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第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展
日本館展示帰国展

                 | 2022: remap
主催：公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館
　　  独立行政法人国際交流基金
会場：アーティゾン美術館 6階展示室
会期：2023年2月25日［土］‒5月14日［日］

Japan Pavilion Exhibition in Tokyo 
̶From the 59th International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia　

DUMB TYPE, 2022: remap
Organizer: Artizon Museum, Ishibashi Foundation 
                     The Japan Foundation
Venue: Artizon Museum, 6F Gallery
Exhibition period: 25 February [Sat]‒14 May [Sun], 2023

《2022: remap》について

《2022: remap》は、第59回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示
（主催：国際交流基金）でダムタイプが発表した新作インスタレーション《2022》を、
アーティゾン美術館に合わせて再配置した作品。

日本館上階を90％の比率で模した展示室中央、その四方の壁に投影されるレー
ザー光は、中心から北・東・南・西の方角に置かれた4台の高速で回転する鏡に
よって反射されている。1秒間に122,800回明滅する5本のレーザー光線は、
6,144個の点となってテキストをかたち作り、回転する超指向性スピーカーから
流れる音声とともに、見えるか見ないか聴こえるか聴こえないかのはざまで、
1850年代の地理の教科書から取られたシンプルで普遍的な問いを発している。

地球とは何ですか？

地球はどのような形ですか？

地球は何でできていますか？

大陸とは何ですか？

大陸はいくつありますか？

私たちはどの大陸に住んでいますか？

海とは何ですか？

島とは何ですか？

山とは何ですか？

火山とは何ですか？

帝国を統治するのは誰ですか？

王国を統治するのは誰ですか？

共和国を統治するのは誰ですか？

世界で一番大きい帝国はどれですか？

世界で一番大きい王国はどれですか？

世界で一番大きい共和国はどれですか？

私たちは地球のどの区域に住んでいますか？

太陽が昇る時、目の前にある海は何ですか？

太陽が沈む時、目の前にある海は何ですか？

世界で一番大きな島は何ですか？

国はいくつありますか？

それらはどのように分割されていますか？

一番北にある国は何ですか？

一番南にある国は何ですか？

私たちはどの国に住んでいますか？

ケープフェアウェル（さよなら岬）はどこにありますか？

新たなメンバーとしてダムタイプに迎えられた坂本龍一は、本作のために1時間の
サウンドを制作。スピーカーから流れるそれとは別に、国境を超えた移動が制限
されていた時期に坂本の呼びかけに応じて世界各地でフィールドレコーディング
された音が、東京からの方位に従って配置されたターンテーブルを通して空間に
広がっている。さらに、《2022》の要素であった、天窓から差し込む自然光や足を
踏み入れられないハーフミラーの柱は、《2022: remap》ではLEDパネルに変化。
周囲を取り囲む言説群と対比的に、日本館中央に設けられた空所（空虚で無効
「Void」な場所）が、ここでは人工の光に照射され、外部からの信号が遮断される
空間がなくなってしまったかのようだ。

空間にただよう信号から、なにを情報として受け取り、なにを問いとして引き受け
るのか。形をつかめないもの、聴き取れない音、届かない場所に対して、今どの
ような想像力をもっているのか。

来場者は、インターネットやソーシャルメディアによって大きく変化した、自身の
コミュニケーションの方法や世界を知覚する方法について振り返りながら、同じ
ように空間を彷徨う人々を目撃する。

About 2022: remap

2022: remap is a modified version of 2022, a new installation that 

Dumb Type exhibited at the Japan Pavilion at the 59th International 

Art Exhibition, La Biennale di Venezia, under the auspices of the Japan 

Foundation. The installation has been rearranged to fit with the 

Artizon Museum. 

Four high-speed revolving mirrors positioned to the north, east, south 

and west of the center of gallery (which is nine-tenths the size of the 

upper floor of the Japan Pavilion in Venice) reflect laser beams 

trained on them and project them onto the gallery’s four walls. The 

five beams in each laser device flash 122,800 times per second to 

create 6,144 dots of text, while voices emerge from revolving 

parametric speakers. Simple yet universal questions taken from an 

1850s American geography textbook are posed at the point where 

the visible and invisible, the audible and the inaudible intersect.

What is the Earth?

What is the shape of the Earth?

Of what is the Earth composed?

What is a Continent?

How many Continents are there?

On which Continent do we live?

What is an Ocean?

What is an Island?

What is a Mountain?

What is a Volcano?

Who governs an Empire?

Who governs a Kingdom?

Who governs a Republic?

Which is the largest Empire in the world?

Which is the largest Kingdom in the world?

Which is the largest Republic in the world?

In what Division of the Earth do we live?

When you look at the rising Sun, what Ocean is before you?

When you look at the setting Sun, what Ocean is before you?

Which is the largest Island in the World?

How many Countries are there?

How are they divided?

What Country furthest north?

What Country furthest south?

In what Country do we live?

Where is Cape Farewell?

The original one-hour-long soundtrack composed by Sakamoto Ryuichi, 

a relatively recent recruit to Dumb Type, plays from the speakers. 

Field-recordings that were made around the world at Sakamoto’s request 

during the international travel restrictions of the pandemic play from 

turntables positioned according to their location vis-à-vis Tokyo to fill 

the space. The natural light and the half-mirror glass box which were 

elements of 2022 have been replaced with LED panels in 2022: remap. 

The empty space that was at the center of the Japan Pavilion—an 

ineffectual void that contrasted with the discourses surrounding it 

and was off-limits to the viewer—is here bathed in artificial light and 

no longer a space from which all external signals are blocked.

Of all the signals floating through the gallery space, which will you take 

as information, and which as questions? What is our contemporary 

imaginative response to things whose shape we cannot grasp, to 

sounds that we cannot hear and to places we cannot reach?

The viewer will witness other people wandering like them in the 

space, pondering the ways in which they communicate and perceive 

the world, both things which have been radically changed by the 

Internet and social media.
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LEDビデオパネル
LED video panel
——
グレー鏡
Gray mirror

回転鏡システム
Revolving mirror system

レーザー装置
Laser device

平行光LED
Collimated beam LED

①

②

③

④

回転式超指向性スピーカー
Revolving parametric speaker

スピーカー
Loudspeaker

サブウーファー
Compact subwoofer

ターンテーブル・ユニット
Analog record playback system

LEDビデオパネル
LED video panel
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    平行光LED
平行光線になるように調整されたLEDライトは
1秒間に122,800回明滅し、回転する鏡（   ）に
よって光の帯を壁に投影する。

     Collimated beam LED
An LED light, adjusted to be a parallel beam, 
that flickers 122,800 times per second, 
reflecting off the revolving mirror (    ) to 
create a band of light on the walls.

    回転式超指向性スピーカー
1 rpm–10 rpm
回転する超指向性スピーカーによって、限定された
狭いエリアとその方向だけに音が聞こえるように
コントロール。

    Revolving parametric speaker
1 rpm–10 rpm
A rotating super-directional speaker 
controls the sound to be heard only in a 
limited narrow area.
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　レーザー装置
5本のレーザー光線を122,800Hzで明滅させて、
回転する鏡（　）に反射させることによって
文字や信号を壁に投影する装置。

    Laser device
A device consisting of five laser beams 
flickering 122,800 times per second, which 
projects letters and signals onto the walls
by means of the revolving mirror (     ).
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　 回転鏡システム
回転する鏡のエンコーダーからの信号
（2,048 CPR）と同期して明滅するレーザー
光線（    ）を鏡に反射させることにより、
周囲の壁面に投影して6,144ドットの明暗の
グラデーションに展開するシステム。

    Revolving mirror system
A system that reflects the blinking laser 
beams (    ) synchronized with the signals 
(2,048 CPR) from the encoder of the 
rotating mirror and projects them onto the 
surrounding walls to create a gradation of 
brightness with 6,144 dots of light.  
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