
PRESS RELEASE

金沢 21 世紀美術館 開館３周年記念

国宝２点重文 11 点、世界屈指の中国・韓国陶磁の名品の金沢里帰り展

「美の求道者　安宅英一の眼　安宅コレクション」
平成 20 年２月 29 日（金）̶ ３月 20 日（木・祝）

 

国宝　飛青磁 花生

元時代（13~14世紀）
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展覧会概要

■展覧会名称：金沢 21世紀美術館 開館３周年記念

　　　　　　　　国宝２点重文 11点、世界屈指の中国・韓国陶磁の名品の金沢里帰り展

　　　　　　「美の求道者　安宅英一の眼　安宅コレクション」
■英文名称: THE EYES OF ATAKA EIICHI, SEEKER OF TRUE ART
　　　　　　 - Selected Chinese and Korean Ceramics from the Ataka Collection

■会　　期：平成20年２月29日（金）— ３月20日（木・祝）　会期中無休

■開場時間：10 時~18 時(金・土曜日は 20 時まで)　※チケットの販売は閉場 30分前まで。

■料　　金：一般 1,000 円（800 円）、大学生 800 円（600 円）、小中高生 400 円（300 円）、

　　　　　　65 歳以上の方 800 円

　　◇「荒野のグラフィズム：粟津潔展」との共通観覧券：

　　一般 1600 円（1500 円）、大学生 1300 円（1200 円）、小中高生 700 円（600

　　円）65 歳以上の方 1300 円

　　 ※いづれも（　）内は20名以上の団体料金、及び前売りチケット料金

※本展観覧券にて「コレクション展Ⅱ」、日比野克彦アートプロジェクト「ホー

ム→アンド←アウェー」方式も併せてご覧頂けます。

■会　　場：金沢 21 世紀美術館　展示室 11

■出品点数：56 点（中国・韓国陶磁）

■主　　催：金沢 21 世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］／大阪市立東洋陶磁美術館／

　　　　　 読売新聞東京本社

■企画協力：金沢市立中村記念美術館［（財）金沢文化振興財団］

■後　　援：テレビ金沢

■協　　賛：損保ジャパン

■協　　力：金沢ふるさと偉人館［（財）金沢文化振興財団］／金沢能楽美術館［（財）金

　　　　沢芸術創造財団］／キリンビール／キリンビバレッジ株式会社

※取材希望および本展覧会の作品写真借用などは上記へお問い合わせください。

本資料に関するお問い合わせ

金沢 21 世紀美術館

広報担当:江藤

TEL：076-220-2801

FAX：076-220-2806

〒920-8509　金沢市広坂 1-2-1

http://www.kanazawa21.jp

E-mail:press@kanazawa21.jp
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展覧会について

　安宅コレクションとは、かつて日本の十大商社の一角を占めた安宅産業株式会社が、企

業の事業の一環として収集した約 1,000 点に及ぶ東洋陶磁のコレクションをいいます。そ

の収集を一貫して推進し、指導し、厳しい眼をもって一点たりともゆるがせにせず、比類

ないコレクションを築き上げたのが安宅英一氏（1901－94）でした。安宅氏は昭和 30 年

から 40 年まで同社の取締役会長を務め、その後は相談役社賓として会社の経営に参画し

ました。しかしその足跡は、むしろ美術品のコレクター、或いは第二次世界大戦以前から

の日本のクラシック音楽界のパトロンとして知られています。

　安宅家は、石川県石川郡金石町（現金沢市金石町）の豪家で、英一氏の祖父・幸吉氏の

代に金融業、肥料、衣料などを商って加賀有数の豪商となり、父・彌吉氏は雑貨輸入業に

専念、貿易商の名門、安宅産業の基礎を築きました。鈴木大拙、西田幾多郎の最大の後援

者としても知られます。

　昭和 52 年、安宅産業は、石油事業の破綻から伊藤忠商事株式会社との合併という形を

取ることによって、事実上の崩壊に追い込まれました。安宅コレクションの帰趨は当時、

国会でも論議されたほどの国民的関心を呼び、海外の愛陶家も注目の眼を向けていました。

幸い、安宅産業の主力銀行であった住友銀行を中心とする住友グループ 21 社によって、

コレクションのすべては大阪市に寄贈され、散逸を免れることとなりました。大阪市はそ

れを受けて昭和 57 年、大阪市立東洋陶磁美術館を設立し、本年、開館 25 周年を迎えます。

それと同時に安宅コレクションにとっても、企業コレクションを形成した安宅産業の終焉

から 30 年、コレクションの推進者であった安宅英一氏の他界から 13 年経過した節目の年

に当ります。

　今日、安宅コレクションは、単に大阪市の所有する文化財としてのみならず、国際的な

貴重な文化遺産の一つとして国の内外から高く評価されています。その反面、それを生み

育てた安宅英一氏の貢献に対しては、十分な紹介が行われて来なかったきらいがあります。

しかし安宅氏の没後 13 年の年月が過ぎ去り、コレクション形成に対する功罪を問う声も

最早消え失せ、むしろコレクションの質を称える声が高まっています。特に美術品に対す

る価値判断の基準が多様化しつつある現在、美術品をこよなく愛し、それを収集すること

に全身全霊を傾け、美の本質を極めようとした安宅英一という美の求道者の眼の軌跡をた

どり、その内包するものを問い直すことは、個人の立場を超えてすぐれて普遍的かつ今日

的な問題の一つとして提起されるべきでしょう。流行に左右されず、時代を超えてなお人

の心を捉えて離さない古陶磁の美の真髄とは何か、本展がその答を見出す一つのよすがと

もなれば主催者としてこれに過ぐる喜びはありません。

　今回、この門外不出のコレクションから、大阪市立東洋陶磁美術館の監修により厳選さ

れた国宝 2 点、重要文化財 11 点を含む珠玉の名品 56 点を展示します。金沢ゆかりの世界

的コレクションの里帰り展を通じて、東洋陶磁の美しさ、楽しさをご堪能下さい。
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安宅コレクションの中国陶磁

　安宅コレクションの中国陶磁は、時代的には、後漢時代から明時代の作品に限定され、世界的

に愛好されている清朝の陶磁はまったく含まれていない。これは中国陶磁の美に対する視座の問

題であり、安宅コレクションの個性的な選択基準を示すものである。

　時代別に分類すれば、一見して、唐･宋･元･明時代、すなわち中国陶磁が最も華麗、かつ充実し

た展開をなした時期に、収集の主力を置いていたことが判る。総数 144 件（148 点）を数える中

国陶磁のコレクションは、規模こそ大きくないが、各時代を代表する主要な作品が重点的に揃え

られており、コレクションとしての密度はきわめて高く、「東洋陶磁の宝庫」の名に恥じない内容

を誇っている。

　ちなみに、安宅コレクションの中国陶磁には、国宝 2 件、重要文化財 10 件が含まれているが、

そのうち重要文化財 9件は、コレクションに納まったのち、指定を受けたものである。ここには、

後漢時代から明時代までの中国陶磁の流れの中で、ほぼ編年的･技法的な概観を可能とする収集が

なされているが、仔細に見れば、若干の技法の重要な部分が欠落していることを認めざるを得な

い。その場合、考慮されなければならないのは、安宅コレクションが中国陶磁を本格的に収集し

始めたのは、漸く、1960 年代中ごろからであり、収集の母体である旧安宅産業が経営困難に陥り、

収集活動を中止した 1975 年まで、わずか十数年の間に形成されたものであるという事実である。

アンドレ･マルローは、その厳しく鋭い審美眼によって、洋の東西からすぐれた美術品を選択し、

「空想の美術館」を書物の上で繰りひろげたが、安宅コレクションは、その広範な収集活動を通

じて、中国陶磁に関する「空想の美術館」を理念の上でなく、現実に構築するに至り、完成間近

にして挫折を見たのであった。

安宅コレクションの韓国陶磁

　安宅コレクションの韓国陶磁は、統一新羅時代 4 件、高麗時代 304 件、朝鮮時代 485 件、合計

793 件（838 点）を数える。コレクションの主体は、あくまで高麗時代と朝鮮時代の陶磁であり、

統一新羅以前は参考資料に止まるものである。

　高麗時代の陶磁は、青磁が中心である。中国の越州窯青磁の技術を受容して発達を遂げるが、12

世紀前半から中ごろにかけて最盛期を迎えた。高麗時代（918~1392）を通じて、素文･陰刻･陽刻･

透彫･彫刻など、純青磁として分類されるものと、象嵌という独自の装飾技法をともなうものなど

が生産された。

　このほかにも安宅コレクションの高麗青磁は、さまざまな技法的種類を擁しいている。鉄絵青

磁、鉄地青磁（俗に黒高麗と呼ばれる）、青磁辰砂彩、青磁白泥彩、青磁金彩、練上手など、作例

が稀なものも豊富に含まれている。青磁以外では、黒釉･鉄釉があり、特に、高麗陶磁の中では完

品の作例の稀な白磁も相当数を数え、総数 304 件は貴重な資料を提供するものである。

　このコレクションの朝鮮時代の陶磁は、もっとも質的･量的に充実した部門である。朝鮮前期に

発達した粉青（日本では三島ともいう）をはじめ、白磁、青花、鉄砂、辰砂など、朝鮮陶磁の主

流を占める技法のほか、白磁象嵌、青花辰砂･青花鉄砂･瑠璃地･黒釉･飴釉など計 314 件、ほとん

どの技法･器形･文様をふくんで、編年的にも、初期から末期に至るまで、ほぼ朝鮮陶磁の全貌を

網羅している。

　かつてある評論家が指摘されたように、安宅コレクションの韓国陶磁は、明治・大正年間以来、

日本に請来された茶陶以外の作品をほぼ集大成したものである。さらに付言すれば、異った風土･

言語･習慣を持つ外国で生みだされた文化遺産に対して、日本的感性が示し得る、最も深い理解と

愛惜の徴しであり、見識の証しというべきものであった。
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展覧会の特徴

■ 安宅コレクションとは、かつて日本の十大商社の一角を占めた

安宅産業株式会社が、同社会長を務めた安宅英一氏（1901－94）
のもと、事業の一環として収集した約 1,000 点に及ぶ東洋陶磁の
コレクションで、中国・韓国陶磁のコレクションとして世界屈指

のものです。

■ 昭和 52 年、同社は石油事業の破綻から伊藤忠商事株式会社と
の合併に追い込まれ、コレクションは、住友グループ 21 社によ
り一括して大阪市に寄贈、大阪市は大阪市立東洋陶磁美術館を設

立しました。

■ 今回、同館が改修・長期休館に入るため、門外不出のコレクショ

ンの巡回が実現。同館の監修により、国宝２点、重要文化財 11
点を含む厳選された珠玉の名品 56点が一同に展示されます。

■ 安宅家は、もともと石川県石川郡金石町（現金沢市金石町）の

豪家で、安宅英一氏の祖父・幸吉氏の代に加賀有数の豪商となり、

父・彌吉氏は雑貨輸入業に専念、貿易商の名門、安宅産業の基礎

を築きました。彌吉氏は鈴木大拙、西田幾多郎の最大の後援者と

しても知られます。

■ 今展は、金沢ゆかりの世界的コレクションの里帰り展です。

■ 会期中、東洋陶磁美術館館長の伊藤郁太郎氏による記念講演会

や同館学芸員による記念講座、また当館の茶室での記念茶会や展

示室でのギャラリー・トークなどを行ないます。

■ 近隣の２館で下記の関連展覧会が開催されます。
◎金沢市立中村記念美術館「春季展　鑑賞陶磁器」

◎金沢ふるさと偉人館「安宅彌吉展」
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代表的な出品作品
（画像提供可）

 

国宝　飛青磁 花生

龍泉窯　元時代（13~14 世紀）

大阪市立東洋陶磁美術館蔵（住友グループ寄贈）

飛青磁とは素地のうえに鉄絵の具による斑点を置き、その上に青磁釉を施した

ものです。元時代には青磁や青白磁に鉄斑紋を置く装飾が流行しました。

この花生の器形は玉壷春と呼ばれて親しまれた酒瓶です。（「安宅コレクション

展」図録解説より）

中国陶磁で日本で国宝に指定されているものは８点に過ぎず、今回、次頁の

「油滴天目 茶碗」とともにその中の２点が揃って展示されます。
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  国宝　油滴天目 茶碗

　建窯　南宋時代（12~13 世紀）

　大阪市立東洋陶磁美術館蔵（住友グループ寄贈）

黒釉の表面に無数の斑点がきらめく様子が、水面に広がる油の滴のようで、

油滴の名で呼ばれています。国内に伝世する油滴天目のなかでも、器形、釉調が

特に優れ、関白秀次の所持品として有名です。（「安宅コレクション展」図録解説

より）

豊臣秀次が所持し、西本願寺と江戸の三井家に移り、最後に若狭・酒井家に伝来

したもので、安宅英一氏が酒井家のご当主より直接譲り受けた名品です。



8

 

重要文化財　青磁象嵌 海石榴華文 水注

　　高麗時代（12 世紀中葉）

　　大阪市立東洋陶磁美術館蔵（住友グループ寄贈）

重要文化財に指定された３点の高麗青磁のひとつ。

文様の背景に白土を埋め込む逆象嵌という珍しい技法により、多産を意味する海

石榴華の中央に、蔓をよじのぼる男の子をあらわし、多産への願いを込めていま

す。（「安宅コレクション展」図録解説より）
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青花　鯉文　扁壷

朝鮮時代・16 世紀

大阪市立東洋陶磁美術館蔵（安宅昭弥氏寄贈）

江戸時代から伝わる朝鮮時代の陶磁器は、高麗茶碗がその大半ですが、本品は

加賀・前田家に伝わり、日本に古くから伝世するたいへん貴重な朝鮮青花です。

絵付けは朝鮮宮中の画員があたったと見られます。（「安宅コレクション展」図

録解説より）
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五彩金襴手　婦女形水注

景徳鎮窯　明時代（16 世紀）

大阪市立東洋陶磁美術館蔵（住友グループ寄贈）

青花五彩に金彩が加えられたいわゆる「金襴手」の豪華な装飾です。後補です

が髷が蓋となり、花を手にした右手の袖口が注口となる舞女の姿をかたどった

酒器です。高台内には「富貴佳器」銘が見られます。（「安宅コレクション展」

図録解説より）
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関連企画

 記念講演会「安宅コレクションの特質について」
　　日時：平成 20 年 3 月 1 日（土）13：30̶15：00（開場 13：00）
　講師：大阪市立東洋陶磁美術館 館長　伊藤郁太郎

　会場：美術館レクチャーホール　　定員：80 名（先着順）　　料金：無料

 記念講座
　　「韓国のやきもの」

　　日時：平成 20 年 3 月 2 日（日）13：30̶15：00（開場 13：00）
　講師：大阪市立東洋陶磁美術館 学芸員　片山まび

　会場：美術館レクチャーホール　　定員：80 名（先着順）　　料金：無料
　「中国のやきもの」

　日時：平成 20 年３月 15 日（土）13：30̶15：00（開場 13：00）
　講師：大阪市立東洋陶磁美術館 学芸員　小林仁

　会場：美術館レクチャーホール　　定員：80 名（先着順）　　料金：無料

 記念茶会＆ギャラリー・トーク
　　◇茶会

　　日時：3月 8 日（土）　9：00-15：30
　　会場：美術館敷地内茶室「松涛庵」

　　主管：（社）茶道裏千家淡交会石川支部
　　料金：一人 800 円　茶会券取扱；（社）茶道裏千家淡交会石川支部及び金沢 21世紀美術館

　　◇ギャラリー・トーク
　　日時：3月 8 日（土）　10：30~／13：00~／15：40~　各回１時間程度

　　講師：金沢市立中村記念美術館 学芸員　藪下宏
　　会場：「安宅コレクション展」展示室内（展示室 11）

　　料金：無料（ただし展覧会の観覧券必要／茶会券の半券のご提示で団体料金になります）

【同時開催】
◎荒野のグラフィズム：粟津潔展　~3月 20 日（木・祝）

◎コレクション展Ⅱ　~4月 13 日（日）
◎日比野克彦アートプロジェクト「ホーム→アンド←アウェー」方式　~3月 20日（木・祝）

【金沢市内での関連展覧会・イベント】

◎金沢市立中村記念美術館「春季展　鑑賞陶磁器」3月２日（日）~5月 28 日（水）
◎金沢ふるさと偉人館「安宅彌吉展」2月 29日（金）２月 29日（金）~3月 20日（木・祝）

◎講演会　3月 8 日（土）14：00~16：00　会場：金石町公民館３F講堂
　　　　「安宅彌吉との思い出」 14：00~15：30

　　　　　　　講師：清水忠（金沢くらしの博物館館長）、長谷弥三男、山岸清（元安宅奨学生）

　　　　「安宅コレクションを迎えて」　15：30~16：00

　　　　　　　講師：秋元雄史（金沢 21世紀美術館長）

◎能囃子コンサート「能『安宅』を楽しむ」3月 14 日（金）18:30~19:30

　　　　　　主催：金沢能楽美術館　会場：金沢 21 世紀美術館　シアター21

※ 企画は都合により変更になることがあります。
※ 取材向けに企画を公開する場合は、事前にプレスリリースにてお知らせいたします。


