
特別展「日本の刀装－刀を飾る技と美－」　展示作品リスト

指定 作品 作者 時代 所蔵 備考

1 金銅装双龍文環頭大刀 古墳時代 東京国立博物館

2 金銀鈿荘唐大刀（正倉院宝物模造） 田村宗吉
原品：奈良時代
模造：明治時代

東京国立博物館

3 金銀鈿荘唐大刀（正倉院宝物模造）
原品：奈良時代
模造：明治時代

東京国立博物館

4 黒作横刀（正倉院宝物模造）
原品：奈良時代
模造：明治時代

東京国立博物館

5 刀子（正倉院宝物模造）
原品：奈良時代
模造：明治時代

東京国立博物館

6 国宝 黒漆塗平文飾剣拵（柄銀打鮫） 平安時代 春日大社 本宮御料古神宝類。

7 錦包鞘毛抜形太刀拵
原品：平安時代
模造：昭和時代

神宮徴古館

パ
ネ
ル

国宝
黒漆塗革包鞘太刀拵
太刀　銘 為次（狐ヶ崎）

刀身：為次
平安時代末期
～鎌倉時代初期

吉川史料館

8 春日権現験記（巻二） 文化4年(1807) 春日大社 栗駒山合戦の場面。

9 国宝 沃懸地酢漿紋兵庫鎖太刀拵 鎌倉時代 春日大社

10
重要
文化財

銀地三鱗紋兵庫鎖太刀拵
太刀　無銘（号 北条太刀）

鎌倉時代 東京国立博物館 北条氏奉納品。

11 黒漆塗鞘革巻太刀拵 南北朝時代 刀剣博物館 柄巻と渡巻に革を用いる。

12 黒漆塗革包鞘糸巻太刀拵 室町時代 吐山下部神社

13 黒漆塗鞘太刀拵 室町時代 京都国立博物館

14
重要
文化財 黒漆塗鞘太刀拵 室町時代初期 刀剣博物館

15
重要
文化財

牡丹造梅花皮鮫研出鞘腰刀拵　【前期展示】 南北朝時代 京都国立博物館

16 鉄地琴柱・大根・雪輪透鐔 室町時代 東京国立博物館 甲冑師鐔。

17 鉄地小桜透鐔 室町時代 東京国立博物館 刀匠鐔。

18 鉄地雪輪・四方剣透鐔　号 残雪（名物） 室町時代 徳川美術館
名物。徳川家康の愛蔵品と伝
える。

19 鉄地蟹透鐔 室町時代 東京国立博物館 尾張鐔。

20 鉄地塔橋花図鐔 室町時代 佐野美術館 鎌倉鐔。

21 銅地桐に獅子図鐔 室町時代 大阪歴史博物館

22 鉄地松竹梅象嵌猪目透鐔 室町時代 佐野美術館 平安城鐔。

23 倶利伽羅龍三所物（後藤家十四代揃金具のうち）
後藤祐乗
後藤宗乗
後藤乗真

室町時代 佐野美術館

24
愛知県
指定
文化財

四条河原遊楽図屏風 江戸時代初期 天桂院

25 朱漆塗梅花皮鮫研出鞘大小拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

26
重要
文化財

朱漆塗雲龍蒔絵鞘大小拵　【前期展示】 桃山時代 尾山神社 前田利家指料と伝える。

27
重要
文化財 白檀塗這龍文鞘大小拵 桃山時代 厳島神社 毛利輝元奉納と伝える。

28
黒漆塗鞘大小拵
太刀　銘 来国光

刀装：桃山時代
刀身：鎌倉時代後期

彦根城博物館
井伊家伝来。井伊直政所用と
伝える。

【前期展示】10月23日(土)～11月8日(月)／【後期展示】11月9日(火)～11月23日(火・祝)

１章 　日本の刀装　その源流－古代－

　１ 黎明期の刀装－加飾のはじまり－

　２ 日本刀装の祖型－塗鞘の登場－

　３ 太刀拵の誕生－受け継がれる姿と飾り－

２章　用と美の刀装－中世－

　１ 新たな刀装の姿

　２ 装剣金工の活躍

３章　千紫万紅の刀装－近世－

　１ 桃山の気風



特別展「日本の刀装－刀を飾る技と美－」　展示作品リスト

指定 作品 作者 時代 所蔵 備考

【前期展示】10月23日(土)～11月8日(月)／【後期展示】11月9日(火)～11月23日(火・祝)

29 朱漆塗蛭巻鞘大小拵
桃山時代
～江戸時代初期

彦根城博物館
井伊家伝来。井伊直孝所用と
伝える。

30
重要
文化財

青漆塗金熨斗刻鞘大小拵　【後期展示】
寛永年間
（1624～44）

京都国立博物館 立花家伝来。

31 銀熨斗桐紋鞘衛府太刀拵 桃山時代 多賀大社 豊臣家奉納とみられる。

32
滋賀県
指定有形
文化財

金梨子地葵巴紋蒔絵鞘衛府太刀拵
太刀　銘 多賀大社御劔濃州大野郡清水住寿命作

刀装：江戸時代前期
刀身：寛永12年
　　　　（1635）

多賀大社 徳川家奉納品。

33 　 黒蝋色塗鞘大小拵・小さ刀拵
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

34 金梨子地葵紋散蒔絵鞘糸巻太刀拵 江戸時代 佐野美術館 前田家伝来。

35 金梨子地菊紋蒔絵鞘糸巻太刀拵 江戸時代後期 彦根城博物館 井伊家伝来。

36 金平目地鞘細太刀拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

37 金梨子地橘紋散蒔絵鞘衛府太刀拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

38 黒蝋色塗鞘大小拵（尾張拵） 江戸時代後期 個人
尾張徳川家およびその家臣が
平時に用いたとされる拵。

39 黒蝋色塗螺旋刻鞘打刀拵（薩摩拵） 江戸時代後期 個人
薩摩藩で用いられた拵。装飾
を省いた実戦的な拵。

40 黒柳皺塗鞘大小拵　【前期展示】 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

41 黒漆いぢいぢ塗鞘大小拵　【後期展示】
桃山時代
～江戸時代初期

彦根城博物館 井伊家伝来。

42 弁柄叩塗桐紋散蒔絵鞘大小拵 【前期展示】 江戸時代後期 彦根城博物館 井伊家伝来。

43 潤朱塗鞘大小拵　【後期展示】 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

44 溜塗糸巻鞘大小拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

45 朱磯草塗鞘打刀拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

46 磯草白檀塗鞘大小拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

47 磯草白檀塗唐花双鳥文散大小鞘
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

48 朱青蛭巻虫喰塗鞘大小拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。鐔欠。

49 金虫喰塗鞘脇指拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

50 青貝微塵塗鞘大小拵　【前期展示】
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

51 青貝微塵雲文塗鞘打刀拵
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

52 青赤塗分微塵塗鞘大小拵　【後期展示】 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

53 昼夜塗打刀拵 江戸時代中期 大阪歴史博物館

54 黒漆塗鮫研出螺旋刻鞘打刀拵 江戸時代後期 京都国立博物館 突兵拵。

55 黒漆塗藍鮫研出鞘打刀拵（肥後拵） 江戸時代後期 刀剣博物館
細川忠興が考案した堅牢さと
佗の精神を取り入れた平常指
の拵。

56 黒漆塗蝶鮫研出鞘大小拵
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

57
重要
文化財

黒漆塗梅花皮鮫研出鞘大小拵
太刀　銘 国宗（伯耆）

刀装：江戸時代後期
刀身：鎌倉時代

彦根城博物館 井伊家伝来。

58
重要
文化財 鮫類留記 井伊直亮 江戸時代後期 彦根城博物館

井伊直亮が所持した鮫皮の記
録。彦根藩井伊家文書。

59 布貼布目地錆色塗大小鞘　【前期展示】 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

60 布貼布目地黒漆塗大小鞘　【後期展示】 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

61 金襴包鞘打刀拵および脇指拵 江戸時代 徳川美術館 尾張徳川家伝来。

　　（２）研出の美

　　（３）素材づかいの妙

　　（１）塗りの技

　２ 正式拵と太刀拵

　３ 鞘塗の精華



特別展「日本の刀装－刀を飾る技と美－」　展示作品リスト

指定 作品 作者 時代 所蔵 備考

【前期展示】10月23日(土)～11月8日(月)／【後期展示】11月9日(火)～11月23日(火・祝)

62 金唐革包脇指鞘 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

63 虫尽蒔絵藤巻鞘打刀拵
江戸時代中期
～後期

京都国立博物館

64 黒漆貝塗込鞘大小拵 江戸時代 彦根城博物館 井伊家伝来。

65 象牙貼黒蝋色塗鞘打刀拵
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

66 黒漆胡桃塗込鞘大小拵　【後期展示】
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

67 青貝高皺熨斗塗込鞘大小拵および小さ刀拵　【前期展示】 江戸時代後期 彦根城博物館 井伊家伝来。

68 鶴足皮巻鞘大小拵・黒蝋色雲形塗松葉文大小替鞘
江戸時代中期
～後期

彦根城博物館 井伊家伝来。

69 装剣奇賞 稲葉新右衛門 江戸時代後期 大阪歴史博物館

70 鉄地車透鐔　銘 信家 信家 桃山時代 個人 井伊家伝来 。

71
重要
文化財 鉄地春日野図鐔　銘 城州伏見住金家 金家 桃山時代 永青文庫 京の鐔工。

72 鉄地花文透鐔　　銘 山吉兵 山坂吉兵衛 桃山時代 徳川美術館 2代山吉。尾張の鐔工。

73 鉄地生花透鐔　銘 江州記内 記内 桃山時代 彦根城博物館 越前記内派の祖。

74
重要
文化財 鉄地桜破扇散図鐔 伝 林又七 江戸時代前期 永青文庫 肥後金工の祖。

75
重要
文化財 真鍮地柏樹文鐔　銘 埋忠明寿 埋忠明寿 桃山時代 株式会社 宝永堂 埋忠家初代。

76
重要
文化財 鉄地瑞雲花文七宝鐔 伝 平田道仁 桃山時代 個人 平田家初代。

77 倶利伽羅龍三所物（後藤家十四代揃金具のうち）
後藤光乗
後藤即乗
後藤寿乗

桃山～江戸時代 佐野美術館

78 宇治川先陣図二所物　銘 後藤光孝（花押）　【後期展示】 後藤光孝 江戸時代中期 彦根城博物館

79
赤銅地倶利伽羅龍図小柄

　銘 紋祐乗　光孝（花押）　【前期展示】
後藤祐乗 室町時代か 彦根城博物館 後藤家13代延乗による極め。

80 代金支払覚 河手半助 江戸時代後期 彦根城博物館
刀装具（後藤家ほか）の代金
控え。彦根藩井伊家文書。

81
重要
文化財 二王図二所物　銘 宗珉 橫谷宗珉

江戸時代前期
～中期

京都国立博物館 初代宗珉。町彫の祖。

82 鉄地牡丹獅子図縁頭　銘 利寿 奈良利寿
江戸時代前期
～中期

個人

83 真鍮地張果老図透鐔　銘 安親 土屋安親
江戸時代前期
～中期

刀剣博物館 初代安親。

84 四分一地咬合獅子図小柄　銘 乗意 (金文方印)永春 杉浦乗意
江戸時代前期
～中期

黒川古文化研究所

85 赤銅地藻魚図大小縁頭　銘 岩本昆寛(花押) 岩本昆寛 江戸時代中期 黒川古文化研究所

86 真鍮地波濤図大小縁　銘 大森英秀(花押) 大森英秀 江戸時代中期 彦根城博物館 大森派2代。

87 四分一地鯉図小柄　銘 東嶽子 石黒政常（花押） 石黒政常 江戸時代中期 大阪歴史博物館

88 四分一地若衆図小柄　銘 長常（花押） 一宮長常 江戸時代中期 大阪歴史博物館 京金工。

89
赤銅地竹林七賢人図透鐔
　銘 (表)藻柄子入道宗典製　 (裏)江州彦根住

喜多川宗典 江戸時代中期 京都国立博物館 初代宗典。

90
四分一地木曽図鐔　銘 (表)於福島寓居蓋雲堂直随彫
　　　　　　　　　　　　　 　(裏)木曽氷湍図池井信親画

浜野直随 江戸時代後期 徳川美術館

91 鉄地菊花透鐔　銘 長州萩住糸賀職幹 糸賀職幹 江戸時代後期 彦根城博物館 萩金工。

92
野菜図四所物
　小柄・笄　銘 後藤法橋一乗　　目貫　際銘・短冊銘 後藤一乗

後藤一乗 江戸時代後期 黒川古文化研究所 後藤八郎兵衛家6代。

93 鞘塗手板
江戸時代中期
～後期

佐野美術館 鞘塗の見本。

　　（４）町彫の広まり

　５ 刀装の匠たち

　４ 装剣金工の競演

　　（１）花開く装剣の技と美－多彩な意匠と技法－

　　（２）後藤家の伝統－家彫の格式－

　　（３）江戸金工の雄－町彫の祖と奈良三作－



特別展「日本の刀装－刀を飾る技と美－」　展示作品リスト

指定 作品 作者 時代 所蔵 備考

【前期展示】10月23日(土)～11月8日(月)／【後期展示】11月9日(火)～11月23日(火・祝)

94 塗ノ物伝 江戸時代後期 個人 彦根藩大久保家文書。

95 牡丹金襴包鞘毛抜形太刀拵および目録 文久3年（1863） 京都国立博物館
目録には、制作に携わった職
人を記載する。

96 水野源六家刀装具資料 江戸時代 金沢美術工芸大学 加賀藩抱工水野源六家伝来。

97 煤竹塗杖刀 橋本市蔵 明治15年(1882) 東京国立博物館

98 鉄地風吹牡丹図鐔　銘 夏雄（花押） 加納夏雄 江戸時代末期 個人

99 銀製四季草花図やんぽ　銘 夏雄（花押） 加納夏雄 明治時代 清水三年坂美術館

100 背負籠香炉 海野勝珉 明治時代 清水三年坂美術館

　６ 刀を飾る技　近代への継承
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写 真 解 説

＊番号は作品リストと一致しています。

２ 金銀鈿荘唐大刀（正倉院宝物模造） １腰
きんぎんでんそうから た ち

田村宗吉 作

総長 99.6㎝

原品：奈良時代 模造：明治時代

東京国立博物館蔵

正倉院に伝わる唐大刀を精緻に復元した明治時代の１腰です。唐大刀は、中国渡来の大刀とみら
から た ち

れています。本作の原品は、柄に鮫皮を巻き、鞘には薄革を着せて漆を塗った後に金粉で麒麟、獅
つか さめがわ さや き りん

子、鳥、唐草などの文様を描いています。腰に佩くための帯（足緒）を通した山形の飾りをつけた足金物
は あし お あしかなもの

をはじめ、鞘尻近くの筒状の長金物、鞘尻の石突金物、柄先の筒金は唐草文を透かし、玉を嵌める
さやじり ながかなもの いしづきかなもの つつがね ぎょく は

ほか、柄の両端や鞘口の金具、唐大刀特有の分銅型の鐔には唐草文を彫出するなど、華麗な装飾が

施されています。こうした種々の金具を具えた形式は、平安時代以降に制作されるの飾剣（飾太刀）
かざりたち かざり た ち

拵 に引き継がれてい
ごしらえ

きます。また、鮫皮を

着せる点、初期の蒔絵

によって文様を表現す

る点は、以後の日本刀

装における基本的な装

飾方法です。これらの

点から、この作品は、

日本の刀装の源流とし

て位置づけられていま

す。

６ 黒漆塗平文飾剣 拵 （柄銀打鮫）（本宮御料古神宝類のうち） １腰
くろうるしぬりひょうもんかざりたちこしらえ つかぎんうちざめ

国宝

総長 113.8㎝

平安時代

春日大社蔵

飾剣（飾太刀とも） 拵 は、中国渡来の唐大刀【作品２】の様式を継ぐもので、奈良時代以来、
かざりたち かざり た ち ごしらえ から た ち

儀礼用の刀装として佩用されていきます。この飾剣拵にも、唐大刀と同形式の金銅製の長金物が各
はいよう ながかなもの

所に設けられ、玉を嵌めて加飾する点なども共通しています。その一方で、柄に俵 鋲を付す点は、
ぎょく は つか たわらびょう

作品２とはまた別の奈良時代の唐大刀【作品３】に通じ、唐大刀の形式が飾剣に受け継がれている

ことがう

かがえま

す。本作

は、鮫皮
さめ がわ

風に打ち

出した銀

Image:TNM Image Archives
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板を柄に貼ったもので、鞘は黒漆を施した後に麒麟の姿を銀の平文で表していました。制作当初は、
き りん

金具の金銅や鞘の黒漆と銀によるコントラストの美しい華麗な姿であったことが想像されます。な

お、飾剣の特徴の一つである唐鐔は、後に環が交差する形状が多くなりますが、本作は、正倉院の
からつば

唐大刀と同様の、上下に張る分銅形のもので構成されており、古式をよく残しています。
ふんどうがた

10 銀地三鱗紋兵庫鎖太刀 拵
ぎん じ みつうろこもんひよう ご ぐさり た ち こしらえ

太刀 無銘（号 北条太刀） １腰
た ち ほうじょう た ち

重要文化財

拵総長 103.88㎝ 太刀刃長 77.1㎝

鎌倉時代

東京国立博物館蔵

鞘の地板をはじめ、鐔や覆輪などの金具、帯執に至るまで総て銀で作られた鎌倉時代の太刀 拵 。鞘
さや じ いた つば ふくりん おびとり た ち こしらえ さや

から伸びる帯執や柄先から下がる部分に鎖を用いるため、兵庫鎖太刀 拵 と呼ばれます。鞘の表
ひょう ご ぐさり た ち こしらえ

面には毛彫で三鱗紋を表し、白鮫を着せた柄には、三鱗紋を透彫した目釘や同紋を象った容彫の
け ぼり みつうろこもん つか すかしぼり め くぎ かたちぼり

俵 鋲を嵌めて鍍金を施すため、華やかな印象を与えます。なお、本作のように覆輪や金属板を据
たわらびょう は と きん

えるのは、単に華やかさを添えるだけではな

く、堅牢さを増強する役割も果たしました。

『平家物語』では、この形式に類する厳物
いかもの

造 太刀を平家の公達らが佩いて戦場に赴く
づくりの た ち きんだち は

記述があることから、実戦で用いられていた

太刀の一種と考えられています。なお、豪壮

で華やかな兵庫鎖太刀は、後に奉納用の代表

的な拵となります。本作はもともとは伊豆国
い ず のくに

（現在の静岡県東部）の三嶋大社に奉納され

た品でした。

14 黒漆塗鞘太刀 拵 １腰
くろうるしぬりさや た ち こしらえ

重要文化財

総長 119.9㎝

室町時代初期

刀剣博物館蔵

黒漆を柄と鞘に塗り、柄には金襴とみられる裂を敷いた上に茶糸の柄巻を片手巻にしています。
つか さや きんらん きれ かた て まき

Image:TNM Image Archives
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鞘には厚みを削いだ平鞘が用いられ、中世の実戦に用いる鞘の形式に則したものです。本作の鞘に
ひらざや

は、足金物周辺に糸や皮を巻く渡巻が施されていた痕跡が確認できます。渡巻は、鎌倉時代から始
あしかなもの わたりまき

まるもので、佩用の際に傷みやすい鞘の部分を補強するとともに、足金物を固定するためのものと
はいよう

考えられています。また、山銅製の金具のうち、鞘尻の石突金物には鞘割を防ぐための芝引が付き、
やまがね さやじり いしづきかなもの さやわれ しばひき

全体的に厚みのあるやや厳めしい作りを呈し、特に鐔は厚く見えますが、鐔の前後に据える大切羽
いか つば おおせつ ぱ

で隠れる部分を大胆に透かしており、この細工は、装飾的な意味合いだけではなく、軽量化を図る

ためのものとも思われます。豪壮さを持つ実用重視の刀装と言えるでしょう。

19 鉄地蟹透鐔 １枚
てつ じ かにすかしつば

縦径 8.9㎝ 横径 8.6㎝

室町時代

東京国立博物館蔵

室町時代になると、刀装全体で統一された装飾とは異

なる、鐔単独の文様が施された作品が制作されるように

なります。これらは、刀工や甲冑師、鎧金具師や太刀金

具師など、鉄の扱いに慣れた工人が手がけたと考えられ

ていますが、やがて鐔や目貫などの金具を主に制作する
つば め ぬき

工人が登場します。本作は、外縁とハサミを頭上に振り

上げた蟹の姿のみを残して、地透とした奇抜で大胆な
じ すかし

意匠の鐔。柔らかみを感じさせる鍛の良い鉄と、文様
きたえ

の継ぎ目の武張った作り、そして力強い文様の線などの

特徴から、尾張鐔または尾張透鐔に分類されるもので
お わりつば お わりすかしつば

す。なお尾張国（現在の愛知県西部）は、室町時代以降、

江戸時代に至るまで鐔工が活躍した地として著名です。

27 白檀塗這龍文鞘大小 拵 １腰
びゃくだんぬりはいりゅうもんさやだいしょうこしらえ

重要文化財

総長 (大)149.7㎝ (小)90.6㎝

桃山時代

嚴島神社蔵

反り上がった長い柄、鞘尻に向かって幅が広くなる鞘の形など、長大かつ特異なその姿は、日本
つか さやじり

刀装の中でも屈指の存在感を放っています。鞘には、金箔を貼った上に透漆を塗る白檀塗が施さ
すきうるし びやくだんぬり

れ、その上から黒漆で龍を描く点も目を引きます。柄には、太刀金具の兜金や猿手が具わるものの、
かぶとがね さる で

Image:TNM Image Archives
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鞘には打刀 拵 に付く部品の栗形を設けており、太刀 拵 と打刀拵の特徴を併せ持つものです。室
うちがたなこしらえ くりがた た ち こしらえ

町時代後期から江戸時代にかけて、こうした形状の拵がまま制作されました。本作は、太刀と同じ

ように刃を下にして刀身を鞘に収めますが、装着時は腰から下げるのではなく、打刀のように腰に指
さ

したと考えられています。赤銅製の兜金には、桐文とともに毛利家の家紋である一文字に三星紋が
しやくどう

金で大きく表されており、江戸時代後期の『厳島図会』にも、毛利輝元（1553～1625）が奉納した
いつくしま ず え もう り てるもと

「陣刀」として紹介されており、毛利家ゆかりの品であることがうかがえます。
じんがたな

57 黒 漆塗梅花皮鮫研出鞘大小 拵
くろうるしぬりか い ら ぎざめとぎだしさやだいしょうこしらえ

太刀 銘 国宗（伯耆） １腰
た ち くにむね ほう き

太刀：重要文化財

拵総長 (大)107.9㎝ (小)75.2㎝

刀装：江戸時代後期 太刀：鎌倉時代前期

当館蔵（井伊家伝来資料）

刀装に用いられる鮫皮の中には、いわゆる鮫以外にもエイや淡水魚の皮が含まれており、この鞘

に用いられている梅花皮鮫も南シナ海あたりに生息するエイの一種です。鞘に鮫皮を巻いて研ぎ出
か い ら ぎざめ さや さめがわ と

す装飾は、南北朝時代に始まったとされ、江戸時代には多様な鮫鞘を見ることができます。その中

でも、群を抜いて華やかなのが梅花皮鮫で、本作も特有の梅の花が咲き乱れるような文様が余すこ

となく活かされています。この鞘に合わせられた金具は、種類ごとに意匠が統一されており、鐔は
つば

海に関する意匠、縁は淡水の生物、目貫は龍と獅子の意匠を取り入れるなど、随所にこだわりを見
ふち め ぬき

ることができます。

提供：便利堂
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67 青貝高皺熨斗塗込鞘大小 拵 および小さ刀 拵 １腰
あおがいたかしぼ の し ぬりこめさやだいしょうこしらえ ちい がたなこしらえ

総長 (大)101.8㎝ (小) 74.5㎝ (小さ刀)79.1㎝

江戸時代後期

当館蔵（井伊家伝来資料）

江戸時代には、従来より漆芸品の装飾技法として用いられてきた蒔絵や螺鈿以外に、樹皮や角な
まき え ら でん

どの素材を取り入れたものや、漆の表面に敢えて凹凸を表した仕上げを施す「変わり塗」の鞘が多
か ぬり さや

数見受けられます。本作もその１つで、鞘に貼られた飴色のものは、彦根藩井伊家に伝わる古文書

の記事から熨斗鮑と判じられます。熨斗鮑は、鞘塗の中でも特に珍しい素材であり、江戸時代を通
の し あわび

じて、それを使った類例を管見の限り見つけられません。これを制作させたのは、井伊家12代の直亮
なおあき

（1794～1850）で、古文書には小さ刀の鞘の螺旋状に２筋巻き付けたものを「昇龍降龍巻」、大小
ちい がたな

刀の表裏合わせて３筋を直線状に貼ったものを昇龍降龍に見立てて、「這龍着セ」と名付けていた
はいりゅう き

ことが記されています。使用する素材も大胆ながら、それを龍に見立てる鋭い感性を感じる作品で

す。

76 鉄地瑞雲花文七宝鐔 １枚
てつ じ ずいうんはなもんしっぽうつば

重要文化財

伝 平田道仁 作
ひら た どうにん

縦径 8.65㎝ 横径 8.55㎝

桃山時代

個人蔵

室町時代に刀装具の専門工が現れると、その文様や

技法に広がりが見え始め、桃山時代には、特に多様な

技法と意匠を表した鐔が制作されるようになります。
つば

この鐔は、茎孔を中心に上下左右に対称的な透かしを
なかごあな

表した鉄鐔で、地金には、金線を埋めて瑞雲を描き、
てつつば じ がね

その中にガラス質の 釉 を焼き付けて七宝焼によって
うわぐすり しっぽうやき

文様を表しています。さらにその中にも金線七宝で花
はな

唐草文を加え、当代の中でも一際華やかな意匠です。
からくさもん

七宝とともに金象嵌も併用され、その艶のある鮮やか
きんぞうがん

な彩色の意匠は宝石と見紛うばかりです。このような

印象を受けるのは、偏に透明感のある七宝細工だから
ひとえ
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でしょう。作者の名を表しませんが、本作は桃山時代に活躍した七宝の名工・平田道仁の作と考え
ひら た どうにん

られています。

81 二王図二所物 銘 宗珉 １組
に おう ず ふたところもの そうみん

重要文化財

横谷宗珉 作
よこ や そうみん

小柄長 8.84㎝ 幅 1.4㎝ 目貫長 3.7㎝

江戸時代前期～中期

京都国立博物館蔵

横谷宗珉（1670～1733）は、幕府抱工である後藤家
よこ や そうみん かかえこう

の下職を務め後に独立し、新たな彫法とモチーフを取り

入れて、数々の作品を生み出しました。特に絵画を描く

ように文様の輪郭などを彫り削いでいく片切彫は宗珉の
かたぎりぼり

創始とされ、その技法は後の装剣金工と彼らが作る作品

に大きな影響を与えました。目貫と小柄からなる本作は、
め ぬき こ づか

宗珉の代表作であり、銅（素銅）を容彫にして仁王を
す あか かたちぼり

表す目貫は、小さいながらも全く破綻することなくその

力強い体躯を表しており、宗珉の高い技術を物語ってい

ます。室町時代以来の幕府抱工である後藤家の「家彫」
いえぼり

に対し、宗珉は市井で活躍する金工、あるいはその作品

を指す「町彫」の祖として一時代を築きました。また宗
まちぼり

珉と同時代に活躍した奈良利寿（1667～1736）、土屋安親
な ら としなが つち や やすちか

（1670～1744）、杉浦乗意（1701～61）らの影響を受け
すぎうらじよう い

た装剣金工らによって、江戸時代の刀装具制作は隆盛し、
そうけん

それは明治9年（1876）の廃刀令が発せられるまで続き

ました。
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