
特集展示「古代ガラスの世界」作品リスト

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

彩文方形深鉢 トルコ、ハジュラル 前50世紀頃 銅石器時代 土器

山羊彩文台付鉢 イラン北部 前45－前40世紀頃 銅石器時代 土器

彩文壺 シリア 前45－前40世紀頃 ウバイド期 土器

鈴形彩文鉢 シリア 前45－前40世紀頃 ウバイド期 土器

有翼獣身文シチュラ イラン、ルリスタン地方 前10－前8世紀頃 鉄器時代 青銅

目の偶像 シリア 前36－前30世紀頃 ウルク期 ラピス・ ラズリ

目の偶像 シリア 前36－前30世紀頃 ウルク期 石灰岩

バアル神像 シリア沿岸部 前15－前5世紀頃 フェニキア時代 青銅

女神土偶 シリア北部 前24－前16世紀頃
前期－中期青銅器

時代
テラコッタ

女神土偶 シリア北部 前24－前16世紀頃
前期－中期青銅器

時代
テラコッタ

スタンプ印章（異形人物） 西アジア 前50－前39世紀頃 ウバイド期 石

円筒印章（神殿と山羊） メソポタミア 前33－前29世紀頃
ウルクまたはジェ
ムデト・ナスル期

石灰石

楔形文字粘土板文書 メソポタミア 前24－前22世紀頃 アッカド時代 粘土

楔形文字粘土板文書 メソポタミア 前24－前22世紀頃 アッカド時代 粘土

楔形文字粘土板文書 メソポタミア 前24－前22世紀頃 アッカド時代 粘土

封筒付楔形文字粘土板文書 メソポタミア 前2040年頃 ウル第3王朝時代 粘土

グデア王銘入奉納粘土釘 イラク、ラガシュ 前22世紀頃
ラガシュ第2王朝

時代
粘土

シュルギ王銘入奉納粘土釘 イラク 前21世紀頃 ウル第3王朝時代 粘土

チータ土偶 パキスタン 前22－前20世紀頃 クッリ文化期 テラコッタ

コブウシ土偶 パキスタン 前22－前20世紀頃 クッリ文化期 テラコッタ

動物・ミニチュア容器付環
状容器

パキスタン 前22－前20世紀頃 クッリ文化期 土器

コブウシ形リュトン イラン、ギーラーン州 前15－前7世紀頃 鉄器時代 土器

はりねずみ形石製品 シリア 前20－前10世紀頃 石

青銅製嘴状注口付水差 イラン、ルリスタン地方 前10－前8世紀頃
後期青銅器時代－

初期鉄器時代
青銅

長頸瓶 イラン 3－7世紀 サーサーン朝時代 銅

奉納ピン頭部（神像） イラン、ルリスタン地方 前10－前8世紀頃 鉄器時代 青銅

グリフィン形鏡板付轡 イラン、ルリスタン地方 前10世紀－前8世紀頃
後期青銅器時代－

鉄器時代
青銅

海馬文鉈尾（ベルト飾） イラン 1－3世紀 パルティア時代 青銅

ブレスレット イラン 2－12世紀頃 銀

象嵌締め金具 イラン 3－7世紀 サーサーン朝時代 青銅

動物装飾耳飾 イラン 9世紀 アッバース朝時代 金

鳥装飾耳飾 イラン 9世紀 アッバース朝時代 金

獅子装飾耳飾 シリア 1－3世紀 パルティア時代 金

エロス像耳飾 イラン 前2－後2世紀 パルティア時代 金

狩猟文坏 イラン 前7世紀 鉄器時代 銅鍍金

彩文壺 シリア 前45－前40世紀頃 ウバイド期 土器

四隅突出彩文壺 トルコ、ハジュラル 前50世紀頃 銅石器時代 土器

台付坏 イラン 前60－前50世紀頃 銅石器時代 土器

灰色磨研把手付壺 イラン、ギーラーン州 前12－前10世紀 鉄器時代 土器

馬装飾リュトン イラン、アゼルバイジャン 前3世紀－紀元前後 パルティア時代 土器

赤像式球形レキトス ギリシア、アッティカ地方 前4世紀後半 アルカイック期 土器

白釉藍彩鉢 メソポタミア、バスラ 9世紀 アッバース朝時代 陶器

序章 古代オリエントの世界
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特集展示「古代ガラスの世界」作品リスト

