
展覧会担当：伊藤・安岡　広報担当：鈴木



 本展は、イギリスを代表する陶芸家ハンス・コパー（1920-

1981）の生涯と芸術を紹介する、日本で初めての回顧展

です。

 コパーは、1920年ドイツのザクセン州ケムニッツで生

まれました。父親がユダヤ人であったため、戦争の不条

理に翻弄されながらも、19歳のとき単身イギリスに亡命

します。終戦後、同じく亡命者であった陶芸家ルーシー・

リー（1902-1995）に出会い、芸術を志していた彼の人

生に転機が訪れます。リーの工房で轆轤(ろくろ)の才能

を見いだされたコパーは、次々と独創的な作品を生み出し、

その洗練された彫刻のような作品は、陶芸の新たな可能

性を切り拓きました。

 「どうやって、の前になぜ(Why before How)｣つくるの

か。陶芸の本質を追い求めたコパーの芸術を、建築空間

を意識した作品や、古代キクラデス彫刻に刺激を受けた

シリーズなど、初期から最晩年にいたる代表作約110点に

よって紹介します。また、生涯を通じて深い友情で結ば

れたリーの作品約20点もあわせて紹介します。

■開催期間
２０１１年４月９日（土）-６月２６日（日）

■休館日／月曜日、ただし５月２日（月）は臨時開館

■開館時間　１０：００-１９：００（展示室入場は閉館３０分前まで）

■観覧料
一般８００円（６００円）、大高生・静岡市内在住７０歳以上６００円（４００円）
中学生以下無料
＊（　）内は前売および２０名以上の団体料金
＊障害者手帳等をご持参の方および介助者１名は無料

■前売券　３月５日（土）-４月８日（金）まで販売
静岡市美術館、チケットぴあ［Ｐコード：７６４-５６０］、谷島屋呉服町本店、戸田書店静岡本店、
戸田書店城北店、江崎書店パルシェ店

■主催等
主 　 催：静岡市美術館 指定管理者(財)静岡市文化振興財団、静岡第一テレビ　　　
後 　 援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、ブリティッシュ・カウンシル
協  　力：日本航空
企画協力：株式会社　ヒュース・テン

開催概要

Photo/Jane Coper
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当館が最後の
巡回会場です
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　1946年、ハンス・コパーは、陶製ボタンをつくっていたルーシー・リーの工房で働きは

じめます。土の仕事に興味をもったコパーは急速に技術を身につけ、リーの工房で重要な

役割を担うようになりました。特にテーブル・ウェアでの貢献は大きく、コパーが轆轤を

ひいて成形したものに、リーが釉薬を施し、装飾をつけることもありました。

　1950年、コパーはリーと合同展を開催し、はじめて自身の名前で作品を発表しました。

以後、リーの工房を離れるまで、コパーはリーの工房で制作を続けました。独立した作家

としての活動を再開しようとしていたリーの存在と、戦後直後の不自由な状況下にあって、

限られた材料から作品をつくりはじめなければならなかったことは、コパーの芸術に大き

な影響を与えています。

1 .アルビオン・ミューズ　1 9 4 6－ 1 9 5 8

ポットハンス・コパー

1956年頃　陶器　28×28×23㎝　個人蔵

トライポットハンス・コパー

1956年　陶器　10×10×18.5㎝　個人蔵

ハンス・コパー/ルーシー・リー

コーヒーセット（7点組）

1955年頃　陶器　28×28×23㎝
滋賀県立陶芸の森　陶芸館蔵

みどころ

コパーとリーの共作！

コパーが形をつくり、
リーが装飾をほどこした作品。
リーはコパーの轆轤ひきの才能を見抜き、
他の陶工のところへ習いに行かせたところ、
数日で技術を身に付けたというエピソード
が残っています。
作品の裏には共作を示す二人の刻印が押さ
れています。

ろくろ
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　1959年、コパーは、リーの工房をはなれ、ディグズウェル・アーツ・トラストの運営す

