
展覧会担当：伊藤・安岡　広報担当：鈴木・大庭

ト－ヴェ・ヤンソン≪一家の写真 :1878 年、ヘルシンキにて≫制作・初版 1957 年　タンペレ市立美術館 ムーミン谷コレクション
photo by Jari Kuusenaho / Tampere Art Museum Moominvalley / ©Moomin Characters™



フィンランドの森に住むトロール（妖精）の「ムーミン」は、画家・作家のトーヴェ・

ヤンソンが生み出した童話シリーズの登場人物です。ムーミンが家族や友人と一緒に

森で暮らし、厳しい自然環境の中で自由と冒険の精神を育んでいくこの物語は、フィ

ンランドの風土やライフスタイルを学ぶための良きバイブルともなっています。

本展は、『ムーミン』の挿絵原画をはじめ、絵画、建築、工芸、デザインなど約 350

点の作品でフィンランドのライフスタイルを紹介する、これまでにない大規模な展覧

会です。フィンランド人の心の原点である民族叙事詩『カレワラ』を題材に描いた画

家アクセリ・ガレン＝カレラや建築家エリエル・サーリネンの作品を通して、フィン

ランド近代芸術の根幹となる精神と風土を探ります。また、その基礎の上に花開いた

国民的建築家・デザイナー、アルヴァ・アアルトの家具やカイ・フランクの食器、マ

リメッコ社のテキスタイルなど、「すべての人々にとって、あらゆる観点から良いデ

ザイン」を追求し、今なお時代を超えて愛されるフィンランドのモダン・デザインの

数々を紹介します。

開催概要

■開催期間
2012 年 9 月 1 日（土）－10 月 8 日（月・祝）　

■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 1000（800）円、大高生・70 歳以上 700（500）円、中学生以下無料

　　　　    　＊（　）内は前売及び当日に限り 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に必要な方は無料

■前売券：7 月 14 日（土）から 8 月 31 日（金）まで販売

　　　　　　　静岡市美術館、チケットぴあ［765-259］、ローソンチケット［L コード 40701］、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、MARUZEN& ジュンク堂書店新静岡店

■主催等

主　　催：静岡市美術館　指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、

　　　　　静岡朝日テレビ、日本経済新聞社

後　　援：静岡市教育委員会、静岡県教育委員会、フィンランド大使館、フィンランドセンター

特別協力：フィンエアー

協　　 力：アルテック社、イッタラ（フィスカース・グループ）、株式会社スキャンデックス、マリメッコ社、株式会社ルック、        

               株式会社タトル・モリ エイジェンシー、社団法人日本フィンランド協会、小海フィンランド協会、株式会社竹尾

企画・運営協力：株式会社キュレイターズ／企画協力：宇都宮美術館

会期中無休



国民的画家ガレン＝カレラらの美術作品を通じて、フィンランドの自然と風土を紹介
アクセリ・ガレン＝カレラ (1865-1931) やペッカ・ハロネン (1865-1933)、エーロ・ヤルネフェルト (1863-1937)、エリエル・サー

リネン (1873-1950) らフィンランドを代表する画家や建築家を紹介。フィンランドの自然を描いた絵画や彫刻、民族叙事詩『カ

レワラ』の挿絵原画、建築図面・写真などを通じて、その後のモダン・デザインの土壌となったフィンランドの自然や風土、

世界観について探ります。

エーロ・ヤルネフェルト≪スオミの風景≫1903 年　フォータム美術財団　
photo © Rauno Träskelin

アクセリ・ガレン＝カレラ≪オオヤマネコの巣穴≫1906 年　フォータム美術財団
photo © Rauno Träskelin　　

ペッカ・ハロネン≪材木を流す人々≫1925 年　UPMキュンメネ文化財団　
photo © Rauno Träskelin

ミハエル・シルキン≪フクロウ≫1960 年　フォータム美術財団
photo © Rauno Träskelin

スオミの風景

夏季は森の緑と湖の青がランダムに広がり、冬は一面が

雪の白となるこの国を、人々は愛情をこめて「Suomi( ス

オミ )」と呼びます。「スオミ」は、フィンランドの正式

な国名「Suomen tasavalta（スオメン・タサヴァルタ）」

にも採用された言葉で、単なる国名と言うよりも、国土

や民族、歴史など国を構成する様々な要素と概念を含み、

時に郷愁をともなって使われる呼称です。フィンランド

の画家たちが描いた

「スオミの風景」をたっ

ぷりとご紹介します。

森のくらし

国土の 72.9％が森林のフィンランドには、18 万を超え

る湖と沼が存在します。人々は自然を身近に感じながら、

常に森と向き合い、森とともに生きることを実践してき

ました。

アクセリ・ガレン＝カレラやペッカ・ハロネンといった

19 世紀から 20 世紀初頭にかけて活躍したフィンランド

人画家たちもまた、フィンランドの自然を愛し、そこで

くらす人々の姿を描きました。そのなかでも特に、長く

厳しい冬は繰り返し描かれ、1900 年のパリ万博の美術

部門に出品された絵画の約半数は雪景色だったそうで

す。画家たちは、雪景色こそ最も「フィンランドらしい

風景」として世界にアピールしたのです。



アクセリ・ガレン＝カレラ≪ヴァイナミョイネンとアイノ≫1890 年　個人蔵
photo © Finnish national Gallery / Central Art Archives / Hannu Aaltonen

ゲセリウス・リンドグレン・サーリネン建築設計事務所≪ヘルシンキ中央駅：正面パース≫
1904－1914 年頃　デジタル画像による複製図面　フィンランド建築博物館
©Museum of Finnish Architecture, Helsinki

現在のヘルシンキ中央駅

アクセリ・ガレン＝カレラ≪『大カレワラ』のためのデザイン原画≫年代不詳　
ガレン＝カレラ美術館　（左）第 2章　1~16 節　　（右）第 5章　1~28 節
photo © The Gallen-Kallela Museum, Espoo

『カレワラ』の世界

フィンランドが独立を宣言したのは 1917 年。スウェー

デンによる支配とロシアによる干渉は 7 世紀以上に渡る

ため、独立国としての歴史は 100 年にもなりません。

19 世紀、独立を目指すフィンランド人の心の民族意識を

目覚めさせたのは、叙事詩『カレワラ』でした。『カレワラ』

はフィンランド文学のうちの最も重要なものの一つで、

医師エリアス・リョンロートがフィンランド各地をまわ

り、古代から伝わる神話や詩歌、民話を収集してまとめ

たものです。作曲家ジャン・シベリウス、画家アクセリ・

ガレン＝カレラ、建築家エリエル・サーリネンらは『カ

レワラ』を題材とした優れた作品を生み出し、フィンラ

ンド芸術の黄金時代を築きあげました。

情熱をかけるも未完に終わったガレン＝カレラの

挿絵入りの大型本『大カレワラ』の原画を展示！

医師のエリアス・リョンロートが 1835 年に２巻 32 章からなる
叙事詩として出版。その後1849年に全 50章からなる最終版（『新
カレワラ』）が出版された。国の成り立ちから始まり、主人公た
ちが知識をもとめてさまざまな冒険を経験する物語には、人々
の生活や喜怒哀楽、敵に立ち向かう勇敢な挑戦の数々が、美し
いフィンランド語で表現されている。

今なお残るサーリネンの建築
フィンランドのナショナル・ロマンチシズムを代表する建築家、エリエル・サーリネンは 76 歳におよぶ人生の約

3 分の 2 を母国において、残る晩年の活動をアメリカ合衆国で展開しました。フィンランド時代には、大規模な公

共的なプロジェクトを数多く手がけ、中でもヘルシンキの玄関口『ヘルシンキ中央駅』は彼の代表作です。資金難

のために幻のプロジェクトに終わってしまう「カレワラ会館」や、家具、テキスタイル、フィンランド（国立）銀

行のための小切手のデザインなど、多彩な仕事ぶりを紹介します。

『カレワラ』



トーヴェ・ヤンソンの『ムーミン』原画と、日本初公開の油彩画を展示
『ムーミン』シリーズの挿絵など原画 14 点を展示し、トーヴェ・ヤンソン (1914-2001) が描いた世界から、フィンランドのく

らしとデザインのキーワードを探ります。また、「画家」トーヴェ・ヤンソンの、日本初公開の油彩画も出品されます。

無題　年代不詳（書籍未掲載）　タンペレ市立美術館　ムーミン谷コレクション
photo by Jari Kuusenaho / Tampere Art Museum Moominvalley / © Moomin Characters™

≪雪のなかのムーミンとミィ≫制作・初版 1957 年　タンペレ市立美術館　ムーミン谷コレクション
photo by Jari Kuusenaho / Tampere Art Museum Moominvalley /©  Moomin Characters™

書籍には載らなかった一枚

トーベ・ヤンソンは 72 歳の頃、タンペレ市立美術館にムーミンの原画な

どを寄贈しました。そして翌年タンペレ私立図書館内にムーミン谷博物

館がオープンします。本作品は、ムーミン谷博物館の所蔵品のなかでも

特別な一枚。制作年の記載もなく、また、書籍にも掲載されたことがあ

りません。ピアノは階段を転がり落ち、不思議な浮遊物が部屋中を漂う…。

壁の肖像画が逆さになっているのは『ご先祖さま』のしわざ…？トーベ・

ヤンソンが『ムーミン』にはないテーマを描いたと思われる、不思議な

一点です。

ムーミンの世界にみるフィンランドのくらし

『小さなトロールと大きな洪水』から始まる全９作のムーミンシリーズは、トロール（妖精）

のムーミンが家族や仲間と一緒に森でくらしながら、自由と冒険の精神を育んでいく姿が丁

寧に描き出されています。また、ムーミン谷の生活からは、フィンランドの森に訪れる四季や、

厳しい自然環境の中で家族が助け合ってくらしていく、フィンランドならではのライフスタ

イルを読み取ることができます。ムーミン屋敷の広間にあるクリスタル製のシャンデリアを

見上げるムーミン、ばらの模様のついたコーヒーポットのカバーを着るミィ、森をさまよう

スナフキンなど、人気の登場人物が描かれた貴重な原画を紹介します。

『ムーミン谷の冬』（初版、ハード・カバー）刊行 1957 年　個人蔵

≪シャンデリアとご先祖様を見上げるムーミン≫制作・初版 1957 年
タンペレ市立美術館　ムーミン谷コレクション

photo by Jari Kuusenaho / Tampere Art Museum Moominvalley /©  Moomin Characters™
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≪若い女性（自画像）≫1942 年　スオミ相互生命保険会社
© Rauno Träskelin / © Estate of Tove Jansson

≪月夜の密造酒づくり（雑誌『ガルム』1951 年 1 号のための挿絵原画）≫　制作・初版 1951 年　タンペレ市立美術館　ムーミン谷コレクション
© photo by Jari Kuusenaho / Tampere Art Museum Moominvalley /© Estate of Tove Jansson

ムーミンの誕生『ガルム』

『ガルム』は 1923 年、ヘルシンキで創設されたスウェー

デン語の政治風刺誌。トーヴェ・ヤンソンの挿絵が初めて

この雑誌に掲載されたのは、彼女がわずか 15 歳の時でし

た。トーヴェはその後、時事的な話題に辛辣な風刺を提供

するとともに、戦時の日常の生活も描き、ムーミンの原型

ともいうべき生き物たちを挿絵のなかに登場させます。

本作品は、戦後酒の規制への不満のなか、警察の目を盗ん

で密造酒で酒盛りをする人々が描かれています。その画面

左下にはグラスを片手に陽気に踊っているムーミントロー

ルの姿がみえます。

画家トーヴェ・ヤンソン

『ムーミン』で有名なトーヴェ・ヤンソンですが、生涯で

手がけた仕事は児童文学、風刺画、絵本、漫画、小説と、

実に多岐に渡ります。しかし 10 代から 20 代にかけて、

ストックホルムの工芸専門学校で美術の基礎を学び、アテ

ネウム画学校では油彩科にすすんだとおり、彼女の出発点

は画家でした。

日本初公開の本作は、1942 年に描かれた油彩画の自画像。

ト－ヴェ 28 歳、その翌年には初個展を果たし、画家とし

ての自信を伺わせる作品です。
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ヴォッコ・ヌルメスニエミ≪生地「プレニッカ」のドレス（ヌトゥカス）≫
1959 年　フィンランド・デザイン・ミュージアム
photo © Harri Kivilinna

【上】カイ・フランク≪タンブラー・シリーズ≫現行製品（プロトタイプ 1955 年）
【下】カイ･フランク≪食器シリーズ「ティーマ」≫現行製品（プロトタイプ 1979－1980 年）
©Iittala

【左】アルヴァ・アアルト≪アームチェア「パイミオ」≫1932 年　アルヴァ・アアルト美術館　photo © Maija Holma / Alvar Aalto Museum, Jyväskylä
【右】アルヴァ・アアルト≪ペンダント・ランプNo.A330S≫現行製品（プロトタイプ 1939 年）　© Artek

マイヤ・イソラ≪生地「ウニッコ」≫現行製品（デザイン 1964 年）
© Marimekko Corporation

絵画のように楽しむファブリック
創業から 60 年経った今でも、フィンランドの人々に愛されて

いるマリメッコ。発売当時からロングセラーを続けている『ヨ

カポイカ』シャツや、人々の目を惹く色鮮やかな『ウニッコ』

柄など、時代とともにフィンランドのくらしを彩ってきたテ

キスタイルの数々を紹介します。

日本に影響を与えたカイ・フランク
カイ・フランクはアラビア製陶社、初のデザイナーとし

て採用、その後ディレクターとして多くの日用食器のデ

ザインを手がけます。簡潔なフォルムと独特の色彩をも

つ実用性機能性に優れた「キルタ」は、「ティーマ」とし

て改良され、現在はイッタラの定番製品として根強い人

気を保っています。彼のデザインは「フィンランドの良心」

とも言われ、シンプルな北欧テーブルウェアの先駆とな

りました。日本にも３度訪れており、日本のインダスト

リアル・デザインの普及にも貢献しました。

モダン・デザインの巨匠アアルト
北欧の近代建築において、最大の巨匠アルヴァ・アアルト。

彼は建築だけでなく、多くの家具を制作したことでも良

く知られています。彼がフィンランドの都市パイミオの

サナトリウム（療養所）を設計した際にデザインした椅

子は、肘掛と足が一体となったそれまでにない独創的な

ものでした。合板を曲げることで温かみのあるフォルム

を生み出し、フィンランドの唯一の資源とも言える木材

を活用した名作です。本展では家具のプロトタイプの展

示とあわせて、実際に座れる椅子もご用意します。

アアルト、カイ・フランク、マリメッコのデザイン・プロダクトを多数紹介
20 世紀中盤、フィンランドのモダン・デザインは黄金期を迎えます。アルヴァ・アアルト (1898-1976) やカイ・フランク

(1911-1989) らにより、量産可能で、長く使える、誰にとっても心地よいデザイン製品が生み出され、それらは後に世界中で

愛される「スタンダード」となりました。展覧会では、アアルトがデザインした椅子と照明、カイ・フランクの量産型食器、

マリメッコ社 ( 設立 1951）のテキスタイルにスポットを当て、100 点以上のオリジナル・モデルを展示します。
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エコ、ユニヴァーサル、リサイクルなど、フィンランドの最新の取り組みを紹介
「グッド・デザイン＝よいデザイン」は、エコやユニヴァーサルといった視点を加えつつ、現在では「持続可能な社会」を目

指す様々なプロジェクトに取り入れられています。交通や郵便など公共デザインやエコ住宅など、フィンランドでの最新の取

り組みを紹介します。

「森の家」が会場に！
フィンランドでは、森の中にある別荘で夏を過ごす家族

が多く、森の別荘の周りにはサウナや子ども部屋として

使う手作りの「森の家」がよく見られます。本展には、「子

どもたちの遊び部屋」にヒントを得た、「森の家」が設置

されます。

【制作：小坂憲正 ( 建築家／アーティスト )】

フィンランドは日本から約 7500 キロ、ヨーロッパの入口に位置していま

す。フィンエアーの直行便を利用すると、日本から 9 時間半ほどで首都ヘ

ルシンキまで行くことができます。実は意外と近い、北欧の国フィンランド。

白地に青い十字が入ったフィンランド

の国旗。濃紺に近い深いブルーはフィ

ンランドの空と湖の色を表わし、白は

大地を覆う雪の色を、そして十字はキ

リスト教を象徴しています。

面積：約 34 万 k㎡（日本よりやや小さい）

人口：約 540 万人（フィンランド統計局、2011 年）

首都：ヘルシンキ

言語：フィンランド語、スウェーデン語

国土面積に対する森林の割合：72.9%（日本とほぼ同じ）

【左】アルヴァ・アアルト＋アルテック社≪2nd  Cycle プロジェクトで収集したスツール≫2007 年以降　アルテック社　© Artek【右上段左】ヘルシンキ広域交
通≪ピクトグラム≫　2010 年 ©Helsinki Region Transport【右上段右】アアルト大学建築学部木工コース≪「Luukku House」完成予想レンダリング≫2010 年
© Aalto University, Department of Architecture, Wood programme【右下】サンナ・タスキネン（切手デザイン）≪カイ･フランク生誕 100 年≫発行 2011 年

日本から一番近いヨーロッパ、フィンランド
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