
№ 作品名 作者･所用者･寄贈者等 珍･奇･迷ポイント 時代･世紀

Ⅰ　武具だって、強さだけじゃない！
1 黒塗昆布茶糸威具足 徳川光友(尾張家2代)所用 焼けても大事 江戸･17C
2 黒塗燻革威具足 徳川五郎太(尾張家5代)所用 三歳の殿様の甲冑 江戸･18C
3 黒塗茶糸威具足 徳川宗春(尾張家7代)所用 江戸･18C
参考 銀モール縁 ﾖｰﾛｯﾊﾟ･18C
4 銀孫手 徳川義直(尾張家初代)所用 かゆいところも高級品で 江戸･17C

5

6 馬鎧
7 江戸･17C
8 江戸･17C
9 江戸･18C

10
鏃　(矢の根･塗身)
七十四本の内

徳川宗睦(尾張家9代)所用 江戸･18C

11 大太刀　銘 永則 柳生利厳･徳川光友(尾張家2代)所持 室町･14C

12
朱塗叩塗大太刀拵
(№11大太刀　銘 永則付)

徳川光友(尾張家2代)所持 江戸･17C

13 昭和の新素材を刀剣に
昭和16年
<1941>

参考 引両陣幕･手縄 徳川光友(尾張家2代)所用 水色はラッキーカラー 江戸･17C

14 鮫皮だけどサメじゃない 江戸･17-18C

15 葵紋散太刀拵金具 江戸･18C
16 葵紋散太刀拵金具 江戸･18C

17 白麻地法華経書入鎧下着 上田家寄贈 仏の加護を祈って
江戸･寛文元年
<1661>

18
カモフラージュされた
連発銃

江戸･17C

19 仕込銃　(合口拵) 短刀と思いきや 江戸･19C
20 大砲　(模型) 江戸･19C
21 弾薬車　(模型) 江戸･19C
22 火打袋 実は珍しい時代劇のアレ！ 江戸･17-18C

23 二十貫目砲｢三籟｣拓本 樋口好古賛 大砲の拓本
江戸･文政5年
<1822>

Ⅱ　不思議な座敷飾の道具
24 青銅鉄砲形花生 江戸･19C
25 唐銅鉄砲形花生 江戸･19C
26 唐銅蝶花生 誰の趣味？奇抜な蝶の花生 大正･20C
27 異国情緒豊かな衝立 江戸･18-19C
28 黄金造神農像 徳川義直(尾張家初代)所用 金に輝く 薬の神様 江戸･17C
29 白釉象尊 何に使う象？ 明･16-17C
30 青釉双魚形花生 徳川光友(尾張家2代)所用 カラフルすぎませんか？ 清･17C
31 唐銅鶴香炉 俊恭院福君(尾張家11代斉温継室)所用 御殿に香りを添える鶴 江戸･19C

32 萩山焼膃肭臍置物
熱田の「あっちゃん」
登場！

江戸･天保4年
<1833>

33 小犬図 稲葉正邦(淀稲葉家12代)筆 江戸･19C

34 狸鼓腹図 沼田荷舟筆 江戸-明治･19C

35 狐狸図 狩野信雅筆 明治･20C

36 かちかち山図 鳥居清忠筆
明治-大正･
19-20C

37 安南染付雲龍文大香炉 ベトナム製の香炉 ﾍﾞﾄﾅﾑ･16-17C

徳川美術館 企画展示

･都合により出品作品が変更になることがあります。
･展示作品は全て徳川美術館の所藏品です。

知られざる徳川美術館コレクション
珍品･奇品･迷品 !?

平成28年1月5日(火) ～1月31日(日)

主催：徳川美術館･日本経済新聞社

馬にも衣装?

