
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 黒塗紺糸威胴丸具足 徳川斉温(尾張家11代)着用 江戸 19

2 上り藤馬標 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17

3 白熊毛采配　黒塗柄 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17 A

4 金紙采配　鉄刀木柄 徳川宗睦(尾張家9代)所用 江戸 18 BC

5 葵紋蒔絵糸巻太刀拵 江戸 17 AB

6 梨子地糸巻太刀拵 江戸 17 C

7 青貝柄槍拵 江戸 18-19

8 絵本　鷹かゞみ　三冊の内 河鍋暁斎画 江戸
文久3年
<1863>

9 鷹狩絵巻　二巻の内 徳川林政史研究所蔵 江戸 17-18

10 鷹狩道具　二十七点の内 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 18-19

11 江戸 19

12 木地鷹彫印籠 江戸 19

13 紫檀鷹に鷺芦彫印籠 江戸 19

14 鷹図屏風　神谷晴真筆 八曲一双の内 徳川慶勝(尾張家14代)所用 江戸 19 AB

15 斉藤芳克氏寄贈 江戸 18 C

16 菊桐紋蒔絵太刀拵 孝明天皇下賜･徳川慶勝(尾張家14代)拝領 江戸 19 A

17 梨子地葵紋蒔絵毛抜形黄金造太刀拵 徳川綱吉下賜･徳川綱誠(尾張家3代)拝領 江戸
元禄11年
<1698>

BC

18 鶏卵皮研出塗刀拵 徳川慶勝(尾張家14代)所持 江戸
文久2年
<1862>

A

19 鶏卵皮研出塗脇指拵 徳川慶勝(尾張家14代)所持 江戸
文久2年
<1862>

A

20 梨子地刀拵 徳川宗春(尾張家7代)所持 江戸 18 BC

21 梨子地脇指拵 徳川宗春(尾張家7代)所持 江戸 18 BC

22 ⦿
太刀　銘 来孫太郎作(花押)
　　　　 正応五年壬辰八月十三日

徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉
正応5年
<1292>

A

23 ◎ 太刀　銘 来国光
徳川秀忠（2代将軍）下賜･
徳川義直（尾張家初代）拝領

鎌倉 14 B

24 ⦿ 太刀　銘 国宗 徳川光友(尾張家2代)･徳川宗勝(同家8代)所持 鎌倉 13 C

25 ○ 刀　無銘 正恒 徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 A

26 ◎ 刀　無銘 正宗
徳川家継(7代将軍)下賜･
徳川継友(尾張家6代)拝領

鎌倉 14 B

27 ○ 刀　朱銘 兼氏(花押) 徳川綱誠(尾張家3代)･徳川慶勝(同家14代)所持 南北朝 14 C

28 脇指　銘 虎徹興里作 寛文五年三月吉日 徳川綱誠(尾張家3代)所持 江戸
寛文5年
<1665>

A

29 脇指　無銘 金重 徳川慶勝(尾張家14代)所持 南北朝 14 B

【特集展示】大名家の鷹狩り

≪初公開≫鷹狩図屏風　六曲一双の内

尾張徳川家の名刀

鷹蒔絵印籠　銘 梶川作(印)　象牙梅彫根付　銘 龍佐 瑪瑙緒締

武家のシンボル　― 武具･刀剣 ―
平成29年 １月４日(水)～４月２日(日)

A：１月４日(水)～２月５日(日)　B：２月７日(火)～３月７日(火)　C：３月８日(水)～４月２日(日)

凡例：⦿は国宝、◎は重要文化財、○は重要美術品

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。

世紀      期間№ 指定
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30
脇指　銘 伊藤肥後守秦光代重胴二以其歯
         タウリ 柳生氏利延所持之

徳川吉通(尾張家4代)･柳生連也所持 江戸 17 C

31 短刀　無銘 貞宗 名物 上野貞宗
本多正純･徳川家光（３代将軍）･
徳川義直（尾張家初代）所持　名物

鎌倉-
南北朝

14 A

32 短刀　無銘 保昌 徳川家康(駿府御分物)所持 鎌倉 13 B

33 ○ 短刀　無銘 正宗 徳川将軍家伝来 鎌倉 14 C

34 桃山 16-17

35 山葵図小刀柄　無銘 祐乗(後藤家初代) 室町 15

36 鷹捉雉子図笄 江戸 17

37 鷹ノ羽図目貫　銘 大岡政次 江戸 17

38 餌籮雉子図目貫　無銘 程乗(後藤家9代) 江戸 17

39 老梅図鉄鐔　銘 因州住一充　大小二枚 江戸 18-19

40 江戸 19

41 江戸 17

42 梅に鷹図頭　銘 秀利(花押) 江戸 19

43 岩石図頭 江戸 18-19

44 花筏図頭 江戸 18-19

45 葵紋散唐草太刀拵金具　一揃 江戸 17

46 刀　金象嵌銘 正則
徳川家斉(11代将軍)下賜･徳川斉温(尾張家11
代)拝領

室町 16

47
蠟色塗刀拵
        (作品番号46刀 金象嵌銘　正則　附
属)

徳川斉温(尾張家11代)所持 江戸 19

48 江戸
承応3年
<1654>

A

49 江戸
正徳3年
<1713>

B

50 江戸
文政8年
<1825>

C

51 江戸 19

　大名家の鷹狩

　

　三所物

　「三所物」とは、小刀柄
 こ 　づ　か

･笄
こうがい

･目貫
 めぬき

三点の総称である。これらは同文様、同一作者であることを原則としている。江戸時

代には刀剣装具については厳しい格式があって、小刀柄･笄をつける身分の武士は、上級の者に限られていた。加えて大

名家や旗本の正式な拵には、必ず後藤家で製作された金具を用いるのが慣例とされた。

  後藤家は、足利将軍家をはじめ、徳川将軍家に代々仕え、不動の地位を築き上げた。徳川美術館には初代祐乗
ゆうじょう

から15

代真乗
しんじょう

に至る代々の作が揃っている。

第１展示室のみどころ①　

第１展示室のみどころ②

鷹狩りは古来世界各地でおこなわれ、現在でも欧米・中東・モンゴル・韓国などにその文化が根付いている。日本へは

早くに朝鮮半島から伝えられ、平安時代には天皇・公家の好む狩猟となった。中世には武家の権威の象徴ともなり、戦国

時代には領内や敵情の視察を兼ねたため、軍事面からも重要視された。

江戸時代になると、幕府は鷹狩りの制度を大名支配の一環とし、狩猟の対象となる獲物の鳥の種類や、用いる猛禽
もうきん

類の

種類、狩猟の場所などを規制した。また幼鳥や獲物などの贈答も、武家儀礼として確立された。幼鳥（巣
す

鷹
たか

）の捕獲・調

教・鷹医・鷹医薬・機材・諸道具など、鷹狩りを支える多くの技術が世界的な水準にあった。

餌籮雉子図三所物　笄：銘 栄乗(後藤家6代)作 光孝（同家13代）(花押)
　　　　　　　　　小刀柄：銘 徳乗(同家5代)作 光美（同家15代）(花押)
　　　　　　　　　目貫：無銘 程乗(後藤家9代)

桜紋図赤銅鐔　銘 延乗作(後藤家13代)　光美(同家15代)(花押)

以上

御腰物元帳　第一巻　仁ノ部御大切御道具ノ部

後藤光美折紙 (作品番号34　餌籮雉子図三所物 附属）

本阿弥光温折紙 (作品番号22 来孫太郎太刀 附属)

鷹道具図縁　銘 大岡政次　装剣具五個一組の内

本阿弥光忠折紙  (作品番号26　無銘 正宗 附属)


