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展示 
 

 

［概 要］ 
 

 歴博は，歴史資料・情報の収集，整理，保存，調査研究そして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，「博物館型研究統合」という当館の独自の研究スタイルのもとで，内外の研究者との学際的な

共同研究の成果を，総合展示と企画展示・特別企画（くらしの植物苑）・ミニ企画展（特集展示）等によって

公開した。 

 総合展示では，第６展示室（現代）の開室の当該年度として，昨年度に引き続き展示リニューアル委員会

による審議を重ね，資料調査を実施しながら，併行して展示造作等の工事を進めた。そして2010年３月16日

に，総合展示第６展示室（現代）の一般公開を迎えた。第６展示室で扱う年代は，主に昭和初期から1970年

代までであり，第６展示室が開室したことにより，原始・古代から現代までの日本の歴史と文化を総合的に

展示するという，開館以来の構想を完成することができた。 

 また，第６展示室の開室を記念して，特集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」を第６展示室の

開室に合わせてオープンした。 

 第４展示室（民俗）においても，展示リニューアル委員会による審議のもとに，展示新構築構想の検討を

重ね，研究成果の蓄積と展示予定資料の調査を実施し，「総合展示第４展示室 新構築展示設計 展示設計図書」

を完成させた。 

 企画展示は，2009年度から会期を継続した「錦絵はいかにつくられたか」と，「日本建築は特異なのか －

東アジアの宮殿・寺院・住宅－」，「縄文はいつから!? －１万５千年前になにがおこったのか－」の２本を開

催し，くらしの植物苑においては特別企画「季節の伝統植物」を季節に合わせて４本開催した。また，総合

展示第３展示室副室では，ミニ企画展示（H22.2月から特集展示と改称）を４本行うなど，総合展示・企画展

示等を含めて「いつ来ても新しい展示」の概念を実践した。ミニ企画展示の１本である「百鬼夜行の世界」

は，人間文化研究機構の連携事業として，国文学研究資料館との連携展示として開催した。 

 さらに総合展示のなかで「洛中洛外図屏風甲本」の公開をおこない，研究成果を公開することに努めた。 

 

展示担当 小池 淳一 

 

 

企画展示等の実施 
 企画展示 

 「錦絵はいかにつくられたか」 2009年２月24日～５月６日 

 「日本建築は特異なのか －東アジアの宮殿・寺院・住宅－」 2009年６月30日～８月30日 

 「縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこったのか－」 2009年10月14日～     

 2010年１月24日 
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 くらしの植物苑 特別企画 

  「季節の伝統植物 伝統の桜草」 2009年４月21日～５月10日 

  「季節の伝統植物 伝統の朝顔」 2009年８月４日～８月30日 

  「季節の伝統植物 伝統の古典菊」 2009年11月３日～11月29日 

  「季節の伝統植物 冬の華・サザンカ」 2009年12月１日～     

 2010年１月31日 

 

 ミニ企画展示（H22.2月から特集展示と改称） 

  第３展示室副室 

  「錦絵に見る江戸の料理茶屋」 2009年４月14日～６月21日 

  人間文化研究機構 連携展示「百鬼夜行の世界」  2009年７月18日～８月30日 

  「金箔と刺繍のきらめき－慶長小袖～野村コレクションより～」 2009年９月15日～12月13日 

  「和宮ゆかりの雛かざり」 2010年２月９日～３月７日 

  企画展示室Ｂ（第６展示室開室記念） 

  「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」 2010年３月16日～     

 2011年４月３日 

 

 その他の展示 

  重要文化財「洛中洛外図屏風 甲本公開」 2009年10月31日～11月15日 

 

 

［総合展示新構築（リニューアル）］ 
 

・国立歴史民俗博物館総合展示検討会議 

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

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

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

 今年度は，５月22日と３月16日の２回，国立歴史民俗博物館において開催され，第４展示室の展示構想に

ついての有益な審議・助言，及び３月16日に開室した第６展示室の展示講評等を得ることができた。 

委員（平成21年度） 

 入江  昭  ハーバード大学名誉教授（アメリカ外交史，国際関係史） 

 ノーマ・フィールド  シカゴ大学東アジア学科教授（日本文学，日本文化） 

 白  永瑞  延世大学校文科大学教授（中国現代史） 

 西谷  正  九州歴史資料館館長，九州大学名誉教授（日本考古学，朝鮮考古学） 

 藤井 譲治  京都大学大学院教授（日本近世史） 

 福田アジオ  神奈川大学教授（日本民俗学） 

 佐藤 嘉恭  東京電力顧問，財団法人歴史民俗博物館振興会評議員，元駐中国大使 
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 永井多恵子  前 NHK 副会長，文教ジャーナリスト 

 布谷 知夫  滋賀県琵琶湖博物館特別研究員（博物館学） 

＜総合展示新構築（リニューアル）＞ 

・総合展示リニューアル運営会議 

 年間12回開催し，第６展示室展示工事施工や第４展示室展示構想，プロローグ改修計画の討議をはじめ，

総合展示新構築へむけての実施に伴う多様な全館的問題を総合的に議論した。 

・第６展示室 

 展示工事については，昨年度に引き続き，（有）ササキ企画による施工監理のもとに，（株）丹青社が実施

した。展示資料・映像等を検討し確定するとともに，展示パネル・キャプション等のグラフィック製作を行

い，展示室全体の展示造作工事を実施した。また，第６展示室の開室を記念して１年間の会期で行う特集展

示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」の開催に伴い，国内外に資料調査・資料借用を行い，展示資料

の充実に努めた。平成22年３月16日に，第６展示室（現代）を開室し，特集展示「アメリカに渡った日本人

と戦争の時代」をオープンした。 

・第４展示室 

 第４展示室新構築に向け，昨年度に引き続き展示構想の検討を行うとともに，㈱日展に総合展示第４展示

室新構築展示設計の展示設計を委託し，展示設計を確定した。また，合わせて展示資料等の検討を行い，資

料調査を実施し，資料の購入及び複製品の製作を行った。３月末に，㈱日展から「総合展示第４展示室新構

築展示設計 展示設計図書の納品があった。 

・第５展示室 

 第５展示室については，平成５・６年度の開室以来の映像システムである第５展示室導入部の開化万華鏡

コーナーと「都市と大衆の時代」の関東大震災コーナーについて，使用している映像機器の老朽化に伴う，

機器の入れ替え等改修を行った。 

・プロローグ 

 総合展示プロローグについては，開館以来使用してきた映像機材の老朽化が著しいことや，第６展示室の

開室に伴い，総合展示で日本の歴史・文化を原始・古代から現代まで通して展示することから，全面改修を

行うこととなった。今年度は，新たなプロローグの構想と，具体的な内容の検討を行い，それを反映させた

詳細設計図書の作成を行った。 

 

１．総合展示リニューアル運営会議 

第１回 平成21年４月24日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況及び平成22年度概算要求の概要報告 

 ・総合展示検討会議委員の追加についての報告 

第２回 平成21年５月29日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告，外部資金支援要求についての報告 

 ・第４展示室について 進捗状況及び諸会議結果の報告 

 ・第１展示室・第２展示室ついて 次期中期計画に向けた検討開始を提案 
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 ・総合展示 展示場サイン改修の報告 

 ・プロローグ改修について 全面改修計画を提案 

第３回 平成21年６月26日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・プロローグ改修について 改修プロジェクト立ち上げの報告 

 ・総合展示担当について 各展示室担当の報告 

第４回 平成21年７月17日 

 ・第５展示室について 展示コーナーの一部について改善検討を開始する提案 

第５回 平成20年７月24日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・総合展示各展示室の解説シート改定についての報告 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

 第６回 平成21年８月28日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・子ども用学習コーナーの設計について 進捗状況の報告 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

第７回 平成21年９月25日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

 ・子ども用学習コーナーの設計について 進捗状況の報告 

第８回 平成21年10月23日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

 ・総合展示における副室展示の呼称について 

第９回 平成21年11月27日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・総合展示における副室展示の呼称についての報告 

第10回 平成21年12月25日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・総合展示各展示室のフロアガイド製作についての報告 
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第11回 平成22年１月29日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・第５展示室について 展示プロジェクト発足について 

第12回 平成22年２月25日 

 ・第６展示室について 進捗状況の報告及び開室に伴う広報についての報告 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

 ・第５展示室について 進捗状況の報告 

第13回 平成22年３月23日 

 ・第６展示室について 開室後の対応についての報告 

第14回 平成22年３月25日 

 ・第４展示室について 進捗状況の報告 

 ・第６展示室について 開室後の対応についての報告 

 ・平成22年度予算についての報告 

 ・平成22年度の総括について 

 ・プロローグ改修について 進捗状況の報告 

 

２．第６室リニューアル委員会 

(1）全体会議 

  ９月13日 第１回全体会議（当館） 

  ３月21日 第２回全体会議（人間文化研究機構本部） 

(2）館内委員会 

  ５月１日，５月26日，６月23日，７月28日，８月28日，９月29日，10月27日，12月22日 

(3）ブロック会議 

  〔戦争と平和〕６月23日ほか 

  〔占領〕６月５日ほか 

  〔高度経済成長〕４月21日ほか 

  〔大衆文化〕４月16日ほか 

  〔特集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」〕４月25・26日ほか 

(4）展示施工打ち合わせ 

  ５月21日ほか 

(5）資料調査・撮影・借用等 

  ４月18日 大日向村開拓資料館 

  ４月24・27日 外国人特派員協会 

  ４月28日 逓信総合博物館 

  ５月25・26日 長崎原爆資料館・NBC 長崎放送ほか 
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  ５月30－６月２日 八幡浜市 

  ６月９・10日 長野県軽井沢町撮影 

  ６月18日 広島平和祈念資料館ほか 

  ６月24日，10月３日 在日韓人歴史資料館 

  ７月17日 外務省外交資料館 

  ７月17，29日 資料借用（個人宅） 

  ８月５日 都市再生機構 

  ９月16－19日 （財）長崎平和推進協会，長崎原爆資料館，渋沢資料館 

  11月５日 日本放送協会 

  11月３－５日 メリーランド大学図書館プランゲ文庫 

  11月６－10日 米国国立公文書館 

  11月25日 千葉県立保健医療大学 

  11月26日 成田山仏教図書館 

  12月４日 創造学園大学 

  12月７－10日 広島平和祈念資料館，渋沢資料館 

  １月６日 八幡浜市 

  １月８日 千葉県立保健医療大学 

  １月15日 一橋大学経済研究所 

  １月30日－２月１日 沖縄県公文書館，沖縄市戦後文化資料展示室，沖縄県平和祈念資料館 

  ３月11日 三洋電機株式会社 岐阜事業所 

(6）フォーラム：６月20日「高度経済成長と生活変化」（一橋記念講堂） 

        ８月１日「戦争と平和」（東商ホール） 

        10月17日「占領下の民衆生活」（歴博講堂） 

        12月19日「戦後日本の大衆文化」（東商ホール）， 

(7）プレオープン：３月８日，内覧会：３月15日，第６展示室オープン：３月16日 

 

３．第４室リニューアル委員会 

(1）全体会議 （国立歴史民俗博物館） 

  ６月30日 第１回全体会議 

  ９月22日 第２回全体会議 

  ２月18日 第３回全体会議 

(2）館内委員会 

  ４月８日，４月22日，５月27日，６月24日，７月９日，８月19日，９月17日，９月30日，10月21日，11

月14日，12月４日，12月25日，１月16日，３月11日，３月26日 

(3）展示設計打ち合わせ 

  〔全体〕１月16日 

  〔Ａゾーン〕１月22日，２月10日，２月24日 
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  〔Ｂゾーン〕１月21日，２月10日 

  〔Ｃゾーン〕２月５日，２月17日 

(4）資料調査 

  ７月４～６日，12月８～９日 石川県能登町 暴れ祭り 

  ８月７～６日，12月19～22日，２月７～９日 沖縄県西表 節祭調査 

  ８月10～12日 宮城県気仙沼市 民家調査 

  ８月23～24日 埼玉県南越谷市 阿波踊り調査 

  ９月12～14日，11月22～23日 広島県庄原市東城町 比婆荒神神楽調査 

  10月10～12日，１月16～17日 高知県香美市物部町 いざなぎ流調査 

  12月13～15日 沖縄県那覇市 シーサー調査 

  12月18日 東京都五反田 大日本印刷 

  12月21～23日 北海道札幌・登別・白老・二風谷 アイヌ民具，現代アート調査 

  12月23～24日 新潟県佐渡市 五十年忌棚調査 

  １月７日 横浜市南区吉野町 築地活字調査 

  １月29～２月１日 沖縄県石垣市 八重山博物館 

  ２月３～４日，25日，３月18日 岡山県立博物館 曼荼羅調査 

  ２月21～24日 北海道浦河・阿寒・網走 熊の家民俗資料館 

  ３月３～４日 岩手県遠野市長泉寺 供養絵額調査 

  ３月23～24日 香川県丸亀市 節句団子馬調査 

  ３月28～29日 新潟県三条市・燕市 歴史民俗産業資料館 燕市産業史料館 

(5）第４展示室関連業務委託関係 

  11月４日 展示設計コンペ説明会 

  12月19日 展示設計コンペ審査会，委託業者の決定 

 

 

［企画展示］ 
 

「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住宅－」 
  国立歴史民俗博物館 2009年６月30日～８月30日（55日間） 

 

１．展示趣旨 

 日本固有のものであると考えられてきた日本建築は，中国・韓国の建築と具体的に比較するならば，必ず

しも特異なものではなく，中国大陸・韓半島それぞれの地域と相互に密接な関係を保ちつつ変容をとげてき

たことがわかってくる。中国を中心とする東アジアという大きな枠組みの中で考えてはじめて，日本建築の

特質もあきらかになるのではないかという問題意識のもとに，日本・中国・韓国の建築文化を歴史的な観点

から比較したのがこの展示である。 

 第一部「宮殿」では王権の所在する宮殿，第二部「寺院」では宗教の拠点となる寺廟などの宗教施設，そ
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して第三部「住宅」では人間の活動の場である住宅，さらに第四部「建築技術と生産組織」ではこのような

建築を実際に作り上げていく建築生産体制，という四つの枠組みを設けて展示した。 

 建築は展示室に運ぶことができないので，建築部材，模型や写真・絵画，大工道具などの関連資料を用い，

展示パネルで解説・説明した。さらに建築の作られかたを示す CG 画像，実際に手で触れて組み立てることの

できる組物模型も用い，建築をできる限り具体的に理解してもらうという観点からも展示した。 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは館蔵資料） 

第１部 宮殿 王権の象徴からみた中国・韓国・日本 

 平安京大極殿復元（平安神宮）模型（東京大学建築学科所蔵） 

第２部 寺院 ──宗教建築のあり方からみた中国・韓国・日本 

  平等院鳳凰堂組物原寸彩色復元模型 

  長寿寺本堂建築模型（縮尺10分の１ 館蔵） 

  一乗寺三重之塔建築模型（縮尺10分の１ 館蔵） 

  春日大社建築模型（縮尺10分の１ 館蔵） 

  法隆寺建築部材 

  海竜王寺五重塔部材 

  東福寺三門彩色復元模写 

第３部 住宅  ─生活と儀式からみた中国・韓国・日本 

  慈照寺東求堂建築模型（縮尺10分の１ 館蔵） 

  旧北村家住宅建築模型（縮尺10分の１ 館蔵） 

  類聚雑要抄 巻第二 

第４部 建築技術と生産組織からみた中国・韓国・日本 

  韓国大工道具 一式 韓国建築道具博物館 

  日本大工道具 一式 個人蔵 

  木葉型鋸複製品 

  前挽大鋸 

  墨壺 

  日光山五重塔二十分一建地割絵図 

  禁裏寺社建築雛形 

  摂州池田家大工関係文書 

  薬師寺東塔彩色復元模写 

  唐招提寺金堂彩色復元模写 

  明王院五重塔彩色復元模写 

  組物組み立て模型 

  八坂神社斗1h 

３．刊行物 

 図録「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住宅－」Ａ４版112ページ 

 展示解説シートＡ４版４ページ 
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 東アジア建築文化キーワードブック Ａ６版40ページ 

４．関連事業 

 第68回歴博フォーラム「東アジアの建築文化」2009年６月６日（土）新宿明治安田生命ホール 

   趣旨説明 玉井 哲雄（本館研究部情報資料研究系教授） 

  「中国の建築」田中 淡（京都大学人文科学研究所） 

  「韓国の建築」金 東 旭（韓国京畿大学校） 

  「日本の宮殿と家具」小泉和子（昭和のくらし博物館） 

  「日本の寺院神社」藤井 恵介（東京大学大学院工学研究科）パネルディスカッション 

 歴博探検「はかって知ろう 日本のたてもの」 2009年８月８日（土）隊長 玉井哲雄 

 歴博講演会「東アジアからみた日本建築史」 2009年７月18日（土） 玉井 哲雄 

 歴博講演会「アジアの建築と都市」 2009年８月８日 布野修司（滋賀県立大学） 

 ギャラリートーク   玉井哲雄  藤井恵介 

５．成果と問題点 

 建築そのものを歴博展示で取り上げるというほとんど初めての試みであり，成果はあったが問題点も多か

った。 

 まず館外から借用した平安神宮模型，韓国大工道具はおおむね好評であり，館蔵の平等院鳳凰堂組物原寸

彩色復元模型はかなり強い印象を与えたようである。前室床面の長安・ソウル・平安京の同寸の平面表現や，

壁の処理も好評であった。建築の実物がないということを模型や，写真などで十分に補えたとは思えないが，

建築説明も CG や写真映像の上映などもあって全体的にはよく理解できたという感想も得られた。 

 建築組物模型の組み立て実習も，夏休み中の親子連れ対応としても成功であった。展示期間前に東京で行

った歴博フォーラム，展示期間中の２回の講演会，ほぼ毎週開いたギャラリートークも好評であった。 

  一般的になじみが多いわけではない建築を説明するために，展示パネルの文字が多くなり，専門用語説明

なども必ずしも十分でなかったかもしれない。こでは建築についての説明技術がいつも抱えている問題では

ある。組物模型については，その材質の選択や，壊れやすいことについての準備対応が不十分であった。こ

れは全く新しい試みであっために，今回は試行錯誤ということで今後の課題である。 

６．マスコミでの取り上げ 

【ＴＶ・ラジオ】 

佐倉市「チャンネルさくら」７月10日～16日，ＮＨＫＦＭ「ひるどき情報ちば」７月17日 

【新聞】 

信濃毎日新聞 ７月２日，東洋経済新聞 ７月３日，毎日新聞 ７月６日，朝日新聞 ８月12日夕刊・８月19日

夕刊， 

【雑誌等】 

『ぐるっと千葉』６月号・８月号 ５月21日・７月21日，『建築と社会』７月号 ７月１日，『書道界』８月号 ７

月15日 

７． 展示プロジェクト委員（◎は代表 ○は副代表） 

 ＜館外委員＞ 小泉 和子（昭和のくらし博物館館長） 

        田中  淡（京都大学人文科学研究所文化表象部門教授） 
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        藤井 恵介（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授） 

        光井  渉（東京芸術大学美術学部准教授） 

        金 東 旭（大韓民国京畿大学校大学院院長） 

        黄 蘭 翔（中華民国国立台湾大学芸術史研究所副教授） 

 

 ＜館内委員＞ 岩淵 令治（歴史研究系准教授）  ◎玉井 哲雄（情報資料研究系教授） 

       ○大久保純一（情報資料研究系教授）  仁藤 敦史（歴史研究系教授） 

        小池 淳一（民俗研究系准教授）   日高  薫（情報資料研究系准教授） 

        佐藤 優香（情報資料研究系助教）  広瀬 和雄（考古研究系教授） 

        高橋 一樹（歴史研究系准教授）   宮田 公佳（情報資料研究系助教） 

 

 

「縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこったのか－」 
  国立歴史民俗博物館 2009年10月14日～2010年１月24日（81日間） 

 

１．展示趣旨 

 近年の東アジアにおける考古学的新発見と年代測定などの研究の進展によって，縄文文化の位置づけは大

きく変わってきている。炭素14年代法による研究から，日本列島で 古の土器が約１万6000～１万5000年前

まで遡り，世界 古の土器の一つであることが分かってきただけでなく，土器の出現が寒冷な氷期に遡るこ

とが明らかになってきたためである。そこで本展では，土器が誕生したころの自然環境や東アジアでの文化

の動きを探り，日本だけでなく沿海州やシベリア，中国南部で15,000年前頃までさかのぼる土器が発見され

ていることなどを紹介し，日本列島で 古の土器の出現の時期や，当時の古環境を復元した。また，日本列

島全域の縄文時代草創期資料を集め，出現期の土器の用途や，石器の変化，竪穴住居の出現，土偶・石偶な

どの精神文化の様子を明らかにし，縄文文化の成立からその後の縄文文化の発展の道筋を示した。 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは本館蔵） 

 Ⅰ プロローグ 環境変化と縄文文化の誕生 

  主な展示資料：巨大年表パネル，石小屋洞窟出土隆線文土器（國學院大學伝統文化リサーチセンター資

料館），グロマトゥーハ遺跡出土土器（國學院大學伝統文化リサーチセンター資料館）な

ど 

 Ⅱ 自然環境 

 （１）旧石器時代の人と動物 

 （２）縄文時代の始まりの頃の気候変動 

  主な展示資料：花室川出土ナウマンゾウ・バイソンなどの出土動物遺体（個人蔵）・八戸火山灰直下の１

万 5000 年前の埋没樹木など 

 Ⅲ 土器の出現 

 （１）日本列島 古の土器 

 （２）東アジアの土器の出現 
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 （３）なぜ土器が作られたか？ 

  主な展示資料：大平山元Ⅰ遺跡出土土器・石器（外ケ浜町教育委員会），長者久保遺跡出土石器（野辺地

町立歴史民俗資料館），後野遺跡出土土器・石器（ひたちなか市教育委員会），宮ヶ瀬遺

跡群北原遺跡出土土器・石器（神奈川県教育委員会），高山里遺跡出土土器・石器（韓国

済州博物館），卯ノ木南遺跡出土炭化物付着土器・石器（津南町教育委員会），大平山元

Ⅰ遺跡復元画（石井礼子画）など 

 Ⅳ 縄文文化の広がり 

 （１）土器の出現と広がり 

 （２）狩猟具の変遷 

 （３）定着的な生活の始まり 

 （４）生業活動 

 （５）精神文化 

  主な展示資料：表館（１）遺跡出土土器（青森県立郷土館），花見山遺跡出土土器・石器（横浜市歴史博

物館），門田遺跡出土土器（福岡県教育委員会），慶應義塾湘南藤沢キャンパス内遺跡出

土土器・石器（慶應義塾大学），南鍛冶山遺跡出土土器・石器（藤沢市教育委員会），勝

坂遺跡出土土器・石器（相模原市立博物館），葛原沢Ⅳ遺跡出土土器・石器（沼津市教育

委員会），上台Ⅰ遺跡出土土器・石器（花巻市博物館），野沢遺跡出土土器・石器・住居

柱材（栃木県教育委員会），前田耕地遺跡出土土器・石器（重要文化財）・竪穴住居剥ぎ

取り標本（東京都教育委員会），小瀬ケ沢洞窟遺跡出土土器・石器（重要文化財）（長岡

市立科学博物館），室谷洞窟遺跡出土土器・石器（重要文化財）（長岡市立科学博物館），

掃除山遺跡出土土器・石器（鹿児島市教育委員会），栫ノ原遺跡出土土器・石器（南さつ

ま市教育委員会），薬師寺稲荷台出土土器・石器（下野市教育委員会），下宿遺跡Ｅ地点

出土土器（太田市教育委員会），上黒岩遺跡出土器・石器・石偶・骨角貝製品（国立歴史

民俗博物館・慶應義塾大学・久万高原町教育委員会），九合洞窟出土土器・石器・骨角貝

製品（名古屋大学），粥見井尻遺跡出土土器・石器・土偶（三重県埋蔵文化財センター），

前田耕地遺跡復元画（石井礼子画）など 

 Ⅴ 自然科学からのアプローチ 

 （１）炭素14年代法 

 （２）熱ルミネッセンス年代測定法 

 （３）胎土分析 

 （４）レプリカ法 

 （５）古植生復元 

 （６）古人骨研究 

  主な展示資料：御殿山遺跡出土土器（武蔵野市教育委員会），万福寺№１・№２遺跡出土土器・石器（川

崎市市民ミュージアム），黒姫洞窟遺跡出土土器（魚沼市教育委員会），星光山荘 B遺跡

出土土器・石器（長野県立歴史館），貫ノ木遺跡出土土器（信濃町教育委員会），宮西遺

跡出土土器・石器（愛知学院大学），松木田遺跡出土土器（福岡市教育委員会），白鳥平
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Ｂ遺跡出土土器・石器（熊本県教育委員会），大谷寺洞穴遺跡出土人骨復元模型・土器・

