
［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。
　2018年度の事業として特筆すべき点は，総合展示第１室（先史・古代）のリニューアルオープンである。2012年
に展示リニューアル委員会が発足し，2016年から工事のために閉室していた第１室は，2019年３月19日に開室して
一般に公開された。新しい展示は，民衆生活史，環境史，国際交流という３つの基調テーマと，多様性，現代的視
点という２つの視点のもとに，中国・朝鮮半島や北海道・沖縄との関係も重視したものとなっている。また，歴博
の先端的研究が明らかにした，先史時代の新しい年代観を反映させた展示は，「博物館型研究統合」をめざす歴博
の姿勢を象徴している。
　企画展示については例年３回開催されているが，2018年度は総合展示第１室（先史・古代）のリニューアルオー
プンがあったため，２回の開催となった。どちらも館蔵資料を中心とした展示である。
　「ニッポンおみやげ博物誌」（2018年７月10日～９月17日）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」としてのおみやげから，贈与のあり方と，旅と
観光の様相を明らかにしようとしたユニークな展示となった。1300点を超える資料からは，武士による参勤交代や，
伊勢参りや西国巡礼をはじめとする庶民の旅の普及など，人びとの移動の活発化によっておみやげが成立する近世
から，旅が多様化した現代におけるおみやげのあり方とそこにこめられた意味，そして，おみやげの行方としての
コレクションまで，おみやげというモノと日本人との関わりが描かれた。
　一方，「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10月16日～12月９日）は，国内でも有数のコレクショ
ンである歴博所蔵の中世文書を公開・活用することを目的として開催された。2013年度には企画展示「中世の古文
書─機能と形─」が開催されたが，その続編でもある今回の展示は，共同研究「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」（2016～2018年度）の成果をベースとして，古文書の様式の古代から中世への展開や，
東アジアだけでなく，広く東南アジアから中東までを見すえた国際比較など，古文書学研究の進展を反映した展示
となった。
　特集展示としては以下の６つの展示が開催された。
　第１展示室の特集展示として，「正倉院文書複製の特別公開─クラウドファンディングによる製作と展示─」（2019
年３月19日～５月12日）を開催した。
　第３展示室の特集展示「『もの』からみる近世」として，「錦絵 in 1868」（2018年４月17日～５月20日），「紀州徳
川家伝来の楽器─琵琶Ⅱ─」（2018年10月30日～12月９日），「吉祥のかたち」（2019年１月５日～２月11日）を開催
した。
　第４展示室の特集展示として，「お化け暦と略縁起─くらしのなかの文字文化─」（2018年４月24日～10月28日），
「変わりゆく結婚式と近代化」（2018年12月11日～2019年５月12日）を開催した。
くらしの植物苑では特別企画として，「伝統の桜草」（2018年４月10日～５月６日），「伝統の朝顔」（2018年７月31
日～９月９日），「伝統の古典菊」（2018年10月30日～11月25日），「冬の華・サザンカ」（2018年11月27日～2019年１
月27日）を開催した。

展示担当　松田睦彦

企画展示等の実施

企画展示

　「ニッポンおみやげ博物誌」　　　　　　　　　　　 2018年７月10日～９月17日
　「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」 2018年10月16日～12月９日

展示２
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くらしの植物苑特別企画
　「伝統の桜草」 2018年４月10日～５月６日
　「伝統の朝顔」 2018年７月31日～９月９日
　「伝統の古典菊」 2018年10月30日～11月25日
　「冬の華・サザンカ」 2018年11月27日～2019年１月27日

特集展示

第３展示室　特集展示「もの」からみる近世
　「錦絵 ㏌ 1868」 2018年４月17日～５月20日
　「紀州徳川家伝来の楽器─琵琶Ⅱ─」 2018年10月30日～12月９日
　「吉祥のかたち」 2019年１月５日～２月11日
第４展示室　特集展示
　「お化け暦と略縁起─くらしのなかの文字文化─」 2018年４月24日～10月28日
　「変わりゆく結婚式と近代化」 2018年12月11日～2019年５月12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
　 　第1展示室（先史・古代）では，2012年にリニューアル委員会の発足以降，約７年にわたって新展示の準備を
進め，2019年３月19日に開室した。2016年５月から約３年間の閉室対応として，国際シンポジウムや企画展示の
開催，新展示の一部公開によりリニューアルの周知を行った。開室後は，寄附型クラウドファンディングによっ
て継続製作が可能となった正倉院文書の複製を特集展示コーナーにて公開した。
　 　2018年度は，前年度に引き続き，展示室工事やグラフィック・映像コンテンツ・ネームプレートの制作に加え，
資料借用を行った。準備の遅れにより，工事完了予定が2018年7月から同年11月へ延期された。借用資料の搬入
は８月に開始し，2019年１月下旬より演示に着手した。数年に及ぶ解説グラフィックやネームプレート，一部の
映像コンテンツの制作も開室までには納品・設置が完了し，照明調整の後，３月14日のマスコミ内覧会や同18日
の関係者内覧会を経て，19日の開室へこぎつけた。また，これらの準備と並行して開室関連の刊行物や広報出版
物の製作も進め，展示案内書や展示室リーフレット，子供用の展示室マップ，広報用ポスターやチラシなどを刊
行した。
　 　2019年度には，解説グラフィックやネームプレートの修正に加え，先送り分とした映像コンテンツの制作，リ
ニューアルの記録となる『第１展示室（先史・古代）ができるまで』の製作を行う予定である。また，展示関連
の行事として，ギャラリートークや歴博フォーラムの開催の他，展示プロジェクト委員会を開き，展示評価につ
いて話し合う予定である。

（２）全体会議
　　2019年３月18日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
（３）館内会議
　　館内委員会議（臨時）：2018年５月28日，７月30日，12月26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，おも
に総合展示第５展示室 都市の大衆の時代「関東大震災」コーナーのタッチパネル内容について検討した。第２
回全体会議では，総合展示第５展示室後半部分および第６展示室前半部分の展示構成案および平面図案について
検討した。また，３月19日にリニューアルオープンした総合展示第１展示室を観覧し，それに関する意見交換を
行った。

（２）全体会議
　　2018年10月７日　　第１回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
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　　2019年３月24日　　第２回全体会議　　　会場：国立歴史民俗博物館
（３）館内会議
　　2018年10月1日，10月30日，11月20日，12月18日，2019年１月15日，２月26日，３月12日

［企画展示］

「ニッポンおみやげ博物誌」
2018年７月10日～９月17日（62日間）

１．展示趣旨

　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。
　おみやげを買ったことがない，という人はほとんどいないだろう。おみやげをもらったことがないという人は，
さらに少数派かもしれない。国民すべてが一年に一度以上，旅行に行くとされる現代において，おみやげの贈答も
また，日常的なやりとりの一つとなっている。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，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の実現を目指した。

２．展示構成と主な展示資料

はじめに　おみやげの成立
１章　アーリーモダンのおみやげ 
　今日に連なるおみやげの系譜は，近世において成立し，展開していった。この時代，五街道が整備され，参勤交
代のような公的な制度を端緒として全国的な往来が活発化した。地域を超えた人の移動は一般庶民にも浸透してい
き，伊勢参りや西国巡礼などが盛んに行われるようになった。こうして，都市部の新しい文物を郷里に持ち帰るお
みやげや，送り出してくれた共同体への返礼を意識したおみやげが成立する。
　１ 参勤交代と庶民の旅 
　２ 江戸のお土産事情 
　３ 名所・名物の展開─道中記・名所図会 
　４ 景勝地の眼差し ─「八景」を中心に ･ 
　　コラム①　江戸時代の「土産物」─京の呉服屋出身の文人が出版した『進物便覧』より─
　　コラム②　江戸勤番武士の「下り土産」 
　※ 凡百六十九里道中双六（八戸市立図書館蔵），進物便覧（お茶の水女子大学生活文化学講座蔵），増田屋店先 
二代歌川国貞画（個人蔵），虎勢道中記弐（本館蔵），祖師聖人御旧跡二十四輩参詣記（本館蔵），日光山諸所
案内手引草（本館蔵），大和名所図会（本館蔵），本館蔵浪花百景 歌川国員・歌川芳瀧・歌川芳雪画（本館蔵）

２章　観光地のブランド化とおみやげへの波及 
  旅の目当てとなる場所や事物，あるいは行事は，様々な制度のもとに格付けが行われ，おみやげの表象として用
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いられてきた。このような制度は，対象の保護や保全といった目的を掲げてはいるが，旅の名所や目的地をブラン
ド化し，観光資源として積極的な活用を促してきたことも否定できない。観光資源を格付けし，ブランド化する眼
差しは，おみやげにも大きな影響を与えていたと考えられる。
　１ 近代の「文化財」と帝国の聖地の創造 
　２ 国立公園の誕生と展開 
　３ 戦後の文化財制度とおみやげ 
　４ 世界遺産狂詩曲 
　５ 新たなブランド化の諸相 
　　コラム③　世界文化遺産とおみやげの深くて，浅い関係 
　※ 絵葉書 王子原の風光（千葉県立中央博物館蔵），絵葉書 橿原参拝記念（千葉県立中央博物館蔵），絵葉書 吉野
名勝（千葉県立中央博物館蔵），国立公園矢島讃岐遊覧案内（千葉県立中央博物館蔵），日光国立公園絵葉書（個
人蔵），菓子 朱鷺物語（個人蔵），菓子 縄文からのおくりもの（個人蔵），菓子 那智黒（個人蔵），漫画絵巻「富
士登山勝地漫画」（個人蔵）

３章　現代におけるおみやげの諸相
　この章が紹介するのは，様々な旅の目的や経験と結びつくおみやげの諸カテゴリーである。おみやげを売る者と
買う者の眼差しは，旅で見たこと，経験したことに深く結びついている。以下では，自然物を資源とするおみやげ，
建物や場所など不動産を資源とするおみやげ，工芸品などの有形の文化を資源とするおみやげ，無形の文化を資源
とするおみやげ，人物・キャラクター・身体性を資源とするおみやげという5 つの範疇からみていく。
　１ 自然を資源とするおみやげ 
　２ 建物・場所を資源とするおみやげ 
　３ 有形の文化財を資源とするおみやげ 
　４ 無形の文化資源のおみやげ 
　５ 人物・キャラクター・物語，そして，身体 
　　コラム④　蒐印帖 
　　コラム⑤　言葉と物語 
　※ 巾着袋 克灰袋ぶくろ（本館蔵），菓子 銚子電鉄ぬれ煎餅（本館蔵），絵葉書 登呂遺跡（千葉県立中央博物館蔵），
菓子国宝合掌土偶はちのへの古代焼（本館蔵），鳩車（本館蔵），姫だるま（本館蔵），赤べこ（本館蔵），チャグチャ
グ馬コ（本館蔵），鮭くわえ熊（個人蔵），ニポポ人形（個人蔵），竹人形 阿波踊り（本館蔵），雪丸ぬいぐるみ（本
館蔵），手ぬぐい キリストの墓（個人蔵），蒐印帖 旅の思ひ出（個人蔵），戦前の蒐印帖（個人蔵）

４章　旅の文化の多様化とおみやげの展開 
　戦前から戦後，あるいは高度経済成長期を経て現代に至るまで，旅や観光はその形態や目的地，手段や予算に至
るまで様々な変容を遂げてきた。 多様化した旅の中で唯一つの思い出が刻まれた個別のおみやげと，その対極に
ある数多くの類似品を持つ定型的なおみやげの両面を紹介する。
　１ 旅の目的の多様化とおみやげの創造 
　２ 個別化するお土産─唯一度の旅の思い出 
　３ 国際化する観光─日本からのおみやげ，日本へのおみやげ 
　４ お土産の定型化の諸相･
　　コラム⑥　「ディスカバー・ジャパン」という集合体の形成と終焉 
　※ パンフレット（千葉県立中央博物館蔵），絵葉書台湾八景 （本館蔵），ルカイ族首飾り（本館蔵），菓子 奇跡の
一本松 たまごせんべい（本館蔵），絵はがき 土浦高等女学校修学旅行記念（本館蔵），UKOUKU 輪唱 貝澤徹
作（本館蔵），染付牡丹文大鉢（本館蔵），楼閣山水文水注（柿右衛門様式）（本館蔵），ストーリーボード（個
人蔵），ティキ像（個人蔵），ホリム（個人蔵），フェティッシュ（個人蔵）

５章　おみやげからコレクションへ 
　おみやげはどこにいくのだろうか。そこにはどのような思いが託されていたのだろうか。おみやげの行方を見つ
めることは，人とモノと物語の関係を問い直す契機となるだろう。おみやげの多くは，個人が所属する家族や組織，
ないしは共同体のために購入され，送り届けられる。その面でおみやげの購入と贈与には，購買者を含めた社会関
係が投影されている。他方で，おみやげを蒐集する行為，すなわちおみやげのコレクションからは，人とモノとの
分かちがたい関係性が垣間見える。
　１ 消費されるおみやげ─とある職場のおみやげ目録 
　２ 保存されるおみやげ 
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　３ おみやげからコレクションへ 
　　コラム⑦　「懐溜諸屑」 
　　コラム⑧　水木家コレクションについて 
　※ 懐溜諸屑（本館蔵），吉野精華（個人蔵），スクラップブック 入場券その他（本館蔵），弁当箱包装紙，土産包
装紙他（千葉県立中央博物館蔵）

３．刊行物

・展示図録（Ａ４版　117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　７月10日（月）　国立歴史民俗博物館
第409回歴博講演会「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」７月14日（土），国立歴史民俗博物館
講演会「おみやげからみる日本文化の特質とその広がり」７月26日（木），国立歴史民俗博物館
ギャラリートーク　12回（川村清志，柴崎茂光）

５．成果と課題

　本展示では，おみやげというあまりに身近な話題にどのような意味があるのか，また，どのような価値があるの
かを，閲覧者に理解してもらうかが大きな課題となった。実際の展示では，細かく数えると1300点を超える展示品
を5章に分けて展示することになった。その際，「物語」や「コレクター」といった詳細な解説を読まなくても，あ
る程度理解できそうなキーワードを付与していくように努めた。
　ただし本展示では，展示プロジェクト委員の立ち上げから，実際に展示を準備するまでの体制づくりに至る過程
が非常に遅延した経緯がある。イレギュラーな特集展示の代表を行わねばならなかったことが大きな要因であるも
のの，基本的には，当初計画通りにマネージメントできなかった展示代表に多くの責任があると自覚している。ま
た，この企画展示は，館蔵型の企画展示であったため，他館の収蔵資料を借りることができないというハンディが
あった。そのため，民俗の常設展示で集めた資料や展プロメンバーがこれまでに収集した資料を生かしつつ，展示
のコンセプトを柔軟に変更するように心がけた。こうして多くの問題を抱えながらも，無事に展示の開催に至るこ
とができたのは，多くは，展示プロジェクト委員と展示係のサポートがあったからである。
　５章に分けた展示のうち，１章で紹介した近世のおみやげについては，代表の専門の及ぶところではなかった。
代表からは非常に大まかな方向性を示しただけであったにもかかわらず，館蔵を中心として適切な資料をピック
アップしていただき，章としてのまとまりを維持しつつ，研究史としても新たな展開を示しえたのは，近世を担当
していただいた展示プロジェクト委員の経験と知識に支えられた結果である。また，2章の保護地域におけるおみ
やげのブランディングに関しての知見や，３章や４章にかけての大量の展示品のキャプション製作に関しても，各々
の展プロに支えられなければ，展示の期日に間に合わなかっただろう。これら以外の展示コーナーにおいても，各
展示プロジェクト委員がそれぞれの分担において適切な作業をこなしてくれたことにも深く感謝したい。また全体
の構想から造作の方向性，展示品リストの作成，さらには図録の校正などの諸作業は，展示係の多大な協力なしに
はなしえなかった。
　展示についての感想では，全体的なコンセプトがわからない，思っていたおみやげが展示してなかったといった
声も聞かれたが，当初，予想したよりも好意的な感想が寄せられたことには素直に驚いている。全体の傾向を見た
限りでは10代，20代では展示についての不満が見られ，対して年齢層が上がるほどに好意的な感想が多く見られた
ように思う。ただし展示期間中，複数の研究関係者から，解説やキャプションの多さを指摘された。今回，展示し
た資料には，国指定の文化財に指定されているものは皆無である。一見してその学術的な価値がわかるものも非常
に少ない。そのような展示資料の背景と意味を，最低限説明するために，展示を行った側としてはギリギリの文字
数を選択したつもりであった。それでもリテラシーに長けた研究者でさえ，展示全体では解説の読解と資料の理解
が追いつかないということであれば，一般の人々が展示をどの程度理解しえたかは，未知数と言わざるを得ないだ
ろう。解説と展示資料のバランスの問題を図り損ねたとしたなら，それも展示代表の当初の目論見に問題があった
ということだろう。
　とはいえ，幸いにして来館者数については，比較的良い成績を残すことができた。最終的に２万8000人以上の来
館者があったことは，当初，２万人程度を見込んでいた側としては嬉しい誤算である。アンケートでは，ポスター
やチラシで関心を持った来館者が多かったように見受けられるが，今回は，雑誌や新聞といった印刷媒体による広
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報が，大きな効果を持っていたのではないだろうか。いずれにせよ，マスメディアに紹介されることが，入館者数
の増大につながることは間違いないようである。これらを含めて広報の努力が大きかったことも感謝しておきたい。
また今回，来館者に対して，思い出のおみやげを尋ねる用紙とともに，ペナント形の用紙も用意した。それらにお
みやげや旅に関するイラストを描いてもらった。概ね，年少者をターゲットとした企画であったが，中には非常に
高度な画力を示す作品や，抽象的なテーマを描きこんだ作品も見られ，企画としては成功したのではないかと考え
ている。

６．マスコミでの取り上げ

【新聞】
　朝日新聞，毎日新聞，日本経済新聞，産経新聞，東京新聞，読売新聞，千葉日報
【雑誌・ミニコミ誌】
　女性自身，ソトコト，歴史研究，hanako，マイナビゲート，296ナビ９月号，メトロガイド，房総ファミリア新
聞　他
【テレビ・ラジオ】
　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）

【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・教授
　野村　典彦　　千葉大学文学部・兼任講師  
【館内】
　澤田　和人　　本館研究部情報資料研究系・准教授
　柴崎　茂光　　本館研究部民俗研究系・准教授
　山田　康弘　　本館研究部考古研究系・教授
〇青木　隆浩　　本館研究部民俗研究系・准教授
◎川村　清志　　本館研究部民俗研究系・准教授  
　
「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」
2018年10月16日～12月９日（48日間）

