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２ 展示 

 

［概 要］ 

 

 歴博は，歴史資料・情報の収集，整理，保存，公開という一連の機能を有する大学共同利用機関であり，

特に，研究資源の収集と研究と展示とを有機的に連関させる「博物館型研究統合」というスタイルで，研究

の成果および情報の発信を行っている。展示については，総合展示および企画展示，特集展示，くらしの植

物苑における特別企画，人間文化研究機構の基盤機関が連携して展示を企画・実施する連携展示などをその

具体的な活動として挙げることができる。 

 企画展示では，３つの企画展を開催した。「時代を作った技─中世の生産革命─」（2013 年７月２日～９

月１日）では，技術が大きく飛躍し生活に大きな変化を与えた中世を対象として，漆器・木製品・陶器・製

鉄・鍛冶・鋳物・骨角製品・石製品など，多岐にわたる技術史研究の成果を総合的に展示した。「生活を変

えた技術」と「最先端の技術」を二本柱として，現代に通じる中世の技術史をさまざまな角度から提示した。 

 「中世の古文書─機能と形─」（2013 年 10 月８日～12 月１日）では，中世とその前後の時代を対象とし

て，武家・公家・寺家・庶民という各階層の古文書を集め，中世文書の全貌を提示して，その多様性を鮮明

にした。文書の内容よりもその形─様式や大きさ，媒体など─に注目して，文書の機能と歴史背景について

考察している。本館が長期にわたり収集し調査研究を継続する古文書を，より体系的に示す機会でもあった。 

 「歴史にみる震災」（2014 年３月 11 日～）では，人や社会が震災を如何に経験し，何を学び，何を忘れ

るのかということを，時代性や社会史的視点からひもとき，自然科学的知見と人文科学的知見を交差させ，

災害史の研究成果を鮮明にし，震災というものを立体的に提示した。近年我々が経験した東日本大震災を意

識して，東北地方の歴史上の震災と近現代の震災という，二つの視点で展示をおこなった。 

 特集展示としては，第３展示室の特集展示「『もの』からみる近世」では，「江戸のくらしと虫」（2013 年

７月 23 日～９月１日），「海を渡った漆器Ⅱ─江戸時代の輸出漆器─」（2013 年 10 月 29 日～12 月１日），「午

年の馬」（2013 年 12 月 17 日～１月 19 日），「和宮ゆかりの雛かざり」（2014 年２月 18 日～３月 30 日）を開

催し，歴博の持つ豊かな資料とそれに基づく研究の進展とを展示を通して社会に発信することができた。 

 第４展示室では，人間文化研究機構連携展示として特集展示「東日本大震災と気仙沼の生活文化」（2013

年３月 19 日～2014 年９月 23 日）を開催し，「さまざまな節供」（2013 年 11 月 26 日～）を開催している。 

 くらしの植物苑では，特別企画として「伝統の桜草」（2013 年４月 16 日～５月６日），「伝統の朝顔」（2013

年７月 30 日～９月１日），「伝統の古典菊」（2013 年 11 月６日～12 月１日），「冬の華・サザンカ」（2013 年

12 月３日～2014 年１月 26 日）を開催した。 

 なお，総合展示では，第１展示室を対象としたリニューアル準備計画が，本年度より本格的に始動した。 

 

展示担当 上野 祥史   
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企画展示等の実施 
 

人間文化研究機構連携展示 

第４展示室 特集展示 

「東日本大震災と気仙沼の生活文化」         2013 年３月 19 日～９月 23 日 

企画展示 

「時代を作った技─中世の生産革命─」        2013 年７月２日～９月１日 

「中世の古文書─機能と形─」            2013 年 10 月８日～12 月１日 

「歴史にみる震災」                 2014 年３月 11 日～５月６日 

くらしの植物苑特別企画 

「伝統の桜草」                   2013 年４月 16 日～５月６日 

「伝統の朝顔」                   2013 年７月 30 日～９月１日 

「伝統の古典菊」                  2013 年 11 月６日～12 月１日 

「冬の華・サザンカ」             2013 年 12 月３日～2014 年１月 26 日 

特集展示 

第３展示室 特集展示「ものからみる近世」 

「江戸のくらしと虫」                2013 年７月 23 日～９月１日 

「海を渡った漆器Ⅱ─江戸時代の輸出漆器─」     2013 年 10 月 29 日～12 月１日 

「午年の馬」                 2013 年 12 月 17 日～2014 年１月 19 日 

「和宮ゆかりの雛かざり」              2014 年２月 18 日～３月 30 日 

第４室特集展示 

 「さまざまな節供」              2013 年 11 月 26 日～2014 年５月６日 

 

 

［総合展示リニューアル］ 
〈総合展示新構築〉 

 

１．国立歴史民俗博物館総合展示検討会議 

 国立歴史民俗博物館総合展示検討会議は，国立歴史民俗博物館の総合展示全般に関しての検討を行うため

に，館長諮問機関として置かれ，総合展示の内容に関すること，総合展示の長期的計画に関すること，その

他，総合展示全般に関することについて審議・助言を行うことを目的に組織されるものである。 

 2013 年度は４月 25 日，10 月 21 日の２回開催した。第一回会議では，2013 年３月 19 日にリニューアル

した第４室の見学を行うとともに，展示についての評価を行った。第二回会議では，リニューアルが計画さ

れている第１室の現状とそれを踏まえた新構築の基本的な考え方について審議を行った。 

 委 員（平成 25 年度） 

  入江  昭  ハーバード大学名誉教授（アメリカ外交史，国際関係史） 

  ノーマ・フィールド  シカゴ大学東アジア学科教授（日本文学，日本文化） 
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  白  永瑞  延世大学校文科大学教授（中国現代史） 

  西谷  正  九州歴史資料館長，海の道むなかた館長，九州大学名誉教授（日本考古学，朝鮮考古学） 

  福田アジオ  国立歴史民俗博物館名誉教授（日本民俗学） 

  佐藤 嘉恭    （財）国際推進協会理事長，（財）歴史民俗博物館振興会評議員，元駐中国大使 

  布谷 知夫  三重県立博物館長（博物館学） 

  横田 冬彦  京都大学大学院教授（日本近世史） 

  佐野みどり  学習院大学教授（日本美術史） 

 

２．総合展示リニューアル運営会議 

 総合展示リニューアル運営会議は総合展示のリニューアルに係る全体企画の策定，調整等を行うための組

織であり，各室リニューアル委員会から提出された展示企画や展示計画を調整するのが主な役割である。 

 2013 年度は本会議規程の見直しを行ったため，それに従い，館内担当副館長が本会議を主催すること，

博物館事業センター会議の審議をへた総合展示リニューアルに関する議題を審議して，その結果を上位委員

会へあげる会議体へと変わったこと，など，構成メンバーや会議の位置づけを変更した。また，会議は必要

に応じて開催されることとなり，2013 年度は３回の開催であった。これまで行われてきた新構築の反省に

たち，次期新構築について審議を行った。 

 今年度の大きな議題は２つある。まず全室リニューアルを行う際の手順の整備である。１室では，これま

で実施してきた３室，６室，４室のリニューアルとは異なり，詳細設計段階以前に，具体的な資料や展示構

成を第１室展示プロジェクトメンバーが作り上げ，管理部と各センターの協力によって，展示新構築までの

スケジュールと，歴博のさまざまな事業との関係性を考慮し，展示内容を確定したことである。 

 その結果，2012 年度までは弥生時代以前と古墳時代以降の２回に分けた分割オープン案であったが，2019

年度前室オープンへ大きく方針転換を行うこととなった。 

 本館の総合展示のなかでも導線上，最初に位置する１室の３年間にもわたる閉室は，余りにも影響が大き

いことが予想されるため，原始・古代の企画展開催や，新たに作成した複製資料を中心とした特集展示など，

何らかの措置をとることを確認した。 

 次に，５室の展示プロジェクト委員会が発足し，展示構成案の策定に向けた活動を開始したことである。

ところが，2018 年度までの歴博事業の全体のシミュレーションから明らかになったのは，５室の早期オー

プン，また全室一括オープンが困難であることがわかった。これは５室に続く２室にもいえることであり，

これまで歴博が行ってきた全室リニューアルは１室が最後となり，５室以降はどのようにリニューアルを行

っていくのか，2016 年度から始まる歴博の第Ⅲ期中期計画をにらみながら基幹研究を含めた歴博の博物館

型研究統合の枠組み作りが必要であることが意識されるようになった。 

第１回 平成 25 年６月 14 日 

 ・総合展示リニューアルの次期新構築に向けて 

 ・博物館型研究統合による総合展示の新構築の実施について 

第２回 平成 25 年９月 13 日 

 ・総合展示リニューアルの次期新構築に向けて 

 ・第１展示室リニューアル計画について 
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第３回 平成 26 年１月 20 日 

 ・総合展示第１展示室リニューアル計画について 

 

３．第４室リニューアル委員会 

（１）概要 

 新第４展示室は 2013 年３月にオープンしたが，第４室リニューアル委員会は継続され，リニューアル後

の広報活動や展示資料の充実についての検討が行われた。具体的には，歴博フォーラムを活用した民俗展示

の情報発信，展示資料に対する理解を深めるための音声ガイド，ガイダンス映像などの検討である。また，

特集展示については，今後の実施計画，展示内容について審議し，展示リニューアル情報をまとめた『４室

ができるまで』の編集方針についての検討も行った。 

 

（２）全体会議 

   ５月 10 日     第１回全体会議     会場：国立歴史民俗博物館 

   12 月 20 日     第２回全体会議     会場：国立歴史民俗博物館 

 

（３）館内会議 

   ４月 19 日，５月 17 日，６月 21 日，７月 19 日，９月 10 日，10 月 25 日，11 月 22 日， 

   １月 24 日，２月 21 日， 

 

４．第１室リニューアル委員会 

（１）概要 

 2013 年度は，展示予定資料として実物資料や複製資料，大型模型，復元画，写真パネルや解説パネルな

どを選定・製作するとともに，各テーマの構成や展示資料の配置といった展示構成の全体設計（館内での基

本設計）が作成された。展示テーマ案，展示予定資料，展示配置図案は館内委員会で詳細な検討を行った後，

２度の展示リニューアル委員会にはかり，館外委員の意見を得た。それらをもとに基本設計が確定され，2014

年３月７日に「総合展示第１室新構築展示設計業務に係る企画競争説明会」が行われた。 

（２）全体会議 

   ８月３日・４日  第１回全体会議（通算３回） 会場：国立歴史民俗博物館 

   12 月 14 日・15 日  第２回全体会議（通算４回） 会場：国立歴史民俗博物館 

（３）館内会議 

   ４月 22 日，５月 27 日，６月 24 日，７月 22 日，８月 26 日，９月 30 日，10 月 28 日，11 月 11 日，

12 月６日・27 日，１月 24 日，２月 24 日，３月 24 日 

 

５．第５室・第６室リニューアル委員会 

（１）概要 

 第５展示室と第６展示室の一部の展示内容のリニューアルについて検討を進めた。第１回全体会議では，

先行してオープンした第４展示室を見学したほか，４名の館外委員（谷本晃久・高木博志・大串潤児・能川
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泰治）が現在の第５展示室に対する講評を行った。委員以外の館内教員にも参加を呼びかけ，席上で意見を

出してもらった（民俗３名・考古１名参加）。第２回全体会議では，メンバーを３グループに分け，テーマ

毎にそれぞれ検討作業を行っていくとともに，補強が必要な分野の専門家４名を館外委員として次年度から

追加委嘱することを決めた。また，現状の第５展示室に暫定的に追加展示する予定の沖縄関係パネルの内容

を確定すべく，現地での調査と研究会・意見聴取を実施した。 

（２）全体会議 

   ６月 29 日  第１回全体会議   会場：国立歴史民俗博物館 

   12 月 23 日  第２回全体会議   会場：国立歴史民俗博物館 

（３）館内会議 

   ６月 11 日，12 月 17 日 

（４）調査 

   ８月５～６日（大宜味村史編さん室・沖縄県立博物館・那覇市立博物館・沖縄国際大学），９月21～23日（宜

野湾市立博物館・沖縄県立平和祈念資料館・沖縄県立博物館・対馬丸記念館・不屈館） 

 

 

［人間文化研究機構連携展示］ 
 

第４展示室特集展示 

「東日本大震災と気仙沼の生活文化」 
2013 年３月 19 日（火）～９月 23 日（月・祝） 

 

１．展示趣旨 

 三陸の人びとは太平洋の豊かな自然資源を使って生活文化を育んできた。その豊かな海は，時として津波

という大災害をもたらすものでもあった。2011 年３月 11 日の東北地方太平洋沖地震による津波は，三陸沿

岸を中心に広い範囲に大きな被害を与える東日本大震災をもたらした。本展示で取り上げる気仙沼も，今回

の震災で大きな被害を受けたのである。 

 今回の展示は，本館が気仙沼市でとりくんできた生活用具・民具・文書などの救出活動および人間文化研

究機構が携わってきた文化財レスキュー活動を取り上げた。そして，活動を通してみえる三陸の人びとの生

き方を紹介する。本館は，震災後，気仙沼市小々汐の尾形家住宅と同市本吉の三浦家住宅を中心に活動を行

ってきた。 

 現在，津波の記憶や被災した地域の生活文化をいかに後世に伝えるか，津波被害をいかに回避するかが議

論となっている。こうしたとりくみをより深め，人びとがつくりだす生活文化を理解するためには，人びと

はどのようにして三陸の地で生きてきたのかを見つめる視点が必要となっている。 

 なお，本展示は人間文化研究機構連携展示として，国立民族学博物館および国文学研究資料館における救

出活動も併せて紹介した。 
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２．展示構成と主な展示資料 

１）：東日本大震災と国立歴史民俗博物館の活動 

  日本常民文化研究所の文書封筒 

  クリーニングに使った道具 

  わら打ち石 

２）：気仙沼に生きる 

  尾形家のお膳 

  チリ地震の見舞いはがき 

  チリ地震津波見舞申受覚 

  尾形栄一氏の日記 

  御札 

  木箱御札入れ 

  堀子本判（文禄３年） 

  農会費納入票（昭和４年） 

  漁師道具箱 

  舩新造御悦覚帳 

  忠行出征選別受納帳 

３）：イエを興す 

  アカトリ 

  テンツキ 

  アワビの定規 

  村有林監守日記 

  軍用保護馬検定（査）通知書 

  大谷鉱山表彰状 

  メカゴ 

  ムスビゾウリ 

 

