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２ 展示 

 

[概 要] 
 

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

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

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

総合展示では，昨年度に開室した第６展示室（現代）に多方面からの注目が集まった。それと関連する特

集展示「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」を本年度も引き続き開催した。新構築の作業が進んでいる

第４展示室（民俗）は 2010 年 11 月 23 日で閉室し，撤去工事が始まった。民俗展示については引き続き，展

示リニューアル委員会による展示構想の検討と関連する資料の収集，調査が進められている。また第５室（近

代）等の部分的な展示の手直しも検討されている。 

なお，総合展示のプロローグ部分の改修が各室の特徴を反映するかたちで進められ， 終的にはタイムト

ンネルをモチーフとして完成をみた。 

特集展示は「和宮ゆかりの雛かざり」「紀州徳川家伝来の楽器―琵琶―」「旗本 本多家資料の世界」「双六

の宇宙」を開催した。なかでも「旗本 本多家資料の世界」は企画展示「武士とはなにか」と連動したかた

ちで企画され，企画展示と総合展示との橋渡し的な役割を果たした。 

企画展示は「アジアの境界を越えて」「武士とはなにか」「侯爵家のアルバム」（平成 23 年度に会期を継続）

の３つを開催した。特に「アジアの境界を越えて」は連携展示として国立民族学博物館との展示面での協業

が実施され，それぞれの館の特色に基づいた展示として開催されたものである。くらしの植物苑の特別企画

は「季節の伝統植物」を季節の進行に合わせて４本開催した。 

また洛中洛外図屏風（甲本）の公開も総合展示のなかで行われ，歴博の持つ豊かな資料とそれに基づく研

究の進展とを展示を通して社会に発信することができた。 

 

                                  展示担当 小 池  淳 一 

 

 

企画展示等の実施 
人間文化研究機構連携展示 

「アジアの境界を越えて」                       2010年７月13日～９月12日 

企画展示 

 「武士とはなにか」                           2010年10月26日～12月26日 

 「侯爵家のアルバム－孝允から幸一にいたる木戸家写真資料－」     2011年３月１日～５月29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」              2010 年４月 20 日～５月９日     

「季節の伝統植物 伝統の朝顔」              2010 年８月３日～８月 29 日 

「季節の伝統植物 伝統の古典菊」 2010 年 11 月２日～11 月 28 日 

「季節の伝統植物 冬の華・サザンカ」 2010 年 11 月 30 日～2011 年１月 30 日 

 

その他の展示 

「洛中洛外図屏風甲本公開」              2010 年 10 月 26 日～11 月７日 

 

 

[総合展示リニューアル] 
 

＜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11月22日に国立歴史民俗博物館において開催し，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22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） 

 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 

 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） 

  横田 冬彦  京都橘女子大学教授（日本近世史） 

 

・総合展示リニューアル運営会議 

 年間11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 

昨年度３月16日の開室以降も展示の見直しと検討を続け，平成23年１月５日に展示パネルの一部を張替え，

証言記録解説を設置するなどの展示替えを行った。また，証言記録に関する参考文献を来館者用図書室に配
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架した。 

 

・第４展示室 

 第４展示室新構築に向け，展示資料等の検討と資料調査を実施し，資料の購入及び複製品の製作を行った。

また，併せて民俗展示に関する来館者調査の実施，大型模型等の譲渡先の検討等も実施した。11月24日より

展示室を閉室し，現展示室の映像記録を作成したのち，㈱日展に業務委託して撤去作業を行った。 

 

・第５展示室 

第５展示室については『都市の大衆の時代』のうち「都市社会と大震災」を課題とする展示プロジェクト

を立ち上げた。３月31日にプロジェクト委員会を開催し，基本構想と今後の取り組みについて検討した。 

 

・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

行なう計画をたて，昨年度作成した詳細設計図書に基づき，平成22年10月４日から工事に入り11月24日に公

開した。 

 

１．総合展示リニューアル会議 

第１回 平成 22 年４月 23 日 

・第４室について 進捗状況の報告 

・第６室について 第１回全体会議の概要報告 

・今後のリニューアル計画について 

・第５室のリニューアル計画について 

第２回 平成 22 年６月４日 

 ・第４室について 進捗状況の報告・来館者調査の実施についての説明 

 ・第６室について 第２回全体会議の概要報告 

第３回 平成 22 年６月 25 日 

 ・第４室について 進捗状況・閉室時期・展示協力者の追加についての報告 

 ・第６室について 進捗状況の報告 

 ・１，２室について これからの進め方について 

 ・プロローグについて 工事の時期および会期中の導線について 

第４回 平成 22 年７月 23 日 

 ・第４室について 進捗状況の報告 

 ・第６室について 進捗状況・第３回全体会議の概要報告 

 ・プロローグについて 入札・工事時期などの説明報告 

第５回 平成 22 年９月 24 日 

 ・第４室について  第 11 回全体会議・来館者調査の結果報告 
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 ・第６室について 進捗状況の報告 

 ・プロローグについて 工程について報告 

第６回 平成 22 年 10 月 22 日 

 ・第４室について 進捗状況・大型資料の撤去について・解体工事入札結果の報告 

 ・第６室について パネル検討の報告 

 ・プロローグについて 工事作業の状況報告 

第７回 平成 22 年 11 月 26 日 

 ・第４室について 進捗状況の説明・総合展示検討会議の報告 

 ・第６室について 総合展示検討会議の報告 

 ・プロローグについて 一般公開開始の報告 

第８回 平成 22 年 12 月 17 日 

 ・第４室について 進捗状況・展示協力機関の追加の報告 

 ・プロローグについて 修正個所についての報告 

第９回 平成 23 年１月 28 日 

 ・第４室について 進捗状況の説明  ４室の記録映像の試写 広報体制についての説明 

 ・第６室について 展示替え実施の報告 展示プロジェクトの立ち上げの説明 

 ・総合展示の広報について ガイドレシーバー，ガイドブックの改訂について報告 

第 10 回 平成 23 年２月 18 日 

 ・第４室について 進捗状況の説明 

 ・第６室について 展示プロジェクト委員についての説明 

 ・第５室について 展示プロジェクトの開催について説明 

第 11 回 平成 23 年３月 25 日 

 ・第４室について 進捗状況の説明  広報資料についての説明 外部委員の変更報告 

 ・第６室について 進捗状況の報告 

 ・平成 22 年度の総括 

 

２．第６室リニューアル委員会 

（1）全体会議 

  ４月18日 第１回全体会議（当館） 

  ５月30日 第２回全体会議（人間文化研究機構本部）  

    ７月18日 第３回全体会議（人間文化研究機構本部） 

（2）館内委員会 

  ６月29日，９月３日，10月５日，10月25日，12月20日，12月27日，１月12日，１月18日 

（3）展示打ち合わせ 

  ４月20日 特集展示に係わる会議 

８月21日  大衆文化に係わる打合せ 

    11月30日  大衆文化ブロック浮雲セット 
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（4）資料調査・撮影・借用等 

４月５日 防衛省防衛研究所        

４月 26～27 日 広島平和記念資料館 

５月 21～22 日 広島平和記念資料館 

７月 20～21 日 広島平和記念資料館 

12 月２～３日 沖縄県立博物館，沖縄県平和祈念資料館 

１月９～10日 西原町立図書館，沖縄県平和祈念資料館 

３月 16～17 日 沖縄平和祈念資料館，沖縄県立図書館 

 

３．第４室リニューアル委員会 

（１）全体会議 

  ８月 27 日 第１回全体会議（通算第 11 回） 会場：国立歴史民俗博物館 

  ３月 18 日 第２回全体会議（通算第 12 回）※東日本大震災の影響により延期 

（２）館内委員会議 

  ４月 20 日，５月 18 日，５月 21 日，６月 18 日，７月 13 日，８月 26 日，９月 21 日， 

  10 月 26 日，11 月 16 日，11 月 30 日，12 月 21 日，１月 25 日，２月 15 日，３月 29 日 

（３） 資料調査 

  ・４月 24～26 日 佐賀県松原神社 ひゃあらんさん祭り調査 

  ・４月 28～29 日 高知県香美市物部町 いざなぎ流資料調査 

  ・５月８～９日 福岡市 受贈資料（ろくろ）の搬送立ち会い 

  ・５月 13～17 日 沖縄県西表島 旗頭複製打ち合わせほか 

  ・５月 29 日～６月１日 広島県庄原市東城町 塩原の大山供養田植え調査 

  ・５月 30 日～６月１日 高知県高知市，土佐清水市 鰹船，鰹漁絵馬調査 

  ・６月５～６日 北海道 アイヌ文化の観光化調査 

  ・６月８～９日 石川県能登町宇出津 暴れ祭り調査・打ち合わせ 

  ・６月 11～12 日 石川県加賀市大聖寺 複製資料（鴨猟）打ち合わせ 

  ・６月 12～17 日 台湾台中鹿湾 船漕ぎ競争調査 

  ・６月 16～20 日 北海道平取・富良野「アイヌの伝統と現在」に係る調査・撮影 

  ・６月 23～24 日 石川県加賀市大聖寺 複製資料（鴨猟）借入 

  ・６月 23～24 日 北海道平取町二風谷「アイヌの伝統と現在」に係る調査・撮影 

  ・６月 26～27 日 北海道白老・登別 展示の打ち合わせ，アイヌ文化観光化調査 

  ・７月２～４日 石川県能登町宇出津 暴れ祭り調査 

  ・７月４～５日 新潟県十日町 畦豆栽培調査 

  ・７月 15～17 日 鹿児島県屋久島 世界遺産と地域変容調査 

  ・７月 26 日～８月２日 高知県中土佐・京都府丹後 鰹漁絵馬・丹後半島の漁業調査 

  ・７月 30～31 日 秋田県白神山地 世界遺産と地域変容調査 

  ・７月 31 日～８月４日 沖縄県西表島・古宇利島 豊年祭調査・古宇利島模型譲渡交渉 
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  ・８月４～５日 新潟県松代 畦豆栽培調査 

  ・８月６～７日 山形県米沢市 現展示資料（行屋）撤去の説明・お礼 

  ・８月７日 埼玉県越谷市 盆調査 

  ・８月 13～16 日 三重県志摩市 盆調査 

  ・８月 14～19 日 宮城県気仙沼市 尾形家盆調査 

  ・８月 18～21 日 福島県只見 職人巻物調査 

  ・８月 20～23 日 北海道平取町 チプサンケ調査・撮影 

  ・８月 25～26 日 石川県白山市 焼畑・畦豆調査 

  ・８月 28～29 日 徳島県祖谷 現展示資料（平家墓）撤去の説明・お礼 

  ・８月 28～29 日 大阪府 現展示資料（法善寺横町，金の鈴銀の鈴）撤去の説明・お礼 

  ・８月 29～31 日 沖縄県西表島・古宇利島 豊年祭調査・古宇利島模型譲渡交渉 

  ・９月１日 神奈川大学 記録映像に関する福田アジオ氏とのインタビュー打ち合わせ 

  ・９月５～６日 和歌山県串本町古座 盆行事調査 

  ・９月９～10 日 北海道白老 ペッカムイノミ（鮭迎えの儀式）調査・撮影 

  ・９月 20 日 岩手県角館 現展示資料（曳山）撤去の説明・お礼 

  ・９月 22～24 日 新潟県佐渡 五十年忌調査 

  ・９月 23～24 日 山形県立石寺 現展示資料（立石寺準提堂）撤去の説明・お礼 

  ・９月 25 日 東京都中央区日本橋 凧の博物館にて妖怪凧の調査 

  ・10 月７～８日 高知県中土佐 鰹漁絵馬調査 

  ・10 月 15～17 日 佐賀県佐賀市 河童調査 

  ・10 月 16～20 日 沖縄県西表  節祭り調査・撮影 

  ・10 月 24～25 日 愛媛県  妖怪カルタの複製交渉 

  ・10 月 28～29 日 石川県白山市 畦豆図複製のための撮影 

  ・10 月 31 日 神奈川県立歴史博物館 天狗企画展示調査 

  ・10 月 31 日～11 月１日 金沢市松崎神堂店ほか 年中行事調査，資料の購入 

  ・11 月４～５日 高知県中土佐 鰹漁絵馬調査 

  ・11 月５～７日 北海道白老 「アイヌの伝統と現在」に係る撮影 

  ・11 月８～９日 富山県南砺市相倉 五箇山相倉集落の撮影 

  ・11 月 11～22 日 ロンドン・スウェーデン 先住民族展示の調査ほか 

  ・11 月 15 日 東京都日本橋三越 おせち複製調査・打ち合わせ 

  ・11 月 18 日 石川県加賀市大聖寺 複製資料（鴨猟）返却 

  ・11 月 18～19 日 沖縄県那覇市  資料（壷屋焼）収集 

  ・11 月 22～24 日 沖縄県 節祭調査，古宇利模型寄贈交渉 

  ・11 月 28～29 日 福島県只見 職人巻物複製製作 

    ・11 月 29 日 千葉県成田市楽満寺 子安講調査 

  ・12 月５～６日 宮城県気仙沼 尾形家複製品調査 

  ・12 月８～10 日 愛媛県立博物館 巳正月調査・撮影 
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  ・12 月８～10 日 愛媛県 妖怪カルタの複製 資料借用 

  ・12 月 15 日 千葉県成田市楽満寺 子安講調査 

  ・12 月 15～18 日 奈良県春日大社，興福寺 奈良仏教の儀礼伝承の調査 

    ・12 月 18～20 日 沖縄県国立劇場 西表島の神事芸能調査 

  ・12 月 17～18 日 山形県鶴岡・新庄  だるま市・凧調査 

  ・12 月 18～19 日 宮崎県佐土原 資料（越網）の搬送 

  ・12 月 21 日 埼玉県越谷市鍛冶倉荒物店 カミノゼンと雑器の購入 

  ・12 月 23 日 神奈川県平塚市 三嶋神社だるま市調査 

  ・12 月 27 日～１月３日 宮城県気仙沼 尾形家正月調査・撮影 

  ・12 月 24 日 東京都日本橋三越 おせち展示パネルの受け取り 

  ・12 月 31 日 東京都日本橋三越 おせち受け取り・店内情景の調査 

  ・１月５日 東京都 映像資料の言語変換 

  ・１月７～９日 高知県 いざなぎ流調査 

  ・１月８～10 日 北海道平取 風景撮影 

  ・１月９～10 日 鳥取県鳥取市 魚伏籠調査 

  ・１月 10 日 大阪府大阪市 受贈資料の受け取り・搬送（ろくろ） 

  ・１月 15～16 日 宮城県気仙沼市 受贈資料の受け取り・搬送（正月道具） 

  ・１月 19 日 千葉県成田市楽満寺 背負い観音調査 

  ・１月 19～20 日 石川県白山市 複製品（養蚕道具）製作の打ち合わせ 

  ・１月 20～21 日 鹿児島県屋久島 観光化とお土産の調査・資料収集 

  ・１月 31 日 宮城県気仙沼 尾形家の正月調査 

  ・２月３～４日 高知県 複製絵馬校正 

  ・２月５日 千葉県成田市楽満寺 背負い観音調査 

  ・２月９～10 日 和歌山県東牟婁郡串本町古座 葬送儀礼調査 

  ・２月 10～12 日 秋田県能代 化け物凧調査・八橋人形購入 

  ・２月 10～11 日 広島県三原市 だるま市調査・資料の購入 

  ・２月 13 日 愛知県多治見 陶磁器の調査・購入 

  ・２月 14 日 沖縄県 那覇 陶磁器の調査・購入 

  ・２月 13～14 日 福岡県 受贈資料についての追跡調査（ろくろ） 

  ・２月 16 日 栃木県益子 陶磁器の調査・購入 

  ・２月 16 日～19 日 京都府丹後 丹後半島における漁業資料調査 

  ・２月 17～18 日 愛知県 常滑 妖怪玩具調査・購入 

  ・２月 18～19 日 秋田県白神山地 世界遺産と地域変容調査 

  ・２月 26 日～３月６日 カナダ ロイヤルオンタリオ博物館カナダ国立文明博物ほか 

 先住民族の展示視察 

  ・３月５～６日 石川県能登町宇出津 展示資料（神輿）の搬出 

  ・３月８日 東京都平和島 展示資料（神輿）の搬入 
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  ・３月９～10 日 福島県郡山 道祖神調査 

  ・３月９～11 日 京都府丹後 漁業資料調査・運搬 

  ・３月 11～15 日 沖縄県西表 製作資料（旗頭）の確認 

  ・３月 20～21 日 大阪府 受贈資料（ろくろ）の受け取り・搬送 

  ・３月 22～23 日 鳥取県鳥取市気高総合支所 うぐい漁具運搬 

  ・３月 18～22 日 長崎県 平戸 妖怪凧調査 

(6) 業務委託関係 

 

 

[人間文化研究機構連携展示] 
 

「アジアの境界を越えて」 
 国立歴史民俗博物館 2010年６月30日～８月30日（55日間） 

 

１．展示趣旨 

歴史の流れの中で，アジア世界にはいくつもの「境界」を見出すことができる。そこには，国家や王権が

意識した境界や，人々の活動から見出せる境界など，さまざまな境界を見出すことが可能である。近代以降

は，国境という，より太く明確な一本の境界が出現する。現代社会では，ボーダーレスと形容されるように，

境界の意味が薄れてゆく地域や次元があるのに対して，国境紛争や越境・移民問題など，境界が鮮明な地域

や次元も存在する。歴史のなかにある「境界」を眺め，それらと比べることによって，現代社会の「境界」

を考え直してみようというのが本企画の主旨である。 

 展示では，古代と近現代を対照して，「境界とは何か」を考える場を提供する。古代では，中国の周辺諸

民族が国家形成を進めた５世紀を対象とする。近現代では，近代国家が成立する前後の 18 世紀から 20 世紀

を対象とした。古代と近現代ともに，二つの視点から境界の姿を映し出す。 

  ①境界を如何に描き出せるのか：境界の認識 

  ②その境界を越える時には何が生じるのか：移動の実態 

 これは，人間文化研究機構が主催する連携研究「ユーラシアと日本」での議論をふまえたものである。古

代と近現代とを対照して，境界の意味やそれを越えることの意味を問うという試みは，古代史研究と近現代

研究から現代社会へのメッセージでもある。 

 

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Ⅰ部 古代の境界 

１．境界の認識 

①出土資料が語る世界のひろがり 

主な展示資料：黒釉天鶏壷，青磁蓮弁文碗・盤，青磁四足硯（大阪市立東洋陶磁美術館） ，建武五年

銘画文帯同向式神獣鏡（和泉市久保惣記念美術館），太平真君四年銘金銅如来立像（九

州国立博物館），太和二十二年銘金銅弥勒如来仏立像（泉屋博古館），雲岡石窟出土瓦，
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陶器等（京都大学人文科学研究所） ，双楹塚壁画模写（東京大学大学院工学系研究科

建築学専攻），王陵区付近出土軒丸瓦及び「千秋萬歳保固」銘塼（京都大学総合博物館），

風納土城出土「大夫」銘土器（大韓民国・国立中央博物館），公州水村里出土金銅冠（複

製）（大韓民国・忠清南道歴史文化研究院） ，慶州瑞鳳塚出土冠・帯金具，飾履塚出

土飾履（複製）（京都大学総合博物館） ，慶州出土金製耳飾（大韓民国・国立中央博

物館，国立慶州博物館），梁山夫婦塚出土資料（東京国立博物館） ，金銅製飾履（出

光美術館），溟州下詩洞古墳群出土土器（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻），

高霊池山洞出土耳飾（大韓民国・国立中央博物館），鉄地金銅装冠帽（東京国立博物館） ，

福岡県稲童 21 号墳出土眉庇付冑（行橋市教育委員会），熊本県江田船山古墳出土蓋坏

（東京国立博物館），伝熊本県マロ塚古墳出土甲冑（本館蔵），ＴＫ13 号窯出土須恵

器（大阪府文化財調査事務所），千葉県祇園大塚山古墳出土鏡（宮内庁書陵部） 

②王権の天下観と東アジア世界秩序 

主な展示資料：宋書・梁書 高松宮家伝来禁裏本，高句麗広開土王碑拓本，埼玉県稲荷山古墳出土鉄剣・

熊本県江田船山古墳出土鉄刀（複製） 

２．移動の実態 

①渡来系集落の実態 

主な展示資料：群馬県長瀞西遺跡出土資料，群馬県谷ツ古墳出土飾履等（高崎市教育委員会），大阪府

蔀屋北遺跡出土資料（大阪府文化教育委員会） 

②技術の伝来 

主な展示資料：福井県獅子塚古墳出土坏等（東京国立博物館），奈良県南郷遺跡群出土資料（奈良県立

橿原考古学研究所） 

③墓葬にみる外来要素とアイデンティティ 

主な展示資料：兵庫県宮山古墳出土資料（垂飾付耳飾，帯金具，銀錯貼金環頭大刀等）（姫路市教育委

員会），大阪府高井田山古墳出土資料（青銅製熨斗，画像鏡等）（柏原市立歴史資料館） 

 第Ⅱ部 近現代の境界 

１．北方世界：北アジア 

主な展示資料：松前家伝銅雀台瓦硯（松前町教育委員会），勅修永寧寺記碑拓本（市立函館博物館），

夷酋列像図，アイヌのアツシ衣，ウリチの女性衣装（国立民族学博物館） 

２．南方世界：南アジア 

  主な展示資料：評皇券牒及び十八神像（南山大学人類学博物館），銀製装身具（モン・ミエン・ラフ），

ラフ・ナ女性衣装，モン（緑モン）男性衣装（国立民族学博物館）  

３．刊行物 

展示図録『アジアの境界を越えて』（Ａ４判 216 頁） 

展示解説シート（Ａ４版４頁） 

４．関連事業 

第 319 回歴博講演会「アジアの境界を越えて」 ７月 10 日（土） 上野祥史 

第 320 回歴博講演会「３～５世紀の東アジア国際交渉」 ８月 14 日（土） 東潮 
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第 75 回歴博フォーラム「アジアの境界を越えて」７月 24 日（土） 上野祥史ほか 

ギャラリートーク ７月 17 日，31 日，８月７日，14 日，21 日，28 日，９月４日，11 日 

各日 11 時 00 分または 13 時 30 分の１回，計８回 

５．成果と問題点 

 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，本館と国立民族学博

物館の両館にて連携展示という形で発信したものである。古代と近現代を対照して，「境界」や「移動」とい

うテーマに迫ろうとした展示は，これまでにない新しい取り組みであった。テーマが共通することによって，

古代の研究と近現代の研究の視点や方向性の違いが鮮明となり，両者を相対化することによって，限界や新

しい可能性を提示できたと考えている。また，東アジアの広い地域を対象としたことや，考古学・歴史学・

民族学・人類学などのさまざまな視点を通して「境界」や「移動」を描き出したことにより，学際的かつ独

創的な展示が実現した。展示の準備を進める過程では，研究対象や思考背景の異なる研究者が集まることに

より，新たな研究テーマや研究資源も発掘されたのである。 

本館では，第Ⅰ部「古代の境界」を中心にした展示をおこなった，ここでは，日本から東アジアを眺める

のではなく，東アジアにおける各地域の相互の関係に注目して，５世紀の東アジア世界の実態を提示するこ

とに力を注いだ。権力や信仰，生活といった視点で，各地の同質性や異質性を可視的に示した。日本国内の

諸機関が所蔵する東アジア資料と，国立中央博物館をはじめとする大韓民国の諸機関が所蔵する資料を展示

することによって，学術的にも価値ある場を提供することができた。そこには，風納土城出土資料など，日

本で初めて展示する資料も含まれている。 

なお，金製耳飾という身近な存在によって朝鮮半島の独自性やその内部での違いを表現したり，金銅仏と

壁画模写を対照して信仰世界の違いを示すなど，見た目にわかる違いを強調した展示を心がけた。ものの細

かな情報を提示するのではなく，ものの存在そのものによってみえる違いを提示したのである。展示場入口

に東アジアの衛星写真画像を提示したのも，来館者が「境界」を感じることを意図してのことである。境界

を感じ考える場を提供することを目的としたため，古代東アジアという未知の世界に触れたという「越境」

も含めて，多様な「境界」の受け止め方を期待した。観覧者にはその趣旨が効果的に伝わりにくい一面もあ

ったが，総じて，境界というテーマを通じて，古代史研究と近現代研究から現代社会へのメッセージを発信

することができたと考えている。 

６．マスコミでの取り上げ 

 【ＴＶ・ラジオ】 

 ７月 13 日（火）千葉テレビ，８月 27 日（金）ＮＨＫＦＭ千葉 

 【新聞】 

７月１日（木）毎日新聞，７月８日（木）毎日新聞・東京新聞，７月 14 日（水）朝日新聞，７月 15 日（木）

毎日新聞，７月 20 日（火）読売新聞，８月２日（月）朝日新聞，８月３日（水）読売新聞，８月５日（木）

東京新聞，８月 10 日（火）読売新聞，８月 15 日（日）朝日新聞，８月 26 日（木）毎日新聞・東京新聞，

８月 30 日（月）千葉日報，９月２日（木）日本経済新聞，９月 10 日（金）毎日新聞・朝日新聞・読売新

聞・千葉日報・産経新聞 

 【雑誌等】 

ぐるっと千葉７・８・９月号，集 Vol,45，歴史読本９月号 
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７．展示プロジェクト委員（◎は代表 ○は副代表） 

 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（専修大学文学部教授） 

 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（本館研究部考古研究系准教授） 

 久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 

○杉山 晋作（本館研究部考古研究系教授） 

 仁藤 敦史（本館研究部歴史研究系教授） 

 

 

[企画展示] 
 

「武士とはなにか」 
 国立歴史民俗博物館 2010年10月26日～2010年12月26日（55日間） 

 

１．展示趣旨 

 武人は超時代的に存在するなかで，日本列島のおおむね 10 世紀から 19 世紀にいたる中世と近世には，わ

たしたち現代人が武士，サムライなどと呼びならわし，その風体や生活様式などに一定のイメージを有する，

武人たちとその家々が階層的に存在した。さらに東アジア世界では一般的な文人貴族による政権（朝廷）が

存続する一方で，鎌倉・室町・江戸の三つの幕府という武人政権が断続的に成立し，段階的に国政の実権を

掌握するにいたる。それは武士という社会的身分が確立していく過程でもあり，それが消滅した近代以降に

も決定的な影響をおよぼした。日本の歴史を現代とのかかわりから捉えるうえで，また比較史の観点から特

色づけるうえでも，この武士と武家，そして武人政権の問題は避けて通ることのできない意味をもつ。 

 にもかかわらず，武士そのものを他と峻別し特徴づけるメルクマールは意外にも明確ではない。そもそも

武士と概念づけられた人物およびその集団をさす史料用語も多様である。「兵」「勇士」「武者」「武士」「侍」

など，これらの史料表現は必ずしも現代人のいう武士一般をさすとは限らず，使用法にも時代的な偏差があ

る。つまり，ある特定のイメージをともなった武士という概念で括られる人々は，わたしたちが考える以上

に複雑な歴史的存在であり，その実態さえつかむのが容易ではない。 

 共同研究にもとづく本企画展示は，そうした武士と武家を具体的なモノのレヴェルで相対的に把握する試

みである。武士の行政官化と武人政権の断続的存在という歴史的現象を自明視せず，中世と近世をつなぐ視

角を確保したうえで，武士に関する自己と他者の認識とその表象を中心とした多様な資料の機能の解明を軸

に，それらを社会的コンテクストのなかに位置づけていく展示を構成する。そこでは，通時的な武士イメー

ジの形成と変容のあり方じたいも，資料に即して動態的検討の対象となる。 

 あえていま，「武士とはなにか」という問いを発することで，日本の「伝統」と結びつけながら武士，サム
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ライを美化したイメージで語ることの多い現代社会に対するメッセージとしたい。 

２．展示構成と主な展示資料等（所蔵先を明記していないものは本館蔵） 

プロローグ－武士を描く・武士が書く－ 

主な展示資料：足利義輝像，織田信長像（神戸市立博物館），徳川家康霊夢像 

Ⅰ章 戦いのかたち 

主な展示資料：前九年合戦絵詞，結城合戦絵詞，燻韋威肩紫紅縹腹巻，当世具足・横矧二枚胴具足，太

刀・腰刀・馬具・金撮棒・薙刀・鑓・鉄砲，織田信長朱印状 

Ⅱ章 武家のひろがり 

主な展示資料：越前島津家文書，豊後若林家文書，石見亀井家文書，太平記絵巻，越後国奥山荘江上館

跡出土遺物（胎内市教育委員会），彦部家資料（個人蔵），我らはしりめくり之覚（個

人蔵），高城胤則書状（個人蔵），可笑記（国立公文書館），伊能家文書（伊能忠敬記

念館），越後文書宝翰集・和田茂実書状・中条房資記録（新潟県立歴史博物館），上杉

家文書・歴代御年譜（米沢市上杉博物館） 

Ⅲ章 軍学者と武士のイメージ 

主な展示資料：出陣次第，大和三位入道故実書，和歌故実口伝，岸和田流鉄砲伝書，川中島合戦図屏風

（和歌山県立博物館），川中島合戦図屏風（長野県立歴史館），川中島合戦錦絵 

Ⅳ章 文武両道 

主な展示資料：大名武鑑軽板，本多家文書，本多作衛門坐像（個人蔵），御大名出世双六，江戸曽我家

文書（国文学研究資料館），佐分利流鑓術免許目録・里見流香道免許目録，釣竿（致道

博物館），雷管ゲベール銃，小野路農兵関係資料（小島資料館），戦友姿絵（函館市立

博物館） 

エピローグ 武士の消滅と新しい「武士道」 

主な展示資料：京都府士族明細短冊（京都大学法学部図書室），初期開拓移民之図（伊達市噴火湾文化

研究所），軍人勅諭，日本魂，徳川慶喜像，武士道  

３．刊行物 

 展示図録『武士とはなにか』（Ａ４判 214 頁） 

 展示資料目録（Ａ４判６頁） 

 文献資料釈文（Ａ４判 32 頁） 

４．関連行事 

 第 323 回歴博講演会「武家の史料学」 11 月 13 日（土） 高橋一樹 

 第 324 回歴博講演会「旗本退屈男の事件簿」 12 月 11 日 髙久智広 

 ギャラリートーク 10 月 30 日，11 月６日，13日，20 日，27 日，12 月４日，11 日，18 日，25 日（計 15

回） 

５．成果と問題点 

 本企画展示の準備研究を兼ねる共同研究「中近世における武士と武家の資料論的研究」での調査・研究と

リンクさせつつ，資料論的な観点から展示を構成するためのメルクマールを以下のように設定した。 

① 中世と近世を一貫させた視座の確保。とくに時代間の連続と断絶の両面に留意する。 
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② 資料（群）の機能とその変化，つまり資料が生成され存在していくことの意味を問う。 

③ 自己表象と他者表象（後世の武士による前代の武士に対する表象をも含む）の分別とそれぞれの具体

相の追究を行う。 

④ 各分野ごとの資料における武士の固有性の有無について検討する。 

⑤ 武士個人（男）と武家（男と女）の区別とジェンダーの視点を組み込んだ分析。 

⑥ 武士の存在理由とその表象のあり方を国際関係の文脈のなかで検証する。 

⑦ 武士階級内部の階層的秩序，とくに「差別」の実態を資料に即して掘り起こす。 

⑧ 生活史の視点を保持して，可能なかぎり衣・食・住の具体像に配慮する。 

 以上の８点をふまえて，これまで各分野ごとに縦割りの研究対象とされてきた文献資料・武器武具資料・

美術資料・考古資料などを武家関係資料（群）として総合化することを基調としながら，上記３のような構

成のもと，武士・武家の社会的機能とその変質，生活史，そして武士イメージの創出とその歴史的背景やメ

ディアの特色を中心に学際的な資料を展示することができた。あわせて，総頁213ページにおよぶ展示解説図

録を編集し刊行することができた。 

 武士の多様性や時代的特質を示すことから「武士とはなにか」という基本的な問題設定の有効性を問いか

けた企画展示では，資料の総合化とその機能の変遷を軸とするコーナー設定と資料配置がおおむね好評を得

ることができ，中世と近世の協業によって長い時間軸を扱いながら武士イメージの創作をも対象にしたこと

で，偽文書や系図，由緒書，文学作品，軍学資料，錦絵などの資料的性格と相互関係が展示によって可視化

され，それらの史料としての研究を活性化させるうえで一定の問題提起を行うことができた。また，これら

の資料（群）が生成されるコンテクスト自体の慎重な検討と，それに即した資料の配列やその解説（共同研

究員＝展示プロジェクト委員による展示場でのギャラリー・トーク）は，文書を中心とした文字資料の難解

な読解とその内容理解を「強要」してきた従来の文書展示に反省を迫り，必ずしも文字読解を必要としない

展示方法の開拓に大きなヒントが得られた。衣・食・住の生活史についても，屋敷・館（ハードウェア）の

枠組みのもとに資料群を組織し，考古学の成果を取り入れた屋敷じたいの時代変化と組み合わせて展示した。 

 一方，中世と近世を結んだ資料内在的な共同研究には大きな課題が残されており，近世以降における武士

イメージの形成とも密接不可分にかかわって，近世末期の再軍備の時期に武器武具資料や戦功認定文書など

さまざまな資料群において中世への回帰，中世武士のイメージが呼び出されて実体化する現象が確認された

が，その歴史的背景を論理化する作業は今後の課題となった。また，戦士を本質とする武士の存在理由とも

かかわる番役の通史的検討や，武芸の担い手に関する社会的広がりの追究とその歴史的評価の問題なども残

された。とくに 後の論点は，平川新氏による展示批評（『歴博』165号，2011年３月）でも強く指摘された

ところである。 

 歴史展示という現代における表象手法の研究に関連して，歴博でははじめて資料原本の代替物として戦国

合戦図屏風のデジタル資料をタッチパネルの使用により展示したのをはじめ，展示箇所以外の資料内容をみ

ることができるよう設置したデジタル・ツールは iPad の導入もあって観覧者の好評を博した。当初，目標と

していたテジタル・ツールを活用した文書展示の開発は種々の事情により断念せざるをえなかったが，いわ

ゆる複合文書の理解にデジタル画像がきわめて有効に機能することなどが議論され，その実用化を総合展示

で検討していくこととした。 
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６．マスコミでの取りあげ 

【ＴＶ・ラジオ】 

10 月 27 日（水）ＮＨＫ総合，10 月 29 日（金）bay-fm，11 月 26 日（金）ＮＨＫＦＭ千葉 

【新聞】  

９月 16 日（木）毎日新聞，９月 30 日（木）毎日新聞，10 月７日（木）毎日新聞，10 月 13 日（水）読売

新聞，10 月 14 日（木）毎日新聞，10月 20 日（水）朝日新聞，10 月 21 日（木）東京新聞，11 月４日（木）

毎日新聞・日本経済新聞・東京新聞，11 月５日（金）ジャパンタイムス，11 月９日（火）読売新聞・日本

経済新聞，11 月 10 日（水）千葉日報，11 月 25 日（木）信濃毎日新聞 

【雑誌等】 

ナショナルジオグラフィック 11 月号，財界人１月号，ぐるっと千葉 12 月号・１月号，芸術新潮 12 月号，

歴史読本１月号，歴史群像№104 

７．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表，○は副代表） 

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（本館研究部歴史研究系教授） 

安達 文夫（本館研究部情報資料研究系教授） 

井原今朝男（本館研究部歴史研究系教授） 

岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

大久保純一（本館研究部情報資料研究系教授） 

久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 

○小島 道裕（本館研究部歴史研究系教授） 

◎高橋 一樹（本館研究部歴史研究系准教授） 
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「侯爵家のアルバム－孝允から幸一にいたる木戸家写真資料－」 
 国立歴史民俗博物館                 開催期間：2011年３月１日～５月29日（59日間） 

                                         ※３月12日～４月４日までは東日本大震災の影響により閉館 

 

１．展示趣旨 

 本館所蔵の旧侯爵木戸家資料（孝允～正二郎～孝正～幸一４代にわたる資料群）は，1984 年から 1998

年にかけて寄贈を受けたものであるが，簡単な仮目録があるだけで，長らく本格的な整理がされないままに

なっていた。平成 13 年度から客員教授や資料調査プロジェクトのメンバーによって整理・目録作成作業を進

め，今回ようやくそれが終了し目録刊行の見通しがついた。そこで，目録による資料の全面公開に合わせ展

示を行う。今回は，１万５千件にのぼる厖大な資料の中から も視覚に訴える資料として，写真資料に絞っ

て紹介する。幕末・明治初年から昭和戦後期まで長期にわたり撮影されたものであり，主として木戸家の人々

が被写体となったものである。総数は 5,241 件に達するが，その中から特色ある写真をピックアップする。 

 柱となるのは，ガラス板写真や欧米で写された岩倉使節団関係のアルバムなど，木戸孝允に関わる幕末・

明治初年の写真。海外留学の後，夭逝した木戸正二郎の写真。明治・大正期の華族の暮らしぶりを伝える孝

正夫妻や少年時代の幸一らの家族写真。昭和戦前期は天皇の重臣として，また戦後は東京裁判の被告として

の木戸幸一が写された写真などである。木戸家という，日本の近現代史の中で大きな位置を占めた一家族の

公私にわたる足跡を画像でたどることで，歴史資料としての写真の有効性を提示できると考える。 

 画質保存のため実物の展示数は限定せざるをえないかもしれないが，その代わり複写拡大パネルを壁面に

並べることにより展示を構成する。また，会場に設置するモニターの画面から画像を検索，拡大して見られ

るようにする。 

２．展示構成と主な展示品（所蔵先を明記していないものはすべて館蔵資料） 

Ⅰ 孝允と彼をめぐる人々－幕末～明治初期－ 

Ⅰ－１ 木戸孝允と明治維新  

主な展示資料：明治初年の木戸孝允，明治３年の木戸松子，明治４年５月の木戸孝允，木戸松子と高杉

晋作の遺児東一，サンフランシスコでの木戸孝允，京都の木戸孝允旧宅など  

Ⅰ－２ 長州閥の人々 

主な展示資料：毛利敬親・元徳父子，広沢真臣，山尾庸三，井上省三，山県伊三郎，明治 10 年ベルリ

ンでの桂太郎，ロンドンでの伊藤博文，青木周蔵など  

Ⅰ－３ 明治の群像 

主な展示資料：三条実美，大山巌と児玉源太郎，英照皇太后，明治天皇，昭憲皇太后，嘉仁親王（大正

天皇），有栖川宮熾仁親王など  

Ⅰ－４ 岩倉使節団の面々 

主な展示資料：岩倉具視，大久保利通，伊藤博文，山田顕義，田中光顕，成島柳北，新島襄，田辺太一，

安藤太郎，田中不二麿，由利公正，牧野伸顕，北白川宮能久親王，島地黙雷，大山巌，

西洋各国君主の肖像アルバムなど 

Ⅱ 正二郎から孝正へ－明治初期～大正中期－ 

Ⅱ－１ 木戸彦太郎・正二郎兄弟の海外留学 
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主な展示資料：明治５年アメリカの木戸彦太郎，明治５年ロンドンでの木戸孝允・正二郎，明治５年ワ

