
開催概要

　　　　期　間：2014 年 26 年 9 月 11 日 ( 木 ) ～ 12 月 9 日 ( 火 )

　　　　休館日：毎週水曜日

　　　　会　場：国立民族学博物館　特別展示館（大阪府吹田市千里万博公園 10-1）

　　　　主　催：国立民族学博物館、国立新美術館

　　　　共　催：日本文化人類学会

　　　　特別協力：民族藝術学会

　　　　協　力：国立情報学研究所、千里文化財団

観覧料
　　　　一般　830 円（560 円）    高校・大学生　450 円 （250 円）   小・中学生　250 円 （130 円）
　　　　＊（　）内は、20 名以上の集団の場合、大学等の授業での利用の場合、リピーターの場合、満 65 歳以上の方の場合の料金。

無料観覧日

　　　　  9 月 13 日（土）／ 9 月 15 日（月・祝）／ 11 月 3 日（月・祝） ／ 11 月 15 日（土）11 月 16 日（日）

2014 年 7 月 14 日配付

Press Release

東京・国立新美術館で公開され、話題を集めた展覧会｢イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる｣が、
大阪の国立民族学博物館（みんぱく）に帰ってきます。人間は、その歴史を通じて、さまざまなイメージを生み
出してきました。このイメージのつくり方や受けとめ方に、人類共通の普遍性はあるのでしょうか。「イメージの
力」展は、民博が所蔵するコレクションのなかから約 600 点の造形を精選し、観覧者の皆さんとともに、この問
いに対する答えを体感的にさぐってみようという試みです。美術と器物、西洋と非西洋といった区別を乗り越え、
われわれ人類の生み出すイメージの力を体感してみてください。

人間の作り出したイメージのはたらきや受けとめ方に、
人類共通の普遍性はあるのでしょうか



各章の内容

第 1 章　みえないもののイメージ

１－１.  ひとをかたどる、神がみをかたどる

プロローグ―視線のありか

人間は、イメージを創造するとともに、自らが生み出したイメージから力を得て生きてきました。イメージの創
造とその享受という、人間とイメージとのダイナミックな関係を問いかける本展覧会のプロローグでは、世界各
地から集められた仮面で壁一面を覆いつくします。私たちは、強烈な眼力 ( めぢから ) をもった色とりどりの仮
面に四方から取り囲まれることにより、イメージに見られるという新鮮な感覚を覚えることになるでしょう。

人間は、眼に見えないものにイメージを与え、それと関わることで、見えないものの
力をコントロールしようとしてきました。神がみや精霊のイメージは、こうした人間
の意思が込められた代表的な例です。人びとは、自らの身体に似せて神がみのイメー
ジを視覚化し、生きるための縁 ( よすが ) としてきました。この章ではまず、人のか
たどりをもとに、神がみをかたどろうとした試みの跡を、世界各地の造形にたどるこ
とにします。

１－２.  時間をかたどる
地域や民族、宗教に固有の物語も、神がみや精霊同様に、眼に見えない領域に属して
います。人びとは、生活を営む上で大きな意味を担っていた物語を、視覚的なイメー
ジに留めようと努めてきました。それによって、物語は後世に伝えられていったので
す。仏陀の生涯を描いた仏伝図やアボリジニの樹皮画など時間や物語をイメージに定
着させる試みを世界各地に探ります。 

展覧会の見どころ
1. 美術館と博物館のコラボレーション　国立新美術館に
　て 6万人の観覧者を動員
　2007 年に開館した国立新美術館は、近現代美術を中心にした

展覧会を開催しています。一方、今年創設 40 周年を迎えたみん

ぱくは、世界各地の造形物や生活用具など、約 34 万点を所蔵す

る世界最大級の民族学博物館です。まったく異なった 2 つの機

関が共同で企画した本展覧会。みんぱくのコレクションを美術

館の空間で展示し（国立新美術館での企画展）、さらにその美術

館の空間で成立した展示を博物館で再展示するという今回の試

みは、さまざまな既成の区分を改めて問い直すものといえます。

2. イメージの源にせまる
　人間が生み出した多様な造形に対して、新たな見方を提示する本展覧会。世界のさまざまな地域とさまざまな

時代を射程に入れて、人間とイメージとのダイナミックな関係に迫ります。有史以前から人は、色とかたちを駆

使してイメージを生み出し、そこから新たな力を得てきました。本展覧会は、そうしたイメージの力を壮大な規

模で問いかけます。

3.世界の見方を再発見する
　本館では、世界各地から集められた標本資料コレクションを地域別に常設展示しています。そのコレクショ　

ンをイメージの働きという視点から通文化的に展観しようという今回の特別展の試みは、観覧者が世界の見方や

ものの見方を再発見する機会となります。

国立新美術館での展示風景



第 3 章　イメージとたわむれる

人間は、ある特定の目的のためにかたちを作り出すだけでなく、イメージを生み出し、

それを享受することに歓びを感じてきました。クバの人びとの女性用前掛け布からイー

スターエッグまで、作り手がイメージを生み出すことに歓びや楽しみを見出している

ことがうかがえる世界各地の作例を取り上げます。 

第 4 章　イメージの翻訳 

４－１．ハイブリッドな造形

人の移動や交流によって、かつて出会うことのなかったもの同士が交わり、新たなイ

メージが生みだされるということは、世界各地で確認されます。文化の交流の結果生

み出されるハイブリッド（異種混合的）な造形に着眼し、外の世界のイメージを取り

込むことで、新たな表現が生み出されていく様相を確認します。 

４－２．消費されるイメージ

イメージは、通信や物流、生活様式の変化と深く関わっています。セネガルやベトナ

ムでお土産として売られているアルミニウムの缶を利用した玩具は、世界中で商標が

知られた空き缶を用いて制作されています。これは、大量消費社会を背景としたポッ

プアートを想起させます。イメージが、めまぐるしく動くグローバル社会の中で消費

されつつ、新たな姿と機能を獲得していくさまに迫ります。 

エピローグ―見出されたイメージ

ここでは、博物館に収められてきた器物を、現代美術のインスタレーションの手法で

展示しています。その空間の中では、博物館の｢資料｣が｢作品｣に変貌することが確認

されます。それは、イメージが常に新たな意味づけに対して開かれていることを示す

ものです。展覧会のエピローグに当たるこの章は、イメージと私たちの関係を今一度

相対化し、見つめなおす場として設けられています。

第 2 章  イメージの力学 

２－１．光の力・色の力

光や色は、私たちの眼を引きつける強烈な力をもっています。たとえば鳥の羽による

頭飾りや色とりどりのビーズで覆われた装身具が放つ光や色は、聖なるものとのつな

がりの表現として、あるいは、力や富の象徴として用いられてきました。光や色が与

える視覚的効果に人びとが見出そうとしてきたものを検証します。 

２－２．高みとつながる

イメージには、私たちの視線をある一定の方向へ導く働きもあります。死者の霊を地
上から他界へと送りだしたり、神がみが地上に降り立ったりする道筋としてのイメー
ジは、さまざまな地域と文化に普遍的に確認することができます。世界各地で集めら
れた墓標や木彫などが林立する空間は、はるか上方の世界と、今ここに立つ私たちと
のつながりを喚起することでしょう。



関連イベント

日　時：9 月 20 日（土）13：30 ～ 15：00（13：00 開場）

｢イメージの力―みんぱくのコレクションが語るもの｣

講　師：吉田憲司（国立民族学博物館　教授）

日　時：11 月 15 日（土）13：30 ～ 15：00（13：00 開場）

｢美術館からみたみんぱくコレクション｣

講師：長屋光枝（国立新美術館主任研究員）

　　　山田由佳子（国立新美術館　研究員）

　　　齋藤玲子（国立民族学博物館　助教）

司会：上羽陽子（国立民族学博物館　准教授）

みんぱくゼミナール　 

みんぱくウィークエンドサロン－研究者と話そう 

  9 月 28 日（日） 話者：山中由里子（国立民族学博物館　准教授）

10 月   5 日（日） 話者：三尾稔（国立民族学博物館　准教授）

10 月 19 日（日） 話者：林勲男（国立民族学博物館　准教授）

10 月 26 日（日） 話者：齋藤玲子（国立民族学博物館　助教）

11 月 23 日（日） 話者：須藤健一（国立民族学博物館　館長）

11 月 30 日（日） 話者：丸川雄三（国立民族学博物館　准教授）

12 月   7 日（日） 話者：上羽陽子（国立民族学博物館　准教授）

ワークショップ「体感！！イメージの力」

会　場：国立民族学博物館　( 確認中）

定　員：20 名（要事前申込）

参加費：500 円（別途、要展示観覧券）

日　時：11 月 22 日（土）日　時：対象：一般（中学生以上）

日　時：11 月 23 日（日）日　時：対象：小学校 4 年生～ 6 年生

講師：吉田憲司、長屋光枝、山田由佳子、齋藤玲子、上羽陽子

　

お問い合わせ 　　国立民族学博物館　広報企画室　広報係
　　　　　　　　 電話 :06-6878-8560（直通）  Fax:06-6875-0401  Mail:koho@idc.minpaku.ac.jp 　プレス向けウェブサイト http://www.minpaku.ac.jp/press

会　場：国立民族学博物館　講堂

定　員：450 名（先着順・申込不要）

参加費：無料

会　場：国立民族学博物館　本館展示場又は特別展示館

時　間：14：30 ～ 15：30（予定）

参加費：要展示観覧券



 

1. 仮面「キフェベ」／民族：ルバ 

コンゴ民主共和国 

２．呪術用の像／民族：ヨンベ 

コンゴ共和国 

3．生命の樹／民族：メスティソ 

メキシコ 

４．ゾウの仮面｢ムバップ･ムテン｣ 

民族：バミレケ／カメルーン 

５．葬送用の柱「ビス」／民族：アスマット 

インドネシア（国立新美術館展示風景） 

６．樹皮画／民族：ナカナイ（推定） 

パプアニューギニア 

7. 棺桶（ライオン）／民族：テシ 

ガーナ 

8．木彫（龍）／民族：メスティソ 

メキシコ 

9．投擲
とうてき

用ナイフ（貨幣）／民族：ングワカ 

コンゴ民主共和国 



 

【広報に関するお問い合わせ】 

 国立民族学博物館 広報企画室 広報係 

 〒565-8511 大阪府吹田市千里万博公園 10-1 

 TEL：06-6876-2151（代表）06-6878-8560（直通） 

 FAX：06-6875-0401    MAIL：koho@idc.minpaku.ac.jp 
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