３．刊行物 

 展示図録『東日本大震災と気仙沼の生活文化: 図録と活動報告』（A4 版 89 頁） 

 展示解説シート，チラシ，ポスター 

 なお，展示図録及び展示解説シートの作成には公益財団法人 JKA の補助金を得た。 

 

４．成果と問題点 

 本展示は，人間文化研究機構連携展示として，国立歴史民俗博物館の第４展示室副室において開催された。 

 展示では，最初に歴博が行ってきた文化財レスキューの概要を紹介したうえで，レスキューされた尾形家

と三浦家の様々な被災物から，震災によって失われようとしている生活文化の諸相を捉え直すことに主眼を

注いでいる。ここで強調されたのは，気仙沼をふくめた三陸沿岸が，歴史的にみて繰り返し地震や津浪の被
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害を受けつつ，災害を乗り越えて自分たちの生活の場を築きあげてきたことである。 

 本展示の大きな成果の一つは，文化財レスキューとその成果の報告に留まらず，被災地が育んできた生活

文化のあり方や，そこで暮らす人びとの生き方に焦点を当てたことにある。災害に関わる展示では，しばし

ば公文書に代表される文献資料のレスキューや，美術工芸品のレスキューがクローズアップされることにな

る。あるいは，震災時における経験や震災の爪痕を示すことに主眼をおく展示も各方面で展示されている。

それらの重要性については十分に考慮しつつも，本展示は民俗学や文化人類学の視点を十分に活かしながら，

震災によって途絶したかにみえる生活文化の持続的な側面を明らかにしようとしてきた。本展示の対象が，

文化財としての指定も登録も受けていない個人の家からのレスキューであったことと，本展示の意図と目的

とは深く関わるものである。 

 また，文書だけでなくや民具などの生活資料，画像や映像資料など，多様な資料を展示することで，先に

記した文献や美術工芸品の展示を相対化する役割を担ったことも成果として指摘しておきたい。これらの展

示品を通して，前近代から続く家の記憶，生業の変遷，社会関係の広がりなどを示す資料とともに，繰り返

しこの地域を襲ってきた災害の記憶を示す資料も展示している。 

 特にここで紹介された小々汐地域の民俗映像は，全て展示プロジェクト委員が現地において撮影したもの

である。これらは文化財レスキューの合間に，レスキューした被災物の整理の過程で記録されてきたもので

ある。これらの映像資料は，研究者がどのような営みを行ってきたのかの実践の記録であり，震災当時から

の被災地の状況の変化を伝えるものでもある。これらの資料を整理し，展示に活かす作業は，まさに博物館

型研究統合の実践例として評価できるものである。同時にこのような映像記録化が，展示と研究の両面にお

いて欠くことのできないメディアであることを確認できるだろう。 

 さらに本展示では，展示プロジェクト委員の川村と葉山が中心となって解説図録を版下のレベルまで作成

した。これによって，図録での表現や解説は，展示プロジェクト委員の視点を反映することができ，好評を

得ることができた。 

 課題としては，現地における文化財レスキュー活動が，まだ作業中であるために全ての資料を整理したう

えで展示を行うことができなかったことである。また，副室という展示環境の限界もあり，レスキューを行

った尾形家の家屋の一部などのやや大きな資料などについては，十分に紹介することができなかった。成果

として提示しておいた図録であるが，時間的な制約もあり，いくつかの誤字脱字がみられた。これらは適宜，

訂正を行ってきたがその編集作業も含めて今後，改善を要するものである。 

 

５．マスコミでの取り上げ 

 千葉日報 2013 年３月 18 日・３月 20日，読売新聞 2013 年３月 19 日・５月１日・５月 25日，河北新報 2013

年３月 20日，東京新聞 2013 年３月 20 日，毎日新聞 2013 年３月 20日，朝日新聞 2013 年３月 23日，産経新

聞 2013 年３月 26日，月刊書道界 2013 年４月，NHK2013 年４月４日，日本経済新聞 2013 年４月 20日 

 

６．展示プロジェクト委員 

 小池 淳一 本館研究部・教授    青木 隆浩 本館研究部・教授 

 内田 順子 本館研究部・准教授   柴崎 茂光 本館研究部・准教授 

 山田 慎也 本館研究部・准教授   川村 清志 本館研究部・准教授 
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 葉山  茂 本館研究部・機関研究員 加藤 秀雄 本館研究部・機関研究員 

 渡部 鮎美 本館・非常勤研究員 

 

 

［企画展示］ 
 

「時代を作った技─中世の生産革命─」 
2013 年７月２日～９月１日（55 日間） 

 

１．展示趣旨 

 中世は技術が大きく飛躍した時代であった。古代以降の技術転換によって日常生活で使う道具が普遍化し，

陶器・漆器・鉄器などが一般消費者へ浸透することで中世の生活変化をもたらした。考古学の成果からみえ

てきた中世社会は，生産・流通システムに裏付けられた物質的に豊かな消費社会である。この社会を支えた

生産技術は，いかに効率よく大量にモノを作るか，という方向性にあらわれた。 

 一方，日本の工芸技術は海外でも大きく評価され，日本産品はブランド品として輸出される。また，東ア

ジアや南蛮貿易によってもたらされた海外の技術は，従来の技術体系の中に組み込まれてさらなる技術を発

達させた。これらは時代のエネルギーの結晶であり，最先端技術の到達点として，モニュメントとしての巨

大建造物や，精緻な美術工芸品を生み出していった。 

 これらの技術の実態とそれを支えた職人に迫る。近年の発掘調査の成果により，個々の道具や工房だけで

なく，都市や流通拠点での生産状況やコンビナートのような職人の村など，生産の場も判明してきている。

最新の成果を盛り込みながら，文献・考古・民俗・美術・分析化学などの多視点からの検討を重ね，新しい

中世の技術史像を描いた。 

 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは本館蔵） 

序章 古代から中世へ 

   古代の食器（京都市考古資料館），中世の食器（広島県立歴史博物館） 

Ⅰ章 生活を変えた技術 

   １ 中世の暮らし─草戸千軒の生活─ 

     草戸千軒町遺跡出土生活関連遺物（広島県立歴史博物館） 

   ２ さまざまな生産活動 

     草戸千軒町遺跡出土生産関連遺物（広島県立歴史博物館），一乗谷朝倉氏遺跡出土漆器生産関連

遺物（福井県教育委員会），七尾城跡シッケ地区遺跡出土漆器生産関連遺物（七尾市教育委員会），

鎌倉出土漆器（鎌倉市教育委員会），寺前遺跡出土曲物生産関連遺物（新潟県教育委員会），桑下

東窯跡出土瀬戸焼（愛知県埋蔵文化財調査センター），織田信長朱印状（多治見市教育委員会），

岳ノ谷窯跡群出土越前焼，羽田遺跡出土鉄釜鋳型（大分市教育委員会），金井遺跡 B 区出土鋳型

（埼玉県教育委員会），金屋遺跡出土鋳型，山角町遺跡・御組長屋遺跡出土石製未成品（小田原

市教育委員会） 
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Ⅱ章 職人の姿 

     職人歌合絵巻，職人尽絵，職人風俗絵巻 

   １ 職人と神仏 

     鍛冶屋巻物（只見町教育委員会），金屋子神図（絲原記念館） 

   ２ 職人の仕事ぶり 

     宇佐宮寺御造営間掟書（個人） 

   ３ 職人の暮らし 

     一乗谷朝倉氏遺跡出土数珠屋遺物（福井県教育委員会） 

Ⅲ章 生産技術と場 

   １ 寺社と職人─鎌倉─ 

     銅五輪塔（覚園寺），金銅製愛染明王像（称名寺），金銅密教法具（極楽寺），常福寺阿弥陀三尊

像修理願文（寶樹院），善法寺寺地図（光明寺），鎌倉出土生産関連遺物（鎌倉市教育委員会） 

   ２ 中世のコンビナート 

     北沢遺跡出土生産関連遺物（新発田市教育委員会），村松白根遺跡出土生産関連遺物（東海村教

育委員会） 

Ⅳ章 最先端の技術 

   １ 権力と技術 

     伊勢宗瑞像（早雲寺），北条氏政書状（神奈川県立公文書館），青磁貼花雲龍文四耳壺（大和文華

館），康春作刀（小田原城天守閣），三十二間筋兜（椋神社），小田原城・城下町跡出土漆器（小

田原市教育委員会），葛西城跡出土漆器（葛飾区郷土と天文の博物館），本佐倉城跡出土かわらけ

（酒々井町教育委員会） 

   ２ 工芸技術の粋 

     平安京左京八条跡出土鏡鋳型（京都市考古資料館），牡丹双鳳鏡（個人），一乗谷朝倉氏遺跡出土

刀装具（福井県教育委員会），太刀無銘伝国行 

   ３ 外来技術の融合 

     火縄銃，博多出土ガラス生産関連遺物（福岡市埋蔵文化財センター），脚付ガラス杯（長崎市），

国産吹きガラス（長崎県教育委員会），メダイ（大分県教育庁埋蔵文化財センター），万才町遺跡

出土鉛インゴット（長崎市教育委員会），鍵・錠前（大分市教育委員会），赤絵町遺跡出土西洋型

鍵（有田町教育委員会），平安京左京三条四坊十町跡出土真鍮生産関連遺物（京都市考古資料館），

花樹禽獣蒔絵螺鈿聖龕（出光美術館），草花蒔絵螺鈿箪笥，禅林類聚（東洋文庫），表無表色章版

木（個人），表無表色章（慶應義塾図書館），新刊勿聴子俗解八十一難経版木（西福寺），新刊勿

聴子俗解八十一難経（布施美術館） 

Ⅴ章 モニュメントの建造 

   １ 荘厳する瓦 

     伏見城城下町跡出土金箔瓦（京都市考古資料館） 

   ２ 巨石を切る 

     石切図屏風（小田原市郷土文化館），石切道具（熱海市中張窪石丁場遺跡を保存する会），中張窪・
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瘤木石丁場遺跡 B 地区出土石切鍛冶道具（熱海市教育委員会），マタグルマ（今治市教育委員会） 

 

３．刊行物 

展示図録『時代を作った技─中世の生産革命─』（A４判 236 頁） 

展示解説シート（A４判４頁） 

 

４．関連行事 

第 89 回歴博フォーラム「モノ作りの中世」７月 20 日（土）国立歴史民俗博物館 村木二郎・鈴木康之・福

島金治・佐々木健策・関周一・坪根伸也・日高薫・松田睦彦 

第 355 回歴博講演会「中世技術の最先端」７月 13 日（土）村木二郎 

第 356 回歴博講演会「中世の生産革命」８月 10 日（土）小野正敏・中島圭一 

歴博映像フォーラム８「石を切る─採石技術の伝統を革新─」８月３日（土）新宿明治安田生命ホール 松

田睦彦・小野正敏・栗木崇・佐々木健策・村木二郎 

ファミリーイベント「たいけん  職人の技」７月 28 日（日） 

ギャラリートーク ７月６日，13 日，20 日，27 日，８月４日，10 日，17 日，24 日，31 日 

（共催展）広島県立歴史博物館 ９月 13 日（金）～11 月４日（月振） 

企画展開催記念セミナー「中世の生産革命を探る」10 月 26 日（土）広島県立歴史博物館 中島圭一・佐々

木健策・川口洋平・住吉朋彦・村木二郎・鈴木康之 

企画展開催記念講演会「中世のモノ作り」９月 14 日（土）広島県立歴史博物館 村木二郎 

企画展開催記念講演会「時代を作った技─中世の生産革命─」10 月 12 日（土）広島県立歴史博物館 鈴木

康之 

博物館大学「島で生きるための知恵─瀬戸内海の生業と技術─」５月 25 日（土）広島県立歴史博物館 松

田睦彦 

博物館大学「刀鍛冶の技と心」９月 21 日（土）広島県立歴史博物館 三上貞直 

博物館大学「中世の漆工技術」10 月５日（土）広島県立歴史博物館 四柳嘉章 

博物館大学「瀬戸・美濃大窯の生産構造」11 月２日（土）広島県立歴史博物館 藤澤良祐 

トークショー「野鍛冶の技と心を受け継ぐ」９月 22 日（日）広島県立歴史博物館 秋田和良 

ワークショップ「漆のマイスプーンを作ろう」９月 29 日（日）広島県立歴史博物館 赤木明登 

ワークショップ「螺鈿模様のアクセサリーを作ろう」10 月 13 日（日）・14 日（月祝）広島県立歴史博物館 

 

５．成果と課題 

 展示型共同研究「中世の技術と職人に関する総合的研究」および科研費基盤研究 B「「中世」を作った技

術─生産からみる時代史」の成果発表として展示を位置づけた。そのため，総花的に中世技術史を扱うので

はなく，時代の変革をもたらした特徴ある技術の総体を取り上げた。基礎となった共同研究等で，漆器や陶

器，石製品生産における普及品の製作や大量生産体制が大きなポイントとなったが，それらは豊富な資料を

用いて具体的に示せたと考えている。また，石切に関しては新しい説を提示してみせることができた。それ

ぞれの内容については，展プロ委員の共同調査によって資料を選定していったため，従来見逃されてきた資
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料が多く含まれている。展示図録写真の半分以上が新規撮影であったことは，そのことを示すものであろう。

