次回の特別展
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日本美術の至宝

九州国立博物館

ボストン美術館

九州国立博物館 季刊情報誌

2013 年 1月1日（火・祝）〜 3月17日
（日）
品の質・量ともに世界有数のレベルを誇る
ボストン美術館。45万点以上のコレクショ

き

ら

ず

Access

び だい じん にっ とう え まき

大絵巻「吉備大臣入唐絵巻」と「平治物語
そ

が しょう はく

福岡都市
高速道路

絵巻」
、修復後初公開となる曽我蕭白の迫
力ある「雲龍図」など。およそ百年前、日本
フェノロサらによって収集され、海を渡っ

太宰府IC

太宰府天満宮
西鉄
太宰府

島

児
線

期待ください。

西鉄二日市
JR二日市

※12月25日（火）
〜31日（月）は休館

大学生 …………… 130円（70円）

大分自動車道

3

交通案内
JR 博多駅

福岡空港
市営地下鉄
5分

JR鹿児島線
快速15分

市営地下鉄
11分

福岡市営地下鉄 天神駅
西鉄

福岡
（天神）
駅

JR 二日市駅

西鉄天神
大牟田線
（特急）約15分

徒歩約10分
バス約5分
西鉄 二日市駅

西鉄
太宰府線5分
西鉄 太宰府駅
徒歩約10分

〒818‐0118 福岡県太宰府市石坂4‐7‐2
ご案内 NTTハローダイヤル

050‐5542‐8600
※オペレーターが対応します。通話料が発生します。

http://www.kyuhaku.jp

九州国立博物館
駐車場（有料）に限りがあります。
ご来館の際は公共の交通機関をご利用ください。

30

分

※
（ ）内は20名以上の団体料金。
※障がい者とその介護者１名は無料。展示室入口にて障害者手帳等をご提示ください。
※高校生及び18歳未満、70歳以上の方は、文化交流展は無料。文化交流展示室入口にて年齢の分かるもの（生徒手帳、健
康保険証、運転免許証等）をご提示ください。
※特別展の観覧料で、文化交流展（平常展）もご覧いただけます。
※満65歳以
上の方は、特別展については（ ）内料金でご入場いただけます。チケット購入の際に年齢の分かるもの（健康保険証、運
転免許証等）をご提示ください。
※キャンパスメンバーズの方は文化交流展は無料。特別展については（ ）内料金でご入
場いただけます。チケット購入の際に学生証等をご提示ください。
＊特別展『フェルメール「真珠の首飾りの少女」inベルリン国立美術館展−学べるヨーロッパ美術の400年−』の開催期間
は10/9（火）〜 12/2（日）です。

鳥栖JCT

長崎自動車道

車で約

特別展『フェルメール「真珠の首飾りの少女」inベルリン国立美術館展
−学べるヨーロッパ美術の400年−』観覧料
一 般……………1,500円（1,300円） 高校生・大学生…1,000円（800円）
小学生・中学生…… 600円（400円）

JR筑豊線

福岡県道・佐賀県道17号
久留米基山筑紫野線

本誌の全部または一部を無断で複製（コピー）することは禁じられています。

Photograph C 2012-2013 Museum of Fine Arts, Boston.
開館時間
9：30〜17：00（入館は16：30まで）
休館日
月曜日 ※10月8日（月・祝）、29日（月）、11月12日（月）、26日（月）、12月24日（月）は開館

筑紫野IC

原
西鉄太宰府線
3
上宝満橋
高雄
針摺 永岡

発行：九州国立博物館

馬頭観音菩薩像
平安時代・12 世紀中頃
アメリカ・ボストン美術館蔵

文化交流展観覧料（特別展は別料金）
一 般 … ………… 420円（210円）

九州国立博物館入口

九州国立博物館

鹿

た名品が一堂に会する本展覧会。どうぞご

福岡空港

JR

西鉄
福岡
（天神）
西鉄天神
大牟田線

平成24年10月1日発行

美術院を創設した岡倉天心やアーネスト・

九州自動車道

新幹線

福岡市営地下鉄
JR博多

あ の 時 代 ︑あ の 天 才 ︑

ほっ け どうこん ぽんまん だ

「法華堂根本曼荼羅図」
、同美術館が誇る二

あの作品に出会う︒

介します。奈良時代に描かれた仏画の傑作
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2005 年10月16日の開館以来、たいへん多くのお客様
にご来館いただき感謝申し上げます。今年、2012 年は、
いよいよ 1000 万人を迎えることとなりました。今後とも
ご声援のほどよろしくお願いいたします。

