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Ⅱ−２　展　示

［概　要］

　歴博は，歴史や文化に関する資料・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おこなっている。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。
　「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」（2016年７月12日～９月４日）は，人間文化研究機構「日本関連在外
資料の調査研究」プロジェクトによる６年間（準備研究期間を含めると９年間）にわたるシーボルト関係資料の総
合的な調査によって得られた成果を基盤とした企画であり，ミュンヘン五大陸博物館が所蔵する２度目の来日時の
コレクションを里帰りさせ，シーボルトが没する直前の1866年にミュンヘンでおこなった「最後の日本展示」を復
元的に展示しようとする試みであった。シーボルトがおこなった日本展示という，これまで注目されてこなかった
新しい側面に焦点を当て，19世紀という時代においてシーボルトが果たした役割や，「異文化としての日本」の紹
介の実態提示を目指した。
　「身体をめぐる商品史」（2016年10月18日～12月18日）は，近年の身体論研究や消費社会研究を背景にして，明治・
大正時代から1980年代頃までの身体観やデザインの変化を，服飾・レジャー・衛生・美容などの多角的分野から，
商品や雑誌，カタログ，広告などを用いて表現していくことで，日本近代における身体観の長期的変化の描写を目
指した企画であった。企業資料の借用の関係で若干の問題が生じたが，歴史学のフロンティアを展示として表現す
る試みであった。
　「デジタルで楽しむ歴史資料」（2016年３月14日～５月７日）は，通常は歴博における種々の展示の裏方的存在
であるデジタル技術を前面に押し出した初の企画であり，小学校高学年・中学生をターゲットとした親しみ易い企
画を目指した。
　特集展示としては７つの展示が実施された。
　第２展示室の特集展示として，「『延喜式』ってなに!?」（2016年８月23日～９月19日）を，第３展示室の特集展
示では，「杜若と菖蒲・花菖蒲－意匠と文化－」（2016年５月17日～６月19日），「戦国の冑と旗」（2016年８月９日
～９月19日），「百貨店と近世の染織」（2016年10月18日～12月18日），国立民族学博物館との共催による「見世物大
博覧会」（2017年１月17日～３月20日）を開催した。
　第４展示室の特集展示では，「柳田國男と考古学－柳田考古遺物コレクションからわかること－」（2016年４月12
日～10月10日）を半年間開催した。また企画展示室Bにおいて，国立台湾歴史博物館との共催による特集展示（国
際展示）「台湾と日本－震災史とともにたどる近現代－」（2017年１月11日～２月19日）を開催した。いずれの特集
展示も，歴博の持つ多様な資料群とそれに基づく研究の進展とを，展示を通して社会に提示することができた。
　くらしの植物苑では，特別企画として「伝統の桜草」（2016年４月12日～５月８日），「伝統の朝顔」（2016年７月
26日～９月11日），「伝統の古典菊」（2016年11月１日～11月27日），「冬の華・サザンカ」（2016年11月29日～2017年
１月29日）を開催した。
　また，総合展示では，第１展示室の新構築に向けた準備計画が進められ，第５室リニューアルに向けて第５・６
室リニューアル委員会が開催された。

展示担当　荒川　章二

企画展示等の実施

企画展示

「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」　　　　　　　　　　　　　2016年７月12日～９月４日
「身体をめぐる商品史」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年10月18日～12月18日
「デジタルで楽しむ歴史資料」　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年３月14日～５月７日

２ 展示
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くらしの植物苑特別企画
「伝統の桜草」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年４月12日～５月８日
「伝統の朝顔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年７月26日～９月11日
「伝統の古典菊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年11月１日～11月27日
「冬の華・サザンカ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年11月29日～2017年１月29日

特集展示

第２展示室
「『延喜式』ってなに!?」 2016年８月23日～９月19日

第３展示室　特集展示「もの」からみる近世
「杜若と菖蒲・花菖蒲－意匠と文化－」　　　　　　　　　　　　　　2016年５月17日～６月19日
「戦国の冑と旗」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年８月９日～９月19日
「百貨店と近世の染織」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年10月18日～12月18日
「見世物大博覧会」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年１月17日～３月20日

第４展示室　特集展示
「柳田國男と考古学－柳田考古遺物コレクションからわかること－」　2016年４月12日～10月10日
企画展示室Ｂ　特集展示（国際展示）
「台湾と日本－震災史とともにたどる近現代－」　　　　　　　　　　2017年１月11日～２月19日

［総合展示リニューアル］

〈総合展示新構築〉

１．第１室リニューアル委員会

（１）概要
　同委員会では、2018（平成30）年度の開室に向けた第１展示室リニューアルの準備を進めている。2016年５月
９日（月）に第１展示室を閉室し、展示資料の撤収、借用資料の返却を行った。夏に新展示の工事施工業者が決
定し、展示設計図に基づき、テーマ構成、展示資料の配置や演示方法、デジタルコンテンツ、グラフィックやバ
ナーについて、業者と各テーマ担当者間でヒアリングを行った上で、実施設計を進めている。
　各テーマを紹介するガイダンス映像を制作し、新展示で用いる複製品や模型などは、前年度から引き続き製作
を行っている。なお、2017年度後半には展示工事に着手する予定である。

（２）全体会議
　本年度は、全体会議を開催しなかった。前述の通り本年度は旧展示場の閉室に伴う展示資料や模型などの撤去、
新展示の実施設計に伴う工事施工業者との打ち合わせが主であったため、全体会議に諮るべき議題がなかったた
めである。

（３）館内会議
　館内委員による会議は月に１回程度開き、各テーマの進捗の把握に努めた。開催日については以下に列挙する。
2016年４月25日、５月30日、６月27日、７月25日、９月５日、９月26日、10月24日、11月28日、12月26日
2017年１月30日、２月27日、３月27日

２．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，企画
展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」を観覧し、それに関する意見交換を行ったほか、現在の第５展示
室の模型等撤去・移動案、リニューアル計画の「〈国民〉の創出」コーナーの内容について検討した。第２回全
体会議では，特集展示「台湾と日本－震災史とともにたどる近現代－」を観覧し、意見交換を行うとともに、改
修が必要となった現第５展示室の手すり部分の解説パネルの修正案について検討し、また第５展示室リニューア
ルの全体的な構成・内容・配置等について議論した。

（２）全体会議
　　９月４日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館

　　　２月12日　　第２回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
（３）館内会議
　　　９月２日, ２月３日
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Ⅱ−２　展　示

［企画展示］

「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」
2016年７月12日～９月４日（62日間）

１．展示趣旨

　ドイツ人医師で，19世紀に二度にわたり来日したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは，日本の自然や
生活文化に関わる膨大な資料を収集し，ヨーロッパに持ち帰った。シーボルトの日本研究が，帰国後に出版された
『日本 Nippon』（1832-1882）や『日本植物誌Flora Japonica』（1835-1870）などに結実し，後世の日本学や植物学
に大きく貢献したことはよく知られるところであるが，シーボルトが，自身の収集したコレクションをもとに，日
本をテーマとした博物館展示を熱心におこなったことについては，あまり紹介されていない。
　シーボルトは，一度目の日本滞在中の1824（文政７）年に，早くも日本博物館を構想，帰国後，ライデン・アム
ステルダム・ヴュルツブルク・ミュンヘンの各都市において日本展示を実現している。当時のヨーロッパでは，ヨー
ロッパ以外の地域の民族やその文化への関心が，王侯貴族にとどまらず広範な市民のあいだでも高まり，近代的な
博物館展示や，学問としての「民族学」が胎動しつつあった。シーボルトがおこなった日本展示は，のちの万国博
覧会における日本紹介や，ジャポニスムの流れによる日本趣味に先駆けて試みられた，初めての本格的な日本展示
だったといえるだろう。そして，シーボルトが二度の訪日に際してそれぞれ持ち帰った民族学的資料は，彼が企図
した日本展示を構成するという明確な目的のもとに収集されたものだったのである。
　本企画展示は，６年間にわたるシーボルト関係資料の総合的な調査（人間文化研究機構による日本関連在外資料
の調査研究・研究課題Ａ「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集された資料につ
いての基本的調査研究」）によって得られた新しい成果をもとに，シーボルトがヨーロッパで実際におこなった日
本展示に焦点を当てるものである。
　彼が，日本の文化や社会をどのように観察し，どのような観点から収集をおこなったのか，また「異文化として
の日本」を西洋においてどのように紹介しようとしたのかについて，各都市でおこなわれた展覧会に関わる史料や，
シーボルト自身の記述をもとに検討する。なかでも，死の直前にミュンヘンで開催された「最後の日本展示」を，
長男アレクサンダーが残したリストをもとに復元的に紹介し，シーボルトの描いた日本像に迫りたい。
　これまで，シーボルトの収集資料としては，一度目の来日時のコレクション（ライデン民族学博物館所蔵）が注
目されてきたが，ミュンヘン五大陸博物館（旧ミュンヘン国立民族学博物館）が所蔵する二度目の来日時のコレク
ションは，彼の構想した日本博物館を充実・完成させる目的で収集されたという点で，極めて重要な意味をもつ。
本展示では，シーボルト歿後150年を記念して，シーボルトが終焉の地ミュンヘンに残した6000点を超えるコレク
ションの全体像を紹介し，シーボルトの日本博物館という新たな視点から，この貴重なコレクションを再評価し構
成するものである。

２．展示構成と主な展示資料

　第１章　日本に魅せられた男，シーボルト
　（１）シーボルトの生い立ちと日本行き
　　　＊シーボルト肖像（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　（２）シーボルトのフィールドワーク
　（３）シーボルトの私生活　タキ，イネ母子との幸せな暮らし
　（４）日本再訪
　第２章　シーボルトの日本研究
　（１）鳴滝塾と門人たち
　　　＊家屋模型（鳴滝の家）（ミュンヘン五大陸博物館所蔵）
　　　＊伊藤圭介肖像（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　（２）シーボルト『日本』の刊行
　　　＊『日本』のための原画（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　（３）『日本植物誌』『日本動物誌』の刊行
　（４）シーボルトの日本研究と地図
　　　＊伊能特別小図写（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　第３章　シーボルトの日本展示と民族学博物館構想
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　（１）ライデンにおける展示
　（２）アムステルダムにおける展示
　　　＊アムステルダム日本資料展覧会に関する雑誌記事（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　（３）ヴュルツブルクにおける展示
　（４）ミュンヘンの展示とコレクションの売却
　　　＊シーボルト草稿「シーボルト日本博物館の概要と解説」（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）
　　　＊「民族誌博物館　シーボルトによる日本コレクションの目録」（ミュンヘン五大陸博物館）
　第４章　ようこそシーボルトの日本博物館へ
　（１）アムステルダム展示の再現
　　　＊花鳥図衝立・阿弥陀如来立像・蛇身弁財天像（ミュンヘン五大陸博物館）
　（２）シーボルト最後の日本展示

＊ シーボルトの2度目の来日の際の収集品（漆工品・陶磁器・染織品・金工品・麦藁細工・地図・書籍・絵画・
彫刻など）・川原慶賀筆人物画帳・将軍より拝領の太刀など（ミュンヘン五大陸博物館）

　（３）復元の問題点
　第５章　日本研究者シーボルトの最期
　（１）再渡来のための最後の挑戦
　　　＊シーボルト書簡（ブランデンシュタイン＝ツェッペリン家）

３．刊行物

展示図録（変形Ａ４版　261頁　青幻舎発行）
展示解説シート（Ａ４版４頁），広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

オープニング・セレモニー・内覧会　７月11日（月）　国立歴史民俗博物館
第390回歴博講演会「書簡が語るシーボルト像」７月９日（土）　宮坂正英（長崎純心大学・教授）
第391回歴博講演会「シーボルト・コレクションにおける漆工芸」８月13日（土）　日高薫
歴博国際シンポジウム「シーボルト・コレクションから考える」７月30日（土）　国立歴史民俗博物館
　ブルーノ・リヒツフェルト（ミュンヘン五大陸博物館・学芸員）
　原田　博二（長崎純心大学・講師）
　佐々木守俊（岡山大学・准教授）
　青山　宏夫（国立歴史民俗博物館研究部・教授）
　日高　　薫（国立歴史民俗博物館研究部・教授）
　櫻庭　美咲（国立歴史民俗博物館研究部・機関研究員）
　大久保純一（国立歴史民俗博物館研究部・教授）（司会）
ギャラリートーク　8回（大久保純一，青山宏夫，日高薫，澤田和人）

