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展示学事典
A5判・640頁　定価（本体20,000円+税）  ISBN978-4-621-30359-7

日本展示学会 編

丸善出版

日本展示学会 編

日本展示学会設立35周年記念刊行！
展示学の“今”を見通す中項目主義の百科事典

A5判・640頁 定価（本体20,000円+税）
ISBN978-4-621-30359-7

◆国内外で活躍する研究者・実践者を中心とした126名による書き下ろし。
◆展示学の“今”を見通す重要テーマを10章立て192項目に凝縮して解説。
◆中項目主義（見開き構成）でどこからでも読めてわかりやすい。

【事典の特徴】

展示学
事典

日本展示学会 編

A5判・640頁 定価（本体20,000円+税）
ISBN978-4-621-30359-7

展示学
事典

自然科学系関連図書 人文科学系関連図書

植物学の百科事典
植物学関連のあらゆる分野を包括した事典
日本植物学会 編
A5判・832頁 定価（本体20,000+税）
ISBN 978-4-621-30038-1

魚類学の百科事典
最新の研究動向を反映し多彩な側面を解説
日本魚類学会 編
A5判・756頁 定価（本体20,000+税）

　　　　　　　　　　　　ISBN 978-4-621-30317-7

動物学の百科事典
動物学の歴史・応用から各研究分野を一望
日本動物学会 編
A5判・808頁 定価（本体20,000+税）
ISBN 978-4-621-30309-2

アメリカ文化事典
激動し続ける社会とカルチャーの底流を掴む
アメリカ学会 編
A5判・958頁 定価（本体20,000+税）
ISBN 978-4-621-30214-9

日本文化事典
日本文化の神髄がここにつまびらかになる
神崎宣武・白幡洋三郎・井上章一 編
A5判・814頁 定価（本体20,000+税）

　　　　　　　　　　　　ISBN 978-4-621-08979-8

中国文化事典
悠久なる歴史に紡がれた文化の深層に迫る
中国文化事典編集委員会 編
A5判・808頁 定価（本体20,000+税）
ISBN 978-4-621-30117-3



■1章　展示とは
展示と展示学／展示学の目的と理念／展示の用語／展示の構成／展示の社会性／展示・建築・都市
空間／展示技術者／梅棹忠夫／大阪万博（日本万国博覧会）／日本展示学会／【コラム】模型

■2章　展示の類型
展示の類型（概観）／文系分野の展示／理系分野の展示／総合系の展示／展示場所／展示空間／
展示物／展示期間／生態展示と構造的展示／展示主体／生活の展示／施設①人文系博物館／施
設②自然系博物館／施設③野外博物館／施設④エコミュージアム／施設⑤美術館／施設⑥現代美
術館／ホワイトキューブ／インスタレーションとパブリックアート／施設⑦文学館／施設⑧動物園／施
設⑨水族館―表現／施設⑨水族館―技術／施設⑩植物園／施設⑪プラネタリウム／施設⑫テー
マパーク／施設⑬博覧会／施設⑭メッセ／【コラム】イメージと展示

■3章　展示の歴史
商行為①歴史／商行為②展示行為とマーケティング／信仰と宝物／祭礼と観光資源／冠婚葬祭と
飾付け／娯楽①見世物からパノラマ館／娯楽②エンターテインメント／文化・啓蒙①草本学と博物学／
文化・啓蒙②博物館／文化・啓蒙③博物館法と事業／顕彰①モニュメント／顕彰②文化政策・戦略／
宣伝・広告／広報／芸術・芸能①日本の伝統美／芸術・芸能②美術館／アイデンティティ①ふるさと／
アイデンティティ②町おこし／教育と科学①黎明／教育と科学②発展／【コラム】まんがと展示

■4章　情報とデザイン
デザインとは／コミュニケーションとデザイン／タイポグラフィーとスイススタイル／色彩／ピクトグラム／
サイン計画／ダイアグラム／空間デザイン／環境デザイン／自然光と空間／プロダクトデザイン／ディス
プレイデザイン／インテリアデザイン／共有化と標準化／原型とプロトタイプ／エルゴノミクス／ア
フォーダンス／持続可能性／ユニバーサルデザイン／【コラム】パルテノン神殿フリーズ浮彫り

■5章　展示のプロセス
調査／構想と計画／基本設計と実施設計／製作と施工／保守点検／運営／展示更新・施設改修／
評価／人文系施設の実例／科学系施設の実例／自然系施設の実例／美術系施設の実例／歴史系
施設の実例／【コラム】サイエンスカフェ

