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国際研究集会「歴史展示におけるジェンダーを問う」を開催するにあたって 

横山 百合子（国立歴史民俗博物館） 

 

国立歴史民俗博物館（以下、歴博）では、日本列島社会の歴史を、ジェンダーの視点から読み

替え更新することを目指して、2016 年度より基盤共同研究「日本列島社会の歴史とジェンダー」

を立ち上げ、ジェンダー視点にたった日本列島社会の歴史的実態の実証的解明を開始しました。

また、この共同研究では、その成果発信の一つとして、数年後に、日本列島社会の歴史とジェン

ダーをテーマとする展示開催を計画しています。そのため、本共同研究の研究拠点である歴博で

の展示をジェンダー視点から見直したときに、どのような成果と課題があるのかを検証する作業

も行ってきました。 

歴博が開設された 1981 年当時は、歴史のなかで見落とされてきた女性たちの姿を明らかにす

る女性史研究が、ようやくアカデミズムの一画に位置づけられた時期でした。性差の社会的意味

を問うジェンダー概念が日本史研究に影響を及ぼすに至ったのは、それからさらに 10 年以上を経

過した 1990 年代以降のことです。現在の歴博には、開設以来変更されていない展示も少なくな

く、女性史研究やジェンダーの視点が反映されていないのはやむをえないことでもあります。し

かし、その後、リニューアルを経て一新されてきた展示においても、ジェンダー視点は十分に組

み込まれていないのが現状です。 

このような現状の背景には、いくつかの問題が考えられます。第一に、ジェンダー視点に立つ

歴史学は新しい研究分野であり、旧来の歴史像を書き換える斬新な研究が蓄積されてきているも

のの、すべての時代の社会像を十分に描く段階に達していないという研究段階にあります。日本

においては、性差を人文学や社会科学の重要課題として正面から取り上げる動きは、ジェンダー

法学会（2003 年発足）、ジェンダー史学会（2004 年同）、フェミニスト経済学会（2008 年同）な

ど、学会設立という点だけからみても、 近のことであり、ジェンダー視点にたつ歴史研究はさ

らなる発展が求められる段階にあります。本集会の基礎となる基盤共同研究においても、研究蓄

積の充実をはかることを大きな目標としています。 

しかし、第二に、国際的には、「ジェンダー主流化」が重要課題として掲げられ、社会における

ジェンダー平等が進み、ジェンダー視点に基づく歴史研究や博物館展示にも大きな変化が生じて

いるのにたいして、日本ではなぜそのような動きが鈍いのかという問題があります。 

その理由の一つは、ジェンダー視点の導入が、それに取り組む研究者自身の立場を問うという、

「政治性」を伴う点にあると考えられます。研究者であるとないとにかかわらず、多くの場合、

ジェンダー意識は、私的な経験や性別分業をはじめとする規範によって内面化されています。そ

の見直しは、研究や展示を行う研究者自身の価値意識を鋭く問い直すものとなり、種々の葛藤を

伴う場合も少なくありません。 

また、もう一つの理由として、現代の日本社会が性差による差別を前提として組み立てられて

いるという現実があります。歴博もその例外ではありません。厳しい予算削減状況のなかで、歴

博でも、非正規雇用による運営を余儀なくされています。そのような非正規雇用の大半は女性で

あり、それが、男女賃金格差が 72.2％（2016 年度厚労省発表）という現代日本の現状を反映する
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ものであることは明らかです。このような日本社会の現実に無自覚であるとすれば、それは、研

究や展示業務を行う主体にとっての無意識の制約ともなりかねません。ジェンダーの視点から歴

史を問うとは、研究、展示の内容を問うにとどまらず、研究・展示が行われる場のあり方自体を

射程に入れていく作業でもあるのです。 

第三に、歴史展示におけるジェンダー視点の導入の難しさには、展示する側と展示を見る観客

との関係という問題があります。ジェンダー視点にたった展示が、観客にとって新鮮な発見の場

になる可能性もあれば、観客に強い違和感や葛藤をもたらす場合も考えられます。また、観客に

とってわかりやすい展示、受け入れやすい展示が、現在のジェンダー意識を強化し、上塗りして

いく可能性もあるでしょう。国立の博物館である歴博において、どのような展示により、いかに

ジェンダーを問うかという課題は、歴史叙述としての展示のあり方を考察ことでもあるのです。 

本研究集会は、上記の三つの問題について、国内外からの 4 つの報告を準備し、それらをふま

えて討論するという構成としました。第一の研究の深化と展示については、トノムラヒトミ氏に、

アメリカにおけるジェンダー史の展開とその成果を紹介していただき、国内からは、松本直子氏

に、日本での考古学研究をふまえて、歴博展示の到達点と課題を論じていただきます。第二の、

研究者の意識の問題や、博物館という研究・展示の場でのジェンダーについては、黄貞燕氏に、

研究、資料収集、展示業務の全般にわたってジェンダー視点を導入してきた台湾での経験を報告

していただきます。そして、第三の、来館者との関係をふまえた歴史叙述としての展示とジェン

ダーという問題については、多民族国家における「歴史の統合」という課題とジェンダーの双方

を視野に入れて、シンガポール国立博物館展示を構築されてきたリー・コー・リン氏に、その経

験をご紹介いただきます。 

さて、 後になりますが、本研究集会は、国内外の研究と経験から学ぶだけでなく、歴博のこ

れまでの豊かな研究蓄積を振り返り、その到達点を発展させる場としても位置づけられています。 

2006 年度に行われた歴博国際研究集会「歴史展示のなかのジェンダー」は、本集会の直接的な

前提をなしています。また、直接にジェンダーを論じてはいない、科研「生涯学習時代における

博物館教育・教員養成および歴史展示に関する総合的研究」（2000～2003 年度）などからも、歴

史展示とジェンダーを考察するうえでの豊かな示唆を得ることができるでしょう。たとえば、そ

こで検討されてきた「戦争は、どのように表象を用い、どのような新しい表象を作り出すのか」

という研究課題は、「戦争は、ジェンダーに基づく表象をどのように用い、どのような新しい表象

を作り出すのか」という、本研究の課題にも直結します。また、侵略や民族支配といった、展示

する側と観客の歴史観や価値観を問うきわめて政治的な問にたいして、「展示意図を明確化すると

同時に、その根拠となるものに観客が立ち戻って考えることができるような展示」をめざすとい

った実践的提起も、展示とジェンダーを考える上で有用でしょう。 

以上、「歴史展示におけるジェンダーを問う」というテーマを掲げた本研究集会が、活発な議論

によって有意義なものとなることを期待し、本集会の趣旨説明とします。 
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On the Occasion of the International Research Meeting "How is 
Gender Represented in Historical Exhibitions" 

 

Yuriko Yokoyama (National Museum of Japanese History) 

 

 The National Museum of Japanese History (hereinafter "NMJH"), in an effort to take a new 

approach to the history of the Japanese archipelago from a gender perspective, initiated its collaborative 

research "Gendering the History of the Japanese Archipelago" in 2016, which marks the inauguration of 

demonstrative analysis from a gender perspective of the historical conditions of society in the Japanese 

archipelago. NMJH also plans to organize an exhibition on the theme of history and gender in Japanese  

society within the next few years in order to demonstrate the results of this collaborative research. Thus, I 

examined what kind of results as well as issues are conceivable when reassessing exhibitions at NMJH 

from a gender perspective, which is the center of this collaborative research. 

 Research into women's history aimed at clarifying the position of women who had formerly been 

overlooked in historical records was finally given a place in the academy when NMJH was founded in 1981. 

However, it was not until 10 years later, during the 1990s, that a concept of gender which questioned the 

social implications of sexual differences began to exert an influence on Japanese historical research. At 

present, there are still many exhibitions in NMJH that remain unchanged since its inception, and the fact 

that research into women's history and viewpoints on gender are not reflected is inevitable. However, even 

in some exhibitions that have been completely revamped, the reality is that gender perspectives have not 

yet been adequately incorporated.    

 A few problems can be conceived of within this context. First, the examination of history from a 

gender perspective is a new field of study and, although there exists a great amount of innovative research 

that recasts traditional historical images, it still has not reached a stage in which it can adequately portray 

society in every period. It is evident by looking at when certain academic associations were 

established—the Japan Association of Gender and Law in 2003, the Gender History Association of Japan in 

2004, and the Japan Association for Feminist Economics in 2008—that the movement to directly address 

gender differences as an important issue within the humanities and social sciences is a recent one, and 

historical research from a gender perspective is still at a stage with much room for further development. 

Within the collaborative research that is at the heart of this meeting, a major objective is to further enrich 

the amount of available research. 

 However, the second problem is that, unlike other parts of the world in which gender as a critical 

issue has entered the mainstream, gender equality within society continues to progress, and major changes 

reflecting gender perspectives have occurred in museum exhibitions and historical research, similarly 

progressive movements have been slow to develop in Japan. 

One reason for this is that the introduction of gender perspectives has a political aspect that 

questions the standpoint of the researchers themselves who are engaged in such work. Regardless of 
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whether one is a researcher or not, in most cases gender awareness is internalized through personal 

experience and standards like gender division of labor. To rethink these standards is to sharply question the 

values and perceptions of the researchers themselves who are engaged in scholarship and organizing 

exhibitions, and this often entails various difficulties and emotional conflict. 