石器・骨角器（栃木県立博物館），復元縄文人等身大パネル（石井礼子画）など 

 Ⅵ 列島各地の地域文化－北海道から種子島まで 

  主な展示資料：大正３遺跡出土土器・石器（帯広市教育委員会），櫛引遺跡出土土器・石器（青森県埋蔵

文化財センター），大新町遺跡出土土器（盛岡市教育委員会），日向洞窟遺跡西地区出土

土器・石器（高畠町教育委員会），久保寺南遺跡出土土器・石器（十日町市教育委員会），

小島田八日市遺跡出土土器（群馬県教育委員会），なすな原遺跡出土土器（町田市教育委

員会），月見野遺跡群上野第１・第２遺跡出土土器（大和市教育委員会）,田沢遺跡出土

土器・石器（東北大学，新潟県立歴史博物館），桐山和田遺跡出土土器・石器（奈良県立

橿原考古学研究所），不動ケ岩屋遺跡出土土器・貝製品（高知県立歴史民俗資料館），奥

谷南遺跡出土土器・石器（高知県埋蔵文化財センター），泉福寺洞穴出土土器・石器（重

要文化財）（佐世保市教育委員会），椎屋形第１遺跡出土土器・石器（宮崎市教育委員会），

堂地西遺跡出土土器・石器（宮崎県教育委員会），三角山Ⅰ遺跡出土土器・石器（鹿児島

県教育委員会），奥ノ仁田遺跡出土土器・石器（西之表市教育委員会）など 

 Ⅵ エピローグ 

 （１）縄文はいつから!? 

 （２）その後の縄文文化 

  主な展示資料：福井洞窟出土土器・石器（東北大学），取掛西貝塚出土土器・骨角器・貝製装飾品・貝層

剥ぎ取り標本（船橋市教育委員会）など 

 Ⅶ 体験コーナー 

  どきどき検索くん（デジタル遺跡検索・Ｑ＆Ａなど） 

 Ⅷ 実験考古学 

  土器製作実験解説・実演コーナー（協力：加曽利貝塚土器づくり同好会） 

  主な展示資料：復元隆線文土器，焼成実験用粘土プレート 

３．刊行物 

 展示図録『縄文はいつから！？－１万５千年前になにがおこったのか－』（Ａ４判188頁） 

 展示解説シート（Ａ４判４頁） 

 子供向け展示解説シート「ジョーくんはなにを持っているのかな？どうやって使ったのかな？」（Ａ４判２

頁） 

４．関連行事 

 第72回歴博フォーラム『縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこったのか－』 11月21日（土） 坂

本稔ほか 

 第310回歴博講演会『縄文土器のなぞを探る』 10月10日 小林 謙一 

 第311回歴博講演会『縄文・弥生時代を炭素14でみる』 11月14日 坂本 稔 

 第312回歴博講演会『生業からみた旧石器から縄文』 12月12日 西本 豊弘 

 ギャラリートーク 2009 年 10 月 25 日（日），11月３日（火・祝），11 月８日（日），11月 22 日（日），11

月 29 日（日），12 月６日（日），12 月 13 日（日），12月 20 日（日），12 月 26 日（土），
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2010 年１月５日（火），11 月 10 日（日），１月 17日（日），１月 24 日（日） 

          各日11時または13時30分の１回または２回，その他不定期で計17回 

 体験・実演  土器製作実験解説・実演（協力：加曽利貝塚土器づくり同好会） 

        11月１日（日） 解説：坂本 稔・村田 六郎太（千葉市立加曽利貝塚博物館） 

        11月15日（日） 解説：小林 謙一・村田 六郎太（千葉市立加曽利貝塚博物館） 

        12月20日（日） 解説：工藤 雄一郎・村田 六郎太（千葉市立加曽利貝塚博物館） 

        解説 （11時，13時，14時，14時30分） 

５．成果と問題点 

 近年の考古学的調査の進展によって，縄文時代の始まりの頃の様子が飛躍的に明らかになってきた。その

一環は，本館において行った愛媛県上黒岩遺跡の研究成果などにもみられる。本展示において縄文時代の始

まりの頃の資料を全国規模で収集し，本館が精力的に進めてきた年代測定などの自然科学的分析を考古学と

融合させた， 新の学際研究の成果を展示できたことは，縄文文化の始まりを一般に理解してもらうにあた

り大きな成果をあげ，展示全体としては概ね好評を得た。 

 縄文時代の始まりのころの遺跡では生活用具のごく一部しか残っていないため，重要な考古遺物であって

も，来館者へのアピールが難しい小さな土器片や石器がほとんどである。そこで，今回の展示では縄文草創

期人や遺跡風景の復元イラストや，デジタルコンテンツを積極的に取り入れた。これらを活用することより

展示にアクセントを持たせたことは，観覧者の理解を深める上で有効に機能したと考えている。 

 問題は展示内容が学術的で難しく，さまざまな興味関心を持っている観覧者各層から十分に理解を得るこ

とができなかった部分があることである。例えば，表題とした「縄文はいつから!?」という問題は学会でも

研究上の議論が行われている真っ 中であるため，異なる３つの解釈を示して展示のまとめとしたが，「研究

の 前線を実感した」と好感を持ってみてもらえた一方で，「内容が分かりにくい」といった意見や，展示の

後で示すのではなく，「縄文はいつから!?」という問題が展示を見ていく中で明らかになるように， 初に

示すべきだったとの意見もあった。また，デジタルコンテンツの「どきどき検索くん」や，子供向けの展示

解説で内容を分かりやすくする工夫をしたが，これらも観覧者からは理解が進み非常によかったという意見

と同時に，より高度な内容を詳しく提示することに注力して欲しいという専門性を求める意見とが出された。

先端的な研究内容と展示を分かりやすく示すことのバランスをいかにとり，観覧者の興味と理解をより深め

ることができるかという点について，さらなる工夫が必要であろう。 

６．マスコミでの取りあげ 

 【ＴＶ・ラジオ】 

  NHK 総合テレビ 10月14日，さくらケーブルテレビ １月15日～１月21日， NHKFM 千葉 12月25日 

 【新聞】 

  朝日新聞 10 月３日，東京新聞 10 月９日，千葉日報 10 月 15 日，東京新聞 10 月 15 日，中外新聞 10

月 20 日，信濃毎日新聞 10 月 22 日，読売新聞 10 月 31 日，常総新聞 11 月７日，朝日新聞 12 月 19 日 

 【雑誌等】 

  ぐるっと千葉 10 月号，サライ 11月号， 月刊展覧会ガイド 11 月号，ぐるっと千葉 11 月号，日経サイエ

ンス 12 月号，月刊展覧会ガイド 12 月号，ぐるっと千葉 12 月号，京成らいん 12 月号，ナショナルジオ

グラフィック 12 月号，季刊草月 2009 年冬号，ぐるっと千葉１月号，芸術新潮１月号，ぐるっと千葉２
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月号，北総よみうり・佐倉よみうり・八千代よみうり，エリート情報茨城県南版，STAD11 月号，足利漫