５．成果と課題

　本展示の主たる目的は，（１）ミュンヘン五大陸博物館が所蔵する２度目の来日時のシーボルト・コレクション
の本格的な紹介と，（２）シーボルトによる日本展示の復元であったが，伝えたかった内容は十分に理解してもら
えたと感じている。
　とくに，ミュンヘンにおける展示の忠実な復元ということを重視し，シーボルトの息子アレクサンダーによって
まとめられたコレクション目録の展示順を崩さずに第二会場（展示室A）を構成したが，観覧者は，そのような展
示意図について，展プロ側が想像した以上に正確に理解してくれたことに驚いた。ただし，展示室の面積やケース
の制約もあり，順路が複雑になってしまったため，「順路がわかりにくい」との指摘が多くみられた。展示順が極
めて重要な意味をもつ展示であっただけに，順路については時間をかけて吟味すべきであった。
　今回の展示では，導入部のイメージ映像（床投下），展示解説映像，プロジェクションマッピング，タッチパネ
ルなど，多彩なデジタルコンテンツを用意したが，全般的に高評価であった。借用してきた資料がシーボルトの日
本展示の中の一部に過ぎず，ミュンヘン五大陸博物館にはさらに膨大な資料が所蔵されているということは，大型
タッチパネルによるデジタルアーカイブによって確認できるよう工夫し，その意図も理解してもらえた。「人物画帳」
のタッチパネル拡大表示は，資料の魅力とも相俟って特に好評だった。
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　これに対し，キャプションの文字の大きさが小さく，展示ケース内の奥に置かれたものについて読めないとの指
摘が多かったことは反省すべき点である。また，巡回館と共通で制作してもらった音声ガイドについて，アイドル
風の声優の自己紹介や声の質に対する厳しい意見がみられた。録音など最終段階に立ち会えなかったことが原因の
ひとつであるが，この種の外注による制作にまつわる留意点なども今後の課題である。
　ドイツからの資料借用，国内巡回，図録の外部作成など，通常とは異なる手続き・進行の多い企画展示であった
が，関係者の協力を得て，無事に終了できた。
　９年間にわたる研究の成果が学会からも市民からも正当に評価され，シーボルト事件関連の新発見地図の報道を
中心に新聞各紙が大きく取り上げてくれたことのみならず，展示をきっかけに国際学会等での報告も依頼され（国
際学会没後150年記念「シーボルトの知的遺産と日独協力の新しい道」2016年10月10～12日・於ＯＡＧハウス・ド
イツ文化会館），ミュンヘンのコレクションの再認識や，シーボルト関係資料の情報共有化への機運が高まるなど，
国際的な評価を得ることができた。
　同展は，江戸東京博物館（2016年9月13日～11月6日），長崎歴史文化博物館（2017年2月18日～4月2日）を巡回し，
それぞれ関連行事として，「えどはくカルチャー」への協力，「デジタル技術を用いた支援ツールの活用による研究
成果の可視化」研究会（2016年10月17日　江戸東京博物館），研究報告会「ドイツに残るシーボルトコレクション
の魅力」（長崎歴史文化博物館　2017年2月25日）などを開催した。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】
６月８日 読売新聞　伊能地図シーボルト子孫宅に　*ドイツで写し発見
６月29日 読売新聞　「伊能図」の写し欧州に　「シーボルト事件」に関連か　23面
６月29日 朝日新聞　シーボルトの収集品　13面【Around Tokyo】
７月６日 朝日新聞　「シーボルトの日本博物館」展　31面【催事記】
７月７日 北総新聞　シーボルト子孫宅に地図の写し　37面【トビックス】
７月７日 東京新聞　企画展示　よみがえれ！ シーボルトの日本博物館　25面　帯記事【美術館・博物館】
７月７日 日本経済新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　12面　帯記事【展覧会情報】
７月７日 日本経済新聞 シーボルト事件で幕末没収　地図の写し？独の子孫宅に　14面
７月12日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館・博物館】
７月14日 東京新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　23面　カラー【ミュージアム巡り】
７月14日 東京新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　カラー
７月16日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　　帯記事
７月18日  産経新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　24面　カラー【夏休みは美術館，博物館巡りで思

い出に残る新たな体験を！】
７月19日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
７月19日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館・博物館】
７月19日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　【ミュージアムガイド】
７月22日 佐倉よみうり新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　７面
７月26日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館・博物館】
７月26日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
８月１日 美じょん新報 よみがえれ！シーボルトの日本博物館　20面
８月２日 毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　27面　帯記事【博物館ガイド】
８月２日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
８月２日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館・博物館】
８月２日 日本経済新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　６面　帯記事【Art&Culture】
８月４日  毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「民族学研究の先駆的活動　持ち帰った文物再現展

示」８面
８月６日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「準備に10年資料300点が里帰り」28面
８月８日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「没収された地図　証拠の写し発見」27面
８月９日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
８月９日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　３面　帯記事【美術館博物館】
８月９日 毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　25面　帯記事【美術館ガイド】



146

８月10日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「映像も駆使し「日本展」を再現」24面
８月10日 千葉日報　よみがえれ！シーボルトの日本博物館－1－「異文化への強い興味」10面
８月11日 千葉日報　よみがえれ！シーボルトの日本博物館－2－「医学指導の傍ら研究」８面
８月11日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「漆工芸品高級品も日常使いも」22面
８月12日 千葉日報　よみがえれ！シーボルトの日本博物館－3－「文化的水準の高さ示す」８面
８月12日 東京新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　20面（千葉中央）
８月13日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館「鳴滝の家の模型解かれた疑問」22面
８月13日 千葉日報　よみがえれ！シーボルトの日本博物館－4－「雑誌記事など手掛かり」８面
８月13日 日本経済新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　40面（文化）カラー
８月15日 千葉日報　よみがえれ！シーボルトの日本博物館－5－「救われた「幻の染織」」８面
８月16日 毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　24面　帯記事【博物館ガイド】
８月16日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
８月16日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館博物館】
８月23日 毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　26面　帯記事【博物館ガイド】
８月23日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　３面　帯記事【シティライフ】
８月23日 朝日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　５面　帯記事【美術館博物館】
８月25日 東京新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　23面　帯記事【美術館博物館】
８月25日 毎日新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　１面　余禄
８月26日 毎日新聞　シーボルト展好評　日本紹介した資料里帰り　25面
８月30日 読売新聞　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　９面　帯記事【シティライフ】
10月11日 読売新聞　シーボルトの日本博物館　江戸東京博物館　（日高先生の名前あり）４面

【雑誌・ミニコミ誌】
５月31日 外交　vol.37　May2016 「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」展　P149
６月16日 週刊芸術新聞　6/30号 よみがえれ！シーボルトの日本博物館，伝統の朝顔　２面
６月25日 アートコレクターズ　７月号 よみがえれ！ シーボルトの日本博物館　P84
６月27日 京成らいん　７月号 企画展示　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　P９
７月１日 あさひふれんど　7/1号 よみがえれ！シーボルトの日本博物館　国立歴史民俗博物館　7面
７月１日  佐倉市生涯学習情報誌　我ら学び隊（８～11月）　企画展示「よみがえれ！シーボルトの日本博物館」，

第３展示室特集展示「戦国の兜と旗」，第４展示室特集展示「柳田國男と考古学」，くらしの植物苑特
別企画「伝統の朝顔」，くらしの植物苑特別企画「伝統の古典菊」，くらしの植物苑特別企画「冬の華・
サザンカ」P５，６

７月１日  佐倉市生涯学習情報誌　あそび場百科じてん（８～11月）　企画展示「よみがえれ！シーボルトの日
本博物館」，第３展示室特集展示「戦国の兜と旗」，手づくり兜をつくる，くらしの植物苑特別企画「伝
統の朝顔」，あさがおかこうよ，企画展示「身体をめぐる商品史」くらしの植物苑特別企画「伝統の
古典菊」，くらしの植物苑特別企画「冬の華・サザンカ」P11，12

７月６日 ディスカヴァージャパン　シーボルト
８月１日  ギャラリー　Vol18　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　国立歴史民俗博物館 P67（広告）P174

（ミュージアムスケジュール）
８月５日 文教速報（官庁通信社） よみがえれ！シーボルトの日本博物館　国立歴史民俗博物館
８月22日  定年時代　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　４面　【ものしりミニ講座】シーボルトの収集品

日本文化への理解を促す
９月20日 美術の窓 知られていなかったシーボルトの日本博物館構想（日高先生寄稿）
８月８日 文教ニュース（文教ニュース社） シーボルトの日本博物館

【テレビ・ラジオ】
７月11日  チバテレビ　よみがえれ！シーボルトの日本博物館（2016/7/11放送） ＮＥＷＳチバ　18：00～／

21：30～
７月12日 チバテレビ　よみがえれ！シーボルトの日本博物館（2016/7/11放送） シャキット！
７月11日 ＮＨＫ　シーボルト展　ひるまえほっと
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７月24日  ＮＨＫ教育　よみがえれ！シーボルトの日本博物館（2016/7/10,11放送）　日曜美術館 ９：00～９：
45　再放送７月31日20：00～20：45

７月20日～29日　　ケーブルネット296　よみがえれ！シーボルトの日本博物館　"296ニュース
　　20（水）20：00～
　　21（木）～24（日）10：00～，17：00～，20：00～
　　25（月）10：00～，17：00～
　　27（水）20：00～
　　28（木）10：00～，17：00～，20：00～
　　29（金）10：00～，17：00～ "
８月16日～31日　　 ケーブルネット296　歴博のミカタ　企画展示『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』（前編：

８/16～23，後編：8/24～31，13：30～13：45，19：30～19：45
９月１日～15日　　 ケーブルネット296　歴博のミカタ　企画展示『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』（前編：

９/１～７，後編：９/８～15，前編12：30～12：45，16：30～16：45　後編13：30～13：45，
19：30～19：45

10月８日～23日　　 ケーブルネット296　歴博のミカタ　企画展示『よみがえれ！シーボルトの日本博物館』（前編：
10/８～15，後編：10/16～23，前編12：30～12：45，16：30～16：45　後編13：30～13：45，
19：30～19：45

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　小林　淳一　　　　東京都江戸東京博物館・副館長
　佐々木史郎　　　　国立民族学博物館　教授
　佐々木守俊　　　　岡山大学　准教授
　原田　一敏　　　　東京藝術大学　教授
　原田　博二　　　　長崎純心大学　講師
　原田　　泰　　　　公立はこだて未来大学　教授
　宮坂　正英　　　　長崎純心大学　教授
　山田　仁史　　　　東北大学　准教授
　マティ・フォラー　ライデン国立民族学博物館　学芸員
　ブルーノ・リヒツフェルト　ミュンヘン国立民族学博物館　学芸員
　ウド・バイラス　　シーボルト研究家　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館外〕
　青山　宏夫　　　　歴史研究系　教授
　安達　文夫　　　　本館　名誉教授
○大久保純一　　　　情報資料研究系　教授
　久留島　浩　　　　館長
　櫻庭　美咲　　　　機関研究員
　澤田　和人　　　　情報資料研究系　准教授
　鈴木　卓治　　　　情報資料研究系　准教授
◎日高　　薫　　　　情報資料研究系　教授
　福岡万里子　　　　歴史研究系　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕

「身体をめぐる商品史」
2016年10月18日～12月18日（54日間）

１．展示趣旨

　大正時代に工業化が進展し，流通網が発達してから，新商品の開発によって，人々の身体観や商品のデザインは
大きく変わってきた。その一方で，急激な変化に対する抵抗感や過去の見直しがあって，身体観やデザインは伝統
回帰を繰り返してきた。その意味で，身体に関連する商品の開発は，きわめて歴史的，文化的な営みであり，流行
の発信源であったといえる。
　そこで，本企画展示では，主に大正時代から1980年代頃までの身体観やデザインの変化を商品や雑誌，カタログ，
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広告などで表現していくことで，日本における身体観が変化してきた様子を描写していくことを目的とする。分野
としては，服飾，レジャー，衛生，美容を中心とする。

２．展示構成と主な展示資料

Ⅰ．百貨店の誕生と身体の商品化
　１．百貨店の誕生と消費文化の広まり
　　　・三井好都の錦（個人蔵）
　　　・三井呉服店　引札（館蔵）
　　　・流行8-9（個人蔵）
　　　・三越双六（館蔵）
　　　・三越呉服店　春の新柄陳列会　ポスター（東京都江戸東京博物館蔵）
　２．商品の多様化と規格化
　　１）売り場の変化
　　　・三越呉服店御案内（個人蔵）
　　２）新たな市場の開拓
　　　・子宝（個人蔵）
　　　・児童博覧会記念絵葉書（東京都江戸東京博物館蔵）
　　　・男児用三つ揃い（館蔵）
　　　・女児ワンピース（田中本家博物館蔵）
　　　・和装コート（館蔵）
　３．地方への普及と大衆化
　　１）百貨店の通信販売
　　　・御注文の栞（館蔵）
　　　・雑貨目録（館蔵）
　　　・今様　明治41年10月号（館蔵）
　　　・注文品売り切れの連絡葉書（田中本家博物館蔵）
　　　・代品照会の連絡葉書（田中本家博物館蔵）
　　２）百貨店の大衆化と広がり
　　　・新宿の三越開店記念絵葉書（館蔵）
　　　・三越仙台支店開店記念絵葉書（館蔵）
　　　・高松三越開店記念絵葉書（館蔵）
Ⅱ．流行の創出と「伝統」の発見
　１．花開く流行
　　　・早稲田の薫　裂２種（千總蔵）
　　　・光琳調の丸模様型友禅染裂（千總蔵）
　　　・波に槌車模様型友禅染裂（千總蔵）
　　　・疋田色竹文字入り雪輪模様型友禅染裂（千總蔵）
　　　・網干に葛屋模様型友禅染裂（千總蔵）
　２．「江戸」の発見
　　１）百貨店と江戸趣味
　　　・三越3-7（三井文庫蔵）
　　　・三越3-10（個人蔵）
　　２）風流の商品化
　　　・人形珠玉集（館蔵）
　　　・みつこしタイムス8-1（個人蔵）
　　３）古典を学ぶ
　　　・舫舟水草模様小袖（館蔵）
　　　・淀川風景模様着物（館蔵）
Ⅲ．健康観の変遷
　１．レジャーの流行



