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Art of Doll2019 リポート
KOYAALA 通信は、チーム・コヤーラがコヤーラ・クラブ会員に発行するニュース・レターです。発行日 3 月 1日、6月 1日、9月 1日、12 月 1日

第 9回目となる Art of Doll が、2018 年 12 月 13 日から 15日の日程で開催された。参加団体が 1,000 を超える世界最大
の創作人形イベントは、コレクターでもあり材料販売会社経営のラナ・ラッタ、ギャラリストのイリナ・ミジナ、雑誌『ドー
ルマスター』編集人オルガ・ラヒナの 3人によって主催されている。創作人形、テディベア、アンティークドールのほか、
粘土、布、ウィッグ等の素材や、人形用の椅子なども販売される。2013 年より使用されている見本市会場ゴスチーヌイ・
ドヴォルは、赤の広場に隣接したグム百貨店を通り抜けると目の前。展示面積は約 14,000㎡。甲子園球場のグラウンド
面積が約 13,000㎡だ。広い。
会場は大きく二分され、入場口近く、高い壁が設置されているのが招待団体のブース。有名作家やギャラリーによる展示
は 1mを超える大きな作品も目立つ。HAZEKI OFFICE のブースに展示されているのは、石田百合、新家智子、とくいあや、
風らい坊、ポチシュナの各氏の作品。ガラスケースには昨年急逝したユーリ・ポトコパエブの和装の動物たちも。来客は
尽きず、FANTANIMA! への売り込みも多い。日本勢は奈良県の工房朋も招待されており、ロシアの伝統衣装を着た市松
人形などが人気を博していた。
会場の奥はテーブルや東屋が設えられ、これは一般参加のブース。FANTANIMA! や MISOROGI 人形展でなじみの作家も
多い。
クリミア半島を巡って緊張した関係にあるウクライナからの出展者がいないのは残念だった。「アートは国境や思想をこ
える」と思いたいが、現実は厳しい。
球体関節人形に関しては、二重関節を用いた、手足の長い作品が主流になっていた。かしらは、アニメ的な大きな目のも
のから、実在のモデルの姿を窺わせるものまでバリエーションがある。可愛らしさや美しさ、リアルさなどの表現したい
ものと、素材や形式とのバランスを追求している最中だと感じられた。日本の球体関節人形に影響を受けつつ、クロスボ
ディを組み合わせたものや、ウレタンキャストで制作されたものも多い。新しいものを作ろうという貪欲さは、頼もしい
ほどであった。

KOYAALA 通信発行時期が変わりました。
今号より、この KOYAALA 通信発行月は 3の倍数月の 1日とさせて
頂きます。ご理解をよろしくお願いいたします。
今後の発行予定
38 号　2019 年 6月 1日　39 号　2019 年 9月 1日
DM同封希望の方へ
翌号の38号は6月1日発行（同封対象は6月初旬から8月中の展示）

ドールワールドフェスティバル 2019

出店者募集中
6月 15 日 ( 土 ) 12:00 ～ 17:00
16 日 ( 日 ) 10:00 ～ 16:00
東京都立産業貿易センター 台東館 ( 浅草 )
出店資格 ：色々なジャンルの人形やぬいぐるみ、関連雑貨や素材の
展示及び販売を目的とした方
受付期間　4/30 まで ※枠が埋まり次第終了
問合・申込
ドールワールドNAW実行委員会
TEL 090-4541-5634（担当 小川）
Email：mikuni-bd@nifty.com
※チーム・コヤーラも招待出展させて頂きます。

FANTANIMA!2019
チーム・コヤーラから育った企画は今年で 7回目、世界の作家にと
っても注目の展示会となりました。今年は海外から初出品 20 名を
加え、日本人作家 38 名含め総勢 118 名出品予定です。
◎東京展
5 月 1 日（水・祝）～ 7日（火）
丸善丸の内本店ギャラリー（丸の内 oazo4 階）
9:00 ～ 21:00（最終日は 16:00 閉場）入場無料
◎関西展
5 月 16 日（木）～ 6月 10 日（月）
期間中　水曜のみ定休
珈琲・書肆舎アラビク、乙女屋 ( 会期は 5月 28 日まで）
◎ Bakeneko ワークショップ（東京展）
人気作家ジャコノヴァ・アン
ナ（Bakeneko）がウクライナ
から来日します。その技巧を
特別に指導します。（写真）使
用粘土はサーニット。
◎クラウドファンディング
カタログ制作のためのクラウ
ドファンディング、3 月中旬
から募集開始予定。
詳細は公式 URL、SNS でどう
ぞ。「FANTANIMA!」で検索

