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▋企画展報告

ロシア・アヴァンギャルドの陶芸　－モダン・デザインの実験－
2003 年 4 月 26 日|土|－7 月 27 日|日|

開館記念展Ⅱ

2003 年度グッドデザイン賞

審査員長特別賞「デザイン計画賞」を受賞！

　本展では開館記念として「ロシア・アヴァンギャル

ドの陶芸」をテーマとし、本邦初の規模で 20 世紀初

頭のロシアで誕生した革新的な陶磁器デザインの世界

を紹介しました。これは 2001 年 10 月と 2002 年 8 月

の 2 度にわたる現場調査の成果に基づいて構想したも

のです。モスクワの国立歴史博物館、国立クスコヴァ

陶磁美術館、全ロシア装飾美術民俗芸術博物館の三館

が所蔵する主要作品 209 点に加え、ロシア・アヴァン

ギャルドを代表する作家アレクサンドル・ロドチェン

コのデザインを 2 年がかりで実制作する「ロドチェン

コ・ルーム・プロジェクト」によって完成した作品 5

点を披露しました。

　この企画が 2003 年度「グットデザイン賞」( コミュ

ニケーションデザイン部門 ) を受賞し、さらに全部門

の中から審査委員長特別賞に選ばれました。地場産業

と連携した企画内容がトータルに評価され、『ロドチェ

ンコ・ルーム・プロジェクトを中心とするロシア・ア

ヴァンギャルドの陶芸展：発想から展開まで』を対象

として、審査委員長特別賞＜デザイン展計画賞＞が与

えられました。10 月 30 日の表彰式では、川崎和男審

査委員長より当館の榎本徹館長に川崎氏ご自身がデザ

インされた賞状が授与されました。

本展を支えた 2つのプロジェクト

「ロドチェンコ・ルーム・プロジェクト」では、岐阜

県の地場産業である木工・繊維・陶磁器の各生産現場

で、ロドチェンコの代表的な「家具」「衣服」「食器」

のデザインを実際に制作し、現代に甦らせることに挑

戦しました。制作プロセスも丁寧に記録し、ドキュメ

ンタリーとして放映。作品は、触ったり、座ったり体

験できるように展示しました。こうして前衛芸術家の

実験精神を誰もが体感できる展示空間「ロドチェンコ・

ルーム」を創出し、モノづくりを支える人と技との接

点をもつ展覧会を実現。

　また会期中、本展の趣旨に共感してくれる人々が、

既存の枠組み超えて担当学芸員と常時話し合いをもち

ながら宣伝普及活動や関連イヴェントを自発的に実現

していくプロジェクト「ロシア・アヴァンギャルド・

プロジェクト ( 略称 RAP)」を実現しました。美術館内

外の人々の豊かな「ひらめき」を積極的に取り入れ、

展覧会そのものを「創造の現場」とするための仕掛け

を講じたのです。ジャンルを超えて多彩なアーティス

トや学者の参加も促し、RAP によって展示空間はアク

ティヴな創作・研究の場に変貌。主な自主企画を挙げ

ると、「ワークショップ：アヴァンギャルド・キッズ

絵付け体験」「トークセッション：美術館で学ぶって

どんなこと？」「ワークショップ或いは展覧会ジャッ

ク：美濃発、ロシア・アヴァンギャルドへのオマージュ」

「ワークショップ＆パフォーマンス：労働記者クラブ」

「パフォーマンス：Play room」「コンサート：テルミ

ンで星に願いを」「手作りミニパンフレット制作」

「RAP ホームページ制作」「ロドチェンコ・ルームの楽

しみ方」等。これら多彩な企画によって、展覧会場は

様々な人が集い、観て、触れて、聴いて、語り、多様

な表現が生まれる場となり活況を呈しました。

　「ロシアにとっても初のスケールであるこの意義深

い展覧会が、日本の子供達の心に残り、未来に豊かな

花を咲かせるものとなりますように―。ロシア代表団

のエレーナ・エリチャン館長 ( 国立クスコヴォ陶磁美

術館 ) の言葉で開幕した本展は、80 日間の会期中に計

11,765 人の方々にご覧いただきました。この間、上記

の 2 つのプロジェクト参画し、泣いたり笑ったりしな

がら共に展覧会づくりに汗を流して下さった優に100

人を超える方々の存在があります。本展に心を寄せ、

お力添え下さった皆様、ご来館下さった皆様、誠にあ

りがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　

〈学芸員 不動美里〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

「地方自治体における美術館などの文化政策・文化行政が厳しい状況

にあるいま、岐阜県現代陶芸美術館、岐阜県の地場産業、地元のマ

スコミが一体となって、現代デザインの源流であるロシア・アヴァ

ンギャルドを自ら解釈し、企画し、レプリカを制作して展覧会を行

うという長期にわたる計画の実現を評価させていただきました。」

【川崎和男氏の審査講評より】

http://www.g-mark.org/winners/
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デザインとアートの挑戦　－国際陶磁器フェスティバル美濃の歩み－

2003 年 8月 9日|土|－11 月 30 日|日|

　「国際陶磁器フェスティバル美濃」は、多治見市を中

心とした実行委員会によって、3 年に一度開催されて

きた陶磁器産業と文化の振興を目的としたイベントで

す。1986 年に第 1 回を開催し、2002 年には、新しい開

催場所であるセラミックパークMINO の開館とともに第

6 回を迎えました。陶磁器の長い伝統と文化を保有す

る岐阜県東濃地域の、更なる発展と、世界各国に新し

い陶磁器文化を発信することを目的として開催してき

た結果、現在では世果中で広く知られるようになりま

した。このイベントの中心的な催事が、「国際陶磁器展

美濃」( 以下「美濃展」) という公募展です。世界各国

の陶芸家、陶磁器デザイナーが出品し、現物審査によ

り審査されるという ( 多くの公募展は一次審査はスラ

イドです ) 特殊な公募展であり、また「美濃展」で受

賞した作家は、その後国際的評価も高まることから、

この公募展は、「新人作家の登竜門」として位置付けら

れるようになりました。その「美濃展」の入賞作品の

うち、国際陶磁器フェスティバル美濃実行委員会がこ

れまで保管・管理してきた作品を展示したのが、今回

の展覧会です。つまり今回の展覧会は、通常美術館で

開催される展覧会と大きく異なり、作品選定にあたり、

学芸員の意志は介在していないということになります。

各回の審査員が賞を授与した作品の中で、実行委員会

が管理してきた作品、しかも展示に耐え得るコンディ

ションである作品 89 点 (81 作家、20ヵ国 ) が展示さ

れているのです。裏を返すと、さまざまなタイプの作

品が展示されているということで、これまでに (11 月

5日現在 )5,300 人を超える方にご来館いただきました。

これら作品は、時代を感じさせるものもあり、また普

遍的フォルムをたたえるものもあり、時代や国・地域、

そして陶磁器表現の可能性を感じることの出来る展覧

会でした。

　その中で、第 4 回陶芸部門でグランプリを受賞した

伊村俊見の《虚・Ⅳ》をご紹介します。もともと伊村

は大学で彫刻を専攻し、そのため「かたち」というも

のに強いこだわりを見せます。この作品も、彫刻では

塊から「かたち」が作られるが、やきものであれば中

は空洞で、「皮」で空間を内包した状態でも「かたち」

といえる。それを表現するために制作したといいます。

やきもので作られる「かたち」とはどのようなもので

あるのか。伊村の作品はそれをよく表わしているとい

えます。

　ご来館いただいた方にご協力いただいたアンケート

を拝見したところ、今後のフェスティバルに期待した

いという声が多く寄せられました。この声を国際陶磁

器フェスティバル美濃実行委員会に伝えるとともに、

美術館として実行委員会の方々に協力していきたいと

思います。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　        　<学芸員　岩井美恵子 >

伊村俊見　「虚･Ⅳ」
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昨年開館したばかりの当館では、開館記念展などをとおして当館の視点を紹介してまいりましたが、

