
第５展⽰室 徳川美術館

№ 名　　　　　称 時代 世紀

1 四季花鳥図屏風　六曲一双 江戸 17 A

2 塩浜図屏風　六曲一双 遠坂文雍筆 江戸 19 B

3 花鳥図屏風　六曲一双 孫億筆 清
康煕45年
<1706>

C

　特集展示　香の世界

4 青磁香炉　銘 紫野 南宋 13 AB

5 染付花唐草文香炉　一対 明 16 AB

6 金銅卍透四方香炉　銘  大明宣徳年製 明 16 AB

7 蝶椿蒔絵香炉 江戸 17 AB

8 紫檀木地唐草蒔絵香割具　一具 江戸 18 AB

9 菊蒔絵薫物製造箱 江戸 19 AB

10 松竹梅山水蒔絵香棚 江戸 19 AB

11 ⦿  初音蒔絵香盆 江戸
寛永16年
<1639>

AB

12 ⦿  胡蝶蒔絵枕香炉 江戸
寛永16年
<1639>

AB

13  香木 手鑑香　銘 蘭奢待　十種名香の内 AB

14 香木　伽羅　銘 三吉野　十種名香の内 AB

15 AB

16 香木　銘 橘　六十一種名香の内 AB

17 香木　銘 新枕　百二十種名香の内 AB

18 香木　伽羅　銘 鳳凰　二百種名香の内 AB

19 AB

20 AB

21 AB

22  香木　伽羅　銘 蘭　一木四銘　　三種名香の内 AB

23 香木　真南蛮　銘 塩竃　後陽成天皇勅銘 AB

24 香木　伽羅　銘 大伽羅　後西天皇勅銘 AB

25 AB

26 AB

香木　伽羅　銘 柴船　一木四銘　三種名香の内

 香木　伽羅　銘 白菊　一木四銘　伝後水尾天皇勅銘

 香木　伽羅　銘 初音　一木四銘　三種名香の内

   香木　羅国　仮銘 初春蜂谷宗由(志野流19世)仮銘

   香木　真那賀　仮銘 思の薪蜂谷宗由(志野流19世)仮銘

源頼政･太田道灌･東福門院和子所用

大名の雅び　－ 奥道具 －

平成30年1月4日(木)～4月1日(日)
Ａ:1月4日(木)～2月6日(火) Ｂ:2月7日(水)～3月6日(火) Ｃ:3月7日(水)～4月1日(日)

　大名自身やその夫人・子供達の私的な生活の場「奥
おく

」で、身の回りを飾ったり、使用した道具、また教養

を高めたり、趣味や遊びに用いた道具を奥道具という。

　大名の華やかな生活をしのばせる豪華な蒔絵
ま き え

の調度品は、婚礼の際の入輿
じ ゅ よ

道具に多い。その種類

は、香道具・化粧道具・文房具・飲食器、旅道中具・遊戯具・楽器など多岐にわたる。

　王朝文化の伝統をひく貝合
かいあわ

せや聞香
もんこう

は、単なる遊びではなく、武家の婦人に欠かせない教養だった。

楽器の演奏も、たしなみの一つである。

古くから宝物視されていた古筆
こ ひ つ

や古画
こ が

はもとより、江戸時代の狩野派
か の う は

・土佐派
と さ は

の作品や、浮世絵なども
愛好されていた。 　　　　　  　　　　                                                     　凡例：⦿は国宝

作者･所用者など

狩野探幽筆

伝中院通村蓋書

霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

香木　伽羅　銘 法華経　六十一種名香の内



27 紅花緑葉牡丹唐花文沈箱 明 16 AB

28 菊唐草蒔絵沈箱 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17 AB

29 蝶蒔絵香合 室町 16 AB

30 堆朱水月図香合 明 15 AB

31  染付拍子木香合 明 16-17 AB

32 呉州赤絵扇形香合　 千宗旦所用 明 17 AB

33 志野菊兜香合 江戸 17 AB

34 黒織部弾香合　 岡谷家寄贈 江戸 17 AB

35  七言絶句｢梅花云々｣ 徳川義直(尾張家初代)筆 江戸 17 A

36 和歌詠草｢君かへむ｣ 木下長嘯子筆 江戸 17 B

37  文正草子絵巻　上・下巻　三巻の内 江戸 17 C

38 ⦿  初音蒔絵色紙箱 江戸
寛永16年
<1639>

C

39 ⦿  初音蒔絵長文箱 江戸
寛永16年
<1639>

C

40 ⦿  胡蝶蒔絵将棋盤･駒箱 江戸
寛永16年
<1639>

C

41  松橘蒔絵鏡台 江戸 18 C

42 松竹蒔絵鏡立･鏡巣 江戸 18 C

43 松竹蒔絵耳盥･輪台 江戸 18 C

44 松竹蒔絵渡金箱 江戸 18 C

45 菊折枝蒔絵煙草盆 江戸 19 C

以上

　　

　　

　第5展示室のみどころ①

香の世界　1月4日(木)～3月6日(火)

　香の歴史は古く、平安時代には室内や衣服に香りを焚
た

きしめることが習慣になり、練香
ねりこう

を用いた「薫物
たきも

合
のあわ

せ」という遊戯も生み出された。室町時代には、座敷に中国渡来の唐物を飾る流行の中で中国製の香炉

や香合が飾られた。のち練香に代わって東南アジア原産の香木が用いられ、その産地や香りへの注目が高

まるなかで「香道
こうどう

」が成立した。

　江戸時代の大名家においては、王朝貴族の文化が教養として重視され、大名の婚礼の際には、平安時代

の伝統に則った大揃えの調度が製作された。香割具
こう わり ぐ

や香炉・香盆などの香道具も調えられ、同時に様々な

香木の収集が盛んに行われた。

　第5展示室のみどころ②

俊恭院福君(尾張家11代斉温継室)所用

霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

霊仙院千代姫(尾張家2代光友正室)所用

国宝 初
はつ

音
ね

の調度
ちょうど

　初音の調度は、寛永16年（1639）9月22日、三代将軍家光の長女･千代姫が、尾張徳川家二代光友に婚嫁

する際に持参した調度で、日本一豪華な嫁入り道具といわれる徳川美術館の代表的所蔵品の一つです。鏡

台や貝桶、三棚などの蒔絵調度を中心に、染織･金工品など総計75件が国宝に指定されています。

　「初音の調度」の名は、『源氏物語』「初音」の帖の「年月を松にひかれてふる人に今日鶯の初音きか

せよ」の歌意を全体の意匠とし、その歌の文字を葦手書きに散らしているところに由来しており、見飽き

ることのない「日暮らしの調度」の別名があります。

聖聡院従姫(9代宗睦嫡子治行正室)所用