サビないように漆を塗って

江戸･寛政11年
<1799>

幕末の新兵噐

大砲が花生に！

動物の絵集合

ハデ好み･宗春の甲冑

西湖夏景図漆絵衝立  (裏面)吉祥文玉石嵌

白鮫皮柄　　太刀拵用･刀拵用･脇差拵用

日本最大級の刀剣

金具も貴重な財産

三角身槍(塗身)　銘 美濃守藤原政常
三角身槍(塗身)　銘 美濃守藤原政常
小刀　(塗身)　銘 和田戸山住来國次

馬面
銘 寛政十一己未九月吉日尾州住彫工早瀬長兵衛吉政模作之(花押)

太刀             　　　　　　 　徳川義親(尾張家19代)所用
銘 奈良太郎藤原兼永以耐錆鋼作之

簞笥仕掛け銃　三匁五分短筒 三十挺仕込み
銘 芝辻小兵衛作･国友勝兵衛作･芝辻茂右衛門作



№ 作品名 作者･所用者･寄贈者等 珍･奇･迷ポイント 時代･世紀

<珍御殿名古屋城＞

38
はがされて持ち去られた
衝立画

江戸･17C

39 隣国での教訓を襖絵に 江戸･19C

40 清正築城の記念に 江戸･17-18C

41 上々朱　七百五十三匁 江戸･17C

42 朱座上々朱箱
江戸･寛永11年
<1634>

43 金彩鯱香合
樂旦入(樂家10代)作
徳川斉荘(尾張家12代)所用

殿様の誇り･金の鯱 江戸･19C

44
炉用五徳
(名古屋城天守金鯱使用鎹転用)

名越弥五郎作 鯱は死しても骨のこす
江戸･弘化2年
<1845>

45
鉄火箸
(名古屋城古瓦止釘転用)

松山民右衛門作 瓦の釘を火箸に
昭和･昭和34年
<1959>

46 風鳥　(極楽鳥剥製) 南方の珍鳥
東南アジア･
18-19C

47 合鳥籠 贅沢！大名愛玩の鳥籠 江戸･19C
48 櫓時計 江戸の科学 江戸･19C
追加 古瀬戸獅子線香立 徳川義直(尾張家初代)所用 室町･15-16C
追加 三彩獅子形燭台 清･18C

Ⅲ　手回り品―殿様の最先端グッズ―
49 干潮計 時計いろいろ 江戸･19C
50 日時計･象限儀 江戸時代のGPS 江戸･19C
51 象牙製磁石　九個 殿様の行く先を指します 江戸･19C

52 晴雨計(温湿度計)　三個
天気の変化を知る
バロメーター

ヨーロッパ･
19C

53 測定用遠眼鏡 幕末明治のハイテク機器 イギリス･19C
54 駕籠磁石 旅行に、外出に 江戸･19C
55 駕籠用行火　一対 暖をとる駕籠の中の必需品 江戸･19C
56 火縄銃 五匁短筒　(駕籠筒) 護身用の銃 江戸･19C
57 鳩杖 長寿の祝いに 江戸･18-19C
58 顋杖 あごの休息用？ 江戸･19C

59 猿面硯 今年の干支･
猿（申）のデザイン

平安･11-12C

60 赤間桐紋蒔絵硯　銘 時雨 桐紋入りの高級硯 桃山･16-17C
61 化石鳳凰硯 鳳凰の化石？ 清･17C
参考 遠眼鏡 徳川義直(尾張家初代)所用 日本最古の望遠鏡 清･17C

Ⅳ　下手ウマ！殿様手造り品
62 木地松に月図硯箱 徳川光友(尾張家2代)筆 二代の殿様の硯箱 江戸･17C
63 人物画巻 徳川綱誠(尾張家3代)筆 生粋の御曹司の作品 江戸･17C
64 桃図切絵 徳川宗春(尾張家7代)作 紙細工する殿様 江戸･18C
65 竹根釣花生　銘 柴舟 徳川斉荘(尾張家12代)作 こう見えても花生 江戸･19C