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

多彩釉刻線文皿 イラン北東部 11世紀
ガズナ朝－セル
ジューク朝時代

陶器

多彩釉刻線文大鉢 イラン北東部 11世紀
ガズナ朝－セル
ジューク朝時代

陶器

白地黒彩兎文皿 イラン北東部 10－11世紀 サーマーン朝時代 陶器

多彩チータ文鉢 イラン北東部 10－11世紀 サーマーン朝時代 陶器

白地多彩鳥文鉢 イラン北中部 10－11世紀 サーマーン朝時代 陶器

多彩飲酒人物文皿 イラン北東部 10－11世紀 サーマーン朝時代 陶器

白地多彩文字蔓草文皿 イラン北東部 10世紀 サーマーン朝時代 陶器

青釉注口付壺 イラン中部 12世紀
セルジューク朝時

代末期
陶器

青釉刻文鉢 イラン 12－13世紀
セルジューク朝時

代末期
陶器

釉下黒彩台付鉢 イラン 13世紀前半
セルジューク朝－
イル・ハーン朝時

代
陶器

青釉黒彩鳳首水注 イラン中部 12世紀末
セルジューク朝時

代末期
陶器

透彫獣形香炉 イラン 9－11世紀 イスラーム朝時代 陶器

ラスター彩鳥文小皿 イラク 9世紀 アッバース朝時代 陶器

ラスター彩鳥文皿 イラン中部 12世紀末
セルジューク朝時

代末期
陶器

ラスター彩人物文鉢 イラン中西部 12－13世紀
セルジューク朝－
イル・ハーン朝時

代
陶器

ラスター彩鹿文星形タイル イラン 13世紀末－14世紀初頭
イル・ハーン朝時

代
陶器

ラスター彩鳥首水注 イラン中部 13世紀前半
イル・ハーン朝時

代
陶器

有翼鷲頭精霊像浮彫 イラク、ニムルド遺跡 前875－前860年頃 新アッシリア時代 アラバスター

男性胸像 シリア、伝パルミラ遺跡 1－3世紀 石灰岩

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

石製容器 シリア、テル・ブクラス 前64－前61世紀頃 新石器時代 石灰石

石製容器 シリア、テル・ブクラス 前64－前61世紀頃 新石器時代 石灰石

鍔付坏 イラン 前6－前4世紀 アケメネス朝時代 アラバスター

石製容器 イラン 前6－前4世紀 アケメネス朝時代 アラバスター

台付鉢 イラン 前6－前4世紀 アケメネス朝時代 花崗岩

青釉ファイアンスタイル エジプト、サッカーラ 前27世紀中葉
古王国時代第3王

朝
ファイアンス

青釉ファイアンスタイル エジプト、サッカーラ 前27世紀中葉
古王国時代第3王

朝
ファイアンス

シャブティ（アンク・ウア
フ・イブラー・サ・ネイ
ト）

エジプト、サッカーラ 前664－前525年頃
末期王朝時代第26

王朝
ファイアンス

シャブティ（イシスエムア
クビト）

エジプト、ディール・アル
＝バフリー

前1069－前945年頃
第3中間期第21王

朝
ファイアンス

パズズ頭部形護符 メソポタミア 前8－前5世紀頃 新アッシリア時代 ファイアンス

パズズ頭部形護符 メソポタミア 前8－前5世紀頃 新アッシリア時代 ファイアンス

円筒印章 西アジア 前9－前6世紀頃 新アッシリア時代 ファイアンス

円筒印章 西アジア 前9－前6世紀頃 新アッシリア時代 ファイアンス

円筒印章 メソポタミア 前8－前4世紀 エラム新王国時代 ガラス

円筒印章 イラン 前8－前6世紀 エラム新王国時代 ガラス

インダス式印章 パキスタン 前26－前19世紀頃 インダス文明期 施釉凍石

施釉壺 イラク北部 前8世紀 新アッシリア時代 ファイアンス

第1章 ガラスが生まれる前
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特集展示「古代ガラスの世界」作品リスト

