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涼のうつわ 
～伊万里焼の水模様～ 

 

2014年 7月 12日(土)～ 9月 21日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像① 染付 鮎文 長皿 

 

 

 

 



広報用写真 

画像③ 染付 蓮池鶴文 輪花皿     
伊万里 江戸時代（19 世紀前半） 
口径 41.2㎝ 

画像② 染付 日本地図文 皿    
伊万里  
江戸時代・天保年間（1830～44） 
口径 48.3㎝ 

画像④ 染付 白抜蛸唐草文 鉢     
伊万里 江戸時代（18 世紀） 
口径 30.5㎝ 

画像⑤ 染付 魚形皿     
伊万里 江戸時代（17 世紀中期） 
口径 16.6×13.2㎝ 

 

※以下の展示予定作品の写真データ等をご用意して

おります。ご掲載の際は注意事項をご覧の上、別紙

写真借用申請書をお送り下さい。 

 

 

 

 

 

 



■（表紙）画像① 染付 鮎文 長皿   伊万里 

江戸時代（17世紀後半） 高 2.9㎝ 口径 9.6×17.8 ㎝ 高台径 6.3×14.0 ㎝ 

 水中の鮎 2尾と藻草を描いた長皿。渦巻きを描くことで、いかにも水が流れている

と感じられる表現が素晴らしい。いわゆる「藍柿右衛門」によく見られる余白の多い

構図で、発色の良い染付で繊細な濃淡を施すのもこの時代の特徴である。10 客で伝世

している点でも貴重。 

 
■画像② 染付 日本地図文 皿   伊万里 

江戸時代・天保年間（1830～44） 高 8.6㎝ 口径 48.3㎝ 高台径 26.5㎝ 

 轆轤
ろくろ

成形後に型に当てて変形させる型打ち成形により日本地図を浮き彫りにし、国

名を書きこんでいる。19世紀には黒船来航などの時代背景から、日本地図の皿が多い。

本作では 2羽の鶴を上下に描いている点が特徴で、永き繁栄を願っている。高台
こうだい

内に

は「本朝天保年製」の銘を２行書している。 

 

■画像③ 染付 蓮池鶴文 輪花皿   伊万里 

江戸時代（19世紀前半） 高 6.4㎝ 口径 41.2㎝ 高台径 23.6㎝  

生乾きのうちに型に押し当て、不整形の七弁花形に作られた皿。見込
みこみ

に蓮池と鶴の

文様を描く。高台を蛇の目状に作り、畳付には「酒柿」の染付銘がある。高台内に「大

和明暦年製」の銘を記すが、実際の製作年代は 19世紀まで下ると考えられる。「酒柿」

の銘から柿右衛門工房との関連性が指摘されている作例でもある。 

 

■画像④ 染付 白抜蛸唐草文 鉢  伊万里 

江戸時代（18世紀） 高 15.5㎝ 口径 30.5㎝ 高台径 15.0㎝ 

 内外ともに丁寧な白抜きの蛸唐草文で埋め尽くした大型の鉢。浮世絵などから、こ

のような大鉢は宴席で煮物などの料理を盛り付けたり、水を張って盃洗
はいせん

にするなどの

用途が考えられる。高台内には「冨貴長春」銘がある。 

 

■画像⑤ 染付 魚形皿  伊万里 

江戸時代（17世紀中期） 高 2.6㎝ 口径 16.6×13.2㎝ 高台径 8.4㎝ 

 型打ち成形で作られた魚形の皿。うろこやひれが細かく描き込まれ、下部には波濤

文もそえられている。動植物をかたどった変形皿は茶人の注文によって作られた中国

の古染付
こそめつけ

にみられるもので、その意匠を積極的に取り入れた伊万里焼でも多く作られ

た。裏側面には花唐草文、高台内には「大明成化年製」銘。 

 
 

以上を含む、約 80点を展示予定。 
 



展覧会概要 

展示詳細 

B.色絵 人物船遊文 皿 

A.染付 楼閣山水文 皿 

 
 

   

今展は、江戸時代につくられた伊万里焼の中から“水”をテーマに取り上げ、暑い

夏に一時の“涼”を感じさせるうつわの数々をご紹介致します。 

日本初の磁器として 17世紀初頭に肥前地方で製造が始まった伊万里焼。初期につく

られた皿や水指などの製品には、当時日本国内で人気の高かった中国製の染付磁器か

ら模倣した山水文が多く描かれました。沢山の水を湛えた情景は、落ち着いた色調の

染付や青味がかった磁肌と相まって、涼やかな趣を呈しています。以降、伊万里焼で

は、固有の形態をもたない水を、滝文や波濤文、雨文や雪文として巧みに意匠化し描

き出してきました。染付の濃淡や型紙刷りなどの技法を駆使してあらわされた水の意

匠は、清々しい水辺の空気や、触れた時の冷たさといった“涼”の記憶を呼び起こし

てくれます。 

また、伊万里焼では水をいれるためのうつわもつくられました。染付の青 1色で絵

付けされた水注や盃などは、江戸時代の人々の乾いたのどを潤す際にも用いられた事

でしょう。このように様々な視点から、伊万里焼にあらわされた“水”模様をご覧い

ただく、夏にふさわしい企画展です。 

 

 

 

 

◆水のある風景 

伊万里焼では、目にも涼やかな水のある風景が様々

な意匠であらわされています。代表的な意匠として、江

戸時代を通して描かれた“山水文”があります(A)。切り 

立った山々、楼閣(建築物）、橋や対岸にたたずむ人物、船、

水面など、複数の要素で構成されるこの意匠は中国陶磁に祖形

が求められますが、伊万里焼ではそれらをうつわの大小に合

わせて簡略化して描きました。また、山水文のほかに、

唐子(子供)や釣人などと水辺の風景を組み合わせて描い

た作例も見られます(B)。 

これらの意匠の中で、沢山の水を湛えた大河や湖は、

横線を上下方向に連ねて水面を描く事で表現されています。

微風に吹かれわずかに揺れる水面は、周囲の静寂と水辺の涼

やかさを感じさせます。 



E.染付 菊花文 菊花形鉢 

D.染付 雨文 六角向付 

染織で用いる型染め技法を

取り入れた型紙刷りによ

り、6 面全てに同様の雨文

を施している。 

◆水のかたち ～波濤・流水・滝・雲・雨・雪～ 

水はその場に静かに留まるだけでなく、常に形態を変化させるもの。風が吹けば波

が立ち、風に運ばれ流水となって移動します。また、雲となり雨として降り、雪や氷

などの個体にも変化します。古来より人々はその動きを巧みにとらえ、様々な文様を

生み出しました。伊万里焼においても、絵画や染織品などに影響を受けながら、染付

の濃淡や型紙刷りなどの技法を駆使して、多様な水の意匠をあらわしています（C・D）。 

17世紀中期以降の伊万里焼に多く 

見られるのが、同心円の一部を

扇状に重ねて波を表現した

“青海波文
せいがいはもん

”。舞楽「青海波」

の衣装に用いられた事から名づけ

られたこの意匠は、古九谷様式の

伊万里焼のほか、鍋島焼や京焼な

どにも描かれました。繰り返し打

ち寄せて終わりのない、永遠性を

感じさせる吉祥文様として広く親しまれていたのでしょう。江戸後期、日本国内の旅

行ブームを背景に多数製造された日本地図文の伊万里大皿(画像②）では、青海波文で

画面を埋め尽くす事で、周囲に広がる海原をあらわしています。 
 

水の意匠の中には、魚や植物と組み合わせて中国の伝

説などを暗示させるものもあります。たとえば、流水と

菊花の組み合わせ（E）。中国河南省に流れる谷川には

山に咲く菊の滋液が含まれおり、水辺に住みその水を

飲んだ人々がみな長寿であったという伝説がある事か

ら、この組み合わせは不老長寿を象徴する意匠として描

かれました。 

 
 

◆水のいれもの ～水指・水注・盃・盃洗・杯～ 

伊万里焼では、水を入れるための様々なうつわもつくられました。茶の湯の世界で

用いられた清らかな水を入れるための水指
みずさし

をはじめ、料亭で開かれた宴席などで用い

られた水注・盃・盃洗（画像④）といった食器など、染付による絵付けを施した製品

が多数見られます。宝暦年間頃には庶民の間で金魚の飼育が盛んになり、大振りな鉢

C.染付 雪持柴垣文 扇子形皿 

霞がかった景色と柴垣に積

もった雪を、染付の微妙な濃

淡を使い分け、繊細に描いて

いる。 



展示解説 

外国語展示解説 (中国語・英語) 

 

■ 38 word  

伊万里焼にあらわされた水の意匠に注目し“涼”を感じさせるうつわ約 80 点を紹介。

■ 110 word  

伊万里焼はその創始より、水のある情景を数多く描きました。山水文、滝文や波濤文、

巧みに意匠化した青海波文や雨文など、表現や装飾技術も様々です。現代の私達に一時

の“涼”を与えてくれる、伊万里焼の多様な水模様をご紹介致します。 

もつくられたようです。金魚の泳ぐ姿を眺める事で涼を得ていた当時

の様子は、浮世絵にも描かれています。また、染付製品だけでなく、

17 世紀後半頃よりヨーロッパへ輸出された伊万里焼では、華やかな色

絵付けが施されたゴブレット（F、ワイングラスを模った高足杯）など、

ヨーロッパの需要に応じた飲用器も製造されました。 

 
 
 

※なお、概要の要約が必要な場合は以下の文章をご参照ください。    

 
 
 

 

展示期間中、第 2週・第 4週の水曜日と土曜日に、当館学芸員による展示解説を行な 

います。予約は不要です。入館券をお求めの上、ご自由にご参加ください。 

■第 2・第 4水曜 午後 2時～    (7月 23日、8月 13・27日、9月 10日） 

■第 2・第 4土曜 午前 11時～   (7月 12・26日、8月 9・23日、9月 13日) 

※各回、約 40分～50分ほどの解説になります。 

※団体でご来館のお客様への展示解説も承っております。電話(03-3465-0070)による事前予約制。 

お気軽にご連絡くださいませ。 

 

 

 

展示期間中、当館学芸員による外国語の展示解説を行ないます。 

参加ご希望の方は、事前に電話または当館ホームページよりお申込み下さい。 

■中国語  8月 30日（土） 午後 2時～  

■英語   9月  6日（土） 午後 2時～ 

※お申込み先：03－3465－0070 

外国語展示解説申込みフォーム：http://www.toguri-museum.or.jp/english/museum_tours/ 

※ご希望により随時外国語ミュージアムツアーを承りますので、お問い合わせ下さい。 

F.色絵 花文 高足杯 



戸栗美術館 概要 

 

 

 

戸栗美術館は、当館創設者・戸栗亨が長年に渡り 

蒐集しました陶磁器を中心とする美術品を永久的に 

保存し、広く公開することを目的として、1987年 

11 月に、旧鍋島藩屋敷跡にあたる渋谷区松濤の地に 

開館しました。コレクションは伊万里、鍋島などの 

肥前磁器および中国・朝鮮などの東洋陶磁が主体と 

なっており、日本でも数少ない陶磁器専門の美術館 

として活動しています。 

 

会場  ：戸栗美術館 

開館時間：10：00～17：00 (入館受付は 16:30まで) 

休館日 ：月曜日  

※月曜祝日の場合は開館、翌日休館のため、7月 21日・9月 15日（月・祝） 

は開館、翌 7月 22日・9月 16日（火）は休館。 

入館料 ：一般 1,000円/高大生 700円/小中生 400円（団体 20名様以上で 200円割引） 

交通  ：渋谷駅ハチ公口より徒歩 15分／京王井の頭線 神泉駅北口より徒歩 10分 

※当館には駐車場・駐輪場はございません。 

 

■Youtube戸栗美術館チャンネル    

http://www.youtube.com/channel/UCGsnhei61hDkvDQlftWy9ZA 

 

■2014年度の展示予定 

10月 4日（土）～12月 23日（火・祝） 

『古九谷・柿右衛門・鍋島展』 

 

2015年 1月 6日（火）～3月 22日（日） 

『江戸の暮らしと伊万里焼展』 
 

 

 

 

 

 

 

■展覧会に関するお問い合わせ 

公益財団法人戸栗美術館 
広報担当宛て 
〒150-0046 東京都渋谷区松濤 1-11-3    

TEL：03-3465-0070 FAX：03-3467-9813 

URL：http://www.toguri-museum.or.jp/ 

E-mail：kouhou@toguri-museum.or.jp 

http://www.youtube.com/channel/UCGsnhei61hDkvDQlftWy9ZA
http://www.toguri-museum.or.jp/
mailto:kouhou@toguri-museum.or.jp


アートサークルのご案内 

 

 

 

 

陶磁器に親しみ、美術館をより楽しんでいただくために、会員制のアートサークルを

設けております。 1 年間何回でもご入館いただける他、さまざまな特典もご用意して

おります。 

 

 

 
特典①  入会から１年間、何度でもご入館いただけます。 

 

特典②  ご入会時に戸栗美術館オリジナルグッズをプレゼント。 

（はがき5枚、A5クリアファイルのどちらかをお選びいただけます） 

 

特典③  企画展ごとに会報「戸栗美術館だより」、入場招待券２枚、展示ご案内 

チラシを送付いたします。 

 

特典④  展示ごとに陶磁器の専門家による特別展示解説にご参加いただけます。 

開催日時は会報でお知らせします。 

（所要時間約1時間、要予約・定員制・先着順） 

 

特典⑤   会員様を含めた３名以上の団体様は、学芸員による展示解説〈ミニツアー〉

を受ける事ができます。（随時予約受付、所要時間約30分） 

 

特典⑥  各展示に１回月曜休館日に開催される特別講座にご参加いただけます。 

開催日時は会報でお知らせします。 

（参加費1500円、所要時間約３時間半、要予約・定員制・先着順） 

 

特典⑦  ミュージアムグッズを価格の１割引きでご購入いただけます。 

（一部除外品あり） 

 

特典⑧  年末に当館オリジナルカレンダーをお送りいたします。 

 

特典⑨  有効期限内のご更新は、４，５００円です。 

（期限を過ぎてのご更新は新規ご入会と同じく５，０００円となります）。 

年会費 ￥５，０００（税込） ／ 発行から１年間有効 