我人 11 月号，リケンビタミン 11 月号，エリート情報佐倉版，STAD１月号 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 安藤 広道（慶應義塾大学文学部准教授） 

 今村 峯雄（国立歴史民俗博物館名誉教授） 

 小畑 弘己（熊本大学文学部准教授） 

 神山  崇（高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所教授） 

◎小林 謙一（中央大学文学部准教授） 

 酒井 宗孝（花巻市博物館学芸調査員） 

 鈴木 三男（東北大学学術資源研究公開センターセンター長・教授） 

 中川 二美〔平成19～20年度〕 

 橋本真紀夫（パリノ・サーヴェイ㈱調査研究部長） 

 春成 秀爾（国立歴史民俗博物館名誉教授） 

 宮尾  亨（新潟県立歴史博物館主任研究員） 

 工藤雄一郎（本館研究部考古研究系助教） 

○坂本  稔（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 佐藤 優香（本館研究部情報資料研究系助教） 

 西本 豊弘（本館研究部考古研究系教授） 

 藤尾慎一郎（本館研究部考古研究系教授） 

 宮田 公佳（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 

 

［第３展示室 ミニ企画展示］ 
 

「錦絵に見る江戸の料理茶屋」 
  2009年４月14日（火）～2009年６月21日（日） 

 

１．展示趣旨 

 江戸後期，江戸の町には手の込んだ本格的な料理を提供し，数奇を凝らした座敷や庭を持つ，今日の高級

料亭に相当するような料理茶屋が数多く生まれた。両国や深川といった盛り場だけでなく近郊の行楽地にも

数多くの店がつくられ，活況を呈していた。こうした料理茶屋において宴席の料理としての会席料理が発展

し，名物料理も工夫されていた。なかには，当時有名な料理茶屋のひとつである八百善の四代目主人栗山善

四郎のように，料理書を刊行して料理文化の振興につとめた人物もいた。 

 江戸の有名な料理茶屋は，江戸内外の人々の関心をひき，錦絵や名所図会に描かれるなど，江戸の名所と

しても意識されていた。また，料理茶屋はたんに美酒佳肴を提供しただけではなかった。その座敷は，文化

人たちの交流の場（サロン）として機能し，著名な書家や画家たちの書画を展観する書画会や，句会，ある

いは落語家たちの咄の会が催されるなど，都市文化の発信地としての役割も果たしていた。 
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 ミニ企画展示「錦絵に見る江戸の料理茶屋」では，江戸末期から明治初期にかけての料理茶屋を描いた錦

絵や版本の他，番付や引札なども併せて展示し，多彩な都市文化の舞台となったその姿を垣間見ることとし

た。 

２．展示構成と展示品 

解説 

 

資料一覧 

紀州徳川家伝来楽器コレクション（H-46）ほか 

 御料理献立競 

 東都五光商群 

 江戸の華名物商人ひやうばん 

 江戸買物独案内 飲食之部 

 八百善御料理献立番附（江戸料理屋番附） 

 江戸料理屋番附 

 新版御府内流行名物案内双六 

 東京銘食遊興寿吾六 

 五月廿四日 書画会案内 （「懐溜諸屑」より） 

 八月十六日 書画会案内（「懐溜諸屑」より） 

 九月二十日 書画会案内 （「懐溜諸屑」より） 

 五月十六日 書画会案内（「懐溜諸屑」より） 

 書画俳諧小集案内（「懐溜諸屑」より） 

 南柯廼夢 

 江戸高名会亭尽 両国柳橋 河内屋 

 江戸高名会亭尽 両国柳橋 大のし 

 中村楼書画会 

 八幡境内 亀屋千吉引札（「懐溜諸屑」より） 

 上野山下角 中泉 三分亭引札（「懐溜諸屑」より） 

 金龍山雷神門前角 かめ屋引札（「懐溜諸屑」より） 

 『江戸名所図会』巻之七より「二軒茶屋 雪中遊宴之図」 

 『江戸名所図会』巻之五より「飛鳥橋の料理屋」 

 『絵本江戸土産』初編より「木母寺料理屋 御前栽畑内川」 

 『絵本江戸土産』５編より「同所（上野） 池之端 料理屋」 

 『絵本江戸土産』４編より「王子料理屋 河辺の宴席」 

 『絵本江戸土産』６編より「両国柳橋 料理屋会席」 

 『東都歳事記』秋之部より「湯島 二十六夜待の図」 

 江戸高名会亭尽 山谷 八百善 

 江戸高名会亭尽 大おんし前 田川や 
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 江戸高名会亭尽 深川八幡前 平清 

 江戸高名会亭尽 柳島之図 橋本 

 江戸高名会亭尽 木母寺雪見 植木屋 

 江戸高名会亭尽 牛島 武蔵屋 

 江戸高名会亭尽 本所小梅 小倉庵 

 江戸高名会亭尽 亀戸裏門 玉屋 

 江戸高名会亭尽 日本橋 万町柏木 

 江戸高名会亭尽 向嶋之図 平岩 

 江戸高名会亭尽 池之端 蓬莱屋 

 江戸高名会亭尽 白山傾城か窪 万金 

 江戸高名会亭尽 三囲之景 出羽屋 

 江戸高名会亭尽 湯嶋天神 松金屋 

 東都高名会席尽 河長 かく寿 

 江戸高名会亭尽 両国青柳 

 東都高名会席尽 八百半 お千代 

 東都高名会席尽 よし丁 浅倉当吾 

 東都高名会席尽 いせ太 福岡貢 

 東都高名会席尽 金子 助六 

 東京名勝図会 柳橋の夜景 

 よし町桜井しん楼より南海を眺図 

 東京三十六会席 日本はし小菊 日本橋千栄楼 

 東けゐ三十ろく会席 中はし小金 かじ丁梅松 

 開化三十六会席 深川松本 

 開化三十六会席 木母寺植半 

 当世長ツ尻な客しん 

 開化三十六会席 新富町 躍金楼  約20件 

３．関連行事 

 第304回 歴博講演会「伊勢市の版木に見る錦絵の彫と摺」 

 日時：４月11日（土）14時～16時 会場：国立歴史民俗博物館講堂 

 講師：岩切友里子（国際浮世絵学会編集委員） 

 ギャラリートーク 

 日時：５月30日（土） 

 講師：大久保純一（情報資料研究系） 

４．刊行物 

 展示解説シート「錦絵に見る江戸の料理茶屋」 

５．成果・問題点 

 料理茶屋の番付から料理茶屋を描く錦絵，さらには料理茶屋の引札や絵双六など，歴博所蔵資料の奥深さ
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に感嘆する来館者の声が多く聞かれたが，実際に当時の料理茶屋で供した料理がどのようなものであったの

かを，献立あるいは料理再現の模型などで見たかったとの声も少なからずあった。 

６．マスコミでの取り上げ 

千葉日報 ４月15日，中外日報 ５月12日，常総新聞 ５月30日，チバテレビ ４月14日，『食品工業』５月15

日号・『ぐるっと千葉』５月号 ４月21日，『サライ』12号 ６月４日，『ぐるっと千葉』６月号 ５月21日 

７．展示プロジェクト委員 

◎大久保純一 本館・研究部・教授 

 

 

「金箔と刺繍のきらめき� 慶長小袖 ～野村コレクションより～」 
  2009年９月15日（火）～2009年12月13日（日） 

 

