
作品No. 作品名 年代 出土地／制作地 材質 法量

第 1 章   エジプトを探検する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   E X P L O R I N G  E GY P T
  A.   ヨーロッパ人によるエジプトの探検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E U R O P E A N  E X P L O R AT I O N  O F  E GY P T
1 アブシールのピラミッド複合体模型 2001年 オランダ 厚紙、木 高さ13cm、幅93cm、奥行93cm

2 ギザの大スフィンクス（『コルネリス・ドゥ・ブラウンの旅』より） 1698年 縦29cm、横39.5cm

3 ルクソール神殿（『エジプト誌』第3巻より） 1809 –22年 縦67cm、横51cm

4 ヒエログリフの表（『エジプト誌』第5巻より） 1809–22年 縦51cm、横67cm

5 ロゼッタ・ストーン（レプリカ） 1972年 ロンドン 合成樹脂 高さ95.5cm、幅76.5cm、厚さ6cm

6 敵を討つラメセス2世（『エジプトとヌビアの記念物』第1巻より） 1832–34年 リトグラフ 縦54cm、横75cm

7 外国から連れてこられた動物 
（『エジプトとヌビアの記念物』第2巻より）

1832–34年 リトグラフ 縦54cm、横75cm

8 テーベの貴族墓に描かれた文様 
（『エジプトとヌビアの記念物』第2巻より）

1832–34年 リトグラフ 縦54cm、横75cm

9 ツタンカーメン王の倚像 新王国時代、第18王朝、前1330年頃 テーベ 花崗閃緑岩 高さ67cm、幅33cm、奥行54cm

  B.   ライデン国立古代博物館によるエジプトの発掘調査　　　　　   E X C AVAT I O N  I N  E GY P T BY T H E  N AT I O N A L M U S E U M  O F  A N T I Q U I T I E S  I N  L E I D E N
10 円筒形壺 初期王朝時代、第1王朝（前2900–2730年頃） アブー・ラワシュ 方解石（アラバスター） 高さ44cm、直径20cm

11 壺 初期王朝時代、第1王朝（前2900–2730年頃） アブー・ラワシュ 方解石（アラバスター） 高さ8cm、直径12.8cm

12 皿 初期王朝時代、第1王朝（前2900–2730年頃） アブー・ラワシュ 片岩 高さ3.8cm、直径29.3cm

13 ミニチュア円筒形壺 古王国時代、第4王朝（前2543–2436年頃） アブー・ラワシュ 方解石（アラバスター） 高さ6.4cm、直径3.9cm

14 埦 後期メロエ時代（2–4世紀） ショカン 土器 高さ8.6cm、直径16.7cm

15 瓶 後期メロエ時代（2–4世紀） ショカン 土器 高さ36.5cm、直径29cm

16 オイル・ランプの断片 後期メロエ時代（2–4世紀） ショカン 土器 高さ1.9cm、幅6.7cm、奥行7cm

17 アブダッラー・ニルキ教会の模型 1982–83年 オランダ 木、ポリスチレン 高さ18cm、幅97cm、奥行86cm

18 高台付埦 古ヌビア時代（8–15世紀頃） アブダッラー・ニルキ教会 土器 高さ12cm、直径25cm

19 コプト十字架の断片 古ヌビア時代（8–15世紀頃） アブダッラー・ニルキ教会 青銅 高さ3.4cm、幅6.3cm、厚さ1cm

20 マヤとメリトの墓の模型 1997年 オランダ 厚紙、木 高さ37cm、幅33.3cm、奥行63.3cm

21 ホルミンの供養像 新王国時代、第19王朝、
セティ1世からラメセス2世の治世（前1290–1213年頃）

サッカラ 石灰岩 高さ125cm、幅53cm、奥行68cm

22 アメンヘテプ・フイの方形座像 新王国時代、第19王朝、
ラメセス2世の治世（前1279–1213年頃）

サッカラ 石灰岩 高さ54.5cm、幅48cm、奥行27.5cm

23 イウイウの供養像 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃） サッカラ 方解石 高さ48cm、幅22.9cm、奥行28.6cm

25 アメンヘテプ・フイのピラミディオン 新王国時代、第18王朝、
アメンヘテプ3世の治世（前1390–1353年頃）

サッカラ 花崗岩 高さ65cm、幅79cm、奥行79cm

26 王の書記パウティのピラミディオン 新王国時代、第19王朝、
セティ1世の治世（前1290–1279年頃）

サッカラ 石灰岩 高さ47cm、幅47cm、奥行47cm

27 パカルの石碑 新王国時代、第18王朝、
ツタンカーメンからアイの治世（前1332–1320年頃）

サッカラ 石灰岩 高さ68cm、幅47cm、厚さ6.6cm

28 パゲルゲルのナオス形石碑 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ 石灰岩 高さ58cm、幅30cm、厚さ12cm

29 パゲルゲルのナオス形石碑 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ 石灰岩 高さ55cm、幅27.9cm、厚さ11cm

30 パゲルゲルのナオス形石碑 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ 石灰岩 高さ53cm、幅29cm、厚さ9cm

31 パゲルゲルのナオス形石碑 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ 石灰岩 高さ50cm、幅26cm、厚さ9cm

32 サッカラの将軍ホルエムヘブの墓から出土したレリーフ（レプリカ） 20世紀 オランダ 石膏、鋳鉄 高さ80cm、幅108cm、厚さ6.5cm

33 将軍ホルエムヘブの供養像 新王国時代、第18王朝、
ツタンカーメンの治世（前1332–1324年頃）

サッカラ 石灰岩 高さ54cm、幅28cm、奥行40cm

第 2 章   エジプトを発見する　　　　　　　　　　　　　　　　　　   D I S C O V E R I N G  E GY P T
  A.   古代エジプト史の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B R I E F  T I M E L I N E  O F  E GY P T I A N  H I S T O RY
34 ワニの描かれた埦 先王朝時代、ナカーダI期（前3750–3650年頃） エジプト 彩色土器 高さ6cm、直径18.5cm

35 船の描かれた壺 先王朝時代、ナカーダII期（前3500–3300年頃） エジプト 彩色土器 高さ14.5cm、直径11.5cm

36 ペルイブセン王の封泥が記された土器の栓 初期王朝時代、第2王朝（前2660–2650年頃） アビドス 泥 高さ18.5cm、直径12cm

38 名前不詳の供養碑 第1中間期、第11王朝、前2000年頃 ゲベレイン（？） 石灰岩 高さ40cm、幅23cm、厚さ6.6cm

39 クウと家族の供養碑 中王国時代、第12王朝、
アメンエムハト2世の治世（前1878–1843年頃） アビドス 石灰岩 高さ38cm、幅50cm、厚さ6cm

40 カーメスとセネブセンの石碑 第2中間期、第17王朝（前1540年頃）（？） リザイカート 石灰岩 高さ49cm、幅31.5cm、厚さ7.5cm

43 アメンエムヘブの碑 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） エジプト ファイアンス 高さ26.5cm、幅25cm、厚さ4cm

44 フルート 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 葦 長さ32cm、直径0.7cm

45 パマアエフの碑 第3中間期、第22王朝（前943–746年頃） テーベ 彩色された木 高さ28cm、幅23.5cm、厚さ3.1cm

46 タネトアメンのプタハ・ソカル・オシリス像 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） テーベ 木 高さ59cm、幅14.5cm、奥行34cm

47 呪術テキストが記された彫像の断片 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） エジプト 玄武岩 高さ12cm、幅15cm、奥行32cm

・本展はボン大学からの参考資料を除き、すべてライデン国立古代博物館の所蔵です。　
・展示室の温湿度および照度は作品保護のため調整されています。
・作品番号は会場内および図録の番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
・欠番（No.24、37、41、42、50、149-1、149-2、151、202、204、213、215）は、
 所蔵館の都合により出品されません。都合により展示作品を変更する場合があります。

［主催］静岡市、静岡市美術館　指定管理者 （公財）静岡市文化振興財団、テレビ静岡、
　　　中日新聞東海本社、ライデン国立古代博物館　
［後援］外務省、オランダ王国大使館、静岡市教育委員会、静岡県教育委員会　
［協賛］大日本印刷、静岡銀行　［協力］ヤマトグローバルロジスティクスジャパン
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作品No. 作品名 年代 出土地／制作地 材質 法量

48 ホルの碑 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） テーベ 木 高さ43cm、幅29cm、厚さ3.3cm

49 イシスの像 グレコ・ローマン時代、ローマ時代 エジプト 花崗閃緑岩 高さ103.5cm、幅25.5cm、奥行15cm

  B.   古代エジプトの宗教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 E GY P T I A N  R E L I G I O N
51 神官の小像 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 青銅 高さ5.5cm、幅2cm、奥行2.6cm

52 プタハイルディスが奉献した神官の小像 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 青銅 高さ7.1cm、幅2.7cm、奥行2.9cm

53 アメン神に捧げられたカーエムテルの像 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） ディール・エル＝
メディーナ

木 高さ57.5cm、幅14.5cm、奥行16.5cm

54 シチュラ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ13cm、直径4.7cm

55 シストラム グレコ・ローマン時代、前332年–後1世紀頃 エジプト 青銅 高さ28.5cm、幅14.8cm、厚さ4.9cm

56 シストラムの断片 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ7.3cm、幅5.3cm、厚さ1.3cm

57 香炉の部分 新王国時代、
第18王朝末から第19王朝（前1300–1191年頃）

エジプト 青銅 高さ17cm、幅4.5cm、厚さ2cm

58 神の標章の装飾 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） エジプト 青銅 高さ33.5cm、幅7.5cm、奥行25.5cm

59 イシスとオシリスが彫られた石碑 新王国時代、第18王朝から第19王朝（前1300年頃） アビドス 石灰岩 高さ49cm、幅55cm、奥行10cm

60 膝にホルス神を載せたイシス女神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ19.8cm、幅4.7cm、奥行7.8cm

61 ハルポクラテスの立像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ19.2cm、幅5.6cm、奥行9.4cm

62 二重冠をかぶるハヤブサ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ7.5cm、幅4.5cm、奥行15.9cm

63 パディコンスの『死者の書』 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） エジプト パピルス 縦24.5cm、横61.2cm

64 台座にのったプタハ神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ15.5cm、幅4.3cm、奥行11.5cm

65 トト神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ4.8cm、幅1.4cm、奥行2cm

66 角の間に太陽円盤と羽のついた冠をかぶるハトホル女神（？）の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ16.5cm、幅3.5cm、奥行5.5cm

67 ムウト神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ12.5cm、幅2.4cm、奥行2.5cm

68 モンチュウ神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ14.8cm、幅5cm、奥行6.9cm

69 月の神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ15.3cm、幅3.5cm、奥行6.5cm

70 ネフェルテム神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ36.5cm、幅7.4cm、奥行11.3cm

71 蛇の頭を持つ神像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ20.6cm、幅3.4cm、奥行7.6cm

72 プトレマイオス王の立像 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝、前3世紀 エジプト 青銅 高さ24.1cm、幅6.3cm、奥行10cm

73 バステト女神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ11.4cm、幅3.7cm、奥行2.5cm

74 台座にのったイクニューモン 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ2.6cm、幅2.2cm、奥行13cm

75 猫の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ40.5cm、幅10cm、奥行22.5cm

76 イクニューモン 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ26.8cm、幅6.8cm、奥行9.4cm

77 コブラ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ8.5cm、幅3cm、奥行3.5cm

78 ヒヒの像 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃） エジプト 石灰岩 高さ9cm、幅2cm、奥行5.5cm

79 オクシリンコス魚 新王国時代後期、前1170–1150年頃 エジプト 石鹸石 高さ5.7cm、幅3.8cm、奥行12.5cm

80 コウモリ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ23cm、幅6.7cm、奥行5.9cm

81 サソリ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ1.8cm、幅4.9cm、奥行6cm

82 ハリネズミ 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト ファイアンス 高さ4.4cm、幅2.9cm、奥行5.5cm

83 アトゥム神の像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ10.9cm、幅3.2cm、奥行19cm

第 3 章   エジプトを解読する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   U N V E I L I N G  E GY P T
  A.   死後の世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  L I F E  A F T E R  D E AT H
84 ネスナクトの『死者の書』 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト パピルス 縦30cm、横45cm

85 ネスナクトの『死者の書』 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト パピルス 縦30.5cm、横55.7cm

86 ネスナクトの『死者の書』 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト パピルス 縦29.8cm、横48.3cm

87 ネスナクトの『死者の書』 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト パピルス 縦27.5cm、横48cm

88 アセトウェレトの『死者の書』 後期王朝時代、第30王朝（前380–343年頃） テーベ パピルス 縦38cm、横30.5cm

89 心臓スカラベ 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） エジプト 灰色 /緑色の石 高さ1.1cm、幅3.9cm、奥行5.1cm

90 心臓スカラベ 年代不詳 エジプト 緑石 高さ2.1cm、幅4.6cm、奥行6.6cm

91 バァ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 木 高さ13.1cm、幅4cm、奥行8.4cm

92 バァ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 木 高さ9cm、幅2.5cm、奥行2.7cm

93 バァのついたタァとチャィのシャブティ 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ（？） 片岩 高さ28.5cm、幅9.3cm、奥行6cm

94 供物卓 中王国時代（前1980–1760年頃） アビドス 石灰岩 高さ6cm、幅49cm、奥行50cm

95 セベクテンの石碑 中王国時代（前1980–1760年頃） アビドス 赤色砂岩 高さ80cm、幅45cm、奥行3.5cm

96 黄金の顔を持つパヘルペンエスの像 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 石灰岩 高さ29cm、幅10.8cm、奥行14.5cm

97 睡蓮の花を持つ女性像 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト 石灰岩、金箔 高さ36.5cm、幅8.7cm、奥行13cm

98 家族の群像 新王国時代、第18王朝、
アメンへテプ2世の治世（前1425–1400年頃）

エジプト 砂岩 高さ45cm、幅47cm、奥行31cm

99 イルナクトアメンとワウィの像 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） エジプト 砂岩 高さ45cm、幅24.7cm、奥行12.9cm

100 黄金の耳飾り 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃）以降 エジプト 金 直径2.1cm

101 黄金の耳飾り 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃）以降 エジプト 金 直径2.3cm

102 黄金の耳飾り 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃）以降 エジプト 金 直径1.9cm

103 黄金の耳飾り 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃）以降 エジプト 金 幅0.7cm

104 雄牛の耳飾り グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト 金、ガーネット、エメラルド 幅2.1cm

105 護符とビーズの首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 金、トルコ石、紅玉髄、
瑪瑙

長さ36cm

106 ホルスの眼が付いた首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 金、紅玉髄、ガラス 長さ50.5cm

107 護符のついた首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト ファイアンス 長さ50.2cm 

108 羊頭の付いた首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 金、紅玉髄、
施釉凍石、アメジスト、
茶色の不透明な石

長さ53.5cm

109 多くのスカラベが付いた首飾り 年代不詳 エジプト ファイアンス、紅玉髄、
瑪瑙、ガラス、金

長さ40.6cm

110 さまざまな色のガラス製ビーズが付いた首飾り 年代不詳 エジプト ファイアンス、紅玉髄、
ラピスラズリ、金、ガラス

長さ29cm

111 大型金製ビーズのついた首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 金、ガラス、ファイアンス 長さ37cm

112 花形のペンダントが付いた首飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 金、ファイアンス 長さ23cm

113 胸飾り 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 木、木に金彩、亜麻布、ガラス 高さ10cm、幅14.3cm、厚さ2cm

114 醸造所の模型 中王国時代（前1980–1760年頃） エジプト 木 高さ25cm、幅33.5cm、奥行23cm



作品No. 作品名 年代 出土地／制作地 材質 法量

115 船の模型 中王国時代、第11王朝（前2009–1940年頃） エジプト 木 高さ47cm、幅17cm、奥行87cm

116 楕円形のバスケット 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃） エジプト 葦 高さ14.7cm、幅21cm、奥行10cm

117 杯 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト ファイアンス 高さ14.5cm、直径7.5cm

118 隼のついた鏡 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 青銅 高さ22cm、幅10.8cm、厚さ1.8cm

119 野生ヤギの把手付アンフォラ 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 方解石 高さ33.5cm、幅28.2cm、直径19.9cm

120 シチュラ 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 方解石 高さ21cm、直径12cm

121 タッツア 新王国時代、第18王朝から第19王朝、アメンヘテプ2
世からラメセス2世の治世（前1425–1213 年頃）

エジプト 方解石 高さ5.5cm、直径9cm

122 双把手付アンフォラ 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 方解石 高さ18cm、幅15cm、直径14cm

123 双把手付多色ガラス壺 新王国時代、第18王朝、アメンヘテプ3世からアクエン
アテンの治世（前1390–1336年頃）

エジプト ガラス 高さ12cm、幅8.5cm、直径8cm

124 ヤシ柱形ガラス製瓶 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト ガラス 高さ9.5cm、直径3.8cm

