
資料名 時代・年代、出土遺跡・地域、作者等 所蔵・提供先等 展示期間

第５章　古墳をみる「いま」の眼
天皇陵の埴輪
Haniwa clay figures from the mausoleum of emperor Richu 
(Kamiishizu-Misanzai burial mound)

５世紀 履中天皇陵古墳（上石津ミサンザイ古墳）
Osaka pref. 5c.A.D. 宮内庁書陵部蔵

日本書紀　第十六冊
Nihon-shoki （Chronicles of Japan） 江戸時代 本館蔵 前期

日本書紀　第十八冊
Nihon-shoki （Chronicles of Japan） 江戸時代 本館蔵 後期

延喜式　第二十一冊　治部省
Engi-shiki （Ａn ancient book for codes and procedures on 
national rites and prayers）

江戸時代　17世紀 本館蔵 前期

令集解　第四　職員令三
Ryo-no-shuge （An annotated edition of Yoro legal codes） 江戸時代　17世紀 本館蔵 後期

◎阿不幾乃山陵記
Afuki-no-sanryoki （A document on robbing of an imperial 
mausoleum）

鎌倉時代　13世紀 本館蔵 前期

聆濤閣集古帖　葬具
Reitokaku-Shukocho （An illustrated catalogue of antiques） 江戸時代～明治時代　18-19世紀 本館蔵 後期

盾形埴輪
Shield-shaped haniwa clay figure

４世紀　奈良県日葉酢媛命陵（佐紀陵山）古墳
Mausoleum of Princess Hibasu (Saki-Misasagiyama 
burial mound), Nara pref. 4c.A.D.

宮内庁書陵部蔵

福島県羽山１号横穴　壁画　現状模写
Duplication of paintings in Hayama No.1 cave grave, 
Fukushima prefecture

日下 八光   画 本館蔵

熊本県釜尾古墳　横穴式石室玄室奥壁石屋形　復元模写
Reproduction of paintings in the chamber of Kamao burial 
mound, Kumamoto prefecture

日下 八光   画 本館蔵

福岡県日岡古墳　横穴式石室玄室奥壁　復元模写
Reproduction of paintings in the chamber of Hinooka burial 
mound, Fukuoka prefecture

日下 八光   画 本館蔵

福岡県珍敷塚古墳　横穴式石室玄室奥壁　復元模写
Reproduction of paintings in the chamber of Mezurashizuka 
burial mound, Fukuoka prefecture

日下 八光   画 本館蔵

福岡県重定古墳　横穴式石室後室右側壁下部　復元模写
Reproduction of paintings in the chamber of Shigesada 
burial mound, Fukuoka prefecture

日下 八光   画 本館蔵

大分県ガランドヤ１号墳　横穴式石室玄室奥壁　壁画模写
Duplication of paintings in the chamber of Garandoya No.1 
burial mound, Oita prefecture

日下 八光   画 本館蔵

熊本県千金甲１号墳　横穴式石室模型
Burial chamber of Segonko No.1 burial mound, Kumamoto 
prefecture (replica)

本館蔵

◎船形埴輪（レプリカ）
Vessel-shaped haniwa clay figure (replica)

５世紀　大阪府高廻り２号墳
Takamawari No.2 burial mound, Osaka pref. 5c.A.D.

本館蔵　
原品：文化庁

◎石人・石馬（レプリカ）
Stone statues offered to a burial mound (replicas)

６世紀　福岡県岩戸山古墳
Iwatoyama burial mound, Fukuoka pref. 6c.A.D.

本館蔵　
原品：八女市教育委員会蔵

福岡県五郎山古墳　後室奥壁下部　復元模写
Reproduction of paintings in the chamber of Goroyama 
burial mound, Fukuoka prefecture

日下 八光   画 本館蔵

映像　福岡県筑紫野市五郎山古墳　横穴式石室の装飾
3D moving image of paintings in the chamber of Goroyama 
burial mound, Fukuoka prefecture

計画機関：九州国立博物館
協力機関：筑紫野市教育委員会
作業機関：株式会社とっぺん

熊本県鍋田27号横穴　外壁浮彫り（レプリカ）
Reliefs on the entrance of Nabeta No.27 cave grave, 
Kumamoto prefecture (replica)

本館蔵

福島県清戸迫76号横穴　壁画　現状模写
Duplication of paintings in Kiyotosaku No.76 cave grave, 
Fukushima prefecture

日下 八光   画 本館蔵

地下ホール

北朝の俑（レプリカ）
Statues offered to an imperial tomb in China (replicas)

６世紀　中華人民共和国　河北省湾漳北朝墓
Wan Zhang burial mound, China, 6c.A.D.