149

Ⅱ−２　展　示

　　１）レジャーにみる健康観
　　　・資生堂月報59（資生堂企業資料館）
　　　・資生堂グラフ23（資生堂企業資料館）
　　　・郡山高等女学校第一回金剛登山絵葉書　其二（館蔵）
　　２）レジャー用品の普及
　　　・美津濃の運動用品　カタログ（個人蔵）
　　　・ピッケル（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・登山靴（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・下駄スケート（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・軍隊で使用した大正時代のスキー（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　２．体操とスポーツの流行
　　１）体操とスポーツへのまなざし
　　　・木製亜鈴（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・亜鈴体操術　四十（館蔵）
　　　・体操着（館蔵）
　　　・ラジオ体操五周年（館蔵）
　　　・箱根駅伝の号外（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　２）スポーツの商業化とスポーツ用品の規格化
　　　・初期の野球用具　キャッチャーマスク（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・初期の野球用具　バット（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・野球界10-3（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・早稲田大学野球部ユニフォーム（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
　　　・テニスラケット（秩父宮記念スポーツ博物館・図書館蔵）
Ⅳ．衛生観の芽生え
　１．「衛生」以前
　　　・違式詿違罪目図解　京都府（館蔵）
　　　・時世粧年中行事之内　競細腰雪柳風呂（館蔵）
　　　・江戸名所百人美女　薬げんぼり（館蔵）
　　　・房楊枝　復元（ライオン蔵）
　　　・柳屋お藤　錦絵（館蔵）
　２．洗う習慣と石鹸の多様化
　　１）きれい好きイメージの形成過程
　　　・花王石鹸（花王ミュージアム蔵）
　　　・家庭石鹸（クラブコスメチックス蔵）
　　　・カネボウ絹石鹸（館蔵）
　　　・花王シャンプー（花王ミュージアム蔵）
　　　・資生堂オリーブシャンプー（資生堂企業資料館蔵）
　　２）洗浄剤の細分化
　　　・エメロンシャンプー（ライオン蔵）
　　　・オイリーシャンプー（カネボウ化粧品蔵）
　　　・メリットシャンプー（花王ミュージアム蔵）
　　　・資生堂バスボンシャンプー（資生堂企業資料館蔵）
　　　・ビオレ洗顔フォーム（花王ミュージアム蔵）
　３．磨く習慣の変化
　　１）歯をまもるための啓蒙活動
　　　・ファーガソン『コドモのよむ歯の本』（クラブコスメチックス蔵）
　　　・ねる前の三分物語（個人蔵）
　　　・クラブ煉歯磨集金袋（クラブコスメチックス蔵）
　　　・うつくしく（ライオン蔵）
　　　・35,000名の第12回学童歯磨訓練大会　ポスター（ライオン蔵）
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　　２）歯磨・ハブラシの変遷
　　　・鹿印煉歯磨（花王ミュージアム蔵）
　　　・ライオン歯磨　小袋入（ライオン蔵）
　　　・クラブ歯磨（館蔵）
　　　・ライオンハブラシ　骨柄（ライオン蔵）
　　　・ハローハブラシ（花王ミュージアム蔵）
Ⅴ．美容観の変遷
　１．伝統的な美意識の中の美容
　　１）伝統的な化粧法
　　　・御園白粉（館蔵）
　　　・クラブ洗粉（クラブコスメチックス蔵）
　　　・クラブ美身クリーム　クラブ乳液　ポスター（クラブコスメチックス蔵）
　　　・レート五色粉白粉（館蔵）
　　　・資生堂水白粉　小形ウィンドウバックポスター（資生堂企業資料館蔵）
　　２）日本型近代的化粧法の流行
　　　・クラブほゝ紅（クラブコスメチックス蔵）
　　　・クラブ口紅　特選（クラブコスメチックス蔵）
　　　・ホルモンの話（クラブコスメチックス蔵）
　　　・ホネアンドレモン（資生堂企業資料館蔵）
　　　・資生堂コールドクリーム　資生堂バニシングクリーム　ポスター（資生堂企業資料館蔵）
　２．欧米化による美意識の変化
　　１）伝統と欧米化の混在した美意識
　　　・キャンディトーン　ポスター（資生堂企業資料館蔵）
　　　・花王バニシングクリーム（花王ミュージアム蔵）
　　　・粉白粉　東郷青児デザイン（クラブコスメチックス蔵）
　　　・ソワドレーヌ　ステージカラー24　モカ（カネボウ化粧品蔵）
　　　・オーリックカラーファンデーション（コーセー蔵）
　　２）化粧にみるジェンダー意識の変化
　　　・クラブ男性乳液Ｇ（クラブコスメチックス蔵）
　　　・メイヤング　フォアメン　フェイスローション（カネボウ化粧品蔵）
　　　・ホルモリン　男子用（資生堂企業資料館蔵）
　　　・バイタリス（ライオン蔵）
　　　・ＭＧ５リキッド（資生堂企業資料館蔵）
　　３）日本型の欧米風メイクの流行
　　　・サンオイル（館蔵）
　　　・ナチュラルグロウ　アイライナー（資生堂企業資料館蔵）
　　　・イフ　クリームファンデーション425　フラックス（カネボウ化粧品蔵）
　　　・ノア　フェイスパウダー40　テレーネＭ（コーセー蔵）
　　　・カトレア　アイラッシュだブレット（コーセー蔵）
　３．個性化の時代へ
　　１）女性の社会進出と化粧品の機能化
　　　・資生堂ナツコ（館蔵）
　　　・レディエイティ　リップスティック（ミニ）ＲＤ－１（カネボウ化粧品蔵）
　　　・レディエイティＢＩＯ　リップスティック（ミニ）ＯＲ－24（カネボウ化粧品蔵）
　　　・アルファード　プレシャス　Ｒ．Ｃリキッド（コーセー蔵）
　　　・フィットオン（コーセー蔵）
　　２）和の美への回帰
　　　・ベネフィーク　リーフレット（資生堂企業資料館蔵）
　　　・雪肌精（コーセー蔵）
　　　・ＢＥＬＬ　美しく生きるために（個人蔵）
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　　３）年齢による美容法の細分化
　　　・資生堂ティーンズ化粧品カタログ（資生堂企業資料館）
　　　・エリクシール　エモリエントリップスティック（資生堂企業資料館蔵）
　　　・モルフェ　ライトスキンローション（カネボウ化粧品蔵）
　　　・エビータデュイ　アイカラーバリエーションＢＧ－13（カネボウ化粧品蔵）
　　　・ソフィーナ　モイスチュアローション　複製（花王ミュージアム蔵）
　　４）色の流行
　　　・パーキージーン　カラークレヨン（資生堂企業資料館蔵）
　　　・オランジェ・デ・キドル　リーフレット（資生堂企業資料館蔵）
　　　・メイキャップパレットＢＥ（コーセー蔵）
　　　・ＢＥ術メイク始まる　リーフレット（コーセー蔵）

３．刊行物

展示図録（Ａ４版　125頁）
展示解説シート（Ａ４版　４頁），広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

オープニングセレモニー，内覧会　10月17日（月）　国立歴史民俗博物館
第394回歴博講演会「身体をめぐる商品史─学問と企業の役割─」　11月12日（土）　岩淵令治・青木隆浩
ギャラリートーク　10月30日（日，青木隆浩），11月５日（土，青木隆浩），11月19日（土，澤田和人），12月３日（土，
澤田和人），12月10日（土，青木隆浩）
体験イベント　「メイクのぬりえ」，会期中毎日

５．成果と課題

　本企画展示では，展示プロジェクトの発足から展示の開催まで１年半しかないという異例の条件の中，代表者が
最近関わった２つの成果を合わせて展示の構成をしようと試みた。その１つが共同研究「歴史表象の形成と消費文
化」（代表：岩淵令治，2010～2012年）であり，この成果が第Ⅰ部の「百貨店の誕生と身体の商品化」と第Ⅱ部の「流
行の創出と『伝統』の発見」に反映されている。もう１つは，2013年３月にリニューアルオープンした第４展示室
の「理想の身体」というコーナーであり，そこでの展示を対象時期と対象資料の両面で拡大したのが，第Ⅳ部の「衛
生観の芽生え」と第Ⅴ部の「美容観の変遷」である。そして，第Ⅰ・Ⅱ部と第Ⅳ・Ⅴ部の間を第Ⅲ部の「健康観の
変遷」でつないだ。
　それらのうち，第Ⅳ部と第Ⅴ部の展示資料は，多くが企業から借用したものである。この点は，当館において，
これまで滅多にない試みであったと思う。結果として，今後の研究を発展させるに十分な量の石鹸，歯磨き，化粧
品に関する情報を得られたうえに，企業に古い資料を残す意義を知っていただけた。そして，都内の２社に関して
は，自社のホームページに本企画展示への協力を知らせる記事を掲載していただくほど関心をもっていただけた。
これらの点は，今回の展示が，当館と企業の両方にとって利点のあるものであったことを意味する。
　その一方で，キャプションや解説の内容，資料の保存性，権利関係などに過剰な反応を示す企業が２社ほどあっ
た。そして，借用交渉が難航したり，キャプションの原稿に多大な干渉をされたりしたため，図録の刊行が大幅に
遅れてしまった。そのうちの１社に関しては，当初の展示構成案を大幅に変更せざるを得なくなったコーナーが出
てしまった。また，企業の多くには，資料貸出の基準が設定されていないため，担当者やその上司が途中で交代す
ると，対応が変わってしまう側面もみられた。企画展示の短い準備期間で，これらの問題を事前に回避するには，
展示構成案を２案つくっておくような対策が必要だったと感じられた。それでも，企業による図録の原稿やキャプ
ションなどへの干渉は，数少ないケースとはいえ回避することの難しい大きな問題として残っている。

６．マスコミでの取り上げ

【TV・ラジオ】
　NHK千葉ラジオ，ケーブルネット296，チャンネルさくら
【新聞・雑誌】

朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，日本経済新聞，東京新聞，千葉日報，新美術新聞，両毛新聞，房総ファミリア
新聞
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　10月20日　HARPER’S BAZAAR　12月号No.26　ハースト婦人画報社
　GALLERY2016vol.11
　12月15日　女性セブン　１月１日号　小学館
　京成らいん　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授
　神野　由紀　関東学院大学人間環境学部・教授
　満薗　　勇　北海道大学経済学部・准教授
◎青木　隆浩　本館研究部・准教授
　川村　清志　本館研究部・准教授
○澤田　和人　本館研究部・准教授

「デジタルで楽しむ歴史資料」
2017年３月14日～５月７日（55日間）

１．展示趣旨

　本企画展は、パソコンやスマートフォンをはじめとするデジタル技術を利用して、さまざまな形で歴史資料を楽
しんでもらおう、という催しであり，どうやったら来館者に歴史資料を楽しくわかりやすく見ていただけるか、資
料のことをよりよくわかっていただけるか、デジタル技術を使って挑戦したものである。
　国立歴史民俗博物館（歴博）が所有する数多の歴史資料は、大切に守り未来に伝えていくとともに、共有の財産
として、今を生きている我々の役に立てていかなければならない。一見相反するこの要求に、歴博は1983年の開館
以来挑み続けてきた。歴博の特徴である精密な復元資料の制作と展示はその答えのひとつである。デジタル技術に
ついても、「データベースれきはく」の公開や常設展示・企画展示における種々の情報コンテンツの提供という形
で積極的に利用してきた。
　通常は歴博の研究・展示・教育活動を支える裏方の存在であるデジタル技術を、この展示では思い切って前面に
出してみた。また、歴史学に造詣の深い方向けの難しい内容になってしまわないよう、誰にも楽しく歴史資料に親
しんでもらえる展示を目指した。
　なお、本展示の内容は、人間文化研究機構・機関拠点型基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成と日本歴史文
化に関する研究資源の共同利用基盤構築」（代表：西谷大、平成28年度～30年度）ワークショップ３「研究成果の
社会的活用」における研究成果を含んでいる。

２．展示構成

※所蔵の記載のない展示資料はすべて本館蔵
Ｉ 　デジタルで楽しむ絵画資料　歴博のもっている屏風、絵巻、肖像画などのさまざまな絵画資料を、デジタル技

術を使って楽しく紹介する。
Ｉ-１　洛中洛外図屏風と描かれた人びと

展示資料：洛中洛外図屏風歴博甲本（重要文化財，前半（３/14～４/９）は複製資料，後半（４/11～５/７）は
実資料を展示）
デジタルコンテンツ：室町時代の京都バーチャル観光案内，歴博甲本超拡大コンテンツ，歴博甲本／乙本人物デー
タベース，歴博甲本／乙本見比べコンテンツ

Ｉ-２　江戸の景観の移り変わり
展示資料：江戸図屏風（前半は実資料，後半は複製資料を展示），江戸名所之絵，再刻江戸名所之絵，江戸景観図，
他
デジタルコンテンツ：江戸図屏風超拡大コンテンツ，家光をさがせ，江戸名所見比べコンテンツ

Ｉ-３　描かれた武士
展示資料：前九年合戦絵詞（重要文化財），太平記絵巻，結城合戦絵巻（重要文化財），太刀　無名（伝国之）（重
要文化財），色々威胴丸（重要文化財），他
デジタルコンテンツ：中世武士の戦闘方法の変化見比べコンテンツ，他

Ｉ-４　肖像画を読み解く
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Ⅱ−２　展　示

展示資料：前期：徳川慶喜像，足利義輝像（重要文化財），後期：徳川家康像，宗祇像（重要文化財）
デジタルコンテンツ：肖像画見比べコンテンツ

ＩＩ 　デジタルで解き明かす資料のなぞ　正倉院文書、錦絵の色、マリア十五玄義図という３種類の資料に隠され
た秘密や謎を、デジタル技術を使って読み解いていく。

ＩＩ-１　正倉院文書のなりたち
展示資料：正倉院文書歴博複製資料（原品は宮内庁正倉院事務所蔵）
デジタルコンテンツ：正倉院文書の変遷とデジタル化（スライドショー），請暇解解説ARコンテンツ，正倉院文
書の世界（スライドショー）

ＩＩ-２　錦絵に用いられた赤と青の分析
展示資料：館蔵錦絵資料（複製）
デジタルコンテンツ：錦絵に用いられた赤と青の分析（スライドショー）

ＩＩ-３　ガラス乾板に写された絵
展示資料：マリア十五玄義図（浦上天主堂旧蔵）ガラス乾板（模造），他
デジタルコンテンツ：マリア十五玄義図（浦上天主堂旧蔵本）の色彩再現を試みる（スライドショー）

Ｉ ＩＩ　デジタルで楽しむ工芸資料　立体物である工芸資料について、小袖資料、小袖屏風、蒔絵万年筆、雅楽器
を取り上げ、デジタル技術でお楽しみいただく。

ＩＩＩ-１　小袖の模様を見つめる
展示資料：前期：瀧菊模様小袖，京名所模様小袖，獅子花模様振袖，梅花雪輪模様小袖（小袖屏風），虫籠宝尽
模様腰巻（小袖屏風），後期：扁額模様小袖，垣楓模様小袖，縞花模様振袖，牡丹模様小袖（小袖屏風），松竹鶴
亀宝尽模様腰巻（小袖屏風）
デジタルコンテンツ：現代によみがえる江戸の模様（ＭＭＤによる３Ｄ動画），小袖屏風データベース（横浜国
立大学富井研究室制作）

ＩＩＩ-２　３Ｄでみる蒔絵万年筆
展示資料：館蔵蒔絵万年筆資料（月夜に兎，菊と蝶，他全20点，前後期で入替）
デジタルコンテンツ：蒔絵万年筆３ＤＶＲコンテンツ（龍谷大学曽我研究室制作）

ＩＩＩ-３　見えない音を展示する
展示資料：紀州徳川家伝来楽器コレクションより笙，琵琶，鞨鼓
デジタルコンテンツ：笙のハーモニーを聞いてみよう（前期），セルフミックス《越殿楽》（後期）

Ｉ Ｖ　デジタルで広がる歴史展示の可能性　失われた景観の復元（小諸城）、古い町並みの再現（京町家）、デジタ
ルで遊ぶ昔の遊び（江戸時代のすごろく）など、デジタル技術を用いた新しい歴史展示へのチャレンジを紹介す
る。