シントンでの木戸孝允・来原彦太郎，明治 17 年ドイツ留学中の木戸正二郎など  

Ⅱ－２ 木戸孝正とその時代 

主な展示資料：鹿鳴館風の寿栄子，明治 21 年木戸孝正・寿栄子夫妻の結婚記念，明治 25年１月宮内省

式部職の人々，明治 30 年ヴィクトリア女王即位 60 周年記念祝典に参列した有栖川宮威

仁親王・伊藤博文・木戸孝正ら，明治３年の木戸孝允と来原彦太郎，宮内省官吏らとの

集合写真など  

Ⅱ－３ 木戸家とその親類 

主な展示資料：山尾庸三一家，明治 36 年鎌倉別荘での山尾庸三一家と木戸幸一ら，児玉源太郎と少女

時代の鶴子（幸一夫人），達磨コレクションを背にした木戸忠太郎と幸一など 

Ⅲ 幸一のあしあと－明治中期～昭和－ 

Ⅲ－１ 学習院と華族の仲間たち 

主な展示資料：初等科制服姿の幸一・小六兄弟，明治 36 年新年御裳捧持者をつとめた少年たち，明治

37 年学習院の陸上運動会，昭和 10 年秩父宮・高松宮と十一会の人々など  

Ⅲ－２ 木戸幸一と昭和の激動 

主な展示資料：近衛文麿首相と閣僚たち，傷兵保護院関係者と厚生大臣木戸幸一，平沼騏一郎内閣の閣

僚たち，昭和 18 年６月戦艦武蔵艦上の昭和天皇・木戸幸一ら，巣鴨プリズン内の木戸

幸一，昭和 27 年巣鴨プリズンからの一時帰宅など  

Ⅳ 著名な写真師たちの作品 

主な展示資料：上野彦馬の作品，内田九一の作品，清水東谷の作品，鈴木真一の作品，小川一真の作品，

丸木利陽の作品，木戸孝正の作品など 

３．刊行物 

 展示図録『侯爵家のアルバム－孝允から幸一にいたる木戸家写真資料－』（Ａ４判 172 頁） 

 展示解説シート（Ａ４判４頁） 

４．関連行事 

 第 328 回歴博講演会「木戸侯爵家の成立と木戸家資料」 ４月９日（土） 田中正弘 

 ギャラリートーク ３月５日，19 日，４月９日，16 日，30 日（計 10 回） 

５．成果と課題 

３月 11 日の東日本大震災の影響で途中臨時休館し，その分会期を延長したが，従来の企画展示と比較して

観覧者数に顕著な変動は見られなかった。 

展示したもののほとんどが初公開の資料であり，古写真の研究をする専門家からは注目を浴び，早速出版

物への掲載申請が出されるなど，学界への反響があった。また，木戸孝允や木戸幸一のネームバリューから，

一般の歴史ファンにも広く話題を提供することができた。木戸家の関係者や岩倉使節団関係人物の子孫など

が観覧のため来館し，資料や史実に関する新たな情報を提供していただくなどの副産物もあり，まとまった

数の古写真の寄贈申し出も受けた。 

タッチパネルの活用によって，各コーナーにバラバラに展示した写真についても，アルバムに収められて

いた本来の配列や状態を見てもらうことができたほか，多数の人物の人名・出身地などによる検索も可能と
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なり，一方的に「見せる」，静的な現物展示とは違う，動的な要素も付け加えることができた。ただし，現物

の小ささを補うため，複写・拡大したパネルも展示したが，作品保護のため展示室の照明を暗くせざるをえ

ず，ガラスへの反射などもあり，観覧者からは見えにくいとの指摘があった。 

展示の開始と同時に『旧侯爵木戸家資料目録』を刊行したこともあって，今回展示した写真以外の資料，

すなわち文書・書幅・物品などについても展示・公開する機会をつくってほしいとの希望も少なからず出さ

れた。今後の課題として，それらの多種多様な資料も活用して，より広く木戸家資料の世界を紹介すること

が必要である。 

承知の上ではあったものの，今回の企画展示は資料の羅列で終っているとの指摘も受けたため，これから

は「展示のための展示」から一歩進み，「研究成果としての展示」へと展開させていくことも考慮しなければ

ならない。 

６．マスコミでの取りあげ 

 ・雑誌  ぐるっと千葉３～６月号，集-shu-47 号 

 ・専門誌 アサヒカメラ３月号，日本カメラ３～５月号，カメラマン３～５月号，フォトコンテスト

３月号，歴史読本５月号，歴史群像№106，歴史研究 590 号 

・新聞  毎日新聞（３月３日・10 日，４月７日・14 日・19 日・28 日，５月 19 日・26 日），東京

新聞（２月 24 日・３月３日・26 日），朝日新聞（３月１日・３月９日，４月６日・13 日・20 日・27 日，

５月 18 日），読売新聞（２月９日，４月 12 日，５月 17 日・23 日），千葉日報（３月 10 日），日本経済新

聞（５月 12 日），赤旗（３月９日） 

・放送  チバテレビ（２月 28 日），ＮＨＫＦＭ（４月 22 日），佐倉市広報番組「チャンネルさくら」

（４月 22～28 日），ケーブルネット 296（３月 14～20 日） 

７．展示プロジェクト（◎は展示プロジェクト代表 ○は副代表） 

 田中 正弘（國學院大學栃木短期大学教授） 

○岩淵 令治（本館歴史研究系准教授） 

 久留島 浩（本館歴史研究系教授） 

 鈴木 卓治（本館情報資料研究系准教授） 

◎樋口 雄彦（本館歴史研究系准教授） 

 

 

[くらしの植物苑特別企画] 
 

「季節の伝統植物」 
 

春：伝統の桜草    2010年４月20日(火)～５月９日(日)（18日間） 

夏：伝統の朝顔    2010年８月３日(火)～８月29日(日)（25日間） 

秋：伝統の古典菊   2010年11月２日(火)～11月28日(日)（25日間） 

冬：冬の華・サザンカ 2010年11月30日(火)～2011年１月30日(日)（47日間） 
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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花壇を再現するな

どの工夫をしている。また，今年度は野生系の品種に焦点をあてた小テーマを設定し，園芸品種と比較でき

るよう，工夫した。 

 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 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，

本館第３展示室（近世）では本特別企画と期間を合わせて特集展示「伝統の朝顔」展をおこなった。 

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

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

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

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

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

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

してきた。今年度は，嵯峨菊14品種，伊勢菊10品種，肥後菊30品種，江戸菊33品種に加え，新たに松坂菊3

種を展示した。また，昨年度に続いて江戸菊の仕立て方を踏襲した展示や，嵯峨菊や江戸菊の展示法をテー

マにしたコーナーに加え，文学と菊のかかわりに関するパネル展示を行った。 

 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。育成している品種には，「江戸サザンカ」や「肥後サザンカ」といった独自のものが
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含まれている。今年度は，サザンカ群70品種，カンツバキ群43品種，ハルサザンカ群32品種を展示した。 

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28日(土)：第137回「芸をする朝顔」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究員） 

 11月27日(土)：第140回「文芸作品にみる菊見」平野 恵（さいたま市大宮盆栽美術館） 

 12月４日(土)：第141回「サザンカの花色と花形の変化を楽しむ」箱田直紀（元恵泉女学園大学） 

 苗の有償頒布〔桜草：４月20日(火)～５月９日(日)，朝顔：６月26日(土)・７月24日(土)・８月３日(火)，

菊：７月24日(土)・８月28日(土)・９月25日(土)・10月23日(土)・11月２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，特別企画「伝統の朝顔」展とあわせた

第３展示室（近世）での特別企画「伝統の朝顔」展やファミリー向けプログラム（歴博探検），各特別企画開

催期間中に内容を合わせた観察会を開催することで，生物学的な基礎研究と歴史的な基礎研究の融合を広く

公開することができた。さらに，１月の観察会においては，桜草の植え替えを体験していただき，育成の現

場を体験していただく機会を作ることができた。 

 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，観覧の妨げになるために禁止しているにもかかわらず，三脚を使用した写真撮影がとくに「伝統の

朝顔」展において目立った。対策を考える必要がある。 

５．マスコミでの取り上げ 

ＮＨＫ ＢＳhi･ＢＳ２：『いのちドラマチック』 

共同テレビジョン：「―時代劇おもしろ雑学―虎乃巻」 

千葉テレビ：「朝まる JUST 千葉花撰」 

ＴＢＳ：「王様のブランチ」 

日本テレビ：「木原さんのお天気コーナー」 

日本テレビ：「ズームイン super 内お天気コーナー」 

佐倉市ケーブルテレビ 

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（さいたま市大宮盆栽美術館） 

青木 隆浩（本館研究部民俗研究系准教授）    ◎岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授）      澤田 和人（本館研究部情報史料研究系准教授） 

山村  聡（本館管理部博物館事業課）       安川 由紀（本館研究支援推進員） 
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[特集展示] 

第３展示室 特集展示「ものからみる近世」 

「紀州徳川家伝来の楽器 ―琵琶―」 
 2010 年４月 27 日（火）～６月 20 日（日） 

 

１．展示趣旨 

 本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクション（159 件）は，主として紀州藩の第十代藩主徳川治宝（と

