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Augustinermuseum
アウグスティーナー博物館



Haus der Graphischen Sammlung
版画美術館



2018年に浮世絵の展覧会



Museum für Neue Kunst
現代美術館

ビッシエ氏の茶道具コレクション



Museum Mensch und Natur
自然博物館



昔は文化人類博物館でした



Kunstlager Freiburg
フライブルグの美術館・博物館

の中央収蔵庫

問題



フライブルグの日本美術
Japanese art in Freiburg

• Woodblock prints and woodblock-printed books版画と版本

• Photographs from the Meiji period明治時代の写真

• Ceramics焼き物

• Buddhist sculpture仏像

• Textiles染織

• Tea objects (including Joseon Dynasty tea bowls)茶道具（高麗茶碗を含めて）

• Lacquered objects漆器

• Paintings絵画

• Miscellaneousその他



• Ernst Grosse (1862-1927)
エルンスト・グロッセ



Here are some of the major publications by
Grosse.
グロッセの主な出版物を紹介します。

• Der erste Baustein zu einer ethnologischen Aesthetik.
Wien, 1891.• Die Anfänge der Kunst. Freiburg: Mohr, 1894.• Die ostasiatische Plastik. Zurich: Verlag Seldwyla,
1922• Die ostasiatische Tuschmalerei. Berlin: Cassirer,
1923.• «Ostasiatisches Gerät» In: Kunst und Künstler:
illustrierte Monatsschrift für bildende Kunst und
Kunstgewerbe. Zürich, 1927.• Ostasiatische Erinnerungen eines Kolonial- und
Auslandsdeutschen. Neuer Filser-Verlag: München
1938.



This volume containes many extant letters between Grosseand Tadamasa Hayashi, an important art dealer is Paris.The letters describe meetings, individual art objects,an exhibtion that Grosse aranged for Hayashi in Freiburg,and many other details.
この本には、グロッセとパリの有力な美術商である林忠正
との間の多くの書簡を収録しています。 その手紙には、

彼らの出会いや個々の美術品やグロッセが林のためにフライブルク
で開催した展覧会などが書かれています。

日本語訳もあります。

『林忠正宛書簡・資料集』
著者 木々康子

訳 高頭麻子



テキスタイルと型紙Textiles and katagami



浮世絵のコレクションWoodblock printcollection



絵画のコレクションCollection of paintings



明治時代の写真Phgotographs from the Meiji period



Purpose of project プロジェクトの目的
• As for expected results, we hope to help to fill a hole in the understanding of the early studies of

Japanese art in the western world. The role of Grosse and his circle of specialists in Freiburg has been
almost entirely forgotten, despite his early important influence, through publications, teaching
exhibitions, and museum studies. This is despite his important contributions to the establishment of
the East Asian museum collection in Berlin and other places. The ARC project will be an important step
in letting scholars across the world know of this phenomenon and the collections of Japanese art that
he gathered.

• Not only will we publicize this through the Ritsumeikan database, but we also plan to do this through
publication and symposium papers.

• 期待される成果としては、西欧諸国における初期の日本美術研究に対する理解の穴を埋めることを考えていま

す。グロースとフライブルクの専門家たちの役割は、出版物、教育展示、美術館での研究などを通じて初期

に重要な影響を与えたにもかかわらず、ほとんど忘れ去られてしまった。 フライブルグやベルリンなどでの東ア

ジア博物館コレクションの設立に重要な貢献をしましたが、現在はこういう状態です。ARCプロジェクト
は、この現象と、彼が集めた日本美術のコレクションを世界中の研究者に知ってもらうための重要な一歩とな

ります。

• 立命館のデータベースでの公開だけでなく、出版やシンポジウムでの発表も予定しています。



Research Plan 研究計画

• April 2021 to August 2021, review of databases of objects surveyedso far, labellin of images, reading of signatures, research on individualobjects, and placing all past information in order.
• 2021年4月～2021年8月、これまで調査した美術品のデータベー
スの見直し、画像のラベリング、文字の読み取り、個々の対象物
の研究、過去の情報の整理など。



• Starting in September 2021, I will select students to go to Freiburgand continue survey of object, aid Freiburg curator in opening andunpacking boxes, entering objects in to the museum’s database, andrecording them for our database with words and images.
• 2021年9月からは、学生を選抜してフライブルクへ行ってもらっ
て、調査を続け、フライブルクの学芸員と共に箱を開けたり、対
象物を美術館のデータベースに入力し、言葉と画像でARCデータ
ベースにも記録してもらいます。



• January-March 2022, work with Ritsumeikan partners in entering theobjects into the internet homepage set up for this purpose.
• 2022年1月～3月、立命館のパートナーと協力して、インターネッ
ト上に設置されたホームページへの入力作業を行います。



• ご静聴ありがとうございました！