 Another reason is the reality that contemporary Japanese society is constructed under the premise 

of gender via sexual differentiation. NMJH is no exception to this. Due to harsh budget reductions, NMJH 

has also been forced to transition to management that utilizes non-regular employees. The majority of 

non-regular employees are women, and it is clear that they reflect contemporary Japan's gender wage gap 

as reported by the Ministry of Health, Labor, and Welfare in 2016, according to which women's average 

wages are 72.2% of men's. If one turns a blind eye to the realities of Japanese society, this may become an 

unconscious constraint on the core of people engaged in research and exhibition work. Thus, to question 

history from a gender perspective means not only to question the research and the exhibitions, but also to 

subject the places themselves in which the research and exhibitions are conducted to scrutiny.  

 The third problem underlying the difficulty of introducing a gender perspective into history 

exhibitions stems from the relationship between those who organize the exhibition and the visitors who 

look at the exhibition. It is conceivable that an exhibition based on the perspective of gender will expose 

the visitor to new discoveries, but it is equally possible that it will make the visitor feel a strong sense of 

unease or emotional discomfort. Furthermore, an exhibition that is easy for the visitor to understand and 

accept runs the risk of reinforcing preexisting gender consciousness and thus becoming superficial. At 

NMJH, a national museum, the problem of how and through what kind of exhibitions to question gender 

simultaneously forces one to consider the overall state of exhibitions depicting historical narratives. 

 For today's research meeting, we have prepared four reports from both Japan and overseas that 

address the three issues to provide a platform to encourage subsequent discussion and debate. Regarding 

the first issue and its presentations, Professor Hitomi Tonomura will introduce gender history form 

international perspective and its development in America, and what results it has led to. Professor Naoko 

Matsumoto will then discuss the long-term goals of NMJH's exhibitions as well as other issues considering 

archaeological research conducted in Japan. Regarding the second issue, gender in relation to the 

consciousness of researchers and the museum as a locus of research and exhibitions—Professor Janyen 

Huang will discuss her experiences in Taiwan, introducing gender perspectives across research, material 

collection, and exhibition organization. Finally, on the subject of gender about exhibitions, Ms. Lee Chor 

Lin, who played an important role in establishing new exhibition in the National Museum of Singapore, 

will share her experiences about the issues underlying the integration of history in a multicultural nation 

from the perspective of gender.  

 Lastly, I hope that today's research meeting will serve as a forum to not only learn from both 

domestic and international experiences and perspectives, but also to reflect on the rich reservoir of research 

that NMJH has accumulated up to this point and how we may be able to build on this foundation in the 

future.  

 NMJH's international research meeting held in 2006 under the title of "Gender in History 
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Exhibitions" forms a direct basis for today's research meeting. Also, although it does not directly discuss 

gender, there are many valuable suggestions to be gleaned from JSPS(KAKENHI) "Comprehensive 

Research on Museum Education, Teacher-Training, and History Exhibitions in an Age of Lifelong 

Learning" (2000-2003) when contemplating history exhibitions and gender. For example, one research 

question examined therein concerning "how war employs symbols and what kind of new symbols it 

engenders" can be rephrased as "how war employs symbols based on gender and what kind of new 

symbols it engenders," which is a direct link to the research issues we are now addressing. In response to 

problems of an extremely political nature, such as invasion and ethnic domination, that challenge the 

historical perspectives and values of both the exhibitors and the viewers, the raising of practical questions 

like "What are the kind of exhibitions that can clarify their purpose while simultaneously encouraging 

viewers to reconsider the foundations underlying the exhibition?" would surely be useful to consider in a 

discussion on exhibitions and gender.  

 I hope that this research meeting held under the theme of "How is Gender Represented in 

Historical Exhibitions?" will generate active discussion that is meaningful and worthwhile to all. This 

concludes my explanation of the aims of today's meeting. 
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アメリカにおけるジェンダー史研究状況と博物館展示 

トノムラ ヒトミ（ミシガン大学） 

 