125 バァキィのセネト・ゲーム箱 新王国時代、第18王朝から第19王朝（前1539–1191年頃）エジプト 木 高さ9cm、幅40.2cm、奥行12.2cm

126 少女の形をした把手付軟膏スプーン 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 木 高さ5cm、幅6.2cm、奥行24.5cm

127 ハトホルの把手が付いた鏡 新王国時代（前1539–1077年頃） テーベ（？） 青銅 高さ27.2cm、幅14cm、厚さ3cm

128 木製の枕 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃） エジプト 木 高さ16.3cm、幅29cm、奥行8cm

129 オシリスの姿をしたホルのパピルス容器 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） テーベ 木、亜麻布、穀物 高さ40cm、幅8.7cm、奥行24.2cm

130 イレトホルのプタハ・ソカル・オシリス像 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト 木、金箔 高さ60cm、幅11cm、奥行35cm

131 ネヒのシャブティ 第2中間期（前1759–1539年頃） アビドス（？） 石灰岩 高さ24cm、幅8cm、奥行8.7cm

132 プサムテクのシャブティ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト ファイアンス 高さ18.6cm、幅4.8cm、奥行3.5cm

133 ホルウジャのシャブティ 後期王朝時代、第30王朝（前380–343年頃） ハワラ ファイアンス 高さ27.5cm、幅7.2cm、奥行4.5cm

134 タァのシャブティ 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） テーベ 石灰岩 高さ19.5cm、幅6cm、奥行4.8cm

135 ビアトのシャブティ 新王国時代、第18王朝、
アクエンアテンの治世（前1353–1336年頃）

エジプト 石灰岩 高さ26.7cm、幅8.6cm、奥行6.2cm

136 イピィの棺の模型 新王国時代、
第18王朝から第19王朝（前1539–1191年頃）

テーベ（？） 木 （蓋）高さ21cm、幅7.3cm、奥行3.8cm 
（身）高さ21cm、幅7.3cm、奥行3.3cm

137 イピィのシャブティ 新王国時代、第18王朝から第19王朝（前1539–1191年頃）テーベ（？） 木 高さ18cm、幅5.5cm、奥行3.5cm

138 メリトアメンのシャブティ 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） ディール・エル＝バハリ ファイアンス 高さ12.9cm、幅3.8cm、奥行3.8cm

139 ネスパネフェルヘルのシャブティ 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） ディール・エル＝バハリ ファイアンス 高さ11.3cm、幅3.9cm、奥行2.8cm

140 メリのシャブティ 新王国時代、第18王朝、
アメンへテプ3世の治世（前1390–1353年頃）

テーベ（？） 木 高さ21cm、幅7.1cm、奥行5.5cm

141 パヘリペジェトのシャブティ 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） エジプト 木 高さ23.7cm、幅7.5cm、奥行4.2cm

  B.   埋葬習慣の変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C H A N G I N G  B U R I A L  P R A C T I C E S
142 コンスウヘテプのミイラ覆い 第3中間期、第20王朝から第21王朝（前1190–944年頃）テーベ 木 長さ174cm、幅55cm、高さ11.5cm

143-1 
143-2

コンスウヘテプの内棺 第3中間期、第20王朝から第21王朝（前1190–944年頃）テーベ 木 143-1: （蓋）長さ185cm、幅55cm、
　　　　　高さ41cm 
143-2: （身）長さ185cm、幅55cm、
　　　　　高さ41cm

144 アメンヘテプのミイラ覆い 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） テーベ 木 長さ174cm、幅44cm、高さ14cm

145-1 
145-2

アメンヘテプの内棺 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） テーベ 木 145-1: （蓋）長さ185cm、幅50cm、
　　　　　高さ35cm 
145-2: （身）長さ185cm、幅50cm、
　　　　　高さ34cm

146-1 
146-2

パネシィの外棺 第3中間期、第22王朝（前943–746年頃） テーベ 木 146-1: （蓋）長さ201cm、幅56cm、
　　　　　高さ27cm 
146-2: （身）長さ201cm、幅56cm、
　　　　　高さ28cm

147 ネヘムスウのカルトナージュ棺 第3中間期、第22王朝（前943–746年頃） テーベ カルトナージュ 長さ150cm、幅40cm、高さ31cm

148-1 
148-2

ホルの外棺 後期王朝時代、第25王朝（前722–655年頃） テーベ 木 （蓋）長さ199cm、幅72cm、高さ38cm 
（身）長さ200cm、幅72cm、高さ35cm