ＩＶ-１　よみがえる小諸城
展示資料：小諸城絵図（複製（床シール），小諸市教育委員会蔵）
デジタルコンテンツ：小諸城バーチャルウオークシステム（長野大学田中研究室制作），小諸城３ＤＣＧ復元プ
ロジェクト（メイキング動画）

ＩＶ-２　京町家の３Ｄグラフィックス再現
展示資料：京町屋図面（遠藤家文書「梅忠町家屋敷絵図」複製，花園大学歴史博物館蔵）
デジタルコンテンツ：京町家を３DCGで復元する（ＣＧ動画）

ＩＶ-３　昔のすごろくで遊ぼう
展示資料：百種怪談妖物双六，春興手習出精双六，東海道五十三駅双六（いずれも複製）
デジタルコンテンツ：デジタルすごろくゲーム台（龍谷大学曽我研究室制作）

ロビー企画　デジタルコンテンツ：記念写真用超大型フォトフレーム，肖像画なりきりコンテンツ

３　刊行物

展示図録（Ａ４判　58頁）
展示解説シート（Ａ４判　58頁）
広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

第399回歴博講演会「ザ・メイキング　オブ　デジタルで楽しむ歴史資料」　４月８日（土）
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ギャラリートーク　４月１日（土），22日（土），５月４日（木祝），６日（土）
企画展示関連ワークショップ「もみちゃんが舞う歴博夜桜幻影箱を組み立てよう」　５月３日（水祝）、５日（金祝）

５．成果と課題

　歴史系博物館が開催する企画展示にはおよそ似つかわしくない「デジタル技術」というキーワードを全面に出し
た，よく言えばユニークな，悪く言えば入場者数が予想しにくい企画展示であったと思う．歴博講演会でデジタル
に関する話題を取り上げると参加者数は通常の約３分の１になるので，入場者数の大幅減を危惧したが，最終的に
は昨年度同時期開催の「万年筆の生活誌」展とほぼ同程度の入館者数となり，最低限の責任は果たせたのではない
かと安堵している。
　展示について，新聞（毎日，千葉日報，朝日，産経）の地方版で記事になったほか，インターネットミュージア
ム，ガジェット通信，CINRA.NET，デジタル毎日などのWebメディアによる取材や，佐倉市広報チャンネルやケー
ブルネット296「歴博のミカタ」などのケーブルテレビでも，動画を交えて取り上げていただいた。
　広報の目的で開設した特設twitter（@digirekiten）にも，日を追うごとに反応が高まり，想定以上の盛り上がり
を見せた。今回のような展示に関して，多くの方が肯定的に受け止めてくださったことを実感し，意を強くした。
ただし現状では入場者数への影響は限定的であることに注意すべきである。すなわちtwitterが盛り上がっても大
幅な入館者増につながるとはいえない。
　特筆すべき点として，平成30年度に放送大学で開講される「博物館資料論」（オンライン授業）および「博物館
情報メディア論」（テレビ授業）において本企画展の内容が取り上げられたことを挙げたい。企画展示が学びの材
料として，開催期間を越えて長く利用されることはたいへん有意義であると考える。
　また，企画展示の開催期間中，学芸員が観光等の地域振興に貢献していないという主旨の発言がマスコミで取り
上げられ，博物館に籍を置くものとして大きく失望したところであるが，その後，「デジタル技術を用いて来館者
に分かりやすく資料を紹介した展示の例」として４月26日のTOKYO FMの番組「TIME LINE」において本企画
展示が取り上げられたことをここに書き留めておきたい。本企画展の趣旨が正しく世間に伝わっていたことはたい
へんうれしいことであった。
　最初から意図したわけではなかったが，館外の展プロ委員とのコラボレーションによるコーナーの企画を通じて，
大学共同利用機関という歴博の立ち位置のアピールに貢献することができたのではないかと考える。このように館
外の方との協力関係を全面に出していくこと，とくに大学院生や教員については所属等を明示することで，歴博へ
の協力が個人業績として認められるようにしていくことが，企画展示の価値を高める意味でも必要であろう。
　今回，広報サービス室の尽力により，展示説明のボランティアに加えて，機器操作のためのアルバイトを導入す
ることができた。通常デジタルコンテンツは来館者が説明なしで自力で操作することを前提として制作するのに比
べて，より複雑で濃い内容のコンテンツを提供することができたことは，展示の趣旨に照らして大変有意義であっ
た。またボランティアにデジタル技術への知識等の過大な負担をかけることなく，展示内容を伸び伸び説明してい
ただくことができたことも前向きに評価したい。
　本企画展を通して，これまでのデジタル技術の展示への導入の取り組みが間違いではなかったことを示すことが
できたと考える。しかしそれは同時に，今後どのようにデジタル技術を我々博物館の味方につけていくべきかにつ
いて新たな宿題が投げかけられているともいえる。来館者と博物館の双方に益があるデジタル技術の適用について，
これからも研鑽を重ねていきたい。

６．マスコミでの取りあげ

【新聞・雑誌】
朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，日本経済新聞，東京新聞，千葉日報，読売中高生新聞，歴史人，おとなの週末，
週刊エコノミスト，あさひふれんど千葉，こうほう佐倉，TVライフ，TVガイド，定年時代，博物館研究，月刊
文具　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〈館外委員〉
　安達文夫　　本館名誉教授　画像工学
　曽我麻佐子　龍谷大学理工学部　専任講師　３Ｄグラフィックス
　田中法博　　長野大学企業情報学部　教授　デジタルアーカイブ
　眞鍋佳嗣　　千葉大学大学院融合科学研究科　教授　画像工学
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　村田良二　　東京国立博物館　情報管理室長　博物館情報メディア
　師　茂樹　　花園大学文学部　教授　人文情報学
〈館内委員〉
　大久保純一　本館研究部情報資料研究系　教授　日本近世絵画史
　小池淳一　　本館研究部民俗研究系　教授　民俗学
○小島道裕　　本館研究部歴史研究系　教授　日本中近世史
　仁藤敦史　　本館研究部歴史研究系　教授　日本古代史
　後藤　真　　本館研究部　准教授　総合資料学
　澤田和人　　本館研究部情報資料研究系　准教授　染織史
◎鈴木卓治　　本館研究部情報資料研究系　教授　情報工学
　田中大喜　　本館研究部歴史研究系　准教授　日本中世史
　島津美子　　本館研究部情報資料研究系　助教　保存科学

［くらしの植物苑特別企画］

「季節の伝統植物」

春：伝統の桜草　　　　2016年４月12日（火）～５月８日（水振）（23日間）
夏：伝統の朝顔　　　　2016年７月26日（火）～９月11日（日）（48日間）
秋：伝統の古典菊　　　2016年11月１日（火祝）～11月27日（日）（27日間）
冬：冬の華・サザンカ　2016年11月29日（火）～2017年１月29日（日）（62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，「江戸時代の桜草」をテーマとして，江戸時代に栽培されていた桜草の品種名を番付と押し花の
資料を用いて紹介した。併せて，2007年に収集した近年作出の八重咲きの品種や2010年に収集した野生系の品種，
2013年から2015年にかけて収集した現代の新花も展示した。。
　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系統程度で，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。ほかにもヨーロッパ・
北米産の近縁の朝顔を含めた10系統を展示した。また，今年度は「近代の朝顔ブーム」をテーマとし，近代に発行
された園芸雑誌をもとに朝顔の第三次ブームについて取り上げるとともに，江戸時代に成田屋と双璧であった萬花
園を主要なメンバーとする穠久（じょうきゅう）会の活動が，近代において商業的かつ社会的にどのように受け入
れられていたか，新聞記事をおもな資料として紹介した。
　秋：菊は日本を代表する園芸植物の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
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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2000年より展示し，生きた実物資料としての菊を通じてその文化史を紹介してきた。品種は嵯峨菊17
品種，伊勢菊12品種（松阪菊３品種を含む），肥後菊32品種，江戸菊35品種，丁子菊10品種のほかに，奥州菊10品
種と当苑で種から育てた実生の新花約20品種を展示した。また，今年度は「明治時代の菊ブーム」をテーマとして，
華族の酒井忠興（ただおき）が『園芸会雑誌』や『風俗画報』を通じて発信していた菊作りや展示会情報のことや
大隈重信が自ら設置した庭園で栽培した菊を一般に公開していたこと，さらには大衆化の過程で江戸菊の絵葉書が
売り出された様子をパネルで解説する。。
　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10月中頃から翌年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生きた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，それらの３グループ以外に「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。品種としてはサザンカ群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
「近代のサザンカ」をテーマとして，恵泉女学園大学教授で園芸家でもあった石井勇義（ゆうぎ）が第二次世界大
戦中に消えかかった系統を引き継ぎ，記録を残してきたことと，昭和30年代からサザンカに八重咲きが多くなって
そのイメージが大きく変化した様子に焦点をあてた展示をした。

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23日（土）：第205回「江戸の花とさくらそう」半田　高（明治大学農学部）
　８月27日（土）：第209回「近代の朝顔ブーム」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院）
　11月26日（土）：第212回「明治時代の菊ブーム」平野　恵（台東区立中央図書館）
　12月17日（土）：第213回「近代のサザンカ」箱田直紀（元恵泉女学園大学）
　 苗の有償頒布〔桜草：４月12日（火）～５月８日（水振），朝顔：６月25日（土）・７月23日（土）・７月26日（火），

菊：７月23日（土），８月27日（土）・９月24日（土）・10月22日（土）・11月１日（火）・11月26日（土），サザン
カ：10月22日（土）・11月26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，今年度はまず春の「伝統の桜草」で，パネル原稿の
作成者が茂田井宏氏から平野恵氏に変更となったことにより，テーマがこれまでの保存や新花の作出から歴史学に
移行し，江戸時代に栽培されていた品種を番付と押し花の資料を通じて紹介した。夏の「伝統の朝顔」では，近代
に発行された園芸雑誌や新聞記事を通じて，高い技術力を競っていた朝顔の第三次ブームとその担い手の１つで
あった穠久会の役割について紹介した。秋の「伝統の古典菊」では，明治時代に菊作りや展示会に関する情報が普
及し，菊栽培が大衆化していったことについて解説した。最後の「冬の華・サザンカ」では石井勇義が第二次世界
大戦中に消えかかった系統を引き継ぎ，記録を残してきたことと，昭和30年代からサザンカにツバキの遺伝子が入っ
て八重咲きが多くなり，かつ遅咲きになっていったことに焦点をあてた。そして，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，植物学と歴史学の基礎研究を融合させた成果を公表した。
　また，本年度は前年度の10月３日（土）にくらしの植物苑開苑20周年を記念して実施した第97回歴博フォーラム
「人と植物の文化史―くらしの植物苑がみせるもの―」のフォーラム記録を古今書院から刊行した。ここ数年は書
籍や図録の刊行，様々なイベントの開催を活発化させているが，その効果もあって本年度も多くの来苑者があった。

５．マスコミでの取り上げ

［伝統の桜草］関連
チバテレビ，千葉日報，東京新聞，毎日新聞，農耕と園藝，花卉園芸新聞，歴史研究，博物館研究，日経サイエ
ンス，アミーカ，ぱど　野田・流山北，あさひふれんど千葉，ハルメク，花時間　春夏LUXE，ぐるっと千葉　
他

［伝統の朝顔］関連
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NHK千葉放送局，チバテレビ，日本テレビ「ぶらり途中下車の旅」，朝日新聞，読売新聞，産経新聞，東京新聞，
あさひふれんど千葉，船橋よみうり新聞，プランツ＆ガーデン，週刊芸術新聞，東急ロイヤルクラブ会員誌『Fino』，
庭，nid，日経サイエンス，博物館研究，家庭画報，StaD　他

［伝統の古典菊］関連
チバテレビ，成田ケーブルテレビ，朝日新聞，読売新聞，東京新聞，千葉日報，趣味の園芸，StaD，船橋よみ
うり，あさひふれんど千葉　他

［冬の華・サザンカ］関連
成田ケーブルテレビ，朝日新聞，東京新聞，千葉日報，プランツ＆ガーデン，趣味の園芸，暮らすめいと，
StaD,あさひふれんど千葉，日経サイエンス，房総ファミリア新聞　他

６．展示プロジェクト（◎：代表，○副代表）
　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
　岩淵　令治　学習院女子大学
◎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
　山村　　聡　本館管理部・主任　　　　　　　　　　　高橋　春香　本館・技術補佐員

［特集展示］

第４展示室「柳田國男と考古学─柳田考古遺物コレクションからわかること─」
2016年４月12日（火）～2016年10月10日（月・祝）

１．展示趣旨

　本展示は歴博所蔵のコレクション「柳田國男旧蔵考古資料」（A-624）を中心にすえ，柳田國男の考古学に対す
る考え方の遍歴をたどることで，明治～昭和初期という，日本のあらゆる学問が科学的な様相を帯びてくる時期に，
考古学と民俗学がお互いをどのように意識しながら個々の学問体系を構築していったのかを明らかにするものであ
る。
　「柳田國男旧蔵考古資料」は，柳田のご子息為正氏が世田谷区成城にある中の原書店に寄贈したものを，2004年
に収蔵したものである。その後，長い間詳しい調査は行なわれなかったが，共同研究「柳田國男収集考古資料の研
究」（2011～2013年度・研究代表者 設楽博己）が立ち上げられ，資料の詳細な調査が行なわれることによって，遺
物の種類や採集地，採集年代などが明らかとなった。また，柳田の考古学に対する関心についても，民俗学，考古
学双方の視点から学史的な研究が行なわれた。
　本展示をとおして，こうした共同研究の成果を一般の来館者に還元し，民俗学や考古学に対する関心をより一層
高めてもらいたい。

２．展示資料

・柳田國男旧蔵考古資料（A-624）
　　打製石斧10点（ソロイヨフカ，伊那下川路などのラベル付）（A-624-3-4など）
　　柳田國男の名刺箱（A-624-1-5）とそれに入った石器・化石類14点
　　明治39年東京日々新聞とそれに包まれた石器４点（A-624-4-1，4-2）
　　明治42年発行御霊文学座番付とそれに包まれた石器（A-624-4-3，4-4）
・柳田為正旧蔵考古資料（A-624追加資料）
　　為正の注記ラベル付きの縄文土器一括
・柳田為正旧蔵考古資料（A-624追加資料）
　　為正の注記ラベル付きの縄文土器一括
・伊川津貝塚出土 有髯土偶１点（東京大学総合研究博物館蔵）
・大洞貝塚出土 縄文土器３点（東京大学総合研究博物館蔵）
・柳田文庫所蔵資料
　　『後狩詞記』初版本（成城大学民俗学研究所蔵）
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　　『南方来書』全10冊（成城大学民俗学研究所蔵）