くがわはるとみ・1770～1852）によって収集されたものと伝えられる。雅楽器を中心に，吹きもの（管楽器）・

弾きもの（弦楽器）・打ちもの（打楽器）など各種の楽器や，楽譜，調律具，収納袋や箱などの附属品，さら

に楽器にまつわる情報を記した附属文書から構成されており，楽器史や音楽史上きわめて重要な資料である。 

今回の特集展示では，本コレクションの中から，琵琶をとりあげ，附属品や附属文書とともに展示した。

コレクション中の琵琶は 23 面におよぶが，この中には，天武６年（677）の作と伝えられる琵琶を初めとす

る各時代の琵琶や，平家琵琶として用いられたもの，きわめて小型のもの，明清楽の流行を受けて収集され

たと推測される中国の琵琶など貴重な遺例が含まれる。これらを展示することにより，一般にはあまり馴染

みのない古楽器への理解をうながすとともに，高度な工芸技術や，江戸後期の大名家を中心とした文化の一

端を紹介した。 

なお，本資料は日本古楽器の 大級のコレクションとして広く知られており，平成 15 年度に刊行した『国

立歴史民俗博物館資料図録３ 紀州徳川家伝来楽器コレクション』において，その豊富な資料情報を公開し

ている。今後の特集展示において，順次，展示・公開をすすめ，その全貌を紹介する予定である。 

２．展示構成と展示品 

展示品は，本館所蔵の琵琶 12 面と，琵琶に関する楽譜などを，付属文書とともに紹介し，琵琶という楽器

の音楽史的な役割と，コレクションされた楽器の文化史的意義を示した。また，展示場には楽琵琶と平家琵

琶の演奏音を流し，琵琶に関する理解を深めてもらうよう配慮した。 

紀州徳川家伝来楽器コレクション（H-46）より 

琵琶（銘「白鳳」）  １面 天武６年（677）銘 在田坊作 

琵琶（銘「箕面」）  １面 保延４年（1138）銘 内記作 

琵琶（銘「美女」）  １面 文和２年（1842）銘 政尊・三井伊織作 

琵琶（銘「筑夫島」） １面 室町時代 

琵琶（銘「武蔵野」） １面 慶長 14 年（1609）銘 雑賀新右衛門作 

琵琶（銘「小車」）  １面 

琵琶（銘「花月」）  １面 江戸時代 一尾伊織作 徳川治宝画 

『琵琶譜』      １帖 寛政４年（1792）徳川治宝奥書 

『琵琶の譜（糸竹秘抄）』 １帖 天保５年（1834） 

『三五要録』     12 冊 

琵琶撥 

            など約 20 点    
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３．関連行事 

ギャラリー・トーク 

日時：５月 15 日（土）13時 30 分～（40 分程度）  

講師：日高 薫（本館研究部情報資料研究系准教授） 

４．刊行物 

 展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 

５．成果と問題点 

 研究者，雅楽関係者などの専門家のあいだでは，全点一挙公開が話題になり，遠方から足を運んで見に来

る人も少なくなかった。進行中の共同研究による 新の成果を，ただちに個別解説等に反映できたことも有

意義であった。 

一方，一般の来館者にとっては，ギターなどの絃楽器の演奏経験のある人と，そうでない人とのあいだで，

関心をもつ度合いや，理解に違いを感じた。楽器の特集展示は，シリーズとして継続していく予定であり，

より解りやすい展示ができるよう今後の展示において改善したい。 

６．マスコミでの取り上げ 

 日本経済新聞朝刊 2010 年４月 15 日特集展示「紀州徳川家伝来の楽器―琵琶―」 

ＮＨＫＦＭラジオ 2010 年５月 21 日ひるどき情報千葉「週末はミュージアム」 

 東京新聞朝刊 2010 年４月 22 日特集展示「紀州徳川家伝来の楽器―琵琶―」 

 千葉日報朝刊 2010 年４月 28 日特集展示「紀州徳川家伝来の楽器―琵琶―」 

７．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表） 

◎日高  薫（本館研究部情報資料研究系准教授） 

内田 順子（本館研究部民俗研究系准教授） 

（協力）薦田 治子（武蔵野音楽大学教授） 

 

 

「『伝統の朝顔』－館蔵資料にみる朝顔文化－」 
2010 年８月３日（火）～８月 29 日（日） 

 

１．開催の趣旨 

 奈良時代に薬として中国大陸より伝えられた朝顔は，江戸時代になると人々に親しまれる花の一つとなっ

た。さらに朝顔自身の突然変異によってできる，葉と花の多様な変化や組み合わせを楽しむ変化朝顔が作り

出された。国立歴史民俗博物館では，くらしの植物苑においてこの変化朝顔を系統維持するとともに，1999

年より 11 回にわたって特別企画「伝統の朝顔」展を開催し，公開してきた。この間，資料収集につとめ，生

きた植物資料と歴史史料を連動して展示して理解を深めるとともに，本館と植物苑を結ぶという目的で，1999

年・2000 年・2008 年には本館において歴史資料について特別企画を開催した。2010 年度も，同様の目的か

ら，第３展示室副室「「もの」からみる近世」において，館蔵の朝顔関係資料を一堂に紹介する特別企画を同

時開催した。 



190 

２．展示構成と主な展示品 

 展示では，園芸文化としての朝顔の育成ブーム（Ⅰ・Ⅱ）と，デザインやイメージとして人々にうけとめ

られた朝顔（Ⅲ），の二つのテーマを設けた。 

 前者では，園芸文化の展開の中で生まれた奇品ブーム（変わったものを楽しむ文化）の一つとして朝顔が

とりあげられ，文化・文政期（1804－30 年）と嘉永・安政期（1848－60 年）の二度のブームを迎え，さらに

明治 20 年代から大正期にブームが再燃したことを明らかにする。朝顔図譜・番付・園芸書などを展示し，そ

れぞれのブームの担い手や花の趣味などの違いを示した。 

 後者では，歌舞伎のなかの，朝顔をイメージしたキャラクターや朝顔を描いた浮世絵，朝顔がデザインさ

れた小袖・蒔絵・笛の袋など，朝顔にちなんだ作品を展示する。変化朝顔の栽培には，手間・暇・場所と一

定の知識が必要で，庶民が自ら栽培できるようなものではなかったため，多くの庶民が愛し続けた朝顔は，

誰にでもそれとわかるような朝顔であったことを明らかにした。 

 さらに， 後のⅣでは，現在の変化朝顔の写真パネルを多数かかげ，くらしの植物苑の朝顔展示との連動

を図った。 

 Ⅰ 江戸の園芸のはじまりと朝顔 

   増補地錦抄，草木育種，草木草角力 ほか 

 Ⅱ 奇品の流行と変化朝顔 

   草木奇品家雅見，松葉蘭譜，あさがほ叢，朝顔三十六花撰，三都一朝，変化朝顔図 ほか 

 Ⅲ 意匠にみる朝顔 

   紅縮緬地朝顔模様絞染小袖（屏風），花樹草木蒔絵螺鈿洋櫃，花揃美人くらへ，助六 

  廓花見時，東海道五十三次之内 金谷 朝顔ほか 

３．関連行事 

 会期中，８月３日（火）に展示担当の岩淵令治がギャラリートークを行った。 

４．刊行物 

 解説シート，広報用ポスター・チラシ（くらしの植物苑特別企画と共同） 

５．成果と問題点 

 植物苑の特別企画と本展示で内容が連動するような工夫を行った。また，案内の充実にもつとめた。開催

場所が離れている点はやはり課題であるが，植物苑の実際の植物（生きた文化財）と歴史資料を両方見てい

ただくことによって，江戸の園芸文化に関する理解を深めていただくという目的は一定度達成できたと思う。 

６．マスコミでの取り上げ 

 くらしの植物苑特別企画「伝統の朝顔」の項を参照。 

７．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表） 

◎岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授）  青木 隆浩（本館研究部民俗研究系准教授） 

 久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授）   仁田坂英二（九州大学大学院） 

 箱田 直紀（元恵泉女学園大学）       辻 誠一郎（東京大学大学院） 

 平野  恵（さいたま市大宮盆栽美術館）     
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「旗本 本多家資料の世界」 
2010年10月26日（火）～12月５日（日） 

 

１．展示趣旨 

江戸時代，江戸幕府の政治・軍事の中枢を担ったのが旗本である。18 世紀以降，旗本は 5200 家前後，う

ち上級とされる 3000 石以上の家は約 250 家あった。 

しかし，こうした旗本家に関する文書は，家自体が維新期の激動や，その後の社会の変化の中でその地位

や社会的基盤を失ったため，散逸，消滅することになり，現在まとまって残っているものは決して多くはな

い。 

当館は，旗本本多家の資料を所蔵している。本多家は「鬼作左」とよばれ，徳川家康の信任も厚かった本

多作左衛門の血筋を引く，三河以来の直参で，3200 石の上級旗本の代表的な家である。4000 点を超える同資

料は，質・量ともに旗本資料として一級のものである。すでに，当館企画展示「近世の武家社会」（1994 年

開催）において，同資料をとりあげたが，今回は企画展示「武士とはなにか」にあわせ，あらためて同資料

から，旗本の世界を描いた。 

２．展示構成と展示品 

まず，「プロローグ」で系図などから旗本本多家の概要を示した。そのうえで，「１ 旗本本多家とは」で

は，越前丸岡藩主の家から分かれ，本家が改易されたあとも，旗本の家として幕末まで継続する様子を，越

前の知行所や江戸に拝領した屋敷，あるいは親類たちの家，拝領物として代々伝えられてきた由緒ある武具・

壺などから示した。 

つぎに「２ 旗本のお勤め」において，旗本の家，とくに「番方」の家としての勤めについて，門番役や

火事場見廻役，寛政期に拝命する「寄合肝煎」の実態について，関連する資料から示した。 

さらに，「３ 旗本のたしなみ」では，馬術・砲術といった武芸，そして武家・武士としての家格・威厳を

表象するための作法や諸道の資料などによって，武士としてのたしなみや作法・趣味などを紹介した。 

そして， 後の「エピローグ」において，明治維新を迎えた本多家が，維新政府に帰順する一方で，徳川

家の存続を願いといった状況を紹介し，また同格の旗本戸川家の執筆活動などもとりあげながら，維新とそ

の後の旗本たちの軌跡をみた。 

プロローグ  家系図，家紋，馬印，旗印ほか 

１ 旗本本多家とは  丸岡藩本多家関係 養子縁組関係 知行地関係ほか 

２ 旗本のお勤め  火事頭巾，唐冠形兜，陣笠，勤役関係ほか 

３ 旗本のたしなみ  大坪流馬術録，御先鉄炮角帳，宗旦今日庵茶室絵図，小笠原流聞書ほか 

エピローグ 維新とその後  京都日記 徳川家存続願 

３．関連行事 

 

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 

 旗本家資料として良質な本多家資料を，1994 年の企画展示後の幕臣研究の進展もふまえながら，まとまっ
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た形で紹介することができた。また，企画展示「武士とはなにか」と内容的にも連動をはかることで，武士

論としてひろがりを出すことができた。ただし，次の特別企画との関係で，企画展示より開催期間が短くな

ってしまった点が悔やまれた。 

６．マスコミでの取り上げ 

 

７．プロジェクト委員 

◎久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授）    岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

 高久 智広（神戸市立博物館）         工藤 航平（本館リサーチアシスタント） 

 三野 行徳（東洋英和女学院大学非常勤講師） 

 

 

「双六の小宇宙」 
 2010 年 12 月 21 日（火）～2011 年１月 30 日（日） 

 

１．展示趣旨 

 サイコロを振り，出た目の数にしたがって「振り出し」から駒をすすめて「上がり」を目指す絵双六は，

江戸時代，大衆的な出板を行う地本問屋の主要商品のひとつであった。絵双六の歴史は，仏教の十界の世界

観にもとづく浄土双六が室町期に成立し，江戸時代に入り庶民層に普及，やがて道中双六や出世双六が生み

出されたとされる。江戸後期になり錦絵に代表される木版多色摺の技術が確立すると，絵双六は華やかさを

加えるとともに，人気浮世絵師が筆を執って絵画性豊かなさまざまな主題のものが大量に生み出された。 

 人生の栄達を主題とした出世双六，旅や行楽への関心の高まりとともに急増する道中双六や名所双六，あ

るいは百物語の流行による妖怪双六など，絵双六はそれぞれの時期の人々の関心の在処や世の中の流行を映

し出す鏡でもあった。 

 本特集展示では当館が所蔵する絵双六を，その形式（廻り双六，飛び双六，飛び廻り双六）にも留意しつ

つ，おもにその主題に注目して，江戸後期の多彩な都市文化の一端と，人々の関心の在処について考えるも

のである。 

２．主な展示資料 

東海道五十三駅双禄  歌川芳藤 慶応３年 H-22-1-31-62 

大名出世双六  江戸時代 H-1330-6 

男女振分婚礼双六  歌川貞景 江戸末期 H-1558-2 

川柳風狂句入孝不孝振分双六  緑亭川柳 江戸末期 H-22-35 

新版御府内流行名物案内双六  歌川芳艶 江戸末期  H-715-2 

豪傑水滸伝双六  歌川国芳 嘉永 H-1429-52                       など，約 30 点 

３．関連行事 

ギャラリー・トーク   日時  平成 23 年１月 15 日（土）  13 時 30 分～（30 分程度） 

４．刊行物 

展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 
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５．成果と問題点 

 ある程度まとまった点数を所蔵しながらも，さまざまな資料群の中に分蔵されていることもあって，これ

まで十分活用されてこなかった絵双六をテーマ展示したことで，今後の当館の展示活動に対する資源を開発

する結果になった。また，正月に合わせたタイムリーな企画ということで，朝日新聞，産経新聞など多くの

新聞に取り上げられた。ただ，展示ケース（とくにのぞきケース）の不足により，当初予定していた点数の

絵双六が展示しきれず，展示内容にやや体系性を欠く結果となった。 

６．展示プロジェクト委員 

大久保 純一（本館研究部情報資料研究系教授） 

 

 

「和宮ゆかりの雛かざり」 
 2011 年２月８日（火）～2011 年４月 10 日（日） 

 ※但し 2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災の影響で３月 12 日～４月３日まで臨時休館 

 

１．展示趣旨 

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

公開し，江戸の雛市に関する展示も行った。 

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

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

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

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

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

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

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

２．展示構成と展示品 

内裏雛及雛道具付御所人形（H-40）より 

有職雛（直衣雛） 

御所人形 孝明天皇遺物など 13 躯 

三ツ折人形 孝明天皇遺物のうち２躯 

須磨明石図屏風 

狗張子 

牡丹唐草文蒔絵雛道具            など約 100 点 

３．関連行事 

ギャラリー・トーク 

日時：２月 19 日（土）13時 30 分～（40 分程度）  

講師：澤田和人（本館研究部情報資料研究系准教授） 
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４．刊行物 

 展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 

 展示図録 『和宮ゆかりの雛かざり』 

５．成果と問題点 

 昨年同様，昨今の雛人形ブームや，有名な皇女和宮所用の雛かざりの展示ということで，おおむね好評

であったが，震災の影響で休館を余儀なくされた。季節展示であるため十分な会期延長はできなかったが，

当初の終了予定を一週間だけ遅くして対応した。 

６．マスコミでの取り上げ 

 毎日新聞 2011 年２月３日 特集展示「和宮ゆかりの雛かざり」 

 月刊装道 2011 年２月号 特集展示「和宮ゆかりの雛かざり」 

 ＮＨＫＦＭラジオ 2010 年２月 22 日 ひるどき情報千葉「週末はミュージアム」 

７．展示プロジェクト委員 

◎日高  薫（本館研究部情報資料研究系教授） 

澤田 和人（本館研究部情報資料研究系准教授） 

岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

 

 

総合展示第６室「現代」開室記念 特集展示 

「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」 
2010 年３月 16 日（火）～2011 年４月３日（日） 

※但し，2011 年３月 11 日に発生した東日本大震災の影響で３月 12 日～４月３日まで臨時休館 

【開催日数 305 日】 

 

１．展示趣旨 

 近代以降，日本と諸外国との間の人の交流が進み，多くの人びとが移民として海外に渡った。そうした人

の移動は，境界の形成，国民国家の形成，偏見・差別，戦争が民衆生活に及ぼした影響など，近現代社会の

様々な局面を浮き彫りにした。日本からの移民は，北米，中南米，南洋，満州など，様々な地域にわたる。

本展示では，アメリカ合衆国への移民に焦点を当て，アメリカへの移住と定着の軌跡とともに，日米戦下の

強制収容と両国間の「交換船」の運航に注目しながら，戦争を挟んだ時代を描き出した。また，占領期に日

本に特派員として滞在した人びとにも焦点を当て，彼らの眼に日本やアジアがどのように映っていたのかも

探っていった。 

 煎じ詰めれば，本展示は，日本と米国それぞれの社会に，「他者」として存在した人びとの眼を通して，

20 世紀という時代を改めて見つめ直すことを主眼とするものだった。 

２．展示構成と主な展示品 

１．動き出す人びと 

移民社会としてのアメリカ 〈写真「ベインブリッジ島の移民労働者たち」，渡航の手引き書〉 

愛媛の移民母村 八幡浜 〈八幡浜資料「鞄・北針（方位磁石）・航海日誌・打瀬船模型」・密航者の取調調書〉  
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北米での暮らし 〈「加州実業廻双六」・移民労働者の手紙・「遺書」・通信簿・『シアトル案内』・旅券・写真花

嫁の手記〉 

２．日米戦と移民－排日運動・強制収容・送還－ 

揺れ動く移民の立場と日米関係 〈『北米時事』・『北米合衆国移民法』・『日米ハ戦争？』〉 

戦時交換船の航行 〈日本における拘留の記録・都留重人資料（『引揚日記』・絵葉書）・『写真週報』〉 

強制収容と送還 〈収容所内の出版物，木工製品・442 部隊兵士からの手紙・収容所スケッチ〉 

３．占領期日本の外国人特派員 

終戦直後の外国人特派員 〈『TRAVELLER FROM TOKYO』〉 

外国人特派員がみた占領期日本 〈占領軍による特派員追放に係わる新聞記事・特派員による出版物〉 

日本にあらわれた特派員社会 〈フランク＝ホーレー関連資料・特派員の部屋（再現）〉 

４．強制収容後の日本人移民・日系人とアメリカ社会 〈映像『コート・イン・ビトウィーン』〉 

３．関連行事 

  来館者へのギャラリートークは原山浩介を中心に随時実施した。 

（1）シンポジウム 

    名称 人間文化研究機構総合推進事業 

        シンポジウム「アメリカ移民の過去・現在・未来」 

    会場 国立歴史民俗博物館 講堂 

    期日 平成 22 年３月 20 日（土）13：00～16：30 

    講師 原山浩介（当館歴史研究系助教）・村川庸子（敬愛大学教授） 

       ロナルド・マグデン（タコマ・コミュニティーカレッジ教授） 

       スティーブン・ヒロ・スミダ（ワシントン大学教授） 

       山倉明弘（天理大学教授）・滝田祥子（横浜市立大学准教授） 

（2）歴博講演会  

    名称 第 316 回歴博講演会「移民史から考える戦争と差別」 

    会場 国立歴史民俗博物館 講堂 

    期日 平成 22 年４月 10 日（土）14：00～16：00 

    講師 原山浩介（本館歴史研究系助教） 

（3）歴博映画の会 

    名称 第 11 回歴博映画の会「日系アメリカ人の戦時強制収容の記録」 

    会場 国立歴史民俗博物館 講堂 

    期日 平成 23 年２月５日（土）14：30～16：30 

    講師 イナ・サツキ（カリフォルニア州立大学サクラメント校名誉教授） 

４．刊行物 

 【国内用】広報用ポスター・チラシ（第６展示室「現代」と共同），【海外用】広報ポスター・チラシ，

解説シート，図録『アメリカに渡った日本人と戦争の時代』 



196 

５．成果と問題点 

第６展示室を貫く大きなテーマの一つに「人の移動」があり，本展示はその趣旨にのっとりつつ，常設展

示を補完するという意味があった。また，本展示のうち移民に関わる部分は，人間文化研究機構連携研究「日

本とユーラシアの交流に関する総合的研究」の調査・研究事業との連動のもとで企画・準備がなされた。 

戦時期を挟んだ時代をめぐっては，とりわけ，日本と，東アジアを中心とする勢力圏との関係について，

空中戦に近い論争が起こりがちである。そこではしばしば，加害／被害や「戦争責任」をめぐっての，平行

線に近い立場の違いの表明が展開されるのだが，そうした図式に対して本展示は，戦時期のアメリカ合衆国

と日本人移民，ならびに来日したジャーナリストという，異なる角度からの補助線を引く意味があり，近現

代の国際関係を多角的に見直す契機として機能した面がある。 

また本展示が，日本においてアメリカへの移民を本格的に扱った数少ない展示であったこともあり，海外，

とりわけアメリカ合衆国在住の来館者もあった。さらに，アメリカ合衆国内の博物館の中には，本展示の英

語版のチラシを配布しており，これを展示室に配置している例も見られるなど，来館には至らないまでも，

展示の存在そのものが注目を集めたといえる。 

なお，来館者アンケートなどをみると，視点の新しさや常設展示との連関もあり，おおむね好評だったと

いえる。しかし他方で，展示内容に関していくつかの課題が明らかになったのは事実で，しかもそれらは研

究上の新しい課題でもある。とりわけ，アメリカ合衆国を放浪し続けた日本人，売春婦，知識人といった，

通常のアメリカ移民への言及からこぼれ落ちがちな論点を十分に扱い切れていないという点があった。つま

り展示を通じて，社会史として，また 20 世紀論として，アメリカ移民の研究を豊富化する必要性が自覚され

たと言える。また，特派員をめぐっては，戦争に対する同時代的な認識のありようがどう変化してきたのか

を分析するべく，研究の深化を求める意見が館外の研究者から寄せられており，こちらも今後の研究課題と

いえる。 

６．マスコミでの取り上げ 

読売新聞 2010 年３月 16 日 「米国強制収容所の生活描く」 

千葉日報 2010 年３月 17 日 「新常設展示室「現代」満州事変から高度経済成長まで」 

広報「八幡浜」10 月号 「「アメリカに渡った日本人と戦争の時代」展 開催中」 

広報「いかた」９月号 「打瀬船と移民の歴史に脚光」 

「週刊新潮」 ２月 17 日号 「櫻井よしこ 日本ルネッサンス 帰米日系人が辿った戦争の歴史」 

７．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表） 

◎原山 浩介（本館研究部歴史研究系助教）   安田 常雄（本館研究部歴史研究系教授） 

村川 庸子（敬愛大学教授）         横山  學（ノートルダム清心女子大学教授） 
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[展示プロジェクト委員会] 
 

「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

ることを目指した。本年度は，展示開催年度にあたり， 終的な展示作業を進めるとともに，内覧会を開催

した。 

 第１回 ７月 12 日 国立歴史民俗博物館  

内覧会 

２．展示プロジェクト（◎は展示プロジェクト代表，○は副代表） 

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（専修大学文学部教授） 

 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（本館研究部考古研究系准教授） 

 久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 

○杉山 晋作（本館研究部考古研究系教授） 

 仁藤 敦史（本館研究部歴史研究系教授） 

 

 

「武士とはなにか」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 第１回 10 月 25 日 国立歴史民俗博物館 本企画展示の内覧会に 終の展示プロジェクト会議を開催し

た。前週に行われた展示資料の演示には，展示プロジェクト委員の一部も参加した。内覧会では，完成した

展示（テーマ構成，資料配列，パネル・キャプションの情報など）の 終確認と展示プロジェクト内部（つ

まり研究者）での討論，そして内覧会における一般関係者・マスコミ関係者（つまり非研究者）へのプレゼ

ンテーションとそれに対する反応（疑問・意見・感想など）の摂取をとおして，展示という壮大な研究「実

験場」を活用した研究上の問題点や新たな課題の発見につとめた。 
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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いるので，本年度における研究活動全体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 

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） 

 

 

「侯爵家のアルバム」 

 
１．展示プロジェクトの概要 

 本館所蔵の旧侯爵木戸家資料の整理作業が終了し，その目録が刊行されることに合わせ展示を行うこ

ととした。厖大な資料の中から も視覚に訴える資料として，写真資料だけを取り上げ展示を構成する方

針を定め，幕末・明治初年から昭和戦後まで，長期にわたり撮影された，主として木戸家４代の人々が被

写体となった写真の数々をピックアップした。 

 第１回 ５月 31 日 国立歴史民俗博物館 

  開催要項，資料リスト，展示・図録の構成などについて検討。当初考えた 10 のコーナーを横並びにする

案に対し，大コーナーに区分けしたほうがよいとの意見が出される。また，各コーナーにコラムを置くこ

とが提案。 

 第２回 ７月５日 国立歴史民俗博物館 

  展示用の解説パネルや図録の本文，コラムの原稿の一部を提示。コラム執筆の分担や原稿提出期限など
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について確認，意志統一。 

 第３回 10 月 29 日 国立歴史民俗博物館 

  ４つの大コーナー，10 の小コーナーからなる展示場の構成，モニターの台数，展示用の解説パネルや図

録の本文，コラムの原稿の一部を再提示し，検討。 

 第４回 ２月 28 日 国立歴史民俗博物館 内覧会 

２．展示プロジェクト 

田中 正弘（國學院大學栃木短期大学教授） 

○岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

 久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 

 鈴木 卓治（本館研究部情報資料研究系准教授） 

◎樋口 雄彦（本館研究部歴史研究系准教授） 

 

 

「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

した型板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，型板・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 11 月 25 日 国立歴史民俗博物館 

展示構想案の検討及び分担内容の検討，資料調査 

 第２回 １月 24 日 国立歴史民俗博物館 

  展示予定資料の調査 

２．展示プロジェクト（◎：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） 
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「行列からみる近世（仮称）」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 江戸時代，大名の参勤交代，朝鮮通信使，琉球使節，オランダ商館長の行列など，数多くの行列が江戸城

をめざして日本列島を行き来した。とくに参勤交代の行列は，「大名行列」とも呼ばれ，多くの供を連れて延々

と行進したので，今では大臣や大学病院の教授が多くの人々を供にしてぞろぞろ巡回するという悪いイメー

ジにもつながっているが，近世は勿論，少なくとも明治のある時期までは，近世の「徳川の平和」と繁栄と

を象徴するようなものとして受け止められていた（懐古されていた）。また，朝鮮通信使・琉球国王の使節は

外交使節として，拝見・見物の対象ともされたため，それを見たり聞いたりした人々によって，しばしば江

戸をはじめ多くの都市の祭礼行列の出し物のモチーフにもされてきた。実際には，使節の行列が通行したこ

とのない川越や土浦などでも，城下町全体の祭礼で仮装行列として模倣されたのである。このように，日本

列島を往来する行列に注目すると，近世社会は「行列の時代」だったということも可能である（ロナルド＝

トビほか）。 

 しかも，こうした行列は，祭礼行列も含め，多くの絵画に描かれたが，あらかじめ見物のために頒布され

る冊子や刷り物も少なくない。今回の展示では，こうした画像資料をできるだけ多くかつ全体がわかるよう

に示すことで，それらがなぜ，どのように描かれてきたのか，行列がどのように「見られ」・「見させられ」，

また「見られ」，「見させられ」たのか（黑田日出男・ロナルド=トビ氏）についてあらためて考えてみたい。

同時に，文献資料も用いながら，こうした行列を迎えさせられ，見させられた沿道の人々，見物から排除さ

れた人々にも注目し，行列そのもの，あるいは行列をめぐる権力関係についても考えることで「近世社会」

のある特徴について示すことが出来ればと考えている。さらに，近世の行列が幕末から近代にむけて，どの

ように変容していくのかを示すことで，近世の行列がどこへ向かうのかについても見通してみたい。 

 今年度は，２回の展示プロジェクト会議を開き，プロジェクトメンバーから「金沢藩の大名行列」・「岡山

の祭礼行列」について構想報告を受け，展示構想について議論を重ねた。 

 準備打合せ          12 月 15 日 国立歴史民俗博物館（木下・久留島） 

 第１回展示プロジェクト会議  12 月 23 日 国立歴史民俗博物館 

（岩崎・岩淵・大久保・久留島・トビ・深井・福原・松尾・横山） 

 第２回展示プロジェクト会議  ３月 27 日 国立歴史民俗博物館（※地震の影響で 4月 30 日に延期） 

（岩崎・岩淵・大久保・木下・久留島・深井・福原・松尾・横山） 

２．展示プロジェクト 

 岩崎 均史（たばこと塩の博物館主任学芸員） 

 木下 直之（東京大学文学部教授） 

 深井 甚三（富山大学人間発達科学部教授） 

 福原 敏男（武蔵大学文学部教授） 

 ロナルド・トビ（イリノイ大学教授） 

 横山  学（ノートルダム清心女子大学人間生活学部教授） 

 岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

○大久保純一（本館研究部情報資料研究系教授） 
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◎久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 

 松尾 恒一（本館研究部民俗研究系教授） 

「楽器をめぐる風景（仮称）」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションは，主として紀州藩の第十代藩主徳川治宝（1771～1852）

によって収集されたものと伝えられる。雅楽器を中心に，吹きもの（管楽器）・弾きもの（弦楽器）・打ちも

の（打楽器）など各種の楽器 20 数種，楽譜，その他の附属品，さらに楽器にまつわる情報を記した附属文書

から構成されており，総点数 159 件（231 点）を数えるわが国 大級の古楽器コレクションである。在銘の

ものを含め，その製作期はさまざまな時代におよび，古代に遡る伝承をもつものもあるほか，大陸製の楽器

や珍しい調律用楽器も含まれる。点数や楽器種の多彩さ，その内容から，楽器史や音楽史上きわめて重要な，

日本を代表する古楽器コレクションとみなされてきた。 

今回の企画展示では，このコレクションの中から代表的なものをとりあげて公開するとともに，附属文書

等から明らかになる楽器周辺の文化的な様相を明らかにし，江戸時代の支配者（武家）や文化人にとって「楽」

とはどのようなものであったかについて考察する。これらの楽器を収集した徳川治宝にとって音楽とはいか

なる意味をもち，コレクションはどのような構想のもとに生みだされたのだろうか。 

現代人にとって雅楽などの伝統音楽は決して馴染み深いものとはいえない。また，伝世した楽器がかつて

奏でた実際の音楽を，われわれは聞くことができない。本展示は，音楽が伝わる，音楽を伝えるということ

の困難を意識しつつ，伝えられた「もの」としての楽器・楽譜等に多角的な視点から迫ることによって，変

遷と消長を経た日本の伝統音楽について理解を深め，また失われてしまった音をめぐる人々と文化の足跡を

辿ることを目的とする。同時に，治宝の楽器収集をより豊かに彩った箱・筒・袋などの収納具や，楽器本体

に凝らされ華麗な装飾，卓越した工芸技術について紹介するものである。 

 第１回 11 月 28 日 国立歴史民俗博物館 

展示主旨について確認し，展示構成案について検討した。 

 第２回 ３月７日 国立歴史民俗博物館 

  展示構成案・展示支援ツールの検討，および分担内容の確認をした。 

２．展示プロジェクト 

遠藤  徹（東京学芸大学准教授） 

加藤富美子（東京学芸大学教授） 

清水 淑子（学識経験者） 

高瀬 澄子（沖縄県立芸術大学准教授） 

水野 僚子（大分県立芸術文化短期大学准教授） 

岩淵 令治（本館研究部歴史研究系准教授） 

○内田 順子（本館研究部民俗研究系准教授） 

久留島 浩（本館研究部歴史研究系教授） 
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佐藤 優香（本館研究部情報資料研究系助教） 

鈴木 卓治（本館研究部情報資料研究系准教授） 

永嶋 正春（本館研究部情報資料研究系准教授） 

◎日高  薫（本館研究部情報資料研究系教授） 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