地道な資料調査・共同研究に基づいた展示であっただけに，内容は現在の研究水準を引き上げる充実したも

のであったと自負している。 

 展示内容が地味なわりには入館者の反応は悪くはなく，さまざまなジャンルの展示資料をそれぞれの興味

に引き付けて観察していた様子がわかった。なかでもエピローグの「石切」コーナーは好評であった。３本

立て，計 15 分の映像資料をじっくり鑑賞している多くの来館者の姿が印象的で，現代の技術と中世の技術

が通じる点を理解してもらえたと思う。刀鍛冶による製作実験映像コーナーの前もよく人が溜まっていた。

展示資料に関連する映像資料の効果を，予想以上に思い知らされた。 

 反面，研究主体の展示であるため，展示意図がわかりにくい点も多かったと思われる。これについては，

資料点数が多いため極力パネルなどの文字解説を減らそうと，イラストを多用した。また途中でトーンの違

う「ひとこと解説」を 10 数枚追加して補った。しかし小学生以下には配慮をする余裕がなかった。中世と

現代のモノを比較する「くらべてみよう」プラグラムは，残念ながらあまり反響がなかった。ファミリーイ

ベント「たいけん 職人の技」は現代の石工，塗師の実演が間近に見られて好評であったが，準備不足のた

め広報が間に合わず，たまたまその日の来館者が参加できたにすぎなかった。しかし全体的には，広告代理

店を入れた新しい広報手段や，報道ならびにブロガー向け内覧会など，広報サービス室による従来以上に積

極的な広報活動のおかげで，多くの来館者に観覧してもらうことができたのは幸いであった。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

チバテレビ「チバテレニュース」７月１日，NHK E テレ「日曜美術館」アートシーン７月７日，NHK 千葉 FM

「ひるどき情報千葉」週末はミュージアム７月 19 日 

【新聞】 

日経新聞６月 10 日・11 日，静岡新聞６月 20 日，熱海新聞６月 20 日，朝日新聞６月 27 日・７月１日・８

日・８月２日，毎日新聞６月 26 日・７月 16 日・８月１日，千葉日報７月 31 日，中外日報８月８日 

【雑誌等】 

『佐倉商工会議所会報』266・267・268，『ぐるっと千葉』７月号・８月号，『日本教育新聞』，『芸術新聞』

331・332，『広報小田原』７月号，『日本歴史』782，『週刊新潮』７月 11 日号，『伝統文化新聞』，『リビング

千葉』７月 13 日号，『我ら学び隊』７～９月号，『さくらあそび場百科じてん』７～９月号，『Tarzan』631・

632，『目の眼』９月号，『いもの研究』22，『こうほう佐倉』1171，『博物館研究』48 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表 ○：副代表） 

 大澤 研一 大阪歴史博物館・学芸員    小野 正敏 人間文化研究機構・理事 

 川口 洋平 学識経験者          栗木  崇 熱海市教育委員会・学芸員 

 佐伯 弘次 九州大学大学院・教授     佐々木健策 小田原市文化課・主査 

 鈴木 康之 広島県立歴史博物館・学芸員  関  周一 つくば国際大学・講師 

 坪根 伸也 大分市教育委員会・主査    中島 圭一 慶応義塾大学・教授 

 福島 金治 愛知学院大学・教授      四柳 嘉章 石川県輪島漆芸美術館・館長 
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 齋藤  努 情報資料研究系・教授     仁藤 敦史 歴史研究系・教授 

 日高  薫 情報資料研究系・教授    ○松田 睦彦 民俗研究系・助教 

◎村木 二郎 考古研究系・准教授 

 

「中世の古文書─機能と形─」 
2013 年 10 月８日（火）～12 月１日（日）（48 日間） 

 

１．展示趣旨 

 文書は歴史を語る史料として欠かせないものである。文字史料であることから，まず書かれた内容が注目

されるが，しかし，文書が表現している意味はそれだけではない。様式や文字の書き方，素材，大きさなど，

果たすべき機能や相手との関係を反映したさまざまな意味が盛り込まれ，かつそれが歴史的に変化し続けて

おり，物資料としても魅力にあふれている。また，文書は，その内容が伝達された時にだけ意味があるので

はなく，それが保存され，伝来する過程でも，多くの機能を果たした。このような，さまざまな「機能と形」

に注目して，今日に伝来した中世文書の諸相を理解できる展示を行う。 

 当館の企画展示としては，これまでに「中世の武家文書」（1989 年），「中世寺院の姿とくらし」（2002 年）

などを行っているが，今回は，これまでまとまった展示をしていない公家関係の文書なども積極的に取り上

げ，また時期的にも古代や近世との関係に留意した，通時的な理解が可能な展示とする。そのため，他の御

所蔵者からも資料を借用し，館蔵品では不十分な分野を補って，中世文書についての総合的な観点からの展

示とする。 

 一般向けのさまざまな切り口や解説も用意して，古文書やくずし字について専門知識のない来場者にも，

古文書を見る楽しさを理解していただけるようにしたい。 

 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは本館蔵） 

Ⅰ 文書の様式と背景 

 （１）公式様文書と公家様文書 

    １ 公式様文書─本来の律令系文書 

    ２ 公家様文書─律令系文書の変容 

 （２）武家様文書 

    １ 源頼朝の文書 

    ２ 武家文書の諸様式 

Ⅱ 文書の作成・伝達と保存① ─公的な文書の動き 

 （１）文書の発給と保存 

    紙背文書に見る文書のライフサイクル 

 （２）命令と執行 

    １ 公武の合意形成と伝達 

    ２ 軍忠と承認，恩賞と推挙 

    ３ 申請と決済─複合する文書 
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 （３）公家官僚機構の意志決定と執行 

 （４）記録との複合─日記に貼り継がれた文書 

Ⅲ 文書の作成・伝達と保存②─当事者間の文書 

 （１）土地売券と紛失状 

    １ 平安時代の売券 

    ２ 土地売券─手継券文 

    ３ 紛失状 

 （２）契約と起請 

    １ 契状 

    ２ 起請文 

 （３）組織に関わる文書 

    １ 寺社の組織と経営 

    ２ 村の由緒と住人 

    ３ 公家の家政 

    ４ 公家の組織 

    ５ 武家の組織と儀礼 

Ⅳ 素材と手段 

 （１）料紙の種類と用法 

    １ 素材と製法 

    ２ 色の付いた紙 

    ３ 文書の折り方・包み方 

 （２）公示される文書①─木や石に書かれた寄進状 

 （３）公示される文書②─制札（木札） 

Ⅴ 近世文書への展開 

    印判状 

エピローグ 文書の後世における利用 

    １ 身分証明としての中世文書 

    ２ 花押手鑑 

    ３ 床の間飾り 

    ４ 成巻文書 

 

田中穣氏旧蔵典籍古文書 廣橋家旧蔵記録文書典籍類 越前島津家文書 豊後若林家文書 石見亀井家文書   

高山寺旧蔵聖教紙背文書屏風 源頼朝下文（神奈川県立歴史博物館蔵） 実隆公記（東京大学史料編纂所蔵）   

若狭秦家文書（京都大学総合博物館蔵） 細川政元制札（和田寺蔵） 荻野新宿宛北条家制札（個人蔵・厚

木市寄託） 北条家朱印状（個人蔵・佐倉市寄託） 文杖（宮内庁京都事務所蔵） 藤原宣季叙正二位位記

（京都府京都文化博物館蔵） 大正三年日本軍旅団司令部青島民家宛禁制類掛軸（国文学研究資料館蔵） 
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３．刊行物 

展示図録『中世の古文書─機能と形─』（A４判  222 頁） 

解説シート（A４判  ４頁） 

 

４．関連行事 

第 359 回 歴博講演会「中世の古文書を考える」11 月９日（土）小島道裕 

第 91 回 歴博フォーラム「中世の古文書─機能と形─」10 月 19 日（土）国立歴史民俗博物館講堂 小島

道裕・小倉慈司・井原今朝男・高橋一樹・久留島典子・富田正弘 

ギャラリートーク 10 月 12 日，14 日，26 日，31 日，11 月２日，７日，16 日，23 日，30 日（延べ 13 回） 

 

５．成果と課題 

 中世の全時代と前後の時代，そして武家・公家・寺家・庶民といった各階層の古文書を一堂に集め，中世

文書の全体像と多様性を理解できるようにした。（「空前の総合的中世文書展」） 

 書かれた内容よりも，むしろ様式や大きさ，書かれた媒体などの「形」の面に注目し，その機能と歴史的

な背景について考察した。（「読めなくても大丈夫！」な展示） 

 以上を通じて，古文書学の概要を実物で学べる展示とし，大学などでの教育に資することができ，また古

文書の初心者にもとりつきやすい展示とした。体験コーナーや音声ガイド，見どころを指示する小キャプシ

ョンなどの工夫も行った。 

 出品資料の９割は館蔵資料であり，開館 30 周年にふさわしい，当館のこれまでの資料収集と調査研究の

成果を体系的に披瀝する機会ともなった。 

 比較的短期間で計画した展示であったが，上記のねらいや目的はほぼ達成することができ，来場者の反応

も展示の意図を理解した好意的なものが多く，開催の意義は十分達せられた。入場者数はほぼ標準的なもの

だったが，滞在時間が非常に長く，展示室の利用率は非常に高かった。図録は，販売分を倍に増刷したがそ

れも売り切れる好評ぶりであった。古文書展は地味で興行的に困難，という通念は打破できたと思う。 

 館蔵資料の体系的な紹介，および学習コンテンツ的なパッケージ化という活用面でも大きな効果があり，

今後多様な展開を見込むことができる。 

 反省点としては，準備期間が十分でなかったこともあって，教育的である反面，やや概論的な説明になっ

た面があり，また釈文などにややミスが多かった。展示の工夫についても，釈文など文字が多い分，見えに

くい場合が生じ，設計段階から配慮すべきであった。スマホによる音声ガイドも本格的に導入し，効果の高

さは確認できたが，条件によってはつながりにくい，所持していないと利用できない，といった問題があっ

た。 

 「総合的古文書展」というテーマ自体についても，十分理解できない来場者も見受けられたことから，資

料ベースの展示には，極力ていねいな説明が不可欠であり，さまざまな方法を駆使して，さらに改善と工夫

を重ねることが必要だろう。 
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６．マスコミでの取りあげ 

【TV・ラジオ】 

ＮＨＫニュース 10 月８日 12：00～ 

ＮＨＫＦＭ「ひるどき情報ちば『週末はミュージアム』」10 月 18 日 

ＮＨＫラジオ第一「ラジオあさいちばん『おでかけウォッチ』」11 月８日 

【新聞】 

朝日新聞 10 月 16 日・22 日，読売新聞 10 月 23 日・11 月 26 日，千葉日報 10 月 31 日・11 月 26 日，産経新

聞 11 月 13 日，書道美術新聞 11 月 15 日， 

【雑誌】 

リビング千葉 10 月５日号，美術の窓 11 月号，ぐるっと千葉 10 月号・11 月号・12 月号，週刊新潮 10 月 31

日号，佐倉よみうり No.349，週刊芸術新聞 337 号，佐倉商工会議所会報 270 号，レターパーク No.1761，在

家佛教 12 月号，歴史研究 616 号，房総ファミリア新聞 5305 号， 

 

７．展示プロジェクト（◎：代表，○：副代表） 

 久留島典子 東京大学史料編纂所・所長  高橋 一樹 武蔵大学人文学部・教授 

 富田 正弘 富山大学・名誉教授 

○井原今朝男 本館研究部・教授      小倉 慈司 本館研究部・准教授 

◎小島 道裕 本館研究部・教授 

 

「歴史にみる震災」 
2014 年３月 11 日～５月６日（51 日間） 

 

１．展示趣旨 

 （展示プロジェクト委員会の項を参照） 

 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは本館蔵） 

第１章 東北の地震・津波 

（導入）東日本大震災の津波波及シミュレーション（CG 映像） 東北大学災害科学国際研究所提供 

1-1 前近代の被災 

（１）繰り返す地震津波 

展示資料：地層はぎ取り標本 産業技術総合研究所蔵，地層はぎ取り標本 仙台市教育委員会蔵 

（２）貞観地震津波 

展示資料：日本三代実録（高松宮家伝来禁裏本），貞観地震の復興瓦 仙台市教育委員会蔵 

（３）慶長地震津波 

主な展示資料：記録抜書之五（記録抜書の内） 仙台市博物館蔵，駿府記（德川宗家文書） 個人蔵 

2-2 近現代の地震・津波 

吉里吉里集落の地形模型 総合地球環境学研究所協力 
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（１）明治三陸津波 

