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時代・作者・制作地・出土地等

サ

イ

ズ

登 録 番 号

Gods, Heroes and Outsiders

The Divine

1

ゼウス小像

ブロンズ

後１～２世紀 ローマで制作
伝ハンガリー出土

2

1896年アテネ五輪優勝メダル

電気鋳造

1896年 ジュール＝クレモン・シャプランのデザイン
直径５㎝
パリ造幣局で制作 1901年 C・スミス氏より寄贈

3

黒像式頸部アンフォラ：アテナの誕生

陶器

前510年頃 「アンティメネスの画家」の様式
ギリシャで制作 イタリア、ヴルチ出土

4

黒像式頸部アンフォラ：ヘファイストスのオリュンポスへの帰還

陶器

前520年頃 「ヴュルツブルク199番のグループ」画 高さ38.7㎝
ギリシャで制作 イタリア、ヴルチ出土
奥行25㎝

5

陶器

前520年頃 「リュシッピデスの画家」の様式
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

6

黒像式ヒュドリア（水甕）：ディオニュソスの酒宴
Black-figured water-jar（hydria ）
擬人化した葡萄の木とディオニュソス像

7

ヘルメス小像

ブロンズ 後１世紀

8

アフロディテとエロスの小像

テラコッタ

前300～前100年 ギリシャで制作 ギリシャのタナ 高さ26㎝ 幅10.5㎝
グラ出土と伝えられるが、おそらくトルコ西部出土 奥行6.8㎝

GR 1982, 1002. 2
（Terracotta 2493）

9

鏡を持つエロス小像

テラコッタ

おそらく前３世紀 ギリシャで制作
伝ギリシャ、エレトリア出土

高さ11.3㎝
奥行7.5㎝

幅９㎝

GR 1894, 1031. 3
（Terracotta 2161）

ブロンズ

エトルリア後期（前３～前２世紀）イタリア半島
で制作 イタリア、パレストリーナ出土

高さ20.5㎝
奥行４㎝

幅14.8㎝

GR 1884, 0614. 54
（Bronze 726）

Bronze statuette of Zeus

Winner’s medal for the revived Olympic Games in Athens in 1896
Black-figured neck-amphora
Black-figured neck-amphora

Marble figure of Dionysos with a personification of the vine

Bronze figurine of Mercury

Terracotta group of Aphrodite and Eros
Terracotta figure of Eros

10 鏡のケース：ガニュメデスの誘拐
Bronze mirror case

１－２

英雄ヘラクレス

大理石

高さ23.6㎝
奥行10.8㎝

高さ44.6㎝
奥行29㎝

幅11㎝

GR 1865, 0103. 36
（Bronze 909）
CM M9252

幅28㎝

GR 1837, 0609. 27
（Vase B218）

幅25.5㎝

GR 1836, 0224. 48
（Vase B264）

高さ45㎝ 幅36.5㎝
奥行31.5㎝

GR 1837, 0609. 35
（Vase B302）

後150～200年頃（おそらく前２世紀のギリシャのオリ 高さ158㎝
ジナルに基づくコピー） イタリア、ラ・ストルタ出土 奥行39㎝

幅68㎝

GR 1805, 0703. 1
（Sculpture 1636）

高さ21.5㎝
奥行11.7㎝

幅13㎝

GR 1772, 0302. 41
（Bronze 1220）

ローマで制作

Herakles：Superman

11 ヘラクレス像頭部

Marble head from a statue of Herakles

ペンテリコン産 後117～138年
大理石 イタリア、ティヴォリ、ハドリアヌスの別荘出土

GR 1805, 0703. 75
（Sculpture 1734）

高さ74㎝

12 黒像式アンフォラ：ネメアのライオン退治

陶器

前520～前510年頃 ギリシャで制作
イタリア、ノーラ出土

高さ47.7㎝
奥行29㎝

13 黒像式アンフォラ：エリュマントスの猪の生け捕り

陶器

前520～前500年頃 「アンティメネスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ53㎝

14 黒像式アンフォラ：ゲリュオンの牡牛の生け捕り

陶器

前540年頃 ギリシャで制作
イタリア、ヴルチ出土

高さ41.3㎝
奥行28㎝

幅28㎝

GR 1836, 0224. 103
（Vase B194）

15 黒像式頸部アンフォラ：海獣トリトンと戦うヘラクレス

陶器

前520～前510年頃 ギリシャで制作
イタリア、ヴルチ出土

高さ33.7㎝
奥行24㎝

幅24㎝

GR 1836, 0224. 106
（Vase B224）

16 黒像式アンフォラ：オリュンポスへ向かうヘラクレス

陶器

前520～前500年 「レアグロス・グループ」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ64㎝

17 赤像式アンフォラ：ヘラクレスのオリュンポス入り

陶器

前480～前460年 「ルーヴルG231番の画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ54.5㎝
奥行33㎝

