報道関係各位

令和 4 年 8 月

MIHO MUSEUM（滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300 館長：熊倉功夫）は、
2022 年（令和 4 年）9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）までの期間、秋季特別
展「文明をつなぐもの 中央アジア」、ならびに秋季特別陳列「中華世界の誕生
―新石器時代から漢―」を同時開催いたします。
古代ユーラシア大陸の、悠久の歴史と文化をひも解く二つの展覧会を、どうぞ
お楽しみください。

2022 年 秋季特別展

文明をつなぐもの

1-01

舞人俑

中央アジア

6 世紀 加彩灰陶

個人蔵

本展覧会は、中央アジアにイラン民族が台頭した紀元前 2000 年頃から、イラン
系ソグド人がシルクロードで交易の主役を果たした中世まで、中央アジア・西
アジアの精神世界の転換を概観します。聖なる動植物をモチーフにした作品や、
シルクロードを行き来した豪華な金・銀製品を通して、東西文明交流の様相を
お楽しみください。
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基 本 情 報
会場：MIHO MUSEUM
会期：2022 年 9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）
開館時間： 午前 10 時～午後 5 時 【入館は午後 4 時まで】
休館日：月曜日、9/20 日、10/11 日 ※9/19 日、10/10 日は開館
入館料：一般 1300 円、高・大生 1000 円、中学生以下 無料
【20 名以上の団体は各 200 円割引】
 交通：ＪＲ琵琶湖線「石山駅」より帝産バス MIHO MUSEUM 行 50 分、
お車で新名神「信楽 IC」より約 15 分
 所在地等：
〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300
TEL.0748-82-3411 URL: https://www.miho.jp（パソコン・携帯電話共通）
※ お願い：新型コロナウイルスの感染状況等により、業務内容が変更される場
合があります。当館公式ホームページをご確認の上、ご来館ください。
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 展覧会名：2022 年秋季特別展「文明をつなぐもの 中央アジア」
 英語タイトル・会期：
Autumn Special Exhibition:

“Connecting Civilizations:
From Ancient Central Asia to East Asia”








September 3 through December 11
開催主旨：
古来、中央アジアやイランの山岳地域はメソポタミア神話からもうかがわ
れる貴金属貴石の産地であり、その鉱物資源の長距離交易は、インダス文
明・メソポタミア文明・エジプト文明をつなぐものでした。古代の中央アジ
アの文明は、オクサス文明とも呼ばれます。北方からそこを通り南下したイ
ラン系民族は、彼らの精神文明を吸収し、後にゾロアスター教と呼ばれる拝
火教に発展させたと考えられています。そしてやがてエジプトから中央アジ
アまでを包括する世界帝国、アケメネス朝ペルシアを樹立しました。
本展は中央アジアとその周辺の青銅器時代の精神世界からひもとき、イラ
ン民族による西アジア広域の精神世界の転換を概観します。そして中世初期
にいわゆるシルクロード交易の主役に躍り出た中央アジアのイラン系ソグ
ド人が、東アジア・内奥アジアに残した足跡を辿ろうとするものです。
主催：MIHO MUSEUM、深圳市金石藝術博物館、京都新聞
後援：滋賀県、滋賀県教育委員会、NHK 大津放送局、
エフエム京都、帝産湖南交通
協力：エルミタージュ美術館
担当学芸員： 稲垣 肇（MIHO MUSEUM 学芸員）
展示総数： 約 80 件（約 130 点）
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展示構成・代表作品
キャプションの表記について
◊ 作品名、作者名（ある場合）、時代、撮影者名（ある場合）、展示期間（ある場合）、
所蔵者名の表記は必須です。上記以外は、スペースが可能であればご掲載ください。
本リリースに掲載の画像データ提供について
◊ 貴媒体に展覧会をご紹介くださる場合に、作品画像データをご希望の際は、MIHO MUSEUM
広報までお問い合わせください。
TEL.0748-82-3411（代）

第一章

翼、角、聖樹

西中央アジア青銅器時代のバクトリア・マルギアナ考古複合（オクサス文明）、及び
かかわりの深いトランス・エラム文化の作品を中心に、猛禽・牡牛・聖樹に象徴され
た、後の拝火教（ゾロアスター教）につながる精神世界をさぐります。彼らは文字を
持たなかったとされていますが、メソポタミアの神話に勝るとも劣らぬ豊かな精神世
界を象徴する作品を遺しました。

1-02 猛禽牡牛装飾杯 バクトリア
前 3000 年紀末期－前 2000 年紀初期
エレクトラム MIHO MUSEUM 蔵

第二章

1-03 ガゼル花樹文脚鉢 南東イラン
前 3000 年紀後期 緑泥岩 個人蔵

自然の循環を超えるもの

メソポタミアの強国アッシリアを倒し、西アジア・小
アジア・西中央アジアの覇者となったイラン系メディ
アの遺した作品には、西アジアの伝統的象徴要素の変
容と大きな精神世界の転換が見いだされます。それら
に込められた、自然の循環における現世の繁栄のみで
はなく、来世の至福を求める彼らの表現を探ります。

