
第１章　加州刀の黎明　真景・友重

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

1 重要刀剣
短刀 銘[表]藤原真景

　[裏]貞治六年二月日
南北朝時代・貞治6年（1367） リードケミカル株式会社

2 重要刀剣 刀 無銘　加州真景 南北朝時代（14世紀中頃） リードケミカル株式会社

3 重要刀剣 脇指 銘[表]藤嶋 室町時代初期（15世紀） 個人

追１ 前 短刀 銘[表]藤嶋作 室町時代初期（15世紀） 個人

4 重要刀剣 短刀 銘[表]藤嶋友重 室町時代初期（15世紀） リードケミカル株式会社

5 重要刀剣 刀 銘[表]藤嶋友重 室町時代初期（15世紀）

5-附 江戸時代

追２ 太刀

銘[表]賀州金澤住三郎右衛門尉藤嶋友重

　[裏]貞享甲子歳八月吉旦　應于奥村壹岐守／

　　　平庸禮師倹子之求造焉

江戸時代前期・貞享元年（1684） 個人 7代友重

7 後 刀 銘[表]信長 室町時代中期（15世紀中頃） 本館 赤羽刀2287

第２章　清光の命脈

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

8 太刀 銘[表]清光 室町時代中期（15世紀後半） 能美市

9 前 刀 銘[表]清光 室町時代中期（15世紀後半） 本館 赤羽刀811

10 後 刀 銘[表]清光 室町時代後期（16世紀中頃） 本館 赤羽刀813

11 刀 銘[表]清光 室町時代後期（16世紀中頃） 個人

12 前 短刀 銘[表]清光 室町時代後期（16世紀中頃） 本館 赤羽刀4458

13 後 脇指 銘[表]清光 桃山時代（16世紀末～17世紀初） 本館 加賀藩士・藤田家伝来

14 刀 銘[表]清光 桃山時代（16世紀末～17世紀初） 本館

15 前 短刀 銘[表]清光 桃山時代（16世紀末～17世紀初） 本館 赤羽刀839

16 後 短刀 銘[表]清光 桃山時代（16世紀末～17世紀初） 本館 赤羽刀840

17 前 刀 銘[表]清光 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館 赤羽刀805

18 刀 銘[表]清光 江戸時代前期（17世紀中頃） ６代清光

18-附 江戸時代

19 刀 銘[表]金澤住藤原清光作 江戸時代前期（17世紀中頃） 株式会社 ニトロプラス ６代清光

20 脇指 銘[表]加州金澤住藤原清光作 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
６代清光

赤羽刀820

21 薙刀 銘[表]金澤住藤原清光作 江戸時代前期（17世紀中頃） 若宮八幡宮 ６代清光

22 後 脇指 銘[表]賀州住清光 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
７代清光

赤羽刀827

第３章　加賀青江・家次

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

23
刀 銘[表]加州藤原住家次作

　[裏]大永弐年八月吉日
室町時代後期・大永2年（1522） 本館 赤羽刀41

24 前 刀 銘[表]加州藤原住家次作 室町時代後期（16世紀前半） 本館 赤羽刀28

25 後 刀 銘[表]加州藤原家次作 室町時代末期（16世紀後半） 本館 赤羽刀29

26 前 刀 銘[表]家次 室町時代中期（15世紀） 本館 赤羽刀32

27 後 刀 銘[表]家次作 室町時代後期（16世紀前半） 本館 赤羽刀35

28
脇指 銘[表]家次

　[裏]（金象嵌）鳥屋入／政重（花押）
室町時代末期（16世紀後半） 個人 本多政重所用

29 前 脇指 銘[表]加州住家次 江戸時代前期（17世紀前半） 本館 赤羽刀43

30 後 刀 銘[表]家吉作 室町時代後期（16世紀中頃） 本館 赤羽刀58

第４章　加州最大派閥　陀羅尼

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

31 刀 銘[表]勝家 室町時代後期（16世紀前半） 本館 赤羽刀279

32
短刀 銘[表]勝家作

　[裏]永正二年八月日
室町時代後期・永正2年（1505） 個人

33 前 刀 銘[表]賀州住藤原家忠 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
初代家忠

加賀藩士・藤田家伝来

34 刀 銘[表]賀州住藤原家忠 江戸時代前期（17世紀中頃） 個人 初代家忠

35 後
刀 銘[表]賀州住藤原氏吉家作／延寶七年八月日

　[裏]陀羅尼吉右衛門尉作之
江戸時代前期・延宝7年（1679） 本館 赤羽刀3393

　　　　　　　　　　　　出品目録

金梨子地菱に三字紋蒔絵鞘糸巻太刀拵

名称・銘

リードケミカル株式会社 稲葉家伝来

展示

名称・銘

浄照寺
黒竪子篠塗鞘打刀拵

名称・銘

名称・銘

展示

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

展示

展示

通

石川県立歴史博物館 令和4年度春季特別展

【凡例】

　／は改行、（　）は注記。石川県文＝石川県指定文化財を指す。

　資料番号は石川県立歴史博物館令和3年度夏季特別展「大加州刀展」図録に準拠する。

　ただし、令和4年度春季特別展「大加州刀展」開催にあたって新たに追加した資料には、

　「追」を冠した番号を付した。

　展示期間は、通期展示…通、前期展示…前、後期展示…後と表記。

　都合により、展示作品および展示期間が変更されることがある。



36
脇指 銘[表]加陽金府住／藤原氏吉家

　[裏]陀羅尼吉右衛門尉作之
江戸時代前期（17世紀中頃）

36-附 江戸時代 小柄：銘  加州住兼久

37

刀 銘[表]加州住人杉浦仁右衛門尉殿任望／

　[　]同國藤原四郎兵衛尉家平作之

　[裏]寛文拾庚戌暦八月日

江戸時代前期・寛文10年（1670） 個人 初代家平

38 前
刀 銘[表]賀州住藤原家平作

　[裏]延宝五年八月日
江戸時代前期・延宝5年（1677） 本館

初代家平

本多図書家家老・高橋家伝来

39 後 脇指 銘[表]加州金澤住家平 江戸時代中期（17世紀末～18世紀） 本館
２代家平

赤羽刀50

40

刀 銘[表]□□□□御寄進依　仰奉作之／

　[　]加州住藤原家重造

　[裏]承應三年八月　日

江戸時代前期・承応3年（1654） 個人
3代家重（初代勝國と同人）

瑞龍寺奉納刀

追13
白鞘

銘[表]承應三年八月廿日／加州住藤原信友 江戸時代前期・承応3年（1654） 本館 瑞龍寺奉納刀白鞘

41
刀 銘[表]加州住藤原家重作

　[裏]万治元年八月日
江戸時代前期・万治元年（1658）

41-附 江戸時代末期（19世紀）

鐔：銘[表]加州金澤住／

　　村沢國則（花押）

縁：銘  桑村善次／盛殷

42

刀 銘[表]伊豫大掾橘勝國（花押）

　[裏]寛文七年八月吉日／

　　 （金象嵌）たい〱土壇拂 切手

　　   村井三郎右衛門長昭（花押）

江戸時代前期・寛文7年（1667） 初代勝國

42-附 江戸時代

43 後 刀 銘[表]伊豫大掾橘勝國 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
初代勝國

赤羽刀271

44 前 刀 銘[表]伊豫大掾多羅尼橘勝國作 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
初代勝國

赤羽刀272

追３ 後 刀

銘[表]加州金澤住陀羅尼橘勝國／

　　   貞享四年八月日

　[裏]安江郷／八幡宮　仰家業高名

江戸時代前期・貞享4年（1687） 個人 ２代勝國

45 刀 銘[表]加州住橘勝家作 江戸時代前期（17世紀後半）

45-附 江戸時代後期（19世紀）

縁：文久3年（1863）作

　　銘  山尾次六侶延作／

　　　  文久三亥中秋

追４ 太刀
銘[表]北藩鍛工陀羅尼橘泰平作

　[裏]寛政十年二月社日
江戸時代後期・寛政10年（1798） 個人 2代泰平

46 前 刀 銘[表]賀州住藤原信忠 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館 赤羽刀2285

47 後 刀 銘[表]賀州住藤原長次 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館 赤羽刀2121

第５章　加州刀の新風　兼若

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

追５ 刀
銘[表]兼若

　[裏]慶長九
江戸時代初期・慶長9年（1604） 個人

初代兼若

号野分

追６ 脇指
銘[表]賀州住兼若作

　[裏]慶長拾二年二月日
江戸時代初期・慶長12年（1607） 個人 初代兼若

48 刀 銘[表]賀州住兼若造 江戸時代初期（17世紀初）
初代兼若

加賀藩士・松本家伝来

48-附 江戸時代前期 加賀藩士・松本家伝来

49 後 刀 銘[表]賀州住兼若造 江戸時代初期（17世紀初） 本館
初代兼若

赤羽刀188

50 前 短刀 銘[表]賀州住兼若造 江戸時代初期（17世紀初） 本館
初代兼若

赤羽刀181

51 石川県文
刀 銘[表]越中守藤原高平（花押）

　[裏]元和七年十二月日
江戸時代初期・元和7年（1621） 石川県立美術館 初代兼若

52 後
刀 銘[表]越中守藤原高平

　[裏]元和八年正月日
江戸時代初期・元和8年（1622） 金沢美術工芸大学 初代兼若

53 前 重要刀剣
脇指 銘[表]辻村越中守　藤原　高平（花押）

　[裏]元和九年三月三日
江戸時代初期・元和9年（1623） リードケミカル株式会社 初代兼若

54 後 刀 銘[表]越中守藤原高平 江戸時代初期（17世紀初） 本館
初代兼若

本多図書家家老・高橋家伝来

55 短刀 銘[表]越中守藤原高平 江戸時代初期（17世紀初） 初代兼若

55-附 江戸時代

56 前
脇指 銘[表]越中守藤原高平

　[裏]寛永三年正月吉日
江戸時代前期・寛永3年（1626） 金沢美術工芸大学 初代兼若

57
薙刀 銘[表]加州藤原景平

　[裏]寛永七年十一月日
江戸時代前期・寛永7年（1630） 個人

58 前

脇指 銘[表]賀州藤原景平

　[裏]（金象嵌）大たてわり志きうて土壇拂／

           大川原八右衛門長次（花押）　是様

江戸時代前期（17世紀前半） 本館 赤羽刀296

59

脇指 銘[表]賀州金沢住藤原朝臣／

　[　]辻村四郎右門尉景平（花押）

　[裏]寛永拾七二月吉日作之

江戸時代前期・寛永17年（1640） 本館 赤羽刀297

60 後

脇指 銘[表]（金象嵌）一尺四寸三分劔／

　　　 延宝七年未三月八日二ツ胴截断／

　　　 山野勘十郎久英（花押）

　[裏]（金象嵌）寛文二年六月十日／

           貮ツ胴截断／山野加右衛門永久（花押）

江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
清平か

赤羽刀4447

個人後
黒漆蠟色笛巻塗鞘短刀拵

本館

朱漆塗鞘打刀拵

個人

黒漆蠟色塗鞘打刀拵

個人

黒漆蠟色塗鞘打刀拵

個人
黒漆蠟色塗鞘打刀拵

名称・銘

通

久昌寺

黒漆塗鞘脇指拵

通

通

通

通

前

通

通

通

通

展示

前

通

通

通



61 前
脇指 銘[表]賀州住藤原清平

　[裏]於武州江城造之
江戸時代前期（17世紀後半） 本館 赤羽刀784

追７ 前
刀 銘[表]賀州住兼若

　[裏]播州以鉄造之
江戸時代前期（17世紀中頃） 個人 ２代兼若

62 後 脇指 銘[表]賀州住兼若／以南蠻鐡造 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館 ２代兼若

追８ 後

脇指 銘[表]賀州金沢住人藤原辻村又助兼若／

　　　五十二歳造之

　[裏]寛文元辛丑八月日

江戸時代前期・寛文元年（1661） 個人 ２代兼若

63
刀 銘[表]賀州住兼若

　[裏]寛文八年二月吉日
江戸時代前期・寛文8年（1668）

2代兼若

前田修理家伝来

63-附 江戸時代 前田修理家伝来

64 前 脇指 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
２代兼若

赤羽刀173

65 後 脇指 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館
２代兼若

赤羽刀175

66 石川県文

刀 銘[表]賀州住兼若

　[裏]靈護　寛政庚申仲冬十七／

　　 ]支禦危難子孫宝焉／雅楽助岸駒識

江戸時代前期（17世紀後半） 石川県立美術館
３代兼若

岸駒所用

67 前 刀 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
３代兼若

赤羽刀189

68
刀 銘[表]賀州住兼若

　[裏]延寶六年二月吉日
江戸時代前期・延宝6年（1678） 本館 ３代兼若

69 後 刀 銘[表]賀州金澤住藤原兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
３代兼若

赤羽刀182

70 前 刀 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 金沢美術工芸大学 ３代兼若

71 後 刀 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 金沢美術工芸大学 ３代兼若

72 前

脇指
銘[表]加賀国金澤住人兼若造

　[裏]青木氏直之所持之
江戸時代前期（17世紀後半） 本館

３代兼若

青木直之所用

赤羽刀4207

73 前 刀 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
３代兼若

赤羽刀191

74 後 脇指 銘[表]賀州住兼若 江戸時代前期（17世紀後半） 本館
３代兼若

赤羽刀176

75 前 刀 銘[表]加州出羽守高平 江戸時代前期（17世紀後半） 本館 本多図書家家老・高橋家伝来

追９ 後 脇指
銘[表]加州金澤住高平／此打物三ケ年成就所

　[裏]石刕鉄以丸鍛造之／天和三年二月吉日
江戸時代前期・天和3年（1683） 個人

76

短刀 銘[表]奉　志津兼氏後胤辻村兼若／

　[　]主命嚴潔斎鍛加金恭造之

　[裏]今枝民部源直方／當家嫡流之守護／

　[　]享保丁酉孟冬穀旦

　[棟]伯仲叔之叔刀

江戸時代中期・享保2年（1717） 個人
４代兼若

加賀藩士・今枝家伝来

77 前
刀 銘[表]加州金澤住藤原兼則作

　[裏]延寶二年八月吉日
江戸時代前期・延宝2年（1674） 本館 赤羽刀408

78 後 刀 銘[表]賀州住藤原炭宮兼春 江戸時代前期（17世紀中頃） 本館 赤羽刀390

第６章　加州刀の終焉

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

79 前
刀 銘[表]加州住陀羅尼橘勝久

　[裏]天保十三年　於町會所／本胴上々土壇拂
江戸時代後期・天保13年（1842） 本館 赤羽刀8144

80 後
刀 銘[表]北藩藤原大寿作

　[裏]田中半蔵正方佩刀
江戸時代後期（19世紀） 本館 田中正方所用

81

脇指 銘[表]加州住藤原兼重（花押）／

　[　]嘉永三年于観音堂造之

　[裏]舒嘯斎大音厚義佩之

江戸時代末期・嘉永3年（1850） 個人 大音厚義所用

82 前
刀 銘[表]加陽金府住／木下甚之丞藤原兼重作之

　[裏]安政一三年八月吉日
江戸時代末期・安政4年（1857） 本館 赤羽刀162

83 後
刀 銘[表]加州住兼重

　[裏]安政五年八月日
江戸時代末期・安政5年（1858） 本館 赤羽刀539

84 前
刀 銘[表]加陽金府住／木下伊勢大掾藤原兼重

　[裏]文久元年八月吉日
江戸時代末期・文久元年（1861） 個人

追10 薙刀 銘[表]金府住信友 江戸時代末期（19世紀） 10代信友

追10-附 江戸時代末期（19世紀）

追11

刀 銘[表]加州泉小次郎十一代孫藤江清次郎藤原清光

　[裏]明治二年巳八月吉日應需作之
明治2年（1869） 12代清光

追11-附 明治時代初期（19世紀）

85
短刀 銘[表]加州住藤原清光

　[裏]明治三年八月吉日作之
明治3年（1870） 個人 12代清光

追12

短刀 銘[表]清一

　[裏]明治二二年二月吉日
明治4年（1871） 13代清光

追12-附 明治時代初期（19世紀）

第７章　拵

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

86 重要刀装 江戸時代末期（19世紀） 個人

前田慶寧所用

鐔：銘[表]加州住

            [裏]鈴木嘉平／

　　　　   義敬（花押）

黒漆塗薙刀拵

朱漆変り塗鞘打刀拵

白澤打刀拵（石目地雪花文鞘半太刀拵）

名称

本館

檜皮色虫喰塗鞘打刀拵

名称・銘

後 個人

本館

黒漆塗千段鞘短刀拵

個人

展示

展示

通

通

通

通

通

通

通

通

通



87 江戸時代末期（19世紀） 公益財団法人 宗桂会
横山家伝来

鐔：銘[裏]水野光和（花押）

88 後 江戸時代末期（19世紀） 個人

鐔：銘[表]兼重鍛

           [裏]彫／加陽金城住／

            鈴木義敬（花押）

縁頭：銘  鈴木義敬（花押）

89 江戸時代後期（19世紀） 金沢美術工芸大学

90 重要刀装具 江戸時代 リードケミカル株式会社

参考資料

番号 指定等 時代 所蔵者 備考

参考1 石川県文 江戸時代 金沢市立玉川図書館

参考2 石川県文 明治時代 金沢市立玉川図書館

参考3 万延2年（1861） 本館

参考4 享保2年（1717） 本館

参考5 江戸時代 本館

参考6 寛政4年（1792）以降 金沢市立玉川図書館

参考7 弘化2年（1845） 本館

参考8 享保6年（1721） 金沢市立玉川図書館

参考9 弘化2年（1845） 金沢市立玉川図書館

参考10 安永7年（1778） 金沢市立玉川図書館

参考11 弘化4年（1847） 金沢市立玉川図書館

参考12 寛政11年（1799） 金沢市立玉川図書館

参考13 江戸時代末期（19世紀） 本館

追 参考１ 嘉永2年（1849） 本館

追 参考２ 文久2～3年（1862～63） 本館

参考14 万治3年（1660） 本館

参考15 未詳 本館

参考16 江戸時代 本館

参考17 未詳 金沢市立玉川図書館

参考18 寛政4年（1792） 小松市立図書館

参考19 文政6年（1823） 小松市立図書館

参考20 文化2年（1805） 金沢市立玉川図書館

参考21 安永6年（1777） 本館

参考22 嘉永2年(1849) 本館

参考23 未詳 本館

参考24 天保7年(1836) 金沢市立玉川図書館

参考25 江戸時代（19世紀） 金沢市立玉川図書館

参考26 江戸時代（19世紀） 金沢市立玉川図書館

新刃銘尽　巻②

本朝新刀一覧

刀工番附

古刀新刀目利早手引

新刀銘鑑

神明流大事

神明流業書

深甚流秘伝書 勝負習法

無拍子流和序他

田宮流居合介錯之巻免許状

田宮流居合極意伝書

居合術覚

刀剣心得

多能しみ草子

新陰流兵法書

愛洲陰之流目録

不動智

中条流平法伝受　上・下巻

深甚流印可之巻

新刀銘尽大全

古刀銘尽大全　巻②

黒漆蠟色塗鞘脇指拵

黒漆石目地塗鞘打刀拵

黒漆変り塗鞘半太刀拵

揃小柄

名称

加越能鍛冶系図　巻①・巻③

加越能刀鍛冶略伝

古今加越能鍛冶系図

古今銘尽　巻①

古今銘尽合類大全　下巻

展示

前田土佐守并長大隅守御用太刀細工図巻

（白銀師伊藤家文書）

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

井波瑞泉寺様御太刀図（白銀師伊藤家文書）通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通

通


