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事例報告１

語られる物語─観る者を惹きつける日本美術：チェスター・
ビーティー・ライブラリーでの事例
メアリー・レッドファーン
チェスター・ビーティー・ライブラリー　東アジア研究員　アイルランド

略歴
2015年10月より、アイランド ダブリンのチェスター・ビーティー・

ライブラリーにて東アジアコレクション担当学芸員として勤務。
前職として、スコットランド国立博物館、ヴィクトリア・アンド・
アルバート博物館、ブリストル市立博物館・美術館にてアシ
スタント・キュレーターをつとめ、イースト・アングリア大学にて、日本の皇室の陶磁器および正餐に関
する研究により博士号取得。チェスター・ビーティー・ライブラリーにて、2016年に「洪凌回顧展」および
2017年に「友情の芸術：日本の摺物」を担当。著書としては、両展覧会の図録に加え、山﨑鯛介および今
泉宜子との共著『天皇のダイニングホール』（思文閣、2017）、「明治天皇のためのミントン（‘Minton for 
the Meiji Emperor’）」（ヒュー・コータッツィ《Sir Hugh Cortazzi》編『イギリスと日本：伝記的肖像 第
10巻（Britain and Japan: Biographical Portraits, vol. X）』Renaissance Books, 2016）等がある。

発表内容
従来の型にはまった日本美術に対する概念を打ち破り、より幅広い認識を養うにはどうすればよいかを考

えるとき、新たな作品を（現代作品であるか、従来の歴史的コレクションの範囲では代表的作品とみなされ
ていなかった、または過小評価されてきた作品であるかどうかを問わず）収集することが、これを実現する
うえで1つの有益な方向となり得る。しかし、今回の事例報告では、既存のコレクション内でこれまで見出
されてこなかった豊富な可能性に焦点を当てていく。特に、「専門家向け」とみなされてきたコレクション
が、実際ははるかに幅広い層の人々の興味を引くこともできる点を実証していきたい。
この点を明らかにするための事例研究として、チェスター・ビーティー・ライブラリーで近年開催された
2つの展覧会を選んだ。 1つ目の展覧会は「晩餐のための少女たち：大江山物語（Damsels for Dinner: 
Tale of Oeyama）」。チェスター・ビーティー・ライブラリーで2015年6月から2016年1月まで開催され、東
アジアコレクションの研究者であるローラ・マルドウニー（Laura Muldowney）氏がキュレーターを務めた。
2つ目の展覧会は「友情の芸術：日本の摺物（The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints）」で、
2017年3月から8月まで開催され、私がキュレーターを務めた。

チェスター・ビーティー・ライブラリー

チェスター・ビーティー・ライブラリーのコレクションの大半は、アルフレッド・チェスター・ビーティー卿
の個人的な蔵書から受け継がれている。 1875年にニューヨークで生まれたビーティーは鉱山の技術者および
専門家として財を成し、20世紀初頭にロンドンに移り住んだ。ビーティーの事業の利益が拡大するにつれ、
彼の美術品収集への情熱も高まっていく。当初は西欧の稀少な手稿の収集家として知られていたが、やがて
欧州、イスラム世界、アジアから、多種多様な起源と形式をもつ稀少な書物および手稿を探し求めるように
なった。ビーティー・コレクションの幅の広さは特筆すべきものがあり、同時に、その質の高さでも素晴ら
しさを誇っている。
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1950年に事業から退いたビーティーは、コレクションをアイルランドに移した。そしてダブリン郊外に新しい
ライブラリーの建設を依頼し、1953年には研究者、1954年には一般を対象として公開した。 1968年にビー
ティーが世を去ると、ライブラリーの建物とコレクションは国に委託され、アイルランド政府が運営費を負担
することとなった。
1990年代の末、ライブラリーの評議員会は、ライブラリーを市中心部の新しい場所に移転するという大きな
決断を下した。最初の建物の設備は現代の基準を満たしていなかったほか、来館者の数も少なく、1998年
には7,000人を下回っていた。移転場所にはダブリン城の歴史ある時計塔が選ばれ、増築工事の後、2000年
2月7日にライブラリーが正式に開館した（図1）。  
この建物には現在、コレクション展示用の2つの常設展示室、スタッフのオフィス、研究者向け閲覧室、
さらに臨時展示用の展示室、階段式講堂、カフェ、ショップ、保存修復工房および写真撮影用スタジオが
備わっている。従来通りの研究者向けに資料を提供するという役割に加え、ライブラリーは今ではミュージアム
としての機能も果たしており、新しい建物の位置と収容力により、アクセスが改善され、より充実した公開
講座や教育講座、コレクションのダイナミックな展示が可能となった。来館者数は大幅に増加し、2017年
には37万人を超えており、訪れた人々の満足度も高い。

