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№ sma0032  

（2018.1.25） 

サントリー美術館

「ガレも愛した－清朝皇帝のガラス」展 開催 

会期：２０１８年４月２５日（水）～７月１日（日） 

 

 

サントリー美術館（東京・六本木／館長：鳥井信吾）は、２０１８年４月２５日

（水）から７月１日（日）まで、「ガレも愛した－清朝皇帝のガラス」展を開催します。 

中国のガラスの起源は古く、春秋時代末期から戦国時代（紀元前５～前３世紀）

に遡ります。当初は主に儀式にまつわる璧
へき

や剣
けん

装
そう

、あるいはトンボ珠や環
かん

などの

装飾品が多く、貴石や 玉
ぎょく

の代用品の役割を果たしました。 

その長きにわたる歴史の中で、ガラス工芸が飛躍的に発展したのは、清王朝の

時代です。康煕
こ う き

３５年（１６９６）、第４代康煕帝（在位１６６１－１７２２）が

紫
し

禁
きん

城
じょう

内にガラス工房・玻
は

璃
り

廠
しょう

を設置し、皇帝のためのガラス作りを開始した

ことが契機となりました。第５代雍
よう

正
せい

帝（在位１７２２－３５）もこれを引き継ぎ、

続く第６代乾
けん

隆
りゅう

帝（在位１７３５－９５）の治世には、ヴァリエーションも豊かに

栄華を極めます。 

青地赤茶被魚蓮文瓶 乾隆年製銘 一口  

清時代・乾隆年間（１７３６－９５） 中国 

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 

©Victoria and Albert Museum, London 

花器「おだまき」 一口 １８９８－１９００年 

エミール･ガレ フランス

サントリー美術館（菊地コレクション）
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ガラスといえば、「透明性」と「はかなさ」が最大の魅力ですが、特に最盛期の

清朝のガラスは趣が異なり、「透明」と「不透明」の狭間で、重厚で卓越した彫 琢
ちょうたく

が

際立っています。その類まれなる美しさは、フランス・アール・ヌーヴォー期を

代表する芸術家エミール・ガレ（１８４６－１９０４）をも魅了し、彼の造形に

取り込まれていきました。 

本展は、清朝皇帝のガラスの美を、ガレの作品とも比較しながら、有数のコレク

ションでご紹介する試みです。英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館から

来日する作品群とともに、お楽しみください。 

 

 

《 展示構成 》 

 

プロローグ： 中国ガラスの始原 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中国ガラスの起源は、発掘状況や分析法の進歩の中で、いまだ明確な決着をみて

いないのが現状です。ただし、今のところ本格的なガラス製造は、春秋時代末期から

戦国時代（紀元前５～前３世紀）の間に登場したと考えられています。西方からの

将来品も多いなか、特に河南省から発掘された１００点ほどのガラス璧、湖北省で

発見された越王勾践
えつおうこうせん

剣
けん

にはめ込まれていたガラス、あるいは隨 州
ずいしゅう

會
そう

侯
こう

乙
いつ

墓
ぼ

から出土

したガラス珠飾りなどが、分析の結果、中国が独自に開発した成分のガラスであった

ことが分かりました。よって、この時代に冶
や

金
きん

技術が整い、それまで培われてきた

手法と相まって、ガラス製造が確立したと推測されています。 

この時代のガラス製品は、主に璧や剣
けん

首
しゅ

、印章など、儀式に関連する道具類や、

装飾品としての珠、管
かん

、環などが多く、その数は千を超え、出土地域も甘粛省、

遼寧省、河北省、山西省、山東省、河南省、湖南省、四川省、安徽省、福建省、

玉琉璃象嵌帯鈎 一点  

戦国時代（紀元前４～前３世紀） 中国  

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 
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広東省など、広範囲にわたっています。それらは貴石や玉の代用品として、邪気を

払い、高貴な人々の身を守り、また副葬品としての役割を果たしました。多くは

小ぶりなものですが、一つ一つに精緻な細工が施され、ときに金や銀に象嵌される

ことで、気高い美しさを放っています。 

プロローグでは、古代の工人たちの素晴らしい手わざをご覧いただきながら、

中国ガラスの始原をご紹介いたします。 

 