３．関連行事

　ギャラリートーク

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

　昭和初期，柳田國男は，私たち日本人の生活の歴史的変遷を独特の方法で明らかにする民俗学を確立した。柳田
の主張する民俗学は，同時代の人々の生活に息づく伝承を素材とするものであった。つまり，古文書を資料とする
歴史学や，出土遺物を資料とする考古学の方法論的限界を鋭く指摘することで，民俗学が誕生したのである。この
ような経緯から，これまで，柳田は歴史学嫌い，考古学嫌いとみなされてきた。しかし，民俗学を生み出した柳田
の考え方の背景に，歴史学や考古学に対する広い関心と深い理解とが横たわっていたことを無視することはできな
い。
　特集展示「柳田國男と考古学─柳田考古遺物コレクションからわかること─」では，初公開となる「柳田國男旧
蔵考古資料」をとおして，柳田と考古学との関係を考えた。当館が所蔵するコレクション「柳田國男旧蔵考古資料」
は，柳田のご子息為正氏が世田谷区成城にある中の原書店に寄贈したものを，2004年に収蔵したものである。当館
では2011～2013年度にかけて共同研究 「柳田國男収集考古資料の研究」（研究代表者 設楽博己）を実施して資料の
詳細な調査を行ない，遺物の種類や収集地，収集年代などが明らかとなった。さらに，柳田の考古学に対する関心
の移り変わりについても，民俗学，考古学双方の視点から学史的な研究が行なわれた。本展では，こうした共同研
究の成果を一般の来館者に紹介し，民俗学や考古学に対する関心をより一層高めてもらうことを目指した。
　具体的には，柳田國男が明治後期にサハリンなどで収集した考古資料67点の初公開を展示の柱に据えるとともに，
柳田國男が民俗学を形成していく過程で批判の対象とした考古学や人類学が，明治から昭和初期にかけて，様々な
議論を経ながら独自の手法を獲得する過程を，伊川津貝塚有髯土偶や大洞貝塚出土縄文土器（東京大学総合研究博
物館蔵）といった資料をとおして検証し，柳田國男が考古学から離れていった背景も探った。また，先住民族の生
き残りとしての山人の存在を主張した柳田國男が，その関心を平地に住む人びとに向け，新たに民俗学という学問
が形成されていく過程を，柳田宛の南方熊楠の書簡『南方来書』や『椎葉山根元記』（いずれも成城大学民俗学研
究所蔵）といった資料をとおして明らかにした。
　本展示は，学史という一般的には難解なテーマを扱いながらも，柳田國男が収集した考古資料という貴重かつ意
外性の高い資料を柱に据えることで，来館者から好評を得ることができた。また，学史上の民俗学と考古学との関
係があらためて浮き彫りになったことは，民俗学・考古学双方の学界にインパクトを与えた。
　なお，特集展示では予算の都合上，図録を作成することができないが，本展示では一般書として『柳田國男と考
古学―なぜ柳田は考古資料を収集したのか』（新泉社）を刊行することで展示の理解の促進に努めた。

６．マスコミの取り上げ

【TV】
チバテレビ，ケーブルネット296，チャンネルさくら

【新聞・雑誌】
朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，東京新聞，船橋よみうり，歴史研究，公明新聞，美じょん新報，ぐるっと千葉，
日経サイエンス，日本歴史，YUCARI，博物館研究，佐倉よみうり，房総ファミリア新聞，定年時代　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎松田　睦彦　　本館研究部・准教授
　工藤雄一郎　　本館研究部・准教授
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第３展示室　「杜若と菖蒲・花菖蒲─意匠と文化」
2016年５月17日（火）～６月19日（日）

１．展示趣旨

　本展は，佐倉市主催の2016年度あやめサミット連絡協議会関係首長会議の開催にあわせて，当館において関連展
示を開催するものである。
　杜若は美術工芸品のデザインとして多彩に用いられ，端午の節句のように菖蒲と関わる年中行事もよく知られて
いる。鑑賞用としても愛されており，とくに花菖蒲は江戸から明治にかけて数多くの品種がつくり出されて花菖蒲
園も誕生している。
　本展では館蔵品を中心とする杜若・菖蒲・花菖蒲関係の資料を，意匠・園芸・名所といった視点のテーマに分け
て展示する。
　なお，アヤメ科のアヤメ・ハナショウブ・カキツバタは区別が難しく，とくに意匠化がすすんだ造形の場では，
厳密な生物学的区分はあまり意味を持たない。また，ショウブ科（またはサトイモ科）のショウブもアヤメと混同
されてきた。そのため，本展ではアヤメ科とショウブ科に含まれる植物を広く対象として展示をおこなう。

２．展示資料

　H-35-157　杜若八橋模様小袖
　H-35-215　藤流水杜若模様振袖
　H-35-275　杜若模様紙入れ
　H-1559-6　三代歌川豊国・初代歌川広重画　当盛六花撰のうち菖蒲
　H-1827　江戸名所花暦
　H-22-1-25-3　小林清親画　堀切花菖蒲　など約25点

３．関連行事

　展示解説会　５月17日（火）11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

　本展を通じて，新しい見解を導くことができた。それは，江戸時代の人々は，それぞれの花の魅力を引き出す工
夫をしていたとことである。品種の豊富さという点から，花菖蒲がもっとも人気が高かったと考えられがちであっ
た。しかし，切り花としては，杜若の方が人気があったことが判明した。一年を通じて花を楽しめるようにしたこ
とが，切り花として杜若が重宝された理由であったと考えられる。花のもつ性質を適材適所で利用していたのであ
る。
　本展は館蔵資料を最大限に活用した展示であったが，基本的な園芸書の多くは所蔵していなかった。そのため園
芸書の多くは個人の蔵本を借用した。館蔵資料のより一層の充実が望まれよう。

６．マスコミでの取り上げ

【TV・ラジオ】
　ケーブルネット296，チャンネルさくら，NHK千葉放送局，
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，東京新聞，日本歴史，あさひふれんど千葉，染織文庫，船橋よみうり，こうほう佐倉，広報とうがね，
ぐるっと千葉，週刊芸術新聞，日経サイエンス，広報よみうり，STaD　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）

◎澤田　和人　　本館研究部・准教授
　大久保純一　　本館研究部・教授
　日高　　薫　　本館研究部・教授
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第３展示室　「戦国の兜と旗」
2016年８月９日（火）～９月19日（月祝）
主催・国立歴史民俗博物館・東京大学史料編纂所

１．展示趣旨

　合戦が集団の戦いとなった戦国時代末期，集団の中で自らの存在を目立たせるために，「変わり兜」や旗指物が
使われるようになった。
　東京大学史料編纂所が所蔵する「落合左平次背旗」は，実際に用いられた旗指物として，戦国の世を物語る貴重
な資料であり，長篠合戦における故事で有名な「鳥居強右衛門」の磔刑を描いていることでも名高い。このたび修
理を終えて，旗としての両面の観察が可能となり，また科学的な調査も行われたため，史料編纂所と共同して実物
を展示し，公開する機会を作った。また，「変わり兜」は館蔵品にすぐれた物が10点ほどあり，まとまった形で展
示することで，背旗と併せて，合戦の場における当時の様相をうかがう機会とする。
　旗指物を装着できる鎧や，それを描いた錦絵，長篠合戦に関わる絵図なども，参考に出品する。

２．展示構成と主な展示資料

展示構成：
プロローグ
　絵画資料に見る兜と指物の変遷
　錦絵に描かれた旗指物と兜
１ 変わり兜

　室町時代末期から安土桃山時代にかけて，奇抜な形をした「変わり兜」が発達し，江戸時代にも好まれた。
　大規模な集団戦が行われるようになり，活躍を認められるために戦場で個人の存在を際立たせることが必要に
なったことや，「カブキ」と呼ばれるような，常識破りの派手な装いや行動が流行した世相を反映している。制
作年代ははっきりしないものが多いが，いずれも江戸時代頃。

２　旗を指す鎧
　旗指物を背負うには，鎧の背中に旗竿を固定することが必要になる。下の方で竿を受ける部分と，上の方で竿
を通して支える部分の二個所に，そのための部品が付いている。

３　長篠の戦いと鳥居強右衛門
　天正３年（1575）５月，甲斐の戦国大名武田勝頼は，徳川方の奥平氏が守る三河の長篠城（現愛知県新城市）
を包囲，救援に来た徳川家康・織田信長との戦いとなった。
　戦いの直前に長篠城から脱出して，援軍が来ることを確認しながら帰路に捕らえられ，援軍が来ることを伝え
て磔にされた鳥居強右衛門のエピソードは，江戸時代にも広く知られていた。

４　落合左平次道次背旗
　長篠城に援軍が来ることを伝えて磔にされた鳥居強右衛門を見た落合左平次道次は，その姿を描き，自らの旗
としたという。落合道次は後に紀州藩士となり，伝えられた旗は戦前に東京大学史料編纂所の所蔵となった。今
回が修理されて初めての公開となる。

展示資料：　（所蔵は，１－①・②および６以外，すべて国立歴史民俗博物館）
１　旗指物

①落合左平次道次背旗（東京大学史料編纂所蔵）　※展示は８月９日～21日
　　付属：木箱，献上願い書
②『南紀徳川史』写本　（東京大学史料編纂所蔵，明治時代）※展示は８月９日～21日
③落合左平次道次背旗複製（国立歴史民俗博物館蔵）　※展示は８月23日～９月19日

２　変わり兜
　　二葉葵張懸兜（H-48-20　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　黒漆塗一ノ谷張懸兜（H-48-8　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　鉄三枚張峯界形張懸兜（H-48-4　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　銀箔押張懸兎耳形兜（H-48-5　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　鉄一枚張南蛮鎖兜（百足前立）（H-48-16　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　鉄六枚張桃形前付臥蝶兜（H-48-12　上田綱治郎武器武具コレクション）
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Ⅱ−２　展　示

　　鉄八枚張椎形眼鏡付兜（H-48-15　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　黒漆塗置手拭張懸兜（H-48-11　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　黒漆塗輪重異形張懸兜（H-48-21　上田綱治郎武器武具コレクション）
　　唐冠形兜（H-60-1-3　本多家資料）
　　鉄三十二間筋兜（H-61-5-12　伊能家資料）
３　具足（指物を請ける部分が付いているもの）
　　紺糸素掛威二枚胴具足（H-749）
　　紺糸威胴丸具足 兜付き（H-61-5-11　伊能家資料）
４　錦絵
　　「甲陽二十四将之一個 小山田備中守昌宏」（H-22-1-7-21）歌川国芳画　嘉永６年（1853）
　　「信州川中島百勇将戦之内　明将武田晴信入道信玄」（H-22-1-7-101）歌川国芳画　弘化年間（1844～48）頃
５　絵図
　　「三州長篠合戦図」（H-1411-20-5「砲術関係資料」の内）　90.7×94.3㎝
６　その他（落合左平次背旗がまだ旗だった時期の写）
　　落合左平次道次背旗写（個人蔵）

３．関連行事

　解説会（８月９日（火）），ギャラリートーク（８月20日（土））

４．刊行物

　解説シート

５．成果と課題

　東京大学史料編纂所との協力によって，戦国時代の武士と合戦に関わる著名な資料である「落合左平次背旗」に
ついて，修理後の状況を公開する機会を作ることができ，また科学的調査や修理の方法についても紹介できた。箱
や『南紀徳川史』などの「逆磔」という記述のある関連資料も展示することで，旗と絵の理解に関する研究にも一
石を投じた。
　知名度の高い館蔵品である「変わり兜」についても，今回10点を同時に展示したことで，意匠や構造の違いにつ
いても総合的に見る機会となった。併せて，旗指物を装着する部分のある具足や絵画資料なども展示することで，
兜と旗を通して，戦場での装いについて，歴史的な変遷と意味を考えることもできた。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，毎日新聞，東京新聞，船橋よみうり新聞，あさひふれんど千葉，マナビゲート2016，日経サイエンス，
博物館研究，両毛新聞，月刊　潮，定年時代，七緒，京成らいん　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
＜館内＞
　大久保純一（情報資料研究系教授）
　日高　薫　（情報資料研究系教授）
　澤田　和人（情報資料研究系准教授）
◎小島　道裕（歴史研究系教授）
＜館外＞
　金子　拓　（東京大学史料編纂所）
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第２展示室　「『延喜式』ってなに！？」
2016年８月23日（火）～９月19日（月・祝）

１．展示趣旨

　当館は古代の基本史料である『延喜式』の写本として三条西本（巻50　重要文化財）や土御門家旧蔵江戸写本を
蔵しており，後者は新写本ながら善本として知られている。そこで，それらを活用した共同研究「古代の百科全書
『延喜式』の多分野協働研究」を今年度より開始したが，研究開始にあたって『延喜式』そのものについての理解
を深め，実際に『延喜式』写本や関連館蔵資料を展示することによって，プロジェクトおよび９月17日開催のフォー
ラムへの関心を高めることを目的とする。なお，基幹研究プロジェクト「総合資料学の創成」および小倉科研（基
盤研究（Ｂ）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」16H03485の成果発信も兼ねる。

２．展示資料

　H-242 大川天顕堂コレクション
　H-528 類聚雑要抄
　H-600-53 左経記
　H-600-54 三長記
　H-600-421 大かがみ絵詞
　H-600-1185 古今和歌集
　H-679-9-66 雲上明覧大全
　H-743-24 延喜式　土御門家旧蔵
　H-743-457 文集　古今和歌集真名序　（重文）
　H-1242-6-696 新刊雲上明鑑
　H-1588 延喜式巻第五十　三条西家旧蔵　（重文）
　H-1660 聆濤閣集古帖
　A-41-12 上総国安房郡調鰒木簡　複製
　A-41-21 過所木簡　複製
　A-121 八街市出土銅印　（重文）　　　計33点（他に参考展示２点）

