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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，総合展示および企画展示，特集展示，くらしの植

物苑における特別企画，人間文化研究機構の基盤機関が連携して展示を企画・実施する連携展示などをその

具体的な活動として挙げることができる。 

 2012年度特記すべきは，総合展示第４展示室（民俗）のリニューアルオープンである。2010年11月から展

示工事のため閉鎖していたが，2013年３月19日に新たな展示室として開室した。全体のテーマは「列島の民

俗文化」で，ユーラシア大陸に寄り添うように連なる島々の上で展開する人々の生活から生み出され，受け

継がれてきた民俗文化を取り上げている。新しい展示は３つのゾーンから構成されている。第１に産業開発

や消費文化の影響を受けた現代社会の民俗を考える「『民俗』のまなざし」，第２に祭りや妖怪，まじない，

さらに人生の節目におこなわれる多様な儀礼を取り上げる「おそれと祈り」，第３に生活や行事の場である民

家や，民俗の交流を担う職人とその近代化やさまざまな生産活動を見つめる「くらしと技」である。これら

によって民俗の意味を改めて考えてもらうことをめざしている。 

 企画展示として「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」（2012年７月10日～９月２日）を開催した。

本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションの中から約100点を取り上げ，附属品や附属文書と併せて公

開するとともに，徳川治宝関係の資料や紀州藩が所蔵していたと考えられる音楽関連書籍なども展示した。

雅楽を中心とする伝統音楽への理解をうながし，附属文書等から知られ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のかについて考察し

た。 

 さらに企画展示として「行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─」（2012年10月16日～12月９日）を開催し

た。この展示は，絵画に描かれた近世の行列を並べ，比較することで，新しい近世社会像を示そうとしたも

のである。「武士たちの行列」「異国の使節の行列」「祭礼の行列」の３コーナーに分け，①大名行列のなかの

構成から近世の武士のありようを考える，②行列を見る側と行列を組む側との関係性から，近世の権力と民

衆との関係を考える，③外国の使節の行列から近世の対外関係を読み取る，④祭礼行列，とくに天下祭りや

城下町の祭礼から，権力と民衆との関係について考える，ための素材を提供することをめざした。また，こ

れまで日本で展示されたことがなかった欧米の機関に所蔵されている行列関係資料も展示した。 

 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，「近世の風俗画」（2012年４月17

日～５月20日），「雅楽を伝える─南都楽人辻家資料─」（2012年７月10日～９月２日），「伝統の古典菊」（2012

年11月６日～12月２日），「元禄の堺大絵図─巨大都市図を歩く─」（2012年12月18日～2013年１月27日），「和

宮ゆかりの雛かざり」（2013年２月13日～３月31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。 
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 また，リニューアルオープンした第４展示室では人間文化研究機構連携展示として特集展示「東日本大震

災と気仙沼の生活文化」（2013年３月19日～９月23日）を開催した。本展示では，2011年３月11日に発生した

東日本大震災における当館の文化財レスキューの取り組みについて報告するとともに，救出活動を通じて明

らかになった被害地域の生活・文化について紹介した。併せて，国立民族学博物館，国文学研究資料館のレ

スキュー活動も紹介した。 

 くらしの植物苑では，特別企画として「伝統の桜草」（2012年４月17日～５月６日），「伝統の朝顔」（2012

年７月31日～９月２日），「伝統の古典菊」（2012年11月６日～12月２日），「冬の華・サザンカ」（2012年12月

４日～2013年１月27日）を開催した。 

 

展示担当 内田 順子   

 

企画展示等の実施 
 

人間文化研究機構連携展示 

第４展示室 特集展示 

「東日本大震災と気仙沼の生活文化」        2013年３月19日～９月23日 

企画展示 

「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」   2012年７月10日～９月２日 

「行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─」     2012年10月16日～12月９日 

くらしの植物苑特別企画「季節の伝統植物」 

「伝統の桜草」                  2012年４月17日～５月６日 

「伝統の朝顔」                  2012年７月31日～９月２日 

「伝統の古典菊」                 2012年11月６日～12月２日 

「冬の華・サザンカ」               2012年12月４日～2013年１月27日 

特集展示 

第３展示室 特集展示「ものからみる近世」 

「近世の風俗画」                 2012年４月17日～５月20日 

「雅楽を伝える─南都楽人辻家資料─」       2012年７月10日～９月２日 

「伝統の古典菊」                 2012年11月６日～12月２日 

「元禄の堺大絵図─巨大都市図を歩く─」      2012年12月18日～2013年１月27日 

「和宮ゆかりの雛かざり」             2013年２月13日～３月31日 

 



223 

［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。 

 2012年度は11月１日に浜離宮朝日ホールにおいて講演・対談「現代史を展示する─国立歴史民俗博物館の

現代展示の意義と課題─」を開催し，当会議委員入江昭氏の基調講演「歴史の中の現代─歴史博物館は20世

紀をどう展示しているか─」に続き，入江氏と横浜国立大学大門正克氏による対談が行われ，当館における

現代展示の意義と課題について議論がなされた。 

委員（平成24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  九州歴史資料館長，海の道むなかた館長，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  （財）国際推進協会理事長，（財）歴史民俗博物館振興会評議員，元駐中国大使 

 布谷 知夫  三重県立博物館長（博物館学） 

 横田 冬彦  京都大学教授（日本近世史） 

 佐野みどり  学習院大学教授（日本美術史） 

 

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企画の策定，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展示室展示工事の進捗の確認を中心として，新構築事業の実施体制について議論を

行った。また，新しく新構築を行う第１室および第５室・第６室について進捗の状況を確認した。 

第１回 平成24年４月27日 

 ・第４室について  進捗状況について，特集展示について 

 ・第１室について  リニューアル委員の追加について 

 ・第５室・第６室について  リニューアル委員会の立ち上げについて 

 ・質問用紙の変更について 

 ・年代の表記方法について 

第２回 平成24年５月25日 

 ・第４室について  進捗状況について 

 ・入館者図書室およびたいけんれきはくの進捗状況について 

 ・質問用紙の変更について 
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 ・年代表記および多言語表記について 

第３回 平成24年７月６日 

 ・第４室について  進捗状況について 

 ・第１室について  特任助教の採用について 

 ・たいけんれきはくの進捗状況について 

第４回 平成24年７月27日 

 ・第４室について  進捗状況について 

第５回 平成24年９月28日 

  ・第４室について  進捗状況について 

 ・第１室について  第１回リニューアル委員会の開催報告について 

第６回 平成24年10月26日 

 ・第４室について  進捗状況について，契約の変更について 

 ・第３室について  複製・人形模型の追加について 

 ・第６室関連図書の一時移転について 

第７回 平成24年11月16日 

 ・第４室について  進捗状況について， 

 ・新構築の実施体制について 

 ・休憩室およびたいけんれきはくの進捗状況について 

第８回 平成24年12月28日 

 ・第４室について  進捗状況について， 

 ・新構築実施体制の改善について 

 ・第１室について  工事計画について 

 ・第５・６室について  展示室内のパネル作成について 

 ・第３室について  展示改善について 

第９回 平成25年１月25日 

 ・第４室について  進捗状況について 

 ・第１室について  第２回リニューアル委員会の開催報告について 

 ・第３室について  展示室内照明のＬＥＤ化について 

 ・第５室・第６室について  第１回リニューアル委員会の開催報告について 

 ・図書室およびたいけんれきはくの進捗状況について 

第10回 平成25年３月１日 

 ・第４室について  進捗状況の説明について，リニューアルオープン関係スケジュールについて 

 ・第１室について  進捗状況について 

 ・第３室について  照明ＬＥＤ化工事の進捗について，人形模型の追加について 

 ・第５室・第６室について  進捗状況について 

 ・図書室およびたいけんれきはく，休憩室の進捗状況について 

第11回 平成25年３月22日 
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 ・第４室について  リニューアル開室の報告について，リニューアル委員会の継続について 

 ・近現代展示推進室会議について 

 ・第１室について  進捗状況について，来年度以降のスケジュールについて 

 ・第５・６室について  新図書館開室に伴う証言集の移動について 

 ・図書室およびたいけんれきはく，休憩室の開室について 

 ・2012年度の総括と課題について 

 