１．展示趣旨

　古文書は歴史を研究する上で欠かせない資料だが，資料としての情報は，書かれた文字内容だけでなく，様式や
使われた媒体などさまざまな要素があり，形や物としての側面も重要である。特に日本の中世文書は，社会が複雑
で大きく変化していったため，文書のあり方もまた多様である。
　当館は質量共に充実した，バラエティーに富む中世文書を収蔵しており，中世文書の全体を把握しうるコレクショ
ンとなっている。中世文書の全体を扱った展示としては，2013年に「中世の古文書─機能と形─」を行ない，初の
総合的な中世文書展として好評を博したが，重要な館蔵資料を公開する機会として，また近年の収集や研究の成果
を示すために，再度中世文書全体を扱う形で展示を開催した。
　内容的には，実施中の共同研究「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」（2016～18年度）
を踏まえて，古代から中世への展開や，韓国など東アジアの古文書との比較による国際的な視点からの位置づけな
ど，これまでの展示では十分行えなかった点についても取り上げ，その多彩な表現と意味を考えながら，日本の中
世文書の流れと特徴を体系的に示した。また「活用」の実践として，図解パネル，キャラクター解説，音声ガイド，
デジタルコンテンツなども用いて，文書の様式や読み方についての理解を図り，中世の古文書について楽しく学習
できる機会とした。

２．展示構成と主な展示資料

　〔展示構成〕
プロローグ　口頭伝達と文書

155

Ⅱ-２　展示



第１章　古代の文書
　（１）公式様文書
　　　　─詔，符・移・解─
　（２）公式様文書の変形
　（３）個人の上申文書
　　　　─古代の書状様式文書─　
第２章　中世の文書へ
　（１）手続き文書の公文書化
　　　　─宣旨・口宣案─
　（２）下文の系譜
　（３）書札様文書の機能拡大と奉書
　　　　─綸旨・院宣・令旨─
第３章　武家文書の様式
　（１）鎌倉幕府の発給文書
　　　　─下文・政所下文・下知状・御教書─
　（２）室町幕府の発給文書
　　　　─御判御教書・御内書・下知状・奉書─
（３）軍忠状
第４章　契約と社会集団
　（１）売券の世界
　（２）譲状と置文
　（３）起請文と社会集団
　（４）寺院の文書
　（５）公家の家伝文書
　　　① 改元関係の資料
　　　② 口宣─年号勘文の勘進者指名─
　　　③ 口宣案の作成過程
　　　④ 綸旨─日常政務の文書として
　　　⑤ 興福寺維摩会の勅使と文書
　　　⑥ 日記と挿入された文書
　　　⑦ 宣命の作成
　　　⑧ 位記と中国の告身
第５章　書状と印判状
　（１）天皇の自筆書状
　（２）戦国大名の書状と印判状
　　　① 書状の中の公と私
　　　② 豊臣秀吉の文書
　　　③ 北条氏と千葉氏の文書
　（３）戦国期の社会と文書
　　　① 掟書
　　　② 庶民の印
　　　③古文書の料紙
　（４）江戸幕府の文書
第６章　外交の文書とアジアの文書
　（１）明の皇帝文書・官文書
　（２）朝鮮の国王文書・官文書と外交文書
　（３）琉球の国王文書と外交文書
　（４）東南アジア・ヨーロッパへの外交文書　
　（５）安南（ベトナム）の文書
　（６）イルハン朝（イラン）の文書
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エピローグ　近現代に受け継がれた文書の形
〔主な展示資料〕
・「太政官符」（大伴家持自署，国所蔵（文化庁保管））
・「唐・北館厨牒」（トルファン文書，本館蔵）
・「源義経自筆書状」（本館蔵）
・「後醍醐天皇自筆書状」（本館蔵）
・「入来院家文書」（東京大学史料編纂所蔵）
・「広橋家文書」（本館蔵）
・「千葉邦胤朱印条書」（千葉市立郷土博物館蔵）
・「羽柴秀吉書状」（本館蔵）
・「明国剳符」（東京大学史料編纂所蔵）
・「木戸家資料」（本館蔵）
　その他，韓国国立中央博物館所蔵文書（複製）など

３．刊行物

・展示図録（Ａ４判　314頁）
・展示解説シート（Ａ４判　４頁）
・展示資料目録（Ａ４判　8頁）
・広報用ポスター，チラシ
・体験コーナー用シート
　（印のスタンプを押して文書を作る，花押・印を作り投稿する）

４．関連行事

・オープニングセレモニー，内覧会　2018年10月15日（月），国立歴史民俗博物館
・ 第108回歴博フォーラム「日本の中世文書」2018年10月27日（土），国立歴史民俗博物館講堂　
　 小島道裕（本館研究部），小倉慈司（本館研究部），佐藤雄基（立教大学文学部），田中大喜（本館研究部），横内
　裕人（京都府立大学文学部），金子拓（東京大学史料編纂所），荒木和憲（本館研究部）　　
・第410回歴博講演会「太上天皇の『詔勅』」2018年10月13日（土）仁藤敦史
・第411回歴博講演会「日本の中世文書を考える」2018年11月10日（土）小島道裕
・ギャラリートーク
　2018年10月20日（土）小島道裕，10月25日（木）小倉慈司・小島道裕，11月3日（土）小島道裕，11月10日（土）
荒木和憲，11月23日（金祝）仁藤 敦史・田中大喜，11月24日（土）小島道裕，12月1日（土）荒木和憲，12月2日（日）
田中大喜，12月9日（日）小島道裕  
・国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古文書─形と機能の比較─」2018年11月17日（土），国立歴史民
俗博物館講堂
　 　川西裕也（新潟大学），朴竣鎬（韓国国立ハングル博物館），文叔子（ソウル大学），三上喜孝（本館研究部），
黄正建（中国社会科学院），阿風（中国社会科学院），丸山裕美子（愛知県立大学），荒木和憲（本館研究部），藤
田励夫（文化庁），四日市康博（立教大学），高橋一樹（武蔵大学），小島道裕（本館研究部）　

５．成果と課題

（１）学術的意義について
①資料の公開
　歴博の所蔵する数千点の中世文書は有数のコレクションであり，また特定の家分け文書に偏らずバラエティーに
富んでいる。これを展示として供することは資料の公開と活用の上で必要なことであるが，今回厳選した200点以
上の館蔵品をまとめて展示したことは，その責務を果たしたものと言える。
　設立以来これまで続けてきた収集と整理および調査研究の成果であり，これまでに刊行した多くの目録や図録の
成果も反映されているが，今回公家関係の中心的な資料として取り上げた広橋家の資料については，目録作成の区
切りが付いた（年度末に刊行）。また，「館蔵中世古文書データベース」も展示直前に大幅な拡充と新たなインター
フェイスによる公開が実現し，展示の末尾でもパネルによって紹介した。
　このような活動を背景とした，実物の古文書を公開する機会として意義があった。
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②古文書学的な体系の再構築
　無論，単なる資料公開ではなく，中世を中心とした日本の「文書史」という，古文書学的な意図の下に展示を行なっ
た。５年前に開催した「中世の古文書」展も総合的な中世文書展であったが，その時は準備の不足から，佐藤進一
『古文書学入門』（初版1971年）に代表される，古典的・通説的な理解に基づいた構成であった。今回は，これを乗
り越えるべく，３年前から展示プロジェクトを兼ねた共同研究を組織し，議論を行なって内容を作った。
　前回の反省に基づいて今回特に力を入れたのは，古代の文書の問題，および日本以外の文書との比較であるが，
これは必ずしも別の問題ではなく，日本の文書全体を客観的な視点から再検討することによって，日本の文書史全
体を描き直すことができたと言える。
　従来の整理では，古代の「公式様文書」が「公家様文書」「武家様文書」と変化していく，と説明されていたが，
今回はこのような概念や図式に頼ることをやめて，「官」の文書と書状，という，国際的にも通用する区分で全体
を見直した。そのことによって，古代の文書が「公式様文書」だけではないことや，古代から存在した書状形式の
文書や口頭伝達の世界が中世文書となっていくことを，実際の文書によって示すことができた。
③国際比較の観点
　その際，展示においては，他国の文書を随所に挿入して，比較の観点を示した。
　たとえば，韓国の行政文書において，「関」のような唐代の律令に由来する様式が19世紀まで続いていることは，
国王を中心とした官僚制国家の制度が継続したためであり，政治体制が大きく変動し文書様式も変化し続けた日本
との違いが分かる。また，日本の「令旨」は中世では完全に書状（奉書）の様式になってしまうが，ベトナムの「令
旨」は日付上に公印を押した公文書としての体裁を持っている。
　この日付上に朱方印を一つ押す様式は，東アジアの王命系の文書として標準的なものであったが，書状様式の文
書が公文書化した日本では長く採用されなかった。ところが，16世紀になって北条氏が採用した印判状の様式はこ
れと同じであり，「国際標準」の領国形成を意識したものと思われる。この様式は戦国末期には関東に広まるが，
江戸幕府には受け継がれなかった。明治新政府がこれを採用するが，その一方で，天皇の自署の下に天皇御璽を組
み合わせた所謂「御名御璽」の様式が作られる。これは西洋のサイン文化と武家の書状様式文書における署判方式
の折衷と思われ，今日の公文書もこの感覚が強い。
　「官」の文書と書状の使い分けは，外交文書を考える際にも有効であり，中国の外交文書は，中華皇帝の原理に
基づく国内文書の延長であるが，他の国家間では対等性を意識した書状が用いられ，署名や印の位置もそれに応じ
たものになっている。
　東は日本や琉球，西はイランに至る東アジア文化圏（漢字文化圏）における文書のあり方を相互比較し，その中
に日本の文書を位置づけること，すなわち比較文書史は，近年提唱が始まっているが，それをどう具体化するかは
未知数の課題であった。展示という方法を用いて，実際の文書でそれを実現したのは本展が初めてであり，期間中
に国際シンポジウムを開催し，日中韓の研究者が展示された文書を前に議論を行ったことも含めて，今回の展示は，
この分野での研究を発展させる重要な契機になったと自負することが許されるだろう。国際シンポジウムにおいて，
「博物館発」の研究であることを評価する声があったことも，実物の比較検討が重要なこの分野での意義が認めら
れたものとして付記しておきたい。

