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展示期間　平成28年４月７日（木）～８月28日（日）

五彩龍文壺　明時代・萬暦（1573～1620年）高さ12.2㎝

明時代（1368～1644年）には様々なやきも
のがありますが、とくに白
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の華やかさは大変魅
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で、この時代の豊かなやきもの文化を象
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徴
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しています。また、その人気は中国内のみ
でなく、周辺国の日本、ヨーロッパやイスラ
ム諸国などの西方へも広がり、多く輸出
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され
ました。さらに、日本とのつながりで面白い
ことは、上質なものばかりでなく、いわゆる
「虫
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い」と呼ばれる釉
��

薬
��

の剥
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離
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した部分が特
徴的な「古
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」と呼ばれる粗製の青
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が多く渡ってきたことです。整った美しさだ
けではない、多

�

様
��

な魅力をもつ明時代陶磁器
をご紹介します。

〒758-0074  山口県萩市平安古町586-1  TEL0838-24-2400  FAX0838-24-2401

法花蓮華文洗　明時代・15～16世紀　口径17.8㎝

次回の東洋陶磁展示のご案内
［展示室２］
青磁の流れ

平成28年10月18日（火）～平成29年１月29日（日）



出品作品一覧

１ 青花牡丹唐草文鉢 明・宣徳 1426～1435年 D.20.8 T412（松村實コレクション）
BOWL：Blue-and-white porcelain decorated interior with peony scroll design.

２ 白磁緑彩龍文鉢 明・正徳 1506～1521年 D.20.0 T267（TU）
BOWL：White porcelain with dragon design in overglaze green enamels.

３ 五彩八仙人文鉢 明・萬暦 1573～1620年 D.17.0 T414（松村實コレクション）
BOWL：White porcelain with eight sages design in under graze blue and overglaze enamels.

４ 五彩龍文壺 明・萬暦 1573～1620年 H.12.2 T273（TU）
JAR：White porcelain with dragon design in underglaze blue and overglaze enamels.

５ 五彩虎人物文杯 明・萬暦 1573～1620年 D.8.5 T271（TU）
CUP：White porcelain with figure and tiger design in underglaze blue and overglaze enamels.

６ 青花龍鳳文杯 明・萬暦 1573～1620年 D.8.7 T272（TU）
CUP：Blue-and-white with dragon and phoenix design.

７ 青花双鳳文鉢 明 16世紀末～17世紀前半 D.51.8 T461
DISH：Blue-and-white porcelain with phoenix design.

８ 青花芙蓉手水禽文皿 明 17世紀 D.36.6 T388
DISH：Blue-and-white porcelain with waterfowls design.

９ 青花吹墨玉兎文皿 明 17世紀 D.21.3 T287（TU）
DISH：Blue-and-white with rabbit design in sprayed ink on background.

10 青花吹墨蛙文皿 明 17世紀 D.14.0 T305（TU）
DISH：Blue-and-white with frog design in sprayed ink on background.

11 青花吹墨蛙文皿 明 17世紀 D.14.0 T306（TU）
DISH：Blue-and-white with frog design in sprayed ink on background.

12 青花唐子遊図皿 明 17世紀 D.21.1 T300（TU）
DISH：Blue-and-white with playing children design.

13 青花蝦蟇仙人図稜花鉢 明 17世紀 D.22.3 T282（TU）
LOBED BASIN：Blue-and-white with Liu Hai playing with a golden toad design.

14 青花網目文杯 明 16～17世紀 D.7.5 T316（TU）
CUP：Blue-and-white with net pattern design.

15 青花角瓶 明末～清初 17世紀 H.16.7 T317（TU）
SQUARE VASE：Blue-and-white with saw-tooth pattern design.

16 五彩梅樹文角瓶 明 17世紀 H.13.9 T318（TU）
SQUARE VASE：White porcelain with plum-tree design in underglaze blue and overglaze enamels.

17 五彩藻魚文鶏形水注 明 16～17世紀 H.8.2 T264（TU）
SMALL EWER IN SHAPE OF COCK：White porcelain with fishes in lotus pond design.

18 青花牡丹唐草文鶏形水注 明 16～17世紀 H.7.9 T265（TU）
SMALL EWER IN SHAPE OF COCK：Blue-and-white decorated with chrysanthemum scroll.

19 三彩鶏形水注 明 16～17世紀 H.7.8 T266（TU）
SMALL EWER IN SHAPE OF COCK：Three-color glazes.

20 瑠璃釉慈姑文壺 明 16世紀 H.17.4 T411（松村實コレクション）
JAR：White porcelain with the cobalt blue ground and arrowhead design in burnt brown biscuit relief.

21 瑠璃釉仙盞瓶 明 16世紀 H.21.4 T268（TU）
EWER：White porcelain with blue glaze.

22 五彩龍文馬上杯（呉須赤絵） 明 17世紀 H.11.0 T556
STEM CUP：White porcelain with phoenix design in overglaze enamels.（Swatow Ware）

23 五彩花鳥文兜鉢（呉須赤絵） 明 17世紀 D.22.0 T558
BOWL：White porcelain with bird-and-branch design in overglaze enamels.（Swatow Ware）

24 五彩双鳳凰文盤（呉須赤絵） 明 17世紀 D.38.1 T275（TU）
DISH：White porcelain with phoenix design in overglaze enamels.（Swatow War）

25 五彩鳳凰文盤（呉須赤絵） 明 17世紀 D.38.4 T276（TU）
DISH：White porcelain with phoenix design and character mark of TENKAICHI in overglaze enamels.（Swatow Ware）

26 五彩帆船羅針盤文盤（呉須赤絵） 明 17世紀 D.35.5 T277（TU）
DISH：White porcelain with mariners compass and galleon design in  overglaze enamels.（Swatow Ware）

27 五彩山水楼閣文盤（呉須青絵） 明 17世紀 D.38.2 T278（TU）
DISH：White porcelain with landscape and pavilion in overglaze enamels.（Swatow Ware）

28 藍釉白花草花文盤（藍地餅花手） 明 17世紀 D.40.0 T390
DISH：White porcelain with flowers design in reserve against the cobalt blue ground.

29 褐釉白花雲龍文盤（餅花手） 明 17世紀 D.50.1 T513
DISH：Brown glazed with dragon design in white slip.（Swatow ware）

30 青磁刻花牡丹文水注 元末～明初 14～15世紀 H.12.1 T270（TU）
EWER：Celadon with carved peony scroll.

31 青磁印花人物文碗 明 14～15世紀 D.14.5 T274（TU）
BOWL：Celadon with stamped figures design.

32 法花蓮華文洗 明 15～16世紀 D.18.1 T261（TU）
BOWL：Polychrome glazes with lotus spray design,FAHUA style.

33 法花蓮華文洗 明 15～16世紀 D.17.8 T262（TU）
BOWL：Polychrome glazes with lotus spray design,FAHUA style.

34 法花蓮華文壺 明 15～16世紀 H.16.2 T263（TU）
JAR：Polychrome glazes with lotus spray design,FAHUA style.

35 白釉鉄絵草文筒形三足深鉢 明 14世紀 H.16.5 T256（TU）
WATER JAR WITH THREE LEGS：Painted on white slip in iron-black with leafy sprays.

No. 作品名 時代 年代 法量 館蔵番号
Title Period Dynasty Size（㎝） Collection number