３．第４室リニューアル委員会 

 2013年３月の第４展示室リニューアルオープンに向け，展示資料の最終確認に加え，展示パネル，キャプ

ション，デジタルコンテンツの内容について検討を行った。並行して補足調査を行い，展示資料の充実を図

った。デジタルコンテンツについては日本語のほか英語，中国語，韓国語の翻訳について議論した。 

（１）全体会議 

  10月30日     第１回全体会議（通算15回）   会場：国立歴史民俗博物館 

  ３月18日・19日  第２回全体会議（通算16回）   会場：国立歴史民俗博物館 

 

（２）館内会議 

  ４月24日，５月29日，６月29日，７月20日，８月24日，10月１日，10月19日，11月30日， 

  12月25日，１月18日，２月20日，３月21日 

 

４．第１室リニューアル委員会 

 第１室リニューアルについては，2004年「総合展示リニューアル基本計画」の策定後，他の展示室ととも

に準備が始まり，2011・2012年度から本格的な活動が始まった。2012年度には，館内・館外合わせて26名の

委員から構成される展示リニューアル委員会が発足した。2012年度の活動は展示構成案の検討が中心となり，

複製品や大型模型などの製作も含めた展示資料の検討，予算申請などの検討を行った。さらに，2013年度か

ら複製品や大型模型の製作を本格的に開始するため，各資料の所蔵機関との事前調整も実施した。 

（１）全体会議 

  ８月18日・19日  第１回全体会議   会場：国立歴史民俗博物館 

  １月19日・20日  第２回全体会議   会場：国立歴史民俗博物館 

（２）館内委員会議 

  2012年８月30日，10月1日・29日，11月19日，12月10日，2013年２月18日，３月11日 

 

５．第５室・第６室リニューアル委員会 

 第５展示室「都市社会と大震災」コーナー充実のための展示プロジェクトおよび第６展示室の展示内容に

対する意見・質問にを検討する展示プロジェクトを統合させ，併せて『６室ができるまで』の編集を検討す

る組織として2012年１月から組織化された。2012年度には第５室および第６室の新構築を検討する場として，

館外委員も含めたリニューアル委員会が結成された。 

（１）全体会議 
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  １月６日  第１回全体会議             会場：国立歴史民俗博物館 

（２）館外会議 

  11月１日  講演・対談「現代史を展示する─国立歴史民俗博物館の現代展示の意義と課題─」に併せ

て実施                 会場：浜離宮朝日ホール 

（３）館内会議 

  ９月20日，12月27日 

 

 

［人間文化研究機構連携展示］ 
 

第４展示室特集展示 

「東日本大震災と気仙沼の生活文化」 
2013年３月19日（火）～９月23日（月・祝） 

 

１．展示趣旨 

 三陸の人びとは太平洋の豊かな自然資源を使って生活文化を育んできた。その豊かな海は，時として津波

という大災害をもたらすものでもあった。2011年３月11日の東北地方太平洋沖地震による津波は，三陸沿岸

を中心に広い範囲に大きな被害を与える東日本大震災をもたらした。本展示で取り上げる気仙沼も，今回の

震災で大きな被害を受けたのである。 

 今回の展示は，本館が気仙沼市でとりくんできた生活用具・民具・文書などの救出活動および人間文化研

究機構が携わってきた文化財レスキュー活動を取り上げる。そして，活動を通してみえる三陸の人びとの生

き方を紹介する。本館は，震災後，気仙沼市小々汐の尾形家住宅と同市本吉の三浦家住宅を中心に活動を行

ってきた。 

 現在，津波の記憶や被災した地域の生活文化をいかに後世に伝えるか，津波被害をいかに回避するかが議

論となっている。こうしたとりくみをより深め，人びとがつくりだす生活文化を理解するためには，人びと

はどのようにして三陸の地で生きてきたのかを見つめる視点が必要となっている。 

 なお，本展示は人間文化研究機構連携展示として，国立民族学博物館および国文学研究資料館における救

出活動も併せて紹介している。 

 

２．展示構成と主な展示資料 

 １）：東日本大震災と国立歴史民俗博物館の活動 

   日本常民文化研究所の文書封筒 

   クリーニングに使った道具 

   わら打ち石 

 ２）：気仙沼に生きる 

   尾形家のお膳 

   チリ地震の見舞いはがき 
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   チリ地震津波見舞申受覚 

   尾形栄一氏の日記 

   御札 

   木箱御札入れ 

   堀子本判（文禄３年） 

   農会費納入票（昭和４年） 

   漁師道具箱 

   舩新造御悦覚帳 

   忠行出征選別受納帳 

 ３）：イエを興す 

   アカトリ 

   テンツキ 

   アワビの定規 

   村有林監守日記 

   軍用保護馬検定（査）通知書 

   大谷鉱山表彰状 

   メカゴ 

   ムスビゾウリ 

 

３．刊行物 

 展示図録 

 展示解説シート，チラシ，ポスター 

  なお，展示図録及び展示解説シートの作成には公益財団法人JKAの補助金を得た。 

 

４．マスコミでの取り上げ 

 千葉日報 2013年３月18日 読売新聞 2013年３月19日 河北新報 2013年３月20日 

 千葉日報 2013年３月20日 東京新聞 2013年３月20日 毎日新聞 2013年３月20日 

 朝日新聞 2013年３月23日 産経新聞 2013年３月26日 

 

５．展示プロジェクト委員 

 小池 淳一 本館研究部・教授     青木 隆浩 本館研究部・教授 

 内田 順子 本館研究部・准教授    柴崎 茂光 本館研究部・准教授 

 山田 慎也 本館研究部・准教授    川村 清志 本館研究部・准教授 

 葉山  茂 本館研究部・機関研究員  加藤 秀雄 本館研究部・機関研究員 

 渡部 鮎美 本館・非常勤研究員 
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［企画展示］ 
 

「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」 
2012年７月10日～９月２日（49日間） 

 

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。笙や篳篥などの雅楽器を中心に，吹きもの（管楽器）・弾きもの（絃

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。 

 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。今回の企画展示では，約100点をとりあげ附属品や附属文書とともに公開

するとともに，徳川治宝関係の資料や紀州藩が所蔵していたと考えられる音楽関連書籍などの借用資料をあ

わせて構成した。 

 本企画展示の主旨は，①雅楽を中心とする伝統音楽への理解をうながし，②附属文書等から知られる楽器

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とである。 

 展示にあたっては，デジタルコンテンツやビデオ映像などによって実際に音を聞くことができる工夫を凝

らした。また，地下ホールにおいては，＜創作楽弓による発音体験「一弦さん」（構成・制作：伊達伸明氏）

＞を設け，能動的な音体験ができるようにした。 

 

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） 

序章 

（１）徳川治宝の楽器コレクション 

（２）雅楽と俗楽 君子の楽 

  主な展示資料：琵琶 銘「花月」，徳川治宝筆 一行書「青松多寿色」（和歌山市立博物館）， 

         徳川治宝筆 龍図（和歌山県立博物館），黒楽茶碗 銘「亀甲」（三井記念美術館），菊置

上香合（三井記念美術館） 

 第Ⅰ章 楽の器 

  主な展示資料：律呂図板，箏 銘「葉菊」，和琴 銘「初音」，龍笛・高麗笛 銘「青海波」，笙 銘「山

端」，太鼓，笏拍子，明楽楽器（東京藝術大学） 

 第Ⅱ章 楽器をめぐる人々 

  主な展示資料：笙 銘「鳳凰丸」，一節切 銘「紫鸞」，龍笛 銘「蝉丸」，連管 銘「金龍」，枝垂桜葵

紋蒔絵三管箱，三管袋，鳳凰葵紋散蒔絵盛管用箱蓋，安倍家伝来 篳篥 銘「千歳」「住
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吉」「楊梅丸」「梅花」「帯丸」（個人），琵琶 銘「白鳳」，笙 銘「真具寿」，新撰篳篥抄

（個人），龍笛 銘「青柳」，洞簫 銘「含和」 

 第Ⅲ章 治宝の時代と音楽 

  主な展示資料：琵琶譜，赤坂御薗積翠池試楽図，西浜御殿舞楽之図（和歌山市立博物館），赤坂御庭図画

帖（和歌山市立博物館），本居大平 西浜御殿舞楽之記（東京大学国文学研究室本居文庫），

鞨鼓（永青文庫），律管（倣恩徳院），楽律要覧（名古屋市蓬左文庫），七絃琴 銘「幽蘭」，

楽章類語鈔（和歌山大学附属図書館），玉堂琴譜（東京藝術大学附属図書館） 

 

３．刊行物 

 展示図録『楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─』（Ａ４判163頁） 

 展示解説シート（Ａ４判４頁） 

 

４．関連行事 

 第344回歴博講演会「徳川治宝の楽器収集とその時代」 ８月11日（土） 遠藤徹 

 歴博フォーラム「人・音・文化─紀州徳川家伝来楽器コレクションをめぐって」 7月21日（日） 国立歴

史民俗博物館講堂 遠藤徹・水野僚子・日高薫・高瀬澄子・清水淑子・伊達伸明 

 コンサート「雅楽へのいざない」 7月22日（日） 国立歴史民俗博物館講堂 伶楽舎 

 ギャラリートーク ７月28日，８月4日，5日，11日，12日，19日，25日 

 

５．成果と課題 

 まとまって公開される機会の少なかった本コレクションの本格的な展示は，雅楽や伝統音楽の研究者や演

奏家など関係者のあいだでは待望されていたものであり，大きな反響があった。特に，自主制作によるデジ

タルコンテンツの内容については，雅楽の音楽的理解を助ける従来にない支援ツールとして高く評価する感

想が寄せられた。また，これまで単なる「雅楽器」のコレクションとみなされてきた紀州徳川家の収集品に

ついて，同時代の為政者や学者たちが抱いていた音楽観に注目することにより，君子の楽（広義の雅楽）を

奏でる楽器としての新しい位置づけを行ったことも，研究者のあいだで支持を得た。 

 一方，一般の来館者からは，本コレクションの質や量に対する満足，「一弦さん」の体験や銘の募集などの

体験参加型コーナーへの好意的反応が多数を占めた。 

 ただし，今回の企画展示では，コレクションのもつ音楽・歴史・美術などさまざまな側面からの価値を提

示し，楽器の文化的役割を理解してもらうという意図に基づいて展示を構成したため，このことが却って，

総花的な印象を与え，各々の興味を満たすには，やや物足りない印象を与えることもあったようである。ま

た，専門家と一般の観覧者との間の知識・理解には，想定した以上の大きな隔たりがあるため，展示方法に

は改善が求められる。 

 今後は，紀州徳川家伝来楽器コレクションの知名度を高め，楽器に関する関心を高めることによって，新

たな来館者層を獲得することが課題となろう。 
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６．マスコミでの取りあげ 

【TV・ラジオ】 

NHK千葉（ラジオ）７月10日～９月２日，NHK千葉７月６日，チャンネルさくら（佐倉市広報番組）７月20日

～26日 

【新聞】 

中外日報６月19日，読売新聞７月25日，朝日新聞７月10日，毎日新聞７月26日・８月22日，信濃毎日７月12

日，紀州新聞７月21日 

【雑誌】 

月刊ぐるっと千葉７・８・９月号，船橋よみうり８月４日号，週刊芸術新聞７月12日号，雅楽だよりNo.30，

書道界７月号，アミーカ８月号，美しいキモノ秋号，佐倉商工会議所会報８月号 

 

７．展示プロジェクト（◎：代表，○：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 日本女子大学・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─」 
2012年10月16日～12月９日（55日間） 

 

１．展示趣旨 

 絵画に描かれた近世の行列を並べ，比較することで，新しい近世社会像を示そうというもの。「武士の行列」

「異国の使節の行列」「祭礼行列」の３コーナーに分け，①大名行列のなかの構成から近世の武士のありよう

を考えること，②行列を見る側と行列を組む側との関係性から，近世の権力と民衆との関係を考えること（「馳

走」と同時に「見物」する側と，見られることを意識して行装を整える側との間では「視線」が交錯する），

③外国の使節の行列から近世の対外関係を読み取ること，④祭礼行列，とくに天下祭や城下町の祭礼から，

権力と民衆との関係（城下町の主とその住民との関係），民衆の異国（異人）認識（異国の行列が仮装行列な

ど出し物の中に取り込まれる）について考えるための素材を提供すること，を目指した。「描かれた行列」は

長い画像であることに鑑み，タッチパネルなどを使って，その長さを実感してもらえるようにした。これま

で日本に来たことのなかった欧米の行列関係資料も展示した。 

 

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本館蔵） 

 プロローグ 近世を象徴する「描かれた」武士の行列 

  主な展示資料：徳川盛世録（館蔵），江戸図屏風（館蔵），糀屋町奉納踊御茶献上大名行列図（長崎歴史
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文化博物館） 

 第１章 武士たちの行列 

  主な展示資料：江戸城登城風景図屏風（館蔵），幕末将軍上洛図巻（東京都江戸東京  博物館），水戸中

納言斉昭卿初御入部行列之図（土浦市立博物館），大名行列人形（東京国立博物館），赤

穂城請取脇坂淡路守行列図（赤穂大石神社），川路聖謨一代明細書（宮内庁書陵部） 

 第２章 異国の使節の行列 

  主な展示資料：朝鮮通信使歓待図屏風（泉涌寺），朝鮮通信使淀城下到着図（個人），朝鮮通信使行列図

屏風（個人），宝永七年琉球両使参府一件（東京大学史料編纂所），琉球使者金武王子出

仕之行列（ハワイ大学マノア校図書館），阿蘭陀人江戸参府蒔絵箪笥（個人） 

 第３章 祭礼の行列 

  主な展示資料：祇園祭礼図屏風（京都国立博物館），江戸天下祭図屏風（個人・神田神社），崎陽諏訪明

神祭祀図（大阪府立中之島図書館），天保踊図屏風（京都府京都文化博物館），長崎諏訪

神社祭礼図屏風（館蔵），蝶々踊図（館蔵） 

 エピローグ 「描かれた行列」の行方 

  主な展示資料：東海道高輪風景（港区立港郷土資料館），東京十二景（館蔵） 

 

３．刊行物 

  展示図録『行列にみる近世─武士と異国と祭礼と─』（Ａ４判244頁） 

  展示解説シート（Ａ４判４頁） 

 

４．関連行事 

 第347回歴博講演会「近世祭礼図にみる行列」 11月10日（土） 八反裕太郎（頴川美術館） 

 ギャラリートーク 

 

５．成果と課題 

 「描かれた行列」という視点から，多くの近世の行列を示すことができ，「馳走」と「見物」という切り口

に注目したことで，新しい近世社会像を示すことができたと考える。タッチパネルを有効に使うこともでき，

長い行列をじっくり見せることができた。見学者の感想も好評であった。 

 しかし，展示資料に比べてパネルが多くなり，かつ文字数の多い解説になってしまった。そのため，字も

小さくなり，逆に来館者には展示意図が十分に伝わらないところもあった。図録も文字数の多いものになり，

展示も図録も読みづらいという声も寄せられた。全体的に準備が遅れたこともあって，わかりやすい展示を

充分に実現できなかったことは残念である。展示品についていうと，国内の資料は概ね借用できたが，正式

な申請期間内に手続きができなかったものもある。海外からの資料借用については内諾を得ていたが，英文

のファシリティレポートが期日内に作成できず，借用できないものが生じた。今後のことを考えると，あら

かじめこうした書類の雛形を揃えておくべきだと考える。ギャラリートークについては，おおむね好評だっ

たが，今後は参加するグループがイヤホンで聞くことができるガイドシステムを導入するべきかもしれない。

また，「企画展の解説こそガイドレシーバーで聞けるようにしてほしい」という意見が研究者から寄せられて
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おり，今後の課題だと考える。 

 

６．マスコミでの取りあげ 

【TV・ラジオ】 

チバテレビ10月16日・19日，NHK  Eテレ11月11日，成田ケーブルテレビ11月14日 

【新聞】 

朝日新聞10月２日，信濃毎日新聞10月11日，読売新聞10月16日，千葉日報10月17日，毎日新聞11月16日，朝

日新聞夕刊11月26日，読売新聞11月28日 

【雑誌】 

リビング千葉９月29日号，房総ファミリア新聞5248号，教育通信10月８日号，月刊ぐるっと千葉11月号・12

月号，アミーカ11月号，週刊新潮11月８日号，足利漫我人11・12月号，LETTERS11月号，朝日ふれんど千葉747

号 

 

７．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）      木下 直之 東京大学大学院人文社会系研究科 

 八反裕太郎 財団法人頴川美術館       深井 甚三 富山大学人間発達科学部 

 福原 敏男 武蔵大学人文学部        ロナルド・トビ イリノイ大学 

 横山  學 ノートルダム清心女子大学人間生活学部 

 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 

 

 

［くらしの植物苑特別企画］ 
 

「季節の伝統植物」 
 

春：伝統の桜草    2012年４月17日（火）～５月６日（日）（19日間） 

夏：伝統の朝顔    2012年７月31日（火）～９月２日（日）（31日間） 

秋：伝統の古典菊   2012年11月６日（火）～12月２日（日）（24日間） 

冬：冬の華・サザンカ 2012年12月４日（火）～2013年１月27日（日）（40日間） 

 

１．展示趣旨 

 江戸時代に隆盛をきわめた園芸文化は，日本独自の感性と高度な技術により，多種類の植物群にわたって

おびただしい品種群を作り出してきた。それらの多くは明治時代以降の西洋園芸の急速な普及によって失わ

れ，かつての園芸技術も消滅しようとしている。この特別企画は，絶滅に瀕している古典園芸植物の系統の

探索と維持，生物学的な基礎研究と歴史的な基礎研究の融合を行い，その成果を展示として公開するもので
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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。あわせて，栽培方法や楽しみ方などをパネルで解説した。 

 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10系統を展示した。また，

今回のテーマを「朝顔の仲間たち」として，マルバアサガオなどの類縁種を展示し，あわせてそれを解説し

たパネル展示をおこなった。 

 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13品種（松阪菊３種を含む），肥後菊30品種，江戸菊33品種のほ

かに，当苑で種から育てた試作中の花も展示した。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紹介するコーナーを設けるとともに，菊の花の形に注目し，江戸時代の園芸

書から菊の花の多様な形を示すパネルを作成して展示した。 

 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，サザンカを取り巻くツバキの仲間たちに注目し，ツバキやユチャなどについて解説したパネルを展示し
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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25日（土）：第161回「朝顔の仲間たち」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院） 

 11月24日（土）：第164回「菊花のかたち」平野 恵（東洋大学 非常勤講師） 

 12月15日（土）：第165回「サザンカの品種とその文化史」箱田直紀（元恵泉女学園大学） 

 苗の有償頒布〔桜草：４月17日（火）～５月６日（日），朝顔：６月23日（土）・７月28日（土）・７月31

日（火），菊：７月28日（土）・８月25日（土）・９月22日（土）・10月27日（土）・11月６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，くらしの植物苑特別企画「伝統の古典

菊」展と第３展示室（近世）での特集展示「伝統の古典菊」展を同時に開催することで，菊花の形をテーマ

にした植物苑での実物展示とデザインに取り込まれた古典菊の形や描かれた形の変化に重点を置いた館内で

の展示をおこない，植物学と近世史学，美術史学で協業した研究成果を広く公開することができた。さらに，

各特別企画開催期間中に展示内容とテーマを合わせた観察会を開催することで，生物学的な基礎研究と歴史

的な基礎研究が融合した成果を広めることができた。 

 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。 

 

５．マスコミでの取り上げ 

［伝統の桜草］関連 

NHK千葉（ラジオ）４月17日～５月６日，毎日新聞４月21日，園芸通信４月号，月刊ぐるっと千葉４月号，ア

ミーカ４月号，いきいき５月号，月刊ぐるっと千葉５月号，STaD５月号，エリート情報654号，房総ファミリ

ア新聞４月28日号，私の花生活NO.66 

［伝統の朝顔］関連 

チバテレビ８月７日，チャンネルさくら（佐倉市広報番組）８月10～16日，大衆日報７月19日，毎日新聞夕

刊７月28日，千葉日報８月６日，朝日新聞８月15日，毎日新聞８月18日，月刊ぐるっと千葉７月号，園芸通

信７月号，月刊ぐるっと千葉８月号，週刊朝日８月３日号，船橋よみうり７月28日号，佐倉市商工会議所会

報 

［伝統の古典菊］関連 

チバテレビ11月２日，染織文庫10月27日，中外日報10月25日，千葉日報11月２日，STaD10・11月号，月刊ぐ

るっと千葉11月号，趣味の山野草11月号，日経サイエンス12月号，佐倉商工会議所会報NO.259，月刊ぐるっ

と千葉12月号 
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［冬の華・サザンカ］関連 

NHK千葉12月３日，チバテレビ12月７日・26日，成田ケーブルテレビ，趣味の園芸11月号，園芸通信12月号，

月刊ぐるっと千葉12月号，リビング千葉1806号，STaD12・１月号，フローリスト１月号，佐倉商工会議所会

報NO.260号，房総ファミリア新聞5258号，月刊ぐるっと千葉１月号 

 

６．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 東洋大学非常勤講師 

 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・主任           高橋 春香 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」 

「近世の風俗画」 
2012年４月17日（火）～５月20日（日） 

 

１．展示趣旨 

 人々のくらしを主題とした風俗画は，歴史資料として重要な素材である。当館は，中世末から近世にかけ

てのすぐれた風俗画を所蔵し，企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」（2012年３月27日～５月６日）でも展示

するが，現在の企画展示室のみでは展示しきれない資料があり，利用者の便を図るために，会期を重ねる形

で，特集展示としても一部の館蔵資料を公開する。 

 テーマとしては，特に遊楽や祭礼・行事に関わるものを中心に扱う。豊臣秀吉を描いた絵画として名高い

「醍醐花見図屏風」をはじめとして，江戸時代前期～中期の京都の名所や祭礼行事を扱った「京都名所祭礼

押絵貼屏風」と「十二ヶ月都風俗絵巻」，江戸後期の活気あふれる庶民世界を描いた「祇園祭礼風俗図絵巻」

と「蝶々踊り図屏風」を展示し，時代的にも近世を通観する展示となる。 

 「十二ヶ月風俗絵巻」と「蝶々踊り図屏風」は2011年度購入の新出資料であり，その公開自体も意義があ

る。 

 

２．展示資料 

「醍醐花見図屏風」六曲一隻 安土桃山時代 重要文化財 

「京都名所祭礼押絵貼屏風」六曲一双 江戸時代前期 

「十二ヶ月都風俗絵巻」二巻の内一巻（下巻） 江戸時代中期 

「祇園祭礼風俗図絵巻」一巻 江戸時代後期 

「蝶々踊り図屏風」六曲一隻 江戸時代後期 天保10年〈1839〉 
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３．関連行事 

 企画展示関連事業のため，独立した催しは特にない。 

 

４．刊行物 

 解説シート 

 

５．成果と問題点 

 館が所蔵していながら，あまり展示されていなかった資料について，公開の機会を作ることができた。特

に「醍醐花見図屏風」は著名な作品で，他館の秀吉関係の展示にはしばしば出陳されているのだが，当館で

の展示は四半世紀ぶりであり，注目された。新出作品を含む他の資料も，内容的に興味深い物が多く，場面

の解説などを交えて紹介できたことは意義があった。 

 本来なら，企画展示「洛中洛外図屏風と風俗画」の中で公開すれば，テーマ的な位置づけもはっきりして

より効果的だったのだが，展示室スペースの関係で，別の展示とせざるを得なかった。展示室の都合で企画

展示と期間がずれ，また展示室が離れていたため，両方を見ずに帰られた来館者も多かったと思われる。 

 

６．マスコミの取り上げ 

 【新聞】 

  中外日報４月７日，大衆日報４月17日，毎日新聞４月23日 

 【雑誌等】 

  月刊ぐるっと千葉４月号，月刊ぐるっと千葉５月号，歴史研究2012年５月号 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表） 

◎小島 道裕  本館研究部・教授 

 大久保純一  本館研究部・教授 

 

「雅楽を伝える─南都楽人辻家資料─」 
2012年７月10日（火）～9月２日（日） 

 

