書いた俳句研究家でもあった。
レミンスキーによる芭蕉伝には、旅立ちの惜別の感傷を詠んだ『おくのほそ道』の矢立
の初めの句もポルトガル語となり、視覚的なリズムを持つ詩へと姿を変え、引用されている。
　
　行く春や鳥啼き魚の眼に泪

　primavera

　nao nos deixe

　passaros choram

　lagrimas

　no olho do peixe
1

　シンプルにして多層的な意味を織り込んだ俳句という詩を、レミンスキーは俳諧と熱
トロピカル

帯
をあわせた造語、「ハイトロピカイ（Haitropikais）」とも呼んだ。日本から異土への言葉
の移住。言葉が歩き出し、歩き出した言葉が、海を渡り二つの隔たった文化、言葉の異なる
場所を繋いでいく橋がかりの例がここにある。
　「詩のみがそうであるように、あらゆるレベルでイメージに語らせる」（p.50）。アリス
は言葉をイメージに置き換え、視覚的描写によって詩的世界を創り上げていく。メキシコ
から始めた彼の実践は、例えばリマでの《信念が山を動かすとき》、エルサレムでの《グリー
ンライン》、アフガニスタンでの《 Reel/ Unreel》という政治的緊張とを帯びる土地で、
見えない境界を詩的に顕在化させる多層的な試みへと繋がり、美術における実践を通じて
状況を見つめ、解決ではなくディスカッションの糸口を創りだそうとする。

　そしてアリスの歩みは、陸から海へ続く、海峡に踏み出された。
　第一歩は、冷戦が残した境界のため、近くて遠い国のままにあるキューバとアメリカ。
2005年秋にキューバのボートピープルがフロリダに上陸する際に捕らえられたことを巡

Basho (1644-1694).  Alÿs can be associated with Basho, across time and space, in the way 

that Basho was a poet who also wrote haiku through the act of walking while casting away 

attachments and putting himself in the movement and mobility of travel.  When Basho was 

46, he traveled a total of 2,400 kilometers from the Tohoku to the Hokuriku areas for 150 

days between spring and fall, and penned the travelogue Oku no Hosomichi (The Narrow 

Road to the Deep North), reincarnating the inspiration he gained from his fi rsthand experi-

ence of traveling in the poetic, imaginative world of haiku.  Making the journey itself his 

home, Basho renounced the circles in society and was on the road so as to divorce himself 

from politics.  He infused seasonal elements and encapsulated his fi ndings - from new 

sceneries he came across as he wandered throughout the country to the people he met and 

the small everyday encounters - in the fi xed verse form of the minimal fi ve-seven-fi ve syllable 

pattern.

     It is not so well known that haikai (俳諧), a traditional form of Japanese poetry, took root 

and developed half a world away on the foreign soil of Latin America as a transnational form 

of poetry called haikai.   In the 1930s, the poet Guilherme de Almeida (1890-1969) introduced 

haiku in Brazil, but with a slightly altered rhythmic verse structure.  Following Almeida, the 

liberal and radical poet Paulo Leminski (1944-1989), a Brazilian of mixed Polish and African 

descent, was greatly infl uenced by the concrete poetry movement of the 1960s and 1970s 

and brought together the minimal writing style of haiku with avant-garde movements in 

Brazilian poetry.  As a haiku researcher, Leminski also published a critical biography of 

Basho in Brazil.  In it, the opening verse of Oku no Hosomichi, which relates Basho’s sorrow 

at parting as he takes out his yatate (portable writing implement) for the fi rst time, has been 

transformed into a poem with a visual rhythm in the Portuguese language.

Spring is passing by!

Birds are weeping and the eyes

Of fi sh fi ll with tears. 2

primavera

nao nos deixe

passaros choram

lagrimas

no olho do peixe 3

     Leminski also coined the word “Haitropikais” from the words haikai and “tropical,” refer-

ring to the nature of haiku poems being simple yet layered with multiple meanings at the 

same time.  Here we see how words “emigrated” from the Japanese haikai to the Brazilian 

haikai, of how words “walked” from one end of the world to another, making possible the 

bridging of two remote places across oceans with diff ering cultures and languages.

     In the case of Alÿs, words are replaced with images, where poetic worlds are created 

through visual representation.  He “Let[s] the images talk on many diff erent levels as only 

poetry can.” (p.50)  The actions that he fi rst started in Mexico eventually led to other attempts 

to expose in a poetic fashion the invisible borderlines in politically tense locations such 

as When Faith Moves Mountains in Lima, The Green Line in Jerusalem and Reel/Unreel in 

Afghanistan.  Through these artistic practices, Alÿs observed the situations in front of him, 

seeking a way into discussion rather than providing a solution.

