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１． 

三彩花文手付分銅形鉢 

源内焼 

江戸時代 

径25.2cm×20.8cm 高さ11cm 

 

分銅形の形が珍しいです。見込みの文様は鉄線のような花唐草文様で

す。ところどころ縁にホツやソゲが見られます。「源内焼-平賀源内

のまなざし（2003年）」図録に類似品が掲載されています。 

 

源内焼は江戸時代に平賀源内の指導によって源内の故郷 香川県志度

（現さぬき市）で焼かれた三彩のやきものです。源内は博物学者とし

て長崎に遊学した折にオランダからもたらされた新しい釉薬の技術を

学びます。その技術を用いてふるさと讃岐・志度の産業を振興させる

ため、新しい三彩軟陶質のやきものを指導しました。 



２． 

三彩花文手付分銅形小椀付手鉢 

源内焼 

江戸時代 

径24.4cm×25cm 高さ10.6cm 

 

見込みには花文様が描かれ、分銅形のくびれている部

分の一方には、小さなお椀がくっついて一体となって

います。 

ところどころ縁にソゲが見られます。高台縁にもソゲ

が見られます。側面や小椀の側面には釉切れが見られ

ます。 



３． 

三彩透鉢 

源内焼 

江戸時代 

径23.5cm 高さ10cm 

 

縁は黄色と濃い紫色や茶色の釉薬が掛かり、透かしが

施されています。 

見込みは無地の濃い緑色です。 

高台内に焼成の際にできた窯キズと小さな釉はがれが

有ります。 



４． 

黄釉獅子置物 

源内焼 

江戸時代 

径20.8cm×14.2cm 高さ20cm 

 

黄釉が掛けられた獅子の置物です。 

獅子は特別な獣で、魔除けや神を守る象徴でもありま

す。 

全体に貫入が入っています。左前脚の爪の部分に小さ

なホツと、右前脚に焼成の際に出来た窯キズがありま

す。胴の腹部分にヒッツキがあります。 





５． 

額 平賀源内之像 

芹澤 銈介 

紙本 

昭和 

人間国宝 

額のサイズ：縦31.8cm 横36.5cm 

 

「文化の反逆」は、昭和38年4月8日から39年5月25日

まで週刊「芸生新聞」に連載された佐藤春夫の小説で

す。芹澤が挿絵を担当しました。徳川綱吉や柳沢吉

保、井伊大老や平賀源内も登場しました。 

 

江戸時代中期を代表する本草学者 平賀源内は，戯作

にも才能を発揮し、風来山人の号を用いました。芹沢

銈介全集5巻に類似品が掲載されています。 



６． 

初期伊万里 鎬文香炉 

 

江戸時代 

径6cm 高さ7cm 

 

初期伊万里とは、1600年代前半に生まれたと 

伝えられる日本で最初の磁器です。 

白磁に銅の部分に鎬文様を入れた小さな香炉です。 

菊花透かし文様の火屋が付いています。 



７． 

祥瑞捻文七寸皿 

 

中国 明時代（17世紀） 

径21cm 高さ4cm 

 

祥瑞は、一般的に中国 明時代末期 崇偵年間（1628～1644）頃

を中心に日本からの注文により江西・景徳鎮の民窯で焼かれた染

付磁器のことで、日本での呼び名です。古染付に比べて、上質な

胎土と顔料を使い、端正な形に丁寧に文様を書き込んでいます。 

祥瑞という名の由来は、一説には、一部の作品の銘文に「五良大

甫 呉祥瑞造」と書かれていることにあります。これは「呉」家

の五男の家の長男である「祥瑞」が造ったと言われています。 

 

見込みには桜の文様が描かれ、見込みから縁にかけて捻文様と呼

ばれる螺旋状の文様が描かれています。高台内には角福銘が有り

ます。 



８． 

辰砂碗 

河井 寛次郎 

共箱 

昭和 

径12cm 高さ11.5cm 

 

筒描きで花を描き、その上に辰砂と呼ばれる鮮やかな

赤色の釉薬を使用した作品です。 

辰砂釉は、釉薬の調合、厚さ、素地土、焼き方などの

条件を調整しなくてはならず、鮮やかな赤色に発色さ

せることが難しい釉薬の一つです。寛次郎が最も好ん

だ釉薬の一つでもあります。胴に小さなハジケが有り

ます。 

「京都国立近代美術館所蔵作品集 川勝コレクション 

河井寛次郎」図録に類似品が掲載されています。 



９． 

花文扁壷 

河井 寛次郎 

河井敏孝極箱 

昭和 

口径7.8cm×6.5cm 胴径11cm×18cm 高さ27cm 

 

大正から昭和の時代、民藝運動の中心的役割を担った

陶工 河井寛次郎の作品です。 

片面には、豪快な筆致で花文様が描かれており、大変

躍動感のある絵付けです。また、寛次郎の作品では大

ぶりです。 

もう片面には、草花が違った様子で描かれています。 

河井寛次郎記念館 館長 河井敏孝氏の極めが有りま

す。 



１０． 

掛合釉扁壷 

濱田 庄司 

共箱 

昭和 

人間国宝 

口径3.5cm×3cm 胴径16cm×9cm 高さ22cm 

 

二種類の釉を二重掛けした掛合釉を用いた扁壷です。 

黒色と白色の釉薬が掛け合わさった部分の変化も面白

いです。 

反対側 



１１． 

象嵌赤絵草花紋番茶器 

島岡 達三 

共箱 

昭和 - 平成 

人間国宝 

急須：径18.5cm 高さ12.5cm 

汲出：径9.7cm  高さ6.5cm 

 

汲出6客と急須がセットになった番茶器セットです。 

人間国宝に認定された技法 縄文象嵌を用いて 

文様が付けられ、草花文様が絵付けされています。 

 

島岡達三は大正8年、東京都で組紐師の長男として生

まれました。その後、濱田庄司に師事します。組紐師

である父の組紐に着想を得て、組紐を器面に転がして

跡を付け、そこに化粧土を埋め込む独自の縄文象嵌技

法を編み出しました。その技法で人間国宝に認定され

ました。 



１２． 

三彩彫文香炉 

6代 清水 六兵衛 

共箱 

昭和 

径10cm 高さ8.5cm 

 

清水六兵衛は、江戸時代中期以降続く清水焼陶工の名

跡です。 

三彩は、玄窯、銹泑、古稀彩と並び、6代六兵衛を代

表する装飾技法です。 

高台に六兵衛作の描き銘と清の刻印が有ります。 

純銀の火屋は、京都の彫金師 加藤宗巌によるもので

す。 

反対側 



１３． 

練上壷 

松井 康成 

共箱 

昭和 - 平成 

人間国宝 

口径10cm 胴径16cm 高さ20.5cm 

 

松井康成は、茨城県笠間市の陶芸家で、昭和から平成

に活躍した作家で、練上の分野で人間国宝に認定され

ました。練上の分野で様々な独自の技法を生み出しま

した。 

 



１４． 

仁清写雲錦向付 10客組 

16代 永楽 善五郎（即全） 

共箱 

昭和 – 平成 

径11.8cm 高さ6.7cm 

 

雲錦文様（桜と紅葉）に水車と波が描かれています。 

ところどころ、花びらの形に透かしになっています。 

縁は部分的に輪花になっています。  



１５． 

義山切子小皿 10客組 

 

幕末 - 明治 

径12cm 高さ3cm 

 

外側からカッティングされています。 

縁にアタリが見られます。 

 

義山（ギヤマン）とは江戸時代、ダイヤモンド（金剛 

石）のことを表した言葉です。オランダ語diamantの 

訛りとも、ポルトガル語diamaoの訛りとも言われま 

す。本来はダイヤモンドそのものを言っていました 

が、水晶などの宝石類や、ダイヤモンドで加工された 

カットグラスを含めて、広くガラス製品一般の呼称と 

もなり、すでに早く室町時代末期に、オランダ人に 

よって製法が伝えられていた酒杯や瓶、鉢などのガラ 

ス製の器具ビードロと混同され、板状のガラス板を除 

いたガラス製品を総称してギヤマンと呼ばれました。 



１６． 

柘榴呉須赤絵盃 

近藤 悠三 

共箱 

昭和 

人間国宝 

径7.5cm 高さ3.8cm 

 

見込みには柘榴の画と寿と福の字が書かれています。 

外側には金彩が刷毛目で付けられています。 

 

近藤悠三は、京都清水寺門前茶わん坂に生まれ、富本

憲吉の助手を経て、染付技法で人間国宝に認定されま

した。 



１７． 

練上嘯裂徳利 

松井 康成 

共箱 

昭和 - 平成 

人間国宝 

口径3.9cm 胴径9cm 高さ13cm 

 

松井康成は練上の技法を極める中で、表面にあえて傷

をつけ、裂け目を模様として生かす嘯裂という技法を

編み出しました。本作にもこの技法が用いられていま

す。。高台に「康」の描銘があります。 



１８． 

虫明瓢彫茶碗 

伊木 三猿斎 

坐忘斎書付 

江戸時代 

胴径12cm 高さ8cm 

 

伊木三猿斎は、備前岡山藩の家老です。若年の頃から茶道を

好み、速水宗筧や玄々斎に学びました。京都から初代清風与

平を招き、御庭焼として築窯し、虫明焼に京風の趣きを取り

入れました。記録はありませんが、各地から土を取り寄せ、

備前焼風、大樋焼風、伊賀焼風のものが作られました。伊賀

焼は真葛長平の指導とも言われています。 

 

茶碗の胴には瓢が彫られています。高台脇には「むしあけ」

の印と「三」の彫銘があります。口縁や見込みに窯キズがあ

ります。 

反対側 



１９． 

吹寄蒔絵大棗 

春井 恒眠 

共箱、鵬雲斎書付 

明治 - 昭和 

径7.5cm 高さ7.5cm 

 

金地に吹寄が蒔絵され、蓋表には一部に螺鈿が 

はめ込まれています。 

内側は梨子地です。 

蓋裏に鵬雲斎の朱の花押が書かれています。 

高台内に恒眠の銘があります。 



２０． 

からたち写花入 

杉本 貞光 

共箱、立花大亀箱書 

昭和 - 

口径14.5cm 高さ28.5cm 

 

重要文化財の「伊賀花入 銘 からたち（畠山記念館

蔵）」を杉本貞光が写した花入です。 

本歌の伊賀花入は、焼成中に欠けた口縁の破片が胴に

付着しているのを、からたちの棘に見立てて銘にした

というエピソードがあります。 

胴の部分には焼成または焼成後に剥がれた跡が見られ

ます。片方の耳にソゲがあります。 

 

箱の蓋には、「信楽 貞光作 からたち写花入」と大

徳寺 大亀老師（1899 - 2005）の箱書きがあります。 

箱の底には、「信楽 花入 寺垣外」杉本貞光の署名

があります。 

反対側 



２１． 

青磁花入 

川瀬 忍 

共箱 

昭和 -  

口径9.7cm 胴径16cm 高さ28cm 

 

首から肩にかけて数条巡らされた凸帯があります。筍

に似ているため、筍形花入と呼ばれることもありま

す。中国 南宋時代に官窯で制作されたものを川瀬忍

が写した作品です。 

 

川瀬忍は、中国宋時代の古陶磁を目指しながらも、そ

の造形・色は現代的感覚を放つ繊細優美な青磁を創造

し、現代の青磁の作り手を代表する人気作家です。 



２２． 

容入溜塗唐草盆 

大垣製 

共箱 

明治 - 昭和 

径38.5cm×23.5cm 高さ2cm 

 

素地の表面に漆を塗り重ねて層を作り、文様を 

レリーフ状に表す堆朱の技法を用いたお盆です。 

唐草文様が隙間なく埋め尽くされています。 

 

明治から昭和初期の加賀の蒔絵の巨匠 大垣昌訓によ

る作品です。作家であると同時に、経営者やデザイ

ナーとして作品の制作や指導にあたったと考えられて

います。 



２３． 

雪中苗蒔絵提重 

 

江戸時代 

外枠：径32cm×18cm 高さ30.5cm 

提重が収納されている箱の蓋表には「雪中苗提重」と書かれており、 

蓋裏に歌が書かれています。箱にはスレや割れが見られます。 



上・重箱は蓋には雲間から見える月が描かれ 

  側面には雁や八つ橋が描かれています。 

左・重箱の蓋が反っています。 

下・銘々盆は波千鳥が描かれ、朱塗りの盃が 

  付いています。銘々盆に直しとホツがあり 

  ます。 

5枚ある銘々皿には、海老・蟹・トンボ・カマキリ・竹に雀が描かれています。 

（表） 

（裏） 



徳利の台には鴛鴦が描かれています。徳利台の徳利と合わさる箇所には亀が描

かれています。 

右ページ・南鐐製の徳利には波千鳥模様が彫られています。徳利の台にワレや

ホツ、スレが見られます。徳利の底に緑青が見られます。 



（外枠のアップ）外枠にもスレやソゲがあります。 

(天板のアップ) 

外枠の天板には、

左上に山が見える

場所で、苗を植え

ている様子が蒔絵

されています。 



２４． 

御所人形図幅 

伊藤 小坡 

絹本 

共箱 

大正 - 昭和 

幅56cm 長さ134cm 

 

御所人形とは宮中をはじめ、宮中の慶事や出

産、あるいは結婚など、様々な祝事の際に飾ら

れてきた人形です。 

頭が大きくまるまるとした姿が特徴的で、ふっ

くらと愛らしい子供の美しさを尊んできた日本

ならではの美意識が結実しています。 

 

伊藤小坡（いとう しょうは）は、伊勢にある

猿田彦神社の宮司の長女として生まれました。

京都に行き、森川曽文、谷口香嶠に師事し、そ

の後、竹内栖鳳が主催する画塾である竹杖会の

一員となりました。 

京都を中心に風俗画、美人画を描きました。 



２５． 

型染 紙漉村図幅 

芹澤 銈介 

絹本 

共箱 

人間国宝 

昭和 

幅46cm 長さ137cm 

 

和紙の産地，埼玉県小川町の風景をモ

チーフにした作品です。 

芹沢は1935年に県立小川製紙研究所の嘱

託となり，紙漉き場の指導にあたりまし

た。 

その訪ね歩いた先で小川町の情景を作品

にのこしました。 

紙漉きに欠かせない清流が脈々と流れ，

桜色に染められた山々が， 

春の小川町の景色を思い浮かべて制作し

たことをうかがわせます。 

 

「芹沢銈介全集20巻」、「芹沢銈介の作

品Ⅱ 屏風」に類似品が掲載されていま

す。 



２６． 

花字軸 

芹澤 銈介 

紙本 

共箱 

昭和 

人間国宝 

幅51.5cm 長さ148cm 

 

臙脂色の地に金色で花の字が、

肉筆で書かれた掛軸です。 



２７． 

額 風景 

須田 剋太 

油彩 

須田剋太鑑定委員会 鑑定書 

昭和 

額のサイズ：縦65cm 横75cm 

 

司馬遼太郎「街道をゆく」シリーズの挿絵で知られる

須田剋太による油彩の作品です。 

場所は不明ですが、大きく壮大な岩々が見え、それを

対岸から何人かの人物が眺めている様子が描かれてい

ます。 



２８． 

額 型染 寿 

芹澤 銈介 

布地 

共シール 

人間国宝 

昭和 

額のサイズ：縦76.5cm 横72.5cm 

 

本作品「寿」のような文字をモチーフとしたの作品

は、若い頃から書に親しんだ芹澤にとって、芹澤作品

を代表するものです。 

 

「芹沢銈介全集19巻」、「宗廣コレクション 芹沢銈

介展」図録に類似品が掲載されています。 



作家略歴（五十音順） 

伊藤 小坡（いとう しょうは） 

1877（明治10）年 - 1968（昭和43）年 

伊勢の磯部百鱗に師事、その後、京都

に出て谷口香嶠に入門。新古術品展や

第5回内国勧業博覧会に出品。同門の伊

藤鷺城と結婚。師の香嶠没後、竹内栖

鳳に師事。第12回帝展「春日詣」以後

無鑑査となった。14年の第3回新文展に

「神 詣」、17年 の 第5回 新 文 展 に「乳

人」を出品、戦後は出品しなかった。

時代風俗の肉感的な美人画を得意とし

た。 

  

16代 永楽 善五郎（即全）  

1917（大正6）年‐1998（平成10）年  

14代得全の甥15代正全の子。妙全の養

嗣子。三井家・三千家に出入りし数々

の名品を作る。茶道隆盛と共に現代の

名工の一人に数えられる。  

 

大垣 昌訓（おおがき しょうくん） 

慶應元（1865）－昭和12（1937） 

蒔絵師。金沢に生まれ。高田茂三郎に

師事。明治20年代に独立。内外の展覧

会に出品し活躍する。明治25年に大垣

工場を開設し、作家であると同時に、

経営者あるいはデザイナーとして作品

の制作・指導にあたった。また、置霜

法や大垣七宝を考案するなど、蒔絵や

髹漆技法に改良を努め、加賀蒔絵を一

段と華麗なものにする。後年宮内省御

用となる。高度な技術と近代的な意匠

の新しさは高く評価される。 

 

河井 寛次郎 

1890（明治23）年‐1966（昭和41）年 

島根県生まれ。東京高等工業学校窯業

科卒後、京都市陶磁器試験場に入所。

京都市五条坂に窯を築き作陶を行う。

東洋古陶磁の技法による作品を制作し

ていたが、民藝運動に関わり、実用を

意識した作品に取り組むようになる。

文化勲章、人間国宝、芸術院会員への

推薦を辞退。 

 

川瀬 忍 

1950（昭和25）年 ‐ 

二代竹春の長男として、神奈川県大磯

に生まれる。三代続く陶家に育ち、18

歳より作陶の道に入る。過去の優品に

学び、研究を重ねた豊かな経験に裏打

ちされた作品は、高い技量と作家独特

の感性から生まれる、洗練された美を

湛えている。 

 

6代 清水 六兵衛  

1901（明治34）年‐1980（昭和55）年  

5代六兵衛の長男。昭和20年家業の京都

清水焼を継ぐ。号は禄晴。伝統的な京

焼の技法に釉薬や焼成の新技法を加え

る。31年「玄窯叢花瓶」で芸術院賞。

51年文化功労者。芸術院会員。  

 

島岡 達三 

1919（大正8）年 - 2007（平成19）年 

組紐屋の息子として東京に生まれる。 

浜田庄司に学び、1953年、益子に窯を 

築く。組紐を転がし、そこに化粧土を 

かける縄文象嵌という独自の技法を生 

み出す。世界各地で個展を開き賞賛を 

受ける。1996年、人間国宝認定。 

杉本 貞光 

1935（昭和10）年 - 

東京生まれ。1968年、信楽山中に穴窯

築窯。1974年、大徳寺 立花大亀老師よ

り指導を受る。1998年、香雪美術館に

て 信 楽 展 出 品。1991年、ニ ュ ー ヨ ー

ク・ロックフェラーセンターにてアメ

リカ初個展。1992年、吉兆・湯木美術

館（大阪）に作品が収蔵される。1993

年、ミュンヘン・ギャラリーフレッド

ハーンスタジオにてドイツ初個展。

1994年、エール大学美術館に作品が収

蔵される。2002年、京都・建仁寺晋山

記念として井戸茶盌を納める。以降、

様々な個展を開催している。 

 

須田 剋太 

1906（明治39）年 - 1990（平成2）年 

日本の洋画家。埼玉県生。浦和画家。 

当初具象画の世界で官展の特選を重ね

たが、1949年以降抽象画へと進む。力

強い奔放なタッチが特徴と評される。

司馬遼太郎の紀行文集『街道をゆく』

の挿絵を担当し、また取材旅行にも同

行した。 

 

芹澤 銈介  

1895（明治28）年 - 1984（昭和59）年  

静岡市生まれ。東京高等学校図案科卒

業後、生涯の師である柳宗悦と沖縄の

染物紅型に出会ったことにより型染め

を中心とした道に進む。1956年、人間

国宝に認定。 

 

濱田 庄司 

1894（明治27）年‐1978（昭和53）年 

神 奈 川 県生 ま れ。東京 高 等工 業 学 校

（現東京工業大学）窯業科に入学、板

谷波山に師事。同校を卒業後は、河井

寛次郎と共に京都市立陶芸試験場にて

主に釉薬の研究を行う。この頃、柳宗

悦、富本憲吉、バーナード・リーチの

知遇を得る。大正9年、イギリスに帰国

するリーチに同行、共同してセント・

アイヴスに築窯。大正13年、帰国し、

沖縄 壺屋窯などで学び、その後、栃木

県益子町で作陶を開始。昭和30年、人

間国宝に認定。 

 

春井 恒眠 

1869（明治2）年 – 1940（昭和15）年 

蒔絵を大阪の中川芝泉（1846-1897）

に学んだ。絵画を山本光一（抱一系）

に学んだ。のちに、京阪神で活躍した

美術品貿易商・池田清助が京都に設立

した新古美術工芸品を扱う池田合名会

社の職工となり、高い評価を得た。 

 

松井 康成 

1927（昭和2）年 - 2003（平成15）年 

長野県生まれ。明治大学を卒業し、茨

城県笠間市にある浄土宗月崇寺の住職

の跡を継ぐ。その後、廃窯となってい

た、山門下の窯を再興し、東洋陶磁の

研 究 を 行 う。栃 木 県の 田 村耕 一 に 師

事。練 上 手 の 技 法 を 研 究 し、完 成 さ

せ、昭和44年には、第9回伝統工芸総裁

賞や日本陶磁協会賞などの数々の賞を

受賞。平成5年、人間国宝に認定。 

 

山本 倉丘（やまもと そうきゅう） 

1893（明治26）年 – 1993（平成5）年 

日本画家。高知県生。名は伝三郎。京

都 絵 専 卒。山元 春 挙の 早 苗会 に 入 塾

し、のち堂本印象の東丘社に入る。戦

後は日展・東丘社展・京展・関西展等

で活躍、四条派の伝統の上に近代的な

様式を加えた花鳥画で知られた。日展

参 事・東 丘 社 顧 問。京 都 市 文 化 功 労

者・京都府美術工芸功労者。勲四等旭

日小授章受章。芸術院賞・京都府文化

賞特別功労賞受賞。京都に住した。 