【主な出品作品】 

・菱形トンボ珠   二点     戦国時代（紀元前５～前３世紀）   中国 

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 

・ 玉
ぎょく

琉璃
る り

象嵌帯
ぞうがんたい

鈎
こう

 一点     戦国時代（紀元前４～前３世紀）   中国 

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 

・緑色璧    一点（四片） 前漢時代（紀元前３～前１世紀）   中国 

サントリー美術館 

・鳳凰形装飾    一点  戦国～前漢時代（紀元前３～紀元後１世紀） 中国 

ＭＩＨＯ ＭＵＳＥＵＭ 

 

 

第１章：皇帝のガラスの萌芽 

―康熙帝・雍正帝の時代（１６９６－１７３５） 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西方の影響を受けつつも、独自に展開した中国のガラス製造は、清王朝の時代、

飛躍的な発展を遂げました。康煕３５年（１６９６）、第４代康煕帝は、紫禁城内の

養
よう

心
しん

殿
でん

に玻璃廠（ガラス工房）を築きました。主に皇室内で使用するガラス製品

のための工房の設置は、その後２００年以上に及ぶ清朝ガラスの輝かしい発展の

幕開けとなったのです。 

藍色鉢 一口  

清時代・おそらく雍正年間（１７２２－３５） 中国  

サントリー美術館 
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工房の管理は、内務府大臣の管轄下である造
ぞう

弁処
べんしょ

が担当し、技術指導はヨーロッパ

からの宣教師が当たりました。職人は、かねてからガラス製造の中心地であった

山東省・博山
はくさん

や、貿易都市として栄えた広州から集められたと推測されます。特に

博山の果たした役割は大きく、清代を通じて、ガラス原料の重要な供給地となり

ました。続く雍正帝の御世に、皇帝は工房を北京の離宮・円
えん

明園
めいえん

に移し、窯場は

６箇所に増加されます。遺物からみると、当時の器は主に吹きガラスによるもので、

簡素ながら力強いフォルムが特徴です。この時代、公職者の着衣を飾る色とりどりの

貴石が、次々と鮮やかな色ガラスに置き換えられたとも伝えられています。 

しかし残念なことに、康熙・雍正時代のガラスとされる器は、決して多く遺って

いません。成分バランスの問題から生じるクリズリング（＊１）と呼ばれるガラスの

病気のせいで、劣化が進んでいる場合が多く、終には自己崩壊してしまうからです。

本展ではおそらく雍正年製のガラス器から３点が出品されます。皇帝のガラスの

萌芽を感じ取っていただければ幸いです。 

 

＊１ クリズリング Crizzling 

クリズリングとは、ガラスの成分バランスが原因で引き起こされる、いわばガラスの病気の一種

です。主に、中世および１７～１９世紀にかけてのヨーロッパ、東アジア、アメリカで作られた

ガラスなどに見られる劣化現象です。 

ガラスの主成分は珪砂ですが、融点を下げる、あるいは加工後の耐久性をあげるなどの目的で、

副成分を混入させるのが一般的です。現在もっとも普及しているガラスは、「アルカリ石灰ガラス」で、

主な成分と役割は、以下の通りです。 

シリカ（珪砂）：ガラスの原材料 融点１７３０℃ 

炭酸ソーダ（アルカリ）：ガラスの融点を下げる 

炭酸カルシウム（石灰）：耐久性を向上させる安定剤 

また、加工後、もっとも耐久性の強いアルカリ石灰ガラスの配合の対比は、シリカ：炭酸ソーダ：

炭酸カルシウム＝６：１：１ と言われています。 

しかし、この比率が崩れ、アルカリに対してカリウムの比率があまりにも低いガラスの場合、時の

流れの中で、空気中の水分を引き寄せ、器胎に附着した水分にガラス内のアルカリ分が汲み出され、

表面に微細な空洞を作り出してしまいます。その結果、ガラスは次第に透明性と輝きを失い、それ

ばかりか、完全に乾くと、微細なクラックは薄片状に剥離し、砂糖のような不透明な表情を現して、

終には崩壊してしまうのです。 

 

【主な出品作品】 

・藍色大盤 一口 清時代・おそらく雍正年間（１７２２－３５） 中国  

大和文華館 

・乳白色長頸瓶 雍正年製銘 一口 清時代・おそらく雍正年間（１７２２－３５） 

中国 東京国立博物館 

・藍色鉢 一口 清時代・おそらく雍正年間（１７２２－３５） 中国  

サントリー美術館 
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第２章：清王朝の栄華 

―乾隆帝（１７３６－９５）の偉業 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

康煕帝の御世に政治的な基盤が整備された清王朝で、学術や芸術が華々しく花

開いたのは、第６代乾隆帝の時代です。およそ６０年にわたる治世に、乾隆帝が

絵画や諸工芸の発展に果たした役割は絶大なもので、ガラス工芸も栄華を極めます。 

乾隆５年（１７４０）、二人のフランス人宣教師が中国に到着すると、乾隆帝は

彼らをガラス製造に当たらせます。このガブリエル・レオナール・ド・ブロサール 

Gabriel Léonard de Brossard（中国名：紀文 Ji Wen）と、ピエール・ダンカーヴィル 

Pierre d’Incarville（中国名：湯執中 Tang Zhizhong）の助言もあり、乾隆帝は

より生産性の高い窯を新たに増設させました。ヨーロッパの知識を積極的に取り

入れる皇帝の情熱は、中国の職人たちを大いに刺激し、清朝皇帝のガラスは最盛期

を迎えます。透明素材に加え、多彩な不透明ガラスや、二層、三層に重ねる色
いろ

被
き

せ

ガラスも登場し、様々な絵柄や情景が浮き彫りにされていきました。貴石や大理石の

ようなマーブル・グラスや、金の砂を含んだようなアベンチュリン・グラス、そして

エナメル彩色もまた、この頃発展を遂げています。 

皇帝のガラスの最大の魅力は、重厚で極めて優れた彫琢と、独特の色彩感覚  

でしょう。玉や水晶、象牙などの素材を重んじ、儚さや壊れやすさを好まない中国の

伝統的な造形感覚と匠の技が、他のガラス工芸に類をみない独自の美を生み出したの

です。皇帝のガラスの進化は、帰郷した職人たちによって民間にも伝えられ、中国

のガラス製造全体の発展につながりました。本章では、ヴァラエティ豊かな清朝

ガラスの精華をご覧いただきます。 
 

白地紅被騎馬人物文瓶 乾隆年製銘 一口  

清時代・乾隆年間（１７３６－９５） 中国  

サントリー美術館 
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【主な出品作品】 

・青色文字入双耳瓶 乾隆年製銘   一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 永青文庫 

・紫色亀甲文切子鉢 大清乾隆年製銘 一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 サントリー美術館 

・黄地黒被花文瓶 乾隆年製銘    一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 町田市立博物館 

・白地紅被騎馬人物文瓶 乾隆年製銘 一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 サントリー美術館 

・乳白地多色貼獅子文扁壺 大清乾隆年製銘 一合  

清時代・乾隆年間（１７３６－９５） 中国 東京国立博物館 

・金星ガラス瓶 乾隆年製銘 一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 

 

 

第３章：エミール・ガレと清朝のガラス 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１９世紀後半、中国や日本の美術品が、ヨーロッパの絵画や美術工芸に与えた

影響は、今日よく知られています。フランス・アール・ヌーヴォー期の芸術家   

エミール・ガレ（１８４６－１９０４）もまた、その中の一人です。 

フランス東部の古都ナンシーで、ガラス、陶器、家具の分野で活躍した彼は、

独自の芸術様式を確立する上で、エジプト、イスラム、中国、日本など、様々な

異国の美術のエッセンスを貪欲に取り込みました。中でも、ガレと中国の工芸品との

関連は、特に１８８９年のパリ万博以降の作品に、如実に表れています。同展で

花器「カトレア」 一口 １９００年頃  

エミール･ガレ フランス  

サントリー美術館 

白地二色被花鳥文瓶 一口  

清時代（１８世紀） 中国  

サントリー美術館 
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発表した模玉ガラスについて、ガレは出品解説書のなかで玉からの影響を明言して

