
番号 指定 作品名称 数量 時代

井伊家道具帳のうち

重文 ①御代々指料帳 1冊 江戸時代後期　文化9年(1812)

重文 ②拝領物並御代々道具類帳 1冊 江戸時代後期

重文 ③号付腰物帳 1冊 明治4年(1871)

④別品腰物帳 1冊 明治4年(1871)

重文 ⑤腰物帳 1冊 明治4年(1871)

2 太刀　銘 正恒 1口 平安時代末期～鎌倉時代初期

3 小太刀　銘 友成（号 君万歳） 1口 平安時代末期～鎌倉時代初期

4 太刀　銘 吉守 1口 鎌倉時代中期

5 太刀　銘 吉家 1口 鎌倉時代前期

6 重文 太刀　銘 国宗　(備前二代) 1口 鎌倉時代後期

7 刀　無銘 伝長船倫光 1口 南北朝時代

8 太刀　銘 康光 1口 室町時代前期

9
脇指　銘 (表)備前国住長船与三左衛門尉祐定

(裏)永禄二年八月日
1口 室町時代　永禄2年(1559)

10 刀　無銘 伝吉井真則 1口 南北朝時代

11 太刀　銘 恒次 1口 鎌倉時代中期

12 刀　無銘　伝三原 1口 鎌倉時代後期

13 太刀　銘 国綱 1口 鎌倉時代前期

14 短刀　銘 来国俊 1口 鎌倉時代中期

15 短刀　銘 来源国次（名物 源来国次） 1口 南北朝時代

16 刀　無銘 伝左（名物 織田左文字） 1口 南北朝時代

17 重文 太刀　銘 国宗（伯耆） 1口 鎌倉時代初期

18 太刀　銘 包永 1口 鎌倉時代後期

19
脇指　銘 (表)兵部小輔源朝臣政則作　為長船左京進藤原宗光也

(裏)文明十四年壬寅八月三日
1口 室町時代　文明14年(1482)

20 太刀　銘 国資 1口 南北朝時代

21 刀　銘 繁慶　金象嵌銘 面影（号 面影） 1口 江戸時代初期

22 脇指　銘 長曽祢興里入道乕徹 1口 江戸時代前期

23
脇指　銘 (表)津田越前守助広

(裏)寛文十三年八月日
1口 江戸時代　寛文13年(1673)

24
刀　銘 (表)粟田口一竿子忠綱

(裏)正徳三年二月吉日
1口 江戸時代　正徳3年(1713)

25
薙刀　銘 (表)粟田口一竿子忠綱

(裏)元禄十三年八月吉日
1口 江戸時代　元禄13年(1700)

 企画展「彦根藩井伊家の刀剣」展示作品リスト

はじめに－井伊家伝来の刀剣ー

今に伝わる名刀

　古刀－平安～室町時代の名工の技－

　新刀－江戸時代の名工の技－
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26 刀　銘 奥州国分若林住山城大掾藤原国包 1口 江戸時代初期

27 刀　銘 大和大掾藤原氏重 1口 江戸時代前期

28
脇指　銘 (表)肥前国忠吉　無停滞　心明釼

(裏)彫物同列忠長
1口 江戸時代中期

29

刀
　銘 (表)（金象嵌銘）巨溭　（鑑定銘）本邦往昔號良劔多取諸

其敏利與刃文也 此刀則齋藤君之所寶而巧冶興里作也
其精神著明敏利

　　 (裏) 無比勿論巳　君請其名余取其刃文如波瀾名曰巨溭
君名利雄字伯英　寛政辛亥冬鎌田魚妙識

 （号 巨溭）

1口 江戸時代後期

30 太刀　銘 宗近【関東大震災罹災品】 1口 平安時代中期

31 太刀　銘 備前国新田庄親□□（依造か）【関東大震災罹災品】 1口 鎌倉時代後期

32 刀剣押形 1冊 昭和時代　昭和7年(1932)

33 埋忠刀譜 1冊
成立：江戸時代前期
書写：江戸時代後期

34 重文 井伊家譜 1冊 江戸時代後期

35 重文 江戸ニ之有惣腰物帳下留 1冊 江戸時代後期

36 買物帳 1冊
江戸時代

弘化5年(1848)～嘉永3年(1850)

37 重文 彦根ニ有之刀脇指之帳 1冊 江戸時代　寛文2年（1662）

38 重文 御用代金受取覚 1状 江戸時代後期

　関東大震災の罹災刀剣

刀剣の来歴と管理

※展示作品は№36のみ個人蔵で、それ以外は全て彦根城博物館蔵です。



写 真 解 説

１．御代々指料 帳 １冊（作品リスト№１－①）
おんだいだいさしりょうちょう

縦 29.8㎝ 横 20.8㎝ほか
文化9年(1812)

重要文化財

彦根城博物館（彦根藩井伊家文書）

近代の井伊家で刀剣管理に用いられていた台帳類の１つで、彦根藩井伊家初代である直政(1561～
なおまさ

1602)から13代直弼（1815～60）までの13人に、12代直亮(1794～1850)の世継ぎであった直元(1809
なおすけ なおあき なおもと

～46)を加えた14名分の所用刀剣（指料）を載せています。初代直政や2代直孝など数名分の指料に

ついては、別筆であることから後世に追記されたと考えられるものの、この当主と刀剣の組み合わ

せは、その後の台帳や刀箱の蓋書に引き継がれています。

本書には指料を33口載せますが、他の管理台帳として用いられた帳面と合わせると、延べ600口以
ふり

上を数え、当時の井伊家が膨大な数の刀剣を所蔵していたことがうかがえます。これらの中には、安綱
やすつな

や宗近をはじめ、正宗、虎徹といった刀剣史の中でも名だたる刀工の作品が散見するとともに、名
むねちか まさむね こ てつ

物刀剣として知られる「鉈切当麻」、「織田左文字」、「薬研藤四郎」、「 源 来国次」なども含まれ、
なたぎりたい ま お だ さ もん じ や げんとう し ろう みなもとらいくにつぐ

その質の高さも注目されます。この多くは、関東大震災での罹災や第二次世界大戦後の接収で失わ

れましたが、一部の刀剣は、今なおその美しい姿を伝えています。

２．刀 無銘 伝長船倫光 １口（作品リスト№７）
かたな む めい でんおさふねともみつ

刃長 76.8㎝ 反り 3.1㎝

南北朝時代

彦根城博物館（井伊家伝来資料）

備前国(現 岡山県東部)長船派の刀工である倫光作と伝える刀。本作は、大きな 鋒 を持つ身幅の
きっさき

ある勇壮な１口で、鍛錬によって表れる地の文様は、板目肌に杢目が交じり、刃文は山形を連ねた互
ふり いためはだ もく め やまがた ぐ

の目文が焼かれています。
め

この刀の江戸時代初期の記録が、京の金工･埋忠重長家が研磨等で携わった刀剣の押形集である
うめただしげなが

「埋忠刀譜」（作品№33）に載っています。そこには井伊掃部頭の指料と記されており、当時、掃部
うめただとう ふ

頭であった彦根藩井伊家２代直孝(1590～1659)の指料であったことが分かります。井伊家の道具帳
なおたか

（作品№1－①御代々指料帳）では、この刀が初代直政(1561～1602)から２代直孝、３代直澄(1625
なおまさ なおすみ

～76)へと受け継がれたことが記されています。



伝来刀剣中、江戸時代初期から井伊家が所持した刀であることが分かる数少ない例の１つです。

【特徴】

・地（鍛肌）は板目肌に杢目が交じり、刃文は小さな山形が連なる（互の目文）。
きたえはだ ぐ め

・茎の複数の穴は、磨り上げの度に新調したもの。もともとの目釘穴は左端のものとみられること
す あ

から、制作当初は現在より15㎝ほど長かったとみられる。

３．刀 無銘 伝左（名物 織田左文字） １口（作品リスト№16）
かたな む めい でん さ めいぶつ お だ さ もん じ

刃長 67.4㎝ 反り 2.1㎝

南北朝時代

彦根城博物館（井伊家伝来資料）

筑前国（現 福岡県西部）で活躍した刀工の左（左文字）作と伝える刀。江戸時代中期に定義され

た名物刀剣の目録で、刀剣の目利として著名な本阿弥家から8代将軍吉宗に提出された「享保名物帳」
め きき

（以下、名物帳）に載る１口です。それによると「織田左文字」という号が付されており、この名

はもともと織田信長が所持したことに由来し、名物帳では、この刀は子の信雄へ譲られたと記され
のぶかつ

ています。

この刀剣が、いかなる経緯で井伊家にもたらされたかは明らかではありませんが、江戸時代後期

には、井伊家12代直亮(1794～1850)が自身の指料としていたことが分かっています。残念ながら、
なおあき

大正12年(1923)の関東大震災の折、東京麹町の井伊家本邸で罹災して焼身となりましたが、その後
り さい やき み

焼き直し（再刃）され、現在の姿になっています。
さい は

左文字は、大ぶりの 鋒 や身幅のある姿に、細かな粒子（沸粒）のつく冴えた鉄に、ゆるやかな
きっさき にえつぶ

波状ののたれ刃に互の目を合わせた刃文が特徴です。本作には大 鋒 や腰の張った姿など、一部に
・ ・ ・ ぐ め おおきっさき

制作当初の趣が残っています。

【刀身部分(物打下方～鋒）】

【刀身部分（茎～元）】

【板目肌】



【特徴】

・物打近くや元の部分、茎には、関東大震災で罹災の折に受けたとみられる割れや爛れが残る。
ただ

４．太刀 銘 国宗（伯耆） １口（作品リスト№17）
た ち めい くにむね ほう き

刃長 79.1㎝ 反り 3.0㎝

重要文化財

鎌倉時代初期

彦根城博物館（井伊家伝来資料）

小さな 鋒 を持ち、下方から強く反りがついた長身の太刀で、柄に収める茎部分には、「国宗」
きっさき つか なかご くにむね

と銘が切られています。国宗と名乗った刀工は複数工いたことが分かっており、その中でも著名な

のが鎌倉時代に備前国（現在の岡山県東部）で活躍した備前三郎国宗です。
び ぜんのくに

井伊家伝来の腰物帳には、本作も備前三郎作と記されていますが、本作のやや粗びた肌合いや高
あら

めに作られた鎬は、備前三郎の特徴とは異なり、伯耆国（現在の鳥取県西部）の刀工が制作したも
しのぎ

のと通じます。小 鋒 と腰反りという鎌倉時代初期の太刀姿に通じることを鑑みると、本作は備前
こ きっさき こし ぞ

三郎よりも古い時代に伯耆国で活動していた国宗の作と判じられます。伯耆の国宗作とされる作品

は少なく、また本作は殆ど磨り上げられておらず、当初の姿をよく残す点で高く評価されています。

井伊家12代直亮(1794～1850)の指料の１つとして伝来しています。
なおあき さしりょう

【刀身部分(物打下方～鋒）】

【刀身部分（茎～元）】



【特徴】

・刃文は、直刃調に細かく溝が入った文様（小乱）を表す。
こ みだれ

・地は細かい直線が多数入った板目肌で、やや粗びた感がある。

５．刀 銘 繁慶 金象嵌銘 面影（号 面影） １口（作品リスト№21）
かたな めい はんけい きんぞうがんめい おもかげ ごう おもかげ

刃長 70.5㎝ 反り 1.7㎝

江戸時代初期

彦根城博物館（井伊家伝来資料）

反りが抑えられた刀で、柄に収める茎部分には刀工の銘（サイン）である「繁慶」が彫出される
なかご

とともに、金の象嵌で「面影」の文字が表されています。作者の野田繁慶は、江戸時代初期に活躍
の だ はんけい

した刀工で、もとは徳川将軍家の鉄砲鍛冶でした。
てっぽう か じ

本作は、目の詰まった地鉄にはきらきらと輝く鉄の粒子（沸）が表れるとともに、黒く沈んだ複
じ がね にえ

雑な景色も見られます。浅く波打つのたれ刃の中には、筋状の文様（砂流）が入り、鎌倉時代末期
・ ・ ・ す ながし

の刀工・正宗の作風を彷彿とさせます。井伊家伝来の古文書には、「正宗ノ面影け有之由ヲ以ノ名
まさむね ほうふつ おも か （げ）これあるよし もって な

ナリ」とあり、面影という号の由来がうかがえます。江戸時代の正宗の評価は非常に高く、武家の

間では珍重され、贈答の品にも度々用いられました。こうした時代の潮流において、当時の人々は、

繁慶の作品に中世の名工の面影を見ていたのでしょう。

【刀身部分(物打下方～鋒）】

【刀身部分（茎～元）】

【刃文と鍛肌】



【特徴】

・地(鍛肌)はきらきら光る粒子（沸粒）がつき、黒く沈んだ文様（地景）も見える。
にえつぶ ち けい

・刃文はのたれ刃で、その中に筋状の文様（砂流）が現れる。
・ ・ ・ す ながし

６．埋忠刀譜 １冊（作品リスト№33）
うめただとう ふ

縦 29.5㎝ 横 20.0㎝

成立：江戸時代前期 写本：江戸時代後期

彦根城博物館（井伊家伝来典籍）

桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した京の金工・埋忠重長（寿斎）
うめただしげなが じゅさい

やその子らが携わった刀の押形集の写本です。今日、「埋忠銘鑑」（以下、
うめただめいかん

銘鑑）の名で広く知られる流布本と同種のものですが、記載内容や配列な

どから原本に近い系統とみられています。

掲載される約150口分の押形は、徳川将軍家や豊臣家旧蔵品、諸大名が
ふり

所持するものが中心で、押形の脇には刀の来歴に加え、所有者の名前、折紙
おりがみ

の有無、埋忠が売買を斡旋した記録に至るまで、詳細に綴られています。
つづ

本書には、井伊家の刀剣も23口確認することがで

き、それらに書き付けられた文言を見ていくと、

寛永年間（1624～44）や正保年間（1644～48）の

ものが多く、磨り上げや金具の新調のほか、埋忠

が金150枚や250枚で井伊家に譲ったことなども記

されています。

本書は、江戸時代初期に井伊家が所持した刀剣

や入手方法の一端を知ることができる稀少な情報

源です。

【刀身部分(物打下方～鋒）】

【刀身部分（茎～元）】

【刃文と鍛肌】



【参考】

◎刀剣各部名称
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