るディグズウェル・ハウスに移ります。住居と工房が隣接したここで、コパーははじめて

自分の時間の全てを制作にあてることができるようになり、同ハウスにいる陶芸以外のジ

ャンルの芸術家たちとの交流もはじまりました。

　コパー自身がこの時代を「建築時代」と呼ぶように、外装タイルや音響煉瓦、便器や洗

面器などの工業デザインや公共建築物の壁面装飾など、社会や人々の生活とかかわる仕事

を手がけています。また、戦争で破壊されたコベントリー大聖堂の横に新しい大聖堂が建

設されることになり、コパーは依頼を受け、祭壇に飾る大きな食台を制作しています。轆

轤で成形した部分と部分をつなげてできる、後のコパーの作品の基本的な形の多くがこの

時期に生み出されています。

2 .ディグズウェル　1 9 5 9－ 1 9 6 3

ウォール・ディスク

ハンス・コパー

1962年　陶器　
インスタレーションサイズ300×400㎝　
スウィントン・コミュニティ・スクール蔵

みどころ

本展準備中に再発見！

ヨークシャーのスウィントン・コミュニティー・
スクールの校内壁面に設置された作品。本
展に関わる調査の最中に、現存しているこ
とが判明されました。壁から外された後、
ロンドンのギャラリーで一般公開され、本
展でもオリジナルと同じ配置で鑑賞できます。
縦３メートル、横４メートルのインスタレー
ションは、陶芸の枠を超えた大作！

みどころ

陶芸家！？
　　工業デザイナー！？

コパーはこの時期、外装タイルやレンガ、
便器、洗面器などのデザインを手がけてい
ます。本展では、コパーがデザインしたタ
イルの広告など、貴重な資料も紹介。
美術大学で講師もするようになり、様々な
仕事を通して、芸術と社会を橋渡しする近
代的な芸術家としての姿が見受けられます。



1965年頃　陶器　
10×10×14.5㎝　個人蔵
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　1963年になって、コパーはディグズウェルから再びロンドンに戻り、ウェストケンジン

トンのプリンスデイルロードに住居と工房を構えました。同時に、以前から知り合いだっ

たジェインと彼女の2人の息子との暮らしが始まりました。1年後にはハマースミスに、よ

り大きな工房を構え、ディグズウェルで使用していた窯を移しています。

　このロンドン時代は、コパーにとって多作な時期で、ディグズウェルで芽生えた形のい

くつかが究極まで展開されました。1967年にはオランダ、ロッテルダムのボイマンス美術

館でリーとの大規模な共同展が開催され、その後アーネヘムに巡回するなど、イギリスの

みならずヨーロッパへとその評価が広まっていく時期でもあります。

3 .ロンドン　　1 9 6 3－ 1 9 6 7

ティッスル・フォーム

ハンス・コパー

1965年頃　陶器　39×15×46㎝　個人蔵

ポットハンス・コパー

1966年頃　陶器　14×11×19㎝　個人蔵

みどころ

不思議なかたち！

コパーの独特な形は、轆轤で成形された別々
の部分をつなぎ合わせることでできています。
この手法は「合接」と呼ばれ、1960年頃か
らコパーが多用した技法。
植物のあざみにその形が似ていることから
名付けられたティッスル・フォームをはじめ、
砂時計型、タマネギ型など、コパー独特の、
洗練された形の作品が、この時期多数制作
されました。

ろくろ

ポットハンス・コパー
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　1967年、田舎暮らしの憧れからコパーとジェインは、サマーセットのフルームに移り、

スプリングガーデンにある農場を買い取って、住居と工房を備えました。

　1969年には、ヴィクトリア＆アルバート美術館で、染織家ピーター・コリングウッドと

の大がかりな共同展が開催され、多くの新作を発表したほか、ヨーロッパだけでなくアメ

リカや日本にも作品が紹介され国際的な評価を得るようになります。古代の美術への親近

感を示すキクラデス・フォームと呼ばれる下部と上部とのつながり部分が極端に細い独特

の形が生まれるのもこの時期です。

　こうした充実した制作のさなかにあった1975年、コパーは筋肉が委縮して動かなくなる

筋萎縮性側索硬化症と診断されます。不自由になりつつある自身の体と闘いながら、1980

年まで制作を続け、翌年6月にコパーは最後の時を迎えました。

4 .フルーム　1 9 6 7－ 1 9 8 1

キクラデス・フォーム

ハンス・コパー

(左)
1975年　陶器　7.6×5×31.8㎝　
バークレイ・コレクション
(右)
1975年頃　陶器　7×5×28.5㎝
個人蔵

スペード・フォーム

ハンス・コパー

1971年　陶器　16.5×7×22.2㎝
バークレイ・コレクション

みどころ

残された作品たち

コパーは、出来上がった作品が気に入らな
いと躊躇なく破棄したと言われています。
また、手紙や書き残したものも亡くなる前
にほとんど燃やしてしまいました。
陶芸の本質を追い求めたコパーの美意識を、
残された作品から読み取ることができるか
もしれません。
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　ルーシー・リー（1902-1995）は、ウィーンの裕福なユダヤ人家庭に生まれました。ウ

ィーンの工業美術学校でろくろの面白さに魅了され、その作品は国際的な展覧会で数々の

賞を受賞し、高い評価を得ていきます。しかし、戦争の影響で亡命を余議なくされ、1938

年ロンドンに居を移します。以後、自宅に工房を構え、およそ半世紀にわたり同地で制作

をつづけました。

　リーは戦後、生計を立てるためにオートクチュールのボタンや、テーブルウェアなどを

手がけていました。コパーが運命的にリーのもとを訪れたのは1946年のこと。コパーはリ

ーの工房に入ったことによって陶芸の道を歩むことになりましたが、二人は師匠弟子とい

う関係を超えて、終生お互いに影響を受け合いました。

　本セクションでは、静かでありながら凛とした存在感のあるリーの作品約20点を紹介し

ます。

5 .ルーシー・リー

左から

ルーシー・リー

磁器　バークレイ・コレクション

Photo/Jane Coper
自家用車として買った中古のタクシーから顔を出す
ハンス・コパー（右）とルーシー・リー（左）

シリンダー　 1977年

ボウル　 1976年

ボウル　 1977年

ルーシー・リー
1976年　磁器　
バークレイ・コレクション

花生



ハンス・コパー略年譜
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1920年� � 4月8日、ドイツのザクセン州ケムニッツに生まれる。

1933年� 13歳� ナチスが政権を獲得したため、ユダヤ人だった父が、経営していた繊維工場を手ばなし、  

� � 一家でドレスデンに移る。

1935年� 15歳� 一家でライプチヒに移る。

1936年� 16歳� 父、自殺。

1937年� 17歳� ドレスデンに戻り技術学校で繊維工学を学ぶ。兄、アルゼンチンへ。

1939年� 19歳� ロンドンに亡命する。母はドレスデンに残る。

1940年� 20歳� 逮捕されカナダの収容所に移送される。この頃、時間の合間に絵を描く。

1941年� 21歳� パイオニア兵団への入隊を条件にイギリスにもどる。

1943年� 23歳� 同兵団での労働で健康を害し、除隊する。イギリス人女性と始めての結婚をし、娘をもうける。

1944年� 24歳� 2番目の妻となるフランセスカと暮らしはじめ、労働許可を得て働く。彫刻家になる夢を
� � 抱き、夜は素描や油絵に励む。
� � フランセスカとの間に娘アニヤ誕生（48年に息子ローレンス誕生）。
1946年� 26歳� 美術ギャラリーを営むウィリアム・オーリーの紹介でアルビオン・ミューズにあるルーシー・
� � リーの工房で働き始める。リーは、当時、陶製ボタンをつくっていた。やがて、轆轤を習得  
� � し、家庭用食器も手がけるようになった工房で重要な役割を果たすようになる。
� � また、土の仕事に興味を覚え自分の作品をつくりはじめる。
1950年� 30歳� ウィリアム・オーリーのバークレイ・ギャラリー（ロンドン）で初めて自分の作品を発表する。

1951年� 31歳� 英国博覧会に出品する。

1952年� 32歳� ダーティントンで開かれた国際工芸家会議にリーとともに参加する。

1953年� 33歳� アムステルダム市立美術館で開かれた「イギリスの陶芸家展」に出品する。

1954年� 34歳� ミラノ・トリエンナーレで金メダル受賞。バークレイギャラリーでリーと合同展を開催する。

� � 3番目の妻となるジェインと出会う。

1955年� 35歳� ロースカ美術館（イェーテボリ、スウェーデン）でリーと合同展を開催。

1956年� 36歳� ボニアーズ（ニューヨーク）で個展を開催。パリへ行き、ブランクーシのアトリエを訪ねる。

1958年� 38歳� 英国民となる。プリマヴェラ（ロンドン）で個展を開催。

1959年� 39歳� ハートフォードシャーのディグズウェルに工房と住居をもつ。外装タイルや音響煉瓦、便器

� � や洗面器のデザインを手掛ける。

1961年� 41歳� キャンバーウェル美術学校で教えはじめる。

1962年� 42歳� コベントリー大聖堂に大きな燭台を設置する。

1963年� 43歳� ロンドンのプリンスデイルロードに工房をもち、ジェインと暮しはじめる。

1964年� 44歳� 国際現代陶芸展（東京、京都、名古屋、久留米）に出品する。ハマースミスのアッパーモール
� � はずれに工房を移す。
1966年� 46歳� ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで教え始める。

1967年� 47歳� ポイマンス美術館（ロッテルダム・オランダ）でリーと合同展を開催（アーネヘムにも巡回する）。
� � 農場を買い取り、ジェインとともにフルームのスプリングガーデンに移る。
1969年� 49歳� ヴィクトリア＆アルバート美術館でピーター・コリングウッドと合同展を開催。

1970年� 50歳� 大阪万国博覧会の英国館に出品する。京都国立近代美術館の「現代の陶芸ー日本とヨーロッパ」展
� � に出品する（東京にも巡回する）。
1972年� 52歳� ハンブルグ美術工芸博物館でリーと合同展を開催。国際陶芸アカデミー主催のイギリス展の
� � イギリス展の選考委員となる。
1975年� 55歳� 筋萎縮性側索硬化症と診断される。

1980年� 60歳� ヘッチェンス美術館（デュッセルドルフ）で個展を開催。

1981年� 61歳� 6月16日、フルームの自宅で没する。



関連イベント
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スライドトーク

「イギリスのスタジオ・セラミックス」

4月23日(土）16：00～17：00（開場15：30）

陶作家・本原玲子さんが自身の留学体験を踏まえ、

イギリスの陶芸を紹介。トーク終了後、展示室でコ

パーの作品について語ります(参加自由、要観覧券）。

講　師：本原玲子（陶作家）

会　場：静岡市美術館　多目的室

参加料：無料

定　員：8 0名（申込不要、先着順）

こどもの日ワークショップ

「親子で、陶芸！

～土を焼くと、ちがうものになーる～」

5月5日(木・祝）13：00～16：00

陶芸ってなんだろう？いつも遊んでいる粘土と何が

ちがうの？親子のための陶芸入門ワークショップです。

講　師：本原玲子（陶作家）

会　場：静岡市美術館ワークショップ室

参加料：参加者１名につき5 0 0円

定　員：小学生とその保護者7組1 4名

申　込：4月1 2日（火）1 0： 0 0より電話

（0 5 4 - 2 7 3 - 1 5 1 5）にて。先着順。

ワークショップ

「あたらしい形との出会い｣

5月22日（日）13：00～16：00

講　師：本原玲子（陶作家）

会　場：静岡市美術館ワークショップ室

参加料：5 0 0円

定　員：中学生以上1 5名

申　込：4月2 6日（火）1 0： 0 0より電話

（0 5 4 - 2 7 3 - 1 5 1 5）にて。先着順。

親子で楽しむギャラリートーク

5月21日(土)、6月18日(土）10：30～11：30

参加料：無料（要観覧券）

対　象：小学生とその保護者

申込不要

（当日インフォメーション前にお集まりください。）

当館スタッフによるギャラリートーク

5月14、28日、6月11日、25日（いずれも土）

14：00～（30分程度）

参加料：無料（要観覧券）

申込不要

（当日インフォメーション前にお集まりください。）

スライドトーク

「ハンス・コパー展ができるまで」

4月29日(金・祝）13：30～15：00（開場13：00）

講　師：西マーヤ

（本展企画協力者・株式会社ヒュース・テン）

会　場：静岡市美術館　多目的室

参加料：無料

定　員：1 0 0名（申込不要、先着順）



展覧会担当：伊藤・安岡　広報担当：鈴木


	coper_PR_1
	coper_PR_2
	coper_PR_3
	coper_PR_4
	coper_PR_5
	coper_PR_6
	coper_PR_7
	coper_PR_8
	coper_PR_9
	Press Release最後のページ
	コパー展広報用写真申込書

