
№ 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀 所蔵者 展示期間

儀礼空間と絵画

1 帝鑑図　明弁詐書 寛永11年 名古屋城

重文 　名古屋城本丸御殿上洛殿襖絵 〈1634〉 総合事務所

2 帝鑑図　露台惜費 寛永11年 名古屋城

重文 　名古屋城本丸御殿上洛殿襖絵 〈1634〉 総合事務所

3 詩仙堂額　三十六枚の内 寛永20年

重美 　蘇武・陶潜 賛：石川丈山筆 徳川義直(尾張家初代)所用 〈1643〉

4 詩仙堂額　三十六枚の内 寛永20年

重美 　王維・孟浩然 賛：石川丈山筆 徳川義直(尾張家初代)所用 〈1643〉

5 歴代聖賢図巻　二巻 松原探梁守親筆 江戸 17世紀 徳川美術館

寛政3年

〈1791〉

住吉広行(住吉家5代)筆 寛政6年

板谷慶舟広当(板谷家初代)筆 〈1794〉

王朝文学と絵画

賛：真敬法親王筆 越前松平家伝来

宝永2年

賛：九条輔実筆 〈1705〉

画：住吉具慶(住吉家2代)筆

賛：堂上寄合書
矩姫(尾張家14代慶勝正室)遺品

高須松平家ほか伝来

12 源氏物語 藤裏葉図 板谷慶意広長(板谷家2代)筆 江戸 18‐19世紀 徳川美術館 前期

13 子の日図 板谷桂舟広隆(板谷家3代)筆 文政2年〈1819〉徳川美術館 後期

山水から名所、真景

山水図

  (古筆手鑑「霜ふり葉」見返絵)
画：狩野探雪守定筆 本寿院下総(尾張家3代綱誠側室

賛：花山院常雅筆 ･同家4代吉通生母)所用

画：土佐光成筆 本寿院下総(尾張家3代綱誠側室

賛：近衛内前筆 ･同家4代吉通生母)所用

17 戸山荘八景図巻　二巻の内 上巻 狩野養川院惟信(木挽町家7代)筆 江戸 18世紀 徳川美術館

竹里館詩歌図包布 画：狩野融川寛信(浜町家5代)筆

  (「源氏物語絵巻 桐壺」附属) 賛：三井親孝筆

19 和漢名所図巻　二巻 狩野洞白愛信(駿河台家5代)筆 淑姫(11代将軍家斉長女)所用　 江戸 18世紀 個人

20 小金ケ原鹿狩図 神谷養朔筆 寛政7年〈1795〉徳川美術館

21 雑司ケ谷真景図 神谷晴真筆 弘化3年〈1846〉徳川美術館

動物画

22 苅田に鶴図 狩野永叔主信(中橋家2代)筆 江戸 17‐18世紀 個人 後期

23 竹虎図 狩野永徳高信(中橋家5代)筆 江戸 18世紀 個人 前期

24 藻魚図 狩野洞春秀信(駿河台家９代)筆 江戸 19世紀 個人 前期

25 鸕鶿取魚図 熊斐筆 宝暦5年〈1755〉徳川美術館 後期

26 猛虎震威図 熊斐筆 江戸 18世紀 徳川美術館 前期

一、大名の空間を演出した絵画

狩野探幽守信(鍛冶橋家初代)筆

江戸 17‐18世紀 徳川美術館

徳川美術館

10 六々歌仙画帖 江戸 17世紀 徳川美術館

11

15 瀟湘八景図巻

16 近江八景図巻

18

江戸 17‐18世紀 徳川美術館

江戸 17‐18世紀 徳川美術館

徳川美術館・蓬左文庫 平成29年度秋季特別展

狩野探幽守信(鍛冶橋家初代)筆

負文亀･獅子狛犬図　

新六歌仙画帖

三夕和歌図　三幅対

蓬左文庫展示室1・2

―Artist at the Daimyō Household ：　The Skills of the Craftmasters―

大名家の御用アーティスト
2017年9月16日(土)～11月5日(日)

― 匠たちの技―

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫・中日新聞社・日本経済新聞社

画：狩野洞春福信(駿河台家2代)筆

前期

後期

・作品番号の下の「重文」は重要文化財、「重美」は重要美術品です。

・都合により出品作品が変更になる場合がございます。

・展示リストの順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

前期:9/16(土)～10/9(月)　後期：10/11(水)～11/5(日)　

前期

7

8

後期

6 賢聖障子図 下絵 住吉広行(住吉家5代)筆 徳川美術館

徳川美術館

徳川美術館

画：伝狩野探幽守信(鍛冶橋家初代)筆

画：伝狩野探幽守信(鍛冶橋家初代)筆

画：狩野養朴常信(木挽町家2代)筆

前期

狩野養朴常信(木挽町家2代)筆14 江戸 17世紀 徳川美術館

徳川美術館

前期

歌人･松図　三幅対 住吉広行(住吉家5代)筆 江戸 19世紀 個人 後期

9

江戸 18‐19世紀 個人

 大名道具は、為政者によって権力を視覚化するために蒐集され、あるいは製作されてきた歴史を持ちます。本展覧

会では、将軍家をはじめ大名家に仕え、その命で大名道具を製作し、権力の表象に関わった匠たちの作品に注目しま

す。絵画では狩野派・住吉家・板谷家・南蘋派などの画、工芸では、徳川家康から名を一字拝領した康継、尾張の刀

工政常の刀、後藤家の刀装具、幸阿弥家に代表される蒔絵を中心に展観します。権力者の下で、どのような美術品が

生み出され、使用されてきたのか。大名家ならではの製作背景と、当時の最上の材料、最高の技術を結集して製作さ

れた大名道具の美を探ります。 

かのう は   すみよしけ   いたや け   なんぴんは やすつぐ 

こう あ み け 



№ 作品名 作者 所用者・伝来など 時代・世紀 所蔵者 展示期間

27 瀧に鯉図　二幅対の内 宋紫山筆 江戸 18世紀 徳川美術館 後期

28 浮藻に鯉図　二幅対の内 宋紫山筆 江戸 18世紀 徳川美術館 前期

百鳥図　五巻の内 仁の巻 神谷晴真筆 江戸 19世紀 徳川美術館

百鳥図　五巻の内 信の巻 楠本雪溪筆 江戸 19世紀 徳川美術館

将軍・大名アート

30 学画帖　三帖の内 徳川慶勝(尾張家14代)所用　 江戸 19世紀 徳川美術館

31 猿引図 徳川秀忠(2代将軍)筆 江戸 17世紀 德川記念財団 前期

32 鳳凰図 徳川家光(3代将軍)筆 江戸 17世紀 德川記念財団 後期

33 鶏図 伝徳川家光(3代将軍)筆 周東家寄贈 江戸 17世紀 徳川美術館 前期

34 住吉行幸図 徳川綱吉(5代将軍)筆 江戸 17‐18世紀 徳川美術館 後期

35 唐子図 徳川光友(尾張家2代)筆 江戸 17世紀 徳川美術館 前期

画：徳川光友(尾張家2代)筆

賛：飛鳥井雅庸筆

武具

37 脇指　銘 (葵紋)康継於越前作之 越前康継作 江戸 17世紀 徳川美術館

38 徳川義宜(尾張家16代)所持

重美 徳川将軍家伝来

39 高野聖図目貫 伝後藤栄乗正光(後藤家6代)作 江戸 17世紀 徳川美術館

葡萄図赤銅鐔 伝後藤即乗光重(後藤家8代)作

　銘 即乗作 光晃(花押) 後藤方乗光晃(後藤家16代)極銘

41 櫂棹図三所物　銘 程乗(花押) 後藤程乗光昌(後藤家9代)作 江戸 17世紀 徳川美術館

42 貝尽図赤銅鐔 伝後藤廉乗光侶(後藤家10代)作 江戸 17‐18世紀 徳川美術館

43 虎図笄　銘 吉岡因幡介　 吉岡因幡介作 江戸 18‐19世紀 徳川美術館

桜雉子図小柄

　銘 寿岳斎石黒政美(花押)

明珍宗貞作 嘉永2年

明珍信家作 〈1849〉

火縄銃 三匁五分筒 芝辻作 寛文8年

〈1668〉

火縄銃 十匁筒 国友勝左衛門重当・芝辻伝左衛門清定作 享保18年

〈1733〉

茶道具

48 御深井焼白天目 江戸 17世紀 徳川美術館

49 柴舟釜 宮崎寒雉(初代)作 江戸 17世紀 徳川美術館

桃山‐江戸
16‐17世紀

51 刀装具意匠茶箱 小川破笠作 江戸 18世紀

名古屋市

蓬左文庫

名古屋市

蓬左文庫

名古屋市

蓬左文庫

調度品

元和6年

〈1620〉

清泰院大姫(加賀前田家4代光高 寛永10年

正室)所用 〈1633〉

57 団扇に山水秋の野蒔絵硯箱 松平義真(梁川松平家3代)所用 江戸 17世紀 徳川美術館

58 綾杉地に葵紋梅樹蒔絵香合　 江戸 17世紀 個人

59 秋草図蒔絵香合 伝五十嵐道甫作 江戸 17世紀 個人

60 文房具意匠蒔絵袋戸　二面　 小川破笠作 享保5年〈1720〉

61 蘭に蝶・小禽蒔絵印籠　銘 観松斎 飯塚桃葉作 江戸 18世紀 個人

62 群馬蒔絵印籠　銘 梶川作(印) 梶川作 江戸 19世紀 徳川美術館

能面

63 能面 三光尉　朱漆銘｢満永(花押)｣ 元休満永(越前出目家4代・元休家初代)作 江戸 17‐18世紀 徳川美術館 前期

64 能面 増　焼印｢出目満真｣　 元休満真(越前出目家7代・元休家4代)作 江戸 18世紀 徳川美術館 後期

能面 邯鄲男 元利栄満(弟子出目家・元利家初代)作 元禄15年

〈1702〉

能面 般若 元利寿満(弟子出目家・元利家2代)作

能面 般若 桃山‐江戸

　焼印 ｢天下一是閑｣朱漆花押 16‐17世紀

68 能面 鷹　焼印｢天下一友閑｣　 友閑満庸(大野出目家2代)作 江戸 17世紀 徳川美術館 後期

二、大名の身の回りを飾る工芸

後期

29

36 破墨山水図 乾徳寺伝来 江戸 17世紀 徳川美術館

45 黒塗紺糸威具足 徳川慶勝(尾張家14代)着用 徳川美術館

44 石黒政美作

徳川美術館

徳川美術館江戸 19世紀

徳川美術館

刀　銘 相模守政常入道　 政常作 江戸 17世紀

江戸 17世紀40

50 豆捻鐶　　銘 紀宗広作 天下一明珍 明珍宗広作 岡谷家寄贈 徳川美術館

徳川美術館

徳川美術館

46

47
　銘 地鉄鍛巻張 享保十八年癸丑九月吉日 国友勝左衛門重当 芝辻伝左衛門清定

　銘 以南蛮大筒鉄重張 戊申寛文八年冬十一月日芝辻(花押)

66

東福門院和子所用 徳川美術館

徳川美術館

55

56

枝菊蒔絵香合

菊の白露蒔絵文台

幸阿弥長重作(幸阿弥家10代)作

幸阿弥長重作(幸阿弥家10代)作

名古屋市博物館

名古屋市博物館

　刻銘｢邯鄲男 龍右衛門作写元禄十五壬午五月日 出目栄満作｣朱漆花押

　金漆銘｢浮木盤若うつし作出目若狭大掾入道  法眼藤原寿満(花押)｣

67 是閑吉満(大野出目家初代)作 徳川美術館 前期

52

53

54

御干菓子御見本

御蒸菓子御見本

御干菓子絵図　二冊の内

江戸 19世紀

江戸 19世紀

江戸 19世紀

前期

後期徳川美術館江戸 17‐18世紀

徳川美術館65


