
第１展示室 徳川美術館

№ 名　　　　　称 作者･所用者など 時代 世紀 期間

1 金箔置黒糸威具足 松平勝長(尾張家8代宗勝6男)着用 江戸 18

2 上り藤馬標 徳川義直(尾張家初代)所用 江戸 17

3  紙采配　輪宝蒔絵柄 徳川綱誠(尾張家3代)所用 江戸 17

4 葵紋蒔絵糸巻太刀拵 徳川五郎太(尾張家5代)所用 江戸 18 AB

5 梨子地糸巻太刀拵 江戸 18 C

6 青貝柄槍拵 五本 江戸 18-19

7 源平合戦図屏風　六曲一双の内 岡谷家寄贈 江戸 17 AB

8 八島合戦図屏風　二曲一双 江戸 18-19 C

9 獅子牡丹蒔絵鞍･鐙 江戸 18-19

10 轡　銘 天下一藤原美次 市口伊予守 徳川家康所用
桃山-
江戸

16-17

11 梨子地葵紋蒔絵馬柄杓 伝鴾田忠兵衛政好作 江戸 19

12 江戸
元禄9年
〈1696〉

13 江戸
延宝7年
〈1679〉

14 江戸 17

15 朱塗葵紋螺鈿菊形口薬入 江戸 17-18

16 水牛胴薬入 江戸 17

17  金唐革長胴乱　早合･セセリ入 江戸 17

18 ○ 太刀　銘 包次
成瀬正虎(犬山成瀬家2代)･徳川光友(尾
張家2代)所持

鎌倉 14 A

19 ○ 太刀　銘 国宗
徳川家斉(11代将軍)･徳川斉朝(尾張家10
代)所持

鎌倉 13 B

20 ○ 太刀　銘 備前国住雲次 伝徳川宗春(尾張家7代)･松平勝長所持 鎌倉 14 C

21 ○ 刀　無銘 吉家
松平信古(三河吉田松平家7代)･徳川義宜
(尾張家16代)所持

平安-
鎌倉

12-13 A

22 ◎ 刀　無銘 正宗
徳川家継(7代将軍)･徳川継友(尾張家6
代)所持

鎌倉 14 B

23 ○ 刀　無銘 国俊 梁川(大久保)松平家伝来 鎌倉 13 C

24
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

柳生連也斎･柳生利延･徳川吉通(尾張家4
代)所持

江戸 17 A

25 脇指　銘 江州高木住貞宗 松平忠長･徳川義直(尾張家初代)所持 南北朝 14 B

26 脇指　無銘 金重 徳川義直(尾張家初代)ほか所持 南北朝 14 C

武家のシンボル　― 武具･刀剣 ―

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｣を表わ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。

大名の甲冑は、一軍の大将の着用品である。武威と気品に満ち、贅を尽し技術の粋を集めてはた目

にも美しく見えるように作られた。

平成29年9月5日(火)～12月13日(水)
Ａ:9月5日(火)～10月11日(水) Ｂ:10月12日(木)～11月14日(火) Ｃ:11月15日(水)～12月13日(水)

火縄銃 三匁五分筒　銘 鍛藤巻張
 　元禄九丙子年九月吉日松屋半左衛門寛重(花押)

火縄銃 五分筒　銘 延宝七未年三月吉日
 　芝辻小兵衛清正(花押)

 火縄銃 十匁筒　銘 国友甚兵衛重当作



№ 名　　　　　称 作者･所用者など 時代 世紀 期間

27 ⦿ 短刀　無銘 正宗　名物 庖丁正宗 徳川家康･徳川義直(尾張家初代)所持 鎌倉 14 A

28 短刀　銘 来国次
徳川家綱(4代将軍)･徳川綱誠(尾張家3
代)所持

南北朝 14 B

29 ◎ 短刀　無銘 正宗　名物 一庵正宗
豊臣秀吉･徳川家光(3代将軍)･井伊直孝･
徳川綱吉(5代将軍)･徳川吉通(尾張家4
代)ほか所持

鎌倉 14 C

30 葵紋蒔絵細太刀拵 徳川治興(尾張家9代宗睦2男)所持 江戸 18-19 A

31 白銀造鳥蒔絵毛抜形太刀拵 徳川義宜(尾張家16代)所持 江戸 19 BC

32 青貝微塵塗刀拵 徳川義宜(尾張家16代)所持 江戸 19 A

33 蠟色塗刀拵 徳川五郎太(尾張家9代宗睦嫡孫)所持 江戸 19 BC

34 青貝微塵塗小脇指拵 徳川義宜(尾張家16代)所持 江戸 19 A

35 蠟色塗脇差拵 徳川五郎太(尾張家9代宗睦嫡孫)所持 江戸 19 BC

36
桃山-
江戸

16-17

37 室町 15-16

38 胡桃図笄　無銘 乗真(後藤家3代) 室町 16

39 石榴図目貫　無銘 栄乗(後藤家6代) 江戸 17

40 鶏透鉄鐔 江戸 18-19

41 竹図赤銅鐔　銘 正次 江戸 18

42 江戸 17

43 江戸 18-19

44 秋草に蝶図縁頭　銘 重義(花押) 江戸 18-19

45 桐紋散太刀拵金具　一揃 桃山 16

46 刀　銘 兼定 徳川義親(尾張家19代)所持 室町 16

47 江戸 19

48 御腰物元帳 第三巻　礼 三･五の部 江戸 18-19 A

49 御腰物元帳 第二巻　義･礼の部 江戸 18-19 BC

50 江戸
承応3年
〈1654〉

A

51 江戸
寛永17年
〈1640〉

B

52 江戸
元禄14年
〈1701〉

C

以上

　「三所物」とは、小刀柄
 こ 　づ　か

･ 笄 ･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➀

蠟色塗刀拵
（№46　刀　銘 兼定　附属)

 籬に桔梗図三所物　無銘 光乗(後藤家4代)

 薄図赤銅鐔　銘 程乗(後藤家9代)作 光美(同15代)(花押)

秋草に兎図縁頭　銘 尾州住一光堂(花押)

本阿弥光忠折紙　元禄十四年三月三日
（№29　短刀　名物 一庵正宗　附属）

本阿弥光温折紙　寛永十七年六月三日
（№28　短刀　名物 来国次　附属）

本阿弥光温折紙　承応三年八月三日
（№27　短刀　名物 庖丁正宗　附属)

三 所 物

 獅子図小刀柄　無銘 宗乗(後藤家2代)