Black-figured amphora
Black-figured amphora
Black-figured amphora

Black-figured neck-amphora
Black-figured amphora
Red-figured amphora

１－３

別世界の者たち

幅31.5㎝
幅38㎝

幅39㎝
幅33㎝

GR 1867, 0508. 958
（Vase B159）
GR 1836, 0224. 95
（Vase B161）

GR 1843, 1103. 97
（Vase B199）
GR 1849, 0518. 3
（Vase E262）

Outsiders

18 スフィンクス像（おそらくテーブル脚部）
Marble sphinx, probably a support for a table

19 メドゥーサの首を取るペルセウスの浮彫
Terracotta relief plaque

大理石
テラコッタ

後120～140年頃 ローマで制作 イタリア、ローマ 高さ84㎝
近郊のラヌウィウム郊外、モンテ・カニョーロ出土 奥行55㎝
前490～前470年頃
メロス島出土

ギリシャで制作

幅80㎝

GR 1805, 0703. 40
（Sculpture 1719）

高さ17㎝ 幅17㎝
奥行0.8㎝

GR 1842, 0728. 1134
（Terracotta 619）
GR 1843, 1103. 21
（Vase B246）

20 黒像式頸部アンフォラ：テセウスのミノタウロス退治

陶器

前510～前500年頃 ギリシャで制作
イタリア、ヴルチ出土

高さ39.5㎝

幅25㎝

21 黒像式アンフォラ：アマゾン族の女戦士たち

陶器

前510～前500年頃 「レアグロス・グループ」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ48.2㎝
奥行31㎝

幅30㎝

陶器

前480～前460年頃 「パンの画家」画
ギリシャ、アテネで制作

高さ38㎝
奥行33㎝

幅39.3㎝

GR 1846, 0925. 6
（Vase E473）

陶器

前500年頃 「テセウスの画家」画 ギリシャ、アテネで制作 高さ15㎝
ロドス島カミロス（フィケルーラのネクロポリス）出土
奥行30㎝

幅39.5㎝

GR 1864, 1007. 1686
（Vase B446）

幅10㎝

GR 1772, 0302. 177. g
（Bronze 1355）

Black-figured neck-amphora
Black-figured amphora

22 赤像式柱形把手付きクラテル（混酒器）：カイネウスとケンタウロスたちの戦い
Red-figured mixing-bowl（column-krater ）
23 黒像式キュリクス（酒杯）：サテュロスと雌鹿
Black-figured cup（kylix ）
24 牧神パンの小像

ブロンズ 後１～３世紀

ローマで制作

25 シレノスをかたどった寝椅子の脚部

ブロンズ 後１～２世紀

ローマで制作

高さ21.5㎝
奥行８㎝

26 ヘルマフロディトス小像

ブロンズ 後１～３世紀

ローマで制作

高さ7.7㎝
奥行2.2㎝

Bronze figure of Pan

Bronze foot of a couch

Bronze figure of Hermaphroditos

南イタリア出土

高さ24㎝
奥行９㎝

幅11㎝
幅2.5㎝

GR 1837, 0609. 47
（Vase B158）

GR 1824, 0480. 5
（Bronze 1366）
GR 1824, 0447. 1
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時代・作者・制作地・出土地等

サ

イ

ズ

後１世紀（前430年頃のギリシャのオリジナル（現
存せず）に基づくコピー）

高さ150㎝
奥行55㎝

幅61㎝

高さ6.7㎝
奥行３㎝

幅2.5㎝

登 録 番 号

The Human Form

男性の身体美

The Male Body Beautiful

27 優勝選手の像

大理石

Marble statue of a victorious athlete

28 アイアス小像

ブロンズ 前720～前700年頃

29 クーロス小像

彩色アラ 前560年頃 おそらくキプロスで制作
バスター エジプト、ナウクラティス出土

30 槍を持つ青年小像

ブロンズ

Bronze figure of Ajax
Painted gypsum kouros statuette
Bronze naked male figure

31 赤像式アンフォラ：ヘラクレスとアポロンの鼎をめぐる争い
Red-figured amphora

陶器

前550～前515年頃
イタリア出土

ギリシャで制作

エトルリアで制作

前510～前500年 「ディカイオスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

前510～前500年頃 オネシモス画
陶器
32 赤像式キュリクス（酒杯）：野ウサギを追いかける青年
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、カエレ出土
Red-figured drinking cup（kylix ）
後１世紀（前440年頃のギリシャのオリジナルに
ゼウス小像
ブロンズ
33
基づくコピー） 伝ギリシャ出土
Bronze statuette of Zeus
前200年頃 マグナ・グラエキア（イタリア半島南部）
ブロンズ
34 カンタロス（酒杯）を持つディオニュソス小像
おそらくターラントで制作 フランス、シェシー出土
Bronze statuette of Dionysos holding a cup（kantharos ）
アポロン像
ブロンズ 後１世紀または２世紀
35
Bronze statue of Apollo

GR 1857, 0807. 1
（Sculpture 1754）
GR 1865, 1118. 230

高さ25.7㎝
奥行4.4㎝

幅8.8㎝

GR 1888, 1006. 1
（Sculpture B438）

高さ21.5㎝
奥行5.9㎝

幅9.8㎝

GR 1772, 0302. 9
（Bronze 513）

高さ63㎝
奥行41㎝

幅41㎝

GR 1843, 1103. 41
（Vase E255）

高さ98㎝ 幅30㎝
奥行23.4㎝

GR 1892, 0718. 7
（Vase E46）

高さ13.5㎝
奥行3.7㎝

幅6.5㎝

GR 1824, 0446. 16
（Bronze 910）

高さ21.3㎝
奥行5.2㎝

幅10.5㎝

GR 1851, 0813. 1
（Bronze 808）

高さ74㎝
奥行26㎝

幅39㎝

GR 1805, 0703. 10
（Bronze 987）

36 ヘスペリデスの園の黄金のリンゴを手にするヘラクレス像 ブロンズ 後１世紀 レバノン、ビュブロスの神殿出土

高さ104.5㎝

37 若者の墓碑浮彫

高さ179㎝ 幅89.5㎝ GR 1839, 1102. 1
奥行26.5㎝
（Sculpture 626）

Bronze group：Herakles holding the golden apples of the Hesperides
Pentelic marble grave relief

２－２

女性の身体美

ペンテリコン産 前４世紀（頭部は後１世紀初期に彫り直し）
大理石 ギリシャで制作 おそらくアテネ出土

Marble figurine of a woman, Late Spedos type

39 走る少女の小像

Bronze figure of a running girl

大理石

前2600～前2400年頃 ギリシャ、キュクラデス諸
島で制作 ギリシャ出土

高さ48.5㎝
奥行７㎝

ブロンズ

前６世紀 ギリシャ（おそらくラコニア地方）で
制作 伝コソボ、プリズレン出土

高さ11㎝ 幅９㎝
奥行2.2㎝

GR 1876, 0510. 1
（Bronze 208）

高さ6.5㎝
奥行3.5㎝

幅14.5㎝

GR 1884, 0614. 34
（Bronze 741）

高さ56㎝
奥行17㎝

幅30㎝

GR 1818, 0509. 1
（Sculpture 153）

前325～前250年 エトルリアで制作 イタリア、
ブロンズ
40 曲芸師をかたどった小箱（キスタ）の把手
パレストリーナ（古代のプラエネステ）出土
Bronze handle of a casket（cista ）in the form of an acrobat
少女像（コレー）
大理石 前100～前30年 ギリシャで制作 アテネ出土
41
Marble sculpture of a girl（kore ）
ブロンズ 前１～後１世紀 伝イタリア、ヴェローナ出土
42 女性の小像
Bronze figure of a woman

43 アフロディテ像

Parian marble statue of Aphrodite

44 アフロディテの胸像
45 アフロディテ像

GR 1873, 0820. 4
（Bronze 192）

パロス産 ローマ時代（前４世紀のギリシャのオリジナルに 高さ107㎝
大理石 基づくヴァリアント） イタリア、オスティア出土 奥行35㎝

幅33㎝

GR 1805, 0703. 16
（Sculpture 1577）

ローマ時代（前360年頃のギリシャのオリジナル
に基づくコピー） 伝ローマ、テヴェレ川出土

高さ81㎝
奥行45㎝

前200～前100年 ギリシャで制作
パトラス近郊出土

高さ55.5㎝
奥行15.5㎝

46 赤像式レキュトス（香油壺）：パリスの審判
Red-figured oil bottle（lekythos ）
47 着飾った女性の小像

テラコッタ

48 踊り子の小像

テラコッタ 前２世紀

Terracotta figure of a woman
Terracotta figure of a woman

GR 1863, 0213. 1
（Sculpture A17）

幅６㎝

ブロンズ

Bronze figure of Aphrodite

幅12.2㎝

高さ15.2㎝
奥行4.2㎝

大理石

Marble bust of Aphrodite

陶器

伝ギリシャ、

前365～前350年頃 「ウィーン4013番のグループ」画 マグナ・グラエキ
高さ35㎝
ア（イタリア半島南部）、アプリア地方で制作 イタリア、ルーヴォ出土
前300～前200年頃またはそれ以降
ギリシャで制作 伝ギリシャ、タナグラ出土
イタリア半島で制作

伝カプア出土

幅55㎝
幅25㎝
幅15.5㎝

GR 1924, 1115. 1
GR 1865, 0711. 1
（Bronze 282）
GR 1856, 1226. 44
（Vase F109）

高さ26㎝
奥行７㎝

幅11㎝

GR 1875, 1012. 9
（Terracotta 2047）

高さ18㎝
奥行８㎝

幅11㎝

GR 1856, 1226. 264
（Terracotta D339）

高さ63㎝
奥行36㎝

幅33㎝

GR 1873, 0820. 740
（Sculpture 504）

高さ42㎝
奥行26㎝

幅28㎝

GR 1846, 0509. 1
（Sculpture 1780）

人の顔 The Face

49 ヘラ像頭部

大理石

後30～180年

50 運動選手の頭部

大理石

ローマ時代、おそらく前１～後１世紀

51 ソフォクレス肖像頭部

大理石

ローマ時代（前220～前160年頃のギリシャのオリジナルに基づ
高さ49.5㎝
くコピー（胸像の部分は近代）） イタリア、アルバーノ出土

52 クリュシッポス肖像頭部

大理石

後１世紀（前３世紀後半のギリシャのオリジナル
に基づくコピー） イタリア、アルバーノ出土

53 少年像頭部

大理石

前350～前250年頃 おそらくキプロスで制作 西キプロス、 高さ18.2㎝
パレオパフォス（現クークリア）のアフロディテ神域出土 奥行17㎝

54 喜劇役者の像

大理石

後１～２世紀

55 悲劇用と喜劇用の仮面の浮彫

大理石

Head of marble figure of Hera
Head of an athlete

Marble head from a statue of Sophokles
Marble head of Chrysippos

Head from a marble statue of a young boy
Marble figure of a comic actor

Marble relief with tragic and comic masks

56 赤像式ヒュドリア（水甕）：ゴルゴンの頭部
Red-figured water-jar（hydria ）
57 赤像式カンタロス（酒杯）：サテュロスとマイナス
Red-figured drinking-cup（kantharos ）
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GR 1805, 0703. 38
（Bronze 827）

Aphrodite and the Female Body

38 後期スペドス型女性像

２－３

幅62㎝

オリンピアとアスリート

シチリア、アグリジェント出土

高さ36㎝
奥行25㎝

GR 1805, 0703. 87
（Sculpture 1831）
幅20㎝
幅14㎝

GR 1805, 0703. 92
（Sculpture 1836）
GR 1888, 1115. 1
（Sculpture 1679）

高さ60㎝
奥行32㎝

幅27㎝

GR 1805, 0703. 45
（Sculpture 1767）

後２世紀

高さ24㎝
奥行９㎝

幅21㎝

GR 1805, 0703. 451
（Sculpture 2448）

陶器

前490年頃 ギリシャ、アテネで制作
イタリア、タルクィニア出土

高さ41.1㎝
奥行32㎝

幅39.5㎝

GR 1867, 0508. 1048
（Vase E180）

陶器

前470～前460年頃 「ヴァチカン・クラス」作
ギリシャ、アテネで制作

高さ20.5㎝
奥行16㎝

幅15.5㎝

GR 1873, 0820. 270
（Vase E793）

ローマ、カエリウス丘出土

Olympia and Athletics

アスリート Athletes
58 円盤投げ（ディスコボロス）

大理石

後２世紀（前450～前440年頃のギリシャのオリジナル（現存せず） 高さ169㎝
に基づくコピー） イタリア、ティヴォリ、ハドリアヌスの別荘出土 奥行63㎝

幅105㎝

GR 1805, 0703. 43
（Sculpture 250）

59 黒像式パナテナイア競技祭アンフォラ：幅跳び、槍投げ、円盤投げ

陶器

前530～前520年頃 「エウフィレトスの画家」画 高さ61.8㎝
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土 奥行41㎝

幅41㎝

GR 1842, 0314. 1
（Vase B134）

60 黒像式パナテナイア競技祭アンフォラ：長距離走

陶器

前530～前520年頃 「エウフィレトスの画家」画 ギリ
シャ、アテネで制作 南イタリアまたはシチリア出土

高さ37.2㎝
奥行24㎝

幅24㎝

GR 1836, 0224. 177
（Vase B137）

61 黒像式パナテナイア競技祭アンフォラ：競馬

陶器

前500～前490年頃 「エウカリデスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 伝イタリア、ヴルチ出土

高さ65.3㎝
奥行40㎝

幅40㎝

GR 1836, 0224. 193
（Vase B133）

62 白地式アラバストロン（香油壺）：二人の若者
White-ground perfume-bottle（alabastron ）

陶器

前470年頃

高さ16㎝

Marble statue of a discus thrower（diskobolos ）
Black-figured Panathenaic prize-amphora
Black-figured Panathenaic prize-amphora
Black-figured Panathenaic prize-amphora

ギリシャ、アテネで制作

直径5.5㎝

GR 1892, 0718. 9
（Vase D15）

No.
63
64
65
66
67
68
69

作

品

名

材質

時代・作者・制作地・出土地等

前510年頃 「ウィンチェスターの画家」画
赤像式キュリクス（酒杯）：幅跳び
陶器
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
赤像式ヒュドリア（水甕）：円盤投げ、体操教師と笛吹き
陶器
前500年頃 ギリシャ、アテネで制作
Red-figured water-jar（hydria ）
赤像式キュリクス（酒杯）：重装歩兵競争走（ホプリトドロモス） 陶器
前510～前500年頃 ギリシャ、アテネで制作
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前490～前480年頃 ギリシャ、アテネで制作
赤像式キュリクス（酒杯）
：拳闘とパンクラティオン（総合格闘技） 陶器
イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前490～前480年 ドゥリス画
赤像式キュリクス（酒杯）：リボンで飾られた優勝選手
陶器
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前500年頃 マグナ・グラエキア（イタリア半島
ニケ小像
ブロンズ
南部）、おそらくターラントで制作
Bronze figurine of Nike
前１世紀初期 ギリシャ、おそらくミュリナ（現
ヘルマ柱にもたれかかる優勝選手の小像
テラコッタ
在のトルコ西部）で制作

Terracotta figure of a victorious athlete

70 オリンピアの模型

200分の１模型（後100年頃の様子） 1980年

Model of Olympia

第４章

人々の暮らし

４－１

サ

イ

高さ13.3㎝
奥行33.5㎝
高さ37㎝
奥行32㎝

ズ
幅41.8㎝

幅38.5㎝

登 録 番 号
GR 1836, 0224. 200
（Vase E5）
GR 1867, 0508.
1139（Vase E164）

高さ12.5㎝
奥行32.8㎝

幅41.5㎝

GR 1837, 0609. 74
（Vase E22）

高さ12.3㎝
奥行31.8㎝

幅39.5㎝

GR 1850, 0302. 2
（Vase E78）

高さ12㎝ 幅38.5㎝
奥行30.2㎝

GR 1843, 1103. 53
（Vase E52）

高さ15㎝
奥行４㎝

GR 1824, 0497. 21
（Bronze 491）

幅17㎝

高さ15.3㎝
奥行５㎝

幅８㎝

GR 1907, 0519. 6
（Terracotta 2291）

高さ約63㎝ 幅約400㎝
奥行約300㎝

Daily Life

誕生、結婚、死

Birth, Marriage and Death

前450年頃 ギリシャ、アテネで制作 ロドス島
陶器
71 赤像式ペリケ（水甕）：アテナと幼児エリクトニオス
カミロス（フィケルーラのネクロポリス）出土
Red-figured jar（pelike ）
前420～前400年 ギリシャ、アテネで制作
陶器
72 クス（酒瓶）：小卓のそばの二人の男児
ギリシャ出土
Jug（chous ）
前420～前400年 ギリシャ、アテネで制作
クス（酒瓶）
：はいはいをする男児
陶器
73
ギリシャ出土
Jug（chous ）
前420～前400年 ギリシャ、アテネで制作
クス（酒瓶）
：闘鶏
陶器
74
ギリシャ出土
Jug（chous ）
前420～前400年 ギリシャ、アテネで制作
クス（酒瓶）
：おもちゃの車を持つ二人の男児
陶器
75
ギリシャ出土
Jug（chous ）
前480～前470年頃 「豚の画家」画 ギリシャ、アテネで制作
赤像式ヒュドリア（水甕）
：バルビドス（竪琴の一種）のレッスン
陶器
76
ロドス島カミロス（フィケルーラのネクロポリス）出土
Red-figured water-jar（hydria ）
前４世紀 ギリシャで制作 キプロス島エンコミ、
テラコッタ
77 字を書く少女の座像
キティオンまたはサラミス出土
Terracotta figure of a seated girl writing
前１世紀 ギリシャ、ミュリナ（現在のトルコ西
読み方のレッスンをする教師と少年の像
テラコッタ
78
部）で制作

Terracotta group of reading lesson

79 テティスを捕えるペレウスの浮彫
Terracotta relief

テラコッタ

幅18㎝

GR 1873, 0111. 9
（Vase E550）

高さ８㎝ 幅6.2㎝
奥行6.5㎝

GR 1877, 0805. 5
（Vase E548）

高さ７㎝
奥行６㎝

幅５㎝

GR 1873, 0111. 10
（Vase E552）

高さ６㎝
奥行５㎝

幅4.5㎝

GR 1873, 0111. 11
（Vase E536）

高さ30㎝
奥行25㎝

幅30㎝

GR 1864, 1007. 85
（Vase E172）

高さ12.7㎝
奥行4.4㎝
高さ12㎝
奥行５㎝

幅５㎝
幅７㎝

高さ17.5㎝

直径12㎝

幅47㎝

GR 1865, 0712. 1
（Bronze 848）

高さ39.1㎝
奥行25㎝

幅25㎝

高さ63㎝
奥行40㎝

幅40㎝

85 黒像式アンフォラ：4人の兵士

陶器

前530～前510年頃

高さ39㎝

幅27㎝

86 コリントス式兜

ブロンズ

前510年頃 マグナ・グラエキア（イタリア半島南 高さ25㎝ 幅19㎝
部）
、アプリア地方で制作
奥行28.5㎝

87 胴鎧

ブロンズ

前350～前300年頃 マグナ・グラエキア（イタリ
ア半島南部）で制作 イタリア、ルーヴォ出土

高さ36㎝
奥行30㎝

幅33㎝

88 骨製象嵌の施された脛当て

前550～前500年頃 マグナ・グラエキア（イタリア半島 高さ42㎝
ブロンズ
南部） アプリア地方で制作 イタリア、ルーヴォ出土 奥行13㎝

幅9.5㎝

Bronze cuirass

Bronze greaves with bone inlay

89 黒像式頸部アンフォラ：ヘクトルの遺体を引きずり回すアキレウス

陶器

前520～前500年頃 ギリシャで制作
イタリア、ヴルチ出土

90 黒像式アンフォラ：ネオプトレモスのプリアモス王殺害

陶器

前550～前540年頃 「グループＥ」画 ギリシャ、 高さ46.5㎝
アテネで制作 伝イタリア、ヴルチ出土
奥行30.5㎝

Black-figured neck-amphora
Black-figured amphora

前440年頃 「アキレウスの画家」画
陶器
91 赤像式萼形クラテル（混酒器）：英雄ケファロスをさらう曙の女神エオス
ギリシャ、アテネで制作
Red-figured wine mixing bowl（calyx-krater ）
前530～前500年頃 ギリシャ、おそらくラコニアで制作
宴会列席者の小像（鼎の一部）
ブロンズ
92
伝ギリシャ、エピロス地方ドドナ（ゼウスの神託神域）出土
Bronze figure of a banqueter from the tripod-support of a bronze bowl
金
前400～前300年頃 エトルリアで制作
93 ギンバイカの葉と実をかたどった冠
Gold wreath with myrtle leaves and berries

