
番号 指定 作品名称 数量 作者 時代 備考

1 重文 我宿蒔絵硯箱
わがやどまきえすずりばこ

１合 室町時代 金蒔絵で菊や州浜、葦手文字を表す。

2 黒漆塗松・橘紋散蒔絵膳椀類
くろうるしぬりまつ・たちばなもんちらしまきえぜんわんるい

１具 江戸時代 平蒔絵で根引の松と井伊家の家紋を表す。

3 金梨地枝橘文蒔絵鞍・同鐙
きんなしじえだたちばなもんまきえくら・どうあぶみ

１具 江戸時代 金梨地に橘の花と実を高蒔絵で描く。

4 竜笛
りゅうてき

　銘木枯
めいこがらし

・銀沃懸地枯木に烏図笛筒
ぎんいかけじかれきにからすずふえづつ

１管 江戸時代 銀の沃懸地に枯木と烏を黒漆で描く。

5 朱漆塗梅蒔絵笛筒
しゅうるしぬりうめまきえふえづつ

１管 江戸時代 朱漆地に梅を高蒔絵と彩漆で描く。

6 琵琶
びわ

　銘雲龍
めいうんりゅう

　附 琵琶掛
つけたり　びわかけ

１面 中国・明時代か 琵琶の背面全体に螺鈿で文様を表す。

7 朱漆塗鳥籠・黒漆塗螺鈿牡丹唐草文籠桶
しゅうるしぬりとりかご・くろうるしぬりらでんぼたんからくさもんかごおけ

１基 江戸時代
籠桶は黒漆地に螺鈿で牡丹唐草文を表し、研ぎ
出す。

8 黒漆塗祥瑞吉祥芙蓉文螺鈿天目台
くろうるしぬりしょんずいきっしょうふようもんらでんてんもくだい

１対 江戸時代
祥瑞文や鳳凰、桐、石榴などの文様を螺鈿で表
し、研ぎ出す。

9 堆朱楼閣山水人物図輪花盆
ついしゅろうかくさんすいじんぶつずりんかぼん

１面 中国・明時代
朱漆を何層にも塗り重ねて文様を彫出する。堆
朱。

10 黒漆塗屈輪文天目台
くろうるしぬりぐりもんてんもくだい

１基 中国・明時代
黒漆を何層にも塗り重ねて屈輪文を彫出する。
堆黒。

11 彩漆塗牡丹鳳凰文六足卓
いろうるしぬりぼたんほうおうもんむつあししょく

１基 江戸時代
彫漆に倣い、木地に文様を彫出して数種の彩漆
を塗って仕上げる。

12 叢梨地花菱唐草菊三ツ横菊紋蒔絵楊枝台
むらなしじはなびしからくさきくみつよこぎくもんまきえようじだい

１基
江戸時代後期
～明治時代

種々の蒔絵技法を駆使して豪奢な装飾を施す。

13 叢梨地菊三ツ横菊紋蒔絵手拭掛
むらなしじきくみつよこぎくもんまきえてぬぐいかけ

１対
江戸時代後期
～明治時代

種々の蒔絵技法を駆使して豪奢な装飾を施す。

14 竜笛
りゅうてき

　銘福原
めいふくはら

・金梨地蝶蒔絵笛筒
きんなしじちょうまきえふえづつ

１管 笛筒:山田常嘉
竜笛:鎌倉時代
笛筒:江戸時代

金蒔絵で精緻かつ写実的に蝶を表す。

15 暁桜棗
ぎょうおうなつめ

１合 堅地屋清兵衛 江戸時代 溜塗の地に黒漆で桜文を描く。

16 六種棗
ろくしゅなつめ

６合 江戸時代 真塗という刷毛目を残さない塗りを施す。

17 若狭塗利休棗
わかさぬりりきゅうなつめ

１合 江戸時代 若狭塗。青漆や金箔等で文様を表し研ぎ出す。

18 弁柄叩塗桐紋散鞘大小拵
べんがらたたきぬりきりもんちらしさやだいしょうごしらえ

１腰 江戸時代
漆塗した面を叩いて縮緬のような凹凸を表し、
文様を金箔押とする。

19 磯草白檀塗鞘大小拵
いそくさびゃくだんぬりさやだいしょうごしらえ

１腰 江戸時代
漆を塗った後、布等を回転させながら磯草風の
文様を表して金箔を押し、透漆で仕上げる。

20 埋木象文嵌入硯箱
うもれぎぞうもんかんにゅうすずりばこ

１合 小川破笠
江戸時代

享保6年（1721）
蒔絵を基調に、陶片、螺鈿、水晶を取り合わせ
る。

21 銀沃懸地七宝衽文鞍
ぎんいかけじしっぽうちきりもんくら

１背 江戸時代 金銀蒔絵と七宝焼を取り合わせる。

22 金梨地蕪蒔絵螺鈿鞍
きんなしじかぶまきえらでんくら

１背 江戸時代
金蒔絵、螺鈿、銀板の打ち出しを用いて文様を
表す。

23 象牙貼黒蝋色塗鞘打刀拵
ぞうげばりくろろいろぬりさやうちがたなごしらえ

１腰 江戸時代 蝋色塗に象牙を取り合わせる。

 ３．漆芸の妙―技巧・素材―

◆技巧―精緻な技、塗りの技―

◆素材―取り合わせの妙―

※すべて彦根城博物館が所蔵する井伊家伝来の資料。

テーマ展「漆芸の精華－江戸時代を中心に－」展示作品リスト

 １．漆芸の華―蒔絵・螺鈿・彫漆―

◆蒔絵―漆と金属粉で描く文様―

◆螺鈿―貝で表した文様―

◆彫漆―漆に刻まれた文様―

 ２．婚礼調度―華麗なる蒔絵の世界―



写 真 解 説

＊番号は作品リストと一致しています。

１ 我宿蒔絵硯箱 １合
わがやどまき え すずりばこ

縦 22.3㎝ 横 23.2㎝

重要文化財

室町時代

当館蔵（井伊家伝来資料）

全体を黒漆塗とし、蓋表に籬から迫り出
くろうるしぬり ふたおもて まがき

た大きな菊、蝶、流水、鴛鴦を金蒔絵で描い
おしどり きんまき え

た硯箱です。蒔絵に使用される金粉の大きさ
すずりばこ

は、細かなものから粗いものまで様々で、そ

れらを蒔き分けて州浜の岸や水面の反射を表
ま す はま

現しています。また、平滑な平蒔絵だけでな

く、漆で文様を盛り上げた高蒔絵を併用することで、抑揚のある表

現となっています。水際の岩には、溶け込むように「我」「乃」の

葦手文字が配されることから、文様の本歌となる「我宿の」を含む
あし で も じ

和歌を示していると考えられます。

平蒔絵や高蒔絵、葦手による装飾技法は、室町時代までに完成し

たとされます。それらの技法が集約された本作は、室町時代の特色

を色濃く表すとともに、井伊家伝来の漆芸品の代表的な作品と言え

ます。

７ 朱漆塗鳥籠・黒漆塗螺鈿牡丹唐草文籠桶 １組
しゅうるしぬりとりかご くろうるしぬり ら でん ぼ たんからくさもんかごおけ

（鳥籠）縦 35.8㎝ 横 28.0㎝ 高 37.4㎝ （籠桶）縦 52.8㎝ 横 35.7㎝ 高 50.2㎝

江戸時代

当館蔵（井伊家伝来資料）

鳥籠が竹籤に朱漆を塗ったシンプルな
たけひご

装飾であるのに対し、籠桶は、黒漆地
かごおけ くろうるし じ

に金蒔絵と螺鈿で牡丹唐草文を表しま
きんまき え ら でん

す。曲線の多い唐草文に合わせて貝を切

り出す技術の高さを伺い知ることができ

ます。

中世の螺鈿は、淡い白色の輝きを放つ

夜光貝が主ですが、近世になると青味の

強い青貝の使用が増えていきます。江戸
あおがい

時代に制作された本作も、青貝が用いら

れ、その艶やかな輝きは、大胆かつ華や

かな意匠を一層際立たせています。



９ 堆朱楼閣山水人物図輪花盆 １面
ついしゅろうかくさんすいじんぶつ ず りん か ぼん

径 30.5㎝ 高 3.7㎝

中国・明時代

当館蔵（井伊家伝来資料）

堆朱は中国からもたらされた彫漆技法の１
ついしゅ ちょうしつ

つで、朱漆を幾重にも塗り重ねて成形した後、

文様を彫出します。本作は、木々の幹や葉、流

水に至るまで、細かく彫り込まれており、遠景

と近景を彫り込む深さの違いで表現する優れた

技は、この作品の見どころの１つです。

日本では、中国からの舶載品は唐物として珍

重されました。この唐物を重視する傾向は、室

町時代以降、特に顕著になります。室町時代に

は彫漆器を模して、木地に文様を彫った後に、

表面に漆を塗って仕上げる、いわゆる鎌倉彫が
かまくらぼり

数多く制作され、普及していきました。

12 叢梨地花菱唐草菊三ツ横菊紋蒔絵楊枝台 １基
むらなし じ はなびしからくさきく み つ よこぎくもんまき え よう じ だい

総高 35.4㎝

江戸時代後期～明治時代

当館蔵（井伊家伝来資料）

本作は、明治2年(1869)に彦根藩井伊家14代直憲に嫁いだ宜子（有栖川宮幟仁親王の三女）の婚
なおのり よし こ あり す がわのみやたかひと

礼調度の１つです。

婚礼調度は、生活に必要な道具一式を誂えたもので、江戸時代には、蒔絵を駆使して豪奢に装飾
あつら まき え

されるようになります。大揃いの婚礼調度は、祝儀品にふさわしい華麗な装飾が求められる一方、

いずれの道具にも共通した文様をあしらうため、効率良く加飾する必要があります。

本作の場合、黒漆を塗った表面に金

粉で濃淡をつけた叢梨地で加飾後、漆
むらなし じ

で文様を薄く盛り上げてから金粉を蒔

く薄肉高蒔絵で花菱・唐草・菊の文様
うすにくたかまき え

と有栖川宮家の家紋であるの三ツ横菊

紋を入念に描きます。薄肉高蒔絵は、

やや簡便な技法で、文様の上に漆を塗

って研ぎ出す研出蒔絵などに比べる

と、効率良く制作することができます。

その一方で、本作は金銀粉がふんだん

に使われており、江戸時代の婚礼調度

の華やぎをよく留めています。



19 磯草白檀塗鞘大小 拵 １腰
いそくさびゃくだんぬりさやだいしょうごしらえ

総長（大）99.5㎝

（小）73.8㎝

江戸時代

当館蔵（井伊家伝来資料）

近世になると「変わり塗」と総称される漆塗の技法が登場します。変わり塗は、漆を塗った表面
か ぬり

に何かしらの工夫をしたり、蒔絵で用いる金属粉や箔以外に、卵や植物の葉などの異素材を使って
まき え

加飾するのが特徴です。特に、刀装の鞘塗に施される変わり塗は多彩で、その種類は数百種にも及
さやぬり

ぶと言われます。

本作は、黒漆が乾かないうちに布等を回転させて、浜辺に生える草を連想させるような不規則な皺
しわ

を作り、金箔を押した後、透漆を塗って仕上げています。この独特な皺と金箔が生み出す、複雑な
すきうるし しわ

がらも奥行きのある輝きは、見る者の目を引きつけます。こうした変わり塗の刀装は、彦根藩井伊

家をはじめ、大名家の伝来品にしばしば見ることができます。

20 埋木象文嵌入 硯箱 小川破笠作 １合
うもれ ぎ ぞうもんかんにゅうすずりばこ お がわ は りつ

縦 24.5㎝ 横 17.0㎝ 高 6.3㎝

享保6年（1721）

当館蔵（井伊家伝来資料）

作者の小川破笠（1663～1747）は、江戸時代
お がわ は りつ

中期に活躍した漆芸家です。破笠は、蒔絵とと
まき え

もにガラスや石、陶片などの従来の漆芸品では

用いられない素材を取り合わせる作品制作を得

意としました。その作風は、「破笠細工」ある
は りつざい く

いは「笠翁細工」と呼ばれ、破笠作品以外にも
りつおうざい く

異素材を寄せた作品が作られるようになるなど、その後の漆芸に影響を与

えました。

本作は、長い年月地中に埋まっていた樹木を基調とした硯箱で、蓋表
ふたおもて

には、金属粉を蒔き詰めた板上に、一頭の盛装した象が銀粉の高蒔絵で立
たかまき え

体的に描かれています。その背に載る敷布と舟形の乗り物には、艶やかな

陶片が嵌められ、装身具には螺鈿、目には水晶を嵌入するなど、破笠ら
ら でん かんにゅう

しい蒔絵と異素材の取り合わせを見ることができます。
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