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発表１

興味をそそり、喜ばせ、驚かせるために：スコットランド国立博
物館において日本文化を見せる
ロジーナ・バックランド
スコットランド国立博物館  世界文化部東アジア課長  イギリス

略歴

スコットランド国立博物館学芸員として日本コレクションを担
当。ケンブリッジ大学にて日本学を専攻、卒業後は日本で翻訳
者として活動。ニューヨーク大学のインスティテュート・オブ・
ファイン・アーツにて博士号（美術史）を取得後、大英博物館
で数年間勤務。研究分野は18 ～ 19世紀の日本絵画および版画。著作に『春画：日本のエロティック・アー
ト（Shunga: Erotic Art in Japan）』（British Museum Press, 2010）、『国のために自然を描く─滝和亭
と明治日本の中国趣味文化への挑戦 （Painting Nature for the Nation: Taki Katei and the Challenges to 
Sinophile Culture in Meiji Japan）』（Brill, 2013）等がある。現在、新たな東アジア常設展示の計画を
担当中。

発表内容

今回の発表では、「ミュージアムにおける日本美術の再発見」がスコットランド国立博物館とどのように
関わるかを次の3つのセクションに分けて検討した。すなわち、ａ）（当博物館をよくご存じない聴衆に向けて）
当博物館およびそのコレクションを紹介しながら過去の実績を分析すること、ｂ）現在の活動を紹介すること、
ならびに  ｃ）今後数年の間の予定について説明することである。
スコットランド国立博物館は多くの領域を横断的に扱う博物館であり、世界中で収集された自然史から
科学技術、芸術・文化に至る幅広い分野の所蔵品を有し、その数は1,200万点以上にのぼる。当博物館が扱っ
ていないただ１つの分野としては「美術品」をあげることができ、西欧の絵画と彫刻は所蔵していない。また、
当博物館は約12,000点にのぼる日本コレクションを所蔵しており、これはスコットランドで最大、ロンドン
を除く英国全体でも最大の規模となっている。重要な分野として、木版画、陶磁器、武器・甲冑、細密
工芸品（印籠や根付）、考古学的資料、アイヌ文化、現代工芸をあげることができる。

過去

当博物館は、科学への理解を深め、工業デザインを向上させ、商業上の利益を増加させようという英国
全体での大きな動きの一環として、1854年に設立された。建物の建設は1861年に着工され、完成までに
約20年の歳月を費やしている。
設立者の意図は世界中の工業製品および応用美術作品の包括的な作例を示すことにあり、その対象には

当然ながら日本も含まれていた。購入した品に加え、医師、商人、宣教師として日本を訪れたスコットランド
人からの多くの寄贈品もあった。木版画は1886年にヴィクトリア・アンド・アルバート博物館との共同購入
で入手したほか、2,000点以上の所蔵品が1908年から1914年の間にニール・ゴードン・マンロー医師（横浜
で発掘調査を行い、後に北海道の二風谷に移住した人物）から寄贈された。更に、1956年には銀行家であっ
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たウィリアム・クレバリー・アレクサンダー氏の遺族から重要な陶磁器が、2015年にはデヴィッドとアン・ハ
イアット・キング夫妻からアート・ファンド（Art Fund）を通じて330件の作品群が、それぞれ寄贈されている。
1996年から2014年にかけて、香港の実業家であるゴードン・ウー氏の資金援助を受けて設置された

ギャラリーでは中国、日本、韓国の作品が展示され、他館から作品を借りての日本美術およびデザインの
特別展も幾つか開催された。それでもなお常設コレクションは殆ど注目されず、日本語に通じた学芸員も
いなかった。

現在

スコットランド国立博物館はその使命を、「スコットランド、他の国と文化、自然界の過去と現在のすべて
を、保存し、解釈し、身近なものにすること」としている。利用しやすさと来館者が直接関わりを持てるという
ことが、構成される展示および博物館で行われる活動について、そのすべての基盤をなす主要な概念となる。
当博物館は2004年から、19世紀半ばに建設された従来の建物を改修するとともに、28の常設展示室すべて
を刷新するという、総額6,400万ポンド規模のマスタープランを実施している。これを完成させるため、本館
は3年にわたって閉鎖された。第1段階は建物の改装であり、道路からの入館のしやすさを改善するとともに、
最上階まで通じる2台のエレベーターと1台のエスカレーターを設置して人々の循環を促す施策を行った。
第2段階では、自然界および世界の文化の展示に利用する16の展示室を改装した。第3段階では、アート・
デザイン・ファッション、および科学と技術をそれぞれ専門に扱う10の展示室を2016年に新設した。世界の
文化の展示室はテーマ別となっており、日本の展示品はそのうち、「現地民族の文化（Living Lands）」、
「芸能と暮らし（Performance & Lives）」、「芸術的遺産（Artistic Legacies）」の3つの展示室に含まれ
ている。
スコットランド国立博物館で最初の専門家教育を
受けた日本担当学芸員となった私が、調査を行い、
新たに息を吹き込まなければならないコレクションの
対象範囲は広範なものであった。この担当になって
以降、私は中規模な展覧会として、「歌舞伎：日本
の役者絵（Kabuki: Japanese Theatre Prints）」（19
世紀の役者絵コレクションの強みを利用）と、「日本
磁器の名工（Masters of Japanese Porcelain）」
（4人の帝室技芸員による作品を展示）という2つの
展覧会を企画した。
 

未来

2019年初頭に完了を予定している当博物館マスタープランの最終段階は、世界の文化の最後２室に位置する
こととなる展示室の整備であり、そこには古代エジプトギャラリーおよび東アジアギャラリーが開設される。
東アジアギャラリーは、中国、日本、韓国を一緒に見せる空間として、英国内、そしておそらく更に広い
範囲で見ても、類まれな存在となる。
この展示室には中国、日本、韓国それぞれのゾーンを設けるほか、共通の文化遺産を探る展示を随所に
配置する。具体的には、1）紹介映像を流す大型のデジタル展示台、2）陶器作りおよび青銅器作りの原点
を探る展示ケース、3）東アジアの文字や書に関する大型の双方向ディスプレイ、4）絹製品、漆工品、磁
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器という、この地域で共通して使われ、かつ特徴的な素材を用いる工芸品について探る3つのデジタル展
示台である。当博物館の空間およびコレクションの内容には制限があり、年代順展示という手法には不向き
なため、代わりに、当コレクションの強みを活かした形で、来館者に向けて主要なメッセージを伝えること
を目指す。すなわち、各セクションで、以下4つのテーマ、洗練された暮らし、輸出と出会い、科学技術
と生産、現代文化の表現、を繰り返す形で展示を構成している。
課題は、限られたスペース内で、日本の美術と文化に関する数多くの重要なメッセージを来館者に伝える

ことである。具体的には、数千年にわたる長い歴史、アジア大陸との深いつながり、日本国内の多様性、
徳川時代の社会構造、明治時代に起きた変化、現代に
まで受け継がれている創造的努力といったものである。
更に「全国的事業」の名のもとで、東アジアのコレ

クションを所蔵していながら当該分野の専門家を有して
いないスコットランド全域の地方・地域・大学に属する
ミュージアムとも連携を図っている。私たちは３つの
施設に対し、それぞれの所蔵品の一部に焦点を当てる
展示の作成を支援するほか、技能ワークショップを提供
し、知識の移転を促進するオンライン・フォーラムを
開設する予定である。

 私は現在、スコットランド国立博物館内で企画するものとして、日本の芸術と文化に関するこれまでになく
大規模な特別展に取り組んでいる。この展覧会は「サムライ：伝説と現実の狭間で（Samurai: Between 
Myth and Reality）」と題し、2022の夏に開催予定である。
1613年に徳川秀忠がスコットランドとイングランドの王ジェームズに甲冑を贈って以来、侍というイメージは
遠い異国で日本を象徴してきた。今もなお、侍は世界の大衆文化に広く行きわたり、マンガ、ビデオゲーム、
更に伝説的な映画「スターウォーズ」シリーズにまで、インスピレーションを与え続けている。しかし実際に
は、侍は時代によってその実相を異にしており、西欧世界で広く伝わる自己犠牲的で忠実な武士という既成
概念の枠に留まるものではまったくない。この展覧会では侍という存在の歴史的な変遷を探り、今日まで
続く日本国内外でのその概念の関連性を考える。侍というテーマはこれまでの展覧会でも取り上げられて
きたが、いずれも刀と甲冑をはじめとした美術のみに注目するものであった。この展覧会は侍という“神話”
やそれに関連する既成概念に疑問を投げかけるという点で、これまでにない独自性を持つものとなること
を確信している。
この展覧会は、武士としての侍、支配者としての侍、理想としての侍、消費者・支援者としての侍、フィ
クションとしての侍という5つのテーマで構成される。
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当発表を終えるにあたり、国際交流基金にお礼を申し上げたい。国際交流基金からは専門スタッフ増加
プログラムのもとで、3年間にわたるアシスタント・キュレーターのポストへの資金提供を受けている。こう
したスタッフ資源の拡充は、今回ご紹介した内容にとどまらないあらゆる活動を実施するうえで欠かせない
ものである。
エディンバラでは、博物館が現在において意義を失っていくのではなく、博物館ならではの訴求力として、

過去や現在の力強い本物の品に触れる機会を提供することで、デジタルの2次元的な平板さに代わるものを
提示することができると考えている。研究や展示・解説の構築により、私たちはエディンバラにある日本
コレクションを新たに目覚めさせ、再発見するとともに、さまざまな活動やイベントを通じてより幅広い人々
に紹介すべく取り組んでいる。
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Presentation 1

To Intrigue, Delight and Surprise: Exhibiting Japan at the 
National Museum of Scotland
Dr. Rosina Buckland
Senior Curator, East & Central Asia Section, Department of World Cultures, National Museum of Scotland, UK

Profile
Rosina Buckland is curator of the Japanese collections at the National Museum of Scotland. She read Japanese 

Studies at the University of Cambridge and after graduation worked in Japan as a translator. She received a PhD 
in Art History from the Institute of Fine Arts (New York University) and worked at the British Museum for 
several years. Her research area is Japanese pictorial art of the 18th and 19th centuries. Her publications include 
Shunga: Erotic Art in Japan (British Museum Press, 2010) and Painting Nature for the Nation: Taki Katei and the 
Challenges to Sinophile Culture in Meiji Japan (Brill, 2013). She is currently planning the Museum’s new East Asia 
permanent gallery.

Presentation Summary
In my presentation I explored how “the reinvention of Japanese art through museum activities” relates to 

the National Museum of Scotland across three sections: a) examining the historical achievements, by way of 
introduction to the museum and its collection (for those audience members unfamiliar with the institution); b) 
introducing current activities; and c) explaining what is coming in future years.

The National Museum of Scotland is a multi-disciplinary museum, holding more than 12 million items 
stretching from natural history, through science and technology, to art and culture from across the world. The one 
area not covered by the Museum is ‘fine art’, i.e. Western painting and sculpture. The Museum holds the largest 
Japanese collection in Scotland, and within the UK the largest outside London, comprising some 12,000 objects. 
Important areas are woodblock prints, ceramics, arms & armour, miniature art (inrō and netsuke), archaeological 
material, Ainu culture and contemporary studio crafts. 

Past

The Museum was founded in 1854, as part of a larger movement within Britain to promote understanding of 
science, improve industrial design and increase commercial gain. Construction of the building began in 1861 and 
took nearly twenty years to complete.

The founders’ intention was to provide a comprehensive sampling of the world’s industrial and applied arts 
products, and this of course included Japan. As well as purchases, there were significant donations from Scots 
who travelled to Japan as doctors, traders or missionaries. The woodblock prints were acquired in 1886 as a joint 
purchase with the Victoria & Albert Museum; more than 2,000 items were donated in 1908–14 by the doctor Neil 
Gordon Munro (who excavated in Yokohama and moved to Nibutani, Hokkaido). As well as important ceramics 
donated in 1956 by the daughters of the banker William Cleverly Alexander, in 2015 a group of 330 works was 
given via the Art Fund by David & Anne Hyatt King.

From 1996 to 2014, a gallery funded by the Hong Kong businessman, Sir Gordon Wu, displayed works from 
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China, Japan and Korea, and there were a number of loan exhibitions of Japanese art and design. Nevertheless, 
there was little attention given to the permanent collection and there was no curator with Japanese-language ability.

Present

National Museums Scotland states its mission as being “to preserve, interpret and make accessible for all the 
past and present of Scotland, other nations and cultures, and the natural world.” Accessibility and engagement are 
the key concepts that underpin all the displays created and activities undertaken. Since 2004 the Museum has been 
carrying out a Masterplan, totalling £64 million, to renovate the original mid-19th century building and renew 
all 28 permanent galleries. To achieve this, the main building was closed for three years. Stage 1 was the physical 
remodelling of the building, with measures to improve accessibility through street-level access and to promote 
circulation by installing two elevators and an escalator all the way to the top floor. Stage 2 was the renovation of 
sixteen galleries for Natural World and World Cultures. Stage 3 was the delivery in 2016 of ten new galleries for 
Art, Design & Fashion and for Science & Technology. The World Cultures galleries are based on themes, and 
Japanese objects are included in three of them: Living Lands, Performance & Lives and Artistic Legacies.

As the first Japan curator at the National Museum of Scotland with specialist training, there has been plenty 
of scope for me to investigate the collection and bring it alive. Since my appointment I have created two medium-
sized special exhibitions: Kabuki: Japanese Theatre Prints (drawing on the collection strength in 19th-century 
yakusha-e) and Masters of Japanese Porcelain (presenting works by four Imperial Household Artists).

Future

The final stage of the Museum’s Masterplan, which concludes the project in early 2019, will be the last two 
galleries for World Cultures, which are Ancient Egypt and East Asia. The East Asia gallery is unique within the 
UK, and probably much further afield, as a space that brings together China, Japan and Korea. The gallery will 
explore aspects of the shared cultural inheritance of East Asia, but also present the distinct developments of each 
culture. 

The gallery will contain a zone each for China, Japan and Korea, and then explorations of the common 
heritage will punctuate the displays: 1) a large audio-visual screen displaying an introductory film; 2) a display 
case exploring the origins of ceramic-making and bronze-working; 3) a large interactive display on East Asian 
script and calligraphy; and 4) three digital lecterns, exploring silk, lacquer and porcelain as materials shared across, 
and characteristic of, the region. Neither space nor the collection allow for a chronological approach, so instead 
we play to the strengths of the collection to convey core messages. Thus, the displays are structured according to 
four themes that repeat in each section: Fine Living, Exports and Encounters, Technology and Production, and 
Contemporary Cultural Expressions.

The challenge is to convey to visitors a number of key messages about Japanese art and culture in a limited 
space: its long history stretching back millennia, the deep connexion with the Asian mainland, the diversity 
across Japan, the social structure during the Tokugawa period, the changes wrought during the Meiji era, and the 
continuation of creative endeavours today.

In addition, under the banner of a ‘National Programme’, we are working with local, regional and university 
museums across Scotland holding East Asian collections but with no relevant specialist. We will help three venues 
to create a display highlighting some of their material, as well as providing skills workshops and establishing an 
online forum to promote knowledge transfer.
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I am currently developing the first-ever large special exhibition developed within the National Museum of 
Scotland on Japanese art and culture. The working title is Samurai: Between Myth and Reality, and it is scheduled 
for the summer of 2021.

Ever since 1613, when Tokugawa Hidetada sent a suit of armour to King James of Scotland and England, 
the image of the samurai has represented Japan far beyond its shores. Still today, samurai are pervasive in global 
popular culture, inspiring manga, video games and even the iconic Star Wars film franchise. In reality, samurai 
were different things in different periods and were much more than the stereotype prevalent in the West of self-
sacrificing, loyal warriors. The exhibition will explore the historical shifts in the samurai and consider the 
continuing relevance of the concept today, both in Japan and outside. The theme of samurai has been taken up in 
exhibitions before, but these have concentrated on art, including swords and armour. I believe this exhibition will 
be unique in questioning the samurai myth and its associated stereotypes.

The exhibition will have five themes: Samurai as Warriors, Samurai as Rulers, Samurai as Ideal, Samurai as 
Consumers/Patrons, Samurai as Fiction.

      
I concluded my presentation by thanking the Japan Foundation, which is funding a three-year Assistant Curator 

post under their Increasing Specialized Staff programme. This expanded staff resource is essential to deliver all the 
activities described, and many more.

We find in Edinburgh that, rather than losing relevance, museums’ unique selling point is to offer an alternative 
to the two-dimensional tedium of the digital, offering an encounter with authentic and powerful objects from 
the past and present. Through research and the creation of displays and interpretation, we are reawakening and 
reinventing the Japanese collection in Edinburgh, and taking it to wider audiences through activities and events.