150 男のミイラの肖像 グレコ・ローマン時代、ローマ時代、1–2世紀 ファイユーム（？） 木 高さ39.5cm、幅20cm、厚さ0.4cm

152 金彩のミイラマスク グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト カルトナージュ、金箔 高さ48.5cm、幅28cm、厚さ14cm

153 デンレグの葬祭コーン 新王国時代（前1539–1077年頃） テーベ テラコッタ 長さ23.2cm、直径8.1cm

154 アバァの葬祭コーン 後期王朝時代、第26王朝（前664–610年頃） テーベ テラコッタ 長さ19cm、直径8.5cm

155 メンケペルラーセネブの葬祭コーン 新王国時代、第18王朝、
トトメス3世の治世（前1479–1425年頃）

テーベ テラコッタ 長さ23cm、直径8.1cm

156 モンチュウエムハトの葬祭コーン 後期王朝時代、第25王朝から第26王朝（前722–525年頃）テーベ テラコッタ 長さ24.8cm、直径8.7cm

157 ミイラ作りの道具 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ0.4cm、幅0.9cm、長さ27.8cm

158 死者の内臓を納めた木箱 後期王朝時代、第30王朝（前380年–343年頃） エジプト 木 高さ61.5cm、幅19.5cm、奥行22.5cm

159 樹脂 前500–後300年 エジプト 樹脂 （最大）長さ4cm、幅4.5cm

160 石製ナイフ 新王国時代もしくは後期王朝時代（？）（前1539–332年頃）エジプト フリント 厚さ0.7cm、長さ11.1cm、幅4.6cm

161 ミイラの包帯 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）テーベ 亜麻布 幅2.5cm、長さ250cm

162 ハレレムのミイラ 後期王朝時代、
第25王朝から第26王朝（前722–525年頃）

テーベ ミイラ、亜麻布、 
ファイアンス製ビーズ

長さ170cm、幅39cm、高さ25.5cm

163 護符のリストが記されたパピルス グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）サッカラ パピルス 縦32cm、横41cm

164 蛇形護符 年代不詳 エジプト 紅玉髄 高さ4.1cm、幅2.2cm、奥行0.9cm

165 ジェド柱の護符 年代不詳 エジプト 紅玉髄 高さ3.1cm、幅1.1cm、厚さ0.6cm

166 ジェド柱の護符 年代不詳 エジプト ラピスラズリ 高さ3.3cm、幅1.2cm、厚さ0.7cm

167 ジェド柱の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ10.8cm、幅3.4cm、厚さ1.6cm

168 ウジャトの眼形護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ3.5cm、幅4.3cm、厚さ0.5cm

169 枕形護符 年代不詳 エジプト 黒曜石または赤鉄鉱 高さ1.6cm、幅2.8cm、厚さ1.2cm

170 パピルス柱形護符 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト ファイアンス 高さ6.3cm、直径1.6cm

171 アヌビス形護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ4.4cm、幅1cm、奥行2cm

172 ドゥアムトエフ神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ3.8cm、幅1.5cm、奥行0.6cm

173 ハピ神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ4.5cm、幅1.2cm、奥行0.7cm

174 ケベフセヌエフ神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ 4.2 cm、幅1.2cm、奥行0.5cm

175 イムセト神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ 4.5cm、幅1.3cm、奥行0.6cm

176 イシス神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ3.4cm、幅0.7cm、奥行0.6cm

177 ネフティス神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ5cm、幅1.1cm、奥行0.9cm

178 イシスの結び目の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ2.9cm、幅1.1cm、奥行0.6cm

179 有翼スカラベの護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ7cm、幅15.2cm、奥行4.9cm

180 階段形護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ2.5cm、幅1.2cm、奥行0.5cm



作品No. 作品名 年代 出土地／制作地 材質 法量

181 指形護符 年代不詳 エジプト 黒色の石材 高さ0.7cm、幅2cm、奥行6.5cm

182 亜麻布でできた護符 年代不詳 エジプト 亜麻布 Amulet 1: 幅3cm、長さ70cm 
Amulet 2: 幅2.5cm、長さ70cm 
Amulet 3: 幅3cm、長さ70cm 
Amulet 4: 幅4.5cm、長さ70cm  
Amulet 5: 幅4.5cm、長さ70cm

