国立ベルリン・エジプト博物館所蔵

古代エジプト展

出品リスト
・ 作品番号は、本展図録および会場内の番号と一致し
ますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
• 番号のない作品は、東京都江戸東京博物館では展示
されません。
• 会期が変更になる可能性や、会期中、都合により展示
作品を変更する場合があります。

[巡回会場］
＊京都市京セラ美術館
主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、ベルリン国立博物館群エジプト博物館、
朝日新聞社、日本テレビ放送網、東映
後援：ドイツ連邦共和国大使館
協力：ルフトハンザ カーゴ AG
協賛 ：野崎印刷紙業

no.

2021年4月17日（土）
～6月27日（日）

＊静岡県立美術館

2021年7月10日（土）
～9月5日（日）

＊東京富士美術館

2021年秋開催予定

名称（和）

名称（英）

時代

材質

法量

1

3匹の魚とロータスを描いた浅鉢

Bowl Decorated with Three Fishes Sharing a
Single Head and Lotus Flowers

新王国時代・第18王朝、 前1450～
テーベ
前1400年頃

出土地

ファイアンス

高さ3.7cm
直径10cm

2

シュウ神とテフヌウト女神の
頭部を装飾したメニトのおもり

Menit Counterweight Decorated with the
Heads of Gods Shu and Tefnut

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ14.2cm 幅5.5cm
奥行き2cm

3

ゲブ神を象徴する雁のついた杖の
上部の装飾

Finial of a Staff Crowned with a Standing
Goose Symbolizing the God Geb

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ10.7cm 幅3cm
奥行き5cm

4

有翼の女神、 おそらくヌウト女神の形の
ミイラの装飾

Mummy Overlay in the Shape of a Winged
Goddess, Probably Nut

プトレマイオス時代初期、 前332～
アブシール・アル゠マラク
前246年頃

裏打ちされた布、 高さ16cm 幅28cm
彩色
厚さ2cm

5

背面にジェド柱を持つオシリス神の小像

Figurine of the Enthroned God Osiris with a
Djed-Pillar as Back Support

末期王朝時代、前664～前332年頃

方解石

6

ホルス神に授乳するイシス女神の小像

Statuette of the Enthroned Goddess Isis
Nursing Her Son Horus

末期王朝時代・第26王朝、 前664 テーベ西岸、シェイク・アブ
ファイアンス
～前525年頃
ド・アル゠クルナ地区

高さ9.7cm 幅3.2cm
奥行き6.1cm

7

手にアンク
（生命の象徴）を持つ
セト神を描いたオストラコン

Ostracon Depicting the God Seth with an
Ankh (Symbol of Life) in His Hands

新 王 国 時 代・第19～20王 朝、 前
1292～前1070年頃

ディール・アル゠マディーナ

礫、 彩色

高さ6.5cm 幅4.8cm
厚さ2.7cm

8

有翼のイシス女神に保護された、
ミイラ姿のオシリス神の小像

Figurine of the Mummy Shaped Osiris,
Guarded by the Winged Goddess Isis

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ17.5cm 幅5.2cm
奥行き8.4cm

9

ホルス神に授乳するイシス女神の小像

Statuette of the Enthroned Goddess Isis
Nursing Her Son Horus

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ26cm 幅6.7cm
奥行き8.5cm

10

ハヤブサの姿をしたホルス神の小像

Statuette of Horus in the Shape of a Falcon

プトレマイオス時代、前323～前30年頃

出土地不詳

金

高さ3.8cm 幅1.5cm
奥行き3.8cm

11

ナイルの神の像（上半部）

Upper Part of a Statue of the Nile God

マディーナト・ア ル゠ファイ
中王国時代・第12王朝、 前1976～
ユーム、クロコディロポリス 黒色花崗閃緑岩
前1794年頃
のセベク神殿

高さ70cm 幅49cm
奥行き37cm

12

ひざまずき供物を捧げるナイルの神ハピ

Relief Fragment Depicting the Kneeling Nile
God Hapy with Offerings

マディーナト・ハブ、 アメン
第3中間期・第25王朝（クシュ王朝）、
神妻シェプエンウペト2世の
前710～前650年頃
神殿型墓

砂岩

高さ85cm 幅39.5cm
厚さ6.5cm

13

ライオン頭の神マヘスの座像

Seated Figure of the Lion-Headed God
Mahes

プトレマイオス～ロー マ 支 配 時 代、
下エジプト
前332～後313年頃

青銅、 金

高さ60cm 幅20cm
奥行き32cm

14

コンス神像（上半部）

Upper Part of a Statue of the God Khonsu

新王国時代・第19王朝、ラメセス2
世治世、 前1279～前1213年頃

ジルジャ

花崗岩

高さ66.5cm 幅22cm
奥行き21cm

15

セクメト女神座像

Seated Figure of the Goddess Sakhmet

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

テーベ東岸、 カルナク神殿
複合体・ムウト神殿域

花崗閃緑岩

高さ211cm 幅49cm
奥行き102cm

16

セクメト女神座像

Seated Figure of the Goddess Sakhmet

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

テーベ東岸、 カルナク神殿
複合体・ムウト神殿域

花崗閃緑岩

高さ203cm 幅54cm
奥行き98cm

17

セクメト女神立像（上半部）

Upper Part of a Standing Figure of the Goddess
Sakhmet

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

テーベ東岸、 カルナク神殿
複合体・ムウト神殿域

花崗岩

高さ85.5cm 幅47cm
奥行き41cm

18

バステト女神座像

Figure of the Goddess Bastet as a Sitting
Cat

末期王朝時代・第26王朝、ネコ2世
治世、 前610～前595 年頃

出土地不詳

青銅

高さ22.5cm 幅8.7cm
奥行き17cm

19

腹ばいになる山犬の姿をした
アヌビス神像

Statue of the God Anubis in Shape of a
Lying Jackal

新王国時代、前1550～前1070年頃

出土地不詳

木、 彩色

高さ26.6cm 幅9.8cm
奥行き54.2cm

20

日輪を戴く礼拝する
エジプト・マングースの小像

Figurine of a Standing Ichneumon with Sun
Disc, Praying

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ22cm 幅5.5cm
奥行き5cm

21

ネフェルテム神の小像

Statuette of the God Nefertem

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅、 全鋳造、
ガラス象嵌

高さ30.7cm 幅6cm
奥行き10.9cm

22

パピルスの茂みの中にいるヘフ神の
装飾を施した聖油を塗るための匙

Anointing Spoon Decorated with the Figure
of the God Heh in Papyrus Thicket

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

ファイアンス、
青彩色

高さ8.8cm 幅5.5cm
奥行き2.1cm

23

座ったヒヒの護符

Amulet in the Shape of a Sitting Baboon

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

ファイアンス

高さ4.6cm 幅2.3cm
奥行き2.9cm

24

ハヤブサ頭のワニの小像

Statuette of a Falcon-Headed Crocodile

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

蛇紋石、暗緑色

高さ5.5cm 幅3.8cm
奥行き21.2cm

25

ミン・クヌム神あるいは
アメン・ラー神の小像

Statuette of the God Min-Khnum or Amun-Re

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ32cm 幅12cm
奥行き23.5cm

26

アメンエムハト3世と思われる
礼拝する王の立像

Standing Figure of a Praying King, Probably
Amenemhat III

中王国時代・第12王朝、アメンエムハ
ト3世治世、前1853～前1806年頃

出土地不詳

花崗閃緑岩（花
崗岩）

高さ65cm 幅19.7cm
奥行き31cm

27

ハトシェプスト女王のスフィンクス像（胸像）

Bust from a Sphinx of Queen Hatshepsut

新王国時代・第18王朝、 ハトシェプス
ト女王治世、前1479～前1458 年頃

テーベ西岸、アル゠ディール・
高さ97cm 幅88cm
珪化砂岩（珪岩）
アル゠バハリ
奥行き77cm

28

ハトシェプスト女王あるいは
トトメス3世のスフィンクス像頭部

Head of Sphinx, Perhaps of Queen Hatshepsut
or Thutmose III

新王国時代・第18王朝、 ハトシェプ
スト・トトメス3世治世、 前1479～前
1425年頃

出土地不詳

ベンハ（？）

石

高さ21.5cm 幅
7.2cm 奥行き
10.5cm

高さ18.5cm 幅16cm
奥行き13cm

no.

名称（和）

礼拝するヒヒの姿をしたトト神と
29
アメンヘテプ３世

名称（英）

時代

出土地

材質

法量

Statue of the God Thoth as a Praying Baboon
with King Amenhotep III

新王国時代・第18王朝、アメンヘテプ
3世治世、前1388～前1351年頃

ヘルモポリス・マグナ（？）

赤色花崗岩

高さ134cm（台座を含
む）cm 幅52 cm 奥行
き68.5cm

30

トゥトアンクアメン（ツタンカーメン）王の前で
腰をかがめる廷臣たちのレリーフ

Relief Depicting Courtiers Bowing before
Pharaoh Tutankhamun

新王国時代・第18王朝、トゥトアンクア
メン王治世、前1333～前1323年頃

サッカラ、ウニス墓地、
ホルエムヘブ墓

石灰岩

高さ42cm 幅23cm
厚さ3cm

31

エジプト人と「アジア人」を描いた
セティ1世王墓のブロック

Block from the Tomb of King Seti I Depicting
an Egyptian and an “Asian”

新王国時代・第19王朝、 セティ1世
治世、 前1290～前1279年頃

テーベ西岸、 王家の谷・東
谷、セティ1世王墓(KV17)

石灰岩、 彩色

高さ104.5cm 幅75.6cm
奥行き41.9cm

32

二重冠を被ったハヤブサで表された
ホルス神の小像

Figurine of Horus in the Shape of a Falcon
with Double Crown

末期王朝時代、前664～前332年頃

ベンハ

青銅

高さ26cm 幅8.5cm
奥行き23cm

33

王に授乳する女神の立像

Statuette of a Standing Goddess Nursing the
King

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ17.7cm 幅4.2cm
奥行き6cm

34

聖水を注ぐハヤブサ頭のホルス神の小像

Figurine of the Falcon-Headed God Horus
Pouring a Libation

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ10.1cm 幅2.4cm
奥行き5cm

35

聖水を注ぐトキ頭のトト神の小像

Figurine of the Ibis-Headed God Thoth
Pouring a Libation

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ12.3cm 幅2.9cm
奥行き5.1cm

36

トキの姿をしたトト神、
2匹のヒヒとマアト女神を伴う祠堂

Shrine with the God Thoth as an Ibis, two
Baboons and the Goddess Maat

末期王朝時代、前664～前332年頃

テル・アル゠アマルナ、 大住
居O 49.01, ホール

青銅、 一部鍍
金、 中空鋳造

高さ10.6cm 幅5.8cm
奥行き13.5cm

37 トゥトアンクアメン
（ツタンカーメン）王と

Part of a Door Frame Depicting Tutankhamun
and His Wife Offering to Gods

新王国時代・第18王朝、トゥトアンクア
メン王治世、前1333～前1323年頃

メンフィス／サッカラ

石灰岩

高さ65cm 幅103cm
厚さ12cm

38

アメン・ラー神に供物を捧げる
トトメス3世を描いたアメンエムハトのステラ

Stela of Amenemhet Depicting King Thutmose
III Offering to the God Amun-Re

新王国時代・第18王朝、トトメス3世
治世、前1479～前1425年頃

テーベ 西 岸、 アル゠アサー
シーフ

珪岩

高さ62.5cm 幅36cm
厚さ18cm

39

ラー・ホルアクティ神に供物を捧げる
トトメス3世を描いたステラ

Stela Depicting King Thutmose III Offering to
the God Ra-Horakhty

新王国時代・第18王朝、トトメス3世
治世、前1479～前1425年頃

ヘリオポリス、 おそらく太陽
神殿域

石灰岩

高さ106.5cm 幅64cm
厚さ13.5cm

40

サティス女神とアヌキス女神に捧げられた
プトレマイオス1世の供物盤

Offering Basin of Ptolemy I Dedicated to the
Goddesses Satis and Anukis

プトレマイオス時代、プトレマイオス
1世ソテル治世、前304～前282年頃

エレファンティネ

黒色花崗岩

高さ16cm 直径79.5cm

41

メンフィスのプタハ大司祭の系譜のある
レリーフ破片

Relief Fragment with the Genealogy of the
High Priests of Memphis

第3中間期・第22王朝、 前946～前
736年頃

メンフィス／サッカラ

石灰岩

高さ45cm 幅90cm
厚さ5.5cm

42

メンフィスのプタハ大司祭の墓出土の
レリーフ

Relief from the Tomb of a High Priest of
Ptah in Memphis

新王国時代・第19王朝、ラメセス2
世治世、 前1279～前1213年頃

メンフィス／サッカラ

石灰岩

高さ58cm 幅94cm
厚さ12cm

43

王の書記ホリのステラ

Stela of the Royal Scribe Hori

新王国時代・第20王朝、ラメセス8
世治世、 前1126～前1125 年頃

アビュドス

石灰岩、 彩色

高さ100cm 幅65cm
厚さ15cm

44

神官の頭部

Head of a Priest

末期王朝時代・第30王朝、 前380
～前342年頃

出土地不詳

花崗岩

高さ22cm 幅13.5cm
奥行き18.3cm

45

神官で天文観測官タイタイの立像

Standing-Striding Figure of Taitai, Priest and
Astronomer

新王国時代・第18王朝、 アイ王治
世、 前1323～前1319 年頃

出土地不詳

硬砂岩・石灰岩

高さ27.5cm 幅8cm
奥行き12.5cm

46

ナクトミンと母メレトセゲルの像

Double Statue of Nakhtmin and His Mother
Meretsger

新王国時代・第19王朝、 前1292～
ヘリオポリス（？）
前1186 年頃

黒色花崗岩

高さ32cm 幅20cm
奥行き11.5cm

Counterweight of a Menit (Cult Instrument of
the Goddess Hathor)