１．展示趣旨 

 辻家は，南都楽所（奈良方）の狛氏の本流をなす楽家の一つで，左舞および笙を伝える雅楽の家柄である。

この辻家に伝来した資料群は，2006年から当館に寄託され，2010年には一括して寄贈を受けたが，これまで

に公開する機会がなかった。このたび，企画展示「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」（７月10

日～９月２日）を開催するにあたり，同家資料を用いた第３展示室特集展示で，同家資料の一部を紹介した。 

 本資料群は，雅楽関係の楽書・楽譜・文書・記録など438点，楽器（在銘のものを含む）など30点からなり，

なかでも江戸時代初期から近代にいたる歴代当主や楽人たちの日記・覚書は内容も豊かできわめて貴重なも

のである。とくに，楽家関係の日記は，芝家日記集・豊原喜秋日記・東友弘日記などが知られているが，芝

家日記集が承応３年以降のものであり，あとの二つは個人の日記で，残されている時期も近世末期に限定さ
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れる。これにくらべ，辻家の日記は，寛永18年以降，時期により残り方に精粗はあるものの，各時期のもの

がよく残っている。また，日記のなかには江戸下向に関するものも含まれており，朝廷や諸寺社での雅楽演

奏のほか，これまで十分には研究されてこなかった近世の幕府の儀礼への関わり方や，日光東照宮の楽人へ

の稽古など，近世の南都楽人が果たした役割や彼らの身分・生活について知ることができる。さらに，明治

以降，天皇とともに京都から東京へ移り住み，前当主まで，雅楽の教育・後継者養成を含めて，雅楽界の中

枢を担ってきたことを反映して，残存する近代以降の資料も興味深い。 

 本特集展示では，「左舞・笙の家としての辻家」「諸寺社への出仕」「宮廷儀式への出仕」「幕府儀式への出

仕」「近代の雅楽研究・教育の営み」の５つのコーナーに分けて，それぞれ特徴的な資料を展示した。 

 

２．展示構成と展示品 

１）左舞・笙の家としての辻家 

 ①「舞譜」（天文24年９月）Ｈ1823-1-38（41） 

 ②「舞譜」 Ｈ1823-6-1-4（414） 

 ③「鳳管譜（笙譜）」３冊 Ｈ1823-6-1-1～3（411～413） 

２）諸寺社への出仕 

 ④「楽頭注進」（安政３年正月）Ｈ1823-5-18（403） 

 ⑤「言上 春日楽人」（寛永11年７月25日）Ｈ1823-3-12-10（202） 

 ⑥「春日社御八講之記」（元和9年11月８日）Ｈ1823-2-46（145） 

 ⑦「一乗院宮興福寺維摩会日記 下行米支配別長有之」（正徳４年９月19日～10月４日） 

  Ｈ1823-1-85（88） 

 ⑧「大会日供諸下行之記」（元和５年３月10日）Ｈ1823-2-43（142） 

  「同上」（慶長17年５月８日）Ｈ1823-2-44（143） 

  「同上」（寛永18年３月24日）Ｈ1823-2-45（144） 

３）宮廷儀式への出仕 

 ⑨「御装束新調奉行之記」（宝永５年９月19日～６年７月９日）Ｈ1823-1-52（55） 

 ⑩「就大嘗祭倭舞再興被仰出候記」（寛延元年10月２日～22日）Ｈ1423-3-47（242） 

 ⑪「孝明天皇御笙則正御師範之記日記抜書」（文久元年７月４日～11月６日）Ｈ1823-1-10（11） 

  「則正記」（万延２年正月１日～文久元年12月22日）Ｈ1823-1-14（16） 

 ⑫「御懺法講次第」（明暦２年９月18日～19日）Ｈ1823-4-9（294） 

４）幕府儀式への出仕 

 ⑬「日録 第二 朝鮮人来聘舞楽就御用近家任自関東被召六月九日京都発足江府下向」 

  （正徳元年５月25日～７月25日）Ｈ1823-3-17（212） 

  「日録 朝鮮人来聘武城就御饗応舞楽在府」 

  （正徳元年10月25日～７月25日）Ｈ1823-3-19（214） 

 ⑭「日光楽人東遊相伝師家下向之記」 

  （寛延２年９月16日～10月29日）Ｈ1823-3-50（242） 

 ⑮「壬寅東行日録」（寛文元年12月13日～２年５月13日）Ｈ1823-2-79（178） 
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 ⑯「（琴唐楽譜）」（宝暦４年12月）Ｈ1823-5-24（409） 

５）近代の雅楽研究・教育の営み 

 ⑰「雑録」（明治10年正月１日～９月28日）Ｈ1823-4-66（351） 

 ⑱「雅楽小辞典」一～三 Ｈ1823-4-22（307）・4-25（310）・5-20（405） 

 ⑲「音楽史 従第1回至第10回」（明治16年９月29日～11月19日）Ｈ1823-4-48-1（333-①） 

  「音楽史 従第11回至第17回」（明治16年12月17日）Ｈ1823-4-48-2（333-②） 

 ⑳「舞楽作法」（明治29年３月）Ｈ1823-6-2-9（431） 

 ㉑「大曲舞譜」（大正６年２月）Ｈ1823-6-2-11（433） 

 ㉒「埼玉県大里郡神職雅楽講習出張記」（明治45年３月）Ｈ1823-6-2-28（450） 

 ㉓「楽部系譜」（昭和20年９月29日）Ｈ1823-6-4-4（505） 

 ㉔「紀元二千五百四十年明治十三年 国歌君が代之起源（写）」 

  （大正２年２月）Ｈ1823-4-70（355） 

 ㉕「祝日大祭日用唱歌撰定書類」（明治25年４月30日） Ｈ1823-4-71（356） 

 ㉖「大礼新作楽譜諸参勤配役及諸雑記」（大正４年） Ｈ1823-7-3-22（560） 

 

３．関連行事 

  展示解説会 

   日時：７月10日（火）14時～ 

   解説：展示プロジェクト委員 

 

４．刊行物 

  展示解説シート，広報用ポスター・チラシ 

  『歴博』173号（2012.7.20）「雅楽を伝える─南都楽人辻家資料─」遠藤 徹 

 

５．成果と問題点 

 ここで展示した辻家資料は，南都楽人に関するほとんど未公開の基本的な資料群である。2006年に本館寄

託になって以降，まず展示で公開し，学界へ広く周知することを計画していた。展示したもの資料は多くは

ないが，ほぼ同時に開催された企画展示「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」の展示代表者であ

る遠藤徹氏がその構成を考え，解説も作成したので，企画展示との関係も明瞭であり，かつ辻家資料の基本

的な紹介展示にすることができた。とくに，わかりやすい解説は，来館者の理解を深めることになったもの

と考える。もっとも，展示の準備過程で，傷みの激しい資料も多く含まれており，今後の撮影および現資料

そのものの閲覧については注意が必要であることもわかった。今後，閲覧利用を希望する研究者が増加する

ことが予測されるので，館としては長期的な撮影・修復計画をたてなければならない。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

 【雑誌等】 

  月刊ぐるっと千葉７月号，月刊ぐるっと千葉８月号，月刊ぐるっと千葉９月号 
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７．展示プロジェクト委員 

  遠藤  徹  東京学芸大学准教授（本館研究部・客員准教授） 

  久留島 浩  本館研究部・教授 

  ※なお，総合研究院大学日本歴史専攻の久留島・岩淵ゼミで，本史料群の解読を行ってきた。 

   本展示でも，石田・磯部・工藤・西山・三野各氏から助力を得た。 

 

「伝統の古典菊」 
2012年11月６日～12月２日（27日間） 

 

１．展示趣旨 

 くらしの植物苑では，秋の特別企画として「伝統の古典菊」を1999年から10年以上にわたって開催してき

た。本特集展示は，そのくらしの植物苑の特別企画と連動しており，「もの」資料に菊文化の反映を見ようと

するものである。 

 律令期に中国から日本にもたらされた菊は，支配者層のあいだで不老不死を象徴する花として愛でられた。

品種の育成も行われ，中世には，「嵯峨菊」「伊勢菊」の系統がつくり出されたと言われている。近世中期頃

以降になると，菊作りは度々大流行をみせ，丁子菊や「肥後菊」「江戸菊」の系統が成立している。また，菊

花壇の鑑賞や菊細工といった見世物の興行がなされ，人々は菊見物に興じるようになり，菊は大衆化した。 

 本特集展示では，江戸時代の菊栽培および菊細工の流行を紹介するとともに，その中で生み出された変化

に富む菊花のかたちが，いかに模様のデザインに映し出されているのかを，小袖の菊模様を通じて提示した。 

 