１．展示趣旨 

 江戸時代は小袖が特有の美を獲得し，華やかな模様装飾が展開した時代である。そして，江戸時代の小袖

意匠に出発点を求めるとするならば，慶長小袖に行き着く。慶長小袖とは，黒と紅や白で染め分けた地，あ

るいはそれらの単色の地を，あたかも埋め尽くすかのように，刺繍と摺箔による模様を加えたものをいう。 

 慶長小袖には黒染めが多用されているが，黒染めには劣化が大きい性質がある。そのため，伝存している

作例の大半は小片である。ところが，本館が所蔵する「野村コレクション」には，慶長小袖の大形の裂が多

数含まれている。「野村コレクション」とは，今日の染織史研究の礎を築いた一人として評価されている野村

正治郎（1849～1943年）が収集した服飾・装身具の一大コレクションである。本展示は，その「野村コレク

ション」より慶長小袖を一堂に展示し，慶長小袖がまとめ見られる滅多にない機会を提供した。 

 慶長小袖がいかに成立し展開していったのかは，謎に包まれている。だが，昨年の秋に本館で開催した，

企画展示「［染］と［織］の肖像� 日本と韓国・守り伝えられた染織品」で，年号を伴い歴史の道しるべとな

る作例が二点新出した。本展示では，その時に得られた成果をもとに，特に金糸の特徴と刺繍の技法に注目

し，慶長小袖の時代性について考えてみた。 

２．展示構成と展示品 

 展示は，慶長小袖とその伝統を継承した作例という二つのテーマで構成した。第１のテーマでは，慶長小

袖の相互の比較による多様性と時代差を観察できるようにした。第２のテーマでは，ひとたび確立した装飾

技法が，形をかえながらも後世まで引き継がれているさまを示した。 

野村正治郎衣裳コレクション（H-35）より 

 花卉模様小袖（小袖屏風） 

 藤草花模様小袖（小袖屏風） 

 桜花藤模様小袖（小袖屏風） 

 扇面草花模様小袖（小袖屏風） 

 縞に雪輪模様小袖（小袖屏風） 

 裏菊波頭模様小袖（小袖屏風） 

 波四季草花鶴亀葵模様腰巻（小袖屏風） 
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３．関連行事 

 ギャラリートーク 

 日時：９月19日（土）13時30分～（40分程度） 

 講師：澤田和人（情報資料研究系） 

４．刊行物 

 展示解説シート「金箔と刺繍のきらめき� 慶長小袖 ～野村コレクションより～」 

５．成果・問題点 

 研究者のあいだでは，慶長小袖をまとめてみることができる滅多とない機会であったことから好評を受け，

遠方からの来館者も少なくなかった。 

 一方，一般の来館者にとっては，慶長小袖のみどころが分かりにくいことに懸念がのこる。いかに細かく

模様が施されているかが，慶長小袖の注目される特徴であるが，単眼鏡がなければ，ガラスケース越しでは

中々観察しにくい。単眼鏡の用意ないし拡大写真のパネルの展示等で補助する工夫が必要であったかと思わ

れる。 

６．マスコミでの取り上げ 

日本経済新聞 ８月26日，東京新聞 ９月11日，千葉日報 ９月16日，朝日新聞 ９月16日，中外日報 10月20

日，常総新聞 11月７日，チバテレビ ９月15日，ＮＨＫＦＭ「ひるごき情報ちば」９月18日，佐倉市「チャ

ンネルさくら」 10月２日～10月８日，『染織文庫』378号 ８月25日，『そめとおり』９月号 ９月１日，『ぐる

っと千葉』10月号・11月号 ９月21日・10月21日 

７．展示プロジェクト委員 

◎澤田和人 本館・研究部・准教授 

 

 

「和宮ゆかりの雛かざり」 
  2010年２月９日（火）～2010年３月７日（日） 

 

１．展示趣旨 

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

全貌を，初めて公開した。 

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

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

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

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

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

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

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

２．展示構成と展示品 

 内裏雛及雛道具付御所人形（H-40）より 
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    有職雛（直衣雛） 

    御所人形 孝明天皇遺物など13躯 

    三ツ折人形 孝明天皇遺物のうち２躯 

    須磨明石図屏風 

    狗張子 

 牡丹唐草文蒔絵雛道具  など約100点 

３．関連行事 

 ギャラリー・トーク 

 日時：２月21日（土）13時30分～（40分程度） 

 講師：澤田和人（情報資料研究系） 

４．刊行物 

 展示解説シート「和宮ゆかりの雛かざり」 

５．成果・問題点 

 昨今の雛人形ブームに加えて，歴史小説・ドラマ等でもとりあげられ人気の高い皇女和宮所用の雛かざり

の展示ということで，短い期間ではあったが，多くの観覧者を集め，好評のうちに会期を終了した。本企画

は毎年の恒例展示として定着させる予定であるが，人形史や雛道具のような細工物に関する歴史的研究はい

まだ盛んとは言い難い。今後，人形や道具をただ並べるだけではなく，外部の研究者の協力も仰ぎつつ，で

きるだけ 新の研究成果を反映できるような展示を心がけたい。 

６．マスコミでの取り上げ 

 朝日新聞 ２月３日夕刊，信濃毎日新聞 ２月４日，東京新聞 ２月 12 日，千葉日報 ２月 16 日，中外日報 ３

月 11 日，ＮＨＫＦＭ「ひるどき情報ちば」２月 19 日，ＮＨＫ ２月 21 日，佐倉市「チャンネルさくら」

２月９日，成田ケーブルテレビ ２月 22 日～２月 24 日，『週刊新潮』２月 18 日号 ２月 18 日，『ぐるっと

千葉』３月号 ２月 21 日，『歴史読本』４月号 ３月１日，『メトロポリス』４月号 ３月 26 日 

７．展示プロジェクト委員 

 ◎日高  薫 本館・研究部・准教授 

  澤田 和人 本館・研究部・助教 

 

 

［人間文化研究機構連携展示］ 
 

「百鬼夜行の世界－百鬼夜行絵巻の系譜－」 
  2009年７月18日（土）～2009年８月30日（日） 

 

１．展示趣旨 

 近年，想像力の文化や精神世界への関心の高まりとともに，その一環としての怪異や妖怪画が注目を集め

学際的な研究が展開されている。国立歴史民俗博物館，国文学研究資料館，国際日本文化研究センターでは，

これまで怪異・妖怪に関する共同研究や異界についての企画展示を開催し，関連する資料の収集をおこなっ
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てきた。今回，「百鬼夜行絵巻」を中心に取り上げ，その発生と展開，影響関係を体系的に展示し， 新の研

究成果を国内外に発信する。 

２．展示構成と展示品 

解説 

 

資料一覧 

 百鬼夜行絵巻（百鬼夜行図）（重要文化財）  （大徳寺真珠庵） 

 百鬼夜行絵巻（す本）           （国立国会図書館） 

 百鬼夜行図                （国立歴史民俗博物館） 

 百鬼夜行絵巻（百鬼ノ圖）         （国際日本文化研究センター） 

 百鬼夜行絵巻               （京都市立芸術大学芸術資料館） 

 百器夜行絵巻               （兵庫県立歴史博物館） 

 百鬼夜行図                （東京大学附属総合図書館） 

 異本百鬼夜行図              （東京国立博物館） 

 百器夜行絵巻               （国立歴史民俗博物館） 

３．関連行事 

 人間文化研究機構第10回 公開講演会・シンポジウム「百鬼夜行の世界」 

 日時：７月11日（土）13時～17時 会場：有楽町 朝日ホール 

 パネラー：小松・若杉・徳田・山田・香川・小林 

 ギャラリートーク 

 日時：８月４日（火），８月８日（土），８月22日（土） 

 講師：常光 徹（民俗研究系） 

４．刊行物 

 展示図録「百鬼夜行の世界」 

 展示解説シート「錦絵に見る江戸の料理茶屋」 

５．成果・問題点 

 生い立ちや研究領域の異なる三機関の連携という初めての試みだけに，うまくまとまるのか不安な面があ

り，実際，試行錯誤の連続だったが，そのつど，お互いに知恵を出し合いながら進めていく過程で，新しい

発見があり，学際的な連携の輪のなかで創り上げていく展示の魅力を共有できたのは大きな収穫といえる。

今後，人間文化の総合的研究の展開を図っていくうえで，個々の機関の研究領域を超えて展開した今回の「百

鬼夜行の世界」展は，新たな方向を示す成果といえる。 

６．マスコミでの取り上げ 

 信濃毎日新聞 ７月 23 日，読売新聞 ７月 25 日，朝日新聞 ８月５日夕刊，産経新聞 ８月 12 日，毎日新聞 

８月 13 日夕刊，日本経済新聞 ８月 14 日，中外日報 ８月 18 日，千葉日報 ８月 19 日，ＮＨＫ総合「日曜

美術館 アートシーン」７月 26 日，ＮＨＫ国際放送「ＴＯＫＹＯ ＥＹＥ」８月５日，『書道界』８月号 ７

月 15 日，『ぐるっと千葉』８・９月号 ７月 21 日・８月 20 日，『怪』27 号 ７月 22 日，『コミック乱』９

月号 ７月 25 日 



169 

７．展示プロジェクト委員 

◎小松 和彦（国際日本文化研究センター・教授） ○小林 健二（国文学研究資料館・教授） 

 早川 聞多（国際日本文化研究センター・教授）  山田 奨治（国際日本文化研究センター・准教授） 

 齋藤真麻理（国文学研究資料館・准教授）     江戸 英雄（国文学研究資料館・助教） 

 香川 雅信（兵庫県立歴史博物館・学芸員） 

○常光  徹（国立歴史民俗博物館・        安達 文夫（国立歴史民俗博物館・ 

       民俗研究系教授）                情報資料研究系教授） 

 大久保純一（国立歴史民俗博物館・        西谷  大（国立歴史民俗博物館・ 

       情報資料研究系教授）              考古研究系准教授） 

 日高  薫（国立歴史民俗博物館・ 

       情報資料研究系准教授） 

 