ンから、よりすぐりの日本美術の名品を紹

vol.26
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アメリカで最も古い美術館の一つで、作

Netherlands
特 別 展

ヨハネス・フェルメール
《真珠の首飾りの少女》

Germany
ルーカス・クラーナハ（父）の工房
《マルティン・ルターの肖像》

France

ジョゼフ・シナール
《ジュリエット・レカミエ夫人の胸像》

ベルナルディーノ・ピントゥリッキオ
《聖母子と聖ヒエロニムス》

ディエゴ・ベラスケス
《3 人の音楽家》

Italy

Spain

Kyuhaku

時代や国によって異なる
題材や技法に注目すると楽しい

特別展インタビュー

探求人

に

聞

く

特別展示室

●特別展

3F

15 世紀から 400 年にわたるヨーロッパ美術を通史的に見る
ことができる本展覧会。創設当初から網羅的に集めてきたヨー
ロッパ美術コレクションですが、展示施設が分散しているため、

国立西洋美術館 学芸課主任研究員
たか

なし

みつ

実際にベルリンで本展覧会で紹介される絵画、彫刻、素描作

まさ

高梨 光正さん

品をまとめて見ることはできません。
「中でも素描は光に弱

1968 年北海道生まれ。東北大学大学院前期課程修了後、
94〜98年フィレンツェ大学留学。99年から国立西洋美術
館学芸課に勤務し、現在、オールドマスター絵画彫刻
を担当する主任研究員。専門はイタリア近世美術史。

して申請書を提出しないと見られません。ドイツの木彫作

いことから常設展示されていないので、研究者として登録

15 世紀
ドイツの刃物と
木彫技術の粋

品をまとめて借りられる機会もそうあることではない
ので、そういう点でも本展覧会は大変貴重な機会とい
えます」
公開される107点は、
15 〜18 世紀のドイツ、オラ

私のオススメ
見どころ
ポイント！

ンダ、フランス、イタリア、スペインを代表する第
一級の美術品。
「17世紀のスペインやイタリアでは
王侯貴族が絵画を描かせましたが、オランダでは

日本初公開を含む傑作107点を一堂に !
ヨーロッパ400年の美と歴史を読み解く

馬の頭や体の曲線の美しさ、
ゲオルギウス着用の鎧のエッジ
が、ドイツの刃物と木彫技術の
高さの象徴ともいえます。全体
的には馬の脚と龍の頭で支えて
いるバランスの良さが素晴らし
い。人物、馬、龍の立場や考えの
違いが表れている点にも注目を。

龍を退治する馬上の聖ゲオルギウス
ティルマン・リーメンシュナイダー

裕福な市民が絵画を注文・購入していました。絵
を求める人によって題材も違い、イタリアやスペ

1490年頃
ベルリン国立美術館彫刻コレクション

インでは貴族の肖像画や宗教画が主流、オランダ
絵画の主題は世俗画や静物画でした」

C Staatliche Museen zu Berlin

日本初公開

例えば、日本初公開となるフェルメールの『真珠の首飾りの
少女』は17世紀オランダの日常生活が表現されています。
「少女
の背後にはもともと地図が描かれていたことがエックス線調査

ドイツ連邦共和国の首都ベルリン市内に15施設を有する世
界最大規模の博物館複合施設「ベルリン国立美術館群」
。膨大
な文化財の中でも、ひときわ高く評価されているヨーロッパ
美術のコレクションにスポットを当てた「ベルリン国立美術
館展 学べるヨーロッパ美術の400年」では、
15〜18世紀の絵
画、彫刻、素描作品計107点を紹介します。作品選定に携わっ
た国立西洋美術館の高梨光正さんに、同美術館群の成り立ち
や本展の見どころなどを聞きました。