■6章　展示のテクニック
展示のコンポーネント（構成要素）／建築計画／展示ケース／展示照明・効果／実物資料／解説グラ
フィック／模型・ジオラマ／レプリカと実物保存／演示具／実験・体験装置／展示映像・音響／情報
端末／展示図録・ワークシート／インタラクティブ展示／ハンズオン展示／ユニバーサルミュージアムの
展示手法／【コラム】展示における音

■7章　展示と保存
博物館の展示場管理／大型博物館の展示場管理―国立民族博物館／展示場の環境／展示ケース
の環境／博物館のIPM／展示場の殺虫処理対策／展示場の空気質変動／展示照明と保存／免震
と展示／展示場と防災／文化財の保存修復の理念／展示資料の点検／国宝・重要文化財の展示／
輸送・梱包／パノラマムービーを利用した展示記録／史跡の展示と保存／歴史的建造物の保存と展示／
【コラム】収蔵庫の見学

■8章　展示を使う
展示と学習支援／展示解説・展示交流①美術館／展示解説・展示交流②総合博物館／展示を
使ったワークショップ／展示とボランティア／利用上のルールとマナー／展示解説ツール／展示と広報
宣伝／移動展示／企画展のユニット化と巡回／展示造作・装置の維持管理／展示のレベルアップ／
生物展示の維持管理／利用者調査・展示評価／展示とデジタル技術／対話型鑑賞／障がい者利用
への利用支援／ユニークべニュー／【コラム】展示と大学の授業・学芸員実習
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産業への貢献／地域からの発信／地域内の博物館連携／高齢者社会への対応／商業展示／大学
とミュージアム／企業とミュージアム／財閥系ミュージアム／戦争・紛争と展示／政治・権力と展示／
盗難と真贋／性表現と展示／マスコミと展示／宗教と展示／展示資金と作品価格／希少種・天然記
念物の展示／展示と法律・条約／忘れられた展示／【コラム】風景と展示
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展示の近未来／親と子の成長と展示／チルドレンズミュージアムと展示／ユニバーサルミュージアムと
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と展示／大震災と展示／コミュニティデザインと展示／ビッグデータと展示／【コラム①】ICOM-ICEE／
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　展示という言葉は，今日，日常的に使われ「並べて見せる」とい

う意味で用いられています．人に見せるため整えて並べる行為が

展示ですが，なぜ見せるのか，何を見せるのか，そこには見せる行

為に付加する思いが生じます．ものを見せる行為は同時に，ある

思いを伝えることです．展示は情報を伝えるコミュニケーションの

役割を担っているのです．つまり「展示とは意図を伝えること」な

のです． 

　展示や展示学のニーズの広がりを実感したのは，博物館法で

規定されている大学における学芸員養成課程の見直しがあり，

修得すべき科目に，展示という語が表記された「博物館展示論」

（2単位）が加わり2012年4月より実施されたことです．

　日本展示学会は，1980年代に全国各地で博物館・美術館を

はじめとする展示施設が次 に々設立される中で，展示に対する

考え方が従来の単に「陳列」という概念から大きく変化し，展示

自体が「総合的なコミュニケーション・メディア」であるという視点

に立った研究の必要性から，初代会長・梅棹忠夫の呼びかけに

より，1982 年に設立されました．その設立35周年にあたる2017

年に，学会の事業として本事典に取り組むことにしました． 

　私たちは，この年月において蓄積された個人の経験・見識を

現段階で一度収集し，この魅力を社会に広く訴えたいと意欲的

に考え，議論を繰り返してきました．結果，本事典において重視し

たことは，展示にまつわる事柄を網羅することではありませんでし

た．展示の魅力を伝えるべく，読者（初学者・実務初級者）が広く

関心を抱きそうな章立て・項目案の構成を旨としました．そして，

多種多様なテーマを見開き形式（192頁）でまとめ，読み切り型の

文章に具体的な図や表，写真を盛り込みました．

　本事典では，それらを日本展示学会の会員・非会員問わず，

国内第一線の研究者・展示実践者に執筆を依頼しました．唯一

無二のユニークな“読む展示学事典”をつくることができたと思い

ます．執筆者や図版・写真の提供元をはじめ，展示に関わるすべ

ての方 に々感謝申し上げます．

2018年11月

編集委員長 木村　浩

――展示とは意図を伝えること

刊行にあたって