次回展示会では初めて一人の人物に焦点をあて、そこから広がる世界をご紹介していきます。

それが小山冨士夫(1900－1975)です。

　世界的な陶磁学者であり、自らも陶芸家として作陶

に腕をふるった小山冨士夫。その古今東西にわたる研

究の守備範囲と交友の広さから、小山ほどのスケール

をもつ学者は前にも後にもいないといわれています。

晩年、岐阜県土岐市内に花ノ木窯を築き、安住の地と

して過ごした小山は当地、美濃にゆかりのある人物と

いえるでしょう。しかしながら、陶磁史研究、近代陶

芸界の発展において欠くことのできないこの小山につ

いて、県内ないしこの東海圏のなかで、そして地元美

濃においても一般の方には小山が岐阜ゆかりの人物と

いう認識がまだ十分にはなされていないようです。本

展の開催がそのきっかけとなればというのが当館で開

催する狙いであり、また願いでもあります。

　小山は中国の定窯古窯址を発見したことで一躍世界

的に陶磁学者として知られます。淡いクリーム色をし

た定窯の白磁は欧米でも人気が高く、どこで焼かれた

のかは世界の学者の関心の的であり、定窯古窯址の発

見は日中戦争のさなか、軍隊に護衛されつつ陶片を採

取したまさに銃弾の飛び交う下での成果でした。また

日本中世の代表的な窯として瀬戸、常滑、越前、信楽、

丹波、備前を「六古窯」と命名したのは小山でした。

このほかにも正倉院蔵の奈良三彩の調査など、小山は

古陶磁研究で多くの業績を残しています。その造詣は

広く朝鮮、日本の古陶磁から中近東、ヨーロッパの陶

磁器、さらには現代陶芸まで及びます。研究以外でも、

小山は文化財保護委員として国宝・文化財指定の業務

に携わり、人間国宝制度の創設をはじめ、文化財行政

の骨格を作り上げた一人として大きな役割を果たしました。

　

1. 白掻落秋草文瓶 小山冨士夫 1974 年 出光美術館蔵

2. 色絵金彩花茶碗 小山冨士夫 1974 年 個人蔵

3. 重文 灰釉魚文瓶子 瀬戸窯 鎌倉時代 名古屋市博物館蔵

4. 重文 青磁琮形瓶 官窯 南宋時代 東京国立博物館蔵

5. 重文 白地黒掻落龍文瓶 磁州窯 北宋時代 白鶴美術館蔵

6. 彩磁柿文壷 石黒宗麿 1959 年 東京国立博物館蔵 撮影：大塚清吾

7. 志野茶碗 銘「耶登能烏梅」荒川豊蔵 1970 年 豊蔵資料館蔵

8. 白瓷輪花鉢 塚本快示 1977 年－80 年 岐阜県現代陶芸美術館蔵 撮影 :斎城卓

１　 ２

３ ４ ５

６ 
 

７  

８
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　24 歳のころに瀬戸の矢野陶々、ついで京都の二代真

清水蔵六に弟子入りして陶工修業をした小山は、自身

でも独特で魅力的な陶磁器を制作しました。小山はそ

の誠実で温厚な人柄から、小山自ら兄弟よりも仲の良

い友人であったというほど親しかった石黒宗麿をはじ

め、美濃の荒川豊蔵や塚本快示、金重陶陽、川喜多半

泥子、北大路魯山人ほか近代の代表的な陶芸家たちと

幅広い交流を持ちました。そして自ら「窯場荒らし」

と称して、各地の親しい陶芸家を訪ねて制作していま

す。伝統や約束事にとらわれない、自由な造形を追求

した、小山のその天衣無縫な作風は多くの人々に愛さ

れています。

　本展では、やきものの鑑賞や研究の楽しみを現代の私

たちに伝え、破格のスケールのなかで展開した小山の生

涯を、自著『骨董百話』などでとりあげられた作品や、

ゆかりの古陶磁の名品、交友のあった陶芸家の代表作品、

小山自作の陶磁器に研究資料などを一堂に集めご紹介し

ます。

　

