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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おこなっている。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。
　「ＵＲＵＳＨＩふしぎ物語－人と漆の12000年史－」（2017年７月11日～９月３日）は，当館の展示型共同研究「学
際的研究による漆文化史の新構築」による平成25年度から３年間にわたる研究成果を基盤として，アジアの漆文化
の総体を視野に含めつつ，考古学・文献史学・美術史学・民俗学・植物学・分析科学などからの多視点的なアプロー
チにより，縄文時代から現代にわたる日本列島の漆文化を総合的に捉えた，日本で初めての展示であった。展示資
料は，国宝・重要文化財を含む館蔵資料および国内各地からの借用資料約700件を用いて，近年の発掘成果による
多彩な出土品や漆を生業としてきた人々の道具などの民俗資料を比較できるように展示し，文理融合の学際的研究
の可能性を提示した。
　「「1968年」－無数の問いの噴出の時代－」（2017年10月11日～12月10日）は，東大闘争および日大闘争資料，総
数約２万点が当館に寄贈されたことを契機として，基盤研究「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」
とともに平行して進められた展示プロジェクトの３年間の研究成果に基づく展示であり，まさに上述した，資料の
収集から研究，展示へと連関させる「博物館型研究統合」の実践例であった。また，歴史系博物館が，1960年代後
半の社会運動を，一定の制約を有しつつも，できる限り総合的に捉えようとした初の試みであるとともに，半世紀
前に「その時代を生きた」人々に対して，同時代の経験の自己検証を投げかけた点で，実験的な企画でもあった。
　「世界の眼でみる古墳文化」（2018年３月６日～５月６日）は，基幹研究「東アジアにおける倭世界の実態」（2012
年度～2014年度）や基幹研究「古墳時代・三国時代における日朝関係史の再構築－倭と栄山江流域の関係を中心に
－」（2014年度～2016年度）などを通じて蓄積された研究成果を基に，従来の古墳を対象とした展示とは異なり，
現代的視点と世界的視野による様々な手法を用いて古墳時代を捉えた展示であった。また，第１展示室（先史・古
代）のリニューアルの開室に先駆けて，展示のコンセプトの一部を公開することを目的とした試みでもあった。
　特集展示としては６つの展示が開催された。
　第３展示室の特集展示として，「楽器と漆」（2017年７月11日～９月３日），「年号と朝廷」（2017年９月12日～10
月22日），「江戸のグルメ案内」（2018年１月５日～２月４日），「和宮ゆかりの雛かざり」（2018年２月20日～４月８
日）を開催した。
　第４展示室の特集展示では，国立民族学博物館との共催による「見世物大博覧会　現代編」（2017年４月18日～
７月17日），「国立公園 今昔」（2017年８月１日～2018年１月８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最新の研究成果を，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」（2017年４月11日～５月７日），「伝統の朝顔」（2017年７
月25日～９月10日），「伝統の古典菊」（2017年10月31日～11月26日），「冬の華・サザンカ」（2017年11月28日～2018
年１月28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，既存の大型模型と展示ケースの移設や
複製品製作等が行われた。第２展示室では，「王朝文化」の展示コーナーの展示照明の一部でＬＥＤ化の工事を実
施した。また，第５室リニューアルに向けて第５・６室リニューアル委員会が開催された。

展示担当　山田　康弘

企画展示等の実施

企画展示

「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」　　　　　　　　　　　2017年７月11日～９月３日

２ 展示
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Ⅱ−２　展　示

「「1968年」─無数の問いの噴出の時代─」　　　　　　　　　　　　　2017年10月11日～12月10日
「世界の眼でみる古墳文化」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018年３月６日～５月６日

くらしの植物苑特別企画
「伝統の桜草」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年４月11日～５月７日
「伝統の朝顔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年７月25日～９月10日
「伝統の古典菊」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年10月31日～11月26日
「冬の華・サザンカ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年11月28日～2018年１月28日

特集展示

第３展示室　特集展示「もの」からみる近世
「楽器と漆」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年７月11日～９月３日
「年号と朝廷」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年９月12日～10月22日
「江戸のグルメ案内」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年１月５日～２月４日
「和宮ゆかりの雛かざり」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年２月20日～４月８日

第４展示室　特集展示
「見世物大博覧会　現代編」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年４月18日～７月17日
「国立公園　今昔」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年８月１日～2018年１月８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
　 　2019年３月19日の第１展示室開室に向け，本委員会ではリニューアルの準備を進めた。2017年度には展示室の

施工に着手し，既存什器や大型模型の廃棄・移設・改修，新規壁面の設置などを実施した。また，工事契約の変
更により，前年度時点で見送っていた一部の工程（テーマⅥ後半部分・副室１と２）を2017・2018年度の２か年
に振分け，先行分と開室日を合わせる方向で検討することになった。

　 　グラフィックやネームプレート，演示具のデザインについては，館内委員と施工業者との打合せを通じて検討
を重ねてきた。また，館内で展示設計及び展示パネル原稿の縦覧を行い，委員以外の意見も反映させた。この他，
外部委員も含めた全体会議を開催し，グラフィックパネルの解説原稿や第１室のタイトル変更について検討した。
その後，総合展示リニューアル運営会議の承認を得て，第１室のタイトルを「原始・古代」から「先史・古代」
へ変更した。展示資料に関しても引続き複製・模型製作を進めており，旧展示の借用品については一部を返却し，
新規借用資料の事前調査を国内外で行った。

（２）館内会議
・第１室リニューアル委員会
　　全体会議：10月１日
　　館内委員会議： ４月24日，５月29日，６月26日，７月31日，９月25日，10月30日，11月27日，12月25日，2018

年１月29日，２月26日，３月26日
・展示打ち合わせ
【演示・資料】
　　教員ヒアリング：４月10・11・12・19日，６月６・16・20・29日
　　業者との打合せ５月９・23・25・30日，６月９日，７月11日，2018年３月９日
　　調査・計測：６月29日，８月17日，11月24日，１月23日，2018年３月22・27・28日
【グラフィック】
　　共通サイン等：４月24日，７月12・31日，10月27日，2018年１月17日
　　Ⅰ（最終氷期に生きた人々）：５月８日，７月12日，８月１・31日，10月13日，11月16日，12月27日
　　Ⅱ（多様な縄文列島）：４月28日，６月２日，７月４・31日，９月12日，10月24日，11月15日
　　Ⅲ（水田稲作のはじまり）：５月８日，６月２日，７月20・31日，９月12日，10月24日，11月13日
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　　Ⅳ（倭の登場）：４月26日，６月７日，７月21日，８月１日，９月８日，10月18日，11月22日，12月13日
　　Ⅴ（倭の前方後円墳と東アジア）：４月26日，６月７日，７月21日，９月８日，10月18日，11月15・22日，
　　Ⅵ（古代国家と列島世界）： ４月24日，５月31日，６月28日，７月19日，８月31日，11月２日，12月６・25日，

2018年１月26日，３月６日
　　副室１（沖ノ島）：11月２日，2018年３月９日
　　副室２（正倉院）：10月27日，2018年３月９日
　　エピローグ： 2018年２月22日，３月９・22日
　　ネームプレート：10月27日
【その他】
　　ジオラマ：Ⅱ 11月23日
　　映像コンテンツ：３月１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，企画
展示「「1968年」─無数の問いの噴出の時代─」を観覧し，それに関する意見交換を行ったほか，第５展示室リニュー
アル計画の「近代化する人々の暮らしと仕事」コーナーの内容について検討した。第２回全体会議では，現在の第
５展示室の「関東大震災」コーナーに設置されているタッチパネルの内容について検討したほか，館蔵の石川準吉
資料の原本を実見・確認した。
（２）全体会議
　　　2017年11月26日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
　　　2018年３月25日　　第２回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
（３）館内会議
　　　2017年11月13日，2018年３月19日　
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Ⅱ−２　展　示

［企画展示］

「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」
2017年７月11日～９月３日（55日間）

１．展示趣旨

　ウルシとその仲間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。漆文化圏とも呼びうるこれらの地域にみられる漆にまつわる文化は，多くの
共通点をもち相互に影響を与え合う反面，実際には，利用される樹木の種類の相違や気候風土，民族などによって，
それぞれの個性を強調する方向で展開している。
本展示は，このようなアジアの漆文化の総体を視野に含めつつ，考古学・文献史学・美術史学・民俗学・植物学・
分析科学などからの多視点的なアプローチにより，縄文時代から現代にわたる日本列島の漆文化を総合的にとらえ
た，日本で初めての展示である。
　2013年度から2015年度にかけて国立歴史民俗博物館がおこなった展示型共同研究「学際的研究による漆文化史の
新構築」による成果にもとづき，本展示ではとくに以下の観点に留意しつつ展示を構成した。（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）および漆製品の流通と技術交流について，各学問領域に共通する「交流」の視点
からとらえる。（３）新たな自然科学的分析手法の開発による漆文化の解明に向けた最新の研究ついて，これらの
研究の方法を紹介するとともにその成果と今後の可能性を提示する。

２．展示構成と主な展示資料

　第１章　ウルシと漆
　 　植物としてのウルシにはどのような特性があるのか，ウルシは日本に自生したのか，ウルシを利用する文化は

いつごろから起こったのかなど，植物学と考古学における最新の研究の論点をふまえながら解説する。
　（１）ウルシはどんな植物？　ウルシの生態
　　　　　［コラム１］ウルシの樹種同定
　（２）ウルシのふるさとは？
　　　　　［コラム２］ウルシのDNA
　（３）漆液はどこからでるのか？
　（４）日本列島のウルシの起源は？
　（４）漆文化のはじまり　縄文前期の漆器
　　　　　［コラム３］放射性炭素年代測定
　　　＊ 福井県鳥浜貝塚出土ウルシ木材，福井県鳥浜貝塚出土刻歯式櫛（福井県立若狭歴史博物館），青森県向田（18）

遺跡出土貝殻象嵌木胎漆器（野辺地町立歴史民俗資料館）
　第２章　漆とてわざ
　 　漆液を塗料として利用する漆工芸には様々な技術があり，縄文時代以降，多彩な展開をみせている。漆の特性

を活かしながら考案された複雑な技術は，改良され洗練されることにより，それぞれの時代が求める造形を生み
出していった。代表的な漆工技術とその特徴，時代による変化等を通じて，日本列島における豊かなてわざの世
界に迫る。

　（１）浄法寺の漆掻き
　（２）縄文時代のウルシと漆工用具
　（３）弥生・古墳時代のウルシと漆工用具
　（４）古代の漆工用具
　　　　　［コラム４］漆紙文書
　（５）中世の漆工用具
　（６）近世の漆工用具
　（７）漆制作者のアトリエ
　（８）漆の技法
　　　　　［コラム５］安福寺所蔵の夾紵棺
　　　　　［コラム６］夾紵（苧）とは何か？