（２）共同利用的な意義について
　先述の様に，今回の展示と，期間中に関連事業として実施した二つのシンポジウム（歴博フォーラム「日本の中
世文書」（10/27）と国際シンポジウム「東アジアの古文書と日本の古文書」（11/17））は，３年間の共同研究の成
果であり，共同研究の実を挙げたものと言える。
　大学教育における利用も共同利用機関としての役割であるが，今回の展示は，大学における古文書学の内容に相
当するものであり，実物によって学べる機会を提供したことは，まさに共同利用に資するものであったと言える。
学術的な情報の豊富さを重視した図録は，写真の他，資料解説や釈文，大意，参考文献と，各章・節の解説や個別
課題に関するコラム解説も収録した物で，古文書学概論としての内実も備えている。分量的にも歴博史上最厚の
314頁となった。これも今後の大学教育等に利用していただけるものと思う。
　大学教育における利用（教員が学生を同伴した見学）は，館内担当者が把握した限りでは会期中に16件あったが，
館に申請しての公式な見学は７件であった。この内容からすれば，より多くの大学や学生に積極的に利用されてし
かるべきであったとも言え，大学への広報や，日常的な関係の強化に課題を残した面はあるだろう。近年，博物館
が大学と協定を結んで日常的な利用の便宜を図る「キャンパスメイト」のような利用形態がかなり見られるが，当
館の場合は，ただ大学側が個別に利用する申請を待っているだけであり，個別の展示の問題というより，制度や運
用の面を見直す必要もあると思われる。
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　この他，学会との関係においては，日本古文書学会の後援を得て，学会員への周知を図ることができた。千葉歴
史学会からは公式の見学会も行われ，展示プロジェクトの教員との意見交換も行われた（11月23日）。
　なお，成果の刊行としては，共同研究の報告書として『国立歴史民俗博物館研究報告』特集号の他，歴博フォー
ラムと国際シンポジウムについては，両者を合わせた形で，一般書としても出版する予定である。

（３）教育普及的な意義について
　展示は，もちろん研究者や歴史を学ぶ学生のためだけにあるのではなく，広く一般市民が学び楽しむ場である。
古文書という素材は，その点でややハードルが高く，敬遠されがちな面があるため，今回の展示では，これまでの
経験や蓄積を生かして多くの工夫を試みた。
①展示解説
　展示資料の解説は，階層的に４段階を設けた。すなわち，第１に質量共に最も高いレベルである図録における資
料解説，第２にこれを展示室向きに圧縮し，用語等も一般向けにしたキャプション，第３にこれらを咀嚼した上で
各コーナーの意味や見所を解説した音声ガイド（対象は45個所），そして第４にキャラクターによる台詞調の親し
みやすい解説（小パネル，計33個所）である。
　それぞれについて付言すると，図録の解説は担当者に自由に書いていただいたため，学術的な内容は豊富だが，
量的に膨大すぎるため，すべてキャプション用に書き直している。キャプションには，釈文だけでは一般の理解が
困難なことに鑑みて，文書の立場に立った主観言語（台詞調）の「大意」を付けたが，好評であった。なお，この
「大意」は研究者にとっても有用であると思われたため，図録にも掲載している。
　音声ガイドは，来場者のスマホでwifiを受信するもので，利用者をスマホ所持者に限定せざるをえず，また技術
的にやや不安定な面があるため試行の扱いとしたが，アンケート等では利用者の評価は高かった。個別の「作品解説」
的なものではなく，会場が設営された後に実際に歩いて各コーナーの趣旨や見所を解説しているため，展示内容の
理解を図る上で効果が高かったと思われる。無料であることも好評であった。なお，音声ガイドの内容は，来場で
きない方も利用できる様に，また「予習」としても使える様に，音源とテキストをホームページにアップして利用
を可能にした。これは展示終了後も公開を続けており，図録と合わせて，一種のeラーニングとしても機能しうる。
ちなみに，音源は代表者がICレコーダーを用いて自分で吹き込んでおり，情報資料研究系の教員がアプリを制作，
音源を実装して制作した物であり，費用は発生していない。
　キャラクターによる小パネルの解説は，一見展示解説をやさしくした様に見えるが，実は代表者が最初に書いた
展示解説はこれであり，これのみで基本的なストーリーを追えるようになっている。
　この他，限界までケースを並べた結果，展示室の動線が分かりにくいため，７個所にキャラクター人形が案内す
る看板を設けたが，これにも次の展示内容を書いて「予習」的な効果を図った。
　また，グラフィックパネルでも，文書の各様式について図解で解説し，好評であった。
以上の工夫により，アンケートやSNSの反応などを見る範囲では，来場者からは，おおむね分かりやすかったとい
う評価を得ている。
②デジタルコンテンツ
　大型のタッチパネルを用いて，古文書解読コンテンツと料紙超拡大コンテンツの二つのデジタルコンテンツを館
内で新たに開発し，提供した。これも，「活用」を課題の一つに掲げた共同研究の成果の一部である。
　前者は，文字資料としての特性から文字を読むことを内容とした物であり，また古文書の読解学習には音読が不
可欠であることから，読み上げた音声を聞ける「読み上げモード」と自分で文字の解読に挑戦する「解読モード」
の二つのモードを作った。今後，さらに内容を拡充してホームページで公開する計画であり，現状では大学以外で
は学習が困難な中世文書の読解について，ある程度の学習環境を整える契機にしたいと考えている（2020年１月か
ら「日本の中世文書WEB」として試験公開）。
　後者の超拡大は，デジタルマイクロスコープを用いて2000倍までの拡大観察をした調査結果をコンテンツにした
ものであり，繊維のみでなく，米粉のデンプン粒などまで観察できる。段階的な拡大ごとに説明を加えて分かりや
すい内容にしてあり，利用者からも驚きの声があった。ただ，調査自体が料紙制作の際の混合物に偏っていたため，
たとえば楮紙の中での違いなどを見せられなかったのは，展示としては内容的に不十分であった。
③体験コーナー
　「自分の花押や印を作る」および「折紙を折って印のスタンプを押し自分宛の文書を作る」
の二つのコーナーを用意した。前者は，任意で提出していただいたものを貼り出す参加型とした。
　前者には，花押や印のパターンを説明したシートと共に，篆書小辞典とポルトガル式のローマ字表を用意して参
考としたが，よく使われていた（作品提出635件，シートの持ち帰りは960枚）。
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　後者は，戦国大名の印など９種類の特注シャチハタスタンプを用意したが，「スタンプコーナー」として人気を
博した（シートの利用2,911枚）。折紙の仕組みや，署判の位置による意味などの古文書学的な説明は必ずしも理解
されていなかったかもしれないが，少なくとも，古文書という素材を用いたエンターテインメントとしては十分機
能したと言える。
④使用言語
　展示の趣旨説明と各章の解説文は，日英中韓の４カ国語とした。図録に掲載した要旨も４カ国語である。総合展
示に準拠した形であり，国際比較を掲げた以上当然であるが，当館の企画展示としては，これまでで最も充実した
仕様である。しかし，翻訳者の確保（今回は英語が最も困難でネイティブチェックも受けられなかった）などに課
題があり，館として取り組むべき問題と思う。
⑤SNSによる発信
　館の公式ツイッターによって広報的な発信を行った他，展示代表者は５年前の前回展示以来，「中世の古文書」
というアカウントを作って発信を続けており，広報的な効果だけでなく，内容の理解を図る手段としても有効に機
能したと言える。

（４）入場者数，満足度などについて
　入場者数は計14,235人であり，当館の企画展示としてはやや少ない部類であった。
　しかし，これは前回の「中世の古文書」展でも見られた現象だが，滞在時間が非常に長く（４時間以上のことも
珍しくない），そのため，展示室の「人口密度」としては，明らかにかなり高い方であった。アンケートを見ても，
「非常に満足」が57％に上り，「満足」との合計が95％になるなど，満足度は非常に高かった。すなわち，来場者に
とっての価値は，入場者×滞在時間×満足度 で判断されると思うが，その指数であれば十分高かったと言えよう。
今回の展示は，出展資料数としては，この種の古文書展としては圧倒的に多く，学術的に練った構成で示し，また
解説等にもかなり手をかけているため，来場者にも展示の価値は認めていただけたものと思う。
　一般の方の歴史に対する興味関心やリテラシーは，5年前の「中世の古文書」展の時に比べても，中世の政治史
関係の図書がよく売れているなど，かなり深いものになってきている。今回の展示はその欲求を満たすと共に，古
文書のみの展示でも一般の観客に楽しんでいただけることを示せたと思う。文書を様式で見ることや，国際比較を
行うことの面白さも，これまで知らなかった方に知っていただくことができたことがアンケート等から窺える。さ
らに裾野が広がって，より多くの観客に御来場いただけると良いが，当館としては，今後も展示と関連事業，そし
てホームページのコンテンツなどを充実させ，重ねていくことが重要だろう。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296，BS-TBS，チャンネルさくら
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，東京新聞，教育家庭新聞，読売新聞，両毛新聞，産経新聞，毎日新聞，日本経済新聞
【雑誌・ミニコミ誌】
新美術新聞，文字だ！，ちいき新聞，２９６ナビ11月号，ぐるっと千葉，東京人，月刊ぐるっと，メトロガイド他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

【館内】
　金子　拓　　　東京大学史料編纂所
　川西　裕也　　新潟大学
　佐藤　雄基　　立教大学
　高橋　一樹　　武蔵大学　
　長村　祥知　　京都府京都文化博物館
　古川　元也　　日本女子大学
　丸山　裕美子　愛知県立大学
　桃崎　有一郎　高千穂大学　
　横内　裕人　　京都府立大学
〔協力〕
　朴 竣鎬　　　韓国国立ハングル博物館
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　文 叔子　　　ソウル大学
【館内】
　荒木 和憲　　本館研究部・准教授
　小倉 慈司　　本館研究部・准教授
◎小島 道裕　　本館研究部・教授
　鈴木 卓治　　本館研究部・教授
〇田中 大喜　　本館研究部・准教授
　仁藤 敦史　　本館研究部・教授
　橋本 雄太　　本館研究部・助教
　松尾 恒一　　本館研究部・教授
　三上 喜孝　　本館研究部・教授
〔協力〕
　渋谷 綾子　　本館研究部・特任助教

［くらしの植物苑特別企画］ 

「季節の伝統植物」
春：伝統の桜草　　　　2018年４月10日（火）～５月６日（日）（25日間）
夏：伝統の朝顔　　　　2018年７月25日（火）～９月９日（日）（37日間）
秋：伝統の古典菊　　　2018年10月31日（火）～11月25日（日）（24日間）
冬：冬の華・サザンカ　2018年11月27日（火）～2019年１月27日（日）（45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「サクラソウの色素とその遺伝子」をテーマとして，桜草は花色が多様化しているにも関わらず色
素の種類は少なく構成が単純であることや，遺伝子によって色素がつくられる仕組みについてパネルで紹介する。
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，近代における変化朝顔の再興や大輪朝顔の人気沸騰に焦点
をあてた2016年開催の「近代の朝顔ブーム」に続く「続・近代の朝顔ブーム」をテーマとし，栽培家による『朝顔
会報』の成り立ちや近代の交配・育種法の普及，朝顔を用いたメンデル遺伝の研究史について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
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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，「菊栽培の道具」をテーマとして，『菊経』（1755〈宝暦
5〉年）に描かれている栽培道具と現在使われているそれの比較や『五節文章』（浮世絵）にみられる栽培道具，18
世紀に流行した切り花を花瓶に飾ったうえでの花

はな
合
あわせ
（品評会）について解説した。

　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，「くらし
の中のツバキとサザンカ」をテーマとし，ツバキとサザンカを早くからチャとツバキ油の原料として利用していた
中国南部の産地分布や，それらが江戸時代前期に観賞用として日本の上流社会に広まった様子，江戸時代後期になっ
てから植木屋が活躍して大衆化したツバキとサザンカが戦後の園芸ブームで自然交雑と選抜を繰り返して多様化し
ていった歴史，さらには接ぎ木による肥後サザンカの盆栽について紹介した。

３．主な行事

　特別企画「季節の伝統植物」に関連した観察会
　2018年４月28日（土）：第229回「サクラソウの色素とその遺伝子」水田大輝（日本大学生物資源科学部）
　　　　８月25日（土）：第331回「続・近代の朝顔ブーム」仁田坂英二（九州大学大学院理学研究院）
　　　　11月24日（土）：第236回「菊栽培の道具」平野恵（台東区立中央図書館）
　　　　12月15日（土）：第237回「くらしの中のツバキとサザンカ」箱田直紀（恵泉女学園大学名誉教授）
　苗の有償頒布〔桜草：2018年４月10日（火）～５月６日（日），朝顔：６月17日（日）・７月８日（日）・22日（日），
菊：７月８日（日）・22日（日）・８月５日（日）・19日（日）・９月２日（日），サザンカ：10月21日（日）〕

４．成果と課題

　新たな展示プロジェクト委員として，日本大学生物資料科学部の水田大輝氏に加入していただいたことより，「伝
統の桜草」で近年の遺伝学的成果や栽培技術についての展示を構成できるようになった。そして，その１年目とし
て，水田氏が最も得意とする色素と遺伝子の関係について紹介することができた。
　「伝統の朝顔」については，2016年度の「近代の朝顔ブーム」に続き，「続・近代の朝顔ブーム」をテーマにした
ことにより，もともと資料の数が多い近代の朝顔についてより幅広く展示できた。「伝統の古典菊」については，
毎年歴史資料や絵画資料との関わりを強く意識したテーマを設定しているが，今年度も同様の資料群を用いた展示
を行った。「冬の華・サザンカ」では，ツバキとサザンカの地域分布や利用法，栽培した社会階層の歴史的変化など，
スケールを広げた展示を行った。
　また、課題としては，平成11年度から始まった「伝統の朝顔」の20年目の展示を無事に終えられたことを記念し
て，平成31年度に「伝統の朝顔20年の歩み」と題した大きな企画を実施するため，その計画を立てていくことが確
認された。

［伝統の桜草］関連
　チバテレビ，チャンネルさくら，朝日新聞，東京新聞，プランツ＆ガーデン，STaD，あさひふれんど千葉，園
芸JAPAN，月刊新松戸，こうほう佐倉，スペースマガジン，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，東京新聞，読売新聞，千葉日報，プランツ＆
ガーデン，My GARDEN，月刊ぐるっと，STaD，あさひふれんど千葉，ひととき，船橋よみうり　他
［伝統の古典菊］関連
　チバテレビ，朝日新聞，両毛新聞，月刊ぐるっと，STaD，あさひふれんど千葉，船橋よみうり　他
［冬の華・サザンカ］関連
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　チバテレビ，チャンネルさくら，朝日新聞，東京新聞，千葉日報，新潟日報，プランツ＆ガーデン，月刊ぐるっ
と，STaD，房総ファミリア新聞　他

６．展示プロジェクト委員（◎：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３展示室「錦絵 in 1868」
2018年４月17日（火）～５月20日（日）

１．展示趣旨

　2018年は慶応４年（1868年，戊辰の年）から150年目にあたる。天保の改革以後，錦絵はメディアとしての性格
を強め，政治や世相の動きに取材したものは役者絵や美人画，名所絵などに次ぐ大きなジャンルに成長していた。
とくに慶応４年１月３日（1868年１月27日）の鳥羽伏見の戦いにはじまる戊辰戦争に関しては，その勃発初期から
大勢の決まる東北地方での戦いまでの間，戦局の推移に従って大量の風刺画が出版され，時局に取材した幕末・明
治初期の錦絵の中でひとつのピークを成している。それらは近年，都市民衆の政治意識をさぐるための資料として
注目されつつあるが，政治的事件を描くことが禁じられていた当時，出版統制をかいくぐるためのさまざまな絵づ
くりの工夫を楽しむこともできる。
　この特集展示では，戊辰戦争を中心に1868年の世の動きを錦絵でもって示すとともに，当時の風刺画の特徴的手
法についても紹介した。

２．おもな展示資料

・慶長四年大功記大山崎之図
・幼童遊び子をとろ子をとろ　三代歌川広重画
・子供遊端午の気生
・夏の夜虫合戦
・太平記　天王寺にて楠正成蒸焼の術をもつて宇都宮公綱を退る図　歌川芳虎画　明治元年(1868)4月
・当世長つ尻な客じん　三代歌川広重画  慶応4年（1868）8月
・奥州会津図　歌川貞秀画　慶応4年（1868）8月

３．関連行事

　展示解説会　2019年４月17日（火）　13:30～

４．刊行物

・解説シート
・広報用ポスター・チラシ

５．成果と課題

　館蔵の戊辰戦争に関わる風刺画を，「異類合戦」「子供遊び」「過去の歴史上的出来事で偽装」「市井風俗の見立て」「鳥
瞰図」の５つの類型に分けて展示した。「幕末維新期風刺絵」（H-26）を中心に，長く収蔵庫で眠っていた館蔵資料
の発掘と活用がはかれた。また，維新150周年の年に，その前段である戊辰戦争に焦点を当てることで，歴博らし
い歴史に関する多様な視点を提供することができた。ただ，複雑な風刺画の読み解きに関しては，新政府方，旧幕
方を示すコードの読み解き方をパネルで図解をし，また詳しい資料解説も付したものの，視覚的な説明材料は，多
様な資料群に対して必ずしも十分に提供することはできなかった。
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６．マスコミの取り上げ