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

テル・アル゠アマルナ、 住居
O 47.11

青銅、 金に象嵌

高さ11.1cm 幅3.8cm
厚さ0.4cm

神々に供物を捧げる

妃を描いたアーキトラヴ

47

メニトのおもり
（ハトホル女神の宗教儀式の道具）

48

ライオンの上に立つベス神の装飾のある柄の
ハトホル女神のシストルム

Hathor Sistrum, Handle Shaped as the God
Bes Standing on a Lion

プトレマイオス～ローマ支配時代、 前
332～後313年頃 ギリシャ、スパルタ

ギリシャ、スパルタ

青銅、 全鋳造

高さ24cm 幅3.9cm
奥行き3.4cm

49

デモティックが記された香炉

Incense Burner with Demotic Inscription

プトレマイオス時代、前323～前30年頃

出土地不詳

青銅

高さ10.6cm 幅7cm
奥行き45.7cm

50

2本のオベリスクが立つ様式化された
神殿の模型

Model of a Stylized Egyptian Temple with
Two Obelisks

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅、 全鋳造

高さ14.5cm 幅
8.5cm 奥行き9.1cm

51

神格化されたイアスメス・ネフェルトイリと
思われる王妃の立像

Standing Figure of a Queen, Perhaps the
Deified Ahmes-Nefertari

新王国時代・第19王朝、ラメセス2
世治世、 前1279～前1213年頃

出土地不詳

硬砂岩

高さ55.5cm 幅12cm
奥行き15cm

52

ヒヒを肩に乗せ、 ひざまずく男性の像

Statue of a Kneeling Man with a Baboon
Perching on His Shoulders

新王国時代・第19王朝、 前1292～
出土地不詳
前1186年頃

石灰岩

高さ61.5cm 幅25cm
奥行き39cm

53

カルナク神殿のアメン神官ホルの方形彫像

Cuboid Statue of Hor, Priest of the God
Amun in Karnak Temple

第3中間期・第22王朝、 オソルコン
2世治世、 前875～前837年頃また
はオソルコン3世治世、 前790～前
762年頃

テーベ東岸、 カルナク神殿
複合体

硬砂岩

高さ31cm 幅16.5cm
奥行き21cm

54

アメン神を表す牡羊の頭を抱えた
男性の座像

Kneeling Statue of a Man Holding a Rams’
Head Representing the God Amun

第3中間期・第22王朝、 オソルコン
2世治世、 前875～前837年頃

テーベ西岸、ラメセウム

石灰岩、 彩色

高さ48cm 幅22cm
奥行き31cm

55

ハトホル女神あるいはイシス女神に
供物を捧げる女性を描いた奉納ステラ

Votive Stela Depicting a Woman Offering to
the Goddess Hathor or Isis

末期王朝時代、前664～前332年頃

テーベ

硬砂岩

高さ10cm 幅7.5cm

A Magical Stela (Cippus of Horus on the
Crocodiles)

末期王朝時代・第30王朝～プトレマイ
出土地不詳
オス時代初期、前380～前200年頃

凍石、 暗緑色

高さ19.5cm 幅10.9cm
奥行き6.7cm

ファイアンス、
淡緑色

高さ8cm 幅3.8cm
奥行き2.4cm

56

呪術的なステラ
（ワニに乗った子供のホルス）

57

パタイコスの護符

Amulet in the Shape of a Pataeke

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

58

ベス神の小像

Figurine of the God Bes

新王国時代・第18王朝、 前1550～
テル・アル゠アマルナ（？）
前1292年頃

ファイアンス、
暗青色

高さ8.6cm 幅4.5cm
奥行き4cm

59

ベス神の象嵌

Inlay in the Shape of the God Bes

末期王朝時代、前664～前332年頃

アシュル（イラク）

ガラスペースト

高さ16.8cm 幅8.2cm
奥行き2.2cm

60

壺とライオンの背後の祈る人物が表現された
供物卓

Offering Table with a Kneeling Worshiper
behind a Vessel and Lions

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ5.9cm 幅3.1cm
奥行き5.3cm

61

マアト女神の像を抱えた神官が
ひざまずいている小像

Figurine of a Kneeling Priest Holding a
Statuette of the Goddess Maat

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ7.2cm 幅2.2cm
奥行き3.3cm

62

パピルスの巻物を持つ神格化された
イムヘテプの座像

Seated Figure of the Deified Imhotep with a
Papyrus Roll

第3中間期・第25王朝（クシュ王朝）、
出土地不詳
前746～前655年頃

青銅

高さ 13cm 幅4.5cm
奥行き9.5cm

63

プタハメス墓のピラミディオン

Pyramidion from the Tomb of Ptahmose

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

サッカラ、ウニス墓地、プタ
黒色花崗岩
ハメス墓

高さ39.5cm 幅43cm
奥行き41cm

64

太陽讃歌が記された
ネフェルヘテプのレリーフ

Relief of Neferhotep with a Hymn to the Sun

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテ
プ3世治世、前1388～前1351年頃

テーベ西岸、 おそらくネフェ
石灰岩、 彩色
ルヘテプ墓

高さ28.5cm 幅
27.5cm 厚さ6cm

65

太陽の船に乗るスカラベを描いた
パネヘシのペクトラル（胸飾り）

Pectoral of Penehesi with a Scarab in the
Solar Barque

新王国時代・第20王朝、 前1186～
出土地不詳
前1070年頃

青色ファイアン
高さ10.6cm 幅
ス、 赤色ガラス、
10.2cm 厚さ2.6cm
釉薬付凍石

66

創造の卵を持つスカラベとして表現された
原初の神プタハ

Primordial God Ptah as a Scarab Bearing
the Egg of Creation

第3中間期・第25王朝（クシュ王朝）、
出土地不詳
前746～前655年頃

石灰岩

出土地不詳

高さ43cm 幅25.5cm
奥行き17cm

no.

名称（和）

ネフェルトイティ
（ネフェルティティ）王妃
67
あるいは王女メリトアテンの頭部

名称（英）

時代

材質

法量

Head of Queen Nefertiti or Her Daughter
Meritaten

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
テル・アル゠アマルナ、 住居
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治
P 47.02、 19室
世、前1351～前1334年頃

出土地

珪化砂岩（珪
岩）、 彩色

高さ29cm 幅14.9cm
奥行き16.5cm

68

アクエンアテン王の頭部を描いた
レリーフ断片

Relief Fragment Depicting the Head of
Pharaoh Akhenaten

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治 テル・アル゠アマルナ
世、前1351～前1334年頃

白色石灰岩

高さ15.5cm 幅
11.5cm 厚さ3.2cm

69

アテン神の2つのカルトゥーシュを持ち上げる
アクエンアテンを描いた奉納タブレット

Votive Tablet Depicting Akhenaten Raising
two Cartouches of the God Aten

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治 出土地不詳
世、前1351～前1334年頃

方解石、 彩色

高さ9cm 幅4.2cm 厚
さ1.3cm

73

アクエンアテン王の立像胴部

Torso of a Standing-Striding Figure of Akhenaten

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治 出土地不詳
世、前1351～前1334年頃

石灰岩

高さ36cm 幅14.2cm
奥行き13cm

74

供物卓の前のアクエンアテンと
ネフェルトイティを描いたステラ

Stela Depicting Akhenaten and Nefertiti in
Front of an Offering Table

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
テル・アル゠アマルナ、 住居
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治
N 51.06、 中庭
世、前1351～前1334年頃