晩餐のための少女たち：大江山物語

1917年にビーティーは日本を訪れた。そして熱心に日本美術の収集を開始し、なかでも奈良絵本・絵巻
として知られる絵入りの物語を集めた。記録資料には、その滞在期間中に、16世紀中期の『武蔵坊弁慶物
語』、江戸初期の絵巻『竹取物語』、『酒飯論』、『村松物語』などの作品を購入したことが記載されている。
ビーティーの帰国後にさらに多くの作品が追加され、国際的に重要な独特のコレクションが形成された。
現在、チェスター・ビーティー・ライブラリーの常設コレクションの一部となっているこれらの作品は、

研究者たちから大きな注目を浴びるようになった結果、研究シンポジウム、目録作成やデジタル化プロジェ
クトが行われ、数多くの書物も出版された 1。これらの作品はまた、1988年にサントリー美術館で、1992年
に米国でそれぞれ開催された、当ライブラリーの日本コレクションを紹介する国際的展覧会でも大々的に取
り上げられたが、日本国外の一般の人々にとって絵巻と絵本は依然なじみの薄い日本美術のままである。
日本ではよく知られた大江山物語の伝説は、欧州の来館者にはあまり知られていない。これは、酒に酔っ

た鬼「酒呑童子」が京の乙女たちをさらって喰う卑劣な宴会を開いていたが、最後には勇敢な英雄の源頼
光によって退治されるという物語である。当ライブラリー所蔵の『大江山物語絵巻』は17世紀半ばの作品で
あり、豪華な絵で彩られた3巻の巻物を通じてこの物語を伝えている。これらの絵巻は2012年から2015年に
かけて、住友財団からの寛大な助成金を受け、ライデンにあるレストリエント保存修復工房で保存修復作業
が行われた。
「晩餐のための少女たち」展は、この保存修復プロジェクトの完了にあたって開催された展覧会である（図
2）。絵巻をそれぞれ約6メートルの長さをもつ3台のケースに展示することで、作品全体の約半分を紹介する
ことができた。ケース内の解説パネルでは大江山物語、巻物形式、保存修復プロジェクトの主要な背景に
ついて説明する一方、作品に添えた小型のラベルでは物語の進行を説明した。さらにギャラリー内での映
像によって保存修復の工程を公開し、来館者が「舞台裏」を垣間見られるようにするとともに、文化遺産の
保存に必要な作業および人材や費用についても明示した。
展覧会に伴う公開講座は多彩な内容で、楽しいものとなった。学術的な情報提供を目的とした講演に加

え、芸術家および専門家の協力により実践的なワークショップも開催された。大人から、青少年、子どもま
でを対象とした、書道、ストップモーション・アニメーション、仮面作りのワークショップは非常に大きな
人気を博し、巻物の物語と芸術性に活気を与えることができた（図3）。
「晩餐のための少女たち」は来館者からも高い評判を得ており、当ライブラリーの絵巻物は学術的に重要
なだけでなく、不朽の物語であり、それ自体が極めて興味深いものであるということを再認識させる機会と
なった。独特の登場人物と筋書は来館者にとって目新しいものと感じられるかもしれないが、物語そのもの
は馴染み深いものである。ある評論家は次のように書いている。「一方には、少女を喰い、血をむさぼる
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鬼がいる。もう一方には、勇敢な戦士がいる。言い換えれば、善対悪の構図である。」2 こうした豊かな物
語は、日本美術に新たな観客を惹きつけるための非常に高い可能性を秘めている。

