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〈企画展〉大倉コレクション

信仰の美

2022 年 11 月 1 日（火）～1 月 9 日（月・祝）
公益財団法人 大倉文化財団・大倉集古館
❖ 開催要旨
大倉集古館を設立した実業家・大倉喜八郎（1837-1928）は、明治初年の廃仏棄釈によって仏像や仏画が
寺社から流出し廃棄されてゆく状況を憂いて、それらの文化財の保護に尽力しました。喜八郎が蒐集した
仏教美術作品には、釈迦信仰をはじめ、密教や浄土教信仰が生み出した美麗のほとけなど、中世から近世
にいたる優品が数多くみとめられます。
本展ではこれらの日本仏教美術コレクションに焦点をあて、信仰の歴史をたどり、そこに託された
人々の祈りと美のかたちをご紹介します。
当館を代表する名品、国宝〈普賢菩薩騎象像〉を併せて公開いたします。

国宝〈普賢菩薩騎象像〉平安時代・12 世紀

大倉集古館蔵

❖本展のみどころ
１．大倉コレクション 仏教美術の名品を一挙公開！
２．彫像（仏像）の名品を特別公開！
国宝〈普賢菩薩騎象像〉や、〈法蓮上人坐像〉に会えます！
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❖ 展示構成

１．古代の仏教と古経の世界
当館が設立された大正 6 年（1917）当時は、5,000 余点もの美術品を収蔵していましたが、大正 12 年の
関東大震災により収蔵品の大半が焼失し、現在の収蔵品は、災禍を逃れた作品、修復された作品に加
え、昭和 3 年の再開館に際して新たに蒐集をした作品群で成り立っています。
中でも、大正 12 年に焼失した〈優婆離尊者立像〉は、現在、奈良・興福寺が所蔵する国宝〈十大弟子
像〉のうちの一体としてきわめて貴重な奈良時代 8 世紀の作品でした。ここでは、当館が大正 6 年頃に
制作した絵葉書によって、〈優婆離尊者立像〉の往時の貴重な作品の姿をしのぶとともに、特種東海製紙株式
会社が所蔵する貴重な経典をご紹介します。
【主な展示作品】
・〈優婆離尊者

絵葉書〉／原品：奈良時代・天平 6 年（734） 興福寺旧蔵

・〈百萬塔陀羅尼〉／奈良時代・8 世紀

大倉集古館

特種東海製紙

２．密教～修法と荘厳～
空海や最澄により平安初期に日本にもたらされた密教は、儀礼と聖教を重んじる新しいかたちの仏教でし
た。密教の本尊は、大日如来像を中心に構成される両界曼荼羅を基本とし、その図像（姿かたち）は経典
などの儀軌により厳格に規定されています。ところが作品からは修法の本尊を、より美しく飾る技術を競
い合うように表現する様子がみてとれます。ここでは仏頂尊として最高位に位置するとされ、大日如来像
と同一の姿であらわされる重要文化財の〈一字金輪像〉や、重要美術品の〈愛染明王像〉をはじめ、図像
を忠実に再現しながらも、作者の創意と技術とによって美しく荘厳された仏像の数々をご覧いただきます。
【主な展示作品】
・重要文化財〈一字金輪像〉／鎌倉時代・13 世紀

大倉集古館

・重要美術品〈愛染明王像〉／鎌倉時代・14 世紀

大倉集古館

３．釈迦如来と弟子たち
仏教は紀元前 5 世紀～4 世紀頃のインドで、釈迦がその教えを人々に説いたことにはじまります。釈迦の
生涯は悟りを求めて修行し、衆生救済につとめる時期を「菩薩」、悟りを開いた後の時代を「如来」と分
けられています。やがて、阿弥陀如来、薬師如来、弥勒菩薩など数多くの菩薩と如来が考案されまし
た。ここでは釈迦とその弟子を描いた〈釈迦三尊十大弟子像〉など、釈迦信仰の美術を展示します。
【主な展示作品】
・〈釈迦十六善神像〉／鎌倉時代・14 世紀

大倉集古館

・〈釈迦三尊十大弟子像〉／室町時代・15 世紀

大倉集古館
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４．浄土教の美術

～極楽浄土への憧憬～

浄土信仰とは、西方極楽浄土に住む阿弥陀如来像への信仰をいいます。中国・唐で成立し、わが国に
は、天台僧の円仁（794～864）によって伝えられ、比叡山延暦寺に念仏を修するための常行三昧堂が建
立されたことが浄土信仰の始まりとなります。浄土信仰は、極楽浄土への憧憬、地獄への畏怖とともに
隆盛し、阿弥陀如来が臨終を迎える者を極楽浄土に導こうと飛来する場面を描いた「来迎図」はその代
表的な浄土教美術の作品です。金色の阿弥陀如来像と、往生者をのせる蓮台を持した観音菩薩像、そっ
と合唱する勢至菩薩像がきらびやかに描かれています。ここでは、〈浄土曼荼羅図〉〈阿弥陀来迎図〉とい
った浄土教美術の優品を展覧します。
【主な展示作品】
・〈当麻曼荼羅図〉／室町時代・16 世紀

大倉集古館

・〈阿弥陀来迎図〉／鎌倉時代・14 世紀

大倉集古館

５．法華経と国宝〈普賢菩薩騎象像〉～美しきほとけへの祈り～
普賢菩薩は釈迦如来像の脇侍として文殊菩薩とともに三尊像としてあらわされることもある尊像ですが、
平安時代中後期にかけて、『法華経』の隆盛にともない、独尊像としての信仰が行われるようになります。と
くにこの期の貴族女性による厚い信仰を集め、多くの優れた仏画や仏像が制作されました。
この時期の制作となる彫像の名品、国宝〈普賢菩薩騎象像〉を中心に展覧いたします。また、普賢菩薩
とその眷属である十羅刹女をあらわした絵画〈普賢菩薩十羅刹女像〉や、華麗な装飾経として知られる田
中親美筆の〈平家納経〉模本を併せてご覧いただきます。
【主な展示作品】
・国宝〈普賢菩薩騎象像〉／平安時代・12 世紀
・〈普賢十羅刹女像〉／鎌倉時代・14 世紀

大倉集古館

大倉集古館

・〈平家納経 妙法蓮華経 従地涌出品第十五〉 (模本) ／大正～昭和時代･20 世紀

大倉集古館

６．仏教美術の継承～極彩色を愛でる～
近世から近代以降も仏教美術の文化が継承されています。この時期の仏画は制作当初の美しい彩色が遺
り、まばゆい仏教世界が展開されます。そして、その表現はその時代の思想や絵画表現がなされまし
た。当館では、奇跡を呼ぶ仏画として大切にされた冷泉為恭筆〈山越阿弥陀図〉など近世から近代にか
けての仏画を公開いたします。
【主な展示作品】
・〈山越阿弥陀図〉／冷泉為恭筆
・〈不動尊〉／下村観山筆

江戸時代・文久 3 年（1863）

大正 14 年（1925）

大倉集古館
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❖基本情報
【展覧会名】〈企画展〉大倉コレクション―信仰の美―
【会

期】

2022 年 11 月 1 日（火）～2023 年 1 月 9 日（月・祝）
※途中一部展示替あり：後期展示 12 月 6 日（火）から

【開館時間】10：00~17：00（ご入館は 16：30 まで）
【休 館 日】毎週月曜日（祝休日の場合は翌火曜日）
【入 館 料】一般 1,000 円、大学・高校生 800 円、中学生以下無料
※同会期中のリピーターは

200

円引き（前回ご来館時のチケットをご持参ください）

※20 名様以上の団体は 100 円引き
※障がい者手帳、被爆者手帳をご提示の方と同伴者 1 名は無料
【主

催】公益財団法人

大倉文化財団・大倉集古館

【 協

力

】株式会社ホテルオークラ、特種東海製紙株式会社、大成建設株式会社

【 会

場 】大倉集古館 1F・2F 展示室
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-3（The Okura Tokyo 前）
TEL:03-5575-5711（代表）FAX：03-5575-5712
https://www.shukokan.org/

【アクセス】〇東京メトロ
〇東京メトロ

南北線「六本木一丁目駅」中央改札（泉ガーデン方面）より 5 分
日比谷線「神谷町駅」4b 出口より 7 分

〇東京メトロ 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」A1 または A2 出口より 8 分
〇東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王駅」13 番出口より 10 分
〇東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」3 番出口より 10 分

【展覧会に関するお問合せ】
TEL：03-5575-5711（代表）
（展覧会担当学芸員）佐々木

FAX：03-5575-5712
智子（ささきともこ）t-sasaki@shukokan.org

(本展広報、副担当学芸員) 四宮 美帆子（しのみやみほこ）shinomi@shukokan.org

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、展覧会およびイベントが中止または変更となる場合が
ございます。最新の情報は当館のウェブサイトをご確認ください。
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❖ 大倉集古館・会期中の併催イベント
お申込：大倉集古館 03-5575-5711（月－金 10：00－17：00）

◆ 当館学芸員によるギャラリートーク
【日時】①11 月 18 日（金） ②12 月 9 日（金）
各日 14：00～（60 分程度）
【会場】大倉集古館 展示室
【料金】無料（ただし当日観覧券が必要です）
※申込不要（展示室 1 階にお集まりください）

◆ 当館学芸員によるみどころトーク

～国宝〈普賢菩薩騎象像〉を中心に～

【日時】12 月 23 日（金）
14：00～（45 分程度）
【会場】大倉集古館 地下 1 階ホール
【定員】30 名（事前申込制、先着順）
【料金】無料（ただし当日観覧券が必要です）
【申込】大倉集古館

TEL：03-5575-5711（10：00-17：00）

◆ 特別講演会「普賢菩薩の絵画―美しきほとけへの祈り―」
【日時】12 月 17 日（土）14：00～（90 分程度）
【講師】増記隆介 氏（東京大学准教授）
【会場】大倉集古館

地下 1 階ホール

【定員】30 名（事前申込制、先着順）
【料金】無料（ただし当日観覧券が必要です。
【申込】大倉集古館

TEL：03-5575-5711（10：00-17：0

◆ 大倉集古館・コンサート
大谷祥子＆豊剛秋

デュオコンサート～仏教美術と邦楽の夕べ～

ジャンルを超え国内外で活躍する箏曲家・大谷祥子と、雅楽師・豊剛秋が、古典邦楽から現代曲まで
多彩な楽曲をお届けします。「観音様」（宮城道雄 作曲）をはじめ、仏教空間で奏でる箏曲と雅楽との
響演をお楽しみください。
【日時】11 月 29 日（火）18：30 開場／19：00 開演
【出演】＜箏＞大谷祥子（箏曲家）
、中野智美
＜笙＞豊剛秋（重要無形文化財（雅楽）保持者）
【会場】大倉集古館 展示室
【定員】70 名（事前申込制、先着順、全席自由）

❖The
Okura 円
Tokyo での関連イベント
【料金】4,000
※当日に限り「信仰の美展」もご覧いただけます。
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広報用画像申請書

宛先：大倉集古館
学芸部 佐々木智子 ・ 四宮美帆子 宛
FAX：03-5575-5712
E-mail：t-sasaki●shukokan.org、shinomi●shukokan.org
※2 人宛にお送りください。●を＠に変えてください。
■図版使用に際しての注意
・本展覧会の紹介を目的とする内容にのみご使用ください。
・ご申請いただいた記事・番組に限り、本展の広報用画像の使用が可能です。
・使用後のデータは破棄してください。
・ウェブ上で使用する場合は、コピーガードを施し、解像度

72dpi

以下にしてください。

・画像への文字のせ、加工などを希望する場合はご相談ください。（余白のトリミングは可です）
・図版使用の際は必ず作品キャプションを載せてください。
・画像使用の掲載誌や放送 DVD は 1 部ご送付ください。
希望

No

作品

１

〈法蓮上人坐像〉鎌倉～南北朝時代・14 世紀

2

重要文化財〈一字金輪像〉鎌倉時代・13 世紀

3

〈釈迦十六善神像〉鎌倉時代・14 世紀

4

〈阿弥陀三尊来迎図〉鎌倉時代・14 世紀

5

〈空也上人絵伝〉室町時代・16 世紀

6

国宝〈普賢菩薩騎象像〉平安時代・12 世紀(全像右斜側面)

7

国宝〈普賢菩薩騎象像〉平安時代・12 世紀(全像左斜側面)

8

国宝〈普賢菩薩騎象像〉平安時代・12 世紀(像本体左斜側面)

9

国宝〈普賢十羅刹女像〉鎌倉時代・14 世紀

10

〈平家納経_妙法蓮華経_従地涌出品第十五〉 (模本) 大正～昭和・20 世紀 田中親美作

11

〈春日鹿曼荼羅図〉室町時代・15 世紀

12

重要美術品〈山越阿弥陀図〉江戸時代・文久 3 年（1863） 冷 泉為 恭筆

※記載がないもの大倉集古館蔵
ご住所
貴社名
ご担当者名
TEL/FAX

TEL:

FAX:

E-mail
媒体名
発行放送予定日
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