石灰岩、 彩色

高さ11.9cm 幅8.6cm
厚さ2.2cm

75

アクエンアテン王とネフェルトイティ（ネフェ
ルティティ）王妃の娘である王女の頭部

Head of a Princess, Daughter of Akhenaten
and Nefertiti

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
テル・アル゠アマルナ、 住居
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治
O 49.13
世、前1351～前1334年頃

砂岩

高さ14.7cm 幅
11.7cm 奥行き14cm

76

王女の立像

Standing Figure of a Princess

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治 出土地不詳
世、前1351～前1334年頃

硬石膏

高さ7.5cm 幅2.5cm
奥行き2.4cm

77

棺台の上のトトメス王子の小像

Statuette of Crown Prince Thutmose on a
Funerary Bier

新王国時代・第18王朝、 アメンヘテプ
3世治世、前1388～前1351年頃

凍石

高さ5cm 幅9.8cm 奥
行き4.4cm

78

小鳥を摑んだ手を表現した彫像断片

Statue Fragment Showing a Hand Holding a
Bird

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治 テル・アル゠アマルナ
世、前1351～前1334年頃

珪岩

高さ4.5cm 幅7.1cm
奥行き3.5cm

79

ハヤブサの頭部をもつ儀仗の破片

Fragment of a Staff Crowned with a Falcon
Head

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
テル・アル゠アマルナ、 大中
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治
庭P 47.02–03
世、前1351～前1334年頃

方解石

高さ9.4cm 幅4.1cm
奥行き4.9cm

80-1 植物文様が施された青色彩文土器

Blue Painted Vessel with Floral Motifs

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
テル・アル゠アマルナ、 大住
アメンヘテプ4世／アクエンアテン王治
居O 49.01
世、前1351～前1334年頃

土器、 彩色

高さ50cm 直径31cm

80-2 植物文様が施された青色彩文土器

Blue Painted Vessel with Floral Motifs

新王国時代・第18王朝・アマルナ時代、
アメンヘテプ４世／アクエンアテン王治 出土地不詳
世、前1351～前1334年頃

土器、 彩色

高さ58cm 直径31cm

Amduat (Guide to the Afterlife) of DjedKhonsu-iu-s-ankh

第3中間期・第21王朝、 前1070～
出土地不詳
前946年頃

パピルス巻物、
彩色

縦23.5cm
長さ124cm
縦36.3cm
長さ413.4cm（82・
83・84、巻物の全長）

81

ジェドコンスイウエスアンクの
『アムドゥアト書』

メンフィス／サッカラ（？）

82

タレメチュエンバステトの『死者の書』

Book of the Dead of a Woman Named Taremetsh-en-Bastet

プトレマイオス時代初期、 前332～
出土地不詳
前246年頃

パピルス巻物、
彩色

83

タレメチュエンバステトの『死者の書』

Book of the Dead of a Woman Named Taremetsh-en-Bastet

プトレマイオス時代初期、 前332～
出土地不詳
前246年頃

パピルス巻物、
彩色

84

タレメチュエンバステトの『死者の書』

Book of the Dead of a Woman Named Taremetsh-en-Bastet

プトレマイオス時代初期、 前332～
出土地不詳
前246年頃

パピルス巻物、
彩色

85

王の書記サアセトの人型棺蓋

Anthropoid Coffin Lid of the Royal Scribe SaIset

新王国時代・第19王朝、ラメセス2
世治世、 前1279～前1213年頃

赤色花崗岩、
彩色

高さ55cm 幅80cm
長さ225cm

86

樹木の女神を描いたカーメスのステラ

Stela of Kamose Depicting the Tree Goddess

新王国時代・第19王朝、 前1292～
アビュドス
前1186年頃

石灰岩

高さ129cm 幅68cm
厚さ13cm

87

ネスコンスパケレドという名の
女性のカルトナージュ棺

Cartonnage of a Woman Named NesKhonsu-pa-khered

第3中間期・第23王朝、 前756～前
712年頃

テーベ西岸

カルトナージュ、 高さ32cm 幅43cm
彩色
長さ165cm

88-1

タイレトカプという名の女性の人型棺・
外棺（蓋）

Anthropoid Outer Coffin of a Woman Named
Ta-iret-kap (Lid)

第3中 間 期 末 期～末 期 王 朝 時 代 初
期・ 第25～26王 朝、 前746～ 前
525年頃

テーベ西岸

下塗りされた木、 高さ68cm 幅78cm
彩色
長さ213cm

88-2

タイレトカプという名の女性の人型棺・
外棺（本体）

Anthropoid Outer Coffin of a Woman Named
Ta-iret-kap ((Lower part)

第3中 間 期 末 期～末 期 王 朝 時 代 初
期・ 第25～26王 朝、 前746～ 前
525年頃

テーベ西岸

下塗りされた木、 高さ52cm 幅78cm
彩色
長さ208cm

89-1

タイレトカプという名の女性の人型棺・
内棺（蓋）

Anthropoid Outer Coffin of a Woman Named
Ta-iret-kap (Lid)

第3中 間 期 末 期～末 期 王 朝 時 代 初
期・ 第25～26王 朝、 前746～ 前
525年頃

テーベ西岸

下塗りされた木、 高さ28cm 幅53cm
彩色
長さ178.5cm

89-2

タイレトカプという名の女性の人型棺・
内棺（本体）

Anthropoid Outer Coffin of a Woman Named
Ta-iret-kap ((Lower part)

第3中 間 期 末 期～末 期 王 朝 時 代 初
期・ 第25～26王 朝、 前746～ 前
525年頃

テーベ西岸

下塗りされた木、 高さ20cm 幅53cm
彩色
長さ178.5cm

90-1

タシェリトエンアメンという名の
女性のミイラのカルトナージュ
（胴部）

Abdomen Part of the Mummy Cartonnage of
Ta-scherit-(en)-Amun

プトレマイオス時代、前323～前30年頃

出土地不詳

裏打ちされた布、 高さ9cm 幅42.5cm
長さ84cm
彩色、 鍍金

90-2

タシェリトエンアメンという名の
女性のミイラのカルトナージュ
（足部）

Footcase Cartonnage of the Mummy of Tascherit-(en)-Amun

プトレマイオス時代、前323～前30年頃

出土地不詳

裏打ちされた布、 高さ21.5cm 幅14.5cm
長さ16cm
彩色、 鍍金

Mummy Mask of Ta-scherit-(en)-Amun

プトレマイオス時代、前323～前30年頃

出土地不詳

裏打ちされた布、 高さ23cm 幅21cm
彩色、 鍍金
長さ23.5cm

90-3 タシェリトエンアメンのミイラ・マスク

アシュート、サアセト墓

91

デモティックの銘文のあるパレメチュシグの
ミイラ・マスク

Mummy Mask of Pa-remet-syg with Demotic
Inscriptions

ローマ支配時代、後50～後100年頃

メイル

亜麻布、プラ
高さ42cm 幅31cm
スター、 ガラス、
長さ56cm
部分的に鍍金

92-1

人頭の蓋のタバケトエンタアシュケトの
カノポス容器

Canopic Jar of Ta-baket-en-ta-ashket with
Lid Shaped as a Human Head

第3中間期・第22王朝、タケロト2世
治世、 前841～前816年頃

シェイク・アブド・アル゠クルナ地
区、タバケトエンタアシュケト墓

石灰岩、 彩色、
記銘

高さ35.5cm 幅13.5cm
奥行き13.5cm

92-2

ヒヒ頭の蓋のタバケトエンタアシュケトの
カノポス容器

Canopic Jar of Ta-baket-en-ta-ashket with
Lid Shaped as a Baboon Head

第3中間期・第22王朝、タケロト2世
治世、 前841～前816年頃

シェイク・アブド・アル゠クルナ地
区、タバケトエンタアシュケト墓

石灰岩、 彩色、
記銘

高さ35cm 幅13.5cm
奥行き13.5cm

92-3

山犬頭の蓋のタバケトエンタアシュケトの
カノポス容器

Canopic Jar of Ta-baket-en-ta-ashket with
Lid Shaped as a Jackal Head

第3中間期・第22王朝、タケロト2世
治世、 前841～前816年頃

シェイク・アブド・アル゠クルナ地
区、タバケトエンタアシュケト墓

石灰岩、 彩色、
記銘

高さ38.5cm 幅13cm
奥行き15.5cm

92-4

ハヤブサ頭の蓋のタバケトエンタアシュケトの
カノポス容器

Canopic Jar of Ta-baket-en-ta-ashket with
Lid Shaped as a Falcon Head

第3中間期・第22王朝、タケロト2世
治世、 前841～前816年頃

シェイク・アブド・アル゠クルナ地
区、タバケトエンタアシュケト墓

石灰岩、 彩色、
記銘

高さ35cm 幅13.5cm
奥行き13.5cm

93

ロータス花弁形ペンダントのネックレス

Necklace with Lotus-Flower-Shaped
Pendants

新王国時代、前1550～前1070年頃

テーベ（？）

青色ファイアンス

長さ56cm

94

円盤形ビーズとガラス製丸形ビーズ、
さまざまな護符のついたネックレス

Necklace with Disc Beads, a Round Glass
Pearl, and Various Amulets

第3中間期、 前1070～前664年頃

マトマール、 墓 708

ファイアンス、
ガラス、 骨、 石

長さ43cm

95

ハトホル女神の象徴のある柄鏡

Mirror with a Handle in the Shape of a
Hathor Emblem

新王国時代・第18王朝、 前1550～
テーベ
前1292年頃

青銅、 一部鍍
金、ガラス象嵌

高さ25.3cm 幅13.5cm
厚さ2.6cm

96

背中にミイラを載せて運ぶワニの小像

Statuette of a Crocodile Carrying a Mummy
on His Back

末期王朝時代、前664～前332年頃

デルタ、ティマーイ・アル゠イ
花崗岩
ムディード

97

山犬頭のアヌビス神小像

Figurine of the Jackal-Headed God Anubis

第3中 間 期 ～ 末 期 王 朝 時 代、 前
1070～前525年頃

テーベ

青銅、 全鋳造、
鉄、 金に象嵌

高さ12.7cm 幅4.9cm
奥行き4.8cm

98

祠堂形のペクトラル

Pectoral in the Shape of a Shrine

新王国時代、前1550～前1070年頃

メンフィス／サッカラ

蛇紋石

高さ6.7cm 幅7.5cm
厚さ0.9cm

高さ9cm 幅10.5cm
奥行き27cm

名称（英）

時代

出土地

材質

法量

99-1 有翼スカラベ形のミイラの護符

no.