152

　　　　　［コラム７］初期蒔絵
　　　　　［コラム８］クロスセクション観察法
　　　＊ 東京都下宅部遺跡傷跡のあるウルシ杭（東村山ふるさと歴史館），西野山古墓出土漆塗箱片（京都大学総

合博物館），乾漆伎楽面酔胡従，蓮唐草蒔絵経箱（奈良国立博物館），片輪車蒔絵螺鈿手箱（東京国立博物
館），秋野蒔絵手箱（根津美術館），塩山蒔絵硯箱（京都国立博物館），蝶鮫黒研出鞘大小拵（彦根城博物館），
練行衆盤（東大寺）

　第３章　漆とくらし
　 　漆器が人々の生活に欠かせないものであったことは，漆塗りを施された什器類の種類の豊かさが物語っている。

また，植物としてのウルシは，塗料とされるばかりではなく，その耐水性を活かした利用や，接着剤としての使
用，蝋の原料としても知られている。それらには現代では失われてしまった文化も多い。

　（１）ウルシの様々な利用
　（２）遺跡出土資料からみるウルシの利用
　　　　　［コラム９］石鏃膠着物の科学分析
　　　　　［コラム10］菅江真澄と八郎潟
　（３）漆の民俗・伝承
　（４）漆器のあるくらし　縄文時代
　（５）漆器のあるくらし　弥生時代
　（６）漆器のあるくらし　古墳時代
　（７）漆器のあるくらし　古代
　（８）漆器のあるくらし　中世
　（９）漆器のあるくらし　近世
　（10）くらしのうつわ・ハレのうつわ
　　　＊ 製蝋関係民俗資料（御所野縄文博物館），青森県是川中居遺跡出土赤漆塗樹皮製容器，赤漆塗結歯式竪櫛（是

川縄文館），岡山県南方遺跡出土黒漆塗ジョッキ形容器（岡山市教育委員会），鈴虫蒔絵銚子（サントリー
美術館），色々威腹巻大袖付，銀箔押張懸兎耳形冑，花クルス蒔絵螺鈿鞍，共同膳椀（国立歴史民俗博物館）

　第４章　漆のちから
　 　漆は希少であるゆえに古代から税としてあつかわれ，また多彩な漆工技術を駆使した建築や調度品は，超越的

な神仏の力や，権力者の財力そして美意識を象徴するものとして重要な役割を演じた。ここでは，漆の果たした
社会的・文化的機能に注目し，権力に付随する漆および漆器の流通や，漆の象徴性などに焦点を当てる。

　（１）律令国家と漆
　（２）中世漆器の生産と流通
　（３）信仰と漆
　（４）権力者と漆
　　　＊ 福岡県大宰府政庁周辺官衙跡出土漆液容器（九州歴史資料館），柳之御所遺跡出土漆工用具・漆器（岩手

県教育委員会），鎌倉市内遺跡出土漆絵漆器（鎌倉市教育委員会），宝相華文螺鈿平塵燈台（中尊寺大長寿
院），紙胎漆塗彩絵華籠（愛知・万徳寺），黒塗菊桐紋蒔絵鎧櫃（犬山城白帝文庫），初音蒔絵小角赤手箱（徳
川美術館），竹菱葵紋蒔絵三棚飾（林原美術館），竹葵牡丹紋散蒔絵女乗物（東京国立博物館）

　第５章　漆はうごく
　（１）特産地の形成と全国流通
　（２）海を越えた漆器　唐物
　（３）海を越えた漆器　西洋人の注文による輸出漆器
　（４）アイヌ社会と漆
　（５）琉球漆芸
　　　　　［コラム11］熱分解―ＧＣ（ガスクロマトグラフィー）／ＭＳ（質量分析）
　（６）東南アジア産四耳壺と漆
　　　　　［コラム12］ストロンチウムSr同位体比分析
　（７）縄文時代の朱の流通
　　　　　［コラム13］蛍光Ｘ線分析
　　　＊ 犀皮稜花盤（逸翁美術館），故事人物蒔絵螺鈿瓶子，花鳥人物蒔絵象嵌飾棚（国立歴史民俗博物館），朱漆

花鳥七宝繋密陀絵沈金御供飯（徳川美術館），京都府平安京左京三条四坊十町跡出土タイ産四耳壺（京都
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市考古資料館）
　第６章　これからの漆
　（１）近代の漆工芸
　（２）漆の未来
　（３）ウルシ林の現状
　　　＊ 竹塗に葛文蒔絵椅子（博物館明治村），ジャン・デュナン作球形花瓶（東京国立近代美術館），徳力彦之助

作流線型的なる乾漆置時計（京都市美術館），含漆ＵＶ塗装カー（福島県ハイテクプラザ会津若松技術支
援センター）

３．刊行物

展示図録（Ａ４版　297頁）
展示解説シート（Ａ４版４頁），URUSHIふしぎマップ，広報用ポスター，チラシ

４．関連行事

内覧会　７月10日（月）　国立歴史民俗博物館
第401回歴博講演会「漆芸からみえる沖縄のすがた」７月８日（土）　宮里正子（浦添市美術館・館長）
第402回歴博講演会「世界史の中の漆文化」８月12日（土）　日高薫（国立歴史民俗博物館）
第105回歴博フォーラム「URUSHIふしぎ物語―人と漆の12000年史―」８月５日（土）　国立歴史民俗博物館
　能城　修一（明治大学）
　四柳　嘉章（石川県輪島漆芸美術館）
　小池　純一（本館研究部）
　竹内奈美子（東京国立博物館）
　北野　信彦（龍谷大学文学部）
　日高　　薫（本館研究部）
　工藤雄一郎（本館研究部）（司会）
講演会「漆掻きの技術と文化」７月28日（金）　国立歴史民俗博物館（日本漆アカデミーと共催）
　工藤雄一郎（本館研究部）
　竹内義浩（竹内工芸研究所）
　田端雅進（国立研究開発法人森林研究・整備機構　森林総合研究所東北支所）
くらしの植物苑観察会「縄文時代のウルシと漆」７月22日（土）　工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館）
ギャラリートーク　12回（小池淳一，工藤雄一郎，日高薫，林部均）
（関連展示）第３展示室特集展示「楽器と漆」７月11日～９月３日
（巡回展示）浦添市美術館　９月15日（金）～ 10月22日（日）

５．成果と課題

　本展示の最大の特徴は，漆文化に関わる美術・考古・民俗・文献・植物標本資料などを用いて，琉球・アイヌを
含む列島全体の漆文化史を総合的にとらえる初めての試みであったことである。また植物学との協業による植物と
してのウルシと人との関係史の最新の研究状況や，各種分析手法による漆研究のめざましい進展を，実際に分析さ
れた資料とともに示すことで，文理融合の学際研究の重要性と可能性とを，研究者のみならず，漆生産者や一般市
民にむけて発信することができたことも大きな成果であった。
　展示は，館蔵資料および国内各地からの借用資料を用いて，縄文時代から現代までの時系列に並べるのではなく，
漆文化史をとらえる上での観点ごとに配列し，第１章「ウルシと漆」，第２章「漆とてわざ」，第３章「漆とくらし」，
第４章「漆のちから」，第５章「漆はうごく」，第６章「これからの漆」の６章で構成した。展示資料は，総出品件
数674，細かく数えると1000点に迫るものであり，国宝５件，重要文化財65件，その他県指定・市指定品などを含み，
質・量ともに充実した内容であった。
　展示プロジェクトが意図した趣旨は，来館者に十分理解され，「歴博にしかできない展示」「オール・アバウト・
ウルシ」というような好意的なキーワードによる評価を得ることができた。（参考：谷川章雄氏による展示批評，
総合誌『歴博』206号，2018年１月30日発行号）
　比較的地味なテーマでありながら，２万３千人を超える入場者数を獲得できたのも，またとない漆関係の展示と
いう評判が広まったためと感じている。とくに，図録の売り上げが，入場者数の約１割に達したこと，終了後も完
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売した図録に関する問い合わせが続いていることは，本展示への評価の高さを示している。学界のみならず，漆産
地や漆製作者からの関心が高く，関連学会の会報への執筆や研究発表を依頼された。
　関連行事として，歴博講演会や歴博フォーラム，ギャラリートークのほかに，日本漆アカデミーとの共催で講演
会を開催し，漆掻き職人による漆掻きの実演をおこなったほか，植物苑観察会においても石器を用いた縄文時代の
漆掻きの実演をおこなうなど，展示内容のより深い理解を促したが，いずれも多くの参加者を集めて好評を得た。
　なお，本展示は，浦添市美術館との共催により，同館にも一部の展示資料を巡回した。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】
　 朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日本経済新聞、産経新聞、東京新聞、読売新聞石川版・富山版、秋田魁新聞、

沖縄タイムズ
【雑誌・ミニコミ誌】
　 ぐるっと千葉、サライ、定年時代、なごみ、296ナビ６月号、両毛新聞、あそび場百科じてん（８～11月）、我ら

学び隊（８～11月）、あさひふれんど千葉、GALERY、メトロガイド、船橋よみうり、週刊芸術新聞、こうほう
佐倉、房総ファミリア新聞、アートコレクターズ、博物館研究、NHKステラ　他

【テレビ・ラジオ】
　NHK　Eテレ「日曜美術館」、チャンネルさくら、チバテレビ、ケーブルネット296

７．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
　岡田　文男　　京都造形芸術大学芸術学部 教授
　北野　信彦　　龍谷大学文学部 教授
　工藤　紘一　　岩手県立博物館 研究協力員
　鈴木　三男　　東北大学 名誉教授
　竹内奈美子　　東京国立博物館 学芸研究部列品管理課登録室長・貸与特別観覧室長
　多比羅菜美子　文化庁文化財部美術学芸課
　都築由理子　　早稲田大学人間科学学術院 助手
　中里　壽克　　東京文化財研究所 名誉研究員
　永嶋　正春　　学識経験者
　能城　修一　　明治大学黒曜石研究センター　客員研究員
　宮腰　哲雄　　明治大学 名誉教授
　宮里　正子　　浦添市美術館 館長
　山崎　　剛　　金沢美術工芸大学美術工芸学部 教授
　吉田　邦夫　　東京大学総合博物館 特招研究員
　四柳　嘉章　　石川県輪島漆芸美術館 館長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館外〕
○工藤雄一郎　　本館研究部 准教授
　小池　淳一　　本館研究部 教授
　齋藤　　努　　本館研究部 教授
　鈴木　卓治　　本館研究部 教授
　林部　　均　　本館研究部 教授
◎日高　　薫　　本館研究部 教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔以上館内〕
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「1968年」─無数の問いの噴出の時代─
2017年10月11日～12月10日（53日間）