94 ヘラクレスの結び目のある冠

Gold diadem with a Herakles knot

金、
前300～前280年
ガーネット 伝メロス島出土

ギリシャで制作

高さ45㎝

幅32㎝

GR 1842, 0314. 3
（Vase B205）

幅25㎝

GR 1772, 0320. 31.*
（Vase E463）

長さ29.5㎝

前470～前440年 「サブロフの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 ギリシャ出土

高さ36㎝

前400年頃 ギリシャ、アテネで制作
アテネ出土

高さ125㎝
奥行14㎝

直径11.5㎝
幅32㎝

大理石

前330～前317年頃
ギリシャ、おそらくアテネで制作

高さ80㎝
奥行10㎝

幅39㎝

101 警句の碑文入り墓碑

大理石

後２世紀

高さ43㎝
奥行４㎝

幅34㎝

Marble grave relief with inscription

GR 1876, 0617. 1-2
（Jewellery 1946）
GR 1867, 0508. 541.*
（Jewellery 1989）

直径８㎝

100 少女の墓碑

Marble gravestone

GR 1842, 0314. 2
（Vase B239）

GR 1877, 0910. 18-19
（Jewellery 1670-1）

幅３㎝

Marble gravestone

GR 1856, 1226. 615
（Bronze 249）

GR 1872, 0604. 815
（Jewellery 1607）

前330～前300年 ギリシャで制作
伝キュメ（現トルコ）出土

98 白地レキュトス（香油壺）：戦死者を埋葬するヒュプノス（眠り）とタナトス（死） 陶器
White-ground oil container（lekythos ）
大理石
99 アルキアデスとポレモニコスの墓碑

GR 1873, 0820. 223

長さ28㎝

金

ギリシャで制作

GR 1865, 0722. 1
（Bronze 2838）

GR 1841, 0301. 13
（Jewellery 2292）

96 首飾り

金、
前250～前200年
ガーネット

GR 1842, 0407. 13
（Vase B183）

GR 1954, 1018. 1

縦６㎝

Gold bracelet

GR 1843, 1103. 88
（Vase E254）

幅3.5㎝ 長さ22㎝
奥行８㎝

前330～前300年 ギリシャで制作
伝キュメ（現トルコ）の墓出土

97 腕輪

GR 1837, 0609. 65
（Vase B182）

高さ10㎝ 幅４㎝
奥行6.5㎝

金

Gold strap necklace

幅29㎝

高さ24.3㎝
奥行25㎝

95 耳飾り

Pair of gold earrings

GR 1873, 0111. 7
（Vase E773）

高さ47㎝
奥行27㎝

前510～前500年 「ディカイオスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

Bronze helmet of Corinthian type

GR 1864, 1007. 133
（Terracotta 615）

GR 1843, 1103. 49
（Vase B329）

アテネで制作 おそらくイタリア、エトルリア出土

ギリシャ、アテネで制作

GR 1907, 0519. 4
（Terracotta 2300）

幅42.5㎝

陶器

Black-figured amphora

GR 1881, 0824. 104
（Terracotta 2906）

高さ57㎝
奥行33㎝

84 赤像式アンフォラ：出征する兵士
Red-figured amphora

GR 1864, 1007. 125
（Vase E372）

高さ９㎝ 幅6.3㎝
奥行7.5㎝

前490～前470年頃 ギリシャ、おそらくキュクラデス諸島で制 高さ17㎝ 幅16.3㎝
作 ロドス島カミロス（フィケルーラのネクロポリス）出土
奥行1.6㎝

前470年頃 「ドゥリス周辺の画家」画
陶器
80 赤像式ピュクシス（化粧品および宝飾品入れ）：家の中の女たち
ギリシャ、アテネで制作 アテネ出土
Red-figured cosmetic or jewellery container（pyxis ）
前520年頃 「ＡＤの画家」画
陶器
81 黒像式ヒュドリア（水甕）：泉での祭の準備
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Black-figured water-jar（hydria ）
ローマ時代（前300～前275年頃のオリジナルに基
哲学者の小像
ブロンズ
82
づくコピー） 伝イタリア、ブリンディジ港で発見
Bronze statuette of an unidentified philosopher
前540～前520年頃 「ぶらんこの画家」画 ギリシャ、
黒像式アンフォラ：球技を楽しむ若者たち
陶器
83
Black-figured amphora

高さ26.7㎝

GR 1884, 0223. 2
（Vase D59）
GR 1886, 1008. 1
（Sculpture 693）
GR 1909, 0611. 1
GR 1805, 0703. 211
（Sculpture 2391；Inscription 1114）

No.

作

４－２

品

名

材質

時代・作者・制作地・出土地等

大理石

後２世紀
イタリア、カステッロ・ディ・グイード出土

サ

イ

ズ

登 録 番 号

性と欲望 Sex and Desire

102 エロス像

Marble statuette of Eros

高さ60.5㎝
奥行26㎝

幅44㎝

GR 1805, 0703. 19
（Sculpture 1673）

前520～前500年頃 ギリシャ、アテネで制作
陶器
103 黒像式マストス（乳房形酒杯）
イタリア、エトルリア出土
Black-figured cup（mastos ）
前440～前430年頃 ギリシャ、アテネで制作
赤像式ペリケ（水差し）
：地面から生えた男根に水をやる女
陶器
104
イタリア、ノーラ出土
Red-figured vessel（pelike ）
前510年頃 ピュトン作 エピクテトス画
陶器
105 赤像式キュリクス（酒杯）：踊り子と楽士
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前430年頃 「フィアレの画家」画
赤像式ヒュドリア（水甕）
：踊りのレッスン
陶器
106
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、カプア出土
Red-figured water-jar（hydria ）
前480年頃 「ドキマシアの画家」画
赤像式キュリクス（酒杯）
：エロティック場面
陶器
107
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前２世紀 ギリシャ、ミュリナ（現在のトルコ西
役者の小像
テラコッタ
108
部）で制作 伝ミュリナ出土
Terracotta figurine of an actor
後２世紀（ニンフの頭部は19世紀の修復） イタ
サテュロスから逃れようとするニンフの像
大理石
109

高さ11㎝
奥行14㎝

リア、ティヴォリ近郊出土

高さ77㎝
奥行52㎝

幅68㎝

GR 1805, 0703. 2
（Sculpture 1658）

110 赤像式鐘形クラテル：エロティックな場面とのぞき
Red-figured bell-krater
111 黒像式アンフォラ：若者に言い寄る男たち

陶器

前420年頃 「ディノスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、カプア出土

高さ28㎝
奥行31㎝

幅32.5㎝

GR 1772, 0320. 154
（Vase F65）

陶器

前540年頃 「ベルリン1686の画家」画
ギリシャで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ34.5㎝
奥行25㎝

幅26㎝

幅11.5㎝

Marble group of a nymph trying to escape from a satyr

Black-figured amphora

４－３

個性とリアリズム

幅19㎝

高さ17.7㎝

幅12.5㎝

高さ12.2㎝
奥行32.5㎝

幅41㎝

GR 1837, 0609. 37. a
（Vase B376）
GR 1865, 1118. 49
（Vase E819）
GR 1843, 1103. 9
（Vase E38）

高さ39㎝
奥行27㎝

幅33㎝

GR 1873, 0820. 354
（Vase E185）

高さ10㎝
奥行23㎝

幅30.8㎝

GR 1836, 0224. 173
（Vase E818）

高さ19.5㎝
奥行5.3㎝

幅5.8㎝

GR 1893, 0915. 5
（Terracotta 2301）

GR 1865, 1118. 39

Character and Realism

112 ソクラテス小像

大理石

ギリシャのヘレニズム時代またはローマ時代
前200～後100年 伝エジプト、アレクサンドリア出土

高さ27.5㎝
奥行８㎝

113 魚を売る漁師の像

大理石

前１世紀後期～後１世紀初期

高さ84㎝
奥行27㎝

幅42㎝

GR 1805, 0703. 47
（Sculpture 1766）

114 笑う幼児の胸像

大理石

ローマ時代、おそらく後１世紀

高さ57㎝
奥行26㎝

幅40㎝

GR 1856, 1226. 1702
（Sculpture 1932）

Marble statuette of Sokrates
Marble statue of a fisherman selling his wares
Marble bust of laughing infant

ローマ出土

GR 1925, 1118. 1

115 少年の小像

テラコッタ

前300～前250年頃 ギリシャ、ボイオティア地方
で制作 伝ギリシャ、タナグラ出土

高さ12.7㎝
奥行4㎝

幅４㎝

GR 1877, 0805. 4
（Terracotta 2128）

116 袋を持った少年の小像

テラコッタ

前３世紀初期 ギリシャ、ボイオティア地方で制作
伝ギリシャ、タナグラ出土

高さ13.5㎝
奥行４㎝

幅５㎝

GR 1903, 0518. 2
（Terracotta 2127）

117 少女の小像

テラコッタ

前４世紀
ギリシャ、おそらくボイオティア地方で制作

高さ12.3㎝
奥行3.2㎝

幅4.3㎝

GR 1867, 0810. 2
（Terracotta 2039）

118 ナックルボーンで遊ぶ二人の少女の像

テラコッタ

前330～前300年頃 マグナ・グラエキア（イタリア半島南部）、カ 高さ21.3㎝
ンパニア地方またはアプリア地方で制作 伝イタリア、カプア出土 奥行11.5㎝

幅24㎝

GR 1867, 0510. 1
（Terracotta D161）

Terracotta figure of a boy
Terracotta figure of a boy holding a bag
Terracotta figure of a girl standing

