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事例報告 3

日本近代戦争展について
リアノン・パジェット
リングリング美術館　キュレーター（アジア美術）  アメリカ

略歴

リングリング美術館キュレーター（東アジア）。 2015年から2017
年までセントルイス美術館にてA.W. メロン・フェローとして勤
務、「利害の衝突 ：近代日本における芸術と戦争（Conflicts of 
Interest: Art and War in Modern Japan）」 では共同キュレー
ターを、「日本版画の世紀（A Century of Japanese Prints）」 ではキュレーターを務める。近代日本にお
ける浮世絵、染織、双六  、文人画についての研究論文を発表している。

発表内容

従来の美術史の規範を越えた作品の展覧会を企画することは、めったに検証されることのない文化の側面
に取り組み、深く根付いた思い込みを問い直し、美術、イデオロギー、歴史上の出来事、そしてそのよう
な作品の作者や制作の目的となった人々の経験といったものの関係性を明らかにする機会となりうる。私は
2015年にセントルイス美術館に採用され、アジア美術担当学芸員であるフィリップ・フー（Philip Hu）と共
同で、軍事大国としての日本の台頭とその戦功、特に日清戦争（1894 ～ 1895） および日露戦争（1904 ～
1905）に関連する約200点の作品によって構成された大規模な展覧会「利害の衝突：近代日本における美術
と戦争（Conflicts of Interest: Art and War in Modern Japan）」の開催に携わった。同展覧会では、寄
贈された1,400点にのぼる版画、絵画、染織品、書物、エフェメラ等のコレクションから作品が展示された。
寄贈されたこのコレクションにより、セントルイス美術館は、最大規模の日本近代戦争関連資料を所蔵する
公の施設の一つとなった。  
このコレクションは、セントルイス出身で同美術館の長年にわたる支援者であるチャールズおよびロザリ
ン・ローエンハウプト氏によって収集され、寄贈されたものである。彼らは、1983年に、日清戦争と日露
戦争に関連した作品を中心に収集を始めたが、コレクションが増えるにつれて、1868年の明治維新、戦間期、
および十五年戦争（1931 ～ 1945）を含む期間まで収集作品の範囲を拡大した。
今回の展示は約200点の作品で構成され、年代順に以下の5つのセクションに分かれている。  
セクション1：序章：1860年代半ばから1890年代初頭まで 
セクション2：日清戦争（1894 ～ 1895年）
セクション3：戦間期：日清戦争直後、義和団の乱およびその他の軍事的出来事
セクション4：日露戦争（1904 ～ 1905年）
セクション5：終章：日露戦争直後から1941年の真珠湾攻撃まで
展覧会の開催に合わせて全238ページの図版入りカタログが出版され、この中では、詳細な解説や、学
芸員および4人の外部の研究者による6編の論文という形式によって最新の研究成果を紹介されている。この
カタログは、アリスアワードの最終選考に残ったほか、国際ファイン・プリント・ディーラー協会のブック・
アワードで特別賞を受賞した。  
この展覧会は、来館者に展示を見せる上で、さまざまな課題を提示するものであった。展示された資料
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および主題は、多くの人々にとってなじみがないものであることが予想された。「伝統的な」日本美術に親
しんでいる人は、近代日本のイメージ、特に軍事的な主題に違和感を覚える可能性がある上、暴力的なイメー
ジは誰にとっても不愉快なものである。さらに、来館者、特に若い人たちは、作品の地政学的背景につい
てほとんど何も知らない可能性がある。  
私たちは、ひとたび作品を目にしてもらえば、その歴史的・審美的な力はおのずと伝わるものと確信して

いた。来館者が展示内容を理解する際の助けとなるよう、展覧会の入口と章ごとに短い解説文のパネルを
設置し、関連する歴史的背景を簡潔かつ中立的に説明した。また、各展示室に、交戦圏、交戦国と戦線、
および西欧やアジアのさまざまな帝国の領土を示した地図も設置した。
もう一つの懸念は、これらの戦争が、特に中国人や韓国人としてのルーツをもつ人々にとって、今もなお
非常にセンシティブな話題であり続けているということである。展示作品のほとんどは、日本人向けに日本
国内で作られたものであり、本質的にプロパガンダ色の強いものとなっている。なかには、敵の姿を描くに
あたって、人種差別主義的なものや残酷なものもある。私たちは解説パネルを設置し、これによって、一
部の展示資料は論議を呼ぶものであることを認めるとともに、当美術館はこれらの作品を教育的な理由で展
示しており、これらの作品がそうした歴史上の出来事に対する当美術館の政治的・イデオロギー的立場を表
すものではないということを説明した。
しかし、ある事例に関しては、人種問題を引き起こしかねない暴力的な作品をリストから削った。歌川
小国政（1874 ～ 1944）の「暴行清兵ヲ斬首スル図」（1894）という作品である。この木版画は、赤十字病院
を攻撃したとして、日本兵が中国人兵士を処刑する場面を描いたものである。
　2006年に、この絵はいわゆる「MIT ビジュアライジング・カルチャーズ（MIT Visualizing Cultures）

事件」の原因となった。ビジュアライジング・カルチャーズは、マサチューセッツ工科大学（MIT）のジョン・
ダワー教授と宮川繁教授が監修するオンラインの論文シリーズである。ここに掲載された論文の一つ、「ア
ジアからの脱却（Throwing off Asia）」で、この小国政の作品へのリンクが張られた。この絵についての
ダワー教授の記述は日本の軍国主義を強く批判するものであったが、ウェブサイトを見た人の中には、この
作品を含めたこと自体がそこで描写されている暴力の賛美にあたると考える人もいた。中国学生・研究者協
会（Chinese Students and Scholars Association）の会員からの抗議によって、編集者はウェブサイトの
一時閉鎖に追い込まれた。
MITの事件では、両教授は中国の学生たちと会合をもって彼らの懸念について話し合うことができ、ウェ

ブサイトはまもなく再開された。しかし、公共の美術館は、民間組織とは違う形で地域社会に対する説明責
任を果たさなければならず、美術館の来館者は学生とは違い、学芸員が呼びかけて会合を行うというわけ
にはいかない。
展示の企画段階において、私たちは、作品そのものから注目をそらし、当美術館と地域社会との関係を

取り返しがつかないほど傷つける恐れのある論議を招くことなく、それらの戦争における人種差別主義の役
割に光を当てることのできる絵が他にあるのではないかと考えた。今にして思えば、私たちはあまりにも慎
重すぎたのかもしれない。この絵を展示することによって、戦争の残虐性や、プロパガンダ、検閲につい
て、また、私たちが個人的に不愉快に感じる作品に対してどう向き合うべきかについて、より活発な議論を
行うきっかけを提供することができたかもしれない。
この展覧会は圧倒的好評を得た。来館者の感想からは、審美的性質や制作過程、およびその内容と歴
史的価値に関して、彼らが作品を高く評価していることがうかがえた。私たちは展覧会の出口に記帳ノート
を置き、来館者に感じたことを書き込んでもらった。その感想を読むと、来館者が、日本の文化と世界の
強国としての台頭について理解を深め、第二次世界大戦へとつながる出来事を日本の視点から垣間見ること
ができたと感じていることが分かった。私にとって最も嬉しく感じられたことは、大日本帝国の軍国主義や
プロパガンダと現代のアメリカとの類似性について触れた感想がいくつかあったことである。
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Case Study 3

Exhibiting Conflict 
Dr. Rhiannon Paget
Curator of Asian Art, John & Mabel Ringling Museum of Art, USA

Profile
Rhiannon Paget is the Curator for Asian Art at the John & Mable Ringling Museum of Art. Between 2015 and 

2017 she was the A.W. Mellon Fellow for Japanese Art at Saint Louis Art Museum, where she co-curated Conflicts 
of Interest: Art and War in Modern Japan and curated A Century of Japanese Prints. She has published research on 
ukiyo-e, textiles, sugoroku, and literati-style painting in modern Japan.

Presentation Summary
Curating exhibitions of objects outside the art-historical canon can present opportunities to tackle seldom-

explored aspects of a culture, to question ingrained assumptions, and explore relationships between art, ideology, 
historical events, and the experiences of the people by whom and for whom such objects were made. In 2015, I was 
hired by Saint Louis Art Museum to work with the curator of Asian art, Philip Hu, on the major exhibition Conflicts 
of Interest: Art and War in Modern Japan, comprising almost 200 objects relating to Japan’s emergence as a 
military power and its military exploits, especially the first Sino-Japanese War (1894–1895) and the Russo-Japanese 
War (1904–1905). The exhibits encompassed prints, paintings, textiles, books, and articles of ephemera from a gift 
of 1,400 objects, which made Saint Louis Art Museum one of the largest public repositories of materials related to 
Japan’s modern wars. 

The collection was assembled and donated by St. Louis natives and long-time supporters of the Museum, 
Charles and Rosalyn Lowenhaupt. They began collecting in 1983, focusing on material connected to the first Sino-
Japanese War and the Russo-Japanese War. As their collection grew, they expanded its scope into the decades 
bracketing the Meiji Restoration in 1868, the interwar years, and the Fifteen Years War (1931–1945).

The exhibition comprised almost 200 objects that were organized chronologically into five sections:
Section 1: Prelude: From the mid-1860s to the early 1890s
Section 2: First Sino-Japanese War, 1894–1895
Section 3: Interwar period: The aftermath of the first Sino-Japanese War, the Boxer Rebellion, and other 
military events
Section 4: Russo-Japanese War, 1904–1905
Section 5: Epilogue: The aftermath of the Russo-Japanese War until the bombing of Pearl Harbour in 1941

The exhibition was accompanied by a 238 page, fully illustrated catalogue presenting new research in the 
form of detailed text entries and six essays by the curators and four outside scholars. The catalogue was shortlisted 
for the Alice Award and received an honourable mention in the International Fine Print Dealers Association Book 
Award.

The exhibition presented various challenges in terms of reaching the museum’s audience. We expected that for 
most visitors, the material and themes would be unfamiliar. Those accustomed to “traditional” Japanese art, images 
of modern Japan, especially military subjects, can be jarring, and images of violence can be unsettling for anyone. 
Furthermore, visitors, especially younger people, may have known little about the geopolitical background to the 
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objects. 
We were convinced that once people encountered the objects they would find them historically and 

aesthetically compelling. In order to assist visitors in making sense of the exhibits, we provided short text panels 
at the beginning of the exhibition and in each section to explain concisely and neutrally the relevant historical 
background. We also provided maps in each gallery space showing the theatres of war, the combatants and battle 
lines, and the territories of the various Western and Asian empires. 

Another concern we had was that these wars remain highly sensitive topics, particularly for people of Chinese 
and Korean heritage. Most of the objects in the show were produced in Japan for a Japanese audience and were 
propagandistic in nature. Some of them are racist or otherwise brutal in their depiction of the enemy. We displayed 
a sign acknowledging that some of the material was confronting and explaining that the museum was showing 
the works for educational reasons and that they themselves did not represent the museum’s political or ideological 
position on these historical events. 

In one case, however, we did omit a racially-charged image of violence, Illustration of the Decapitation of 
Violent Chinese Soldiers (1894) by Utagawa Kokunimasa (1874–1944). This woodblock print shows Japanese 
soldiers executing Chinese soldiers accused of attacking a Red Cross hospital. 

In 2006, this image was the subject of the so-called “MIT Visualizing Cultures Incident.” Visualizing Cultures 
is a series of online essays directed by Professors John Dower and Shigeru Miyagawa at MIT. One of the essays, 
“Throwing off Asia,” provided a link to this print by Kokunimasa. Although Dower’s description of the image was 
highly critical of Japanese militarism, for some visitors to the website its inclusion represented a celebration of the 
violence depicted. Protests by the members of the Chinese Students and Scholars Association forced the editors to 
take down the site temporarily.

In the case of MIT, the professors were able to hold a meeting with the Chinese students to discuss their 
concerns, and the website was soon restored. But a public museum is accountable to its community in a way that a 
private institution may not be, and museum visitors are not students that curators can call to a meeting. 

At the time of planning the exhibition, we felt that there were other images through which we could address 
the role of racism in those wars without causing a controversy that might distract from the objects and irreparably 
damage our relationship with the community. In retrospect, I think we may have been too cautious. Showing the 
image may have sparked greater discussion about the brutality of war, propaganda, censorship, and how we should 
respond to material that we might find personally disagreeable. 

The response to the exhibition was overwhelmingly positive. Visitor feedback indicated that they appreciated 
the objects in terms of their aesthetic properties, the processes by which they were made, and their content and 
historical value. At the exit to the exhibition we placed a notebook in which visitors were invited to record their 
responses. Their comments revealed that they felt that they had gained a better understanding of Japan’s culture and 
its emergence as a world power, and were able to glimpse the events leading to the Second World War from Japan’s 
perspective. Most gratifyingly for me, several comments reflected upon the similarities between militarism and 
propaganda in Imperial Japan and contemporary America.