３．関連行事

　展示解説会　８月23日（火）13：30～
　ギャラリー・トーク　９月３日（土）４日（日）10日（土）11日（日）17日（土）　参加者計215人
　歴博フォーラム　９月17日（土）「『延喜式』ってなに！？」

４．刊行物

　解説シート，広報用ポスター・チラシ（他に歴博フォーラム予稿集に展示資料解説掲載）

５．成果と問題点

　第２展示室王朝文化コーナーの８展示ケースを利用し，①『延喜式』とは（１ケース），②『延喜式』の諸相（４
ケース），③『延喜式』の時代（２ケース），④『延喜式』と平安貴族（１ケース），のコーナーを設け，①では『延
喜式』の概要および土御門家について説明し，②で『延喜式』の内容から４点をピックアップして紹介。③では醍
醐天皇そして『延喜式』と同時代に編纂された『古今和歌集』を取り上げ，④では貴族の日記に記された『延喜式』
を紹介した。なお，会期期間中には平安京コーナーで京程並びに宮城内裏諸図　（延喜式巻第四十二）　複製を，
また会期後半には印刷文化のコーナーで『延喜式』の記載が見える版本『太平記』を参考展示した。展示に先立ち
『国立歴史民俗博物館友の会ニュース』186号（2016年８月５日）で概要紹介を行なった。また展示終了後には『歴
博』200（2017年１月）の「歴博けんきゅう便」にて，連動する共同研究とともに紹介を掲載したので参照されたい。
　古代の法制書をテーマとする地味な展示であったにもかかわらず来館者の反応は概ね好評であり，特集展示とし
ては頻繁に開催したギャラリートークも，毎回，多くの参加者を得ることができた。企画展示や歴博講演会等，別
の目的をもって来館した入館者が特集展示にも足を運んでくれたということがあったように感じられる。さらなる
展示を求める声も聞かれた。『延喜式』に関心を持ってもらうという所期の目的は達成したと考えている。問題点
としては，通常の特集展示とは異なるスペースを使用したこともあり，展示資料の点数が限られ，また展示順がわ
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かりにくかったことが挙げられる。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞・雑誌】
　千葉日報　９月７日
　朝日新聞　９月14日（千葉版）
　毎日新聞，東京新聞
　第一法規法律トリビアブログ（http://ameblo.jp/daiichihoki-triviablog/entry-12197361244.html）
　あさひふれんど千葉，リビング千葉，リビングふなばしならしの　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎小倉　慈司　本館研究部・准教授
　清武　雄二　本館研究部・特任助教
　仁藤　敦史　本館研究部・教授
　三上　喜孝　本館研究部・准教授

第３展示室　「百貨店と近世の染織」
2016年10月18日（火）～12月18日（日）

１．展示趣旨

　展覧会が開催されるのは，博物館や美術館などの専門施設だけではない。百貨店も主要な場の一つである。近代
において，百貨店では，新製品を売り出すにあたり，参考品として歴史的な資料を陳列することが行われた。それ
は，歴史的な裏付けがあるという価値を新製品に与え，所持することの趣味の良さを訴えかける効果があった。
　本展では，「慶長風俗展覧会」（銀座・松屋呉服店，大正15年），「近松時代風俗展覧会」（長堀橋・高島屋呉服店，
大正11年），「友禅遺品展覧会」（高麗橋および日本橋・三越呉服店，大正９年）と「友禅斎謝恩碑落成法要」（大正
10年）をとりあげ，そこで実際に陳列された近世の染織品を展示する。そして，これらの染織品を百貨店がいかに
利用したかを見ていくことにより，文化が発見され消費されるさまを示す。
　なお，本展は同時期に開催の企画展示「身体をめぐる商品史」の第Ⅱ章「流行の創出と「伝統」の発見」と連動
するものである。

２．展示資料

　H-35-7 桜花藤模様小袖
　H-35-104 藤花舟模様帷子
　H-35-112 舟楓千鳥模様小袖
　H-35-219 幔幕桜楓模様振袖
　H-35-190 松梅鶴模様振袖
　H-35-110 藤尾長鳥模様振袖　など約20点

３．関連行事

　内覧会　10月17日（月）14時35分～

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

　江戸時代の小袖を近代の眼を通じて見てみることは，挑戦的な新しい試みであった。また，近年関心が高まりつ
つある染織史学の形成に対して寄与する内容であったため，本展は専門家の間で一定の評価を受けた。ただし，一
般の観覧者にとっては，ことに染織技法については難解なところがあった点は否めない。ビジュアルに理解できる
ようなパネルなどを用いて，技法についての解説を補う工夫が必要であった。小袖はスペースの都合上，あまり数
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量を展示できない。そのため，資料数に満足できない観覧者いた。いかに，充実感をもたらす展示場をつくりあげ
るかが，今後工夫すべき課題となろう。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞・雑誌】
　読売新聞，東京新聞，日本歴史，染織文庫，あさひふれんど千葉，そめとおり，房総ファミリア新聞，
　婦人公論　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎澤田　和人　　本館研究部・准教授

第３展示室　「見世物大博覧会」
2017年１月17日（火）～３月20日（月祝）

１．展示趣旨

　本展示では，江戸時代から明治にかけて大いに流行し，大正，昭和を経て現代に至るまで命脈を保ってきた多種
多様な見世物の様相を，主に国立歴史民俗博物館と個人が所蔵する錦絵・一枚摺・絵看板などの展示を通して紹介
する。
　江戸時代以降，軽業や曲芸などの技芸見世物，一式飾や生人形などの細工見世物，ラクダやゾウなどの動物見世
物などの様々な見世物は，都市の盛り場や社寺の祭礼での興行において，多彩な内容や表現を次々と創出し，老若
男女を問わず大勢の見物人を魅了してきた。
　また，江戸時代には，異国から渡来した動物見世物，異国由来をうたった軽業や曲芸，異国の故事や人物や風俗
を題材にした細工見世物が人気を博したり，明治時代には，西洋から伝来したサーカスや電気機器などの科学的な
見世物も登場したりして，その時々の人々の異国・異文化イメージの形成に多大な影響を与えた。一方，明治の開
国と共に，多くの軽業芸人が日本から海外に進出し，活躍して各地に足跡を残した。
　こうした見世物の内容や表現は，見世物という１つのジャンル内に止まるものではなく，歌舞伎や人形芝居など
の芸能，講談や落語などの語り物，読本や滑稽本などの文学といったほかの様々なジャンルと通底し，それらが，
それらを享受する人々に複合的に作用することで，人々の歴史や文化に関する知識や情報や感覚の共有が形成され
ていった。
　更に，多種多様な見世物の内容や表現は全国各地に伝わり，祭礼や年中行事において地域の人々自らが行う民俗
芸能や造形活動として定着し，民俗文化としての広がりを持つに至った。
　展示では，江戸時代を中心として，明治・大正・昭和を経て現代に至るまで，多種多様な内容や表現によって人々
を魅了してきた見世物の実態を紹介する。併せて，そうした見世物の享受を通じて醸成された人々のハレの感覚や
価値観，異国や異文化に関する情報の受容とイメージの形成について，従来とは趣を異にする新たな理解を提示す
る。なお，既存の展示資料である「のぞきからくり」，「早竹虎吉軽業　模型」，「三尊仏」などとも関連資料として
紹介する。

２．展示資料

　・『信西入道舞楽之図』（H-1242-3-143）
　・大坂下り女力持　柳川ともよ（F-303-135）
　・二代目柳川一蝶斎，浅草奥山におゐて興行仕候（F-303-254）
　・豹の見世物（H-22-1-3-49）
　・流行美人浅草公園水族館（F-303-354）
　・人魚のミイラ（G-231）
　・絵看板　謎の人魚（個人蔵）　他70点

３．関連行事

　展示解説会　１月17日（火）13時30分～



165

Ⅱ−２　展　示

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

　この展示は，大阪の国立民族学博物館との共催のもとに開催した。ただし民族学博物館では，本会場の３倍以上
の床面積の上で大量の展示資料を動員した企画を実施している。対して本館での展示は，予算のつかない特集展示
という制約から，展示品をほぼ館蔵資料に限り，規模も大幅に縮小して実施せざるを得なかった。また，急遽実施
されることになった耐震工事の余波で当初予定していた４室副室での同時展示も行うことができなかった。
　そのため，３室の複数の箇所（副室「絵図・地図に見る近世」の一部，副室「『もの』からみる近世」，『寺子屋「れ
きはく」』の一部等）に関連資料を配置し，常設展示の一部を巻き込みながら，見世物展として再構成する試みを行っ
た。このように規模は小さく，やや煩雑な展示になったものの，閲覧した人々からは概ね，好意的な感想をいただ
いた。期間中の常設展示への入館者数が比較的堅調であったことも，この展示への関心の高さを表している。
　それでも展示会場の分散のため，趣旨が十分に理解されず，展示の一部分しか気づかなったという声も聞かれた。
今後，展示の方途も限定されていくなかで，館蔵資料のさらなる活用や常設展示を意識したテーマ設定などを，新
たな課題として検討していかねばならない。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　NHK　Eテレ「日曜美術館アートシーン」，ケーブルネット296，チャンネルさくら
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，読売新聞，千葉日報，東京新聞，モノマガジン，あさひふれんど千葉，京成らいん　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎川村　清志 本館研究部民俗研究系　准教授
　大久　保純一 本館研究部情報資料研究系　教授
※笹原　亮二 国立民族学博物館・民族文化研究部　教授

［特集展示（国際展示）］

第３展示室　台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─
2017年１月11日（水）～２月19日（日）
主催：国立歴史民俗博物館　／共催：国立台湾歴史博物館

１．展示趣旨

　本特集展示は，2014年７月10日に学術研究交流協定を結んだ国立台湾歴史博物館との国際企画展示「歴史のなか
の震災」として提案されたもので，2015年11月，両館の間で「展示協力協定書」が締結された（11月17日研究部会
議議題）。
　展示協力は，本館側からの2014年企画展示「歴史にみる震災」を踏まえた台湾側での日本震災史の紹介，台湾歴
史博物館からの2014～2015年度企画展示「島嶼・地動・重生」（1999年９月21日震災15周年展示）を踏まえた本館
での台湾地震史の紹介，および共通課題として，日本列島と台湾をまたぐ海溝帯・地溝帯・断層帯などの地震学的
解説（共通課題A ），および日本の台湾領有期の震災史（共通課題B）により構成される。
　本館特集展示では，共通課題AおよびB，台湾歴博震災展の主要テーマであった1999震災関係展示，および2016
年２月の震災についての紹介をおこなう。

２．展示資料（170点）
　１）国立台湾歴史博物館資料
　　　『南部台湾震災写真帳』台湾日日新報社，明治39年９月
　　　台湾新聞社事業部『昭和十年　台湾大地震記念画報』
　　　陸季盈日記
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　　　９．21震災関係資料，ほか
　２）台湾他機関所蔵資料
　　　国立台湾図書館：台湾基督教青年会『昭和10年４月21日　新竹台中震災救護事業報告』
　　　1935年12月，ほか
　　　国立公共資訊図書館：鄭金柱輯『台湾新竹州台南州震災詩集』1935年９月，ほか
　　　台湾大学図書館：「行政院九二一賑災專戶捐」（寄付領収書）
　３）台中・郭双富氏所蔵資料
　　　新竹州警務部監修『保甲役員壮丁団員訓練手帳』
　　　天皇・皇后恤救金下賜の達（新竹州知事，1935.5.20）／（新竹州知事，1935.5.18）
　　　／天皇・皇后恤救金下賜の達（台南州知事，1935.5.6），ほか
　４）国内
　　　国立公文書館：「枢密院文書・宮内省往復・稟議・雑書・昭和十年」，ほか
　　　外務省外交史料館：「本邦変災並救護関係雑件　台湾地方震災関係」
　　　防衛庁防衛研究所：海軍省『公文備考』S10-80-4894，ほか
　　　東京大学地震研究所図書館：臺中震災復興事務所編『昭和拾年臺湾鐵道震災誌』ほか
　　　北海道大学附属図書館：臺中州編『昭和十年臺中州震災誌』ほか
　　　東京工業大学附属図書館：中央気象台編『新竹・臺中両州烈震報告』

３．関連行事

　開会式及び特別解説会　１月11日（水）10時～
　開会式：展示概要説明　荒川章二　本館研究部・教授
　展示解説会：荒川章二　本館研究部・教授，原山浩介　本館研究部・准教授

４．刊行物

　解説シート，広報用ポスター・チラシ
　展示図録『台湾と日本─震災史とともにたどる近現代─』

５．成果と問題点

　本展示は予算や展示プロジェクト委員の構成（館内委員のみ），展示準備期間では「特集展示」に位置づけられ
たものであるが，展示史料のほとんどは台湾現地資料をはじめとした館外資料で構成され，資料収集などの準備に
ついては共催機関である国立台湾歴史博物館の多大な協力による特別企画として実施された。また，企画展示室B
室を使用し，中国語（台湾華語）を併記した図録を作成した点でも，ミニ企画展的な取り組みであった。
　内容的には，台湾で発生した歴史的震災に関する展示であり，観覧者の関心の程度が懸念されたが，ギャラリー
トーク参加者も延べ150人程度に達し，地震学・防災学研究者，植民地史研究者，台湾に関心を持つ方々など，通
常の歴博の来館者とやや質の異なる人々の観覧が特徴的であった。メディア関係では，台湾のメディアが関心を示
したほか，国内では新聞が高い関心を示し，特に毎日新聞は１面「余録」で取り上げた。学会では，現代史を対象
とする同時代史学会が本年度の会誌で本展示の批評欄を準備し，７月には，台湾で行われる国立台湾芸術大学・国
立台湾歴史博物館共催のフォーラムで展示プロジェクトメンバーが報告をおこなう予定であり，研究レベルでの関
心も呼んでいる。
　歴博の展示企画の中で，日本と歴史的関係の深い東アジア現代史を，学際性も視野に入れてどう組込んでいくの
か，大きな課題があらわれた展示であった。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　チバテレビ２月６日「newsチバ」，成田ケーブルテレビ，チャンネルさくら
【新聞・雑誌】
　千葉日報１/15，東京新聞１/19，毎日新聞１/10，２/５（１面余録），2/７，２/14，読売新聞１/15，
朝日新聞２/3，2/７，産経新聞１/13，サンスポ１/13，日本経済新聞，月刊GALLERY，こうほう佐倉，定年時代
　他
　台湾メデイアの記事リンク（台湾文化センターより）
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　http://www.epochtimes.com/b５/17/１/11/n8692400.htm
　http://udn.com/news/story/１/2224129
　http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/1944707
　http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=319817

