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■ まずは、浮世絵のお話から 

 
「浮世絵」（うきよえ）は、江戸時代に成立した、人々の日常の生

活や風物などを描いた絵のことです。 
「浮世」とは「現代風」を意味する言葉で、浮世絵を定義するな

らば、「テーマはなんでも良しの絵で、主には摺り物（版画）形態で、

一般大衆へ向けて配付できるように量産されたもの」といったらよ

いかと思います（さらに正確に言うならば、浮世絵には肉筆画が含

まれる場合もあります）。 
 

1600 年代の半ばになって、菱川師宣（ひしかわもろのぶ：1618
年～1694 年）という絵師が登場します。「浮世絵の祖」と称される

この人の偉大なところは、それまでは主に、狩野派や土佐派などと

いった、将軍家や大名などに雇われて、ふすま絵や屏風絵などを描

く絵師とは違って、市井の諸相をテーマにした絵を描いて摺り物の

形で世に出したところにあります。それも、単なる挿絵レベルでは

ない鑑賞レベルにまで高めたところが、この人のすごいところです。 
 
ちなみに、師宣は、ぽっと出の絵師ではなく、ちゃんと狩野派や

土佐派などの技法を勉強し、修めた人です。よく知られた作品に、

切手にもなった「見返り美人図」（肉筆画）があります。 
 
 

師宣が活躍した江戸時代初

期の浮世絵は、木版の単色刷り

（墨摺り絵：すみずりえ）でし

た。 
その後、劇場の看板絵を描く

ことをメインとした絵師、鳥居

清信（とりいきよのぶ：1664
年～1729 年）が登場します。

この人は、鳥居派の祖と呼ばれ

る人です。 
 
鳥居清信が活躍する 1660 年

代後半から 1700 年代頃、いわ

ゆる元禄期から享保期にかけ

ての頃になると、墨摺り絵に筆

で着色したものが現れます。こ

れらは主に赤い顔料を使って

着色され、丹を使ったものを

「丹絵（たんえ）」、紅を使ったものを「紅絵（べにえ）」と呼びまし

た。 
 
もう少し時代が進むと、紅絵に色を 2～3 色加えた「紅摺絵（べに

ずりえ）」というのも出てきますが、しかし、それ以上には技術は進

 1



みませんでした。つまり、師宣が草創した浮世絵は、その誕生以降、

いわゆる多色刷りの絵が登場するまでに、100 年近い時間がかかっ

てしまうのです。 
 
江戸の浮世絵・版画業界に革命が起こったのは、どうやら、宝暦

の終わり～明和の初め頃のことだったようです。宝暦は、西暦でい

えば 1751 年からで、宝暦 14 年（1764 年）は 6 月 2 日に改元され

て、明和元年となります。 
 
この頃に生きた柴村盛方（しばむらもりかた：1723 年～？）とい

う人の『飛鳥川』という本に、 
 

「江戸錦絵、昔はことのほか粗末なり。宝暦の頃、大小はや

り、見事なる絵の摺り物出る。それより役者絵、そのほかと

も、見事なる。もとは大小よりのことなり」 
 
と記されています。 
 
さて、ようやく、本日の主題「絵暦」に大きく関係する「大小（だ

いしょう）」が出てきました。 
 
 
 

■ 大小って、何？ 

 
江戸時代、「大小」といえば、二つのことを指しました。一つは、

武士が腰に差す刀のことです。そしてもう一つは、暦〈カレンダー〉

のことです（※江戸時代の暦については、別紙資料を参考にしてく

ださい）。 
 
江戸時代には、月の巡りを基準にした暦が採用されており、1 ヶ

月が 30 日の月と 29 日の月がありました。30 日の月を「大の月」、

29 日の月を「小の月」と呼びました。 
月を基準にした暦ですと、1 年は 354～355 日しかありません。そ

うなると、太陽を基準にした 365 日とのズレが出てきます。それを

解消するのが「閏月（うるうづき）」で、3 年に一度ぐらいは閏月が

挿入され、その年は 1 年が 13 ヶ月、383 日～385 日になります。 
 
江戸時代の暦では、そうした調整を行うために、毎年、大の月と

小の月の順番を入れ替えたり、閏月を挟み込んだりといったことが

行われていたのです。要するに、現代のように「西向く士（2／4／6
／9／11 月が小の月）」と決まっているわけではなく、毎年、大の月

と小の月の順番が違っていたのです。 
 
当時、暦の作成や発行は、幕府の完全なる管理下におかれていま

した。幕府の許しを得た者以外は、暦を作ることも売ることもでき
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せんでした。そして、翌年の暦が発表されるのは、だいたい 10 月

ら 11 月頃のことであったようです。 
 
人々にしてみますと、「今日は何日？」という日付を表す暦は、生

に密着したものですから、絶対に知っておく必要があるのですが、

といって、その年の大の月と小の月の順番は、毎年変わってしま

ものですので、そう簡単に覚えておくわけにもいきません。 
そこで、大の月と小の月の順番を記した暦が作られました。それ

「大小」です（大小暦ともいいます）。 

ちなみに、大小の月の並びを示した暦自体は、何も江戸時代に始

ったことではありません。記録に残っているものでは、700 年代

初頭のものもあります。 
そもそも、暦の基本となるルールは、中国や朝鮮から入ってきた

のですので、それ以前のはるか昔からあったと思われます。 

今回、テーマとしている「絵暦」は、端的にいうならば、「江戸時

に盛んに作られた大小暦で、主には絵の中に大小の月の順番を記

たもの」ということです。 

■ 江戸に絵暦ブームがやってきた 

 
江戸時代の初期には、大小は、絵暦の形ではなく、文字でメモを

して、それを柱に貼り付けておくとか、お店の前に看板のように掲

げておくといったことが多かったようです。 
それが、現代のカレンダーのよう

に、絵が配されたものになってくる

のは、明暦三年（1657 年）の「明

暦の大火」以降、菱川師宣が活躍を

始めた頃からのことだったようで

す。絵というものが、庶民生活の中

に入り込み始めた時期だったので

しょう。あまり現物は残っていませ

んが、絵師たちは、求めに応じて、

色々な絵暦を描いていたようです。 
 
それからおよそ 100 年、時代が宝

暦の末期頃になると、江戸に絵暦の

ブームがやってきます。 
 
宝暦頃の時代というは、武士と富

裕な町人とがかなり積極的に交流

し始めた時期でした。そうした人々
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は、いわゆる「趣味人」たちで、狂歌などを楽しんでいたのですが、

そうした交流の中で、「この大小のおもしろさが、わかりますかい？」

といった謎かけ的な要素が存分に採り入れられた絵暦を作って、そ

れを発表し、交換し合うのが大ブームとなったのです。 
 
江戸の趣味人たちの間では、「大小の会（大小交換の会）」という

のがあちこちで催され、ほかの人たちが驚くような、工夫が凝らさ

れた絵暦を作ることに熱中しました。そうした中、明和元年の末の

ことかと思われますが、一大革命が発表されるのです。 
 
前に述べたとおり、それまでの浮世絵は、基本的に、黒の摺り絵

の上に直接、手で彩色したものや、あるいは、ほんの数種類の紅色

を使った程度のもの、つまり、単色刷のものしかありませんでした。

そこに、複数の色を重ねて印刷した、色鮮やかな絵暦が登場したの

です。 
白黒写真がカラー写真に、白黒テレビがカラーテレビになったよ

うなものだと思えば、間違いはないでしょう。あるいは、映画がモ

ノクロから総天然色に変わったときのような衝撃があったのではな

いかと思います。 
 
実はこれが、現在、我々が浮世絵としてイメージする、いわゆる

錦絵、通称「東錦絵（あずまにしきえ）」の誕生でした。 
 

■ 「多色刷り浮世絵」を創始した鈴木春信と大久保甚四郎 

 
「多色刷りの浮世絵 － 錦絵」という革命を起こした中心人物と

してあげられるのは、絵師の鈴木春信（1725 年～1770 年）と、巨

川の俳名を持つ旗本の大久保甚四郎（1722 年～1777 年）です。 
 
天明期を代表する文化人として知られる大田南畝（おおたなん

ぼ：1749 年～1823 年）の書、『浮世絵類考』には、 
 

「鈴木春信、明和のはじめより吾妻錦絵（あずまにしきえ）

をえがき出して、今にこれを祖とす。これは、その頃、初春

大小の摺り物、大いに流行して、五・六ぺん摺り、はじめて

出来しより、工夫して、今の錦絵とはなれり」 
 
と記されています。 
 
牛込・市ヶ谷（現在の新宿区若宮町）あたりに住んでいた千六百

石の旗本、大久保甚四郎は、裕福な家庭の生まれで、さして多忙で

もなく、自由に趣味が楽しめる立場にあった人で、俳句や絵筆の才

能にも恵まれていました。そして、宝暦の終わりから明和の初めの

時期、大久保甚四郎は、大小の会の主催者としては、江戸で一番の

人となっていました。 
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そこには、様々な趣味人たちが集まっていたわけですが、趣味人

たちは誰もが、みんなを驚かせるような大小を作って、発表したい

との熱意に燃えていたのです。 
 
そうした中、大久保甚四郎は鈴木春信と組んで、多色刷りの絵暦

の作成にチャレンジします（飯田町の薬問屋も発案者の一人だった

という話もあります）。 
彼らが編み出した新しい版画の手法は「見当法」といわれるもの

でした。複数の版木を作って、それぞれに別の色を塗り、それらを

正確に重ね刷りするために、版木に「見当（けんとう）」と呼ばれる

目印（四隅や四辺を合わせるための小さな彫り）を付けることを思

いついき、それを実践したのです。 
また、この頃、複数回の刷りに耐えられるような丈夫な紙が普及

してきたことも、錦絵の誕生に大きく貢献しています。 
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■ 多色刷り技術の向上を支えた富裕な町人層 

 
錦絵の場合、一色刷の浮世絵とは違って、複数の版木を作ったり、

それらを上手に刷り上げたりするためには、それなりの技を持った

職人が必要でした。具体的にいえば、もともとの絵を描く絵師、版

木に下絵を描く下絵師（版木に描かれる下絵は逆さまになります）、

版木を彫っていく彫り師、実際に紙に印刷をしていく刷師、などと

いった人たちが分業をしていって初めて、一枚の錦絵が誕生するわ

けです。もちろん、経費もそれなりにかかります。 
 

初に発表された多色刷りの絵暦は、鈴木春信をはじめとするほ

んの数名の職人が、ほとんど全ての作業を自分たちの手でこなして

いたのでしょうが、錦絵印刷の分業体制が整えられていくのは、す

ぐのことでした。多色刷り版画の技術は、あっという間に向上した

のです。 
 
それを支えたのは、江戸の趣味人たち、富裕な商人たちでした。 

そもそも、絵暦は、商人たちがお客さんに対して、年賀の際の配り

ものとして贈ることの多いものでした。それが多色刷りになったこ

とで、今の年賀状のように定着していったようです。 
 
富裕な商人たちは、一流の絵師に凝った面白いデザインの絵暦み

を描いてくれるように依頼し、それをたくさん刷って、自慢しなが

ら配ったわけです。要するに、技術の進歩に向けて、スポンサーが

付いたわけです。 
 
およそ 100 年にもわたって、大した進歩もなかった浮世絵が、こ

こで一気に花開き、ビジネスモデルとして成立していったのでした。 
 
その後の浮世絵ブームは、多くの人が知るところです。春信は町

の美人たちを描いて、浮世絵界の大スターになりましたし、それに

続いて、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川廣重

などといったきら星のごときスターたちもどんどんと登場し、日本

の浮世絵は世界に知られるまでになっていたのでした。 
 
 江戸の趣味人たちの間で起こった大小のブームは、多色刷りの技

法を育み、それをきっかけに、江戸の文化の象徴で、日本が世界に

誇る浮世絵が完成されていったのです。 
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■ 絵暦の謎解きにチャレンジ 
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【絵暦 11】 

【絵暦 12】 



 
【絵暦 13】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【絵暦 14】 
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■ 絵暦の終焉 ～ 終わりにちょっとメッセージ 

 
絵暦は、明治に入って終焉を迎えます。 
明治 5 年の 11 月、時の政府は突然に「今年の 12 月 3 日を明治 6

年 1 月 1 日とし、以降、1 年を 365 日の太陽暦とする」との勅令を

発表します。江戸の人々の機知が凝縮された絵暦は、わずか 100 年

あまりの寿命を全うして、消えていったのでした。 
 
江戸で生まれた文化には色々なものがありますが、その大きな特

色として、「洒落（しゃれ）の感覚」があります。大小と呼ばれる絵

暦もそうですし、浮世絵にしてもそうです。祭礼の出し物などもそ

うですし、先日のお酉様（住吉神社境内 大鳥神社祭礼／今年は、一

の酉：11/11、二の酉：11/23 でした）で飾られた地口行灯もそうで

す。 
 
そうした文化が育まれていくところには、それを楽しみ、支持し

て、時にはスポンサーにもなってくれるような人たちの存在が忘れ

られません。 
 
今、日本は、世界で先進国といわれる国々の中で唯一、教育費を

削減し続けているという国です。スポーツや芸術・芸能なども含め、

文化や教育を育てていくためには、どうしてもお金が必要です。し

かし、それらに投資をしても、すぐには還元がされません。そうし

た分野への投資は、投資額を回収するのに、ある程度の時間がかか

るのです。 
 
そのため、日本では、教育費などを削って、すぐに見返りのあり

そうな分野への投資を続けているのです。ある意味、文化的な国家

の礎となる心の豊かさを削って、経済的な豊かさだけを求めている

といってもよいかも知れません。 
 
文化の創造や継承のためには、それをバックアップする人たちが

必要です。そうした人たちがいてこそ、クリエイティブな文化が創

造されていくのだということは、ここであらためて認識し直してお

きたいところかと思います。 
 
 
 
 
 さてさて、そんなところで、本日のお話は、おしまいです。 
それでは、皆さま、良いお年を！(^_^)/~ 
 
 
 
 

 13



■ 絵暦の解説 

 
【絵暦 1】 

享保十六年（1731）の絵暦。墨刷りに手彩色の浮世絵。赤い帯が「大」

と「小」の文字になっており、大の女性の着物では、胸元が「二」、

左肩が「八」、右腕が「六」、腰が「四」、足の前の方が「九」、後ろ

の方が「十一」の文字に、また、小の女の子の着物は、肩が「正」、

右の振り袖が「五」と「十」と「三」、左の振り袖が「七」、腰から

下が「十二」になっている。このように、絵のデザインの中に文字

を入れ込むのは、絵暦では最もよくあるパターンの一つ。 
 
【絵暦 2】 

「夕立図」と題されたこの絵は、多色刷り版画の記念碑的な作品と

されている。竿に掛かっている着物に、「大」「二」「三」「五」「六」

「八」「十」と「メ・イ・ワ・二」（明和二年の意味）の文字が見え

る。鈴木春信筆、明和初年（1764）の作品。 
 
【絵暦 3】 

鈴木春信に続いて、江戸浮世絵界のスターとなった磯田湖龍齋の作

品。大黒の右手の小槌が「甲（きのえ）」、足が「タ」と「ツ」にな

っており、天明四年（1784）甲辰の暦であることがわかる。文字は

頭巾の「四」、右腕の「二」、左腕の「十一」、左手で握りしめた袋が

「九」と袋の口が「七」、お腹が「正」、腰から両股にかけてが「六」。

これらは、大黒天の「大」にかけて、大の月を表している。 
 
【絵暦 4】 

天明三年（1783）葵卯（みずのと・う）の絵暦。兎の絵から卯年な

のはすぐにわかるが、背中には「葵」、腰の煙草入れには「てん明さ

ん」の文字がある。この年の一月から十二月までの大小の並びは、

絵の上にある文字の通りなわけだが、それを「小鯛（こだい）、小鯛、

大根（だいこ）、大根、大根、大根」という覚えやすい文句にしたの

が洒落の効いたところ。もちろん、兎が担ぐ天桶とざるの中も、そ

の文句に合わせて、小鯛が二尾、大根が四本になっている。 
 
【絵暦 5】 

将棋の駒の「角行」の裏面「龍馬」がデザインされている寛政十年

（1798）の絵暦。「龍」の字の中には「二」「三」「五」「八」「十一」

「十二」、「馬」には「小」「正」「四」「六」「七」「九」「十」の文字

が隠されている。なお、寛政十年はもちろん、午（うま）年である

（戊午：つちのえ・うま）。 
 
【絵暦 6】 

寛政九年（1797）丁巳（ひのと・み）の絵暦。まず、太い方の柱の

下の方に「宗理画」とあるが、これは、寛政七年から同十年にかけ

て、葛飾北斎が使っていた画号である。暦については、大きな柱に

描かれているのが大の月で、上から「一」「三」「五」「八」「十」「十

 14



一」「十二」、小さな柱には上から「二」「四」「六」「七」「壬」「九」

と描かれている。「壬」は閏月の意味で（「閏」の門構えの中の文字）、

七月の下にあることで「閏七月」を表している。書き入れは、絵柄

と同様、正月のめでたさを祝った「あら玉の としの旭（あさひ）を 
うミつら（海面）に わたる烏（からす）も 春の欣（よろこび）」と

いう歌になっている。 
 
【絵暦 7】 

文化四年（1807）丁卯（ひのと・う）の絵暦。書き入れは「初日影 さ
し入る庭の 福寿草（ふくじゅそう） こがね色めく 千金（せんきん）

の春」となっている（初日影＝初日の出／「初日影」の「影」は「光」

の意）。大小を表しているのは福寿草のサイズ(背の高さ)。一番右が

正月で、左方向に順に十二月までの大小が並べられている。 
 
【絵暦 8】 

玄魚筆による安政五年（1858）戊午（つちのえ・うま）の絵暦。幕

末期ともなると、版画の技術はかなり向上していて、鮮やかな上に

淡い色合いまでも出せるようになってきている。絵柄は、正月の縁

起物ということで、千両箱、蕪、七宝、宝船、打ち出の小槌、当た

り矢が繭玉飾りに付けられている。さいころが描かれているのは、

運試しという意味か。おたふくの短冊に記された大小は、「大：二、

五、八、九、霜（霜月：十一月）、極（極月：十二月）」、「小：正、

三、四、六、七、十」と、そのものでわかりやすい。書き入れは「朝

夕の 片影寒し うめの花」となっており、続いて発行者名の「庫前

（くらまえ：蔵前） 勝由」と記されている。その下の天狗の顔のよ

うな落款は「さき」と読むのであろうか。この絵暦は、勝由という

店の新年の配りものとして利用されたのであろう。 
 
【絵暦 9】 

「大小の鍔（つば）」と題された安政六年（1859）己未（つちのと・

ひつじ）の絵暦。月の順番は、右上が正月で、以下、左に列を移し

ていく。大小の区別は、刀身を通す鍔の穴の形でわかる。大の月は

大刀用の普通の形、小の月は「小」という文字がかたどられている。

各月の絵柄は、一月が海老と橙（だいだい）、二月がお稲荷様（初午）、

三月が桜、四月がほととぎす、五月が鍾馗（しょうき）様、六月が

富士山詣、七月が硯（文月）、八月が月見、九月が菊、十月が恵比須

講、十一月が酉の市、十二月が餅つきとなっている。 
 
【絵暦 10】 

中央上に記されているとおり、安政七年（1860）庚申（かのえ・さ

る）の絵暦。大の月は大黒様、小の月は子供で、それぞれ、大黒様

の頭巾が「正」、左肩が「三」、胸元が「十一」、右腕が「閏三」、脇

が「六」、右足が「九」、左足が「十二」、子供の左肩が「七」、背中

に上から「二」「四」「十」、右袖が「五」、その下が「八」となって

いる。 
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【絵暦 11】 

千社札（納札）を模した歌川芳綱作、安政七年（1860）庚申（かの

え・さる）の絵暦。正月の風物詩ともいえる猿回しの衆が猿に逃げ

られてしまった様子が楽しい。鳥居の上の猿が持っている札には

「小：野月（小の月）」と書かれており、以下、鳥居に、この年の小

の月である「にがつ（二月）」「四月」「五月」「志ち月（七月）」「八

か津（八月）」「十月」の札が貼られている。 
 
【絵暦 12】 

「慶応四豊年踊の図」と題されたこの絵暦は、幕末から明治中期に

かけて活躍した河鍋暁斎（かわなべきょうさい：1831～1889）の作

品。この年、江戸幕府が倒れ、九月八日には改元の詔書が出されて、

明治元年になっている。その前年から、乱世を反映し、「ええじゃな

いか」と人々が唄い狂う騒動が起こっている。それをテーマに、右

下の女性を基点に踊り手たちを並べ、男性を大の月、女性を小の月

として表わしているのがこの絵暦。一月の女性はおたふくの面に羽

子板。二月は初午の祭りにちなんでお稲荷様の狐。三月は花見の酔

っぱらいのように赤い顔をした天狗で、瓢箪と桜の花を背負ってい

る。四月は子連れのおかみさんで、手には初鰹。子供は閏四月の意

味で、手には卯の花と庚申の祭りの売り物である跳ね猿を持ってい

る。五月は端午の節句で鍾馗様。六月の女性は、山開きとなる富士

山の絵が描かれた扇子を持っている。七月は織女のようでもあり、

天岩戸（あまのいわと）の前での舞った天鈿女命（あめのうずめの

みこと）のようでもある。八月は収穫の季節ということで、鎌を手

に、籠を背にした農夫。九月は柿を手に持った女性。十月は恵比須

講の恵比寿様。十一月はお酉様の熊手とやつがしらを持った人。そ

して十二月は、破魔矢などの正月用品を担いだ女性となっている。 
 
【絵暦 13】 

幕末の万延二年（1861）辛酉（かのととり）の絵暦。書き入れは、

吉原の遊女の悲哀をうたった「大門の 内二極る か五の鳥 三をは七

ごろも 九界じうねん」（大門の 内にきわまる 籠の鳥 身は花衣 苦
界十年）という歌になっており、その中に、大の月である「二、五、

三、七、九、極（十二）」の文字が上手に盛り込まれている。そして

絵の方には、頭の「小」の字をはじめ、前簪に「十一」と「十」、後

簪に「正」、首が「四」、片から体が「六」、着物の下の方が「八」と、

小の月の数字が入っている。干支との関連づけ（辛酉→つらい鳥）

からは、江戸人の発想の豊かさが窺える。 
 
【絵暦 14】 

新暦となった明治六年（1873）用に作られた絵暦。作者は三代廣重

である。宝珠の中に「大、七、一、八」、七草の中に「五、三、十、

十二」が書かれていて、以上が大の月。菱形の印形は全体が「小」

の字を表していて、その中に「二、四、六、九、十一」が記されて

いる。書き入れは「草とらん 屠蘇（とそ）にほかつく 酔いこころ」。 
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