メトロポリタンにも導入された
近代的美術館システム

によって判明。また左側にある壺は中国の景徳鎮製で、東方貿
易で得たオランダの富を象徴しています」
。
16世紀初頭のラファ
エッロによる『幼児キリストと洗礼者ヨハネ（
〈インパンナータの
聖母〉の習作）
』には、銀筆独特の繊細な線が用いられています。
はかな

なぜ、ベルリンに多彩なヨーロッパの美術・芸術品が数多く

「背景が灰色なので、湯気で曇ったガラスに指で描いたような儚

集まっているのでしょうか？ その歴史は1830年、プロイセン

さが感じられます」。時代、国によって異なる題材や技法に目を

王国が創設した世界初の公共博物館「アルテス・ムセウム（旧

向けてみるのも、多彩な作品を鑑賞する楽しみ方の一つです。

博物館）
」に始まります。
「そこでは、文化人類学者フンボルトを創設の一員に迎え、人
類の文明とは、文化とは何か という根本命題によって、ヨー

真っ黒な衣服の
デリケートな
描き方

ロッパをはじめ、東洋（中国、日本）
、アフリカ、古代ギリシャ、
ローマ帝国などのあらゆる文明の遺産を集めて研究し、展示し
ていました。近代的美術館のシステムをいち早く取り入れてい
たのです」と高梨さんは解説します。王侯貴族がお気に入りを
集めた個人コレクションとは異なり、国家プロジェクトとして

私のオススメ
見どころ
ポイント！

世界各地の美術・芸術品などを収集。とりわけヨーロッパ美術
の名品は、イギリス人などのコレクターからまとめ買いしまし

宗教改革で知られるルターの肖像
画は、彼の支持者が手元に置いてお
くブロマイドのようなものでした。
帽子と衣は真っ黒に見えますが、艶
のある部分とない部分を描き分けて
います。そこには、とてもデリケー
トな技術を見ることができます。

た。
「コレクションを散逸させないように、かつ効率的に拡充
するという目的からですが、一度に買い取る経済力があったん
ですね。ヨーロッパ全体に目を配りながら、またドイツ国内に

門外不出！
絵巻の
ような挿絵
私のオススメ
見どころ
ポイント！
ダンテが煉獄から天国へと導かれる四
つの章をまとめ、分かりやすく表現した
挿絵。その描き方はまるで絵巻のよう。
『神曲』の挿絵は全92葉のうち、バチカン
は8点、84点をベルリンが所蔵。物語を
正確に捉えた、完成度の高い作品です。

ある美術品の保全と収集も実施することで、さまざまな文化の

ダンテ『神曲』写本より
「煉獄篇第 31歌」
サンドロ・ボッティチェッリ
1480−95 年頃
ベルリン国立素描版画館
C Staatliche Museen zu Berlin

違いをたどろうとしていたんだと思います」

真珠の首飾りの少女
ヨハネス・フェルメール
1662−65 年頃
ベルリン国立絵画館

絵のストーリーを
考えられる面白さ
私のオススメ
見どころ
ポイント！

C Staatliche Museen zu Berlin

フェルメールの絵のテクニックは極め
て高度で、真ん中には何もないという構図
の取り方も冒険的。イタリア絵画に見られ
る約束事がなく、見る人それぞれが自由に
解釈できる面白さがあります。じっくり見
て、ストーリーを考えてみてください。

しかし、そのプロジェクトは戦争や政治的な理由で妨げられ
てしまいます。
「第２次世界大戦後には巨大なコレクションが
東西ベルリンに分断され、各所に造った絵画館や素描館などで
管理されました」
。そして東西ドイツ統合後、15施設からなる
ベルリン国立美術館群として歩み始めました。古くからベルリ
ン美術館が理念としてきた作品の収集、研究、展示公開と社会
教育を一体化させた近代的美術館システムは、アメリカのメト
ロポリタン美術館にも取り入れられ、今日では世界各国の美術
館・博物館制度の基礎となっています。

