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番号 作品名 出土地 制作年 材質／品質・形状 寸法(cm)

�マチャキラ石碑� マチャキラ
古典期後期
(���年)

石灰岩 高さ���､ 幅��､ 厚さ��

�貴族を表した像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��	�､ 幅�

�貴族を表した像 (頭像) 不詳 古典期後期 土器 高さ��	�､ 幅�

�仮面をつけた戦士像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��､ 幅�	


�頭飾りつき戦士像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��	�､ 幅
	�

�女性貴族の像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ�	�､ 幅�	�


子どもを抱く老女の像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��､ 幅�	�

�大形挽き皿 カミナルフユ 先古典期後期 石 長さ��	
､ 幅��	�､ 高さ��	�

�すり石 カミナルフユ 先古典期後期 石 長さ��	�､ 径


��石刃 カミナルフユ 不詳 黒曜石 長さ��	�､ 幅�	�､ ほか

��石核 不詳 古典期 黒曜石 長さ�
､ 幅�	�

��両面加工器 ワシャクトゥン 不詳 チャート 長さ�
､ 幅�

��両面加工器 ワシャクトゥン 不詳 チャート 長さ�
､ 幅


��中形水瓶 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��	�､ 径��	�

��碗 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��	�､ 径��	�

��大形平皿 アグアテカ 古典期後期 土器 口径��	�､ 高さ�	�

�
貯蔵用の無頚壺 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��	�､ 径��	�

��多彩色の円筒形壺 不詳 古典期後期 土器 高さ��､ 口径�	�､ 底径�

��多彩色の鉢 ティカル 古典期 土器 径��	�､ 高さ


��多彩色の大形皿 ドス・ラピス 古典期後期 土器 口径��	�､ 高さ�	�

��水差し ティカル 古典期前期 土器 口径�	
､ 高さ��､ 底径�	�

��多彩色の小形壺 ペテン地方 古典期 土器 口径�､ 高さ
	�､ 底径�

��多彩色の小形壺 ペテン地方 古典期 土器 口径
､ 高さ�	�､ 底径�

��ヒスイ製トウモロコシの神像 アグアテカ 古典期後期 ヒスイ 高さ�､ 幅�	�

��カカオの神像
グァテマラ太平洋
岸地域

古典期 土器 高さ��､ 径��	�

��多彩色の円筒形壺 ワシャクトゥン 古典期後期 土器
高さ��	�､ 口径��	
､
底径��	�‐��

�
スクワシュ形の蓋 ペテン地方 古典期 土器 高さ��､ 径�	


��多彩色の無頚壺
クエバ・デ・サン
グレ

古典期後期 土器 高さ�
､ 口径��	�､ 底径�

��多彩色の円筒形壺 不詳 古典期後期 土器 高さ��	�､ 口径�	
､ 底径��

��多彩色線画文様の鉢
サン・アウグスティン・
アカサグアトラン

古典期後期 土器 高さ��	�､ 口径��	
､ 底径��	�

��ハナグマ形の蓋つき壺 ワシャクトゥン 古典期前期 土器
高さ��	�､ 幅��	�､ 口径��	�､
底径


��犬形の笛 不詳 古典期 土器 長さ��	�､ 幅�､ 高さ


��動物形の笛 アグアテカ 古典期後期 土器 幅�	�､ 高さ�

��貝製のペンダント アグアテカ 古典期後期 貝 幅�	�､ 高さ�	


��書記用の貝製小形パレット アグアテカ 古典期後期 貝 長さ��	
､ 幅��､ 高さ�

��書記用の貝製小形パレット アグアテカ 古典期後期 貝 長さ��	�

�
絵具用の石皿 アグアテカ 古典期後期 チャート 長さ��	�､ 幅��	�､ 高さ�	�

��絵具用の石皿 アグアテカ 古典期後期 チャート 長さ��	�､ 幅��	�､ 高さ�	�

｢神秘の王朝－マヤ文明展｣
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番号 作品名 出土地 制作年 材質／品質・形状 寸法(cm)

��絵具用の石皿 アグアテカ 古典期後期 チャート 長さ���､ 幅���､ 高さ�

�	顔料をすりつぶす道具 アグアテカ 古典期後期 チャート 長さ

��､ 幅�

�
顔料をすりつぶす道具 アグアテカ 古典期後期 チャート 長さ
���､ 幅
��

��樹皮紙を作るたたき石 不詳 不詳 石 長さ���､ 幅���､ 厚さ���

��樹皮紙を作るたたき石 不詳 不詳 石 長さ
	��､ 幅�､ 厚さ���

��しっくい用みがき石 アグアテカ 古典期後期 石 長さ
���､ 幅���

��多彩色の三脚皿 ワシャクトゥン 古典期後期 土器 口径���
､ 底径
���､ 高さ���

��多彩色の碗 マヤ低地 古典期後期 土器 口径
���､ 底径�､ 高さ
	��

��大形の鉢 ワシャクトゥン 古典期前期 土器 口径�
��､ 高さ����

��彫刻用の石斧 アグアテカ 古典期後期 石 長さ

､ 幅
��

��彫刻用の石斧 アグアテカ 古典期後期 石 長さ�､ 幅���

�	彫刻用の石斧 アグアテカ 古典期後期 石 長さ���､ 幅�

�
カンクエンのパネル カンクエン 古典期後期 石灰岩 高さ��､ 幅��､ 厚さ����

��ピエドラス・ネグラスのパネル
� ピエドラス・ネグラス 古典期 石灰岩 高さ����､ 幅
�	､ 厚さ��

��骨製の工芸品 トポシュテ 古典期 骨 長さ����､ 幅���

��骨製の工芸品 アグアテカ 古典期後期 骨 長さ��

��黄鉄鉱製の鏡 アグアテカ 古典期後期 黄鉄鉱 (縦) 約
�､ (横) 約
�

��黄鉄鉱製の装飾品 (部分) アグアテカ 古典期後期 黄鉄鉱 長さ�､ 幅���

��黄鉄鉱製の装飾品 (部分) アグアテカ 古典期後期 黄鉄鉱 長さ���､ 幅���､ ほか

��黄鉄鉱製の装飾品 (部分) アグアテカ 古典期後期 黄鉄鉱 長さ���､ 幅
��､ ほか

��淡水産貝製の装飾品 アグアテカ 古典期後期 貝 縦���､ 幅���

�	海水産貝製の首飾り アグアテカ 古典期後期 貝 縦�‐���､ 幅���

�
貝製の腕輪 ティカル 古典期後期 貝 各長さ�､ 幅
��

��貝製の装飾品 リオ・アスル 古典期 貝 縦���､ 横���､ 厚さ	��

��貝製の投槍器部品 アグアテカ 古典期後期 貝 幅���

��貝製の投槍器部品 アグアテカ 古典期後期 貝 幅�

��貝製の装飾品 アグアテカ 古典期後期 貝 高さ���､ 幅
��

��貝製の装飾品 アグアテカ 古典期後期 貝 径�

��, ��貝製の装飾品 アグアテカ 古典期後期 貝 径�

��貝製の装飾品 アグアテカ 古典期後期 貝 径���

�	蓋つき多彩色壺 ティカル 古典期前期 土器 高さ
���

�
蓋つき多彩色壺 ティカル 古典期後期 土器 高さ�
��

�� ｢絵文書様式｣ の彩色壺 ペテン州北部 古典期後期 土器 高さ
	､ 口径
	��､ 底径�

��彩色壺 ドス・ピラス 古典期後期 土器 高さ
�､ 径

��

��人面象形香炉 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��､ 径
���

��土偶製作用の型 ネバフ 古典期後期 土器 高さ����､ 幅
���

��人頭像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ
	､ 幅���

��紡錘車 アグアテカ 古典期後期 石 径���､ 厚さ
��

��紡錘車 アグアテカ 古典期後期 石 径���､ 厚さ
��

��織物製作用のへら アグアテカ 古典期後期 骨 長さ

��､ ほか
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番号 作品名 出土地 制作年 材質／品質・形状 寸法(cm)

��蓋つきヒスイ製円筒形壺 ティカル 古典期後期 ヒスイ 高さ����､ 口径���､ 底径�

��ヒスイ製の装飾品 ネバフ 古典期後期 ヒスイ 高さ�､ 幅���､ 厚さ��	

��ヒスイ製の首飾り アグアテカ 古典期後期 ヒスイ 長さ約
�

�
ヒスイ製の首飾り ティカル 不詳 ヒスイ 長さ��
����､ 径��
����

��多彩色の円筒形壺 ティカル 古典期後期 土器 高さ��､ 口径��､ 底径�

��多彩色の円筒形壺 ペテン地方 古典期 土器 高さ����､ 径�


��頭飾りをつけた貴族女性像 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��､ 幅�

�	ドス・ラピスの石碑�� ドス・ラピス 古典期 石灰岩 高さ���､ 幅��､ 厚さ	

��アラバスター製の儀礼用王冠 アグアテカ 古典期後期 アラバスター 高さ���､ 幅�

��ヒスイ製の装飾品 ティカル 古典期前期 ヒスイ 長さ���	､ 幅	

��ヒスイ製の装飾品 ティカル 古典期前期 ヒスイ 長さ����､ 幅	��

��貝製ベルト トポシュテ 古典期 貝 長さ��､ 幅�

��エル・サポーテの石碑� エル・サポーテ 古典期 石 高さ���､ 幅��､ 厚さ��

�
儀礼用槍 不詳 不詳 チャート 長さ��

��土製のフルート アグアテカ 古典期後期 土器 長さ
�､ 幅


��土製の太鼓 マヤ低地 古典期後期 土器 高さ��､ 口径�
､ 底径���	

��土製の太鼓 アグアテカ 古典期後期 土器 高さ��､ 径���

�	オカリナ トポシュテ 古典期後期 土器 長さ��､ 胴径���

��ホラ貝 アスンシオン・ミタ 古典期 貝 高さ
���､ 幅��

��彩色皿 ドス・ラピス 古典期後期 土器 口径����､ 高さ	��

���祭壇Ｑ (レプリカ) コパン遺跡 古典期前期 グラスファイバー 高さ	�､ 幅���

���石碑
� コパン遺跡 古典期前期 石 高さ���､ 幅�	､ 奥行き
�

���初代王を象った香炉の蓋 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 径����

��
シカ形の象形壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���	､ 長さ����､ 幅
���

���蓋つき円筒形三脚土器 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ�
�
､ 径��

������	ヒスイが象嵌された貝製品 コパン遺跡 古典期前期 貝 長さ���､ 幅�､ ほか

���台座つき刻紋無頚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 胴径���	､ 口径���

���蓋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ��､ 径����

���取っ手つき小形壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���､ 幅���､ 口径���

������
ヒスイ製の人面象形胸飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 縦��
､ 横
�
､ 厚さ���､ ほか

���取っ手つき小形壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ��	､ 幅���､ 口径��	

������	骨製の針 コパン遺跡 古典期前期 骨 長さ����､ 幅���､ ほか

�������貝製の指輪 コパン遺跡 古典期前期 貝 高さ���､ 径���､ ほか

�������ヒスイ製の首飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 重さ�	グラム､ ほか

��
浅鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 口径����､ 高さ���

���底部鍔つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 口径�
��､ 高さ�

���底部鍔つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 口径����､ 高さ���

���人面象形壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 幅�
､ 口径����

��	蓋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���
､ 口径�
��

���三脚皿 コパン遺跡 古典期前期 土器 長さ����､ 幅�	､ 高さ���
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番号 作品名 出土地 制作年 材質／品質・形状 寸法(cm)

���刻紋碗 コパン遺跡 古典期前期 土器 口径����､ 高さ���

���刻紋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ�	�
､ 幅���	､ 口径���


���多彩色の円筒形鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���	､ 口径��

���人面象形蓋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ��､ 口径����

���底部鍔つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���､ 口径����

���底部鍔つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ
��､ 口径��

���台座つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 口径���


��	小形壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 胴径����､ 口径��

���ヒスイ製の人物像 コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 高さ����､ 幅���､ 厚さ���

��
ヒスイ製の棒状胸飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 長さ�
��､ 幅�

���石碑�� コパン遺跡 古典期前期 石 高さ���､ 幅��､ 奥行き��

���ヒスイ製の棒状胸飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 長さ����､ 幅���､ 厚さ���

���ヒスイ製の棒状胸飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 長さ����､ 幅���､ 厚さ���

�������ヒスイ製の耳飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 高さ���､ 径���､ ほか

���ヒスイ製の人物象形胸飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 高さ	��､ 幅���､ 厚さ���

�������ヒスイ製の耳飾り コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 径���､ 高さ���､ ほか

��
底部鍔つき鉢 コパン遺跡 古典期前期 土器 口径����､ 高さ	��

���蓋つき三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����

���円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 径��

���人面象形蓋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 径����

�����	�広場中央の奉納品 コパン遺跡 古典期前期 石製容器の蓋､ ほか 高さ��､ 径��､ ほか

�	���	�ヒスイ製の人物像とウミギク貝の奉納品 コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ､ ほか 高さ���､ 幅���､ 厚さ���､ ほか

�	
ヒスイ製のトウモロコシの神像 コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ 高さ����､ 幅���､ 奥行き���

�	�ござの編み目模様の装飾品 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ��	､ 幅���､ 奥行き���

���儀礼用のアカエイの骨 コパン遺跡 古典期前期 骨 長さ��､ 幅���

�������ジャガー象形台座と香炉 コパン遺跡 古典期前期
石 (台座)､ 土器
(香炉)

(台座) 高さ���
､ 幅��､
奥行き����､ (香炉) 高さ��､
径����

�������ヒスイ製品とウミギク貝 コパン遺跡 古典期前期 ヒスイ､ 貝 長さ����､ 幅���､ 厚さ���､ ほか

������	怪物形の香炉 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ���	､ 幅����､ 径��

���チャート製の儀礼用ナイフ コパン遺跡 古典期前期 チャート 長さ�	､ 幅�､ 厚さ���

��
����チャート製のエキセントリック コパン遺跡 古典期前期 チャート 長さ����､ 幅����､ ほか

�
�人物象形香炉の蓋 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ	��
､ 幅�
��､ 奥行き�	��

�
�人物象形香炉の蓋 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���	､ 幅��､ 奥行き�	��

�
�人物象形香炉の蓋 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ��､ 幅��

�
�人物象形香炉 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���､ 幅�


�
�人物象形香炉の蓋 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 幅��

�
�多彩色の鉢 コパン遺跡 古典期後期 土器 口径����､ 高さ	�	

�
	多彩色の三脚皿 コパン遺跡 古典期後期 土器 口径���	､ 高さ����

�
�石碑Ａ (レプリカ) コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ���､ 幅���､ 奥行き��

�

石碑Ｈ (レプリカ) コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ���､ 幅���､ 奥行き���
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番号 作品名 出土地 制作年 材質／品質・形状 寸法(cm)

���チャート製のエキセントリック コパン遺跡 古典期後期 チャート 高さ����､ 幅����､ 厚さ��	

���黒曜石製の儀礼用ナイフ コパン遺跡 古典期後期 黒曜石 長さ		�	､ 幅���､ 厚さ���

���チャート製の槍の穂先 コパン遺跡 古典期後期 チャート 長さ����､ 幅���､ 厚さ���

���トウモロコシの神の石像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ��､ 幅��､ 奥行き
�

���水鳥の石像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ��､ 幅��､ 奥行き���

��	コウモリの石像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ�	､ 幅���､ 奥行き��

���人面頭像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ
	��､ 幅�
､ 奥行き��

��
トウモロコシの神の石像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ��､ 幅		､ 奥行き�	

���コンゴウインコの石像 (レプリカ) コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ���､ 幅���

���刻紋つき円筒形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�
��､ 口径�	�	

���刻紋つき円筒形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�
､ 口径��

���刻紋つき円筒形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���
､ 口径�
��

���人面象形香炉 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径���	､ 幅���


���刻紋つき円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�	��､ 口径����

���多彩色の円筒形三脚壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径��

��	台座つき多彩色の壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径��

���多彩色の三脚鉢 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�	��､ 口径����

��
����さまざまな形のコパドール多彩色土器 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径�	��､ ほか

���多彩色の蛙形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���､ 口径����､ 幅�	�	

���多彩色の円筒形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�
�	､ 口径�	��

���刻紋つき円筒形壺 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���	､ 口径�	��

���球技マーカー コパン遺跡 古典期後期 石 径��､ 厚さ���

��	儀礼用斧 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ����､ 幅����､ 厚さ���

���ユーゴ コパン遺跡 古典期前期 石 長さ	���､ 幅��､ 厚さ�

��
書記の石像 コパン遺跡 古典期前期 石 高さ��､ 幅��

�������絵の具入れ コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���
､ 幅���､ 口径���､ ほか

���貴族を表した笛 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 幅
��

���書記を表した笛 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ����､ 幅���

���太鼓をたたく人物を表した笛 コパン遺跡 古典期前期 土器 高さ�
��､ 幅���

���カップルを表した笛 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ���	､ 幅���

���人物を表した笛 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ�	�
､ 幅����

��	����人物象形香炉 コパン遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径����､ ほか

��
文字の彫られた鉢 エル・プエンテ遺跡 古典期後期 土器 高さ
��､ 口径����

���多彩色の三脚鉢 エル・プエンテ遺跡 古典期後期 土器 高さ����､ 口径����

���頭蓋変形のある人骨 エル・プエンテ遺跡 古典期後期 骨 高さ�
��､ 幅��､ 奥行き����

���ジャガーの石像 ラス・ピラス遺跡 古典期後期 石 高さ����､ 長さ��

�������文字が彫られたブロック ラス・ピラス遺跡 古典期後期 石
高さ����､ 長さ����､ 奥行
き���
､ ほか

���モザイク石彫
リオ・アマリージョ
遺跡

古典期後期 石 高さ���､ 幅���

���双頭のジャガーの石像 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ�
､ 幅	���､ 長さ����
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���神の頭像 (レプリカ) コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ��､ 幅��

���太陽神の石像 コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ��､ 幅��､ 奥行き��

���文字が彫られたベンチ コパン遺跡 古典期後期 グラスファイバー 高さ��	�､ 長さ
��	�

���祭壇Ｇ� コパン遺跡 古典期後期 石 高さ
�
､ 幅���､ 奥行き��

���石製の香炉 コパン遺跡 古典期後期 石 高さ��､ 幅��

���彫刻されたシカの骨 コパン遺跡 古典期後期 骨 長さ��､ 幅�

���ヒスイが象篏された貝製胸飾り コパン遺跡 古典期後期 貝 長さ
�	
､ 幅�	�､ 厚さ�	�

��
アラバスター製の壺 エル・アブラ遺跡 古典期後期 アラバスター 高さ
�	�､ 口径
�

���大理石製の円筒形壺 エル・アブラ遺跡 古典期後期 大理石 高さ
�､ 口径�
	�､ 幅
�	


���石碑

(レプリカ) コパン遺跡 古典期後期 セメント 高さ
��､ 奥行き��､ 幅��

���オレンジ色の壺 コパン遺跡 古典期終末期 土器 高さ
�､ 胴径
�	�､ 口径�	


���鉛釉壺 コパン遺跡 古典期終末期 土器 高さ
�､ 胴径
�	�､ 口径�	�


