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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。

　人間文化研究機構連携展示として「都市を描く─京都と江戸─　第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」（2012

年３月27日〜５月６日）を開催した。本展では，当館が所蔵する６点の洛中洛外図屏風と関連する風俗画を

中心に展示した。当館では洛中洛外図屏風研究として，共同研究／科研「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的

研究」（2009〜11年度）を行っており，歴博甲本の復元複製などでその成果を反映した。

　企画展示として「紅板締め─江戸から明治のランジェリー─」（2011年７月26日〜９月４日）を開催した。

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。当館は，2005年度に京都

の高野染工場（現在廃業，かつての屋号は紅宇）より，２万枚を超える型板をはじめ，型紙・下絵・模様見

本・締具など，膨大な数の紅板締めの道具類の寄贈を受けた。その道具類は，第一級資料として，かねてか

ら研究者の間で高く評価されてきたが，あまりにも数が多く，全貌については明らかではなかった。当館で

は，寄贈された資料の整理を続けその全容を把握するに至り，その成果を展示した。

　さらに企画展示として「風景の記録─写真資料を考える─」（2011年11月８日〜2012年１月15日）を開催

した。この展示は，写真が風景の記録として，歴史と文化を考えるためのかけがえのない資料であることを

提示することを目的とした。写真は高い写実性を備えているために，風景の記録としてたいへん優れた資料

である。しかし，風景のある断片を瞬間的にとらえたひとつの像にすぎない。写真の外側と前後には無限の

空間と時間がある。しかも，古い写真では，撮影の時期と場所が不明なものも少なくない。この点に留意し

つつ，風景の広がり，時間の流れのなかの風景，風景の多様性という三つの観点を中心に構成した。本展示

を企画した契機のひとつは，2008年度に寄贈された「石井實フォトライブラリー」（約9,000本の35ミリネガ

フィルムで，戦後60年にわたって日本の風景を記録している）であり，その紹介コーナーも設けた。

　総合展示リニューアルでは，国立歴史民俗博物館総合展示検討会議をおこなった。この会議は，歴博の総

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。昨年度は11月21日に国立歴史民俗博物館において開催し，当館の近現代展示につ

いて，第６室（現代）や第３室（近世）さらに現在新構築中の第４室（民俗）という隣接する時代や学問と

の係りを含めた，有益な審議・助言を得ることができた。

総合展示リニューアル運営会議

　総合展示リニューアルにかんしては，総合展示リニューアル運営会議年間11回開催し，第４展示室展示工
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事施工や第５室・第６室を通した近現代展示の新構想に関する討議をはじめ，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。

　特集展示としては，第３展示室の特集展示「ものからみる近世」では，「妖怪変化の時空」（2011年８月２

日（火）〜９月４日（日）），「マリア十五玄義図の探究」（2011年11月１日（火）〜11月27日（日）），「たつ

年の龍」（2011年12月20日（火）〜2012年１月29日（日）），「和宮ゆかりの雛かざり」（2012年２月７日（火）

〜４月１日（日））を開催し，歴博の持つ豊かな資料とそれに基づく研究の進展とを展示を通して社会に発

信することができた。

展示担当　西谷　大　　

企画展示等の実施

人間文化研究機構連携展示

「都市を描く─京都と江戸─　第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」　　　　　2012年３月27日〜５月６日

企画展示

　「紅板締め─江戸から明治のランジェリー─」　　　　　　　　　　　　　2011年７月26日〜９月４日

　「風景の記録─写真資料を考える─」　　　　　　　　　　　　　　2011年11月８日〜2012年１月15日

くらしの植物苑特別企画「季節の伝統植物」

　「伝統の桜草」　　　　2011年４月19日〜５月８日

　「伝統の朝顔」　　　　2011年８月２日〜９月４日

　「伝統の古典菊」　　　2011年11月１日〜11月27日

　「冬の華・サザンカ」　2011年11月29日〜2012年１月29日

［総合展示リニューアル］
＜総合展示新構築（リニューアル）＞

１．国立歴史民俗博物館総合展示検討会議

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

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

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

　平成23年度は11月21日に国立歴史民俗博物館において開催し，当館の第５室（近代）を中心に，第６室（現

代）や第３室（近世）さらに現在新構築中の第４室（民俗）という隣接する時代や学問との係りを含めた近

現代展示について，有益な審議・助言を得ることができた。

委員（平成23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）
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　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　　国立歴史民俗博物館名誉教授（日本民俗学）

　佐藤　嘉恭　　株式会社資生堂顧問，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　　せたがや文化財団副理事長

　布谷　知夫　　三重県立博物館長（博物館学）

　横田　冬彦　　京都橘大学教授（日本近世史）

２．総合展示リニューアル運営会議

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

であり，各室リニューアル委員会から提出された展示企画や展示計画を調整する。

　年間11回開催し，第４展示室展示工事施工や第５室・第６室を通した近現代展示の新構想に関する討議を

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１回　平成23年４月22日

　・第４室について　進捗状況の報告，リニューアル委員の追加

　・第５室について　「都市社会と大震災」展示プロジェクトの発足，「産業と開拓」コーナーについて

　・第６室について　展示プロジェクトの委員について

　・第１室・第２室について　共同研究の立ち上げ

　・第４室工事の工程について

　第２回　平成23年５月27日

　・第４室について　進捗状況の報告，沖縄展示について，６室との打合せの報告，被災文化財支援活動報告

　・第５室について　関東大震災コーナーの検討について

　・第６室について　「現代」展示プロジェクト委員の委嘱について

　・第１室・第２室について　今後の進め方について

　・親子学習コーナーおよび学習コーナー（図書）について

　第３回　平成23年６月24日

　・第４室について　進捗状況，全体会議について，展示協力機関の追加，東日本大震災救援活動について

　・�第５室・６室について　炭鉱パネルの作成について，展示プロジェクト「都市社会と大震災」の報告，

近代沖縄展示について，水沢・石巻・仙台への調査報告

　・第１室・第２室について　研究会の実施について

　・プロローグの展示ケースについて，収蔵困難な大型資料の現状視察

　第４回　平成23年７月15日

　・第４室について　進捗状況の報告，閉室中のフォーラムの開催予定，被災文化財救出活動について

　・第１室・第２室について　検討会議の開催について

　・第５室・第６室について　全体構成について，震災関連の企画展示計画

　第５回　平成23年９月30日
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　・第４室について　進捗状況，施工業者および工程，全体会議の報告，展示協力者の追加，震災支援の報告

　・第１・２室について　進捗状況の報告，基幹研究の立ち上げ

　・第５・６室について　進捗状況について，第１回全体会議の報告

　・第４室学習コーナーおよび親子学習室の開室時期について

　第６回　平成23年10月28日

　・第４室について　進捗状況，「理想の身体」の展示設計の変更について

　・第１室・第２室について　開室時期について，分割開室について

　・�第５室・第６室　進捗状況，沖縄関連パネルについて，総合展示検討会議での議題について，今後の体

制について

　・学習コーナーおよび親子学習室について　開室時期について，学習コーナーの名称について

　・展示室のLED照明への変更について

　第７回　平成23年11月25日

　・�第４室について　進捗状況の報告，展示協力者の追加について，旧第４展示資料の処分について，第４

室オープン日程について

　・第１室・第２室について　基幹研究の立ち上げについて

　・�第５室・第６室について　総合展示検討会議の報告，第５室・第６室リニューアル準備委員会（仮称）

の立ち上げについて

　・図書室・親子学習コーナーについて　開室時期について

　第８回　平成23年12月16日

　・第４室について　進捗状況の報告

　・第１室・第２室について　進捗状況について

　・第５室・第６室について　進捗状況について，第５室・第６室リニューアル委員会の発足について

　・図書室について　新入館者用図書室の整備作業工程について

　・出席者の位置づけについて

　第９回　平成24年１月27日

　・第４室について　進捗状況，特集展示について

　・第１室・第２室について　第１室リニューアル委員会の立ち上げについて

　・第５室・第６室について　進捗状況について，第５・６室リニューアル委員候補について

　・総合展示リニューアル運営会議構成員について

　・図書室・親子学習室について

　・平成24年度予算案について

　第10回　平成24年３月２日

　・第４室について　進捗状況の説明，展示場工事について，特集展示のスケジュールについて

　・第１室について　第１室リニューアル委員会について，総合展示リニューアル運営会議規程について

　・第２室について　展示室代表の変更について

　・第３室について　第５室との関連について

　・�第５室・第６室について　リニューアル委員案について，追加パネルについて，第５室「都市社会と大
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震災」展示プロジェクトについて，第６室展示プロジェクトについて

