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＊（ ）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

その介護者一名は無料。
＊教育活動として教師が引率する都内の小中・高校生および教師は無料（事前申請が必要）。
＊第3水曜日（シルバーデー）は65歳以上の方は無料。
＊前売り券e+（イープラス）にてオンライン販売いたします。 http://eplus.jp

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

後援：イラン・イスラム共和国大使館、オランダ王国大使館、タイ王国大使館、ブリティッシュ・カウンシル、ベルギー大使館、公

益財団法人アーツフランダース・ジャパン

協力：株式会社テシード

年間協賛：戸田建設株式会社

お問い合わせ先
東京都庭園美術館 広報担当：板谷、浜崎

TEL. 03-3443-0201
E-mail. press@teien-art-museum.ne.jp

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. 03-3443-0201 FAX. 03-3443-3228 
www.teien-art-museum.ne.jp 

紅葉シーズンに夜間開館あります
patronage
11月23日（祝・木）、24日（金）、25日（土）
20時まで開館（入館は閉館の30分前まで）

展覧会タイトル：装飾は流転する 「今」と向きあう７つの方法

英文タイトル：Decoration never dies, anyway

会期：2017年11月18日（土）–2018年2月25日（日） 86日間

会場：東京都庭園美術館

休館日：第2・第4水曜日および年末年始（2017年12月27日（水）－2018年1月4日（木））

開館時間：10:00–18:00（入館は閉館の30分前まで。）

11月23日ー25日は20:00まで開館

観覧料：一般：1,100（880）円

大学生（専修・各種専門学校含む）：880（700）円

中・高校生・65歳以上：550（440）円

装飾は人類と共に常に存在してきました。弔いの儀式や呪術的なタトゥーなどに始まり、ときに

形骸化しながらも、時代とともにまた新しい意味を伴い変化を繰り返し生き残ってきました。そ

れはまさに生々流転と言えるでしょう。

この展覧会には７組のアーティストたちが登場します。彼らは年齢も国籍もジャンルもバラバ

ラです。その表現もゴシック装飾を施したダンプカーや、様々な文化圏の模様をリミックスした

絨毯、窓のたたずまいからそこに住む人の生活や性格を想像した絵画などなど多彩なものです。

彼らは全く異なる時代や価値観を対峙させたり、実際には存在しない世界を思い描いたり、日常

生活の中の「装飾」を読み取ろうとしたりしています。彼らの試みを見る時、私たちは装飾とい

う行為が、生々しい現実を複雑なまま認識するために必要な切り札だということに気がつくので

す。Decoration never dies, anyway.

参加作家：ヴィム・デルボワ、ニンケ・コスター、山本麻紀子、山縣良和、髙田安規子・政子、

アラヤー・ラートチャムルーンスック、コア・ポア

るてん

mailto:press@teien-art-museum.ne.jp


ヴィム・デルヴォワ Wim Delvoye
https://wimdelvoye.be/

1965年ベルギー・ウェルヴィク生まれ。現在ベルギー・ゲント及びイギリス・ブ
ライトン在住

カトリック信仰の厚いフランドルで生まれ育ったデルヴォワは、美しい古典的な建
築装飾を再構築する「ゴシック」シリーズを手掛ける一方で、消費社会を象徴する
数々の挑発的なプロジェクトでも知られるアーティスト。
近年、ルーヴル美術館やプーシキン美術館などでも個展を開催し、精力的に活躍し
ています。2014年の横浜トリエンナーレで横浜美術館の前に出現した巨大な《低
床トレーラー》で強烈な印象を残しましたが、実は日本での本格的な紹介は今回が
２回目となります。今回は当館の建築装飾とのコラボレーションとして「ゴシッ
ク」シリーズ、「スーツケース」シリーズ、「タイヤ」シリーズなどを紹介します。

ゴシック建築の装飾が
オウムガイの形に歪め
られている《ノーチラ
ス》(2013年）

ゴシック建築の装飾で形作られた《低床トレーラー》(2014年）と《ダンプカー》
（2012年）（2014年の横浜トリエンナーレで展示されたもののスケールモデル）
※１

《リモワ・クラシックフライト・
マルチウィール 971.73.00.4》
（2015年）独リモワ社のスーツ
ケースの表面に装飾

《無題(タイヤ）》（2007年）ゴムタ
イヤの表面に装飾

《二つの尾てい骨》(2012年）
大理石で作られた尾てい骨

このページの写真のクレジットはすべて ©Studio Wim Delvoye, Belgium

各作家について



ニンケ･コスター Nynke Koster
http://www.nynkekoster.org/

1986年オランダ・ハーストレヒト生まれ。現在オランダ・ハーグ在住
2013年ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ、ハーグ卒業

建築のディテールをシリコーンゴムでそのまま写しとり、家具や彫刻に生まれ変
わらせるアーティスト。アートとデザイン、時代や様式の境界を軽やかに乗り越
えて制作される彼女の作品に触れるとき、観客は身体感覚をもって建築空間その
ものを体験します。
代表作となる《時のエレメント》は、1800年様式、新古典主義、ゴシック様式、
アール・ヌーヴォーとそれぞれ異なる様式で建てられた、アムステルダムやデン･
ハーグに残る歴史的建造物の天井や壁の装飾を写しとり、スツールにしたもので
す。本展では、自由に座って楽しめる椅子として展示します。