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

施釉双耳付尖底壺 イラン北西部 前8－前7世紀 鉄器時代 ファイアンス

施釉蓋付円筒形容器 イラン北西部 前8－前6世紀 鉄器時代 ファイアンス

施釉方形容器 イラン北西部 前8－前7世紀 鉄器時代 ファイアンス

香油容器 エジプト 前525－前404年頃
末期王朝時代（ア
ケメネス朝支配時

代）
ファイアンス

施釉建築壁面装飾
イラン、チョガー・ザン
ビール

前1275－前1240年頃 エラム中王国時代 施釉陶器

青釉方形タイル
イラン、チョガー・ザン
ビール

前1275－前1240年頃 エラム中王国時代 施釉陶器

彩釉煉瓦断片 イラン、スーサ遺跡 前520－前420年頃 アケメネス朝時代 施釉陶器

彩釉煉瓦断片 イラン、スーサ遺跡 前520－前420年頃 アケメネス朝時代 施釉陶器

彩釉煉瓦断片 イラン、スーサ遺跡 前520－前420年頃 アケメネス朝時代 施釉陶器

両耳付扁壺 イラン 1－3世紀 パルティア時代 施釉陶器

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

脈状文方形ガラス珠 東地中海沿岸域
前15世紀中葉－前12世紀

頃
後期青銅器時代 ガラス

建築装飾ペンダント メソポタミア北部 前16－前13世紀頃 後期青銅器時代 ガラス

襟飾珠 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

耳栓形珠 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

アヒル形珠 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

アイ・ペンダント エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

幾何文ビーズ 東地中海沿岸域 前14－前13世紀 ガラス

建築装飾用ガラス棒断片
イラン、チョガー・ザン
ビール

前1275－前1240年頃 エラム中王国時代 ガラス

コア・ガラス断片 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

コア・ガラス断片 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

コア・ガラス断片 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

把手付壺 エジプト 前1550－前1295年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

アメンヘテプ3世銘入蓋付容
器

エジプト 前1390－前1352年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

アメンヘテプ3世銘入蓋付容
器

エジプト 前1390－前1352年頃
新王国時代第18王

朝
ガラス

双耳付壺 イラン 前8－前7世紀
エラム新王国時代

末期
ガラス

角形瓶 イラン
前6世紀中葉－前4世紀後

半頃
アケメネス朝時代 ガラス

アンフォリスコス 東地中海沿岸域 前6世紀後半－前4世紀 アケメネス朝時代 ガラス

アンフォリスコス 東地中海沿岸域 前2－前1世紀 ヘレニズム時代 ガラス

アンフォリスコス 東地中海沿岸域 前2－前1世紀 ヘレニズム時代 ガラス

アラバストロン 東地中海沿岸域 前2－前1世紀 ヘレニズム時代 ガラス

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

芯巻人頭管玉
東地中海沿岸域あるいは黒
海沿岸

前1－後1世紀 ローマ時代 ガラス

首飾 イラン 前6－前4世紀 アケメネス朝時代 ガラス

第2章 初期のガラス

第3章 多様化するガラス
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特集展示「古代ガラスの世界」作品リスト