います。黒いガラス・シリーズなどもインスピレーションを受けた可能性が高い

でしょう。ガレはこれに先立ち、１８８５年４月、２週間ほどベルリンを訪問し、

工芸美術館に所蔵される３００点以上の清朝のガラスを入念に調査しています。

さらに遡れば、すでに１８７１年、東洋コレクションで名高いロンドンのサウス

ケンジントン博物館（現ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館）を訪れ、詳しく

研究したとも伝えられています。 

またガレは、清朝の鼻
び

煙
えん

壺
こ

の収集も行っていました。ガレ筆の美しい鼻煙壺の

水彩画（１８９０年）も遺っています。２０１５年には、鼻煙壺３点を含むガレ

旧蔵の中国と日本の工芸品２２点がオークションに出品されました。それらは彼の

東洋美術コレクションのほんの一部ですが、彼の作品と見比べたとき、いかにガレ

が素材感に関心を示していたか、どれほど丹念に観察しながら創作していたかを

うかがい知る重要な資料です。 

本章では、ガレが見た可能性のある、あるいはそれと同種の清朝のガラス器や

鼻煙壺、そして中国の工芸品とともに、ガレ作品も併せて紹介し、その影響関係を

垣間見る試みです。ガレをも魅了した清朝ガラスの美をお楽しみください。 

 

【主な出品作品】 

・青地赤茶被魚蓮文瓶 乾隆年製銘 一口 清時代・乾隆年間（１７３６－９５）  

 中国 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 

・花器「おだまき」  一口 １８９８－１９００年 エミール・ガレ フランス  

 サントリー美術館（菊地コレクション） 

・ホータン玉製鼻煙壺（エミール・ガレ旧蔵） 一口 清時代（１８世紀） 中国  

 サントリー美術館 

・模玉ガラス花器   一口 １８８９年 エミール・ガレ フランス  

 ダルビッシュ・ギャラリー 

・白地二色被花鳥文瓶 一口 清時代（１８世紀） 中国 サントリー美術館 

・花器「カトレア」  一口 １９００年頃 エミール・ガレ フランス  

 サントリー美術館 
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エピローグ：清朝ガラスの小 宇 宙
ミクロコスモス

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

鼻煙壺は、嗅ぎたばこを入れる器です。蓋の裏側に小さな匙が付いていることが

多く、たばこを掬い取れるように出来ています。嗅ぎたばこは粉末状で、嗜好者は

好みの香料や薬草を混ぜて作り、吸い込んだり、鼻孔にすりつけて嗅いだりして

楽しみました。アメリカ大陸原産のたばこは１６世紀半ばごろにヨーロッパに伝わり、

１７世紀後半に中国にも伝来したといいます。清朝の宮廷内で大流行した後、一般

社会にも普及しました。 

その容器である鼻煙壺もまた、実用品でありながら、愛玩品やステイタス・  

シンボルともなり、磁器やガラス、玉や貴石など様々な素材を用い、贅を尽くして

作られました。清朝宮廷内のガラス工房では、皇帝の専用品や、貴族や外国使節への

下賜品としての鼻煙壺が製作されたのです。手のひらにすっぽり入るほどの鼻煙壺

には、清朝工芸の技と粋が凝縮されています。清朝皇帝のガラスは、アヘン戦争

（１８４０－４２）後復興することはありませんでしたが、今に遺る小さな鼻煙壺

たちは、その栄華をよく伝えてくれます。最後に、華麗で瀟洒な清朝ガラスの小宇宙

をご覧ください。 

 

雪片ガラス地五彩仙果文鼻煙壺 一合  

清時代 １８世紀 中国  

町田市立博物館 

青地茶被バッタ文鼻煙壺 一合  

清時代 １８世紀 中国  

町田市立博物館 
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【主な出品作品】 

・青色「福
ふく

祿
ろく

壽
じゅ

禧
き

」文鼻煙壺 大清乾隆萬壽賓缾
まんじゅひんへい

銘 一合  

清時代・乾隆年間（１７３６－９５） 中国 町田市立博物館 

・白地五彩菊猫蝶文鼻煙壺    一合 清時代 １８世紀  

  中国 町田市立博物館 

・雪
せっ

片
ぺん

ガラス地五彩仙果文鼻煙壺  一合 清時代 １８世紀  

  中国 町田市立博物館 

・白地エナメル彩花蝶文鼻煙壺  一合 清時代 １８世紀  

  中国 町田市立博物館 

・青地茶被バッタ文鼻煙壺    一合 清時代 １８世紀  

  中国 町田市立博物館 

・赤色蓮池文鼻煙壺  一合 清時代 １８世紀  

  中国 町田市立博物館 

 