183 ベス神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ3.8cm 、幅1.8cm、奥行0.8cm

184 タウェレト神の護符 後期王朝時代、第26王朝（前664–525年頃） エジプト ファイアンス 高さ5.5cm、幅1.7cm、奥行2cm

185 男根を強調した像の護符 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年） エジプト ファイアンス 高さ2.5cm、幅1.2cm、奥行1cm

186 羊頭形護符 新王国時代（？）（前1539–1077年頃） エジプト ファイアンス 高さ2.1cm、幅1.3cm、奥行0.6cm

187 ハトホル女神の護符 年代不詳 エジプト ファイアンス 高さ3cm、幅2.2cm、奥行1cm

第 4 章   エジプトをスキャンする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S C A N N I N G  E GY P T
  A.   永遠の命：ミイラのベールを取る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   E T E R N A L L I F E :  M U M M I E S  U N V E I L E D
188 女性のミイラ 第3中間期、第22王朝、前817年頃 テーベ ミイラ、亜麻布 長さ165.5cm、幅36.5cm、高さ24.5cm

189 タディスもしくはタ（ネト）カルウのミイラ 第3中間期、第22王朝、前800年頃 テーベ ミイラ、亜麻布 長さ148cm、幅33cm、高さ24.5cm

190 男性のミイラ 第3中間期、第22王朝、前800年頃 テーベ（？） ミイラ、亜麻布 長さ160cm、幅38cm、高さ26cm

191 センサオスのミイラ グレコ・ローマン時代、ローマ時代、109年 テーベ ミイラ、亜麻布 長さ166cm、幅45cm、高さ42cm

192 センサオスの顔の復元過程を示した模型 1998年 デルフト（オランダ） プラスチック 高さ24cm、幅14cm、奥行19cm 

193 センサオスの顔の復元模型 1998年 デルフト（オランダ） プラスチック 高さ24cm、幅14cm、奥行19cm 

194 偽のトキ（？）のミイラ 後期王朝時代もしくはグレコ・ローマン時代
（前722年もしくはそれ以降）

エジプト ミイラ、亜麻布 高さ12cm、幅14cm、長さ23cm

195 猫のミイラ 後期王朝時代もしくはグレコ・ローマン時代
（前722年もしくはそれ以降）

エジプト ミイラ、亜麻布 高さ41cm、幅9cm、奥行9cm

196 ハヤブサのミイラ グレコ・ローマン時代、ローマ時代（前30–後395年頃） エジプト ミイラ、亜麻布 高さ34.3cm、幅8.3cm、奥行7.2cm

197 トキのミイラを入れた壺 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝、前3–1世紀 サッカラ（？） ミイラ、亜麻布、土器 長さ41.5cm、直径17.5cm

198 トキの壺 ローマ時代（前30–後395年頃） ヘルモポリス 粘土 高さ23.5cm、直径17.3cm

199 トキのミイラ ローマ時代（前30–後395年頃） エジプト ミイラ、亜麻布 高さ12.5cm、幅17.5cm、長さ40.5cm

200 ワニのミイラ ローマ時代（前30–後395年頃） エジプト ミイラ、亜麻布 高さ5.8cm、幅7.7cm、長さ38.5cm

201 蛇のミイラ 年代不詳 エジプト ミイラ、亜麻布 高さ6cm、幅9.6cm、長さ19.7cm

203 楕円形のカノポス壺 中王国時代（前1980–1760年頃） ダハシュール（？） 方解石 高さ30.5cm、幅32.5cm、奥行10.5cm

205 イテルウのカノポス壺 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 方解石 高さ42cm、直径17cm

206 ウアフイブラーのカノポス壺 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 方解石 高さ30.5cm、直径16cm

207 葬祭用（カノポス用）箱 後期王朝時代（前722–332年頃） アクミム（エジプト） 木 高さ47.5cm、幅22cm、奥行26cm

208 ホルネジュイテフの内臓を納めた木箱 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝、前250–200年頃 テーベ 木 高さ66cm、幅28cm、奥行28cm

  B.   木棺の研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   R E S E A R C H I N G  C O F F I N S
209 パウィアメンのカルトナージュ 後期王朝時代、

