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イザベル&アルフレド・アキリザン

「住む：プロジェクト—もうひとつの国」
Isabel and Alfredo Aquilizan “In-Habit: Project Another Country”

2013.8.3–11.10

《住む》（In-Habit）は、イザベル&アルフレド・
アキリザンが漂海民バジャウ族をリサーチした
ことから始まったプロジェクトである。バジャウ
族は、ボルネオ島サバ州海岸部一帯を拠点に、
船上または海の浅瀬に高床式住居を構え、一
生を海の上で暮らし、近代化によって定められ
た見えない海上の国境も自由に往来してきた。
しかし、近年は家を持ち陸にあがる人 も々増え、
漂海民というバジャウ族のアイデンティティに
関わる変化もみられるという。ここから、アキリ
ザンはグローバル化によって示される急速な世
界情勢の変化を写すように、生産―消費の流れ
を示すダンボールで3000近くの「家」を作り、
それらを組み上げたインスタレーションを発表。
個々人が現代社会における「家」とは何かを考
え、アイデンティティに関わる問題の共有を提
案した。高さ10メートルに及ぶ壮大なインスタ
レーションには、会期中に美術館を訪れる人々
がダンボールで作った家も加えられていった。

（黒澤浩美）

In-Habit is a project that grew out of Isabel 

and Alfredo Aquilizan’s research into the 

Badjoa people, seaborn nomads who live on 

boats or houses built on high platforms in 

coastal shallows on the coast of Sabah on 

the island of Borneo. Traditionally, the Badjoa 

have moved freely across the invisible 

maritime borders that have been established 

as a result of modernization. In recent years, 

however, changes have been observed in 

their identity as seaborn nomads as more 

and more of them have taken to living on 

land. Here, as if to give expression to the rapid 

changes in world affairs implicit in globalization, 

Isabel and Alfredo Aquilizan presented an 

installation comprising some 3000 “houses” 
made of cardboard representing the flow 

of production-consumption. They thought 

about what “home” means to individuals in 

contemporary society and encouraged us 

to consider together the various problems 

surrounding identity. During the exhibition, 

“houses” made from cardboard by visitors to 

the museum were added to the spectacular 

ten-meter tall installation.

(KUROSAWA Hiromi)
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展示室6：展示風景

イザベル&アルフレド・アキリザン
「住む：プロジェクト—もうひとつの国」

Gallery 6: Installation view

Isabel and Alfredo Aquilizan

In-Habit: Project Another Country
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2013年8月3日–11月10日

会場：展示室6

観覧料：一般＝1,000円／大学生＝800円／

小中高生＝400円／ 65歳以上の方＝800円

※「フィオナ・タン｜エリプシス」との共通観覧券

入場者数：125,389人　

※「フィオナ・タン｜エリプシス」と共通

　　　

主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

協力：シャーマン現代美術財団

出品作家：

マリア・イザベル・ガウディネス＝アキリザン、

アルフレド・ファン・アキリザン

カタログ：『住む：プロジェクト—もうひとつの国』

マイブックサービス、2013年

21×15.3 cm、96p.、1,800円（税込）

ISBN: 978-4-907490-01-0

巡回なし

企画・構成：黒澤浩美

関連企画

◇アーティスト・トーク：

イザベル＆アルフレド・アキリザン　

（2013年8月3日、レクチャーホール）

◇ワークショップ：「ダンボールで家を作ろう」

（2013年6月23日–7月28日の土日、キッズスタジオ）

◇ワークショップ：

「バジャウの人々の暮らしを想像して、アキリザンたち

が建てた村に家をプレゼントしよう！」

（2013年8月4日–11月10日の日曜日、展示室6）

イザベル＆アルフレド・アキリザン「住む：プロジェクト—もうひとつの国」
Isabel and Alfredo Aquilizan “In-Habit: Project Another Country”

2013.8.3–11.10

Venue: Galley 6

Ticket Price: Adult = ¥1,000, University = ¥800,

Elem/JH/HS = ¥400, 65 and over = ¥800

Number of visitors: 125,389

Organized by: 

21st Century Museum of Contemporary Art, 

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion and 

Development Foundation)

In cooporation with: 

Sherman Contenporary Art Foundation

Artist: Maria Isabel GAUDINEZ-AQUILIZAN,

Alfredo Juan AQUILIZAN

Catalog: Isabel and Alfredo Aquilizan 

In-Habit: Project Another Country

My book service Inc., 2013

21 × 15.3 cm, 96p., ¥1,800 (tax included)

ISBN: 978-4-907490-01-0

Curator: KUROSAWA Hiromi