本館蔵
原品： 中国社会科学院・ 

考古研究所蔵

映像　百舌鳥・古市古墳群－未来へ伝える人類の遺産－
提供： 百舌鳥・古市古墳群世界

文化遺産登録推進本部会
議

資料名 時代・年代、出土遺跡・地域、作者等 所蔵・提供先等 展示期間

第１章　王権とモニュメント
第２章　王と墓：権威と象徴性
金製鼻飾り（レプリカ）
Gold nose ornament (replica)

B.C.９世紀頃　ペルー　クントゥル・ワシ遺跡
Kuntur Wasi, Peru, 9c.B.C. クントゥル・ワシ調査団蔵

鐙形象形土器
Ornamented pottery with a figure

３～５世紀　ペルー　モチェ遺跡
Moche, Peru, 3-5c.A.D. 東京大学総合研究博物館蔵

映像　マウンドヴィル　時空を超える旅
制作・協力： アメリカ　マウンド

ヴィル遺跡公園・博物
館

映像　ヨーロッパの墳墓 制作・提供：トーマス・クノ
フ

三角板革綴衝角付冑
Ram-shaped helmet assembled with triangular plates  

５世紀　大阪府七観古墳
Shichikan burial mound, Osaka pref. 5c.A.D. 本館蔵

◉辛亥銘鉄剣（レプリカ）
Iron sword with inscription of “Shingai” year (replica)

５世紀　埼玉県稲荷山古墳
Sakitama-Inariyama burial mound, Saitama pref. 
5c.A.D.

本館蔵　
原品： 文化庁蔵

百舌鳥古墳群と上石津ミサンザイ古墳　模型（縮尺1:250）
Mozu burial mounds complex and Kamiishizu-Misanzai 
mounded tomb (“Mausoleum of Emperor Richu”)  1:250 
scale

本館蔵

金銅製帯金具（レプリカ）
Belt fittings (replica)

５世紀　大韓民国　慶尚北道林堂7B号墳
Imdang 7B burial mound, Korea, 5c.A.D.

本館蔵　
原品：嶺南大学校博物館蔵

映像　高句麗壁画古墳 提供： 大韓民国 国立中央博
物館

装身具
Accesarries issued by central governments

晋　３～４世紀
Jin dynasty, China, 3-4c.A.D. 本館蔵

第３章　古墳時代の王の姿
導水施設形埴輪（レプリカ）
Aqueduct-shaped haniwa clay figures （replica）

５世紀　大阪府狼塚古墳
Okamizuka burial mound, Osaka pref. 5c.A.D. 

本館蔵　
原品：藤井寺市教育委員会蔵

須恵器大甕
Waterjar （sue stoneware）

５世紀　大阪府大庭寺遺跡
Obadera kiln site, Osaka pref. 5c.A.D. 

財団法人大阪府文化財セン
ター蔵

家形埴輪（レプリカ）
House-shaped haniwa clay figure (replica)

６世紀　大阪府今城塚古墳
Imashirozuka burial mound, Osaka pref. 6c.A.D.

本館蔵　
原品：高槻市教育委員会蔵

人物埴輪（武装男子）
Soldier-shaped haniwa clay figure

６世紀　伝 群馬県出土
Gunma pref. 6c.A.D. 本館蔵

◉福岡県沖ノ島祭祀遺跡 出土品（レプリカ）
Offerings of ritual sites on Okinoshima island (replicas)

４～６世紀
Fukuoka pref. 4-6c.A.D.

本館蔵　
原品：宗像大社神宝館蔵

農工具（復元品）
Farm implements (reproduction) 古墳時代 本館蔵

焼け歪んだ須恵器
Failed works of sue stoneware

５世紀　大阪府陶邑古窯址群
Suemura kiln site, Osaka pref. 5c.A.D. 大阪府教育委員会蔵

有機質製馬具（レプリカ）
Horse gears of organic materials (replica)

５世紀　大阪府蔀屋北遺跡
Shitomiyakita site, Osaka pref. 5c.A.D.

本館蔵　
原品：大阪府教育委員会蔵

鍛冶具（レプリカ）
Blacksmith equipments (replica)

５世紀　奈良県五條猫塚古墳
Gojo-Nekozuka burial mound, Nara pref. 5c.A.D.

本館蔵　
原品：奈良国立博物館蔵

鏡
Bronze mirrors

４世紀　奈良県マエ塚古墳
Maezuka burial mound, Nara pref. 4c.A.D 本館蔵

鏡（復元品）
Bronze mirrors (replica)

４世紀　奈良県佐紀陵山（日葉酢媛命陵）古墳
Saki-Misasagiyama burial mound (Mausoleum of 
Princess Hibasu). 4c.A.D

本館蔵
原復元品：宮内庁書陵部蔵

◎武装具
A suit of armor and weapons

５世紀　熊本県マロ塚古墳
Marozuka burial mound, Kumamoto pref. 5c.A.D. 本館蔵

第４章　古墳へのまなざし
王の姿　
The king 安彦 良和   画 個人蔵

英雄像　
Heroes in the Kofun period 安彦 良和   画 個人蔵

神武 安彦 良和   画 個人蔵

ナムジ 安彦 良和   画 個人蔵

ヤマトタケル 安彦 良和   画 個人蔵

◉：国宝、◎：重要文化財展示資料一覧

前期　3月 6日（火）〜 4月8日（日）、後期　4月10日（火）〜 5月 6日（日）
会期中に一部展示替えを行うほか、都合により展示資料を変更する場合があります。

平成３０年３月６日