　また特別展として、小山の幅広い交友を伝えるぐいの

みのコレクション、海外の現代陶芸の紹介者としての小

山、そしてその記録についても当館収蔵品を含む作品・

資料などでご紹介する予定です。小山冨士夫の眼と技の

世界を存分にご堪能ください。　　　　 <学芸員　佐野素子 >

会　　期 2003 年 12 月 20 日 ( 土 )－2004 年 3 月 21 日 ( 日 )

休 館 日 毎週月曜日 (ただし、月曜日が休日の場合はその翌日 )、

　　　　 年末年始 (12 月 27 日－1月 5日 )

会　　場 岐阜県現代陶芸美術館　ギャラリーⅠ

開館時間 午前 10 時－午後 6時 (入館は午後 5時半まで )

主催：岐阜県現代陶芸美術館 朝日新聞社 岐阜新聞・岐阜放送　後援：日本陶磁協会

観覧料　個人　　　　　　　　    　一般 1,000 円、大学生 700 円、小中高生 500 円

　　　　前売り・団体 (20 名以上 ) 　一般 　800 円、大学生 500 円、小中高生 300 円　

関連企画　対談式ギャラリートーク　平成 16 年 1 月 11 日 ( 日 ) 午後 2時－

　　　　　小山岑一氏 (長男・陶芸家 )を展覧会場に迎え、当館長と対談形式で会場を歩きつつ、

　　　　　　作品について語ります。   

            当館学芸員によるギャラリートーク　毎週日曜日 午後 2時－(休館日・上記 1月 11日を除く)
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▋教育普及活動報告

教育セミナーの実施

美術館が子どもたちの
笑顔があふれる場になります！

美術館が実物と作家との出会い…
そして制作の場になります！

　夏休み企画「土でつくる心の形」では、中学生が 20kg

もの粘土を使って心の内を思いっきり表現しました ( 下の

写真 )。8 月 2 日には、親子でセラミックパークを巡り、

写真撮影をする『親子でセラ・パ「セラ・パを激写！」』

を実施、その作品は引き伸ばして額装し、写真展を開催し

ました。さらに、3 月 20 日には「子どものお茶会」を計

画しております。

　このように、当館では、子どもたちを対象とした楽しい

企画をこれからも提案していきます。

プロジェクトルームの活用

美術館が研究会・
講演会・もの作りの場になります！

　ただ今、「諸会議＋鑑賞視察　セットプラン」として、

美術館内のプロジェクトルーム ( 多目的室 ) を学校の先生

方や社会教育に携わる方々の会議に活用いただき、合わせ

て美術館の視察をしていただく提案をしています。これま

で、定例の会議や夏休みの研修会などで、延べ 200 名以上

の方々が利用されました。活用内容も、研究発表会から講

演会、美術館との意見交換会など様々です。また、作品制

作をする教室にも活用でき、美術大学の実習や図工の先生

方の実技研修(下の写真 )も行いました。

積極的な美術館教育

鑑賞会の展開

美術館が学校現場や
地域の学習活動の場へ出張します！

　これまでに、美術館の中で「セラミックパーク MINO の愉

しみ方」として、当施設の建設現場管理責任者の稲川さん

による講演会、「茶会で学ぶ～作法と実践～」「アンティー

クギャラリーの主人が語る、世界の名窯の楽しみ」などの

セミナーを実施してきました。しかし、それとは別に、当

館ではオフミュージアム型の活動をめざしており、小・中

学校への出張授業 ( 下の写真 ) や、市内の社会教育施設へ

の出張教育などを行って来ました。これからも、美術館外

での活動にも力を入れ、地域密着型の施設として認知され

るよう努力していきたいと考えています。

　巨大なオブジェの間に座った子どもたちが、壁面に大き

く写し出されたこのオブジェの作者徳丸鏡子さんと向き合

います。この写真は、7 月に行った当館の鑑賞教室の様子で

す。

　美術館には本物の作品があります。そして、そんな作品

を生み出した作家とも出合うことができたら、他では味わ

えない、すばらしい経験ができるでしょう。

　また、「鑑賞による再創造」とも言える、鑑賞から作品制

作へ発展させる機会を当館主催のワークショップとして実

施していく計画も持っています。

セラ・パ Vol.2｜岐阜県現代陶芸美術館　2003 年 11 月発行

〈学芸員 岩井利美〉



ギャラリーⅡ 常設展示案内 常設展示は、A～Dまでの4つの展示室ごとに特徴をもたせた展示を心がけました。

また、作品展示の期間をずらし、常時作品鑑賞が出来る配慮をしました。

荒川豊蔵
平成 15 年 12 月 13 日 ( 土 )－平成 16 年 6 月 6 日 ( 日 )