主な展示資料：岩手県管内海嘯被害概数取調一覧表 遠野市立博物館蔵，岩手県沿岸大海嘯取調書 国立国

会図書館蔵，末崎仁平の明治三陸津波写真 盛岡地方気象台蔵，中島待乳アルバム 日本カメラ博物館蔵，

岩手県 青森県 宮城県 大海嘯画報 

（２）昭和三陸津波 

主な展示資料：三陸津波に因る被害町村の復興計画報告書 東京大学工学・情報工学図書館蔵，岩手県昭和

震災誌 国文学研究資料館蔵 

（３）遠地津波による被害─チリ津波 

主な展示資料：チリ地震津波 罹災状況調 大船渡市立博物館蔵，昭和三十五年 慰問激励文書綴 大船渡

市立博物館蔵 

（４）東日本大震災 

主な展示資料：江ノ島稚児淵眺望・金沢能見堂眺望衝立（司馬江漢画） 仙台市博物館蔵，被災した時計 国

土交通省東北地方整備局蔵，ハワイの被災写真 太平洋津波博物館（ハワイ）蔵 

第２章 近代の震災 

プロローグ 江戸末期の大地震／明治の大地震 

主な展示資料：諸国珍事末代記録鑑（瓦版番付），鯰父子取押之図，岐阜県愛知県大地震実況 

2-1 関東大震災 

（１）地震の被害（東京の被害／救援・避難／関東大震災の特徴／被害の広がり／殺された人びと） 

主な展示資料：関東震災全地域鳥瞰図絵 横浜都市発展記念館蔵，被災した置き時計 横網町公園復興記念

館蔵，本所石原方面大旋風之真景（帝都大震災画報），帝都震災記念大観，大正震災今井町邸内バラック避

難者感謝状（公益財団法人三井文庫蔵），避難人名簿 長野県立歴史館蔵，震災調査個人票，社会局震災調

査報告 国立科学博物館蔵，大正震災図絵 本所方面（私家版） 個人蔵，大正震災本所方面見聞誌（私家

版） 個人蔵，千葉県館山市見物海岸の隆起海岸の立体模型 産業技術総合研究所提供，鎌倉大震災図巻 鎌

倉国宝館蔵，房州大地震惨状 北条停車場通 

（２）震災への対応と復興（震災直後の政府の動き／都市復興／通信手段の確保／震災をめぐる記憶の継承

／震災と大衆文化） 

主な展示資料：山本内閣親任式の図宮内庁蔵，都市復興模型，映像：関東大震災の被害と復興の記録 東京

国立近代美術館フィルムセンター協力，帝都復興展覧会ポスター 公益財団法人後藤・安田記念東京都市研

究所蔵，生活運動（借家人同盟本部），帝都復興と精神作興，大正十二年九月関東大震災当時ニ於ケル逓信

省応急措置 郵政博物館蔵，一二九会の幟横網町公園復興記念館蔵，大正十二年大震火災遭難者仮霊名簿 

横網町公園復興記念館蔵，罹災美術品目録 埼玉大学図書館蔵，新流行唄 大震災の歌（添田唖蝉坊著），

関東大震火災大番附，本郷元町より見たるお茶の水附近（徳永柳州画） 横網町公園復興記念館蔵，宮城前

避難バラック（徳永柳州画） 横網町公園復興記念館蔵 

2-2 北但馬・北丹後地震 

（１）【北但馬地震】豊岡町の被災と復興 

主な展示資料：豊岡町地区整理誌 豊岡市立図書館蔵，乙丑震災誌 豊岡市立図書館蔵，但馬丹後大震災写

真画報 京丹後市教育委員会蔵 
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（２）【北丹後地震】京都府峰山町の被災と復興 

主な展示資料：嗚呼悲惨極まる丹後大地震絵葉書（特製 16 枚壱組） 京丹後市教育委員会蔵，峰山町公報 

京丹後市教育委員会蔵 

（３）【北丹後地震】京都府網野町の被災と復興 

主な展示資料：昭和三年度 府下町村道路計画 京都府立総合資料館蔵，家屋被害調べ 震災当時の所有者

実写（個人蔵），震災之状況（写真アルバム） 個人蔵，七十年の回顧 個人蔵，震災復興記録 個人蔵 

2-3 東南海・南海地震 

（１）新聞報道に見る東南海地震と三河地震 

（２）東南海地震 

主な展示資料：LIFE，袋井町震災誌（原稿） 袋井市役所総務部防災課蔵，昭和 19 年 12 月７日に於ける地

震に依る被害写真 半田市立博物館蔵，昭和十九年度・同二十年度区長日誌（滋賀県能登川町乙女浜） 個

人蔵（寄託先：東近江市能登川博物館），疎開児童のはがき（三河地震） 滋賀県平和祈念館蔵，三河地方

震災について（三河地震） 安城市歴史博物館蔵，東南海地震 尾鷲の被害（写真） 三重県総合博物館蔵 

（３）南海地震 

主な展示資料：昭和 21 年 12 月 21 日南海道大地震調査概報 国立科学博物館蔵，生きている地球 地震と

津浪   個人蔵，稲むらの火（『初等科国語 六』） 

（４）南海トラフの地震 

展示資料：日本書紀 巻二十九 江戸中期写 

2-4 福井地震 

主な展示資料：ジェームズ原谷撮影写真 朝日新聞社提供，予記帳（熊谷太三郎のノート） 個人蔵（寄託

先：福井市立郷土歴史博物館），福井復興博覧会御案内 福井県立歴史博物館蔵，廃墟と復興 福井震災一

周年記念 福井県立図書館蔵，福井震災をめぐって 弾圧の真相をあばく ゆきのした史料館蔵，福井調査

団報告大会 法政大学大原社会問題研究所蔵，友影賢世事蹟 個人蔵 

エピローグ 阪神・淡路大震災から考える 

被災写真 神戸大学附属図書館震災文庫提供，市民が撮った震災映像アーカイブ IPA 独立行政法人情報処

理推進機構／公益財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構提供， 

※主な展示資料には，図版・映像の提供も含まれている。 

 

３．刊行物 

展示図録『歴史にみる震災』（Ａ４判 225 頁） 

展示解説シート（Ａ４判４頁） 

 

４．関連行事 

東日本大震災での千葉県内の記録写真展（公募写真の展示） 一階ホール 

第 364 回歴博講演会「関東大震災の記憶─震災後から 90 周年まで─」 ４月 12 日（土） 高野宏康 

歴博フォーラム「歴史にみる震災」 ４月 19 日（土） 国立歴史民俗博物館講堂 蝦名裕一・北原糸子・

津久井進 
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ギャラリートーク ３月 15 日，22 日，29 日，４月５日，12 日，19 日，26 日，５月３日（碇川豊（大槌町

長）・蝦名裕一（東北大学）・岡村健太郎（東京大学大学院）・北原糸子・窪田順平（総合地球環境学研究所）・

新谷勝行（京丹後市教育委員会）・高野宏康（小樽商科大学）・原山浩介） 

 

５．成果と課題 

 今回の企画展示は，東日本大震災を受けて計画されたものである。 

 そのポイントのひとつは，東北の震災を，貞観地震津波・慶長地震津波から近代の震災まで，全体を通し

て，展示として構成したことにある。こうした通時的な視点での震災の捉え直しは，それ自体が画期性を持

っていると考えられる。さらにもうひとつのポイントは，近代に焦点を当ててそれぞれの震災と政治・社会

の関わりを広く見直そうと試みたことにある。地震による被害そのものもさることながら，それが，それぞ

れの時代・地域においてどのような意味を持ったのかを考えることは，東日本大震災を経た今，極めて重要

な課題であると考えられる。 

 こうした展示の幅広さを実現するために，今回は，館外の研究者にかなり多くの助力を仰いだ。地震学な

どの諸分野の知見を取り入れつつ，CG など多彩なコンテンツを活用できたことは，来館者による震災をめ

ぐる多面的な理解を醸成するためにも，効果的であったといえる。 

 ただ，本展示を通じて，内容面と運営面で，いくつかの課題を残したこともまた事実である。 

 内容に関しては，やはり「災害史」の枠組みと，それぞれの時代の歴史叙述の連動が，その実現の努力に

も関わらず，やはりいささか足りていない点がある。これは，今回の展示に，あるいは「災害史」に限らず，

細分化された歴史の研究領域をめぐって，しばしば起こりがちなことでもある。この論点については，今後，

むしろ近代史という形での展示叙述を構築するなかで，改めて検討していく必要がある。本館においては，

第５展示室（近代）のリニューアルに関わる議論を通じて，この課題に取り組むことになる。 

 また，今回の展示の構成上，「東北」を独立した章立てとしたことで，東北の震災を通時的にみることは

できたが，例えば1923年の関東大震災と1933年の昭和三陸津波の同時代性がクローズアップできなかった。

このことは，国民国家における東北の占める位置に関わる議論とも関わる問題として，今後の課題となる。 

 さらに，東日本大震災への言及が少ないこと，またこれと関わって原子力災害への言及が少ないことがあ

り，これらについては来館者からも指摘があった。そもそも東日本大震災をめぐって，それ以前の震災と同

様に踏み込んだ議論をすることは，現段階では難しい上，原子力災害をめぐっては，戦後の原子力に関わる

現代史への考察を含めた見識が必要になり，早急に，しかも単独の展示の中で全てを実現することは困難で

あった。しかし，この問題ならびに指摘は，今後の学際的研究を要請するものとして，課題として残してお

きたい。 

 このほか，「日本の震災の歴史」を辿る歴史叙述でありながら，1935 年の新竹・台中地震（台湾）や，1960

年のチリ津波における沖縄の被害が欠落しがちになる傾向があるが，今回の企画展においても同様の問題が

あった。このことは，国民国家と歴史叙述の問題として，再考する必要があるといえる。 

 これらの，展示の実施に伴って浮上・発見された論点は，今後の共同研究や展示プロジェクト，また個々

の研究のなかで検討されるべき宿題であるといえる。多くの来館者を得たこととともに，正しく研究・展示

上の課題を見いだしたことの両面で，本展示の成果は大きかったといえる。 

 なお，運営面では，約 30 名の執筆者を館内外に抱えた展示となったため，議論・情報・原稿の集約にか
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なりの労力を要することになったことを指摘しておかねばならない。ここで問題なのは，執筆者の多さでは

なく，それに見合うだけの館内の体制が十分に構築されないなかでの作業遂行となった点にある。館外執筆

者が多い展示においては，研究部・管理部の双方において，それに照応した体制を作る必要があることが痛

感させられた。このことは，単に作業が遅延するというのみならず，展示叙述の最後の調整段階で十分に労

力を割けないという問題をも引き起こす。とりわけ近現代に関わる展示では，この最終調整に非常に大きな

意味があるため，今後，同様の組織で展示を行う際には十分留意する必要がある。 

 

６．マスコミでの取りあげ 

【TV・ラジオ】 

チバテレビ３月 10 日「NEWS チバ」，NHK 千葉 FM３月 14 日「ひるどき情報ちば内「週末はミュージアム」」，

NHK３月 11 日「ニュース・気象情報」，佐倉市広報課３月 28 日～４月３日「チャンネルさくら」，ケーブル

テレビ 296４月 19 日・４月 25 日～27 日「296 News」，NHK 釧路放送局５月 15 日「NHK 北海道「おはよう北

海道」防災フロントライン」，チバテレビ４月 17 日「チバテレ News600」，NHK 総合４月 21 日「NHK ニュー

スウォッチ９」，チバテレビ４月 21 日「チバテレ News900」，テレビ朝日４月 22 日「グッドモーニング」，

NPO 法人国際ボランティア学生協会①５月 12 日～18 日②５月 19 日～25 日「大学生が防災ラジオ，はじめ

ました」，フジテレビ５月 18 日「皇室ご一家」 

【新聞】 

朝日新聞１月 11 日・３月 10 日夕刊・３月 12 日夕刊・３月 15 日・４月１日・４月 22 日・４月 24 日，千葉

日報３月１日・３月 11 日・３月 23 日・４月４日・４月８日・４月 22 日，東京新聞３月１日・３月 11 日・

３月 13 日・３月 27 日・４月 24 日，産経新聞３月１日・３月 11 日，岩手日報３月１日，毎日新聞３月 11

日・４月１日・４月５日・４月７日夕刊・４月８日・４月 14 日夕刊・４月 15 日・４月 22 日，読売新聞３

月 12 日・４月 22 日，日本経済新聞４月３日夕刊，神戸新聞４月 15 日，神奈川新聞４月 20 日 

【雑誌】 

週刊芸術新聞 342 号・350 号，ぐるっと千葉３月号・４月号・５月号，ちいき新聞２月 28 日号，週刊朝日

３月 21 日号，水墨画４月号，インターネットミュージアム３月 20 日，佐倉よみうり３月 28 日号，ファミ

リア新聞 第 5324 号，ふれあい毎日（東葛毎日新聞社）４月２日，週刊芸術新聞 No.349，ミュージアムカ

フェマガジン vol.7，博物館研究５月号，美術手帖６月号 

 

７．展示プロジェクト（◎：代表，○：副代表） 

 岩淵 令治 学習院大学国際文化交流学部・教授    植村 善博 佛教大学歴史学部・教授 

 蝦名 裕一 東北大学災害科学国際研究所・助教    大岡  聡 日本大学法学部・准教授 

 菅野 正道 仙台市教育局博物館市史編さん室・室長  小林  克 江戸東京たてもの園・館長 

 櫻井 準也 尚美学園大学総合政策学部・教授 

 田並 尚恵 川崎医療福祉大学医療福祉学部・准教授  趙  景達 千葉大学文学部・教授 

 土田 宏成 神田外国語大学外国語学部・准教授 

 能川 泰治 金沢大学人間社会研究域・歴史言語文化学系・教授 

 林  能成 関西大学社会安全学部・准教授 
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 宮本 正明 立教大学立教学院史資料センター・学術調査員 

 安田 常雄 神奈川大学法学部・特任教授 

 荒川 章二 本館研究部・教授 

 久留島 浩 本館研究部・教授            小池 淳一 本館研究部・教授 

 常光  徹 本館研究部・教授            仁藤 敦史 本館研究部・教授 

 林部  均 本館研究部・教授           ◎原山 浩介 本館研究部・准教授 

○樋口 雄彦 本館研究部・教授            北原 糸子 本館客員教員 

 

 

［くらしの植物苑特別企画］ 
 

「季節の伝統植物」 

 

春：伝統の桜草    2013 年４月 16 日（火）～５月６日（月振）（20 日間） 

夏：伝統の朝顔    2013 年７月 30 日（火）～９月１日（日）（31 日間） 

秋：伝統の古典菊   2013 年 11 月６日（水）～12 月１日（日）（23 日間） 

冬：冬の華・サザンカ 2013 年 12 月３日（火）～2014 年１月 26 日（日）（40 日間） 

 

１．展示趣旨 

 江戸時代に隆盛をきわめた園芸文化は，日本独自の感性と高度な技術により，多種類の植物群にわたって

おびただしい品種群を作り出してきた。それらの多くは明治時代以降の西洋園芸の急速な普及によって失わ

れ，かつての園芸技術も消滅しようとしている。この特別企画は，絶滅に瀕している古典園芸植物の系統の

探索と維持，生物学的な基礎研究と歴史的な基礎研究の融合を行い，その成果を展示として公開するもので

ある。 

 