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
　西谷　大　　（考古研究系　教授）
　原山　浩介　（歴史研究系　准教授）
　樋浦　郷子　（准教授）
◎荒川　章二　（歴史研究系　教授）
（協力）
　林　　能成　（関西大学社会安全学部教授）

［展示プロジェクト委員会］

「シーボルトの見せたかった日本（仮称）」

１．展示プロジェクトの概要

　ドイツ人医師で，19世紀に二度にわたり来日したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは，日本の自然や
生活文化に関わる膨大な資料を収集し，ヨーロッパに持ち帰った。シーボルトの日本研究が，帰国後に出版された
『日本 Nippon』（1832-1882）や『日本植物誌Flora Japonica』（1835-1870）などに結実し，後世の日本学や植物学
に大きく貢献したことはよく知られるところであるが，シーボルトが，自身の収集したコレクションをもとに，日
本をテーマとした博物館展示を熱心におこなったことについては，あまり紹介されていない。
　シーボルトは，一度目の日本滞在中の1824（文政７）年に，早くも日本博物館を構想，帰国後，ライデン・アム
ステルダム・ヴュルツブルク・ミュンヘンの各都市において日本展示を実現している。
　本企画は，５年間にわたるシーボルト関係資料の総合的な調査（人間文化研究機構による日本関連在外資料の調
査研究・研究課題Ａ「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集された資料について
の基本的調査研究」）によって得られた新しい成果をもとに，シーボルトの日本博物館構想に迫り，彼が，日本の
文化や社会をどのように観察し，どのような観点から収集をおこなったのか，また「異文化としての日本」を西洋
においてどのように紹介しようとしたのかについて考察する。あわせて，従来紹介される機会の少なかった二度目
の来日時のコレクション（ミュンヘン五大陸博物館所蔵）約7000点の全貌を紹介する。
　これまで，シーボルトの収集資料としては，一度目の来日時のコレクション（ライデン民族学博物館所蔵）が注
目されてきたが，ミュンヘンのコレクションは，彼の構想した日本博物館を充実・完成させる目的で収集されたと
いう点で，極めて重要な意味をもつ。シーボルトの長男アレクサンダーが作成したコレクションの売却目録には，
シーボルトが没する直前の1866年にミュンヘンでおこなった「最後の日本展示」において，シーボルト自身が，コ
レクションの資料をどのように分類し，展示ケースに配置したかが記されている。本展示は，この日本展示を復元
的に再現し，シーボルトの見せたかった日本像を明らかにしようとするものである。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　開催年度を迎え，資料の借用や運搬，巡回関連等の打ち合わせを適宜おこない、展示図録，パネル・キャプショ
ン，デジタルコンテンツなど内容の検討を行い，確定した。
第１回　７月11日　国立歴史民俗博物館
　　　　企画展示「よみがえれ！ シーボルトの日本博物館」内覧会
　　　　展示の最終確認，内覧会の来館者に対する展示解説をおこない，展示の内容を検証した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　小林　淳一 東京都江戸東京博物館・副館長
　佐々木史郎 国立民族学博物館　教授
　佐々木守俊 岡山大学　准教授
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　原田　一敏 東京藝術大学　教授
　原田　博二 長崎純心大学　講師
　原田　　泰 公立はこだて未来大学　教授
　宮坂　正英 長崎純心大学　教授
　山田　仁史 東北大学　准教授
　マティ・フォラー ライデン国立民族学博物館　学芸員
　ブルーノ・リヒツフェルト ミュンヘン国立民族学博物館　学芸員
　ウド・バイラス シーボルト研究家　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館外〕
　青山　宏夫 歴史研究系　教授
　安達　文夫 本館　名誉教授
○大久保純一 情報資料研究系　教授
　久留島　浩 館長
　櫻庭　美咲 機関研究員
　澤田　和人 情報資料研究系　准教授
　鈴木　卓治 情報資料研究系　准教授
◎日高　　薫 情報資料研究系　教授
　福岡万里子 歴史研究系　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕

「身体をめぐる商品史」

１．展示プロジェクトの概要

　大正時代に工業化が進展し，流通網が発達してから，新商品の開発によって，人々の身体観や商品のデザインは
大きく変わってきた。その一方で，急激な変化に対する抵抗感や過去の見直しがあって，身体観やデザインは伝統
回帰を繰り返してきた。その意味で，身体に関連する商品の開発は，きわめて歴史的，文化的な営みであり，流行
の発信源であったといえる。
　そこで，本企画展示では，おもに大正時代から1980年代頃までの身体観やデザインの変化を商品や雑誌，カタロ
グ，広告などで表現していくことで，日本における身体観が変化してきた様子を描写していくことを目的とする。
分野としては，服飾，レジャー，衛生，美容を中心とする。

２．展示プロジェクト委員会

　本年度は企画展示の開催年度で，３回の展示プロジェクト委員会を開催し，10月18日（火）から12月18日（日）
まで展示を開催した。

第４回　2016年　４月16日（土）　会場　国立歴史民俗博物館
　展示代表者が企画展示「身体をめぐる商品史」の展示構成案と展示の趣旨，それらに基づいた展示室の平面図の
素案を示したところ，メンバーから様々な修正意見が出たため，後日修正版をメールにて審議することにした。ま
た，各メンバーから具体的な展示資料リストを出してもらい，こちらも取りまとめたものを後日メールで送付する
ことにした。さらに，テーマ解説やキャプション解説，図録原稿の執筆分担を決めた。
第５回　８月21日（日）　会場　国立歴史民俗博物館
　ある企業に借用希望を出していた58点の資料が，８月中旬に借りられなくなったため，展示資料リストを急遽変
更せざるを得なくなった。それに伴い，テーマ解説やキャプションの一部を書き換えることになった。
第６回　10月17日（月）　会場　国立歴史民俗博物館
　企画展示「身体をめぐる商品史」の内覧会に出席し，それぞれの担当分野の展示状況を確認するとともに，内覧
会での参加者に解説をおこなった。また，展示資料リスト変更以降の経過と刊行が遅れていた図録作成の進行状況
について情報の共有化をおこなった。

展示構成は以下のとおり。

Ⅰ．百貨店の誕生と身体の商品化
　１．百貨店の誕生と消費文化の広まり
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　２．商品の多様化と規格化
　　１）売り場の変化
　　２）新たな市場の開拓
　３．地方への普及と大衆化
　　１）百貨店の通信販売
　　２）百貨店の大衆化と広がり
Ⅱ．流行の創出と「伝統」の発見
　１．花開く流行
　２．「江戸」の発見
　　１）百貨店と江戸趣味
　　２）風流の商品化
　　３）古典を学ぶ
Ⅲ．健康観の変遷
　１．レジャーの流行
　　１）レジャーにみる健康観
　　２）レジャー用品の普及
　２．体操とスポーツの流行
　　１）体操とスポーツへのまなざし
　　２）スポーツの商業化とスポーツ用品の規格化
Ⅳ．衛生観の芽生え
　１．「衛生」以前
　２．洗う習慣と石鹸の多様化
　　１）きれい好きイメージの形成過程
　　２）洗浄剤の細分化
　３．磨く習慣の変化
　　１）歯をまもるための啓蒙活動
　　２）歯磨・ハブラシの変遷
Ⅴ．美容観の変遷
　１．伝統的な美意識の中の美容
　　１）伝統的な化粧法
　　２）日本型近代的化粧法の流行
　２．欧米化による美意識の変化
　　１）伝統と欧米化の混在した美意識
　　２）化粧にみるジェンダー意識の変化
　　３）日本型の欧米風メイクの流行
　３．個性化の時代へ
　　１）女性の社会進出と化粧品の機能化
　　２）和の美への回帰
　　３）年齢による美容法の細分化
　　４）色の流行

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　岩淵令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授
　神野由紀　関東学院大学人間環境学部・教授
　満薗　勇　北海道大学経済学部・准教授
◎青木隆浩　本館研究部・准教授
　川村清志　本館研究部・准教授
○澤田和人　本館研究部・准教授
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「デジタルで楽しむ歴史資料」

１．展示プロジェクトの概要

　本企画展は，パソコンやスマートフォンをはじめとするデジタル技術を利用して，さまざまな形で歴史資料を楽
しんでもらおう，という催しである。国立歴史民俗博物館（歴博）が所有する数多の歴史資料は，大切に守り未来
に伝えていくとともに，共有の財産として，今を生きている我々の役に立てていかなければならない。一見背反す
るこの要求に，歴博は1983年の開館以来挑み続けており，データベースれきはくの公開や常設展示・企画展示にお
ける種々の情報コンテンツの提供という形で，積極的にデジタル技術を利用してきた。通常は歴博の研究・展示・
教育活動を支える裏方（うらかた）の存在であるデジタル技術を，この展示では思い切って前面に出してみたい。
また，通常の企画展示ではどうしても歴史学に造詣の深い方向けの展示構成になってしまう点を踏まえ，本展示で
は小学生高学年から中学生を来館者の仮想ターゲットとすることで，すべての年齢層に理解できる展示を目指す。

２．展示プロジェクト委員会

第１回　平成28年４月27日（水）
●館で了承された開催要項について説明を行った。
●企画展示「万年筆の生活誌～筆記の近代～」を小池淳一本館研究部教授（展示代表）の案内で見学した。
●今年度の予算とスケジュールについて確認を行った。
●今年度実施される天井改修工事の影響について検討した。企画展示室Ａは展示開始の４週間前まで，展示室前の
ロビーは１週間前まで天井の地震対策工事が入ることを確認した。ロビーでの出展を計画していた超大型デジタル
フォトフレームについて，エントランスホール（無料ゾーン）での公開を検討することとした。
●現時点での広報活動への取り組みについて報告した。広報連携センターに協力を依頼したこと，いくつかの催し
に必要なアルバイトを確保するため，外部助成金（大川情報通信基金）に応募し資金確保を目指すこと。ボランティ
アについては，県立佐倉高校や佐倉市との連携を模索中であること。超大型デジタルフレームで取り上げるご当地
キャラクターについて，佐倉市のカムロちゃん以外に，佐倉周辺市町村へ拡大したらどうか，など。
●フロアプラン，情報機器類，展示ケース，出展予定資料一覧について説明し，必要な機器類の確認とコーナーへ
の割り当て，不足分の確保などを確認した。
●各コーナーの進捗について各担当者より報告を行った．「３Ｄでみる蒔絵万年筆」における試作ソフトのデモ．「よ
みがえる小諸城」の動画紹介，「昔のすごろくで遊ぼう」における試作ソフトのデモなど．
第２回　平成28年10月７日（金）
●８月23日に開催された展示内容説明会での議論をふまえて，各コーナーの趣旨，制作するパネルの種類と枚数，
出展する資料およびデジタルコンテンツとその内容についてまとめた展示プランを作成し，メンバーで確認を行っ
た。
●図録の原稿執筆について，執筆要綱を示して依頼を行った。図録原稿に引き続きパネル原稿についても執筆を依
頼する旨をメンバーに伝えた。
●各コーナーの進捗について各担当者より報告を行った。
第３回　平成29年３月14日（月）
●企画展示「デジタルで楽しむ歴史資料」の内覧会に出席し，それぞれの担当分野の展示状況を最終確認するとと
もに，内覧会での来場者への解説を行なうとともに，展示の検証をおこない，会期中に改善すべき点などの議論を
実施した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〈館内委員〉
◎鈴木卓治　　本館研究部情報資料研究系　准教授　情報工学
○小島道裕　　本館研究部歴史研究系　教授　日本中近世史
　大久保純一　本館研究部情報資料研究系　教授　日本近世絵画史
　小池淳一　　本館研究部民俗研究系　教授　民俗学
　仁藤敦史　　本館研究部歴史研究系　教授　日本古代史
　後藤　真　　本館研究部　准教授　総合資料学
　澤田和人　　本館研究部情報資料研究系　准教授　染織史
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　田中大喜　　本館研究部歴史研究系　准教授　日本中世史
　島津美子　　本館研究部情報資料研究系　助教　保存科学
〈館外委員〉
　安達文夫　　本館名誉教授　画像工学
　村田良二　　東京国立博物館　情報管理室長　博物館情報メディア
　師　茂樹　　花園大学文学部　教授　人文情報学
　田中法博　　長野大学企業情報学部　教授　デジタルアーカイブ
　眞鍋佳嗣　　千葉大学大学院融合科学研究科　教授　画像工学
　曽我麻佐子　龍谷大学理工学部　専任講師　３Ｄグラフィックス

「URUSHI　ふしぎ物語─人と漆の12000年史─」

１．展示プロジェクトの概要（趣旨，会議実績）
　漆の木が生育する東アジアおよび東南アジアの諸地域では，それぞれ特色ある漆工技術が発達し，ユニークな文
化をかたち作ってきた。本展示は，漆文化圏とも呼びうるこれらの地域にみられる漆文化の総体を視野に含めつつ，
縄文時代から現代にわたる日本の漆文化を，多視点的なアプローチにより，総合的にとらえるものである。平成25
年度～27年度展示型共同研究「学際的研究による漆文化史の新構築」による成果であり，共同研究でとりあげた以
下の観点を中心に展示を構成する。
（１）植物としてのウルシの特性とそれを利用する多様な漆文化について，現代的な視点を交えて考察する（２）
国内外におけるウルシ（植物）・漆（樹液・塗料）および漆器の流通と技術交流などに関して，各学問領域に共通
する「交流」の視点からアプローチする。（３）自然科学的分析手法の開発による漆文化の解明の現状を示し，研
究の方法やプロセスを紹介する。