この報告の趣旨である「歴史博物館にはジェンダーがどのように展示、または表象されている

か 」という問いは、二つの問題点を含むと考えられる。一つは、「ジェンダー」であり、これは

1980 年代後半以降にキー概念となり、今日では歴史分析の諸カテゴリーのなかでももっとも頻繁

に使われている概念の一つである。しかしこのパワフルな分析用語は、学問上、また、社会にお

いて理解され、有意義に使われているだろうか。もう一つは、「展示・表象」という、概念や解釈、

教育や実践が重なりあう、博物館において特有な挑戦である。「田んぼ」、あるいは「骨」といっ

た語とは違って、「ジェンダー」は具体的に目で見ることができない。「ジェンダー」は抽象的な

概念であり、目にみえるモノを通して 、展示がどのようにジェンダーを表象しうるのかが、課題

となってくる。 

ジェンダーは、ここ 30 年間 欧米語圏の歴史叙述と社会環境のなかで、一見メインストリーム

の位置にあるように見えるが、言葉の意味そのものやその適用の可否も論議の対象となってきた

概念である。 近では、社会と個人状況によって変化、変動するパフォーマティブな概念へと再

構築されてきているが、どの時代においても、社会をジェンダーの視点から分析するということ

は、 各時代や状況における特定の価値観や規範がどのように 「女」と「男」の生を再構成して

いるのかを考える重要な方法である。 

しかし、英語圏でも指摘されているが、「ジェンダー史」と呼ばれる歴史叙述によくある傾向の

一つは、「ジェンダー」を単に「女」にすりかえて、 ジェンダー概念を欠いた女性の歴史を書く

ことである。いうまでもなく、「女性史」はジェンダー概念が生まれる以前から蓄積されてきた意

義のある歴史研究の方法であり、これまでの成果に基づいて、今後も続けて発展が求められる分

野である。その反面、女性に関する歴史叙述において、ジェンダーというレンズを通して歴史的

状況や歴史の過程が検討されないのなら、女性の歴史を明らかにすることそれ自体によって、ジ

ェンダー的な理解に到達することは難しい。男性や男性の活動にのみ焦点を当て、そのジェンダ

ー的な性格に全く注意を払わないような研究にも、 同じことがいえる。日本では、「ジェンダー」

は適切な訳語をもたない、一般的には語義すら不明瞭な外来語である。アカデミズムの世界では、

学問的叙述においても学会の組織や運営においても、ジェンダーは、きわめてゆっくりとしか浸

透してきていないようにみえる。一般社会においても広く理解されているわけではなく、政治的

方針への反映や政策の実行は、きわめて不十分な状態にあるように見える。 

この重要かつ複雑な概念である「ジェンダー」を、博物館で提示または示唆するのには、さま

ざまな考慮と試みが必要とされるだろう。まず、物理的にみて、博物館は、一定の区切られた空

間をもち、その空間は展示品を展示するために目的意識的に利用される。そこでの展示品は注意

深く選定され、適切な照明と来館者にとってわかりやすい解説のもとで、意図された流れのなか

での特定の位置に配置される。この限られたスペースと目的のもとで行われる展示表現の根本的

な難しさは、利用可能な展示物が、作られた時点で既に本質的にジェンダー化されているという

ところにあるのかもしれない。日本では、女性によって書かれたものや、女性によって作られた



－ 12 － 

ビジュアル資料は、時代によっては豊富に存在し多くを物語ってくれるのだが、それよりさらに

多くの資料は、男性によって作られ、彼ら自身の活動を示すものであるか、男性によって眼差さ

れた女性を描くものである。また、歴史的なコンテクストをジェンダー的に理解するということ

は、しばしば関係性を問うことを意味しており、ある状況下での女性の不在は、女性が存在する

場合と同じく、ジェンダー分析の素材となる。女性だけがジェンダーを「表象する」存在ではな

く、男性もまたジェンダー化されていることを念頭に、来館者に伝わる適切な説明を加えるのが

博物館の役割であろう。 

たとえば、中世の合戦図をみてみよう。もしそれが男性の武士だけを描いているとすれば、そ

れはどのようなジェンダー的な意味を示しているのだろうか。この男性の表示は何を意味し、［女

性不在］とどう関わっているのだろうか。また、別の例として、しばしば展示される江戸時代の

参勤交代の様子を描いたパネル展示を考えてみよう。絵の中の行列に描かれているのは、無論男

性武士である。それらの男性と並べるような形で、国元にいて長期間家を維持し、家計を管理し、

子供を育てているはずの女性や奉公人、行列に加わっていない男性、そして子どもの生活を示す

ような展示を、私はいまだ見たことがない。近松門左衛門の浄瑠璃に描かれるような残された家

族の状況を素材として用いることはできないのだろうか。資料のキャプションや効果的な強調、

配置を通して、ジェンダー的な意味を与えるのは、キュレーターなのである。 

近、「ジェンダー考古学」の分野において、きわめて重要な展開が起こってきている。すなわ

ち、1980 年代以降「ジェンダー考古学」は、「歴史家による過去の再構成に用いられる典型的な

要素である文書史料に対する、男性中心主義によるバイアスと、性差別的な仮説やモデル」を厳

しく批判することによって、遺物の解釈から生み出される仮説を大きく変容させてきている。既

存のモデルや仮説を問い直すという、「ジェンダー考古学」の研究者が実際にやってみせてきた手

法は、歴史的過去から立ち現れる、いかなる文献やビジュアル資料にも適用しうるであろう。 

この報告を作成するにあたって、私は、この研究集会を組織した研究者たちに、なぜ「歴史展

示における表象を問う」という課題を提起したのかを問うてみたい。研究集会での討議は、人間

の歴史の重要な側面を解き明かすうえで役に立つはずであるが、それは一方で今日の社会状況を

反映するいわば政治的な行為でもあろう。男性＝公的領域、女性＝私的領域とするような、今日

もなお社会を悩ませ続けていると思われるジェンダー・イデオロギーにたいして、博物館は、対

抗的な語りを呈示することができる。大多数の日本の大学における歴史研究者のゆがんだ男女比

を思い浮かべるだけでも、国立歴史民俗博物館のような研究・教育機関は、ジェンダー表象とい

う課題に光をあてる切実な役割を担っているに違いない。 

後に、英語圏の歴史叙述における 近の学問的傾向について述べたい。世界的に急成長して

いる分野に、グローバル・ヒストリーと環境史がある。これまでのところ、両分野ともに、ジェ

ンダー史の観点を組み込んだ研究成果は比較的少ない。ここには、利用可能な資料の取り扱い方

と解釈の方法という点で、改善と発展の余地が多くある。また、アメリカの学術研究において、

近年歴史的分析によく用いられる言葉として intersectionality というものがあるが、これは、「ジェ

ンダー、階級、人種」の複合と重層として社会現象を分析、記述することを意味する。このよう

な学問的関心は、諸大学が、現実の社会状況を反映し、「多様性、平等、包摂」という理念を学術

面とキャンパスコミュニティー両面において、達成すべき課題としていることの表れである。 
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Gender studies in the United States and Exhibitions 
 

Hitomi Tonomura, University of Michigan 

 

 The central theme of this symposium, “How is Gender Represented in Historical Exhibitions,” is 

a big question that encompasses two challenging conceptual components. The first is “gender,” a key term 

since the late 1980s and now one of the most frequently used categories of historical analysis. Despite its 

seemingly mainstream status in much of Western-language historiography, the meaning of the term or even 

its applicability has been questioned, destabilized, and refined into a category that is more performative, 

especially in association with “sex.” Gendering the past is a way to imagine the past lives of women and 

men, who together constituted a given society structured by certain values and imperatives. Nevertheless, 

one of the greatest tendencies in incorporating “gender” in historical analysis is substitution of “women” 

for “gender.” Focusing on women and writing women’s history is a valuable practice but it is different from 

examining a historical situation or process through a gendered lens. A historical examination of women per 

se does not necessarily offer a gendered understanding, unless framed and analyzed from a gendered angle. 

Equally true and unfortunate in a historian’s practice is an investigation that exclusively focuses on men 

and their activities without any awareness of their gendered character. While it is not only in the context of 

the Japanese-language historiography that the concept of “gender” lacks clarity in its use or remains outside 

the framework of scholarly consideration, in Japan, “gender” is a foreign term without a Japanese-language 

equivalent and seems to have only slowly become acclimated within the academic circle and is even more 

slowly embraced by broader society. 

 The second challenging component of the initial question, “How is Gender Represented in 

Historical Exhibitions” is the notion of “representation.” Unlike the term “women,” “men,” “rice field,” or 

“bone,” “gender” is not concretely visible. It is a concept and, as such, how can an exhibit represent it 

through the visible manifestations of materials? A museum operates within a bounded space, which is 

utilized purposefully to exhibit items that are carefully selected and placed at specific locations in a 

meaningful sequence, under appropriate lighting and with visitor-friendly explanatory guides. The 

fundamental obstacle in representation may be the gendered nature of the available materials. Although 

written and visual sources produced by women are, relatively speaking, plentiful in Japan, many more 

sources were created by men, show men’s activities, or depict women through a male gaze. In this context, 

it is important to remember that men, too, are gendered; women are not the only ones who “represent” 

gender. A gendered understanding of a historical context often is relational, and the absence of women in a 

particular setting is as much a source of gendered analysis as is the presence of women. An example is the 

depiction of medieval battles. If the painting shows only male fighters, what gendered meanings does it 

generate? Another example is the frequently displayed painted panels of men in alternate attendance 

(sankin kōtai) in the Edo period. I have yet to see an exhibit that shows, alongside the panels depicting men 

in procession, the lives of women, other men, and children, back home while they managed the house, 
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administered finances, and educated children for an extended period, although Chikamatsu Monzaemon 

wrote several plays on the conditions at home. Whether or not the depicted material shows males or 

females, it is the curator who assigns the material gendered meanings through notations or effective 

emphasis and placement. In this vein, an impressive development has occurred in the field of “gendered 

archaeology,” which, since the 1980s, has vastly transformed the interpretive assumptions of artifacts by 

assailing the “androcentric bias in the written sources and the sexist assumptions and models that are 

typically part of the historian’s reconstruction of the past.”  The method that questions the prior models 

and assumptions—which “gender archaeology” scholars have demonstrated—can be applied to any textual 

or visual sources that emerge from our historical past.  

 Thirdly, I wish to ask the organizer of the symposium why they asked the question: “How is 

Gender Represented in Historical Exhibitions?” What was the purpose of asking the question? The 

symposium’s discussion, which should help to explicate a crucial dimension of human history, is a political 

act that in turn reflects today’s social condition. A museum can offer a counter-narrative to the modern 

gender ideology, such as the association of men only with the public space and women only with the 

domestic space, which seems to continue to afflict society today. The skewed gender distribution of 

historians in most Universities alone suggests the dire need to highlight the question of gender 

representation in educational institutions, such as the National Museum of History.  

 Finally, I wish to mention new scholarly trends in English-language historical writings. The 

recently burgeoning fields include world or global history and environmental history. So far, both fields 

have incorporated relatively few cross-thematic interpretations with gender history. There is much room for 

innovation in the treatment of available sources and methods of interpretation. Also, the recent and 

frequently used language of historical analysis in the scholarly enterprise in the United States is 

intersectionality, which addresses social phenomena through the combined standpoint of gender, class, and 

race. These concerns directly reflect social conditions and the University’s attempt to address its motto, 

“diversity, equity and inclusion,” across the campus community. 

 

*トノムラ氏には、英文要旨の執筆後、改めて日本語による要旨を執筆していただいたため、文章に若干の差があるが、趣旨は

同一である。 
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博物館の資料収集・展示におけるジェンダー：台湾での経験から        

黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所） 

 

台湾でジェンダーは如何に博物館の課題となったか 

台湾では、2004 年に性別平等教育法が成立し、それ以降、政府は各部門を通じて、ジェンダー

平等を積極的に進めるようになった。たとえば、公立機関では必ず性別平等委員会を設立し、機

関内における性別平等に対して監督や助言の役割を持たせること、および公立博物館でのジェン

ダー平等の実施計画作成、を挙げることができる。博物館の実施計画では、収集展示と研究、入

場者、人事などにおいて、女性の参加を促進し、性別に関する差別を避けることが定められてい

る。しかし、行政部門によって進められたジェンダー平等は、形式的なものに留まる恐れがあり、

しかも文化領域の仕事に影響を及ぼしかねない事態となったこともあった。 

無形文化遺産の保護事業を一例として挙げると、ジェンダー平等の専門家は、文化財行政機関

に、国指定の無形民俗文化財に見られる男尊女卑、女性を貶めるような民間習慣を変えるよう求

めている。一方、無形文化遺産においては、各コミュニティの文化に対する権利および文化の多

様性が重要視され、両者の主張が矛盾することとなる。上述のような形式的な政策ではなく、次

に述べる幾つかの背景こそが、台湾の博物館に自覚的にジェンダーの課題に向き合わせる重要な

要因といえよう。 

まず、台湾では、これまでに多くの博物館学の研究と学術活動が積み重ねられてきた。そのた

め、博物館に関連する現代社会の課題を迅速に議論することが可能である。台湾の博物館法が正

式に成立したのは 2015 年であるが、1996 年には早くも国立大学の中に、博物館学研究所が設置

された。現在、台湾には「博物館」を冠した研究所が三つあり、博物館研究専門の学者も少なか

らず在籍している。過去十年にわたって、平均して毎年 7、8 回の博物館関連シンポジウムが開か

れ、博物館をテーマとする学術雑誌が二種類刊行されている。修士課程では、博物館学の研究と

教育が着々と進められ、ここ二十数年の間に、たくさんの研究論文が執筆され、博物館に関する

研究課題も多元化している。それらの研究において、ジェンダーに関わる課題も近年に至って重

要視されるようになり、それを意識した展覧会の構築も促進されている。 

 二つ目の背景として、台湾という国は、多元的な民族と多元的な文化による複合共同体である

ため、多元的な文化をめぐる課題について、かねてから関心が持たれていることが挙げられる。

この課題はジェンダーにも関係しており、中でも も関心を寄せられているのは新移民女性の問

題である。1990 年以降、台湾政府は外国労働力、東南アジアと中国からの結婚移民者を受け入れ

るようになり、台湾本土の文化は、さらに複雑な多元性と混合性を有するようになった。一般の

外国籍労働力とは異なり、外国籍の女性が台湾の家庭に入り、のちに新世代の母親になったこと

は、台湾本土の文化に大きな影響を与えた。台湾への新メンバーが社会にとけこむのを促し、新

世代の社会融合問題に応えうるように、もしくは「新台湾の子」の母親が、その母国文化、およ

び台湾での経験との差異、適応と意識転換とを、併せてより良く理解するように、多くの関連展

覧会と教育活動が行われた。 
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 そして、三番目の背景として挙げられるのは、台湾の博物館はパクリック．ヒストリーを重視

していることである。この点が博物館におけるジェンダーの課題の捉え直しを促し、独自のコレ

クションと展示までを生み出したのである。特に、歴史のなかの女性、あるいは女性の歴史観を

どのように記録し、描くのかに関して、独自の資料収集と展示が行われた。 

 

博物館におけるジェンダー研究の現状 

近代以降、社会に訴える代表的な場として、博物館は以前からジェンダーの問題と深く向き合

ってきた。例えば、フェミニズム運動における自己のアイデンティティを主張する場として、女

性の作品を専門的に収集する博物館が現れた。その代表として、アメリカワシントン特区の「国

立女性美術館」（National Museum of Women in the Arts）とダラスの「女性博物館・未来学院」（The 

Women’s Museum: An Institute for the Future）を挙げることができよう。両館はともに、女性が科学、

商業、宗教、芸術、及びフェミニズム運動において収めた成果を広く記録する博物館である。ま

た同性愛をテーマとする博物館もある。例えば、ベルリンのゲイ博物館（Schwules Museum）では、

同性愛者が受けた迫害と、同性愛者の解放運動がたどった軌跡が記録されている。そのほか、1980

年代、ジェンダー平等の主張に応えるため、一部の博物館では、展示の中に女性の存在を加える

ことが試みられ、とくに展示される歴史そのものの中に女性の存在を如何に位置づけていくこと

がいろいろ模索されてきている。 

過去にあった男性視点の歴史記述、及び女性の活動、発言を制約する社会のメカニズムを見直

すことは、博物館の運営において新たな挑戦をもたらす。研究史において指摘されるように、長

きにわたって、歴史の記録、定義と解釈は男性の手に委ねられてきた。そのため、女性があげる

声の力は弱く、ゆえに女性にかかわる歴史的資料に対する認識と保存にも影響が及んだ。しかも

既存の歴史観にたってみる限り、女性の作品あるいは女性にまつわる史資料の意義は理解できな

い。女性独特の視点を浮き彫りにするため、初期のフェミニストは歴史における偉大な女性を探

し、あるいは女性による作品を通して、女性に発言の場を持たせるように努めた。 

しかし、近年の研究においては、「女性の視点」は、女性による成功の強調、女性の作品、ある

いは女性による企画展示などの形に単純化されるべきではなく、歴史に記録された男性視点もし

くは国家的共同体の価値観を根本から読み解いて、固定化された過去の性別イメージを打ち破り、

歴史解釈の可能性を探ることこそ、女性視点を際立たせる上で も重要であると指摘されている。

新しい世代のフェミニストは、多元論を主張し、また、歴史は単線的に変遷するものではないと

考え、一元論では、同時代に現れた異なる階層、地域、民族と性差の歴史を反映することができ

ないとも強調している。加えて、展示では、過去の客観的、理性的論述を重視する立場を打ち破

り、主観的な経験や感情を表すよう試みるべきと考えられるようになった。つまるところ、歴史

を語るうえでのジェンダーの意義は、女性に関心を払うだけでなく、立場、価値観と方法に制約

せられた過去の歴史記録を見直し、再解釈の可能性を探ることにこそある。 

 

博物館、パブリック・ヒストリーと新しい形の資料収集・展示 

歴史学を主軸とする典型的な歴史博物館とは異なり、国立台湾歴史博物館は「みんなの博物館」
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と位置づけられ、社会の包容性と文化の平等性を促進する社会活動への参与を責務としている。

したがって、伝統的な歴史研究や教育に比べて、国立台湾歴史博物館は、パブリック．ヒストリ

ーの研究、資料収集、展示と教育に努力している。歴史学は過去を探究する学問であり、長い間

マクロヒストリー（marcohistry）の変遷が中心的な課題とされてきた。パブリック．ヒストリー

は、研究者に、歴史学の目的とその方法、個人と時代、日常と非日常の結びつけ方の見直しを促

すものであり、さらに、ジェンダーと歴史記録に関する課題に応えることも期待されている。 

 国立台湾歴史博物館が進めたパブリック．ヒストリー計画の中で、「女性を歴史に入らせる」と

題したいくつかの計画が実践され、それらは資料収集と展示における新たな可能性を拓いた。以

下、そのうちの二つを紹介したい。 

2003 年、同館の準備段階において「台湾女性研究計画書」を策定し、現在、報告書のほかウェ

ブサイトも作成し、その研究成果を公開してきている。この計画によって、九つのテーマからな

る女性についての資料が収集された。そこには、身体文化、結婚と家庭、女性と台湾の民間信仰、

女性と日常生活、女子教育、女性と労働、女性人物の特集、女性の創作、フェミニズム運動が含

まれており、各テーマを通して、台湾の歴史における異なる時期の女性イメージを浮き彫りにす

ることができた。さらに、女性が家庭から職場に進出し、身体の束縛から解放されるといった過

程から、台湾女性の新たな文化的特質が浮かび上がることが期待されている。 

 二つ目は 2008 年から 2011 年までの「台湾女性の映像記録」という計画である。映像記録のテ

ーマは「戦時下の女性の経験」と「女性の日常生活」の二つに分かれており、48 名の 60 歳以上

の女性をインタビューの対象とし、細かな聞き取りを記録したものである。この計画では、個人

の経験を歴史の大きな流れに結びつけるだけではなく、特にオーラルヒストリーと、その取材中

の現場そのものを資料として記録するという意図が明確にされている。そのほか、個人史を単位

とする史資料の収集、及び個人の主観と感情を意識した歴史資料の収集と展示の方法は、博物館

がジェンダーの課題にどのように応えるかという問いに対しても参考になろう。 
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Gender in Museum Data Acquisition and Exhibitions: From My 
Experiences in Taiwan 
 

Janyen Huang: Institute of Museum Studies Taipei National University of the Arts 

 

How Did Gender Become an Issue in Taiwan? 

  

 Since the Gender Equity Education Act was implemented in Taiwan in 2004, the government has 

proactively encouraged gender equality through each of its divisions. For example, all public institutions 

are required to form a gender equity education committee that is responsible for supervision and guidance 

with regard to gender equality matters and plan to further gender equality in public museums. The latter 

plan stipulates that the presence of women must be encouraged and sexual discrimination avoided in 

connection with exhibitions, research, visitors, and personnel. However, efforts by the government to 

further gender equality not only run the risk of becoming superficial, they have occasionally threatened to 

impact work in the cultural sphere. 

 To cite one example from the initiative to safeguard intangible cultural heritages, specialists in 

gender equality appeal to cultural heritage administrative bodies to change any perceived dominance of 

men over women and any popular customs that demean women in government-designated intangible 

folklore cultural assets. On the other hand, there is also an emphasis on respecting each community's 

cultural autonomy and diversity, thus leading to a contradiction between these two purported goals. Rather 

than the aforementioned policies, which are shallow and superficial at best, it is the following background 

and context that I will explicate which can be regarded as decisive in forcing Taiwan's museums to 

consciously engage with the issue of gender. 

 First, a great amount of research and scholarly activity pertaining to museum studies have 

accumulated in Taiwan up to this point. Thus, it is possible to promptly draw on sources to discuss issues in 

contemporary society pertinent to museums. Taiwan's Museum Law formally took effect in 2015, but as 

early as in 1996 research institutes for museum studies were established in public universities. At present, 

there are three research institutes designated "museums" in Taiwan, and there are quite a few scholars 

specializing in museum research who are associated with these institutes. On average, 7 to 8 times a year 

over the past 10 years a museum-related symposium has been convened, in addition to the publication of 

two different scholarly journals focusing on museums. There has been a steady advancement of research 

and education in museum studies among M.A. programs and, during the past 20 years, many research 

papers have been published and research questions related to museums have diversified. In recent years, 

gender issues have assumed greater importance among research, and there has also been an advancement in 

the construction of exhibitions conscious of such issues. 

 The second background is that Taiwan as a country possesses a complex community with a 

heterogenous population of ethnic groups and cultures, and consequently there has long been an interest in 

issues pertaining to cultural diversity. Such issues are also relevant to gender. The case of the "new 
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immigrant women" has attracted an especially large amount of attention. Since the 1990s, the Taiwanese 

government began to accept foreign labor as well as immigrants through marriage from Southeast Asia and 

China, and the Taiwanese mainland culture came to possess a more complex form of diversity and mixing. 

Unlike other foreign laborers, women with foreign citizenship entered Taiwanese families, and the fact that 

they later become the mothers of a new generation had a significant impact on Taiwan's mainland culture. 

Many associated exhibitions and educational activities were organized either in order to encourage 

Taiwan's new members to blend into its society and thus facilitate societal unity for a new generation, or so 

that the mothers of the children of a new Taiwan could understand more deeply the differences between the 

lands of their origin as well as their different experiences in Taiwan via a combination of adaptation and a 

shift of perception. 

 The third piece of context worth emphasizing is that Taiwan's museums emphasize public history. 