１．展示趣旨

　1960年代後半は，戦後の平和と民主主義，そして1950年代後半からの高度経済成長のあり方，すなわち戦後日本
の政治的枠組みと経済的枠組みの基本が，同時に問われた時期であった。戦後的な平和観を揺さぶったのは，アジ
アの熱戦であるベトナム戦争，そしてこの戦争への日本の関わりであった。他方でこの戦争と連関性を持つ経済成
長は，労働や雇用のありよう，教育の体系，そして文化環境を大きく変化させると同時に，成長政策の主柱として
の経済構造の転換政策と地域開発政策は，人々が生きる環境を激変させた。
　こうした政治的・経済的環境の激変が引き起こした生活環境をめぐる問題性は，西側第２の経済大国にまで行き
ついた1960年代後半にひとつのピークを迎え，人々はこうした事態に異議を唱え，あるいは改革を要求する声を，
各自の居場所で，多様な形態であげていった。
　こうした1960年代後半に特徴的な社会運動をその担い手に注目して大きく総括すると，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それまでないタイプの社会運動が，同時に展開，高揚した時
代として把握することができる。
　後者は，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，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。これらの運動は，戦後の平和・民主主義
体制，憲法体制を背景としつつ，その現実のありように鋭いメスを入れ，平和意識や人権意識の内実を深く掘り下
げ，概念自体に問いかけた。また，これらの運動が切り開いた運動の理念や柔構造の組織論も，後の時代まで大き
な影響を与えている。
　本展示は，第六室に部分的に示されている同時代の社会運動に関する展示の成果を踏まえつつ，この時代の多様
な運動をより総合的に紹介し，「1968年」に象徴されるこの時代の運動の意味をさぐることを目的とする。展示は
上記の分類に即して大きく二部構成とした。

２．展示構成と主な展示資料

プロローグ
なぜ，「1968年」か
第一部　「平和と民主主義」・経済成長への問い
第１章　平和運動の展開：ベトナム反戦とベ平連運動
　　（１）ベトナム反戦運動・反基地運動の広がり
　　（２）ベ平連の発足
　　（３）多様な抗議スタイル
　　（４）国境を越える運動
　　（５）様ざまな世代，様ざまな地域，様ざまな人びと
　　（６）ベ平連の解散
　＊特種展示物：謄写版一式／福岡ベ平連旗
　＊音声，映像
　　　米航空母艦イントレピッド脱走兵（DVD）
　　　我が家にやってきた脱走兵（DVD）
　　　山田典吾「ベトナム平和のたたかい」（35ミリ）
第２章　地方都市から戦後社会を問う：神戸の街から
　　（１）「神戸港は南シナ海に，大西洋西岸に通じる」
　　（２）解放空間サンチカ
　　（３）戦後民主主義を問いなおす
　＊特種展示物：神戸ベ平連旗
　＊スライドショー映像：月刊プレイガイド全９号の表紙，内容の一部
第３章　戦後民主主義と戦後農政への問い：三里塚闘争
　　（１）三里塚開拓と空港建設
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　　（２）陳情・請願運動から実力阻止へ
　　（３）日本農民の名において
　　（４）公共事業と農政への問い
　＊特種展示物：
　　　警鐘用ドラム缶
　　　小川プロ関係ポスター各種スライドショー
第４章　経済成長と豊かさへの問い：熊本水俣病闘争
　　（１）水俣とチッソ
　　（２）市民会議の結成，訴訟へ
　　（３）告発する会の活動と自主交渉闘争
　＊特種展示物：
　　　たこ壷（直径20センチ，高さ30センチ）
　　　「怨」の旗
　　　石牟礼道子より若槻菊枝宛支援への礼状　275センチ×20センチ
　＊映像
　　鬼塚巌『水俣病Ⅰ』1968，DVD
第５章　住民運動の噴出とその問い：横浜新貨物線反対運動
　　（１）横浜新貨物線反対同盟の開始と展開
　　（２）「公共性」を撃つ
製作物：全国住民運動マップ
（B展示室）
第二部　大学という「場」からの問い──全共闘運動の展開
第１章　1960年代の大学
　　（１）1960年代の大学社会・学生生活
　　（２）社会の中の大学生
第２章　全共闘運動の形成と展開
　　（１）1967年から1968年へ
　　（２）1968年５～７月：東大・日大全共闘の成立
　　（３）1968年秋：全学ストライキと大衆団交
　＊映像
　　『日大闘争』日大全共闘映画班
　　『ファントム・バリケード』関連映像，和田耕治撮影，九州大学大学文書館
第３章　大学闘争の全国展開
　　（１）東大・日大闘争の衝撃と大学闘争の全国展開
　　（２）造反教員
　　（３）大学改革への始動，あるいは挫折
特種展示物：
　　渡辺眸写真
　＊映像
　　東大全共闘　1969.1.18-19
第４章　闘争の沈静化と遺産
　　（１）大学管理法と封鎖の解除
　　（２）闘争の継続と遺産

主な展示資料群
　１）1967－69年東大闘争資料（本館蔵，および東京大学文書館所蔵）
　２）日大闘争資料（本館蔵）
　３）ベ平連関連（吉川勇）資料（立教大学共生社会研究センター所蔵）
　４）横浜新貨物線反対運動資料（立教大学共生社会研究センター所蔵）
　５）水俣病関連資料（「技術と社会」資料館所蔵）
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　６）三里塚闘争関連資料（成田空港　空と大地の歴史館）
　７）九州大学学生運動関係資料（九州大学大学文書館）
　８）京都大学学生運動資料（京都大学文書館）
　９）広島大学学生運動資料（広島大学文書館）

３．刊行物

展示図録（Ａ４版　227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　2017年10月10日（火）　国立歴史民俗博物館
第107回歴博フォーラム　「戦後社会運動のなかの『1968年』」，2017年10月21日（土），国立歴史民俗博物館講堂
　　 大野光明（滋賀県立大学人間文化学部），平井一臣（鹿児島大学理事），安田常雄（神奈川大学法学部），相川

陽一（長野大学環境ツーリズム学部），黒川伊織（神戸大学国際文化学研究科），荒川章二（本館研究部），原
山浩介（本館研究部）

第404回歴博講演会「全共闘とは何だったのか─歴博所蔵資料から見える世界─」　2017年11月11日（土）
　　荒川章二
ギャ ラリートーク　2017年10月15日（日，原山浩介），10月22日（日，荒川章二），10月29日（日，荒川章二），11

月５日（日，荒川章二），11月12日（日，荒川章二），11月19日（日，原山浩介），11月26日（日，荒川章二），
12月３日（日，荒川章二），12月10日（日，荒川章二）

５．成果と課題

　本展示の企画段階においては，入場者が同世代の運動体験者に限定され，広く観覧者を望めないなどの懸念もあっ
たが，最終的な企画展示入場者数は20,635人に達し，近年の企画展示の平均入場者数（H19以降，19,559人）をや
や上回ることができた。
　展示準備の過程では，法政大学大原社会問題研究所を中心として，立教大学共生社会研究センターなど全国の労
働・社会運動資料所蔵機関を組織する労働資料協議会，および自校の学生運動資料の収集を開始しつつある各大学
の大学文書館・大学史資料室の存在，そのネットワークが本展示準備への多大な援軍となった。とはいえ，この企
画展示を推進する契機となったのは，当事者たちが長く大切に保存してきた東大闘争および日大闘争資料，総数約
２万点が当館に寄贈されたことである。運動の渦中で撒布された一過性でしかない「ビラ」類が群をなした時，半
世紀を経れば歴史の雄弁な証言者となる様を，展示準備（資料整理）を通じて，そしてそれらの資料を熱心に見入
る多数の観覧者の姿を通じて実感した次第である。入場者のアンケート記載からも，「当時の動きや空気がよく伝
わってくる資料がいきていたこと」に驚く，などの記載が多々あった。

　今回の展示をめぐる特徴として，第１にアンケート回収率の高さをあげておきたい。回収数1469枚，企画展入場
者数に対する回収率は7.1％に達した。近年の企画展示でのアンケート回収率としては例外的に高い数字である。
また，展示の評価としては，「非常に満足」「満足」が８割を占める。第２に，このアンケートから見える入場者の
属性であるが，60代以上が５割弱，40～50代が35%程度，20-30代以下が２割弱であり，60代後半以上の当時の運
動体験者世代は，４割程度と見られる。会場を見ての実感に鑑みても，自分が生まれた時代を確かめようとした壮
年層，そして20代の若者の姿も，当初の予想も超えて，多かったと思われる。また，本館への初めての入場者も約
３分の１を占め，居住地域的では，佐倉市を含む千葉県以外が５割を超え，特に東京都からの来館者が３割に達し
た。
　第３は，展示場滞在時間の長さである。「12：00－16：00まで観たが，それでも短かった」というアンケートで
の声をはじめ，宿泊までして２日がかりという熱心な観覧者にも出会った。入場者自身も「熱心に見入っている方
が多いのが印象的でした」と記している。本展示がねらいとした，各運動や歴史文書が発する問いを受けとめよう
としていただいたことは，こうした長期間をかけて展示資料と向き合う姿，あるいはアンケートに見る「自身の存
在と価値観を問いなおす契機となった」（当時の経験者），「人の根源的な権利や人間らしさはいつも変わらないと
思った。博物館のイメージが少し変わった。今後も様々な視点を考えるきっかけとなるテーマを取り上げてほしい」，
「「公共性」と「住民（個人）の権利（人権）」の関係，大学における自治や権利，知のあり方への考察など，継続
した問いかけを明確化された展示の企画が良かったと思います。館をでてからも考えさせるものでした」等の記載
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からも窺い知ることができる。そして，このように文字資料を読む込む入場者の姿を反映していようが，第４の特
徴として，図録の売り上げ（有償分）が，3400部に達した（残部０）。無償配付分を含めれば，5000部以上が行き渡っ
たこととなる。第５に関連行事では，歴博講演会参加者が490人，９回のギャリートーク総参加者が690人（平均77
人）に達したほか，歴博フォーラムは，台風による悪天候の中で209人の参加，関連企画として実施した歴博映画
の会参加者も163人を数えた。
　第６に，メディアの注目，特に新聞の注目が高かったことも，特徴であり，多数の記事が入場者の広がりを大き
く後押しした。特に東京新聞の記事や朝日新聞夕刊一面記事の影響は大で，その他，『週刊朝日』や『アエラ』な
ど講読者が多い雑誌の特集も組まれた。なお，展示終了後であるが，『中国新聞』2018年１月３日号で「1968年の
問い」という特集が組まれた。
　第７は，学会との関係である。2017年12月９日，10日両日にわたって行われた「同時代史学会」年次総会は，初
日に展示に関する議論をおこない，２日目に「1968」をめぐる個別報告と議論が行われた。来年度発行の同学会誌
では，展示批評を含めて今回の企画展示に関する小特集が組まれる予定であり，その他の学会誌においても展示批
評が準備されている。

