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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。

　企画展示では，３つの企画展を開催した。「弥生ってなに?!」（2014年７月15日～９月15日）では，同じ考

古資料を対象にしながら，社会の発展度合いを軸として，論者により全く異なる弥生文化像が描かれている

ことに焦点を当てた。展示手法としては，資料ごとにこれは弥生文化か，そうでないのかといった論争展示

の形式をとり，来館者にどのような文化が弥生文化なのかを問題提起した。

　「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」（2014年10月15日～12月14日）は，韓国の国立中央博物館，

国立文化財研究所，国立海洋文化財研究所との共催による国際企画展示として開催した。一般に，これまで

日本の漢字文化といえば中国から伝来したことが強く意識されるが，本展示では近年の韓国において様々な

石碑や出土文字資料が発見され，古代日本と古代朝鮮の比較研究が進んだことを背景として，古代日本の文

字文化形成が古代朝鮮半島と密接な関係をもっていたことが明らかになってきたことを取り上げた。

　「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」（2015年３月10日～５月６日）では，ニセモノとホンモノ

を二項対立的なものとして捉えず，ニセモノが社会にとって重要である場合があることやホンモノよりも価

値のある場合があること，さらには文化的な創造性を発揮することがあることをメッセージとして発信した。

そして，ホンモノとニセモノが複雑で微妙な関係にあることを示した。

　第３展示室の特集展示「もの」からみる近世では，「江戸図屏風と行列」（2014年８月７日～９月15日），「紀

州徳川家伝来の楽器─笛─」（2014年10月７日～11月16日），「新収資料の公開─江戸の小袖─」（2014年12月

９日～2015年１月18日），「和宮ゆかりの雛かざり」（2015年２月24日～４月５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。

　第４展示室の特集展示では，「中国・四国地方の荒神信仰─いざなぎ流・比婆荒神神楽─」（2014年７月23

日～2015年１月12日）と，「山の流行服」（2015年３月10日～９月６日）を開催した。いずれも総合展示の展

示資料に関連した特集展示となった。

　くらしの植物苑では，特別企画として「伝統の桜草」（2014年４月15日～５月６日），「伝統の朝顔」（2014

年７月29日～９月15日），「伝統の古典菊」（2014年11月５日～11月30日，肥後菊のみ12月７日まで），「冬の華・

サザンカ」（2014年12月２日～2015年２月１日）を開催した。今年度から「伝統の朝顔」と肥後菊の会期を

これまでよりも１，２週間ほど延長した。

　また，総合展示では，第１展示室の新構築に向けた準備計画が進められた。

展示担当　青木　隆浩　　
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企画展示等の実施

企画展示

「弥生ってなに？！」　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年７月15日～９月15日

　国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年10月15日～12月14日

「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」　　　　　2015年３月10日～５月６日

くらしの植物苑特別企画

「伝統の桜草」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年４月15日～５月６日

「伝統の朝顔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年７月29日～９月15日

「伝統の古典菊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年11月５日～11月30日

「冬の華・サザンカ」　　　　　　　　　　　　　　　　2014年12月２日～2015年２月１日

特集展示

第３展示室　特集展示「もの」からみる近世

「江戸図屏風と行列」　　　　　　　　　　　　　　　2014年８月５日～９月15日

「紀州徳川家伝来の楽器─笛─」　　　　　　　　　　2014年10月７日～11月16日

「新収資料の公開─江戸の小袖─」　　　　　　　　　2014年12月９日～2015年１月18日

「和宮ゆかりの雛かざり」　　　　　　　　　　　　　2015年２月24日～４月５日

第４展示室　特集展示

「中国・四国地方の荒神信仰─いざなぎ流・比婆荒神神楽─」　2014年７月23日～2015年１月12日

「山の流行服」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年３月10日～９月６日

［総合展示リニューアル］
〈総合展示新構築〉

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。

　2014年度は開催されなかった。

　委　員（平成26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）
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　　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　　京都大学大学院教授（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の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のが主な役割である。

　2014年度は現在進行中の第１展示室リニューアルに伴う閉室時期について，議論した。

　平成27年３月10日

　・総合展示新構築に伴う第１展示室の閉室について

　・平成26年度事業報告

３．第１室リニューアル委員会

（１）概要

　2018年度開室を目指して，第１展示室リニューアルの準備を行っている。2014年度初めに，実施設計図作

成業者が決定した。今年度は前年度に引き続き，展示予定資料として実物資料や複製資料，大型模型，復元

画などを選定・製作するとともに，展示テーマの構成案や展示資料の配置図，映像などのデジタルコンテン

ツ，展示解説パネルや遺跡地図，写真図版等のグラフィックリストの作成について，業者と各テーマ担当者

との間で詳細な検討を毎月実施した。これらは館内委員会で検討を行った後，２度の展示リニューアル委員

会にはかり，館外委員の意見を得た。

（２）全体会議

　　2014年８月４・５日　　　第１回全体会議（通算５回）　会場：国立歴史民俗博物館

　　2014年12月12日　　　　　第２回全体会議（通算６回）　会場：国立歴史民俗博物館

（３）館内委員会議

2014年４月28日，５月26日，７月28日，10月27日，2015年１月13日，１月26日，２月23日，３月23日

４．第５室・第６室リニューアル委員会

（１）概要

　第５展示室と第６展示室の一部の展示内容のリニューアルについて検討を進めた。第１回全体会議では，

１日目に大テーマ「国民の創出」，「帝国日本」の２ブロックに分かれ，それぞれで展示構想について検討を

行った。２日目は企画展示「歴史にみる震災」を観覧後，その講評等を行ったほか，前日のブロック会議を

受け「国民の創出」「近代化する産業と社会」「帝国日本」の３ブロック全体での討議を実施した。第２回全

体会議では，９月に「帝国日本」ブロックメンバーを中心に実施した台湾での調査について報告し，また「近

代化する産業と社会」ブロックの展示構想について論点整理と討議を行った。
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（２）全体会議

　　　４月12～13日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館

　　　１月12日　　　　第２回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館

（３）館内会議

　　　４月４日，10月７日，12月９日

（４）調査

　　　 ９月19～22日　台湾の台北・台南・高雄（立台湾歴史博物館・台南市神社遺構・国立成功大学・忠霊

塔・高雄市忠烈祠・旗山老街・旗山生活文化園区・台糖公司旗山糖廠・鳳山県旧城・左営海軍眷村）

［企画展示］

「弥生ってなに?!」
2014年７月15日～９月15日（63日間）

１．展示趣旨

　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弥生時代の文化の一つである。弥生時代の日本列島には弥生文化以外にも北

海道の続縄文文化，奄美・沖縄の貝塚文化などが花開いた。

　水田稲作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年つづけたところもあれば，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が，いずれも古墳時代へと転換していく。

　その一方で東北北部のように土偶の祭りを行いながら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。当然，古墳は造らない。

　このように同じ水田稲作を行う文化でも社会構造や祭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，最終的には古墳時代へ移行するところと，採集狩猟生活に戻ってしまうとこ

ろがある。

　現在の学界では，水田稲作を行っていればすべて弥生文化とみなし，先述したような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が，本当のそれでよいのか？という疑問から，この展示は出発し

た。

　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や畑作を行う文化を

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。

　なお本展示によって得られた到達点は，平成30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．展示構成と主な展示資料

　プロローグ
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　　（１） さまざまな農耕文化　復原銅鐸，復原中広銅矛，砂沢遺跡土偶複製

　　（２） 弥生文化像をつくってきた先達たち　パネル展示（鳥居龍蔵，森本六爾，山内清男，小林行雄，

杉原荘介，近藤義郎，佐原真

第Ⅰ部　弥生のＤＮＡ

　　（１） 縄文系譜　朝日遺跡出土骨角牙製装身具（愛知県教育委員会），西川津遺跡出土流水紋遠賀川系

土器（島根県埋蔵文化財調査センター），綾羅木郷遺跡出土石棒状石製品（下関市立考古博物館）

　　（２）弥生オリジナル　三島台遺跡出土人面付土器復元複製（本館）

　　（３）大陸系譜　稗田遺跡出土青銅器（本館）

第Ⅱ部　弥生をながめる

　　（１）生業面　里田原遺跡出土木製農具，木製品複製品（本館蔵）

　　（２）社会面　吉武高木遺跡３号木棺出土副葬品復元複製（本館蔵）

　　（３）祭祀面　各種土偶型容器，人面付き土器複製品（本館蔵）

第Ⅲ部　弥生の時間

　　（１） 縄文文化との境　黒川洞穴出土装身具，榎木崎Ｂ遺跡出土黒川式土器一括（鹿児島県立埋蔵文化

財センター），剣吉荒町遺跡出土土器一括（青森県立郷土館）

　　（２）古墳文化との境　広田遺跡出土貝製宝飾品（本館蔵：重文）

第Ⅳ部　弥生のひろがり

　　（１） 九州北部　縄文晩期末～弥生前期初頭の土器，石器，木製農具（福岡市雀居遺跡，原遺跡，橋本

一丁田遺跡，大原Ｄ遺跡：福岡市埋蔵文化財センター）

　　（２）朝鮮半島　朝鮮半島出土小銅鐸複製品（本館蔵）

　　（３） 九州南部　縄文晩期末～弥生前期初頭の土器，石器（鹿児島県稲荷迫遺跡：鹿児島県立埋蔵文化

財センター），（宮崎県坂元Ａ遺跡，黒土遺跡，肱穴遺跡，屏風谷遺跡：都城市教育委員会）

　　（４） 中部　縄文晩期末の土器，石器，土偶，石棒（長野県飯田市矢崎遺跡・石行遺跡：飯田市教育委

員会，松本市石
いし

行
ご

遺跡：松本市教育委員会）

　　（５） 東北　荒谷遺跡出土土器・メノウ（八戸市南郷歴史民俗資料館），青森県砂沢遺跡出土土器・石器・

土偶（弘前市教育委員会），垂柳遺跡出土土器・石器・木製農具・土偶（田舎館村教育委員会），

宮城県高田Ｂ遺跡出土土器・石器・木製農具（仙台市教育委員会）

エピローグ　弥生ってなに！（パネル展示）

縄文の美・弥生の美　本館所蔵の逸品

３．刊行物

展示図録（Ａ４版128頁）

展示解説シート（Ｂ５版８頁），広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

①　歴博講演会

　　日時：平成26年８月９日（土）13：00～15：00
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　　会場：国立歴史民俗博物館・講堂

　　講師：藤尾慎一郎（歴博教授）

　　演題：「弥生ってなに？！」

②　 ギャラリートーク  土日中心に実施（７月19～21日，27日。８月２・

３，９・10，16・17，23・24，30・31。９月６・７，13・14日。）

③　 体験コーナー　弥生時代の身分の高い女性の服を着る体験コー

ナー

④　鋳造実験　青銅器（銅鐸，古鏡，古銭）

⑤　 色絵　銅鐸や鏡のレプリカ表面をこすって，思い思いの文様を創

作して自分だけの銅鐸や鏡を創作

⑥　子供たちが遊びながら学べるＱ＆Ａコーナー

５．成果と課題

　展示の特徴

　日本列島において水田稲作を行う文化をすべて弥生文化と考えてよ

いのか？という命題に迫ることを目的とした展示である。教科書に

載っている定説と展示代表者の説を対比する構成にして，展示代表者

展示場構成イラスト（Ａ３版１頁）
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と展プロ委員（設楽博己氏）との間で初の論争展示を試みた。