     Subsequently, Alÿs moved on to make straits, which extend from land into water, the 

setting for his works.  The fi rst was between Cuba and the United States, two countries that 

remain politically distant after the Cold War albeit their geographical proximity.  In the fall of 

2005, Alÿs read an article about a legal dispute between Cuban migrants and the US im-

migration authorities over an incident where a group of boat people was intercepted by US 
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る、キューバ移民とアメリカの入国管理局との争いについて報じられた記事をきっかけに、
アリスはハバナとフロリダ・キーウエストの間に橋を架けて結ぼうとするプロジェクトを
思いつく。橋は強固な建造物ではなく、メキシコ湾に小舟を浮かべて繋げていく浮橋だ。
　そして続く一歩は、地中海を挟んだモロッコとスペイン。グローバル経済の促進と、自
由な人の流れを規制しようとする矛盾のなかにある、アフリカとヨーロッパに挟まれたジ
ブラルタル海峡である。
　ハバナとフロリダ・キーウエストの間の距離は 150km 弱。九州 —対馬との距離
132kmと変わらない。またジブラルタル海峡の一番狭い、イベリア半島南端のタリファ
岬 —モロッコ間はわずかに 14km。本州と四国を繋ぐ瀬戸大橋の全長は 13.11kmでほぼ
同じ、実際に橋を架けることのできる距離である。日本から他国に向かうことは、まさに
海を越えることとなる。海を越えて「ここ」と「あちら」を結ぶ橋を架けることの障壁は、
軋轢を繰り返す日本と隣国の関わりに置き換えれば、より身近なリアリティを抱くだろう。
近くて遠い二つの点の隔たりは、世界のあちこちに遍在する。その二点の間に線を引くこ
とはいかに容易ならざることか。
　橋を架けるという理想主義的なアクションが政治的な軋轢や難題を強く浮きだたせるこ
の海峡という場所で、アリスのプロジェクトは幻想と現実との間の駆け引きにもまれ、さ
まざまな問題に突き当たり頓挫も、失敗もする。ついにジブラルタル海峡に浮橋を渡す構
想は中止された。しかしイマジネーションは状況を逆転する。アリスは本物の船からゴム
草履とバブーシュ（モロッコの伝統的履物）でつくったおもちゃの船に換えて、小さな船
を繋げて橋にするという子どもたちの遊びに変えてしまうという大きな転換を図る。大人
（mature）＝政治的である立ち位置を放棄し、子どもとなって創造する自由を獲得する。
このプロジェクトは失敗に始まり、失敗から生まれた。橋はなかなか架からない、しかし
思い描くことができる。不可能性への挑戦、それはイマジネーションの鍛錬となる。

　日頃歩いている日常を自覚し、見慣れた場所に新しい発見をもたらす。アリスの試みは、
偏在するポエトリーとポリティックスの双方に気がつくことを促してくれる。それは私た
ちの日常においての意識を豊かに、かつ洞察に富んだものであるようにと背中を押してく
れてもいる。

（かみや・ゆきえ　広島市現代美術館学芸担当課長）

参考書籍

松尾芭蕉、訳注・潁原退蔵、尾形仂『新版おくのほそ道』角川学芸出版、2003年
松尾芭蕉、校注・萩原恭男『おくのほそ道』岩波書店、1979年
今福龍太編『境域の文学』岩波書店、2003年

注釈

1　 　 春よ
　　　　　私たちを置き去りにしていかないでくれ
　　　 鳥たちは泣き
　　　 あふれる泪が
　　　 　魚の目に
　　　（出典：今福龍太「境域のハイカイ」『境域の文学』岩波書店、2003年、p.10）

Patrol as they were disembarking on the shores of Florida.  Consequently, he was inspired 

to launch a project to build a bridge over the water to connect Havana, Cuba and Key West, 

Florida.  The bridge he had in mind however, was not a robust architectural structure but a 

fl oating bridge that would be built by aligning small boats across the Gulf of Mexico.  

     The next step he made was into Morocco and Spain, two countries which face each other 

across the Mediterranean Sea.  Specifi cally it was the Strait of Gibraltar that lies between 

Africa and Europe, which is today a point of contradiction where the promotion of global 

economy and the restriction of global migration occur simultaneously.