Through taking the view of public history into gender studies, it could contribute for the basic methods of 

the collection of historical resources and exhibitions to be re-examined and changed. In particular, original 

resources and exhibitions have been conducted on the topic of recording and depicting women throughout 

history as well as the historical views of women.  

 

The State of Gender Research in Museums 

  

 In the modern era, museums have long dealt on a profound level with issues of gender, thus 

making them notable places to bring such issues to the attention of society. For example, museums that 

specialize in collecting women's artistic works have emerged, thereby positioning them as places in which 

to assert personal identity in the feminist movement. Notable examples are America's National Museum of 

Women in the Arts in Washington D.C. and The Women's Museum: An Institute for the Future in Dallas. 

Both museums extensively cover the achievements of women in the fields of science, business, religion, art, 

and the feminist movement. There are also museums that focus on homosexuality. For instance, the 

Schwules Museum in Berlin traces the history of persecution faced by homosexuals and the gay liberation 

movement. Besides these examples, during the 1980s some museums attempted to incorporate the 

existence of women into their exhibits, and they particularly explored how they could potentially locate the 

existence of women within the historical exhibitions themselves. 

 The task of reassessing past history recorded from a male perspective as well as the mechanisms 

of a society that limits the actions and voices of women has created new challenges for museum operations. 

As evident in the history of research, for a long time the chronicling, categorizing, and analysis of history 

has been left in the hands of men. The voices of women have been faint at best, and this factor has gone on 

to impact both the awareness and the preservation of historical materials about women. Furthermore, one 

cannot comprehend materials relating to women or women's artistic works by solely utilizing current 

historical perspectives. In order to bring the unique viewpoint of women to the fore, early feminists 

searched for distinguished women throughout history or sought to provide women a place to voice 

themselves via artistic works created by female artists.  
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 However, in recent historiography some argue that the perspective of women should not be 

simplified into a pattern of stressing women's successes or artistic works and exhibitions by women. Rather, 

they say that it is the following—eliciting the possibilities of historical analysis by untangling on a core 

level both the male perspectives in historical records and the set of values underlying national communities, 

breaking stereotyped gender images of the past, and sounding out the possibilities of historical 

analyses—that are most pivotal in bringing the perspectives of women to the fore. A new generation of 

feminists advocate a pluralistic approach, reasoning that history does not follow a single track during its 

transformations, and they stress that a monistic view is unable to reflect the history of differing hierarchies, 

regions, ethnic groups, and gender that all exist simultaneously during a single time period. In addition, 

they reason that there needs to be an attempt to express subjective experience and emotion by parting with 

standpoints that stress past objective and logical discourse. To summarize, the meaning and significance of 

gender in a discussion of history lies not in taking a greater interest in women, but in reassessing past 

historical records limited by certain standpoints, values, and methods and in seeking out the potential for 

reinterpretation. 

 

Museums and Public History: A New Pattern for Material Collection and Exhibitions 

  

 Unlike typical history museums that focus solely on the study of history, the National Museum of 

Taiwan History is regarded as a "museum for all," and it therefore has the responsibility to contribute to 

public activities promoting society's inclusiveness and the equality of cultures. Thus, the National Museum 

of Taiwan History puts more effort into research, material collection, exhibitions, and education that pertain 

to public history rather than to traditional historical research and education. As the study of history is a field 

of scholarship that explores the past, for a long time it is shifts in macrohistory that were treated as central 

issues. Public history, on the other hand, encourages a reassessment of the study of history and its methods, 

of the individual and of the age, and of the joining of the everyday with the extraordinary. It is further 

hoped that public history can also respond to issues concerning gender and historical records.      

 Among the public history projects that the National Museum of Taiwan History has promoted, 

several projects focusing on "putting women in history" have been implemented, and these have opened up 

new opportunities in material collection and exhibitions. I would like to introduce two of these projects 

below.   

 In 2003, the National Museum of Taiwan History brought a project to research Taiwanese women 

out of its preliminary stages, and, at present, it has produced reports and websites in addition to publicly 

releasing its research results. In accordance with this project, historical materials about women were 

organized into nine different themes, which include body culture, marriage and family, women and 

Taiwanese religious beliefs, women and everyday life, education of women, women and work, cover 

stories of talented women, female creative work, and the feminist movement. Each theme helped to shed 

light on women in different periods of Taiwan's history. With the trend of women experiencing further 

liberation and less physical restraint due to their advance from the household and into the workplace, it is 
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expected that Taiwanese women will continue to demonstrate new cultural characteristics.  

 The second project is the video recording of Taiwanese women from 2008 to 2011. The theme of 

these video recordings falls under two categories: the experience of women during war and the everyday 

life of women. The interviewees were 48 women over the age of 60, and careful notes were taken during 

these sessions. The motive behind this project is not to connect the individual's experience with the larger 

trends of history, but it is aimed to record oral history and the scenes described within the interviews 

themselves as historical record. Also, the accumulation of historical materials that count each individual's 

history, in addition to the exhibition methods and collection of historical materials that demonstrate full 

awareness of the individual's subjectivity and emotions, will no doubt provide a useful reference point 

when attempting to answer the question "How can museums address the issue of gender?"  
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從性別議題看博物館之蒐藏與展示：臺灣經驗 

黃貞燕（國立臺北藝術大學博物館研究所） 

 

性別議題如何進入臺灣的博物館 

        臺灣於 2004 年成立性別平等教育法，開始透過政府各部門積極推動。例如，公立機構設

立性別平等委員會，公立博物館擬定性別平等實施計畫，確認博物館在典藏展示研究、觀眾服務、

人事等面向推動性別平等作為。但是，透過行政系統推動的性別平等，經常只能在形式層面有所約

束，甚至對文化領域工作有所干擾。以無形文化遺產保護事業為例，性別平等的專家要求主管機關

輔導那些國家指定無形民俗文化財，改變其中男尊女卑、帶有歧視女性的民間習慣，但是這些要求，

反而與無形文化遺產重視各社群之文化權、文化多樣性表現的主張有所牴觸。 

        比起政策，以下幾個背景才是讓臺灣的博物館自覺地面對性別議題的關鍵原因。首先，豐

富的博物館學研究與學術活動，使得與博物館有關的當代社會議題快速進入論述領域。臺灣的博物

館法正式成立於 2015 年，但是早在 1996 年就在國立大學設立博物館學研究所，目前全臺灣有三個

以博物館為名的研究所，其他涉及博物館學者不在少數，近十年來平均每年有七、八個有關博物館

的研討會，有兩本以博物館為主題的學術期刊。由於碩士班博物館學研究與教學之推動，二十多年

來大量的博物館研究論文產出，博物館研究議題也十分豐富多元。其中性別相關議題近年非常受到

重視，也促成了一些性別議題意識下的展覽登場。 

        其次，由於臺灣做為多元族群、多元文化的複雜共同體，多元文化議題長久來受到高度關

注。由於多元文化議題連帶涉及到的性別議題， 為重要的就是新移民中女性。在 1990 年後，臺

灣政府開放外國勞動力與東南亞、中國籍婚姻移民，使得台灣本土文化更具多元性與混雜性

(hybridity)。不同於一般外籍勞工，外籍新娘進入臺灣家庭組織中，成為新世代的母親，對於臺灣本

土文化帶來不容忽視的影響，或是為了促進臺灣新成員之融入社會、回應新世代之社會融合的問題，

或者為了進一步理解「新臺灣之子」的母親，包括其母國文化以及在臺灣遭遇的差異、適應與意識

轉化等，出現不少相關的展示與教育活動。 

        再者，臺灣的博物館對於大眾歷史的重視，也促成了博物館性別議題的反思，甚至是發展

出獨特的博物館蒐藏與展示的實踐，特別是如何紀錄、描述歷史中的女性、女性的歷史觀等。 

 

博物館之性別議題研究概況 

        做為近代以降社會發聲的代表場域，博物館向來與性別議題關系密切。例如，做為女權運

動自我表述的基地，出現專門典藏女性作品或物件的女性博物館，代表者如位於美國華盛頓特區的

「女性藝術博物館」(National Museum of Women in the Arts)，位於達拉斯的「女性博物館：未來學

院」(The Women’s Museum : An Institute for the Future)，廣泛記錄女性在科技、商業、宗教、藝術及

婦女解放運動等領域的成就，也有同性戀的主題博物館，如柏林同志博物館（Schwules Museum），

記錄同性戀者遭受的迫害以及同性戀權利運動軌跡等。1980 年代，為了回應性別平等主張，有些博

物館嘗試在展示中加入女性的聲音與形象，特別是如何讓女人走入歷史，更是焦點課題。 
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        對過去男性觀點歷史論述，以及限制女性發展、發聲的社會機制之反思，對博物館的運作