【本展における展覧会関連プログラム】 

◎記念講演会「乾隆皇帝とガラス」 

講 師：土屋良雄 氏 （日本ガラス工芸学会理事） 

日 時：５月２０日（日）１４時～１５時３０分 

会 場：６階ホール 

定 員：１００名 

対 象：一般 

料 金：７００円（別途要入館料） 応募締切：４月２９日（日・祝） 
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「ガレも愛した―清朝皇帝のガラス」展 開催 
 

▼会  期：２０１８年４月２５日（水）～７月１日（日） 

▼主  催：サントリー美術館、朝日新聞社 

▼協  賛：三井不動産、三井住友海上火災保険、サントリーホールディングス 

▼特別出品：ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館 

▼会  場：サントリー美術館 

港区赤坂９－７－４ 東京ミッドタウン ガレリア３階 

〈最寄り駅〉 都営地下鉄大江戸線六本木駅出口８より直結 

東京メトロ日比谷線六本木駅より地下通路にて直結 

東京メトロ千代田線乃木坂駅出口３より徒歩約３分 

 

【基本情報】 

▼開館時間：１０時～１８時 

※金・土および４月２９日（日・祝）、５月２日（水）、３日（木・祝）は２０時まで

開館。５月２６日（土）は六本木アートナイトのため２４時まで開館） 

※いずれも入館は閉館の３０分前まで 

▼休 館 日：火曜日（ただし５月１日、６月２６日は１８時まで開館） 

※ｓｈｏｐ×ｃａｆｅは会期中無休 

▼入 館 料：一般１,３００円、大学・高校生１,０００円、中学生以下無料 

※２０名様以上の団体は１００円割引 

※５月２６日（土）はアートナイト割引で入館料一律５００円（一般、大学・高校生

共通） 

▼前  売：一般１,１００円、大学・高校生８００円 

サントリー美術館、チケットぴあ、ローソンチケット、セブン  

チケット、イープラスにて取扱（各種プレイガイドは一般のみ販売） 

※前売券の販売は２月１４日（水）～４月２４日（火）まで 

※サントリー美術館受付での販売は２月１４日（水）～４月８日（日）までの開館日 

▼割  引： 

・ＨＰ割：ホームページ限定割引券提示で１００円割引 

・携帯割：携帯サイトの割引券画面提示で１００円割引 

・あとろ割：国立新美術館、森美術館の企画展チケット提示で１００円割引 

※割引の併用はできません 
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▼点茶席（お抹茶と季節のお菓子）

日 時：４月２６日（木）、５月１０日（木）・２４日（木）、６月７日（木）・

２１日（木）・２８日（木） 

１１時３０分～１７時３０分（入室は１７時まで） 

１３時、１４時、１５時にはお点前があります。 

会 場：６階茶室「玄鳥庵」 定員：１日限定５０名（当日先着順） 

点茶券：１,０００円（別途要入館料） 

※点茶券は当日１０時より３階受付にて販売（予約不可、お一人様２枚まで）

▼一般お問い合わせ：０３－３４７９－８６００

▼ウェブサイト：http://suntory.jp/SMA/ 

▽次回展覧会

「琉球王国の美（仮称）」２０１８年７月１８日（水）～９月２日（日）

▽プレスからのお問い合わせ：〔学芸〕土田、〔広報〕光田

ＴＥＬ：０３－３４７９－８６０４ ＦＡＸ：０３－３４７９－８６４４

メールでのお問い合わせ、及びプレス用画像ダウンロードのお申し込み：

２０１８年１月２５日（木）から https://www.suntory.co.jp/sma/info_press/ 

以  上 