友情の芸術：日本の摺物

日本美術に対するビーティーの関心は1917年の日本訪問以来、変わらず継続していたが、日本の版画を
収集しはじめたのは1950年代にチェスター・ビーティー・ライブラリーを設立した後のことであり、その際、
版画の専門家であるジャック・ヒリアーを雇い入れて収集活動を展開した。今や江戸時代の浮世絵といえ
ば、実際最も容易に思い浮かべられる日本美術の一例となっているが、ビーティーは当初、そういったより
見本となるようなコレクションの形成を目指していた。しかし、やがてそれよりもはるかに知られていない、
個人的な注文によって作られた摺物と呼ばれる版画に注目するようになっていった。
江戸の狂歌連のために摺られた、少部数で贅沢な版画である摺物では、狂歌に一流絵師の描いた絵が
添えられた。それらは販売を目的とせず、狂歌の仲間内で交換されたものであった。 1954年から1963年ま
での期間に、ビーティーとヒリアーは375枚ほどの卓越した摺物のコレクションを作り上げた。このコレクショ
ンの完全な目録がロジャー・キーズによって作成され、1985年に画期的な出版物として発表されたことによ
り、同分野の研究者の間でこのコレクションの重要性が決定づけられた3。
当ライブラリーではアイルランドと日本の外交関係樹立60周年を記念して数々の催しが行われたが、その1

つに2017年の「友情の芸術：日本の摺物」展がある（図4）。この展覧会は、摺物の社会について探るもの
であった。すなわち、これらの摺物を注文した人々、制作した人々、摺物が共有された機会、そしてそれ
らが体現している詩と文学の知識である。  
この展覧会はテーマ別に空間を分けた構成とし、来館者を江戸の狂歌連の世界に案内したうえで、摺物
に関するさまざまな側面と、当ライブラリーのコレクションの編成について紹介した。壁面には80点の摺物
を展示し、覗きケースには関係する少数の狂歌本や画帖仕立てのものを配置した。個々の展示品のキャプ
ションでは、各テーマにおいて主要となる考えを強調するとともに、来館者に詳細な鑑賞を促すべく具体的
な細部に焦点を当てた。全体を通した狙いは、解説を読みやすくし、来館者が多くの情報を得られるように
ということであった。  
日本の国際交流基金からの資金提供によって、展覧会の構成に厳密に沿った形の豊富な図版入りカタロ

グの出版が可能となった4。  展示室内の解説と同様に、このカタログは、予備知識はないものの摺物に関
心を持つ読者に向けて書かれている。この展覧会に伴って、公開イベントとして、講演、実演、芸術家の
指導によるワークショップ、音楽演奏、映像プレゼンテーションといった多彩なプログラムが、異なった来
館者グループ向けに実施された。これらの各イベントは摺物の様々な側面に光を当てるものであり、例えば
詩、音楽、イラストなどに興味を持ってはいるが、日本美術に関する知識はほとんどない、新たな来場者
を惹きつける架け橋としての役割を果たした。
「友情の芸術」展の来館者数は13万人を超え、過去3年間に開催された当ライブラリーの展覧会で最大を
記録している。これを1か月あたりの平均来館者数に換算すると、この展覧会は、当ライブラリーにおける
展覧会としては、過去3年間で2万人以上の月間来館者数を記録したわずか2回のうちの1回に数えられる。
カタログは現在までに800部が販売されている。これら摺物の豊かさとそこに描かれた物語が、来場者を魅
了し、その感性に訴えるものとなっている。アイリッシュ・タイムズ紙が指摘した通り、「摺物を鑑賞するには、
注意深く見なくてはならない。しかし、そこから得られるものは計り知れない。」5のである。

結論

チェスター・ビーティー・ライブラリーが所蔵する物語絵と摺物は、その日本コレクションの中でのみどこ
ろであることは疑う余地もない。これらのコレクションは専門家の間で注目されている一方、更に幅広い鑑
賞者の心をとらえ、その感性に訴えかける可能性をも秘めている。私たちは、ミュージアムとして、我々の
強みを生かすと同時に日本美術への認識を広めることができる。
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これまでに述べた展覧会の成功は、コレクションに対する研究の確かな基盤、保存修復作業とカタログ
発行を可能にする外部からの資金提供、そして多彩な公開講座を開催するための芸術家、個人、組織との
パートナーシップといったものを積み重ねることによって、より大きなものとなった。新たな研究の構築と日
本美術の既存コレクションへの財源および必要とされる人材の拡充を目指して、更なる努力を続けることによ
り、これらのコレクションに秘められた可能性、すなわち、いまだ語られていない物語、を明らかにし、世
界中の人々に示すことができるものと思われる。  