帶來全面的挑戰。研究指出，由於歷史書寫的權力長期掌握在男性手中，包括如何紀錄、定義、詮

釋的權力，女性的聲音較為幽微，也連帶地影響到有關女性之歷史物質證據的認識與保存，如果抱

持既有歷史思維，甚至可能對女性作品或物件「視而不見」。為了彰顯女性獨特的觀點，早期的女

性主義學者或是致力尋找歷史中偉大的女性，或是專注於使用女性的作品，讓女性發聲。但是研究

進一步指出，「女性觀點」不應該被簡約成強調女性的成就、展示女性作品或物件，或者由女性策

展等形式，更為關鍵的是，應該從根本破解歷史書寫中的男性觀點或國家共同體價值觀，打破過去

性別刻板形象，尋求歷史詮釋的可能性。新一代女性主義學者提出多元論述的主張，強調歷史並非

線性發展，一元論述無法反映同一時代不同的階層、區域、族群、 性別的歷史。此外，展示也應該

勇於破除過去偏重客觀、理性的論述立場，嘗試呈現主觀經驗與情感。總之，性別議題對歷史書寫

的意義，不應該只是獨重女性，而是全面省思過去歷史論述在立場、價值觀、方法上的束縛，以及

詮釋的可能性。 

 

博物館、大眾歷史與新形態蒐藏與展示 
        和以歷史學科為主軸的典範型歷史博物館不同，國立臺灣歷史博物館定位為「大家的博物

館」，並以促進社會包容與文化平權等博物館之社會參與為已責。因此，比起傳統的歷史研究與教

育，大眾歷史的研究、蒐藏、展示與教育，更是國立臺灣歷史博物館致力所在。歷史學，是一門探

究過去的學科，長久來以大歷史變遷為研究核心課題，大眾歷史，促使研究者重新思考歷史學科知

識的性質與目的，個人與時代、日常與非日常如何連結，也希望進一步回應性別與歷史書寫的議題。 

        國立臺灣歷史博物館所推動的大眾歷史計畫中，有幾個計畫為「讓女性走入歷史」開啟了

新的蒐藏與展示的可能性：2003 年博物館籌備階段啟動的「臺灣女人研究計畫」並建置網站，公開

分享成果。該計畫從九個主題來蒐集女性史料，包括身體文化、婚姻與家庭、女性與臺灣的民間信

仰、女性與日常生活、女子教育、不同工作場域的女人、女性人物特寫、女性創作、婦女運動等。

透過各項議題彰顯不同時期臺灣歷史中女性的各種形象，臺灣女人從家庭進入社會職場中，從身體

的束縛到解放，期能呈現臺灣女人的文化特質。2008－2011 年期間的「臺灣女人影像紀錄」，分為

「戰爭中的女性經驗」、「女性的日常生活」兩個主題，就 48 位 60歲以上的女性進行了細膩的口

述歷史訪談，不但企圖讓個人經驗與大時代連結，也刻意地讓口述歷史與其現場本身，成為史料。

此外，以個人生命史為單位的蒐藏，以及注重個人主觀經驗與情感的展示，都為博物館如何透過蒐

藏展示回應性別議題提供了參考。 
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統合の歴史―シンガポール国立博物館におけるケース・スタディ 2006-2015― 

リー・コー・リン（シンガポール国立博物館前館長） 

 

シンガポール史に関する書物はこの 20 年間で多様化したとはいえ、博物館の文脈での歴史展示

は それほどダイナミックなものではなかった。1984 年、国立博物館では大規模修繕が行われ、

歴史ギャラリーが開設されて、ギャラリーには 20 のジオラマを設置された。それぞれのジオラマ

は、例えばスタンフォード・ラッフルズ卿のシンガポール上陸のような特別な政治的出来事など、

歴史的に重要な時点をとらえたスナップ写真のようなものであった。また、これらのジオラマは、

主に、イギリスがシンガポールを植民地として建設し始めた 1819 年から、シンガポールが独立

を達成した 1965 年までの期間に焦点をあてたものである。それまで、わが国の歴史は、学校で

使用する標準歴史教科書も発行していた教育省が定めたシラバスに近い、政治的に決定された公

式に従って描かれていたのである。  

わが国の独立 30 周年を祝う 1995 年、国防省は、自ら主導して、アメリカのエキシビジョンデ

ザイナーの支援を受け、大規模な体験型展示の作成を依頼した。この展示は、1965 年に始まり国

造りの課題と認識されていたわが国の歴史の短さを強調するもので、決められたシンガポール史

の節目を訪問者に伝えるため、本物の役者による再現ドラマや視聴覚技術、オブジェクトシアタ

ーなどテーマパークのテクニックを用いたものである。このようなマルチメディアを用いながら

も単線的な理解にたつ展示は、2003 年から 2006 年にかけて、私が美術館改修の役割を担った際

に計画・設計した歴史ギャラリーの対極に位置するものであった。 

本報告では、シンガポール史の展示を変えた私たちの展示企画のプロセスについて検討したい。

このギャラリーは、計画、デザイン、構築、設置までに約 3 年を費やした。床面積約 1000 平方

メートルのギャラリーには、音声による説明で約 8 時間分に相当する 1000 以上の展示物が陳列

されている。歴史に関する従来型の展示とこのギャラリーの 大の違いの一つは、シンガポール

の歴史の語りを 1300 年頃までさかのぼらせ、展示が、通常シンガポールの人々が考える時点よ

り 600 年ほど早められたことである。これにより、東南アジアにおける貿易の動向を考察し、シ

ンガポール島を、古いジャワやシャムの文脈、また後のジョホールやリアウ・リンガというマレ

ー族の勢力圏との関係のなかで位置づけ、テマセックと呼ばれるマレー族の王領の存在を説明す

ることが可能となったのである。 

シンガポール史に関する文脈を広げることは、様々な方法、切り口、視点によって深い理解に

到達できることをも意味した。歴史における多様性を探求したことによって、我々は同時に二つ

の見学順路を作ることとなり、来館者は、それによって一つの歴史に対する別の側面を知ること

になった 。  

ギャラリーには、大きく分けて二つの見学順路がある。一つは、「H」を冠した、年代順の歴史

をたどるメインの順路であり、男性視点に立つことの多い、公式に語られた歴史である。もう一

つは、「パーソナル・パス」と呼ばれる、公式の歴史とは異なる情報や視点を訪問者に提供するも

のである。訪問者が公式の物語ともう一つの物語の間をジグザグに行き来できるよう、小さな通
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路も作られた。訪問客は無意識に行ったり来たりするが、それこそが私たちの意図するところで

あった。なぜなら、歴史は、一本の筋道に沿って発展してきたわけではないからである。  

従来にない私たちのアプローチは、スタンフォード・ラッフルズ卿のシンガポールの創設に関

する展示にもっともよく表れている。ここでは、ラッフルズ卿の妻の視点、ラッフルズ卿の敵（ウ

ィリアム・ファークアー）の視点、そして、イギリスのために権力と主権 を奪われたマレーのス

ルタンの視点から語られている。これらは、ラッフルズ卿の偉大な成功の下に埋もれ、はっきり

したわかりやすい物語をえがくために隠されていた語りである。シンガポール史を標準教科書で

学ぶと、ラッフルズ卿がシンガポールで丸 3 年(1819 年に条約を結んでからシンガポールに 2 年)

