
第１展示室 徳川美術館

作品名 作者・所用者・寄贈者等 時代

1 朱塗啄木糸威具足
春田吉次･加藤彦十郎作
徳川義直(尾張家初代)着用

江戸
寛永3年
<1626>

2 軍配団扇馬標(関ヶ原合戦時使用) 松平忠吉(徳川家康4男)着用 桃山 16

3 網代軍配団扇 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17

4 糸巻太刀拵 江戸 18 A

5 葵紋蒔絵糸巻太刀拵 徳川将軍家伝来 江戸 17-18 B

6 青貝柄槍拵 江戸 18-19

7 ○ 太刀　銘 国俊　名物 鳥養国俊
鳥養宗慶･細川幽斎･細川忠興･石田三成･
富田信高･徳川家康･徳川義直(尾張家初代)
所持

鎌倉 13 A

小太刀　銘 源左衛門尉信国 応永廿一年
　二月日　名物 松浦信国

細川忠興･豊臣秀吉･豊臣秀頼･徳川義直
（尾張家初代）所持 室町

応永21年
<1414>

A

糸巻太刀拵 徳川義宜(尾張家16代)所用 江戸 18 A

9 刀　銘 村正 徳川家康(駿府御分物)所持 室町 16 A

10 刀　銘 二王清則 徳川家康(駿府御分物)所持 室町 15 A

11 ○ 短刀　銘 吉光　名物 庖丁藤四郎 大谷吉継･徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 A

12 短刀　無銘 則重 蜂須賀家政･徳川家康(駿府御分物)所持 南北朝 14 A

13 太刀　銘 光忠 守家造 加藤清正･徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 A

◎ 刀　無銘 一文字　名物 南泉一文字
室町将軍家･豊臣秀吉･豊臣秀頼･徳川家康
(駿府御分物)･徳川義直(尾張家初代)所持

鎌倉 13 A

梨子地刻小サ刀拵 徳川綱誠(尾張家3代)所用 江戸 17 A

◎
刀　金象嵌銘 正宗磨上 本阿弥(花押)
　名物 池田正宗

伊達政宗･池田長吉･徳川秀忠･徳川家光･
徳川義直(尾張家初代)所持

鎌倉 14 A

蠟色塗刀拵 江戸 18-19 A

16 脇指　無銘 平岩親吉所持 室町 16 A

◎ 短刀　無銘 正宗　名物 一庵正宗
横浜一庵･豊臣秀吉･京極高知･徳川家光･
井伊直孝･井伊直興･徳川綱吉･徳川吉通
(尾張家4代)所持

鎌倉 14 A

蠟色塗合口拵 徳川綱吉遺品･徳川吉通(尾張家4代)拝領 江戸 17-18 A

短刀　銘 相州住正宗 嘉暦三年八月日
　名物 大坂長銘正宗

初代越前康継再刃(大坂焼物)
豊臣秀頼･徳川家康(駿府御分物)所持

鎌倉
嘉暦3年
<1328>

A

蠟色塗葵紋蒔絵合口拵 江戸 18-19 A

19 太刀　銘 左　名物 大左文字
豊臣秀吉･豊臣秀次･徳川家康(駿府御分
物)･豊臣秀頼･徳川家光･徳川義直(尾張
家初代)所持

南北朝 14 B

刀　銘 左文字 吉見正頼研上之 永禄九年
　八月吉日  名物  吉見左文字

吉見正頼･徳川家康･徳川義直(尾張家初代)
所持

南北朝 14 B

蠟色塗刀拵 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸
安政3年
<1856>

B

　　　　　　　　　　A:7月12日(火)～8月9日(火) 　　　　B:8月10日(水)～9月11日(日)
　　　　　　　　　　B前:8月10日(水)～8月23日(火)　　　B後:8月24日(水)～9月11日(日)

8

世紀     　 期間№ 指定

15

14

20

戦国名刀物語

武家のシンボル　― 武具･刀剣 ―

平成28年7月12日(火)～9月11日(日)

凡例：⦿は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品。＊は京都・豊國神社蔵

大名はいうまでもなく武士であり、その集団の長であったため、泰平の世の江戸時代にあっても常に軍備を

怠ってはならなかった。

大名家の武器武具は単なる戦闘実用品ではなく、同時に｢武士の心根｣を表すように美しく気品に満ちている

ことが必要だった。中でも刀剣は｢武士の魂｣といわれる通り、武士の精神の象徴として大切にされ、最も高い格

式を持ち、公式の贈答品の筆頭ともされた。

17

18
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21 刀　無銘 貞宗 片桐且元･徳川家康(駿府御分物)所持
鎌倉-
南北朝

14 B

22 ◎
薙刀直シ刀　無銘 伝粟田口吉光
　名物 骨喰藤四郎

室町将軍家･松永久秀･大友宗麟･大友義統･
豊臣秀吉･豊臣秀頼･木村重成･
徳川家康所持

南北朝 14
B前

＊

刀　銘 正宗　「鳥居正宗」 徳川家康(駿府御分物)所持 南北朝 14 B後

蠟色塗脇差拵 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸
安政4年
<1857>

B後

脇指　銘 吉光　名物 鯰尾藤四郎
　初代越前康継再刃(大坂焼物)

織田信雄･豊臣秀吉･豊臣秀頼･徳川家康
(駿府御分物)所持

鎌倉 13 B前

蠟色塗脇指拵 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 19 B前

短刀　無銘 吉光　名物 無銘藤四郎 生駒正俊所持 鎌倉 13 B後

蠟色塗合口拵 江戸 17 B後

短刀　無銘 志津  名物 戸川志津
戸川逵安･前田利常･徳川秀忠･徳川頼宣･
徳川家光･徳川義直(尾張家初代)所持

南北朝 14 B

黒石地塗合口拵 徳川家光下賜･徳川義直(尾張家初代)拝領 江戸 17 B

27 ◎
太刀　銘 備前国長船住守家
　名物 兵庫守家

丸毛長照･徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 B

28 ○ 太刀　無銘 一文字 池田輝政･徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 B

29 ○ 小太刀　銘 吉用 浅野長晟･徳川義直(尾張家初代)所持 鎌倉 13 B

30 ◎ 刀　無銘 郷義弘　名物 五月雨郷
黒田長政･徳川秀忠･前田利常･徳川家光･
徳川光友(尾張家2代)所持

鎌倉 14 B

短刀  無銘 貞宗　名物 奈良屋貞宗
奈良屋宗悦･豊臣秀保･豊臣秀吉･豊臣秀頼･
徳川秀忠･徳川義直(尾張家初代)所持

鎌倉-
南北朝

14 B

蠟色塗合口拵 徳川秀忠下賜･徳川義直(尾張家初代)拝領 江戸 17-18 B

◎ 短刀　銘 正宗　名物 不動正宗　
豊臣秀次･徳川家康･前田利家･前田利常･
徳川秀忠･徳川義直(尾張家初代)所持

鎌倉 14 B

蠟色塗合口拵 徳川家康所用 江戸 17 B

33 室町 15

34 室町 15-16

35 沢瀉川烏図笄　無銘 光乗（後藤家4代) 桃山 16

36 高野聖図目貫　無銘 栄乗(後藤家6代) 江戸 17

37 江戸 17

38 秋海棠図透鉄鐔　銘 長州住正定 江戸 18-19

39 貝尽図赤銅鐔　無銘  廉乗(後藤家10代) 江戸 17-18

40 竹雀図頭　銘　後藤程乗弟子乗村良弘 江戸 17-18

41 浪に扇図頭 江戸 17

42 水に鮎図頭 江戸 17

43 海老図頭　銘 大岡政次(花押) 江戸 17

44 葵紋散太刀拵金具　一揃 江戸 18

45 桐紋散太刀拵金具　一揃 桃山 16

46
刀　銘 備前国住長船彦左衛門尉祐定
 永正二年八月日

徳川家斉下賜･徳川斉朝(尾張家10代)拝領 室町
永正2年
<1505>

47 蠟色塗刀拵 徳川斉朝(尾張家10代)所用 江戸 18

48 本阿弥光忠折紙　元禄十四年三月三日 (短刀　名物 一庵正宗<No.17>附属) 江戸
元禄14年
<1701>

A

49 本阿弥光常折紙 元禄六年五月三日 (太刀　名物 大左文字<No.19>附属) 江戸
元禄6年
<1693>

B

50 御天守ニ有之候御腰物御脇指帳 江戸
慶安5年
<1651>

24

25

26

31

32

23

刀装具

牛図三所物　　銘 紋祐乗(後藤家初代) 光美(後藤家15代)(花押)

鮑貝犬図小刀柄　銘 紋宗乗(後藤家2代) 光美(花押)

葵透赤銅鐔　三枚揃え　大岡政次(花押)

以上
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