


Aino Aalto　アイノ・アールト（1894－1949）
建築家アルヴァ・アールトの妻としてアルヴァを支え、建築家、インテリアデ
ザイナー、企業家、写真家としてアールトと共にフィンランドの建築界をリ
ードした。アイノはヘルシンキ工科大学卒業後、建築事務所勤務を経て、ア
ルヴァ・アールトの事務所で働き始める。その6か月後にアルヴァと結婚。
以来25年間のアルヴァとの協働作業が始まる。貴重面で実直な彼女は、奔
放で行動的なアルヴァを支え、建築図面のほとんどを彼女がとりまとめた
という。彼女の能力は建築設計にとどまらず、家具のデザインや食器、ファ
ブリックにも発展し、その才能を発揮する。インテリアデザインの代表作と
しては「ヴィラ・マイレア/1939」、「レストランサヴォイ/1937」がある。また、
「パイミオのサナトリウム/1933」や「子どものための家具/1929」では家具
デザイナーとしての才能を開花させている。1935年、彼女は夫アルヴァと
資産家であるマイレア邸のクライアント、マイレ＆ハリー・グリクセン夫妻
とともにArtek（アルテック）家具メーカーを創立する。アルテック設立はア
イノのキャリアをさらに飛躍させる最も重要な転機でもあった。アルテッ
クが現在まで引き継いできた品質の伝統は、彼女の力によるところも極
めて大きい。ガラス器「ボルゲブリック」は1936年のミラノ・トリエンナー
レで極めて高い評価を得ている。これに関連してアイノがデザインしたフィ
ンランド館の会場構成もグランプリを受賞している。

シンポジウム「アイノ・アールトの果たした役割」 
日 時 2016年10月18日（火）18:30－20:00（18:00より受付開始）
会 場 竹中工務店東京本店2階Aホール（江東区新砂1-1-1）
講 師 内藤廣（建築家）、ウッラ・キンヌネン（アイノ・アールト研究者）
定 員 先着100名／参加費： 無料
申 込 HPの申込フォームよりお申込みください。（http://www.a-quad.jp）

ワークショップ「アールトベースで彩るフラワーアレンジメントレッスン」
日 時　2016 年10 月 1 日（土） 10:00－12:30（9:45より受付開始）
講 師　ヘンティネン・クミ（フラワーデザイナー）
会 場 竹中工務店東京本店1 階打合せコーナー（江東区新砂1-1-1）
対 象　中学生以上
定 員　30 名／参加費： 2500 円（花材、珈琲、ドーナツ付き）
申 込 HPの申込フォームよりお申込みください。（http://www.a-quad.jp）

主 催 公益財団法人竹中育英会
共 催 公益財団法人ギャラリーエークワッド
後 援 フィンランド大使館、フィンランドセンター
協 力 アルヴァ・アールト財団、アルヴァ・アールト博物館
 アールト・ファミリーコレクション、アルテック、S2株式会社、
 TOTO出版、武蔵野美術大学 美術館・図書館、有限会社スコープ

