
eternal recurrence 
rund und rund und rundherum : ぐるぐるぐるぐる 

 
 “Time is a flat circle. Everything we have done or will do we will do over and over and over 
again—forever.” 
 Rustin Cohle in True Dedektiv (The original quote: Friedrich Nietzsche, From Thus Spoke 
Zarathustra) 
 
 To make art work in a region struck by disaster is a big challenge. It was very important for 
me to avoid sensationalism and voyeurisms. So what can I do, I asked myself before I came to 
Rikuzentakata. 
 
 I decided to follow two concepts I have been working on continuous. 
 
One approach was the recording of everyday signs and traces that a person leaves with their 
repeated daily actions. 
 - daily repetition of the necessary 
No matter what – there is the need to nourish 
Material: used tea leaves, the wash water of rice 
 
Another is the continuation of my thoughts on ephemeral things like rain, snow and smoke. 
Material: earth 
 
The earth used for the work “rund und rund und rundherum” was collected from the 
construction area of the Rikuzentakata Post-Earthquake Reconstruction Site. The earth for 
that site was harvested from the mountains surrounding the destroyed city of Rikuzentakata. 
(Leaving them with deforestation and demolition.) 
 
The used tea leaves and the rice wash water I collected daily from shop owners and working 
persons within a small radius of my studio container. An area where business owners, whose 
shops were washed away by the tsunami, can use temporary container boxes as shops and 
restaurants until the Reconstruction of Rikuzentakata is completed. To circle around my studio 
to collect my material was part of my daily routine during my stay at the Artist in Residency 
program in Rikuzentakata. 
Than arriving at the studio box, the tea leaves were spread out on paper to leave a stain over 
night. The rice wash water was spilled on paper in circular movements and than was laid out 
for drying to leave contour-marks of this process. 
 
 The polishing of paper with the collected earth started. Earth was placed in the middle of the 
paper and rubbed into it with circular movements of the hands. 
 
The circular movements were repeated over and over and over again. No matter what we do. 
We will do it over and over and over again – forever. Here and now. 

 

 

 



永遠の循環 

rund und rund und rundherum : ぐるぐるぐるぐる 

 

 

「時間とはひとつの円である。今までに行なわれた、そしてこれから行なわれるすべてのこ

とは、また繰り返し、繰り返し、行なわれるだろう − 永々に。」 

TRUE DETECTIVE のキャラクターRustin Cohle の言葉。（本来の引用は、ニーチェの「ツァ

ラトゥストラはかく語りき」より） 

 

被災地で芸術作品をつくるということは、大きな挑戦である。興味本意や覗き見行為を避け

る事は私にとって重要なことであった。そう、なにができるであろうか。私は陸前高田に来

る前に自問した。そして私は、今まで継続してきた２つのコンセプトに従おうと決めた。 

 

ひとつの方法は、人の繰り返す日々の行為で生み出される、毎日の兆候と痕跡を記録する事

。それは、必要な日常の繰り返しである。その行為が何かを助長している必要があるかどう

かは、重要ではない。 

この作品の素材は、お茶の出がらし、米のとぎ汁である。 

 

 もうひとつは、例えば雨や雪や煙のような儚いものへの私の考えを継続すること。 

素材は土。 

 

 作品「rund und rund und rundherum」に使われた土は、陸前高田の復興工事をする現場か

ら収集された。その土は、陸前高田の津波で被害を受けた場所の、その周りの山から運 ばれ

てきている。（その森林伐採と破壊によって、その場所の人々を退かせている。） 

 私のアトリエのコンテナの近くのお店の経営者、働いている人から頂いた使用済みのお茶の

葉と米のとぎ汁。津波によって流された店の経営者達が働くこの場 所では、復興が行なわれ

るまで仮設のコンテナを、店舗や飲食店として使用する事が出来る。私の材料を集めるため

に、その店を廻って歩くことは、陸前高田 アーティスト・イン・レジデンスの期間の私の日

課だった。 

アトリエに着いた後は、お茶の葉は紙の上に広げられ、一晩をかけて染みをつける。米のと

ぎ汁は、紙の上に円を描くように拡げて、その後乾くまで放置すると、この等高線のような

跡が残る。 この土を擦り付けた紙は、まず紙の中心に土を置き、手で円を描くような動きを

しながら撫でていく。この円の動きは、何度も、何度も、繰り返される。 

 

 私たちが何をしているかは問題ではない。私たちはそれを何度も、何度も繰り返すだろう、

永遠に。現在のこの場所でも。 


