
IHJ Artists’ Forum/Artist Talk   2016 12/8 Thur. 7 pm
Noise to Signal ノイズからシグナルへ   アレックス・ドッジ Alex Dodge
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用語：英語（逐次通訳付き） 会費：無料（要予約）

アレックス・ドッジはニューヨーク・ブルックリンを拠点とする、
米国人の美術作家です。ドッジのスタジオでは、一貫して、人の経
験と相互作用し、人の経験を形成するものとしてのテクノロジーに
可能性を見出しています。彼の作品は、ニューメディアと絵画、版
画、彫刻を含む伝統的な美術形態との間に器用に位置していま
す。作品は、MOMAやホイットニー美術館。メトロポリタン美術館
ボストン美術館などに収蔵されており、ロードアイランド・スクー
ル・オブ・デザインで美術学士（絵画）、ニューヨーク大学 ITP（イ
ンタラクティブ・テレコミュニケーション）で修士号を取得しました。

今回のアーティスト・トークでは、デジタル・ネットワーク時代に
物理的オブジェを作る錯綜、テクノロジーが進化するたび変わる、
文化の代理人としてのアーティストの役割についてお話します。ま
た「想像できないことを創造できるか」という問題提議に始まり、自
身の作品と哲学、コンピューター言語、日本文化をめぐる自身の興
味の変遷について語ります。

IHJ Artists’ Forum / Artist Talk   Noise to Signal
Date & Time: December 8, 2016, 7   pm 
Venue: Lecture Hall, International House of Japan
Speaker: Alex Dodge　
                  Visual Artist; US-Japan Creative Artists Program Fellow
Language: English (with consecutive interpretation)
Admission: Free (reservations required)

Alex Dodge is an American visual artist living and working in Brooklyn, 
New York. Dodge’ s studio practice has consistently explored the promise 
of technology as it interacts with and shapes human experience. His work is 
deftly located between new media and traditional fine art disciplines includ-
ing painting, printmaking, and sculpture. His work is in the collections of 
the Museum of Modern Art, the Whitney Museum of American Art, the 
Metropolitan Museum of Art, and the Museum of Fine Arts Boston. He 
holds degrees from the Rhode Island School of Design (BFA Painting) and 
New York University, Interactive Telecommunication Program (MPS). 

In his artist talk Dodge will address the complexity of creating a physical art 
object in the age of digital networks and how evolving technologies continue 
to reshape the role of the artist as cultural agent. Beginning with the ques-
tion “How can we create something that we cannot imagine?” , Dodge will 
guide us through his work and his personal journey through Information 
Theory, Philosophy, Computer Code, Linguistics, and Japanese Culture.

共催: 日米友好基金  Co-sponsored by JUSFC

CONTACT & RESERVATIONS  ご予約・お問い合わせ
Program Department, International House of Japan
国際文化会館 企画部 (Mon-Fri 9 am-5 pm) 
Tel: 03-3470-3211
E-mail: ihj-arts@i-house.or.jp  URL: www.i-house.or.jp　

　　 講演当日、参加予約メールまたは本チラシご提示の上、国際文化会館
内でお食事の方に、珈琲/紅茶もしくはアイスクリーム（ザ・ガーデン）、グラ
スワイン（SAKURA）をサービス。ご利用の際は、事前予約をお勧めします。
On the day of this event, the restaurants at I-House will serve a cup of 
complimentary co�ee/tea or ice cream (The Garden) or a complimentary glass of 
wine (SAKURA) to customers with their meals. Please show your registration 
con�rmation e-mail or �yer when ordering. We recommend that you reserve a 
table in advance.

東京都港区六本木 5-11-16
5-11-16 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

ノイズからシグナルへ
IHJアーティスト・フォーラム/アーティスト・トーク

アレックス・ドッジ 

（美術作家、日米芸術家交換プログラムフェロー）

alexdodge.com


