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プレス関係各位

日頃より東京都庭園美術館をお引き立ていただき誠にありがとうございます。当館において、2022年9月

23日（金・祝）～11月27日（日）の会期にて「旅と想像／創造 いつかあなたの旅になる」を開催しま

す。未だコロナ禍が続く中、旅についてさまざまな想いをめぐらせる機会になりますと幸いです。

ぜひ貴媒体にて本展をご紹介いただけますよう、お願い申し上げます。
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展覧会概要

展示内容

旅に出たい。ここではないどこかへ行きたい—移動の自由を制限された二年半
あまり。世界中の人々が旅を諦めました。

この期間に旅への想いが募り、自分の中の旅願望に気付いた人も少なくないで
しょう。旅とはいったいいかなるものなのでしょう。

本展はこうした問いの行方を、他者の旅を手がかりに、再考するための“旅の
アンソロジー”です。
イントロダクションとなるのは、庭園美術館の本館建築に大きな影響を与えた
朝香宮夫妻の百年前の欧州旅行です。1920年代の旅風景を美術工芸品と資料に
よって描き出します。

それに続き、ある個人コレクターの鉄道資料蒐集の旅、そして現代アーティス
トたちによる旧朝香宮邸をめぐる作品を、建築空間を生かしたインスタレー
ションによって紹介します。

それぞれの旅に潜む物語は、もはや旅が旅人だけのものではなく、受け取る側
のあなたと共有され、想像の中で経験されることを待っていると言えるでしょ
う。

だれかの旅は“いつかわたしの旅になる”

展覧会で出会う旅が、想像を膨らませるきっかけとなり、あなたの新しい旅を
切り開く第一歩になりますように。

Ⅰ）100年前の旅人
朝香宮のグランドツアー

フランスへの旅立ちに始まった朝香宮
夫妻の軌跡を、「旅の果実」として
展覧会のイントロダクションに据え、
100年前の旅へとご案内します。

Ⅱ）集めることは旅すること
あるコレクターの物語

旧朝香宮邸が誕生した20世紀前半の鉄道関連資料を蒐集
する、コレクターの居間を再現展示します。

Ⅲ）現代アーティストによる旅の風景
現代美術の作家たちの作品を本館と新館に配し、
作家独自の視点で語られる旅のかたちから、
いつかまた出会う新たな旅路へと誘います。

参考図版
朝香宮允子妃と杉岡御用掛
（朝香宮旅行アルバムより）
東京都庭園美術館蔵

作品画像（左から）
アンリ・ラパン
蓋付壺《ラパンNo.21》1925年
セーヴル製陶所（窯）
東京都庭園美術館蔵



本展のみどころ

出展作家
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■「旅」をテーマに集結した、幅広いジャンルの作品・資料
本展は、朝香宮の関連資料をはじめとする1920～30年代の写真や絵葉書等から、
現代の作家による作品まで、旅をテーマに集められた幅広いジャンルの作品で展示
を構成します。
本館・新館の展示室を訪ね歩くこの鑑賞こそが新たな「旅」となる、そんな体験を
お楽しみいただきたいと思います。

■「旅」の果実である邸宅で鑑賞する「旅」の表現
旅行や旅になかなか出られなくなった今、本展を通して改めて旅について問い直し
てみませんか？
およそ100年前に朝香宮がフランスへと旅立ち、その時の見聞が旅の果実として残
る旧朝香宮邸を舞台に、旅心をめぐる様々な表象が形となった作品をご紹介します。
この機会に旅について想像し、そしてぜひ旅について創造してみてください。

■「旅」への視点と現代作家によるインスタレーション
旧朝香宮邸の各部屋を生かした、現代のアーティストたちによるインスタレーショ
ンをご覧いただきます。歴史的建造物である当館ならではの特別な空間と、旅に対
する作家独自の視点とが交錯し、鑑賞者をいつかまた出会う新たな旅の入口へと誘
います。

展覧会カタログ ■展覧会の魅力を伝える本展公式カタログを制作します。
■本館の旧朝香宮邸内や新館ギャラリーの展示・インスタレーションを、
撮りおろしの写真で紹介するドキュメントです。
■担当学芸員のエッセイや出品作家のコメントを収録した内容です。

※2022年11月販売開始予定 ご期待ください！！
※予約方法など詳細は決まり次第、当館ウェブサイトにてお知らせいたします。

相川勝／栗田宏一／さわひらき／福田尚代／宮永愛子／evala

髙田賢三／カッサンドル 他

参考図版
左：さわひらき《absent》2018年 ⒸHiraki Sawa
右：宮永愛子《みちかけの透き間‐時計‐》2017年
写真：木奥恵三
ⒸMIYANAGA Aiko, Courtesy of Mizuma Art Gallery

