
第４展示室 徳川美術館

　

№ 名　　　　　称 作者･所用者･所蔵者など 時代

1 能面 近江女　焼印｢天下一是閑｣ 桃山-江戸 16-17 A

2 能面 節木増 伝出目満茂作 江戸 17-18 C

3 能面 猿癋見 桃山 16 A

4 能面 悪尉 江戸 18 C

能舞台

5 萌黄地籠目に笹蟹文金襴袷狩衣 江戸 18 A

6 萌黄地蚊帳釣草文金襴長絹 江戸 19 C

7 納戸地水衣 江戸 19 A

8 花色地飛雲文紋紗水衣 江戸 18-19 C

9 浅葱地素袍 江戸 19 A

10 白地切金に鶴亀文直垂 江戸 19 C

11 紅･白段簾に花の丸文唐織 江戸 18 A

12 紅･黒･白段柴垣に花の丸文唐織 江戸 19 C

13 白地青海波文摺箔 江戸 18 A

14 浅葱･茶段七宝に鶴菱･雲文厚板唐織 江戸 17 C

15 茶地花唐草に丸文純子角帽子 江戸 18-19 A

16 紺地花唐草文金襴角帽子 江戸 17-18 C

17 経巻 江戸 18-19 AC

18 苛高数珠 江戸 19 AC

19 刺高数珠 江戸 19 AC

20 僧用数珠 江戸 19 AC

21 胴箔水葵文鬘帯 江戸 17 A

22 萌黄地片輪車文鬘帯 江戸 18-19 A

23 花色地八ツ橋文鬘帯 江戸 18 A

24 江戸 18 A

25 白地丁子巴文腰帯 江戸 18 A

世紀　　　  期間

武家の式楽　－ 能 －

平成30年7月3日(火)～9月24日(月・祝)
Ａ:7月3日(火)～7月31日(火) Ｂ:8月1日(水)～8月28日(火) Ｃ:8月29日(水)～9月24日(月・祝)

足利将軍家は、猿楽
さるがく

＝能を庇護し、高度に洗練された舞台藝能に育てあげた。大名たちにも大いにも

てはやされ、公式行事に演能は欠かせぬものとなった。江戸幕府もこの伝統を承け、舞楽
ぶ が く

が公家
く げ

の式楽
しきがく

であったのに対して、能を武家の式楽と定めた。

御殿の広間の前庭には能舞台が設けられており、慶事
け い じ

や公式行事の際には必ず能が演じられ、それ

を見ながら宴
うたげ

は進められた。そのため大名家には能役者が召抱えられ、各種の曲目に応じられるように、

いろいろな装束
しょうぞく

・能狂言面・小道具が備えられていた。

正月二日(後に三日)には幕府で「謡初
うたいぞ

め」が行なわれ、大名家でも年中行事とされた。大名自身も謡

い、時には自ら舞うことも必須の教養とされていた。

紺地龍の丸宝尽し文金襴腰帯



№ 名　　　　　称 作者･所用者･所蔵者など 時代 世紀　　　  期間

26 墨竹図中啓 江戸 19 C

27 貝尽図鎮扇 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 19 C

【特集展示】　狂言に触れる　

28 狂言面 登髭(下髭) 桃山-江戸 16-17 B

29 江戸 17-18 B

30 狂言面 武悪 江戸 17 B

31 狂言面 乙 江戸 17-18 B

32 江戸 17-18 B

33 狂言面 猿 江戸 18 B

34 狂言面 狸 江戸 18-19 B

35 狂言面 鳶 焼印「和泉」 伝和泉坊作 江戸 18 B

36 山脇流狂言図　三帖の内 上・中 江戸 18 B

37 萌黄地蜀江に蕨･花菱･蝶の丸文素袍 江戸 18 B

38 萌黄地牡丹唐草文金襴唐人相撲装束 江戸 17 B

39 猩々緋羅紗唐人相撲装束 江戸 17 B

40 焦茶地装束（モンパ） 江戸 19 B

【特別公開】　狂言和泉流野村又三郎家の狂言装束

　尾張徳川家の能面

能には、観世
かんぜ

･宝生
ほうしょう

･金春
 こんぱる

･金剛
 こんごう

などの流派がある。尾張徳川家では、初代義直以来金春流を、シテ

（主役）方として重用してきたが、３代綱誠
つななり

は宝生流を金春流と同格に扱い、６代継友
つぐとも

の時代に金

剛流、10代斉朝
なりとも

の時代に観世流を重用したため、それぞれの流派にちなんだ能面が製作された。

徳川美術館には、現在、尾張徳川家に伝えられた能面126面、狂言面30面が保存されている。こ

の中には、伝説的な能面の作者である日光
にっこう

や越智吉舟
　え　ち　きっしゅう

作と伝えられる室町時代の面をはじめ、是閑
 ぜ　かん

吉満
よしみつ

や友閑満庸
ゆうかんみつやす

、河内大掾家重
かわ ち だいじょういえしげ

など名人として名高い面打師たちの作品が多く含まれており、尾張

徳川家の能面コレクションの質の高さを示している。

狂言面 伯蔵主 金漆銘｢伯蔵主 出目若狭大掾入道藤原寿満(花押)作｣

狂言面 狐 金漆銘｢狐」 朱漆銘｢出目若狭大掾入道 藤原寿満 (花押)作」

野村又三郎家は、狂言の流派・和泉流
 い ずみ りゅう

の一派である。明暦3年（1653）、2代目又三郎が、和泉流

宗家である山脇
やまわき

和泉家に弟子入りし、正徳３年（1713）、3代目又三郎が尾張徳川家に抱えられ、

尾張徳川家の御用に応え活躍した。

本展示で特別公開する狂言装束は、現在も舞台で着用されている装束である。狂言独自の装束

は、みな麻製であり、意匠
 い しょう

が奇抜でユニークなデザイン性に富んだ装束も多いのが特徴である。特

に肩衣
かたぎぬ

には、昆虫や野菜、壺などの身の回りの道具といった、日常で目にする題材が大胆
だいたん

にデザイ

ンされている装束が多い。

特別公開作品

・生成地雲に稲妻文肩衣　　　・萌葱地蓮根文肩衣　　　　　・黒地注連縄絵馬文肩衣

・五色段変肩衣　　　　　　　・浅葱地玩具尽子方肩衣　　　・朱地鬼瓦文子方肩衣

第4展示室のみどころ