1 例：国文学研究資料館、チェスター・ビーティー・ライブラリー編 『チェスター・ビーティー・ライブラリィ絵巻絵本解題目録』、東京：
勉誠出版、2002。

2 Lois Kapila, ‘Brushing Up: The Tale of Oeyama by Anonymous’, Dublin Inquirer 21 July 2015
3 Roger Keyes, The Art of Surimono: privately published Japanese woodblock prints and books in the Chester Beatty Library, 

Dublin , London: Philip Wilson Publishers (Sotheby), 1985.
4 Mary Redfern, The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints , Dublin: Chester Beatty Library, 2017.
5 Aidan Dunne, ‘Surimono: a visually sumptuous Japanese artform’, Irish Times 21 March 2017.

図1： チェスター・ビーティー・ライブラリー 
Fig. 1:  The Chester Beatty Library 

図3： 「晩餐のための少女たち」のためのペーパー・パンサー・
プロダクションによるアニメーション・ワークショップ
（2015年）

Fig. 3:  Animation workshop with Paper Panther Productions 
for Damsels for Dinner, 2015

図2： 「晩餐のための少女たち」の展示（2015年）
Fig. 2:  Installation of Damsels for Dinner, 2015 

図4： 「友情の芸術」の展示（2017年）
Fig. 4:  Installation of The Art of Friendship, 2017

All images © The Trustees of the Chester Beatty Library, Dublin
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Case Study 1

Stories to Be Told: Engaging Audiences with the Arts of Japan 
at the Chester Beatty Library
Dr. Mary Redfern
Curator of the East Asian Collections, Chester Beatty Library, Ireland

Profile
Mary Redfern joined the Chester Beatty Library in Dublin, Ireland, as Curator of the East Asian Collections in 

October 2015. Having previously worked as assistant curator for East Asia at the National Museum of Scotland, the 
Victoria and Albert Museum, and Bristol City Museum and Art Gallery, she completed her PhD on Japanese imperial 
ceramics and dining at the University of East Anglia. In 2016, she curated the exhibition Hong Ling: A Retrospective 
at the Chester Beatty Library, and in 2017, she curated The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints. In addition 
to catalogues prepared for these exhibitions, her publications include Tennō no dainingu hōru (The Emperor’s Dining 
Hall) written with Yamazaki Taisuke and Imaizumi Yoshiko (Shibunkaku, 2017) and “Minton for the Meiji Emperor” 
in Britain and Japan: Biographical Portraits, vol. X, edited by Sir Hugh Cortazzi (Renaissance Books, 2016).

Presentation Summary
In considering how we might move beyond existing stereotypes of the arts of Japan and develop a broader 

appreciation, the acquisition of new material—whether contemporary works, or items un-/under-represented 
within the traditional confines of historic collections—is one course that might be profitably pursued. This 
presentation, however, focuses on the rich potential still to be found within existing collections. In particular, I aim 
to demonstrate that collections deemed ‘specialist’ can also enjoy a much broader appeal.

The case studies selected to illustrate this point are two recent exhibitions held at the Chester Beatty Library. 
The first exhibition, Damsels for Dinner: Tale of Oeyama, was held at the Library from June 2015 to January 2016 
and curated by Ms. Laura Muldowney, Researcher for the East Asian Collections. I curated the second exhibition, 
The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints, held from March to August 2017.

The Chester Beatty Library

The great majority of the collections of the Chester Beatty Library came from the personal library of Sir 
Alfred Chester Beatty. Born in New York in 1875, Beatty made his fortune as a mining engineer and specialist, 
resettling in London in the early twentieth century. As Beatty’s business interests f lourished, so too did his 
passion for collecting art. First known as a collector of rare Western manuscripts, Beatty sought out rare books 
and manuscripts of diverse origins and forms from across Europe, the Islamic world, and Asia: the breadth of his 
collections matched only by their quality.