Terracotta group of two women playing knucklebones

119 ナックルボーンの勝負を巡って争う二人の少年の像

Marble group of two boys fighting over a game of knucklebones

120 水差し： 黒人の少女の頭部
Bronze vessel

121 赤像式オイノコエ（水差し）：黒人の頭部
Red-figured jug（oinochoe ）
122 赤像式頸部アンフォラ：竪琴の名手オルフェウスを襲うトラキアの女
Red-figured neck-amphora

123 黒像式ヒュドリア（水甕）：老人ペリアスの殺害を企む魔女メデイア
Black-figured water-jar（hydria ）
124 赤像式頸部アンフォラ：ゲラス（老い）を追い払うヘラクレス
Red-figured neck-amphora

大理石

後１世紀（前２世紀に制作されたオリジナルに基
づくヴァリアント） ローマ出土

ブロンズ 前２～前１世紀

ギリシャで制作

高さ70㎝
奥行58㎝
高さ10.2㎝
奥行5.7㎝

幅90㎝
幅5.2㎝
幅4.5㎝

GR 1805, 0703. 7
（Sculpture 1756）
GR 1955, 1008. 1

陶器

前420～前400年 ギリシャ、アテネで制作
ギリシャ、タナグラ出土

高さ8.9㎝
奥行７㎝

陶器

前470年頃 「オイオノクレスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、カプア出土

高さ33.2㎝

陶器

前510～前500年頃 「レアグロス・グループ」画
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土

高さ43㎝ 幅30㎝
奥行27.5㎝

GR 1843, 1103. 59
（Vase B328）

陶器

前480～前460年頃 「カルミデスの画家」画
ギリシャ、アテネで制作

高さ36.5㎝
直径19.5㎝

GR 1772, 0320. 423
（Vase E290）

直径19㎝

GR 1891, 0422. 2
GR 1873, 0820. 363
（Vase E301）

125 年老いた乳母と乳児の小像

テラコッタ

前330～前300年頃 ギリシャ、ボイオティア地方
で制作 伝ギリシャ、タナグラ出土

高さ10.8㎝
奥行７㎝

幅７㎝

GR 1874, 1110. 18
（Terracotta 2113）

126 椅子に座る太った女性の小像

テラコッタ

前300年頃 ギリシャ、ボイオティア地方で制作
伝ギリシャ、タナグラ出土

高さ14.7㎝
奥行9.5㎝

幅10.5㎝

GR 1895, 0511. 2
（Terracotta 2115）

127 シレノス小像

ブロンズ

後１～３世紀
イタリア、プーリア州（古代のアプリア地方）出土

高さ13.2㎝
奥行3.8㎝

幅7.7㎝

GR 1824, 0411. 6
（Bronze 1361）

前510年頃 フェイディッポス画
陶器
128 赤像式キュリクス（酒杯）：拳闘士、槍投げと円盤投げの選手
ギリシャ、アテネで制作 イタリア、ヴルチ出土
Red-figured drinking-cup（kylix ）
前350年頃 ギリシャ、アテネで制作
喜劇役者の小像
テラコッタ
129
伝ギリシャ、タナグラ出土
Terracotta figure of a comic actor
前350年頃 ギリシャ、アテネで制作
荷物を持った奴隷に扮する喜劇役者の小像
テラコッタ
130

高さ13.8㎝
奥行33.5㎝

幅42㎝

GR 1846, 0512. 2
（Vase E6）

131 乳母に扮した喜劇役者の小像

テラコッタ

132 役者の小像

テラコッタ

133 拳闘士をかたどった小型水差し

Terracotta figure of an old nurse with a baby
Terracotta figure of a fat woman sitting on a chair
Bronze figure of Seilenos

Terracotta figure of a comic actor as a slave with luggage
Terracotta figure of a comic actor as a nurse with a baby

高さ９㎝ 幅４㎝
奥行3.5㎝

GR 1880, 1113. 2
（Terracotta 737）

伝ギリシャ、タナグラ出土

高さ９㎝ 幅４㎝
奥行3.3㎝

GR 1880, 1113. 3
（Terracotta 738）

前350年頃 ギリシャ、アテネで制作
アテネ出土

高さ7.5㎝
奥行３㎝

GR 1865, 0720. 37
（Terracotta 747）

高さ11.2㎝
奥行５㎝

幅8.2㎝

GR 1906, 0512. 4
（Terracotta 2302）

ブロンズ 後１～３世紀

高さ16.5㎝
奥行6.4㎝

幅8.5㎝

GR 1824, 0431. 9
（Bronze 1665）

134 踊り子の「グロテスク」な小像

ブロンズ 後１～３世紀

高さ12.2㎝
奥行4.2㎝

幅4.7㎝

GR 1824, 0477. 6
（Bronze 1664）

135 拳闘士たちのモザイク

モザイク 後１～２世紀

高さ63.5㎝

幅50.8㎝

GR 1896, 0619. 2

Terracotta figure of an actor

Bronze juglet in the form of a boxer
Bronze ‘grotesque’ dancing figure
Mosaic of boxers

神戸市立博物館
〒650-0034 神戸市中央区京町24番地
電話：078-391-0035
http://www.city.kobe.lg.jp/museum/

前１世紀 ギリシャ、ミュリナまたはスミュルナ
（現在のトルコ西部）で制作 伝ミュリナ出土

幅３㎝

