江戸文化の華、
情熱の
コラボレーション

今や日本が世界に誇る伝統文化の代表格とも言える歌舞伎。その歴史と人気を牽引し
いち かわ だん じゅう ろう

てきた歴代市川團十郎の軌跡を、爛熟期の浮世絵でたどる展覧会を、東京・セントラル
ミュージアム銀座で開催いたします。
江戸時代末期、
「歌舞伎十八番」を制定した七代目が歌舞伎を江戸が誇る町民文化にま
で高め、天保の改革による弾圧のなか、江戸一番の美男子だった八代目がその人気を
支えました。そして明治時代に入り、九代目が近代歌舞伎を切り拓きます。こうした
團十郎代々の活躍を世の中に伝えていったのは、歌川派を中心に最盛期を迎えていた
浮世絵でした。
本展は、監修者に浮世絵研究の第一人者である小林忠 学習院大学名誉教授・岡田美術
館 館長と、歌舞伎をはじめとする日本の古典演劇を研究する児玉竜一 早稲田大学教授・
早稲田大学演劇博物館 副館長を迎え、明治期に蒐集された「浅井コレクション」のなか
から、鮮烈な色彩の残る貴重な浮世絵、100点以上を展示。七代目、八代目、九代目市川
くにさだ

くによし

くにちか

團十郎と、初代国貞、国芳、国周との情熱のコラボレーションの歴史を展観していきます。

■ 開催概要

会

期

2020年4月21日（火）〜5月5日（火・祝）
※会期中無休

開館時間
場

三越

10:00〜18:00（最終日は16:00まで）※入場は閉館の30分前まで

セントラルミュージアム銀座

晴海通り

会

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-9-11 紙パルプ会館 5F
※京都、大阪、名古屋、福岡などに巡回予定
観覧料

JR 有楽町駅

和光
銀座駅
A12 出口

銀座一丁目駅
A11 出口

ソラリア西鉄ホテル

一般1,500円／高校・大学生1,000円（税込）

催 「市川團十郎と歌川派の絵師たち」展 実行委員会、
朝日新聞社

協

力

松屋

王子ホールディングス

※中学生以下無料 ※障害者手帳をご持参の方（付添の方 1 名含む）
は入場無料
主

銀座中央通り

歌舞伎座

セントラル
ミュージアム銀座

ホテル モントレ

東銀座駅
A 8 出口
昭和通り
東銀座駅
A 7 出口

松竹株式会社、株式会社 3Top

広報に関するお問い合わせ

「市川團十郎と歌川派の絵師たち」東京・銀座展 広報事務局
（アート・ベンチャー・オフィス ショウ内）
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-18-8-301
TEL：03-3485-7866 FAX：03-3485-7851
e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp
展覧会ホームページ

https://www.sunm.co.jp/dankuni/

表紙：豊原国周《歌舞伎十八番之内 勧進帳》
（部分）明治26
（1893）
年

交通案内
都営浅草線「東銀座」駅より徒歩 1 分
東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線「銀座」駅より徒歩 2 分
東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅より徒歩 4 分
JR山手線「有楽町」駅より徒歩 7 分
※会場に駐車場はございません

展 覧会 の み ど こ ろ

◉ 波乱万丈！ 浮世絵でたどる團十郎のストーリー

歌舞伎界の大名跡・市川團十郎。華麗なるその歴史のなかにも、波乱万丈の物語がありました。

「歌舞伎十八番」制定、幕府による弾圧、突然の悲劇、天覧歌舞伎……。歴代市川團十郎によっ
て歌舞伎は、江戸町民の心を虜にした庶民文化に、そして日本を代表する伝統芸能にまで高め
られました。市川團十郎の功績や歌舞伎界を揺るがす大事件の数々を、当時人気の風俗を伝える
メディアであった浮世絵で追体験しませんか？

◉ 華麗なる浅井コレクションの魅力

浮世絵の蒐集・保存と研究に努めた実業家・浅井勇助が創設した「浅井コレクション」は、江戸
時代後期から明治時代初期にかけての歌川派を中心とした浮世絵を、約3万枚、1万揃いほど所
とき の

や まさる

有しています。日本史学者の時野谷勝 大阪大学名誉教授からは、
「幕末明治の浮世絵に関して
は、国内で最も充実した個人コレクション」と評価されています。そのなかから本展では、躍
動感にあふれ、色鮮やかで保存状態がいい絵を厳選し、本邦初公開のものも多数紹介します。

◉ 歴史と伝統のある銀座で團十郎の歌舞伎に触れる
！
会場は、老舗百貨店やギャラリー、歌舞伎座や新橋演舞場といった伝統文化が息づく街・銀座

のほぼ中心にあります。江戸時代から能・歌舞伎の役者や新橋芸者たちが居を構え、九代目が
活躍した明治時代には、洋風文化が味わえるハイカラなレンガ街に変貌しました。そんな歴史
と文化の香り漂う場所で、奥深く輝かしい團十郎の歴史に触れる絶好の機会です。

市川團十郎 とは

歌川派 とは

歌舞伎界で極めて重い大名跡。江戸時代の元禄期に

江戸時代後期から明治時代にかけて大きな勢力を

「荒事」を始めた初代團十郎以来、三百数十年続き、今

持った浮世絵師の流派。江戸末期には浮世絵の最大

回の十一代目市川海老蔵の襲名で十三代を数える。

勢力となり、ゴッホをはじめとする西洋の画家たち

代々の團十郎には多くの名優が名を連ね、演劇史に華

にも影響を与えた。浮世絵版画に西洋の遠近法を取

やかな足跡を残している。二代目は團十郎の名跡を確

り入れた歌川豊春を始祖とし、弟子の初代豊国の時

固たるものにして、後代につなげた。七代目は、
『助六』

代に隆盛を極め、幕末には、役者絵や美人画を得意と

『勧進帳』
『暫』など代々の芸を整理し、
「歌舞伎十八番」

した初代歌川国貞（三代豊国）、武者絵の歌川国芳、風

として定めたことでも知られる。九代目は、江戸時代

景画の初代歌川広重を輩出。明治には、国貞の弟子で

に生まれた歌舞伎の演目にさまざまな工夫や洗練を施

ある豊 原 国 周、国芳の弟子の月 岡 芳 年 や落合芳 幾 な

して明治の新時代を切り拓き、
「劇聖」とも目された。

どが活躍した。歌川派の絵師たちは、役者絵も多く描

代々の團十郎は江戸に生まれ、成田山の不動明王を信

いて人気を博したが、これは芝居小屋や歌舞伎役者

仰していたことから、屋号は「成田屋」
。江戸歌舞伎の

にとっても宣伝効果があり、絵師たちとは持ちつ持

中心的存在として、
「役者の氏神」などとも称された。

たれつの関係にあった。

しばらく

くにさだ

とよくに

とよ はら くに ちか

くによし

つき おか よし とし

よし いく

展示構成

黎明期

市川團十郎の 誕生

江戸時代、出雲のお国の「かぶき踊り」から始まった

せた成田屋の芸を展開させていった。その後も、市川

歌舞伎。江戸時代前期には、現在のような男性役者に

團十郎の名跡は受け継がれていく。歌舞伎は流行の

よる演劇形式のものとなり、江戸四座での公演が始ま

風俗を描く浮世絵の題材となり、江戸後期に隆盛を極

る。初代市川團十郎は勇猛果敢な荒事芸で江戸の歌

めた歌川派の総帥・歌川豊国は、歌舞伎役者の絵や

舞伎人気を加速させ、二代目は荒事と和事を融合さ

演目を題材とした浮世絵を描いて評判となった。

い ち か わ だ ん じゅう ろ う

とよくに

とよ くに

くにさだ

三代歌川豊国
（初代国貞《
）初代から八代までの市川團十郎》天保12
（1841）
年頃

とり い きよのぶ

初代鳥居清信《かんばやし》

王者七
  代目

爛熟と追放
× 巨匠初代歌川国貞

正徳〜享保年間
（1711〜35）
頃

くに さだ

初代以降続く團十郎の名声を不動のものにしたのが、

一方、初代歌川国貞
（三代豊国）も、七 代 目 が 團 十

わずか10歳でその名跡を継いだ七代目市川團十郎で

郎 を 襲 名 し た 頃 、10代半ばで初代歌川豊国の筆頭

ある。天保3
（1832）年に「歌舞伎十八番」を制定し、

弟子となる。
「顔絵の国貞」と言われるほど似顔絵が

それまでの成田屋の演目を再構成・完成させていく。

うまく、
「美人画と役者絵は三代豊国
（初代国貞）
に限

その10年後、庶民の奢侈を禁じる天保の改革により、

る」との評価を得る。同時代の江戸歌舞伎界の王者

歌舞伎界の象徴的存在であった七代目は江戸から追

である七代目を描いた作品もある。

しゃ し

放されてしまう。

  

え ほんがっぽうがつじ

初代歌川国貞《絵本合邦衢》文政7
（1824）
年

くによし

とうかいどうよつ や かいだん

歌川国芳《東海道四谷怪談》天保7
（1836）
年

すがわらでんじゅ て ならいかがみ

初代歌川国貞《菅原傳授手習鑑》天保12
（1841）
年

お だ の ゆき みつぎの たまもの

三代歌川豊国
（初代国貞）
《小田雪貢賜》嘉永3
（1850）
年

美貌と悲劇
改革と昇華
× 奇想天外歌川国芳 劇聖九代目
× 破天荒豊原国周

美男子八
  代目

（1832）年、父の七代目が
八代目市川團十郎は天保3
え び ぞう
五代目市川海 老蔵を名乗ったことにより、10歳で團
十郎を襲名する。江戸随一の美男子として知られ、そ
の美貌と卓越した芸は大変な人気ぶりであった。七
代目追放後の江戸歌舞伎界を支えたのは、八代目の
人気と言えよう。ところが人気絶頂だった矢先、32
歳の若さで突然自殺してしまう。

くに よし

歌川国芳は、豪快なスタイルの武者絵や歴史絵で人
気を博し、現代でも最も人気がある絵師のひとり。天
保の改革下で歌舞伎や役者を描くことが禁じられた
際には、歴史絵や武者絵になぞらえて歌舞伎の場面
や役者の似顔絵を描いた。八代目の死に際しても、
《八代目市川團十郎 地獄引き
（仮題、死絵）
》で、そ
のユーモアを発揮した。

  

しょうちくばいいろどりのかがぞめ

はち だい め いち かわ だん じゅう ろう

歌川国芳《松竹梅彩加賀染》弘化3
（1846）
年

歌川国芳
（推定）
《 八 代目 市 川 團 十 郎
しに え

じ ごく び

か だい

地獄引き
（仮題、

死絵）
》安政元
（1854）
年

  

九代目市川團十郎は八代目の腹違いの弟で、生後7日目
に養子に出されたが、明治7
（1874）
年に市川家に戻り九
代目を襲名。従来の歌舞伎の演技や演出を変え、明治
20
（1887）
年には明治天皇の御前で天覧歌舞伎を行うな
ど、歌舞伎役者の地位向上に寄与した。九代目の尽力に
より、歌舞伎が今日まで伝わる型に整備され、日本を代
表する伝統芸能としての地位を確立したと言えよう。

とよはらくにちか

豊原国周は、長谷川派の豊原周信に師事して役者似
顔を学んだのち、三代歌川豊国（初代国貞）のもとに
入門。安政 2（1855）年頃から、両師の名前を合わせ、
豊原国周と署名するようになる。
「役者絵の国周」
「明治の写楽」とも称せられる国周の役者絵は、不況
となった歌舞伎界を盛り上げた。

  

み たてすみ だ がわゆうすずみ

三代歌川豊国
（初代国貞）
《見立隅田川夕涼》文久1
（1861）
年

よ しゅうどうらく

とよはらくにちか

ご さいとしひで

歌舞伎人気を伝える
絵師のユーモア

番外編

豊原国周《與衆同楽》明治20
（1887）
年

かわなかじまあず ま にしき え

豊原国周《川中島東都錦畫》明治15
（1882）
年

しんとみ ざ しんきょうげんしょ さ ごと

さぎむすめ

悟斎年英《新富座新狂言所作事 鷺娘》明治25
（1892）
年

当世の風俗をさまざまなアイデアで切り取る浮世絵

や相撲の番付で表したもの、動物の姿を借りて役者

師たち。歴代市川團十郎も演じた『仮名手本忠臣蔵』

の似顔絵を描いたものなど、江戸庶民を楽しませた

など人気演目を描いた作品や、役者の人気を凧揚げ

ユニークな浮世絵を紹介する。

か な で ほんちゅうしんぐら

だいじょ

つる

おかしゃとう

初代歌川国貞《仮名手本忠臣蔵 大序 鶴が岡社頭》天保4
（1833）
年

おく ご てんせんすいゆうらん

ず

二代歌川国貞《奥御殿泉水遊覧の図》慶応元
（1865）
年

The Splendor of Edo culture — Enthusiastic Collaboration
Today, Kabuki is considered one of the representative traditional cultures that Japan
proudly presents to the world. The exhibition at Tokyo’s Central Museum Ginza
will trace the trajectory of Ichikawa Danjuro — successive generations of Kabuki
actors of the same name who have been the driving force of Kabuki’s history and
popularity — through ukiyo-e from its most mature period.
Toward the end of the Edo period, Danjuro VII, who established Kabuki
Juhachiban (Eighteen Favorite Plays of the Ichikawa Danjuro family), raised Kabuki
to the status of the popular culture of Edo’s townspeople. His successor, Danjuro VIII,
who was said to be the most handsome man in town, supported its popularity under the
suppression of the Tempo Reforms, and in the Meiji period, Danjuro IX cultivated the
modern form of Kabuki. Such achievements by Danjuro were captured and conveyed
to the people through ukiyo-e, which, especially of the Utagawa school, was at its peak
during the same period.
The exhibition — supervised by a leading figure in the research of ukiyo-e,
Tadashi Kobayashi (Professor Emeritus at Gakushuin University and Director at Okada
Museum of Art) and a research of Japanese classical theater including Kabuki, Ryuichi
Kodama (Professor at Waseda University and Vice Director of Waseda University’s
Tsubouchi Memorial Theatre Museum) — will present more than 100 pieces of rare,
vividly-colored ukiyo-e from Asai Collection from the Meiji period. Visitors are invited
to enjoy the history of enthusiastic collaborations between the three generations of
Ichikawa Danjuro and the first generation of Kunisada, Kuniyoshi and Kunichika,
ukiyo-e artists of the Utagawa school.

Period:

April 21st —May 5th. 2020
Wako

* Open everyday during the exhibition
Opening hours: 10:00—18:00 (10:00—16:00 on May 5th)

MITSUKOSHI
Ginza store

* Last admission 30 minutes before closing

Central Museum Ginza

Kami Pulp Kaikan 5F, 3-9-11, Ginza, Chuo-ku, Tokyo

* Scheduled to travel to Kyoto, Osaka, Nagoya, Fukuoka, etc.
Admission (tax included) :

Harumi-dori Street

Venue:

Oji Holding
Corppration

Organized by:
“Ichikawa Danjuro and Artists of the Utagawa school” Executive
Committee, The Asahi Shimbun Company
With the cooperation of:
Shochiku Co., Ltd., 3Top Co., Ltd.

Matsuya Ginza
Ginza Sta.
A12 EXIT
Ginza-itchome Sta.
A11 EXIT

SOLARIA NISHITETSU
HOTEL GINZA

Adult ¥1,500 / University & high school students ¥1,000
* Visitors who are junior high school students or younger will be admitted for free.
* Persons with disability (along with one assistant) will be admitted for free upon
presenting the disability certificate (shogaisha techo) or an equivalent form of
government-issued ID.

JR Yurakucho Sta.
Ginza chuo-dori Street

Kabukiza Theatre

Central
Museum Ginza

Hotel Monterey

Higashi-ginza Sta.
A8 EXIT
Showa-dori Street
Higashi-ginza Sta.
A7 EXIT

Access:
1-minute walk from Higashi-ginza Station, Toei Asakusa Line
2-minute walk from Ginza Station, Tokyo Metro Ginza/Marunouchi/Hibiya Line
4-minute walk from Ginza-itchome Station, Tokyo Metro Yurakucho Line
7-minute walk from Yurakucho Station, JR Yamanote Line
(No parking)

︵岡田美術館 館長︶

﹁市川團十郎と歌川派の 絵師たち展﹂
によせて

小林忠

20

20年はオリンピックイヤーであると同時に歌舞伎イ
ヤーでもあります。元禄時代に活躍した初代市川團

十郎以来、常に歌舞伎の花、歌舞伎の親玉と称された團十郎の
名跡を、名優市川海老蔵がついに十三代目を継ぐことが予定
されているからです。日本の古典芸能の代表格である歌舞伎、
その人気を牽引してきた市川團十郎の勇姿を、同じく日本美
術を代表する浮世絵でたどる展覧会が、この「市川團十郎と歌
川派の絵師たち」展です。
現在約 1 万点、総数が約 3 万枚にものぼる世界屈指の浅井コ
レクションから厳選された100点以上の浮世絵版画で各代團
十郎の芸風を偲ぶ本展は、歌舞伎ファン、浮世絵ファン必見の
内容を誇るものとなっています。
浅井コレクションの基礎を築いた浅井勇助は、大著『近世錦
絵世相史』全8巻（平凡社、1935〜36年）を刊行して歴史界に寄
与した偉人でした。その関心の的としたのが幕末から明治に
かけての歴史でしたので、同時代に活躍した七代目、八代目、
九代目市川團十郎の舞台姿を扱った浮世絵版画に関しては、
とくに豊かな内容を誇っています。
「助六」や「勧進帳」など市川家の当たり狂言を選んで「歌舞
伎十八番」を制定した七代目、巡業中の大阪で客死し江戸中の
女性たちの涙を誘った人気抜群の八代目、歌舞伎の近代化に
貢献して「明治の劇聖」とも謳われた九代目。三枚続の大型画
面に展開される彼らの豪快な役者絵は、錦絵の色鮮やかさと
ともに、強烈な印象を見る人に投げかけてきます。
歌川国貞
（のちに三代豊国を襲名）
、歌川国芳、豊原国周と
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