「それからの人形たち」展

第 4回「それからの人形たち展」の開催が決定しました。
会期　2019 年 6 月 4日（火）～ 6月 9日（日）
会場：NHKふれあいホールギャラリー（東京都渋谷区）
出品作品　
2018 年　創作人形公募展　受賞者の近作
第 1回からの創作人形公募展　出品者（希望者）の近作／チーム・
コヤーラ　メンバー作品／ゲスト作家作品（講評作家含む）
チーム・コヤーラは 2013 年以来、4回の公募展に取り組みました。
その翌年には受賞者をはじめとする出品者のその後の作品を追う
「それからの人形たち展」を開催しました。
この公募展は 2018 年の開催をもって一旦終了させて頂きました。
会場となったNHK ふれあいホールギャラリーも今年 6月をもって
閉館いたします。私たちにとっても第 4回の「それからの人形た
ち展」は同会場にて開催したいと思い、今回は、過去 4回の公募
展の総括も兼ねて過去出品者の方全てを対象に出品を募集していま
す。対象の方には案内状を発送しておりますので、ご確認ください。
展示やイベントの詳細は次号にて掲載いたします。

文・写真　森内憲（書肆アラビク）

①ナタリア・ポペディナ　Natalia Popedina 
ヘッドと手足がビスク。描き目。首可動。腕針金可動。衣装の繊細さ、全体の完成度、可動部と固定部の取捨選
択の的確さに表現したいことと技術がとても高いレベルで融合していると感じました。
②エレナ・ズブコヴァ　Elena Zubkova
オールビスク。ロシアでは今や定番となった二重関節の細長い体形の人形のなかで、顔つきに作家性が感じられ
た数少ない作家のひとりでした。しかし版権意識の低さがみられ、” アート ” と名乗るには詰めが甘いと感じま
した。
③インガ・インヴァシュチェンコ　Inga Ivanshchenko
光をあてたときに指先、足先が透けてみえる繊細さ、顔の左右で光と影がバシッと決まる造形と磨きの緻密さに
洗練を感じています。同作家の作品を現在アラビクで展示中です。

コレクターだけでなく、
作家にも刺激を受けてほ
しい、という基準で Art 
of Doll で作品をセレク
トした「ユーシアに咲く」
展は 2月 14 日（木）－
3月 4日（月）（水曜休）
の日程でそれらの作品の
展示を行っている。
書肆アラビク　
大阪市北区中崎 3-2-1　
tel 06-7500-5519

① ②

③

チーム・コヤーラ後援の展覧会
●第 4回チャリティー創作人形展　3月 12 日（火）～ 17 日（日）
9:00~16:30（最終日 15:30 迄）入場無料
偕楽園公園センター　茨城県水戸市見川 1-1251
主催　チャリティー創作人形展実行委員会
出品　知神けい子ほか 15 名による人形展
●表参道創作人形展「11colors」　5月 18 日（土）～ 26 日（日）　
ART・IN・GALLERY　東京都渋谷区神宮前 4丁目 25-3
出品　Memi、いだあつよ、うのきょうこ、ほびっと工房、原田万紀、
小林久仁子、尾花智子、張り子人形のやま、月乃光、柴崎弘子、風ら
い坊



ロシアの創作人形の今

アンドリーヴァさんはロシアでユニークな展示活動をして
いるフェルト作家です。
3～ 5才くらいの子と等身大の人形をモノトーンのフェル
トで制作し、子供の情景を描きます。
モスクワのアルバート通りに展示会場で個展をしていると
いうので、訪れました。そして改めてこのフェルト人形作
家の世界観をよく見ることができました。
作品はすべて、自分の子どもの頃の経験をモチーフにして
いるそうです。クローゼットに隠れる子供、風呂場で猫を
洗う子供、ピアノの鍵盤をさわってみる子供…。ほとんど
の人形が後ろ姿なのは、子供時代の自分を俯瞰する大人の
自分の視点を設定しているのでしょう。アルバムで白黒写
真の自分の子供時代を見たときのような、過去と現在が一
寸スパークしたような感覚がきっかけとなって、彼女が誘
う詩情あふれる空間に自分も佇んでいるのでした。クロー
ゼット、バスタブ、ピアノ、家具のすべてが彼女自身の手
でこすりあげて作られたフェルト地でできています。子供
時代の孤独、愛、ユーモアといったあらゆる感情を呼び起
こす装置となっています。
親が不在で、自分と猫しかいない部屋での自分を取り巻い
ていたすべての感情と記憶を描くには、フェルトという素
材が不可欠だったということでしょう。
会場に流れる静かな音楽は、すべてソ連時代の児童映画に
使われたものだそうです。
アンドリーヴァさんは、生活の糧を得るために制作をして
いるのではなく、各地会場の招待によってこの世界を見せ
ることを目的に制作をしているそうです。
日本でも、理解と協力者を得て、ぜひ展示が実現してほし
いものです。