日本では初紹介のアーティストです。

《時のエレメント》 （2015年）Photo: David in den Bosch

オランダの国家遺産スーストデイク宮殿で、天井の
装飾を型取りして作った作品と、その上に身を横た
えて天井を見上げているアーティスト本人。
＊参考写真のためデータ提供不可



山本麻紀子 Makiko Yamamoto
http://makikoyamamoto.com/

1979年京都生まれ。現在京都在住
2005年京都市立芸術大学院・美術研究科・絵画専攻・構想設計修了

参加者を巻き込むプロジェクトを数多く手がける現代美術家。日常に埋もれて
しまった事象や人が無意識に行う行為に焦点をあて、フィールドワークやリ
サーチ、ワークショップを通じて対話を行い、それらを顕在化させています。
今回は山本がロンドンで制作した《Through The Windows》の連作を展示し
ます。それは見知らぬ人の家の窓を通して見える部屋の様子から物語を想像し、
その窓の絵と物語を携えて突然住人を訪ねるというものでした。現在、庭園美
術館の近隣でも同プロジェクトを展開中です。白金台に住む人々の窓から、山
本は何を読み取るのでしょうか？

2008年にイギリス・ロンドンで暮らしていた時、山本
麻紀子の印象に残ったのは、窓にカーテンをかけてい
ない家がたくさんあったことでした。

窓越しに見える部屋の中の様子をヒントとして、それ
ぞれの窓の内側で起こっていることを想像し物語にし
ています。そして物語を書き添えた窓のドローイング
を持って、その窓の家の住人に会いにいきます。

山本の思い描いた物語が、いかにも自分の生活のワン
シーンだと納得してもらえたら、窓のある部屋にド
ローイングを置いて、その物語を住人に再現しても
らって写真を撮影するというプロジェクトです。

（窓のドローイングの下に書かれている物語の日本語訳）

「これはそこに吊るそう」
「OK。どうかな？」
「うーん・・・。多分、誰か頭ぶつけるよね。

そっちにしようか」
「OK。どう？」
「いいね！じゃあ そこで。ところで、いつもより友達多め

に呼んじゃったからさ、明日は50人くらいになるよ。」
「ヤバい。盛り上がるよね。お隣さんに言っといたほうが

いいね」
「ああ、そうだね。今言ってくるよ。

俺たち、パーティーほんと好きだよね」
「だ～いすき」

《窓（ロンドン・カムデンタウン）》（2010年）
ドローイングと写真のセット



山縣良和 Yoshikazu Yamagata
http://www.writtenafterwards.com/

1980年鳥取生まれ。現在東京在住
2005年セントラル・セント マーティンズ美術大学卒業

ロンドン留学中にジョン・ガリアーノの デザインアシスタントを務めた後、帰
国。2007年に「writtenafterwards（リトゥンアフターワーズ）」を設立。装
飾性が高い(もしくは過剰な)造形だけではなく、ファッションの意義や起源に
言及するメタ的な視点に立った服作りが、ファッションのみならずアートの分
野でも注目されています。
本展ではwrittenafterwardsのこれまでのコレクションを振り返りながら、最新
コレクション３部作《Flowers》を中心としたインスタレーションを展示します。

左：2017年春夏コレクション、2017年秋冬コレク
ション、そして2018年春夏コレクションと３期にわ
たって展開しているコレクション《Flowers》は、戦
前・戦中・戦後に生きる女性たちをテーマとしていま
す。
その中でも象徴的な、花輪を刺繍したドレスは、
2016年にオバマ大統領が広島の慰霊碑に献花した
リースをモチーフとしています。
左上《flowers II》（2017年）
Photo: Kenshu Shintsubo ©writtenafterwards

左下：美術学校、服飾専門学校において制作時に大量
に生み出される「ゴミ」を素材として用いたコレク
ション。
《collection #04 graduate fashion show -
0points-》（2009年） ©writtenafterwards

2012年東京・渋谷の宮下公園で発表された2013年春
夏コレクション。大きな熊手を背負い縁起物や米俵で
過剰に飾られた「七服神」

《THE SEVEN GODS - clothes from chaos》
（2012年）© writtenafterwards



髙田安規子・政子 Akiko & Masako Takada
http://amtakada.com

1978年東京生まれ。現在東京在住
2005年、ロンドン大学スレード校美術学部修士課程修了

一卵性双生児のアーティストユニットで、共同制作を行っています。自然の風
景や建造物などの大きなものをチョークや糸巻きなど小さな日用品で表現した
り、高価な美術工芸品を安価な材料で表現したりと、尺度や基準をゆるがす作
品で見る者を驚かせています。
本展でも新作を制作するほか、旧作を旧朝香宮邸のあちこちに配して、インス
タレーションを作り上げます。