（五十音順）
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東京都庭園美術館｜東京都港区白金台5–21–9 www.teien-art-museum.ne.jp

050-5541-8600（ハローダイヤル）

［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

Follow us on Facebook, Twitter, Instagram@teienartmuseum

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

展覧会情報 展覧会タイトル 旅と想像／創造 いつかあなたの旅になる

英文タイトル Journey and Imagination Connecting to the Stories of Others

会 期 2022年9月23日（金・祝）－11月27日（日）

開館時間 10：00－18：00 ＊入館は閉館の30分前まで

休 館 日 毎週月曜日（ただし、10月10日は開館）、10月11日（火）

会 場 東京都庭園美術館 本館＋新館

入 館 料 一般1,400（1,120）円／大学生（専修・各種専門学校含む）1,120（890）円

中・高校生＝700（560）円／65歳以上＝700（560）円

※（ ）内は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2名は無料

本展は日時指定の予約制です

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

協 力 公益財団法人日本交通公社 旅の図書館

年間協賛 戸田建設株式会社、ブルームバーグL.P.

そうぞう

会場情報

http://www.teien-art-museum.ne.jp/
mailto:press@teien-art-museum.ne.jp
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現代作家について
（五十音順）

相川勝 Masaru Aikawa
1978年ペルー共和国生まれ。
2004年多摩美術大学メディア芸術学科卒業。東京都在住。
われわれを取り巻く複製画像やデジタル情報が、人間の感
覚や意識に及ぼす影響に関心を寄せ、リアルとヴァーチャ
ルの境界域を問う作品制作を続ける。
このコロナ禍においては、マッターホルンやK2など地図
上で見つけた世界の絶景スポットを、一般に公開されて
いる衛星写真と地形データを用いて三次元のCGデータに
変換し、自ら構築した仮想空間を自宅にいながら巡り歩
いた。
本展では幼い頃に家族と旅したペルーのパンアメリカン・
ハイウェイを、2022年に再訪するCG映像を公開する。30年以上の時を超えて、日本か
ら15000キロ以上も離れた思い出の地へ。肉体の移動を伴わない旅が始まる。

栗田宏一 Koichi Kurita
1962年山梨県生まれ。山梨県在住。
20代半ばからバックパッカーとして世界各地を旅して回り、
各地の風土の中に身を置くことにより、人間と自然に対する
思考を深める。1990年頃より自分の足下にある土の多様性に
着眼し、日本各地を訪ね、一握りの土を採集するソイル・ラ
イブラリー・プロジェクトを開始する。
採取した土の本来の色を生かし、造形的に加工することなく
床一面に並置されるインスタレーションには、旅の経験から
得た、この世界の多様性と各個体がもつ固有性に対する畏敬
の念が込められている。
本展ではインスタレーションとともに、2021年11月から現在に至るまでの約300日の
日々の土採取を記録する絵葉書シリーズを発表する。

さわひらき Hiraki Sawa
1977年石川県生まれ。ロンドン大学スレード校美術学
部彫刻科修士課程修了。ロンドンと金沢を拠点に制作。
日常の見慣れた光景の中に、飛び交うジェット機や動
き回る不思議な生き物などそこには存在しないはずの
要素を持ち込み、懐かしさと非現実感が共存するよう
な映像世界を生み出す。映像の中に散りばめられた
様々なモチーフや、その一つ一つが作り出す繊細な動きは、
鑑賞者の中に眠っていた過去の映像記憶を呼び覚まし、
さわの映像の向こうに、自らの内面世界を見るような深い
鑑賞体験をもたらす。
本展では、旧朝香宮邸内を自身で撮影した実写映像を作品
に組み込み、本館大食堂のアール・デコ空間の中で、イン
スタレーションとして展示を行う。

参考図版（上から）
相川勝《イスタンブール,ト
ルコ／〈ポストカード〉よ
り》2013年、《〈K2を登
る〉より》2021年

栗田宏一《SOIL LIBRARY》
2020年 山梨県立美術館での
展示風景 撮影：栗田かず子

さわひらき《tracking》2010
年 ⒸHiraki Sawa、
《TRAIL》2005年 ⒸHiraki 
Sawa
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現代作家について
（五十音順）

福田尚代 Naoyo Fukuda
1967年埼玉県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科油画専
攻修了。埼玉県在住。
文字や言葉を独自の感覚と思考で捉え、その世界観を自分の
身近にある本や文房具に、手作業を加えることで作品化する。
こうした制作と並行して回文（始めから読んでも終わりから
読んでも同じ文章）の詩作も手掛け発表を続けている。
本展では、2003年から着手された代表的な本のシリーズ「翼
あるもの」を、旧朝香宮邸の書庫、書斎、殿下居間にあたかも
鳥が群れをなすように展示を試みる。
福田によって1頁1頁と折りたたまれ、最後に本の中から偶然に
立ち現れる1行の文字。その短い言葉は、見る者の思考や経験
と繋がり、それぞれの脳裏の中で彼方へと羽ばたく。

宮永愛子 Aiko Miyanaga
1974年京都府京都市生まれ。東京藝術大学大学院美
術研究科先端芸術表現専攻修了。京都市在住。
常温に置くと気化するナフタリンや川で採取した
塩など、周囲の影響を受けやすい素材を用い、その
特性を生かし、時間と共に形が変容してゆく作品を
発表する。
本展では、旧朝香宮邸の時が凍結したような歴史的
空間に、現実に流れる時間や光を招き入れ、過去と
現在が交錯するインスタレーションを試みる。
旅とは予測のつかない変化の中に身を委ねること。「変わりながらもあり続ける世
界」を視覚化する宮永の作品は、私たちの日々もまた旅の途上にあることを思い起こ
させる。

evala
1976年京都府丹後生まれ、東京都在住。
音楽家、サウンド・アーティストとして立体音響
システムを駆使した先鋭的な作品を国内外で発表
し、2016年からは新たな聴覚体験を創出するプロジ
ェクト「See by Your Ears」を開始する。
2020年には完全な暗闇の中で"耳で視る"という感覚
をもたらす音だけの映画『Sea, See, She –まだ見ぬ
君へ』を初上演し、人間の知覚システムの可能性を
拓く表現に挑む。美術館や公共空間における実験的
なサウンド・インスタレーションの他にも、舞台や映画など幅広くサウンド・プロ
デュースを手掛けている。
本展ではevalaが世界中で長年録り集めた音源を用いて、まるで生き物のように飛び交
う音に包み込まれる幻想的な時空間を立ち上げる。音を通してそれぞれの景色が立ち
上がる不思議な旅物語が始動する。

参考図版（上から）
福田尚代《翼あるもの『ウィ
トゲンシュタインの愛人』》
2022年 ⒸNaoyo Fukuda. 
Courtesy Yukiko Koide 
Presents、《翼あるもの『大
洪水』》2022年 ⒸNaoyo
Fukuda. Courtesy Yukiko 
Koide Presents

宮永愛子《夜に降る景色‐時
計‐》2010年 写真：宮島
径 ⒸMIYANAGA Aiko, 
Courtesy of Mizuma Art 
Gallery

evala《-a》2021年 photo 
by Harumi Shimizu
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１ 相川勝 《シドニーオペラハウス，オーストラリア／〈ポストカード〉より》2013年

２ 宮永愛子 《suitcase -key-》2019年 高松市美術館「宮永愛子：漕法」展示風景

撮影：木奥恵三 ©️MIYANAGA Aiko, Courtesy of Mizuma Art Gallery

３ 《欧州滞在中の両殿下》（朝香宮渡欧アルバムより）大正14年頃 公益財団法人鍋島報效会所蔵

４ さわひらき 《dwelling》2002年 ©️ Hiraki Sawa

５ 福田尚代 《翼あるもの『青い鳥物語』》2022年 ©️ Naoyo Fukuda. Courtesy of Yukiko Koide Presents

６ 朝香宮鳩彦王（朝香宮旅行アルバムより） 個人蔵

７ 栗田宏一 《SOIL LIBRARY》2020年 山梨県立美術館での展示風景 撮影：栗田宏一
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◎広報用画像

８ evala 《-a》2021年 photo by Harumi Shimizu

９ 《朝香宮旧蔵絵葉書》東京都庭園美術館蔵

10 福田尚代 《翼あるもの『若草物語Ⅰ＆Ⅱ』》2022年

©️ Naoyo Fukuda. Courtesy of Yukiko Koide Presents

11 《三羽揃いのペリカン（ペンギン）》1902年頃

ロイヤル・コペンハーゲン（窯） 東京都庭園美術館蔵

■全て参考図版です。広報用画像は他にも用意があります。
広報担当へお問い合わせください。