　展示に関する課題・問題としては，当時の時代背景，特に文化（映画，芝居，音楽など）や流行に目配りしてほ
しかった，という希望が多かった。今回の展示は，1968年，あるいは1960年代後半の包括的な時代像を提示するこ
とが目的ではなかったので，こうした文化的側面は必要最低限のスペースに抑えたが，同時代の非体験者が歴史展
示を理解する上では，必要な配慮を講じるべきだったと思われる。
　また，来館者からも，またメディアからも，展示の今日的意義をより明確に出すべきという声も少なくなかった。
「今に連なる政治・文化運動の歴史を確認することができた。現在の日本が直面している問題と不安を解消するた
めの一つの方法を若い世代に伝える契機となった」，あるいは「1968と2017（現在）がとてもいろいろリンクして
いることにびっくりしました」などの展示の意図を汲み取った評価がある一方で，当時の運動の今日的な遺産や現
代の課題との関係，あるいは，当時の運動の功罪を含んだ歴史的評価への踏み込みを期待した声も存在したわけで
ある。企画者としては，歴史的評価はなお時期尚早と判断して，展示としてはできるだけ多面的にそして多数の資
料から読み取ってもらうことに務めたのであるが，上記の意見は今後の考慮事項として記しておきたい。
　既に述べた様に，今回の展示形式の特徴は，一字一字をガリ版で切り，手作業で刷り上げた文字通り無数の文字
資料との向き合いというところにあり，多くの入場者がそこから様々な声を受けとめようとしたのだが，他方で，
現実の展示会場では，展示文書には細かな文字資料も多く，資料保存の観点から展示会場がやや暗いことも重なり，
「資料を読めない」，「読みにくい」という声も，特に年配の方々から，多々あった。企画の内容，ねらいに即した
展示ケース，展示ケースの設計も今後の課題として見えた部分である。また，ギャラリートークは別として，歴民
研修などでの展示解説に対し，一般観覧者より集中して資料を読むことを妨げるなどの苦情もあった。いずれも今
後の展示場の運営に関わる反省事項である。
　その他，章・節解説には英訳を付記する計画であったが，その作業に時間を割く余裕はなく，英訳付記はかなわ
なかった。「1968」は世界的共時性をもつ社会運動高揚期であり，海外の関心も寄せられた企画であり，この面も
反省点として記す。終了後，３月には，ドイツ公共ラジオ特派員による番組制作用の取材があった。

６．マスコミでの取り上げ

【TV・ラジオ】
　ケーブルネット296，ARDドイツ公共ラジオ放送東アジア支局

【新聞・雑誌】
　朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，日本経済新聞，東京新聞，千葉日報，中国新聞，山梨日日新聞，しんぶん赤旗

【雑誌・ミニコミ誌】
新美術新聞，文教速報，ぐるっと千葉，博物館研究，両毛新聞，週刊朝日，こうほう佐倉，日本歴史，メトロガイ
ド，東京都トラック時報，AERA，定年時代，芸術新潮，別冊付録芸術手帳2018，，日本カメラ　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
＜館外＞
　相川　陽一　　長野大学環境ツーリズム学部



159

Ⅱ−２　展　示

　大串　潤児　　信州大学人文学部
　河西　英通　　広島大学大学院文学研究科
　鈴木　　玲　　法政大学大原社会問題研究所
　谷合佳代子　　大阪産業労働資料館
　友澤　悠季　　長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科
　平野　　泉　　立教大学共生社会研究センター
　矢作　　正　　「技術と社会」資料館
　安田　常雄　　神奈川大学法学部
＜館内＞（◎：代表，○：副代表）
◎荒川　章二　　本館研究部　教授
　内田　順子　　本館研究部　准教授
　川村　清志　　本館研究部　准教授
　関沢まゆみ　　本館研究部　教授
○原山　浩介　　本館研究部　准教授

「世界の眼でみる古墳文化」
2018年３月６日～５月６日（56日間）

［概　要］

　「世界の眼でみる古墳文化」（2018年３月６日～５月６日）は，日本の代表的な歴史遺産である古墳について，
世界の先史モニュメントとの比較，古墳の被葬者像についての近年の研究，外国考古学からみた古墳，アーティス
トがイメージする古墳，古代・中世・近世各時代における古墳の認識，古墳についての現代社会の取り組み，未来
に向けての記録と保存，といった様々な視点から眺めることによってその多様な姿を照らし出し，古墳の本質にア
プローチする企画であった。平成30年度末に予定される常設展示第１室のリニューアルオープンに先駆け，その内
容を一部紹介する目的ももった。

１．展示趣旨

　日本列島には，３世紀中頃から６世紀までの約350年間，世界史的に見ても稀なスケールもった先史モニュメン
トが築かれた。それは現代でも地域の景観を演出し，一部はいまだに国家的祭祀の対象となっている。本企画展は，
日本の歴史と文化の最大のシンボルともいえる古墳を，①世界の先史モニュメントと比較して特質をあぶり出し，
②その主人公として葬られた王の姿を出土品などから復元する。さらに，そのような王や古墳の姿を，③現代日本
のアートやサブカルチャーの担い手，④世界の考古学者たち，⑤古墳が築かれてのち今までの日本人や日本社会が
それぞれどんなまなざしで見つめ，そこに何を求め，未来にどう伝えようとしているのかを，作品・写真・古文書・
出土品・複製品などのさまざまなメディアを通して明らかにする。

２．展示構成と主な展示資料

　　Ⅰ．王権とモニュメント
　　Ⅱ．王と墓：権威と象徴性
　　　　①日本列島の墳墓
　　　　　　＊百舌鳥古墳群模型地図
　　　　　　＊上石津ミサンザイ古墳墳丘模型
　　　　②朝鮮半島の墳墓
　　　　　　＊金銅製帯金具（レプリカ）大韓民国慶尚北道林堂７Ｂ号墳
　　　　③中国の墳墓
　　　　　　＊装身具　晋
　　　　④ヨーロッパの墳墓
　　　　⑤北米の墓
　　　　⑥中南米の墓
　　　　　　＊鐙形象形土器　ペルー　クントゥル・ワシ遺跡
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　　Ⅲ．古墳時代の王の姿
　　　　①祭祀をつかさどる王
　　　　　　＊家形埴輪（レプリカ）大阪府今城塚古墳
　　　　②生産をわがものとする王
　　　　　　＊焼け歪んだ須恵器　大阪府陶邑古窯址群
　　　　③外部世界と交渉する王
　　　　　　＊鏡　奈良県マエ塚古墳
　　　　④倭王と各地の王
　　　　　　＊武装具　熊本県マロ塚古墳＜重要文化財＞

　　Ⅳ．古墳時代へのまなざし
　　　　①イギリスの眼
　　　　②ドイツの眼
　　　　③アーティストの眼
　　　　　　＊王の姿　安彦良和 画

　　Ⅴ．現代に至る古墳の歩み
　　　　①百舌鳥・古市古墳群と世界遺産
　　　　②宮内庁による陵墓の調査と管理
　　　　　　＊天皇陵の埴輪　履中天皇陵古墳（上石津ミサンザイ古墳）
　　　　③歴史の中の古墳
　　　　　　＊阿不幾乃山陵記＜重要文化財＞
　　　　④記録と復元
　　　　　　＊熊本県釜尾古墳　横穴式石室玄室奥壁石屋形　復元模写　日下八光画
　　　　　　＊熊本県千金甲１号墳　横穴式石室模型
　　　　　　＊映像　福岡県五郎山古墳　横穴式石室の装飾

３．刊行物

展示図録（Ａ４版　123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

内覧会　2018年３月５日（月）　国立歴史民俗博物館
第407回歴博講演会「世界の王墓 日本の古墳」2018年４月14日（土）　松木武彦

ギャラリートーク　20回（上野祥史，佐々木憲一，高田貫太，仁藤敦史，松木武彦）

５．成果と課題

　本展示の目的は展示趣旨に記した通りであるが，そのさらに深いねらいとして，（１）日本の歴史と文化を代表
する遺産である古墳についての最先端の研究成果を，国際的な考古学の研究シーンに引き出し，それを＜展示＞と
いう形で博物館ならではの形で高度化し，かつ社会にわかりやすく可視化して還元すること，および，（２）展示
というメディアを通じて，多様性・主観性という視点から歴史遺産と社会との新しい関係を探求し，なおかつ，博
物館と社会との好ましい未来像を開拓すること，を意識していた。
　（１）については，これまでに本格的に取り組まれてこなかった，国際比較による古墳の歴史的意義と背景の研
究の出発点を，展示という形で学界や社会に提示できたのではないかと考えている。近年，この研究課題に積極的
に取り組んでいる福永伸哉氏，南米の先史文化の発現と発達のプロセスについて古墳と比較できる形でわかりやす
い理論的敷衍化を進めている関雄二氏，これまでほとんど紹介されてこなかった北米の先史建造物の随一の研究者
である佐々木憲一氏，日本の古墳やその社会について目下最先端の研究を進めている若狭徹氏らの外部の展プロ委
員の成果と，日本・中国・朝鮮半島の古墳・墳墓研究および文献史学の研究からの古墳に対する理解を深化させて
きた館内の展プロ委員の成果とが本格的な形で融合し，展示を通じてこれまでの到達点と今後の方向を提示できた。
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ドイツやイギリスの考古学者も参加し，さらに，本分野の国際的碩学であるクリス・スカー氏にも図録に寄稿を頂
き，国際的な広がりをもつこともできた。ただし，２年間という短い準備期間ゆえに早熟的に進めざるを得なかっ
た展示の内容や認識も自認するところであり，そのことも含め，2018年11月に開催予定の国際シンポシウムにおい
て，成果と課題のさらなる展開と深化を試みる。
　（２）については，宮内庁書陵部や古市・百舌鳥古墳群世界遺産登録推進本会議，サブカルチャーの有名クリエ
イターなど各界の協力を得て，古墳のさまざまな側面を表現・表示する資料を広く提示できた。このことにより，
これまで古墳に比較的関心が薄かった人々も動員するなど，古墳に対する社会の興味を広く喚起しえたことは博物
館として好ましい成果といえる。また，限られた予算の中で少数の展示品をいかに多彩かつ新鮮に見せるかという，
いわゆる館蔵資料型の展示に固有の課題については，上記のような多様な視点を意識したことと，展示や照明に関
して高い質の技術を得られたことによって一定の評価が得られた。その反面，「単一の視点のもとに多数の資料を
並べて特定のストーリーを提示する」という従来型の展示に慣れた観覧者からは，資料数の少なさや，「掘り下げ
の浅さ」を指摘する意見があった。本展示が最終的にいかなる社会的なインパクトを持ちえたかについては，関連
の国際シンポジウムや予定されている成果出版物の評価も含め，さらに長期的な視点から判断したい。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】
　朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，産経新聞，東京新聞，千葉日報，日本経済新聞

【雑誌・ミニコミ誌】
　 ギャラリー，歴史人，サライ，月刊ぐるっと千葉，博物館研究，週刊ポスト，SAPIO，プレジデントFamily，

JAF PLUS，こうほう佐倉，ファミリア新聞，美じょん新報　他

【テレビ・ラジオ】
　成田ケーブルテレビ，BAYfm 79 他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〈館内委員〉
◎松木武彦（本館研究部教授，日本考古学・比較考古学）
○上野祥史（本館研究部准教授，中国考古学・日本考古学）
　高田貫太（本館研究部准教授，韓国考古学・日本考古学）
　仁藤敦史（本館研究部教授，日本古代史）
〈館外委員〉
　佐々木憲一（明治大学文学部教授，北米考古学・日本考古学）
　関　雄二（国立民族学博物館教授，中南米考古学）
　福永伸哉（大阪大学文学研究科教授，日本考古学・比較考古学）
　若狭　徹（明治大学文学部准教授，日本考古学）

［くらしの植物苑特別企画］

「季節の伝統植物」
春：伝統の桜草　　　　2017年４月11日（火）～５月７日（日）（25日間）
夏：伝統の朝顔　　　　2017年７月25日（火）～９月10日（日）（48日間）
秋：伝統の古典菊　　　2017年10月31日（火）～11月26日（日）（27日間）
冬：冬の華・サザンカ　2017年11月28日（火）～2018年１月28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。　
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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，「桜草と遊楽」をテーマとして，『江戸名所花暦』やその後に刊行された花暦，浮世絵を用いて，
江戸の町人が桜草を求めて遊楽をしていた様相を紹介した。また，桜草の名所としてよく知られている尾久の原を
はじめ，千住や下谷，巣鴨の植木屋で知られていたその他の名所の地域的特徴についてパネルで紹介した。併せて，
2007年に収集した近年作出の八重咲きの品種や2010年に収集した野生系の品種，2013年から2015年にかけて収集し
た現代の新花も展示した。
　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，
この変化朝顔は現在あまり知られておらず，少数の熱心な栽培家と遺伝学教室で細々と維持されている状況である。
そこで当苑では，独創的な技術と知識を駆使して創りあげられた変化朝顔を広く一般に知っていただくため，1999
年以降生きた歴史資料としてこれを系統維持し，展示をおこなってきた。品種は正木系統44系統，出物系統26系統，
大輪系統25系統程度で，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10系統を展示した。また，今年度は「変化朝顔の形のひみつ」をテーマとし，おしべ
やめしべが変化する仕組みや，獅子，乱菊，笹，南天など，葉や花弁の裏や表がなくなる仕組みについて，さらに
枝垂，木立，渦，石化のようなつるの変化について，それぞれパネルで紹介した。
　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，奥州菊10品
種と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「菊花壇しつらえのいろいろ」をテーマ
として，江戸時代の菊栽培の必須の雨除障子として使われている市松障子がいつ頃から使われ始めたのか，その時
期について浮世絵や栽培書の挿絵などの絵画資料，栽培書や菊栽培に従事した人物の日記などの文献資料を用いて
考察をおこなった。また，菊花の展示に使用する柵や籬（まがき）の変遷についても，浮世絵を用いて紹介した。
　冬：サザンカは日本を原産地とし，ツバキとともに冬枯れの季節に庭を彩る数少ない植物である。サザンカは「サ
ザンカ」，「カンツバキ」，「ハルサザンカ」の３グループに大別されるが，花は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
「サザンカの花色と花形」をテーマとし，まず貝原益軒『花譜』の「くれないのさざんくは」とシーボルトの『Flora 
Japonica』を用いて，自生種の白色のサザンカから赤花が出現した経緯について紹介したパネル，様々な花形の写
真を組み合わせ，唐子咲や采咲などサザンカ独特の名称について紹介したたパネル，また，また様々なサザンカの
花を並べた花競の写真を紹介したパネルを作成し，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
　2017年４月29日（土）：第217回「ゲノムから見たサクラソウ園芸品種の歴史」大澤　良（筑波大学）
　　　　８月26日（土）：第221回「変化朝顔の形のひみつ」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院）
　　　　11月25日（土）：第224回「菊花壇しつらえのいろいろ」平野　恵（台東区立中央図書館）
　　　　12月16日（土）：第225回「サザンカの花色と花形」箱田直紀（元恵泉女学園大学）
　苗の有償頒布〔桜草：2017年４月11日（火）・４月18日（水）～５月７日（日），朝顔：６月24日（土）・７月22
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日（土）・７月25日（火），菊：７月22日（土），８月26日（土）・９月23日（土）・10月28日（土）・10月31日（火），
サザンカ：10月28日（土）〕

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，昨年度に引き
続いて江戸時代を対象としたテーマを設定し，花暦や浮世絵を用いて，江戸の人々が桜草を求めて遊楽を楽しんで
いた様子を紹介した。夏の「伝統の朝顔」では，おしめ・めしべ・花弁・葉・つるの変化について，それぞれ代表
的な事例をもとに遺伝学的な解説をおこなった。秋の「伝統の古典菊」では，菊花壇や菊花の展示に用いられる道
具類について絵画資料や文献資料を用いて説明した。最後の「冬の華・サザンカ」では，もともと白花だった自生
種のサザンカにツバキの遺伝子が入って赤花になった経緯やサザンカ独特の名称，サザンカの花形の多様性につい
て解説した。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４月29日の第217回観察会で筑波大学の大澤良氏，展示プロジェクトの新メンバーとして日本大
学の水田大輝氏をお招きし，植物育種学・園芸科学の分野からの情報発信を強化した。その効果もあってか，ポス
ターの枚数を大幅に減らしたにも関わらず，４月から大澤氏の観察会には90名という数多くの参加者が集まり，結
果として本年度も１年を通じて多くの来苑者があった。

５．マスコミでの取り上げ

［伝統の桜草］関連
　チバテレビ，成田ケーブルテレビ，チャンネルさくら，朝日新聞，東京新聞，千葉日報，首都圏春のお出かけ，
ちいき新聞，こうほう佐倉，船橋よみうり　他
［伝統の朝顔］関連
　チバテレビ，成田ケーブルテレビ，チャンネルさくら，朝日新聞，千葉日報，ビジュアル江戸三百藩　週82刊，
ぐるっと千葉，Garden & Garden 秋号，趣味の園芸，船橋よみうり，StaD，いけ花　龍生，房総ファミリア新聞
　他
［伝統の古典菊］関連
　朝日新聞，毎日新聞，東京新聞，千葉日報，ぐるっと千葉，あさひふれんど千葉，花卉園芸新聞，プランツ＆ガー
デン　他
［冬の華・サザンカ］関連
　チバテレビ，朝日新聞，東京新聞，アミーカ，あさひふれんど千葉，船橋よみうり，KIRACO，スペースマガ
ジン　他

６．展示プロジェクト（◎：代表，○副代表）
　辻　誠一郎　東京大学・非常勤講師　　　　　　　　　仁田坂英二　九州大学大学院理学研究院
　箱田　直紀　恵泉女学園大学・名誉教授　　　　　　　平野　　恵　台東区立中央図書館
　岩淵　令治　学習院女子大学　　　　　　　　　　　　水田　大輝　日本大学生物資源科学部
◎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

［特集展示］

第４展示室「見世物大博覧会　現代編」
2017年４月18日（火）～2017年７月17日（月・祝）

１．展示趣旨

　本展示は，2016年１月16日から３月20日にかけて，第３展示室副室等で行なった「見世物大博覧会」のテーマを
引き継ぎつつ，時代と空間については，より近現代に特化した展示を行うことを目的としていた。すなわち，この
第４展示室副室では，近年まで行われてきた見世物小屋の現場の様子をできる限り再現し，その文化的な位相を紹
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介することとした。また，これら二度の展示を総合して，2016年９月から12月にかけて大阪の国立民族学博物館で
行われた「見世物大博覧会」の歴博における巡回展示という形式となっている。

２．おもな展示資料

　主な展示品としては，1990年代半ばまで見世物小屋を開いていた安田興行社が使用していた絵看板やディスプ
レー，主要な演目である「人間ポンプ」や「火炎放射」などの小道具類のほか，ビラ・写真・ポスターなど，実際
に見世物小屋を構成していた原資料である。

３．関連行事

・ギャラリートーク
　　日時：2017年４月18日（土）13時30分～
・「人間ポンプ　安田里美　浅草木馬亭公演」上映会
　　日時：2017年５月20日（土）13時30分～15時30分
　　会場：国立歴史民俗博物館講堂
　　講師：鵜飼正樹氏（京都文教大学教授）
　　参加者数：199人

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

　時代と空間については，より近現代に特化した展示を行うことを目的としていたが，展示室では，近年まで行わ
れてきた見世物小屋の現場の様子をできる限り再現し，その文化的な位相を映像とともに紹介することができた。
　見世物展示現代編では，絵看板の展示に，もう少し工夫が必要であったと感じている。さらには，時間的な制約
と展示スペースの制約があったものの館蔵品についても精査すれば，展示資料を増やすこともできたのではないか
と考えている。
　ただし，本展示ではアンケートによる観覧者からの意見や感想を聞くことができず，実際の入場者数も定かでな
いため，展示の効果や改善点については，十分に把握できなかったことも確かである。

６．マスコミの取り上げ

【TV・ラジオ】
　NHK千葉ラジオ，ケーブルネット296

【新聞・雑誌】
　 朝日新聞，毎日新聞，東京新聞，千葉日報，美術手帳，週刊芸術新聞，こうほう佐倉，広報たこ，ぱど　松戸・

八柱エリア，ぐるっと千葉　他

７．展示プロジェクト（◎展示代表，※民博展示代表者）
◎川村清志　　　本館研究部　准教授
　大久保純一　　本館研究部　教授
　鵜飼正樹　　　京都文教大学　教授
※笹原亮二　　　国立民族学博物館・民族文化研究部　教授

第３展示室　「楽器と漆」
2017年７月11日（火）～９月３日（日）

１．展示趣旨

　古来，楽器の制作にあたっては，しばしば漆工技術が用いられてきた。
　それは，第一に，漆の接着剤やコーティング剤としての実用的な側面が，音を奏でる道具としての楽器の制作に
不可欠であったためである。そして第二に，外観上の美しさや貴さが求められた楽器にとって，艶やかな漆の塗装
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面や多彩な装飾技法がふさわしいとみなされたためであろう。
　今回の特集展示は，同時開催の企画展示「URUSHIふしぎ物語－人と漆の12000年史－」と連動し，漆利用とい
う観点から楽器を見直してみる。本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションや，生田コレクション鼓胴など
の中から，漆技術を用いた楽器とその付属品を展示することによって，楽器と漆の深い関わりに注目し，漆を用い
た豊かな文化の一端を紹介することを目的とする。
　機能と美的効果を兼ね備えた漆の使用例として，笛の樺巻，琴の塗装をとりあげるほか，笙の匏（頭）や箏の龍
頭・龍尾など楽器自体の装飾，楽器にかかわる筒や箱の装飾，また，能楽で用いられる鼓の胴に表される機知に富
む蒔絵意匠などを中心に展示を構成する。
　なお，今回展示する生田コレクションは，当館受け入れ以来，初公開となる。

２．展示資料

　紀州徳川家伝来楽器コレクション（H-46）より
　　龍笛（銘「青柳」）　　　１管　鎌倉時代
　　一節切（銘「山風」）　　１管　桃山～江戸時代初期　大森宗勲作
　　笙（銘「真具寿」）　　　１管　鎌倉時代
　　袖笙（銘「燕子」）　　　１管　江戸時代　　　　　　山本藤右衛門作
　　鳳凰蒔絵盛管用箱蓋　　 １枚　江戸時代
　　七絃琴「冠古」　　　　 １面
　生田コレクション 鼓胴（H-1796）より
　　源氏夕顔蒔絵小鼓胴・真葛蒔絵小鼓胴・紫陽花蒔絵太鼓胴ほか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など約50点

３．関連行事

　展示解説会　７月10日（月）
　ギャラリー・トーク　７月29日（土）11：00～11：40

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

　企画展示「URUSHIふしぎ物語－人と漆の12000年史－」の展示内容と連動し，同時開催として，楽器資料を漆
利用という観点から捉え直した企画である。
　小規模の展示ながら，質の高い漆工芸装飾をともなう館蔵の楽器資料を多く展示したことにより，充実した内容
となり，来館者からの評価もおおむね好意的であった。とりわけ，今回初公開となった生田コレクション鼓胴に関
しては，この資料を目当てに遠方より来館した見学者も多数見られ，当該分野に関する関心の高さを実感した。
　鼓胴の展示に関しては，鼓胴内部（巣）の鉋目が見えにくいとの指摘が見られたのは，漆装飾に焦点を当てた展
示であったとはいえ，配慮すべきであったと反省している。

６．マスコミでの取り上げ

【TV・ラジオ】
　ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　 ぐるっと千葉，あそび場百科じてん（８～11月），能楽タイムズ，房総ファミリア新聞，教育家庭新聞，博物館

研究，佐倉よみうり　他

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
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第４展示室　「国立公園　今昔」
2017年８月１日（火）～2018年１月８日（月・祝）

１．展示趣旨

　日本の国立公園制度（現在は自然公園制度）が誕生してから約85年経過した。近年は，特に世界遺産に関心が集
中する傾向がみられるが，日本の景勝地の保全・開発に大きくかかわった制度として，「国立公園」を無視するこ
とはできない。今回の特集展示では，日本人と景勝地に代表される保護地域とのかかわり方について歴史的変遷を
踏まえつつ，報告書や雑誌，土産物，写真などを幅広く展示したい。また，近年のトピックとして，利用の両極端
化（多くの国立公園における利用者低迷と，一部の利用集中）の問題や，震災と国立公園の関係性，国立公園以外
の保護地域の紹介についても行う。さらに，展示代表者が長年かかわってきた鹿児島県屋久島（屋久島国立公園）
における文化・歴史的な遺構・映像を紹介するコーナーも設け，最新の研究情報を来館者にお届けしたい。

２．展示構成と主な展示資料

（１）国立公園に代表される「自然公園」制度について
（２）黎明期の国立公園ブーム　─国立公園が誕生するまでの様々な議論─
（３）国立公園の誕生（戦前期）
（４）戦争と国立公園
（５）花開く大衆観光─戦後期の国立公園─
　①来訪を呼びかける様々なチラシ
　②河川を利用したアクティビティ／冬のアクティビティ
　③新婚旅行の訪問先としての国立公園
　④保護地域（国立公園，名勝など）に関連する土産物や商品
　⑤信仰と国立公園
（６）日本統治時代に存在した台湾の国立公園
（７）移ろいゆく価値
（８）保護地域を取り巻く近年の状況
（９）映像ブース　「屋久島の森に眠る人々の記憶」（2015年，80分）
（10）ポスターの紹介　
設立報告書や戦中期の「健民」運動や植民地の国立公園に関する文書
　県民運動　H-1282-241-11
国立公園に関連した土産物・チラシ（戦前・戦後含む）
　日本八景木曽川絵葉書　H546-1-1-4000
この他に千葉県立中央博物館の協力を得て，絵葉書やポスターチラシなどの展示を行った。また環境省や市町村の
観光協会の協力によって，現在の国立公園像を表象するポスターも収集し，展示した。

３．関連行事

　解説会（2017年８月１日（火））
　ギャラリートーク（2017年９月９日（土）），
　歴博講演会「自然の中の文化・歴史を守る」（2017年９月９日（土））

４．刊行物

　解説シート

５．成果と課題

　本展は，国立公園の今昔を絵葉書や漫画絵巻など様々な土産物から明らかにした展示であった。実際の特集展示
に向けて資料を収集する中で，同一の国立公園であっても時代ごとに注目される価値が異なることが明らかとなり，
その価値が極めて揺らぎやすいものであることが明らかになった。この他に，国立歴史民俗博物館民俗研究映像「屋
久島の森に眠る人々の記憶」を公開した。当初予想していたよりも多くの来館者が映像を鑑賞していることがわか
り，映像の持つ力を改めて再確認した。
　今後は，国立公園今昔のようなテーマに関する研究蓄積をさらに積み，一般書や専門書などでも公表することが
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求められるといえる。また千葉県立中央博物館蔵の資料や個人蔵の資料を多く利用したが，今後は館内に国立公園
関連の資料を収蔵する必要も課題として挙げられる。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296

【新聞・雑誌】
　 毎日新聞，日本経済新聞，東京新聞，あそび場百科じてん（2017年８～11月），我ら学び隊（2017年８～11月），

週刊芸術新聞，散歩の達人，博物館研究，博物館研究，ＫＩＲＡＣＯ　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎柴崎茂光（本部研究部　准教授）
　川村清志（本部研究部　准教授）

第３展示室　「年号と朝廷」
2017年９月12日（火）～10月22日（日）

１．展示趣旨

　中国で使い始められた年号は，日本人の生活に深く根を下ろしている。西暦との併用に不便を感じることは少な
くないが，「元禄文化」「昭和ヒトケタ世代」といった表現が文化や社会を語る上で欠かせないこともまた事実であ
る。本展では，日本文化の一つの核をなす年号に着目し，どのような人々によってどのように決められたかを振り
返る。
　年号制定に関わった朝廷官人たちが普段から行っていた準備，改元を決める場で行った議論，さらには記録を残
し蓄積するために注いだ熱意に，思いをはせていただきたい。
　なお，本展は共同研究「廣橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」（2015～2017年度　研究代表
者　水上雅晴中央大学教授／本館客員教授）」の成果発信の一つであり，共同研究に関しては当該頁を参照されたい。
　
２．展示資料

親王名字勘文 H-600-204-5
年号勘文扣 H-63-238-3
年号字 H-600-205-3-17
迎陽記（年号勘文部類） H-63-213
元秘鈔 H-63-186
年号字　新撰 H-63-218
年号字鈔 上 H-63-220-1
五代帝王物語 H-600-744
貞永元年・天福元年改元定記　経光卿記 H-63-200
後西天皇譲位宣命 H-600-245-5
改元定申詞（明暦改元度の申詞） H-600-1028
霊元院御影 H-600-1654
日本書紀神代巻 H-600-863
行類抄 H-600-193
院号定部類記 H-600-171
年号事（霊元天皇宸筆年号備忘） H-600-0205-03-15
北野縁起絵（中巻） H-1169-2
禁裏絵図 H-600-929-01
経光卿改元定記　寛元度・宝治度・建長度 H-63-203
経光卿記　自貞永元年四月一日至二十七日 H-63-704
経光卿記　自天福元年四月一日至十五日 H-63-711
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経光卿暦記　自天福元年正月一日至六月二十九日 H-63-845
古文尚書 H-497
貞観政要（古活字版） H-176
史記 H-172
漢書 H-173
周易 H-743-466
改元部類記（大炊御門家旧蔵本）（個人蔵）
大学ポスター（慶応，明治，大正）
　計30点

３．関連行事

展示解説会
　2017年９月12日（火）11：00～11:40

ギャラリー・トーク
　2017年９月23日（土・祝）石井行雄（北海道教育大学）・近藤浩之（北海道大学）

教育プログラム「展示資料に『年号』を探せ！」
　常設展示資料の中には，年号が刻されたり，記されたりしているものが多数ある。展示室や回廊展示「碑の小径」
に展示されている資料10点を選び，ワークシートを作成して，そこ記されている年号を確認し，日本における年号
使用の歴史の長さと広がりを来館者に体感してもらった。

歴博フォーラム
　2017年９月16日（土）第106回歴博フォーラム「年号と日本文化」国立歴史民俗博物館講堂

国際シンポジウム
　2017年10月21日（土）・22日（日）「年号と東アジアの思想と文化」
　国立歴史民俗博物館ガイダンスルーム　

４．刊行物

　解説シート，広報用チラシ，ワークシート「展示資料に『年号』を探せ！」，『第106回 歴博フォーラム「年号と
日本文化」』

５．成果と問題点

　今回の特集展示は，公募型の共同研究「広橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と研究」（代表：水上
雅晴 中央大学教授／本館客員教授）の成果の一部として開催されたものである。
　本館の教員主導ではなしえない公募型共同研究は，研究として意義が大きく，それを反映した展示もまた高い意
義をもつ。これまで研究がほとんど行われていなかった広橋家本などの館蔵年号関係資料について，その価値を明
らかにし，展示による資料の公開を行ったことは，年号勘文や年号の制定過程に関わる研究にとって，画期的とも
言える意味を持つ。本館の著名資料である国宝「宋版史記」「宋版漢書」などを，年号の出典という観点から，書
かれた文字を実際に読ませる展示として扱ったことも意味のある資料の用い方であった。歴博フォーラムや国際シ
ンポジウムを連動させたことも相まって学界的にも国際的に関心を集めたのみならず，天皇の退位と改元が話題に
なっていたため，新聞等に取り上げられるなど社会的にも注目された。
　一方，このような外部メンバーを主体とした研究成果発表の展示は，館内教員を中心に行なう通常の展示と同様
にはできない。公募研究の実を上げるためには，実務的な支援体制を強化することが必要である。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296
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【新聞・雑誌】
　 朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，東京新聞，朝日中高生新聞，あそび場百科じてん（2017年８～11月），我ら学

び隊（2017年８～11月），船橋よみうり，博物館研究，旅行読売　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，〇館内担当）
◎水上　雅晴　中央大学文学部・教授
　福島　金治　愛知学院大学文学部・教授
　武田　時昌　京都大学人文科学研究所・教授
　石井　行雄　北海道教育大学釧路校・准教授
　名和　敏光　山梨県立大学国際政策学部・准教授
　末永　高康　広島大学文学部・准教授
　近藤　浩之　北海道大学文学部・教授
　石　　立善　上海師範大学哲学与法政学院・教授
　大川　　真　吉野作造記念館・館長
　中川　仁喜　大正大学文学部・専任講師
　尾留川方孝　中央大学文学部・非常勤講師
　髙田　宗平　大阪府立大学人間社会システム科学研究科・客員研究員
○小島　道裕　本館研究部・教授
　小倉　慈司　本館研究部・准教授
　田中　大喜　本館研究部・准教授

第３展示室　「江戸のグルメ案内」
2018年１月５日（金）～２月４日（日）

１．展示趣旨

　テレビのグルメ番組や旅行番組中での食レポ，星の数ほどありそうなグルメガイド本，あるいは駅に置いてある
無料のグルメ情報誌など，巷には食べ物屋に関する情報源が充ち満ちている。近年ではインターネット上のグルメ
ガイドに表示された星の数や口コミを参考に店選びをする人も少なくない。今日，東京はミシュランガイドで最多
の星つきレストラン数を誇る世界に冠たるグルメ都市だが，江戸末期の番付や錦絵にも江戸市中の食の名店である
料理茶屋（今日の料亭に相当）に関する情報が豊富に取り上げられており，食にこだわる東京人の気質は江戸時代
にまでさかのぼる。今回の特集展示は，江戸の料理茶屋に関わる多彩な館蔵資料をもとに，いかに江戸末期の江戸
という町がグルメ・シティであったかを示そうとするものである。
　展示の一つの核となるのは番付類である。江戸時代は番付文化の時代であり，相撲の番付に模していろいろな事
物を格付けすることが流行したが，江戸市中の有名料理茶屋の番付は数多く残されており，人々の関心が高かった
ことがうかがえる。
　展示のもうひとつの核となるのは，歌川広重が天保（1830～44）後期に描いた錦絵「江戸高名会亭尽」である。
名所絵の第一人者が江戸市中の著名な料理茶屋を描いた揃物（全30枚揃いだが当館は18図を所蔵）で，こうした錦
絵が出版されていたことは，料理茶屋が名所としても認識されていたことを示唆している。今回の展示ではこの揃
物の中から料理描写の豊かなものを中心に選び，その他の錦絵や絵双六，『江戸名所図会』なども加え，料理茶屋
の情報が視覚的に伝えられた様子を垣間見ることにしたい。
　今日，インターネット上では，料理レシピのサイトも人気があるが，江戸時代にも料理本は多数出版されている。
江戸の料理本流行のきっかけをつくった天明２年（1782）刊の『豆腐百珍』や，開国後に異国の料理への関心が高
まったことをうかがわせる文久元年（1861）の『新編異国料理』などの料理本や，それらに関連した錦絵も展示す
る。

２．おもな展示資料（予定）

　　　「八百善御料理献立（江戸料理茶屋番付）」　H-1424-2
　　　「江戸高名会亭尽」　歌川広重画　H-1368
　　　「新版御府内流行名物案内双六」H-715-2
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３．関連行事

　展示解説会　2018年１月５日（金）　13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

　昨今のグルメブームの中で，江戸時代の料理茶屋に関する番付や錦絵，あるいは献立本など，幅広い館蔵資料を
展示することができ，既存の館の資源の発掘と活用という点では，それなりの意義があったと思われる。また，マ
スメディアの取り上げ状況や，京成佐倉駅など各所に置いたチラシがすぐに無くなるなど，一般の反応にも手応え
があった。反省点としては，当時の料理茶屋で提供されていた会席料理の具体的な献立などを視覚的に示すことが
できなかったことで，この点に不満を抱く来館者の反応もネット上に見いだせた。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　NHK FM　千葉局，ケーブルネット296

【新聞・雑誌】
　 朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，日本経済新聞，産経新聞，東京新聞，千葉日報，文教速報，書道界，美術の窓

ぐるっと千葉，北総よみうり，経済界，旅行読売，ＫＩＲＡＣＯ，月刊新松戸，あさひふれんど千葉，月刊スペー
ス・マガジン，房総ファミリア新聞，ちいき新聞（八千代台版），ちいき新聞（東葉版），ちいき新聞（佐倉西版），
文部科学教育通信，博物館研究，こうほう佐倉，ギャラリー　他

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
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第３展示室　「和宮ゆかりの雛かざり」
2018年２月20日（火）～４月８日（日）

１．展示趣旨

　幕末の動乱期，14代将軍徳川家茂に降嫁したことで知られる和宮所用の雛人形・雛道具類（本館所蔵）を公開し，
江戸の雛市に関する展示も行った。
　上巳（三月三日節）にとりおこなわれる雛祭りの行事は，江戸時代に入ってから広まりをみせ，多くの女性たち
の支持を集めた。儀式が定着するにつれ，その装飾は華麗なものとなり，時代時代の流行を取り入れながら，寛永
雛，元禄雛，享保雛，次郎左衛門雛，有職雛，古今雛と俗称される多彩な雛人形や，精巧に作られたミニチュアの
道具類が生みだされていった。諸記録によれば，皇女和宮も，数多くの雛人形を手もとにおき，上巳にはあちこち
と雛人形を贈りあうなど，雛まつりを楽しんだようである。本館所蔵の雛人形・雛道具はその一部をなしていたと
考えられるが，有職雛と呼ばれる種類の雛人形と，江戸七澤屋製の各種雛道具，御所人形および三ツ折人形などが
含まれ，江戸時代の文化や工芸技術を伝える資料として貴重である。

２．展示資料

　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20（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

　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。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　NHK FM千葉局，ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，東京新聞，こうほう佐倉，月刊ぐるっと千葉，房総ファミリア新聞，博物館研究，京成らいん　他

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
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［展示プロジェクト委員会］
「URUSHI　ふしぎ物語─人と漆の12000年史─」

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。

２．展示プロジェクト委員会

　開催年度を迎え，資料の借用や運搬，巡回関連等の打ち合わせを適宜おこない、展示図録，パネル・キャプショ
ン，デジタルコンテンツなど内容の検討を行い，確定した。
第１回　７月10日　国立歴史民俗博物館
　　　　企画展示「URUSHI　ふしぎ物語─人と漆の12000年史─」内覧会
　　　　展示の最終確認，内覧会の来館者に対する展示解説をおこない，展示の内容を検証した。

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　　龍谷大学文学部 教授（歴史考古学）
　工藤　紘一　　岩手県立博物館 研究協力員
　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　文化庁　文化財部美術学芸課　文化財調査官（美術史）
　都築由理子　　早稲田大学人間科学学術院　助手（近世考古学）
　中里　壽克　　東京文化財研究所　名誉研究員（漆工史）
　永嶋　正春　　学識経験者（保存科学）
　能城　修一　　明治大学黒曜石研究センター　客員研究員（考古植物学）
　宮腰　哲雄　　明治大学　名誉教授（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　　本部研究部　准教授
　小池　淳一　　本部研究部　教授
　齋藤　　努　　本部研究部　教授
　鈴木　卓治　　本部研究部　教授
　林部　　均　　本部研究部　教授
◎日高　　薫　　本部研究部　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それまでないタイ
プの社会運動の重層的高揚期が同時展開した時代である。
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Ⅱ−２　展　示

　後者は，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，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。これらの運動が切り開いた運動の理念や
柔構造の組織論は，後の時代まで大きな影響を与えている。
　本展示は，第六室に部分的に示されている同時代の社会運動に関する展示の成果を踏まえつつ，この時代の多様
な運動をより総合的に紹介し，「1968年」に象徴されるこの時代の運動の意味をさぐることを目的とした。
　展示は大きく二部構成とし，それぞれの内容は以下の通り。
第一部　「平和と民主主義」・「経済成長」への問い
　1960年代後半は，戦後の平和と民主主義，そして1950年代後半からの高度経済成長のあり方，すなわち戦後日本
の政治的枠組みと経済的枠組みの基本が，同時に問われた時期であった。
　戦争の記憶を揺さぶりつつ，多くの世代を捉えたのが，ベトナム戦争への懐疑であった。戦後革新勢力，新左翼，
そしてベ平連に象徴される反戦市民運動が交錯，対立しつつ高揚したが，この時期の反戦社会運動の最大の特徴は，
日米安保という軍事同盟によってこのベトナム戦争を支え，アジアの人々に対し加害の側に立つ日本ありようへの
問いかけが広範にあらわれたことであった。第一部では，第１章で先ず，戦後日本の平和と民主主義を，一国的で
はなく，アジアの視点から問い返そうとしたベトナム反戦運動に焦点を当てた。
　このような冷戦構造，貿易関係を背景に戦後日本は経済大国への道をひた走った。当時の世界が目を見張ったそ
の急速な成長政策は，人々の暮らしと命を脅かす公害の拡大として，あるいは，地域開発政策を強力に押し進める
巨大な「公」権力として，国内各地域の人々のくらしを襲った。そしてこれへの対抗として，被害者運動，住民運
動が広範に立ち現れ，生活権・生存権要求の主体となり，あるいは「公」的論理を支える議会制民主主義と地方自
治のあり方を問うた。第３，４，５章では，その代表的事例を取り上げる。
　こうした反戦運動と住民運動・被害者運動は，その問題の根が結びついていることもあり，運動としても交錯し
ていた。間に挟まる第２章は，「神戸」という地域の視点から，反戦運動や学生運動を含めて，地域内の諸運動の
関係性，その関係性と歴史性からつくりあげられる地域社会運動の個性に焦点をあてたものである。その際，特に
関西という非常に多様な社会運動が交錯する地場に注目した。
第二部　大学という「場」からの問い──全共闘運動の展開
　高度経済成長は，高校・大学進学率の急上昇を背景にして青年という社会層が，高校生・大学生というイメージ
で象徴される新しい性格と文化をもった社会集団として再編され，登場した時期であった。しかし，経済成長期の
教育現場には能力による差別と選別が深く入り込み，その中で青年たちの自我は揺らぎ，自分は何物なのかを探し，
問い続けざるを得なかった。特にこの時期に急激に大衆化し始めた大学では，マスプロ教育により教育条件が低下
する一方で学生への管理体制が強化され，学生の不満と反発は強まっていた。
　学生が置かれたこうした状況に，1966，1967年から独自の社会運動勢力として影響力を強めつつあった新左翼諸
党派の社会観や運動論が触媒的な役割を果たし，全国的に大学闘争が展開された。1968年のピーク時のいわゆる「紛
争校」は165校を数える。その運動を通じて，党派や党派が主導する学生自治会とは距離をおいたノンセクトの学
生の一群が生まれ，党派の利害ではなく，「全学共闘会議」として大学における学問研究・教育の現状への多様な
問いを発しつつ，その運動をになう個々人自身の思想や行動を問い続ける運動スタイル（党派の組織メンバーとし
ての責任と自覚ではなく，一人の人間としての生への問い）は，これまでの学生運動には見られない大衆的なエネ
ルギーの喚起，組織化につながっていった。第二部では，この全共闘運動の成立から闘争の鎮静化までの経緯を追
い，運動の特徴と意義を考えた。