過ごしたことは、簡単に忘れてしまう。ラッフルズ卿は、統治のための予算もインフラもなしに

フィリアム・ファークラーをシンガポールに残したが、そこで彼が直面した課題を理解すること

もないだろう。実際、ファークラーが成功した理由は、彼の親しみやすい人柄、地元及び多民族

のビジネス社会での広いネットワークだったのである。ファークラーがラッフルズと不和になっ

た一方、ファークラーは、シンガポールを離れる際に、地元コミュニティから多くの贈り物を送

られたのである。  

ラッフルズ卿がシンガポールの建国者であるという従来の見方は、実は、寡婦となった夫人に

よる優れた PR 活動の成果によるものであった。ギャラリーでは実際に、ラッフルズ夫人の見解

を知ることができる。スルタンの悲しい物語は、地元の権力が近代的なヨーロッパの力と後継者

争いの中で弱まっていったことを思い起こせさる。ラッフルズ卿も、はじめてその栄光を他の登

場人物と共有することになり、このようなさまざまな視点が併行して展示されることになった。

ラッフルズ卿の覇権は、覆されたのである。もちろん、我々は、より伝統的で教科書的な見方を

好む人びとからは、ラッフルズ卿を軽視しているとの批判を受けた。  

約 600 年間を旅するギャラリーの中で、シンガポールは、女性、子供、征服者と被征服者、当

局者と反体制派、主人と使用人といったさまざまな社会的および経済的バックグラウンドを持つ

人々の目を通して描かれている。歴史の語りに資するために迎え入れられたすべての登場人物は、

文書史料や歴史的記録、調査インタビューによって研究されてきている。 

オーディオおよびビジュアル素材、特にオーディオ素材も多く使われている。アーカイブ資料

のなかでも声や動画は、展示物や歴史の語りへの直接的な感情を生み出す。オリジナルの音声が

利用できない場合は、ストーリーを適切に描くことができるよう、テキストを読み上げる声優を

入念に選抜した。 

コンテンツは、これまでに私たちが手がけたどのギャラリーよりも豊富である。研究だけでな

く、自然に、制作プロセスにおいても多くの人びとが関わることとなった。ビジュアル・アーテ

ィスト、コンセプチュアル・アーティスト、作家、俳優、俳優ではない人びと、声優、映画監督、

小道具、衣装担当者など、450 人以上のアーティストが、キュレーター、展示ストーリーの作者、

デザイナーチームと共に作業を行なった。この過程で、キュレーターたちは、単に狙いを伝える

だけではなく、経験的にギャラリーを成功させるためのアイディアをもっている多彩な人びとと、

創造的で研究的なプロセスを共有することになっていった。 

シンガポール歴史ギャラリーに加え、シンガポール史のなかで、ファッション、食べ物、写真

およびエンターテイメントに由来する 4 つの大きなテーマについて詳しく調査が行なわれた。こ



－ 26 － 

れらのギャラリーは、社会的課題が大きく表れてはいるものの、大部分は政治的なメッセージを

打ち出さないものとなった。経済発展という国家的要請にたいして膨大な数の女性たちが労働力

として参入し立ち上がったことから、ファッションギャラリーは、シンガポールにおける近代の

女性のアイデンティティを探る素晴らしい空間となった。フードギャラリーは、政治的な理屈で

はなく、多民族の移民によって成り立つシンガポール社会の性格のルーツを深く掘り下げたもの

である。写真ギャラリーは、膨大な写真資料のコレクションを展示するという理由で作られたも

のであったが、 終的には、シンガポールの歴史のなかで、家族の多様な変容を論じる議論に深

く関わっていくことになった。 後に、エンターテイメントに関するギャラリーは、人口急増の

なかで、人びとが、屋外演劇、アミューズメント・パーク、映画館などを通してどのようにエン

ターテイメントを享受してきたかを示す、良い試みとなった。 

現在のシンガポールにおける、地域社会の遺産に対する熱狂的な動きは、押し付けられた見方

と異なる事実や様相を明らかにする歴史の大切さを証明している。政治や重大な決定に関して民

衆の参加の機会が広く開かれていないという独特な状況の下、公式的枠組みの外で地理的・歴史

的なルーツを再構築する作業は、多くの有権者が政治的に覚醒する道筋となった。シンガポール

の人々が歴史を語るための、より多くのチャンネルを作り出したという点で、私たちは良い仕事

をしたと言えるのではないだろうか。 
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History of inclusion: A case study at the National Museum of Singapore, 2006-2015 
 

LEE Chor Lin: Singapore National Museum 

 

 Although the writing of Singapore history has diversified over the past two decades, the 

presentation of this history in a museum context is less dynamic. In 1984 when the National Museum 

underwent a major revamp so that a history gallery could be installed, the museum did so with a gallery 

containing 20 dioramas. Each diorama was a snapshot of a historically significant time, sometimes a 

specific political event, for instance, the arrival of Sir Stamford Raffles in Singapore. These dioramas 

focused mainly on the history between 1819, which is the British founding of Singapore as a colony, and 

1965, when Singapore gained its independence. Until then, our history was written according to a 

politically defined formula, close to the syllabus laid down by the Ministry of Education, which also 

published the standard history textbooks used by schools.    

 In 1995 celebrating the 30th anniversary of our independence, the Ministry of Defence 

commissioned and lead the process of creating a large experiential exhibition with the help of leading 

American exhibition designers. This exhibition made use of theme park techniques, such as reenactments 

by real actors, sight and sound, object theatre, etc, to guide visitors through prescribed milestones of 

Singapore, with strong emphasis on brevity of our history, now beginning in 1965 and perceived challenges 

of nation building. This multimedia but mono-linear exhibition was the basis against which the History 

Gallery was planned and designed when I was tasked to re-make the museum between 2003 and 2006. 

 This paper examines the curatorial process with which we brought about changes to the 

representation of Singapore history. This gallery took about three years to plan, design, construct and install. 

It covered a floor area of nearly 1000 sqm with more than 1000 objects displayed and eight hours’ worth of 

audio content. One of the biggest difference this gallery made in the tradition of history presentation was to 

bring the narrative of Singapore’s history back in time to around 1300, hence 600 years earlier than it 

would normally have made sense to an averaged Singaporean mind. This allowed us to examine the 

dynamics of trading in Southeast Asia, place the island in the context of ancient Java and Siam, as well as 

its later relationship in the Malay power circuit of Johor and Riau-Lingga, and explain the existence of a 

Malay royal settlement called Temasek.  

 Widening the context of Singapore history also meant that we could reach in to the depth in so 

many ways, entry points and perspectives. The search for multiplicity of voices in history led us to create 

two simultaneous paths, so that the visitors would always know there was another side to one story.  

The gallery is roughly divided into two paths – the Main path which chronicled history with ‘H’, and which 

told history from official, and often the male, point of view. The other is called the Personal Path, which 

offered visitors information and points of view that were alternative to the official version. Small conduits 

were created so that visitors were able to weave between the official and the alternative narratives. Some 

visitors wondered in and out unintentionally but that was very much our intention, because history never 

developed along one straight line.  
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 Our unconventional approach is perhaps best demonstrated by the display about Sir Stamford 

Raffles’ founding of Singapore. It is told from the views of his wife, his archenemy (William Farquhar) and 

the Malay Sultan who succumbed his power and sovereignty to the British. These were narratives much 

buried under the grandeur of Raffles’ success, hidden for the convenience of a clean and complication-free 

linear narrative. Studying the standard textbook on Singapore history, one would easily forget that Raffles 

had spent less than three full years (in two in Singapore after signing the treaty in 1819. One would never 

appreciate the challenges William Farquhar faced when Raffles left him to govern Singapore with no 

budget nor infrastructure. In fact, it was his affable personality, wide network with the local and multiethnic 

business community that made it work for him. While Farquhar had a fall out with Raffles, Farquhar was 

showered with gifts from the communities when he left Singapore.  

 The fact that Raffles is traditionally regarded as the first founder of Singapore was very much the 

good PR work by his widow, who spent. In fact, in the gallery, it was the voice of Mrs. Raffles that we 

heard. The sad story of the Sultan brought to mind the weakening of local powerhouse in the face of 

modern European forces and succession dispute. For the first time, Raffles had to share his glory with other 

players, for these different perspectives were presented side by side.  The Hegemony of Raffles was 

subverted. We were of course criticized by the more orthodox or textbook-bred audience for downplaying 

the stature of Raffles.  

Hence throughout the gallery which traverses nearly six hundred years, Singapore is portrayed through the 

eye of people of different social and economic backgrounds, women and children, victors and victims, 

officials and dissidents, masters and servants. All characters called in to help with the narratives of history 

have been researched from archives, historical records and research interviews.  

 Heavy use of audio and visual materials, especially audio, since voices and moving images, of 

archival materials in particular, are the direct emotional connection to the exhibits and narratives. Where 

the original voices could not be made accessible, voice talents were carefully selected to read out the texts 

to depict the stories appropriately.  

As the content is far richer than any precedent galleries we had done before. Naturally a great number of 

people were involved in the process of not only the research, but also production. No less than 450 

individuals from the artistic community worked on the gallery – visual and conceptual artists, Writers, 

actors, non-actors, voice talents, film directors, props masters, costumiers – alongside a team of curators, 

script writers and designers. Under this process, the Curators were not the only people calling the shots, but 

they had to share their Creative and research process with a diversity of individuals who all had input to 

make the gallery an experiential success. 

 In addition to the Singapore History Gallery, the history of Singapore was explored through four 

large themes derived from fashion, food, photography and entertainment. These galleries were largely 

devoid of political messaging, though social issues loomed large in them. The Fashion Gallery was a 

remarkable space for us to explore women’s modern identity in Singapore, for they rose to the nation’s call 

for economic development to enter the work force in large numbers. The Food Gallery is a deep dive into 

the roots of multiethnic immigrant nature of Singapore society without political pretext. The Photography 
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Gallery was an excuse to showcase the vast collection of archival photographs, but in the end we found 

ourselves engaging in a discussion on the various permutations of family in historical Singapore. Lastly the 

gallery dedicated to entertainment was a good attempt in showing how the rapidly growing population was 

entertained, though street theatre, amusement Parks and cinema. 

 The current enthusiasm of Singapore society in heritage of local neighborhoods perhaps testifies 

the importance of history that presents facts and facets different from the one sanctioned perspective. In the 

unique circumstances under which politics and great decisions are not widely opened to the public for 

participation, re-establishing one’s spatial and historical root to history outside the official framework 

became a way of political awakening for many electorates. Perhaps we did a good thing creating more 

channels for Singaporeans to talk about our history. 
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日本の博物館におけるジェンダー表現の課題と展望―歴博展示に触れつつ― 

 

松本直子（岡山大学大学院社会文化科学研究科、日本学術会議連携会員） 

 

はじめに 
 博物館展示や復元がなどの考古学的表象における成人男性中心のバイアスについては、1980 年

代から指摘されてきた。過去の状況の復元展示におけるジェンダー表現の偏向は、現代のジェン

ダー認識に大きな影響を与えかねない深刻な問題である。その原因には、考古学者や人類学者の

男女比の偏りであるとも考えられてきた。研究者の性比のアンバランスは、多くの国でかなり改

善されてきたが、日本においてはいまだ大きな課題である。 

 復元画やジオラマのような視覚的表象は、非専門家にとっては文字で書かれた情報より理解し

やすいため、影響力も大きい。過去の社会や文化に関する視覚的表象におけるジェンダー・バイ

アスについてチェックすべき点として、次の 5 つがある。 

1. 確実性：具体的な考古学的証拠に基づいているか。 

2. 可視性：女性、子ども、老人が、成人男性と同程度表現されているか。 

3. まなざし：誰の視点で表現されているか、男性の視点に偏っていないか。 

4. 現代的ジェンダー・バイアス：性役割や家族のあり方に現代的なジェンダー観がいかに反映

されているか 

5. 多様性：ジェンダー・アイデンティティやセクシュアリティの多様性について考慮されてい

るか 

こうした問題点が指摘されてからすでに 20 年以上経つが、ステレオタイプな性役割が表現された

核家族の復元イメージはいまも日本の博物館展示の主流である。 

  