　・図書室・親子学習室（仮称）について，第５・６室展示照明について

　第11回　平成24年３月30日

　・第４室について　進捗状況，リニューアル委員会全体会議の報告，館内リニューアル委員の追加について

　・第１室について　進捗状況について

　・第２室について　展示代表者の交代について

　・�第５室・第６室について　進捗状況について，展示プロジェクト「都市社会と大震災」継続見直しにつ

いて，第６室展示代表者の交代について

　・親子体験教室の検討状況について，総合展示の意見質問用紙について

３．第４室リニューアル委員会

　第４展示室新構築に向け，展示資料の検討と資料調査を実施した。また，主要な展示対象地域として調査

等に入っていた宮城県気仙沼市が，東日本大震災で大きな被害を受けたため，被災した文化財のレスキュー

活動を実施し，その成果を反映させた展示構成に計画を一部修正した。

　展示工事を㈱日展に業務委託して展示工事を開始した。

（１）全体会議

　　　５月27日　第１回全体会議（通算第12回）　会場：国立歴史民俗博物館

　　　９月９日　第２回全体会議（通算第13回）　会場：国立歴史民俗博物館

　　　３月21日　第３回全体会議（通算第14回）　会場：国立歴史民俗博物館

（２）館内会議

　　　４月19日，５月17日，６月28日，７月12日，８月30日，10月７日，11月８日，12月６日，１月24日，

　　　２月21日，３月21日

（３）業務委託

　　　６月１日　展示工事入札公告

　　　８月１日　展示工事契約

４．第５室「都市社会と大震災」展示プロジェクト

　第５展示室については，「都市社会と大震災」のコーナーを改善させるための展示プロジェクトを組織し，

震災にかかわる共同研究や企画展示の成果を反映させた展示について検討をはじめた。その結果，第５室と

第６室を通した近現代展示全体のなかでの見直しが必要となってきたため，展プロ組織を第６室展示プロ

ジェクトと統合した第５室・第６室リニューアル委員会に2012年1月より変更した。

（１）全体会議

　　　９月21日　第１回全体会議（通算第１回）　会場：国立歴史民俗博物館

　　　12月21日　第２回全体会議（通算第２回）　会場：国立歴史民俗博物館

（２）館内会議

　　　６月６日，７月４日，７月20日，８月23日，11月16日，12月21日
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５．第６室展示プロジェクト

　『６室ができるまで』の内容や６室に対する意見や質問への対応方法などについて検討した。また，第６

室展示プロジェクトは2012年１月より第５室「都市社会と大震災」展示プロジェクトと統合し，５室・第６

室リニューアル委員会となって，近現代展示全体を検討する組織に改編された。

（１）館内会議

　　　７月20日

６．第５室・第６室リニューアル委員会

　第５展示室では「都市社会と大震災」のコーナーを改善させるための展示プロジェクトを組織したが，第

５室と第６室を通した近現代展示全体のなかで見直しが必要となってきたため，第５室の「都市社会と大震

災」展プロと第６室展示プロジェクトと統合した第５室・第６室リニューアル委員会を2012年１月より組織

した。

（１）館内委員会

　　　１月18日，２月28日，３月14日

［人間文化研究機構連携展示］

「都市を描く─京都と江戸─　第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」
会期：2012年３月27日（火）〜５月６日（日）〔開催日数：36日間〕

会場：国立歴史民俗博物館　企画展示室Ａ・Ｂ

１．展示趣旨

　16世紀初頭，首都京都を一双の屏風に描いた「洛中洛外図屏風」が登場する。そこには，応仁の乱から復

興し，新たな近世都市へと向かう京都の姿がつぶさに描かれていた。現実の社会を題材に描く風俗画として，

洛中洛外図屏風は，権力者の自己主張から名もなき人々の暮らしまで，非常に多くの要素を包含し，歴史資

料としても貴重な存在である。

　このような風俗画の“グレートマザー”たる洛中洛外図屏風は，時代が進むにつれてさまざまなジャンル

に分化していく。特に，名所，祭礼，職人，遊楽など，都市全体よりも，より身近な対象をクローズアップ

した，人間中心の絵画への発展が著しく，そこには，背景となる社会や政治体制そして人々の都市を見る視

点の変化が反映されている。

　本展では，当館が所蔵しながら，なかなかまとまって展示する機会がない６点の洛中洛外図屏風と関連す

る風俗画を中心に，館外からも資料を借用して，このような展開を体系的に提示し，またタッチパネルなど

を利用して来館者の読み解きをうながしたい。

　また，当館での洛中洛外図屏風研究として，共同研究／科研「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009

〜11年度）を行っており，歴博甲本の復元複製など，その成果についても本展で披露する。

　以上の当館における展示を連携展示の第Ⅰ部とし，これまで機構連携研究および総研大教員学生連携研究
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を共に行なってきた国文学研究資料館では，江戸を対象として「第Ⅱ部�江戸名所と風俗画」を同時に開催

する。両者相まって，さらに総合的に描かれた都市の世界を提示することを目指す。

２．展示構成と主な展示資料（所蔵者記載のないものは本館蔵）

（１）洛中洛外図屏風の成立─月次風俗図・祭礼図と都市図─

　・月次祭礼図屏風模本（江戸時代。原本は室町後期，15世紀前期）【東京国立博物館】

　・東山名所図屏風（室町後期，16世紀後期）

　・洛中洛外図屏風歴博甲本（室町後期，16世紀前期）

　・洛中洛外図屏風歴博甲本復元複製

　・月次風俗図屏風（室町後期，16世紀）【東京国立博物館】

　・月次風俗図屏風（江戸中期，17世紀）【たばこと塩の博物館】

　・月次風俗絵巻（江戸前期，17世紀）

　・洛中洛外図屏風模本（室町後期，16世紀前期）【東京国立博物館】

　・洛中洛外図屏風上杉本（肉筆複製）

　・『骨董集』（山東京伝，江戸後期，19世紀）【個人蔵】

（２）洛中洛外図屏風の展開─風俗への傾斜と新たな権力の表象─

　・洛中洛外図屏風歴博乙本（安土桃山，16世紀後期）

　・洛中洛外図屏風歴博Ｄ本（江戸前期，17世紀前期）

　・洛中洛外図屏風舟木本（江戸初期，17世紀前期）【東京国立博物館】＜パネル展示＞

　・聚楽第図屏風（安土桃山）【三井文庫】＜パネル展示＞

　・肥前名護屋城図屏風（安土桃山）【佐賀県立名護屋城博物館】＜パネル展示＞

　・洛中洛外図屏風歴博Ｃ本（江戸前期，17世紀）

　・寛永行幸記絵巻（整版丹緑本，江戸中期）

（３）洛中洛外図屏風から風俗画へ─遊興と生業─

　・観楓図屏風（安土桃山，16世紀）【東京国立博物館】＜パネル展示＞

　・花下遊楽図屏風（江戸初期，17世紀）【東京国立博物館】＜パネル展示＞

　・平安城東西南北町并之図（江戸前期，17世紀）＜パネル展示＞

　・妓楼遊楽図（江戸前期，17世紀）

　・輪舞遊楽図（江戸前期，17世紀）

　・風俗図（江戸中期，17世紀後期）【たばこと塩の博物館】

　・洛中洛外図屏風歴博Ｆ本（江戸中期，17〜18世紀）

　・洛中洛外図屏風亘理伊達本（江戸中期，17〜18世紀）【伊達市開拓記念館】

　・職人風俗図絵巻（江戸中期，17〜18世紀）

　・職人図　全12面（江戸前期，17世紀前期）
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（４）名所への関心─屏風絵と地誌・地図─