２．展示構成と主な展示品 

Ⅰ 中国から渡ってきた菊 

  広益地錦抄，五節句床餝御書，寛平御時菊合歌 

Ⅱ 菊のイメージ 

  洲浜菊双鳥文鏡，菊花酌水文鏡 ほか 

Ⅲ 江戸の菊づくり 

  増補地錦抄，菊経，菊花檀養種 ほか 

Ⅳ 小袖に見る菊─表現の移り変わり 

  藍平絹地流水菊模様友禅染小袖，藍平絹地流水柳薔薇菊模様友禅染幕（小袖裂） ほか 

Ⅴ 小袖に見る菊─階層による相違 

  白麻地雪華菊尽模様染縫帷子，水浅葱縮緬地菊籬模様友禅染縫振袖 ほか 

Ⅵ 菊細工の流行 

  流行菊花揃，百種接分菊 ほか 

Ⅶ 「伝統」の菊づくり 

  契花百菊，菊の香 ほか 
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３．主な行事 

 展示解説会 11月６日（火）15時30分～ 

 

４．刊行物 

 展示解説シート 

 

５．成果と問題点 

 くらしの植物苑の実際の植物と「もの」資料を両方見ることによって，江戸の園芸文化に関する理解が深

まることを目ざし，双方の展示で内容が連動するような工夫を行った。開催場所が離れている点が課題だが，

こうした工夫による効果は得られたと思う。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

 チバテレビ９月20日 

【新聞】 

 染織文庫10月25日，中外日報10月25日，千葉日報11月２日 

【雑誌等】 

 STaD10・11月号，月刊ぐるっと千葉11月号，日経サイエンス12月号，そめとおり晩秋号，佐倉商工会議所

会報NO.259，月刊ぐるっと千葉12月号 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表） 

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

 青木 隆浩 本館研究部・准教授         箱田 直紀 元恵泉女学園大学 

 仁田坂英二 九州大学大学院           平野  恵 東洋大学非常勤講師 

 辻 誠一郎 東京大学大学院 

 

「元禄の堺大絵図─巨大都市図を歩く─」 
2012年12月18日（火）～ 2013年１月27日（日） 

 

１．展示の趣旨 

 大阪府堺市堺区の堺は，戦国時代から江戸時代の初めにかけて，対外貿易の拠点として繁栄していた。町

は，豪商などからなる会合衆によって自治的に運営され，周囲には防御の役割も果たす環濠がめぐらされて

いた。1615（慶長20）年の大坂夏の陣では町は焦土と化すが，江戸幕府の構想の下で環濠と町割りは作りな

おされ，堺の町は生まれ変わる。 

 この新しい堺の町を詳細に描いているのが，本館に所蔵される1689（元禄２）年の『堺大絵図』である。

しかも，この絵図には，その後の町の変化も張り紙や付箋によって幾重にも記録されている。このたび，本

館の共同研究「元禄『堺大絵図』に示された堺の都市構造に関する総合的研究」では，これらの張り紙や付
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箋を一旦ははがして修理を施した上で，デジタル上でおよそ300年以上前の姿をよみがえらせた。 

 展示の趣旨としては，中世の堺と近世の堺を比較しながら，元禄２年の『堺大絵図』を読み解く点に置い

た。 

 

２．展示構成と展示品 

 本絵図で，升目のように見えるのは，都市としての堺を構成する要素である土地区画であり，１区画毎に

描かれている。縮尺は約300分の１で精密であり，しかも，短辺でも４mを超す巨大さを誇る。共同研究では

まず，本絵図に修理を施して，平面を確保したのち，デジタル写真を撮影した。デジタル画像は伸縮自在で

あり，現在の地図と重ねることもできる精度を持つと確認できた。発掘データも，その位置関係で詳細に検

討でき，考古学が，歴史地理学・文献史学・建築史学と協働できる基盤になるであろう。今回，「元禄の堺大

絵図─巨大都市図を歩く─」と題した特集展示では，絵図上の張り紙を大よそ全て取り払った状態で床に提

示したが，デジタル写真のメリットとして，順次，張り込んだ図も提供できる。張り紙に付された年次から，

実際に数十年間は使用され続けたらしいことが既にわかっている。 

 具体的な展示物としては，床面に張った「堺大絵図」のデジタル画像以外に，以下を含む約15点が挙げら

れる（すべて本館蔵）。 

・「堺大絵図」（10点のうち５点） 

・「テイセラ日本図」（1595年 銅版手彩色） 

・「和泉名所図会」（寛政８＝1796年刊行 木版） 

 展示品に関する個々のキャプションも工夫しつつ，解説はパネルで施す方針とした。 

 

３．関連行事 

 12月22日（土），１月５日（土）の２日に分けて，ギャラリートークを第３展示室副室にて各日13時・15

時より約30分，２回実施した。堺市東京事務所から数名が参加するなど，毎回，多くの参加者が得られ，好

評を博した。 

 

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 

 環濠都市，堺の町は南北にやや長く，紀州街道が縦断している。それと直交する大小路が，摂津国と和泉

国との境界線になっていた。摂津国堺北荘（大小路以北）と和泉国堺南荘の描かれ方は，互いに大枠では類

似しながらも，そもそも別々に作成されたと考えられるが，特集展示「元禄の堺大絵図─巨大都市図を歩く

─」では，共同研究の成果の一部として，デジタル上で一枚に接合させる形でプリントアウトし，床面に張

った。作成された元禄時点でも南北は別の図と意識されていた筈で，今回の展示で史上初めて，南北を１枚

の形で提示できたと言えるのである。１枚に提示したからこそ見えてくる論点もあって，本特集展示の第一

の成果と言えよう。 

 今回の展示では，普及が著しいｉPad2を用いた展示補助システムを構想したが，観覧者自身によって持ち
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込まれたｉPad2を用いたシステムは，様々な点で難しいと判り，会場に常設したｉPad2を活用することとし

た。とはいえ，会期中におけるシステムのメンテナンスに課題が残る結果となった。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【新聞】 

中外日報12月６日，千葉日報12月19日，読売新聞１月23日 

【雑誌等】 

朝日ふれんど千葉748号，房総ファミリア新聞5258号，SAKAI NEWS１月号，KIRACO99号，歴史群像２月号，歴

史研究2013年１・２月号 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

◎藤田 裕嗣 神戸大学大学院         鳴海 邦匡 甲南大学 

 松尾 信裕 大阪城天守閣          大澤 研一 大阪歴史博物館 

 嶋谷 和彦 堺市役所            高屋麻里子 筑波大学（非常勤） 

 青山 宏夫 本館研究部・教授        小島 道裕 本館研究部・教授 

 岩淵 令治 本館研究部・准教授      ○玉井 哲雄 本館研究部・教授 

 

「和宮ゆかりの雛かざり」 
2013年２月13日（水）～2012年３月31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 
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 狗張子 

 牡丹唐草文蒔絵雛道具            など約100点 

 

３．関連行事 

展示解説会 

日時：２月13日（水）・３月２日（土）13時30分～（40分程度） 

解説：日高  薫 本館研究部・教授 

   澤田 和人 本館研究部・准教授 

 

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 

 当館の季節展示として広く知られるようになり，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。 

 

６．マスコミでの取り上げ 

【TV・ラジオ】 

NHK総合２月13日，チバテレビ２月13日 

【新聞】 

染織文庫２月10日，中外日報２月14日，毎日新聞３月３日，毎日新聞３月８日 

【雑誌等】 

芸術新聞2013年２月14日号，月刊いちかわ２月号，STaD２・３月号，シティライフ845号，佐倉商工会議所会

報，あさひふれんど千葉751号，月刊ぐるっと千葉３月号，広報とうがね３月号，アミーカ３月号，房総ファ

ミリア新聞5271号，ぐるっと千葉４月号 

 

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

◎日髙  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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［展示プロジェクト委員会］ 
 