日本における考古学的ジェンダー表象の特徴と課題 
 博物館展示や本のイラスト、ウェブサイト上のイメージ等の考古学的復元における女性と男性

の表現には明確な違いがある。女性は料理などの家事や土器づくりをしている様子が多く表現さ

れるのに対して、男性はしばしば狩猟や漁労などの活動をしている様子が表現される。母親が家

で料理をしているところに父親が狩りから帰ってくるシーンは特に人気がある。これは、現在の

日本社会の状況と関係した特徴かもしれない。 

 女性が採集活動をしているところは、男性の狩猟シーンに比べると表現されることが少ない。

男性が狩猟、女性が採集といった性別役割分業は一貫して表現されることが多く、国立歴史民俗

博物館における縄文時代の三内丸山遺跡の復元ジオラマにおいても厳密に区別されていた。女性

の植物質食料採集シーンは時々表現されるが、狩りや漁をする様子はほとんどみられない。男性

が屋内で作業をしているときは、漆製品の製作などの特別な仕事をしていることが多い。すなわ

ち、男性は経済的活動の主体として描かれることが多く、料理や育児などの家庭的仕事をしてい

る様子はほとんど表現されない。グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポートにおける日本の

順位が低迷していることや（2016 年度は 144 か国中 111 位であった）、日本における男性の家事

にかける時間が極めて少ないことを考えると、こうした考古学的復元における傾向がどのように
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生まれ、また考古学的復元がそれを見るものにどのような影響を与えるのかについて、もっと真

剣に考えるべきである。 

 家で料理をしている母親のイメージは、日本で特に好まれるようである。料理をするシーンが

多いことの理由のひとつは、土器の用途を示そうとする意図であろう。土器は日本考古学におけ

るもっとも豊富で重要な考古資料といえるからである。このことが、ステレオタイプな性役割に

限定されてはいるが、結果的に女性が登場する機会を増やすことにつながっている。母親が家で

料理をし、父親は仕事から帰ってきて、家族そろって夕食を食べるというイメージは、現代日本

における理想的な家族生活を映したものであり、狩猟採集民の復元としては現実的ではない。特

に温帯地域における狩猟採集社会では、女性の食料獲得への貢献は非常に高く、男女が共同で狩

猟・採集を行う民族例もある。 

 女性と男性は、数的には同じくらい表現されているといえる。歴博の展示においても女性の数

は男性に遜色ない。しかし、年齢については復元される女性と男性の間に差がありそうである。

女性には若い女性や少女が目立つが、男性はそうではない。 

 

考察 
 現代社会のジェンダーのあり方と、過去の復元イメージの間には、双方向的な影響関係がある。

学術的な復元は、エンターテイメントやコマーシャルなどにおける多くの非学術的なイメージの

生成にも影響を与える。そして私たちの世界の見方にも影響を与える。考古学者は博物館学芸員

におけるジェンダーの不均衡は変化を阻む要因となっており、そこで生み出されるステレオタイ

プな復元は、女性考古学者の増加を阻害しているかもしれない。 

 ステレオタイプなイメージが作り続けられる背景には、教育的意図があると思われる。復元イ

メージが来館者にとって親しみやすくなるように、意図的に、あるいは意図せずして、現代の性

役割が過去の社会像に投影される。その結果、過去の社会においては実際には存在した可能性の

高いジェンダーの複雑さや多様性は、なかなか復元に入り込む余地がない。そして、ステレオタ

イプなイメージが繰り返し作成されることで、特定の性役割が永久不変に存在しているかのよう

なメッセージを発してしまうことが懸念される。 

 性役割だけでなく、ジェンダー・アイデンティティやセクシュアリティについても、現代とは

異なる多様なあり方が過去に存在したことについて意識的に検討することが必要である。性役割

やジェンダー間の関係について考古学的に明らかにすることは容易ではなく、不明な点が多い。

だからこそ、分からないところを安易に現代的ジェンダーや民族誌によって埋めてしまうことは、

現代的ジェンダー観の再生産につながるだけでなく、研究の深化を阻害することにもなる。ヒト

の社会・文化の多様性、ひとつの文化における個人の多様性を見据えた復元というのが、今後の

博物館には求められるのではないか。真摯で科学的な研究が、よりよい復元には欠かせない。よ

りよい復元をめざす努力が、考古学という学問にとっても、社会にとっても、よい変化をもたら

すのではないかと期待する。 
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Current Problems and Future Issues of Gender Representation in 
Japanese Museums: With Reference to archaeological displays at the 
National Museum of Japanese History 
 

Naoko Matsumoto: Okayama University 

 

Introduction 

Problems with an adult male centered bias in archaeological reconstructions have been pointed 

out since 1980s. Biased gender representations in the reconstructed past is a serious problem as they may 

significantly affect the recognition of gender in the present. Gender imbalance among archaeologists and 

anthropologists is considered to be one of the main causes of the biased gender representations in Museums. 

The gender imbalance has been improved in many countries, but still remains a serious problem in Japan.  

Visual representations such as paintings and dioramas can be more influential than verbal or 

written information for non-specialists as they are easier to understand. There are five points to check in 

examining gender bias in visual representations of the past. 1) Reliability: If it is supported by 

archaeological evidence, 2) Visibility: Whether females, children and elders are represented as many as 

adult males. 3) ‘Male gaze’: Who’s viewpoint is reflected in the reconstructed history, 4) Modern gender 

bias: How modern gender biases and values are reflected on the reconstructed gender roles and images of a 

family, and 5) Diversity in gender and sexuality: Whether diversity in gender identity and sexuality is 

considered.  

Although decades have passed since these problems were pointed out, representation of a nuclear 

family with stereotypical gender roles are still abundant in Japan.  

 

 

Characteristic Features and Problems in Archaeological Gender Representations in Japan 

There is a clear difference in the depiction of women and men in museum exhibitions, 

illustrations in the books and images on the website in Japan. Women tends to be represented as being 

engaged in domestic activities such as cooking, food processing, and pottery making, while men are often 

depicted as being engaged in hunting or fishing. The scene of a mother cooking at home and father returns 

from hunting is particularly popular. This maybe characteristic to Japan, related to current social situation 

of Japan.  

The scenes of women engaged in gathering are not as popular as male hunting scenes. Sexual 

division of labor tends to be consistent, as in the reconstruction of Sannai Maruyama site in the National 

Museum of Japanese History. Women are sometimes depicted being engaged in gathering plant food, but 

seldom in hunting and fishing. When men are depicted working inside, they engage themselves in a special 

task, such as lacquer production. In short, men are more likely depicted as the subject of economic 

activities, and rarely as doing domestic activities such as cooking and child-raring. Considering Japan’s 

consistently low performance in the Global Gender Gap Rankings (Ranked 111 in the total of 144 countries 
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in 2016), and Japanese men’s strikingly small contribution to household chores, we should examine the 

factors behind such tendencies and what effect these reconstructions may have on the viewers more 

seriously. 

 Images of a mother cooking at home are particularly popular in Japan. Motivation to show the 

usage of pottery can be one of the reasons of abundant images of cooking scenes, as pottery has been the 

most abundant and important archaeological remains for Japanese archaeology. It seems to have a positive 

effect in increasing the number of women depicted in reconstructed images, but of course with the 

stereotypical gender roles. The popular image of mother cooking at home, father coming home from work, 

eating supper together at home, is a mirror of an idealistic family life in modern Japan, rather than a 

realistic image. In most hunter-gatherer societies, especially in temperate zones, women’s contribution to 

food acquisition is significantly high. Women and men may do hunting and gathering together as in the 

case of Washo Indian. 

Women and men are represented equally in terms of number. This was true of the archaeological 

displays at the National Museum of Japanese History. However, there seems to be a difference between 

reconstructed women and men in terms of age; women tend to be younger than men. 

  

Discussion 

There is a bidirectional influence between modern gender and the images we create for 

reconstruction of the past. Academic reconstructions certainly have influence on the production of many 

nonacademic images in entertainment, TV commercials and so on, which would also affect the way we 

perceive the world. Gender imbalance among archaeologists and museum curators in Japan also hampers 

changes, and the stereotypical reconstructions may be hampering the increase of female archaeologists. 

Educational intention may be another cause of the persistent reproduction of stereotypical images. 

Modern gender roles are reflected intentionally or unintentionally, to make the images look familiar to the 

viewers. Thus, actual complexity and variabilities of gender in the past are rarely incorporated. By 

repeatedly creating stereotypical images, we are sending out a message that particular gender roles are 

timeless.    

We should also be conscious about the diversities in gender identities and sexualities in the past. 

Many aspects of past gender roles and relationships still remain to be studied. Honest, scientific research 

should always be the basis of our reconstruction. Recognition of diversity is at the core of the whole 

problem. I believe that such efforts will make a good difference in both archaeology and society.  

 

 



 

歴博国際研究集会 

歴史展示におけるジェンダーを問う 
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