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寄稿・シリーズ  

◎ 特別企画 [ 有田×野老 ] 展 [ ARITA×TOKOLO ] EXHIBITION   
 

佐賀県立九州陶磁文化館 学芸員 藤原 友子 

この企画展は、佐賀県立九州陶磁文化館において、

ゲストアーティストとともに企画・開催される初めての展覧

会です。 
展覧会タイトルの[ 有田×野老 ]とは、有田焼と美術

家である野老朝雄（ところ あさお）氏とのかけ合わせに

より、生まれた新しい有田焼を象徴しています。 
野老朝雄氏については、下記に略歴をご紹介してい

ます。野老氏の作品の中で、皆さまが、目下毎日のよう

に目にしているとおもわれるのが、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピックエンブレムです。野老氏は、このエンブ

レム以外にも多くの作品を発表していますが、建築の分

野から伝統工芸など、分野を問わず幅広く活動されてい

ます。 
ロゴマークの作成、コーポレートサインデザイン、屋外

彫刻、大建築のファサードデザイン、店舗のための壁画

制作、床面パターンの制作など、野老氏の創造性は、  
ジャンルを超え、人々の生活をとりまくあらゆる表象にわ

たっているのです。 
 
【野老朝雄氏プロフィール】 
野老朝雄 ／ Asao TOKOLO ／ 美術家   http://www.tokolo.com 

1969 年   東京生まれ。幼少時より建築を学び、江頭慎に師事。2001 年 9 月 11 日より「繋げる事」をテーマに

紋様の制作を始め、美術、建築、デザインの境界領域で活動を続ける。単純な幾何学原理に基づい

て定規やコンパスで再現可能な紋と紋様の制作や、同様の原理を応用した立体物の設計／制作も

行なっている。 
2016 年～ 東京大学工学部非常勤講師 
2016 年～ 東京造形大学客員教授 
2017 年～ 筑波大学非常勤講師 
2018 年～ 東京大学教養学部非常勤講師 
2019 年～ 宮城大学客員教授、四国大学特認教授 

＜主な作品＞ 
2012 年     「工学院大学 125 周年記念総合教育棟」（設計：千葉学建築計画事務所）のためのファサードパタ

ーン制作（東京） 
2013～16 年 「大名古屋ビルヂング」（設計：三菱地所設計）のための下層部ファサードガラスパターン制作（愛知） 
2016 年     東京 2020 オリンピック・パラリンピックエンブレム 
2017 年    「文京区シンボルマーク」制作（文京区） 
2017 年    「大手町パークビルディング」（設計：三菱地所設計）のための屋外彫刻作品 [TOWER OF 

CONNECT] 制作 (東京） 

＜主な展覧会＞ 
2010 年     「MOT アニュアル 2010：装飾」東京都現代美術館（東京） 
2014 年    「マテリアライジング展Ⅱ」東京藝術大学大学美術館陳列館（東京） 
2016 年    「野老朝雄×青森市所蔵作品展『個と群』」国際芸術センター青森（青森） 

展覧会ちらし 
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展覧会の図録 

当館の特別展は、図録を刊行いたしますので、この展覧会の全貌は、図録でもごらんいただけます。図

録は、全国のお客様のご要望にお応えするべく、9 月 20 日以降、通信販売も行っております。野老氏のこ

れまでの作品については、巻末に略歴とともに詳細なリストを掲載しますので、ご参照いただければ幸いで

す。 
また、図録の巻頭には、当館の鈴田由紀夫館長を聞き手とした野老朝雄氏へのロングインタビューを掲

載しています。野老氏の芸術理念のひとつである「サイトスペシフィック、コンデションスペシフィック」につい

て、有田という土地、そしてある有田焼窯元との出会い、そして東京 2020 オリンピック・パラリンピックエンブ

レムをはじめとした「青」という色彩についての考察と分析などについて語っておられます。インタビューは、

終始かわらぬ穏やかな笑顔で、およそ 3 時間も続けて語っていただきました。私たちは、温かい人柄に秘

められた芸術と創造にかける熱い思い、幅広い知識、そしてこれまでの多くの作品に驚くばかりでした。  
野老氏の創作は、グラフィックデザイン、あるいはプロダクトデザインというよりもむしろ、主に定規とコンパス

