
［新年特別展示］
龍虎図屏風 雪村周継筆 6曲1双 紙本墨画 室町時代　16世紀 10685
青花松虎文壺 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41222

青磁袴腰香炉 龍泉窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40430
青磁石昌鉢 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 41159
青磁刻花唐草文水瓶　　　 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40658
建盞・天目台 建窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40291

◎ 月江正印墨蹟　警策 1幅 紙本墨書 中国・元時代　至正3年（1343） 00054
◎ 銭塘観潮図 月翁周鏡ほか6僧賛 1幅 紙本墨画淡彩 中国・元時代　13世紀 10397
◎ 青磁筍花生 龍泉窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40346

堆朱屈輪文盆 1枚 中国・明時代　15世紀 50587
黄飴釉四耳壺　銘 四国猿 1口 中国・明時代　15世紀 41070
井戸香炉　銘 此の世 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40423
井戸茶碗　銘 忘水 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40215
御本立鶴茶碗 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40184
珠光青磁茶碗　銘 遅桜 莆田窯 1口 中国・南宋時代　13世紀 40297
青磁尊形花生　銘 夕端山 龍泉窯 1口 中国・明時代　15世紀 40352
青磁二階香炉　 龍泉窯 1口 中国・元時代　14世紀 40440
三彩壺 1口 中国・唐時代　7−8世紀 41357
三彩女人坐像 1軀 中国・唐時代　8世紀 41349
白磁刻花蓮花文輪花鉢 定窯 1口 中国・北宋時代　12世紀 41335
澱青釉瓶 鈞窯系 1口 中国・元時代　14世紀 41191
白掻落唐草文壺 磁州窯系 1口 中国・北宋時代　12世紀 41341

◎ 青花花卉文盤 景徳鎮窯 1枚 中国・明時代　15世紀 40723
法花蓮華文洗 1口 中国・明時代　15−16世紀 41273
天藍釉双耳壺 景徳鎮窯 1口 中国・清時代　17世紀 41338
豆青釉花唐草文双耳扁壺 景徳鎮窯 1口 中国・清時代　17世紀 41363
青磁鉄絵牡丹文水注 1口 朝鮮・高麗時代　12世紀 秋山順一氏寄贈 41206

もともと使うために作られた陶磁器に美しさを見いだし、観賞することは、す
でに室町時代に始まっていました。なかでも天目茶碗や青磁は、高い評価を受
けました。やがて茶の湯が流行し、食事を含む茶事が行われるようになると、
料理と器の取り合わせも人々の関心を集めるようになります。
明治時代になると、陶磁器に対する新たな鑑賞のあり方が登場します。唐三彩
の俑や壺、盤などから清朝の陶磁、李朝の白磁、さらには我が国の中世焼き締
め陶器の壺や甕、古代の縄文や弥生土器までもが観賞の対象となったのでした。
今回は、観賞の歴史と使う楽しみ、陶磁器の二つの顔をご覧いただきます。
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白磁象嵌菊花文瓶 1口 朝鮮・高麗時代　12世紀 秋山順一氏寄贈 41199
青磁象嵌龍文瓶 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 秋山順一氏寄贈 41212
彫三島牡丹唐草文厨子　 1基 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 秋山順一氏寄贈 41155
辰砂葡萄文壺 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 秋山順一氏寄贈 41203
鉄絵葦文瓶 唐津 1口 江戸時代　17世紀 40329
染付寿字文大皿 肥前 1枚 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41419
色絵葡萄文大平鉢 肥前 1口 九谷様式 江戸時代　17世紀 41339
染付松竹梅図壺 肥前 1口 鍋島様式 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41369
色絵荒磯文鉢 肥前 1口 江戸時代　17世紀 山本正之氏寄贈 41683
志野輪花筒向付　 美濃 5口の内 桃山〜江戸時代　16−17世紀 40984
三島内贍銘鉢　　 1口 朝鮮・朝鮮時代　15世紀 40841
銹絵水仙文角皿 尾形乾山作 1枚 江戸時代　18世紀 40678
呉州青絵赤壁文鉢 漳州窯 1口 中国・明時代　17世紀 40874
唐津扇形向付 唐津 5口の内 桃山〜江戸時代　16−17世紀 40992
色絵四牛童子文皿 景徳鎮窯 10枚の内 中国・明時代　17世紀 40734
井戸脇片口鉢　 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40838
織部写瓢形手鉢 青木木米作 1口 江戸時代　19世紀 40826
五彩宝相華文向付 景徳鎮窯 3口の内 金襴手 中国・明時代　16世紀 41017
備前焼餅文手鉢　　 備前 1口 桃山時代　16世紀 40799
紅葉半使鉢　 1口 朝鮮・朝鮮時代　17−18世紀 40837
青磁蓋銚子 1口 鉄 江戸時代　19世紀 40441
祥瑞瑠璃釉瓢形徳利 景徳鎮窯 2口の内 中国・明時代　17世紀 40929
粉引盃 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41239
絵唐津平盃 唐津 1口 桃山〜江戸時代　16−17世紀 秋山順一氏寄贈 41252
志野盃 美濃 1口 桃山時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41248
色絵椿文輪花形向付 尾形乾山作 5口の内 江戸時代　18世紀 41002
象嵌十字花文俵形鉢 萩 1口 江戸時代　17世紀 40809
焼餅文洲浜形鉢 備前 1口 桃山時代　16世紀 40801
絵刷毛目徳利 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41227
黒高麗徳利 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 秋山順一氏寄贈 41225
月白釉盃 鈞窯系 1口 中国・南宋〜元時代　13−14世紀 秋山順一氏寄贈 41236
寄酒杯 5口の内 桃山時代　16世紀ほか 41019
五彩孔雀文仙盞瓶 景徳鎮窯 1口 金襴手 中国・明時代　16世紀 40918
三彩馬 1基 中国・唐時代　8世紀 小林中氏寄贈 41284
緋襷鶴首瓶 備前 1口 桃山時代　16世紀 40323
青花龍鳳凰文梅瓶 景徳鎮窯 1口 中国・元時代　14世紀 41340

◎ 青磁蓮唐草文水瓶 1口 朝鮮・高麗時代　12世紀 40337
◎ 銹絵染付金彩絵替土器皿 尾形乾山作 5枚 江戸時代　18世紀 40672

【展示室2】 京派の粋〈エスプリ〉 円山四条派の絵画 Kyoto Esprit: Paintings of the Maruyama-Shijō School
業平舞図 源琦筆 1幅 紙本着色 江戸時代　18世紀 10270
大原女図 山口素絢筆 1幅 紙本着色 江戸時代　18−19世紀 10271
犬図 長沢芦雪筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　18世紀 10268
竹狗児図 長沢芦雪筆　太平子賛 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　18世紀 10269
茅屋春景図 松村月渓（呉春）筆 1幅 紙本墨画 江戸時代　18−19世紀 小林中氏寄贈 10663
帰漁図 呉春筆 1幅 絹本着色 江戸時代　18−19世紀 福島静子氏寄贈 10560
南天双鳩図 呉春筆 日野資枝・烏丸光祖賛 1幅 絹本着色 江戸時代　18−19世紀 10263
栗小禽図 松村景文筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　19世紀 10264
寒月飛鴨図 松村景文筆 1幅 紙本墨画淡彩 江戸時代　文化9年（1812） 10266
狐嫁入行列図 松村景文筆 1幅 絹本着色 江戸時代　19世紀 福島静子氏寄贈 10561

○ 花卉花鳥図 山口素絢・松村景文筆 襖13面の内 紙本着色 江戸時代　文化10年（1813） 10360

【展示室3 〜ホール】 仏教彫刻の魅力 The Fascinations of Buddhist Sculpture
弥勒菩薩立像 1軀 石造（片岩） クシャーン時代　3世紀 20097
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四面仏碑像 1基 石造（石灰岩） 中国・北魏時代　6世紀　 20063
如来三尊像 1基 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20061
如来三尊像 1基 石造 中国・北斉時代　6世紀 20338
如来立像 1軀 石造（白大理石） 中国・北斉時代　6世紀 20069
菩薩立像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20066
交脚菩薩像頭部 天龍山石窟第10窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20065
如来坐像頭部 天龍山石窟第16窟 1個 石造（砂岩） 中国・北斉時代　6世紀 20067

◎ 十一面観音立像龕 宝慶寺 1個 石造（石灰岩） 中国・唐時代　7世紀 20341
如来坐像頭部 天龍山石窟第18窟 1個 石造（砂岩） 中国・唐時代　8世紀 20078

◎ 地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 平安時代　久安2年（1146） 20011
不動明王立像 1軀 木造彩色 平安時代　12世紀 20013
地蔵菩薩立像 1軀 木造彩色 鎌倉時代　13世紀 20019
帝釈天立像 定慶作 1軀 木造彩色 鎌倉時代　建仁元年（1201） 20024
梵鐘　［地階に展示］ 金愛立・金礼発作　雲興寺 1個 青銅製 朝鮮・朝鮮時代　康煕29年（1690） 30136

【展示室4】 古代中国の青銅器 Ancient Chinese Bronzes
◎ 饕餮文方盉 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 3個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90063−65

饕餮文爵 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90105
饕餮文觚 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90097

○ 饕餮文卣 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90086
◎ 饕餮文斝 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90067
◎ 饕餮文瓿 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90080
◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽殷墟候家荘出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90069
◎ 饕餮文尊 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90070

饕餮文尊 伝 河南省安陽出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90071
饕餮文尊 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90075

◎ 双羊尊 1個 中国・殷時代　紀元前13−11世紀 90074
◎ 饕餮文方罍 伝 河南省安陽大司空村出土 1個 中国・殷時代　紀元前13−12世紀 90079

饕餮文方罍 1個 中国・殷時代　紀元前12−11世紀 90081
饕餮文瓿 1個 中国・殷〜西周時代　紀元前11世紀 90082

◎ 饕餮文方彜 1個 中国・西周時代　紀元前10世紀 90094
鳳文方壺 1対 中国・西周時代　紀元前9世紀 90097・98
蟠螭文壺 1個 中国・春秋時代　紀元前7−6世紀 90099
蟠螭文鎛 1個 中国・春秋時代　紀元前6−5世紀 90120

○ 蟠螭文鑑 1個 中国・春秋時代　紀元前5世紀 90113
○ 雲文鑑 1個 中国・戦国時代　紀元前5−4世紀 90112

【展示室5】 茶道具と名物裂・更紗 Tea Utensils and Textiles, Sarasa Dyed Cotton
仕覆 大内桐金襴（◎「青磁筒花生　銘 大内筒」） 1袋 絹 中国・明時代　16世紀 40347

◎ 唐物肩衝茶入　銘 松屋 福州窯系 1口 　 中国・南宋〜元時代　13−14世紀 　 40091
仕覆 龍三爪緞子 珠光寄附 1袋 絹 中国・元〜明時代　14世紀 40091
仕覆 木綿間道 利休寄附 1袋 木綿 インド　16世紀 40091
仕覆 波梅鉢文緞子 織部寄附 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40091
仕覆 捻梅唐草文緞子 遠州寄附 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40091

○ 唐物文琳茶入　銘 白玉 福州窯系 1口 中国・南宋〜元時代　13−14世紀 40092
仕覆 白地宝尽小牡丹唐草文金襴 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40092
内箱包 白地草花文金更紗 1枚 木綿 インド　17−18世紀 40092
仕覆箱包 白地山鵲唐草文更紗 　 1枚 木綿 インド　17−18世紀 40092
中箱包 茜地糸杉文更紗 1枚 木綿 インド　19世紀 40092

◎ 瀬戸丸壺茶入　銘 相坂　 1口 南北朝〜室町時代　14−15世紀 40001
仕覆 相坂金襴 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
仕覆 薄茶地石畳文緞子 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
仕覆 紺地鳳凰文金襴 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
仕覆 葛城裂 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
盆袋 薄茶地波梅鉢文緞子 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
内箱袋 万代屋緞子 　 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40001
仕覆 鎌倉間道（「瀬戸新兵衛瓢簞茶入　銘 空也」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40056
内箱包 藍地花入亀甲文更紗（「瀬戸新兵衛瓢簞茶入　銘 空也」） 1枚 木綿 インド　17−18世紀 40056
仕覆 中川角龍金襴（「瀬戸面取手茶入　銘 染色 ） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40011
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仕覆 安楽庵金襴（「瀬戸面取手茶入　銘 染色」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40011
内箱包 白・茜地草花文更紗（「瀬戸面取手茶入　銘 染色」 ） 1枚 木綿 インド　18世紀 40011
中箱包 白霰地草花文更紗（「瀬戸面取手茶入　銘 染色」） 1枚 木綿 インド　19世紀 40011
仕覆 白地牡丹唐草文金襴（「薩摩茶入　銘 亀尾」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40063
仕覆 茜地間道織留（「薩摩茶入　銘 亀尾」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40063
挽家袋 有栖川錦（「薩摩茶入　銘 亀尾」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40063
内箱包 白地花唐草文更紗（「薩摩茶入　銘 亀尾」） 1枚 木綿 インド　18−19世紀  40063
仕覆箱包 白地鳥草花文更紗（「薩摩茶入　銘 亀尾」） 1枚 木綿 インド　17−18世紀 　 40063
仕覆 萌黄地牡丹唐草文金襴（「瀬戸肩衝茶入　銘 雪柳」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40009
挽家袋 有栖川錦（「瀬戸肩衝茶入　銘 雪柳」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40009
仕覆 有栖川錦（○「井戸茶碗　銘 宗及」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40214
内箱包 茜地縞花唐草文更紗（◎「堅手茶碗　銘 長崎」） 1枚 木綿 インド　18−19世紀 40267
外箱包 白地花唐草文更紗（◎「堅手茶碗　銘 長崎」） 1枚 木綿 インド　18−19世紀 　 40267
仕覆 紹鷗緞子・白地金襴・白地間道（「瀬戸黄釉捻貫茶入」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40028
仕覆 小牡丹唐草文金襴・鎌倉間道・望月間道（「宗意耳付茶入」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40060
仕覆 有栖川錦（「古染付叭々鳥香合」） 1袋 絹 中国・明時代　16−17世紀 40527
内箱包 赤地草花文更紗（「古染付叭々鳥香合」） 1枚 木綿 ヨーロッパ　18−19世紀 40527
織物手鑑 伊達家伝来 1帖 絹 中国・明時代　15−17世紀 70001
古更紗帖 1帖 木綿 インド　17−19世紀 70010

【展示室6】 新春を寿ぐ Celebrating the New Year
色絵松竹梅文菊形向付 京都 5口 江戸時代　18世紀 40999
絵志野開扇形鉢 美濃 1口 江戸時代　18−19世紀 40789
竹虎図　 厳潘筆 1幅 室町時代　16世紀 小林中氏寄贈 10611
古染付鯉耳花生　 景徳鎮窯　 1口 高砂手 中国・明時代　17世紀 40367
芦屋初瀬釜 1口 室町時代　16世紀 30215
青海波桐菊蒔絵棗 1合 江戸時代　17世紀 50379
色絵結文茶碗 野々村仁清作 1口 江戸時代　17世紀 40173
青磁無閑人蓋置 1口 中国・明時代　16−17世紀 41085
色絵如意頭香合　 野々村仁清作 1合 江戸時代　17世紀 40491
竹茶杓　銘 玉ふりふり 織田有楽作 1本 江戸時代　16−17世紀 60056
青磁算木文花生 1口 中国・南宋時代　12−13世紀 40400
伊賀瓢形水指　銘 呂洞賓 伊賀 1口 桃山〜江戸時代　16−17世紀 40599
瀬戸翁手茶入　銘 宇都山 1口 江戸時代　17世紀 40023
斗々屋茶碗　銘 春日山 1口 朝鮮・朝鮮時代　16世紀 40256
祥瑞蜜柑水指 景徳鎮窯 1口 中国・明時代　17世紀 40661
松葉蒔絵棗 1口 江戸時代　嘉永6年（1853） 福島静子氏寄贈 50722
金海茶碗　銘 龍宮 1口 朝鮮・朝鮮時代　17世紀 40277
竹茶杓　銘 二人静 杉木普斎作 1本 江戸時代　17−18世紀 60116
五彩雲龍文四方水指 景徳鎮窯 1合 中国・明時代　16−17世紀 40668
黒楽写瓢象嵌茶碗 小川破笠作 1口 江戸時代　17−18世紀 40125
虎渓三笑蒔絵硯箱 1合 江戸時代　18世紀 　 50011

【特別ケース】 宝飾時計 Decorated Clock
宝飾時計 機械：C・トンプソン作 1基 イギリス　18世紀 30301
宝飾時計 ジョン・モットラム作 1基 イギリス　18−19世紀 30302
宝飾時計 1基 30305

出品作品はすべて根津美術館蔵です。

〒107-0062　東京都港区南青山6丁目5番1号　TEL 03（3400）2536  http://www.nezu-muse.or.jp