２．展示構成と主な展示品 

 「季節の伝統植物」では，四季に合わせて４つの園芸植物をとりあげた。 

 春：江戸時代中頃以降，桜草は野生種の中から変わった花が選び出され，園芸植物として多くの品種が栽

培されてきた。当苑では，それらを「伝統の桜草」として 2002 年より展示してきた。展示方法としては，

鉢植えを中心としながら，プランター，地植え，さらには江戸時代後期の観賞法である桜草花壇を再現する

などの工夫をしている。また，今年度は「武士が育てた桜草」をテーマとして，桜草の栽培が修行と認識さ

れたことや，江戸時代の桜草には謡曲にちなんだ名前が多いことなどを紹介するパネル展示をおこなった。 

 夏：朝顔は古くから人々に親しまれ，とくに江戸時代以降，文化～天保期，嘉永・安政期，明治・大正期

にその花や葉の変化を楽しむ大ブームがあった。これらの朝顔は「変化朝顔」と呼ばれているが，系統を維

持するために今日の遺伝学でいう突然変異体を選抜して栽培する，当時では世界で最も先進的な方法が用い

られてきた。しかし，この変化朝顔は現在あまり知られておらず，少数の熱心な栽培家と遺伝学教室で細々

と維持されている状況である。そこで当苑では，独創的な技術と知識を駆使して創りあげられた変化朝顔を
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広く一般に知っていただくため，1999 年以降生きた歴史資料としてこれを系統維持し，展示をおこなって

きた。品種は正木系統 44 系統，出物系統 26 系統，大輪系統 25 系統で，その中には当苑で発見された突然

変異体の無弁花，台咲孔雀を含む。ほかにも欧州・アジアその他各地の近縁種を含めた 10 系統を展示した。

また，今年度は「朝顔の名前」に着目し，おもに名前の変遷や名づけ方と遺伝子を分割する知識との関わり

についてのパネル展示をおこなった。 

 秋：菊は日本を代表する植物の１つである。平安・鎌倉時代には，日本独自の美意識により，花弁が筆先

のようになる「嵯峨菊」や花弁が垂れ下がる「伊勢菊」と呼ばれる独特な花が作り出され，支配者層のなか

で不老不死のシンボルとして特権的な地位を保ち，とくに宴や美術工芸品に用いられてきた。それが近世以

降になると大衆化し，変化に富んだ園芸種の菊花壇や菊細工の見世物が流行したといわれている。その隆盛

に大きく関わったのが，「肥後菊」と「江戸菊」である。そこで，当苑ではこれらの古典菊と呼ばれている

「嵯峨菊」，「伊勢菊」，「肥後菊」，「江戸菊」を 1999 年より収集・展示し，生きた実物を通じて菊の文化史

を紹介してきた。今年度は，嵯峨菊 14 品種，伊勢菊 12 品種（松阪菊３種を含む），肥後菊 32 品種，江戸菊

35 品種のほかに，当苑で種から育てた実生の新花も展示した。さらに，「菊の名前」をテーマとして，幕末

から明治時代にかけての名前のつけ方や他の園芸品種と共通する名前，さらには分類に関わる名前の意味に

ついてパネル展示をおこなった。 

 冬：サザンカは日本を原産地とし，ツバキとともに冬枯れの季節に庭を彩る数少ない植物である。サザン

カは「サザンカ」，「カンツバキ」，「ハルサザンカ」の３グループに大別されるが，花は 11 月頃から２月に

かけてサザンカ群，カンツバキ群，ハルサザンカ群の順に咲いていく。これらの品種はハルサザンカを除き，

いずれも実生の変わり種から選抜されたもので，こうした品種の作り方は，日本の園芸文化の大きな特徴と

いえる。そこで当苑では，人とサザンカの関わりを文献資料と現物の品種に基づいて考察し，2001 年より

展示をおこなってきた。育成している品種には，「江戸サザンカ」や「肥後サザンカ」といった独自のもの

が含まれている。今年度は，サザンカ群 70 品種，カンツバキ群 43 品種，ハルサザンカ群 32 品種を展示し

た。また，今年度は「サザンカの名前」をテーマとし，名前の由来が時代によって変遷してきた様子や，品

種によるグループの分け方についてパネル展示をおこなった。 

 

３．主な行事 

特別企画「季節の伝統植物」に関連した観察会 

４月 27 日（土）：第 169 回「武士が育てた桜草」茂田井 宏（野田さくらそう会世話人代表） 

８月 24 日（土）：第 173 回「朝顔の名前からわかること」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院） 

11 月 23 日（土）：第 176 回「菊の名は」平野 恵（台東区立中央図書館） 

12 月 21 日（土）：第 177 回「サザンカの名前とその変遷」箱田直紀（元恵泉女学園大学） 

 苗の有償頒布〔桜草：４月 16 日（火）～５月６日（月振），朝顔：６月 22 日（土）・７月 27 日（土）・７

月 30 日（火），菊：７月 27 日（土）・８月 24 日（土）・９月 28 日（土）・10 月 26 日（土）・11 月６日（火），

サザンカ：11 月 23 日（土祝）・12 月３日（火）〕 

 

４．成果と問題点 

 伝統植物を生きた資料として系統維持し，人と植物の関わりを文献と実物を用いて考察した結果を展示し
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たことで，植物文化史への理解を一般に広めることができた。また，今年度は「名前」を特別企画４回の統

一テーマとした。その結果，江戸時代の桜草には謡曲にちなんだ名前の多いことや，葉と花の色・模様・形

を組み合わせた江戸時代における朝顔の名前のつけ方には遺伝子の分割方法に関する知識があったこと，幕

末から明治時代にかけた菊の名前を由来によって分類すると時代の傾向と変遷の様子がわかること，江戸時

代のサザンカには和歌にちなんだ名前が多いが，時代が新しくなると人の名前や外来語が多くなることなど，

それぞれの特徴を示し，比較した展示をすることができた。さらに，各特別企画開催期間中に展示内容とテ

ーマを合わせた観察会を開催することで，生物学的な基礎研究と歴史的な基礎研究が融合した成果を公表し

した。 

 なお，当苑の「季節の伝統植物」展は 1999 年の「伝統の朝顔」展と「伝統の古典菊」展からはじまった

が，伝統植物を系統維持し，継続して展示しているのは，全国で国立歴史民俗博物館が唯一の機関である。

このため，本特別企画は，貴重な品種を維持し，伝統的な園芸文化を伝えていくためにもたいへん意義のあ

ることだといってよい。 

 

５．マスコミでの取り上げ 

［伝統の桜草］関連 

チャンネルさくら（佐倉市広報番組），千葉テレビ，千葉日報，毎日新聞４月 16 日，成田ケーブルテレビ４

月 19 日，その他 

［伝統の朝顔］関連 

朝日小学生新聞，その他 

［伝統の古典菊］関連 

千葉日報，チャンネルさくら（佐倉市広報番組），成田ケーブルテレビ 11 月６日， 

日本テレビ 11 月 19 日，千葉テレビ 11 月 10 日，その他 

［冬の華・サザンカ］関連 

千葉テレビ 12 月５日，読売新聞 12 月６日，その他 

 

６．展示プロジェクト（◎：代表） 

 辻 誠一郎 東京大学大学院新領域創成科学研究科  仁田坂英二 九州大学大学院理学研究院 

 箱田 直紀 元恵泉女学園大学           平野  恵 台東区立中央図書館 

 茂田井 宏 野田さくらそう会世話人代表     ◎岩淵 令治 学習院女子大学（本館客員教授） 

 青木 隆浩 本館研究部・准教授          日高  薫 本館研究部・教授 

 澤田 和人 本館研究部・准教授          川村 清志 本館研究部・准教授 

 久留島 浩 本館研究部・教授           高橋 春香 本館・研究支援推進員 

 山村  聡 本館管理部・主任 
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［特集展示］ 
 

第３展示室 特集展示「ものからみる近世」 
 

「江戸のくらしと虫」 
2013 年７月 23 日（火）～９月１日（日） 

 

１．展示趣旨 

 虫を愛することは日本の文化の特色のひとつといってよいが，近世においても，夏の蛍狩りや秋の虫聞き

といった年中行事が人々の暮らしの中に定着し，また，衣服や櫛や簪などの装身具といった装いにも虫の意

匠は根付いている。近世後期には，博物学の影響により科学的なまなざしで多種多様な虫が描かれるように

なった。 

 本企画は，主として近世期の館蔵資料の中から，虫と関わるものを選び，虫と年中行事，博物学的な視点

での虫，虫で装う，などの視点から近世の人々のくらしの中における虫との関わりを垣間見ようとするもの

である。 

 

２．展示資料 

俳優見立夏商人・虫売り H-22-1-5-57 

夏の夜虫合戦 H-22-2-96 

画本虫撰 H-461 

虫譜図説 H-158 

団扇，虫籠，破菱格子（染色用型紙） F-16-1-21 

丸揚羽蝶金蒔絵櫛 H-38-1-1-4 

鼈甲秋草虫蒔絵櫛「羊遊斉作」 H-35-375 

濃萌葱紋縮緬地流水杜若蛍模様染縫振袖 H-35-213 

紅絹縮地菜花蜻蛉蝶模様繍唐幡 H-1739-20 

鉄六枚張桃形前付臥蝶兜 H-48-12 など 

 

３．関連行事 

展示解説会 

 日時：７月 23 日（火）14 時～ 

 解説：展示プロジェクト委員 

 

４．刊行物 

 展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 
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５．成果と問題点 

 夏休みに「虫」というテーマで展示をおこなえたことは，学童の来館者に対して歴博が親しんでもらえる

良い機会になったと考えている。展示品には博物学的な資料も複数あったが，博物学史的な観点を掘り下げ

ることはできなかった。また，博物館資源センター会議の折に出された，くらしの植物苑と関連を持たせて

ほしいという要望については，植物苑と接点のある資料を見いだすことができず，実現できなかった。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【TV・テレビ】 

NHK，チバテレビ 

【新聞】 

中外日報 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表） 

◎大久保純一 本館研究部・教授    澤田 和人 本館研究部・准教授 

 日高  薫 本館研究部・教授 

 

「海を渡った漆器Ⅱ─江戸時代の輸出漆器─」 
2013 年 10 月 29 日～12 月１日 

 

１．展示趣旨 

 16 世紀後半以降，大量の漆器が日本の特産品として海外に向けて輸出された。西洋人の注文によって製

作されたこれらの漆器は，西洋に由来する形態の家具調度に，日本独特の蒔絵や螺鈿の装飾をほどこしたも

のである。艶やかに光る黒い塗装面に，重厚な黄金の輝きが映える蒔絵漆器，また彩り鮮やかな螺鈿漆器は，

ヨーロッパの富裕階級のあいだで評判となり，日本という東方の未知の国を象徴する物品として愛好された。 

 本展示では，国立歴史民俗博物館が所蔵する輸出漆器のなかから，江戸時代に輸出された漆器に焦点をあ

てて紹介し，漆器をめぐる海外交流の歴史を概観する。 

 

２．展示資料 

H-1618-2 山水蒔絵小箪笥 

H-1618-3 山水人物蒔絵ナイフ箱 

H-1618-4 牡丹文蒔絵大皿 一対 

H-1618--9 故事人物蒔絵螺鈿瓶子 一対 

H-1194-1 草花風景蒔絵薬箪笥 

H-1797 山水草花蒔絵書物机 

H-786-10 フリードリヒ２世肖像図螺鈿蒔絵プラケット 

H-786-11 ケスティウスのピラミッド蒔絵プラーク 

H-995-7 花卉螺鈿書箪笥 
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H-1738 山水花鳥螺鈿化粧箪笥  など 

 

３．関連行事 

展示解説会 10 月 29 日（火）14 時～ 

 

４．刊行物 

解説シート，広報用ポスター・チラシ 

 

５．成果と問題点 

 館が所蔵していながら，通常の総合展示では展示されることがない資料について公開の機会を作り，第３

展示室「国際社会のなかの近世日本」の展示内容を補足し充実させることができた。特に大型の「花卉螺鈿

書箪笥」は，他館の企画展示には出陳されたが，当館での展示は新収蔵品展以来２度目であり，注目された。

2003 年にミニ企画展示としておこなった「海を渡った漆器」の第二弾であり，展示資料には若干の重複が

あったが，新出作品を含めて，前回とは異なる角度からとりあげ，紹介できたことは有意義であった。来館

者も興味をもって観覧し，歴博の収蔵資料の豊かさを実感していた。 

 

６．マスコミの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

チバテレビ，NHK 千葉 FM 

【新聞】 

中外日報 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表） 

◎日高  薫  本館研究系・教授 

 

「午年の馬」 
2013 年 12 月 17 日（火）～2014 年１月 19 日（日） 

 

１．展示趣旨 

 当館は近年，新春にその年の干支に因んだテーマのフォーラムを開催してきている。平成 26 年の干支は

午であるが，フォーラムとの相乗効果も視野に入れて，館蔵資料の中から馬に関わる絵や文様を有する工芸

品，版本，版画，あるいは馬具などを展示する。 

 さまざまな絵画作品や工芸品の中に馬がどのように造形化されているかを館蔵資料をもとに概観すると

ともに，「近江のお兼」や「宇治川の先陣争い」など馬にまつわる故事を描く錦絵を読み解き，競馬や曲芸

など都市生活における馬との関わりを紹介する。 
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２．展示資料 

賀茂競馬犬追物図屏風（左隻） F-280-2 

歌川国芳画 忠孝名誉奇人伝・兼女 H-22-1-7-78 

四代歌川国政 しん板馬のりつくし H-22-1-31-40 

歌川国利 東京銘勝会・不忍の競馬 H-22-1-25-20 

前田青邨写生帖（鞍・鐙） H-47-24-9 

蜻蛉蒔絵鞍・鐙 H-48-39 

藍（納戸）綸子地馬扇面笹（飾島）模様友禅染振袖 H-35-1124 など 

 