２．展示プロジェクト委員会

第１回　10月10日　国立歴史民俗博物館
　　　　研究発表 : 岡田文男　「朱漆器について」
　　　　企画展示に向けたスケジュールの確認
　　　　企画展示室の見学（見学時は 企画展示「大久保利通とその時代」 を開催）
　　　　本館所蔵 漆工制作関係資料（漆工芸作家勝田精一氏 漆工制作用具一式）の見学
第２回　１月17日　明治大学駿河台キャンパス　リバティタワー15階　1157教室
　　　　展示コーナーごと展示構成案，主要な展示候補資料の説明　全体の展示構成の検討
第３回　３月14日　明治大学駿河台キャンパス　リバティタワー８階1086教室
　　　　展示コーナーごと展示構成案，主要な展示候補資料の説明
　　　　展示候補資料（12/23，１/17にご提出いただいたもの）リストの配布，検討
　　　　研究発表　四柳 嘉章「合鹿椀と輪島塗」
　　　　林部 均　「大宰府官衙周辺不丁地区出土の漆付着土器─古代の漆文化を支えたもの─」
　　　　都築 由理子「近世江戸遺跡出土漆器の様相─17世紀前半の事例─（仮）」

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（近世史）
　岡田　文男　　京都造形芸術大学歴史遺産学科　教授（文化財科学）
　北野　信彦　　東京文化財研究所　保存修復科学センター 伝統技術研究室室長（歴史考古学）
　鈴木　三男　　東北大学　名誉教授（考古植物学）
　竹内奈美子　　東京国立博物館　工芸室長（美術史）
　多比羅菜美子　根津美術館　学芸員（美術史）
　中里　壽克　　学識経験者（漆工史）
　永嶋　正春　　法政大学大原社会問題研究所　教授（社会運動論）
　能城　修一　　森林総合研究所　木材特性研究領域チーム長（考古植物学）
　宮腰　哲雄　　明治大学理工学部　教授（有機合成化学）
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　宮里　正子　　浦添美術館　館長（漆工史）
　山崎　　剛　　金沢美術工芸大学美術工芸学部　教授（美術史）
　吉田　邦夫　　東京大学総合博物館　特招研究員（年代学）
　四柳　嘉章　　石川県輪島市漆芸美術館　館長（考古学）　　　　　〔以上館外〕
○工藤雄一郎　　考古研究系　准教授
　小池　淳一　　民俗研究系　教授
　齋藤　　努　　情報資料研究系　教授
　林部　　均　　考古研究系　教授
◎日高　　薫　　情報資料研究系　教授　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕

「「1968年」─無数の問いの噴出の時代─」

１．展示プロジェクトの概要

　1960年代末は，革新自治体など戦後革新運動の新しい戦術と「個」「私」の主体性を重視するそれまでないタイ
プの社会運動の重層的高揚期が同時展開した時代である。
　後者は，社会運動としては，ベトナムの戦場化に見られる冷戦期の世界体制と日本の役割を切り口に戦争の加害
と被害の関係性を問い，公害の告発運動や公共性を押し立てた開発政策の正当性を問う運動が広がりを見せ，学生
運動としては，これまでの学生自治会主体の運動とは異なり，大学の意義，学問研究の意義を問い，生産性の論理
が支配する社会のあり方とそこでの自分の「生」を重大な関心事とした。これらの運動が切り開いた運動の理念や
柔構造の組織論は，後の時代まで大きな影響を与えている。
　本展示は，第六室に部分的に示されている同時代の社会運動に関する展示の成果を踏まえつつ，この時代の多様
な運動をより総合的に紹介し，「1968年」に象徴されるこの時代の運動の意味をさぐることを目的とする。
　展示は大きく二部構成とし，それぞれの内容は以下の通り。
第一部　「平和」（「戦後日本」）と「経済成長」への「地域」からの問い
　1960年代後半は，戦後の平和と民主主義，そして1950年代後半からの高度経済成長のあり方，すなわち戦後日本
の政治的枠組みと経済的枠組みの基本が，同時に問われた時期であった。
　戦争の記憶を揺さぶりつつ，多くの世代を捉えたのが，ベトナム戦争への懐疑であった。戦後革新勢力，新左翼，
そしてベ平連に象徴される反戦市民運動が交錯，対立しつつ高揚したが，この時期の反戦社会運動の最大の特徴は，
日米安保という軍事同盟によってこのベトナム戦争を支え，アジアの人々に対し加害の側に立つ日本ありようへの
問いかけが広範にあらわれたことであった。第一部では，第１章で先ず，戦後日本の平和と民主主義を，一国的で
はなく，アジアの視点から問い返そうとしたベトナム反戦運動に焦点を当てる。
　このような冷戦構造，貿易関係を背景に戦後日本は経済大国への道をひた走った。当時の世界が目を見張ったそ
の急速な成長政策は，人々の暮らしと命を脅かす公害の拡大として，あるいは，地域開発政策を強力に押し進める
巨大な「公」権力として，国内各地域の人々のくらしを襲った。そしてこれへの対抗として，被害者運動，住民運
動が広範に立ち現れ，生活権・生存権要求の主体となり，あるいは「公」的論理を支える議会制民主主義と地方自
治のあり方を問うた。第３，４，５章では，その代表的事例を取り上げる。
　こうした反戦運動と住民運動・被害者運動は，その問題の根が結びついていることもあり，運動とし　ても交錯
していた。間に挟まる第２章は，地域の視点から，学生運動や労働運動を含めて，地域内の諸運動の関係性，その
関係性と歴史性からつくりあげられる地域社会運動の個性に焦点をあてたものである。その際，特に関西という非
常に多様な社会運動が交錯する地場に注目した。
第二部　大学という「場」からの問い──全共闘運動の展開
　高度経済成長は，高校・大学進学率の急上昇を背景にして青年という社会層が，高校生・大学生というイメージ
で象徴される新しい性格と文化をもった社会集団として再編され，登場した時期であった。しかし，　経済成長期
の教育現場には能力による差別と選別が深く入り込み，その中で青年たちの自我は揺らぎ，自分は何物なのかを探
し，問い続けざるを得なかった。特に大衆化した大学では，マスプロ教育により教育条件が低下する一方で学生へ
の管理体制が強化され，学生の不満と反発は強まっていた。
　学生が置かれたこうした状況に，1966，７年から独自の社会運動勢力として影響力を強めつつあった新左翼諸党
派の社会観や運動論が触媒的な役割を果たし，全国的に大学闘争が展開された。1968年のピーク時のいわゆる「紛
争校」は165校を数える。その運動を通じて，党派や党派が主導する学生自治会とは距離をおいたノンセクトの学
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生の一群が生まれ，党派の利害ではなく，「全学共闘会議」として大学の改革への問いを発しつつ，その運動をに
なう個々人の思想や行動を問い続ける運動スタイル（党派の組織メンバーとしての責任と自覚ではなく，一人の人
間としての生への問い）のは，これまでの学生運動には見られない大衆的なエネルギーの組織化につながっていっ
た。第二部では，この全共闘運動の成立から闘争の鎮静化までの経緯を追い，運動の特徴と意義を考えていく。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　展示プロジェクト委員会は，共同研究（基盤研究）「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」と共
同するかたちで開催してきている。本年度は以下の内容で３回の会議を実施した。
　第１回会議は７月16，17日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加16人。16日は，小杉亮子（共
同研究メンバー，京都大）「闘いのサイクルとしてみる1968～69年東大闘争」，黒川伊織（共同研究メンバー，神戸
大）「関西の『1968年』─文化運動・ベトナム反戦・大学闘争─」，相川陽一委員「三里塚闘争をめぐって」の３報
告と討論，17日は，安田常雄委員「熊本水俣病と横浜新貨物線反対運動をめぐって」，清水靖久「造反教員について」，
根津朝彦（共同研究メンバ―，立命館大）「『1968』をめぐる学生運動と新聞メディア」，河西英通委員「北大及び
弘前大学をめぐる運動資料について」の４本の展示構想報告と個別質疑を行い，終了後全体討論を実施した。
　第２回会議は９月25日,国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加15人，平井一臣（共同研究メンバー，
鹿児島大）「1968年のベ平連」，安田常雄委員「横浜新貨物線反対運動と水俣病闘争」，相川陽一委員「三里塚闘争
と支援闘争」についての展示構想報告，討論，全体質疑を行った。
　第３回会議は，12月23日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。参加14人。この会議では，まず「1968
年」のトータルなイメージを議論するため平井一臣（共同研究メンバー，鹿児島大）により「現代日本の社会運動
とイデオロギー─1968年を起点として─」と題して，1968年から半世紀の政治社会状況を大くくりに総括する報告
が行われ，関連する議論を行った。その後，展示に関する個別討議を実施し，平井（同前），大串委員，黒川伊織（共
同研究メンバー，神戸大），河西委員の展示資料に関する報告が行われた。
　展示資料調査については，展示プロジェクト委員の安田常雄・矢作正による熊本・水俣調査，相川陽一委員の三
里塚・宮内公文書館調査が行われ，適宜，展示プロジェクト代表の荒川章二が同道した。
　その他，共同研究メンバーによる展示関係資料調査として，黒川伊織（神戸大）による関西社会運動の調査，小
杉亮子（京都大）の東大学生運動の調査（東大文書館，歴博），清水靖久（九州大）による歴博所蔵東大資料調査，
平井一臣（鹿児島大）による福岡・埼玉大学教養部・立教大学共生社会センター・立命館平和ニュージアムが実施
された。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〔館外〕
　安田　常雄　神奈川大学法学部　特任教授
　河西　英通　広島大学大学院文学研究科　教授
　大串　潤児　信州大学人文学部　准教授
　相川　陽一　長野大学環境ツーリズム学部　准教授
　友澤　悠季　長崎大学水産・環境科学研究科　准教授
　平野　　泉　立教大学　兼任講師（立教大学共生社会研究センター）
　鈴木　　玲　法政大学大原社会問題研究所　教授
　谷合佳代子　大阪産業労働資料館　館長
　矢作　　正　「技術と社会」資料館　館長
　　〔館内〕
　関沢まゆみ　研究部　教授
◎荒川　章二　研究部　教授
○原山　浩介　研究部　准教授
　川村　清志　研究部　准教授
　内田　順子　研究部　准教授
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「世界の眼でみる古墳文化」

１．展示プロジェクトの概要

　巨大な墳墓造営で特徴づけられる日本列島の古墳文化を、世界史と現代社会の中にビジュアルに位置づけること
を目的とする。そのために、１）朝鮮半島や中国などの東アジアの王墓、およびヨーロッパやアメリカ大陸の王墓
や神殿などの先史巨大建造物と比較することによって、日本列島の古墳の特質を浮かび上がらせる。２）古墳の主
人公である王の姿を、古墳やその関連遺跡から出土した資料やレプリカなどによって具体的に復元する。３）古墳
や王の姿を、海外の考古学者や博物館による古墳の研究や紹介（国際的視点）、現代アートによる古墳や王のイメー
ジ復元（現代的視点）、古代・中世から現代にいたる古墳観の変遷（歴史的視点）といった視点から照らして、「古
墳とは何であったか」を明らかにする。
　展示プロジェクト委員会は，上記１の比較対象である朝鮮半島・中国・ヨーロッパ・南北アメリカをそれぞれ代
表とするモニュメントが存在する地域の考古学および日本列島の古墳の専門家を館の内外から選んで構成した。代
表は松木武彦、副代表は上野祥史である。本プロジェクトは、松木が副代表を務める総合展示第１室リニューアル
のうち「テーマⅤ」（古墳時代）の内容と関連をもつとともに、上野が代表を務めた広領域歴史創成研究「東アジ
アにおける倭世界の実態共同研究」（平成24～26年度）の成果を反映したものである。本年度は開催の前年度に当
たり，２回の展示プロジェクト委員会を開催した。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　第１回　６月25日　国立歴史民俗博物館
　　１．展示プロジェクト発足の経緯と状況の説明
　　２．展示の形態と方向性の確認（図録・催事含む）
　　３．委員の役割分担
　第２回　12月18日　国立民族学博物館
　　１．展示の正式名称の決定
　　２．展示の構成・内容の検討
　　３．図録等関連書籍の刊行計画と分担

３．展示プロジェクト委員

　（館内）
　　松木武彦（国立歴史民俗博物館教授、代表、日本考古学・比較考古学）　代表
　　上野祥史（国立歴史民俗博物館准教授、副代表、中国考古学・日本考古学）　副代表
　　高田貫太（国立歴史民俗博物館准教授、韓国考古学・日本考古学）
　　仁藤敦史（国立歴史民俗博物館教授、日本古代史）
　（館外）
　　佐々木憲一（明治大学文学部教授、北米考古学・日本考古学）
　　関　雄二（国立民族学博物館教授、中南米考古学）
　　福永伸哉（大阪大学文学研究科教授、日本考古学・比較考古学）
　　若狭　徹（高崎市教育委員会文化財保護課係長、日本考古学）

「中世の文書と記録（仮称）」

１．展示プロジェクトの概要

　去る2013年秋には，初の総合的古文書展として企画展示「中世の古文書―機能と形」を開催し，好評を博した。
館蔵の中世古文書・古記録は有数のコレクションであり，定期的に実物を公開することが望ましく，前回は展示で
きなかった文書も多い。このため，展示を前提とした共同研究によって先端研究の成果を盛り込み，内容を練り直
し，出品資料も入れ替えて，別の形で開催したい。前回課題となった，今日的な中世文書の体系化や国際比較など
の古文書学的な新しい内容を盛り込むと共に，前回は実験段階だったスマホ音声ガイドなどのIT技術も駆使して，
「機能と形」だけでなく，文字や内容を「読む」ことの喜びも体験できるようにしたい。展示の内容と経験は，総
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合展示第２展示室「中世」のリニューアルにも活かす予定である。
　共同研究を元にした展示であり，会議実績は下記共同研究と同じであるため，その項を御覧いただきたい。
　【基幹研究】「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」Ｃ「中世文書の様式と機能および国際比較と活
用に関する研究」

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〔館内〕
◎小島　道裕　　歴史研究系　教授
○田中　大喜　　歴史研究部　准教授
　仁藤　敦史　　歴史研究系　教授
　小倉　慈司　　歴史研究系　准教授
　三上　喜孝　　研究部　准教授
　荒木　和憲　　研究部　准教授
　松尾　恒一　　民俗研究系　教授
　鈴木　卓治　　情報資料研究系　准教授
〔館外〕
　丸山裕美子　　愛知県立大学　教授
　川西　裕也　　新潟大学　助教
　佐藤　雄基　　立教大学　准教授
　高橋　一樹　　武蔵大学　教授
　桃崎有一郎　　高千穂大学　教授
　横内　裕人　　京都府立大学　准教授
　金子　　拓　　東京大学史料編纂所　准教授