名称（和）

Mummy Amulet in the Shape of a Winged
Scarab

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

暗青色ファイアンス

長さ5.3cm 幅4cm
厚さ1.9cm

99-2 有翼スカラベ形のミイラの護符
（左翼）

Mummy Amulet in the Shape of a Winged
Scarab: left wing

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ2.8cm 幅9.1cm
厚さ0.6cm

99-3 有翼スカラベ形のミイラの護符
（右翼）

Mummy Amulet in the Shape of a Winged
Scarab: right wing

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ2.7cm 幅9.3cm
厚さ0.6cm

100-1

日輪を戴くハヤブサ頭の襟飾りの
左側端部分

Left End Piece of a Wide Collar, Shaped as a
Falcon Head with Sun Disc

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ4.9cm 幅5.1cm
厚さ0.9cm

100-2

日輪を戴くハヤブサ頭の襟飾りの
右側端部分

Right End Piece of a Wide Collar, Shaped as
a Falcon Head with Sun Disc

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ5cm 幅5.1cm
厚さ0.9cm

101 イシス女神の護符

Amulet in the Shape of the Goddess Isis

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ6.3cm 幅0.9cm
厚さ1.3cm

102 ネフティス女神の護符

Amulet in the Shape of the Goddess
Nephthys

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ6.3cm 幅1cm
厚さ1.2cm

103

ホルス神の4人の息子、
ケベフセヌウエフ神の護符

Amulet in the Shape of Qebehsenuef, Son of
Horus

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ5.9cm 幅1cm
厚さ1.3cm

104

ホルス神の4人の息子、
ハピ神の護符

Amulet in the Shape of Hapy, Son of Horus

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ5.8cm 幅0.9cm
厚さ1.1cm

105

ホルス神の4人の息子、
イムセティ神の護符

Amulet in the Shape of Imseti, Son of Horus

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓 14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ5.9cm 幅0.9cm
厚さ1.1cm

106

ホルス神の4人の息子、
ドゥアムウトエフ神の護符

Amulet in the Shape of Duamutef, Son of
Horus

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓 14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ5.8cm 幅1cm
厚さ1.3cm

107 プタハ神の護符

Amulet in the Shape of the God Ptah

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

淡緑色ファイアンス

長さ6cm 幅1cm
厚さ1.1cm

108 ミイラのビーズ・ネット

Pearl Net from a Mummy

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

アブシール・アル゠マラク
墓14、 3室

暗青色、淡緑色
ファイアンス

長さ10.5cm 幅11cm
厚さ0.5cm

109-1 ウジャト眼の護符
（右）

Amulet Shaped as an Udjat-Eye (Eye of
Horus)

新王国時代・第18王朝・アマルナ時
代、アメンヘテプ4世／アクエンアテ
ン王治世、 前1351～前1334年頃

テル・アル゠アマルナ、
住居N 51.03、 納屋

青色ファイアンス

長さ4.4cm 幅6.3cm
厚さ1cm

109-2 ウジャト眼の護符
（左）

Amulet Shaped as an Udjat-Eye (Eye of
Horus)