     The distance between Havana and Key West is a little less than 150 kilometers.  This 

compares to a close 132 kilometers between Kyushu and Tsushima Island, which is located 

between Japan and Korea.  Meanwhile, the shortest crossing of the Strait of Gibraltar, from 

the Tarifa promontory at the southernmost point of the Iberian Peninsula to Morocco is only 

14 kilometers.  Given that the length of the Seto Ohashi Bridge that extends between Honshu 

and Shikoku is 13.11 kilometers, one can imagine the ”bridgeable“ proximity between these 

two points.  As Japan is an island nation, going to a diff erent country automatically means 

crossing an ocean.  When one considers the recurring confl icts between Japan and its neigh-

boring nations, the impediments to bridging “here” and “there” seem all the more a pressing 

concern.  Of course the idea of two places that are close yet far is globally ubiquitous and 

drawing a line between such places is never an easy task.

     In these straits, where the idealist action of building bridges can accentuate political 

tensions and challenges, Alÿs’ projects were tossed to and fro between fantasy and reality 

and ran into various problems.  For one, the plan to build a fl oating bridge over the Strait 

of Gibraltar was called off  but it was the artist’s imagination that ultimately helped him 

reverse the situation.  In the face of diff iculties, Alÿs decided to make a drastic change and 

abandoned the idea of aligning real boats and instead turned the project into a children’s 

game of building a bridge by connecting small boats made from fl ip-fl ops and babouches.  

Relinquishing the mature and therefore political standpoint in turn granted Alÿs the free and 

creative thinking of a child.  In retrospect, this project essentially began with failure - it came 

to be only because it failed.  The project imparts the idea that building a bridge is a tall order, 

but that imagining its completion is still possible.  Challenging impossibility, Alÿs tells us, is 

what trains the mind and pumps our imagination.

     The works of Francis Alÿs are characterized by a consciousness towards the things that 

inhere in our everyday path and its capacity for fi nding new discoveries in familiar places.  

They prompt us to recognize both the poetry and politics that are omnipresent in our daily 

lives.  As onlookers we are thus encouraged by Alÿs to keep an embracing and insightful 

consciousness towards our everyday.

( Yukie Kamiya   Chief Curator, Hiroshima City Museum of Contemporary Art )

List of references:
Basho, Matsuo, Shinpan Oku no Hosomichi (Oku no Hosomichi New Edition),  translators’ notes by Taizo Ebara and 

Tsutomu Ogata, Kadokawa Sophia Bunko, 2003.

Basho, Matsuo, Oku no Hosomichi, proofreading and annotation by Yasuo Hagiwara, Iwanami Shoten, 1979. 

Imafuku, Ryuta, “Kyoiki no Haikai” (Haikai from the Borderlands) in Kyoiki no Bungaku (Literature from the  Borderlands), 

Iwanami Shoten, 2003.

Notes:
1          Translator’s Comment: Haikai refers to linked verse, whereas haiku originated from the fi rst verse of haikai poems,      

            the opening stanza of      

            17-syllable verse form divided into 5, 7, 5 syllables. In Basho’s time, haiku was called hokku, but the term haiku is 

            used here as it is the more recognized term and Basho is justifi ably celebrated as a master of haiku.

2          Translator’s Comment :  Basho, Matsuo, The Narrow Road to Oku, translated by Donald Keene, Kodansha 

            International, 1996, p.23.

3          Translator’s Comment :  Paulo Leminski, Vida, Porto Alegre Editora Sulina, 1998
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Untitled

Oil and encaustic on canvas on 

wood

16.1 x 20.8 cm

無題
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
16.1 x 20.8 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

5 x 6 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
5 x 6 cm

Turista

1994　
Mexico City

Photographic documentation of 

an action

観光客
1994年
メキシコシティ
アクションの記録写真

The Loop

1997

Tijuana-San Diego

Ephemera of an action

ループ
1997年
ティフアナ、サンディエゴ
アクションのエファメラ

When Faith Moves Mountains

In collaboration with Cuauhtémoc 

Medina and Rafael Ortega

2002

Lima, Peru

Photographic documentation of 

an action

信念が山を動かすとき
クアウテモック・メディナとラファエル・
オルテガとのコラボレーション
2002年
リマ、ペルー
アクションの記録写真

When Faith Moves Mountains

In collaboration with Cuauhtémoc 

Medina and Rafael Ortega

2002

Lima, Peru

Photographic documentation of 

an action

信念が山を動かすとき
クアウテモック・メディナとラファエル・
オルテガとのコラボレーション
2002年
リマ、ペルー
アクションの記録写真

作品リスト

・各作品のデータは英語および日本語で、作品名、制作年、素材、サイズ（縦 ×横 /cm）の順に記した。  
  制作年やサイズなどが判明していないものは記していない。
・本書掲載の作品およびそのリストには、展覧会に出品されないものも含まれている。

List of Works

P006

P008

P009

P009

P010

P011

P018

P019

P021

P025

P026

P027

P029

P029

P031

P032
- 033

P032
- 033

P035

凡例

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ 
 （ハバナ）
アクションの記録写真

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ
 （ハバナ）
アクションの記録写真

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on tracing paper

34.9 x 28.6 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
34.9 x 28.6 cm

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ 
 （ハバナ）
アクションの記録写真

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ   
 （ハバナ）
アクションの記録写真

Study for Bridge / Puente

Oil and pencil on tracing paper

35.5 x 30.3 cm

 《橋》のための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
35.5 x 30.3 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

5 x 5.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》のた
めの習作
鉛筆／紙
5 x 5.5 cm

Ephemera for Bridge / Puente

Map (Detail)

 《橋》のためのエファメラ
地図（部分）

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ   
 （ハバナ）
アクションの記録写真

Study for Juif Errant

Black and White Photocopy

29.5 x 38.5 cm

 《さまよえるユダヤ人》のため
の習作
白黒コピー
29.5 x 38.5 cm

Ephemera for Don’t Cross 

the Bridge Before You Get to 

the River

Postcard of a representation of the 

settlement of Iceland 874-930

10.4 x 14.7 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》のため
のエファメラ
アイスランドの植民図（874-930年）の
ポストカード
10.4 x 14.7 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

4.5 x 6.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
4.5 x 6.5 cm

When Faith Moves Mountains

In collaboration with Cuauhtémoc 

Medina and Rafael Ortega

2002

Lima, Peru

Photographic documentation of 

an action

信念が山を動かすとき
クアウテモック・メディナとラファエル・
オルテガとのコラボレーション
2002年
リマ、ペルー
アクションの記録写真

Ephemera for When Faith 

Moves Mountains

Pencil and push-pin wholes in 

tracing paper 

40 x 60 cm

 《信念が山を動かすとき》
のためのエファメラ
鉛筆、画鋲の穴／トレーシングペーパー
40 x 60 cm

The Green Line

In collaboration with Julien 

Devaux, Rachel Leah Jones and 

Phillipe Bellaiche

2004

Jerusalem

Video documentation of an action

グリーンライン
ジュリアン・ドゥヴォー、レイチェル・リ
ア・ジョーンズ、フィリップ・ベレッシュ
とのコラボレーション
2004年
エルサレム
アクションのビデオ映像

Pie Seco (Diptych Part 2)

2008

Oil and encaustic on canvas on 

wood

 19.3 x 26.2 cm

乾いた足（二連画：パート2）
2008年
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
19.3 x 26.2 cm

Pie Mojado (Diptych Part 1)

2008

Oil and encaustic on canvas on 

wood

19.3 x 26.2 cm

濡れた足（二連画：パート1）
2008年
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
19.3 x 26.2 cm

Bridge / Puente

2006

Key West, Florida, and Santa Fe, 

Havana

Photographic documentation of 

an action

橋
2006年　
キーウエスト（フロリダ）、サンタフェ
 （ハバナ）
アクションの記録写真
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P039
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P043

P044
- 045
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P060
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P064

P065

P 066
- 067

P068

P069

P069

P070
- 071

P072
- 073

P074

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

7 x 7 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
7 x 7 cm

Miradores (Morocco looking 

at Spain)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Photograph and enamel paint 

on glass

25 x 32 cm

ミラドーレス（スペインを望む
モロッコ）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
写真、エナメル塗料／ガラス
25 x 32 cm

Miradores (Spain looking at 

Morocco)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Photograph and enamel paint 

on glass

25 x 32 cm

ミラドーレス（モロッコを望む
スペイン）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
写真、エナメル塗料／ガラス
25 x 32 cm

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Morocco

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（モロッコ）
アクションの記録写真

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Spain

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（スペイン）
アクションの記録写真

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Morocco

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（モロッコ）
アクションの記録写真

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on paper

16.1 x 21.1 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／紙
16.1 x 21.1 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on paper

9 x 8.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／紙
9 x 8.5 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil and color pencil on paper

29.5 x 20.9 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆、色鉛筆／紙
29.5 x 20.9 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil and color pencil on paper

29.5 x 20.9 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆、色鉛筆／紙
29.5 x 20.9 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

30.7 x 23.8 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
30.7 x 23.8 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on tracing paper and 

masking tape

30 x 36.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー、
マスキングテープ
30 x 36.5 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on tracing paper

23 x 29 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
23 x 29 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on paper

14 x 15.4 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／紙
14 x 15.4 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on tracing paper