【TV】
　NHK総合，ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，東京新聞，中外日報，あさひふれんど千葉，296ナビ5月号，月刊いちかわ，歴史研究，房総ファミリ
ア新聞　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
　樋口　雄彦　　本館研究部・教授

第４展示室　「お化け暦と略縁起─くらしのなかの文字文化」
2018年４月24日（火）～10月28日（日）

１.展示の趣旨

　民俗は文字記録に残りにくい性質を持つが，日本列島上では，伝承と文字文化とが接する機会は少なくない。本
展示はこうした文字文化と生活とがふれあうことで生み出された２種類の資料を提示することで，民俗のとらえ方
についての理解を深めてもらうことを目的とする。具体的には近世期に広く版行された略縁起と近代に旧暦を温存
した「お化け暦」を中心に，関連する写真パネルなどとともに展示する。それにより，生活のなかでの文字文化の
位相について考える機会を提供する。
　近世に寺社の開帳等の機会に作成された略縁起は，寺社と関連する伝承を簡略に記した印刷物で，さまざまな伝
承が記載されている。お化け暦は明治６年の太陽暦採用後も生活上の必要性からひそかに出版された略本暦で，昭
和戦前期まで広く利用され，正体不明なところから「お化け暦」とも呼ばれ，俗信などの基盤となった。本展示で
はこれらを最新の研究成果をふまえて，一般の来館者にわかりやすく発信したい。
なお，この特集展示は歴博の共同研究「地域における歴史文化研究拠点の構築」，同じく「奈良暦師吉川家文書を
中心とする暦・陰陽道研究の史料基盤形成」による研究成果を含んでいる。

２.展示資料　

・中野猛氏収集略縁起（久野俊彦氏蔵）
・館蔵略縁起（「諸国縁起由来記」，「江都湯嶋天満宮略縁記」ほか）
・館蔵お化け暦類
・仮名草子『安倍晴明物語』（個人蔵）
・暦占書『吉凶占東方朔秘伝置文』（個人蔵）ほか　

３.関連行事

　展示解説会　2018年２月24日（火）　13:30～

　ギャラリートーク　５月３日，５月19日，６月９日，７月14日，８月４日，９月15日，10月20日
　歴博講演会（小池淳一「書かれたものとのつきあい方─民俗研究の新視点─」5月12日（日）・歴博講堂）

４.刊行物

・展示解説シート
・展示資料リスト
・広報用ポスター・チラシ

５.成果と課題

　この展示を通して，略縁起に表現された歴史意識や説話の伝承形態，お化け暦とその周辺の時間意識を資料に基
づいて再確認できたことが一番大きな成果といえる。近世以降の庶民生活のなかで，寺社にまつわる縁起，すなわ
ち「歴史」がどのように表現され，唱導に用いられたか，そうした情報がどのように扱われ，生活文化のなかでど
のように展開したか，を考察する手がかりが得られたとともに，資料に即した理解を深めることができた。近代の

164

Ⅱ-２　展示



生活のなかでも時間や空間に関する吉凶をはじめとする意味づけに関する情報が求められ，それに応じるかたちで
お化け暦類の命脈が保たれたことは暦の近代史の重要な一面であり，陰陽道系の知識の展開過程としても注目に値
する。その点についても展示の過程で確認することができた。これらは展示という様式による成果発信の意義を強
く感じさせるものであった。またカレンダー会社からの当館の調査研究活動に関する好意的な申し出もこの展示の
開催あってのことであった。
　課題としては，くらしのなかの文字文化の位相を考えることについて一定程度の効果はあったと思われるが，そ
れを十二分に深めるまでは至らなかった点が反省材料である。なお，予算との関連から，通常は，特集展示は図録
を作成しないが，この展示のうち，略縁起に関する内容は，館蔵の略縁起資料の調査をふまえて，久野俊彦・小池
淳一によるブックレット『略縁起への招待』（国立歴史民俗博物館，2019年3月刊）としてまとめた。お化け暦に関
する部分も何らかのかたちで研究の内容を共有化する方法を引き続き模索していきたい。

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，朝日新聞，読売新聞，船橋よみうり，にわのわ，296ナビ６月号，文字だ！，びぃーゆ，書道界，スペー
スマガジン，房総ファミリア新聞，月刊ぐるっと，船橋よみうり，こうほう佐倉　他

７．展示プロジェクト委員（◎代表）

◎小池　淳一　　本館研究部・教授
【特別協力】
　久野　俊彦　　東洋大学・非常勤講師

第３展示室　「紀州徳川家伝来の楽器─琵琶Ⅱ─」
2018年10月30日（火）～12月９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（159件）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・1770～1852）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，琵琶をとりあげ，附属品や附属文書とともに展示する。コレクショ
ン中の琵琶は23面におよぶが，そのうち12面に関しては，平成22年度に開催した特集展示において紹介した。そこ
で，２回目となる今回は，前回の展示で出品しなかった11面を中心に展示を構成する。
　楽器としての琵琶に関する基本的な情報や，楽器の制作等に関する解説によって，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，享和３年（1803）十月，江戸藩邸において催された管絃の様子を表す絵巻を
展示し，江戸後期の大名家を中心とした文化の一端を紹介したい。
　なお，本資料は最大級の日本古楽器コレクションとして広く知られており，平成17年度に特別企画「紀州徳川家
伝来の楽器」，平成24年には企画展示「楽器を語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」を開催し，主要なものを紹
介してきた。また，平成15年度に刊行した『国立歴史民俗博物館資料図録３　紀州徳川家伝来楽器コレクション』，
および＜データベースれきはく＞において，その豊富な資料情報を公開している。「笙」「琵琶」「笛」に続くこの
特集展示においては，企画展示等に出品される機会の少ない資料についても，順次，展示・公開をすすめ，その全
貌を紹介することを目的としている。

２．展示資料

・紀州徳川家伝来楽器コレクション（H-46）より
　　琵琶（銘「白鳳」）　　１面　天武６年（677）銘　在田坊作
　　琵琶（銘「朝陽」）　　１面　平安～鎌倉時代初期
　　琵琶（銘「小嵐」）　　１面　室町時代
　　琵琶（銘「花園」）　　１面　室町時代
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　　琵琶（銘「嘉吉丸」）　１面　嘉吉２年（1442）
　　琵琶（銘「雲鶴」）　　１面　慶長11年（1606）銘　山室永斎作
　　琵琶（銘「雲上」）　　１面　文化３年（1806）三井伊織作
・『琵琶譜』　　　　　１帖　寛政４年（1792）徳川治宝奥書
・赤阪御薗積翠池試楽図并記（H-1841）　１巻　文化２年（1805）住吉廣尚筆　　　など約15件

３．関連行事

展示解説会　2018年10月30日（火）　13:30～

４．刊行物

・解説シート
・広報用ポスター・チラシ

５．成果と課題

６．マスコミの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296

【新聞・雑誌】
　東京新聞，296ナビ12月号，ぐるっと千葉，博物館研究　他

７．展示プロジェクト（◎代表）
◎日高　　薫　　本館研究部・教授
　内田　順子　　本館研究部・准教授

第４展示室　「変わりゆく結婚式と近代化」
2018年12月11日（火）～2019年５月12日（日）

１．展示趣旨

　近世の身分制社会では，必ずしもすべての人が結婚するわけではなかったが，近代になると，基本的に誰もが結
婚する社会となっていく。このような変化の中で，結婚式の形態も変わっていった。第一の大きな変化は，近代以
降，結婚式に宗教者が関わる儀礼が中心となっていった点である。欧米の結婚式の影響を受け，神前結婚式が考案
され上流から広まっていき，戦後になるとほとんどの人が神前結婚式を行うようになる。しかし1990年代以降，神
前結婚式からチャペル式結婚式に変わっていく。個人の信仰とは必ずしも結びつかないものの，宗教者の関与した
結婚式が依然として続いていることにはかわりない。
　第二に，こうした結婚式が浸透するとともに，挙式披露宴というパターンができ，それに対応した儀礼空間が成
立する。従来の結婚式は数日にわたって儀礼が続いていたが，式場の変化とともに挙式披露宴を同じ場所で同日に
行うようになっていく。そのための結婚式場が成立した。
　第三は，結婚式を支える様々な流通，情報，サービスに関する産業が成立していった。近代ではデパートによっ
て，婚礼用品の流行が作りだされた。またホテルや宴会場は，披露宴だけでなく式場も併設するようになる。戦後
には，公共施設や冠婚葬祭互助会が結婚式場を積極的に設置し，ブライダルコーディネーターなども誕生した。現
在では結婚情報誌によって結婚式の個性化が打ち出されている。
　ところで現在，社会的には結婚式をしない，もしくは結婚をしないという状況も生まれる中で，結婚式の捉え方
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も変わっている。こうした近代以降の結婚式の変遷を関連する資料を提示し，人々にとって結婚式とは，また結婚
とは何かについて考えるものである。
　
２．展示資料

・白紅黒三枚襲婚礼衣裳
・四條家伝来梨本宮婚儀什器関係資料
・蓬莱御島台
・當世婚礼仕用罌粟袋
・松鶴の栞
・お嫁入り支度案内
・御婚礼道具目録
・松屋御婚礼衣装陳列会
・結納用呉服細工関係資料　
・マタニティウェディングドレス　ほか

３．関連行事

　展示解説会　2018年12月11日（水）　11:30～
　ギャラリートーク　2019年１月12日，２月３日，３月17日

４．刊行物

・解説シート
・広報用ポスター・チラシ
 
５．成果と課題

　今回の特集展示は，第4室のリニューアルで収集した資料を中心に，その後の調査研究を発展させたものである。
リニューアル以降おりに触れて資料を収集し，また受託研究で調査をおこなった企業等にも協力を仰ぎ，展示を構
成することができた。近代以降の結婚式については，十分な研究蓄積があるとは言いがたく，とくに産業化の側面
は今後の課題である。そのための第一歩として，神前結婚式と挙式場の関係や，結婚式場の展開などについても展
示することができたのは，婚礼研究への寄与と考える。また従来展示することのなかった旧梨本宮家所蔵の婚礼道
具は，旧皇族の婚礼の様相，例えば三箇夜餅の儀礼などを提示することができただけでなく，饗宴などの儀礼研究
にも関連することであり，今後さらなる研究を進めていきたい。以上のように本展示は，近現代の婚礼の様相を提
示し，今後の研究の足がかりとなったと考える。
　ただし残念であったのは入口の鴨居高と縦型ケースの寸法が全く同じでケースが入らなかったことであり，やむ
を得ず，マタニティウエディングドレスを広げて展示することとなった。予算状況の厳しい中，汎用的な展示什器
の充実が必要であり，展示室の高さを踏まえたケースの作成が求められる。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　チャンネルさくら，ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，毎日新聞，東京新聞，日本経済新聞，中外日報，千葉日報，船橋よみうり，ぐるっと千葉，広報たこ，
ちいき新聞，296ナビ3月号，Hanako，房総ファミリア新聞　他

７．展示プロジェクト委員（◎：代表）
◎山田　慎也　　本館研究部・准教授
　澤田　和人　　本館研究部・准教授
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第３展示室　「吉祥のかたち」
2019年１月５日（土）～２月11日（月・祝）

１．展示趣旨

　吉祥とは，良いきざし，めでたいしるしを意味する言葉である。絵画や工芸品の中には，吉祥にかかわる意味や
願いを込めて制作されたものが少なくない。ことに，歴史的に何度も何度も繰り返して表現され，定番と化した図
像やモティーフの組み合わせには，特定の吉祥の意味づけがなされている場合が多い。例えば，松竹梅や鶴亀が目
出度さの象徴であることは，良く知られていよう。
　吉祥を意味する図像やモティーフの組み合わせには，中国の伝説や思想に端を発するものも多い。ただし，日本
で民間信仰と結びついたり新たな解釈などが付加されたりして，独特の展開が見られることがある。
　このたびの特集展示では，そうした日本での展開に留意しつつ，吉祥にかかわる絵画や工芸品を歴博の所蔵品の
中から選んで展示し，図像やモティーフに託された意味を読み解いていく。

２．おもな展示資料

　梅樹下草模様小袖　酒井抱一筆　重要文化財　H-35-182
　色絵双鶴図小皿　酒井抱一下絵　A-218-299
　霊元院鶴御画并御賛歌　霊元院筆　H-600-1651
　牡丹獅子置物　A-218-326
　龍宮城模様一つ身　H-35-1110
　浦島太郎模様袱紗　H-1874-289

３．関連行事

　展示解説会　2019年１月９日（水）　13:30～

４．刊行物

　解説シート
　広報用ポスター・チラシ

５．成果と課題

　これまで一般に公開される機会に恵まれなかった資料を吉祥という切り口で取り上げることで，幅広い館蔵資料
を展示することができた。結果として，初公開の資料が大半を占めることとなり，既存の館の資源の発掘と活用と
いう点では，一定の意義があったものと思われる。また，著名な資料ながら本館では長らく展示してこなかった抱
一の描絵小袖を公開したことは，一般の好評を得た。反省点としては，モティーフや図像の意味が現在とは違う場
合，そうした変容はいつ起こったかについてあまり解説しておらず，より詳しく知りたいという要望が寄せられた
ことがある。

６．マスコミでの取り上げ

【TV】
　ケーブルネット296
【新聞・雑誌】
　朝日新聞，読売新聞，毎日新聞，東京新聞，ぐるっと千葉，ランドスケープデザイン，あさひふれんど千葉，リ
ビング千葉，房総ファミリア新聞，博物館研究，船橋よみうり，２９６ナビ２月号　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
◎澤田　和人　　本館研究部・准教授
　日高　　薫　　本館研究部・教授
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[展示プロジェクト委員会]
企画展示「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趣旨

　古文書は歴史を研究する上で欠かせない資料だが，資料としての情報は，書かれた文字内容だけでなく，様式や
使われた媒体などさまざまな要素があり，形や物としての側面も重要である。特に日本の中世文書は，社会が複雑
で大きく変化していったため，文書のあり方もまた多様である。
　当館は質量共に充実した，バラエティーに富む中世文書を収蔵しており，中世文書の全体を把握しうるコレクショ
ンとなっている。中世文書の全体を扱った展示としては，2013年に「中世の古文書─機能と形─」を行ない，初の
総合的な中世文書展として好評を博したが，重要な館蔵資料を公開する機会として，また近年の収集や研究の成果
を示すために，再度中世文書全体を扱う形で展示を開催する。
　内容的には，実施中の共同研究「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」（2016～18年度）
を踏まえて，古代から中世への展開や，韓国など東アジアの古文書との比較による国際的な視点からの位置づけな
ど，これまでの展示では十分行えなかった点についても取り上げ，その多彩な表現と意味を考えながら，日本の中
世文書の流れと特徴を体系的に示した。また「活用」の実践として，図解パネル，キャラクター解説，音声ガイド，
デジタルコンテンツなども用いて，文書の様式や読み方についての理解を図り，中世の古文書について楽しく学習
できる機会とする。
　このため，展示プロジェクト委員は，基本的に上記共同研究の研究員が兼ねる。

２．展示プロジェクト委員会

　上記共同研究の研究会を兼ねて開催した。今年度は，展示準備と展示の総括および今後の計画のために，会議と
しては２回行なった。
①2018年６月10日（日）・11日（月）国立歴史民俗博物館　
・古文書資料の活用とコンテンツの制作について
　・企画展示の構成と準備状況について
　・フォーラム・国際シンポと出版について
　・企画展示「日本の中世文書」の解説原稿について（読み合わせ）
・〔閲覧〕企画展示の「Ⅱ 中世の文書へ」関係，および「エピローグ：近現代に受け継がれた文書の形」関係
②2019年３月８日（金）・９日（土）国立歴史民俗博物館
・企画展示および関連事業の総括
・今後の活動について（研究報告特集号，その他の刊行物の計画）
　
３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
【館外】
　丸山　裕美子　　愛知県立大学 日本文化学部・教授　日本古代史
　川西　裕也　　　新潟大学大学院 現代社会文化研究科・助教　高麗・朝鮮史
　佐藤　雄基　　　立教大学 文学部・准教授　日本古代中世史
　高橋　一樹　　　武蔵大学 人文学部・教授　日本中世史
　桃崎　有一郎　　高千穂大学 商学部・教授　日本中世史
　横内　裕人　　　京都府立大学 文学部・教授　日本中世寺院史
　金子　拓　　　　東京大学史料編纂所・准教授　日本中近世史
　古川　元也　　　日本女子大学文学部・教授　韓国古文書学
　長村　祥知　　　京都府京都文化博物館・学芸員　韓国古文書学
　朴　竣鎬（協力）　国立ハングル博物館・学芸研究士　日本中世史
　文　叔子（協力）　ソウル大学法学研究所・研究員　日本中世史
【館内】
　松尾　恒一　　　本館研究部・教授　日本民俗学
　仁藤　敦史　　　本館研究部・教授　日本古代史
　小倉　慈司　　　本館研究部・准教授　日本古代史
　荒木　和憲　　　本館研究部・准教授　日本古代史
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　鈴木　卓治　　　本館研究部・教授　情報工学
　三上　喜孝　　　本館研究部・教授　日本古代史
　橋本　雄太　　　本館研究部・助教　情報工学
〇田中　大喜　　本館研究部・准教授　日本中世史
◎小島　道裕　　本館研究部・教授　日本中近世史