マルティン・ルターの肖像
ルーカス・クラーナハ（父）の工房
1533 年頃
ベルリン国立絵画館
C Staatliche Museen zu Berlin

九州国立博物館でのみ公開
幼児キリストと洗礼者ヨハネ
（
〈インパンナータの聖母〉の習作）

ラファエッロ・サンティ
1511−12 年頃
ベルリン国立素描版画館
C Staatliche Museen zu Berlin
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Discover Museum

文化交流展示室

名品
探訪

文化交流展示室 4F

異文化に触れ
新たに生まれた日本の美。

C A

近づく西洋
Ⅴ丸くなった地球、
D

シアター4000

Ⅳ

アジアの海は
日々これ交易

B
宮地嶽古墳と
アジア

Ⅰ

大宰府の
おもかげ

Ⅱ

縄文人、
稲づくりから
海へ
国づくり

Ⅲ

遣唐使の
時代

弥生時代から国外との文化交流が盛んな九州。16〜
17 世紀の南蛮貿易では、アジアやヨーロッパのデザ
インを取り入れた「南蛮漆器」が多く輸出されました。
ひつ

しょ だん す

南蛮漆器の特色は祭具や櫃、書箪笥など異国の造形に、
ら

でん

まき え

日本の伝統的な螺鈿や蒔絵の技法で装飾を施した和洋
折衷。光沢の美しさや堅固さが評価され、さらにヨー
ロッパを中心に世界各国で大きな人気を博しました。
日本と諸外国の文化が融合し、新たな美を生んだ南蛮
漆器と、南蛮貿易をモチーフにした屏風絵を文化交流
展示室の作品の中から紹介します。

か ちょう まき

え

ら

でん せい がん

花鳥蒔絵螺鈿聖龕

安土桃山〜江戸時代・16 世紀末〜17 世紀初頭
展示期間：2012 年

A

9 月 11日（火）〜 12 月 2 日（日）

聖画を納めるキリスト教の祭具。イエズス会宣教
師が注文し、日本の蒔絵職人が制作した聖龕は、精緻
を極めた装飾が見事です。金の幾何学文様の縁取り
や草花鳥獣の文様で空間を埋め尽くしたデザインが
きらびやか。近世初期の日本とヨーロッパの文化交
流の象徴的な作品といわれています。

さん すい か ちょう ら でん ふた つ

山水花鳥螺鈿蓋付きナイフ入れ
江戸時代・19世紀

B

展示期間：2012 年 12 月 4 日（火）〜 2013 年 3 月 10 日（日）
つぼ

古代ギリシャの壺を思わせるエキゾチックな形のナ
イフ入れ。８面からなり、内部は放射線状にナイフを
収納する構造になっています。薄いアワビの貝片で、
花鳥や山水の文様を色あざやかにあらわしています。

とう せん

なん ばん せん

ず びょう ぶ

唐船・南蛮船図屏風

安土桃山 ̶ 江戸時代・17 世紀

C

か ちょう ら

江戸時代・19 世紀

狩野派正系の画家、狩野孝信が慶長年間に描いたと
される南蛮屏風。右隻は、日本に到着した黒い南蛮
船と南蛮寺に向かうポルトガルの一行を描いた南
蛮屏風の定型的な構成。一方の左隻は、日本の
港ではなく、白い唐船が行き交う中国の港町の
風景など珍しい題材となっています。モチー
フを細部まで丁寧に描き込みながら、全体
を調和させる描写力が見どころです。

左隻

3
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でん たん

す

花鳥螺鈿箪笥

展示期間：2012 年 9 月11日（火）〜10 月21日
（日）
〔右隻〕
※12 月4 日（火）〜 2013 年 1月14日（月・祝）
〔左隻〕

展示期間：2012 年

D

9 月 25 日（火）〜 12 月 2 日（日）

黒漆の地と花鳥文様のコントラストが美しい
箪笥は、19世紀の長崎で作られた調度品。アワ
ビ貝の薄片を菊やショウブなどの花鳥文様の形
にし、観音開きの扉の両面に貼り付けています。
貝に彩色を施すのは長崎螺鈿の特色。