 

［くらしの植物苑特別企画］ 
 

「季節の伝統植物」 
 

春：伝統の桜草    2009年４月21日（火）～５月10日（日）（19日間） 

夏：伝統の朝顔    2009年８月４日（火）～８月30日（日）（23日間） 

秋：伝統の古典菊   2009年11月３日（火・祝）～11月29日（日）（29日間） 

冬：冬の華・サザンカ 2009年12月１日（火）～2010年１月31日（日）（47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，高度な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雛壇を再現するな

どの工夫をしている。また，伝統的に朝顔の栽培家が春に桜草を栽培してきた歴史的経緯を紹介するため，

今年度は朝顔栽培家として著名な中村長次郎や尾崎哲之助が作出した桜草について，実物の桜草を用いた小

テーマを設定して展示をおこなった。 

 夏：朝顔は古くから人々に親しまれ，とくに江戸時代以降，文化～天保期，嘉永・安政期，明治・大正期
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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 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45系統，出物系統25系統，大輪系統20系統で，その中には当苑で発見された突然変異体

の無弁花，台咲孔雀を含む。ほかにも欧州・アジアその他各地の近縁種を含めた６品種を展示した。また，

今年度の特別企画「伝統の朝顔」展は10回目の節目に当たるため，これまでに作製してきた数々のパネルと

ともに，10年間を回顧するパネルを用意した。さらに，新たな企画展図録として，当館所蔵の『あさかほ叢』

の全文と翻刻を中心とした「“朝顔図譜”をよむ～『あさかほ叢』～」を刊行した。『あさかほ叢』は江戸で

初に刊行された朝顔図譜であり，資料的価値がたいへん高い。このたび，これを解説や対訳つきのカラー

刷りで刊行できたことは，学問のみならず一般社会に向けても大きな貢献ができたと自負している。関連す

る行事として，本館第３展示室（近世）では本特別企画と期間を合わせてミニ企画「伝統の朝顔」展をおこ

ない，８月９日（土）の歴博講演会では「『伝統の朝顔』展10年のあゆみ」を開催した。 

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

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

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

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

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

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

してきた。今年度展示したのは，嵯峨菊10品種，伊勢菊10品種，肥後菊30品種，江戸菊33品種である。また，

昨年度に続いて江戸菊の仕立て方を踏襲した展示をおこない，さらに新たな試みとして嵯峨菊や江戸菊の展

示法をテーマにしたコーナーをつくった。 

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

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

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

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

いえる。そこで当苑では，人とサザンカの関わりを文献資料と現物の品種を材料として考察し，2001年より

展示をおこなってきた。現物の品種には，「江戸サザンカ」や「肥後サザンカ」といった独自のものが含まれ

ている。今年度は，サザンカ群70品種，カンツバキ群43品種，ハルサザンカ群32品種，タゴトノツキ群１品

種を展示した。 

３．主な行事 

 特別企画「季節の伝統植物」に関連した観察会 

 ８月23日（土）：第125回「朝顔の交配・育種のすすめ」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院） 

 11月28日（土）：第128回「菊の栽培量」平野 恵（文京ふるさと歴史館） 

 12月５日（土）：第129回「サザンカのたのしみ方」箱田直紀（元恵泉女学園大学） 

 苗の有償頒布〔桜草：４月21日（火）～５月10日（日），朝顔：６月27日（土）・７月25日（土）・８月４日
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（火），菊：８月29日（土）〕 

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，今年度は特別企画「伝統の朝顔」展が

10回目を迎えたことを記念し，資料的価値の高い「“朝顔図譜”をよむ～『あさかほ叢』～」を刊行したほか，

第３展示室（近世）ミニ企画で「伝統の朝顔」展を，８月９日（土）の歴博講演会で「『伝統の朝顔』展10

年の歩み」を開催するなど，これまでの成果をまとめて発表した。 

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

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

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

いってよい。 

 なお，苗の有償頒布や種子の無償頒布は毎年好評を博しており，伝統植物への理解を深めるのに大きな貢

献をしていると考えているが，人手不足により十分な数を用意できないことがある。頒布方法などを含めて

検討が必要であろう。 

５．マスコミでの取り上げ 

 ［伝統の桜草］関連 

  ・千葉日報 ４月10・22日 

  ・チバテレビ ４月15日 

  ・『ぐるっと千葉』５月号 ４月21日 

  ・佐倉市「チャンネルさくら」４月25日～５月１日 

 ［伝統の朝顔］関連 

  ・『ぐるっと千葉』７月号 ６月21日 

  ・サカタのタネ「園芸通信」７月１日 

  ・『園芸新知識』 ７月５日 

  ・『花時代』７月号 ７月７日 

  ・週刊茨城朝日 ７月９日 

  ・『ぐるっと千葉』８月号 ７月21日 

  ・小原流「挿花」８月号 ８月１日 

  ・産経新聞 ８月６日 

  ・朝日新聞 ８月６・16日 

  ・東京新聞 ８月12・28日 

  ・『ぐるっと千葉』９月号 ８月21日 

  ・『さぴあ』９月号 ８月21日 

  ・常総新聞 ８月30日 

  ・BS ジャパン １月１日 

  ・朝日新聞（鹿児島版） １月４日 

 ［伝統の古典菊］関連 



172 

  ・『ぐるっと千葉』10月号 ９月21日 

  ・『ぐるっと千葉』11月号 10月21日 

  ・NHK FM 千葉 10月30日 

  ・チバテレビ 10月30日 

  ・『ぐるっと千葉』12月号 11月21日 

  ・『ぴあ』12月４日号 11月21日 

 ［冬の華サザンカ］関連 

  ・日本経済新聞 11月14日 

  ・東京新聞 11月20日 

  ・チバテレビ 12月２日 

  ・成田ケーブルテレビ 12月８日 

  ・『ぐるっと千葉』１月号 12月21日 

  ・『さぴあ』１月号 12月22日 

  ・千葉日報 １月10日 

  ・『ぐるっと千葉』２月号 １月21日 

６．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表） 

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

 箱田 直紀 元恵泉女学園大学            平野  恵 文京ふるさと歴史館 

 青木 隆浩 本館・研究部・准教授         ◎岩淵 令治 本館・研究部・准教授 

 久留島 浩 本館・研究部・教授           山村  聡 管理部・博物館事業課 

 安川 由紀 本館・研究支援推進員 

  

 

 

［展示プロジェクト委員会］ 
 

「日本建築は特異なのか－東アジアの宮殿・寺院・住宅－」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 縄文・弥生にはじまり，古代・中世・近世と継承されてきた前近代日本文化の独自性は，東アジアの枠組

みの中で考え直す必要がある。中国大陸の淵源からどのような形で，東アジアのそれぞれ地域固有の文化が

形成されてきたかという課題を，西欧化・近代化以前の日本，そして東アジアの建築文化を主な素材として

展示したい。この場合の建築文化とは，建築だけではなく，家具室内意匠，庭園，建築をとりまく集落，都

市など具体的な形のあるモノを含むことはもちろんであるが，さらに建築を作り上げていく技術や生産体制，

造形表現，装飾など建築と人間の関わりあるものを広く視野に入れて考えたい。 

 建築は展示室に運ぶことができないので，補助的に模型や写真，関連資料などで示すことになる。ここで

はむしろ，建築にともなう様々なモノ，絵画や考古学資料，さらに建築儀礼，儀式やそれらにともなう装飾
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や関連資料，さらに建築の使われ方などを示す映像なども用いて，建築を成り立たせていた人間文化のあり

方全体を東アジア，そして日本という観点から考え展示した。 

 終年度は，平成21年６月29日（月）に 終的な展示内容確認としての展示プロジェクト委員会を国立歴

史民俗博物館で開き，内覧会にのぞんだ。内覧会においては，展示プロジェクトメンバーが分担部分につい

ての展示解説を行った。 

２． 展示プロジェクト委員（◎：代表 ○：副代表） 

 小泉 和子（昭和のくらし博物館館長） 

 田中  淡（京都大学人文科学研究所文化表象部門教授） 

 藤井 恵介（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授） 

 光井  渉（東京芸術大学美術学部准教授） 

 金 東 旭（大韓民国京畿大学校大学院院長） 

 黄 蘭 翔（中華民国国立台湾大学芸術史研究所副教授） 

 岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

◎玉井 哲雄（本館研究部情報資料研究系教授） 

○大久保純一（本館研究部情報資料研究系教授） 

 仁藤 敦史（本館研究部歴史研究系教授） 

 小池 淳一（本館研究部民俗研究系准教授） 

 日高  薫（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 佐藤 優香（本館研究部情報資料研究系助教） 

 広瀬 和雄（本館研究部考古研究系教授） 

 高橋 一樹（本館研究部歴史研究系准教授） 

 宮田 公佳（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 

 

「縄文はいつから!?－１万５千年前になにがおこったのか－」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 縄文土器の始まりはいつか，そのルーツはどこか，なぜ土器が発明されたのか，縄文文化の成立要因はな

にかについて， 新成果を用い，新たな歴史解釈を提示する。 

 第１回 10月13日 国立歴史民俗博物館 内覧会 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 安藤 広道（慶應義塾大学文学部准教授） 

 今村 峯雄（国立歴史民俗博物館名誉教授） 

 小畑 弘己（熊本大学文学部准教授） 

 神山  崇（高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所教授） 

◎小林 謙一（中央大学文学部准教授） 

 酒井 宗孝（花巻市博物館学芸調査員） 
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 鈴木 三男（東北大学学術資源研究公開センターセンター長・教授） 

 中川 二美〔平成19～20年度〕 

 橋本真紀夫（パリノ・サーヴェイ㈱調査研究部長） 

 春成 秀爾（国立歴史民俗博物館名誉教授） 

 宮尾  亨（新潟県立歴史博物館主任研究員） 

 工藤雄一郎（本館研究部考古研究系助教） 

○坂本  稔（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 佐藤 優香（本館研究部情報資料研究系助教） 

 西本 豊弘（本館研究部考古研究系教授） 

 藤尾慎一郎（本館研究部考古研究系教授） 

 宮田 公佳（本館研究部情報資料研究系准教授） 

 

 

「アジアの境界を越えて」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示は，人間文化研究機構連携研究「ユーラシアと日本：交流と表象」の成果をふまえて，境界や境界

を越えることの意味を歴史の視点から提示することを目的としている。中国の周辺諸民族が国家形成を進め

た５世紀の古代東アジア世界と，近代国家が成立して境界が明瞭となる19世紀と20世紀の近現代東アジア周

縁世界を対象として，国家（王権）や集団（地域社会）が境界を如何に認識していたのかを示し，移動・越

境の実態やそれをめぐる自己認識と他者表象について提示する予定である。古代と近現代の二つの視点から

現代問題として取り上げられる境界や移動（移民・越境）に注目し，歴史を通じて現代を考える場を提供す

ることを目指す。 

 本年度は，展示構成と個別展示資料の確定を目指し，そして展示図録作成に向けた準備を進めた。また，

展示名称を検討し，展示会場設計原案の策定を進めるなど，展示準備諸項目を着実に推進した。 

 第１回 ５月10日 国立歴史民俗博物館 

展示構成の確定・展示資料の検討・展示名称の検討・展示図録の構成及び分担の検討・21年度プロジェクト

事業予定の確認 

 第２回 10月31日 国立歴史民俗博物館 

展示名称正式決定（プロジェクト内）・展示資料の検討と確定（資料選定の進捗報告等）・展示図録の構成と

分担の確定 

 第３回 ２月14日 国立歴史民俗博物館 

  展示資料の確定・展示場設計の検討・展示図録の 終確認・巡回資料についての検討 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 東   潮（徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部教授） 

 佐々木史郎（国立民族学博物館教授） 

 高久 健二（埼玉大学教養学部准教授） 
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 塚田 誠之（国立民族学博物館教授） 

 古谷  毅（東京国立博物館列品情報整備室長） 

 吉井 秀夫（京都大学大学院文学研究科准教授） 

◎上野 祥史（本館考古研究系准教授） 

 久留島 浩（本館歴史研究系教授） 

○杉山 晋作（本館考古研究系教授） 

 仁藤 敦史（本館歴史研究系教授） 

 

 

「武士とはなにか」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 第１回 11月１日 国立歴史民俗博物館 

 前年度から本年度にかけて行ってきた，武士や武家に関係する資料の他館展示の見学をふまえて，１年後

に予定される本企画展示の展示内容の検討を行った。なお，本企画展示の展示プロジェクトは共同研究「中

近世における武士と武家の資料論的研究」の調査・研究とリンクして進められており，研究活動の概要は共

同研究の当該頁を参照いただきたい。 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 大友 一雄（国文学研究資料館アーカイブズ研究系教授） 

 久留島典子（東京大学史料編纂所教授） 

 近藤 好和（国立歴史民俗博物館客員教授） 

 佐伯 真一（青山学院大学文学部教授） 

 佐藤 宏之（一橋大学社会学部非常勤講師） 

 髙久 智広（神戸市立博物館学芸員） 

 高橋 裕次（東京国立博物館博物館情報課長） 

 富田 正弘（富山大学人文学部名誉教授） 

 前嶋  敏（新潟県立歴史博物館主任研究員） 

 マルクス・リュッターマン（国際日本文化研究センター研究部准教授） 

 青山 宏夫（本館歴史研究系教授） 

 安達 文夫（本館情報資料研究系教授） 

 井原今朝男（本館歴史研究系教授） 

 岩淵 令治（本館歴史研究系准教授） 

 大久保純一（本館情報資料研究系教授） 

 久留島 浩（本館歴史研究系教授） 

○小島 道裕（本館歴史研究系教授） 

◎高橋 一樹（本館歴史研究系准教授） 

 



176 

「紅板締め－江戸から明治のランジェリー－（仮称）」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 江戸時代後期から明治時代にかけて隆盛した「紅板締め」についての展示である。紅板締めは模様を彫刻

した版木に生地を挟んで染めあげる技法のことであり，その製品は間着や襦袢といった女性の下着類に多用

された。 

 本館は，2005年度に京都市の高野染工場（かつての屋号は「紅宇」）より，彫刻染板・型紙・見本帳・締具

など，万単位にのぼる膨大な数の紅板締めの道具類の寄贈を受けた。本展示では，これら道具類を中心に，

実際の製品や絵画資料をあわせて陳列する予定である。技術及びデザインの変遷をたどり，あわせて一般に

は知られていない女性の下着類の様相をも示すことを目指す。 

 第１回 ７月５日 国立歴史民俗博物館 研究課題及び展示プランの検討 

 第２回 ３月13日 国立歴史民俗博物館 展示構成案の検討，資料調査 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 藤井 健三（財団法人西陣織物館顧問） 

 新井 正直（群馬県繊維工業試験場素材試験係長） 

◎澤田 和人（本館情報資料研究系准教授） 

○大久保純一（本館情報資料研究系教授） 