企画展示「ハワイ：日本人移民の150年と憧れの島のなりたち」

１．展示プロジェクトの趣旨

　本展示では，日本からハワイに移住した人々の歴史を，ハワイの近現代史，および日本・ハワイ交流史と併せて
展示する。
　日本からハワイへの移民は，19世紀のプランテーション労働者としての移住に始まった。その後，日本人移民お
よびその子孫の数は増え続け，太平洋戦争開戦前にはハワイの全人口の３分の１を占めるまでになった。この間，
日本人移民およびその子孫の生業も多様化し，ハワイには日系人社会が形成されていった。
　これは，ハワイが経済的に発展を遂げた時代とも重なっていた。その過程で，日本人を含む様々なエスニックグ
ループが流入し，ネイティブハワイアンの人口比は減少した。そしてアメリカ合衆国に準州として編入され，軍事
的な重要性も増していった。本展示の目的のひとつは，この社会的・政治的な変化とともに，そこに日本人移民と
その子孫たちがどのように位置付いたのかをたどることにある。
　同時に本展示では，真珠湾攻撃に始まる太平洋戦争を，ハワイの日系人の歴史，ならびにハワイそのものの歴史
のコンテクストにおいて捉え直す。真珠湾攻撃後，ハワイは戒厳令下に置かれるとともに，それまで以上に多くの
米軍関係者がハワイに滞在するようになった。そうしたなかで日本人・日系人は，監視の下に置かれ，その一部は
敵性外国人として強制収容された一方で，多くの日系二世がアメリカ人として軍務についた。そのなかには，ヨー
ロッパ戦線へと送られた者，日本語を理解できることから対日戦略に動員され，あるいは日本の占領に動員された
者などがあった。太平洋戦争がハワイの戦時社会をどのように規定したのか，アメリカと日本の狭間にあった日本
人・日系人と日系人社会，強制収容の実態などをたどることで，戦争の時代を多角的に捉え直していく。
　さらに本展示は，太平洋戦争／第二次世界大戦の終結後のハワイについても取り上げる。1940年代後半から50年
代にかけての労働運動の盛り上がりと，Democratic Revolutionとも呼ばれる政治状況の変化，そしてアメリカ合
衆国の第50番目の州になるといった，大きな変化の中に置かれた。日本では，憧れの観光地として注目を浴び，大
衆文化の中に根付いていった。冷戦，経済成長といったマクロな状況が刻印されたこの過程において，今日の私た
ちが知るハワイのイメージと実態の骨格が形成された。この，今日のイメージと実態，そこに至る経過をたどり，「い
ま」へと接続する。
　本展示は，日本で非常によく知られているハワイをめぐり，一般にはあまりクローズアップされない事柄を含め
て取り上げていく。ハワイの歴史，日本とハワイの関係はもとより，戦争，多文化の衝突と共生，エスニックマイ
ノリティなど，今日の社会においても重要で普遍的な課題に向き合う契機を提示することを目指したい。

２．展示プロジェクト委員会

　第１回　2018年７月７日，第２回　11月24日，第３回　2019年３月30日の計３回全体会議を開催し，展示構成案
を検討した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
【館外】　　
　朝日　祥之　　国立国語研究所・准教授
　小嶋　茂　　　JICA横浜 海外移住資料館・学芸担当
　坂口　満宏　　京都女子大学・教授
　坂梨　健太　　龍谷大学・講師
　塩出　浩之　　京都大学・准教授
　鈴木　啓　　　Independent Researcher
　高田　智和　　国立国語研究所・准教授
　保谷　　徹　　東京大学史料編纂所・教授
　森田　朋子　　中部大学・教授　
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　森本　豊富　　早稲田大学・教授
　山倉　明弘　　天理大学・教授
　吉田　亮　　　同志社大学・教授
【館内】　
◎原山　浩介　　本館研究部・准教授
○吉井　文美　　本館研究部・准教授
　大久保純一　　本館研究部・教授
　横山百合子　　本館研究部・教授
　樋浦　郷子　　本館研究部・准教授
　松田　睦彦　　本館研究部・准教授

企画展示「昆布とミヨク─潮香るくらしの日韓比較文化誌─」

１．展示プロジェクトの概要

　列島を形成する日本と半島を形成する韓国は，どちらも長い海岸線を持つ。また，日本海はもとより，多島海や
遠浅の海といった共通する海洋環境も多く，生息する生物の種類も類似する。さらに，日本と韓国はともに東アジ
アの文化圏に属し，国家レベル，民衆レベルを問わず，歴史上，現代にいたるまで盛んに交流を重ねてきた。こう
した自然的，文化的，歴史的要因を背景として，日韓双方の海と向きあう生活文化には，多くの共通点が見いださ
れる。その一方で，双方の文化の詳しい観察からは，日韓それぞれにおける独自の技術的発展や文化的展開も確認
される。
　本展示では，「自然環境と技術」「伝統文化」「歴史的接触」といった視点から，漁法や漁撈具，海産物の嗜好，儀礼食，
海をつかさどる神霊への信仰などを比較することで，日韓の海をめぐる生活文化の類似と相違にせまる。こうした
試みは，相手の文化に対する理解を深めて尊重をうながすとともに，けっして異文化として切り捨てることのでき
ない近しさを感じる契機を提供することにもなるだろう。
　なお，本展示は韓国国立民俗博物館との国際交流事業「日韓地域研究の実践的展開」，共同研究「海の生産と信仰・
儀礼をめぐる文化体系の日韓比較研究」，科学研究費補助金基盤研究（B）「朝鮮海出漁の歴史とその文化的影響の
研究」の成果を一般に公開するものである。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　第１回　2018年６月17日18日，第２回　2019年３月16日の計２回全体会議を開催し，展示構成案を検討した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）

【館外】
　オ・チャンヒョン　　本館客員准教授・韓国国立民俗博物館
　キ・リャン　　　　　韓国国立民俗博物館
　ジョン・ヨンハク　　韓国国立民俗博物館
　チェ・ウンス　　　　韓国国立民俗博物館
　チェ・ミオク　　　　韓国国立民俗博物館
　ソン・キテ　　　　　木浦大学校島嶼文化研究院
　飯田　　卓　　　　　国立民族学博物館
　磯本　宏紀　　　　　徳島県立博物館
　川島　秀一　　　　　東北大学災害科学国際研究所
　昆　　政明　　　　　神奈川大学
　島立　理子　　　　　千葉県立中央博物館
　藤永　　豪　　　　　西南学院大学
【館内】　
◎松田　睦彦　　　　　本館研究部・准教授
○小池　淳一　　　　　本館研究部・教授
　荒木　和憲　　　　　本館研究部・准教授
　川村　清志　　　　　本館研究部・准教授
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　清武　雄二　　　　　本館研究部・特任助教
　鈴木　卓治　　　　　本館研究部・教授
　西谷　　大　　　　　本館研究部・教授
　村木　二郎　　　　　本館研究部・准教授

企画展示「ジェンダーからみた日本の歴史（仮称）」

１．展示プロジェクトの概要

　本企画展示プロジェクト委員会は，2020年10月６日（火）～11月29日（日）開催予定の企画展示「ジェンダーか
らみた日本の歴史（仮称）」に向けて発足した。展示は，2016～2018年度に行った基盤共同研究「日本列島社会の
歴史とジェンダー」の成果発信の１つとしておこない，古代から近現代までの日本列島社会の歴史をジェンダーの
視点から通観することを目的とする。内容は，①政治空間と女性，②仕事とくらし，③性の売買の３つの柱にそって，
それぞれの時代の男女の実態を具体的に明らかにし，各時代のジェンダーの特徴を明らかにする予定である。展示
対象となる時代が長く，分野も広いため，展示プロジェクト委員は古代，中世，近世，近現代の４つの時代チーム
に分かれ，各時代のチームリーダーを中心に展示プロジェクト委員会を開催し，①～③の柱立てにそって，展示内
容と展示資料の選定を中心に検討を進めた。これらをもとに，2019年度始めに，各時代の検討内容を突き合せ，全
体構成を確定する予定である。

２．展示プロジェクト委員会の概要

　2018年7月22日（古代），10月21日（近代），10月27日（近世），12月１日（中世），１月６日（近世），１月13日（近
代），２月22日（古代），３月４日（近代）に，時代ごとの展示プロジェクト委員会を開催した。

３．展示プロジェクト委員（◎：代表，○：副代表）
【館外】
　義江　明子　　　国立歴史民俗博物館・客員教授
　池田　　忍　　　千葉大学大学院人文科学研究院・教授
　久留島典子　　　東京大学史料編纂所古文書・古記録部・教授
　小林　　緑　　　国立音楽大学・名誉教授
　辻　　浩和　　　川村学園女子大学文学部・准教授
　田中　禎昭　　　専修大学文学部・准教授
　廣川　和花　　　専修大学文学部・准教授
　下江　健太　　　鳥取県文化財センター発掘事業室・文化財主事兼係長
　清家　　章　　　岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授
　塚田　良道　　　大正大学文学部歴史学科・教授
　伊集院葉子　　　川村学園女子大学文学部・非常勤講師
　小野沢あかね　　立教大学大学院文学研究科・教授
　人見佐知子　　　近畿大学文芸学部文化･歴史学科・准教授
　加藤千香子　　　横浜国立大学人間科学部・教授
　松本　直子　　　岡山大学大学院社会文化科学研究科・教授
　東村　純子　　　福井大学国際地域学科・講師
　伴瀬　明美　　　東京大学史料編纂所・准教授
　水野　僚子　　　日本女子大学人間社会学部・准教授
　柳谷　慶子　　　東北学院大学文学部・教授
　福田　千鶴　　　九州大学基幹教育院・教授
　森下　　徹　　　山口大学教育学部・教授
　村　　和明　　　東京大学大学院人文社会系研究科・准教授
　長　志珠絵　　　神戸大学大学院国際文化学研究科・教授
　松沢　裕作　　　慶應義塾大学経済学部・准教授
【館内】　
◎横山百合子　　　本館研究部・教授
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○小島　道裕　　　本館研究部・教授
　仁藤　敦史　　　本館研究部・教授
　三上　喜孝　　　本館研究部・教授
　内田　順子　　　本館研究部・准教授
　澤田　和人　　　本館研究部・准教授
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