今回は、荒川豊蔵のほとんど未発表の作品(水指、茶碗、

香合)20点ほどを手紙などの資料とともに展示します。

世界の名窯展
平成 15 年 12 月 13 日 ( 土 )－平成 16 年 6 月 13 日 ( 日 )

世界各地の歴史ある窯業地あるいは製陶会社で生産

された陶磁器、とくに由緒ある歴史を誇るブランド

陶磁器などがしばしば「名窯」と称されます。日常

生活を優雅に演出する、洗練されたこの「名窯」の

逸品を展示します。

白い大地に生まれた形～器から心象まで～
平成 15 年 12 月 13 日 ( 土 )－平成 16 年 6 月 20 日 ( 日 )

「北欧の現代陶芸」

息も凍る大気に耳をすまし、命の鼓動を聴き取る人。

白銀の風景に眼をこらし、白の彩りを見極める人。繰

り返しの日常に、永遠に生きる器を贈りたいと願う人。

器と造形が響き合う北欧の現代陶芸の世界を紹介します。

土で作る心の形
平成 15 年 12 月 13 日 ( 土 )－平成 16 年 1 月 25 日 ( 日 )

「夏休み企画 生徒作品展」

夏休みに当館で実施した、中学生・高校生対象の“鑑

賞・作陶教室”から生まれた作品約15点を教育普及

事業の成果として展示します。

展示室
Ａ

展示室
Ｂ

展示室
Ｃ

展示室
Ｄ

1. 荒川豊蔵「志野水指」<A>             4. アルネ・オーセ「白い器」<D>

2. カティ・トゥオミネン＝ニィットゥラ　5.ローゼンタール「白磁アールデコ女性像付フロアランプ」< B>

 「ピッチャー <ストーリーバード >」<D>   6. マイセン「クローバー模様二人用テーブルセット」<B>

3. エヴァ・ヒルド「無題」<D>
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▋収蔵品紹介

申相浩(SHIN Sang-ho)
Dream 0092
1992年作　h58.0×42.0×42.0

　「李朝」の名で親しまれている朝鮮陶磁や高麗青磁は、時空を超えて、

国境を越えて世界の人々に愛されている。世界に誇る名品を生み出し

てきた朝鮮陶磁史の、たどってきたその歴史は平坦でない。16 世紀

末の壬辰倭乱 ( 文禄慶長の役 )、近代に入っての日本による統治と、

2度の寸断にみまわれている。

　しかし近年、その陶磁史は首都ソウル近郊で開催された世界陶磁器

エキスポや、同時に設立された朝鮮官窯博物館、各大学でのワーク

ショップなど、自国の陶磁器文化の空白を埋めるかのごとく、新たな

1頁を刻みはじめた。

　韓国の現代陶芸の現況は大きく分けて二つの流れに分けられる。ひ

とつは、高麗青磁や朝鮮白磁の再現を目的

とした伝承芸と、もうひとつは、新しい発

想と技法により現代的で国際感覚をもつ創

作的陶芸である。特に、後者のような新し

い陶芸制作の流れができた要因に、1958 年、

高等教育機関で陶芸教育が始まったことが

挙げられる。弘益 ( ホンイック ) 大学で米

国人フィスティックによって指導が始ま

り、当時、元大正 ( ウォン・デジョン )、

金益寧 ( キム・イギョン ) らが師事してい

る。彼らはそれまで陶芸を学んだ経験はな

く、元は西洋画、金は化学を専攻していた。

彼らが、後に弘益大学、国民 ( クンミン )

大学で指導をすることとなり、元が指導し

た弘益大学では、視覚的インパクトの強い、

造形指向の作品を制作する傾向が強く、金

が指導した国民大学では、合理的で、美し

く量産に適している食器などが制作されて

いる。同じ米国人フィスティックに学んだ

二人の従来の個性が、現在でも各大学の陶

芸科の特徴として、かいま見られる。

　前出の二人を陶芸の高等教育が始まった

第 1世代とするならば、申相浩 (シン・サンホ )は第 2世代にあたる

だろう。

　1947 年、実業家の家に生まれた申は、高等学校時代から興味をもっ

ていた陶芸を学ぶため、弘益大学校美術大学に進学した。大学進学と

同じ頃の 1965 年、18 才で「申相浩陶芸研究所」の看板を掲げ、高麗

青磁や朝鮮白磁、粉青沙器など、韓国伝統陶磁技法の探究を開始する。

1968 年 21 才で産業美術家協会展、大韓民国商工美術展に入選。数々

の賞を受賞し、旺盛な制作活動をくり広げた。このような伝統的な技

術を追求する一方、1969 年の国展入選作の壷は、幾何学的なデザイ

ンを意識した大胆な釉薬の掛けわけがされており、既に、伝統の再現

のみでは満足できない創作への強い芽生えが感じられる。これは、弘

益大学という韓国名門の美術大学で、前衛的な芸術家を多く輩出して

いる大学の風潮が影響したのだろう。申は、大学に進んだことで陶芸

制作の技術習得のみならず、その制作において自己を映し出すことに

目覚めたようだ。そして1973年に弘益大学を卒業後、同大学院に進学。

大学院を卒業して 3 年後の 1979 年に、申の作品は中日新聞主催の国

際陶芸展 (名古屋 )に招待されている。

　申はこのような個人制作活動とともに、母校弘益大学で指導するよ

うになり、また 1976 年「釜谷陶房」( プゴォクトバン ) を設立し、

室内装飾にふさわしい陶磁器生産の指揮を取る。傍らで夫人の韓胤淑

( ハン・ユンスク ) が食器の制作に携わり、日常生活での陶磁器普及

に勤めている。80 年代に入り、ボストンで

のワークショップを始め、84 年にはコネチ

カット大学の交換教授として渡米した。この

頃の作品は、伝統的技法による壷などから、

純粋な造形へと移行している。当時の作品は、

室内で設置されることを拒否するかのごとく

大型で、原色に近い色彩が施されている。観

者の視線のみならず、近づくことさえ拒まれ

るような威圧感ある作品である。しかし 90

年代に入って、再度作風に大きな変化が見ら

れる。形態は、壷、もしくは人や動物の頭を

モチーフとした純粋造形作品も見られたが、

表面の加飾は、粉青や、土味を活かした焼き

締めであった。

　申は「ろくろで作り出される対称性をもつ

作品を作り出すことは技術の発達であり、精

神の発達ではない」と草月美術館の個展

(1995年)の際のインタビューで語っている。

90 年代には、単なる伝統技法の再現に留ま

らず「伝統技法を利用した現代的造形」の制

作を実践した。

　本作品は、初期の模倣的で伝承的な作品か

ら、80 年代には大型の造形制作を行うようになった申が、90 年代に

入って再度、自国の伝統技法である粉青沙器の仕事を始めた頃の作品

である。竹篦による掻き落としと化粧掛けが幾度となく繰り返され、

土がろくろで引きあげられた時にできる轆轤目が、器体の表面に現れ

ている。象嵌された白化粧が轆轤目のリズムにそって残されて、器肌

に白い化粧が埋もれていたかのような、一体感が生み出されている。

壷の表現が幾度となく掻き落とされているが、やせた印象はない。申

の壷は、掻き落とされるごとに、現れた器体の表面が空気を吸い込ん

で、豊饒なる壷となるのである。

　申の作品は、現在の韓国陶芸に見られる 2 つの流れに、もう一つの

新しい流れが生まれることを予感させる。          < 学芸員　髙満律子 >
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