アイノ・マルシオ（後のアイノ・アールト1894～1949）が、まだ無名の建築家アルヴァ・
アールトの事務所を訪ねたのは1924年（当時30歳）のことでした。この時から、彼との
長いパートナー関係が始まります。彼女が加わったことで、アルヴァの作品は使いやすく
心地よいという「暮らしを大切にする」視線が加わり、空間に柔らかさや優しさが生まれ
たといわれています。そのことが、彼を世界的建築家の道へと歩ませたといっても過言
ではありません。彼の作品が、理屈や理論的主張が際立つ近代建築の中で、特異な
位置を占めるのはアイノの影響が大きかったのは確かでしょう。
1932年、まだ国際的な名声を得る前のアルヴァ・アールトは、あるデザインコンペで
妻のアイノに敗北を喫しています。その時の作品「ヴォルゲブリック」はミラノ・トリエ
ンナーレでも極めて高い評価を得ています。二人は互いの才能を認めあい、影響しあ
い、補完しあいながら本当のパートナーとして作品を作り続けました。
彼女は「日常生活こそデザインされなければならない。」という信念のもとに、家具や
照明器具、食器やクロスなど多くのデザインを手掛けています。小さな子供のグラスは
滑らないように、しかも美しくデザインしました。従って、実用的で簡潔で、しかも安く
大量生産が出来、一般大衆も手に入れることができることを目指しました。この考えは
1930年代の精神に合致し多くの賛同者を得、モダニズムデザインの本流となり、現代
にまで引き継がれています。アイノがアルヴァらと設立した”Artek（アルテック）”も日常
生活を豊かにするための家具や照明器具などを作ることが目的でした。シンプルで
オーガニックなデザインは、今日でもなお多くの人々の賛同を得ていると言えます。
また、アイノは写真家としても作品を残しています。身近な被写体を通してその中に
潜む本質を見事に引き出している視座は、彼女の非凡さを垣間見せてくれます。
今回の展覧会では、建築家・デザイナー・フォトグラファーとしてのAino Aalto（アイノ・
アールト）の生涯を俯瞰するとともに、アルヴァ・アールトの妻として、母としての素顔
にも触れたいと考えています。彼女の生きた時代はまさに戦争の世紀でした。祖国で
あるフィンランドは、大国ソ連とヒトラーのナチスに挟まれ、資源にも恵まれず決して
豊かな国とは言えませんでしたが、その中で本当の豊かさを追い求めた彼女の生き
ざまは現代の私たちの暮らしにもヒントを与えてくれるものと思います。

It was in 1924 that Aino Mandelin (1894 to1949, later to become Aino Aalto) visited 

the office of then unknown architect Alvar Aalto (she was 30 years old at that time). 

This was the start of a long relationship of partnership with him. It is said that with 

her, a human element of “lifestyle feeling” was added to the works of Aalto, with 

depth and life added to spaces. That this was what set him on the road to becoming 

a world-famous architect is no exaggeration. The influence of Aino has played a large 

role in the fact that his works occupy a special position in modern architecture, 

which tends to be biased towards logic and doctrine.

In 1932 Alvar Aalto, who still had not acquired international fame, was defeated in a certain 

design competition by his wife Aino. This work also won the gold medal at the Triennale 

di Milano. The two recognized each other’s talents, were influenced by each other, and 

complemented each other in producing their works in a genuine partnership.

She undertook designs for a wide range of items such as furniture, light fittings, eating 

utensils, and clothes under the conviction of “design for everyday life”. Glass was 

beautifully designed so that it would not slip from the hands of small children. 

Therefore her aim was to make her works practical and simple, and capable of being 

mass produced so that they could be available to the general public. This idea was in 

agreement with the spirit of the 1930s and acquired a large number of followers to 

become the mainstream of modernist design, and lives on to the present. The 

objective of “Artek”, which was established by Aino and Alvar, was to produce 

furniture, light fittings, and other goods to bring richness to everyday living. The 

simple and organic designs are still widely admired. 

Also, many of Aino’s works as a photographer remain. We get a glimpse of her extraor-

dinary talent from the viewpoints in her photographs that bring out the inherent 

beauty of everyday objects. 

In this exhibition we want to present an overview of the life of Aino Aalto as an architect, 

an artist, and a photographer, as well as to approach the real person as both a woman 

and as the wife of Alvar Aalto. Her native Finland was sandwiched between the Soviet 

Union and Hitler’s nazi Germany, and was certainly not a rich country blessed with 

plentiful resources. However her way of life in pursuit of genuine richness offers a hint 

for the lifestyles of the people of today.

東京メトロ東西線「東陽町駅」下車、出口3番より徒歩3分

会 期 2016年8月12日（金）‒2016年10月31日（月）／入場無料
開館時間 10:00‒18:00（最終日は17：00まで）／土、日、祝及び8/15～8/19休館

Alvar Aalto と歩んだ25年

【 アイノ•アールト 】

お問合せ
ギャラリーエークワッド事務局
東京都江東区新砂1-1-1
Tel: 03-6660-6011
E-mail: gallery@a-quad.jp
http://www.a-quad.jp

アールト一家（1930年代初め） リーヒティのアールト邸
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