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

首飾 イラン 前6－前4世紀 アケメネス朝時代 ガラス

台付坏 東地中海沿岸域 前1世紀末－後1世紀中葉
へレニズム－ロー

マ時代
ガラス

赤色坏 東地中海沿岸域 前1－後1世紀
へレニズム－ロー

マ時代
ガラス

パテラ坏 東地中海沿岸域 前1－後1世紀
へレニズム－ロー

マ時代
ガラス

ミルフィオリ坏 東地中海沿岸域 前1－後1世紀
へレニズム－ロー

マ時代
ガラス

鋳造ガラス碗 東地中海沿岸域
前2世紀後半－前1世紀前

半頃
ヘレニズム時代 ガラス

鋳造ガラス浅鉢 東地中海沿岸域 1世紀 ローマ時代 ガラス

モザイクガラス断片 東地中海沿岸域 前1－後1世紀 ヘレニズム時代 ガラス

モザイクガラス断片 東地中海沿岸域 前1－後1世紀 ヘレニズム時代 ガラス

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

長頸瓶 東地中海沿岸域 1世紀初－中期 ローマ時代 ガラス

紫色瓶 東地中海沿岸域 1世紀前半 ローマ時代 ガラス

リボン装飾瓶 東地中海沿岸域 1世紀前半 ローマ時代 ガラス

飴色瓶 シリア 1世紀前半 ローマ時代 ガラス

双耳壺 東地中海沿岸域 1世紀 ローマ時代 ガラス

型吹双面瓶 シリア 1世紀後半－2世紀 ローマ時代 ガラス

紺色双面瓶 シリア 1世紀末－2世紀 ローマ時代 ガラス

赤紫色双面瓶 東地中海沿岸域 1世紀 ローマ時代 ガラス

果実文瓶 シリア 1世紀 ローマ時代 ガラス

唐草文瓶 東地中海沿岸域 1世紀後半 ローマ時代 ガラス

貼付文瓶 シリア 1世紀中葉－2世紀中葉 ローマ時代 ガラス

型吹條文碗 東地中海沿岸域 1世紀 ローマ時代 ガラス

突起装飾瓶 東地中海沿岸域 前1世紀後半－2世紀前半 ローマ時代 ガラス

突起装飾瓶 東地中海沿岸域 2－3世紀 ローマ時代 ガラス

宙吹ガラス瓶 東地中海沿岸域 1－3世紀　 ローマ時代 ガラス

型吹小瓶 シリア 3世紀 ローマ時代 ガラス

太頸小瓶 シリア 4世紀 ローマ時代 ガラス

広口小瓶 イラク 4－7世紀 サーサーン朝時代 ガラス

型吹リブ装飾小瓶 イラク 3－7世紀 サーサーン朝時代 ガラス

型吹リブ装飾吊手付瓶 東地中海沿岸域 4世紀 ローマ時代 ガラス

双把手付広口瓶 東地中海沿岸域 3－4世紀 ローマ時代 ガラス

双耳ひねり瓶 東地中海沿岸域 4－5世紀
ビザンティン時代

初期
ガラス

二連瓶 東地中海沿岸域 3－4世紀 ローマ時代 ガラス

モール型吹双把手付扁壺 東地中海沿岸域 4世紀後半 ローマ時代 ガラス

四把手付長頸瓶 シリア 4世紀末－5世紀初頭　 ローマ時代 ガラス

七耳付瓶 東地中海沿岸域 4世紀前半 ローマ時代 ガラス

注口把手付瓶 東地中海沿岸域 4世紀 ローマ時代 ガラス

長頸瓶
東地中海沿岸域またはキプ
ロス

3－4世紀 ローマ時代 ガラス

突起装飾碗 メソポタミア 3－4世紀
サーサーン朝時代

初期
ガラス

突起装飾碗 イラン 3－4世紀
サーサーン朝時代

初期
ガラス

第4章 吹きガラスの発明
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特集展示「古代ガラスの世界」作品リスト

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

作品名称 出土地 年代世紀 時代 素材

切子長形坏 東地中海沿岸域 4世紀　 ガラス

浮出円形切子碗 メソポタミア 5－7世紀
サーサーン朝時代

後期
ガラス

切子括碗 東地中海沿岸域 3世紀 ローマ時代 ガラス

切子括碗 東地中海沿岸域 3世紀 ローマ時代 ガラス

円形切子碗 メソポタミア 4－7世紀
サーサーン朝時代

後期
ガラス

円形切子碗 イラク 4－7世紀
サーサーン朝時代

後期
ガラス

円形切子装飾碗 イラン 5－7世紀
サーサーン朝時代

後期
ガラス

小瓶 イランまたはイラク 5－8世紀
サーサーン朝時代
後期－イスラーム

時代初期
ガラス

ロゼット文把手付広口壺 イラン 9－10世紀
イスラーム時代前

期
ガラス

小瓶 イラン 8－10世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

小瓶 イラン 8－10世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

型吹網目文長頸瓶 イラン 11世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

型吹鳥文長頸瓶 イラン 11－12世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

双耳付コホル瓶 エジプト 7－8世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

コホル瓶 東地中海沿岸域 9－11世紀
イスラーム時代初

期
ガラス

第5章 日本へ、そして世界に広がるガラス
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