　・洛中洛外図屏風歴博Ｅ本（江戸中期）

　・『京童』（江戸前期，17世紀）【国文学研究資料館】

　・諸国名所図手鑑（江戸前期〜中期，18世紀）

　・京都名所図屏風（龍椿画，江戸後期，19世紀）

　・『都名所図会』（江戸後期，18世紀）【国文学研究資料館】

　・花洛一覧図（横山華山画，江戸後期，19世紀）

　・京都一覧図画（歌川貞秀画，江戸後期，19世紀）

＜参考＞第Ⅱ部「江戸名所と風俗画」（国文学研究資料館　2012年３月28日〜５月６日）展示構成

（１）江戸の古層

（２）江戸のグランドイメージと名所

（３）江戸に住む人々

（４）展開する江戸名所

（５）増殖する名所

（６）描かれなかった都市

３．刊行物

　展示図録『都市を描く─京都と江戸─』（Ａ４ワイド判240頁）

　展示解説シート（Ａ４版４頁）

　『ＨＵＭＡＮ』vol.２「特集��京都・江戸はどう描かれたか」平凡社，2012年３月

　洛中洛外図屏風歴博甲本�現状／復元ミニ屏風（歴史民俗博物館振興会）

４．関連事業

　第339回歴博講演会「洛中洛外図屏風から風俗画へ」３月10日（土）　小島道裕

　国文学研究資料館シンポジウム「描かれた都市の風俗と名所─江戸を中心に─」４月14日（土）

　　井田太郎，中村康夫，大高洋司，岩淵令治，大久保純一

　第82回歴博フォーラム「描かれた都市の風俗と名所─京都を中心に─」４月21日（土）

　　小島道裕，松尾恒一，岩崎均史，井田太郎，大高洋司

　�ギャラリートーク　３月31日（土），４月７日（土），18日（水），25日（水），５月１日（火）　各日13時

30分，計５回

５．成果と問題点

　本展示は，国立歴史民俗博物館と国文学研究資料館の教員が外部の研究者や総研大の学生と共に続けてき

た研究会を基盤として実現したもので，連携研究「中近世の都市を描く絵画と地誌に関する研究─京都と江

戸─」（2010〜2012年度）が直接の背景となっている。

　展示においては，資料の豊富な京都と江戸を扱い，洛中洛外図屏風をはじめとする資料を中心に国立歴史
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民俗博物館が室町時代から江戸時代の京都，版本などの資料を中心に国文学研究資料館が江戸時代から近代

にかけての江戸・東京を扱うという住み分けをし，都市を描く資料についての検討を重ねて，所蔵資料の融

通をしあいながら，同時開催・別内容の展示，および資料性・体系性の高い共通図録の刊行という形で世に

問うことができた。また，この二つの展示を題材として，それぞれの機関において連続シンポジウムを開催

したことも，「都市を描く」という行為と資料についての理解を深める点で，研究的にも普及事業としても

意義があった。

　研究的には，歴史学と文学という，伝統的には必ずしも絵画資料を対象としてこなかった分野から，美術

史と協業しつつ，洛中洛外図屏風に描かれたものの読み解きや，名所の生成過程など，積極的に資料の意味

を引き出し，新たな視点からの研究を構築しようとする試みを行ったことが，最も大きな意義だったとも言

えよう。

　課題としては，研究成果を展示という形で表すことの難しさがやはりあり，特に連携展示という形態にお

いては，多くの連絡調整と組織的な支援体制が必要であるが，十分であったとは言い難く，展示と図録にお

いて，行き届かない点が生じてしまったことは，今後改善を要する。

６．マスコミでの取り上げ

【ＴＶ・ラジオ】

ＴＶ　　４月８日（日）ＮＨＫ「日曜美術館」

ラジオ　４月13日（金）ＮＨＫ千葉放送「週末はミュージアム」

【新聞】

４月11日（水）読売新聞��文化面「服装や身分で検索も　洛中洛外図屏風展」

４月13日（金）千葉日報「室町〜江戸“都市の世界”紹介」

４月15日（土）読売新聞多摩版「江戸の町や住民��絵図50点」

４月23日（月）毎日新聞夕刊文化面「浮かび上がる中・近世の人々」

７．展示プロジェクト委員（◎は代表　○は副代表）

　岩崎　均史　たばこと塩の博物館・主席学芸員　　　　岩永てるみ　愛知県立芸術大学美術学部・准教授

　神庭　信幸　東京国立博物館・保存修復課長　　　　　佐多　芳彦　立正大学文学部・准教授

　末柄　　豊　東京大学史料編纂所・教授　　　　　　　鋤柄　俊夫　同志社大学文化情報学部・准教授

　古川　元也　神奈川県立歴史博物館・主任学芸員　　　安達　文夫　本館・研究部・教授

　井原今朝男　本館・研究部・教授　　　　　　　　　○大久保純一　本館・研究部・教授

◎小島　道裕　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　小瀬戸恵美　本館・研究部・准教授

　澤田　和人　本館・研究部・准教授　　　　　　　　　岩淵　令治　本館・研究部・准教授

　高橋　一樹　本館・研究部・准教授　　　　　　　　　玉井　哲雄　本館・研究部・教授

　松尾　恒一　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　宮田　公佳　本館・研究部・准教授

＜国文学研究資料館委員＞

　大高　洋司　教授

　中村　康夫　教授
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　井田　太郎　助教

［企画展示］

「紅板締め─江戸から明治のランジェリー─」
国立歴史民俗博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年７月26日〜９月４日（40日間）

１．展示趣旨

　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。

　紅板締めは型板（模様を彫刻した版木）に生地を挟んで染めあげる染色技法であり，京都が主たる生産地

であった。その製品は，襦袢・裾除け・胴着・下着といった女性の内に着る服飾に多用された。技法には不

明な点が多く，そのため幻の染色とも言われている。

　紅板締めが隆盛した時期は，西洋からの技術の導入あるいは製品の輸入によって，染織の技術やデザイン

が飛躍的に変化していった時期にあたる。紅板締めはその変化に対処しきれず，ついには大正期に生産を終

えた。

　当館は，2005年度に京都の高野染工場（現在廃業，かつての屋号は紅宇）より，２万枚を超える型板をは

じめ，型紙・下絵・模様見本・締具など，膨大な数の紅板締めの道具類の寄贈を受けた。その道具類は，第

一級資料として，かねてから研究者の間で高く評価されてきたが，あまりにも数が多く，全貌については明

らかではなかった。当館では，寄贈された資料の整理を続けてきたが，ようやく作業が完了し，全容を把握

するに至った。このたびの展示は，それを機に，一般への初お披露目として企画したものである。

　展示は，第１章：「紅宇」高野家，第２章：染色技術，第３章：型板制作，第４章：模様の工夫，第５章：

時代と模様，第６章：美の諸相と，６つのコーナーで構成し，未だ謎の多い制作工程について考察しつつ，

従来展示というかたちでスポットがあてられることがなかった女性の下着文化の一端についても紹介するこ

とを試みた。

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）

　第１章　「紅宇」髙野家

　　主な展示資料：髙野染物工場並配置図（個人），夾襭模様本，売掛帳（個人）

　第２章　染色技術

　　�主な展示資料：水鳥角違模様型板，糊漉（京都工芸繊維大学美術工芸資料館），締枠（京都府立総合資

料館），桜花模様着尺（個人），梅竹鳥模様型板，折鶴亀模様下着（個人），楓流水模様下着（個人）

　第３章　型板製作

　　�主な展示資料：桜流水模様型板，桜流水模様下着（個人），楓桜破格子模様型板，楓桜破格子模様裂（個

人），観世水桜鯉瀧模様裂（個人）

　第４章　模様の工夫

　　�主な展示資料：古代模様雛形（個人），双葉葵桜花模様下絵，麻葉丸に撫子模様型板（個人），菊唐草桐
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唐草松皮取模様裏型，菊唐草桐唐草松皮取模様下着（個人），彫刻道具（個人），葵菱襷模様下着（個人），

千鳥萩模様裂等接合下着（個人）

　第５章　時代と模様

　　�主な展示資料：松立涌模様打敷（個人），雪輪草花模様打敷（個人），菖蒲模様下絵，撫子蝶蜀江模様裏

型，撫子蝶蜀江模様襦袢，三すくみ模様型板

　第６章　美の諸相

　　�主な展示資料：女性像（個人），とうふ屋娘累，雁金小紋小袖（個人），菊模様下着（個人），寿字模様

裂等接合下着（個人），麻葉雲取模様下着（個人），枝垂桜雪輪模様下着（個人）

３．刊行物

　展示図録『紅板締め─江戸から明治のランジェリー─』（Ａ４ワイド判164頁）

　展示解説シート（Ａ４判４頁）

４．関連行事

　第332回歴博講演会「「紅宇」伝来の紅板締め資料」　８月13日（土）　澤田和人

　ギャラリートーク　７月30日，８月６日，９月３日

５．成果と課題

　制作工程や技術についての紹介が主たる展示となり，歴史的な流れや位置づけ，下着に関する文化史側面

については，不足していたことは否めない。しかし，展示プロジェクトで目指した，資料に密着し，資料の

もつ特性や価値についてを来館者に知ってもらおうとする目的は，達せられたかと考える。

　アンケートを見る限り，来館者の満足度は高かった。通常よりも短い会期であったにもかかわらず，図録

が完売したことにも，それがあらわれているものと思う。

　キャプション等の文字が読めないという苦情もなく，また，会場のデザインが良かったという意見も寄せ

られた。展示係に十分なノウハウが蓄積されているおかげである。

　子ども向けの体験コーナーでは，紙での襦袢づくりを行った。参加者には子どもだけでなく，大人も非常

に多かった。大変好評で，体験コーナーを目的に来館された人もいたほどである。充実した体験コーナーを

設けることの重要性を実感したが，現状では人員的・予算的に厳しく，その点の改善が望まれる。

　また，千葉工業大学のコミュニーケーションデザインの演習の一環として，素材を提供し，学生の制作に

よるデジタルコンテンツを設置したが，おおむね好評を得た。授業の進捗とタイミングを合わせることには

難しいところもあるが，連携・協業の一つの形として，一層の展開をしていく余地が大いにあると感じた。

　チラシについては，『１枚で伝えるデザイン─情報満載の街中チラシ特集』（ピエブックス，10月刊行）に

収録され，人目を引いた。

６．マスコミでの取りあげ
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７．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・研究部・准教授　　　　　○大久保純一　本館・研究部・教授

「風景の記録─写真資料を考える─」
国立歴史民俗博物館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年11月８日〜2012年１月15日（52日間）

１．展示趣旨

　本展示は，写真が風景の記録として，歴史と文化を考えるためのかけがえのない資料であることを提示す

ることを目的として開催した。

　写真は高い写実性を備えているために，風景の記録としてたいへん優れた資料である。しかし，風景のあ

る断片を瞬間的にとらえたひとつの像にすぎない。写真の外側と前後には無限の空間と時間がある。しかも，

古い写真では，撮影の時期と場所が不明なものも少なくない。この点に留意しつつ，風景の広がり，時間の

流れのなかの風景，風景の多様性という三つの観点を中心に構成した。

　まず，第一章「広がる風景─江戸・東京の街並み─」において，日本に写真術がもたらされた幕末から明

治・大正期までに江戸・東京の街を撮ったパノラマ写真などをとりあげて，風景の広がりを記録することの

意義を提示した。同時に，写真の読解によって撮影年代を絞り込む資料論的検討も試みた。また，時間の流

れのなかの風景については，第六章「変わる風景─長崎の風景史─」において，長崎市街を一望におさめる

風頭山からの定点写真によって，幕末から1970年代までの，変わりゆく風景の歴史をたどった。とくに，

1945年の原爆投下による風景の破壊を写真と映像によって展示した。さらに，第七章「くらしの風景Ⅱ─東

京の山村　奥多摩─」では，奥多摩という地域社会における風景の多様な姿を，風景の一断片・一瞬間をと

らえた一枚の写真にとどまることなく，それらを多角的に組み合わせることによって，地域の風景の多様性

を記録することの意義と有効性について提示した。

　本展示を企画した契機のひとつは，2008年度に寄贈された「石井實フォトライブラリー」の速やかな公開

であるが，第五章「風景を記録する─石井實と『地理写真』─」のコーナーを設けて，約9，000本の35ミリ

ネガフィルム，コマ数にして約三十数万コマの写真を中心として，戦後60年にわたって日本の風景を記録し

続けた石井實氏のフォトライブラリーを紹介した。また，より多くの写真を閲覧に供するために，そのデー

タベースによって公開した。

　このほか，第二章「くらしの風景Ⅰ─点描　東京の街─」では，銀座や新宿さらには下町などの新旧の写

真によって，高度経済成長期前後における風景の変貌をとらえるとともに，第一章とは逆に，地点の風景を

点描することから「東京」の広がりを再構成した。また，第三章「旅の記録と写真」では，写真が風景を切

りとり，持ち帰ることを可能にする点に注目し，第四章「府県写真帖に残された風景」では，明治・大正期

に盛んに刊行された府県写真帖をとりあげて，そこに収められた写真の歴史資料としての価値に注目した。

　この展示の準備を進めているさなかに，未曾有の大地震と津波，さらには原子力発電所事故による風景の

破壊に直面した。このような状況をふまえて，いま眼前にある破壊された風景を記録することはもとより，

歴史と文化のなかで築かれてきたかつての風景を記録した写真を見直し，それが人びとの記憶と結びつき，

復興への原動力になることを願うとともに，風景が人びとの生活や地域文化にかけがえのないことを再確認
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するために，特設コーナー「風景の記録と記憶─東日本大震災によせて─」を設置して，被災前後の風景を

とらえた写真を展示した。

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本館蔵）

　はじめに─風景の記録としての写真─

　主な展示資料： �「西麻布」1966（昭和41）年１月20日撮影，「西麻布」1967（昭和42）年１月16日撮影，「数

寄屋橋交差点」1971（昭和46）年３月15日撮影

　第一章　広がる風景─江戸・東京の街並み─

　主な展示資料： �「愛宕山から見た江戸の街並み」1863年８月（長崎大学附属図書館），「愛宕山からみた江

戸の街並み」1863年８月（横浜開港資料館），『明治二一年撮影全東京展望写真帖』1932（昭

和７）年刊，『帝都俯瞰写真』1904（明治37）年（宮内庁書陵部），『関東大震災写真帖』

1924（大正13年）年，「日比谷附近」（個人蔵）

　第二章　くらしの風景Ⅰ─点描　東京の街─

　　主な展示資料： �「建設中の東京タワー」1960（昭和35）年３月２日撮影，「淀橋浄水場」1967（昭和

42）年５月27日撮影，「数寄屋橋交差点」1960（昭和35）年８月３日撮影

　第三章　旅の記録と写真

　　主な展示資料： �『世界写真帖』1910（明治43）年（奈良大学図書館），『明治期写真集　日本残像』明治

中期，『草津絵葉書』1918〜33（大正７〜昭和８）年（個人蔵）

　第四章　府県写真帖に残された風景

　　主な展示資料： �『三重県写真帖』1910（明治43）年，『奈良写真集』1908（明治41）年，『神奈川県写真

帖』1913（大正２）年（以上，奈良大学図書館）

　第五章　風景を記録する─石井實と「地理写真」─

　　主な展示資料： �「ガラス乾板」1952（昭和27）年頃撮影，「石井實が使用したカメラ」昭和20年代前半，

「撮影記録と走行記録手帳」，「35mmフィルムコンタクトプリント写真帖」

　第六章　変わる風景─長崎の風景史─

　　主な展示資料： �「風頭山からみた幕末の長崎」1866年，「大正長崎パノラマ写真」1925〜26（大正14〜

15）年（以上，長崎大学附属図書館），「風頭山上空から長崎市街中央部を望む」（長崎

原爆資料館），『昭和二十年八・九月　戦災記録絵はがき』（個人蔵），「風頭山から撮影

した長崎市内のパノラマ写真」1975（昭和50）年８月22日撮影

　第七章　くらしの風景Ⅱ─東京の山村　奥多摩─

　　主な展示資料： �「獅子舞」1975（昭和50）年９月15日撮影，「運動会」1983（昭和58）年９月30日撮影，

「峰と奥の集落」1984（昭和59）年12月24日撮影

　特設コーナー　風景の記録と記憶─東日本大震災によせて─

　　主な展示資料： �「ホテル観洋屋上から撮影したパノラマ写真」1995（平成７）年５月４日撮影，「日和

山公園から旧北上川河口を望む」1969（昭和44）年11月１日撮影，「震災後の旧北上川

河口・日和大橋」2011（平成23）年４月26日撮影（個人蔵）
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３．刊行物

　展示図録『風景の記録─写真資料を考える─』（Ａ４変形判155頁）

　展示解説シート（Ａ４判４頁）

　配布資料（Ａ４判２頁）

４．関連行事

　第335回歴博講演会「カメラがとらえた地域と景観」　11月12日（土）　青山宏夫

　第336回歴博講演会「奥多摩山村の景観・歳時と写真資料」　12月10日（土）　松尾容孝

　ギャラリートーク　11月19日，�26日，12月10日，17日，24日，2012年１月７日（計６回）

５．成果と問題点

　風景の空間性に関して，パノラマ写真の資料的価値として，①風景を広がりとして記録していること，②

細部をも具体的に記録していること，③単体として被写体になることのまれな風景についても記録している

ことを指摘した。一方，写真絵はがきは，名勝・旧跡や特別な施設などの，ある限られた風景を対象とする

ものがほとんどであるが，それが今に残されていない風景の場合には，画像とともに名称などの文字情報を

も備えているために，写真という画像のなかで風景を画像として特定するための有効な資料となりうる。写

真に記録された風景の読解において，パノラマ写真と写真絵はがきとを相互補完的に活用する方法の有効性

を示すことができた。

　また，風景の歴史性に関しては，定点撮影写真の検討により，風景の変化と社会の変容をとらえることが

できた。たとえば，東京の愛宕神社下の鳥居周辺において，近世から近代へ推移するなかで，役行者堂やバ

ラックの撤去，石段・石灯籠や参道の整備などの変遷を「もの」にそくしてたどることができる。また，近

代以降の大名屋敷の空洞化やその後の商業地化という風景の変化もみてとることができる。写真には，宗教

や都市政策さらに社会の変容などが具体的な風景の変化として写し込まれていることを提示できた。

　風景の多様性に関しては，多角的に撮られた多くの写真や，それらを組み合わせることが有効な方法とな

る。ある地域の生産と消費，文化と社会などの諸相，あるいは季節的変動などを切りとった写真や，それら

の関連づけによる組み合わせから，東京奥多摩などを事例としてその地域性を提示した。一方，一枚の写真

のなかにも多様な要素が写し込まれていることが少なくない。たとえば，京浜工業地帯において工場を背景

とした海苔干し場，谷間の日向斜面と日影斜面における景観の差違，新道とその開通によって廃れた旧道と

の対比など，多角的な読解によっても風景の多様性をとらえることができた。

　写真を歴史資料として取り扱う際の課題のひとつは，撮影の場所と時期の特定である。前者については，

同時期の地図・絵図などによって検証することが不可欠であるため，幕末の江戸を撮ったパノラマ写真につ

いて当時の切絵図や錦絵との比較検討によって，写真の撮影場所の特定を行った。また，後者については，

撮影者の行動を示す文献資料などの状況証拠のみにとどまらず，より直接的な読解として写真に写った陽射

しから太陽高度と方位角を計算して撮影時期の特定を行った。その結果，F.�ベアトが江戸愛宕山から撮っ

た有名なパノラマ写真が，1863年８月下旬の午前９時半頃に撮影されたものであることが明らかになった。

　石井實フォトライブラリーのデータベース化としては，暫定版ながら1949〜1970年の写真を公開すること

ができた。34，000コマ余りの写真を撮影年と撮影場所から検索することができ，来館者には高い関心をもっ
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て閲覧された。とくに，自らの経験や記憶に照らして写真に見入っている人が目立ち，写真がもつ人をひき

つける力を改めて実感することができたが，だからこそ歴史資料として写真を利用するためには，より客観

的な読解が重要となる。

　また，奥多摩の写真に関しては，撮影年のほかに，祭礼，学校，生活，農，山，自然などのテーマによる

検索も可能な簡易版データベースを公開した。石井實フォトライブラリー全体についても，撮影年や撮影地

にとどまらず，テーマや写っている諸要素などから検索できるデータベースの構築が課題として残った。

　写真を歴史の研究資料として活用することは，まだ緒についたばかりである。一方で，これまでに残され

た膨大な量の写真は，近現代史の重要な資料になることはまちがいない。写真の史料批判や読解法の開発と

ともに，各地に残る写真の発掘と保存，整理と資料化をすすめていくことが，今後に残された大きな課題で

ある。

６．マスコミでの取りあげ

【ＴＶ・ラジオ】

12月２日（金）NHKFM，12月19日（月）佐倉市広報番組

【新聞】

10月27日（木）読売新聞（九州版），11月９日（水）朝日新聞，11月10日（木）毎日新聞，11月10日（木）

朝日新聞，11月15日（火）朝日新聞，�11月22日（火）しんぶん赤旗，12月27日（火）読売新聞，�12月29日（木）

信濃毎日新聞，１月５日（木）千葉日報，１月７日（土）日本経済新聞，１月４日（水）朝日新聞

【雑誌】

ぐるっと千葉12月号・１月号，LETTERS11月号，足利漫我人11・12月号，ビバ！アミーゴ152号，エリー

ト情報634号，中外日報11月５日号，帝國芸術新聞375号，アサヒカメラ１月号，フォトコン１月号，日経サ

イエンス１月号

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）

　磯谷　達宏　国士舘大学文学部・教授　　　　　小方　　登　京都大学大学院地球環境学堂・教授

　奥野正太郎　長崎原爆資料館・学芸員　　　　　島津　俊之　和歌山大学教育学部・准教授

　関戸　明子　群馬大学教育学部・教授　　　　　椿　真智子　東京学芸大学教育学部・教授

　中林　一樹　明治大学大学院政治経済学研究科・特任教授

　畠山　　豊　町田市立博物館・副館長　　　　　福田　珠己　大阪府立大学人間社会学部・准教授

　松尾　容孝　専修大学文学部・教授　　　　　　三木　理史　奈良大学文学部・准教授

　安達　文夫　本館・研究部・教授　　　　　　　大久保純一　本館・研究部・教授

　久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　岩淵　令治　本館・研究部・准教授

　松尾　恒一　本館・研究部・教授　　　　　　○原山　浩介　本館・研究部・准教授

◎青山　宏夫　本館・研究部・教授
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［くらしの植物苑特別企画］

「季節の伝統植物」

春：伝統の桜草　　　　　2011年４月19日（火）〜５月８日（日）（19日間）

夏：伝統の朝顔　　　　　2011年８月２日（火）〜９月４日（日）（31日間）

秋：伝統の古典菊　　　　2011年11月１日（火）〜11月27日（日）（24日間）

冬：冬の華・サザンカ　　2011年11月29日（火）〜2012年１月29日（日）（46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花壇を再現するな

どの工夫をしている。また，今年度は近年作出された八重咲きの品種，2010年に収集した野生系の品種も展

示するともに，栽培方法や楽しみ方などをパネル等で解説した。

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

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

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

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

と維持されている状況である。そこで当苑では，独創的な技術と知識を駆使して創りあげられた変化朝顔を

広く一般に知っていただくため，1999年以降生きた歴史資料としてこれを系統維持し，展示をおこなってき

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

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

年度は，変化朝顔の系統を維持するために行う仕分け（仕訳け）（選抜）をテーマにパネル展示を行った。

　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
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してきた。今年度は，嵯峨菊14品種，伊勢菊13品種（松坂菊3品種を含む），肥後菊30品種，江戸菊33品種，

丁子菊10品種に加え，当苑で種から育てた実生の新花も展示を展示した。また，従来の近世の仕立て方の展

示のほか，パネルによって近世と近代の仕立ての違いも紹介した。

　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

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

また，サザンカの楽しみ方として，さし木によって品種を増やす方法と，種から育てて新しい品種を作り出

す方法をパネルによって紹介した。

３．主な行事

　特別企画「季節の伝統植物」に関連した観察会

　４月23日（土）第145回　くらしの植物苑観察会「桜草を育てよう」　山村聡（本館管理部博物館事業課）

　８月27日（土）第149回　くらしの植物苑観察会「朝顔の仕分け」　仁田坂英二（九州大学大学院）

　11月26日（土）�第152回　くらしの植物苑観察会「明治の菊の仕立て」　平野恵（さいたま市大宮盆栽美

術館）

　12月３日（土）第153回観察会「サザンカを殖やして楽しむ」　箱田直紀（元恵泉女学園大学）

　苗の有償頒布

　　桜　草：４月18日（火）〜5月8日（日）

　　朝　顔：６月25日（土）・７月23日（土）・８月２日（火）

　　古典菊：７月23日（土）・８月27日（土）・９月24日（土）・10月22日（土）・11月１日（火）

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。とくに今年度は，栽培・育成や楽しみ方に焦

点をあてたことで，来観者に伝統植物を身近なものとしての認識を感じていただけたといえる。また，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，佐倉市の小中学校社会科教員の研修に協力することで，博学連携

における活用の可能性を提案した。

　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，昨年度は，観覧の妨げになるため禁止している三脚を使用した写真撮影が目立ったが，本年度は警
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備員を配置するといった対策を講じ，解消することができた。

５．マスコミでの取り上げ

　佐倉市ケーブルテレビ，成田市ケーブルテレビ，千葉テレビ，NHK福岡放送局，NHK-FM千葉

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・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

　澤田　和人　本館・研究部・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

［特集展示］

第３展示室　特集展示「ものからみる近世」
「妖怪変化の時空」
2011年８月２日（火）〜９月４日（日）

１．開催の趣旨

　想像力のあり方や精神世界への関心の高まりとともに，近年，怪異や妖怪文化が注目を集めている。2001

年に立ち上げた怪談・妖怪コレクションは，百鬼夜行絵巻をはじめ，怪異を扱った錦絵や摺物，妖怪本，死

絵など，江戸時代から明治期にかけて制作された資料を中心に収集を図ってきた。資料の蓄積に伴って，怪

異や妖怪に関する文化が，絵画，芸能，あそび，世相といったさまざまな事柄と深く結びついて存在してき

たことがわかってきた。本コレクションの資料をもとに，「風聞と怪異・妖怪」「歌舞伎の中の怪談・妖怪」

「妖怪絵巻の世界」「妖怪絵師列伝」の４つのテーマから成る展示コーナーを設け，怪異・妖怪文化の多彩

な世界を描く。

２．展示の構成と展示品

　「風聞と怪異・妖怪」では，疫病をはじめさまざまな風聞や世相を映し出した錦絵や摺物などを紹介した。

「歌舞伎の中の怪談・妖怪」では，錦絵の好画題となった歌舞伎に登場する幽霊や妖怪に焦点を当てた。「妖

怪絵巻の世界」では，百鬼夜行絵巻や大石兵六絵巻など江戸時代に数多く制作された絵巻を中心に取り上げ

た。「妖怪絵師列伝」では，鳥山石燕や歌川国芳，月岡芳年など江戸時代から明治にかけて活躍した絵師の
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活動と作品を紹介した。

　「肥前国平戸において姫魚龍宮より御使なり」文政２（1819）年

　「越後の国に光り物出て女の声にて人を呼ぶ」嘉永元（1848）年

　「猿のかたちの光物」明治15（1882）年

　「尾上松助の小はだ小平次，同女房二役」初代歌川豊国画　文化５（1808）年

　「四谷怪談隠亡堀」三代歌川豊国画　文久元（1861）年

　「大石兵六物語絵巻」江戸時代後期

　「百鬼夜行図」狩野洞雲画　江戸時代前期

　「画図百鬼夜行」鳥山石燕画　安永５（1776）年

　「絵本百物語」桃山人作・竹原春泉画　天保12（1841）年

　「源頼光公館土蜘作妖怪図」歌川国芳画　天保14（1843）年

　「和漢百物語　頓欲ノ婆々」月岡芳年画　慶応元（1865）年

など約30点

３．関連行事

ギャラリートーク

８月６日　13時30分〜14時30分

講師：常光徹（本館研究部民俗研究系教授）

　　　大久保純一（本館研究部情報資料研究系教授）

４．刊行物

展示解説シート，チラシ

５．成果と問題点

　怪異・妖怪に関する資料を４つのテーマからからとらえて多面的に紹介することで，この分野に関心をもっ

ている研究者から子どもまで幅広い層の人びとの期待にある程度応えることができた。また，今回の特集展

示は，2013年３月にオープンする第４室（民俗展示）のリニューアルを推進する上からも有益であった。た

だ，限られた空間に４つのテーマを設けたために，それぞれのテーマを深く掘り下げるという面では課題が

残った。

６．マスコミでの取り上げ

信濃毎日新聞　2011年７月28日　東京ぐるりナビ�特集展示「妖怪変化の時空」

朝日新聞夕刊　８月３日　特集展示「妖怪変化の時空」

千葉日報　８月18日　残暑は妖怪でひ〜んやり「佐倉歴博で特集展示」

毎日新聞　８月23日　歴博で妖怪関係収蔵品の企画展

NHK千葉　８月１日　「こんにちはいっと６けん」

月刊ぐるっと千葉８月号133号　７月21日　妖怪変化の時空
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歴史読本９月号　７月25日　特集展示「妖怪変化の時空」

中外日報８・25号　８月25日　特集展示「妖怪変化の時空」

７．展示プロジェクト委員

常光　　徹（本館研究部民俗研究系）

大久保純一（本館研究部情報資料研究系）

特集展示

「マリア十五玄義図の探究」
2011年11月１日（火）〜11月27日（日）

１．展示趣旨

　「マリア十五玄義図（原田家本）」（17世紀前期，京都大学総合博物館蔵，重要文化財）は，キリシタン史

を考える上で非常に重要な資料であり，当館では現在第２展示室「大航海時代の中の日本」に常時複製を展

示している。

　この資料は，複製に先立ち，1996年に，特定研究「生産と利用に関する歴史資料の多角的分析」（南蛮関

係資料班）の一環として，当館に借用し，X線撮影，赤外線撮影をはじめとするさまざまな調査を行っている。

　その成果については，『国立歴史民俗博物館研究報告』第76集（1998年），第93集（2002年）にすでに調査

研究報告として掲載しているが，原本の傷みが激しいこともあって，成果の展示による発表は，まだ行って

いなかった。しかるに，原本はその後，重要文化財への指定と修復が行われ，現在では貸し出し展示に対応

できる状況になっている。そこで，原本と共に，調査成果を館の活動の情報発信として展示したい。

　「マリア十五玄義図」の原本を所蔵し，発見時・修復時の調査記録を有する京大総合博物館と，これにつ

いての科学的な調査を行った歴博が共同して展示を行い，原本と共に，これまでに行われたさまざまな調査

や記録に関する資料を同時に展示することは，文化財調査の意義と方法についての理解を図る上で，大きな

意味を持つ。

　なお，本展は京都大学総合博物館との共催であり，同館での展示は，2013年１月から実施される予定であ

る。

２．展示構成と主な展示品

Ⅰ　発見と研究

・『史林』第６巻１号，1921年（大正10）１月

・『京都帝国大学文学部考古学研究報告�第７冊�吉利支丹遺物の研究』1923年（大正12）

・西村貞『日本初期洋画の研究』全国書房（大阪），1945年（昭和20）１月

・『国立歴史民俗博物館研究報告』第76集，1998年３月。同第93集，2002年３月

・若桑みどり『聖母像の到来』青土社，2008年10月　他

Ⅱ　マリア十五玄義図

・マリア十五玄義図（原田家本，京都大学総合博物館所蔵）17世紀初，重要文化財
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　および竹筒，旧表具など付属品一式，旧額縁

・マリア十五玄義図再現模写（武田恵理氏制作）

Ⅲ　南蛮屏風

・南蛮屏風　本館蔵�H-13　17世紀

　（原本の他，復元複製を写真パネルで展示）

Ⅳ　調査成果と関連資料

　本館で行なったさまざまな科学分析調査とその成果，および関連する資料について，パネルで紹介。

Ⅴ　京都大学総合博物館キリシタン関係写真（京都大学研究資源アーカイブ）

　「マリア十五玄義図」（原田家本）の発見当時の写真や関連する資料について，端末を設置し，本展に限っ

て一部を先行公開。

３．関連する催し

　解説会

　　11月１日（火）

　ギャラリートーク

　　11月３日（木・祝），11月19日（土），11月26日（土）

　　講師：小島�道裕（本館・研究部・教授）

４．刊行物

　解説シート，広報用チラシ

５．成果と問題点

　キリシタン文化を代表する絵画資料の一つであり，総合展示でも使用している「マリア十五玄義図（原田

家本）」の原本を，東日本で初めて公開し，観覧に供したこと自体に意義があった。そして，単なる原本公

開ではなく，当館で行なった詳細な調査と，研究史および関連する資料について，パネルや，調査結果に基

づく復元複製と共に展示したことで，成果を展示という形で問い，また文化財の調査や修復，復元などの意

義について理解を広める機会となった。パネルの制作過程で新たな発見や資料の発掘もあり，「浦上本マリ

ア十五玄義図（原爆により焼失）」については，ガラス乾板の存在が明らかとなって，本館に収蔵すること

もできた。

　京都大学総合博物館との連携事業として進めたことも重要で，調査の際に撮影したフィルム類のデジタル

化による活用などにも道を開くことができた。

　以上のように，資料および調査成果の公開として意義深いものであったが，講演会やフォーラムなどの関

連企画を用意することができず，広報的にも十分とは言えなかった。今後，京都大学総合博物館での展示や，

期待される他館での展示において，さらに研究成果や今回の展示で得た経験を生かしていくべきであろう。

６．マスコミでの取り上げ

　朝日新聞千葉版�2011年10月25日��チーバくんのQ歴博を訪ねる「マリア十五玄義図って何」（小島道裕）
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７．展示プロジェクト委員（◎は展示プロジェクト代表）

◎小島　道裕　本館・研究部・教授

　岩崎奈緒子　京都大学総合博物館

　神庭　信幸　東京国立博物館，特定研究当時の研究班代表者

「たつ年の龍」
2011年12月20日（火）〜2012年１月29日（日）

１．展示趣旨

　当館は近年，新春にその年の干支に因んだテーマのフォーラムを開催してきている。2012年の干支は辰で

あり，第81回歴博フォーラム「新春　たつ」との相乗効果も視野に入れて，館蔵資料の中から龍に関わる絵

や文様を有する持つ工芸品，版本，版画などを展示した。

　今日，一般には「龍」として認識されているが，図像としては複数の種類があることを示すとともに，染

織や装身具など，工芸品の意匠として用いられる龍の多彩な表現とその意味や機能，あるいは，通俗水滸伝

やその影響を受けた江戸後期の侠客物を題材とする錦絵の中における龍の図像の継承など，近世文化の中に

占める龍の意匠の役割の一端について提示した。

２．おもな展示資料

白唐紗綾地十二支模様縫小袖　H-35-1087

雲龍文相良繍紙入れ　H-39-96-1

染付富士竜文合子　瀬戸　A-218-214

装剣奇賞　図書室和装本52

通俗水滸伝豪傑一百八人之一個　九紋竜史進　H-1429-73

近世水滸伝・競力富五郎　中村芝翫　H-22-1-1-138

３．関連行事

ギャラリー・トーク　１月14日（土）11時〜11時40分

４．刊行物

展示解説シート

５．成果と問題点

　「龍」というキーワードで館蔵資料を横断的に検索・調査することで，これまで活用されてこなかった資

料を数多く掘り起こすことができた。ただ，展示品は小品が多く，展示効果という点ではやや物足りなかっ

た。
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６．マスコミでの取り上げ

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・准教授　　　　◎大久保純一　本館・研究部・教授

　澤田　和人　本館・研究部・准教授　　�　　�日高　�　薫　本館・研究部・教授

「和宮ゆかりの雛かざり」
2012年２月７日（火）〜2011年４月１日（日）

１．展示趣旨

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

公開し，江戸の雛市に関する展示も行った。

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

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

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

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

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

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

道具，御所人形および三ツ折人形などが含まれ，江戸時代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７日（火）10時30分〜（40分程度）

講師：日高薫（本館・研究部・教授）

澤田和人（本館・研究部・准教授）

岩淵令治（本館・研究部・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，好評であった。

今後も毎年継続して開催していくことによって，リピーターや新たな観覧者の期待に応えることができると

予測されるが，一部の資料には，毎年展示することによる劣化が懸念されるため，今後の展示計画について

は，その点を考慮する必要がある。

６．マスコミでの取り上げ

７．展示プロジェクト委員

◎日高　　薫　本館・研究部・教授

　澤田　和人　本館・研究部・准教授

　岩淵　令治　本館・研究部・准教授

［展示プロジェクト委員会］
人間文化研究機構連携展示「都市を描く−京都と江戸−」第Ⅰ部

「洛中洛外図屏風と風俗画」

１．展示プロジェクトの概要

　本展では，当館が所蔵しながら，なかなかまとまって展示する機会がない６点の洛中洛外図屏風と関連す

る風俗画を中心に，館外からも資料を借用して，その展開を体系的に提示し，来館者の読み解きをうながす

ことを目指した。

　洛中洛外図屏風の研究としては，共同研究／科研「洛中洛外図屏風歴博甲本の総合的研究」（2009〜11年度）

を行っているため，展示プロジェクトについても，このメンバーが兼ね，その研究会および関係者が随時集

まる形で実施し，その研究成果を展示に反映させた。

　本展は人間文化研究機構の連携展示として開催しており，当館における展示を連携展示の第Ⅰ部とし，国

文学研究資料館では，江戸を対象として「第Ⅱ部��江戸名所と風俗画」を同時に開催した。連携展示として

の面については，機構連携研究「中近世の都市を描く絵画と地誌に関する研究─京都と江戸─」を母体とし

て，やはり研究会および随時の打ち合わせによって行なった。

２．展示プロジェクト委員（◎：展示プロジェクト代表　○：副代表）

　岩崎　均史　たばこと塩の博物館・主席学芸員　　　岩永てるみ　愛知県立芸術大学美術学部・准教授

　神庭　信幸　東京国立博物館・保存修復課長　　　　佐多　芳彦　立正大学文学部・准教授
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　末柄　　豊　東京大学史料編纂所・教授　　　　　　鋤柄　俊夫　同志社大学文化情報学部・准教授

　古川　元也　神奈川県立歴史博物館・主任学芸員　　安達　文夫　本館・研究部・教授

　井原今朝男　本館・研究部・教授　　　　　　　　○大久保純一　本館・研究部・教授

◎小島　道裕　本館・研究部・教授　　　　　　　　　小瀬戸恵美　本館・研究部・准教授

　澤田　和人　本館・研究部・准教授　　　　　　　　岩淵　令治　本館・研究部・准教授

　高橋　一樹　本館・研究部・准教授　　　　　　　　玉井　哲雄　本館・研究部・教授

　松尾　恒一　本館・研究部・教授　　　　　　　　　宮田　公佳　本館・研究部・准教授

　＜国文学研究資料館委員＞

　大高　洋司　教授

　中村　康夫　教授

　井田　太郎　助教

「紅板締め─江戸から明治のランジェリー─」

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　４月22日　国立歴史民俗博物館

　　原稿読み合わせ，資料調査

　第２回　７月25日　国立歴史民俗博物館

　　内覧会

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・研究部・准教授

○大久保純一　本館・研究部・教授

「風景の記録─写真資料を考える─」

１．展示プロジェクトの概要

　本展示プロジェクトは，本館の共同研究（基盤研究）と連携して実施しているが，とくに展示資料の検討
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と選択ならびに演示等を中心に行った。具体的には，長崎原爆資料館の所蔵資料をはじめとする長崎関係の

資料について検討した。また，８月10日には，館外委員も加わって，本館において館蔵の写真絵はがきおよ

び個人蔵の写真絵はがきの資料論的検討と展示資料の選定を行うとともに，展示図録の構成を検討した。11

月７日の内覧会時には，最終の展示プロジェクト会議を開催し，完成した展示の最終確認と課題の検討を行っ

た。

２．展示プロジェクト（◎は展示プロジェクト代表，○は副代表）

　磯谷　達宏　国士舘大学文学部・教授　　　　　　　小方　　登　京都大学大学院地球環境学堂・教授

　奥野正太郎　長崎原爆資料館・学芸員　　　　　　　島津　俊之　和歌山大学教育学部・准教授

　関戸　明子　群馬大学教育学部・教授　　　　　　　椿　真智子　東京学芸大学教育学部・教授

　中林　一樹　明治大学大学院政治経済学研究科特任教授

　畠山　　豊　町田市立博物館・副館長　　　　　　　福田　珠己　大阪府立大学人間社会学部・准教授

　松尾　容孝　専修大学文学部・教授　　　　　　　　三木　理史　奈良大学文学部・准教授

　安達　文夫　本館・研究部・教授　　　　　　　　　大久保純一　本館・研究部・教授

　久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　　　岩淵　令治　本館・研究部・准教授

　松尾　恒一　本館・研究部・教授　　　　　　　　○原山　浩介　本館・研究部・准教授

◎青山　宏夫　本館・研究部・教授

「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」

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）を数えるわが国最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
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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　2011年4月23日　国立歴史民俗博物館

　　�展示構成案・展示資料案・デジタルコンテンツなどの展示支援ツール・インスタレーションについて検

討・確認をおこなった。

　第２回　2011年７月２日・３日　国立歴史民俗博物館

　　�展示構成案・展示資料案・デジタルコンテンツなどの展示支援ツール・インスタレーションについて検

討・確認をおこなった。また，ゲストスピーカーに田中有紀氏を招いて，展示内容について検討した。

　第３回　2011年９月24・25日　国立歴史民俗博物館

　　�７月15日におこなった館内打ち合わせをもとに，展示構成案・展示資料案・デジタルコンテンツなどの

展示支援ツール・関連イベント・インスタレーションについて検討・確認をおこない，外部からの借用

資料についてほぼ決定した。

　第４回　2011年10月６・７日　国立歴史民俗博物館

　　館蔵資料の熟覧をおこない，展示資料案について検討し，館蔵の展示予定資料について案を確定した。

　第５回　2011年11月26・27日　国立歴史民俗博物館

　　�展示構成・展示資料についての修正をまとめ，展示タイトル・フォーラムの内容・図録の内容について

検討した。デジタルコンテンツ・インスタレーションについて，進捗状況を確認をした。

　第６回　2012年２月10日　国立歴史民俗博物館

　　�ゲストコメンテーターとして，太田宏一氏（和歌山市立博物館）と小野将氏（東京大学史料編纂所）を

招いて，第３部の展示内容について検討した。また，調子笛等の音源録音と音高測定をおこなった。

　第７回　2012年３月１日　東京学芸大学

　　デジタルコンテンツ用の音源の録音をおこなった。（演奏：伶楽舎）

２．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）

　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

　伊達　伸明　造形作家　　　　　　　　　　　　　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・准教授　　　　　　○内田　順子　本館・研究部・准教授

　久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　　佐藤　優香　本館・研究部・助教

　鈴木　卓治　本館・研究部・准教授　　　　　　　永嶋　正春　本館・研究部・准教授

◎日高　　薫　本館・研究部・教授

「行列にみる近世−武士と異国と祭礼と−」

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
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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，３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構想報告を受け，展示構想に

ついて議論を重ねた。また，館外借用資料の許諾作業を進めた。

　第３回展示プロジェクト会議　　2011年７月23日（土）国立歴史民俗博物館

　　（岩崎・岩淵・大久保・久留島・鈴木・トビ・八反・深井・松尾・横山）

　・琉球使節（横山先生），朝鮮使節（トビ先生）の行列に関する個別報告と全体構想についての議論。

　第４回展示プロジェクト会議　　2011年11月19日（土）国立歴史民俗博物館

　　（大久保・久留島・トビ・八反・深井・横山）

　・全体構想についての議論と展示室A・Bの見学，展示タイトル・講演者の確定作業

　第５回展示プロジェクト会議　　2012年３月25日（日）国立歴史民俗博物館

（木下・久留島・八反・福原・横山）

　・展示構想の確認（主に祭礼行列）と図録執筆についての説明

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

　八反裕太郎　財団法人頴川美術館・学芸員　　　　　　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・准教授　　　　　　　　○大久保純一　本館・研究部・教授

◎久留島　浩　本館・研究部・教授　　　　　　　　　　鈴木　卓治　本館・研究部・准教授

　松尾　恒一　本館・研究部・教授



219

Ⅱ−２　展　示

「技と職人の中世（仮題）」

１．展示プロジェクトの概要

　本企画展示の展示プロジェクトは展示型共同研究「中世の技術と職人に関する総合的研究」の調査・研究

と一体として進めているので，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．展示プロジェクト委員

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

　川口　洋平（学識経験者）　　　　　　　　　　　　栗木　　崇（熱海市教育委員会生涯学習課学芸員）

　佐伯　弘次（九州大学大学院人文科学研究院教授）　佐々木健策（小田原市文化財課主査）

　鈴木　康之（広島県立歴史博物館主任学芸員）　　　関　　周一（つくば国際大学非常勤講師）

　坪根　伸也（大分市教育委員会）　　　　　　　　　中島　圭一（慶應義塾大学文学部教授）

　福島　金治（愛知学院大学文学部教授）　　　　　　四柳　嘉章（石川県輪島漆芸美術館館長）

　齋藤　　努（本館・研究部・教授）　　　　　　　　高橋　一樹（本館・研究部・准教授）

　仁藤　敦史（本館・研究部・教授）　　　　　　　　日高　　薫（本館・研究部・教授）

○松田　睦彦（本館・研究部・助教）

◎村木　二郎（本館・研究部・准教授）