３．関連行事 

展示解説会 

 日時：12 月 17 日（火）11 時～ 

 解説：展示プロジェクト委員 

 

４．刊行物 

解説シート，広報用ポスター・チラシ 

 

５．成果と問題点 

 干支にちなむ展示ということで，展示規模のわりに館外の注目度が高く，歴博フォーラム「初春の馬」と

の相乗効果も期待できた。ただ，陸上交通や農耕など生業の視点でみた馬という観点を盛り込めなかったこ

とは歴史系博物館の展示としては不十分であった。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

 NHK，チバテレビ，成田ケーブルテレビ，NHK E テレ，NHK 千葉 FM 

【新聞】 

 朝日新聞，中外新聞，読売新聞，東京新聞，毎日新聞，産経新聞，千葉日報， 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表） 

◎大久保純一 本館研究部・教授） 

 澤田 和人 本館研究部・准教授） 

 日高  薫 本館研究部・教授） 
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「和宮ゆかりの雛かざり」 
2014 年２月 18 日（火）～３月 30 日（日） 

 

１．展示趣旨 

 幕末の動乱期，14 代将軍徳川家茂に降嫁したことで知られる和宮所用の雛人形・雛道具類（本館所蔵）

を公開し，江戸の雛市に関する展示も行った。 

 上巳（三月三日節）にとりおこなわれる雛祭りの行事は，江戸時代に入ってから広まりをみせ，多くの女

性たちの支持を集めた。儀式が定着するにつれ，その装飾は華麗なものとなり，時代時代の流行を取り入れ

ながら，寛永雛，元禄雛，享保雛，次郎左衛門雛，有職雛，古今雛と俗称される多彩な雛人形や，精巧に作

られたミニチュアの道具類が生みだされていった。諸記録によれば，皇女和宮も，数多くの雛人形を手もと

におき，上巳にはあちこちと雛人形を贈りあうなど，雛まつりを楽しんだようである。本館所蔵の雛人形・

雛道具はその一部をなしていたと考えられるが，有職雛と呼ばれる種類の雛人形と，江戸七澤屋製の各種雛

道具，御所人形および三ツ折人形などが含まれ，江戸時代後期の文化や工芸技術を伝える資料として貴重で

ある。 

 

２．展示構成と展示品 

内裏雛及雛道具付御所人形（H-40）より 

 有職雛（直衣雛） 

 御所人形 孝明天皇遺物など 13 躯 

 三ツ折人形 孝明天皇遺物のうち２躯 

 須磨明石図屏風 

 狗張子 

 牡丹唐草文蒔絵雛道具  など約 100 点 

 

３．関連行事 

展示解説会 ２月 18 日（火）10 時 30 分～（40 分程度）・３月１日（土）11 時～（40 分程度） 

 解説：日高  薫 本館研究部・教授 

    澤田 和人 本館研究部・准教授 

 

４．刊行物 

 展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 

 展示図録『和宮ゆかりの雛かざり』 

 

５．成果と問題点 

 当館の季節展示として広く知られるようになり，雛人形ブームや有名な皇女和宮所用の雛かざりの展示と

いうことで好評であった。また，今年度は，第４展示室特集展示「さまざまな節供」と合わせて見ることに

よって，理解を深めてもらうことができた。 
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６．マスコミでの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

チバテレビ 

【新聞】 

朝日新聞，下野新聞，千葉日報，染織文庫，東京新聞，毎日新聞，読売新聞 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

◎日髙  薫 本館研究部・教授    ○澤田 和人 本館研究部・准教授 

 

第４展示室 
 

「さまざまな節供」 
2013 年 11 月 26 日～2014 年５月６日 

 

１．展示趣旨 

 現在では，節供というと三月の上巳の節供と五月の端午の節供がよく知られ，それぞれ女子，男子の行事

として認識が広がっている。しかし，節供は，五節供をはじめとして，季節の節目のさまざまな行事であり，

またこどもの行事の点に絞ってみても，正月や八朔などその広がりは多様である。 

 そこで本展示では，まず，節供の歴史と多様性について館蔵資料を提示し，さらに子どもの節供の多様な

姿を，正月や三月の天神飾り，雛人形の多様性，端午飾りや八朔人形などを示して，子どもの節供の広がり

を提示する。これは総合展示第４室の人生と祈りのコーナーでの資料を補完する目的もある。 

 一方で，こうした地域性は，デパートや人形店などによる消費経済の変化やマニュアル本の刊行など情報

の流通によって，しだいに均質化する側面もあった。本展示では，こうした地域的な多様性と均質化に留意

しつつ，子どもに関わる節供の民俗を明らかにするものである。 

 

２．展示資料 

１ 移りかわる節供 

 十二ヵ月都風俗絵巻 

 十二ヶ月掛軸つくし 

 五節句子供遊 

 玩具絵 雛壇飾り 

 しん版ひなだん組立の図 

 新版雛飾立 

 立雛 

 子供遊端午のにぎわい 

 子供遊端午の気生 

 名画乃鍾馗 
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 五月人形 

 御幟絵 

２ 多様な子どもの祝い 

 ① 天神と子ども 

   金沢地方天神堂 

   駿河地方天神人形 

   天神掛軸 

   会津天神 

   今戸焼 天神様 

   芝原人形 黒天神 

 ② ひな祭りの多様性 

   芝原人形 裃雛 

   芝原人形 傘持花嫁 

   今戸焼 一文雛 

   糸雛 

   雛掛軸 

   遊山箱 

   箱雛 

 ③ 武者人形と男の子 

   八朔人形 

   八朔飛び馬 

   神武天皇・鍾馗 

   鍾馗柱絵 

   芝原人形 神功皇后・武内宿禰 

   芝原人形 熊乗金太郎 

   フラフ 

   節供のぼり 

   熊本地方鯉のぼり竿頭 

   張り子虎 

３ 節供のいま 

 ① 家庭へのひろがり 

   七段飾り雛人形 

   三段飾り五月人形 

   十二月少年あそびすご六 

   膳揃 

 ② デパートと節供 

   パンフレット「大丸の雛人形」 
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   パンフレット「端午の節句」 

   広報誌「三越」 

 ③ 節供の観光化 

   流し雛 

   流し雛手ぬぐい 

   流し雛絵葉書 

   鳥取限定ご当地キティ 鳥取流し雛ストラップ 

   各地のパンフレット 

 

３．関連行事 

展示解説会 

 日時：11 月 26 日（火）13 時 30 分～ 

 解説：展示プロジェクト委員 

ギャラリートーク 

 日時：12 月 21 日（土），２月 22 日（土），５月３日（土・祝）各回 11 時〜 

 解説：展示プロジェクト委員 

 

４．刊行物 

展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 

 

５．成果と問題点 

 今回の展示では，節供行事の地域の多様性を提示できたものと考える。各地における節供行事として正月

や八朔といった他の特徴ある節供行事を公開できたことは，民俗の現状を示すものとして大きな成果であろ

う。また総合展示では出せないような大型の資料であるフラフや熊本地方の鯉のぼり竿頭など資料も展示す

ることもができた。 

 さらに節供の均質化についても，佐倉市在住のある家庭からの寄贈資料をもとに戦後の節供の変容につい

て展示をしたが，今後はこうした研究をさらに推進していく必要がある。また一層の資料収集が必要である

と痛感した。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【新聞】 

中外日報，朝日新聞，毎日新聞 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

○小池 淳一  本館研究部・教授 

 川村 清志  本館研究部・准教授 

 日高  薫  本館研究部・教授 
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◎山田 慎也  本館研究部・准教授 

 

 

［展示プロジェクト委員会］ 
 

「時代を作った技─中世の生産革命─」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 最終年度で，７月２日開催の展示であるため，昨年度後半から実質的な展示準備作業にかかった。本年度

は，委員には図録執筆に取り掛かってもらい，その間，館内委員および一部の館外委員とともに図録用資料

写真の撮影をおこなった。図録原稿の取りまとめは，代表・副代表のもとで責任をもっておこない，それら

を編集して展示パネルを作成した。 

 ７月１日には内覧会の前に，展示プロジェクト会議を開き，委員全員で展示をチェックして微調整をおこ

なった。 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 大澤 研一 大阪歴史博物館           小野 正敏 人間文化研究機構本部 

 川口 洋平 学識経験者             栗木  崇 熱海市教育委員会 

 佐伯 弘次 九州大学大学院           佐々木健策 小田原市文化財課 

 鈴木 康之 広島県立歴史博物館         関  周一 つくば国際大学 

 坪根 伸也 大分市教育委員会          中島 圭一 慶應義塾大学 

 福島 金治 愛知学院大学            四柳 嘉章 石川県立輪島漆芸美術館 

 齋藤  努 本館研究部・教授          仁藤 敦史 本館研究部・教授 

 日高  薫 本館研究部・教授         ○松田 睦彦 本館研究部・助教 

◎村木 二郎 本館研究部・准教授 

 

「中世の古文書─機能と形─」 
１．展示プロジェクトの概要 

 展示開催の年度を迎え，出品資料を確定すると共に，図録の構成と内容，およびフォーラムなどの関連事

業について検討した。10 月７日の内覧会に際しては，完成した展示の最終確認を行った。なお，展示プロ

ジェクトとしての会議ではないが，10 月 19 日の歴博フォーラムでは，委員全員が報告を行った。 

 第１回 ５月１日 国立歴史民俗博物館 

  出品資料の確定，図録および関連事業についての打ち合わせ。広橋家文書調査。 

 第２回 10 月７日 国立歴史民俗博物館 

  内覧会 
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２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 久留島典子 東京大学史料編纂所・所長   高橋 一樹 武蔵大学人文学部・教授 

 富田 正弘 富山大学・名誉教授 

○井原今朝男 本館研究部・教授       小倉 慈司 本館研究部・准教授 

◎小島 道裕 本館研究部・教授 

 

「歴史にみる震災」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示では，東日本大震災を意識しながら，東北地方の歴史上の震災と，近現代の震災という，大きく二

つの角度から展示を構成する。前者が，歴史をさかのぼりながら，長いスパンでの災害の連続性を捉えるも

のであるのに対して，後者は，近い時代の震災のなかに今日と通底する問題を見ていこうとするものである。 

 震災では，多くの人びとが傷つき，命を失い，あるいは従前の生活基盤が破壊される。また同時に，震災

がきっかけとなって，社会的な混乱が発生したり，社会のありかたそのものが問われることもある。さらに

いえば，被災地のイメージは，最も被害の大きかった地域を中心に形作られるケースが多く，そこから距離

のある地域の被害／被災者については忘れられがちとなる。 

 また，震災をめぐっては，被災者の救済が，常に大きな課題となる。今日的にいえば，「復興」のなかに

は，本来的にはこの救済が含まれるのだが，実際には大きな意味での「復興」のなかで，救済の網の目から

こぼれ落ちる人びとを出してしまいがちなのもまた事実である。震災の歴史とは，そうした救済の欠落に向

き合おうとしてきた歴史でもある。 

 本展示では，これら，いわば人や社会によって震災がどう経験され，何が学ばれ，そして何が忘れられる

のかといった点を，時代性や社会史的視点からひもとくとともに，他方で自然科学的な知見と人文科学的な

知見の双方を交差させる形で，災害史の研究成果を反映させつつ，震災というものを立体的に捉え直す場と

することを目指す。 

 なお，本展示は，本館基幹研究「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」の研究活動と連動

しつつ，資料等の調査と平行して進めることとなっており，本年度は，基本的な資料調査と，展示に向けた

論点の整理を行った。 

 

２．今年度の経過 

 昨年度に展示構成が大筋で決まったことを受けて，今年度は，担当セクション毎に個別に資料調査を行い

つつ，展示内容を精査した。その際，「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」と連動する形

で調査・打合せ等を進めた。 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表 ○：副代表） 

 岩淵 令治  学習院大学国際文化交流学部・教授    植村 善博  佛教大学歴史学部・教授 

 蝦名 裕一  東北大学災害科学国際研究所・助教    大岡  聡  日本大学法学部・准教授 

 菅野 正道  仙台市教育局博物館市史編さん室・室長  小林  克  江戸東京たてもの園・館長 
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 櫻井 準也  尚美学園大学総合政策学部・教授 

 田並 尚恵  川崎医療福祉大学医療福祉学部・准教授  趙 景 達  千葉大学文学部・教授 

 土田 宏成  神田外国語大学外国語学部・准教授 

 能川 泰治  金沢大学人間社会研究域・歴史言語文化学系・教授 

 林  能成  関西大学社会安全学部・准教授 

 宮本 正明  立教大学立教学院史資料センター・学術調査員 

 安田 常雄  神奈川大学法学部・特任教授 

 久留島 浩  本館研究部・教授            小池 淳一  本館研究部・教授 

 常光  徹  本館研究部・教授            仁藤 敦史  本館研究部・教授 

 林部  均  本館研究部・教授           ◎原山 浩介  本館研究部・准教授 

○樋口 雄彦  本館研究部・教授            北原 糸子  本館客員教員 

 

「弥生ってなに?!」 
 

１．展示の概要 

 弥生文化は，定型化した前方後円墳が造られるまでの 1200 年あまり，北海道と奄美・沖縄を除く日本列

島に広がっていた水田稲作を行う弥生時代の文化である。弥生時代の日本列島には弥生文化以外にも北海道

の続縄文文化，奄美・沖縄の貝塚文化などが花開いた。 

 水田稲作の存続期間は地域によってさまざまで，九州北部のように1200年つづけたところもあれば，関東南

部のように450年あまりのところもあり，倍以上の差が認められるが，いずれも古墳時代へと転換していく。 

 その一方で東北北部のように土偶の祭りを行いながら 400 年あまり水田稲作を続けたあと，止めてしまい，

元の採集狩猟生活に戻ってしまうところもある。当然，古墳は造らない。 

 このように同じ水田稲作を行う文化でも社会構造や祭りを中心にさまざまな違いがあり，社会の発展度合

いも異なっていたと考えられ，最終的には古墳時代へ移行するところと，採集狩猟生活に戻ってしまうとこ

ろがある。 

 現在の学界では，水田稲作を行っていればすべて弥生文化とみなし，先述したようなさまざまな違いは弥

生文化の地域性とする考え方が主流であるが，本当にそれでよいのか？という疑問から，この展示は出発し

た。 

 本展示では，韓国南部，九州南部，九州北部，中部，東北中・北部における水田稲作や畑作を行う文化を

取り上げ，それらの違いと共通点を明らかにしたうえで，弥生文化とはなにか，という学界でも関心の高い

問題について論争展示を行う。 

 なお本展示によって得られた到達点は，平成 30 年度開室予定の総合展示第１室「原始・古代」に反映さ

せたうえで，資料を再活用する予定である。 

 

２．展示プロジェクトの概要 

 本年度は２年目で，３回の展示プロジェクト委員会を開催し，３月末には展プロ委員による展示図録用原

稿を提出した。また展示設計業者を決め，展示の詳細設計が確定した。 
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第１回 ５月 28～５月 30 日 長野県内現地研究会 飯田市，松本市所蔵の借用希望資料チェック 

 飯田市上郷考古博物館で矢崎遺跡，飯田市教育委員会で石行遺跡の前８ー前６世紀の資料を選択。いずれ

もアワやキビの圧痕をもつ土器が出土しているが，石器組成は縄文後・晩期と変わらず，壺が占める割合が

１割以下なので，設楽も縄文と認定する境界付近にある遺跡である。 

 松本市立考古博物館では石行遺跡の資料調査を行い，土器，石器，祭祀遺物を選択した。 

第２回 10 月１日～４日 青森・仙台現地研究会 弘前市，田舎館村，仙台市所蔵の借用希望資料チェック 

 青森県弘前市砂沢遺跡，田舎館村垂柳遺跡，仙台市高田 B遺跡の資料調査を行い，借用予定資料の選択と

展示図録用の写真撮影を行った。」 

第３回 ２月９日 歴博 展示図録原稿読み合わせ あいにく大雪で，藤尾，菅波しか館に来ることができ

ず，二人で菅波担当分の原稿内容について議論を行った。 

 

展示詳細設計を作っていく過程で，次のような展示構成が確定した。 

プロローグ 

第Ⅰ部 弥生のＤＮＡ 

第Ⅱ部 弥生をながめる 

第Ⅲ部 弥生の時間 

第Ⅳ部 弥生のひろがり 

エピローグ 弥生ってなに?! 

縄文の美・弥生の美 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 設楽 博己 東京大学大学院・教授     高瀬 克範 北海道大学大学院・准教授 

 菅波 正人 福岡市経済観光文化局埋蔵文化財調査課・指導主事 

 上野 祥史 本館研究部・准教授      坂本  稔 本館研究部・教授 

 西谷  大 本館研究部・教授      ○山田 康弘 本館研究部・准教授 

◎藤尾慎一郎 本館研究部・教授 

 

「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 朝鮮半島と日本列島はともに中国の漢字文化を受容して古代文化をはぐくんできた。７世紀までの日本の

漢字文化が主に古代朝鮮を経由してもたらされたものであることは周知の事実であるが，近年の日韓におけ

る出土文字資料研究の進展により，これまで考えられてきた以上に古代日本の文字文化形成が古代朝鮮の影

響を受けたものであったことが明らかになってきた。韓国においては５～７世紀の石碑や６～８世紀の木簡

の発見が相次ぎ，古代朝鮮史のみならず古代日本研究にも大きく寄与しつつある。また日本においても７世

紀代の木簡出土例が増加し，相互比較を行なう研究環境が整ってきた。こうした状況下において韓国・日本

ともに互いに比較参照しつつ総合的に古代史研究を進めることが求められるようになったのである。またそ
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れによって８世紀以降の日本史研究にも新たな視点を導入することが可能となった。 

 そこで本展示では，2002 年企画展示「古代日本 文字のある風景」展以後の研究成果を踏まえ，朝鮮半

島の文字文化形成とそれを日本が受容発展させた過程，また文字文化を媒介とした交流の歴史について取り

上げることとする。 

 なお，これは歴博共同研究および科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総

合的研究」，人間文化研究機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」の研究成果報告であり，また国際

学術交流事業として韓国国立中央博物館および韓国国立文化財研究所と進めている共同研究の成果でもあ

る。両機関および国立海洋文化財研究所の協力を得，国際企画展示として開催することを計画している。 

 

２．2013年度の経過 

 関連研究による活動については当該頁を参照いただきたい。ここでは展示プロジェクト会議の開催につい

て報告する。 

第１回 2013年６月23日 国立歴史民俗博物館 

    韓国借用資料交渉の経過報告，展示構成案についての検討，展示タイトルについての検討，館蔵の展示候

補資料の検討などをおこなった。 

第２回 2013年11月４日 国立歴史民俗博物館 

    展示タイトルを「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」とすることとし，韓国借用資料交渉の経

過報告，展示構成案や展示資料についての検討などをおこなった。 

第３回 2014年２月１日・２日 名古屋市博物館 

    名古屋市博物館にて開催中の「文字のチカラ」展の見学および同博物館にて開催のシンポジウムに参加。

また韓国借用資料交渉の経過報告，展示構成案の検討，展示資料についての検討などをおこなった。 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 安部聡一郞 金沢大学人間社会研究域・准教授  市  大樹 大阪大学文学部・准教授 

 犬飼  隆 愛知県立大学日本文化学部・教授  神野志隆光 明治大学大学院・特任教授 

 栄原永遠男 東大寺史研究所・所長       新川登亀男 早稲田大学文学学術院・教授 

 杉本 一樹 宮内庁正倉院事務所・所長     關尾 史郎 新潟大学人文社会教育科学系・教授 

 高橋 一樹 武蔵大学人文学部・教授      田中 史生 関東学院大学経済学部・教授 

 三上 喜孝 山形大学人文学部・准教授     山口 英男 東京大学史料編纂所・教授 

 李  成市 早稲田大学文学学術院・教授    安達 文夫 本館研究部・教授 

 鈴木 卓治 本館研究部・准教授        高田 貫太 本館研究部・准教授 

○仁藤 敦史 本館研究部・教授         林部  均 本館研究部・教授 

 平川  南 本館・館長           ◎小倉 慈司 本館研究部・准教授 
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「大ニセモノ博覧会─ホンモノって何？─」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示は，「コピー」「レプリカ」「フェイク」をキーワードにして，歴博の資料研究と展示を学際的な視

点から見直そうとするものである。「コピー」「レプリカ」「フェイク」は日本語ではそのニュアンスから「贋

物を本物のようにみせかけて人をだます」といった負のイメージでとらえられがちである。しかし視点をか

えてみると，これらは，人間の創造性と深く関わっていることがわかる。本企画展示では，「人間によって

付与される価値や意味」「模倣から始まる新しい創造」「レプリカがもつ学術的意義」の三つの観点から，「ホ

ンモノとニセモノ」が，どのように振幅するのか，その原理を明らかにすることを目的とする。 

 

２．展示プロジェクト委員会 

第１回 平成 25 年５月 15 日，16 日，17 日 

東北歴史博物館，村田町歴史みらい館，東光院跡，達谷西光寺，勝大寺において，展示に関わる資料調査を

おこなった。 

第２回 平成 25 年８月 29 日，８月 30 日 

国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，展示内容と展示資料の検討をおこなった。 

第３回 平成 25 年 12 月 12 日，13 日 

国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，展示内容と展示資料の検討をおこなった。 

 

以上の展示プロジェクト委員会を経て，展示名を「大ニセモノ博覧会─ホンモノって何？─」とし，展示内

容を以下のように構成した。 

 

①プロローグ：ニセモノとホンモノの微妙な関係 

②偽文書の世界 

 ：なぜ偽文書は作られたのか─武田家，徳川家康の偽文書─ 

 ：「正倉院文書」の奥深い歴史 

③ニセモノの美術品 

 ：見栄と宴会の世界 ─ある旧家の所蔵品から─ 

 ：ニセモノの地域性 ─雪舟，大塩平八郎，池大雅等─ 

④考古学にみるコピーとフェイク・イミテーションの世界 

 ：瓦の模倣と創造─コピーが生み出す新たな創造─ 

 ：焼き物の模倣と技術─コピーが生み出す意外な製品 

 ：縄文人のイミテーション─貝製腕飾り─」 

⑤民俗文化にみる創造性 

 ：人魚は本当にいた！─見世物小屋，錦絵，欧米に輸出された人魚のミイラ─ 

 ：葬儀の中の欧米文化─慶弔用花環の展開 

⑥博物館の「ニセモノ作り」と「複製と著作権」 
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 ：偽金を作る─技術復元のためのレプリカ─ 

 ：音楽の複製と著作権 

 

＊ コラム展示 

研究者をだましたテクニック：ピルトダウン人，始祖鳥，化石（三葉虫や脊椎動物など） 

ホンモノはどれだ！：大量の安南陶器（ニセモノ）を使ったホンモノ探し 

 

「偽文書の世界」では，なぜ偽文書は作られたのか，またなぜ地域社会のなかで偽文書が必要だったのかな

どといった歴史的，社会的背景にせまる。そして正倉院偽文書から，幕末から明治にかけての学問的水準の

高まりと趣味的世界の広がりをさぐる。 

「ニセモノの美術品」では，ニセモノの掛け軸や屏風にも意味があり，地域社会のなかで権威を維持するに

は必要な道具だったことを明らかにする。 

「考古学にみるコピーとフェイク・イミテーションの世界」では，「瓦当文様」に注目し，その移動と受容

から，「模倣」と「創造」についての意味を考え，中国産陶器のコピーに由来する技術展開とそこから生ま

れた意外な製品の歴史的な意味を問う。また縄文時代からすでに入手したくてもできなかった貝輪を，土製

品で代用させたという事例を紹介しつつ，なぜ代用する必要があったのかその意味を考える。 

「民俗文化にみる創造性」の人魚コーナーでは，人魚が見世物から商品になる歴史をたどり，その意味や価

値が変化する過程を描く。さらに人魚の復元品を作り，その製作技術についても紹介する。また葬儀等で使

用される花輪の起源は欧米のリースであり，当初洗練されたものとして顕彰を目的に使用されたが，一般に

浸透する中で独自に展開し，戦後の慶弔を彩る必需品でとなった。また同時に多様な形態がアジア諸国にも

広がっていった。 

「博物館の「ニセモノ作り」と「複製と著作権」」のうち，「ニセモノ作り」では，博物館におけるレプリカ

のもつ研究的側面と，「複製と著作権」では，1910 年代の著作権法の解釈と以後の法整備に関する展示を通

して，音楽の著作物について問い直す。 

 

３． 展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 梶原 義実 名古屋大学大学院文学研究科・准教授（考古学） 

 山本 英二 信州大学人文学部・教授（日本近世史） 

 島立 理子 千葉県立中央博物館・主任上席研究員（民俗学） 

 加藤 久佳 千葉県立中央博物館・主任上席研究員（古生物学） 

 岩淵 令治 学習院女子大学国際文化交流学部・教授（日本近世史） 〔以上館外〕 

 内田 順子 民俗研究系・准教授（音楽学／民俗学） 

 大久保純一 情報資料研究系・教授（日本近世絵画史） 

 小瀬戸恵美 情報資料研究系・准教授（文化財科学） 

 仁藤 敦史 歴史研究系・教授（古代史） 

 松田 睦彦 民俗研究系・准教授（日本民俗学） 

 村木 二郎 考古研究系・准教授（考古学） 
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 山田 慎也 民俗研究系・准教授（民俗学／文化人類学） 

 山田 康弘 考古研究系・准教授（先史学） 

○斎藤  努 情報資料研究系・教授（文化財科学） 

◎西谷  大 考古研究系・教授（東アジア人類史）         〔以上館内〕 

 

「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 日本とドイツ（プロイセン）は，150 年をこえる交流の歴史を持ち，それぞれ「勤勉」や「規律」などに