「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 

 今年度は，解説の内容，インスタレーションやデジタルコンテンツの内容に関する最終確認と，展示場へ

の効果的な展示資料の配列を検討し，図録・パネル製作，演示等をおこなった。７月９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について検討した。 

 第１回 ４月13日 国立歴史民俗博物館 

     Ⅲ章の展示内容および展示資料に関する館内打ち合わせ 

 第２回 ４月26日 京大東京オフィス 

     展示内容（解説パネル・図録等）および展示場の配置に関する打ち合わせ 

 第３回 ５月18日 国立歴史民俗博物館 

     インスタレーションに関する打ち合わせ 

 第４回 ５月24日 東京藝術大学美術館 

     借用資料に関する事前調査 

 第５回 ７月９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） 

 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 日本女子大学准教授 

 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

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
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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。 

 今年度は企画展開催年となった。２回の展示プロジェクト会議を開き，展示資料の配置などについて具体

的な検討を重ねた。図録執筆が中心作業になった。 

 第６回展示プロジェクト会議 2012年６月23日（土）国立歴史民俗博物館 

 （岩淵・大久保・木下・久留島・鈴木・八反・横山） 

 ・展示資料の配置について検討した。 

 ・図録の構成と執筆分担・執筆要項等について検討した。 

 ・タッチパネルのデモンストレーションを行った。 

 第７回展示プロジェクト会議 2012年10月15日（月）国立歴史民俗博物館 

 （岩淵・大久保・久留島・トビ・八反・福原・横山） 

 ・図録の正誤表作成について連絡。 

 ・論集『描かれた行列』（仮）の出版についての検討。 

その他 

○2012年７月19日（木）プレゼン 

○2012年７月20日（金）撮影調査（神田神社） 

○2012年９月23日（日）～10月５日（金）資料借用 

○2012年11月10（土）第347回歴博講演会「近世祭礼図にみる行列」八反裕太郎氏（頴川美術館） 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 岩崎 均史 たばこと塩の博物館）      木下 直之 東京大学大学院人文社会系研究科 

 八反裕太郎 財団法人頴川美術館       深井 甚三 富山大学人間発達科学部 

 福原 敏男 武蔵大学人文学部        ロナルド・トビ イリノイ大学 

 横山  學 ノートルダム清心女子大学人間生活学部 

 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 
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「時代を作った技─中世の生産革命─」 
 

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（◎：代表，○：副代表） 

 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 

 佐伯 弘次 九州大学大学院           佐々木健策 小田原市文化財課 

 鈴木 康之 広島県立歴史博物館         関  周一 つくば国際大学 

 坪根 伸也 大分市教育委員会          中島 圭一 慶應義塾大学 

 福島 金治 愛知学院大学            四柳 嘉章 石川県立輪島漆芸美術館 

 齋藤  努 本館研究部・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 

 

「中世の古文書─機能と形─」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 文書が表現しているものは，書かれた文章の内容だけではなく，様式や文字の書き方，素材，大きさなど，

果たすべき機能や相手との関係を反映して，さまざまな意味が盛り込まれている。また，それは歴史的に変

化し続けており，物資料としても魅力にあふれている。そして，その内容が伝達された時にだけ意味がある

のではなく，それが保存され伝来する過程でも，多くの機能を果たした。このような，さまざまな「機能と

形」に注目して，豊富な中世文書が存在する館蔵資料を中心に，今日に伝来した中世文書の諸相を理解でき

る展示を行いたい。 

 学術的・資料的に意味のある展示とすると共に，解説の方法にも留意して，古文書やくずし字について専

門知識のない来場者にも，文書を見る楽しさを理解していただけるようにしたい。 

 展示プロジェクトは今年度から発足し，2012年６月４日，９月５日，12月12日，2013年２月27日の４回開

催した。毎回候補となる館蔵資料を調査しながら，展示全体の構成や，各テーマの内容と展示資料案につい

て協議を行い，おおよその具体案を作ることができた。 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表 ○：副代表） 

 久留島典子 東京大学史料編纂所        高橋 一樹 武蔵大学 

 富田 正弘 富山大学名誉教授 

○井原今朝男 本館研究部・教授         小倉 慈司 本館研究部・准教授 

◎小島 道裕 本館研究部・教授 
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「歴史にみる震災（仮称）」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示では，東日本大震災を意識しながら，東北地方の歴史上の震災と，近現代の震災という，大きく二

つの角度から展示を構成する。前者が，歴史をさかのぼりながら，長いスパンでの災害の連続性を捉えるも

のであるのに対して，後者は，近い時代の震災のなかに今日と通底する問題を見ていこうとするものである。 

 震災では，多くの人びとが傷つき，命を失い，あるいは従前の生活基盤が破壊される。また同時に，震災

がきっかけとなって，社会的な混乱が発生したり，社会のありかたそのものが問われることもある。さらに

いえば，被災地のイメージは，最も被害の大きかった地域を中心に形作られるケースが多く，そこから距離

のある地域の被害／被災者については忘れられがちとなる。 

 また，震災をめぐっては，被災者の救済が，常に大きな課題となる。今日的にいえば，「復興」のなかには，

本来的にはこの救済が含まれるのだが，実際には大きな意味での「復興」のなかで，救済の網の目からこぼ

れ落ちる人びとを出してしまいがちなのもまた事実である。震災の歴史とは，そうした救済の欠落に向き合

おうとしてきた歴史でもある。 

 本展示では，これら，いわば人や社会によって震災がどう経験され，何が学ばれ，そして何が忘れられる

のかといった点を，時代性や社会史的視点からひもとくとともに，他方で自然科学的な知見と人文科学的な

知見の双方を交差させる形で，災害史の研究成果を反映させつつ，震災というものを立体的に捉え直す場と

することを目指す。 

 なお，本展示は，本館基幹研究「戦時／災害と生活世界の関わりに関する総合的研究」の研究活動と連動

しつつ，資料等の調査と平行して進めることとなっており，本年度は，基本的な資料調査と，展示に向けた

論点の整理を行った。 

 

２．今年度の経過 

展示プロジェクト会議 

2012年７月16日 国立歴史民俗博物館 第二会議室 

 ・記録映像視聴（2003年本館企画展「ドキュメント災害史」） 

 ・歴博企画展「歴史にみる震災（仮）」展示プロジェクトに向けての提案（北原糸子・原山浩介） 

 ・意見交換 

 今年度は，展示プロジェクト会議はこの一回のみの実施となった。本企画展示は，「戦時／災害と生活世界

の関わりに関する総合的研究」との連動しており，今回の会議では，全体の展示構成の骨格を確定した上で，

個別の資料調査や内容の精査については，共同研究の枠内で進めていくこととした。 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表 ○：副代表） 

＜館内委員＞ 

 岩淵 令治  本館研究部・准教授 

 久留島 浩  本館研究部・教授 

 小池 淳一  本館研究部・教授 
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 常光  徹  本館研究部・教授 

 仁藤 敦史  本館研究部・教授 

 林部  均  本館研究部・准教授 

◎原山 浩介  本館研究部・准教授 

○樋口 雄彦  本館研究部・教授 

＜館外委員＞ 

 植村 善博  佛教大学歴史学部・教授 

 蝦名 裕一  東北大学災害科学国際研究所・助教 

 大岡  聡  日本大学法学部・准教授 

 菅野 正道  仙台市教育局博物館市史編さん室・室長 

 北原 糸子  立命館グローバル・イノベーション研究機構・教授 

 小林  克  江戸東京たてもの園・館長 

 櫻井 準也  尚美学園大学総合政策学部・教授 

 田並 尚恵  川崎医療福祉大学医療福祉学科・准教授 

 趙  景達  千葉大学文学部・教授 

 土田 宏成  神田外国語大学外国語学部・准教授 

 能川 泰治  金沢大学人間社会研究域・歴史言語文化学系・准教授 

 林  能成  関西大学社会安全学部・准教授 

 宮本 正明  立教大学立教学院史資料センター・学術調査員 

 安田 常雄  神奈川大学法学部・特任教授 

 

「弥生ってなに！？─弥生文化の範囲─」 
 

１．展示の概要 

 弥生文化は，定型化した前方後円墳が造られるまでの1200年あまり，北海道と奄美・沖縄を除く日本列島

に広がっていた水田稲作を行う文化である。 

 その存続期間は地域によってさまざまで，九州北部のように1200年つづいたところもあれば，関東南部の

ように450年あまりのところもあり，倍以上の差が認められる。 

 その一方で東北北部のように400年あまり水田稲作を続けたあと，止めてしまい，元の採集狩猟生活に戻っ

てしまうところもある。 

 このように同じ水田稲作を行う文化でも社会構造やまつりを中心にさまざまな違いがあり，社会の発展度

合いも異なっていたと考えられている。 

 現在の学界では，水田稲作を行う文化をすべて弥生文化とみなし，さまざまな違いは弥生文化の地域性と

する考え方が主流である。 

 本展示では，韓国南部，九州南部，九州北部，中部，東北中・北部における水田稲作を行う文化を取り上

げ，それらの違いと共通点を明らかにしたうえで，弥生文化とはなにか，という学界でも関心の高い問題に

ついて論争展示を行う。 
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 なお本展示によって得られた到達点は，平成28年度開室予定の総合展示第１室「原始・古代」に反映させ

たうえで，資料を再活用する予定である。 

 

２．展示プロジェクトの概要 

 本年度は１年目で，４回の展示プロジェクト委員会を開催した。 

第１回 ６月２～３日 歴博 展示プロジェクトメンバーの担当確認と，第１回目展示構想案検討 

    李 秀鴻 「韓半島の環濠集落」（平成24年度本館外国人研究員） 

    山田康弘 「縄文時代と弥生時代における動物観の相違」 

    上野祥史 「弥生って何？！─弥生文化の範囲─」 

第２回 ９月15～14日 歴博 展プロ委員の構想発表 

    高瀬克範 「東北北部における水田稲作開始期」 

    菅波正人 「九州北部における水田稲作開始期」 

    坂本 稔 「日本版較正曲線の構築について」 

第３回 11月21～24日 九州 都城市教育委員会，鹿児島県立埋蔵文化財センター，福岡市埋蔵文化財セン

ターにおいて資料調査と借用交渉を行った。 

第４回 ３月31日 歴博 第１次開催要項案の検討 

    西谷 大 「横市地区遺跡群における稲作を中心としてみた土地利用と開発」 

    高瀬克範 「伊那盆地における縄文時代晩期の雑穀」 

    設楽博己 「長野県下伊那地域の縄文晩期から弥生後期の稲作関連遺跡」 

 

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 設楽 博己 東京大学大学院・教授     高瀬 克範 北海道大学大学院・准教授 

 菅波 正人 福岡市経済観光文化局埋蔵文化財調査課・指導主事 

 上野 祥史 本館研究部・准教授      坂本  稔 本館研究部・准教授 

 西谷  大 本館研究部・教授      ○山田 康弘 本館研究部・准教授 

◎藤尾慎一郎 本館研究部・教授 

 

「古代東アジアの文字文化（仮題）」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 朝鮮半島と日本列島はともに中国の漢字文化を受容して古代文化をはぐくんできた。７世紀までの日本の

漢字文化が主に古代朝鮮を経由してもたらされたものであることは周知の事実であるが，近年の日韓におけ

る出土文字資料研究の進展により，これまで考えられてきた以上に古代日本の文字文化形成が古代朝鮮の影

響を受けたものであったことが明らかになってきた。韓国においては５～７世紀の石碑や６～８世紀の木簡

の発見が相次ぎ，古代朝鮮史のみならず古代日本研究にも大きく寄与しつつある。また日本においても７世

紀代の木簡出土例が増加し，相互比較を行なう研究環境が整ってきた。こうした状況下において韓国・日本

ともに互いに比較参照しつつ総合的に古代史研究を進めることが求められるようになったのである。またそ
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れによって８世紀以降の日本史研究にも新たな視点を導入することが可能となった。 

 そこで本展示では，2002年企画展示「古代日本 文字のある風景」展以後の研究成果を踏まえ，朝鮮半島

の文字文化形成とそれを日本が受容発展させた過程，また文字文化を媒介とした古代の東アジア地域の交流

の歴史について取り上げることとする。 

 なお，これは歴博共同研究および科学研究費補助金基盤研究（Ａ）「古代における文字文化形成過程の総合

的研究」，人間文化研究機構連携研究「正倉院文書の高度情報化研究」の研究成果報告であり，また国際学術

交流事業として韓国国立中央博物館および韓国国立文化財研究所と進めている共同研究の成果でもある。両

機関の協力を得，国際展示として開催することを計画している。 

第１回 2012年６月３日 国立歴史民俗博物館 

    2002年企画展示「古代日本 文字のある風景」展の説明と今回の展示の企画意図について説明し，

展示の方向性・構成案について検討をおこなった。 

第２回 2012年10月28日 国立歴史民俗博物館 

    韓国の展示候補資料についての調査報告と企画展示素案についての検討をおこなった。 

第３回 2013年２月11日 国立歴史民俗博物館 

    展示候補資料についての調査報告，館蔵の展示候補資料の検討，展示構成案および展示タイトルに

ついての検討をおこなった。 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 安部聡一郞 金沢大学文学部・准教授       市  大樹 大阪大学文学部・准教授 

 犬飼  隆 愛知県立大学文学部・教授      神野志隆光 明治大学大学院・特任教授 

 栄原永遠男 大阪市立大学大学院・特任教授    新川登亀男 早稲田大学文学学術院・教授 

 杉本 一樹 宮内庁正倉院事務所・所長      關尾 史郎 新潟大学人文社会教育科学系・教授 

 高橋 一樹 武蔵大学人文学部・教授       田中 史生 関東学院大学経済学部・教授 

 三上 喜孝 山形大学人文学部・准教授      山口 英男 東京大学史料編纂所・教授 

 李  成市 早稲田大学文学学術院・教授     安達 文夫 本館研究部・教授 

 鈴木 卓治 本館研究部・准教授         高田 貫太 本館研究部・系准教授 

○仁藤 敦史 本館研究部・教授          林部  均 本館研究部・准教授 

 平川  南 本館・館長            ◎小倉 慈司 本館研究部・准教授 

 

「贋造と模倣の文化史」 
 

１．展示プロジェクトの概要 

 本展示は，「コピー」「レプリカ」「フェイク」をキーワードにして，歴博の資料研究と展示を学際的な視点

から見直そうとするものである。「コピー」「レプリカ」「フェイク」は「贋物を本物のようにみせかけて人を

だます」といった負のイメージでとらえられがちである。しかし視点をかえてみると，これらは，人間の創

造性と深く関わっていることに気がつく。本企画展示では，「人間によって付与される価値や意味」「模倣か

ら始まる新しい創造」「レプリカがもつ学術的意義」の三つの観点から「贋造と模倣」のもつ意義をとらえ直
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してみたい。 

第１回 平成24年４月15日（日），16日（月） 

    代表から展示プロジェクトの概要を説明し，今後の方針について話し合った。 

第２回 平成24年６月８日（金），９日（土） 

    トヨタテクノミュージアム産業技術館，INAX世界のタイル博物館で展示方法にかかわる現地調査を

おこなった。 

第３回 平成24年９月28日（金），29日（土） 

    西谷酒造において，展示予定の書画等（偽物）の資料調査をおこなった。 

第４回 平成25年１月11日（金），12日（土） 

    展示予定の偽文書（山本英二），瓦（梶原義美），人魚（島立理子），化石（偽物）（加藤久佳）がそ

れぞれについて研究発表をおこなった。 

 

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表） 

 山本 英二 信州大学人文学部・教授       梶原 義実 名古屋大学大学院文学研究科・准教授 

 島立 理子 千葉県立中央博物館・主任上席研究員 加藤 久佳 千葉県立中央博物館・主任上席研究員 

 岩淵 令治 本館研究部・准教授         内田 順子 本館研究部・准教授 

 大久保純一 本館研究部・教授          小瀬戸恵美 本館研究部・准教授 

○齋藤  努 本館研究部・教授          仁藤 敦史 本館研究部・教授 

◎西谷  大 本館研究部・教授          村木 二郎 本館研究部・准教授 

 山田 慎也 本館研究部・准教授         山田 康弘 本館研究部・准教授 

 松田 睦彦 本館研究部・助教 