Retiring from business in 1950, Beatty moved his collections to Ireland. He commissioned a new Library 
building in the suburbs of Dublin, opened to scholars in 1953 and to the general public from 1954. On Beatty’s 
death in 1968, the Library building and collections were placed in trust for the nation, with the Irish government 
taking on responsibility for operational costs.

In the late 1990s, the Library’s Board of Trustees took the significant decision to relocate the Library to a 
new site in the heart of the city. Facilities at the original building did not meet contemporary standards, and visitor 
figures were low, with fewer than 7,000 visitors in 1998. The new site chosen was the historic Clock Tower building 
of Dublin Castle. An extension was added, and the Library was formally opened on 7 February 2000 (Fig. 1). 

Today this building houses two permanent galleries for display of the collections, staff offices, and a reading 
room for researchers’ use, as well as a temporary exhibition gallery, lecture theatre, café, shop, conservation and 
photography studios. While still a resource for scholars, the Library today functions as an art museum, its new 
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building offering the location and capacity for greater access, public and educational programming, and dynamic 
display of the collections. Visitor figures have increased dramatically with more than 370,000 visitors in 2017, and 
satisfaction is high.

Damsels for Dinner: Tale of Oeyama

In 1917, Beatty visited Japan. He began to acquire Japanese art with a fervour, especially the illustrated 
narrative manuscript books and handscrolls known as Nara ehon/emaki. Archival records show that works 
including the mid-16th century Tale of Musashibō Benkei, and early Edo period scrolls Tale of the Bamboo Cutter, 
Debate over Sake and Rice, and Tale of Muramatsu were bought during this trip. Additional works were added 
following Beatty’s return, forming a unique collection of international significance.

Now part of the permanent collections of the Chester Beatty Library, these works have drawn significant 
attention from scholars, with research symposia, cataloguing and digitisation projects and numerous publications.1  
They also featured prominently in international exhibitions of the Library’s Japanese collections held at the Suntory 
Museum in 1988 and in the USA in 1992, but for the general public outside Japan, illustrated story scrolls and 
manuscripts remain among the less familiar of Japan’s arts.

A popular legend in Japan, the Tale of Ōeyama is less familiar for European visitors. It tells the drunken ogre 
Shutendōji, who dined upon the maidens of Kyoto at despicable banquets before finally being defeated by the 
brave hero, Raikō.  The Library’s Tale of Ōeyama scrolls date from the mid-seventeenth century and tell this story 
across three richly illustrated handscrolls. Between 2012 and 2015, these scrolls were conserved by Restorient 
conservation studio, Leiden, thanks to a generous grant from the Sumitomo Foundation.

The exhibition Damsels for Dinner marked the completion of this conservation project (Fig. 2). The scrolls 
were displayed in three cases, each. 6m long, allowing about half of the complete work to be shown. In-case text 
panels presented key background on the story of Ōeyama, the handscroll format and the conservation project, 
while smaller labels alongside the work addressed the developing narrative. A video presentation within the gallery 
documented the conservation process, offering visitors a glimpse ‘behind the scenes’ while also demonstrating the 
work and resources that the preservation of cultural heritage demands. 

Public programming to accompany the exhibition was varied and fun. In addition to academic and informative 
lectures, practical workshops were held in collaboration with artists and practitioners. Workshops in calligraphy, 
stop motion animation, and mask making specifically targeted towards adults, teens and children proved very 
popular and brought the stories and artistry in the scrolls to life (Fig. 3).

Damsels for Dinner was well received by visitors: a pertinent reminder that as important as the Library’s 
illustrated handscrolls are to the academic community, they are also enduring stories, and highly entertaining in 
themselves. While particular characters and narratives may be new to visitors, the stories are nonetheless familiar. 
As one reviewer wrote, ‘On one side, a maiden-eating, blood-guzzling demon. On the other, valiant fighters. In 
other words, good versus evil.’2 Such rich stories have the strongest potential to attract new audiences to Japanese 
art.

The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints

Beatty’s interests in Japanese art continued from the time of his 1917 visit to Japan, but it was only after 
the founding of the Chester Beatty Library in the 1950s that he began to collect Japanese prints, engaging 
print specialist Jack Hillier to develop the collection. Beatty set out with the aim of making his collection more 
representative – indeed today the ukiyo-e woodblock prints of the Edo period may be the most readily recognised 
of Japan’s arts – but in time his attention was caught by much less familiar privately-commissioned prints known as 
surimono. 

Printed in small and luxurious editions for Edo’s kyōka poetry circles, surimono paired the poets’ verses with 
illustrations by leading artists. Rather than being commercially sold, they were exchanged within these literary 
networks. Between 1954 and 1963, Beatty and Hillier amassed a collection of some 375 remarkable surimono 
prints. The collection was fully catalogued by Roger Keyes in a ground-breaking publication in 1985, establishing 
its importance for scholars in the field.3 
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One of a number of events held by the Library to mark the 60th anniversary of formal diplomatic relations 
between Ireland and Japan, The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints was held in 2017 (Fig. 4). The 
exhibition explored the social world of surimono: the people that commissioned and made these prints, the 
occasions on which they were shared, and the poems and literary knowledge they embodied. 

The exhibition was thematically and spatially organised to guide the visitor into the world of Edo’s poetry 
circles before exploring different aspects of surimono and the formation of the Library’s collection. 80 prints were 
displayed on the walls, together with a small group of related poetry books and albums in desk cases. Individual 
object labels reinforced key ideas for each theme while also highlighting specific details to encourage close 
viewing. The aim throughout was to keep the text informative and accessible. 

Funding from the Japan Foundation enabled publication of a fully-illustrated catalogue, which closely 
following the structure of the exhibition.4 As with the gallery texts, this was written for an interested reader with no 
prior knowledge. The exhibition was also accompanied by a full programme of public events: lectures, 
demonstrations, artist-led workshops, musical performances, and film presentations targeted towards different 
visitor groups. These events highlighted different aspects of the prints, serving as a bridge to draw in new audiences 
with interests in (for example) poetry, music or illustration, who might otherwise have little knowledge of Japanese 
art.

The Art of Friendship was visited by more than 130,000 people: the highest attendance for an exhibition at the 
Library in the last three years. Adjusting the numbers to monthly averages, it is one of only two exhibitions at the 
Library to have achieved over 20,000 visitors per month in this period. To date, 800 copies of the catalogue have 
been sold. The richness of these prints and the stories that they tell have entranced and inspired visitors. As the 
Irish Times observed, ‘surimono require close attention, but the rewards are immense’.5

Conclusions

There can be no doubt that the Chester Beatty Library’s narrative paintings and surimono prints are among the 
highlights of its Japanese collections. As well-regarded as these collections are in specialist circles, they also have 
the potential to captivate and inspire much wider audiences. As a museum, we can both play to our strengths and 
broaden the appreciation of Japanese art.

The success of the exhibitions discussed was furthered by a combination of a solid foundation of research upon 
the collections, external funding that enabled conservation and catalogue publication, and partnerships with artists, 
individuals and organisations for a rich public programme. As more is done to develop new research and bring 
additional resources to existing collections of Japanese art, the potential of these collections – the stories waiting to 
be told – can be unlocked and presented to audiences across the world.

1 For example: National Institute of Japanese Literature and the Chester Beatty Library, 『チェスター・ビーティー・ライブラリィ絵巻
絵本解題目録』 [Descriptive catalogue of Japanese illustrated manuscripts and printed books in the Chester Beatty Library], Tokyo: 
Bensei Publishing, 2002.

2 Lois Kapila, ‘Brushing Up: The Tale of Oeyama by Anonymous’, Dublin Inquirer 21 July 2015
3 Roger Keyes, The Art of Surimono: privately published Japanese woodblock prints and books in the Chester Beatty Library, Dublin, 

London: Philip Wilson Publishers (Sotheby), 1985.
4 Mary Redfern, The Art of Friendship: Japanese Surimono Prints, Dublin: Chester Beatty Library, 2017.
5 Aidan Dunne, ‘Surimono: a visually sumptuous Japanese artform’, Irish Times 21 March 2017.


