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［概　要］

　歴博は，歴史や文化に関する資料・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。「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」（2015年７月７
日～９月６日）では，日独交流の歴史を，日本とドイツ両国（一部オーストリア）に残された資料から紹介した。
日独の外交や文化交流をテーマとした大規模な展示としては国内初のものであり，国立の歴史系博物館として意義
ある企画であった。
　「大久保利通とその時代」（2015年10月６日～12月６日）は，国の重要文化財に指定されている資料も多数含ま
れている本館所蔵の大久保利通関係資料を，まとまった形で公開した展示である。いずれも大久保利通とその子孫
が残した歴史資料で，書簡類が中心ではあるが，その内容の史料的価値に力点を置き，歴史的意義を重点的に紹介
した。また，2015年に新たに大久保家から寄贈された資料には，既刊の基本文献に翻刻・掲載されていないものも
含まれており，それらの存在についても速報的に紹介し，今後の研究の展開が期待される。
　「万年筆の生活誌─筆記の近代」（2016年３月８日～５月８日）は，万年筆が明治時代に海外から輸入された後，
日本独自の万年筆製作が始まり今日に至るまで，製作に必要な技術の発展やその装飾の技巧の展開，また万年筆を
取り巻く文化まで含めて展望したものであり，博物館による日本初の万年筆の総合的な展覧会である。
　第３展示室の特集展示「もの」からみる近世では，「印籠」（2015年７月28日～８月30日），「泥絵と江戸の名所」
（2015年10月20日～11月23日），「和宮ゆかりの雛かざり」（2016年２月23日～４月３日）を開催した。
　第４展示室の特集展示では，「山の流行服」（2015年３月10日～９月６日）を開催した。また３，４室特集展示室
にまたがり，人間文化研究機構連携展示として，北海道博物館，国立民族学博物館とともに，「夷酋列像─蝦夷地
イメージをめぐる人・物・世界─」（2015年12月15日～2016年２月７日）を開催した。いずれの特集展示も，歴博
の持つ多様な資料群とそれに基づく研究の進展とを，展示を通して社会に提示することができた。
　くらしの植物苑では，特別企画として「伝統の桜草」（2015年４月14日～５月６日），「伝統の朝顔」（2015年７月
28日～９月13日），「伝統の古典菊」（2015年11月３日～11月29日），「冬の華・サザンカ」（2015年12月１日～2016年
１月31日）を開催した。
　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　山田　慎也

企画展示等の実施

企画展示

「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」　 2015年７月７日～９月６日
「大久保利通とその時代」　　　　　　　　　　　　　　2015年10月６日～12月６日
「万年筆の生活誌─筆記の近代─」　　　　　　　　　　2016年３月８日～５月８日

くらしの植物苑特別企画
「伝統の桜草」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年４月14日～５月６日
「伝統の朝顔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年７月28日～９月13日
「伝統の古典菊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年11月３日～11月29日
「冬の華・サザンカ」　　　　　　　　　　　　　　　　2015年12月１日～2016年１月31日

特集展示

第３展示室　特集展示「もの」からみる近世

２ 展示



139

Ⅱ－２　展　示

「印籠」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年７月28日～８月30日
「泥絵と江戸の名所」　　　　　　　　　　　　　　　　2015年10月20日～11月23日
「和宮ゆかりの雛かざり」　　　　　　　　　　　　　　2016年２月23日～４月３日
第４展示室　特集展示
「山の流行服」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年３月10日～９月６日
第３・第４展示室　特集展示
「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」　2015年12月15日～2016年２月７日

［総合展示リニューアル］

〈総合展示新構築〉

１．第１室リニューアル委員会

（１）概要
　同委員会では，2018（平成30）年度の開室を目指し第１展示室リニューアルの準備を進めている。2015年度前半
は，前年度に引き続き，展示テーマの構成案や展示資料の配置図，デジタルコンテンツ，グラフィックリストにつ
いて業者と各テーマ担当者間で詳細な検討を重ねた。この検討結果を全体会議に諮り館外委員からの意見を加味し
た上で，９月30日には実施設計図を完成させた。
　後半には，予算不足から各テーマの諸費用や展示工事費用の再検討を行い，来年度開始予定の展示工事の準備を
した。その結果，大テーマⅥの後半部分と副室の沖ノ島・正倉院文書の展示の先送り，外国語表記の先送り，点字
表記のないバナーへの変更，デジタルコンテンツ一式などが未完成のまま再開室することを提案し，館内委員会議
で決定した。この決定については，2016年度初めに館内全体に諮り，同意を得た後に展示工事を進めていくことに
なる。また，展示工事の開始に伴い，2016年５月９日（月）から３年間，第１室を閉室する予定である。
（２）全体会議
　　2015年７月11・12日　　　第１回全体会議（通算７回）　会場：国立歴史民俗博物館
（３）館内委員会議
　　2015年４月27日，５月25日，６月29日，７月27日，９月28日，10月26日，11月30日，12月21日，
　　2016年１月25日，１月25日，２月29日，３月28日

２．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，企画展示「ド
イツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」を観覧後，その講評等を行ったほか，「国民の創出」，「帝国日本」
の２構成案やリニューアル全体に関する意見・感想の聴取を行った。第２回全体会議では，第５展示室と第６展示
室のリニューアル展示案及び「国民の創出」ブロックの展示構想詳細案について討議を行った。また，2016年２月
には，朝鮮半島の代表的な植民地都市であるとともに要塞地帯でもあった釜山，日本海軍が建設した軍港都市であ
る鎮海等での調査を３泊４日の日程で行った結果，本土決戦体制の植民地への広がりを示すいくつかの要塞跡を確
認できた。
（２）全体会議
　　　８月２日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
　　　12月６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
　　　2016年２月10～13日　大韓民国釜山周辺，鎮海等
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［企画展示］

「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」
2015年７月７日～９月６日（62日間）

１．展示趣旨

　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，環境保護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，両国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。プロイセンによる立憲王（帝）
国の形成過程は近代日本にとってのモデルケースであったし，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・文化面での影響も多大である。外交面においても，米英仏魯蘭からは遅れて外交関係を持つことにな
るプロイセン（ドイツ）との条約締結やその交渉過程の検討を歴史的に再評価することは，日本近代史を考える上
で有意義である。
　2011年には，「日本・プロイセン修好通商条約」の150周年を記念して，マンハイムのライス・エンゲルホルン博
物館での展覧会「遠来の友」をはじめ，両国でさまざまな記念行事が行われたが，これまで日本において両国の交
流の歴史を本格的な展示で表現することはなかった。そこで，マンハイムでの展示などの成果も踏まえたうえで，
本格的な日独交流に関する歴史展示を開催することとした。
　本企画展では，上記のような幕末から明治期にかけての両国の交流にくわえ，また，第一次世界大戦におけるド
イツ人捕虜に関する豊富な資料群の紹介や大戦後の両国の「親密」な関係，第二次世界大戦までのそれぞれにおけ
る軍国主義的な海外膨張政策や外交関係，あるいは文化交流に関する資料などを展示し，これらの時期における相
互認識を考え，歴史的な評価を試みたい。
　さらに，戦後から現在にかけてめざましい経済発展を遂げた点で共通点を持つ両国の戦後の政治や経済について
の資料や，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諸機関の活動も含め，できるかぎり広範囲にわ
たって150年間の両国の関係交流史を示すことにする。
　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．展示構成と主な展示資料

　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　プロイセン及びドイツ帝国と幕末維新期の日本
　　１）日独外交の黎明
　　　　　　　　・オイレンブルク伯爵肖像画（個人蔵）
　　　　　　　　・プロイセン王立磁器製作所の磁器「風景画」（徳川記念財団）
　　　　　　　　・月王乙姫物語絵巻（ベルリン国立図書館蔵）
　　２）日独外交の仲介者としてのシーボルト父子
　　　　　　　　・シーボルト関係資料（フォン・ブランデンシュタイン・ツェッペリン家蔵）
　　　　　　　　・徳川家茂竹内使節団信任状（プロイセン枢密文書館）
　　３）文久の遣欧使節団（竹内使節団）と開港開市延期交渉
　Ⅱ　明治日本とドイツ
　　１）明治維新とフォン・ブラント
　　　　　　　　・北ドイツ連邦成立に関わる通告書・条約書（外交資料館蔵）
　　２）ドイツから学んだもの
　　３）ドイツにおけるジャポニスム
　Ⅲ　両大戦下の日独関係
　　１）中国をめぐる対立と世界大戦
　　　　　　　　・坂東捕虜収容所ケーバライン関係資料（館蔵）
　　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，第二次世界大戦
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　　　　　　　　・日本古美術展覧会記念図録（個人蔵）
　Ⅳ　戦後の日本とドイツ
　　１）日独の戦後復興─戦争の傷跡を抱えて─
　　２）民主国家としての再出発
　　　　　　　　・岩淵達治関係資料（個人蔵）
　エピローグ　宮古島から見た日独関係史
　　　　　　　　・ドイツ皇帝博愛記念碑拓本（東京大学史料編纂所蔵）

３．刊行物

展示図録（Ａ４版　209頁），展示図録別冊『日独友好交流の現在』（Ａ４版　126頁）
展示解説シート（Ａ４版４頁），広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

オープニング・セレモニー・内覧会　７月６日（月）　国立歴史民俗博物館
日独友好都市および友好団体の集い　７月６日（月）　国立歴史民俗博物館講堂他
第380回歴博講演会「プロイセン東アジア遠征と幕末日本」　８月８日（土）　福岡万里子
千葉県立千葉女子高等学校によるコンサート　８月９日（日）　国立歴史民俗博物館講堂
「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの　─日独修好150年の歴史」をめぐる研究集会」　８月12日（水）　国立歴
史民俗博物館
ギャラリートーク　７月11日，18日，８月１日，９日，15日，22日，29日
体験イベント「ドイツのおもちゃであそぼう」会期中毎日

５．成果と課題

　日独の外交や文化交流をテーマとした大規模な展示としては国内初のものであり，国立の歴史系博物館として意
義ある企画であった。専門家からの展示内容に関する評価はおおむね良好で，今後の日独交流史の研究の上でも少
なからぬ材料を提供したものとして，一定の評価を得た。日独関係史の専門家でもはじめて目にする資料が多数あっ
たこと，ふだん名前しか知らない外交文書の実物が展示されたことなど高評価を得た。
　シーボルト父子が日本の外交史の曙の時期に果たした役割や，ドイツ語習得に向けた情熱，ドイツにおける日本
研究などいくつもの局面において，多彩な資料の掘り起こしにより厚みのある日独関係を提示することができた。
たとえば，平成22年に収蔵した「第一次世界大戦ドイツ人俘虜ケーバライン関係資料館蔵」は個々の資料の持つ意
味を国外の関係資料ともつきあわせるかたちで歴史的な意義をより明らかにし，第一次世界大戦捕虜収容所の展示
コーナーの充実をはかることができたが，この面での研究は将来の第６展示室の改善にも大きな資源となるはずで
ある。
　ただ，展示構成に関しては，限られた展示スペースの中に150年の歴史を総合的に示そうとしたため，テーマの
詰め込みすぎと各テーマでの掘り下げに不十分なところがあったことも否めず，展示構成上，セクションごとの内
容の粗密の差の大きいことがアンケートなどで複数指摘された。
　関連事業としておこなった「日独友好都市のつどい」は，日独の文化団体の交流の場をもうけ，当館の活動を博
物館業界を超えた広がりの中で示すことができ，展示本体をも含め日独両国の有効にも寄与することができた。
　同展は一部内容と構成を変えながら，長崎歴史文化博物館，鳴門市ドイツ館，横浜開港資料館を巡回した。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】
７月１日　朝日新聞（新潟版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月１日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　【美術館博物館】
７月２日　東京新聞　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　21面　　帯記事　【美術館・博物館】
７月２日　日本経済新聞　夕刊　企画展示　ドイツと日本を結ぶもの　６面　【マンスリーミュージアムガイド】
７月６日　毎日新聞　夕刊　遠くて近い国を正面から　修好150周年企画「ドイツと日本を結ぶもの」　４面
７月６日　毎日新聞（名古屋）夕刊　遠くて近い国を正面から 修好150周年企画「ドイツと日本を結ぶもの」
７月６日　毎日新聞（北九州）夕刊　遠くて近い国を正面から 修好150周年企画「ドイツと日本を結ぶもの」
７月７日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　25面　帯記事　【博物館ガイド】
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７月８日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　帯記事　【美術館博物館】
７月８日　朝日新聞（新潟版）　美術館・博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月８日　朝日新聞（長野版）　美術館・博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月９日　千葉日報（千葉）　習志野での日々 詳細に ドイツ兵捕虜の日記初公開
７月９日　琉球新報　日独の交流史　資料でたどる　19面
７月10日　読売新聞　 高校野球千葉大会特集　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」　６面
７月10日　東京新聞（千葉中央版）　ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史ー
７月11日　岩手日報（盛岡）　日独交流史たどる 千葉で資料展
７月11日　千葉日報（千葉）　千葉女子高オケ部 歴博でコンサート
７月11日　岐阜新聞（岐阜）　日独交流史たどる 千葉で資料展
７月11日　山陰中央新報（松江）　日独交流史の資料展
７月12日　大阪日日新聞（大阪）　日独交流史の資料展
７月12日　日本海新聞（鳥取）　国立民俗博物館で日独交流史の資料展
７月14日　東京新聞　国立歴史民俗博物館　ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─　19面※有料掲載
７月14日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　26面　帯記事　【博物館ガイド】
７月15日　朝日新聞　夕刊　 企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」　５面　【ミュージ

アムガイド】※有料掲載
７月15日　河北新報（仙台）　日独交流 資料でたどる 千葉・国立歴史民俗博物館で企画展
７月16日　秋田魁新報（秋田）　こよみと行事　ドイツと日本を結ぶもの
７月16日　下野新聞（宇都宮）　日独交流振り返る　千葉で資料200点展示
７月16日　京都新聞（京都）　日独交流史の資料展
７月16日　宮崎日日新聞（宮崎）　日独交流の歩みを紹介　千葉で資料展
７月17日　山形新聞（山形）　文化短信　資料展「ドイツと日本を結ぶもの」
７月17日　新潟日報（新潟）　日独交流 資料でたどる 千葉 三国同盟条約原本も
７月17日　静岡新聞（静岡）夕刊　日独交流史の資料展　国立歴史民俗博物館
７月18日　毎日新聞　企画展「ドイツと日本を結ぶもの」　17面
７月18日　毎日新聞（大阪）　Topics 企画展「ドイツと日本を結ぶもの」
７月18日　毎日新聞（名古屋）　Topics 企画展「ドイツと日本を結ぶもの」
７月18日　毎日新聞（北九州）　Topics 企画展「ドイツと日本を結ぶもの」
７月20日　茨城新聞（水戸）　日独交流の資料展　千葉，９月６日まで
７月20日　四国新聞（香川）　日独関係，資料で振り返る
７月21日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　23面　帯記事　【博物館ガイド】
７月21日　神戸新聞（神戸）　日独交流史をたどる　千葉で資料200点展示
７月22日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　帯記事　【美術館博物館】
７月22日　朝日新聞（東京）夕刊　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月22日　朝日新聞（新潟版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月22日　朝日新聞（長野版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月22日　福井新聞（福井）　日独交流史の資料展
７月23日　中国新聞SELECT　日独　密接な交流史　千葉で資料展　９月６日まで
７月23日　沖縄タイムス　日独交流の歴史　千葉県で資料展　18面
７月25日　東京新聞（東京）夕刊　日独交流の歴史たどる資料展示
７月25日　北陸中日新聞（金沢）夕刊　日独交流の歴史たどる資料展示　千葉・歴史民俗博物館
７月25日　中日新聞（名古屋）夕刊　日独交流の歴史たどる資料展示　千葉・歴史民俗博物館
７月27日　産経新聞　日独150年の歩みたどる　歴博　12面
７月27日　埼玉新聞（さいたま）　幕末から振り返る　日独交流史の資料展
７月27日　日刊県民福井（福井）　日独交流の歴史たどる資料展示
７月28日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　23面　帯記事　【博物館ガイド】
７月28日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　３面
７月28日　朝日新聞（札幌）夕刊　ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史ー
７月28日　朝日新聞（北九州）夕刊　ドイツと日本を結ぶものー日独修好150年の歴史ー
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７月28日　上毛新聞（前橋）　日独交流史たどる200点　９月６日まで千葉で資料展
７月29日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　帯記事　【美術館博物館】
７月29日　朝日新聞（新潟版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
７月29日　朝日新聞（長野版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
８月４日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　23面　帯記事　【博物館ガイド】
８月５日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　帯記事　【美術館博物館】
８月５日　朝日新聞（新潟版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
８月５日　朝日新聞（長野版）　美術館博物館　ドイツと日本を結ぶもの
８月６日　日本経済新聞　夕刊　 企画展示　ドイツと日本を結ぶもの　６面　帯記事　【マンスリーミュージアム

ガイド】
８月10日　毎日新聞　余禄　（ドイツ展を観たことが記載されている）　１面
８月10日　毎日新聞（名古屋）　余禄　（ドイツ展を観たことが記載されている）　２面
８月10日　毎日新聞（北九州）　余禄　（ドイツ展を観たことが記載されている）　３面
８月11日　東京新聞　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好150年の歴史─」　15面　　※パブリシティ
８月11日　毎日新聞（東京）　博物館ガイド　ドイツと日本を結ぶもの
８月12日　読売新聞　日独交流150年の企画展　19面
８月12日　読売新聞（大阪）　日独交流150年の企画展
８月12日　読売新聞（札幌）　日独交流150年の企画展
８月12日　読売新聞（名古屋）　日独交流150年の企画展
８月12日　読売新聞（高岡）　日独交流150年の企画展
８月12日　読売新聞（福岡）　日独交流150年の企画展
８月18日　毎日新聞（東京）　博物館ガイド　ドイツと日本を結ぶもの
８月18日　毎日新聞（千葉版）　日独修好150年歴史展　佐倉の国立歴史民俗博物館　国内初公開資料も
８月18日　毎日新聞（千葉西北版）　日独修好150年歴史展　佐倉の国立歴史民俗博物館　国内初公開資料も
８月19日　朝日新聞　夕刊　 企画展示「ドイツと日本を結ぶもの」　５面　帯記事　【美術館博物館】，特集展示「印

籠」・伝統の朝顔　５面　【ミュージアムガイド】　※有料掲載
８月20日　信濃毎日新聞（長野）　東京ぐるりナビ　企画展　ドイツと日本を結ぶもの
８月25日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　25面　帯記事　【博物館ガイド】
８月27日　東京新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　23面　　帯記事　【美術館・博物館】
８月30日　千葉日報（千葉）　９月のこよみ山の流行服，ドイツと日本を結ぶもの，伝統の朝顔
９月１日　毎日新聞　ドイツと日本を結ぶもの-日独修好150年の歴史-　　24面　帯記事　【博物館ガイド】
９月２日　朝日新聞　夕刊　ドイツと日本を結ぶもの　日独修好150年の歴史　　５面　帯記事　【美術館博物館】
９月２日　朝日新聞（新潟版）　美術館・博物館　ドイツと日本を結ぶもの
９月２日　朝日新聞（長野版）　美術館・博物館　ドイツと日本を結ぶもの
【テレビ・ラジオ】
７月19日　ＮＨＫ　イツと日本を結ぶもの　日曜美術館アートシーン
８月13日　チバテレビ　イツと日本を結ぶもの　チバテレNews600・930
８月26日　ＮＨＫラジオ第一　イツと日本を結ぶもの　ＮＨＫジャーナル

７．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・准教授（法制史）
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　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 本館・館長（日本近世史）
○大久保純一 本館研究部・情報資料研究系・教授（日本近世絵画史）
　原山　浩介 本館研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）
　樋口　雄彦 本館研究部・歴史研究系・教授（日本近代史）
　福岡万里子 本館研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）
　荒川　章二 本館研究部・歴史研究系・教授（日本近現代史）　〔以上館内〕

