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Images of Asia The East as Longed-for Other in Japanese Art

2019.10.12（Sat.）－ 2020.1.13（Mon.）



プレス関係各位

2019年秋、東京都庭園美術館では「アジアのイメージ：日本美術の＜東洋憧憬＞」展を開催致します。紅葉の季節には夜間
開館も実施。鮮やかな紅葉のライトアップとともに、美術館をお楽しみいただけます。この機会に是非貴媒体にて本展をご
紹介いただければ幸いです。なお本展は、オリンピック・パラリンピックの開催都市東京が展開する、2020年に向けた文化
の祭典「Tokyo Tokyo FESTIVAL」のひとつとして実施するものです。

＜展覧会概要＞

自分の殻を破って、一歩先に進む。これは誰しも簡単に行えることではありません。戦前・戦後、日本の芸術家たちにとっ

てもそれは同じことでした。彼らは新しい作品を生み出すために、かつて自分たちを取り巻いてきた美術界の「伝統」や

「常識」を捨て、別の世界へ目を向けるようになります。彼らが目を向けた先……、それはアジアの古典美術でした。

激動の20世紀を迎えていたアジアでは、鉄道敷設、革命、発掘調査などによって、大量の古美術品が出土し、それらは日

本に流入することとなりました。また、大陸を旅行した芸術家たちは、石仏や現地の人々の様子から、アジアの息吹を感じ

とります。このようにして日本にもたらされた美術品やアジアの風は、当時の芸術家や文化人たちにとって衝撃的なもので

した。なにしろこの時代の人々は、今の私たちとは異なり、博物館や教科書でアジアの古美術を目にすることなどなかった

のです。突如目の前に現れた「新しい」古美術の力強さや美しさは、日本の芸術家たちがこれまで守ってきた「美術の常

識」を打ち砕いてしまう、別次元のものでした。そして新しい美意識に目覚めた彼らは、自分たちの次なる作品づくりにと

りかかったのです。

本展覧会は、こうした背景のもとに生み出された1910〜60年代の工芸品や絵画と、その発想の源となった古美術品、さら

には3名の現代作家が本展のために制作した新作をご覧いただける構成となっています。作家たちによるアジアへの憧れと尊

敬、そして新たな創造力を、様々な作品から感じとっていただけますと幸いです。(出品点数：約100点）
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＜基本情報＞

展覧会タイトル アジアのイメージ：日本美術の「東洋憧憬」

英文タイトル Images of Asia : The East as Longed-for Other in Japanese Art

会 期 2019年10月12日（土）〜2020年１月13日（月・祝）

開館時間 10:00－18:00（入館は17:30まで）

ただし、11月22日（金）、23日（土・祝）、29日（金）、30日（土）、12月6日（金）、7日（土）は

夜間開館のため20:00まで（入館は19:30まで）

休 館 日 毎月第2・第4水曜日、年末年始（12月28日〜1月4日）

会 場 東京都庭園美術館 本館・新館ギャラリー１、２

入 館 料 一般：1,000 （800）円／大学生（専修・各種専門学校含む）：800（640）円
中学生・高校生および65歳以上：500（400）円
*（ ）内は前売りおよび20名以上の団体料金
* 小学生以下および都内在住在学の中学生は無料
*身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその
介護者１名は無料（手帳の提示をお願いします）
* 教育活動として教師の引率する都内の小・中・高校生および教師は無料（事前の申請が必要）
* 毎月第３水曜日（シルバーデー）は65歳以上の方は無料

前 売 e+（イープラス）http://eplus.jpもしくはファミリーマートのファミポート端末よりご購入いただけます

主 催 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都庭園美術館

年間協賛 戸田建設株式会社、ブルームバーグ・エル・ピー

特別協力 ユニマットグループ

http://eplus.jp/


■展覧会の見どころ

１－アジアのなかの日本人

1942年、日本画家の杉山寧は中国・大同の雲岡石窟を訪れ、当地の石仏を描きました。しかし彼は、どんな仏像でも描いた

わけではありません。杉山がモデルに選んだのは、優しく微笑む仏像。当時の日本では、“インド、中国の仏像や、日本の飛

鳥時代の仏像は、古代ギリシャ彫刻の影響を受けている”という学説が、「アルカイック・スマイル」という言葉とともに流

行していました。こうしたなかで杉山は、自分たちの源流である大陸文化への憧れと敬意を込め、数ある石仏のなかから、

微笑みをたたえる仏像を選びぬいたのでしょう。彼の描く仏は、いかめしい「仏頂面」から程遠く、観る者を大きな心で包

み込んでくれる慈愛に満ちています。

一方、近代の中国は、西洋のドレスと「西洋が求める中国イメージ」を合体させ、「チャイナドレス」を生み出しました。

西洋が自分たちに求めるイメージを逆手にとって、新しい服飾文化をつくったのです。日本の画家たちは、こうした中国の

奥深さを理解したうえで、チャイナドレスをまとった女性を描きました。彼女たちが口元に漏らす微かな笑みは、何を意味

しているのでしょうか。西洋とアジアの関係、そしてアジアと日本の関係は、作家たちがアジアへ目を向ける大きなきっか

けとなったのでした。

２－大昔の器物がモダンに生まれ変わる

近代の発掘によって出土したアジアの古美術品や雑器は、日本の作家たちに大きなショックを与えました。そのフォルムや

模様、絵柄は、日本の工芸の伝統からかけ離れており、作家たちに「新たな美」を教えてくれたのです。

例えばその一つに青銅器があります。青銅器は、古代中国では調理器や祭器として使用されましたが、日本の作家たちは

その使い勝手以上に、フォルムや模様の面白さに惹かれました。香取秀眞の《鳩香炉》 は、古代中国の鳥型祭器からインス

パイアされたものでしょう。翼の渦巻き模様やふっくらした胸が古代の鳥を思わせる一方で、愛嬌ある表情とつややかな質

感、こちらに歩いてきそうな大きな足が、ユニークかつ現代的な魅力を醸し出しています。

本展ではその他にも、様々な作家たちの作品が数多く並びます。河井寛次郎は、李朝の白磁に描かれた即興性ある絵柄に

心打たれ、石黒宗麿は、唐三彩において自然に流れ落ちる釉薬の美しさに魅了されました。新しい陶器づくりを志す彼らは、

古美術がもっている即興性や自然性をあえて意識的につくりだすことで、自分たちの作品を完成させていったのでした。
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■展覧会の構成

Ⅰ アジアへの再帰

１ 雲岡石仏との遭遇（川端龍子、杉山寧）
２ チャイナドレスの婦人（岡田謙三、藤島武二、安井曾太郎）
３ 静物画のなかのアジア（岸田劉生、前田青邨、バーナード・リーチ）

Ⅱ 古典復興

１ 古代青銅器と工芸モダニズム（岡部嶺男、香取秀眞、高村豊周、豊田勝秋、津田信夫）
２ 生きのびる中国陶磁（石黒宗麿、北大路魯山人、富本憲吉）
（1）黒釉褐彩
（2）白地黒花
（3）五彩
３ 籐籠と竹籠（飯塚琅玕齋）
４ 李朝白磁と民藝運動（河井寛次郎）
５ 文様から装飾芸術へ（髙野松山、増田三男、松田権六、石黒宗麿、北原千鹿）
（1）走獣文
（2）唐三彩と斑文
（3）魚文

Ⅲ 幻想のアジア

岡村桂三郎（画家）
田中信行（漆芸家）
山縣良和（デザイナー）



３－現代の作家がアジアを見るとき

展覧会の最後を飾るのは、３名の現代作家による、アジアをイメージした作品です。

画家の岡村桂三郎は、古代青銅器の地紋から着想を得て、伝説上の霊獣を描きます。彼の霊獣がもつ複数の「目」は、鑑

賞者のみならず、日本とアジアの行く末を見つめているのかもしれません。

漆芸家の田中信行は、かつてオリジナリティを求め、漆芸の「伝統」や「常識」を覆すオブジェをつくり続けてきました。

しかし近年、彼は自身のもつ漆の技術が、日本や東洋と切っても切れないものであると気づきます。その変遷を経たうえで

の今回の作品は、田中にとってもアジアを大きく意識したものとなりました。

デザイナーの山縣良和は、70年代の日米繊維交渉をテーマにデザインします。当時の西洋とアジアの経済的対立構造を視

野に入れたこの作品は、現在にも尾を引く微妙な力関係をも想起させるものでしょう。
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上段 ：岡村桂三郎《地神龍》2011年 作家蔵 ※参考図版