関する価値観では親近性を感じている。また，ドイツといえば車やカメラ，サッカーやビールなどだけでな

く，ＥＵで主導的役割を果たしていることを想起する人も少なくない。近年では，リサイクルなど環境保護

の問題や原子力発電の問題などで，その動向に関心が集まってもいる。それにもかかわらず，たとえば日米

や日中の関係に比べると，その交流の歴史について具体的に知る機会は意外に少ない。少なくとも，日本と

ドイツとの関係，とくに外交や文化に関する交流・関係の歴史を本格的な「展示」というかたちで表現した

ことはこれまで日本ではなかった。その理由は，いくつか考えられるが，第二次世界大戦前の「日独防共協

定」「日独伊三国同盟」などが持つ負の側面が影響していることをあげることができよう。 

 しかし，英仏に比すると「周辺の後進国」であったプロイセンによる立憲王（帝）国の形成＝国民国家化

の過程は，日本にとってはモデルケースでもあった。改めて言うまでも無いが，憲法など法制あるいは軍事

での影響や医学や鉱山学・地質学などをはじめとする学問・文化面での影響が大きかった。外交面では，一

般にはほとんど知られていないことではあるが，米英仏魯蘭からは遅れて外交関係を持つことになるベルギ

ー・スイスなどと並んでプロイセン（ドイツ）との関係を，条約そのものの内容やその批准・改正（開市延

期）交渉過程の検討によって歴史的に再評価することは，日本近代史を考える上で意味がある。また，第一

次世界大戦では交戦国となり，青島などからドイツ人の捕虜を日本に収容したが，これに関する資料群は当

館蔵のものも含めて多く残っている。これを紹介することは，当該期の両国（国民）間の関係を考えるうえ

では有効であろう。そのうえで，第一次世界大戦後のとくにパリ講和会議・ワシントン会議を経たあとの両

国間の「親密」な関係（それも単純ではない）や，それぞれ大陸の東と西で軍国主義的な海外膨張政策をと

るということについても，この「不幸な時代」の外交関係や文化交流（1939 年のベルリン日本古美術展覧

会など）に関する資料を展示すること（この時期の「相互認識」についても紹介すること）で，歴史的な評

価をしたい。 

 さらに，戦後から現在までは，ともに連合国に占領されたのち，その後めざましい経済発展を遂げるとい

う点で共通点を持つ両国の戦後の政治や経済についての資料も含め，できるかぎり広範囲にわたって，現時

点での 150 年間の両国の関係交流史を示すことにする。現在の日独文化交流のうえで大きな役割を果たして

いるゲーテインスティトゥートやドイツ東洋文化研究協会（OAG）などの活動や，日独産業協力推進委員会

（DJW）などの活動を紹介するとともに，60 をこえる姉妹都市の活動についてもていねいに紹介する。でき

れば，イベントも含め「自己アピール」の場を設けることで，これからの両国（民）間の関係について一緒

に考える機会にしたい。 

 2011 年には，オイレンブルグ使節団によって 1861 年に日本とプロイセンとの間で結ばれた「日本・プロ
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イセン修好通商条約」の 150 周年を記念して，両国でさまざまな記念行事が行われた。マンハイムのライス・

エンゲルホルン博物館では「遠来の友」と題する展覧会が，デュッセルドルフでは JIHK/NRW INVEST によっ

て「日独交流 150 周年記念経済展─150 年の経済パートナー─」が開催され，東京では OAG 主催でシーボル

ト・シンポジウムが開催された。2005・６年に行われた「日本におけるドイツ年」などでの行事や 2010 年

に行われた国際シンポジウム「日独関係史における相互認識：想像，イメージ，ステレオタイプ」やパネル

展示，2013 年の『日独交流 150 年の軌跡』の刊行も含め，これまでに日独間の 150 年の交流をふりかえる

試みがいくつも行われてきている。 

 しかし，すでに述べたように 150 年余の交流の歴史を展示で表現することは，日本ではこれまでにはなか

った。そこで，国立歴史民俗博物館では，これまでのドイツ・マンハイムでの展示や『日独交流 150 年の軌

跡』などの成果をも踏まえたうえで，2015 年夏に日独交流に関する本格的な歴史展示（企画展示）を開催

することにした。国内の他の博物館（長崎歴史文化博物館・鳴門市ドイツ館・横浜開港資料館）の巡回なら

びにドイツ・ベルリンでの展示をも念頭におきながら，現在展示準備を進めているところである。ともすれ

ば，米中二国の動向に目を奪われがちな現在の国際関係のなかで，EU やドイツと日本がどのような新しい

関係を構築できるのかについて，あらためて歴史的に考える機会を提供できれば幸いである。 

 

２．展示プロジェクト委員会 

第１回 平成 25 年６月 30 日 

 国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，巡回展や協力を依頼すべき機関などに

ついての検討を行った。 

＊共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究─19 世紀を中心とする対米および

対独との関係・交流を展示で表現する試み─」（以下，「共同研究」）と合同開催 

・久留島浩「今後の計画─巡回展の可能性と協力依頼機関について─」 

 

第２回 平成 25 年 11 月８日 

 東京大学史料編纂所において以下の報告があった。 

・保谷徹「調査報告・ドイツからの借用品候補リストについて」 

・東京大学史料編纂所第 36 回史料展覧会「東アジアと日本・世界と日本」ならびにプロジェクト展示（古

写真・倭冦図像）見学 

・福岡万里子「史料編纂所所蔵『外務省引継書類』からの日独関係展示候補史料について」 

・久留島浩「共同研究および展示プロジェクトの現状について」 

 

第３回 平成 25 年 12 月 14 日 

 国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催（共同研究と合同開催）。以下の報告があ

った。 

・『日独交流 150 年の軌跡』執筆者の報告より 

  箱石大「戊辰戦争期の日独関係史料」/ 宮坂正英「呉秀三のシーボルト研究」/ ヤン・シュミット（ゲ

スト・スピーカー）「20 世紀政界史における日独関係を語るとき：『日独戦争』中の敵愾心，戦間期の
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交流と三国同盟の再検討」 

 

第４回 平成 26 年１月 10 日 

 国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催。第５室の見学及びゲルハルト・ヒルシュ

フェルト氏より基調報告「第一次世界大戦の『博物館化』：大戦中期以降のドイツを手がかりに」があり，

また展示内容と展示資料の検討も行った。 

 

第５回 平成 26 年３月９日 

 東京大学史料編纂所大会議室において，展示プロジェクト委員会を開催（共同研究・研究会と合同開催）。

新潟大学の麓慎一氏より横山伊徳『開国前夜の世界』（吉川弘文館，2013 年）の書評を行い，それに対して

横山伊徳氏よりコメントをいただいた。 

 

 以上の展示プロジェクト委員会を経て，展示名を「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好 150 年の歴史─」

と決定した。また，暫定的ではあるが展示内容は以下のように構成した。 

 

０ 導入 ドイツのことをどのくらい知っていますか？ 

  「ドイツ人が紹介したい日本」・「日本人が紹介したいドイツ」 

Ⅰ プロイセンおよびドイツ帝国と幕末・維新期の日本 

  １）オイレンブルクの東アジア遠征隊と 1861 年日孛修好通商条約─日独外交の始まり─ 

   Ａ）オイレンブルクの遠征隊と条約締結（1861.1.24） 

   Ｂ）描かれた日本（ハイネとベルク）・写された日本・描かれた「プロイセン」人 

  ２）「外交官」（外交仲介者）としてのシーボルト父子 

   Ａ）フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトの幕末「外交」活動 

   Ｂ）明治政府の外交とアレクサンダー・フォン・シーボルト 

  ３）1862 年の竹内（下野守保徳）使節団 

   Ａ）「開市開港延期交渉」 

   Ｂ）将軍からのプレゼント 

   Ｃ）描かれた使節団 

Ⅱ 明治期の外交と文化交流─プロイセン・ドイツをモデルにした日本─ 

  １）明治維新とフォン・ブラント 

   Ａ）北ドイツ連邦の成立と戊辰戦争 

   Ｂ）ドイツ帝国の成立と（ブラントの活動，あるいは普仏戦争） 

   Ｃ）居留地の生活 

   Ｄ）岩倉使節団 

  ２）ドイツから学んだもの 

   Ａ）始まるドイツ語の学習─開成所の独逸学・静岡学問所の独乙学─ 

   Ｂ）日本からドイツへ─留学生たちが見たプロイセン・ベルリン─ 
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   Ｃ）ドイツから日本へ「お雇い外国人」 

   Ｄ）外交官たちの活躍 

  ３）ドイツにおける「日本」ブーム 

   Ａ）ベルリンの日本展・ミュンヘンでの展覧会（「美術における日本と東洋」1909） 

   Ｂ）演劇 川上音二郎・貞奴一座の興行「ミカド」 

   Ｃ）日本から輸出された（日本で購入された）もの 美術品（磁器）など 

   Ｄ）紹介された「日本文化」 独和会の活動 

  ４）中国をめぐる争い・中国での戦い 

   Ａ）三国干渉（1895） 中国のブラント 

   Ｂ）日独戦争（第一次世界大戦）とドイツ人捕虜 

Ⅲ 両大戦の間 ─大正から昭和へ ワイマール共和国の政治と文化─ 

  １）学術の交流 

   Ａ）外交官ヴィルヘルム・ゾルフ 

   Ｂ）アルベルト・アインシュタイン 

   Ｃ）星一と日本研究所  第一次世界大戦後 

   Ｄ）ＯＡＧ ドイツ東洋文化協会 

   Ｅ）ベルリンの日本研究所（1926/12/4）と東京の日独文化研究所（1927/6/18） 

  ２）軍国主義と全体主義の「手打ち」 

   Ａ）日独防共協定 1936/11/25 

   Ｂ）日独文化協定 1938 

   Ｃ）日独伊三国同盟 1940/9/27 

   Ｄ）日本におけるヒットラーとベルリン・オリンピック 

   Ｅ）日本文化の紹介① 武士道と武士の娘 

   Ｆ）日本文化の紹介② ＊ベルリン日本古美術展覧会 1939/2/28－3/31 

   Ｇ）日本を音楽で表象する 

      シュトラウス『日本の皇紀二千六百年に寄せる祝典曲』 

      ヒットラー・ユーゲント来日時の曲（北原白秋作曲） 

   Ｈ）「諸国民の中の正義の人」 杉原千畝 

   Ｉ）ワイマール共和国へ留学した日本人 

Ⅳ 第二次世界大戦後の日本とドイツ 

  ０）東京裁判とニュルンベルグ裁判 

  １）民主国家としての外交・交流 

   Ａ）日本とドイツの文化協定 1957/2/14 

   Ｂ）外交関係の再出発 

   Ｃ）紹介されるドイツ文化 ＊ブレヒトの戯曲の翻訳と研究 

   Ｄ）日本からの留学生 東ドイツへの留学 

  ２）日独の戦後復興─両国の地方都市の戦後復興─ 
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   Ａ）ヴュルツブルグ（バイエルン州）の戦後復興 

   Ｂ）長崎市の復興 

  ３）1968 年のダイナミックな変化について 

  ４）政府間の協力 

  ５）文化交流の現在 日独・独日協会の活動・姉妹都市の活動 

エピローグ 宮古島からみた日独関係史 

 宮古島に残る三つの碑から 

 

 本展示の比重は，日本国内にも関連資料が存在するだけでなく，近代以降の両国の関係が花開く時期とし

てⅠ，Ⅱを全体の３分の２で構成する。しかし，これまで日独関係のなかで難しいとされてきたⅢの時期に

ついても，双方がどのようにお互いを見ていたのかという点も含め，文化交流を中心に示す。Ⅳについては，

歴史的な展示は容易ではないが，経済・技術的な交流も含め，現在の両国間で行われているさまざまな交流

（姉妹都市など）を中心に示す。 

 画像資料（版画・イラスト・写真・新聞などの挿絵，ポスター・油彩画など）が展示資料の大半を占める

が，これまで十分に展示されることのなかった条約そのものや条約締結・改正の交渉過程を示す文献資料な

どを，全体像がわかるように展示することで，目に見える「外交」展示を試みたい。 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

◎保谷  徹 東京大学史料編纂所・教授（対外関係史） 

 横山 伊徳 東京大学史料編纂所近世史料部・教授（対外関係史） 

 箱石  大 東京大学史料編纂所画像史料解析センター・准教授（対外関係史） 

 ペーター・パンツァー  ドイツ・ボン大学・名誉教授（2014 年３月まで） 

 宮坂 正英 長崎純心大学人文学部・教授（シーボルト関係資料の研究・幕末外交史） 

 宮田 奈々 オーストリア学士院近現代史研究所・客員研究員（2014 年３月まで） 

 岩淵 令治 学習院女子大学・教授（日本近世史） 

 石田 勇治 東京大学大学院総合文化研究科・教授（ドイツ現代史・ジェノサイド研究） 

 沓澤 宣賢 東海大学総合教育センター・教授（シーボルト父子関係資料の研究・幕末外交史） 

 小林 淳一 東京都江戸東京博物館・副館長（シーボルト父子関係資料の研究） 

 スヴェン・サーラ  上智大学国際教養学部・准教授（幕末明治期日独関係史） 

 瀧井 一博 国際日本文化研究センター・准教授（法制史） 

 田嶋 信雄 成城大学法学部・教授（現代日独関係史）    〔以上館外〕 

 

○久留島 浩 歴博研究部・歴史研究系・教授（日本近世史） 

 大久保純一 歴博研究部・情報資料研究系・教授（日本近世絵画史） 

 原山 浩介 歴博研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史） 

 樋口 雄彦 歴博研究部・歴史研究系・教授（日本近代史） 

 荒川 章二 歴博研究部・歴史研究系・教授（日本近現代史） 〔以上館内〕 
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「万年筆─技とその時代─」（仮称） 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示は，近代の花形筆記具であった万年筆に大きくふたつの面から光をあてることを基軸とする。 

 第１は万年筆が生まれ，用いられた近代という時代を「書く」という視角で切り取ってみることであり，

第２は万年筆を生みだし，修理・調整を支えるさまざまな技，近代日本の手工業の結節点として描くことで

ある。さらにそれらを職人のことば，あるいは道具を通して描き出すことを希求したい。 

 万年筆については，①人びとが万年筆とどのように付き合ってきたか，という生活面，②万年筆を日常的

に使う環境はどのようなものであったか，という環境面，③使いやすい万年筆を生み出し，維持する技術は

どのようなものか，といった技術面から検討を加える予定である。そして①～③を組み合わせて近代日本に

おける万年筆文化を近代生活史のなかに定位していきたい。 

 

第１回 平成 26 年１月 11 日 

 １ 展示の趣旨と基本構想について 

 ２ 企画展示室の確認・見学 

 ３ 館蔵資料の確認 

 

第２回 平成 26 年３月１日 

 １ 展示期間・規模について 

 ２ 調査報告 

   広島県熊野町，福岡県福岡市 

 ３ 資料借用計画 

 ４ 展示の留意点について 

 ５ 館蔵資料の確認 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 佐藤 健二 東京大学文学部・教授     重信 幸彦 東京理科大学・非常勤講師 

 島村 恭則 関西学院大学社会学部・教授 

 青木 隆浩 本館研究部・准教授     ○川村 清志 本館研究部・准教授 

◎小池 淳一 本館研究部・教授       日高  薫 本館研究部・教授 

 松田 睦彦 本館研究部・助教 