軽石を削って作ったローマの《凱旋門》
（2014年）Photo: 伊奈英次

左：《豆本の山》(2013年) 
photo:長塚秀人
右：市販の洗濯ばさみを削
りだした《梯子》(2007年）
両者とも書庫に展示予定

ペルシア絨毯のように見えるが、実はトラ
ンプのカードに刺繍を施した《切り札》
(2011年）photo:伊奈英次

切子細工のガラス器に見えるが、実はゴム
製の吸盤にカッティングを施したもの
《カットグラス》(2014年）



アラヤー・ラートチャムルーンスック Araya Rasdjarmrearnsook

1957年タイ生まれ、現在チェンマイ在住
バンコク・シラパコーン大学グラフィックアーツ専攻修士課程修了後、1994年
にドイツ・ブラウンシュバイク大学で修士号取得

タイの古都チェンマイを拠点とする、東南アジアを代表する映像・写真作家。個
人的な体験や対話に基づいて生まれる作品には、自身のアイデンティティや、生
と死、個人と社会といったテーマが描かれています。
代表作《授業》(2005)を含め、身元不明の遺体と生きている人々との関わりを
描いたシリーズが多くある中で、今回は《タイ・メドレー》(2002年）を上映し
ます。

この映像作品では、身元不明の女性の遺
体たちに向けて、タイの伝統的な舞踊歌
唱劇「イナオ」の中の恋の物語を読み歌
い聴かせています。遺体にはそれぞれ鮮
やかな花柄の布がかけられているのが印
象的です。

《タイ・メドレーⅡ》（2002年）ビデオ
《タイ・メドレーⅢ》（2002年）ビデオ



コア･ポア Kour Pour     
http://www.kourpour.com/

1987年イギリス・エクスター生まれ。現在ロスアンジェルス在住
2010年オーティス・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン卒業

ペルシャ絨毯の修復職人であったイラン系イギリス人の父を持つポア。幼少時代の記
憶と結びつくペルシャ絨毯にインスピレーションを得て、異なる時代や文化圏のモ
チーフを引用あるいはリミックスしながら描き出すペインティングのシリーズで知ら
れています。
『フォーブス』誌の「30歳以下の注目の30人」にも選ばれるなど、近年特に注目され
ている作家です。日本で紹介されるのは、今年ギャラリーMISAKO & ROSENで開催
されたグループ展に続いて２回目。代表作のペルシャ絨毯のシリーズを展示します。

《王様の馬と家来の全部がかかっても》（2013年）

detail

伝統的なペルシア絨毯特有の制作工程や経年の
痕跡や質感を表現するために幾重にも重ねられ
たドローイングや色彩。それぞれのモチーフは、
中国やエジプト、中南米の神話など、本来ペル
シア絨毯には描かれることのない物語。

《聖なる山》（2014年）



関連プログラム
＊詳細は決まり次第、ウェブサイトに情報をアップします。

◆アーティストトーク
11月18日（土）13:00-
本展に出展する各アーティストによるショート・プレゼンテーション
参加は事前申込。10月18日よりWeb予約受付開始

◆ギャラリートーク
11月25日（土）18:00～
夜間開館にあわせて、展覧会担当キュレーター２人が、展覧会を案内
事前申込不要

◆山本麻紀子ワークショップ「落とし物のお店」（仮タイトル）
12月9日（土）16日（土）
道端で見つけた、どこにでもあるようなものが「特別なものになる」ワークショッ
プ。小学生対象。参加は事前申込。

◆ DOMMUNE「EXTREME QUIET VILLAGE」vol2 ～装飾の生命線
2018年1月20日（土）13:00～18:00
参加は事前申込。12月20日よりWeb予約受付開始

◆learning program ここクリエイション「響き合う、いまとあなたと」
2018年2月4日(日)、2月10日(土)、2月11日(日) 3回連続講座
「ここ」という場所とアーティスト、そして参加者で「co-creation（共創）」する

「ここクリエイション」。今年度は音楽パフォーマンスグループ「つむぎね」を率い
る作曲家・宮内康乃を講師に迎え、音の響きを深く味わうプログラムを展開する。

参加は事前申込。

◆learning program みんなで作るギャラリー・カンバセーション
昨年度に引き続き、展覧会を出発点として答えのない問いを見つける「哲学対話」
を実施。ファシリテーター：神戸和佳子（東京大学）、荻野亮一（慶應義塾大学）
12月を予定。参加は事前申込。

本展では写真撮影が可能です。
ハッシュタグ#DecorationNDA

広報用画像
広報用画像をご用意しています。高解像度データダウンロード専用URLをご案内いたし
ますので、ご希望の方はpress@teien-art-museum.ne.jpまでご連絡ください。

※ご使用時の注意とお願い
・写真使用の際はキャプション・クレジットの掲載を必ずお願いいたします。
・トリミング、文字載せは原則不可。二次使用は禁止いたします。
・使用の際は事実確認のため、記事校正を必ずさせていただきます。
・掲載紙又は、掲載記事を担当者までお送りください。