下段左：田中信行《Inner side-Outer side》（内界ー外界）2005年
撮影：末正真礼生 金沢 21 世紀美術館所蔵 ※参考図版

下段右：山縣良和《Tug of war 狸の綱引き》2019年（本展出品インスタレーション用スケッチ）

※上記掲載の３点の作品図版は、広報用としてご使用いただけます。



＜関連プログラム＞

■講演会 ※事前申し込み制

「踊りだす熊 脱亜入欧でもなく、アジアはひとつでもなく」

日時：2019年11月２日（土）14:00‐

会場：東京都写真美術館ホール（東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内）

講師：樋田豊次郎（本展企画者・東京都庭園美術館館長）

福沢諭吉が唱えた「脱亜入欧」、岡倉天心が唱えた「アジアはひとつ」、そのどちらでもない道に、

1910年代以降の日本美術は進みだしたのではないか。本テーマを軸として「ア ジアのイメージ」展

企画者による講演会を開催いたします。

■シンポジウム ※事前申し込み制

いだ

「日本の美術家が懐いた東洋憧憬 その歴史と美術界への影響」

日時：2019年11月17日（日）10:30‐

会場：日仏会館ホール（東京都渋谷区恵比寿3-9-25）

登壇者（50音順）

蔡 家丘 （国立臺灣師範大学芸術史研究所助理教授）

佐藤道信 （東京藝術大学教授）

高橋明也 （三菱一号館美術館館長）〔モデレーター〕

樋田豊次郎 （東京都庭園美術館館長）

三浦 篤 （東京大学総合文化研究科教授）

ラワンチャイクン寿子（福岡アジア美術館学芸員）

アジアに憧れた作品は、ひるがえって日本の美術界や文化行政に影響を与え、日本美術を明治の国家主義的

傾向から 解放しました。そこから、日本美術に多様性がもたらされていった過程に光を当てます。

■ギャラリートーク ※当日有効の本展チケットが必要

「幻想のアジア：自作を語る」

会場：東京都庭園美術館 新館展示室内

岡村桂三郎（画家） 2019年11月22日（金）18:30‐

山縣良和（ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ） 2019年11月29日（金）18:30‐ 

田中信行（漆芸家） 2019年12月６日（金）18:30‐

※各イベントへの参加料は無料。

※講演会、シンポジウムは、当館以外の会場で開催されます。ご留意ください。

※詳細については、当館ウェブサイト等でご確認ください。
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◎広報用図版

会場情報
東京都庭園美術館｜東京都港区白金台5–21–9

［目黒駅］JR 山手線東口／東急目黒線正面口より徒歩7 分
［白金台駅］都営三田線／東京メトロ南北線1 番出口より徒歩6 分
TEL. 03-5777-8600（ハローダイヤル）03-3443-0201（代表）／FAX. 03-3443-3228
Website       www.teien-art-museum.ne.jp
Follow us on Facebook, Twitter, Instagram @teienartmuseum

お問い合わせ先
東京都庭園美術館広報担当：板谷・吉田 TEL. 03-3443-0201  Mail. press@teien-art-museum.ne.jp

①杉山寧《雲崗５窟如来像》1942年 ユニマットグループ所蔵
②《染付魚藻文壺》（重要文化財）元時代 14世紀 東京国立博物館所蔵

Image：TNM Image Archives
③《白釉鉄絵束蓮文瓶》12世紀 東京国立博物館所蔵

Image：TNM Image Archives
④《鴟鴞尊》商後期 泉屋博古館所蔵 ※2019/12/12より展示
⑤香取秀眞《鳩香炉》1949年 千葉県立美術館所蔵
⑥飯塚琅玕齋《花籃》1936年頃 斎藤正光氏所蔵 ©T.MINAMOTO
⑦安井曾太郎《金蓉》1934年 東京国立近代美術館所蔵

①
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