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＜東京文化財ウィーク 2009 参加事業＞ 

江戸城にお能を見に行く！ 

-重要文化財「江戸城造営関係資料」（甲良家伝来）に見る江戸城能舞台- 

 

平成 21 年 10 月 31 日(土)～11 月 8 日(日) 

*11 月 5 日（木）は休館日 

会場：東京都立中央図書館 ４階 企画展示室・多目的ホール 

協力：東京都公文書館 

 

                 千代田之御表 御大禮之節町人御能拝見 

出展資料一覧 
資料名／著者等／年代［造営年度］／出版者等／請求記号   

◎：国指定重要文化財      

★：東京都公文書館所蔵資料  

 
町入能 

江戸城、それは将軍の住まいであり、政治の舞台でもありました。その江戸城の中に町

民が入ることができて、しかも将軍の座している大広間のごく近くで多少の喧騒も許され

た行事があったことをご存知ですか。 

 江戸時代、幕府では将軍宣下、跡継ぎの誕生、婚礼などのお祝い事、また法会や日光参

詣等、重要な儀式の際には、城内の能舞台で能楽を催しました。その際には、町民も将軍

はじめ武士と共に能を拝見することが許されました。これを「町入能（まちいりのう）」と

いい、江戸時代を通じて 50 回前後行なわれています。厳粛な雰囲気のはずですが、史料を

見るかぎりかなりの騒がしさだったようです。 
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1 温故東之花第三編 旧幕府御大礼之節町人御能拝見之図 橋本周延画 

明治 22（1889）刊 江川八左エ門  大判錦絵 3 枚続  東京誌料 5622-C00１ 

2 千代田之御表 御大禮之節町人御能拝見 橋本周延画   

明治 30（1897）刊  大判錦絵 3 枚続          東京誌料 614-C00１-004 

3 御能拝見記 江戸後期  写                            東京誌料 5622-004 

4 徳川盛世録 第一編 礼典之部 市岡正一著  博聞社 明治 22(1889)刊  

東京誌料 614-02 

★5 撰要永久録 巻之五、巻之二十四  写   東京都公文書館蔵 

 

 

江戸城能舞台 
町入能が行なわれたのは、江戸城本丸御殿にあった表舞台です。本丸御殿には大広間の

前にあった表舞台（幕府の公式の行事に使用）と中奥御座之間の近くにあった奥舞台（将

軍個人の私的催し及び稽古に使用）とがありました。能舞台は本丸御殿だけでなく、西の

丸御殿や二の丸御殿などにもあったことが知られています。 

このコーナーでは当館が所蔵する江戸城造営関係資料（重要文化財指定）等、本丸表舞

台に関する図面類を中心に展示します。 

 

◎6 江戸城御本丸御表御中奥御大奥総絵図 [甲良控] 

[万治度]                                           東京誌料 6151-04 

◎7 御本丸寛永度絵図 御作事方大棟梁甲良筑前控  [万治度]   東京誌料 616-42 

◎8 御本丸表方惣絵図（複製） 甲良若狭控  [万治度]          東京誌料 616-37 

9 千代田之御表 御謡初 橋本周延画  明治 30（1897）刊  東京誌料 614-C001-003 

10 東山殿猿楽興行図 橋本貞秀画  嘉永頃刊 藤岡屋慶次郎 

大判錦絵 3 枚続                                東京誌料 H26-002 

11 新版改正 萬延武鑑 萬延 2（1861）刊  須原屋茂兵衛       東京誌料 B43-001 

12 江戸城本丸表能舞台廻り指図 [甲良家]  [万延度]     木子文庫 木 12-1-30 

13 江戸城本丸表能舞台楽屋指図 [甲良家]  [万延度]     木子文庫 木 12-1-31 

◎ 14 御本丸表御舞台正面拾分一建地割絵図 大棟梁甲良若狭控 

 [弘化度]                                            東京誌料 6169-12 

◎ 15 御本丸表御舞台御小屋組絵図 大棟梁甲良若狭控 

 [万延度]                                                東京誌料 6169-17 

◎16 御本丸表御舞台御拭板下瓶居付方絵図 六十分之一 大棟梁甲良若狭控   

[万延度]                        東京誌料 6169-18 

◎ 17 旧本丸能舞台正面羽目板松ノ絵并御脇羽目竹之絵図 [甲良控] 

  [万延度]                                                東京誌料 6169-D2 
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◎ 18 御本丸表御舞台水引上欄間正寸 大棟梁甲良若狭控 

[万延度]                                           東京誌料  6169-21 

◎ 19 御本丸表御舞台蟇股 五分ノ一 [甲良控]     

[万延元(1860)]                         東京誌料 6169-24-02，6169-24-03 

20 江戸城本丸御座之間・能舞台廻り指図 [甲良家] 

  [万延度]                                            木子文庫 木 12-1-1 

 

近世の人々と能 
能楽は武家の式楽であり、歌舞伎のように庶民が日常楽しむ芸能ではありませんでした。

だからといって、能は人々にとってまったく無縁のものだったかというと、そうではなか

ったようです。衣装や面をつけて舞台で舞うことはほとんどなかったものの、謡（うたい）

は一般にかなり流布していました。 

また、近世は出版文化が花開いた時代でもあります。ここでは、出版物を通して、人々

と能楽の関わりをながめてみます。 

 

21 江戸外神田加賀原宝生太夫勧進能地絵図 御作事方大棟梁甲良若狭控 

  弘化 5（1848）                                        東京誌料 5622-003 

22 違橋御門外明地二而宝生太夫勧進能興行一件 

  嘉永元（1848）  写                                    東京誌料 5622-006 

23 寶生大夫一代能  弘化 5（1848）刊                          加賀文庫 5907 

24 能楽図絵 前後編各 2 巻續 1 巻 坂巻耕漁画 

      明治 30-35(1897-1902）刊 松木平吉                    加賀文庫 5894 

25 能狂言人物画譜 西山芳園・西山完瑛画  明治刊 芸艸堂       東京誌料 5627-5 

26 能狂百図 二編 狂斎洞郁(河鍋暁齋）画  写                    加賀文庫 5896 

27 猿楽図式  明治 40(1907)刊 静嘉堂蔵版                   加賀文庫 5892 

28 書籍目録  寛文 5・6 頃刊                               加賀文庫 92 

29 新増書籍目録 3 巻  天和 1(1681）刊 山田喜兵衛              加賀文庫 64 

30 合類書籍目録大全 12巻  享和 1(1801）刊 多田勘兵衛       東京誌料 0022-24 

31 観世流謡本 存二番(松虫･二人静）  刊年不明            特別買上文庫 3082 

32 観世謡本 五番綴百十番揃 江戸後期刊正徳六年弥生本後刷本 

  刊年不明                                              加賀文庫 7995 

33 謡本 内百番外百十番  安政 6(1859）刊                    特別買上文庫 3086 

34 能弁惑大全 5 卷(卷 5 補写）  高田平七著 元文 5(1740)刊  特別買上文庫 3080 

35 謡鈔 十番綴  刊年不明                                   加賀文庫 7988 

36 諷増抄 加藤磐斉著  刊年不明                               加賀文庫 8010 
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37 謡曲拾葉抄 犬井貞恕著 空華庵忍◇補 

  寛保元序刊(明治印） 檜常之助                               加賀文庫 8018 

38 謡字引 木強思明編 宝暦 10(1760）刊  寺田善助                 加賀文庫 7987 

39 謡名寄  天和 2(1682）刊                                   特別買上文庫 3076 

40 能之訓蒙図彙 4 巻存巻 1，2  貞享 4(1687）刊                  加賀文庫 5897 

41 舞楽秘曲 6 卷附下掛謡之目録 

  正徳 5(1715）刊 谷口七左衛門                         特別買上文庫 3078 

42 謡訓蒙図会 10 巻 中村三近子編 

  文政 6(1823）刊 河内屋茂兵衛                              東京誌料 562-4 

43 随一小諷絵抄 田宮仲宜編 多賀如圭画 

  文化 2(1805）刊 大野木市兵衛                              加賀文庫 5893 

44 絵入百番童訓小謡大全 上 下河辺拾水画 刊年不明 清水九文堂 加賀文庫 8005 

45 評判うそ咄 2 巻 無丈軒著 元禄 2(1689）刊  弄花斉            加賀文庫 5899 

46 大字増補男重宝記 5 巻  刊年不明                       加賀文庫 107 

47 いろは文字寺子短歌  宝暦 12(1762）刊・後印 西村屋與八     加賀文庫 函 23-27 

48 高砂小謡廻雙六  刊年不明                                   加賀文庫 6579 

49 新略謡番與双六  刊年不明 いと屋市兵衛                      加賀文庫 6545 

50 綟摺草  刊年不明                                        東京誌料 5623-9 

51 風流謡年代記  宝暦 7(1757）刊 萬屋彦八                       加賀文庫 8011 

52 金々先生栄華夢 恋川春町著画  安永 4(1775）刊 鱗形屋孫兵衛  

加賀文庫 函 41-14 

53 室町源氏胡蝶巻 柳亭種彦(二世）著 歌川国貞(二世）画   

文久 4-明治 8(1864-1875）刊                           加賀文庫 函 106-4 

54 誹風柳多留 29 編 刊年不明                               特別買上文庫 2118 

55 古代勧進帳 歌川豊国(三世）画  嘉永 2 年(1849）刊 恵比寿屋庄七  

大判錦絵 3 枚続                                          東京誌料 M341-3 

56 道成寺 歌川国芳画 嘉永頃刊 大判錦絵 2 枚続              東京誌料 N093-1・2 

57 船弁慶 豊原国周画 明治 18 年(1885）刊 福田熊次郎 大判錦絵 3 枚続  

東京誌料 M348-56-1 

 

 

*資料の状態によっては、展示しない場合もございます。あらかじめご了承ください。 

*期間中一部の資料は展示部分を変更します。 

 

作成 平成 21 年 10 月／東京都立中央図書館／東京都港区南麻布 5-7-13／電話 03-3442-8451  

東京都立図書館ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.library.metro.tokyo.jp/ 