「大久保利通とその時代」
2015年10月６日～12月６日（54日間）

１．展示趣旨

　当館が所蔵する大久保利通関係資料を広く紹介することを目的とする。この資料群は1995から1997年度にかけて
購入された分，2002年と2014年に寄贈された分から成るが，いずれも大久保利通とその子孫が残した歴史資料であ
る。その一部である3，053点は2004年６月に国の重要文化財に指定された。
　「維新の三傑」と称されるように，大久保利通が西郷隆盛・木戸孝允とならぶ明治維新の最大の功労者であり，
明治国家の建設に大きな役割を果たしたことは言うまでもない。奇しくも当館には木戸家資料も所蔵されており，
明治維新やその後の日本近代史を研究する上で重要なコレクションが二つもそろっていることになる。
　ところが，これまで当館では展示という形でこの大久保利通関係資料を全面的に公開する機会がなかった。多く
が書簡を中心とした文書資料であり，展示には適していないという側面もあったためであろう。今回，視覚に訴え
にくい地味な文書資料であっても，あくまでも内容に含まれる歴史的価値に重点を置き，思い切って展示を試みる
こととした。
　また，2015年には大久保家から新たな資料が寄贈されるに至ったが，その中には利通に関わる既刊の基礎的文献
（『大久保利通日記』『大久保利通文書』『大久保利通関係文書』等）に洩れていた資料があり，速報的にそれらの
存在を公開することも有意義であると考えた。

２．展示構成と主な展示資料等

第１コーナー　薩摩で育まれたもの
　伊達宗城宛島津斉彬書簡（安政５年６月11日），島津久光書幅など
第２コーナー　藩士・志士・策士の顔
　 生麦事件について記した大久保利通日記（文久２年８月21日条），大久保利通宛西郷隆盛書簡（元治元年７月９日），

大久保利通使用の陣笠など
第３コーナー　維新官僚として
　大久保利通宛木戸孝允書簡（明治３年12月７日），東幸の際に下賜された扇（明治元年）など
第４コーナー　外交手腕の発揮
　岩倉具視宛大久保利通書簡（明治７年１月29日），『使清弁理始末』（明治８年）など
第５コーナー　国家建設の指導力
　 河瀬秀治宛大久保利通書簡（明治９年９月９日），「内務卿大久保利通印」印鑑，東北巡幸先発の功に対し下賜さ

れたガラス製燭台など
第６コーナー　盟友西郷隆盛との訣別
　大久保利通宛伊藤博文書簡（明治８年２月11日），勲一等旭日大綬章など
第７コーナー　家庭にて
　東京から鹿児島の妻子にあてた大久保利通書簡（明治４年８月24日），大久保利通が使用した碁石など
第８コーナー　その死と追悼
　暗殺時に所持していたため血痕が付いた書簡封筒，キヨソネ画大久保利通肖像（明治12年）など
第９コーナー　息子たちによる顕彰
　大久保利和・牧野伸顕・大久保利武の写真など
第10コーナー　小松帯刀とその資料
　島津久光上洛の供を命じる小松帯刀宛辞令（文久２年２月）など
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３．刊行物

展示図録『大久保利通とその時代』（Ａ４版　148頁）
解説シート（A４判　４頁）

４．関連行事

第383回　歴博講演会　「大久保利通資料に関するあれこれ」11月14日（土）樋口雄彦
ギャラリートーク　10月17日（土），31日（土），11月７日（土）

５．成果と課題

　既刊の書籍に掲載され研究上はよく知られた史料であっても実物が目に触れる機会がほとんどなかった大久保利
通関係資料について，全面的な展示・公開を実施することができた。また，大久保家から新たに寄贈された資料に
は従来知られていなかったものが含まれ，いち早くそれらの存在を公にすることができた。
　展示資料には文書が圧倒的に多いため，その他の資料，すなわち物品・書幅・絵画・写真なども少ないながらも
できるだけ組み合わせて各コーナーをつくるようにした。しかし，文書資料が主体であることには変わりはなく，
見栄えという点では一般受けはしなかったかもしれない。文書資料とくに書簡については，展示スペースや労力の
関係から，キャプションとは別に全文の翻刻や読み下し，現代語訳を提示することはしなかったが，観客からはそ
のことを要望する声が聞こえた。また，資料そのものの紹介に重きを置いたこともあり，時代背景を理解してもら
うための解説パネルや写真パネル，図表パネルの数，映像などによる展示上の工夫も少し足りなかった。
　そもそも大久保利通関係資料は，旧蔵者の意向によって当館と鹿児島県歴史資料センター黎明館とに分割収蔵さ
れた経緯があり，大久保利通の足跡や彼が残した資料の全体像を示すためには両者を合わせることが必要であった
が，今回はあくまで当館の所蔵分のみを使用したため，大久保の生涯と業績を説明する上ではどうしても不足した
部分が生じてしまった。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　NHK，チバテレビ，ケーブルネット296，チャンネルさくら
【新聞・雑誌】
歴史研究，歴史秘話，歴史群像，美術の窓，日経サイエンス，博物館研究，ぐるっと千葉，一個人，月刊書道界，
両毛新聞，新美術新聞，ちばの博物館，房総ファミリア新聞，日本教育新聞，週刊芸術新聞，美じょん新報，聖教
新聞，しんぶん赤旗，京成らいんほか

７．展示プロジェクト（◎：代表，○：副代表）
　田中　正弘　國學院大学栃木短期大学　教授
○福岡万里子　本館研究部・准教授
◎樋口　雄彦　本館研究部・教授

「万年筆の生活誌─筆記の近代─」
2016年３月８日～５月８日（62日間）

１．展示趣旨

　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ることとした。
　第１部では，明治になって輸入された万年筆が人びとをとらえ，やがて国産化されていった過程について，その
技術に目配りしながら展示を試みた。
　第２部では，近代の暮らしのなかで万年筆がは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などについて取りあげた。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確認し，
万年筆にこめられた人びとの思いや意識を掘り起こすよう努めた。
　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，万年
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筆をめぐる文化を，歴史のなかで再考することを目標とした。

２．展示構成

展示のあらまし（構成）
〔第１章〕「日本の万年筆とその技」
1-1 日本の万年筆のあゆみ
1-1-1 輸入された万年筆
1-1-2 初期国産万年筆
1-1-3 国産万年筆の展開
1-2 日本の万年筆の技
1-2-1 ろくろとその技
1-2-2 蒔絵万年筆
1-2-3 さまざまな工夫
〔第２章〕「万年筆と日本の近代」
2-1 万年筆の時代
2-1-1 大衆化した万年筆
2-1-2 店頭風景
2-1-3 店頭の道具
2-2 万年筆と近代の制度
2-2-1 外交の舞台で
2-2-2 教育の場で
2-3 万年筆と暮らし
2-3-1 手紙・日記を綴る
2-3-2 携行する
2-3-3 記録する
2-3-4 所有する喜び
エピローグ　「書く」を問う

３．主な展示資料

プロローグ　日本の文字と筆記
矢立 国立歴史民俗博物館
硯と硯箱 国立歴史民俗博物館
筆 国立歴史民俗博物館
木簡（長岡京跡出土品　複製） 国立歴史民俗博物館
漆紙文書（秋田城跡出土品　複製） 国立歴史民俗博物館
漆紙文書（下野国府出土品　複製） 国立歴史民俗博物館
墨書土器（八千代市村上遺跡出土品　複製） 国立歴史民俗博物館
矢立 国立歴史民俗博物館
古代の硯 国立歴史民俗博物館
陶磁器製の硯箱 国立歴史民俗博物館
御成敗式目 国立歴史民俗博物館
局用鉛筆（複製） 三菱鉛筆
シャープペンシル（ローレツ） 山形市教育委員会
シャープペンシル（正岡子規） 一般財団法人子規庵保存会

第１章　日本の万年筆とその技
オノト ショーケース 個人
ウォーターマン ショーケース 個人
オノト　丸善の広告 個人
オノト万年筆 個人
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ウォーターマン万年筆 個人
スワン万年筆看板 個人
サンエスペンケース 国立歴史民俗博物館
丸善の万年筆カタログ 個人
長谷川天渓『萬年筆』 個人
オリオン（デ・ラ・ルー） 個人
アルビオン（丸善） 個人
スワン万年筆 個人
スワン万年筆カタログ 個人
サンエス万年筆 国立歴史民俗博物館
サンエス万年筆の広告 個人
故 阪田久五郎翁略傳 セーラー万年筆
セーラー万年筆 個人
セーラー万年筆 セーラー万年筆
提灯 国立歴史民俗博物館
セーラー万年筆広告 個人
電飾 セーラー万年筆
セーラー万年筆カタログ（大正一三年） 個人
セーラー万年筆カタログ（昭和前期か　旧岡本俊久氏コレクション） 国立歴史民俗博物館
セーラー万年筆カタログ 個人
セーラー万年筆カタログ（昭和前期） セーラー万年筆
セーラー万年筆カタログ（昭和九年） セーラー万年筆
パイロット万年筆 個人
パイロット万年筆 国立歴史民俗博物館
パイロット絵葉書（伺い状） 個人
パイロットインキポスター 個人
パイロット万年筆ポスター 個人
パイロットカタログ（昭和初期か） 個人
パイロット使用説明書（Ａ型，Ｐ型，Ｏ型） 個人
パイロット使用説明書（Ｔ型） 個人
パイロット工場の作業風景 個人
パイロット「星合わせ」の構造図 個人
パイロット修理器具一覧表 個人
プラチナ万年筆 国立歴史民俗博物館
説明書 プラチナ万年筆
説明書 プラチナ万年筆
包装紙 プラチナ万年筆
看板 個人
プラチナ看板 個人
プラチナ販売促進品 国立歴史民俗博物館
中屋商報（プラチナ）創刊号　一九三五　 プラチナ万年筆
中屋商報（プラチナ）第三号　一九三五　 プラチナ万年筆
中屋商報（プラチナ）第七号　一九三六　 プラチナ万年筆
カタログ中屋製作所（プラチナ）一九四〇　 プラチナ万年筆
ＷＥＬＬ万年筆とスポイト 国立歴史民俗博物館
ＨＨＨ万年筆 国立歴史民俗博物館
Ｍｏｒｉｓｏｎ万年筆 国立歴史民俗博物館
ＫＩＬＯＴ万年筆 国立歴史民俗博物館
メーカー不明万年筆 国立歴史民俗博物館
資生堂万年筆 国立歴史民俗博物館
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三越万年筆 国立歴史民俗博物館
そごう万年筆 国立歴史民俗博物館
大丸万年筆 国立歴史民俗博物館
高島屋万年筆 国立歴史民俗博物館
松坂屋万年筆 国立歴史民俗博物館
松屋万年筆 国立歴史民俗博物館
丸善万年筆 国立歴史民俗博物館
伊東屋万年筆 国立歴史民俗博物館
篠崎インキポスター 個人
三越雑貨目録 個人
富士製作所カタログ 個人
兒島隆昌堂カタログ 個人
ウェルチラシ
金龍寺の奉納額（プラチナ万年筆［中屋製作所］） 金龍寺
万年筆製作用ろくろ（酒井栄助氏旧蔵・旧岡本俊久氏コレクション） 国立歴史民俗博物館
ろくろ用の椅子 国立歴史民俗博物館
ウマ（旧岡本俊久氏コレクション） 国立歴史民俗博物館
ろくろ用具（旧岡本俊久氏コレクション） 国立歴史民俗博物館
すき間ゲージ（酒井栄助氏旧蔵・旧岡本俊久氏コレクション） 国立歴史民俗博物館
親王講の名簿　 個人
合子（勝田精一） 個人
銘々皿（朝倉行洋） 個人
パイプ（朝倉行洋） 個人
合子（朝倉行洋） 個人
銘々皿（朝倉行洋） 個人
パイプ（朝倉行洋） 個人
蒔絵万年筆 個人
蒔絵万年筆 国立歴史民俗博物館
「インキ止め」の構造図 個人
プラチナ　オネスト60の説明書　 プラチナ万年筆
セーラーデラックスの説明書　 セーラー万年筆蔵
キャップレス式万年筆　パイロット 国立歴史民俗博物館
キャップレス式万年筆　プラチナ 国立歴史民俗博物館
琺瑯看板 国立歴史民俗博物館
絵葉書 個人
各社の広告 国立歴史民俗博物館
販売店の広告 国立歴史民俗博物館
セールスマンバッグ・運搬用箱 国立歴史民俗博物館
伺い状（パイロット） 個人
個箱 個人
ポスター（スペースマン） 個人
セルロイド万年筆 個人
セルロイド万年筆 国立歴史民俗博物館

第２章
写真・万年筆専門店の店頭（弘前市　平山萬年堂　大正期） 個人
写真・万年筆専門店（仙台市　大橋堂　一九三二年） 個人
写真・万年筆専門店の店頭風景（長崎市　マツヤ万年筆病院） 個人
写真・万年筆専門店の巨大な看板（名古屋市　三光堂　一九二八年） 個人
写真・万年筆専門店（鳥取市　万年筆博士　昭和期） 個人
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はっぴ 個人
看板（弘前市　平山萬年堂） 個人
看板（長崎市　マツヤ万年筆病院） 個人
ポスター（津山市　ペンショップたつや） 個人
店頭ディスプレイ（宮崎市　ペンドック健康堂） 個人
試し書き用インキ瓶 個人
ろくろ（サンエー（福岡市）旧蔵） 国立歴史民俗博物館
銀行のしおり 個人
国勢調査用万年筆 個人
蒔絵万年筆 外務省外交史料館
万年筆 外務省外交史料館
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約（昭和二六年九月八日署名） 外務省
有田焼万年筆 セーラー万年筆
大学講義ノート（昭和二二～二五年，東京大学文学部での講義） 個人
塚本学の万年筆 個人
尾形家葉書 個人
結婚式写真 個人
吉田家の日記帳 個人
塚本学の日記帳 個人
『歴史手帳』を利用した塚本学の日記 個人
軍事郵便絵葉書 個人
遺影（久野孝次） 個人
沖縄戦没者の万年筆 沖縄県
戦艦陸奥乗組員の万年筆 周防大島町
大濱信泉の万年筆 石垣市
大濱信泉の自筆原稿 石垣市
清棲幸保の万年筆 那須塩原市
柳田國男の万年筆と著作 個人
宮本常一の万年筆 周防大島文化交流センター
宮本常一のフィールドノート 周防大島文化交流センター
向山雅重の万年筆 宮田村教育委員会
向山雅重のフィールドノート 宮田村教育委員会
万年筆を持つ向山雅重（写真） 宮田村教育委員会
岩淵達治の万年筆 個人
岩淵達治の自筆原稿 個人
岩淵達治の自筆ノート 個人
越家の万年筆 須坂市
万年筆・旺文社の学年別雑誌『中一時代』の年間予約プレゼント セーラー万年筆
万年筆・旺文社の学年別雑誌『中一時代』の年間予約プレゼント Pen and message.
加藤浪夫『ネーム彫刻法』，一九三五年 個人
名入れされた万年筆の軸 個人
名入れ用の彫刻刀 個人
名入れに用いる金泥 個人
名入れ機（グラボーグラフ）　福岡サンエー旧蔵 国立歴史民俗博物館
字板　福岡サンエー旧蔵 国立歴史民俗博物館
ポスター 杉本壽明
幟 杉本壽明
刻印機 個人
彫刻刀 個人
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エピローグ　「書く」を問う
さだまさし「黄昏アーケード」色紙　１点 株式会社まさし

３　刊行物

展示図録（Ａ４判　192頁）
展示解説シート（Ａ４版４頁），広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

歴博講演会
　「万年筆の魅力」小池淳一　2016年４月11日（土）　（２回）　場所：ガイダンスルーム
歴博フォーラム
　「万年筆が拓いた時代：万年筆の生活誌に向けて」（総合司会：重信幸彦）
　　Ⅰ　万年筆，再び
　　　講演１　「人と道具の現在─万年筆をめぐって」松田睦彦
　　　講演２　「社会の変化に躊躇ってみるということ」中谷宗平
　　Ⅱ　かつて，万年筆の時代があった
　　　講演３　「近代における文字の書きようの変遷」佐藤健二
　　　講演４　「日常必需品としての万年筆　その１　─万年筆の記憶と語り─」島村恭則
　　　講演５　「日常必需品としての万年筆　その２　─近代史料に見る万年筆─」武井基晃
　　　公開インタビュー　「証言：ある万年筆の現場」新倉信義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聞き手：重信幸彦・小池淳一
ギャラリートーク
　３月12日，３月26日，４月23日，５月１日，５月３日（全て　小池淳一）
体験講座
　いろいろな万年筆で書いてみよう
　　　日時：３月８日～５月６日　　場所：たいけんれきはく
　万年筆組み立て講座
　　　日時：４月２日，４月30日　場所：ガイダンスルーム

５．成果と課題

　万年筆を切り口に筆記の近代化を考えるというかなり特殊なテーマであったが，展示の意図は充分に伝わったよ
うに思われる。万年筆そのもの以外に関連するカタログや看板，製作道具や製作過程の映像，蒔絵の精細な拡大画
像，関連作品・工程，万年筆で書かれた資料などを提示することで，単なる万年筆の変遷ではなく，生活における
位置づけや意味について振り返ることができ，万年筆と使用とそれを支える技を生活文化のなかで定位することが
できた。
　反省すべきなのは，展示資料のデータの検討が不十分で多くの資料の年代表記が欠けていたことで，アンケート
でも多数の指摘があり，今後の課題として重く受け止めたい。またペン先を鑑賞したいとの希望も多く寄せられ，
展示替等で対応したが，それでも不充分という印象はぬぐえなかった。また資料保護のために照明を極端に抑える
展示ケースを採用したが，これに対しても理解を示す声の一方でやはり不満が多かった。写真パネル等で対応する
ことをこれからは考えたい。
　万年筆をテーマにした国内で最初の展示であったために，展示オープンまでに種々のハードルがあり，それを展
示係や写真室の協力があって乗りこえることができた。図録も内容や納期に問題が少なくなかったものの，意外に
好評を得たのは，編集の成果というよりも素材の持つ力によるものと考えている。展示室の基調色をＡ，Ｂそれぞ
れで分けたことや，照明に対してもそれなりの時間をかけて配慮したことで，展示方法として一定の水準を守るこ
とができたものと考える。
　アンケート用紙の質問文を手書きにし，万年筆で記入するという方式にしたこと，関連グッズの販売も結果的に
連動したことなど，広報サービス室・振興会の力添えも本企画展示に対する観客の印象を良くした。

６．マスコミでの取りあげ

【TV・ラジオ】
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TOKYO MX，チバテレビ，ケーブルネット296，チャンネルさくら，J-WAVE
【新聞・雑誌】
朝日新聞３/２・３/９・３/16・３/23，産経新聞３/２・４/18，毎日新聞３/８・３/15・３/22，読売新聞４/26，
日本経済新聞１/21，千葉日報２/29・３/３・３/19・４/９，東京新聞３/３，山口新聞３/３，デーリー東北３/４，
河北新報３/４，下野新聞３/７，上毛新聞３/８，陸奥新報３/13，埼玉新聞３/17，月間文具，日刊両毛新聞，歴
史人，日本歴史，子供の科学，週刊芸術新聞，定年時代，ぐるっと千葉，日経サイエンス，博物館研究，ちばの博
物館，船橋よみうり，AXIS，趣味の文具箱，ミセス，MEN'S NON NO，我ら学び隊，あそび百科じてん，
DANA，京成らいん，ちば民報，聖教新聞，房総ファミリア新聞ほか

７．展示プロジェクト委員

　佐藤　健二　東京大学大学院人文社会系研究科
　島村　恭則　関西学院大学社会学部
　重信　幸彦　東京理科大学
　武井　基晃　筑波大学人文社会系
　中谷　宗平　学識経験者
　新倉　信義　学識経験者
　青木　隆浩　本館研究部民俗研究系
〇川村　清志　本館研究部民俗研究系
◎小池　淳一　本館研究部民俗研究系
　鈴木　卓治　本館研究部情報資料研究系
　日高　　薫　本館研究部情報資料研究系
　松田　睦彦　本館研究部民俗研究系

［くらしの植物苑特別企画］

「季節の伝統植物」

春：伝統の桜草　　　　2015年４月14日（火）～５月６日（水振）（23日間）
夏：伝統の朝顔　　　　2015年７月28日（火）～９月13日（日）（48日間）
秋：伝統の古典菊　　　2015年11月３日（火祝）～11月29日（日）（27日間）
冬：冬の華・サザンカ　2015年12月１日（火）～2016年１月31日（日）（62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，「桜草レスキュー─伝統の桜草を守る─」をテーマとして，江戸時代から続く園芸品種が減少し
てきている現状を紹介するとともに，品種を保存するために必要なことをパネルで解説した。併せて，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，2015年に収集予定の新花も展示した。
　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，
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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「朝顔の系統保存の歴史」をテーマとし，変化朝顔
ブームの去った明治初期に小さな愛好会ができて，大輪から乱菊，出物へと人気が移っていった様子と，戦後に国
立遺伝学研究所が各地の愛好会から様々な品種を収集した経緯，さらには同所が変化朝顔を栽培しなくなってから
1990年代に九州大学で復活させて現在に至った状況をパネルで解説するとともに，九州大学から新たに寄贈を受け
た変化朝顔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2000年より展示し，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「菊を広めた人々」をテーマとして，もともと武家の年
中行事に用いられていた菊を，文化・文政期に巣鴨の植木屋が大衆向けに広めていったこと，栽培書が写本によっ
て地域的に広がっていき，菊の栽培方法が定型化していった様子を解説した。
　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
「サザンカの系統保存」をテーマとして，同じツバキ科に属するツバキとサザンカの関係や，サザンカの系統が現
在まで伝えられてきた文化的背景，またその記録として残されてきた様子について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25日（土）：第193回「日本の桜草栽培史」山原　茂（浪華さくらそう会会長）
８月23日（土）：第197回「朝顔の系統保存の歴史」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院）
11月28日（土）：第200回「参勤交代と菊作りの広がり─八戸藩を事例に─」岩淵令治（学習院女子大学）
12月19日（土）：第201回「サザンカの系統保存」箱田直紀（元恵泉女学園大学）
　苗の有償頒布〔桜草：４月14日（火）～５月６日（水振），朝顔：６月27日（土）・７月25日（土）・７月28日（火），
菊：10月24日（土）・11月３日（火祝）・11月28日（土），サザンカ：11月28日（土）・12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。また，今年度はまず春の「伝統の桜草」で，江戸時代から
続く園芸品種が減少してきている現状とその維持のために保存会がおこなっている活動内容を紹介した。夏の「伝
統の朝顔」では，江戸時代以降に３度あった朝顔ブームの中で最後の大輪ブームを取り上げ，そのブームが去った
後に今日まで変化朝顔の系統が受け継がれてきた経緯を紹介した。秋の「伝統の古典菊」では，文化・文政期に菊
栽培を大衆化させた植木屋の役割と，その栽培方法を定型化させるのに貢献した栽培書の写本について解説した。
最後の「冬の華・サザンカ」ではツバキとサザンカの遺伝的な関係や絵葉書などでサザンカの記録が残されてきた
様子を紹介した。そして，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，植物学
と歴史学の基礎研究を融合させた成果を公表した。
　また，本年度はくらしの植物苑開苑20周年を迎えたため，４月29日（水）～５月６日（水）を入苑無料とし，記
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念行事として20年を振り返るパネルを展示するとともに，４月30日（木）に特別観察会を開催し，開苑時からくら
しの植物苑の事業の中心的な役割を果たしてきた辻誠一郎氏を招き，「くらしの植物苑の楽しみ方」というタイト
ルで話をしていただいた。無料入苑期間中は苑内で採れた種子を無料配布していたこともあって，5,326人という
大勢の来苑者があった。
　さらに，10月３日（土）には第97回歴博フォーラム「人と植物の文化史―くらしの植物苑がみせるもの―」を歴
博講堂で開催し，215人もの多くの参加者に参加していただいた。アンケート調査の結果もよく，今まで以上にく
らしの植物苑への関心をもっていただけたと考えている。そして，最後にこれまで要望の多かった『伝統の古典菊』
の図録をフォーラムの開催に合わせて刊行した。
　本年度は開苑以来最大と思われる多くの来苑者があり，開苑20周年記念事業は多くの成果をあげて終了した。

５．マスコミでの取り上げ

［伝統の桜草］関連
チバテレビ，千葉日報４/８，４/９，東京新聞４/17，毎日新聞４/25，園芸通信４月号，花弁園芸新聞，新美術
新聞，フローリスト５月号，船橋よみうり，週刊芸術新聞，ぐるっと千葉，ランドスケープデザインほか

［伝統の朝顔］関連
NHK千葉放送局７/23，チバテレビ７/30，成田ケーブルテレビ，ケーブルネット296，千葉日報６/29・７/25・
８/14・８/30，産経新聞７/24，東京新聞７/30・８/21，読売新聞８/14，JALグループ機内誌SKYWARD７月号, 
園芸通信７月号，趣味の園芸８月号，花弁園芸新聞，新美術新聞，フローリスト８月号，博物館研究，あさひふ
れんど千葉，船橋よみうり，amica，UKIUKI７/31号，週刊芸術新聞，ぐるっと千葉，ランドスケープデザイン
ほか

［伝統の古典菊］関連
NHK総合11/10，チバテレビ11/３，毎日新聞11/２，読売新聞11/13，千葉日報11/５，園芸通信12月号，週刊芸
術新聞，プランツ＆ガーデン，月刊新松戸，歴史研究，博物館研究，週刊芸術新聞，あさひふれんど千葉，趣味
の園芸８月号，花弁園芸新聞，新美術新聞，フローリスト，船橋よみうり，ぱど柏ほか
ほか

［冬の華・サザンカ］関連
チバテレビ12/３，チャンネルさくら，朝日新聞12/８，千葉日報11/29，12/９，園芸通信12月号，プランツ＆ガー
デン，花弁園芸新聞，週刊芸術新聞，博物館研究，歴史研究，日経サイエンス，ぐるっと千葉，子供の科学，月
刊新松戸，ぱど柏，amica，StaD，うかたまほか

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

「印籠」
2015年７月28日（火）～８月30日（日）

１．展示趣旨

　2013年度に4000点弱にのぼる根付・印籠のコレクション（H-1869）を受贈したが，この中には約300点の印籠が
含まれる。今回の特集展示は，これらの中から展示可能なものを選び，本館が以前から所蔵している牧野義一印籠
コレクションとあわせて公開することによって，通常の総合展示では展示することのできない歴博の近世資料の豊
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かさを示すことを目的とする。
　また，印籠は，武家や裕福な町人男性が佩用する携帯用の薬入れとして，近世初期から急速な流行をみたが，当
初より装身具としての機能が重視され，高度な工芸技術を駆使した装飾がほどこされた。展示においては，多様な
素材や工芸技術，ウィットに富む装飾デザインなどを解説しつつ，都市を中心に華開いた豊かな生活文化を浮き彫
りにする。

２．展示資料

　H-1869 根付・印籠コレクション（316点のうち）
　H-1078 牧野義一コレクション（50点のうち）
　H-618 森玄黄斎著『印籠譜』（享保２年刊・復刻本）
　　　　 稲葉新右衛門著『装剣奇賞』（天明元年刊）
　H-1049 輪舞遊楽図屏風　四曲一双（135×276） など約120点

３．関連行事

展示解説会　７月28日（火）14時～

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

　印籠106点，根付・緒締を各数10点のほか，印籠・根付関連の資料を展示し，そのうち9割以上が初公開の資料で
あった。展示の趣旨は，受贈資料の公開であったが，印籠を通じて，江戸時代から明治時代の各種の工芸技術や意
匠の豊かさを示すことができ，来館者の反応は良好であった。
　印籠・根付に関しては，偽銘を入れたものや，後世の土産物レベルのものなどがコレクションの中に含まれてい
るため，これらをどのように区別するかが問題となる。今回の展示では，印籠とセットで受け入れた根付資料の中
にこの種のものが若干含まれており，一部の見識のある観覧者からの指摘があった。いままで，セットで受け入れ
た印籠と根付については，根付を入れ替えることはあえておこなってこなかったが，今後の検討課題である。

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・雑誌】
日本経済新聞６/18，千葉日報７/25・８/27，東京新聞８/７，８/13，毎日新聞８/15，ぐるっと千葉，博物館研究，
新美術新聞，あさひふれんど千葉，月刊書道界，船橋よみうり

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎日高　　薫　　本館研究部・教授

「泥絵と江戸の名所」
2015年10月20日（火）～11月23日（日）

１．展示趣旨

　泥絵は江戸末期に多数制作された民衆的絵画で，顔料に胡粉を混ぜた安価な泥絵や化学顔料のブルシアンブルー
の使用などにより，やや油彩画（油絵）に近い印象を与える。泥絵が生まれるきっかけとなったのは，18世紀末か
ら19世紀初期にかけての司馬江漢や亜欧堂田善らの洋風画家の活躍である。江漢や田善はエッチングを制作するか
たわら油彩画も試みていたが，泥絵はその画趣を泥絵で真似たものである。
　泥絵の主題として選ばれるのは，日本各地や江戸の名所であるが，後者の場合，大名屋敷を描いたものが多い。まっ
すぐで長い塀が続く屋敷の外観が透視図法的な視覚で空間の奥行きを出すのに適していたからだが，武家の都であ
る江戸の町において，豪壮な外観を持つ大名屋敷が，一種「名所」としても認識されていたのも事実である。
　今回の特集展示では当館が所蔵する50枚組の「江戸及び諸国名所泥絵集」から，大名屋敷など江戸の名所を描く
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ものを中心に選ぶとともに，泥絵としては珍しく「司馬口雲坡」の署名を持つ「江戸城堀端図」なども展示する。
また，泥絵以外のものとして，大名屋敷ばかり描く異色の錦絵（多色摺の浮世絵版画）シリーズである広重の「江
都勝景」など，江戸の名所を描く関連資料も展示する。

２．展示資料

　泥絵　江戸城堀端図（H-1644-1）
　泥絵　霞ヶ関図（H-1644-2）
　江戸及び諸国名所泥絵集（H-1746）
　歌川広重　江都勝景（H-22-30）

３．関連行事

展示解説会　10月20日（火）　11時～

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

　平成19年の企画展「西のみやこ　東のみやこ」で一部を展示した以外にはほとんど館内で展示されることのなかっ
た館蔵の泥絵を相当点数展示し，それと呼応する広重等の錦絵も併せて展示することで，館蔵資料の活用をはかる
ことができた。略地図の上に描かれた場所を提示することで，観覧者の理解を促進することができたとともに，大
名屋敷を描く泥絵の視点を正確に把握することができ，将来の第３展示室の改善の資源とすることが期待される。
ただ，現在の東京ではどの場所にあたるのかなどを，現代の地図や写真でもって比較することをすれば，なおわか
りやすかったと思われる。

６．マスコミの取り上げ

【TV】
チバテレビ
【新聞・雑誌】
東京新聞，ぐるっと千葉，週刊芸術新聞，ランドスケープ・デザイン，船橋よみうり，日経サイエンス，博物館研
究，UKIUKI，ちいき新聞，房総ファミリア新聞

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎大久保純一　本館研究部　教授

「和宮ゆかりの雛かざり」
2016年２月23日（火）～４月３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
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　有職雛（直衣雛）
　御所人形　孝明天皇遺物など13躯
　三ツ折人形　孝明天皇遺物のうち２躯
　須磨明石図屏風
　狗張子
　牡丹唐草文蒔絵雛道具　　など約100点

３．関連行事

展示解説会　２月23日（火）11時～　・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。例年の展示のための出し入れの結果，雛道具類に若干の傷みが目立ってきたため，今後は隔年
ペースの展示計画で公開していきたい。また，傷んだ資料の修復についても検討する。

６．マスコミでの取り上げ

【TV・ラジオ】
　チバテレビ，ケーブルネット296，チャンネルさくら，NHK-FM，
【新聞・雑誌】
東京新聞２/26，朝日新聞，毎日新聞，読売新聞， StaD，こうほう佐倉，ふれあい毎日，レディブティック，博物
館研究，月刊書道界，エリート情報，あさひふれんど，アミーカ，広報たこ，そめとおりほか

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「山の流行服」
2015年３月10日（火）～2015年９月６日（日）

１．展示趣旨

　山村では，昭和30年代に入ってから既製服が定着していくが，それ以前までは山仕事をするための丈夫な植物繊
維を材料とした野良着や，豪雪に耐えるための防寒具，雪道を歩くための履き物などが自製された。また，山村に
限られたことではないが，直線的に裁断された衣服は，解体されては作り直されて，長く使用された。ただし，そ
れらの自製していた服飾類も，木綿やゴムの普及，立体裁断の導入，仕事の変化などによって大正時代から少しず
つ変わってきた。
　館蔵資料「石川県白山麓山村生活用具」（F-12）は，そのような山村における服飾類の近現代史を表現するのに
たいへん適した資料群である。それは，収集者の伊藤常次郎氏が，単にその服飾類を集めただけでなく，数十年に
わたるフィールドワークの経験を活かして，繊維の加工方法から衣服の織り方，身につけ方までを自ら習得し，記
録として残していったからである。そこで，この特集展示では，「石川県白山麓山村生活用具」を中心としつつ，
同じく豪雪地帯の服飾類をコレクションした「青森県の衣生活用具」（F-7）で必要な資料を補足して展示を構成
した。また，山村の服飾類について数多くの研究成果を残した宮本馨太郎の映像・画像資料を用いて，着こなし方，
身につけ方などをビジュアルに紹介した。

２．展示構成と展示品

Ⅰ．衣服や履物の材料
　藤の皮（F-7-1237-2）
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　シナ（F-7-1237-3）
　ミノギ（F-12-988），ほか２点
Ⅱ．雪道を歩く
　ユキワラジ（F-12-92）
　ユキブクリ（F-12-99）
　シャナガミ（F-12-96）
　マタウソ（F-12-97）
　キビシアテ（F-12-62），ほか５点
Ⅲ．衣服の変遷
第１期：冬を過ごす　３月10日（火）～５月６日（水）
　ドオブク（F-12-9）
　ハンチャ（F-12-10）
　ノノコ（F-12-8）
　ソデナシ（F-12-34）
　フカグツ（F-12-106），ほか12点
第２期：町に出る　５月８日（金）～７月５日（日）
　アワセ（F-12-6）
　カナザックリ（F-12-20）
　ノノザックリ（F-12-23）
　ユキバカマ（F-12-42）
　タッツキ（F-12-40），ほか10点
第３期：山で働く　７月７日（火）～９月６日（日）
　イラザックリ（F-12-21）
　サックリモモヒキ（F-12-35）
　シマのミジカベ（F-12-14）
　コテ（F-12-58）
　キャハン（F-12-60），ほか10点
Ⅳ．履物の用途と製作用具
　ワラジ（F-12-91）
　アシナカ（F-12-78）
　モッコゾウリ（F-12-86）
　クツバリ（F-12-1002）
　フカグツの型（F-12-1007），ほか10点
Ⅴ．民俗学の服飾研究
　宮本馨太郎撮影写真（宮本記念財団提供，パネル）
　宮本馨太郎制作映像（「片品川に沿うて」など）

３．関連行事

展示解説会　2014年３月10日（火）13:30～
　解説：青木　隆浩　本館研究部・准教授　　内田　順子　本館研究部・准教授

４．刊行物

　解説シート，ポスター，チラシ

５．成果と問題点

　この展示は，機構連携研究「近現代の生活と産業変化に関する資料論的研究」（研究代表者：青木隆浩，2010～
2014年）による研究成果の一部として公開したものである。この研究会では，おもに石川県の金沢市周辺と白山麓
地方という都市と山村の生活資料を対象として，来歴調査，政治・経済的調査，素材分析，保存手法を検討するも
のであったが，その過程で今回の特集展示で取り上げた「石川県白山麓山村生活用具」の収集者である故・伊藤常
次郎氏という民具収集家の存在を知った。そして，彼の足跡を知ることになったことが，この特集展示につながっ
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た。資料の来歴調査をできたことで，資料１点１点に関する細かな解説が可能となり，来館者からも好評を得たと
実感している。
　ただし，悔しまれるのは，伊藤氏のコレクションが当館以外にも，加賀市や小松市，白山市で残されていること
に気づきながらも，そのような全体像の中に今回の展示をうまく位置づけられなかったことである。加賀市と小松
市の資料調査をするには多大な時間がかかるので，それが可能なだけの外部資金や共同研究経費が獲得できた時に
は，あらためて館蔵の「石川県白山麓山村生活用具」の位置づけを再検討してみたい。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　チバテレビ
【新聞・雑誌】
日本経済新聞２/21，毎日新聞３/12，朝日新聞，千葉日報，東京新聞，船橋よみうり，ソノコト，ぐるっと千葉，
京成らいん，にわのわ　オフィシャルガイドブック，足利漫我人，博物館研究，新美術新聞

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎青木　隆浩　本館研究部・准教授　　内田　順子　本館研究部・准教授

第３・第４展示室「夷酋列像─蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界─」
2015年12月15（火）～2016年２月７日（日）

１． 展示趣旨

　本展示では，蠣崎波響（1764～1826）筆「夷酋列像」とされているフランス・ブザンソン美術考古博物館および
函館市中央図書館のコレクションと，後の画人が描いた模写，粉本など関連する作品を集めた。「夷酋列像」が描
かれるにいたった歴史的背景を理解するとともに，「夷酋列像」からみえてくる18～19世紀の蝦夷地を中心とする
中国やロシア，アメリカを含めた北東アジア・北太平洋世界のつながりや，「夷酋列像」を見た本州以南の人びと
が蝦夷地や「外国」に抱いていたまなざしを紹介することを目的とする。また，本展示は北海道博物館の開館記念
特別展として開催し，国立歴史民俗博物館では特集展示，国立民族学博物館では特別展として３館が連携して実施
する。「夷酋列像」をとりあげた展覧会はこれまでにも何度か開催されているが，本展示では，今まで知られてい
る「夷酋列像」にかかる絵画に加え，民族資料，地図，文書など，幅広い資料を取り上げた点で，新たな試みとな
る展示である。

２．展示資料

　蠣崎波響「夷酋列像」ブザンソン美術考古博物館蔵
　蠣崎波響「御味方蝦夷之図」函館市中央図書館
　蠣崎波響「瀑布双鳩図」個人蔵
　伝蠣崎波響「夷酋列像伝粉本」函館市中央図書館
　大西椿年「蠣崎波響蔵」個人蔵
　小玉定良「松前屏風」松前町教育委員会蔵
　林子平「三国通覧図説　蝦夷図全図（写本）」本館蔵
　「夷酋列像図」国立民族学博物館蔵
　内藤業昌「感応公并黒羽平戸二侯像」真田宝物館蔵
　「ラッコ皮」東京大学総合研究博物館蔵
　「木綿衣」釧路市立博物館蔵
　「黄地竜文服」北海道博物館蔵
　「ジットク（蟒袍）」本館蔵
　「首飾り」市立函館博物館寄託　児玉マリ氏蔵
　「小刀」一般財団法人アイヌ民族博物館
　「儀礼用矢筒」北海道大学北方生物圏フィールド科学センター植物園
　　など
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３．関連行事

第384回歴博講演会「夷酋列像とその歴史的背景」2015年12月12日（土），三浦泰之（北海道博物館）
展示解説会　2015年12月15日（火）11時～
ギャラリートーク　2015年12月19日（土）横山百合子（本館研究部），2016年１月23日（土）内田順子（本館研究部）

４．刊行物

図録，解説シート，広報用ポスター・チラシ

５．成果と問題点

　本展示は，北海道博物館・国立歴史民俗博物館・国立民族学博物館の連携で実施されたものである。歴博では第
３展示室・第４展示室の特集展示として開催した。
　第３室ではブザンソン美術考古博物館所蔵の蠣崎波響「夷酋列像」について，北太平洋の毛皮貿易のデータなど
を補いながら，毛皮を求める人びとの蝦夷地へのまなざしと，アイヌ・和人たちの世界への関心のなかでとらえた。
また，関連する絵画資料等から，描かれたアイヌ，蠣崎波響や模写した画家たち，「夷酋列像」に関心を寄せた人
びとの姿に迫った。
　第４展示室では，「夷酋列像」に描かれているモノに関連する資料の展示によって，北東アジアの文物の交流に
ついて紹介した。第４展示室は，「夷酋列像」が展示されている第３展示室と離れているため，「夷酋列像」の絵を
パネルで補い，描かれているモノと展示されているモノ資料とをつなぐ工夫をした。また，超拡大タッチパネルを
４室に設置して（のち，３室およびエントランスホールにも増設），「夷酋列像」（ブザンソン美術考古博物館所蔵）
を細部まで詳しく見られるよう工夫した。
　マスコミでもとりあげられ，１月後半には多くの来館者を得た。そのため，第３展示室の特集展示室入口にパーテー
ションポールを設置して，展示室に入る人と出る人のコースを分けた。また，第３展示室から第４展示の特集展示
まで来館者を案内するため，床等にサインを設置した。離れたふたつの展示室を使用しての特集展示であり，場所
がわかりにくいというマイナスポイントがあったが，事業課展示係やフロアスタッフの適切な対応がそれを補った。

６．マスコミの取り上げ

【TV】
　NHK　Eテレ，J：ＣＯＭ
【新聞・雑誌】
毎日新聞（2015/12/8，2015/12/15，2015/12/22，2016/１/12，2016/１/19，2016/１/26，2016/２/２），朝日新聞
（2015/12/9，2015/12/16，2016/１/13，2016/１/20，2016/１/27，2016/２/３），THE　JAPAN　TIMES（2015/12/
９），東京新聞（2015/12/10，2015/12/21，2015/12/24，2016/１/14，2016/１/15，2016/１/28），日本経済新聞
（2015/12/24），産経新聞（2016/12/26），読売新聞（2016/１/5，2016/１/12，2016/１/19，2016/１/26，2016/２
/２），千葉日報（2016/１/24），琉球新報（2016/１/28），沖縄タイムス（2016/１/31），生涯学習情報誌　我ら学
び隊（12～３月），週刊芸術新聞　12/10号，月刊ギャラリー　12月号，両毛新聞（12/３），MORGEN（2015/12/７），
サライ　１月号，船橋よみうり（2015/12/12），ちいき新聞（2016/12/18），ぐるっと千葉　１月号，博物館研究　
１月号，京成らいん　１・２月号，アートコレクターズ　１月号，歴史研究　2016年１・２月号，NHKウィークリー
ステラ　１/22号，美術の窓　２月号，The　Ｊａｐａｎ　Ｔｉｍｅｓ（2016/１/20），ぐるっと千葉　２月号，博
物館研究　２月号

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎内田　順子　　本館研究部・准教授
　横山百合子　　本館研究部・教授
　久留島　浩　　本館・館長
　佐々木史郎　　国立民族学博物館・教授
　日高　真吾　　国立民族学博物館・准教授
　右代　啓視　　北海道博物館・学芸主幹
　春木　晶子　　北海道博物館・学芸員
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［展示プロジェクト委員会］

「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の概要

　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。本年度は企画展の開催年度で，１回の展示プロジェクト委員会を開催し，７月７日か
ら９月６日まで展示を開催した。

第10回
2015年　７月６日（月）　会場　国立歴史民俗博物館
　「企画展示「ドイツと日本を結ぶもの　──日独修好150年の歴史」のオープンにともなう内覧会への参加と展
示検証」
　企画展示企画展示「ドイツと日本を結ぶもの　──日独修好150年の歴史」の内覧会に出席し，それぞれの担当
分野の展示状況を最終確認するとともに，内覧会での来場者への解説をおこなった。さらに，共同研究メンバーも
交えて展示の検証をおこない，会期中に改善すべき点などの議論をおこなった。
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展示構成は以下のとおり。

　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とおり。
　　　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）

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　　　　本館・館長（日本近世史）
○大久保純一　　　　本館研究部・情報資料研究系・教授（日本近世絵画史）
　原山　浩介　　　　本館研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）
　樋口　雄彦　　　　本館研究部・歴史研究系・教授（日本近代史）
　福岡万里子　　　　本館研究部・歴史研究系・准教授（日本現代史）
　荒川　章二　　　　本館研究部・歴史研究系・教授（日本近現代史）　〔以上館内〕

「大久保利通とその時代」

１．展示プロジェクトの概要

　開催年度を迎え，展示構成や展示資料，パネル・キャプション・図録原稿など内容の検討を行い，確定した。
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２．展示プロジェクト委員会

　第１回　10月６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）
　田中　正弘　國學院大学栃木短期大学　教授
○福岡万里子　本館研究部・准教授
◎樋口　雄彦　本館研究部・教授

「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，その過程に関して技術・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。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。

２．展示プロジェクト委員会

第５回（2015年５月９日）
１　前回議事録の確認
２　調査報告
３　歴博フォーラム（2016年４月開催予定）について
４　企画展示開催までのスケジュール確認
５　今後の計画

第６回（2015年８月18日）
１　前回議事録の確認
２　展示構想の検討
　　・会場
　　・展示品リスト
　　・エピローグメッセージ
３　図録のスケジュール
４　歴博フォーラムの構想
５　関連イベントについて
６　関連グッズの企画
７　調査の報告と計画
８　館蔵蒔絵万年筆（展開図）の撮影結果
９　資料借用をめぐる問題点の整理と検討
10　今後の調査計画と全体スケジュールの確認
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第７回（2015年10月４日）
１　前回議事録の確認
２　研究報告「日本近代文学，万年筆を出会う」（馬場美佳）
３　調査報告
４　歴博フォーラムの構想（重信幸彦）
５　関連グッズの企画
６　借用計画について
７　展示説明会を経て～図録の構成と執筆分担

第８回（2015年11月14日）
１　前回議事録の確認
２　展示会場の設計
３　広報宣伝の進行
４　図録の構成と執筆分担の確認
５　借用計画について
６　歴博フォーラムの会場変更と開催時間について

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　佐藤　健二　東京大学大学院人文社会系研究科
　島村　恭則　関西学院大学社会学部
　重信　幸彦　東京理科大学
　武井　基晃　筑波大学人文社会系
　中谷　宗平　学識経験者
　新倉　信義　学識経験者
　青木　隆浩　本館研究部民俗研究系
〇川村　清志　本館研究部民俗研究系
◎小池　淳一　本館研究部民俗研究系
　鈴木　卓治　本館研究部情報資料研究系
　日高　　薫　本館研究部情報資料研究系
　松田　睦彦　本館研究部民俗研究系

「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。
　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，
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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　５月11日　国立歴史民俗博物館
　　　　デジタル展示についての検討
第２回　７月12日　国立歴史民俗博物館
　　　　展示構成案と展示資料リスト案の検討
　　　　デジタル展示についての検討
　　　　展示タイトルおよび開催要項案の検討
　　　　企画展示「ドイツと日本を結ぶもの－日独修好150年の歴史－」ほかの展示見学
第３回　１月11日　国立歴史民俗博物館
　　　　展示タイトルの決定
　　　　展示構成と展示資料リストの最終確認

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　　　　本館　名誉教授
○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〕

「身体をめぐる商品史」

１．展示プロジェクトの概要

　大正時代に工業化が進展し，流通網が発達してから，新商品の開発によって，人々の身体観や商品のデザインは
大きく変わってきた。その一方で，急激な変化に対する抵抗感や過去の見直しがあって，身体観やデザインは伝統
回帰を繰り返してきた。その意味で，身体に関連する商品の開発は，きわめて歴史的，文化的な営みであり，流行
の発信源であったといえる。
　そこで，本企画展示では，大正時代から1980年代頃までの身体観やデザインの変化を商品や雑誌，カタログ，広
告などで表現していくことで，日本における身体観が変化してきた様子を描写していくことを目的とする。分野と
しては，服飾，レジャー，スポーツ，衛生，美容を中心とする。
　この事業を遂行するため，今年度はまず６月７日（日）に第１回展示プロジェクト会議を開催し，代表から展示
の趣旨と今後の予定を説明した後で，おおまかな構成案を立てていった。続いて，９月26日（土）には，資料調査
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を兼ねて三越資料室で第２回展示プロジェクト会議を開催した。そこで，資料の所在確認をするとともに，三越と
今後の進め方について話し合った。第３回展示プロジェクト会議は，26年１月９日（土）に開催した。この時に，
展示の章立てと担当者，図録の執筆分担をおおよそ決めていった。
　これら以外に，逐次館蔵資料の調査を続けて、プロジェクト委員の間で情報交換をおこなうとともに，株式会社
千總や三越資料室，秩父宮記念スポーツ博物館，花王ミュージアム，ライオン株式会社，株式会社クラブコスメチッ
クス，資生堂企業資料館，株式会社カネボウ化粧品，株式会社コーセーなどで資料調査をおこなった。

２．展示プロジェクト委員（◎代表，○副代表）
　岩淵令治　学習院女子大学国際文化交流学部・教授
　神野由紀　関東学院大学人間環境学部・教授
　満薗　勇　北海道大学経済学部・准教授
◎青木隆浩　本館研究部・准教授
　川村清志　本館研究部・准教授
○澤田和人　本館研究部・准教授

「デジタルで楽しむ歴史資料」

１．展示プロジェクトの概要

　本企画展は，パソコンやスマートフォンをはじめとするデジタル技術を利用して，さまざまな形で歴史資料を楽
しんでもらおう，という催しである。国立歴史民俗博物館（歴博）が所有する数多の歴史資料は，大切に守り未来
に伝えていくとともに，共有の財産として，今を生きている我々の役に立てていかなければならない。一見背反す
るこの要求に，歴博は1983年の開館以来挑み続けており，データベースれきはくの公開や常設展示・企画展示にお
ける種々の情報コンテンツの提供という形で，積極的にデジタル技術を利用してきた。通常は歴博の研究・展示・
教育活動を支える裏方（うらかた）の存在であるデジタル技術を，この展示では思い切って前面に出してみたい。
また，通常の企画展示ではどうしても歴史学に造詣の深い方向けの展示構成になってしまう点を踏まえ，本展示で
は小学生高学年から中学生を来館者の仮想ターゲットとすることで，すべての年齢層に理解できる展示を目指す。

２．展示プロジェクト委員会

第１回　平成27年６月10日（水）
●展示タイトルとして「デジタルで親しむ歴史資料」を提示した。時間をかけてよいものを検討することとした。
●展示場レイアウト，使用可能な情報機器・展示ケース，ならび標準的なスケジュール（展示設計，造作，図録・
ポスター制作等）および予算について資料をもとに確認した。
●企画展示室Ａ・Ｂの実況見分を行なった。
●自由討論を基本としたアイデア出し・可能性探しを実施した。
第２回　平成27年10月７日（水）
●タイトル案として「デジ歴！～デジタルで親しむ歴史資料～」を提案した。サブタイトルは省略される傾向があ
るので，主タイトルだけで何の展示かわかるようにしたほうがよい，「親しむ」は“上から目線”を感じる，など
の意見が出され，「デジタルで楽しむ歴史資料」を現時点でのタイトル案とし，ひきつづきよいものを検討するこ
ととした。
●展示構成の素案を提示し，検討を行なった。展示レイアウトを考えながらすすめないと具体的な検討がすすめに
くいことが指摘され，次回までに台割り案を伴う展示構成案を提示することとした。
第３回　平成28年２月８日（月）
●来年度の歴博カレンダーに掲載する都合上，タイトル（日本語，英語）の確定を広報連携センターから求められ
たため，急ぎ検討し，展示タイトルを「デジタルで楽しむ歴史資料」とすることとした。英語名称は「Explore 
the Digital World of Historical Materials!」とすることとした。「!」は「Let’s ～」のニュアンスをもたせるため
に必要である。また，デザイン化してポスター・チラシ等で使うことを想定して，略称として「デジ歴！（展）」
という表現を使うこととした。
●開催要綱ならびに展示レイアウトの案を示して検討を行なった。展示構成案として下記の４部構成が了承された。
Ｉ．デジタルで楽しむ絵画資料
Ｉ－１．洛中洛外図に描かれた人々（小島，田中，鈴木）
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Ｉ－２．江戸の景観の移り変わり（大久保，鈴木）
Ｉ－３．描かれた武士（田中，小島，鈴木）
Ｉ－４．肖像画を読み解く（大久保，澤田，小島，田中，鈴木）
ＩＩ．デジタルで解き明かす資料のなぞ
ＩＩ－１．正倉院文書のなりたち（仁藤，後藤）
ＩＩ－２．錦絵に用いられた赤と青の分析（鈴木，島津）
ＩＩ－３．マリア十五原義図の色の復元（小島，島津）
ＩＩＩ．デジタルで楽しむ工芸資料
ＩＩＩ－１．小袖の紋様を読み解く（澤田，安達，鈴木）
ＩＩＩ－２．３Ｄでみる蒔絵万年筆（曽我，鈴木，小池）
ＩＩＩ－３．音を展示する（鈴木）
ＩＶ．デジタルで広がる歴史展示の可能性
ＩＶ－１．よみがえる小諸城（田中）
ＩＶ－２．京町屋の３Ｄグラフィックス再現（師）
ＩＶ－３．デジタル展示実験：拡張現実展示の試み（鈴木，眞鍋）
ＩＶ－４．昔のすごろくで遊ぼう（鈴木，大久保）
☆ロビー企画：記念撮影用超大型デジタルフォトフレーム（鈴木）
☆スマートフォン・タブレット向け情報サービス（鈴木）
●展示内容に鑑み，平成28年度から以下の展示プロジェクト委員を追加することが了承された：〈館内〉小池淳一
（民俗研究系），澤田和人（情報資料研究系），島津美子（情報資料研究系），〈館外〉田中法博（長野大学），眞鍋
佳嗣（千葉大学大学院），曽我麻佐子（龍谷大学）。（３月の博物館資源センター会議ならびに研究部会議にて了承
された。）

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〈館内委員〉
◎鈴木　卓治　本館研究部情報資料研究系　准教授　情報工学
○小島　道裕　本館研究部歴史研究系　教授　日本中近世史
　安達　文夫　本館研究部情報資料研究系　教授　画像工学
　大久保純一　本館研究部情報資料研究系　教授　日本近世絵画史
　仁藤　敦史　本館研究部歴史研究系　教授　日本古代史
　後藤　　真　本館研究部　准教授　総合資料学
　田中　大喜　本館研究部歴史研究系　准教授　日本中世史
〈館外委員〉
　村田　良二　東京国立博物館　情報管理室長　博物館情報メディア
　師　　茂樹　花園大学文学部　教授　人文情報学

「ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語－人と漆の9000年史－（仮称）」

１．展示プロジェクトの概要（趣旨、会議実績）
　漆の木が生育する東アジアおよび東南アジアの諸地域では、それぞれ特色ある漆工技術が発達し、ユニークな文
化をかたち作ってきた。本展示は、漆文化圏とも呼びうるこれらの地域にみられる漆文化の総体を視野に含めつつ、
縄文時代から現代にわたる日本の漆文化を、多視点的なアプローチにより、総合的にとらえるものである。平成25
年度～27年度展示型共同研究「学際的研究による漆文化史の新構築」による成果であり、共同研究でとりあげた以
下の観点を中心に展示を構成する。
（１）植物としてのウルシの特性とそれを利用する多様な漆文化について、現代的な視点を交えて考察する（２）
国内外におけるウルシ（植物）・漆（樹液・塗料）および漆器の流通と技術交流などに関して、各学問領域に共通
する「交流」の視点からアプローチする。（３）自然科学的分析手法の開発による漆文化の解明の現状を示し、研
究の方法やプロセスを紹介する。
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Ⅱ－２　展　示

２．展示プロジェクト委員会

　第１回　10月10日　国立歴史民俗博物館
　　　　　研究発表 : 岡田文男　「朱漆器について」
　　　　　企画展示に向けたスケジュールの確認
　　　　　企画展示室の見学（見学時は 企画展示「大久保利通とその時代」 を開催）
　　　　　本館所蔵 漆工制作関係資料（漆工芸作家勝田精一氏 漆工制作用具一式）の見学
　第２回　１月17日　明治大学駿河台キャンパス　リバティタワー15階　1157教室
　　　　　展示コーナーごと展示構成案、主要な展示候補資料の説明　全体の展示構成の検討
　第３回　３月14日　明治大学駿河台キャンパス　リバティタワー８階1086教室
　　　　　展示コーナーごと展示構成案、主要な展示候補資料の説明
　　　　　展示候補資料（12/23、１/17にご提出いただいたもの）リストの配布、検討
　　　　　研究発表　四柳 嘉章「合鹿椀と輪島塗」
　　　　　林部 均　「大宰府官衙周辺不丁地区出土の漆付着土器-古代の漆文化を支えたもの-」
　　　　　都築 由理子「近世江戸遺跡出土漆器の様相-17世紀前半の事例-（仮）」

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
　岩淵　令治　　学習院大学国際文化交流学部　教授（近世史）
　岡田　文男　　京都造形芸術大学歴史遺産学科　教授（文化財科学）
　北野　信彦　　東京文化財研究所　保存修復科学センター 伝統技術研究室室長（歴史考古学）
　鈴木　三男　　東北大学　名誉教授（考古植物学）
　竹内奈美子　　東京国立博物館　工芸室長（美術史）
　多比羅菜美子　根津美術館　学芸員（美術史）
　中里　壽克　　学識経験者（漆工史）
　永嶋　正春　　法政大学大原社会問題研究所　教授（社会運動論）
　能城　修一　　森林総合研究所　木材特性研究領域チーム長（考古植物学）
　宮腰　哲雄　　明治大学理工学部　教授（有機合成化学）
　宮里　正子　　浦添美術館　館長（漆工史）
　山崎　　剛　　金沢美術工芸大学美術工芸学部　教授（美術史）
　吉田　邦夫　　東京大学総合博物館　特招研究員（年代学）
　四柳　嘉章　　石川県輪島市漆芸美術館　館長（考古学）　　　　　〔以上館外〕
○工藤雄一郎　　考古研究系　准教授
　小池　淳一　　民俗研究系　教授
　齋藤　　努　　情報資料研究系　教授
　林部　　均　　考古研究系　教授
◎日高　　薫　　情報資料研究系　教授　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕

「「1968年」－無数の問いの噴出の時代」

１．展示プロジェクトの概要

　1960年代末は、革新自治体など戦後革新運動の新しい戦術と「個」「私」の主体性を重視する新しいタイプの社
会運動の高揚期が重層的に同時展開した時代である。後者は学生運動としては、これまでの学生自治会主体の運動
とは異なり、大学の意義、学問研究の意義を問い、生産性の論理が支配する社会のあり方とそこでの自分の「生」
を重大な関心事とした。社会運動としては、ベトナムの戦場化に見られる冷戦期の世界体制と日本の役割を切り口
に戦争の加害と被害の関係性を問い、公害の告発運動や公共性を押し立てた開発政策の正当性を問う運動が広がり
を見せた。後者が切り開いた世界観の転換は、今日まで大きな影響を与えている。本企画は、第六室に部分展示さ
れている後者の運動をより集合的に構成するものである。

２．展示プロジェクト委員会

　第１回　５月17日　国立歴史民俗博物館
　　　　　初顔合わせ、館内東大闘争資料・日大闘争資料・1970年代ミニコミ資料群の紹介
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　第２回　11月14日～15日
　　　　　第１日目は、三里塚の空港建設反対運動の大量の資料を成田空港　空と大地の歴史
　　　　　館（千葉県芝山町）にて閲覧。
　　　　　第２日目は国立歴史民俗博物館を会場として、日大闘争の当事者４人を招き、聞き
　　　　　取り、および討論。
　第３回　３月５日、６日　立教大学
　　　　　第１日目は、東大闘争の当事者の聞き取り、および企画展に関する第一次たたき台
　　　　　を提示し討論（立教大学太刀川記念館会議室）。
　　　　　第２日目は、立教大学共生社会資料センター資料の展示物関係調査。

３．展示プロジェクト委員（◎は代表、○は副代表）
　安田　常雄　　神奈川大学法学部　特任教授（日本現代史、思想史）
　河西　英通　　広島大学大学院文学研究科　教授（日本近現代史、東北論）
　道場　親信　　和光大学現代社会学部　准教授（社会運動論）
　大串　潤児　　信州大学人文学部　准教授（日本現代史、社会史）
　相川　陽一　　長野大学環境ツーリズム学部　助教（地域社会学）
　友澤悠季　　　立教大学社会学部プログラムコーディネーター・明治学院大学国際平和研究
　　　　　　　　所客員研究員（公害論・環境論）
　平野　　泉　　立教大学共生社会研究センター　学術調査員（アーカイブズ学）
　鈴木　　玲　　法政大学大原社会問題研究所　教授（社会運動論）
　谷合佳代子　　大阪産業労働資料館　館長（アーカイブズ）
　矢作　　正　　「技術と社会」資料館　館長（水俣病史）　　　　〔以上館外〕
　関沢まゆみ　　本館研究部　教授
◎荒川　章二　　本館研究部　教授
〇原山　浩介　　本館研究部　准教授
　川村　清志　　本館研究部　准教授
　内田　順子　　本館研究部　准教授
　中野　　良　　本館機関研究員　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕




