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パネルディスカッション

「ミュージアムにおける日本美術の再発見」

登壇者（敬称略）

救仁郷 秀明　（東京国立博物館　学芸研究部列品管理課長）
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）
アンドレアス・マークス　（ミネアポリス美術館  メアリー・グリッグス・バーク日本・韓国美術学芸部長、
クラーク日本美術センター館長）
古田 亮　（東京藝術大学大学美術館　准教授）
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）

モデレーター
救仁郷 秀明

1962年、東京生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程（美術
史専攻）修了。東京国立博物館美術課絵画室員、企画課展示調整室員、
展示課平常展室主任研究員、事業企画課特別展室長、保存修復課保存修
復室長、列品管理課登録室長を経て現職。
専門は日本中世絵画史。担当した主な展覧会に、没後500年 特別展「雪

舟」（2002）、建長寺創建750年記念 特別展「禅の源流」（2003）、亀山法
皇700年御忌記念 特別展「南禅寺」（2004）、足利義満600年御忌記念「京
都五山―禅の文化」展（2007）、開山無相大師650年遠諱記念 特別展「妙

心寺」（2009）、特別展「ボストン美術館　日本美術の至宝」（2012）、臨済禅師1150年遠諱・白隠禅師250
年遠諱記念 特別展「禅－心をかたちに－」（2016）。主な論文に、「日本中世絵画における陶淵明と蘇軾」
（『東京国立博物館紀要』第38号、2003年3月）。

パネルディスカッション要約

（敬称略）

救仁郷：本日モデレーターを務めます東京国立博物館の救仁郷と申します。よろしくお願いいたします。

　最初にスライドを見ていただきます。これはいわゆる旅行口コミサイトが独自の分析で出している外国人
に人気の日本の観光地リストで、1位が京都の伏見稲荷大社。 2位が秋葉原のアキバフクロウ。 3位が広島
平和記念資料館。美術館的施設としてはようやく9位に箱根彫刻の森美術館。15位にサムライ剣舞シアター。
20位に東京都江戸東京博物館。ここまで国立博物館・美術館は全く入っていません。ということで、われ
われ博物館・美術館関係者はインバウンドを取り込むためには、ますます外国人にとって魅力ある施設にな
るように努力しなければいけない状況にあるわけです。　
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　さて、今日は各発表者のご発表の後に質問の時間がありませんでしたので、発表についてのご質問・コ
メントがあればまずそこから始めて、その後討論に入っていこうと考えております。最初のバックランドさん
の発表は、リニューアルされているスコットランド国立博物館で、2022年にサムライの展覧会を開催予定で、
紋切り型のサムライ展ではなく、既成概念を打ち破るような展示にしたい、という内容でした。バックランド
さんに、何かご質問のある方、どうぞ。

ヴィルバー：クリーブランド美術館のヴィルバーです。展示替えをする作品の展示期間はどのくらいの長さ
で計画していらっしゃいますか。また、収蔵品を貸し出す計画はあるのでしょうか。それは展示替えの計画
に組み込まれていますか。

バックランド：保存修復の担当者と相談の上で、版画や絵画は6カ月毎、テキスタイルは1年に1回の展示替
えという頻度が理想的と考えています。漆工品であれば1年が適切でしょうが、実際は２年毎の展示替えに
なることがあります。他の組織も同様かと思いますが、私の館の修復の体制は十分に整ってはおらず、特
に特別展の企画の際にはたくさんの問題に直面します。つまり、先に述べた展示期間は目指すべき理想と
しての目安です。
　当面の展示計画に入っていない作品については貸し出しを行いたいと考えていますが、これは柔軟に対
応すべきでしょう。次の展示替えで展示する作品はまだ決めていませんが、必要となる修復のために取り置
いているものはあり、ただし実際の修復作業の時期は未定、という風に、未確定の部分が多くあります。さ
らに、物理的な展示手法に関しても考えなくてはならず、この点はデザイナーと相談しています。ミュージ
アムでの展示デザイン及び改装でかなりの実績を持つデザイン会社でも、東アジアの展示品に関しては過去
に経験がなかったため、彼らになじみがない展示方法について理解してもらう必要がありました。特に掛軸
に関しては、幅や長さの異なる掛軸と共に、高さを調整するための支持具も余裕をもって収まるように計画
してもらいましたが、これは大きな挑戦の一つでした。（東博で、ケースよりも掛軸が少し大きい場合にど
う展示するかという手法も実際に見ました。）

ケンモツ：ポートランド美術館のケンモツです。展示室の構成について、来館者にとって分かりやすくする
ためにどのような取り組みをされているか、お聞かせください。

バックランド：来館者が現在地の把握をしやすいよう階ごとに色を決めるという案も考えたのですが、結局
話し合いの末採用しませんでした。我々はほぼ月1回館内の関係者と打ち合わせの場を設け、そこで様々な
案が提案され、最終的に取り入れるかどうかを決めています。来館者に展示室内の位置情報を伝えるため
の主要な方法は、展示ケース内に付与する説明書きです。階層的に説明パネルを設置しており、展示室の
各セクションを紹介するパネルが第一に、展示ケース内全体の説明書きが第二に、さらに特に注目される展
示作品にもう少し詳しい説明を加えるストーリー・パネルが第三に、そして作品ごとのキャプションが第四に
あるという、四段階の構成をとり、さらに、中国、日本、韓国と国ごとに色を変えます。各国の最初のパ
ネルには地図も載せ、東アジア全体とそれぞれの国がどこに位置するのかを分かるようにします。展示ケー
ス内の第二のパネルにも地図を載せ、さらに地理的にもう少し詳しく、例えば窯元や江戸や京都の位置など
も示せれば理想的だと考えています。展示計画について私が気に入っているコメントは「色とは長い旅のよ
うなもの」というものです。国ごとの色というのはまだ決めていませんがこれから決定します。その色分けと、
発表で触れた国ごとの伝統的な衣装をまとった人形の展示とが、国ごとの展示のまとまりを示す目印になり、
展示ケースとそれぞれの文化との関係を明確にするものとします。

アレン：サンフランシスコ・アジア美術館のアレンです。我々の美術館では、このデジタル時代において
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展示室における基本的な情報の提供が必要かどうか、という議論をしています。例えば地図は、導入部の
パネルで地理的な情報を示すためによく使われますが、基本的な歴史もしくは背景となる情報は、どこまで
反映される、もしくは反映可能であるとお考えですか。そして、これらのパネルが重点的に扱うのは何なのか。
芸術、文化、歴史、あるいは時代順の解説なのでしょうか。

バックランド：我々は基本的な情報の提供は必須と考えています。なぜなら、歴史的な芸術・文化、展示
物にまつわる背景について、多くの来館者はご存じないということを前提に考えており、展示作品について
既に知識のある方にも更に関心を持っていただきたいからです。展示構成自体が年代順ではないので、説
明パネルも、年表的なものというよりは文化、歴史に重点を置いたものになります。私達のコレクションの
性質と展示空間の制限ゆえ、年代順の展示はできません。近世、江戸期の作品が中心のコレクションなので、
歴史的な場面設定はそれほど必要ではなく、江戸時代の社会構造、誰がどのような物の所有を許されたのか、
更に、ある作品がなぜどのように作られたのか、その背後にあるものは何か、制作者を駆り立てたものは何
だったのか、といった文化的な背景を中心に、概略を述べたいと考えています。

アレン：200ワードといった字数制限の中でそれを説明するのは難しいですよね。

バックランド：全くそのとおりです。

リンネ：京都国立博物館のリンネです。貴館での展示替えについて、理想的には6カ月毎、または1年毎と
仰いました。日本の場合、例えば東博では毎月あるいは２ヶ月に1回、展示替えをしていると思いますが、
それに比して欧米ではなぜ長期間展示されることがあるのか。そしてそのことをキュレーターとしてはどうお
考えですか。

バックランド：弊館での展示替えについて誤解を招く言い方をしてしまったかもしれません。というのは、
展示替えをするのは一つか二つの作品に関してだけだからです。展示室の基本的な構成は金工や陶磁器な
ど頑丈な素材でできた展示品から成り、恐らく今後20年間くらいは変わらず、版画、絵画、テキスタイルと
いった光に弱い作品に関してのみ定期的に展示替えをするということです。これは単純に、もっと大規模な
展示替えの計画を立てたくとも私達はそれを可能にするだけのコレクションを持たないためで、頻繁に展示
替えを行える規模のコレクションをお持ちの日本の博物館・美術館の皆さんを羨ましいと思います。しかし、
弊館においては、日本美術というのはたくさんある展示室のうちの一つのさらに一部分でしかありませんの
で、文脈が異なります。
　保存の必要性から展示替えをする一部の作品を除けば、展示室の構成は長期間変わらないことになるの
で、長い目で見て適切であるといえるような展示計画を実現するためには、我々は様々な点から予測的に
考察し、じっくり構想を練る必要があります。

リンネ：少し意地悪なことを申し上げますが、学芸員として、展示ケースの鍵を持っているのはあなたです。
自分で展示替えをしてしまいたいとは思わないのですか。

バックランド：その場合、キャプションの問題が出てきますね。いえ、勿論私は自分で勝手に展示替えな
どしませんけれど。現実的に言うと、保存修復が適切に行われるのであれば、ある作品を展示することは可
能になりますが、その際には、新たなキャプションを準備するのに時間が必要です。情報を提供するため
の多様な方法については既にお話していますが、キャプションは他の展示室との一貫性を保たねばなりませ
んし、作成のためにはリソースが必要です。つまり、物理的、実際的、資金的な制約があるので、キャ
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プションの作成に関してもより頻繁に展示替えをすべき部分を優先することになります。

救仁郷：ありがとうございます。では、ここから討論に入っていきましょう。まず外国で開催される日本美
術の展覧会を取り上げたいと思います。
　日本の博物館・美術館関係者として、海外からサムライ関係の展覧会を開催してほしいという依頼を受け
ることがよくあります。数年前にも、ロシアで、東博のコレクションからサムライの展覧会を開催しました。
サムライだけでなく、大名、浮世絵といったものが外国では一般的に人気が高いわけですが、そういった
いわゆる紋切り型のテーマから、さらに日本美術への理解を広げ、深めるといった方向に進めていきたいと
いう考え方もあります。
　一方で、日本ではあまりなじみがないテーマが、実は外国での展覧会では取り上げられています。マー
クスさんの担当された漆工・竹工芸の現代作品の展覧会はその一例ですね。パジェットさんが担当された
展覧会のテーマである戦争画も、日本では生々しいということで取り上げにくいものの一つだと思います。こ
の点について、古田さん、何かコメントはおありでしょうか。

古田：明治時代の浮世絵・版画には、日清・日露戦争を主題としたものが相当数存在し、それらは日本
でも時代を語る一つのメディアとして取り上げられることがあります。私は、東京国立近代美術館に勤務し
ていた時、アメリカから無期限貸与された153点の戦争記録画を管理する立場にしばらくありました。当時の
美術館内で共有されていた意識は、それら戦争画をもし一堂に展示してしまうと、展示意図とは関わりのな
い何か別の意味が出てきてしまうのではないか、という危惧でした。これは十数年前の話です。その後、
戦後70年を経て、さらに80年、と時間が経つことによって、救仁郷さんが先程いわれた「生々しい」という
感じが薄れていくと同時に、芸術的な価値を見直す研究も盛んになってきています。外国の方の戦争画の
見方から、私達日本人も戦争画を見ていくようになるのかもしれませんが、これからの課題としては、やは
り我々自身の問題として受け止めていかなくてはと思っております。

救仁郷：会場の皆さまも、戦争画について何かご意見・コメントはおありでしょうか。

ヴィルバー：数年前、私はプリンストン大学美術館に勤務しており、そこで日清・日露戦争を取り上げた
戦争画を含む、明治時代の版画の展覧会を構成しました。そこでは、戦争画以外に、サミュエル・スマイ
ルズの『自助論』や、恐らく江戸城前での朝鮮通信使による祭祀の一部の再現と思われるような、日本人も
しくは外国人が外国人風の衣装をまとって描かれている日本の版画といったものも展示し、同時期に制作さ
れた版画の中でどのように外国人が表現され、どのように日本人が外国人を演じ、近代の西洋の思想をどの
ように日本人が捉えていたのかを見せることで、戦争画がより大きな背景の中で理解されるような文脈を提
示しようと試みました。これは、昨日大英博物館のクラークさんがいわれた、一つの物語がそれぞれの立場
から語られ得る、ということと関連があると思います。

クラーク：大英博物館のクラークです。皆さん太平の時代におけるサムライについてはお話になりたいよう
なのに、戦争時の日本兵についてはどなたも触れたくないというのは、大きな皮肉ですね。

パジェット：リングリング美術館のパジェットです。昨日、戦争画の展覧会について発表をいたしました。
サムライ文化に関してとは逆に、近代日本の戦争について語られてこなかったことには、私達学芸員が、
政治的な現実および日本近代の視覚芸術を支えてきた議論を直視したり認識したりすることに臆病なのが一
因としてあると思います。私の学位論文は、日本画が大正・昭和時代に地政学的な目的でどのように利用
されたのかをテーマとしたものでした。ですから私は、日本画の展覧会を訪れそこで誰一人として美学的ナ
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ショナリズムについては触れないというような場合、うろたえてしまうことがあります。数年前に横浜美術館
で横山大観の大規模な回顧展が開催されましたが、大観がヒトラーユーゲントに対して1930年代に行った講
演については誰も触れませんでした。この種の日本画の展覧会は頻繁に開催され、多くの場合は政府関連
の機関からの援助を受けています。そのため、いわばこういう問題に関して抑制的な力が存在するのだと思
います。しかし、私達は、学芸員として、学問的に実直な方法でこういった現実と関わりを持っていく必
要がありますし、またタブーを乗り越えていかなくてはいけないと思います。そのためには、もちろん明治
の戦争画を展示しなければいけないということではなく、様々な方法があるでしょう。館の所蔵品を支える
社会的、政治的、経済的現実をより深く研究していきたいと思います。

マークス：アメリカでは、例えばサンフランシスコ・アジア美術館でのサムライ関連の展覧会の際、抗議
運動が起こっていますし、昨日パジェットさんが発表中に触れられたようにマサチューセッツ工科大学では
中国人学生との事件がありました。また、ボストン美術館でのキモノ体験イベントでの件は覚えていらっし
ゃる方も多いと思います。このような出来事があるので、学芸員側の腰の引けた対応だけが原因ではなく、
メディアに悪しざまに書きたてられてしまうことを美術館・博物館側の館長達が恐れているという事情が、行
動に対して慎重にさせているのだと思います。
　例えば、私は「Lethal Beauty（死に至らしめる美）」という題名の巡回展を企画したことがあるのですが、
武器を展示するというこの展覧会の側面はとても危険だとみなされ、ホノルル、バーミンガムを巡回後、デ
トロイトまで行くと、デトロイトでは、Lethal（致死の）という言葉は適切ではないということで地元のスポン
サーは付かず、日本側機関も難色を示し、デトロイト美術館の館長も同意したため、この題名を変えること
になりました。

バックランド：サムライをテーマに、軍隊と兵士に関する物語を取り上げる展覧会を私たちの博物館で開催
する際には、20世紀前半の戦争、さらにいわゆる15年戦争の間に軍国主義およびナショナリズムが高揚した
という部分に触れないわけにはいきません。そうすると、メディアが好意的でない報道をしたり、否定的な
表現が展示に含まれる恐れから大使館側からの支援が受けられなかったりするかもしれません。しかし、だ
からこそ、来館者調査などから、それを実際に行う際の、最も適切で配慮がいき届いた方法を見つけ出す
ことの大切さを強調したいと思います。

コック：先程のクラークさんの発言に関連して、少し付け加えさせていただきたいと思います。サムライや
サムライ展に関して、多くの場合は徳川の太平の時代について、1615年以降全く戦争はなく武器は人を殺
すためのものではなかったという考え方に基づいて語ります。しかしここには誤解があると思います。実際
は江戸時代にも、大きな戦いはなくとも、社会の中に多くの抑圧と対立が存在し、争いがあったのだという
ことを認識する必要があります。日本がここ何十年も身近な場所では戦争を経験していない状況にあるとい
うのは、歴史的に非常に特殊なことです。過去にこれほどたくさんの戦争が各地で起こっているのですから、
自分の博物館や美術館がある国のことは脇に置いて他国や他者だけを非難するというのは危険です。例え
ば、私の住んでいるオランダでは、そのコレクションの多くが世界各地に植民地を持っていた時代にさかの
ぼることについて多くの議論と政治的な問題があり、非常に複雑です。しかし避けて通るわけにはいきませ
ん。芸術は、常に社会に関連しており、戦争やナショナリズムが社会を覆っているときに、芸術はそれに
従ったり、推進したり、反映したり、反応したりします。だからこそ芸術は魅惑的なのです。
　少し前になりますが、ニューヨークで「Wearing Propaganda　プロパガンダを着る」と題した日本の戦
時中の着物の展覧会が開催されました。興味深い作品でした。しかし私は、このように一つのタイプの作品
だけを見せたり、全体的な文脈から切り離して特定の国だけを孤立的に示したりするのは危険だと思います。
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モース：ボストン美術館のモースです。昨日、韓国や中国といった他国の存在は、日本の側から日本の
戦争画の中に描かれているという点について質問が出ましたが、2005年にボストン美術館ではフレッド・シ
ャーフ氏からのコレクションをもとに展覧会を開催しました。シャーフ氏は、日清戦争や日露戦争を描いた
中国やロシアの作品も集めようとされたのですが、日本の戦争画ほど絵としての力を持っているものは全く見
つかりませんでした。それでもいくつかの作品は展示室に展示しましたが、日本の戦争画と並べると色褪せ
て見えました。日本の戦争画は、数も多く、質が高く、その瞬間を表現できるような絵画的語彙を備えてい
ました。だからこそ強烈なプロパガンダとなり得たのです。

救仁郷：そろそろ次のテーマに移りたいと思います。戦争画と同様に日本の博物館・美術館であまり取り扱
われないテーマに、春画というものがありますが、昨年、日本でも春画の展覧会が永青文庫と細見美術館
で開かれました。大英博物館のクラークさん、何かコメントはおありですか。

クラーク：何からお話すれば良いでしょうね。

コック：例えば、春画に対する反応についての来館者調査についてのお話はいかがでしょうか。

クラーク：確かに、我々は来館者調査を実施し、結果は概して非常に好意的なものでした。ところで、春
画展に関して、「大英博物館は黒船みたいなものだ」と仰る方がいらっしゃいます。つまり、日本側があま
り気乗りしないことを、外国から来た人間が上手く説き伏せてやらせた、ということです。しかし、実際は
そこまで単純な話ではないのです。開催前に4年間かけて、日本からもその他の外国からも研究者が加わっ
て、リサーチプロジェクトを行いました。あの春画展というのは、国際的な企画だったのです。また、大
英博物館の中でも、この主題を取り上げて良いのかとためらう意見もありました。ですから、バックランドさ
んがサムライ展について考えていらっしゃるのと同様な、事前調査を行いました。春画について私がお話し
できるのはそのくらいでしょうか。
　ボストン美術館は素晴らしい春画コレクションをお持ちですが、そちらはどうですか。

モース：私は、女性で初めてボストン美術館の春画コレクションのキーパーになりましたので、確かに春
画に大いに関わってきたといえますね。
日本について、よく不思議に思うことがあります。春画については、果たして展示可能かどうかを慎重に判
断しようとする一方、例えば実際の女性の姿を写す写真家の荒木経惟の展覧会は開催されています。春画
に登場するのは現在生きている人ではないのにどうして展示が駄目なのでしょうか。現代芸術の世界ではあ
まり制限がないのに、歴史的な作品に対して躊躇するのは何故なのでしょうね。

バックランド：スコットランド国立博物館のボイドさんは、春画の受容について博士論文を書かれた方です。
何かコメントはないでしょうか。

ボイド：クラークさんの許可を得て、私は大英博物館での春画展を見終わった方達と直接お話し、感想を
調査することができました。反応は「素晴らしい」「以前から見たくて仕方がなかった」「私たちの生活と
体験にとても密接につながっていると思う」、といった、非常に好意的なものでした。

コック：ライデン国立民族学博物館でも来館者調査を実施していますが、ごく小規模ですので、ボイドさん
が来館者調査を基に書かれた論文を読んで、非常に精緻に、来館者の反応を年齢層ごとに調査されている
ことを大変うらやましく思いました。
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　2015年度にこの事業に参加した際、ワークショップで、ちょうど春画展が始まる数日前に細見美術館を訪
れました。実は私は、その数カ月前に永青文庫での春画展も見ていたので、日本での二つの春画展を共
に見たことになります。そして、これらの展示は大英博物館から巡回してきたものでした。さきほど大英博
物館のクラークさんがいわれた黒船現象という言葉は言い得て妙ですね。浅野秀剛氏が、この2015年を、
春画展の開催が日本で可能になった最初の年ということで、「春画元年」と名付けられましたね。この２つ
の春画展は、特に若い女性の間で人気があったということでした。昨日の酒井さんの発表で話題になった、
新しいスタイルの刀剣の展覧会も同様です。ここから、私たちは、日本の展覧会の鑑賞においては若い女
性が最前線にいると結論付けても良いでしょう。
　モースさんがいわれた、既に実在しない人物を描いた古い時代の作品を展示することが何故問題になるか
という点について、私は、これは非常に論理的な理由ゆえと考えています。つまり一般的に、古いものを
尊び、昔作られたものの価値をおとしめたくないという思いが人々にはあるのです。一方、現代の作品に
ついてはまだ名声が確立されていないのでそれほど問題になりません。このことは、日本における春画展の
開催を難しくしている一因ではないでしょうか。

ボイド：古いものを非常に大切にするというコックさんのご指摘は興味深いです。しかし、その逆もまた真
なり、ということも、研究を通して分かりました。つまり、古い時代の作品は、より近年の作品と比して歴
史的にも時間的にも鑑賞者とは隔たりがあるため受け入れられ易いのです。これは、文化的な隔たり故に、
外国での方が受け入れられやすい作品があるということにも通じると思います。コックさんのいわれたことと
は逆の話にはなりますが、私はこのどちらも起こり得ることだと考えています。

コック：確かに、物理的な距離というのが時間的な距離と等しく考えられ、作品が受容されやすくなること
はあるでしょうね。

ユスーポワ：プーシキン美術館のユスーポワです。春画に関してロシアでの状況に触れたいと思います。
大英博物館で春画展が企画されたのと同時期に、ロシア国立東洋美術館でも大規模な個人コレクションを基
にした春画展の開催が決定されました。ロシアでは、個人のコレクターは刀剣と並んで春画を収集する場合
が多いです。しかし、近年ロシア正教会が非常に力を持ち、取り締まりが厳しくなってきているため、展覧
会の委員会は問題が起こるのを怖れ、企画の段階で取りやめました。結局、その展覧会は、個人ギャラリ
ーで約1週間、確か予約制で開催されました。

コック：最後に一つ、私が最近ライデンで発見した春画についてお話しさせてください。 1820年頃に日本
に滞在していたブロンホフという人物が形成したコレクションに含まれている、春画絵暦です。ブロンホフ・
コレクションは全体的に綿密に分類され、番号が付けられているのですが、この春画に関してはそれがなさ
れていません。つまり、彼は日本滞在中にこの春画を買い求めたものの、カタログには記載しなかったとい
うことです。

救仁郷：春画に関して様々なお話をありがとうございます。では、続いてマークスさんの発表への質問を
お受けしたいと思います。

ビンチク：メトロポリタン美術館のビンチクです。昨年6月、弊館初の竹素材に焦点を当てた展覧会「日本
の竹芸術：アビー・コレクション」をメトロポリタン美術館で開催しました。私達にとって嬉しい驚きだった
のは、この展覧会を多くの若い方達が見に来て下さったことです。
　まず伺いたいのは、マークスさんが企画された展覧会について、来館者からどのような反応があったのか
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と、新たな来館者を獲得出来たのかどうかです。第二に、仰ったように、竹または漆による現代の彫刻的
な作品は、日本国内ではなかなか見られないということですが、この二つの展覧会に対して日本からはどの
ような反応があったのかお聞かせいただけますか。また、現代の工芸の分野で、学芸員として現代の作家
と共に仕事をする中では、複雑な問題も出てくるかと思います。この二つの展覧会は、現代の芸術市場に、
どのような影響を与えたとお考えでしょうか。これが三つ目の質問です。

マークス：年齢層や男女比については特に聞いていませんが、来場者は多く、展覧会は成功だったという
ことです。会場の中には、これまで全く日本の作品が展示されたことがなく、また今後暫く展示される機会
もないだろうという場所もあり、そういった場所では地元の方々にとって日本の作品を目にするのは新しい
経験だったと思います。
　どちらの展示会についても、日本の竹・漆芸術の愛好者と作家達から反応がありました。作家達は、彼
らの作品を日本の方々にも見ていただきたいと考えており、もしこれらの展覧会が米国で成功すれば、波
及効果があって日本にも巡回するということを期待しています。特に竹を使った作品については、欧州でか
なり認知度が高まっています。ハンブルクで竹の作品の展覧会が開催され、パリでも2018年後半に展覧会
があると聞いています。日本でもこれらの作品のためにさらに幅広く力強い基盤が築かれていくことを願って
います。
　現代芸術市場に与えた影響に関しては、これは買い手の問題だと考えています。漆に関してはあまり変
化が起こっていませんが、竹の作品については、米国で人気が高まり市場が開拓されたことで、漆彫刻の
日本の作家たちにも好機が訪れています。アートフェアで漆の作品を目にすることはあっても、漆作品の市
場は、米国でもまだありません。例えば田中信行の個展がニューヨークの画廊で開かれるというように、一
人の作家に焦点を当てた展覧会はありますが、当館の所蔵品を除いては、まとまった収集はされていませ
ん。これは、米国で大きな市場を持つ日本の陶磁器の場合とは全く違った状況です。私達美術館関係者
は、日本の美術作品の収集家のお宅に伺うことがありますが、どの都市を訪ねた場合でも、常に数多くの、
しかも同じ作家の手になる現代の陶磁器を目にします。しかし、漆の作品には出会いません。そもそも日本
国内に大きな市場もないため、日本の漆作家のほとんどは、大学などで教える仕事によって生活を支える傍
ら、作品を創作しているのです。しかし今後、竹の作品のように、漆の作品もかなり大きな市場を作り出
す可能性はあると思います。ですから、もし皆さんが漆の作品に関心がおありなら、今が買い時です。株
式と同じで、買えるときに買うのが吉です。

田辺：千葉市美術館の田辺です。最近、欧米では、セラミックや漆、特に日本人が一般的にはあまり知
らないような作家の作品を見ることが多くあります。しかし、私達の館のような日本の公立の美術館では、
そういったまだあまり一般的に有名ではない作品よりは、画集に載っていたり賞を受けたりといった、既に
客観的な評価を得ている作品の方が収集しやすいです。ミネアポリス美術館の場合、明確かつ客観的な収
集基準はあるのか、もしくは学芸員、例えばマークスさんの目だけで選んで収集できる状況なのでしょうか。
また、日本の美術館の状況をご覧になってどのような思いがおありかも聞かせていただければと思います。

マークス：特に漆作品の展覧会のための作品収集は、現代美術部門の現代美術担当学芸員に馴染みがあ
る方法、つまり、街に出て、どの作家が今人気があり、将来性があるのかを見極める、という方法によっ
て行ったので、私にとって非常に新しい経験でした。日本美術の学芸員としては、このような収集法は通
常取りません。現代の工芸作品は確かに日本美術部門に含まれる一方で、現代美術作家、例えば村上隆
や奈良美智の作品は現代美術部門が扱うという区分けがあるのです。ですから、私が現代の作品を収集す
るとなっても、先行研究はありませんでしたし、評価が確定している作家の作品だけを集めたというわけで
もありません。もしかすると何十年か後には全く誰の口端にも上らないような作品を収集してしまったのかも
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しれませんが、それでも、良い経験になりました。現代の美術作品と現代の工芸品とを厳然と分けて扱う必
要性はないのではと考えています。

フォークナー：ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館では、日本美術作品を継続的に収集しています。
私自身が日本の工芸品を最も集中的に収集したのは1988年から1994年頃にかけてです。その頃、日本で
は図録や参考資料や研究書が数多く出版されており、日本に来れば入手できたため、とても参考になりまし
た。アメリカで日本陶磁器が大規模に収集され始めるより前のことだったと思いますが、ヴィクトリア・アン
ド・アルバート博物館でも、まず陶磁器を中心に収集を始めました。しかし私は、陶磁器に限らず、漆、
金工、ガラス製品、テキスタイルと、もっと広範囲に工芸品を収集していきたいと考えていました。作品収
集の際には、東京国立近代美術館工芸館の学芸員の方々から、多くの助言を受け、非常に助けていただ
きました。おかげで、貴重で高価な人間国宝の作品も、幾つか購入することができました。その後、自分
が興味のある作家に直接連絡を取るという通常はあまり採らない方法によって、作品を購入するようになりま
した。幸いだったのは、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館の前館長に、企画展の開催に向けて日
本美術所蔵品の形成を始めるという計画の提案をしたところ、同意を得て、毎年5万ポンドという予算を自由
に使えることになったのです。その結果、1995年には企画展を開催しました。この５年間で、目標としてい
たこと全てを達成出来た訳ではありませんが、以来20年ほど継続的に行ってきている所蔵品購入の揺るぎな
い基礎を築き上げることができました。イギリスでは、学芸員が作品購入に際しての決定権をある程度持っ
ていることが多いのですが、他の国では事情が違うかもしれません。例えば、日本の関係者に伺ったお話
によると、日本では作品購入には委員会が関与してくることが多いのではないでしょうか。

古田：先ほど千葉市美術館の田辺さんがいわれたことに関係する話題ですね。私も千葉市美術館に委員と
して関わっているのですが、千葉市美術館では現代の作品も含めた幅広い作品を購入しています。しか
し、例えば東京国立博物館では現代作品を購入するということはありませんので、現代作品とはあまり身近
なものではないと思うのです。一方で、外国の美術館関係者の方々は、日本美術と言ったとき、過去の作
品だけではなく現在の作品とも向き合っていらっしゃる。そのため、こういう話題になったときに、ややか
み合わない部分がもしかしたらあるのではないかと思います。日本美術を再発見し、どのように見せるのか
というときにも、東京国立博物館での場合のように、主に歴史として見せる立場がある。それに対し、現代
においてそれらの作品がどのような意味を持つのか、現代を生きる人々がそれらの作品を見てどのように感
じるか、という部分に力点を置く立場がある。その違いを前提として議論を進める必要があるのではないか
という感想を持ちました。

救仁郷：例えば、ルーブル美術館では、現代の漫画家にルーブル美術館に関する漫画制作を依頼し、所
蔵作品にするという計画を進めているそうです。東京国立博物館でも、そういった形で今後現代作品を取り
入れることはできるのではないかなとは思ってはいるのですが、職員の中に近現代の専門家がいないという
事情もあり、今のところは積極的に近現代のものを収集するというのは難しいというのが現状です。
他にご質問、ご意見がおありの方はいらっしゃいませんか。

質問者１：マークスさんに以下二点お伺いしたいと思います。まず、漆の展覧会にて展示された作品には
巨大なものが含まれており、多量の漆が材料として使用されているのだと思いますが、日本では漆が足りな
いと聞いております。今後、漆作品を制作するために必要とされる漆の確保には問題ないのでしょうか。ま
た、展覧会の際、展示物は梱包して各会場に送られるとのことでしたが、その梱包というのはどのようにし
ていらっしゃるのですか。
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マークス：まず漆に関してお答えすると、作品は何層もの漆を塗って作られますが、日本の作家も、下の
方の層には中国製の漆を使います。例えば、20層塗っている作品であれば、下部の15 ～ 16層ぐらいまで
は中国製の漆で塗られていて、上の方の目に付く数層だけが日本製の漆で仕上げられているという具合で
す。日本で手作業で作られる漆は非常に高価で、大きい作品全体に使用すれば当然莫大な費用が掛かっ
てしまうため、見えない下の層には安い素材を使うことになります。
　次に梱包に関してですが、巡回展のために全ての作品が専門の業者によって梱包されます。梱包し、次
の会場に送り、そこで解梱し、再梱包し、更にその次の会場に送ることを一ダース以上の会場のために行
うので、繰り返しの梱包・解梱に適した梱包方法を採ることが重要です。ミュージアムでは、この種の梱
包は外国との間での輸送も含めて日常的に行われ、時に行き過ぎなのではと思われるかもしれないほど、
細心の注意を払って作品を安全に梱包して送っています。専門業者が何社かあり、日本にも大変優秀な業
者がいらっしゃいます。

救仁郷：それでは古田さんのご発表に対する質問に移りたいと思います。展覧会は新しい見方や価値を見
いだす場にしたいということで、琳派展をいろいろな形で開催してこられました。古田さんの発表について、
質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。

質問者２：現代の日本では、地方自治体活性化を目指す事業として、伝統的建物などと共に国際的な現代
美術を展示するトリエンナーレなどの企画が盛んです。一方で、公立の博物館では現代の作品を扱うのは
なかなか難しいというお話がありましたが、主に過去のものを再評価するということが行われていて、トリエ
ンナーレに代表されるような今の流行とはあえて別の道を選んでいるように見えますが、今後の方向性として
はどのようなことをお考えでしょうか。

古田：難しい質問をありがとうございます。作家の世界は、基本的に競争の世界と考えて良いと思います。
そこで、競争している人たちの誰か1人を取り上げると、公共機関がこの人の肩を持っているというような見
られ方をしてしまい、これは公共的な問題として良くないという問題はまずあると思います。現代美術も視野
に入れて日本の美術全体を見直し、発展を目指すということに関しては、国、県、例えば我々のような教
育組織、それぞれが抱える範囲と課題がありますので、一まとめに何かを言うというのは実際にはなかなか
難しいことです。
　日本の美術の伝統をよく知った上で、どのようにして新しいものを創作していくか、という大きな見通しは
とても重要です。これは、現在にだけ言えることではなく、明治に遡る近代からの課題なのです。今後、
近代が過去になって歴史化されるにつれて、ますます日本の伝統というのは何かということ自体が遠くなり、
勉強するのも大変で、日本人なのに日本美術や歴史を知らないという事態になってきます。そんな状況で、
外国で、日本人作家として注目を集めるような作品を作ろうとするときに、日本人だから日本的な要素を取
りいれるというようなことが果たして伝統的であると言えるのか。
　先ほど発表中でも触れたように、伝統を超えていくということは非常に大変なのです。まず伝統を知り、
そしゃくし、自分のものにするところまで伝統を理解するからこそ、その先に行く。そういう一見地道なことが、
琳派の場合には、宗達から光琳、光琳から抱一という百年単位での繋がりの中に存在したのだということを、
お話ししたかったのです。

今井：私は博物館に勤務し始めて31年になるのですが、経験的に、新しい視点を提示する展覧会というのは、
観客が持っている先入観に応えるような展覧会よりも興行的には苦戦する傾向があるように思います。「琳
派」展に関して、入館者数はどうだったのでしょうか。
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古田：興行的にはまずまずの入りで、スポンサーの東京新聞さんを困らせるようなことはありませんでした。
東京国立近代美術館での開催でしたので、客層的にうまく合致して、多くのお客様が足を運んで下さった
のではないでしょうか。しかし、もし東博での開催であったら来場者数が伸びなかった可能性はあります。
　根本的な話をすると、やはり東博は、まず基礎となる日本美術の存在価値、歴史的な意味合いといった
ものを展示し、提供できる場所だと思います。でも、それに加えて、特別展のときには新たに挑戦的な企
画を実現させていくのも、重要な役割なのではないかと思っております。

田沢：古田さんがアメリカで企画された「宗達」展について伺いたいと思います。「宗達」という名前の展
覧会では興行的には成功しないかもしれないと考えていた、と仰ったと思いますが、それでも企画・実現さ
れたというのは、十分人が入るだろうという見込みと、同時に、例え人が入らなくても開催すること自体が大
事だろうという、その二つの考えがあったのではないかと思うのですが。

古田：アメリカでは宗達という人物についてそれまで一般にはあまり知られていなかったので、広報が難し
いとは思っていました。私自身は運営には直接関わっておりませんので、詳しい数字は今は分かりませんが、
入場者は多かったようです。開催の意義というのは、確かに強く感じていました。フリーア・サックラー・
ギャラリーの所蔵品に、宗達の「松島図屏風」と「雲龍図屛風」という日本美術のとても大切な二つの作品
があることを広く多くの方々に紹介するのは、非常に重要なことだと考えました。

田沢：古田さんが国立近代美術館で「琳派」展を成功させられたのは、近代を見せるために、そこに至る
長い道のりを古い美術の中で見つけ、それらを柱として上手に利用して、ご自分の伝えたいことをうまく見
せたからだと感じました。
　東京国立博物館でも、来館者に出来るだけ新しいものを見付けていただけるようにしたいと思っています。
特別展も、興行的な成功と同時に、価値の再発見を目指さなければいけないものだと考えています。一方で、
もちろん、東京国立博物館の基礎となる部分、日本美術の存在価値や歴史的な意味づけといったものを置
き去りにしてはいけません。それを支えるのは、研究員が先人から継承したものを基礎にしつつ行う学術的
な研究です。その上で、何かを再発見したり新しいものを提示したりするような展覧会。そういう展覧会で
なければ、特別展を開催する意義はないのではないかとも感じています。

古田：話を戻してしまって申し訳ありませんが、春画に触れたいと思います。東京藝術大学に対して、日
本の新聞社から春画展開催のご提案をこれまで2回ほど受けていて、1回は断り、1回は保留しております。
何故かというと、これは僕の個人的な意見ですが、今はまだ東京藝術大学には十分な春画研究の蓄積がな
いためです。仮に私が担当するのだとしたら、春画研究に今から10年はかかると思います。その暁に、展
覧会で見せたいものがあれば喜んで春画展を担当したいと思いますけれども、今のままだと、先ほどクラー
クさんのおっしゃった「黒船」的状況でしかないでしょう。
　これは、東博でも同様なのではないでしょうか。博物館で特別展を開催する際には、内部で企画に十分
な検討と研究がなされた上で展示し、来館者にご覧いただくという形でなければ、展覧会というのは成立し
ないと思います。

田沢：実は東博でも春画の展覧会を開かないかと言われたことが、個人的にあります。大英博物館のクラ
ークさんと仰る方からでございます。それに対する私の答えは、まず、私は春画研究をしてきていない、と
いうことでした。私の学生時代には春画は学生が勉強する枠からは外れていて、一般書の棚には春画はあ
りませんでした。ですから、これから私が春画研究をして展覧会を担当しても、弊館の展覧会の基準となる
レベルまでには到底届かないだろう、と個人的に思ったのがまず一つです。また、開催するかどうかの決
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断は一学芸員ではできませんし、もし東京国立博物館で開催となると、芸術の世界に留まらず、運営上は
法律の問題があるので、異なる観点から考える必要がある。私立の館でしたら少し状況が違うかもしれませ
ん。今後状況が変わっていくことかもしれませんが、そのきっかけを作ることは社会的な問題になろうと思い
ます。そのときにクラークさんからは「だからこそ東博で開催すべきだ」と強く言われましたが。
　その後、大英博物館での春画展を見ました。とても楽しくて、これは楽しく鑑賞するものなのだということ
を感じて、驚きました。そこでは、５，６歳の女の子が、春画展のポスターの写真を撮っていてそれを親御
さんが普通に見守っておられる、という光景を目にして、私がそれを写真に撮りました。行為自体というよ
りその絵の中にある精神世界のようなものを、きっと皆さん楽しんでいらっしゃったのだろうと思います。大
英博物館で多くの春画を見たときから、私の春画に対する見方が変わりました。大変良い経験でした。
　日本でも一時春画が取り上げられてブームになりましたけれども、今は落ち着いていますね。なぜブーム
になったのかということを考え直す時期が来て、また春画に対する見方や社会での受け止め方も変わってい
って更に次の段階に進んでいくのかもしれません。

救仁郷：弊館で春画が展示されるのは、しばらく先のようです。では、コックさんのご発表に対する質問
に移っていきたいと思います。「クール・ジャパン」展を担当されて、「ファン文化」、「ザ・サムライ」な
どを取り上げ、作品の美的側面よりも内容に焦点を当てて見せるということで発表がありました。

リンネ：私は実際に「クール・ジャパン」展をライデンで見ることができました。新しい方法でさまざまな作
品を見せる展覧会で、非常に新鮮で多くのことを考えさせられ、思わずたくさん写真を撮ってしまいました。
展覧会を観てきたオランダ人の子ども達数人と話をすることができたのですが、彼らは日本が大好きになっ
ていました。コックさんは、この展覧会を通して、日本を再発見するという課題を見事に達成されたと思い
ます。

コック：オランダ人の子ども達があの展覧会を気に入ってくれたと聞いて、とても嬉しいです。「クール・
ジャパン」展は、弊館始まって以来の入場数を記録しましたし、多くの方々から好評をいただきました。私
達は「クール・ジャパン」展を単に日本のポップカルチャー賛美一色にはせず、批判的な眼差しも持ってい
たいと考えており、アムステルダムへの巡回前にその批判的な見方を更に付加していきます。
　一例を申し上げると、「クール・ジャパン」の準備をしているとき、学芸部に15歳のインターン生が一週
間の研修にきて、1日私の下で働きました。私は彼女に「クール・ジャパンと聞いたときに連想できること
を列挙しなさい」という課題を出しました。その隙に私は自分宛のEメールの処理をしようと思ったからなの
ですが、そこで彼女は素晴らしいマインドマップを作ってくれたのです。このマインドマップは「クール・
ジャパン」展準備の構想を練る上で非常に役立ったので、いまだにファイルに入れて取ってあります。さら
に、「クールではないジャパンと聞いて思い付くものを列挙しなさい」という課題を出しました。そうすると、
今度はすぐに紙いっぱいにクールではない日本が列挙されてしまったのです。
　このことは、戦争画や春画とも共通しますが、展覧会に少々意見の対立する要素があるのは決して悪いこ
とではないと教えてくれます。展覧会を訪れた方々が満足して下さるのは確かに嬉しいですが、同時にこれ
には賛同できないとか好きではないとかいう感想も時には持っていただければ良いと思っています。

ボイド：来館者が、注意深く展示を見なかったり、解説を読まないことで固定概念を強めてしまう可能性が
あるというお話でしたが、それを避けるため、どのような方法を採りましたか？

コック：実に難しい問題です。まず重要なのは、私一人で展覧会を創るわけではないということです。コ
ンセプトがあり、大きなチーム全体で創り上げていきます。また、私は今回、視覚的な展示が一番大切だ
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ということを改めて認識しました。解説文を一所懸命に書いても、来館者全員が読む訳でも、皆が読みた
い訳でもなく、目で見て楽しむために来館される方が大勢いらっしゃるのです。視覚的に伝えたい内容も、
簡潔に要約する必要があります。
　今回は、サムライ、二刀流といったイメージがどのように作り上げられたのかを説明するために、甲冑の
すぐ隣に映像を映し出そうとしたのですが、展示作業中にちょっとした失敗があって、結局当初意図してい
た場所には投影できず、少し離れた場所に置いたモニターに映すことになってしまいました。そのせいで、
私達が強調しようとした視覚的な効果が少し薄れてしまいました。なかなか難しいです。視覚的な展示は力
があるので、全く解説文なしの展示も可能かもしれないと思うこともあります。

クラーク：実は私は、「クール・ジャパン」展をコックさん直々にご案内いただいたのに、その際「クール・
ジャパン」というわくわくさせる題名ばかりが目について、「世界的熱狂への着目（Worldwide Fascination 
in Focus）」という大切な副題を見落としていたことを白状しなくてはいけません。もしかすると間違った受
け止め方も知れませんが、この展覧会が扱っているのは、日本の文化諸相に対する世界的な熱狂という現
象そのものなのではないかと思いました。

コック：まさにそれが主要な点なのです。「熱狂への注目（Fascination in Focus）」を、オランダ語で
「Fascinatie In Beeld」と言うのですが、このオランダ語の「In Beeld」は、「視覚的イメージにおいて（in 
visual image）」と同時に、「注目」をも意味し、一種の言葉遊びになっています。クラークさんがいらっし
ゃったとき、日本の文化が世界でどんなに有名かということを図示する展示もお見せしましたよね。

クラーク：ええ、素晴らしい地図を見せていただきましたね。コックさんが、発表中にとても面白いことを
仰っていました。「日本のデザインは日本という国の境界線内とどまるのか？」という質問です。この点を、
日本の関係者の方達に伺ってみたいと思います。クール・ジャパンが非常に恣意的な形で、世界各地で作
り替えられているのをご覧になってどう思われますか。オリンピックに向けて今後さらに多くの若い世代の外
国人達が日本にきて、そして日本の美術の中心に位置する東博を訪れるかもしれないですが、彼らにとっ
てクール・ジャパンはどのような期待を持たせることになるのでしょうか。日本発でありながら世界中で非常
に流動的に解釈されているものについて、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

古田：現代の情報の広がり方と情報を得る方法からすると、いくら発信したい側が意図はこういうことですと
言っても、それがそのまま通じるかどうかは分かりません。むしろ、なぜそのようなことに興味があるのかと
日本人が驚くようなことに、世界のどこかで爆発的な人気が出ることもあります。たとえば、ある国で、日
本のこの場所に行くのがお勧め、という情報があると、日本側からは殆ど何も発信していないのに、その情
報を基に大勢の人が興味を持って集まるというようなことが実際に起きています。これからますますそういう
現象が起こっていくのではないかと思います。
　展覧会を開催する立場としては、まずは多くの方に観に来ていただくことを第一に考えなくてはならないの
で、展覧会の中身と共に、それをどう広報するか、キャッチフレーズなり副題なり、展覧会をご覧いただく
きっかけになる何かを工夫する必要があります。
　思わぬところに人々が注目するということで言うと、刀剣ブームもおそらくその大規模な例なのではないか
と思います。逆に言うと、刀剣研究家が情報発信したわけでもないのに人気が出て、では刀剣の展覧会を
開催しましょう、というような、研究者や学芸員の主体性が奪われるような状況で展覧会を開かなくてはいけ
ないようなことも、実際にあり得るのかもしれないと思っております。

救仁郷：私自身は、クール・ジャパンについては殆ど何も分からないのですが。どなたか、ご意見はおあ
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りでしょうか。

田沢：東京国立博物館の田沢です。救仁郷さんにクール・ジャパンがお分かりにならないのなら、更に年
上の私が分かるはずがないですね。実際、なぜ分からないと申し上げるかというと、弊館には日本の美術
制度の中で国立近代美術館とは分かれて成立した歴史があり、近現代の作品を扱わないからです。そのた
め、現代社会との直接的な関わりという視点は薄いと言わざるを得ません。ただ、2020年のオリンピックに
向けて日本が国として文化財活用を進めていこうとすると、状況が変化していくということはあるかもしれま
せん。
　一方で、外国の美術関係者の方々にとっては、日本は時代を問わず一つということで、過去が現代まで
つながっており、特に広い意味で日本文化に来館者の関心を向けるためには、若者達の同時代の文化理解
というのは大変大きい要素だと思います。京都国立博物館では現代的なものも上手に活用しているのではな
いかと思うのですが。京博の伊藤さん、クール・ジャパンにもお詳しそうですよね。若い世代の代表として、
お話しいただけますでしょうか。

伊藤：京都国立博物館の伊藤です。京博には２年前から勤務していますが、その前は東京国立博物館でも
九州国立博物館でも勤務経験があります。専門は仏教工芸史・金工品で、色々な展覧会に関わってきまし
た。京博の場合、京都に所在する文化財を中心に、時代的には江戸時代までの作品が守備範囲で、現代
作品との共同企画の機会は殆どありません。京都では、現代作品は京都国立近代美術館が担当する分野と
いうことになっています。
　ただ、先程からお話に出ている、ネットのゲームから起こった刀剣人気によって、若い方々が刀剣の展
示室に押し寄せるようになった際、当時東博にいた私も非常に驚きましたが、東博ではその時は特に対応
する企画は打ち出しませんでした。一方で、本日この会場にいらっしゃいますが、当時京博に勤務してい
た末兼さんが、この人気を念頭に置いて、ゲームの中でキャラクター化している刀剣を一気に展示し、大
勢の来館者が殺到したということがありました。そういった点では、少し京博の方が自由度があるのかも知
れません。

小林：東京国立博物館の博物館教育課の小林です。東博と東京国立近代美術館との守備範囲の違いという
お話が出ていますが、一方で、いらっしゃるお客様の視点から見るとどうなのかということがあると思うので
す。東博が自分たちでここが守備範囲だと決めていても、来館者の方々がどういう風にご覧になるかという
ことで考えてみると、少し違う方法もあるのかもしれないという気がしております。
　コックさんの発表を大変興味深く聞かせていただきました。クール・ジャパンを取り上げているということ
で、日本について色々な情報があっても、日本の歴史的な文化についてはあまりご存じない方に向けての
展覧会になったのではないかというように認識しております。今、実際に東京国立博物館にいらっしゃるお
客さま、あるいは今はいらっしゃっていなくても将来的に来ていただきたいお客様はどういう方達かというこ
とを考えますと、世界の他の国での状況と、今の日本の若い方々の状況には、実はあまり差がないのでは
ないかと考えています。もしそうであれば、歴史的な文化財をどういう風に見ていただくかという、その情
報発信の在り方というのは、クール・ジャパンを基本として、その入り口からさらに深く理解していってい
ただくという方法も、東博でもあっても良いのではないかと、私自身は感じました。
　そこで質問です。コックさん、この展覧会について、教育担当部門との共同企画、あるいはそこで行わ
れたプログラムなど、あれば教えていただけますでしょうか。

コック：教育プログラムは、通常、特定のテーマを取り上げて、展覧会と関連のある形で学芸部からのフ
ィードバックに基づいて行います。まず、どのような方達を対象にしているかについて触れたいと思います。
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日本の皆さんは、日本での日々の生活の中でオランダの文化に触れる可能性は低いのではないかと思いま
す。ゴーダチーズをスーパーで見かけるぐらいでしょうか。一方で、最近のオランダの子どもは、ポケモン、
ハローキティー、ピコ太郎のことはよく知っています。しかし、それが日本から来たものだということすら知
らずに楽しんでいることもあるし、それらの背後にどんな歴史があるのかということも知らないでしょう。そう
いった子ども達が対象となるのです。子供向けの教育プログラムは定期的に開催されています。日本の作
品の常設展に関連するものがまずあります。また「クール・ジャパン」展の際には、例えば、チケットをバ
ーコードのスキャナーで読み込み、小さなビデオ・スクリーンに質問を表示して、打ち込んだ答えが正解な
ら賞品をもらえる、というプログラムや、学芸員による講演など、特に週末にはたくさんの取り組みが行われ
ました。クール・ジャパンウィークエンドや漫画ウイークエンドも開催しました。必ずしも子どものみが対象
ということではなく、幅広い年代の来館者に向けたものでした。
　教育部門には複数の人材がおり、それぞれが展覧会ごとに子供たちに向けて参加型の教育プログラムを
担当しています。一例として、紙で鯉を作り、子どもたちに展示を見せたのち、展示から受けた刺激を基
にその鯉に絵を描いてもらうという企画を行いました。

救仁郷：今日は引き続き考えなければいけないさまざまな話題をいただきまして、大変有意義なディスカッ
ションになったと思います。ありがとうございました。登壇者の皆さまに、いま一度拍手をお願いいたします。
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Panel Discussion

Reinventing Japanese Art through Museum Experiences

Panelists
Dr. Rosina Buckland (Senior Curator, East & Central Asia Section, Department of World Cultures, National 
Museum of Scotland)
Prof. Ryo Furuta (Associate Professor, The University Art Museum, Tokyo University of the Ars)
Dr. Daan Kok (Curator of East Asian Collections, National Museum of Ethnology, Leiden, the Netherlands)
Mr. Hideaki Kunigo (Supervisor, Collections Management, Tokyo National Museum)
Dr. Andreas Marks (Mary Griggs Burke Curator of Japanese and Korean Art, Japanese and Korean Art Department 
Head, Director of the Clark Center for Japanese Art, Minneapolis Institute of Art)

Moderator

Mr. Hideaki Kunigo

Born in Tokyo in 1962, Hideaki Kunigo earned his MA in Art History from the Graduate School of 
Humanities at Tokyo University. At the Tokyo National Museum he worked in the Painting Division and the 
Exhibition Planning Division before becoming a curator in the Regular Exhibitions Division. He then served as 
Senior Manager of Special Exhibitions, Senior Manager of Conservation, and Senior Manager of Registration 
before his promotion to Supervisor of Collections Management.

Specializing in medieval Japanese painting, he has curated “Sesshu: Master of Ink and Brush” (2002), 
“Kamakura: The Art of Zen Buddhism” (2003), “Treasures of a Great Zen Temple, the Nanzenji: Commemorating 
the 700th Memorial Year of Emperor Kameyama” (2004), “Zen Treasures from the Kyoto Gozan Temples” (2007), 
“Masterpieces of Zen Culture from Myoshinji: Commemorating the 650th Memorial Year of the Founder, Muso 
Daishi” (2009), “Japanese Masterpieces from the Museum of Fine Arts, Boston” (2012), and “The Art of ZEN: 
From Mind to Form” (2016). His publications include “Tao Yuanming and Su Shi in Medieval Japanese Painting” 
(Proceedings of the Tokyo National Museum, Vol. 38; March 2003).

Abridged Transcript

Moderator: I am the moderator for the panel discussion, Kunigo, from Tokyo National Museum. First, I would 
like to show you some slides. This is a list of popular tourist spots in Japan based on a website called TripAdvisor. 
Number one is Fushimi Inari Taisha shrine in Kyoto, followed by Akiba Fukuro, an owl cafe in Akihabara. In 
third place is the Hiroshima Peace Memorial Museum. An art museum first appears in the ninth place—the 
Hakone Open-Air Museum. Number 15 is the Samurai Kembu Theater, and number 20 is the Edo-Tokyo Museum. 
Unfortunately, no national museum is included. National museums have to put more effort into attracting foreign 
visitors and making their facilities more attractive.
    During the presentations earlier today, there was no time for questions and answers. So to begin, we would 
like to take some comments and questions from the audience about the presentations, then move on to having a 
discussion. As the first presenter, Dr. Buckland gave us a presentation in which she mentioned a plan for a special 
exhibition scheduled to open in 2022 at the renovated National Museum of Scotland. She explained that she wants 
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to create something that is not typical, an exhibition that breaks down stereotypes. Are there any questions about 
this presentation?

Vilbar: My name is Vilbar from the Cleveland Museum of Art. Dr. Buckland, my questions are: How long are the 
exhibition periods for the rotated materials? And do you plan to be able to lend material from the collection, and are 
you trying to build that into your rotation structure?

Buckland: We are looking towards six-month rotations for the prints and for the paintings, and then yearly 
rotations for textiles. It is what we have discussed as being the ideal situation with our conservators. For lacquer, 
one year would probably be ideal but realistically, around two years. Like other institutions, we have insufficient 
conservation resources and there is a lot of pressure particularly for special exhibition projects, but those are 
certainly our ideals.
    We would certainly be willing to lend items if they were not already committed for anything, and I think it 
should be flexible enough. We have not set items aside for coming rotations, necessarily, but some have been set 
aside as potentially needing conservation work. However, it is not fixed when they will be going out and so there 
will be flexibility there. The other aspect of flexibility is the physical display of the objects and that is something 
that we have been talking about with the designers. The design company we are working with has a fair amount of 
museum experience in design projects and renewal projects for museums, but very little experience with East Asian 
material. I think it is the first time they have ever worked with East Asian material. We have had to introduce them 
to new formats. They have not worked before with hanging scrolls and it has been one of the challenges trying to 
get them to design a system that will allow us to show hanging scrolls of different widths and different lengths, and 
ensuring that the case is big enough to take them all, and that we have some kind of support system to adjust the 
height of them. I have been looking at display techniques in Tokyo National Museum and seeing what they do when 
the hanging scrolls are just a bit too big for the case.

Kenmotsu: My name is Kenmotsu from the Portland Art Museum. I was wondering if you could explain a little bit 
more about how you are working through the process of making the layout of the galleries easy to understand for 
visitors regarding their orientation?

Buckland: We had an idea at one point of floor color, so that would be an obvious, very clear, easily understandable 
way for people to orientate themselves, but that was put aside ultimately after discussions. We have had the design 
sessions on almost a monthly basis with various stakeholders within the museum and ideas have been pitched 
forward and then ultimately accepted or taken away. The main approach, the main method for conveying that 
information for orientating visitors is going to be through the interpretation within the cases. There is a hierarchy 
among panels. Primary panels that introduce each section of the gallery, secondary panels within the cases, and 
then story panels that introduce particular objects and give a little more information about those highlight objects, 
and then finally the label rails. So, there are those four levels of interpretation, and those will be color coded for 
the three countries, namely China, Japan, or Korea. On each of the primary panels we had suggested having a 
map—so that is going to be implemented—that shows East Asia and highlights the country that they are standing 
in and the silhouette of the country will be highlighted. Possibly as well on the secondary panels that map for each 
country could be repeated. That was my ideal approach. Then it would drill down to more specific geographical 
explanations that can talk about kiln sites or Edo or Kyoto. We have not decided those colors yet. One of my favorite 
comments during the design process is that color is a long journey. We will be working towards deciding our colors, 
but it will definitely be determined by color, and also the three costume figures that I explained will be signposts, so 
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to speak, for each of the zones. Therefore, behind each of those cases and those figures will be the cases relevant to 
their source cultures. 

Allen: My name is Allen from the Asian Art Museum in San Francisco. We have had a lot of debate in our museum 
about the necessity or lack of need for certain kinds of rudimentary information in the digital age. For instance, 
the use of maps is very common in introductory panels for particular geographical regions. How much do you feel 
about the need to provide basic historical or contextual information, and what might be the focus of those panels—
is it going to be on the art, the culture, the history, or chronology?

Buckland: We hope that we can cultivate an audience that is more knowledgeable about the type of material 
that we present and create that appetite for more, but it is essential to provide that basic information because we 
are assuming no knowledge on the part of our visitors. The focus within the panels is likely to be more cultural 
and historical but less chronological because I said it is not a chronological presentation within the gallery. Our 
collections do not allow for that kind of approach and the space does not really allow for it. It is rather playing to 
the strength of the collection, which is the early modern period, the Edo period. Therefore, there is less need for 
the historical scene setting as in that sense, we are already in the Edo period for the majority of the cases. Then it is 
speaking to some of those core messages about how a society is structured in the Edo period, who is able to possess 
what kind of items, sketching out that structure and then moving on to the cultural background for why certain 
works were produced, how they were produced, and what were the factors driving their makers.

Allen: It is always difficult to explain all of this within 200 words.

Buckland: Exactly, yes.

Rinne: My name is Melissa Rinne from the Kyoto National Museum. You mentioned that you will have rotations 
maybe every six months or maybe every year if you are lucky. But at the Tokyo National Museum for example, 
I know that the rotations are every month or every two months. Can you talk about why the rotation periods are 
sometimes so long in museums in the West, and what is your perspective on that as a curator?

Buckland: Thank you. I think possibly there is a misunderstanding here when I say rotation because this would be 
one or two objects within the gallery. The main structure of the gallery will stay for 20 years, potentially, and the 
works that are in more robust materials, such as metalwork and ceramics—we may be able to change those further 
down the line, but fundamentally that arrangement of the gallery will stay for a long time. It is the light sensitive 
objects, such as prints and paintings and textiles, that we change regularly. There simply are not enough resources 
within the museum to do a wider scale rotation within the galleries, even if we might like to. I think we look with 
envy on our colleagues in Japan, who are able to produce these kind of rotations, but it’s a very different context 
within the museum. Obviously, the focus here is Japanese art, whereas we are just one part of one gallery within 
many galleries. So, we rotate where it’s necessary for the protection of the art work, but, other than that the overall 
structure of the gallery will stay the same. So, it takes a tremendous amount of forethought and concentration to get 
to a point that we feel comfortable with for such a long time period.

Rinne: May I play the devil’s advocate? So, if you are the curator and you have the keys to the cases, why can’t you 
just change things yourself?
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Buckland: The labels are one of the main aspects. In practical terms, yes, if conservation resources are available to 
prepare an object for display then that is possible, but preparing new labels is a little bit less immediate. We talked 
about various systems for delivering the information in a physical way, and ultimately there is a requirement for 
consistency with the rest of the galleries and a resources question. Therefore, we plan so that certain areas are going 
to be high-frequency rotation areas, and then other ones will be low-frequency, so that we can focus resources 
on the areas that do need changing on a more frequent basis. There are the physical, practical, and budgetary 
constraints that make it difficult.

Moderator: Thank you. Now, I would like to begin another discussion. Specialists at museums in Japan often get 
requests to hold samurai-themed exhibitions overseas. A couple of years ago in Russia there was a samurai-themed 
exhibition of objects from the collection of the Tokyo National Museum. In general, the themes popular outside 
of Japan are not only samurai, but also daimyo and ukiyo-e. However, some believe that we must move beyond 
these stereotypical themes in order to broaden and deepen understanding of Japanese art. On the other hand, there 
are overseas exhibitions with themes that are not very well known in Japan. Examples include the exhibitions of 
modern lacquer and bamboo art curated by Dr. Marks, and also the war prints exhibition curated by Dr. Paget, 
which would be difficult to hold in Japan because of how visceral it is. Mr. Furuta, is there anything you would like 
to say?

Furuta: There are many woodblock prints from the Meiji era that take the the Sino-Japanese War or Russo-
Japanese War as their subject matter. Even in Japan they are given attention as a type of media that reflects a 
particular historical period. When I was working for the National Museum of Modern Art, for a certain period of 
time I was in charge of taking care of 153 documentary war images, which were on loan for an indefinite period 
of time from the United States. At the time, the consensus among the staff in our museum was that if we exhibited 
these materials by themselves, people would misinterpret our intentions and the exhibition would take on a different 
meaning. This was more than a decade ago. Over 80 years have passed since the end of the war, and as time goes 
by, the strong emotions that people have about such events gradually fade, and more research on such materials is 
published that examines them for their artistic value. So, considering how non-Japanese people have been looking 
at war paintings and prints, perhaps Japanese people will also begin to look at them. However, one task that we 
have as the Japanese people is to accept this as our own issue.

Moderator: Any more comments on war paintings and prints?

Vilbar: Several years ago, when I was a staff member at the Princeton University Art Museum, I put together an 
exhibition on Meiji prints in which we did include both the Sino- and Russo-Japanese wars, and exhibited war 
prints. In addition, to provide some more context, we included Samuel Smiles’ Self-Help and images of Japanese 
print representations of either foreigners or Japanese people costumed as foreigners, such as the reenactment of the 
Korean embassy visit that was part of, I suppose, the festival before the castle in Chiyoda. It was trying to provide 
greater context for those war prints by using other prints from the same period that also touched upon how to depict 
foreigners or how they were depicted, how people performed being foreign, and then finally how people were 
engaging with Western philosophies of being modern and what that meant. I think it maybe also speaks to Tim 
Clark’s question yesterday, which was about telling different sides of a story.

Clark: I am struck by a big irony here, which is that everybody seems to want to talk about samurai in a period of 
peace and nobody wants to talk about Japanese soldiers in a period of war.
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Paget: I spoke about the war exhibition yesterday. I see the omission of discussions of Japan’s modern wars as 
opposed to samurai culture as being part of the broader shyness that curators have about bringing or acknowledging 
the political realities and discussions that underpin a lot of visual culture of modern Japan. My dissertation was 
on Nihonga and how Nihonga was used for geopolitical purposes in the Taisho and Showa periods. I am still 
dismayed sometimes when I see exhibitions of Nihonga and nobody talks about esthetic nationalism. There was 
a big retrospective of Yokoyama Taikan a few years ago at the Yokohama Museum of Art and nobody mentioned 
the fact that Yokohama Taikan spoke to address the Hitler youth in the 1930s. We have these kinds of exhibitions 
of Nihonga quite regularly and they tend to be sponsored by certain governmental bodies and I suppose that is an 
inhibition. However, I think that we need to engage with these realities, to be intellectually honest and also to go 
beyond just the proverbial chrysanthemum screen. We need to do better as curators and it does not necessarily 
mean that we have to show Meiji battle prints. There are many ways of doing this but I would like to see us delving 
deeper into the social and political and economic realities that underpin the art that we have in our collections.

Marks: I think it is not only about the shyness of curators. I think it is much more about the danger or the fear of 
museum directors receiving bad press. I think that goes back to some incidents that happened in the USA, such 
as the uproar when the Asian Art Museum in San Francisco had the samurai exhibition. Yesterday, Dr. Paget 
mentioned MIT and the Chinese students. You might also remember as well what happened with the kimono event 
at the Museum of Fine Arts, Boston. I think this may be the main reason, not only the shyness of the curators, but 
in a way, directors who are aware of these things are very cautious about what they do.
    I curated an exhibition of samurai, called Lethal Beauty. My focus for that show was the really dangerous aspect, 
mainly the weaponry. It toured to Honolulu, Birmingham, and then to Detroit. However, in Detroit, it was decided 
to change the title of the show, because the local sponsor and the local honorary consul of Japan found the term 
“lethal” not good. And the director of Detroit Institute of Arts went along with that and they decided to change the 
title.

Buckland: I think, if we are proposing this exhibition in our institution, talking about a fighting force and the 
myth of the warrior, we absolutely have to cover the first half of the 20th century and the 15-year war, the period 
of militarization and nationalism leading up to the actual years of conflict. It cannot be omitted. There is a fear of 
negative press and an anxiety amongst the embassy consulate staff about supporting this kind of exhibition. That 
is why I was emphasizing that we need to do a lot more scouting out of opinions and audience research to find the 
most appropriate, considerate, and sensitive way of doing this.

Kok: I would like to make a small addition, which goes back to the comment by Mr. Clark. Even when we are 
talking about samurai and samurai exhibitions, I notice that in many cases everybody always speaks about 
Tokugawa peace and the idea that after 1615 then no more fighting and that all weaponry was basically no longer 
lethal. I, however, think that this is a little bit of a misconception and that it is necessary to realize that during the 
Edo period, even though there were not very many battles, there was still a lot of oppression in society and a lot of 
conflicts occurred even though they were not fought out in battles.
    And another thing is that if we address conflict, regardless of the period, for the past few decades we have been 
living in a very odd time, at least in Japan, where wars are often fought quite far away from where most of us 
usually are, which is very uncommon historically. There is however a danger of pointing the finger to whomever 
or whatever nation and not including the nation where the institution is. If we look at the Netherlands, for instance, 
where I come from, there are a lot of issues with our collections, which are often based on the colonial period, when 
the Netherlands itself had colonies all over the world. These issues of political conflict are very complicated to deal 
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with, but I completely agree that we should not avoid them. I realize that art is always connected to a society. When 
a society is at war or an occurrence such as nationalism prevails, then art follows or goes ahead of it, or reflects it, 
or art reacts to it. In one sense, that is what makes art so fascinating.
    Some time ago, there was a show about Japanese war kimonos in New York, called Wearing Propaganda. They 
are fascinating but there is a danger of showing only Japanese war kimonos and not engaging in the things that 
were going on elsewhere—of isolating one type of object and sometimes isolating one nation by not telling the 
complete story.

Morse: Yesterday, there was a question about whether the points of view of other countries like Korea and China 
were presented within these Japanese materials. Our museum did a show in 2005 based on the collection established 
by collector Fred Sharf, who had given us this material. He was very keen on, for instance, the Russo-Japanese 
war, and tried to collect Russian materials, and, for the Sino-Japanese war, Chinese materials. The scary truth of it, 
however, is that because these prints were so remarkably well done by the Japanese and because they made them in 
such great numbers, even though Fred tried to collect Russian materials, he could not find anything that really had 
the same visual power. We had a few of them in the show but they really paled compared to the Japanese materials 
because the Japanese really had the visual imagery and the vocabulary that really spoke to the moment, which made 
them so effective. That is why they were terrific propaganda.

Moderator: Now, I would like to move on to the next topic. Similar to the case of the war prints and paintings, 
Japanese museums do not usually deal with shunga. Last year, however, there was an exhibition on shunga at 
the Eisei Bunko Museum and also the Hosomi Museum. Mr. Clark from the British Museum, do you have any 
comments regarding shunga?

Clark: What would you like me to say about the shunga exhibition at the British Museum?

Kok: May I make a suggestion? Did not you do a fantastic survey about the reactions to the exhibition?

Clark: We did it and it was generally extremely positive. I would just like to make a couple of points. Some people 
have tried to suggest that the shunga exhibition at the British Museum was yet another example of the “black ship 
phenomenon,” where people from outside managed to persuade Japan to do something they do not want to do. That 
is partly true but it is much more complicated than that, because the shunga exhibition was an international project. 
It had been a research project for four years before the exhibition was held. It was not at all a foreign project but 
was an international collaboration. Also, there was a certain amount of nervousness within the British Museum 
about doing an exhibition on this subject. So, we did some pre-testing as Rosina is going to do with her samurai 
exhibition. I think that’s probably what I want to say. Dr. Morse, you have a great collection of shunga at the 
Museum of Fine Arts, Boston. How about this?

Morse: I was the first female keeper of the shunga collection. We actually had the key. I think one of the questions 
that has always puzzled me about Japan is that shunga  has been such a hot topic, and people think about whether 
they should display it or not, but on the other hand, at an institution here in Tokyo there was a Nobuyoshi Araki 
exhibition, where there were in his pictures female figures who were actually alive. In contrast, in shunga real 
people were not depicted. So, it has always been very puzzling to me that with the contemporary world, there aren’t 
those kind of restrictions or hesitation, but there is much more hesitation for historical material.
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Buckland: May I mention that we have somebody in the audience who did her Ph.D. on the reception of Shunga. 
Dr. Boyd, do you have any comments about the audience survey? I know you did work on that.

Boyd: It goes back to the question for Mr. Clark regarding the audience survey. He was kind enough to let me 
go and talk to people as they were coming out of the exhibition and to see what their reactions were. It was 
overwhelmingly positive. People kept saying “oh, we just love this,” “we have been wanting to see something like 
this for years,” and “it is incredibly relevant to our lives and our experiences.”

Kok: In Leiden we do some visitor surveys but it was rather limited. I recall that I read an article you wrote 
based on that visitor survey, and I was so jealous of the enormous exactitude of the survey, the way in which it 
was divided into age groups. We went two years ago with this program to the Hosomi Museum, just days before 
the shunga exhibition opened there, and as a matter of fact, I had also seen it at Eisei Bunko just a couple of 
months before. So, I have seen both shunga exhibitions, and that was after it came from the British Museum. I do 
understand to a certain extent the “black ship phenomenon.” I really like that term. I think it was Mr. Shugo Asano 
who called it shunga gan’nen, two years ago, because it was the first year in which shunga exhibitions become 
possible in Japan. I also understood that at both locations, the popularity there was mainly among young women, 
which is also the case for the new style sword exhibitions, as we heard yesterday in Mr. Sakai’s presentation. I 
guess the only conclusion we can draw is that young Japanese women are at the forefront of the appreciation of 
exhibitions in Japan. To go back to the question that Dr. Morse has raised about how showing material with non-
identifiable people from the past is a problem, I think there is actually a logical reason. I think it comes down to a 
general veneration for things that are old, and the general feeling of not wanting to defame things that have been 
created so many years ago. Everything that is from now is less of a problem in that sense because the fame is not 
yet established. I think that is the reason behind why Edo-period shunga exhibitions are so troublesome in Japan.

Boyd: I think it is an interesting point you are making, and I can see what you are saying about venerating older 
time periods. I also found that during my research, the opposite was true, because the past was so distant, and so it 
was acceptable for people to look at this because they are older materials from the past. I think that maybe this is 
also why it has been easier to hold these exhibitions in another place, because in that case you have cultural distance 
as well. It happened over there, which is maybe the opposite of what you are saying, but I think both things can play 
into that.

Kok: I do agree that physical distance might be in some way equated to temporal distance. If it’s from a long time 
ago, then it is relatively easy to accept.

Yusupova: I will talk about the situation in Russia concerning shunga. The same year that the shunga exhibition 
was planned at the British Museum, the State Museum of Oriental Art also decided to organize an exhibition of 
shunga from a private collection. Shunga is very popular in Russia and most Russian private collectors collect 
shunga and swords. Recently the Russian Orthodox Church has become very powerful, and they control everything, 
and therefore when the exhibition committee was still in the planning stage of the exhibition, they decided not to 
organize it, and instead the exhibition was opened last year in a private gallery for about one week, probably by 
appointments.

Kok: I recently found that in Leiden we have shunga that are from the Blomhoff collection. Blomhoff was in Japan 
around 1820 and all the objects in the Blomhoff collection were carefully numbered and catalogued apart from 
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these objects. He bought them but he did not put them in his catalogue at that time.

Moderator: Now I would like to take some questions about Dr. Marks’ presentation.

Bincsik: Last June we opened Japanese Bamboo Art: The Abbey Collection at the MET, which was the very first 
bamboo exhibition in the museum. One of the pleasant surprises we had is that the exhibition attracted lots of 
young people.
    My first question is about your experience with the visitors attending your bamboo exhibitions and if it attracted 
new audiences or not. The other question is, as you mentioned that these type of objects are not really shown in 
Japan, what kind of feedback did you get from Japan for both of these exhibitions? Finally, the third one is, although 
working with contemporary living artists can be very complex for curators, what do you think about how these 
exhibitions influenced the contemporary art market?

Marks: Regarding visitors’ age groups, I have not heard anything from anyone, but I have heard that the exhibitions 
were successful and well-visited. Some of these venues never had anything Japanese on display and probably will 
not have anything for a long time, so it might have been a new experience for the local people living there, for 
example in Tennessee, and so. In regards to the feedback from Japan, what I have received for both exhibitions 
from Japan was mostly from those who love bamboo and lacquer sculpture and also especially from artists. For the 
artists, both exhibitions were a very big deal because they want to get more opinions from the public, but it has been 
actually very tough. With success in the US, they are hoping that there is going to be some kind of a ripple effect so 
that it is going to come over to Japan as well. In regards to bamboo, it seems that there is now a growing awareness 
in Europe as well. Hamburg did an exhibition and one in Paris is going to be opened later this year. Hopefully, 
eventually, there will be a wider, larger, and stronger platform for bamboo art in Japan as well.
    As for these exhibitions’ influence on the contemporary art market, I think it is an issue because you have to 
ask who the buyers are. In regards to lacquer sculpture, you have not had a change yet as you had with bamboo 
art. The popularity of bamboo art in the USA caused a change in Japan. In Japan the market for bamboo art used 
to be only about flower baskets, but with the newly-established market in the USA, there is suddenly a chance for 
artists who create bamboo sculptures. There is no lacquer sculpture market in the USA yet, although you see some 
at some art markets. There have been some exhibitions, such as Nobuyuki Tanaka’s solo show held at a gallery in 
New York, but that is a single artist. No one is really collecting other than what we have done. So there really is 
no market for lacquer art yet, which is contrary to contemporary ceramics, which have a huge market in America. 
Those of us who work for a museum are sometimes invited to Japanese art collectors in many different cities, and 
then wherever you go, you always find works of the same artists, contemporary Japanese ceramics, but there is no 
lacquer art yet. The artists who create lacquer art in Japan have an issue because there is no strong market here, 
either, and therefore almost all of these artists basically support themselves by their teaching jobs at universities, 
which financially allow them to create artwork. I think lacquer art has the potential to get a large market, which 
means that if you are interested, this is the time to buy. They are still affordable. It is like stocks.

Tanabe: Recently in the Western world, ceramic and lacquerware works are often shown, so we are able to see 
many such artworks, especially of relatively unknown artists. However, in the case of municipal museums in Japan, 
like our museum, when we purchase some artworks for our collection, it is easier to buy something that has already 
received acclaim, for example, by being included in a catalogue or by having won a prize, rather than something 
that is still not widely known among the public. Could you tell us a bit more about how you are able to collect 
objects? Do you have any specific and objective criteria that you use to decide whether to buy or not, or do you 
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have the right to decide as a curator? Also, in general, what do you think about the situation in Japanese museums 
regarding collection?

Marks: Preparing the lacquer show, in particular, was a very different experience for me because the way of 
collecting the pieces was something that a contemporary art curator in the contemporary art department is more 
familiar with, namely going out and trying to figure out who is hot, who has potential. It was very new to me, as 
Japanese art curators we are usually not meant to do that. We actually have a kind of separation of objects. As long 
as it is craft and contemporary, it belongs to the Japanese art department, while contemporary Japanese artwork, 
such as Takashi Murakami’s and Nara Yoshitomo’s paintings, are taken care of in the contemporary art department. 
Therefore, when I was in the situation of being able to collect in the way I was not used to, there was no previous 
research. I did not collect only works done by those who have already established their reputations. Maybe I have 
collected pieces by artists who no one will talk about again for several decades, but I think it was a great experience 
for me. Why is craft separated out of this? I do not see any necessity for a strong separation between contemporary 
fine art and crafts.

Faulkner: The Victoria and Albert  Museum has been continuously collecting Japanese art till now, but the period 
when I was collecting most actively for the Museum in the field of Japanese crafts was from about 1988 through 
to 1994. There are lots of catalogues and reference materials published in Japan going right back in time and those 
materials are extremely useful. They are not easy to obtain outside of Japan but if you come to Japan, you end 
up with them. We began primarily with ceramics. It was probably before America became the big collector of 
ceramics. I knew fairly early on that I wanted to collect more broadly in the field of studio craft. Ceramics was one 
thing, and lacquer, not so much basketry, but a little bit of metalwork, lacquer woodwork, glass, and textiles.
    The curators from the Crafts Gallery at the National Museum of Modern Art were extremely helpful and in 
some cases, I was taking advice from them. In most cases, the prices of works done by those people who are Living 
National Treasures were very high, but we were able to acquire some pieces at such a level. Then I ended up doing 
what Dr. Marks was doing, namely going out there and having to make up my mind. With regards to certain people 
who were of interest, I would actually approach them directly, which was quite an unusual way of collecting. I think 
what was fortunate was that the then director of the V&A, to whom I proposed this idea that we should start this 
collecting program with a view to some exhibition coming up, which I did in 1995, did actually agree that I should 
have a blank check. It was £50,000 a year for five years. We only achieved partially what we wanted to achieve but 
it did build up this solid body of the collection which we have continued to build on over the last 20 years. I think 
curators in the UK actually have conceptual freedom in terms of signing the document saying that we are going to 
buy, which might not always be the case outside the UK. I have heard that in Japan, in many cases, committees are 
involved in the purchases of works.

Furuta: This goes back to what Ms. Tanabe from the Chiba City Museum of Art mentioned earlier. I am one of the 
board members of this museum, which houses a wide range of collections, including contemporary art pieces. On 
the other hand, the Tokyo National Museum, for example, does not generally purchase contemporary art, so it is 
something they are not familiar with. However, outside of Japan, when specialists in an art field refer to 

“
Japanese 

art,” they are probably dealing with not only pieces from the past, but also contemporary art. Therefore, when 
Japanese and non-Japanese specialists have a conversation about these kind of issues, sometimes the conversation 
doesn’t quite click. When talking about how to reinvent Japanese art, or about the way in which we can show 
Japanese art, there are roughly to different ways: showing Japanese art in a historical context, as is done at the 
Tokyo National Museum, for example, or presenting Japanese art while focusing more on what it means in a 
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contemporary context, and on viewers’ reactions to it. I think we have to discuss this topic with these two different 
ways of presenting Japanese art in mind.

Moderator: The Louvre is commissioning manga from contemporary manga artists for its collection. I was 
wondering if we could do something similar at Tokyo National Museum, to add some contemporary art to our 
collections in the future. But I do not think it could happen soon. There is no specialist in contemporary art at our 
museum, so it is still difficult to collect contemporary art.

Audience Member One: I would like to ask Mr. Marks about these two points. As for lacquerware, some of the 
pieces are huge and they require a lot of lacquer to be made. I have heard that in Japan we do not have enough 
lacquer. Do you think that we are going to face the problem of a shortage of lacquer for artworks? Also, you said 
your exhibitions were packaged and sent to other museum. How did you actually pack these artworks?

Marks: In regards to the lacquer, I explained that there are several layers of lacquer. For example, a two-meter 
piece might have 20 layers of lacquer, and the Japanese artists would use Chinese lacquer for the lower layers. Let 
us say, maybe the first 15 or 16 layers would be done with Chinese lacquer, and then Japanese lacquer would be 
used for the visible top layers. This is because Japanese handmade lacquer is very expensive and if a large-sized 
piece is created with only Japanese material, it costs a lot. Therefore lacquer artists use cheaper material for the 
lower layers, which are not visible anyhow. Talking about packaging, all of the objects were packed professionally 
for the touring exhibition and the challenge was to pack them so that they could be repeatedly packed and opened, 
then packed again and sent to the next venue. This was repeated for more than a dozen places. At museums we do 
this kind of packing of art all the time, including for international transportation, and it is always done in a way that 
protects the works. You might find it to be too much, possibly. There are specialist companies that pack art pieces, 
and actually there are fantastic companies like these in Japan.

Moderator: Let’s proceed to Mr. Furuta’s presenation. He organized several Rimpa exhibitions, aiming at making 
the exhibition a place where people can look at the works in new ways and find new value in them. Does anyone 
have any question or comment about this presentation?

Audience Member Two: Recently there are many art projects in Japan, exhibitions of contemporary art combined 
with traditional architecture, such as the Triennale, which is very popular nowadays. It was said, however, that it 
would be difficult for public museums in Japan to deal with contemporary art. These museums deal mainly with art 
from the past, and it seems that they are choosing a path different from contemporary trends, as represented by the 
Triennale. What kind of path do you think these museums will pursue from now on?

Furuta: Thank you for this difficult question. Basically, the world of contemporary art is a world of competition. 
If we chose one artist from among the competitors, it may give the impression that a public organization is 
favoring one artist over the others, which is problematic. With regard to giving consideration to contemporary 
art, reexamining Japanese art as a whole, and looking to make developments, all institutions, such as national, 
prefectural, and educational institutions such as ours, have their own boundaries and challenges. So it is difficult to 
give just one, general answer.
    The important thing is to first understand the tradition of Japanese art, and then have a grand vision of how we 
can create something new. This is not just a contemporary challenge, it goes back to the Meiji era. As the modern 
era becomes more distant and becomes a part of history, the question of what Japanese tradition is will also become 
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more distant. Studying this will become more difficult, and Japanese people will know less and less about their art 
and history. Under these circumstances, when Japanese artists try to create works abroad with which they want 
to draw people’s attention, you are faced with the question of whether it is “traditional” for these artists to add 
Japanese elements to their works simply because they are Japanese.
    As I mentioned in my presentation, going beyond tradition is a real challenge, because you have to really 
understand what the tradition is. Only by doing so, can you go beyond it. It requires steady effort. It actually 
happened with the Rimpa school, through close connections over hundreds years, from Sotatsu to Korin, then from 
Korin to Hoitsu. That is something I wanted to refer to in my presentation.

Imai: It has been 31 years since I started working for a museum and from my experience, I would say that there 
is a tendency that an exhibition presenting a new perspective may struggle in achieving commercial success, yet 
one that echoes visitors’ preconceived ideas may attract more visitors. What about your experience with the Rimpa 
exhibitions?

Furuta: The exhibition received many visitors and we did not cause any trouble for our sponsor, Tokyo Shimbun, 
which was good. It was held at the National Museum of Modern Art, Tokyo, so the contents fit the kind of audience 
that visits this museum. If it had been held at the Tokyo National Museum, you would probably have had a very 
difficult time in terms of the number of visitors.
    If I may talk about something very fundamental—TNM is a place that provides a stable foundation for Japanese 
art, presenting its value and historical significance to visitors. However, I think it might also be important for your 
institution to undertake some challenging projects with regard to special exhibitions.

Tazawa: I would like to ask Mr. Futura about the Sotatsu exhibition held in the USA. I believe you said that you 
were worried if this exhibition, with the title of just Sotatsu, might not be commercially successful, right? Yet you 
organized and held this exhibition. I guess you expected that it would be ok in terms of commercial success, and 
also you believed in the importance of holding this exhibition in the USA, even though there was the risk of low 
visitor numbers. I imagine that you had these two thoughts.

Furuta: Since Sotatsu is not widely known in the USA, I imagined that promoting this exhibition would be 
difficult. However, we received many visitors, although I cannot state the exact number now since I was not 
involved in the management. I was very much aware of the significance of holding this exhibition, as I knew that it 
was very important to present the fact that the Freer|Sackler has two masterpieces by Sotatsu, Waves at Matsushima 
and Dragons and Clouds, in their collection, both of which are very important pieces in Japanese art history.

Tazawa: I thought that the success of your Sotatsu exhibition at the National Museum of Modern Art, Tokyo, was 
a result of your clever curation, in which you presented art pieces of the modern period and connected them with 
traditional art and artists. You wisely utilized this as a support for conveying your message to visitors.
    I would like to do the same here, at the Tokyo National Museum, to show something fresh to visitors. As well as 
commercial success, it is important for special exhibitions to allow visitors to rediscover the value of something. 
Of course, it is important that the foundation of TNM, namely presenting the value and historical meaning of art, is 
not done away with. What supports this is the research conducted by curators, who have inherited the achievements 
of their predecessors. Building on this, special exhibitions need to present something new or reinvent or rediscover 
something, otherwise there is no point in holding them.
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Furuta: May I go back to the topic of shunga? At the Tokyo University of the Arts, there have been two proposals 
to hold a shunga exhibition from Japanese newspaper companies. We declined the first offer and put the second 
on hold. The reason, although this is my personal view, is that there still isn’t enough research on shunga at our 
museum. If I were to curate a shunga exhibition, I think it would take me 10 years to get ready. If I did enough 
preliminary research and got some idea of what I would like to show in the exhibition, then I will be happy to curate 
a shunga exhibition at our museum, but we still haven’t reached that state. If we decided to hold a shunga exhibition 
at our museum now, it might turn out to be another “black ship phenomenon,” which Mr. Clark mentioned.
    This might also be the case for the Tokyo National Museum. When we plan a special exhibition at a museum, 
we need to have thorough discussions among colleagues and conduct research on the subject in advance. Then we 
install the exhibition and present it to the visitors—this is how you hold a good special exhibition.

Tazawa: I have also received a proposal for a shunga exhibition from an individual. Actually, this individual was 
Mr. Clark from the British Museum, and what I said to him first was that I don’t know much about shunga. When 
I was a student, shunga was not included among the topics that we studied, and there weren’t even any books on 
shunga. I did not think that a shunga exhibition at our museum would meet our standard for special exhibitions. 
Also, curators alone cannot decide what kind of exhibition to hold, and at the Tokyo National Museum, we would 
also have to take laws into consideration, so we would have to take a different approach. I imagine things are a 
little different at private museums. Our situation might change in the future, but this opportunity for change will, I 
imagine, involve society as a whole. But this is why Mr. Clark insisted that it should be the Tokyo National Museum 
that holds a shunga exhibition.
    After that, the British Museum held the shunga exhibition and I really enjoyed it. I realized that this is something 
we can enjoy, which was a very pleasant surprise for me. I came across a five- or six-year-old girl taking a picture 
of the poster of the shunga exhibition and her parents seemed fine with that. I actually took a photograph of them. 
I think that visitors were enjoying the spirit portrayed in shunga rather than the act itself. After this exhibition, my 
thinking about shunga changed. It was a great experience.
    At one time shunga became extremely popular in Japan but things have calmed down since. I imagine that the 
way in which society thinks about shunga will change again in the future and move to another level.

Moderator: It seems that we may have to wait a little longer before we can show shunga at the Tokyo National 
Museum. Now I would like to talk about Mr. Kok’s presentation. He curated a “Cool Japan” exhibition, focusing on 
fan culture and the samurai, and showed objects for their content rather than their appearance.

Rinne: I was fortunate to have the opportunity to see the exhibition in Leiden while it was on, and it was such 
a new way to present such a wide variety of material. It was eye-opening and I learned a lot. I took a lot of 
photographs at the exhibition. I also had the opportunity afterwards to talk with several Dutch children who had 
gone to the exhibition and they loved Japan. So, I think the goal of reinventing Japanese art through museum 
experience was actualized through the exhibition. My congratulations for that.

Kok: Thank you very much. It is fascinating to hear that you talked to Dutch kids who loved the exhibition. It 
got good reactions from the visitors and recorded the highest visitor number ever, of all the exhibitions at the 
Volkenkunde since it was established. We tried not to make Cool Japan into just a celebration of Japanese pop 
culture, but also tried to be a little bit critical here and there, and we are trying to sharpen that up a little bit for 
the exhibition when it moves to Amsterdam. Let me give you one example. We had a 15-year old for a one-week 
internship program in the curatorial department, and for one day she was under my care, when we were preparing 
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for Cool Japan. I said to her, “I have an assignment for you. Take this piece of paper and write down everything 
that you think of when you hear the words “Cool Japan.” It was a trick on my part so that I would have some time 
to sort out my emails. She made a wonderful mind map. I still keep it in a file because it was very useful for me in 
preparing the exhibition and thinking about its concept. Then I said to her, “Please write everything down that you 
think is uncool about Japan.” Within minutes, the whole paper was filled with things that are uncool about Japan.
    Through this, we can realize—and it is actually not so far from the story of war prints or shunga—that it is not 
bad to have a little bit of conflict in exhibitions. Of course, we like it if people are satisfied with the exhibition, but 
we hope that people sometimes see some things that they disagree with or they do not like.

Boyd: You were saying earlier that there was a danger that visitors aren’t paying attention or reading the texts, and 
that this can reinforce some of the stereotypes that you were trying to question, and I wondered, how did you try to 
prevent that?

Kok: That is a very important question and it’s a real struggle for me. It is important to say, first of all, that I am not 
the only one making the exhibition. The concept was already there, and I changed the concept together with a big 
team. I learned once again that the visual presentation is more important than anything. Even though you present 
the text labels with extra care, you cannot expect everybody to read everything. Some want to enjoy an exhibition 
visually. And we have to keep in mind that you have to try to boil down a certain point that you want to make to 
a very concise point that you can convey visually. For example, for this exhibition I wanted to project some visual 
images right next to the suit of armor in order to explain how the image of the samurai and the double swords has 
been built up through these. However, some unexpected technical incidents happened, and therefore we had to relay 
those visual images to a monitor which was not very far away but not where I had wanted it to be. Then you already 
start losing the visual power of the point that you are trying to make. It is a real struggle. The visual presentation is 
very powerful, so sometimes I think we could hold an exhibition without any texts.

Clark: Dr. Kok, you kindly took me around the exhibition and I must confess, I just focused on the main title of 
Cool Japan, which raised certain expectations, but I hadn’t paid sufficient attention to your very important subtitle, 
Worldwide Fascination in Focus. In fact, the exhibition—correct me if I am wrong—is more about the worldwide 
enthusiasm for all of these aspects of Japanese culture than it is about the phenomenon itself. Is that correct?

Kok: Yes, this is correct. It was the main idea. “Fascination in Focus” is in Dutch “Fascinatie in Beeld,” which 
works even better than English, because “in Beeld” means “in visual image” and also “in focus,” so it works as a 
pun. I think I have showed you graphic infographics about how popular Japanese culture is worldwide.

Clark: Yes, the world map was fantastic. You said in your presentation a very interesting comment which I 
have written down.  It was a question: Is Japanese design limited to the borders of the Japanese nation? This is a 
question I would like to throw back to our Japanese colleagues. How do you feel when you see Cool Japan being 
very playfully recreated in the world around? What kind of expectations does that raise in the young visitors who 
are now going to come to Japan for the Olympics and visit the Tokyo National Museum, in some ways the center 
of Japanese art?  How do our colleagues in Japan feel about this free-floating interpretation of something that has 
originated in Japan?

Furuta: Thinking of how information can be diffused and how we acquire information in our society, I would 
say that I’m not sure whether this information it received the way we intend. In some cases, something we never 
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expected to become an object of interest gains immense popularity somewhere in the world. For instance, some 
recommendation for places to visit in Japan become viral in some country. Based on that information, people from 
that country flock to that place, even though no information was presented from the Japanese side. This has already 
occurred, and I think this kind of thing is going to happen more and more.
    We, as organizers of exhibitions, have to think, first of all, about how we can attract people and get them to come 
to see the exhibition. In addition to carefully planning the contents of an exhibition, we have to think about how 
to promote the exhibition, such as coming up with a catch phrase or subtitles or anything that will catch people’s 
attention and make them want to visit.
    I guess that the rage for Japanese swords might be one such example, on a large scale, of something unexpectedly 
becoming the focus of attention. To put it another way, Japanese swords have become so popular despite the lack of 
initiative from researchers that researchers and curators might be asked to hold an exhibition focusing on Japanese 
swords, yet not play a main role in organizing the exhibition, which is likely to happen.

Kunigo: I know almost nothing about the Cool Japan. I wonder if you, Mr. Tazawa, have any comments about this?

Tazawa: Mr. Kunigo said that he knows nothing about Cool Japan, but I am older than he is and know even less. 
Actually, there is another reason why I said that I know almost nothing about Cool Japan. Our museum, the Tokyo 
National Museum, and the National Museum of Modern Art, Tokyo, were established by dividing one institution 
into two. The Tokyo National Museum does not deal with contemporary art, which is covered by the National 
Museum of Modern Art. Therefore, our museum does not have a strong connection with current events in society. 
However, this situation may change with the coming of the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games, with the 
Japanese government trying to utilize cultural properties for promotion.
    From the point of view of museum professionals abroad, the past and present are connected in Japan, and in 
terms of getting visitors to become interested in Japanese culture, one big factor is how young people understand 
culture. I believe that the Kyoto National Museum is utilizing contemporary things very effectively. Mr. Ito from 
the Kyoto National Museum, I believe, is knowledgeable about Cool Japan. Could you talk about this?

Ito: From two years ago, I have been working at the Kyoto National Museum, but I have in the past worked at 
both the Tokyo National Museum and the Kyushu National Museum. My field is Buddhist art and metalwork, and 
I have been involved in many exhibitions. At KNM, the cultural properties in Kyoto are the main subject of our 
work. These are premodern works and we don’t have opportunities to present contemporary objects. The National 
Museum of Modern Art, Kyoto, handles contemporary art.
    I was very surprised when swords became incredibly popular because of the net game we talked about. I was 
at the Tokyo National Museum at this time and we didn’t plan any exhibitions that catered to this. However, at 
this time Mr. Suekane, who is here today, was working at the Kyoto National Museum. He displayed the swords 
that feature in this game all at once and drew huge crowds. Perhaps there is more flexibility at the Kyoto National 
Museum.

Kobayashi: I’m Kobayashi from the Education Department at the Tokyo National Museum. We have talked about 
the respective scopes of the Tokyo National Museum and the National Museum of Modern Art, Tokyo. But I think 
that visitors may have a different point of view. Even if TNM decides its scope, visitors may look at the exhibitions 
differently. So I believe there may be other ways of doing things. 
    Mr. Kok’s presentation was very interesting for me. I believe that the Cool Japan exhibition was geared for people 
who know little about Japan’s history and culture. But I don’t think there is much difference between people outside 
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of Japan and the young Japanese people who visit our museum, or will visit it in the future. I think that even at the 
Tokyo National Museum it may be good to use Cool Japan as an “entrance,” and then, building on that, encourage 
visitors to gain a deeper understanding of cultural properties.

Kok: Thank you for your question. The education program is usually based on the input that comes from the 
curatorial department, and based on that they find certain themes that they want to use in the program that 
surrounds the exhibition. First, I think it’s important to realize that when you are in Japan, the odds of coming 
across something that is related to Dutch culture are not very high. Maybe you will see some Gouda cheese in the 
supermarket, but you will not see Dutch things on a daily basis, not on TV or in the games you play. But you have 
to realize that in the Netherlands, kids play Pokemon and they know Hello Kitty, Pikotaro, and everything else, but 
sometimes they don’t realize that it comes from Japan. I agree that they don’t realize what kind of history is behind 
it. So, the type of public that we receive is of course completely different. There is always an educational program 
for children. For Cool Japan they have kids get a ticket, and with that ticket they can go to a barcode scanner under 
a small video screen, and they get a question. They have to tap the answer and when they chose the correct one, 
they win a prize at the shop, etcetera. And they also have separate programs with lectures by the curator, who 
prepares lots of activities on the weekends during the Cool Japan show. And we have different events: a Cool Japan 
weekend and a manga weekend. But that’s not specifically geared toward children, but to visitors of all ages. There 
are different educators in the education department who make the programs surrounding each exhibition, and they 
receive groups of children. For one event, kids were encouraged to see the exhibition and then they made paper 
carp based on the exhibition.

Moderator: We brought up many topics that deserve further discussion. I think this was a very productive panel 
discussion. I wish to thank all of the speakers. Please give them a big hand.