で表される「線と形」でどのような形象表現ができるのかという、芸術の根源的な挑戦の連続であったことに

深い感銘をうけました。 
図録では、残念ながらすべての語りは掲載できませんでしたが、今回新たに制作された有田焼も、野老

氏のゆるぎない芸術理念を背景に生み出されたものであることがご理解いただけると思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜図録の内容＞ オールカラー・和英併記・版型：タテ 15cm×ヨコ 18cm・価格：1,800 円（予定） 
巻頭インタビュー [ 有田×野老 ]展「律をもってつながりを成すジャパンブルーの世界」 
論考 1 「[ 有田×野老 ]展の展示」洪 恒夫（東京大学総合研究博物館） 
論考 2 「野老デザインと有田」鈴田 由紀夫（佐賀県立九州陶磁文化館長） 
第 1 章 「ZONE1」[ 有田×野老 ] 
第 2 章 「ZONE2」[ 野老×九陶 ] 

[青について Remarks on Blue] ／ [唐草 Grass Motifs] ／ [つながる紋様 Geometric Pattern] 
[人 生物 Human, Animal and Creature] ／ [地球・地質 Geography] 
[道具 Tools] ／ [素材 Materials] ／ [陶片 Shards] ／ [未来 Struggle for the Future] 

第 3 章 「ZONE3」[インスタレーション・有田焼瑠璃百段階豆皿] 
野老朝雄略歴 
主要参考文献 
 

 

インタビュー時の野老朝雄氏 
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展覧会の構成 

今回の展覧会は、最初に野老氏を当館に紹介くださった洪恒夫氏（東京大学総合研究博物館）の助言

により構成しています。 
当館の第一展示室を、ZONE1 として[ 有田×野老 ]をテーマに、野老氏が創造した新しい有田焼を展

示するスペースとして構成します。その一部をご紹介します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PPP PATTERN DISHES 
野老朝雄 2019 年 個人蔵 

PPP とは、野老氏が創造した Piecing Pieces Pattern という紋

様の略。これは、線で表現した紋様部分を組み合わせて、つな

げることによって永遠に面的な広がりを生み出すことのできるオ

リジナリティーあふれる紋様である。 

五千五十水玉紋様皿 

野老朝雄 2019 年 個人蔵 

径 40cm ほどの大皿。1＋2＋3・・・＋100＝5,050 という

数理をもとに構成した 5,050 の点によりあらわした紋様。 

このような数理・幾何学法則に基づいた表象を野老氏は

追求し続けてきた。氏はこのような法則性を「律」と呼び、

律をもった調和のある表現を生み出している。 

この創造理念は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

エンブレムにおいても同様であり、エンブレムも二種類の

長方形と一種類の正方形 45 個を組み合わせ、正十二角

形におさまる約 5,707 億通りの組み合わせの中から生み

出された市松文様の一つである。オリンピックの精神に通

じる「多様性と調和」という野老氏のメッセージがこめられ

ている。 

有田焼瑠璃 100 段階卍（陰/陽のうち、陰）（部分） 

野老朝雄 2019 年 個人蔵 

濃度を 100 段階に分けた瑠璃釉の作品。100 段階の濃度の青い

キューブ状の有田焼を 400 個、一定の法則性をもつ並べ方で並

べると中心から卍状の表象が見えるという作品。 

縦横 120cm もの大作。この作品は「陰」であり、その逆の法則性

で並べた作品は「陽」と名付けられている。有田焼の瑠璃色の質

感とそこから生み出された陰影部分が美しい。 
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「ZONE2」[ 野老×九陶 ]について 

当館の第二展示室を ZONE2 として、[ 野老×九陶 ]という展示室とします。さらに、第一展示室と第二

展示室の間は、ZONE3 とし、ここには[インスタレーション・有田焼瑠璃百段階豆皿]を展示することになりま

した。このインスタレーションのディスプレーは、まだ制作中なので、この紙面では紹介できませんが、今後、

当館の Facebook などで、ご紹介する予定です。 
ZONE2 のタイトルにある「九陶」とは、当館の九州陶磁文化館という名称からくる愛称「九陶 きゅうとう」