　Ａ室のメインは４部構成だが，弥生文化を縦（系譜＝ＤＮＡ）と横（側面）の視点から徹底的に解剖する

前半部と，縦（時間：いつからいつまで）と横（地域：どこからどこまで）の輪郭を決める後半部に分けた。

最後にエピローグとして定説と展示代表者の説とをパネルで示した。

　Ｂ室は，歴博考古部門が所蔵する本物資料を中心に並べることで，初の「考古の美」展をねらい，縄文の

美と弥生の美として対比した。

　展示の成果

　展示は弥生文化の概念について考える，という理屈っぽい中身なので，夏休みという小中学生が多く訪れ

る時期の展示であることとの釣り合いを取るために，いくつかの体験コーナーやイベントを実施した。子供

たちが遊びながら学べるＱ＆Ａコーナー，弥生時代の身分の高い女性の服を着る体験コーナー，銅鐸や鏡の

レプリカ表面をこすって，思い思いの文様を創作して自分だけのオリジナル青銅器の絵を描くコーナー，青

銅器（銅鐸，古鏡，古銭）の鋳造体験などである。これが功を奏したのか小中学生はもちろん，引率してき

たであろう30～40代の大人たちの入館者増につながった可能性がある。

　また大人や学生向けには，土日祭日毎回行ったギャラリートーク，歴博講演会などのイベントも実施し，

特にギャラリートークは８月から９月にかけて，１回あたり50人から100人という，とてもギャラリートー

クとはいえない規模にまで達するという，うれしい悲鳴となった。これには「論争ギャラリートーク」の実

施も含まれている。観客からは日頃，研究者が何をしているのか，知ることができて，大変よかったという，

お褒めの言葉？をいただいた。

弥生ってなに?!Q&A解答（A4版三つ折）
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　予定では「弥生ちゃん（仮称）」に名前をつけよう，というコーナーで投票をしてもらいその結果を随時

ＨＰにおいて公開するとＰＲしておいたにもかかわらず，結果を公開できなかったり，独自に用意したアン

ケートやＱ＆Ａコーナーの結果なども会期中に公開できなかったりなど，未だし残していることが山積みで

ある。ちなみに名前の投票結果はダントツで「弥生ちゃん」が一位であった。

　結果，25,000人弱のお客様に足を運んでいただいた。

　この企画展を実施したことによって得られた反響を，平成31年３月に予定している総合展示第１室リ

ニューアルにいかしていく予定である。最後にコスプレマニアとネコマニアの間において，本展示がインター

ネット上で話題になっていたことを付記しておく。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】

西日本新聞　　６月24日朝刊　文化欄「新弥生時代像」描き出せるか？

日本経済新聞　７月３日　　　企画展示「弥生ってなに？！」６面

両毛新聞　　　７月９日　　　「弥生ってなに？！」開催　国立歴史民俗博物館　２面

産経新聞　　　７月11日　　　【イベントガイド】企画展示「弥生ってなに？！」紹介　26面

陸奥新報　　　７月13日　　　 【週間こども新報】ニュースの授業「弥生時代っておもしろい！年代や定義

に新説も」

毎日新聞　　　７月15日　　　【博物館ガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」25面帯記事

読売新聞夕刊　７月15日　　　●「弥生ってなに？！」11面　帯記事

朝日新聞夕刊　７月16日　　　 【美術館博物館】●企画展示「弥生ってなに？！」帯記事【ミュージアムガ

イド】●企画展示「弥生ってなに？！」５面

読売新聞夕刊　７月22日　　　●「弥生ってなに？！」９面帯記事

朝日新聞夕刊　７月23日　　　【美術館博物館】●企画展示「弥生ってなに？！」帯記事５面

中国新聞　　　７月24日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」弥生ちゃん人形について33面

毎日新聞　　　７月29日　　　【博物館ガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」25面帯記事

聖教新聞　　　８月２日　　　【情報プラザ】●企画展示「弥生ってなに？！」８面

読売新聞夕刊　８月５日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」９面帯記事

毎日新聞　　　８月５日　　　【博物館ガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」21面帯記事

東京新聞　　　８月７日　　　 【美術館博物館】●企画展示「弥生ってなに？！」25面帯記事＋資料画像（砂

沢土偶）

日本経済新聞夕刊　８月７日　 【マンスリーミュージアムガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」12面帯

記事

毎日新聞　　　８月12日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」22面

朝日新聞取材　８月25日　　　藤尾対応

読売新聞夕刊　８月12日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」９面帯記事

朝日新聞夕刊　８月13日　　　【美術館博物館】●企画展示「弥生ってなに？！」３面帯記事

毎日新聞　　　８月19日　　　【博物館ガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」21面帯記事
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Ⅱ－２　展　示

読売新聞夕刊　８月19日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」９面帯記事

東京新聞　　　８月21日　　　【美術館博物館】●企画展示「弥生ってなに？！」21面帯記事

朝日新聞夕刊　８月25日　　　署名記事「弥生文化　広がりに異説」７面

毎日新聞　　　８月26日　　　【博物館ガイド】●企画展示「弥生ってなに？！」25面帯記事

読売新聞夕刊　８月26日　　　●企画展示「弥生ってなに？！」９面帯記事

【雑誌・ミニコミ誌】

『学士会会報』第907号　藤尾「弥生ってなに？！」チラシ掲載，pp.4－14，７月１日

『こうほう佐倉』7.1№1192　「ふりむけばカムロちゃん「ひもとけば弥生ちゃん」●企画展示「弥生って

なに？！」８面，７月１日

『さくらあそび場百科じてん（８～11月）』●企画展示「弥生ってなに？！」，７月16日

『我ら学び隊（８～11月）』●企画展示「弥生ってなに？！」，７月16日

『週間芸術新聞』№355（７月31日号）「●企画展示「弥生ってなに？！」１面，７月17日

『佐倉よみうり』●企画展示「弥生ってなに？！」紹介７面，７月25日

『博物館研究』８月号，●企画展示「弥生ってなに？！」，７月25日

『歴史研究』2014年７・８月合併号，●企画展示「弥生ってなに？！」紹介，p.99，８月10日

『歴史人別冊─古代史の謎─』，ぶらり歴史探索のページ，●企画展示「弥生ってなに？！」紹介，p.99，

８月12日

『美術の窓』８月号，●企画展示「弥生ってなに？！」招待券プレゼント，p.113，８月20日

『週刊芸術新聞』●企画展示「弥生ってなに？！」５面，８月14日

【テレビ・ケーブル・ラジオ】

成田ケーブルテレビ『News eyes』●企画展示「弥生ってなに？！」，７月21，23，25日

佐倉市広報課『チャンネルさくら』●企画展示「弥生ってなに？！」，７月25日

『ミュージアムカフェ』●企画展示「弥生ってなに？！」，http://www.museum-cafe.com/exhibition?event 

id=33676

『美術の窓』●企画展示「弥生ってなに？！」内覧会の様子　紹介。http://www.tomosha.com/mado/5834

７．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・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



212

「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」
2014年10月15日（水）～12月14日（日）（61日間）

１．展示趣旨

　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

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。両機関および国立海洋文化財研究所の協力を得，国際企画展示として開催する。

２．展示構成と主な展示資料等

プロローグ　文字が来た─中国から朝鮮半島，そして日本列島へ

Ⅰ　文字による支配

　１　権威と王命の伝達

　２　時の支配─暦の導入

　３　ヒトの支配─戸籍の導入

　４　土地を占める

　５　印の権威

　６　「政の要は軍事」

　７　生産と貢納

　８　クラの出納

　９　帳簿による管理

　10　文書に埋もれて─多様化と形式化

Ⅱ　信仰と文字

　１　ホトケの教え

　２　弔いと文字

　３　経を写す
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Ⅱ－２　展　示

　４　仏教をめぐる交流

　５　カミホトケへの祈り

　６　カミホトケへの誓い

特設（１）　歴博の正倉院文書複製事業

Ⅲ　文字と生活文化

　１　書物の伝来

　２　宮廷文化の開花

　３　地方の生活

Ⅳ　文字を使いこなす

　１　漢字を学ぶ

　２　漢字で表す

　３　漢字を創る

　４　木簡のカタチと素材

Ⅴ　それぞれの道

　１　漢字文化の新段階

　２　かなと印刷

特設（２）　中世の木簡─高麗船水中発掘

エピローグ　文字文化交流の担い手

誓幢和上碑拓本・武寧王墓誌 複製（大韓民国国立中央博物館蔵），南山新城碑第１碑・月池（雁鴨池）出土

木簡・「十石入瓫」銘甕（大韓民国国立慶州博物館蔵），城山山城木簡 複製（大韓民国国立加耶文化財研究

所蔵），高麗青磁宝物船木簡・青磁獅子香炉（大韓民国国立海洋文化財研究所蔵），金光明最勝王経（西大寺

蔵），判比量論・高野雑筆集（大谷大学博物館蔵），買新羅物解文書（前田育徳会尊経閣文庫蔵），小治田安

万侶墓誌・有銘単龍紋環頭大刀・四分律巻第十七（東京国立博物館蔵），戒律伝来記（唐招提寺蔵），大方広

仏華厳経・東大寺要録（東大寺図書館蔵），万昆嶋主請暇解（奈良国立博物館蔵），秋田城出土漆紙文書・墨

書人面土器（秋田市教育委員会蔵），藤原良相邸跡出土仮名墨書土器（京都市蔵），年中行事障子・日給簡（宮

内庁京都事務所蔵），長屋王願経・宋版一切経・高麗版大蔵経（宮内庁書陵部図書寮文庫蔵），滋賀県長浜市

塩津港遺跡出土起請文木簡（滋賀県蔵），古今文字讃（四天王寺大学図書館蔵），錦部君麻呂手実・三国遺事

（天理大学附属天理図書館蔵），西大寺旧境内出土「皇甫東□」墨書土器（奈良市蔵），長屋王邸出土籤引札

木簡・飛鳥池遺跡木簡・平城宮木簡（奈良文化財研究所蔵），多賀城跡出土漆紙仮名文書（宮城県多賀城跡

調査研究所蔵），額田寺伽藍並条里図・万葉集巻第十一・千載佳句・隆房卿艶詞絵巻・紫紙金字大方広仏華

厳経巻第六十三・成田市八代椎木出土梵鐘・山辺郡印・伏見院宸翰源氏物語抜書・大安寺資財帳・源氏物語・

新羅飯万呂請暇解・王広麻呂手実・紺紙銀字妙法蓮華経巻第四・正倉院文書 複製・加句霊験仏頂尊勝陀羅

尼記 複製，国分松本遺跡出土戸口変動木簡 複製（本館蔵）等

３．刊行物

展示図録『文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─』（A４判　247頁）
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解説シート（A４判　４頁）

４．関連行事

第371回　歴博講演会「文字文化から見た古代の日本と朝鮮」11月８日（土）小倉慈司

第95回　歴博フォーラム「古代東アジアの文字文化交流」11月１日（土）国立歴史民俗博物館講堂

小倉慈司・安部聡一郎・李京燮・田中史生・仁藤敦史・三上喜孝・平川南・橋本繁

ギャラリートーク10月18日，19日，26日，11月２日，９日，15日，16日，22日，29日，12月６日，

13日（延べ11回）

体験イベント「コロタイプを刷ってみよう」　11月23日（日），24日（月）

　　　　　　「オリジナル漢字をつくってみよう」会期中毎日

　　　　　　「木簡型に万葉仮名を書いてみよう」会期中毎日

５．成果と課題

　今回の成果としてまず記すべきことは，韓国を代表する３研究機関の全面的な協力を得ることによって，

韓国の主だった古代文字資料約80点を日本国内にて展示することができたという点である。これは長年にわ

たる研究協力・学術交流の末に可能となったことであり，今後も継続していきたいと考える。また国内資料

においても館蔵品も含め今回が初公開となるものが多数あり，最新の研究成果の公開，資料発掘というから

も成果を挙げることができた。

　反省として，展示資料選定のところで力尽き，わかりやすく見せるための展示検討に充分な力を注ぐこと

ができなかった。もう少し早く展示資料を確定させ，その分，図録編集や展示設計の検討に時間をかけたかっ

たところである。解説の文字が小さくて読みにくかった点などはパネルの有効活用等，時間をかければ改善

できたことではあった。会場が暗いという不満については，資料保護の観点からやむを得ないことであるも

のの，展示設計等で工夫をおこなうことができれば良かった。また共催館の紹介についてもっとスペースを

割くべきであった。

　展示内容につき，研究者には総じて好評であったが，一般観覧者にまですべての資料をわかりやすく展示

することは難しく，観覧者の理解度に応じた展示コースの設定を検討しても良かったであろう。

　本展示では展示替が多かったこともあり，展示替資料一覧を（ネット上だけでなく）会場にて配付した方

が良かったと考えられる。その時に展示されていない資料について，音声ガイド等も含めて誤解を招かない

ような配慮が必要であった。

　書道に関心を持つ人たちの来館もあり，ある程度の入館者掘り起こしにはなったのではないかと考える。

また韓国より研究者の来館も見られた。

　なお，開催に際して一般社団法人東京倶楽部の助成を受けた。

６．マスコミでの取りあげ

【TV・ラジオ】

チバテレビ「NEWSチバ」10月16日，TOKYO MXテレビ「アート・ステージ　画家たちの美の饗宴」11月

16日，NHK　Ｅテレ「日曜美術館　アートシーン」11月23日
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【新聞】

読売新聞11月20日，朝日新聞10月15日・22日・29日，11月５日・12日・19日，毎日新聞11月４日，12月９日，

東京新聞10月９日・16日，日経新聞10月２日，11月６日，12月４日，千葉日報11月１日，両毛新聞10月27日，

民団新聞10月29日

【雑誌】

『ぐるっと千葉』11・12月号，『芸術新聞』№360・362・363，『佐倉よみうり』№362，『あさひふれんど千葉』

№791，『リビング千葉』11月８日号，『足利漫我人』11・12月号，『月刊書道界』11月号，『博物館研究』

11・12月号，『日本歴史』796

７．展示プロジェクト（◎：代表，○：副代表）

　安部聡一郞　金沢大学人間社会研究域・准教授　　市　　大樹　大阪大学文学部・准教授

　犬飼　　隆　愛知県立大学日本文化学部・教授　　神野志隆光　明治大学大学院・特任教授

　栄原永遠男　東大寺史研究所・所長　　　　　　　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

　平川　　南　人間文化研究機構・理事　　　　　　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・准教授

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

　三上　喜孝　本館研究部・准教授　　　　　　　◎小倉　慈司　本館研究部・准教授

「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」
2015年３月10日～５月６日（61日間）

１．展示趣旨

　企画展示では，「ホンモノ」に対する「ニセモノ」を単に展示するのではなく，「ニセモノ」は，ある時代

の社会には，生きていくために必要欠くべからざる重要な道具になりうることもあれば，「ニセモノ」が「ホ

ンモノ」を乗り越え，文化的な創造性を発揮することもある。「ニセモノ」と「ホンモノ」との複雑な関係

性が，時代や社会的背景によって，どのような原理で振幅してきたのかを明らかにした。

　そしてニセモノの多様な姿を展示しつつ，そういったものを生み出してきた，人間そのものに焦点をあて

た。

２．展示構成

プロローグ

　：安南陶器ニセモノ事件

Ⅰ　暮らしの中のフェイク
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　：ニセモノの地域性

　：見栄と宴会の世界─ある旧家の所蔵品から─

　ニセモノの掛け軸や屏風にも意味があり，地域社会のなかで権威を維持するには必要な道具だったことを

明らかにした。

Ⅱ　フェイク─偽文書，偽造の世界

　：偽酒・似印酒

　：研究者を取り巻くニセモノ騒動

　：なぜ偽文書は作られたのか─武田家，徳川家康の偽文書─

　：「正倉院文書」の奥深い歴史

　「泰平の世」となった江戸時代には，各地でさまざまな商品が創り出された。やがて，販売競争の中で，

商品銘が産み出され，宣伝によって社会に浸透していった。こうした「ブランド化」の一方で，商標登録や

保護の法制度が設けられることはなかった。このため，有名な商品銘の類似銘が氾濫し，トラブルが発生し

た。酒を事例に，商品銘のコピーの問題（似印酒），味の偽造（偽酒）をとりあげた。

　江戸時代に作られた偽文書の多くは武田信玄や徳川家康など，戦国大名に仮託されるものばかりである。

なぜ偽文書は作られたのか，またなぜ地域社会のなかで偽文書が必要だったのかなどといった歴史的，社会

的背景にせまった。そして正倉院偽文書から，幕末から明治にかけての学問的水準の高まりと趣味的世界の

広がりをさぐった。

Ⅲ　コピー，イミテーションの世界

　：復刻，模刻された版画

　：瓦の模倣と創造─コピーが生み出す新たな創造─

　：焼き物の模倣と技術─コピーが生み出す意外な製品─

　：縄文人のイミテーション─貝製腕飾り─

「瓦当文様」に注目し，その移動と受容から，「模倣」と「創造」についての意味を考えた。また中国産陶

器のコピーに由来する技術展開とそこから生まれた意外な製品の歴史的な意味や新たな創造性についての展

示をおこなった。

　さらに縄文時代からすでに入手したくてもできなかった貝輪を，土製品で代用させたという事例を紹介し

つつ，なぜ代用する必要があったのかその意味を考えた。

Ⅳ　ニセモノの創造性

　：人魚は本当にいた！─見世物小屋，錦絵，欧米に輸出された人魚のミイラ─

　：葬儀のなかの欧米文化─慶弔用花環の展開─

　江戸時代の終わり頃から明治時代にかけて，日本からたくさんの人魚のミイラが輸出された。幕末から明

治にかけてなぜミイラの製造が流行ったのか，その背景や謎も解き明かした。さらに，当時の人魚のミイラ

を参考にしながら，新しく人魚のミイラを再現して製作し，それを初公開した。

　葬儀等で使用される花輪の起源は欧米のリースであり，当初洗練されたものとして顕彰を目的に使用され

たが，一般に浸透する中で独自に展開し，戦後の慶弔を彩る必需品でとなった。また同時に多様な形態がア

ジア諸国にも広がっていった。

Ⅴ　博物館の「レプリカ」と「コピー」
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　：化石のレプリカとフェイク

　：偽金を作る─技術復元のためのレプリカ─

　：音楽の複製と著作権

　博物館におけるレプリカのもつ研究的側面と，「音楽の複製と著作権」では，1910年代の著作権法の解釈

と以後の法整備に関して音楽の著作物についての展示をおこなった。

３．主な展示資料

伝雪舟「鷹之絵」掛軸（個人蔵）

伝池大雅「枯林群鳥」屏風（個人蔵）

伝酒井抱一「柳に鶯」掛軸（個人蔵）

伝大石内蔵助  書状（個人蔵）

伝大塩平八郎  書（個人蔵）

伝吉田松陰  書（個人蔵）

大正時代書画価格表（個人蔵）

ビデオ（ミャンマーのパゴダから「ニセモノの安南陶器」が発掘される風景）（個人蔵）

武田家恩借証文各種（巻子・木版・横半）（個人蔵）

天平二十年六月二十五日山辺諸公手実（拾遺27号）（本館蔵）

酒造伝書茶仕立覚（鴻巣市教育委員会蔵）

化石（三葉虫やカニなど）（千葉県立中央博物館蔵）

和泉国海会寺軒丸瓦（本館蔵）

天目茶碗「建盞」（本館蔵）

荻ノ平遺跡腕飾り（栃木県教育委員会蔵）

人魚のミイラ（本館蔵）

平田篤胤 書翰（人魚を食べる部分）（本館蔵）

人形魚 悪病除（本館蔵）

錦絵「西国巡礼観音霊験記  人魚」（本館蔵）

人魚写真  ガラス乾板（千葉県立中央博物館大利根分館蔵）

小判製作工程復元資料（本館蔵）

天正大判（日本銀行貨幣博物館蔵）

慶長大判（日本銀行貨幣博物館蔵）

蓄音機（朝がお型）（本館蔵）

始祖鳥 化石 レプリカ（千葉県立中央博物館蔵）

４．関連行事

第376回歴博講演会　「ホンモノより価値のあるニセモノたち」　４月11日（土）　西谷　大

「化石のレプリカをつくってみよう」　４月19，26日（日）　ガイダンスルーム

　化石等のレプリカづくりを通して，複製技術の意義や歴史について学んでもらう体験。１日目は，石膏を
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型に流し込み，２日目はアクリル絵の具で着色した。

「蓄音器による演奏とお話「100年後に残る音」」　４月５日（日）　ガイダンスルーム

　　講師　八日市屋 典之 氏（公益財団法人金沢文化振興財団・金沢蓄音器館館長）

　エジソンの発明やポータブル化の恩恵により‘音の複製’ができるようになったことを蓄音器による演奏

の鑑賞及び講演を通して理解してもらう。

「蓄音器を鳴らしてみよう」　金・土・日・祝，春休み期間　企画展示室B奥

　実際に蓄音器を鳴らす体験を通して，エジソンの発明やポータブル化の恩恵により‘音の複製’ができる

ようになったことを理解してもらう体験

「大金を持ってみよう」　期間中  毎日実施　ホール企画展示室Ａ前

　１億円分の札束や千両箱，大判のレプリカを持ってみて，博物館におけるレプリカの意味について学んで

もらう体験。

音声ガイド

　　ギャラ子が見どころコーナーの音声ガイドをします！！

「ギャラ子」とは，女優・歌手の柴咲コウさんの声を元に制作されたボーカロイドキャラクターで，博物館

では初めての試みである。企画展示の中では，iPhoneまたはスマートフォンを使うことで，見どころコーナー

の音声ガイドをおこなった。

「私に名前をつけてね！」

　　展示室の中での人魚に名前をつけて，アンケート用紙の裏に書いて投票してもらった。

５．成果と課題

　「大ニセモノ博覧会」はネーミングから博物館で開催する展覧会としては冒険だった。悪意をもって製作

された“ニセモノ”は，一般的な博物館施設であれば陳列すること自体問題であり認められない。今回の企

画展示は，「ニセモノにも意味がある」という視点を大きく変えることで，によって“ニセモノ”に展示の

主役を与えた。

　そして歴史的に様々なニセモノは，結局のところは人々のささやかな欲望や見栄，それに自分たちの生活

を少しでも良くしたいという背景があってこそ生み出されてきた，という人間の本質と深くかかわっている

メッセージをこめた。

　この点について，ツイッターやアンケート，それに会場での来館者の声を聞くと，多くの方が理解してい

ただけように思う。

　もう１つは，歴博における企画展示の専門性と時代性を横断したいという意図があった。

　今回は，16人で展示チームを組んだが，その専門は日本近世史，近代史，日本古代史，日本近世絵画史，

日本考古学（縄文時代，中世），民俗学（生業，食・服飾，音楽学），分析化学，文化財科学，保存科学，文

化人類学（葬制，死生観），古生物学，東アジア人類史と多様だった。これまでになく，展示対象の時代・

分野を広くしたことは成功だったと自負している。しかしそのため，テーマが拡散し，各テーマの研究的な

掘り下げが，不足していた点が反省点としてあげられる。また，“ニセモノ”の製作者側の事情には，さま

ざまな事業で深く切り込むことができなかった。

　今回，「年少さんから117歳まで」を合い言葉に，幅広い年齢層と，これまで歴博に来館されたことのない
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方々を来館者のターゲットにした。そのため，企画展示の題名，ポスターだけでなく，広告代理店を入れた

新しい広報手段や，報道ならびにブロガー向け内覧会など，広報サービス室による従来以上に積極的な広報

活動をおこなっていただいた。

　展示場では，「教授のつぶやき」「ギャラコによる音声ガイド」「人魚のミイラの制作」「宴会場の復元」「大

判小判によるホンモノはどれだコーナー」「人魚になって写真を撮る」「大金をもってみよう」「蓄音器の音

を実際に聞くコーナー」などさまざまな工夫をおこなった。おかげで，これまでにない多くの来館者に観覧

してもらうだけなく，親子づれ，女性，カップルが増えたことは幸いであった。

６．展示プロジェクト委員

　梶原　義実　名古屋大学大学院文学研究科・准教授（考古学）

　山本　英二　信州大学人文学部・教授（日本近世史）

　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員（民俗学）

　加藤　久佳　千葉県立中央博物館・主任上席研究員（古生物学）

　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授（日本近世史）　〔以上館外〕

　内田　順子　民俗研究系・准教授（音楽学／民俗学）

　大久保純一　情報資料研究系・教授（日本近世絵画史）

　小瀬戸恵美　情報資料研究系・准教授（文化財科学）

　仁藤　敦史　歴史研究系・教授（古代史）

　松田　睦彦　民俗研究系・准教授（日本民俗学）

　村木　二郎　考古研究系・准教授（考古学）

　山田　慎也　民俗研究系・准教授（民俗学／文化人類学）

　山田　康弘　考古研究系・准教授（先史学）

○齋藤　　努　情報資料研究系・教授（文化財科学）

◎西谷　　大　考古研究系・教授（東アジア人類史）　　　　　　　　　〔以上館内〕

７．マスコミ等での取り上げ

［新聞］

12月12日　読売新聞（東京）　信長の書状発見

12月12日　読売新聞（大阪）　信長の書状発見

12月12日　読売新聞（札幌）　信長の書状発見

12月12日　読売新聞（高岡）　信長の書状発見

12月12日　読売新聞（福岡）　信長の書状発見

12月12日　読売新聞　夕刊　　信長の書状発見 国立歴史民俗博物館で公開へ　15面　 小島教授コメント

12月17日　日本経済新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」　39面

３月１日　公明新聞　贋造と模倣の文化史─大ニセモノ博覧会

３月１日　 千葉日報（千葉）　３月のこよみ「和宮ゆかりの雛かざり」「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の

文化史」「特集展示　山の流行服」
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３月５日　東京新聞（東京）　美術館・博物館　企画展示　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

３月６日　THE JAPAN TIMES（TOKYO）　Exposing the forgers and fakers of international history

３月７日　 日本経済新聞（東京）夕刊　がいどガイドワイド　大ニセモノ博覧会─贋造（がんぞう）と模倣

の文化史

３月10日　読売新聞（東京）夕刊　ぎゃらりぃモール　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月10日　毎日新聞（千葉）　きょうからニセモノ展

３月11日　朝日新聞（東京）夕刊　美術館ガイド・博物館ガイド　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月11日　朝日新聞（長野版）　美術館・博物館　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月11日　朝日新聞（新潟版）　美術館・博物館　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月11日　秋田魁新報（秋田）　こよみと行事　企画展「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史」

３月11日　千葉日報（千葉）　展覧会　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月17日　読売新聞（東京）夕刊　ぎゃらりいモール　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月17日　しんぶん赤旗　国立歴史民俗博物館　大ニセモノ博覧会

３月18日　朝日新聞　夕刊　【美術館博物館】企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面　帯記事

３月24日　読売新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　９面　帯記事

３月25日　朝日新聞　夕刊　【美術館博物館】企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面　帯記事

３月26日　東京新聞　【美術館・博物館】企画展示「大ニセモノ博覧会」　25面　帯記事

３月27日　西日本新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会」　15面

３月28日　読売新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会」　15面

３月30日　産経新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会」　14面

３月31日　読売新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　７面　帯記事

４月１日　毎日新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会」　26面

４月１日　朝日新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面　帯記事　【美術館博物館】

４月２日　 日本経済新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　６面　帯記事　【マンスリーミュージア

ムガイド】

４月５日　しんぶん赤旗　企画展示「大ニセモノ博覧会」　29面

４月７日　読売新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会　９面　帯記事　【ぎゃらりーモール】

４月８日　千葉日報　歴博教授　西谷大氏が講演　１面

４月８日　千葉日報　佐倉歴博「ニセモノ」博覧会　８面

４月８日　 朝日新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面　帯記事　【美術館博物館】，５面　【ミュー

ジアムガイド】※有料掲載

４月９日　産経新聞　企画展示「大ニセモノ博覧会」　16面　帯記事

４月10日　千葉日報　ニセモノに意味あり　２面

４月14日　読売新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　９面　帯記事　【ぎゃらりーモール】

４月15日　読売新聞　夕刊　ニセモノの奥深い意味　33面

４月15日　朝日新聞「ニセモノ」の意義とは　４面，企画展示「大ニセモノ博覧会」５面　帯記事

【美術館博物館】
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４月16日　読売新聞（千葉中央）　ニセモノの文化や歴史紹介　30面

４月21日　東京新聞　愛しきニセモノ　30面

４月21日　読売新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　９面　帯記事　【ぎゃらりーモール】

４月22日　朝日新聞　夕刊　企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面　帯記事　【美術館・博物館】

４月24日　東京新聞　夕刊　存在意義　歴史とともに　「大ニセモノ博覧会」　７面

４月25日　読売新聞　夕刊　千葉で「大ニセモノ博覧会」　８面　【ジュニア探検隊】

４月27日　北海道新聞　ホンモノとニセモノのあいだ「大ニセモノ博覧会」　９面

［雑誌等］

１月20日　美術の窓　２月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P97

１月22日　懸賞ナビ　３月号　「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」招待券

１月23日　大人の隠れ家　特別編集　時空旅人別冊　第３特集2015年の美術展　大ニセモノ博覧会

２月６日　日経おとなのOFF　３月号　注目の美術展　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化─

２月10日　サライ　３月号　展覧会情報　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月10日　子供の科学　３月号　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

２月12日　 歴史人　３月号　「東大寺を戦禍に巻き込むべきからず」織田信長の「黒印状」初公開！　全国

歴史イベント歳時記　織田信長の新発見「ホンモノ」書状も初公開！大ニセモノ博覧会─贋造と

模倣の文化史─

２月13日　春Walker　首都圏版　アート　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月14日　船橋よみうり　gallery　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

２月20日　ひととき　３月号　三月の旅指南　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─（～５/６）

２月21日　ぐるっと千葉　３月号　"大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」３/10火→５/６休

２月25日　 ジパング倶楽部　３月号　ジパングNEWS　珠玉のニセモノ，続々！「大ニセモノ博覧会─贋造

と模倣の文化史─」

２月27日　 GLOW　４月号　まだまだある！おもしろSPOT　GLOW探検隊が行く！【アート】　大ニセモ

ノ博覧会─贋造と文化史─

２月27日　交通新聞　大ニセモノ博覧会～贋造と文化史～

２月27日　男の隠れ家　４月号　大ニセモノ博覧会─贋造と文化史─

２月28日　mini　４月号　大ニセモノ博覧会─贋造と文化史─

３月１日　あさひふれんど千葉　第798号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　７面

３月１日　足利漫我人　３・４月号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P33

３月１日　こうほう佐倉　３月１日号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　８面

３月１日　書　54号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P61

３月５日　週刊新潮　３/12号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P149

３月５日　月刊「潮」　４月号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P237

３月６日　歴史群像　４月号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P238

３月６日　Discover Japan４月号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P229
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３月６日　ちいき新聞　３月６日号　【イベントコーナー】　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　２面

３月７日　 広報いちかわ　No.1515　【お出かけ】　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　10面３月10日　

POPEYE　No816　４月号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」　P190

３月12日　週刊芸術新聞　no.3700　３月26日号　企画展示「「大ニセモノ博覧会」

３月15日　月刊　書道界　３月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P50

３月21日　ぐるっと千葉　４月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月25日　京成らいん　３月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月25日　博物館研究　４月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月25日　Forbes JAPAN　５月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P141

３月30日　STaD　４・５月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　１面

３月31日　千葉県博物館協会報「ちばの博物館」135号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P７

４月１日　目の眼　５月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P62～67

４月１日　ｍｏｍ　４月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P40

４月１日　 こうほう佐倉　4.1　No.1210　ぶらり佐倉検定＠れきはく　２面，夜桜鑑賞の夕べ・企画展示「大

ニセモノ博覧会」，ふりむけばカムロちゃん　12面

４月１日　新美術新聞　No.1372　企画展示「ニセモノ博覧会」　７，12面

４月１日　月刊「ブレーン」　５月号　企画展示「ニセモノ博覧会」　P133

４月２日　怪　44号　企画展示「ニセモノ博覧会」　P335　※西谷先生執筆

４月３日　月刊「東京人」　５月号　東京つれづれ日記　町に寄りそう美術家たち　P143

４月６日　Discover Japan　５月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P124

４月７日　週刊アスキー　４/21　企画展示「大ニセモノ博覧会」　P70－73

４月11日　房総ファミリア新聞　４/11　企画展示「大ニセモノ博覧会」　２面

４月12日　ちば民報　４/12　企画展示「大ニセモノ博覧会」　２面

４月15日　週刊芸術新聞　４/30号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面

４月21日　ぐるっと千葉　５月号　企画展示「大ニセモノ博覧会」

４月29日　週刊芸術新聞　５/14号　企画展示「大ニセモノ博覧会」　５面

［ウェブ］

12月　 COMMON　CLUB首都圏積水ハウス　3月10日（火）～５月６日（水・休），「大ニセモノ博覧会─

贋造と模倣の文化史─」が開催されます

12月12日　 YOMIURI　ONLINE　「東大寺を戦乱に巻き込むな」…信長の書状発見　企画展示「大ニセモ

ノ博覧会」

12月12日　so-netニュース　「東大寺を戦乱に巻き込むな」…信長の書状発見

12月12日　BIGLOBEニュース　「東大寺を戦乱に巻き込むな」…信長の書状発見

12月12日　livedoorニュース　織田信長の書状が発見 国立歴史民俗博物館が調査し明らかに

12月13日　NAVERまとめ　「東大寺を戦乱に巻き込むな」…信長の書状発見

12月15日　イベニア　企画展示「大ニセモノ博覧会」

12月18日　はてなニュース　企画展示「大ニセモノ博覧会」
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12月18日　 excite.ニュース　珠玉の“ニセモノ”を展示する「大ニセモノ博覧会」　人魚のミイラの作り方

も紹介

12月18日　 これはすごい速報　「大ニセモノ博覧会」国立歴史民俗博物館で　人魚のミイラの作り方も─は

てなニュース

12月18日　 vigintillion　「大ニセモノ博覧会」国立歴史民俗博物館で　人魚のミイラの作り方も─はてな

ニュース

12月18日　Ceron　「大ニセモノ博覧会」国立歴史民俗博物館で　人魚のミイラの作り方も─はてなニュース

12月20日　ねとらぼ　企画展示「大ニセモノ博覧会」

12月20日　 Yahooニュース　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国立歴

史民俗博物館が開催

12月20日　 10Pic.jp　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国立歴史民俗

博物館が開催

12月20日　Shinpei.biz　300点のニセモノが見られる「大ニセモノ展覧会」が来春開催

12月20日　 infoseek楽天　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国立歴史

民俗博物館が開催

12月20日　 ついっぷるトレンド　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国

立歴史民俗博物館が開催

12月20日　 garoll　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国立歴史民俗博

物館が開催

12月20日　 デスクトップ２ch　ジュラ紀から現代までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　2015

年３月10日から開催

12月21日　 variable name creation　"ITニュースランキング─2014年12月21日（日）版　ジュラ紀から現代

までの「ニセモノ」を並べる「大ニセモノ博覧会」　国立歴史民俗博物館が開催"

12月22日　Naverまとめ　大ニセモノ博覧会って何？

12月23日　ART　inn　国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

12月25日　 Pouch　雪舟の掛け軸，人魚のミイラ，信長の書……怪しげなものたち大集合「大ニセモノ博覧会」

がちょっと気になる

12月25日　 ツイナビ　雪舟の掛け軸，人魚のミイラ，信長の書……怪しげなものたち大集合「大ニセモノ博

覧会」がちょっと気になる

12月25日　 コネタ　by　auニュース　雪舟の掛け軸，人魚のミイラ，信長の書……怪しげなものたち大集

合「大ニセモノ博覧会」がちょっと気になる

12月25日　 excite.ニュース　雪舟の掛け軸，人魚のミイラ，信長の書……怪しげなものたち大集合「大ニセ

モノ博覧会」がちょっと気になる

12月26日　NAVERまとめ　大ニセモノ博覧会って何？

12月26日　 ネタりか　雪舟の掛け軸，人魚のミイラ，信長の書……怪しげなものたち大集合「大ニセモノ博

覧会」がちょっと気になる

１月９日　APA　HOTEL＆RESORTS　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」
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１月９日　ゆこゆこ　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

１月９日　まちこみZAQ　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

１月９日　デート通　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

１月13日　CJ３　企画展示「大ニセモノ博覧会」

１月14日　笠間書院　国立歴史民俗博物館　企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

１月14日　Internet Museum　大ニセモノ博物会─贋造と模倣の文化史─

１月18日　Art Annual Online　【ニュース】歴博で「大ニセモノ博覧会」開催

１月18日　 画ロール　初公開の「人魚のミイラ」は必見！！ジュラ紀から現代まで偽物を紹介する「大ニセ

モノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」が３月より

１月20日　歴史人「ニセモノ」と「ホンモノ」の複雑な関係とは？

１月20日　能登から羽田へ　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

１月20日　 Newvo【ニュース】歴博で「大ニセモノ博覧会」開催（掲載元：Art Annual Online）

１月20日　ねとなび　【ニュース】歴博で「大ニセモノ博覧会」開催（掲載元：Art Annual Online）

２月２日　TimeOut tokyo　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月２日　大人の社会見学　見分けられる？ホンモノとニセモノを展示する　「大ニセモノ博覧会」

２月４日　博物月報　企画展示「大ニセモノ博覧会」

２月８日　CINRA.NET　古今東西「ニセモノ」大集合，『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』

２月８日　 ツイナビ　古今東西「ニセモノ」大集合，『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』　（掲

載元：CINRA）

２月８日　 bloglovin'　古今東西「ニセモノ」大集合，『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』　（掲

載元：CINRA）

２月８日　 Ceron.jp　古今東西「ニセモノ」大集合，『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』─other

ニュース：CINRA.NET（掲載元：CINRA）

２月８日　 るとぅるる　古今東西「ニセモノ」大集合，『大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─』　（掲

載元：CINRA）

２月11日　MAMMOTH　SCHOOL　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─国立歴史民俗博物館

２月16日　Japaaan magazine　企画展示「大ニセモノ博覧会」

２月17日　Japaaan magazine　企画展示「大ニセモノ博覧会」読者プレゼント

２月18日　BUTUS　Casa　ニセモノのオンパレード！　愉快な「大ニセモノ博覧会」開催。

２月19日　人間文化研究機構　"【企画展示】「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の」

２月19日　JAPAN ATTRACTION　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月23日　Walker puls千葉　●企画展示「大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─」

２月24日　InternetMuseum　ご招待券プレゼント　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月24日　honeyee.com　●NEWS/ART＆DESIGN　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

２月27日　 livedoor　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターにAITALK

（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 ドリームニュース　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターに
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AITALK（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 朝日新聞デジタル　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターに

AITALK（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 excite.ニュース　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターに

AITALK（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 mixiニュース　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！（掲載

元：ねとらぼ）

２月27日　 ねとらぼ　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！（掲載元：

ねとらぼ）

２月27日　 Infoseek　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！（掲載元：

ねとらぼ）

２月27日　 アメーバニュース　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！（掲

載元：ねとらぼ）

２月27日　 ケチャップ！　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターに

AITALK（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 エンタープライズ　ジン　関連記事：国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲー

ターにAITALK（R）を使用した「ギャラ子TALK」が採用（掲載元：ドリームニュース）

２月27日　 はてなブックマーク　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！

（掲載元：ねとらぼ）

２月27日　 画ロール　関連記事：ニセモノぞくぞくの「大ニセモノ博覧会」案内役にギャラ子！（掲載元：

ねとらぼ）

２月27日　VOCALOID　Link　関連記事：ギャラ子が「大ニセモノ博覧会」の音声ナビゲーターに。

２月27日　 トゥギャッチ　国立歴史民俗博物館で開催する「大ニセモノ博覧会」のポスターが妙にぶっ飛ん

でるんだが・・・

２月27日　 エーアイ　国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターにAITALK®を使用し

た「ギャラ子」が採用

２月27日　 SOURCEFORGE.JP　国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」で音声ナビゲーターに

AITALK®を使用した「ギャラ子」が採用

３月28日　はろるど　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月23日　剣菱酒造株式会社　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月30日　イベントレポートWEB　企画展示「大ニセモノ博覧会」

３月30日　産経ニュース　企画展示「大ニセモノ博覧会」

４月　　　インターネットミュージアム 伝統の桜草

４月１日　ロードサイダーズ　ウィークリー　企画展示「大ニセモノ博覧会」

４月２日　mixi　みんなの日記　「大ニセモノ博覧会」に行って来た。

４月６日　 art＆SCIENCE　『大ニセモノ博覧会─模造と模倣の文化史』＠国立歴史民俗博物館【展覧会紹介】

by 竹中 朗（武蔵野人文資源研究所所長）
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４月８日　Excite bit　展示品はニセモノばかり「大ニセモノ博覧会」 本物をしのぐ巧妙なニセモノも

４月８日　弐代目・青い日記張　企画展示「大ニセモノ博覧会」

４月９日　メトロポリス　Great Fake Exposition: Cultural history of fakes and imitation

４月10日　美術館・博物館ニュース　人気の「伝統の桜草」14日からはじまる

４月11日　みんマラ　大ニセモノ博覧会

４月13日　くま屋　大ニセモノ博　くま散歩

４月16日　IROIRO　300点のニセモノを集めた「大ニセモノ博覧会」がおもしろい

４月17日　時事通信社　jijicom　贋造と模倣の文化史「大ニセモノ博覧会」＝千葉・国立歴史民俗博物館

４月18日　NHK　NEWSWEB　人魚のミイラも「大ニセモノ博覧会」

４月18日　本の牛　大ニセモノ博覧会

４月18日　玻璃の小部屋　大ニセモノ博覧会

４月21日　おたくにチャイハナ　３月の関東遠征その１　大ニセモノ博覧会

４月22日　読売　オンライン　「人魚ミイラ」…歴博の正式な所蔵資料として登録

４月24日　JAPAN ATTRACTIONS　大ニセモノ博覧会─贋造と模倣の文化史─

４月26日　静かなお喋り　本物の　楽しさ見せる　ニセモノ展

４月28日　総合研究大学院大学　学融合推進センター　歴博訪問！

４月29日　週アス＋plus　『大ニセモノ博覧会』で“本物のニセモノ”を見てきた！【カオスだもんね！】

５月１日　読売　オンライン（読売中高生新聞）　大ニセモノ博覧会…人魚のミイラも，歴博で開催

５月３日　いもづる日記「大ニセモノ博覧会　贋造と模倣の文化史」「伝統の桜草」国立歴史民俗博物館

５月３日　ひとりごと　大ニセモノ博覧会へ行ってきた

５月５日　Breva750日記　見てきました 国立歴史民俗博物館「大ニセモノ博覧会」

５月６日　日本人（バンド）　大ニセモノ博覧会

５月６日　Breva750日記　見てきました　国立歴史民俗博物館の通常展示

５月７日　むかしはものをおもわざりけり　大ニセモノ博覧会（国立歴史民俗博物館）

５月７日　半ライス大盛　大ニセモノ博覧会

［くらしの植物苑特別企画］

「季節の伝統植物」

春：伝統の桜草　　　　2014年４月15日（火）～５月６日（火振）（21日間）

夏：伝統の朝顔　　　　2014年７月29日（火）～９月15日（月祝）（44日間）

秋：伝統の古典菊　　　2014年11月５日（水）～11月30日（日）（23日間）

冬：冬の華・サザンカ　2014年12月２日（火）～2015年２月１日（日）（46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，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

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，2007年に収集した近年作出の八重咲きの品種，2010年に収集した野

生系の品種，2014年に収集した新花も展示した。併せて，桜草栽培を長く続けていくために，サラリーマン

を例として，その限られた時間の中で栽培を続ける方法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54系統，出物系統28系統，大輪系統32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。ほかにもヨーロッパ・北米産の近縁の朝顔を含めた15系統を展示した。また，

今年度は「朝顔の彩（いろどり）」に着目し，様々な色や模様の種類のうち，それらの典型的な実物資料に

焦点を当てた展示とするとともに，その分類方法を整理したパネルと遺伝子のメカニズムについて解説した

パネルの展示をおこなった。

　秋：菊は日本を代表する園芸植物の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，生きた実物資料としての菊を

通じてその文化史を紹介してきた。品種は嵯峨菊17品種，伊勢菊12品種（松阪菊３品種を含む），肥後菊32

品種，江戸菊35品種，丁子菊10品種のほかに，当苑で種から育てた実生の新花約20品種を展示した。また，

今年度は「菊細工のはなし」をテーマとして，色が多くて日持ちがよく，柔らかいという菊の特徴を生かし

た菊細工の作り方を解説するとともに，菊細工が工芸の１つとして江戸時代以降に人気を博してきた様子を

パネルで紹介した。さらに，菊細工の例として，高浜市人形文化活性化実行委員会が2012年に制作した映像
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「吉浜ゆかりの菊人形─その歴史と産声を上げた伝承活動─」を，東屋内においてプレーヤーにより展示期

間中上映した。

　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10月中頃から翌年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生きた品種に基づいて考察し，2001年

より展示をおこなってきた。育成している品種には，それらの３グループ以外に「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。品種としてはサザンカ群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，今年度は「サザンカの魅力」をテーマとして，それが日本で生まれ

た園芸植物であることと，花の少ない秋から冬にかけて咲く花であることに注目した解説パネルを作成し，

東屋で展示した。

３．主な行事

特別企画「季節の伝統植物」に関連した観察会

４月26日（土）：第181回「趣味で桜草」茂田井　宏（野田さくらそう会世話人代表）

８月23日（土）：第185回「朝顔の彩（いろどり）」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院）

11月22日（土）：第188回「菊細工のはなし」平野　恵（台東区立中央図書館）

12月20日（土）：第189回「サザンカの魅力」箱田直紀（元恵泉女学園大学）

　苗の有償頒布〔桜草：４月15日（火）～５月６日（月振），朝顔：６月28日（土）・７月26日（土）・７月

29日（火），菊：７月26日（土）・８月23日（土）・９月27日（土）・10月25日（土）・11月５日（火）・11月22

日（火），サザンカ：11月22日（土）・12月２日（火），12月20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，今年度はまず春の「伝統の桜草」で，

少しでも多くの人々に桜草を育てる楽しみを知ってもらうため，時間の限られたサラリーマンでもできる桜

草の栽培スケジュールを紹介した。夏の「伝統の朝顔」では，朝顔の色や模様の様々な種類について紹介す

るとともに，それらがどのような遺伝子のメカニズムに基づいているのかをパネルで紹介した。秋の「伝統

の古典菊」では，近年作り手が減ってきている菊細工に焦点をあてて，その作り方をパネルと動画で解説し

た。また，菊細工に使う菊は古典菊ではないが，それが江戸時代以降に古典菊と同様の人気を博してきたこ

とを引札や浮世絵を用いて紹介した。「冬の華・サザンカ」では，サザンカの魅力が日本で生まれた園芸植

物であることと，冬枯れの季節に花を咲かせることに注目して展示をおこなった。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

融合した成果を公表しした。

　なお，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
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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

チバテレビ，ケーブルテレビ296，成田ケーブルテレビ，NHKFM４月24日，毎日新聞４月８日・26日，東

京新聞４月10日・25日，朝日新聞４月22日，千葉日報５月３日，その他

［伝統の朝顔］関連

NHK千葉放送局８月５日，チバテレビ８月７日・15日，ケーブルテレビ296，チャンネルさくら，成田ケー

ブルテレビ，ちば民報７月13日，千葉日報７月25日・30日，読売新聞８月12日，朝日新聞ちばマリオン８月

12日，朝日小学生新聞８月15日，産経新聞８月23日，その他

［伝統の古典菊］関連

チバテレビ11月５日，東京新聞10月30日，千葉日報11月21日，その他

［冬の華・サザンカ］関連

チャンネルさくら１月１日～８日，チバテレビ１月12日，東京新聞11月27日・１月16日，千葉日報12月10日，

朝日新聞12月12日・１月14日・20日，読売新聞12月14日，その他

６．展示プロジェクト（◎：代表，○副代表）

　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　台東区立中央図書館

　茂田井　宏　野田さくらそう会世話人代表　　　　　　岩淵　令治　学習院女子大学

◎青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　日高　　薫　本館研究部・教授

○澤田　和人　本館研究部・准教授　　　　　　　　　　川村　清志　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

「江戸図屏風と行列」
2014年８月５（火）～９月15日（月・祝）

１．展示趣旨

　近代になって，江戸時代を懐古的に表象するときにしばしば用いられたモチーフが「整然と往来する武士

たちの行列」だったことは，すでに2013年度の企画展示『行列にみる近世』で示したとおりである。それは，

武士たちの行列が如何に描かれるか，という点から近世社会像を考えることが可能だということでもあり，
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この特集展示でも，来観者に，行列から近世社会を想像していただくことを意図している。ここでは，とく

に，寛永期に将軍家光が実質的な「天下人」になったことを祝して作成されたものと考えられる『江戸図屏

風』を展示の中心として置き，そこに描かれている将軍や武士たちの行列をピックアップすることにしたい。

この『江戸図屏風』の原本は，この数年，館内で展示する機会が無く，原本を見たいという声があることに

対応する，という意図もある。あわせて，武士たちの行列や武家社会の女性たちを描いたさまざまな館蔵資

料を展示する。

２．展示資料

　「江戸図屏風」

　「江戸城登城図屏風」

　「寛永三年二条亭御行幸次第」

　「御上洛御用供奉御役人」

　「小金ケ原鹿狩之図」

　「東海道名所風景」

　「松山藩参勤交代絵巻」ほか

３．関連行事

展示解説会　８月５日（火）14時～

ギャラリートーク　８月６日（水），８月８日（金），８月９日（土），８月12日（火），８月13日（水），８

月19日（火），８月20日（水），９月３日（水），９月14日（日）

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

　第３展示室リニューアル後，館内での展示機会がきわめて乏しくなった「江戸図屏風」を久々に展示に供

することができ，同屏風を実見したいという館外からの要望に応えることができた。また，企画展示『行列

にみる近世』で展示しきれなかった行列に関する館蔵資料を展示するこができた。通常，オープニングの際

の展示解説のほかは，会期中１回程度しかおこなわないギャラリートークを複数回開催し，展示趣旨を多く

の観覧者に伝えることができた。

６．マスコミの取り上げ

【TV】

　チバテレビ

【新聞・雑誌】

　佐倉よみうり７月25日，新美術新聞９月１日，ふれあい毎日９月３日，歴史研究第624号
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７．展示プロジェクト委員（◎：代表）

◎大久保　純一　　本館研究系・教授

　久留島　浩　　　本館館長

「紀州徳川家伝来の楽器　─笛─」
2014年10月７日（火）～11月16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（161件・233点）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・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，各種の笛と笛に関する楽譜をとりあげ，附属品や附属文

書とともに展示した。コレクション中の吹きものは，笙・篳篥・龍笛・高麗笛・神楽笛・能管・一節切・洞

簫・明笛など78管におよぶが，この中には，古管として大切に扱われ多くの付属品を有するもの，笛の演奏

をなりわいとする楽家に代々伝来し実際に演奏に用いられた痕跡をもつものや，通常普及した笛とは異なる

珍しい形態をしたもの，明清楽の流行を受けて収集されたと推測される中国の笛など貴重な例が含まれてい

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することを目的とした。

２．展示資料

紀州徳川家伝来楽器コレクション（H-46）より

篳篥（銘「思月」）　　　１管　鎌倉時代

龍笛（銘「青柳」）　　　１管　鎌倉時代

連管（銘「青海波」）　　１管

神楽笛（銘「千歳丸」）　１管　天明元年（1781）作

能管（銘「男女川」）　　１管　江戸時代

一節切（銘「山風」）　　１管　桃山～江戸時代初期　大森宗勲作

洞簫（銘「含和」）　　　１管　建安３年（198）銘

『蘆声抄』　　　　　　 ８巻

『龍笛要録譜』　　　　 ７帖

調子笛・律管　など

３．関連行事

展示解説会　10月７日（火）13時～
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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

　紀州徳川家伝来楽器コレクションは，本館の所蔵する重要なコレクションとして，企画展示等でたびたび

紹介しているが，通常の総合展示では展示されることがなく，企画展示に出品されるのは特定の資料に限定

されがちである。本企画においては，これまでとりあげられることの少なかった資料の公開の機会を作り，

国立歴史民俗博物館の収蔵資料の豊かさを示すことができた。一見しただけでは，その違いを理解しづらい

各種の笛を比較できるような展示を心がけたところ，来館者も興味をもって観覧していた。

６．マスコミの取り上げ

【TV】

　チバテレビ

【新聞・雑誌】

　朝日新聞，千葉日報，東京新聞，紀州新聞，週刊芸術新聞，ぐるっと千葉11月号，歴史研究第626号

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）

◎日高　　薫　　本館研究部・教授　　　　　　内田　順子　　本館研究部・准教授

「新収資料の公開─江戸の小袖─」
2014年12月９日（火）～2015年１月18日（日）

１．展示趣旨

　2013年度に本館は全354件から成る染織品の大型コレクションの寄贈を受けた。「林あや染織コレクション」

である。蒐集者は，夫とともに東京で古着商を営んでいた林あや氏（1907～77年）である。彼女は，職業柄，

手元に集まってくる染織品の中で，優れたものや古いものを自らのコレクションとして残した。そのコレク

ションは，近世後期から近代にまでわたる資料を含み，とくに，当該時期の小袖・着物の歴史が概観できる

内容となっている。

　資料の中には，類例が極めて少ないものや，作行きがとくに優れたものもある。本展示では，そうした小

袖と帯とを厳選して展示する。第３室（近世）の一コーナーであるため，展示するのは，江戸時代および江

戸時代の様式を色濃く残した明治時代の資料とする。

　林あや氏のコレクションは，これまでに一般に公開されたことがなく，研究者の間でも，全くと言ってい

いほど知られていなかった。そこで，速報性をもたせた新収資料の公開というかたちで，初紹介を行うこと

とする。

２．展示資料

林あや染織コレクション（H-1874）より
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Ⅱ－２　展　示

　浜松模様振袖

　花束団扇模様振袖

　四季柳模様小袖

　松竹梅鶴亀模様帷子

　羽衣模様振袖

　菊団扇模様掛下帯

　仙人模様帯　　ほか

３．関連行事

展示解説会　12月９日（火）13時30分～

ギャラリートーク　2015年１月17日（土）13時30分～

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

　すべての資料が初公開であったため，少なからぬ関心が寄せられた。しかしながら，展示スペースの都合

上，コレクションのごくわずかな一部しか展示できず，全貌を知りたいという要望もあった。シリーズ化し

ての展示や，図録の刊行などを，今後考えていきたい。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】

　チバテレビ，チャンネルさくら

【新聞】

　日本経済新聞12月６日，朝日新聞12月８日，読売新聞12月18日，東京新聞12月19日

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

「和宮ゆかりの雛かざり」
2015年２月24日（火）～４月５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
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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，江戸時代後期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

展示解説会　２月24日（火）11時00分～　・３月３日（火）11時～

　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

いうことで好評であった。細密工芸技術が発揮されている七澤屋製の雛道具については，ルーペ等で拡大し

て見せて欲しいという来館者からの要望があったため，今後は展示方法の工夫が必要である。例年の展示の

ための出し入れのため，雛道具類に若干の傷みが目立ってきたため，修復を含めた無理のない展示計画が求

められる。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】

　成田ケーブルテレビ，チバテレビ，チャンネルさくら

【新聞・雑誌】

　 千葉日報，朝日新聞，東京新聞，毎日新聞，ぐるっと千葉，週刊芸術新聞，染織文庫第509号，日経サイ

エンス４月号，新美術新聞，東京人４月号，歴史研究第629号
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Ⅱ－２　展　示

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）

◎日髙　　薫　本館研究部・教授　　　　　　　澤田　和人　本館研究部・准教授

第４展示室

第４室「中国・四国地方の荒神信仰─いざなぎ流・比婆荒神神楽─」
2014年７月23日～2015年１月12日

１．展示趣旨

　民俗新展示室「おそれと祈り」コーナー，特に「比婆荒神神楽」，及び，民俗研究映像『物部の民俗とい

ざなぎ流御祈禱』（2002年度），共同研究「宗教者の身体と社会」（2003年度～2005年度），及び現在進行中の

共同研究「東アジアの宗教をめぐる交流と変容」における研究と資料収集を重ねてきた成果の一端を，博物

館型研究統合の活動の一環として，展示を行った。

　歴博における10年を超えるいざなぎ流の研究・資料収集の中で特筆されるのは，父小松達吾も太夫であっ

た，大正生れの太夫小松豊
とよ

孝
のり

氏が自身で書き止めた記録，及び，所蔵されていた明治期以来のいざなぎ流資

料100点超の寄贈を受けた文献を中心とする資料コレクションで，本特集展示は，その一部を公開すること

にある。これら100点超のいざなぎ流資料群の中で中核となるのは，現在に伝承されるいざなぎ流祈禱の基

礎を作った，明治期～昭和期にかけて活躍した宗石吉三郎太夫の資料である。この宗石吉
きち

三
ざぶ

郎
ろう

の資料と，衰

退しつつあるいざなぎ流祈禱や物部の習俗の実態を書きとどめた，小松豊孝氏の資料を中心に紹介した。

　農耕等の地域の環境や生業と密接にかかわってきた民間信仰は，伝承地の農耕における機械や農薬の導入，

兼業農家化，都市化や過疎化といった状況のなかで，大きく分けて二つの方向に分化しつつある。一つは，

伝統的な民俗学の手法による，同種の芸能や信仰との比較研究による起源や地域ごとの変容を明らかにしよ

うとする，歴史民俗学的，あるいは民俗宗教的な関心からの研究。もう一つは，生活の都市的な変化と多様

化する民俗の再活用に注目する，地域の活性化にもつながることを目指そうとする文化財・文化資源として

の側面に注目してゆこうとする研究である。こうした趨勢の中で，文化人類学・社会学・地理学からの地域

の民俗文化についての研究も行われており，民俗学における文化財論もその中に位置づけることができる。

　本展示は，小松豊孝記資料・小松豊孝旧蔵資料の公開を一つの眼目とするもので，どちらからといえば，

前者の視点，─伝統的な前近代からの継承と，民俗的な心性を訴えることを目的とするものである。

２．展示構成と展示品

Ⅰ．いざなぎ流の起源と祭儀

①“博士”による病人祈禱～いざなぎ流の起源～

『伊弉諾様の祭文』（『祭文本地集』より）F391-7-4，村公神祭壇F-391-1-3，十二のヒナゴ幣，他

②いざなぎ流 宗石吉三郎太夫記資料

『公神鎮の法』F391-10-71，『星祭乃方』F391-10-24，『九 咒阻之一相返シ』F391-10-13，他

③いざなぎ流祈禱と仮面の祭儀

物部鬼面　F-26-88，物部馬面　F-26-66，物部女面　F-26-52，他
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Ⅱ．日本各地の荒神信仰

新潟県「荒神様」F-11-323-1，奈良暦師吉川家旧蔵資料「荒神祭文」H-679-8-130，三宝荒神画像F-312-1-19，

他

Ⅲ．比婆荒神神楽と中国地方の神楽

①備中神楽面（模造品）　F-153

万古大王面，天鈿女命面，武甕槌命面，他

②江戸時代の比婆荒神神楽，杤木家文書の世界

『六道十三仏勧文』複製F-533-2，『祈祷の呪符・加持次第』複製F-533-5，『名中荒神数帳』複製F-533-1，他

３．関連行事

ギャラリートーク　７月23日（水），８月１日（金），８月15日（金），９月５日（金），10月５日（日），11

月２日（日），12月７日（日），2015年１月12日（月）

いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会特別企画「荒神信仰といざなぎ流」11月29日（土）・30日（日）

４．刊行物

　解説シート「中国・四国地方の荒神信仰─いざなぎ流・比婆荒神神楽─」

５．成果と問題点

　展示代表松尾が，これまでに行った共同研究「宗教者の身体と社会」（2003～2005年度），及び「東アジア

の宗教をめぐる交流と変容」（2012～2014年度）の研究成果の一部として，高知県，広島県の山間地域に伝

承される信仰的な要素の強い神楽の伝承を，近世期～現代の歴史資料，及び祭具・御幣・仮面等による民俗

資料によって，生活・生業との結びつきの強い信仰の実態を伝えることを目指した。いざなぎ流が伝承され

る高知県を拠点として，高知県立歴史民俗資料館等で活動する「いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会」

による企画「荒神信仰といざなぎ流」を関連行事として開催し，高知県立歴史民俗資料館，及び歴博製作の

関連の民俗研究映像の上映も行った。地域との連携による民俗文化の遺産としての価値を一般に向けて発信

できたこと，地域との連携による行事が開催できたことも大きな成果であった。こうした呪術的な神楽は，

東北より九州地方まで各地に伝承され，今後，諸地域の特色ある舞いや歌謡をともなった同種と目される神

楽をあわせた展示を考えたい。

６．マスコミでの取り上げ

　『あさひふれんど千葉』2014年７月15日

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）

◎松尾　恒一　本館研究部・教授

　小池　淳一　本館研究部・教授　　　　　　松田　睦彦　本館研究部・准教授
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［展示プロジェクト委員会］

「弥生ってなに?!」

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弥生時代の文化の一つである。弥生時代の日本列島には弥生文化以外にも北

海道の続縄文文化，奄美・沖縄の貝塚文化などが花開いた。

　水田稲作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年つづけたところもあれば，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が，いずれも古墳時代へと転換していく。

　その一方で東北北部のように土偶の祭りを行いながら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。当然，古墳は造らない。

　このように同じ水田稲作を行う文化でも社会構造や祭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，最終的には古墳時代へ移行するところと，採集狩猟生活に戻ってしまうとこ

ろがある。

　現在の学界では，水田稲作を行っていればすべて弥生文化とみなし，先述したような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が，本当のそれでよいのか？という疑問から，この展示は出発し

た。

　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や畑作を行う文化を

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。

　なお本展示によって得られた到達点は，平成30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３年目で，１回の展示プロジェクト委員会を開催し，平成７月14日から９月15日まで展示を開催

した。

　展プロは，内覧会の日に開いたものである。各担当に展示解説を行っていただいた。

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・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
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「文字がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」

１．展示プロジェクトの概要

　展示開催の年度を迎え，出陳品資料確定と共に，図録の構成と内容，およびフォーラムなどの関連事業に

ついて検討した。内覧会に際しては，展示の最終確認をおこなった。

第１回　４月19日・20日　国立歴史民俗博物館

　展示予定資料の調査，展示構成・図録および関連事業等についての打ち合わせ。

第２回　10月14日　国立歴史民俗博物館

　内覧会

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

　安部聡一郞　金沢大学人間社会研究域・准教授　　市　　大樹　大阪大学文学部・准教授

　犬飼　　隆　愛知県立大学日本文化学部・教授　　神野志隆光　明治大学大学院・特任教授

　栄原永遠男　東大寺史研究所・所長　　　　　　　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

　平川　　南　人間文化研究機構・理事　　　　　　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・准教授

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

　三上　喜孝　本館研究部・准教授　　　　　　　◎小倉　慈司　本館研究部・准教授

「大ニセモノ博覧会─ホンモノって何？─」

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」は日本語ではそのニュアンスから「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がわかる。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，「ホ

ンモノとニセモノ」が，どのように振幅するのか，その原理を明らかにすることを目的とする。

　展示開催の年度を迎え，出陳品資料確定と共に，図録の構成と内容，およびフォーラムなどの関連事業に

ついて検討した。内覧会に際しては，展示の最終確認をおこなった。

２．展示プロジェクト委員会

第１回　４月19日・20日　国立歴史民俗博物館
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　展示予定資料の調査，展示構成・図録および関連事業等についての打ち合わせ。

第２回　10月14日　国立歴史民俗博物館

　内覧会

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

　梶原　義実　名古屋大学大学院文学研究科・准教授（考古学）

　山本　英二　信州大学人文学部・教授（日本近世史）

　島立　理子　千葉県立中央博物館・主任上席研究員（民俗学）

　加藤　久佳　千葉県立中央博物館・主任上席研究員（古生物学）

　岩淵　令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授（日本近世史）　〔以上館外〕

　内田　順子　民俗研究系・准教授（音楽学／民俗学）

　大久保純一　情報資料研究系・教授（日本近世絵画史）

　小瀬戸恵美　情報資料研究系・准教授（文化財科学）

　仁藤　敦史　歴史研究系・教授（古代史）

　松田　睦彦　民俗研究系・准教授（日本民俗学）

　村木　二郎　考古研究系・准教授（考古学）

　山田　慎也　民俗研究系・准教授（民俗学／文化人類学）

　山田　康弘　考古研究系・准教授（先史学）

○斎藤　　努　情報資料研究系・教授（文化財科学）

◎西谷　　大　考古研究系・教授（東アジア人類史）　　　　　　　　　〔以上館内〕

「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」

１．展示プロジェクトの概要

　日本とドイツ（プロイセン）は，150年をこえる交流の歴史を持ち，それぞれ「勤勉」や「規律」などに

関する価値観では親近性を感じている。また，ドイツといえば車やカメラ，サッカーやビールなどだけでな

く，EUで主導的役割を果たしていることを想起する人も少なくない。近年では，リサイクルなど環境保護

の問題や原子力発電の問題などで，その動向に関心が集まってもいる。それにもかかわらず，たとえば日米

や日中の関係に比べると，その交流の歴史について具体的に知る機会は意外に少ない。少なくとも，日本と

ドイツとの関係，とくに外交や文化に関する交流・関係の歴史を本格的な「展示」というかたちで表現した

ことはこれまで日本ではなかった。その理由は，いくつか考えられるが，第二次世界大戦前の「日独防共協

定」「日独伊三国同盟」などが持つ負の側面が影響していることが指摘できる。

　しかし，プロイセンによる立憲王（帝）国の形成＝国民国家化の過程は，日本にとってはモデルケースで

もあり，憲法など法制あるいは軍事での影響や医学や鉱山学・地質学などをはじめとする学問・文化面での

影響も大きかった。外交面では，米英仏魯蘭からは遅れて外交関係を持つことになるベルギー・スイスなど

と並んでプロイセン（ドイツ）との関係を，条約そのものの内容やその批准・改正（開市延期）交渉過程の

検討によって歴史的に再評価することは，日本近代史を考える上で意味がある。また，第一次世界大戦では
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交戦国となり，青島などからドイツ人の捕虜を日本に収容したが，これに関する資料群は当館蔵のものも含

めて多く残っており，これを紹介することの意義も小さくない。そのうえで，第一次世界大戦後のとくにパ

リ講和会議・ワシントン会議を経たあとの両国間の「親密」な関係や，それぞれ大陸の東と西で軍国主義的

な海外膨張政策をとるということについても，この「不幸な時代」の外交関係や文化交流に関する資料を展

示することで，歴史的な評価をしたい。

　さらに，戦後から現在までは，ともに連合国に占領されたのち，その後めざましい経済発展を遂げるとい

う点で共通点を持つ両国の戦後の政治や経済についての資料も含め，できるかぎり広範囲にわたって，現時

点での150年間の両国の関係交流史を示すことにする。現在の日独文化交流のうえで大きな役割を果たして

いる文化団体などの活動を紹介するとともに，60をこえる姉妹都市の活動についても紹介し，これからの両

国（民）間の関係について一緒に考える機会にしたい。

　2011年には，オイレンブルグ使節団によって1861年に日本とプロイセンとの間で結ばれた「日本・プロイ

セン修好通商条約」の150周年を記念して，両国でさまざまな記念行事が行われた。たとえば，マンハイム

のライス・エンゲルホルン博物館では「遠来の友」と題する展覧会が開催され，デュッセルドルフでは

JIHK/NRW INVESTによって「日独交流150周年記念経済展─150年の経済パートナー─」が開催され，東

京ではOAG主催でシーボルト・シンポジウムが開催された。

　しかし，150年余の交流の歴史を展示で表現することは，上述のように日本ではこれまでにはなかった。

そこで，国立歴史民俗博物館では，これまでのドイツ・マンハイムでの展示や『日独交流150年の軌跡』な

どの成果をも踏まえたうえで，国内の他の博物館（長崎歴史文化博物館・鳴門市ドイツ館・横浜開港資料館）

の巡回をおこなうこととした。ともすれば，米中二国の動向に目を奪われがちな現在の国際関係のなかで，

EUやドイツと日本がどのような新しい関係を構築できるのかについて，あらためて歴史的に考える機会を

提供したい。

２．展示プロジェクト委員会

　展示プロジェクト委員会は，共同研究「対外関係・交流史を歴史展示で表現するための実践的研究」と共

同するかたちで開催してきている。

第六回

2014年　６月28日（土）　会場　国立歴史民俗博物館

・日独展示の準備状況報告

・田嶋信雄「日独展示第２室（第１次大戦～現代）構想についての報告」と討論

・日独展示リストの最終提案と討論

第七回

2014年８月１日（金）　会場　国立歴史民俗博物館

・日独展の準備状況報告

・ スヴェン・サーラ「展示資料に関する提案：第一次世界大戦から第二次世界大戦，戦後処理まで」報告と

討論

第八回

2015年２月７日（土）　会場　国立歴史民俗博物館
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・日独展示の準備状況の報告

・国際研究集会「戦争をめぐるパブリックメモリーの創出」と合同開催

　・アルヌルフ・スクリバ「今日のドイツにおいて第一次世界大戦を転じすること」報告と討論

　・ リス・ブルーム「論争的なテーマの展示，論争的な反応の喚起─「トラーとドイツ人─国家と犯罪」展

を事例に─」

第九回

2015年３月８日（日）　会場　東京大学・角川本郷ビル５階大会議室

・日独展示の準備状況の報告

・ ロバート・ヘリヤー（ゲスト・スピーカー）「明治時代から昭和初期までのアメリカ人による日本緑茶消費」

報告と討論

　以上の展示プロジェクト委員会を経て，展示内容は以下のように構成した。

　プロローグ　「ドイツ人が紹介したい日本」「日本人が紹介したいドイツ」

　Ⅰ　プロイセンおよびドイツ帝国と幕末・維新期の日本

　　１）オイレンブルクの東アジア遠征隊と1861年日本・プロイセン修好通商条約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　─日独外交の始まり─

　　２）「外交官」（外交仲介者）としてのシーボルト父子

　　３）1862年の竹内（下野守保徳）使節団

　Ⅱ　明治期の外交と文化交流─プロイセン・ドイツをモデルにした日本─

　　１）明治維新とフォン・ブラント

　　２）ドイツから学んだもの

　　３）ドイツにおける「日本」ブーム

　Ⅲ　両大戦下の日独関係

　　１）中国支配をめぐる対立と世界大戦

　　２）ワイマール共和国時代の交流　─大正から昭和へ─

　　３）ナチズムと軍国主義，第２次世界大戦

　Ⅳ　戦後の日本とドイツ

　　１）日独の戦後復興─両国の地方都市の戦後復興─

　　２）民主国家としての再出発

　　３）地域からのさまざまな交流の広がり

　エピローグ　　宮古島からみた日独関係史

また，日本国内での巡回展示の会期は以下のように決定した。

　　　長崎歴史文化博物館　2015年９月19日（土）～11月29日（日）

　　　鳴門市ドイツ館　2015年12月９日（水）～2016年１月24日（日）

　　　横浜開港資料館　2016年２月３月（水）～４月10月（日）
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３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

◎保谷　　徹　　　　東京大学史料編纂所・教授（対外関係史）

　横山　伊徳　　　　東京大学史料編纂所近世史料部・教授（対外関係史）

　箱石　　大　　　　東京大学史料編纂所画像史料解析センター・准教授（対外関係史）

　宮坂　正英　　　　長崎純心大学人文学部・教授（シーボルト関係資料の研究・幕末外交史）

　岩淵　令治　　　　学習院女子大学・教授（日本近世史）

　石田　勇治　　　　東京大学大学院総合文化研究科・教授（ドイツ現代史・ジェノサイド研究）

　沓澤　宣賢　　　　東海大学総合教育センター・教授（シーボルト父子関係資料の研究・幕末外交史）

　小林　淳一　　　　東京都江戸東京博物館・副館長（シーボルト父子関係資料の研究）

　スヴェン・サーラ　上智大学国際教養学部・准教授（幕末明治期日独関係史）

　瀧井　一博　　　　国際日本文化研究センター・教授（法制史）

　田嶋　信雄　　　　成城大学法学部・教授（現代日独関係史）　　　　〔以上館外〕

　久留島　浩　　　　歴博研究部・歴史研究系・館長（日本近世史）

○大久保純一　　　　歴博研究部・情報資料研究系・教授（日本近世絵画史）

　原山　浩介　　　　歴博研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）

　樋口　雄彦　　　　歴博研究部・歴史研究系・教授（日本近代史）

　福岡万里子　　　　歴博研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）

　荒川　章二　　　　歴博研究部・歴史研究系・教授（日本近現代史）　〔以上館内〕

「万年筆の生活誌─筆記の近代─」

１．展示プロジェクトの概要

　万年筆は明治時代に日本に輸入されはじめてから，それまでの毛筆に代わって，公的な筆記具としてさま

ざまな場所や場面で広く用いられてきた。いわば近代日本の筆記を支えた道具ということができる。この展

示では，その歴史や製作に必要な技術，装飾，さらにはふだんの暮らしのなかでの位置づけなどについてさ

まざまな角度から光をあててみたい。

　まずこの展示では，日本における文字表記の歴史を振り返り，さまざまな筆記具が用いられてきたことを

確認する。そして明治になって輸入され，やがて国産化されていった万年筆について，その技術・技法を中

心に展示をおこないたい。

　次に，近代日本の諸制度のなかで万年筆が果たした役割や位置について，販売の様相，使用された諸場面，

特に個人の表象として万年筆が用いられてきたことに焦点をあてて展示することを計画している。とりわけ，

進学や就職にあたって万年筆を贈答すること，持ち歩いて，日常的に用いることが一種の通過儀礼の意味合

いを帯びていたことを提示し，筆記具に込められた意識を想起できるようにしたい。

　全体を通じて，文字を書く道具としての万年筆が近代の庶民生活のなかで担ってきた多様な意味を考える

機会を提供したい。

第１回　平成26年６月28日
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１　館蔵蒔絵師道具ほかの確認

２　調査報告

３　展示要項にむけての討議

第２回　平成26年12月16日

１　パイロット・ペンステーション見学

２　万年筆展示の課題について（ペンステーションの展示をふまえて）

３　「万年筆─技とその時代」展の展示計画

４　展示名称の決定

５　図録について

６　フォーラムについて

第３回　平成27年３月14日

１　展示要項の確認

２　新収資料の確認

３　企画展示「大ニセモノ博覧会」見学─企画展示の造作・照明等の確認をかねて─

４　調査報告

５　今後の計画，分担について

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

　佐藤　健二　東京大学文学部・教授　　　　　重信　幸彦　東京理科大学・非常勤講師

　島村　恭則　関西学院大学社会学部・教授　　中谷　宗平　神奈川県立弥栄高等学校・教諭

　武井　基晃　筑波大学人文社会科学研究科・助教

　新倉　信義　学識経験者

　青木　隆浩　本館研究部・准教授　　　　　○川村　清志　本館研究部・准教授

◎小池　淳一　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　　　　　　　鈴木　卓治　本館研究部・准教授

「シーボルトの見せたかった日本（仮称）」

１．展示プロジェクトの概要

　ドイツ人医師で，19世紀に二度にわたり来日したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは，日本の

自然や生活文化に関わる膨大な資料を収集し，ヨーロッパに持ち帰った。シーボルトの日本研究が，帰国後

に出版された『日本 Nippon』（1832－1882）や『日本植物誌Flora Japonica』（1835－1870）などに結実し，

後世の日本学や植物学に大きく貢献したことはよく知られるところであるが，シーボルトが，自身の収集し

たコレクションをもとに，日本をテーマとした博物館展示を熱心に行ったことについては，あまり紹介され

ていない。

　シーボルトは，一度目の日本滞在中の1824（文政７）年に，早くも日本博物館を構想，帰国後，ライデン・

アムステルダム・ヴュルツブルク・ミュンヘンの各都市において日本展示を実現している。



244

　本企画は，５年間にわたるシーボルト関係資料の総合的な調査（人間文化研究機構による日本関連在外資

料の調査研究・研究課題Ａ「シーボルト父子関係資料をはじめとする前近代（19世紀）に日本で収集された

資料についての基本的調査研究」）によって得られた新しい成果をもとに，シーボルトの日本博物館構想に

迫り，彼が，日本の文化や社会をどのように観察し，どのような観点から収集をおこなったのか，また「異

文化としての日本」を西洋においてどのように紹介しようとしたのかについて考察する。あわせて，従来紹

介される機会の少なかった二度目の来日時のコレクション（ミュンヘン五大陸博物館所蔵）約7000点の全貌

を紹介する。

　これまで，シーボルトの収集資料としては，一度目の来日時のコレクション（ライデン民族学博物館所蔵）

が注目されてきたが，ミュンヘンのコレクションは，彼の構想した日本博物館を充実・完成させる目的で収

集されたという点で，極めて重要な意味をもつ。シーボルトの長男アレクサンダーが作成したコレクション

の売却目録には，シーボルトが没する直前の1866年にミュンヘンでおこなった「最後の日本展示」において，

シーボルト自身が，コレクションの資料をどのように分類し，展示ケースに配置したかが記されている。本

展示は，この日本展示を復元的に再現し，シーボルトの見せたかった日本像を明らかにしようとするもので

ある。

２．展示プロジェクト委員会

第１回　平成26年９月26日

　国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，展示の趣旨，展示構成案，巡回計画や

協力を依頼すべき機関などについての検討を行った。

　・「企画展示の概要について」「展示構成と展示資料について」（日高薫）

　・「シーボルトの日本展示とシーボルト関連新出資料について」（宮坂正英）

　・ 企画展示室の見学と，展示の配置についての検討をおこない，企画展示室Ｂから企画展示室Ａへの順路

で展示を構成することとした。

第２回　平成26年12月13日

　国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，展示構成案，および各委員からの希望

による展示候補資料について検討をくわえた。

　・「プロローグ・第Ⅰ章・エピローグの展示案について」（宮坂正英）

　・「シーボルトによる日本展示と民族学博物館構想について」（小林淳一）

　・「ミュンヘンにおける展示について（アレクサンダーのリストによる復元）」（日高薫）

　・「分野ごとの展示資料候補について」（各委員）

　・企画展示「文字がつなぐ」の見学をおこなった。

　・デジタル・コンテンツ等に関して意見を出し合った。

第３回　平成27年３月28日

　国立歴史民俗博物館において，展示プロジェクト委員会を開催し，巡回・展示経費等の見込みや進捗状況

について報告，今後のタイムスケジュールについて確認するとともに，展示候補資料と展示構成案の検討を

おこなった。

　・「長崎関係資料について」（原田博二）
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　・分野ごとの展示資料候補について，６月までに点数の絞り込みをおこなうことを決定した。

　・ デジタル展示・展示支援ツール等については，関係する展示プロジェクト委員による分科会を開催し，

展示案および役割分担を検討することとした。

　・企画展示「大ニセモノ博覧会」ほかの展示を見学した。

　以上の展示プロジェクト委員会を通じて，大まかな展示構成を決定し，展示資料後補資料を出し合った。

また，巡回計画についても決定し，巡回を予定している機関への呼びかけ，会期調整を進行中した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

　小林　淳一　　　　東京都江戸東京博物館・副館長

　佐々木史郎　　　　国立民族学博物館　教授

　佐々木守俊　　　　岡山大学　准教授

　原田　一敏　　　　東京藝術大学　教授

　原田　博二　　　　長崎純心大学　講師

　原田　　泰　　　　公立はこだて未来大学　教授

　宮坂　正英　　　　長崎純心大学　教授

　山田　仁史　　　　東北大学　准教授

　マティ・フォラー　ライデン国立民族学博物館　学芸員

　ブルーノ・リヒツフェルト　ミュンヘン国立民族学博物館　学芸員

　ウド・バイラス　　シーボルト研究家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館外〕

　青山　宏夫　　　　歴史研究系　教授

　安達　文夫　　　　情報資料研究系　教授

○大久保純一　　　　情報資料研究系　教授

　久留島　浩　　　　館長

　櫻庭　美咲　　　　機関研究員

　澤田　和人　　　　情報資料研究系　准教授

　鈴木　卓治　　　　情報資料研究系　准教授

◎日高　　薫　　　　情報資料研究系　教授

　福岡万里子　　　　歴史研究系　准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕




