
古代アンデス文明展
ナスカ、ティワナク、そしてインカ帝国へ

会場見取り図

「古代アンデス文明展」会場では、展示物の撮影を行うことができます。ただし、以下の条件をお守りください。

・ミイラ・頭骨など第6章「身体から見たアンデス文明」の展示物、および会場各所で再生中の映像の撮影は禁止です。
・フラッシュ、三脚、自撮り棒（セルフィースティック）の使用は禁止です。
・ビデオカメラでの撮影は禁止です。
・撮影された写真は、撮影者によるSNSへの投稿など私的な目的にのみ利用できます。営利目的での利用は禁止です。
・混雑状況によっては、安全確保のため、撮影をご遠慮いただく場合がございます。
・撮影の際は、他のお客様の鑑賞の妨げとならないよう十分ご配慮ください。

エントランス名品コーナーと収蔵品展は撮影禁止です

出品目録

序章 人類のアンデス到達とその後の生活 紀元前13,000年頃～前3,000年頃
番号 国 文化 作品名 所蔵先

1 ペルー パイハン パイハンの槍先型尖頭器 ラルコ博物館

第１章 アンデスの神殿と宗教の始まり 紀元前3,000年頃～前1,500年頃
番号 国 文化 作品名 所蔵先

2 ペルー カラル 未焼成の小型男性人像 レプリカ
カラル遺跡博物館（ペルー文化省・カラル考古学地
区コレクション）

3 ペルー カラル 未焼成の小型男性人像 レプリカ
カラル遺跡博物館（ペルー文化省・カラル考古学地
区コレクション）

4・5 ペルー カラル 線刻装飾のある骨製の笛 レプリカ
カラル遺跡博物館（ペルー文化省・カラル考古学地
区コレクション）

6 ペルー コトシュ 交差した手（男の手） レプリカ 東京大学総合研究博物館
7 ペルー コトシュ 交差した手（女の手） レプリカ 東京大学総合研究博物館
8 ペルー コトシュ 交差した手の神殿・ニチットスの神殿の縮小模型 東京大学総合研究博物館
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第２章 複雑な社会の始まり 紀元前1,300年～前500年頃
番号 国 文化 作品名 所蔵先

9 ペルー チャビン テーヨのオベリスク レプリカ 国立民族学博物館
10・11 ペルー チャビン テノンヘッド ペルー文化省・国立チャビン博物館

12 ペルー チャビン サル人間の図像が彫られた石板 ペルー文化省・国立チャビン博物館
13 ペルー チャビン ストロンブスの貝殻で作られたトランペット（プトゥトゥ） ペルー文化省・国立チャビン博物館
14 ペルー チャビン 鳥に似た生物が彫られた石板 ペルー文化省・国立チャビン博物館
15 ペルー チャビン 幾何学文様のある石製すり鉢 ペルー文化省・国立チャビン博物館

16・17 ペルー パコパンパ 動物象形石製すり鉢・すり棒 ラルコ博物館
18 ペルー クピスニケ 自身の首を切る人物の象形鐙型土器 ペルー文化省・国立チャビン博物館
19 ペルー クピスニケ ネズミ型象形鐙型土器 リマ美術館
20 ペルー クピスニケ 刺青またはフェイスペイントをした小像 リマ美術館
21 ペルー クピスニケ 蛇‐ネコ科動物土器 ラルコ博物館
22 ペルー クントゥル・ワシ 十四人面金冠 レプリカ クントゥル・ワシ調査団
23 ペルー クントゥル・ワシ 五面ジャガー金冠 レプリカ クントゥル・ワシ調査団
24 ペルー クントゥル・ワシ 金製双子・ジャガー鼻飾り レプリカ クントゥル・ワシ調査団
25 ペルー クントゥル・ワシ 金製耳飾り レプリカ クントゥル・ワシ調査団

第３章 さまざまな地方文化の始まり 紀元前200年頃～紀元後800年頃
番号 国 文化 作品名 所蔵先

26 ペルー サリナール 座った男性をかたどった２色鐙型注口土器 ラルコ博物館
27 ペルー ガイナソ ガイナソの双胴壺 ラルコ博物館

28 ペルー モチェ
儀式用ケープをまとった人間型超自然的存在の像が
付いた土器の壺

ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

29 ペルー モチェ ネコ科動物の毛皮を模した儀式用”ケープ” ペルー文化省・モチェ神殿群博物館

30 ペルー モチェ
ネコ科動物の足をかたどりめっきをほどこした爪を付け
た土製品

ペルー文化省・モチェ神殿群博物館

31 ペルー モチェ 胴にめっきをし線刻模様を描いたガラガラ ペルー文化省・モチェ神殿群博物館
32 ペルー モチェ アシカをかたどった鐙型単注口土器 ラルコ博物館
33 ペルー モチェ リャマの背に乗る男をかたどった土器 ラルコ博物館
34 ペルー モチェ ウミガメをかたどった鐙型注口土器 ラルコ博物館
35 ペルー モチェ 成人男性のリアルな顔が付いた大型壺 ラルコ博物館
36 ペルー モチェ チチャ造りをする男女を表した鐙型注口土器 ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館
37 ペルー モチェ 金地に象嵌された人面形の装飾品 ペルー文化省・国立博物館

38・39・40 ペルー モチェ 同じ人物の人生の３つの時期の顔を表現した肖像土 ラルコ博物館
41 ペルー モチェ 木製戦闘用棍棒 ラルコ博物館
42 ペルー モチェ 戦士の坐像が付いた鐙型注口土器 ラルコ博物館
43 ペルー モチェ 裸の捕虜をかたどった鐙型注口土器 ラルコ博物館
44 ペルー モチェ 石製棍棒の頭 ラルコ博物館
45 ペルー モチェ ２柱の主神が描かれた鐙型注口土器 ラルコ博物館
46 ペルー モチェ トウモロコシの穂軸の姿をした神を描いた土器 ラルコ博物館
47 ペルー モチェ 走る人々を螺旋状に描いた鐙型注口土器 ラルコ博物館
48 ペルー モチェ モチェの神の肖像土器 ラルコ博物館
49 ペルー モチェ 船上の海の神をかたどった土器 ラルコ博物館
50 ペルー モチェ 象嵌のマスク ペルー文化省・国立博物館
51 ペルー モチェ 人間型のシカの坐像をかたどった鐙型注口土器 ラルコ博物館
52 ペルー モチェ 裸の男性の背中にネコ科動物がおぶさった鐙型注口 ラルコ博物館

53 ペルー モチェ
死んだ男性と生きている女性の性行為を描写した鐙
型注口土器

ラルコ博物館

54 ペルー モチェ シカを背負う死者をかたどった鐙型注口土器 ラルコ博物館
55 ペルー モチェ 擬人化したネコ科動物 レプリカ 在日ペルー共和国大使館
56 ペルー モチェ 戦士の像付き黄金の耳飾り レプリカ 個人蔵
57 ペルー パラカス 刺繍マント ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

58 ペルー ナスカ ４つの首が描かれた土製内弯鉢
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

59 ペルー ナスカ
植物を身につけた人間型神話的存在が描かれたヒョ
ウタン容器

ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

60 ペルー ナスカ 髪の毛とスポンデュルスの貝殻製ネックレス
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

61 ペルー ナスカ 階段状基壇建築の土製ミニチュア模型 ディダクティコ・アントニーニ博物館

62 ペルー ナスカ クモが描かれた土器
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

63 ペルー ナスカ ２匹の魚が描かれた土製の皿
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

64 ペルー ナスカ
縄をかけられたラクダ科動物（リャマ？）が描かれた土
製の皿

ディダクティコ・アントニーニ博物館

65 ペルー ナスカ 持ち手紐の付いた織物バッグ（コカ袋？）
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

66 ペルー ナスカ 房の付いた織物バッグ
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

67 ペルー ナスカ 意図を巻き付けた房が付いたコカ袋 ディダクティコ・アントニーニ博物館



68 ペルー ナスカ 幾何学文様の織物ベルト ディダクティコ・アントニーニ博物館
69 ペルー ナスカ 使用痕のある木製農具 ディダクティコ・アントニーニ博物館

70 ペルー ナスカ １１本の管を持つ大型の土製パンパイプ（アンタラ）
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

71 ペルー ナスカ 帽子と胸飾りを身につけた人物の木像 ディダクティコ・アントニーニ博物館
72 ペルー ナスカ 人間型神話的存在が描かれた双注口壺 ディダクティコ・アントニーニ博物館

73 ペルー ナスカ
ネコ科動物の特徴を持つ人間型神話的存在が描か
れた土製の鉢

ディダクティコ・アントニーニ博物館

74 ペルー ナスカ ８つの顔で装飾された砂時計型土器
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

75 ペルー ナスカ 幾何学文様と２つの顔がある背の高い土器
ペルー文化省・イカ地方博物館「アドルフォ・ベルム
デス・ジェンキンス」

76 ペルー ナスカ 投槍器を持つ２人の男が描かれた背の高いコップ型 ディダクティコ・アントニーニ博物館

第４章 地域を超えた政治システムの始まり 紀元後500年～後1,375年頃
番号 国 文化 作品名 所蔵先
77～83 ボリビア ティワナク カラササヤで出土した金の儀式用装身具 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市

84 ボリビア ティワナク かみあう犬歯が生えた髑髏をかたどった銀の葬送用 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市

85 ボリビア ティワナク
黒色玄武岩製のチャチャプマ（神話的な人間型ネコ
科動物）彫像

ティワナク遺跡石彫博物館

86 ボリビア ティワナク ２人の男性の顔が彫られたティワナク様式の石のブ 国立考古学博物館/ボリビア
87 ボリビア ティワナク リャマをかたどった土製香炉 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市
88 ボリビア ティワナク ネコ科動物をかたどった多彩色土製香炉 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市
89 ボリビア ティワナク ネコ科動物をかたどった多彩色土製香炉 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市
90 ボリビア ティワナク ネコ科動物をかたどった儀式用香炉 国立考古学博物館/ボリビア
91 ボリビア ティワナク ネコ科動物をかたどった多彩色香炉 国立考古学博物館/ボリビア

92 ボリビア ティワナク
猛禽類の頭を持つ神話的存在が描かれた多彩色土
製ケロ

先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市

93 ボリビア ティワナク ティワナク様式の多彩色ケロ 国立考古学博物館/ボリビア
94 ボリビア ティワナク コカを噛む男の多彩色肖像土器 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市
95 ボリビア ティワナク 装飾付き吸入用匙 国立考古学博物館/ボリビア
96 ボリビア ティワナク 猛禽類をかたどった土製浅鉢 国立考古学博物館/ボリビア
97 ボリビア ティワナク ティワナク様式の木製嗅ぎタバコ皿 国立考古学博物館/ボリビア
98 ボリビア ティワナク ストラップが付いたつづれ織のバッグ 国立考古学博物館/ボリビア
99 ボリビア ティワナク 四つの突起のある帽子 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市

100 ボリビア ティワナク
猛禽類的特徴を持つ神話的存在２体が描かれた土
製深鉢

先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市

101 ボリビア ティワナク ３匹のネコ科動物が描かれた土製深鉢 先コロンブス期貴金属博物館/ボリビア ラパス市
102 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した儀礼用献酒容器 国立考古学博物館/ボリビア
103 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した儀礼用献酒容器 国立考古学博物館/ボリビア
104 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した肖像土器 国立考古学博物館/ボリビア

105 ボリビア ティワナク
放射状に光線を放つティワナク主神の顔が付いた土
製のケロ（儀式用飲料容器）

国立考古学博物館/ボリビア

106 ボリビア ティワナク パリティ島で出土したオウムの象形土器 国立考古学博物館/ボリビア
107 ボリビア ティワナク カモを持つ男性の象形土器 国立考古学博物館/ボリビア
108 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した女性坐像型土器 国立考古学博物館/ボリビア
109 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した太い胴を持つ男性の象形土器 国立考古学博物館/ボリビア

110 ボリビア ティワナク
パリティ島で出土したカボチャ状の胴を持つ男性の象
形土器

国立考古学博物館/ボリビア

111 ボリビア ティワナク パリティ島で出土した台部が人頭の儀礼用鉢 国立考古学博物館/ボリビア

112 ペルー ワリ 杖を持つ神が描かれた多彩色壺
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

113 ペルー ワリ 「杖を持つ神」が描かれた多彩色壺 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

114 ペルー ワリ 土製のコップ
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

115 ペルー ワリ 文化英雄モチーフが描かれた多彩色鉢
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

116 ペルー ワリ 横向きの従者が描かれた多彩色鉢
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

117 ペルー ワリ 植物モチーフで飾られた多彩色鉢 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
118-1
118-2

ペルー ワリ 人間の顔が描かれた多彩色鉢
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

119 ペルー ワリ 土製のリャマ像 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

120 ペルー ワリ 多彩色装飾のある双胴壺
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

121 ペルー ワリ 杖を持つ神の顔が描かれた多彩色の竪琴型コップ
ペルー文化省・アヤクチョ地方歴史博物館「イポリト・
ウナヌエ」

122 ペルー ワリ 多彩色の水筒型壺 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
123 ペルー ワリ 多彩色の水筒型壺 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
124 ペルー ワリ 葦に毛糸を巻いて作られた葬送用頭飾り ディダクティコ・アントニーニ博物館
125 ペルー ワリ 茎にラクダ科動物の繊維を巻いたパンパイプ（アンタ ディダクティコ・アントニーニ博物館
126 ペルー ワリ つづれ織のチュニック ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館



127 ペルー ワリ チュニックの一部（？） 天野プレコロンビアン織物博物館
128 ペルー シカン ワリのキープ ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
129 ペルー シカン 金の胸飾り ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館
130 ペルー シカン 鉢形の金の器 ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館

131～135 ペルー シカン
打ち出し技法で装飾をほどこした金のコップ（アキリャ）
５点セット

ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館

136 ペルー シカン 細かい細工が施された金の装飾品 ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館
137 ペルー シカン 細かい装飾が施された銀の浅鉢 ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館

138 ペルー シカン
打ち出し技法でシカン神を描写した金の飲料容器（ア
キリャ）

ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館

139 ペルー シカン シカン神が線刻されたヒ素青銅鋳造刃先 ペルー文化省・国立シカン博物館
140 ペルー シカン 金めっきした儀式用ナイフ（トゥミ） ペルー文化省・国立シカン博物館
141 ペルー シカン 貝殻と鉱物ビーズで作られたＵ字形の胸飾り ペルー文化省・国立シカン博物館
142 ペルー シカン 貝殻と鉱物ビーズで作られたＵ字形の胸飾り ペルー文化省・国立シカン博物館

143・144 ペルー シカン ロロ神殿「西の墓」の中心被葬者の仮面と頭骨 ペルー文化省・国立シカン博物館
145~147 ペルー シカン 人間型の土製小像３体 ペルー文化省・国立シカン博物館
148・149 ペルー シカン 海岸カハマルカ様式の水差しと皿 ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館

150 ペルー シカン 土器に星形模様を付けるためのへら ペルー文化省・国立ブリューニング考古学博物館
151 ペルー シカン 装飾付きの壺 ペルー文化省・国立シカン博物館
152 ペルー シカン 生まれたての仔犬をくわえた親犬をかたどった単注口 ペルー文化省・国立シカン博物館
153 ペルー シカン リャマの頭部をかたどった黒色壺 ペルー文化省・国立シカン博物館
154 ペルー シカン ２種類の超自然的存在の４つの顔が付いた壺 天野プレコロンビアン織物博物館
155 ペルー チャンカイ 頭を覆う布 天野プレコロンビアン織物博物館
156 ペルー チャンカイ 織物 天野プレコロンビアン織物博物館
157 ペルー チャンカイ 図案サンプル 天野プレコロンビアン織物博物館

158 ペルー チャンカイ
コップを持った男性の坐像をかたどった２色（白黒）の
手捏ね土器

天野プレコロンビアン織物博物館

159 ペルー チャンカイ ２色の装飾と魚の付いた円筒瓶 天野プレコロンビアン織物博物館

第５章 最後の帝国―チムー王国とインカ帝国 紀元後1,100年頃～1,572年
番号 国 文化 作品名 所蔵先

160・161 ペルー チムー 木製柱状人物像 ペルー文化省・チャンチャン遺跡博物館
162 ペルー チムー 人間をかたどった祭祀用の杯（容器） リマ美術館
163 ペルー チムー 儀礼用ガラガラ付き銀合金製品 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
164 ペルー チムー 木製のミニチュア建築物模型 ペルー文化省・モチェ神殿群博物館
165 ペルー チムー 木製の葬送行列のミニチュア模型 ペルー文化省・モチェ神殿群博物館
166 ペルー インカ インカの象徴的なアリバロ壺 ラルコ博物館
167 ペルー チムー・インカ 淡水エビをかたどった金銀製鐙型注口容器 ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

168・169 ペルー インカ 金合金製の小型人物像（男性と女性） ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館
170 ペルー インカ インカ帝国のチャチャポヤス地方で使われたキープ ペルー文化省・ミイラ研究所・レイメバンバ博物館

171・172 ペルー インカ・コロニアル 植民地期の多彩色ケロ ラルコ博物館

第６章 身体から見たアンデス文明
番号 国 文化 作品名 所蔵先

173・174 ペルー モチェ 人物象形土器の断片 ペルー文化省・モチェ神殿群博物館
175 ペルー チリバヤ 開頭術の跡のある男性頭骨 ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館
176 ペルー チリバヤ 変形頭蓋（小児） ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館
177 ペルー チリバヤ 変形頭蓋 ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館
178 ペルー チリバヤ 変形頭蓋 ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館
179 ペルー ワリ ミイラ ペルー文化省・国立考古学人類学歴史学博物館

180～187 ペルー チリバヤ 男児のミイラとその副葬品 ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館
188～195 ペルー チリバヤ 少女のミイラとその副葬品(女性幼児) ペルー文化省・ミイラ研究所・チリバヤ博物館

※展示物は事情により変更となる場合がございます。


