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発表 4

歴史的絵画を新しいフレームに─日本美術と物質文化を
「クール・ジャパン展」の枠組みで捉える
ダン・コック
ライデン国立民族学博物館  東アジアコレクション学芸員  オランダ

略歴

1978年アムステルダム生まれ。オランダの世界文化圏博物館 
における東アジアコレクション学芸員。世界文化圏博物館は4つ
の民族学博物館から成り、そのうちの一館であるライデン国立民
族学博物館は、シーボルト・コレクションをはじめとする、名
高く歴史的な日本コレクションを所蔵している。先ごろ、ライデン大学にて狂歌摺物および狂歌本に関する
博士論文審査を受けた。現職以前には、ベルギー・ブリュッセルの王立美術歴史博物館にて日本・中国・
韓国コレクション担当学芸員。その後は、フリーランスの日本美術コンサルタントとして活動する傍ら、ライ
デン大学にて教鞭を執り、日本美術史および書物史の講義を担当。

発表内容

学芸員は、自らが管理する日本コレクション固有の特徴によって制約されたり束縛を受けたりすべきでは
ない。たとえ日本コレクションが19世紀後半のジャポニスムの明らかな影響のもとで形成された場合でも、
使い古された固定観念を持ち出さない形で解釈する方法はある。そのためには、新鮮かつ慣例にとらわれ
ない手法での展示が求められる。実際的には、そういった展示は通常の場合より展示の文脈をより明らかに
する必要があるだろう。しかしそれは、認識されている日本コレクションの限界から、そして日本文化を異
国趣味的なものとする時代遅れの概念から逸脱する結果となり得る。このような展示の方法は、鑑賞者の日
本に対する見方を刷新し、彼らの日本に対するイメージやそのイメージが形成された過程について再考察を
強く促す。
本発表は、特別展「クール・ジャパン：世界的熱狂への着目（Worldwide Fascination in Focus）」の

背後にある構想と思考過程とを、今回のシンポジウムで提示された論点に関連する3つの事例研究を通じて
紹介するものである。特別展「クール・ジャパン」は、オランダのライデン国立民族学博物館で2017年4月
から10月にかけて開催され、2018年9月からはアムステルダムで変更を加えた形で再び展示される。  
この「クール・ジャパン展」事業は、日本政府主導の「クールジャパン戦略」とは関連なく、「クール・ジャ
パン」という言葉で表される日本の大衆文化の世界的なブームに焦点を当てるものである。同事業は、美術
史の流れといった観点よりはむしろ、世界中で消費されている現代の日本の大衆文化の様相に対応する歴
史的な部分に着目し、日本の美術と物質文化とをありきたりではない方法によって提示する機会を作りだし
た。このように「歴史的絵画」を「新しいフレーム」に収めることによって、来館者に対し、これらの作品を
新たな視点から鑑賞し、それまで抱いていたかもしれない固定観念を問い直し、払拭してもらうよう促すこと
を目指す。  

事例その1．現代的現象に対する歴史的視点：ファン文化

ファン文化は、しばしば江戸時代の都市大衆文化と関連付けられてきた。ある意味、浮世絵版画作品の
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大部分はファン文化のカテゴリーに分類される。浮世絵の半分以上は役者を描いたものであり、その次に多
いのが、これも江戸時代の都市大衆文化におけるアイドルであった美しい女性を描いた美人画である。浮
世絵を視覚的な記録として展示するならば、保存状態や画家の知名度、および作品の希少性についての要
求水準は高くない。その結果、「選りすぐりの傑作」だけを集めた展覧会とは違い、コレクションの中から
さらに広く作品を紹介することが可能となるため、より多くの作品が倉庫から出され、実際に展示されること
となる。
今回の展示でファン文化と関連付けられた現代のオブジェクトの一つがグロースティックである。グロース

ティックは、まさに日本的なアイドルファンの必携アイテムとして世界中で知られている。グロースティックを
展示した文脈を明らかにするため、AKB48のビデオクリップを流すとともに、もちろん解説文も添えて、昔
と今のファン文化の概念を紹介した。  

事例その2．ステレオタイプを問い直す：「サムライ」とそのイメージの形成過程

今回の展示で私たちが取り上げたテーマの一つが武士である。武士の物語は常に日本文化の一部を形成
してきた。ここでより重要なことは、そうした武士の物語が世界中の人々にも浸透しているという事実である。
武士と戦いは日本の大衆文化ともしばしば結び付けられる。そこで今回の展示では、宮本武蔵とナルト、巴
御前とセーラームーンも登場させた。
多くの美術館・博物館では、日本の甲冑を展示する場合、静止したポーズで見せることが一般的となっ
ている。しかし、現代人が「サムライ」に対して抱くイメージは非常に活動的なものである。そこで今回の
展覧会では、多くの人が持つ「サムライ」のイメージ通りに、本物の甲冑を動きのあるポーズで展示したい
と考えた。それと同時に、来館者に対し、それぞれの抱く「サムライ」のイメージがどのようにして形成され
たのかを考えてもらいたいとの思いもあった。そこで、漫画や映画に登場する宮本武蔵やその他の侍の姿
を印刷物や個別スクリーンで展示することにより、背景説明を加えた。
来館者に固定観念を問い直してもらうために用いたテーマは「サムライ」だけではない。例えば、日本の

デザインについても、材質やデザインに通底する概念において同じような特徴を持つ日本および他国の古今
の作品を意図的に混ぜて展示した。固定観念の再考を促す、上述の、あるいはその他のテーマにおいては、
解説文が疑問形で終わっているものもある。

事例その3．日本絵画、浮世絵、下絵を、美的側面よりも作品の内容に焦点を当てて見せる

今日知られている漫画が過去千年間の日本の美術や視覚文化に根差しているのか否かということについて
は多くの議論がなされている。議論のテーマは、例えば、輪郭を描いてその中をベタ塗りする技法や吹き
出し、ナレーションのいくつかの側面、そして「漫画」という言葉そのものといったこれらの起源、さらには
極端に大きな目を最初に描いたのは誰なのかといったことなどである。そうした特徴が「日本生まれ」のも
のなのか、あるいは外国から輸入されたものなのかという疑問が、たびたび投げかけられている。
今回の展示では、美術館としての立場は示さず、来館者に自分で判断してもらうための視覚資料を提供

した。幸運にも、今回の展覧会のために手塚治虫の原画の貸出を受けることができた。現在、当博物館は、
葛飾北斎、歌川国芳、河鍋暁斎などの絵師が描いた約2,000点の下絵や素描（版下を含む）からなる大規模
なコレクションを所蔵している。これらは現代において、浮世絵研究における貴重な資料とみなされている。
遠い将来には、手塚治虫や宮崎駿、辰巳ヨシヒロをはじめとする漫画・アニメ作家の下絵のコレクションも、
漫画やアニメを理解するための研究資料として同じように高く評価されることになるであろう。  
今回の展覧会にて取り上げた歴史的なイラストと視覚芸術のもう一つの例が、日本の刺青である。刺青は、
日本国外の多くの人にとって、間違いなくクール・ジャパンの一要素である。今回の展示では、刺青を入
れた役者を描いた歌川国貞の浮世絵を展示した。これは三枚続のうちの1枚で、当博物館は他の2枚は所有
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していない。この作品はこれまで、不完全だという理由で他の展覧会では展示されてこなかった。しかし
今回は、歴史的な刺青文化を説明する例として紹介している。最近では温泉に行く時に刺青を隠すための
肌色のステッカーが売られているが、これは今の日本で刺青がどのようにとらえられているのかを表す良い
実例である。
また、今回の展示では、19世紀の初めに活躍した女性絵師、融女寛好が描いた雲竜図も展示した。こ
の絵は、シーボルトが1826年に江戸参府の際に手に入れたものと考えられている。竜の頭や体の周りに細
かく点状に墨を吹き付けることにより、水との関わりが表現されている。この絵に添えた解説の中で、江戸
の火消しが水に関係した図柄の刺青（水は当然ながら仕事中に彼らの身を守ってくれるものであるため）を
好んで入れたことを説明した。この融女寛好の雲竜図は、今後たくさんの貸出依頼を受けるような傑作では
ないかもしれない。しかし、この絵は本質的にとても力強い作品であり、今回の展示の深みを増してくれる
とともに、来館者にわかりやすく伝わるたくさんの視覚的・文化的情報を含んでいる。以上のように、私た
ちは「歴史的絵画」を「新しいフレーム」に収めた。

結論

以上、3つの事例研究を通じて、固定観念を払拭することを目的とした今回の展示において、当博物館
のコレクションや借り受けた作品をどのように活用したのかについて考察を行った。説明のために作品を活
用するという手法により、来館者に、展示資料に関してだけではなく、日本について自らの抱いているイメー
ジがどのように形成されたのかということについても理解を深めていただければ幸いである。このようにして、
人は他の国についてだけでなく、自分たち自身についても学ぶのである。「歴史的絵画を新しいフレームに
収める」という手法が鏡のような役割を果たせたならば、この展覧会の目的は達成されたと言えるであろう。
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Presentation 4

An Old Painting in a New Frame: Presenting Japanese Art and 
Material Culture in the Context of the Exhibition Cool Japan
Dr. Daan Kok
Curator of East Asian Collections, National Museum of Ethnology, Leiden, The Netherlands

Profile
Daan Kok (Amsterdam, 1978) is curator for the East Asia collections at the National Museum of World 

Cultures in The Netherlands. This museum comprises four ethnological museums, one of which is the National 
Museum of Ethnology in Leiden, which houses famous historic Japan-collections such as the Siebold collection. 
Kok recently defended his PhD thesis on kyōka surimono and kyōka books at Leiden University. Prior to his current 
position, he taught several courses on Japanese art history and book history at Leiden University, while working 
as a freelance consultant on Japanese art. Before that, he was a curator of the Japanese, Chinese, and Korean 
collections at the Royal Museums of Art and History in Brussels, Belgium. 

Presentation Summary
Curators should not be limited or bound by the inherent nature of the Japan collections under their care. Even 

when Japan collections have been formed under a clear influence from, for instance, Japonisme in the second half 
of the nineteenth century, there are ways to interpret their contents in ways that do not reiterate tired stereotypes. 
This requires an alternative, non-traditional approach to displaying objects. In practical terms, such displays require 
perhaps more contextualization than usual. But the result can be a break away from perceived limitations of a 
Japan collection, and a break away from outdated exoticising narratives about Japanese culture. For visitors, such 
an approach can refresh their views of Japan, and challenge them to rethink their image of Japan and the ways in 
which this image had formed.

This presentation introduces the concept and thought process behind the temporary exhibition Cool Japan: 
Worldwide Fascination in Focus, through three case studies related to the questions dealt with in this symposium. 
Our exhibition Cool Japan was shown at the National Museum of Ethnology in Leiden, The Netherlands, between 
April and October of 2017 and will be on display again, in adapted form, in Amsterdam from September 2018. 

The Cool Japan exhibition project is not related to the Japanese government’s “Cool Japan Strategy,” but 
focuses on the phenomenon of global appeal of Japanese popular culture, designated by the term Cool Japan. The 
project offered an opportunity to present Japanese art and material culture in an uncommon way, focusing on 
historic counterparts to aspects of contemporary Japanese popular culture that are currently consumed across the 
globe, rather than on, for instance, art historic lineage. This way, an ‘old painting’ can be placed in a ‘new frame’, 
aiming to encourage our visitors to view these objects in new ways, and question and overcome any stereotypes 
that they may have harbored prior to visiting the exhibition.

Case 1. Historical Perspective for a Contemporary Phenomenon: Fan Culture

Fan culture has frequently been linked to urban popular culture of the Edo period. In a way, the large majority 
of ukiyo-e woodblock prints falls into the category of fan culture products. More than half of all ukiyo-e depict 
actors, and the next largest category is that of bijinga, images of beautiful women, who were also idols in the urban 
popular culture of the Edo period. Displaying ukiyo-e because of the visual documentation that they provide then 
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places less demands on the state of conservation, fame of the artist, and rareness of the print. As a result, this makes 
it possible to show more prints from the collections than only the ‘best of the best’ and thus more objects can leave 
the storage and actually be put on display.

One of the contemporary objects we linked to fandom in the exhibition is the glowstick. This object is known 
worldwide as a typical Japanese attribute for fans of idols. To contextualize the glowstick, we show video clips of 
AKB48, along with explanatory texts of course, addressing notions of fandom then and now. 

Case 2. Questioning a Stereotype: Samurai and How an Image is Formed

One theme we addressed in the exhibition is that of the warrior. Stories of warriors have always formed part 
of Japanese culture. What is more important in this case, is that such warrior stories have also reached global 
audiences. The warrior and combat are also often associated with Japanese pop culture. So, we could present 
Miyamoto Musashi as well as Naruto, Tomoe Gozen as well as Sailor Moon. 

In many museums, the traditional way of displaying a suit of armor from Japan is in a rather static pose. 
However, the image that people nowadays have of ‘the samurai’ is filled with action. In the exhibition, I wanted to 
display an original suit of armor in an active pose, as is the image that most people have of “the samurai.” At the 
same time, I wanted to invite people to think about how their image of ‘the samurai’ had formed. Therefore, we 
added context through images of Miyamoto Musashi and various other samurai warriors as they appear in manga 
and cinema, displayed in print and on a separate screen. 

“The samurai” was not the only theme where we tried to invite people to question a stereotype. We did the 
same with Japanese design, for instance, where we deliberately mixed old and new Japanese and non-Japanese 
objects that had similar characteristics in material and design language. These and other matters where we invited 
people to reconsider certain stereotypes actually resulted in some of the exhibition texts ending in question marks.

Case 3. Using Japanese Drawings, Prints and Paintings for their Content, not Their Appearance

There is much debate about whether manga as they are known today have roots in Japanese art and visual 
culture of the last millennium. To give some examples, it deals with the origin of drawing outlines filled with blocks 
of solid color, the origin of speech bubbles, the origin of certain aspects of narration, the origin of the word manga 
itself, who was the first to draw very big eyes, etcetera. Many times, the question is posed of whether an aspect is 
“originally Japanese” or imported from abroad.

In the exhibition, we try not to take a stand, but instead provide visual materials for people to make their 
own decisions. We were fortunate to get an original drawing by Tezuka Osamu on loan for the exhibition. Now, 
our museum is proud to keep a large collection of some 2,000 sketches and drawings (including hanshita) by 
artists such as Hokusai, Kuniyoshi, and Kawanabe Kyōsai. These are now considered valuable research material 
for the study of ukiyo-e. In many years’ time, collections of sketches by manga and anime artists such as Tezuka, 
Miyazaki, Tatsumi, etcetera, will be equally valued as research material to help understand manga and anime.

Another example of historic illustrations and visual artwork we incorporated into the exhibition was related to 
Japanese tattoos. These are very much considered part of “Cool Japan” by many people outside Japan. We showed 
an ukiyo-e of an actor with tattoos, designed by Kunisada. It is only one leaf of a triptych. The museum does not 
have the other two leaves. In other exhibitions, this print would have never been shown because it is incomplete. 
But in this case, it serves as an illustration that helps explain historic tattoo culture. A present-day set of skin-toned 
stickers to hide your tattoos when going to an onsen provides a nice illustration of how tattoos are now regarded in 
Japan.

We also displayed a painting of a dragon in the clouds by Yūjo Kankō, a female painter active in the early 
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19th century. The painting was collected by Von Siebold, likely on his journey to the shogun’s court in 1826. The 
painting expresses the relation with water through the sprays of small ink spots applied around the head and body 
of the dragon. In the accompanying texts, we explain how firefighters of Edo favoured tattoos with iconography 
related to water—water protecting them in their job of course. The painting by Yūjo Kankō is perhaps not a 
masterpiece for which we will receive many loan requests from now on. However, it is a powerful painting in itself, 
and it carries much visual and cultural information in it that allows us to strengthen our display and give better 
explanation to visitors. This way, we place an old painting in a new frame.

In Conclusion
 
The three cases I have presented give an insight into the use of collections and loans in exhibition displays 

that aim to go beyond stereotypes. This use of objects for explanations hopefully not only gives visitors a better 
understanding of the material shown, but also a better understanding of how their own image of Japan was formed. 
This way, people not only learn about another country, but also about themselves. If, with this approach, an ‘old 
painting in a new frame’ becomes a little bit of a mirror, then the goal of the exhibition was reached.