右隻

vol.26
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Topic News

Kyuhaku

文化交流展示室

本 居宣長自 筆「 古事 記 伝 」が 九 州 初 公 開！
古事記完成1300年記念特別公開

期間／2012 年 9月25日（火）〜 11月18日（日）
場所／ 4F 基本展示室

Play

釜を持ち上げてみよう！
芦屋釜の復元品を持ち上げることができます。

●１F

●
●

●

●

●

●

●

●

●

開催中〜 12月9日（日）

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

12月19日（水）〜 2013年3月10日（日）

●

●

●

●

秋の恒例企画。芦屋釜を中心に茶道具の魅力に迫ります。

Intellect

●

●

●

●

●

●

新春企画。徳川美術館所蔵の「初音の調度」
を特別公開します。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2013年1月22日（火）〜 3月17日（日）

●

●

九州国立博物館を多角的にガイド
する｢館内案内＆平常展案内｣。｢館内
案内｣は１Fを巡りながら博物館の概
要について、｢平常展案内｣は4Fの展示
物の詳細や歴史などを説明します。修
復の様子が見られるバックヤード、茶
室などを見学できるツアーも実施。

●

●

2013年１月１日（火・祝）〜 27日（日）

●

●

縄文土器の代表である火炎土器は、なぜ雪深い場所で生まれ
たのか。その謎に迫ります。

学芸員が解説する｢ミュージアムトーク｣

ミュージアムトーク
を体験

平常展案内

初の状態を保って
す もん ひら がま

い る「素 文 平 釜」

重要文化財
かえでりゅうすい にわとり ず しん なり がま

楓流水 鶏 図真形釜
室町時代 15世紀
九州国立博物館所蔵

赤司善彦展示課長

火曜日 15:00〜（30 分程度）
ミュージアムトークスケジュール
４F 文化交流展示室内
実施日
参加無料（ただし文化交流展の観覧料は必要）

この日のテーマは
「青銅」
。中国古代
青銅器の文様が何
をあらわしている
のか、刻まれた文
字の意味などを目
で確かめます

バックヤードや茶室の案内
毎週日曜日 14:00〜
受付は、
ボランティア受付カウンター（１Fあじっぱ前）12:00より
※諸事情により案内できない時もあります。

申し込み・ 九州国立博物館 交流課
問い合わせ ☎092-929-3289（9：00 〜 17：00）

レストラン・グリーンハウス

フェルメールの代表作がグッズに

牛フィレステーキをドイツ風ソースで

特別展に合わせて名画をモチーフにしたア
イテムが充実。A4サイズの書類が楽に入る
バッグや、磁石付きのかわいい指人形、インテ
リアのアクセントにもなるカレンダーなど。
暮らしを彩ってくれそうです。

九州の食材でドイツの家
庭料理風にアレンジした期
間限定メニュー。エンドウ
豆の食感を残したスープは
ソーセージが味のアクセン
ト。メ イ ン の 牛 フ ィ レ ス
テ ー キ は、煮 込 み 料 理・
ヤーガグーラッシュ風の
ソースで。トマトとパプリ
カ、タマネギ、フォン・ド・
ボーにキノコを加えて作っ
たソースは、コクと甘みの
バランスが絶妙です。

容

10 月 2 日（火） 仏像の科学調査−模造 阿修羅像について−
16 日（火） 南蛮屏風の世界
20 日（土） 茶道具にみる意匠とその魅力「茶の湯を楽しむ V」
23 日（火） 漢文化のひろがり

※英語や中国語、韓国語でのガイドも
対応します（10日前までに要予約）。

営業時間／ 11：00 〜16：00（特別展期間中は〜 17：00）

ショッパーバッグ
1,260円

内

館内案内・平常展案内
案内の受付は9:30〜16:00頃。
館内案内は約20分、
平常展案内は約40分。

Eat

Goods

ミュージアムショップ

解説ボードには紹介されていない文化財の話が聞
ける「ミュージアムトーク」。文化財が創作された
当時の技術、使用方法、発展と衰退、鑑賞ポイント
などをテーマに合わせて、学芸員が分かりやすく説
明します。軽妙な語り口やクイズを交えて場を和ま
せていた赤司善彦展示課長は「専門の学芸員から直
接話を聞くいい機会。質問も受け付けます」と魅力
について話します。気軽に参加してください。
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ふた・底ともに当