　12 月にモスクワで開催される ART OF DOLL には初回か
ら参加し、その変化を見続けています。ロシアの変化はロシ
ア人も驚くほどだと聞きましたが、インターネットの世界同
様、創作人形の世界も変化がめまぐるしいです。
　この ART OF DOLL がモデルになって、創作人形のイベ
ントがチェコやバルト三国など東ヨーロッパでも開催される
ようになりました。ウクライナ情勢の影響のせいかコストの
せいか、ここ数年の間にモスクワではウクライナと欧米の作
家は見かけなくなってしまいました。その代わり、ロシア内
で増えてきた作り手の目標や受け皿として、かえって活気を
呈するようになったようです。その活気と比例するかのよう
に人気作家のコピーが目立つようになりました。数年前はど
の作家のものを見ても、個性的で仕事の丁寧な粒選りな作り
手ばかりだったのですが、今は販売につながる結果を急ぐ
せっかちな作り手が増えているように見受けられました。
　初めて会場を訪れた大阪の書肆アラビクの森内氏が「期待
していたようなインパクトのある作家が見当たらない」とい
う感想をこぼされてましたが、出品者同様に安定を求める傾
向か、主催者も企画ブースであまり冒険をしなくなった背景
が理由としてあるかもしれません。

　そのなかで、カザフスタンのレピヒナやロシアのヴァシレ
ク、フェルト作家のアンドリーヴァのようにブレずに自分の
スタイルで毎回新しい世界観を見せる作家もいます。また丁
寧に見ていくと、一番リーズナブルな展示台が密集したとこ
ろに原石のような作品を見つけることもあります。またバル
ト三国など周辺国からも、個性と表現力を感じる若手の作家
達を見かけました。
　さらに、ロシアでは手仕事の器用さはまだ劣っていないと
思います。ほんの 30 年前まで物資の不足していたロシアで
は、手仕事は日常の生活にありました。日本では戦後に育っ
た世代に比べると現代では好きな人を除いて、明らかに生活
から針仕事が遠ざかっています。日本の人形の作り手の衣装

のつくりの密度の荒さを感じることが度々ありますが、この
生活の変化と深い関係があるのではないかと思います。
　そういう意味ではロシアの人形展はまだまだ刺激的で、参
考になることがたくさんあります。また、球体関節人形の仕
上げひとつみても、日本の人形作家たちとは到達目標の設定
が違うのだなと感じさせられます。日本の作り手の多くの方
はどういう目標設定にしているのかわかりませんが、教室や
知人、同じ嗜好の狭い仲間内でしか通用しない設定や甘えが
あるのではないかと常々感じます。
　私はロシアの創作人形を日本に紹介したいと思うのです
が、輸送と顧客層への浸透の難しさから助成金など補助がな
ければ本格的な展示は難しい現実に対して何もできずに何年
も経ってしまいました。今回アラビクの森内氏が現地を見て
ご自身のギャラリーでロシアの創作人形の企画展「ユーラシ
アに咲く」を開催されたことは、国内、ましてや海外の人形
界にとっても「小さな一歩でも大きな一歩」となる挑戦です。
人形好きな方の応援を得てぜひ継続して頂きたい企画です。

① 2018 年 ART OF DOLL
会場（Gostny Dvor)
メインヴィジュアルには
アレクサンドラ・ふでぃ
こう ぁ゙の作品が採用さ
れた。
②「おやゆび姫」をダー
クサイド風に表現した
ヴァシレクの新作。結婚
式を心待ちにする蛙。
③カザフスタンのレピヒ
ナと作品
常にインスタレーション
で作品を展示する作家。
この作品では、赤い花が
出会いやアクシデントの
ようなものを意味して、
人生はそういうものに影
響を受けていくものだと
いう心象風景を描いたそ
うです。

文　羽関チエコ

① ②

③

Moscow エトセトラ

会場では、主催でもある『DOLL MASTER』誌が年間シリーズの人形コンテストを開催しています。
モスクワの会場で審査員を頼まれた私は、主催のコンテストで、私はそのような手仕事の緻密さを感
じるヴェラ・ザイチェヴァさんに自分の賞を差し上げました。しっかりした技術と表現力が調和した
愛らしい人形でした。ユーモアもあり、ロシアの幻想的な森を思わせる作品でした。

羽関オフィスブースの展示
正面入り口すぐのところに位置する企画展示
部門の羽関ブースは、今年は以下の方の作品
を展示しました。
石田百合、とくいあや、新家智子、風らい坊、
羊毛ドールポチシュナの５人を紹介。左から
風らい坊さん、新家さん、石田さん。風らい
坊さんは、チーム・コヤーラ創作人形展で受
賞した「夜明け前」を出品、好評を博してい
ました。

イリナ
アンドリーヴァさんの個展

羽関オフィスブースの右隣
には、本来出品を予定して
いたユーリ・ポドコパエヴ
氏の日本人形が展示されま
した。昨年 6月に急逝した
ポドコパエヴ氏は、妻であ
るヴェラ・ヴラソヴァさん
に同伴して毎年来日。二人
でロシアのチーム・コヤー
ラのメンバーとして日本人
作家を献身的にサポートし
てくれました。一方で日本
文化に深い関心を寄せ、日
本の着物装束を研究し、小
さな人形に精密に再現する
仕事を始めた矢先の不幸で
した。5cm に満たない人
形に使われているのは和紙
ではなく、布です。訪れる
人が皆、氏の不在を惜しん
でいました。

ほぼ実物大の浴槽もフェルト製。
スチーム管の曲線が愛らしい