66 後楽園焼黒楽茶碗 徳川治保(水戸家6代)作 水戸の殿様手造り茶碗
江戸･寛政11年
<1799>

67 黒楽茶碗
田安斉匡(田安徳川家3代)作
安井家寄贈

田安家の殿様の
手造り茶碗

江戸･19C

68 御深井焼鴛鴦形香合 徳川義宜(尾張家16代)作 江戸･19C
69 蜜柑形香合 徳川義宜(尾張家16代)作 江戸･19C

70 木地牡丹彫衝立
常陸府中松平家九代頼縄賛
徳川慶勝作

江戸･嘉永2年
<1849>

71 文字彫刻箱 徳川慶勝(尾張家14代)作 江戸-明治･19C

Ⅴ　ナニこれ？不思議な伝来品
<三英傑珍作品＞
72 信長のニセ手紙 江戸･18-19C

73 真珠付純金団扇 伝豊臣秀吉所用 純金の団扇 朝鮮王朝･16C

74 古印 伝豊臣秀吉所用 秀吉所持と伝えられた印章 明･16C

75 黄純帛紗 伝豊臣秀吉所用 秀吉所用の帛紗？ 明-清･16-17C

参考 豊臣秀吉画像　模本 森田青華模写　秋山光夫氏寄贈 普段着の秀吉 昭和･20C

76 徳川家康書状断簡 サインだけでも有難い!? 桃山･16-17C

77 徳川家康座像 竹内久一作 近代の家康銅像 大正4年<1915>

紅葉図
(伝名古屋城旧二之丸御殿紅葉間衝立画)

阿片条約図屏風　　　 二曲一隻
(旧名古屋城二之丸御殿梅之間襖絵)

車軸火鉢
(伝加藤清正名古屋築城時使用車軸転用)

伝織田信長書状　佐々木近江守宛　(｢近江六角氏伝来古状貼込帳｣所収)

家康ゆかりの朱

幼い殿様の手造り品

写真だけではないんです



№ 作品名 作者･所用者･寄贈者等 珍･奇･迷ポイント 時代･世紀

<お墓の中はタイムカプセル＞
78 太刀　無銘 建中寺徳川光友(尾張家2代)墓所発掘品

79
脇指
銘 相模国住人貞宗建武二年正月
奉納御宝前

建中寺徳川光友(尾張家2代)墓所発掘品
南北朝･建武2
年<1335>

80
木曽海道六十九次之内
七十枚の内

建中寺徳川慶臧(尾張家13代)墓所出土品
歌川広重(初代)･溪斎英泉画

江戸･19C

81
北斎漫画初編～十二編
十二冊の内

建中寺徳川慶臧(尾張家13代)墓所出土品
葛飾北斎画

江戸･19C

<捨てられない殿様＞
82 金箔押し紙･砂子散らし紙断片 補修用？再利用？ 江戸･18-19C

83 銀塊 再利用？売却用？
江戸-明治
18-19C

追加 甲冑金具類 金具も貴重な由緒品 江戸･17-19C

<珍しき絵画＞
84 三酒人図　三幅対 伝雪村周継筆 美術館最大級？の掛軸 江戸･17C

85 化物草紙 神仏･妖怪入り乱れての
無礼講

江戸･17C

86 御在所絵日記　二冊 尾張藩士 二十四時
江戸･弘化3年
<1846>

<小さき品々＞

87
マリー･アントワネットを
魅了した日本の香道具

江戸･18C

88 堆朱茄子文香合 唐物の小宇宙 明･16-17C

89 牡丹唐草沈金重香合 見失うほどの小ささ 江戸･17-18C

90 正木焼黄瀬戸釉高砂香合 やきものも小さく 江戸･19C
91 古七宝匙 文房具のミニアチュール 清･17C
92 赤銅銀継分七宝菊花灰押 江戸･17-18C

93 赤銅紅葉象嵌灰押 江戸･18-19C

94 四分一松彫金象嵌灰押 江戸･18-19C
95 四分一金象嵌香箸 江戸･18-19C
97 金銅木瓜形水滴 鎌倉･13-14C
98 七宝壺形水滴 江戸･18C
追加 古銅扇面双雀文水注 鎌倉･13-14C
追加 桐蒔絵重香合 桃山-江戸･17C

99 詩歌短冊帖 徳川光友(尾張家2代)筆 小さい文字･小さい料紙も
鑑賞

江戸･17C

100 火桶形銀杏ノ実入 銀杏は一度に四つまで 江戸･19C
101 琥珀柄刀子 江戸･17C
102 象牙柄刀子･青漆柄刀子 江戸･17C
103 江戸･17-18C
104 金葵紋付葵紋透彫刀子　銘 信照 江戸･17-18C
105 銀龍鳳凰透彫刀子 江戸･17-18C
106 銀鱗文銀象嵌刀子 中近東･17C

107 けひきばし(コンパス)　二個 日本最古級のコンパス ﾖｰﾛｯﾊﾟ･17C

108
諌鼓鶏蒔絵印籠　銘 梶川
作木彫猿根付　銘 友一

江戸･19C

109
金溜群馬蒔絵印籠　銘 梶川作
象牙十二支根付　銘 梶川作

江戸･19C

110 瑪瑙桃彫根付 江戸･19C
111 紫檀網代彫根付 江戸･19C
112 鐘馗根付 江戸･19C
113 蝙蝠根付 江戸･19C

<奇抜な能道具＞
114 狂言面  猿 江戸･18-19C
115 焦茶地猿装束 江戸･19C
116 江戸･18C
117 縞小倉羽織 丈夫な木綿織物 江戸･18C
118 唐人帽子 江戸･17C
119 江戸･17C
120 能装束のヒミツの小道具 江戸･18-19C

<価値あるニセモノたち＞
121 六字一行書｢南無布袋和尚｣ 伝雪舟筆 室町･15-16C
122 破墨山水図 伝雪舟筆 室町-桃山･16C
123 馬図　三幅対 伝雪舟筆　徳川綱誠(尾張家3代)所用 江戸･17C

書斎の楽しみ

外国人を魅了した
ミニアチュール

中国人に変身

いつの時代も
雪舟はあこがれ

四季草花文金銀玉石螺鈿蒔絵小沈箱

胸込･腹込･腰刎　　二十九点の内

赤銅短冊和歌金象嵌刀子　銘 信高

殿様を守った刀剣

墓から出た
国内唯一の浮世絵類

紅地水に菊折枝文袖無し羽織　(猿用)

髭(狂言｢唐人相撲｣用)　五枚の内

香席の隠し道具

携帯用？書斎用？

猿に変身



№ 作品名 作者･所用者･寄贈者等 珍･奇･迷ポイント 時代･世紀

124 雁又矢の根
(建久四年源頼朝富士巻狩之矢の根)

徳川光友(尾張家2代)所用 伝説の狩りに使用 南北朝･14C

125 法螺貝
伝鈴木三郎遺愛品
戸山下屋敷世外寺什器

悲運の武将ゆかりの品 江戸･17C

126 楠公立物鏡 江戸･19C

127 名和長年鏡 江戸･19C

128 紫縮緬地大黒頭巾 伝徳川家康着用 家康がかぶった頭巾？ 江戸-明治･19C

129 伝徳川綱吉画像 書籍に登場するあの肖像画 江戸･18C

Ⅵ　埋もれた近代の名品

130 長良川夜漁図 絵 蒔田種麿画　詞 大口多比筆
長良川の鮎漁を描いた
良質な絵画

明治26年
<1893>

131 日本武尊図 川崎千虎筆 描かれた古代の英雄 明治･19C
132 墨染桜図 鳥居清忠(7代目)筆 歌舞伎役者のプロマイド 大正6年<1917>
133 達磨図 佐竹永陵筆 フキゲンなダルマさま 大正･19-20C

134 源氏紅葉賀図 森村雲峰(宜稲)筆 近代の源氏絵
大正-昭和･
19-20C

135 花瓶に紅梅挿花図 川端龍子筆 御礼の梅の絵 大正-昭和･20C

136 米騒動絵巻　三巻 桜井清香筆 教科書でおなじみ
昭和25年
<1950>

137 松桜蒔絵硯箱
貞明皇后下賜
徳川米子(尾張家19代義親夫人)拝領

貞明皇后よりいただいた
硯箱

大正-昭和･20C

138 瀬戸焼類 北白川宮成久王手造 宮様の手造り陶器いろいろ 大正5年<1916>

139 白磁菊絵付蓋付野菜鉢 明治･19C
140 染付洋食器　銘 陶玉園五助製 明治･19C
141 果物皿 竹里庵春二作 尾張徳川家の「御用窯」 大正5年<1916>
142 志野茶碗 荒川豊蔵作　安井家寄贈 志野焼再現の陶芸家 昭和･20C
143 志野茶碗 加藤唐九郎作　安井家寄贈 桃山陶器再現を目指して 昭和･20C
144 鉄釉茶碗 岡部嶺男作　安井家寄贈 近･現代の瀬戸の陶芸家 昭和･20C
145 黒楽茶碗 大樋長左衛門(十代)作　東松家寄贈 加賀の茶陶の名家 現代･20-21C

Ⅶ　徳川義親コレクション

146 徳川義親画像
桜井清香筆
徳川義親(尾張家19代)賛

昭和38年
<1963>

147 眼鏡
徳川義親(尾張家19代)所用
小川千恵子氏寄贈

昭和･20C

148
江戸･寛永2年
<1625>

149
江戸･寛政3年
<1791>

150
瀬戸狛犬　銘 嘉永五辛子九月
日

江戸･嘉永5年
<1852>

151 瀬戸狛犬　銘 庄平 江戸･19C
152 瀬戸狛犬 江戸･19C
153 江戸･19C
154 ライフル銃 徳川義親(尾張家19代)所用 大正･20C
155 象の足 徳川義親(尾張家19代)所用 大正-昭和･20C

156 象牙茶杓 徳川義親(尾張家19代)所用
大正10年
<1921>

参考 新聞雑誌貼込帳抜粋帖
昭和3-12年
<1928-37>

157 伊豆山風景図
岡田三郎助画
徳川義親(尾張家19代)所用

74年ぶりの公開
昭和10年
<1935>

158 ｢憩う｣ 佐分真画 徳川美術館の会議を見守る 昭和･20C

159 クリスパンジャン 徳川義親(尾張家19代)所用 日本とマレー親善のあかし
昭和18年
<1943>

160 アラスカ船 徳川義親(尾張家19代)所用 世界各国の
民俗資料への関心

昭和･20C

161 郷土玩具 徳川義親(尾張家19代)收集品 義親の一大コレクション 大正-昭和･20C

162 富士図扇子
横山大観筆
徳川義親(尾張家19代)所用

大観の富士 昭和･20C

163 スペイン扇子 徳川米子(尾張家19代義親夫人)所用 ヨーロッパの
思い出とともに

スペイン･20C

164 津軽塗手箱 徳川米子(尾張家19代義親夫人)所用 宮様からの贈り物 大正-昭和･20C
165 和歌色紙｢亀の於の山｣ 冷泉為綱筆 長寿を祝う 江戸･17-18C

以上

象狩りの成果は？

犬好きから
狛犬コレクターへ

南北朝時代ってホント？

西洋料理は洋食器で

晩年の義親

瀬戸狛犬
銘 赤津村加藤陶兵衛作寛永二年一月十日

瀬戸狛犬
銘 寛政三年尾州春日井郡中邑野村又十

瀬戸狛犬　銘 吉日加藤孫左衛門春丹