第25王朝から第26王朝（前722–525年頃）
テーベ カルトナージュ （カルトナージュ）

長さ200cm、幅54cm、高さ30cm 
（足覆い）高さ8.5ｃｍ、幅40cm、奥行23cm

210 カルトナージュ製の足覆い グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）サッカラ カルトナージュ 高さ11cm、幅23cm、奥行24cm

211 カルトナージュ製の襟飾り グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト カルトナージュ 高さ15cm、幅26cm、厚さ0.3cm

212 木棺 グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝（前304–30年頃）エジプト 木 長さ184cm、幅58cm、高さ31cm

214 木棺のマスク断片 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 木 高さ17cm、幅10.5cm、奥行7.5cm

216 木棺につけられたひげ 新王国時代、第18王朝（前1539–1292年頃） エジプト 木 高さ18.3cm、幅5cm、奥行4cm 

217 木棺につけられた神のひげ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ12cm、幅3.7cm、奥行2.9cm

218 木棺につけられた神のひげ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 木 高さ15.8cm、幅3.6cm、奥行3cm

219 木棺用の象眼の眼 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅、石 高さ2cm、幅7.5cm、奥行2.8cm

220 木棺用の象眼の眼 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅、石 高さ2cm、幅7.5cm、奥行2.8cm

221 ネシタネブタウィのミイラ覆い 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） バブ・エル＝ガスス 木 長さ178cm、幅43cm、高さ12cm

  C.   書字に関する新たな研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  N E W R E S E A R C H  I N T O  W R I T I N G
222 王の書記ジェフティの筆記用パレット 新王国時代、第18王朝、

トトメス3世の治世（前1479–1425年頃）
エジプト スレート 高さ1cm、幅5.7cm、奥行38.5cm

223 容器形護符 第3中間期（前1076–723年頃） テーベ ファイアンス 高さ3.1cm、直径4.8cm

224 ペン 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 葦 長さ38cm、直径0.3cm

225 ペン 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 葦 長さ38cm、直径0.3cm

226 ペン 新王国時代（前1539–1077年頃） エジプト 葦 長さ38.1cm、直径0.3cm

227 第19王朝の魔術 /医術パピルス 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ パピルス 縦18cm、横63cm

228 ラメセス2世の称号が記された魔術 /医術パピルス 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ パピルス 縦18cm、横57cm

229 パセルの神話パピルス 第3中間期、第21王朝（前1076–944年頃） テーベ パピルス 縦39cm、横125cm

230 ラメセス朝の手紙 新王国時代、第19王朝（前1292–1191年頃） サッカラ パピルス 縦27cm、横21cm

231 コプト語写本の断片 コプト時代（頃） エジプト 羊皮紙 縦31.5cm、横23.5cm

  D.   エジプト人の技術を解明する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 R E V E A L I N G  E GY P T I A N  T E C H N I Q U E S
232 サギの像用の鋳型 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 粘土 高さ3.6cm、幅12.2cm、奥行16.2cm

233 サギの像用の鋳型 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 粘土 高さ3.6cm、幅12.2cm、奥行16.2cm

234 花の鋳型 新王国時代から後期王朝時代（前1539–332年頃） エジプト 粘土 高さ1.5cm、幅2.5cm、奥行2.3cm

235 ロゼット用鋳型 新王国時代から後期王朝時代（前1539–332年頃） エジプト 粘土 高さ1cm、直径2cm

236 青銅製ベス像 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 青銅 高さ9.6cm、幅3.4cm、奥行2.9cm

237 ベス像の鋳型 後期王朝時代もしくはプトレマイオス朝（前722–30年頃）エジプト 粘土 長さ5cm

238 イシス女神 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ19cm、幅4.5cm、奥行6.5cm

239 イシス女神の冠 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ18cm、幅15cm、奥行6.3cm

240 ネイト女神の頭部 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ13cm、幅5cm、奥行6cm

241 オシリス神のアテフ冠の左羽 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ12.7cm、幅5.8cm、奥行1.3cm

242 座っているトキ 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅、木 高さ26cm、幅41cm、奥行12cm

243 トキの足 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ11cm、幅5.5cm、奥行16.5cm

244 トキの頭部 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ8.5cm、幅2cm、奥行8.3cm

245 人間の足 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ9.2cm、幅6cm、奥行16.6cm

246 人間の足 後期王朝時代（前722–332年頃） エジプト 青銅 高さ9.2cm、幅6cm、奥行16.6cm


