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＜報道関係者各位＞   展覧会の主催に日本博が追加となりました。詳細はP9をご覧ください。 

すみだ北斎美術館 企画展のご案内       開催期間 2019 年6 月 25 日～8 月 25 日 

 

 

 

 

葛飾北斎「玉川六景図」フリーア美術館蔵 (通期) 

             ※展示は、研究に基づく修復前の構成順に仕立てられた高精細複製画となります。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

日本では決して観られない、逸品ぞろいの北斎１３作品 

高精細複製画で、日本国内で初のお披露目がかないました！ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

日本美術の宝庫として知られるフリーア美術館（米国ワシントンD.C.）は、所蔵品に関して門外不出の方針を

貫いているため、日本でその名を知る人は多くありません。 

そこで本展では、フリーア美術館の協力のもと、特定非営利活動法人 京都文化協会とキヤノン株式会社が推進

する「綴プロジェクト」によって、同館が誇る世界最大級の北斎の肉筆画コレクションの中から13点の高精細複

製画を制作、これをすみだ北斎美術館が所蔵する約130点の関連作品と共に展示します。 

六曲一双の大作「玉川六景図」に関する詳細な研究をはじめ、フリーア美術館所蔵の肉筆画「波濤図」（※展示は

高精細複製画）と、当館所蔵の版画「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の波の表現を比較展示するなど、最先端のデジタ

ル技術と本物の作品の競演を通じ、北斎芸術の神髄に迫ります。 

＜本展の見どころ＞ 

① 北斎の大作「玉川六景図」屏風を、制作当時の構成順に再現 

② フリーア美術館の名品（高精細複製画）と貴重な当館所蔵作品を、テーマごとに比較し解説 

③ 本物では行えない展示方法を、高精細複製画の活用により実現 

～目次～ 

■展示構成            P.02        ■開催概要           P.09 

■関連イベントのお知らせ     P.07      ■次回企画展のお知らせ      P.10  
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■展示構成

―― 第１章「玉川六景図」の研究 ―― 

 フリーア美術館収蔵の六曲一双の屏風「玉川六景図」は、現在の仕立て

では右隻に人物、左隻に風景となっていますが、明治時代の文献や写真資

料に基づく新たな研究により、後年に、その配列が再構成されていた可能

性が高いことが明らかにされました。本展では、この新しい発見による当

時の配列での展示を試みています。                                         

 

◆本来の並びは、解説を読むと納得がいくのでは。当館所蔵の肉筆画「千鳥の玉川

図」とも比較してご覧ください。 

 

 

―― 第２章 古典と伝説 ―― 

 この章では鬼神や漁師、鬼や蛇など、北斎が多く描いた日本や中国の古典や伝説をテーマとした作品を展

示します。力強い雷神や愛嬌のある雷神、恐ろしい霊鬼など、同じ画題であってもバラエティーに富んだ表

現が登場します。 

 ◆轟く雷鳴が感じられるほど、迫力ある作品です。 

 

 

 

 

 

 

―― 第３章 美人画 ―― 

 北斎はさまざまな美人の描き方を試みながら多彩なスタイルを確立していきました。各期の描き方の特

徴が良く表れているフリーア美術館の作品と当館の所蔵作品を合わせてご覧いただき、北斎の美人画の魅

力をご紹介します。 

 ◆うりざね顔からふっくら艶やかな美人まで、北斎が描く美人の変遷にご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜左＞葛飾北斎「枕草子を読む娘」(後期) すみだ北斎美術館蔵         ＜右＞葛飾北斎「年始まわりの遊女図」(後期) フリーア美術館蔵  

                                                             ※展示は高精細複製画となります 

 

＜左＞葛飾北斎「雷神図」（通期）フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります 

＜右＞葛飾北斎『画本武蔵鐙』上 悪源太義平の霊 難波の六郎を引割く（部分・通期）すみだ北斎美術館蔵 

＜左＞葛飾北斎「玉川六景図」(部分・通期) フリーア美術館蔵 ※展示は、研究に基づく修復前の構成順に仕立てられた高精細複製画となります 

                                      ＜右＞葛飾北斎「千鳥の玉川図」(前期) すみだ北斎美術館蔵 
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―― 第４章 動物と植物 ―― 

 北斎の画業を語るうえで欠かすことのできない要素、動植物の展示です。『北斎漫画』をはじめとする絵

手本や、読本の挿絵、肉筆画においても、北斎は自然に対する類まれな観察眼と描写力によって、一つ一

つの線がまるで生きているように描くことを生涯にわたって目指しました。  

◆精緻な描写にご注目ください 

 

 

 

 

葛飾北斎「十二ヶ月花鳥図」(通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります 

 

―― 第５章 自然と風景 ―― 

 フリーア美術館が所蔵する肉筆画の中には、富士山を背景として人物を点景とする構図や、波の表現など

を見ることができます。北斎が繰り返し描いた自然のモチーフに焦点を当て、その表現を比較します。フリ

ーア美術館所蔵の肉筆画「波濤図」と、当館所蔵の版画「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の競演です。 

 ◆「神奈川沖浪裏」にある“鉤爪”のような波頭の描き方が、肉筆画「波濤図」にも見てとれます 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■ 国立スミソニアン協会フリーア美術館 

 1923 年にアメリカのワシントン D.C.に設立された美術館で、スミソニアン

博物館群の一つです。実業家チャールズ・ラング・フリーア（1854-1919）が

収集した美術品をはじめ、隣接するアーサー・M・サックラー・ギャラリーも

合わせて、日本美術の収蔵品数は約 1 万 2,700 点に及び、中でも北斎の肉筆画

は世界屈指のコレクションを誇ります。フリーアの遺言により所蔵品はすべて

門外不出とされ、その方針は現在も守られています。                                 
         

葛飾北斎「波濤図」(通期) フリーア美術館蔵  

※展示は高精細複製画となります 

葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」すみだ北斎美術館蔵  

(作品を替えて通期で展示) 
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■ 綴プロジェクト（正式名称：文化財未来継承プロジェクト） 

 オリジナル文化財の保存と高精細複製品の活用を目的として、特定非営利活動法人 京都文化協会とキヤノン

株式会社が推進している社会貢献活動です。キヤノンの入力、画像処理、出力に至る先進のデジタル技術と、京

都伝統工芸の匠の技との融合により、屏風や襖絵、絵巻物など古くから日本に伝わる貴重な文化財の高精細な複

製品を制作し、寺社や美術館等に寄贈しています。 

 

 

 

■謝辞：当企画展は「綴プロジェクト」のご協力により実現しました 

今回の企画展にあたり、「綴プロジェクト」のキヤノン様・京都文化協会様より、１３作品にのぼるフリーア  

美術館所蔵作品の高精細複製画の制作にご協力をいただくとともに、そのすべてを墨田区へご寄贈いただきまし

た。最先端デジタル技術と伝統の職人技術という、日本の誇る技術の双璧による高精細複製画は、間近に観ても

完成度の高い作品ばかりです。 

 当館では高精細複製画の特徴と浮世絵との親和性を活かし、展示やワークショップなどで、今後も折に触れ、

皆様のお目にかける機会をつくってまいります。 
 
 

■プレス画像請求用 

 ・クレジット表記は次頁参照 
 

①    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②        ③              ④         ⑤    
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 ⑥         ⑦        ⑧             ⑨    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑩ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ⑪              ⑫                        ⑬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※フリーア美術館所蔵の作品画像を使用の際には、各作品につき、以下クレジットが全て必須となります。 

 

①葛飾北斎「玉川六景図」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.204-205 

 

②葛飾北斎「源氏物語 早蕨図」 (前期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.184 

 

③葛飾北斎「漁樵問答図」 (後期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.181-182 
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④葛飾北斎「雷神図」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1900.47 

 

⑤葛飾北斎「琵琶に白蛇図」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.134 

 

⑥葛飾北斎「遊女図」 (前期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1903.129 

 

⑦葛飾北斎「年始まわりの遊女図」フリーア美術館蔵 (後期) ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Purchase - Charles Lang Freer 

Endowment, F1954.119 

 

⑧葛飾北斎「新年風俗図(初夢・朝化粧)」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1903.52-53 

 

⑨葛飾北斎「鍋冠祭図」 (通期) ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.177 

 

⑩葛飾北斎「十二ヶ月花鳥図」 (前期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1904.179-180 

 

⑪葛飾北斎「蟹尽し図」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1902.254 

 

⑫葛飾北斎「富士田園景図」 (後期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1902.48-49 

 

⑬葛飾北斎「波濤図」 (通期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。 

Original: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.: Gift of Charles Lang Freer, F1905.276 
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■プレス画像請求用 （すみだ北斎美術館所蔵の作品） 

1）         2）          3）          4）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）葛飾北斎「千鳥の玉川図」 (前期) すみだ北斎美術館蔵 

2）葛飾北斎『画本武蔵鐙』上 悪源太義平の霊 難波の六郎を引割く (通期) すみだ北斎美術館蔵 

3）葛飾北斎「枕草子を読む娘」 (後期) すみだ北斎美術館蔵 

4）葛飾北斎「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」 (作品を替えて通期で展示) すみだ北斎美術館蔵 
 

 

   
本展の主要作品およびその解説を収録したリーフレットを 300 円（税込）で販売します。 

  当館のミュージアムショップでしかご購入いただくことのできない、リーフレットです。 
 
 

当館は企画展とともに、バラエティ豊かな展示や関連イベントなど、 
地域・人・芸術など≪つながる≫に根差した企画を実施しています。 

 
    

 ＜講演会＞ 

1） 講演会「北斎の肉筆画」 
・講師 ：フランク・フェルテンズ ※講演は日本語です 

（国立スミソニアン協会フリーア美術館 日本美術担当学芸員） 
・場所 ：ＭＡＲＵＧＥＮ100（講座室） 
・日時 ：6 月29 日（土）14:00～15:30 予定（開場13:30） 
・定員 ：60 名 
・料金 ：無料（ただし、観覧券または、年間パスポートが必要です） 

 
 
 

国立スミソニアン協会フリーア美術館  
日本美術担当学芸員フランク・フェルテンズ 
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2） スライドトーク 

「綴プロジェクト」-高精細複製画で綴る-スミソニアン協会フリーア美術館の北斎展の見どころ 
・講師 ：当館学芸・教育普及担当 ①奥田敦子 ②長谷川暢子 
・場所 ：ＭＡＲＵＧＥＮ100（講座室） 
・日時 ：①7 月6 日（土）14:00～14:30 予定（開場13:30） 
          ②8 月3 日（土）14:00～14:30 予定（開場13:30） 
・定員 ：各60 名 
・料金 ：無料（ただし、観覧券または、年間パスポートが必要です） 

 

  ＜ワークショップ＞ 
    

1）子どものためのワークショップ「きったり、はったり、えがいたり びょうぶづくり！」 
・講師 ：当館学芸・教育普及担当 
・場所 ：ＭＡＲＵＧＥＮ100（講座室） 
・日時 ：8 月10 日（土）14:00～16:00 予定（開場13:30） 
・対象 ：小学生以上 
・定員 ：20 名（事前申込制となります。詳細はＨＰをご覧ください） 
・料金 ：無料（ただし、観覧券または年間パスポートが必要です） 
・内容  ：フリーア美術館所蔵の屏風「十二ヶ月花鳥図」（高精細複製画）をゆっくり鑑賞したあとに、それぞれの1 年 

間をテーマにした「十二ヶ月〇〇びょうぶ」をつくります。絵具や墨、カラーペーパー、毛糸など、好きな素 
材を自由に使ってびょうぶに描きます。 

 

２）「じっくり日本美術」 
     ・講師 ：当館学芸・教育普及担当 
     ・場所 ：ＭＡＲＵＧＥＮ100（講座室） 
     ・日時 ：8 月17 日（土）14:00～16:00 予定（開場13:30） 
     ・定員 ：20 名（事前申込制となります。詳細はＨＰをご覧ください） 
     ・料金 ：無料（ただし、観覧券または年間パスポートが必要です） 
     ・内容 ：フリーア美術館所蔵作品の高精細複製画のうち屏風と掛軸を実際に手にとって作品の取扱いを体験！鑑賞の 

ポイントなどもお話します。作品とじっくり過ごすワークショップです。 
 
 
 
 
 
 

 

 

葛飾北斎「十二ヶ月花鳥図」(前期) フリーア美術館蔵 ※展示は高精細複製画となります。  
       

※１）・２）ともにフリーア美術館所蔵「十二ヶ月花鳥図」（高精細複製画）などをつかったワークショップです。 

 

 

 【お誕生月割引】 

本展開催中の 6 月から 8 月生まれの方は(ご本人のみ)誕生月に割引料金でご入館いただけます。入館時に 

チケットカウンターにて、お誕生月のわかる身分証明書をご提示ください。 

※対象：6、7、8 月がお誕生月の方（誕生日当日でなくても利用可） 

※例：7 月 1 日生まれの方が誕生月の 7 月に来館されると、企画展・常設展とも割引料金で入館いただけます 

 

【リピーター割引】 前期・後期で展示される“見どころ作品”をチェックしてみませんか？ 
本展の観覧券半券をチケットカウンターでご提示いただくと、割引料金でご入館いただけます。 

  

【メルマガ割引】 当館ならではの情報を配信中！ 

配信されたメールマガジン本文の画面、もしくはプリントアウトしたものをチケット購入時に 

ご提示の方は、割引料金でご入館いただけます。  

   ◎上記いずれも20％割引となります ◎他の各種割引とのご併用はできません 
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本展は、「日本博」の目指す総合テーマ「日本人と自然」に合致する展覧会として、 地
域の美術館・博物館による日本博主催・共催型企画の第一弾となりました。 
    
＜日本博とは＞  

文化庁及び独立行政法人日本芸術文化振興会を中心に、関係府省庁や文化施設、地方自治体、民間団体等の総力 

を結集した大型国家プロジェクト。 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機に、「縄 

文から現代」までの「日本の美」を体現する美術展・舞台芸術公演・文化芸術祭等を、「日本人と自然」という 

総合テーマの下、四季折々・年間を通じて全国で展開。 

※紹介 URL：https://www.ntj.jac.go.jp/nihonhaku/  

 
■開催概要 

○展覧会名 
「綴プロジェクト」─高精細複製画で綴る─スミソニアン協会フリーア美術館の北斎展 
○会期：2019 年6 月 25 日（火）～8 月 25 日（日）  
    ◎前期：6 月 25 日（火）～7 月28 日（日） 
    ◎後期：7 月 30 日（火）～8 月25 日（日） 

※前後期で一部展示替えを実施 

※休館日：毎週月曜日（祝日または振替休日の場合は、翌平日） 

○主 催 ：文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会、 

墨田区・すみだ北斎美術館 

○特別協賛：キヤノン 

○特別協力：スミソニアン協会フリーア美術館  

○協 力 ：京都文化協会 

○お問い合わせ：すみだ北斎美術館 

○観覧料： 一般 1,000 円＜800 円＞、高校生・大学生 700 円＜560 円＞、中学生 300 円＜240 円＞ 

65 歳以上 700 円＜560 円＞、障がい者 300 円＜240 円＞ ※＜ ＞は団体料金 
※団体は有料のお客様20 名以上。 

※小学生以下は無料。 

※中学生・高校生・大学生(高専、専門学校、専修学校生含む)は生徒手帳または学生証をご提示ください。 

※65 歳以上の方は年齢を証明できるものをご提示ください。 

※身体障がい者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、被爆者健康手帳などをお持ちの方及びその付添の1 名まで障がい者料金でご

覧いただけます。(入館の際は、身体障がい者手帳などの提示をお願いします)  

◎本展のチケットは、会期中観覧日当日に限り、AURORA(常設展示室)もご覧になれます。 

 
【すみだ北斎美術館】 

○開館時間：9:30-17:30（入館は 17:00 まで） 

○休館日：毎週月曜日（月曜が祝日または振替休日の場合はその翌平日） 

○住所：〒130-0014 東京都墨田区亀沢 2-7-2 

○電話：03-6658-8936 

○公式サイト: http://hokusai-museum.jp/tsuzuri/ 

○公式 Twitter ：http://twitter.com/HokusaiMuseum/ 

○公式 Facebook：http://www.facebook.com/THE.SUMIDA.HOKUSAI.MUSEUM/ 

○すみだ北斎美術館 2019 年度展覧会紹介動画： 

 https://www.youtube.com/watch?v=BZ29mFVKfBc 

 
 
 

https://www.ntj.jac.go.jp/nihonhaku/
http://www.facebook.com/THE.SUMIDA.HOKUSAI.MUSEUM/
https://www.youtube.com/watch?v=BZ29mFVKfBc
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■今後の企画展予定 

 

◇2019 年 9 月 10 日（火）～11 月 4 日（月・振替休日）                  

「北斎没後 170 年記念 茂木本家美術館の北斎名品展」 

茂木本家美術館は、キッコーマン創業家の一つである茂木本家十二代当主茂木 七左

衞門氏（1907-2012）が収集した美術品を展示する館として、2006 年に千葉県野田市

に開館しました。  

本展では、浮世絵や近現代の絵画・彫刻・工芸など多岐にわたるコレクションの中か

ら、「冨嶽三十六景」をはじめとする葛飾北斎の錦絵・摺物・版本、魚屋北溪などの門

人たちによる錦絵・摺物、籔内佐斗司氏による北斎の彫刻など前後期あわせて 116 点

を展覧します。  

茂木本家美術館の北斎関連作品を一挙に公開する展示は、今回が初となります。特に

「青富士」の通称で知られる「冨嶽三十六景 凱風快晴」の異版、稀少な門人らの作品

などは必見です。この機会にぜひお越しください。  

 

「冨嶽三十六景 凱風快晴」（異版・藍摺） 茂木本家美術館蔵 「冨嶽三十六景 凱風快晴」 茂木本家美術館蔵 
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