30.8 x 44.7 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
30.8 x 44.7 cm

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on canvas on 

wood

24.5 x 18.2 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
24.5 x 18.2 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on tracing paper

29.7 x 20.9 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
29.7 x 20.9 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

8.5 x 5.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙　
8.5 x 5.5 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil and color pencil on paper

27.9 x 21.6cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆、色鉛筆／紙
27.9 x 21.6cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil and color pencil on paper

27.9 x 21.6 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆、色鉛筆／紙
27.9 x 21.6 cm

Study for Bridge / Puente

Oil and pencil on tracing paper

33.3 x 45.7 cm

 《橋》のための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
33.3 x 45.7 cm

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on canvas on 

wood and pencil on tracing paper 

and masking tape

35.2 x 28.7 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァ
ス、鉛筆、トレーシングペーパーとマス
キングテープ
35.2 x 28.7 cm

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

15.1 x 19.9 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
15.1 x 19.9 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

6.6 x 6.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
6.6 x 6.5 cm

Study for Bridge / Puente

Oil and pencil on tracing paper

36.5 x 41.2 cm

 《橋》のための習作
油彩、鉛筆／トレーシングペーパー
36.5 x 41.2 cm

Untitled (Diptych)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

22.4 x 14 cm each

無題（二連画）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
各22.4 x 14 cm
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- 049
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P088

P089

P090

P091
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Untitled (Diptych)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

13.5x 19.9 cm each

無題（二連画）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
各13.5x 19.9 cm

Untitled (Tangier, Oct 16 2007, 

Diptych Part 1)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River 

Oil and encaustic on wood

12.6 x 17. 7 cm

無題（タンジール、2007年10月16日/

二連画：パート1）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Untitled (Tangier, Oct 16 2007, 

Diptych Part 2)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River 

Oil and encaustic on wood

12.6 x 17.7 cm

無題（タンジール、2007年10月16日/

二連画：パート2）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

13.7 x 18 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
13.7 x 18 cm

Don’t Cross the Bridge

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Spain

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（スペイン）
アクションの記録写真

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River (Detail)

Pencil and color pencil on paper

27.9 x 21.6 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作（部分）
鉛筆、色鉛筆／紙
27.9 x 21.6 cm

Untitled (Gibraltar, Oct 27 2007 )

Study for Don’t Cross the 

bridge before you get to 

the River

Oil and encaustic on canvas on 

wood

12.6 x 17.7 cm

無題（ジブラルタル、2007年10月
27日）
  《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
12.6 x 17.7 cm

Untitled (Tangier, Oct 2007)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

16 x 25.6 cm

無題（タンジール、2007年10月）
  《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
16 x 25.6 cm

Untitled (Tangier/Hoff a, March 11 

2007 )

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River 
Oil and encaustic on wood

12.6 x 17.7 cm

無題（タンジール／ホッファ、2007年
3月1 1日）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Untitled (Tangier, 2006)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

12.6 x 17.7 cm

無題（タンジール、2006年）
  《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Untitled (Tangier, March 10 2007)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

12.6 x 17.7 cm

無題（タンジール、2007年3月10日）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Strait of Gibraltar - Morocco

Photograph

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
ジブラルタル海峡（モロッコ）
写真

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

6.5 x 9 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
6.5 x 9 cm

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Spain

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（スペイン）
アクションの記録写真

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Morocco

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（モロッコ）
アクションの記録写真

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on canvas on 

wood

21.7 x 17.7 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
21.7 x 17.7 cm

Untitled (Oudalien, March 11 

2007)

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on wood

12.6 x 17.7 cm

無題（オーダリエン、2007年3月11日）
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネル
12.6 x 17.7 cm

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Morocco

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（モロッコ）
アクションの記録写真

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Spain

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（スペイン）
アクションの記録写真

Don’t Cross the Bridge 

Before You Get to the River

2008

Strait of Gibraltar - Spain

Photographic documentation of 

an action

川に着く前に橋を渡るな
2008年
ジブラルタル海峡（スペイン）
アクションの記録写真

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and pencil on paper

11.8 x 8.3 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、鉛筆／紙
 11.8 x 8.3 cm

Untitled

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Oil and encaustic on canvas on 

wood

28.7 x 22 cm

無題
 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
油彩、ろう画／木製パネルにカンヴァス
28.7 x 22 cm

Study for Don’t Cross the 

Bridge Before You Get to 

the River

Pencil on paper

7 x 7.5 cm

 《川に着く前に橋を渡るな》の
ための習作
鉛筆／紙
7 x 7.5 cm

P083

P084

P085

P085

P086

P087
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