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専門家会議

１月１４日（日）　東京国立博物館　平成館第一会議室
January 14 (Sun.); Meeting Room 1, Heiseikan, Tokyo National Museum

Meeting of Japanese Art Specialists
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2018年１月14日（日）専門家会議

趣旨
北米 ・ 欧州 ・ 日本の日本美術学芸員が業務上で直面する問題についての討論および情報交換。

会場
東京国立博物館　平成館第一会議室

議長兼進行 ：田沢…裕賀　東京国立博物館　

出席者（敬称略）

（米国）
ローラ・アレン サンフランシスコ・アジア美術館
モニカ・ビンチク メトロポリタン美術館
アンドレアス・マークス ミネアポリス美術館
アン・ニシムラ・モース ボストン美術館
リアノン・パジェット リングリング美術館
シネード・ヴィルバー クリーブランド美術館

（欧州）
ティム・クラーク 大英博物館
ロジーナ・バックランド スコットランド国立博物館
ルパート・フォークナー ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館
ダン・コック ライデン国立民族学博物館
ミシェル・モキュエール フランス国立ギメ東洋美術館
メアリー・レッドファーン チェスター・ビーティ図書館
アイヌーラ・ユスーポワ プーキシン美術館

（日本）
朝賀 浩 文化庁
佐々木 恵理子 永青文庫
田辺 昌子 千葉市美術館 
古田 亮 東京藝術大学大学美術館
宮崎 もも 大和文華館

（国立文化財機構）
田沢 裕賀 東京国立博物館　
今井 敦 東京国立博物館　
救仁郷 秀明 東京国立博物館　
鬼頭 智美 東京国立博物館　
酒井 元樹 東京国立博物館
ミウォシュ・ヴォズニ 東京国立博物館　
伊藤 信二 京都国立博物館
マリサ・リンネ 京都国立博物館
望月 規文 九州国立博物館 
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アドバイザー

井上 洋一 東京国立博物館
富田 淳 東京国立博物館
栗原 祐司 京都国立博物館
島谷 弘幸 九州国立博物館

討議概要

専門家会議においては、シンポジウムで取り上げられた議題についてより深く議論が進められた。
ダン・コック氏の発表テーマ「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」をきっかけとして、ディスカッションは現代の日本美術およびアニメや漫画、
ストリート・ファッションといったサブカルチャーを美術館・博物館という環境でいかに活用しうるか、
という点についての議論から始まった。出席者の多くは、前近代の美術を若い来館者により身近に感じ
てもらうために現在に関連付けることの重要性について指摘した。この戦略が適用された展覧会および
展示の好例として、「手塚治虫のブッダ展」（2011年…東京国立博物館）、「クール・ジャパン：世界的熱狂へ
の着目」（2017年…ライデン国立民族学博物館）、「村上隆：奇想の系譜」（2017 ～ 18年…ボストン美術館）、ヴ
ィクトリア・アンド・アルバート博物館東芝ギャラリーの日本美術展示室等が挙げられた。

次に、メアリー・レッドファーン氏の発表「語られる物語―観る者を惹きつける日本美術：チェスター・
ビーティー・ライブラリーでの事例」において、同ライブラリーへの入館が無料である理由が説明された
ことに関連して、美術館・博物館は入館料を徴収すべきかという問題が出席者に投げかけられた。出席
者の１名からは、入館料が無料である場合常連の来館者がより頻繁に来館するようになった一方で必ず
しも新たな来館者を呼び込む結果には繋がらなかった、という調査結果が共有された。日本で実施され
た別の調査では、多くの大学生はヴァーチャル・メディアから得られる情報で満足し、美術館・博物館
を利用していないことが明らかになっている。その後の議論では、入館料が多くの館で無料である欧州
からの出席者らが、美術館・博物館は無料の「参考図書館」のような役割を果たすべきだと述べた一方、
主に米国の他の出席者からは入館料を徴収すべきだとの意見も出た。後者は、ディズニー・ワールドや
野球観戦のための高額な出費はためらわないが、美術館・博物館の妥当な額の入館料を支払うことに対
しては難色を示す米国の一般の人々の考え方を変える必要があると述べた。また、館によっては、多く
の来館者を惹きつけ収益を上げるため、集客が見込める大規模な展覧会を開催しなければならないとい
うプレッシャーを抱えているとの意見もあった。

休憩の後、出席者は美術館・博物館の果たすべき役割について議論し、美術館・博物館の使命は、政治的・
経済的な変化の影響を受け変容を余儀なくされることがある、との指摘が出席者からあった。例えばモ
スクワでは、歴史的役割と専門的領域を拡大することにより美術館・博物館による来館者の獲得競争が
起こっている。２名の出席者からは、それぞれの所属館が、日本美術の展示室に中国語のキャプション
や解説を提供したり日本関連の展示を企画する際には政治的に慎重を期することを心に留めておくこと
等、増え続ける中国人来館者への対応について指摘した。さらに、美術館・博物館は、長年支援を提供
してくださった年配の来館者を疎外することなく若い来館者を惹きつけていくという課題を常に抱えて
いると議論が広がった。

最後の議題は、藤田千織氏による発表「体験型展示…『親と子のギャラリー…びょうぶとあそぶ』の試み」に
関連して、美術館・博物館における模造品の利用についてであった。出席者の１名は、体験型プログラ
ムのためには模造品は効果的だが、美術館・博物館は本物の美術品を所蔵し展示しているからこそ特別
であり、来館者は「本物（原品）」の鑑賞を奨励されるべきだと主張した。別の出席者は、所属館で開催し
た大学生対象のセミナーにて、原品の強力な存在感を示すため、原品と並べて模造品を展示するという
方法で模造品を活用した、と報告した。また、酒井元樹氏の発表「近年の刀剣ブームと日本のミュージア
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ム」で言及のあった、オンラインゲーム「刀剣乱舞」を楽しむ日本の若い女性の多くが、東京国立博物館や
京都国立博物館等においてこのゲームに登場する歴史的価値のある刀剣の鑑賞に熱中している、という
点について議論が交わされた。博物館側は、彼女らを取り込み、このような芸術鑑賞を促すために特段
何かをしたという訳ではなかった。それにも関わらず、本物の作品を注意深く鑑賞することの大切さに
気付いていることが、彼女らのソーシャル・メディアへの投稿から明らかになっているという興味深い
指摘があった。

最後に、朝賀浩氏より、科学的根拠を検証することにより文化庁は展示期間の制限等文化財の活用に
関する規定の見直しを図っている、との報告があった。そして、栗原祐司氏からは、国際博物館会議

（ICOM）京都大会2019が来年に迫ったことを踏まえ、本連携・交流事業の将来的な開催資金の確保を確
実にするためにも、本事業を国際博物館会議（ICOM）に組み込んではどうかとの提案がなされた。
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January 14, 2018: Meeting of Japanese Art Specialists

Purpose: This meeting was an opportunity for experienced curators of Japanese art from the United States, 
Europe, and Japan to exchange information and discuss challenges pertaining to their work.

Venue: Meeting Room 1, Heiseikan, Tokyo National Museum

Chairman and Facilitator: Mr. Hiroyoshi Tazawa (Tokyo National Museum)

Participants from the United States
Dr. Laura Allen (Asian Art Museum of San Francisco)
Dr. Monika Bincsik (The Metropolitan Museum of Art)
Dr. Andreas Marks (Minneapolis Institute of Art)
Dr. Anne Nishimura Morse (Museum of Fine Arts, Boston)
Dr. Rhiannon Paget (The John & Mable Ringling Museum of Art, Florida)
Dr. Sinéad Vilbar (Cleveland Museum of Art)

Participants from Europe
Mr. Tim Clark (The British Museum)
Dr. Rosina Buckland (National Museum of Scotland)
Dr. Rupert Faulkner (Victoria and Albert Museum)
Dr. Daan Kok (National Museum of Ethnology, Leiden)
Mr. Michel Maucuer (Guimet Museum of Asian Art)
Dr. Mary Redfern (Chester Beatty Library)
Ms. Ainura Yusupova (The Pushkin State Museum of Fine Arts)

Participants from Japan
Mr. Hiroshi Asaka (Agency for Cultural Affairs)
Ms. Eriko Sasaki (Eisei Bunko Museum)
Ms. Masako Tanabe (Chiba City Museum of Art)
Prof. Ryo Furuta (The University Art Museum, Tokyo University of the Arts)
Ms. Momo Miyazaki (The Museum Yamato Bunkakan)

Participants from National Institutes for Cultural Heritage
Mr. Hiroyoshi Tazawa (Tokyo National Museum)
Mr. Atsushi Imai (Tokyo National Museum)
Mr. Hideaki Kunigo (Tokyo National Museum)
Ms. Satomi Kito (Tokyo National Museum)
Mr. Motoki Sakai (Tokyo National Museum)
Mr. Milosz Wozny (Tokyo National Museum)
Ms. Melissa M. Rinne (Kyoto National Museum)
Mr. Shinji Ito (Kyoto National Museum)
Dr. Norifumi Mochizuki (Kyushu National Museum)
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Advisors
Mr. Yoichi Inoue (Tokyo National Museum)
Mr. Jun Tomita (Tokyo National Museum)
Mr. Yuji Kurihara (Kyoto National Museum)
Mr. Hiroyuki Shimatani (Kyushu National Museum)

Summary
During the Meeting of Japanese Art Specialists, topics that were brought up during the symposium were 

discussed and debated in greater depth. Drawing on the theme of Daan Kok’s presentation, “An Old Painting in 
a New Frame: Presenting Japanese Art and Material Culture in the Context of the Exhibition Cool Japan,” the 
discussion began with the question of how contemporary Japanese art and subculture, including anime, manga, and 
street fashion, may be utilized in a museum setting. A number of participants noted the importance of connecting 
premodern art with the present in order to make the former more accessible to younger audiences. Exhibitions and 
galleries in which this strategy was successfully implemented include Buddha: The Story in Manga and Art (2011) 
at the Tokyo National Museum, Cool Japan: Worldwide Fascination in Focus (2017) at the Museum Volkenkunde, 
Takashi Murakami: Lineage of Eccentrics (2017–18) at the Boston Museum of Fine Arts, as well as the Toshiba 
Gallery of Japanese Art at the Victoria and Albert Museum.

Next, in connection with Mary Redfern’s presentation, “Stories to Be Told: Engaging Audiences with the 
Arts of Japan at the Chester Beatty Library,” during which she explained why admission to the Library is free, 
participants were posed with the question of whether museums should charge for admission. One participant 
noted a study suggesting that free admission results in repeat visitors coming more often, but does not necessarily 
draw new audiences to museums. Another study, conducted in Japan, revealed that many college students do not 
visit museums because they are satisfied with virtual media. A debate then ensued, with some participants from 
Europe, where museum admission is often free of charge, stating that museums should serve as free “reference 
libraries,” and others, mainly from the United States, arguing that museums should charge for admission. The 
latter group stated that the mindset of the public in the United States, which pays high prices for Disney World or 
baseball games yet has reservations about paying modest museum admission fees, needs to be changed. It was also 
mentioned that some museums are faced with pressure to hold blockbuster exhibitions in order to draw visitors and 
generate revenue.

After a break, participants were asked to discuss the roles of museums. Some participants noted that a 
museum’s mission may change due to political and economic changes. In Moscow, for example, museums are 
competing for visitors by expanding outside of their historical roles and fields of expertise. Two participants also 
explained that their respective museums are required to cater to an ever-increasing number of Chinese visitors, 
such as by providing Chinese labels in their Japan galleries and remaining aware of politically-sensitive issues 
when organizing Japan-related exhibitions. Moreover, it was noted that museums are constantly presented with the 
challenge of drawing younger audiences while not alienating the older audiences that have provided their support 
over many years.

The last topic, in connection with Chiori Fujita’s presentation, “Immersive Exhibitions: The Family Gallery: 
Diving into Screen Paintings: A New Way to Experience Japanese Art,” focused on the use of facsimiles in 
museums. One participant argued that although facsimiles may be effective for creating an immersive experience, 
museums are special because they hold and exhibit original works of art, and that visitors should be encouraged to 
view the originals. Another participant explained how at a seminar for college students at her museum, she made 
effective use of facsimiles by displaying them alongside original artworks in order to show the powerful presence 
of the originals. It was also noted that many of the young Japanese women who play the game Token Ranbu, which 
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was mentioned in Motoki Sakai’s presentation, “Japanese Museums and the Recent Popularity of Japanese Swords,” 
are enthusiastic about viewing the historical swords that feature in this game at institutions such as the Tokyo 
National Museum and Kyoto National Museum. As shown by their posts on social media, these young women 
realize the importance of examining the originals despite museums having done little to reach out to them and 
encourage this kind of art appreciation.

During the final remarks, Hiroshi Asaka explained that the Agency for Cultural Affairs is reviewing 
regulations for the utilization of cultural properties, such as those that set limits for exhibition periods, by 
examining their scientific basis. Lastly, Yuji Kurihara suggested that the Curatorial Exchange Program be 
incorporated into ICOM in order to ensure funding for years to come, with the 2019 ICOM General Meeting in 
Kyoto providing an opportunity to being the application process.
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