新王国時代・第18王朝・アマルナ時
代、アメンヘテプ4世／アクエンアテ
ン王治世、 前1351～前1334年頃

テル・アル゠アマルナ、
住居N 51.03、 納屋

青色ファイアンス

長さ4.2cm 幅5.6cm
厚さ0.8cm

110 人間の頭のついたハート・スカラベ

Heart Scarab with Human Head

新王国時代、前1550～前1070年頃

出土地不詳

蛇紋石

高さ5cm 幅7.4cm
奥行き10.6cm

111 心臓形の護符

Heart Shaped Amulet

末期王朝時代～プトレマイオス時代
初期、 前664～前250年頃

ア ブ シ ー ル・ア ル゠マ ラク、
通称「ヘリシェフ神官の集団 碧玉、 緑色
墓地」、 17b室

112 パケドゥのシャブティ像

Shabti of Pa-qedu

新王国時代・第19王朝、 前1292～
サッカラ、ネクロポリス
前1186年頃

113 プタハメスのシャブティ像

Shabti of Ptahmose

新王国時代・第19王朝、 前1292～ サッカラ、ウニス墓地、プタ
石、 黒色
前1186年頃
ハメス墓

高さ22.6cm 幅
7.2cm 奥行き6.3cm

114 ウアフのシャブティ像

Shabti of the Official Wah

新王国時代・第19王朝、 前1292～
テーベ西岸
前1186年頃

石灰岩、 彩色

高さ33cm 幅10.2cm
奥行き8cm

115 普段着をまとったシャブティ像

Shabti in the Dress of the Living

新王国時代、前1550～前1070年頃

メンフィス／サッカラ

蛇紋石、灰緑色

高さ20cm 幅7.5cm
奥行き5cm

Shabti Box Shaped Like a Coffin with Rounded
Top

第3中 間 期 末 期～末 期 王 朝 時 代 初
期・ 第25～26王 朝、 前746～ 前
525年頃

出土地不詳

下塗りされた木、 高さ21cm 幅27cm
彩色
奥行き15cm

117 死者を描いたミイラの覆い布

Mummy Shroud with the Mummiform Figure
of the Deceased

ローマ支配時代、 後1～2世紀頃

アクミーム（？）

亜麻布、 彩色

縦104cm 幅98cm

118 クウイトエンプタハの偽扉

False Door of Khuit-en-Ptah

古王国時代・第5～6王朝、 前2479
～前2191年頃

メンフィス／サッカラ（？）

石灰岩

高さ113cm 幅79cm
厚さ10.5cm

Offering Plate of Maa-kheru-Ptah, Priest of
the Gods Re and Hathor

古王国時代・第5～6王朝、 前2479
～前2191年頃

サッカラ、 S 916、 マアケ
ルウプタハ墓

方解石、 彩色

奥行き54cm
幅102.5cm 高さ13cm

Stela of the Royal Scribe Upuatmose

新王国時代・第18王朝、 前1550～
メンフィス／サッカラ
前1292年頃

石灰岩

高さ161cm 幅86cm
厚さ12.5cm

Stela of Kama Depicting the Deceased and
His Family Worshiping the Gods

新 王 国 時 代・第19～20王 朝、 前
1292～前1070年頃

メンフィス／サッカラ

石灰岩

高さ119cm 幅68cm
厚さ13cm

122 しゃがんで果物を食べるサルの護符

Amulet Shaped as a Crouching Monkey
Eating Fruit

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

緑色ファイアンス

高さ7.3cm 幅2.7cm
奥行き3.2cm

123 4匹の子猫と横たわる猫の小像

Statuette of a Lying Cat with Four Kittens

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ3.9cm 幅
12.3cm 奥行き6cm

124 かがんだ野ウサギの小像

Statuette of a Crouching Hare

中王国時代・第12王朝、 前1976～
カフン
前1794年頃

青色ファイアンス

高さ3.7cm 幅3cm
奥行き7.9cm

116

119

上部がまるくなった棺形の
シャブティ・ボックス

ラー神とハトホル女神の神官であった
マアケルウプタハの供物台

120 王の書記ウプウアウトメスのステラ
121

神々を礼拝する死者とその家族を描いた
カマのステラ

凍石

高さ3.1cm 幅2.4cm
厚さ1.4cm
高さ22.2cm 幅8cm
奥行き5.8cm

125

背中に有翼スカラベとハゲワシが彫刻された
トガリネズミの小像

Statuette of a Shrew with Engraved Winged
Scarab and Vulture on Its Back

末期王朝時代、前664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ5.7cm 幅2.7cm
奥行き12.7cm

126

さまざまな砂漠の動物たちを描いた
ペヘヌウカー墓のレリーフ

Relief from the Tomb of Pehenuka Depicting
Various Desert Animals

古王国時代・第5王朝、 ウセルカフ
王治世、 前2479～前2471年頃

サッカラ、 ペヘヌウカー墓

石灰岩、 彩色

高さ29.5cm
幅45.5cm 厚さ8.5cm

127 沼地で銛突き漁をする死者を描いたレリーフ

Relief Depicting the Deceased Spear-Fishing
in the Marshes

古王国時代・第5～6王朝、 前2479
～前2191年頃

サッカラ、ネクロポリス

石灰岩、 彩色

高さ105.5cm
幅138cm 厚さ9cm

128

パピルスの茂みを船で航行する
死者ヘテペトのレリーフ

Relief Depicting the Deceased Hetepet
Shipping through Papyrus Thicket

古 王 国 時 代・第6王 朝、 前2322～
アル゠ギーザ、 ヘテペト墓
前2191年頃

石灰岩、 彩色

高さ38cm 幅74cm
厚さ8cm

129

ウナギとヘビの混合した姿をした動物で
装飾された青銅製の動物の棺

Bronze Animal Coffin Decorated with
Syncretic Figures of Eels and Snakes

末期王朝時代、前 664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ2.3cm 幅2.7cm
奥行き25.5cm

130 カエルの形のスカラボイド

Scaraboid in the Shape of a Frog

新王国時代・第18王朝・アマルナ時
代、アメンヘテプ4世／アクエンアテ
ン王治世、 前1351～前1334年頃

テル・アル゠アマルナ、 住居
P 49.03

黄色ファイアンス

高さ0.9cm 幅1.1cm
奥行き1.2cm

131 カエルの形の護符

Amulet in the Shape of a Frog

新 王 国 時 代・第18王 朝 末 期、 前
1388～前1292年頃

出土地不詳

ファイアンス

高さ1.4cm 幅1cm
奥行き0.8cm

132 カエルの形の護符

Amulet in the Shape of a Frog

新王国時代、前1550～前1070年頃

出土地不詳

凍石

高さ1.1cm 幅1.3cm
奥行き1.6cm

133 2匹のカエルの形の護符

Amulet Shaped as Double Frog

新王国時代、前1550～前1070年頃

出土地不詳

凍石

高さ1.2cm 幅1.8cm
奥行き2.1cm

134 アテフ冠を被ったオシリス神の小像

Statuette of the God Osiris with Antef Crown

末期王朝時代、前 664～前332年頃

出土地不詳

青銅

高さ39cm 幅10.5cm
奥行き8cm