ご覧ください。

ボランティアガイドが博物館や展示物を説明

〔ミュージアムトーク〕
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はままつ ず しんなりがま

「浜松図真形釜」
や、

など貴重な作品を

2 種類の釜のふたを
たたきくらべてみよう

日本が誇る優れた装飾美術である印籠。フィンランドの世界的
にも著名なクレスコレクションを日本で初めて公開します。

館内案内

※トークテーマはホームページで随時公開
※４F 文化交流展示室入り口の案内モニター画面でも
情報発信中
※都合により内容変更・中止となる場合もあります。
あらかじめご了承ください
※テーマによって、他の曜日に開催する場合があります。

釜。重要文化財の
どんな音が
するかな？

♩

※タイトル・期間は変更になる場合があります。ご了承ください。

展示室
だより

室町時代には「釜は芦屋」と称賛され、

♪

●

●

雪と火炎土器

内容

●

●

新春特別公開 徳川美術館所蔵「国宝 初音の調度」

同時
開催

●

開催期間

●

江戸の粋、印籠 フィンランド・クレスコレクション

9月 12日（水）〜 12 月 9日（日）
４F 文化交流展示室

都の貴族や武士からも愛用されていた芦屋

江戸時代 1798（寛政10）年
三重県・本居宣長記念館蔵

●

いんろう

―芦屋釜と館蔵茶道具―

2つの釜をそれぞれ持ち上げて
重さのちがいを比べてみてね！

古事記伝再稿本 巻二十七 本居宣長筆

10 月〜2013年 3月 関連展示室を使い、様々なテーマで期間限定の展示を行っています。

茶の湯を楽しむⅤ−芦屋釜と館蔵茶道具−

茶の湯を楽しむV

重要文化財

研修室

ミュージアムショップ

トピック展示

へらや押型

トピック展示名称

ボランティアガイド
受付カウンター

何がちがうかな？

先着 50人（当日受け付け）参加無料

トピック展示スケジュール

レストラン・
グリーンハウス

ふたをたたいて音の響きを
きいてみよう！

芦屋釜の
もんようを
つくる道具

あじっぱ

釜を落とさない
ポイントは、
口の内側に指を掛けて
持ち上げること

芦屋釜を中心に茶道具の魅力を紹介す
るトピック展示「茶の湯を楽しむⅤ −芦屋
釜と館蔵茶道具−」
。この展示に合わせ、目
や耳、手で芦屋釜の魅力を体感する「芦屋
釜のヒミツ」を、
１Fあじっぱで開催します。

ミュージアム講座
「考古 VS 歴史バトルトーク『古事記』の謎に迫る」
●10月7日（日）13:30 〜15:30

エントランスホール 1F

9月11日（火）〜12月9日（日）
1F あじっぱ

国内最古の歴史書といわれる「古事記」が編さんされて1300年。
もと おり のり なが
節目の年を記念して、本居宣長自筆本の「古事記伝」を特別公開し
ます。
「古事記伝」は、江戸時代、医師で国学者でもあった宣長が、
約35年の歳月を費やして著した「古事記」の注釈書。また、宣長の
ほ あし なが あき
みさと
弟子で、肥後国（現・熊本県）の国学者である帆足長秋と娘の京が
筆写した「古事記伝」も展示し、師弟の交流を紹介します。

関連イベント

きゅーはくアラカルト

さわって、きいて体感する
「芦屋釜のヒミツ」

古事記伝と九州の国学者

Kyuhaku
A la carte

カレンダー（大）
1,890円

文化財の模型を
手に取り体感で
きることも

マグネティック
パペット
945円

ドイツ風牛フィレステーキセット
※本作品は展示されません。

2,790円
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