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（基盤研究）「「1968年」社会運動の資料と展示に関する総合的研究」と共
同するかたちで開催してきている。本年度は展示終了後の総括会議を含め以下の内容で３回の会議を実施した。
　第１回会議は2017年４月15，16日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。図録校正案，展示構成案
につき，平井一臣，安田常雄，矢作正，相川陽一，黒川伊織，清水靖久，小杉亮子，河西英通，荒川章二よりそれ
ぞれ報告がなされ，各パートにつき議論をおこなった。
　第２回会議は2017年７月１日，2日両日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。図録入稿後の工程の確認，
図録掲載資料以外の展示予定資料の確認，パネル作成，解説シート，資料の集荷・設営，内覧会，プレス対応など
につき打ち合わせを行った。
　第３回会議は，2018年１月27日，28日，国立歴史民俗博物館第一会議室にて実施した。展示アンケートを利用して，



174

展示についての反響に関する報告，及び討議をおこなった。その他，研究報告関係の研究報告が２本実施された。
　展示資料調査については，展示プロジェクト代表の荒川章二が水俣関係資料（於：水俣市），九州大学関係資料，
広島大学関係資料，立教大学共生社会センター所蔵資料などの撮影，副代表原山浩介による立教大学共生社会研究
センターにおける，べ平連関係資料の撮影出張が実施された。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〔館外〕
　安田　常雄　神奈川大学法学部　特任教授
　河西　英通　広島大学大学院文学研究科　教授
　大串　潤児　信州大学人文学部　准教授
　相川　陽一　長野大学環境ツーリズム学部　准教授
　友澤　悠季　長崎大学水産・環境科学研究科　准教授
　平野　　泉　立教大学　兼任講師（立教大学共生社会研究センター）
　鈴木　　玲　法政大学大原社会問題研究所　教授
　谷合佳代子　大阪産業労働資料館　館長
　矢作　　正　「技術と社会」資料館　館長
〔館内〕
　関沢まゆみ　本館研究部　教授
◎荒川　章二　本館研究部　教授
○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

「世界の眼でみる古墳文化」

１．展示プロジェクトの概要

　巨大な墳墓造営で特徴づけられる日本列島の古墳文化を，世界史と現代社会の中にビジュアルに位置づけること
を目的とする。そのために，１）朝鮮半島や中国などの東アジアの王墓，およびヨーロッパやアメリカ大陸の王墓
や神殿などの先史巨大建造物と比較することによって，日本列島の古墳の特質を浮かび上がらせる。２）古墳の主
人公である王の姿を，古墳やその関連遺跡から出土した資料やレプリカなどによって具体的に復元する。３）古墳
や王の姿を，海外の考古学者や博物館による古墳の研究や紹介（国際的視点），現代アートによる古墳や王のイメー
ジ復元（現代的視点），古代・中世から現代にいたる古墳観の変遷（歴史的視点）といった視点から照らして，「古
墳とは何であったか」を明らかにする。
　展示プロジェクト委員会は，上記１）の比較対象である朝鮮半島・中国・ヨーロッパ・南北アメリカをそれぞれ
代表とするモニュメントが存在する地域の考古学および日本列島の古墳の専門家を館の内外から選んで構成した。
代表は松木武彦，副代表は上野祥史である。本プロジェクトは，松木が副代表を務める総合展示第１室リニューア
ルのうち「テーマⅤ」（古墳時代）の内容と関連をもつとともに，上野が代表を務めた広領域歴史創成研究「東ア
ジアにおける倭世界の実態共同研究」（2012～2014年度）の成果を反映したものである。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　展示プロジェクトの内容は2016年度でほぼ固まり，2017年度は展示開催の年度に当たり，実際の展示作業に入っ
たので，展示プロジェクト委員会は開催せずに，個別の展示内容について各展示プロジェクト委員から助言や教示
を受けた。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〈館内委員〉
◎松木武彦（本館研究部教授，日本考古学・比較考古学）
○上野祥史（本館研究部准教授，中国考古学・日本考古学）
　高田貫太（本館研究部准教授，韓国考古学・日本考古学）
　仁藤敦史（本館研究部教授，日本古代史）
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Ⅱ−３　資料調査研究プロジェクト

〈館外委員〉
　佐々木憲一（明治大学文学部教授，北米考古学・日本考古学）
　関　雄二（国立民族学博物館教授，中南米考古学）
　福永伸哉（大阪大学文学研究科教授，日本考古学・比較考古学）
　若狭　徹（明治大学文学部准教授，日本考古学）

「ニッポンおみやげ博物誌」

１．展示プロジェクトの概要

　本展示は，近世から近・現代にかけて展開してきたおみやげという贈与の形式とその背景となる旅と観光の様相
を，主に国立歴史民俗博物館が所蔵する資料を通して紹介するものである。ここでいうおみやげとは，誰かがある
場所から別の場所へとそれらを携帯して移動し，自分自身を含めた任意の誰かに贈与するモノやコトをさす。
　この展示では，おみやげが生まれる場所とその特質，おみやげと旅を経験する人々との関係，そして旅の果てに
辿りつくおみやげの行方に注目していく。
　近・現代のおみやげには，その時代に展開した生活の大きな変革の軌跡が刻印されている。一つは，多様化した
旅の目的であり，その目的をブランド化する眼差しの交錯である。今日，人びとは実に様々な目的で旅に出るよう
になった。旅の目的や楽しみ方が多様化したのである。もっとも旅先を訪れる人びとが目的とするものは，彼らを
迎え入れ，おみやげを販売する側でも，最もアピールしたいものであることが多い。おみやげを売る者と買う者の
眼差しは，旅で見たこと，経験したことに収斂する。おみやげが表象するものには，旅や観光への相互的な眼差し
の変遷を見ることができる。
　また，旅の移動手段と技術の革新も，多くのおみやげを生み出してきた。鉄道の開通と広がりによって生まれた
おみやげがあり，道路網の発達と自動車の普及が開拓したおみやげ市場がある。航路の発達や飛行機の導入は，日
本人を海外旅行へと誘っていくことになる。おみやげからは日本人の旅と観光の様式や手段の変遷を見ることもで
きる。
　おみやげからは，日本人における人とモノと物語のつながりを問い直すこともできる。例えば日本のおみやげは，
食料品中心のラインアップや自分以外への贈答を前提とするなど，欧米のスーベニアとは異質な側面を持っている。
もちろん，おみやげにはそれらを送る人の思いや記憶も刻まれている。このような日本のおみやげの特質を踏まえ
つつ，「観光マインド」に満ちたりた企画展示を実現したいと考えている。

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，第１回目を2017年12月20日（水），第２回目を12月22日（金），第３回目を2018年３
月１日（木），第４回目を2018年３月７日（水）に開催し，各回とも展示代表者と館外委員との展示資料の選定及
び展示図録の執筆分担・内容について検討を行った。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〔館内〕
　◎川村清志　　本館研究部　准教授
　○青木隆浩　　本館研究部　准教授
　　澤田和人　　本館研究部　准教授
　　柴崎茂光　　本館研究部　准教授
　　山田康弘　　本館研究部　教授
〔館外〕
　　岩淵令治　　学習院女子大学国際文化交流学部　教授
　　鵜飼正樹　　京都文教大学　総合社会学部　教授
　　加藤幸治　　東北学院大学文学部歴史学科　教授
　　野村典彦　　日本大学文理学部　兼任講師
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「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」

１．展示プロジェクトの概要

　去る2013年秋には，初の総合的古文書展として企画展示「中世の古文書─機能と形」を開催し，好評を博した。
館蔵の中世古文書・古記録は有数のコレクションであり，定期的に実物を公開することが望ましく，前回は展示で
きなかった文書も多い。このため，展示を前提とした共同研究によって先端研究の成果を盛り込み，内容を練り直
し，出品資料も入れ替えて，別の形で開催したい。前回課題となった，今日的な中世文書の体系化や国際比較など
の古文書学的な新しい内容を盛り込むと共に，前回は実験段階だったスマホ音声ガイドなどのIT技術も駆使して，
「機能と形」だけでなく，文字や内容を「読む」ことの喜びも体験できるようにしたい。展示の内容と経験は，総
合展示第２展示室「中世」のリニューアルにも活かす予定である。
　共同研究を元にした展示であり，会議実績は下記共同研究と同じであるため，その項を御覧いただきたい。
　【基幹研究】「歴史文化資料に基づく日本中世社会像の再構築」Ｃ「中世文書の様式と機能および国際比較と活
用に関する研究」

２．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
〔館内〕
◎小島　道裕　　本館研究部　教授
○田中　大喜　　本館研究部　准教授
　仁藤　敦史　　本館研究部　教授
　小倉　慈司　　本館研究部　准教授
　三上　喜孝　　本館研究部　准教授
　荒木　和憲　　本館研究部　准教授
　松尾　恒一　　本館研究部　教授
　鈴木　卓治　　本館研究部　教授
〔館外〕
　丸山裕美子　　愛知県立大学　教授
　川西　裕也　　新潟大学　助教
　佐藤　雄基　　立教大学　准教授
　高橋　一樹　　武蔵大学　教授
　桃崎有一郎　　高千穂大学　教授
　横内　裕人　　京都府立大学　准教授
　金子　　拓　　東京大学史料編纂所　准教授