からきています。この展示室では、野老氏の有田・有田焼や当館にまつわる思いをテーマに分けて、構成し

ています。野老氏は、「サイトスペシフィック」という考え方を、芸術にも大切に考えておられ、当館で展覧会

をするにあたり、有田という陶磁器産地に所在し、柴田夫妻コレクションに代表されるように、肥前磁器の所

蔵数を誇る当館ならではの特徴ある展示となることにも期待感をもたれていました。そこで、先にご紹介した、

洪恒夫氏の助言により、9 つの展示テーマが設定されました。野老氏の考える「青」についての思いを展示

品によって可視化するとともに、野老氏の理念に寄せて、われわれ当館の学芸員が、ふさわしい資料を展

示するという多少実験的な要素をもった空間となっています。展示品の一部をご紹介します。 
    

 
おわりに 

この展覧会は、野老朝雄氏、洪恒夫氏、そして当館の鈴田由紀夫館長のいわばコラボレーション特別企

画といえるかもしれません。この展覧会の実現を下支えした有田の窯元、カメラマン、野老氏のご家族とスタ

ッフ、関係各位に対して、感謝の念に堪えません。とくに、今までに見たことのない新しい製品を次々に誕

生させた有田の窯元の型づくりの技術や、転写の技術、絵付け、佐賀県立窯業技術センターのスタッフの

豊富な知識には、あらためて感心したところです。まさに、サイトスペシフィックな有田の当館ならで展覧会

です。ぜひ足を運んでいただければ幸いです。 
 
 
 
 

染付市松文皿 有田 1720～1740 年代 

佐賀県立九州陶磁文化館 柴田夫妻コ

レクション 

[つながる紋様]に展示。野老氏は、自分

自身の創造活動は、昔の有田の職人が

していたことの追体験をしているように感

じると語っている。 

天神森窯跡出土陶片  

1610～1630 年代 

有田町教育委員会所蔵 当館保管 

[青について]に展示。陶片で、有田焼

の染付の青が古い時代から明治のコ

バルト使用の時期まで変化しているこ

とを表現。陶片はこのほかにも 40 点

ほど展示する。 

ダミ筆 面相筆 現代 

広島県 熊野 

李荘窯業所所蔵  

[道具]に展示。有田が得意とする染付

の青の濃淡を支える伝統的な道具。

野老氏は、道具には人間の人体拡張

の願いが背景にあると考えている。 
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展覧会情報 

特別企画 
 [ 有田×野老 ] 展 
[ ARITA×TOKOLO ] EXHIBITION 

主    催： [ 有田×野老 ]展実行委員会（佐賀県立九州陶磁文化館・西日本新聞社） 
会    場: 佐賀県立九州陶磁文化館 第 1・2 展示室 

佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙 3100－1 
会    期： 令和元年 9 月 20 日（金曜日）～11 月 24 日（日曜日） 57 日間 

月曜休館（月曜が祝日の場合は翌日休館）  

開 会 式： 令和元年 9 月 20 日（金曜日）10 時 

開館時間: 午前 9 時～午後 5 時 
観 覧 料： 大人 600 円（500 円） 大学生 300 円（200 円）高校生以下無料 

＊（ ）内は 20 名以上の団体料金もしくは前売り料金 
＊障害者手帳をお持ちの方とその介助者の方１名は無料 
＊前売券は佐賀県立九州陶磁文化館及び西日本新聞社、 

ローソンチケット（L コード 82721）、チケットぴあ（P コード 769-824）、 
セブン-イレブン、イープラス・ファミリーマートで販売中。 
※会期中の電子チケットは当日料金での販売となります。電子チケットは購入の

際に各プレイガイドによって各種手数料が発生する場合があります。ご了承く

ださい。 

協    力： サガテレビ 
後    援： 朝日新聞社、一般社団法人共同通信社佐賀支局、佐賀新聞社、 

㈱時事通信社佐賀支局、毎日新聞社、読売新聞西部本社、NHK 佐賀放送局、 
NBC ラジオ佐賀、エフエム佐賀、FBS 福岡放送、九州朝日放送、 
RKB 毎日放送、テレビ西日本、TVQ 九州放送（順不同） 

制作協力： 李荘窯業所、株式会社香蘭社、㈱ぐるなび総研 
特別出品： BUAISOU、noiz、松川昌平、平本知樹、佐賀県立窯業技術センター 

Ai Tokushima / inBetweenBlues、鍋谷聡（東亜硝子工芸株式会社） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