1-04 雄鶏形容器 前アケメネス朝ペルシア
前 7－6 世紀 銀、金 MIHO MUSEUM 蔵
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第三章

名馬のひらいた道

メディアにとって代わったアケメネス朝ペルシ
アの繁栄は、イラン系遊牧民を通じ、東アジアの
瑞獣表現にまで影響を及ぼしました。ペルシアの
誇る名馬は、中央アジアまで飼育が拡大され、ア
レクサンドロスによる征服、続く遊牧民族の台頭
以降、中央アジアで育まれたこの名馬は“汗血馬”
として前漢の武帝も獲得に乗り出し、重ねて派遣
団を送るところとなりました。こうして後の長距
離隊商交易の道、いわゆるシルクロードが開かれ
1-05 二頭の馬浮彫
アケメネス朝ペルシア
ペルセポリス
前 6－5 世紀 石灰岩
MIHO MUSEUM 蔵

ていきました。また、クシャーンの時代に発達し
た大乗仏教は仏像をはじめ浄土往生思想ととも
に中央アジアで盛行し、シルクロードを通じて東
アジアに伝播していきました。

第四章

激動の時代とソグド人の東漸

漢帝国の崩壊とその後の混乱を西晋が終焉させ、更に北方遊牧系民族の進出により南
北朝へと至る激動の時代に、中央アジアから東アジアに至る遠隔交易路が再建されま
した。中央アジアのイラン系ソグド人はこの“シルクロード”交易の主役を演じ、遊牧
民エフタルや突厥の庇護のもと、中継地となる彼らの集落を東に拡大していきました。
中国本土に定着した彼らが遺した北朝時代の遺物から、彼らの精神世界の表現を探り
ます。

1-06 六楽人加彩俑 6 世紀

加彩灰陶 個人蔵

1-07 石床屏風（11 枚のうち） 北周
大理石に彩色 MIHO MUSEUM 蔵
第五章

6 世紀

ソグド人の宴

7 世紀半ばの突厥衰滅からソグド人は唐の支配下に入りましたが、実質的な独立状態
となり、交易による繁栄を謳歌しました。ソグド人の本拠であった現在のウズベキス
タン、タジキスタンの遺跡からは当時の彼らの神々、伝説、生活を描いた壁画が多数
発掘されています。酒宴の彼らは国際色豊かな当時流行の装いを誇っています。そこ
では彼ら特有の器が登場しますが、今に残る実物は南ロシア、タリム盆地、中国等か
ら発掘されたものであり、彼らの遺跡からはそうした器に類似した形状の、雲母を混
ぜて金属器に似せた土器が出土しています。
本章の作品は画像の紹介のみとなります（協力：エルミタージュ美術館）。
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第六章

唐代金属器の隆盛

ソグド人はイラン系の文物・精神文化を東方に伝えましたが、中でもサーサーン朝ペ
ルシアの金属器贈答の風習は、唐代には官製の金属器工房が設けられるほどに定着し
ました。
ペルシアでは宗教性や帝王の威信を示す意匠を持った金属器が主流でしたが、
唐ではこうした宣揚性は失われ、洗練された緻密な瑞祥意匠が盛行しました。8 世紀
中頃の安史の乱を境に唐がシルクロードの覇権を失うと、こうした西方起源の意匠は
退行し、写生的で優雅な生動感のある中国風の意匠が誕生しました。

1-08 花鳥狩猟文八曲杯 唐時代
7 世紀後期－8 世紀中期 銀鍍金
MIHO MUSEUM 蔵

第七章

シルクロードのトレンド

唐の活発な西域経営を通じ、東アジアから中央アジアまで共通した流行が生まれまし
た。これは安史の乱以降、唐が西域を失った後も、ソグド人の活躍により、内奥アジ
アに新興した吐蕃にも及びました。染織品を中心に盛行した聖樹双鹿意匠には、中央
アジア・西アジア青銅器時代以来の長い歴史があり、金属器を中心に盛行した花角の
鹿は中国伝統の瑞獣から始まり、東西の相互交流によって当世風の瑞獣に発達しまし
た。これらの意匠はシルクロードの終着点、日本にももたらされ、正倉院御物として
今に伝えられています。中央アジア、ソグド、吐蕃の銀器、および当時流行した染織
品を紹介し、それらに込められた精神世界を探ります。

1-09 対鹿連戯獣大円紋緯綾錦絹裂外衣
中央又は西アジア ８世紀
緯錦（三枚綾基）
：絹
７世紀頃から８世紀末にわたって織られた
４種を縫製
MIHO MUSEUM 蔵
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《 同 時 開 催 》
2022 年 秋季特別陳列

中華世界の誕生

―新石器時代から漢―

 展覧会名：2022 年秋季特別陳列
「中華世界の誕生 ―新石器時代から漢―」
 会期：9 月 3 日（土）～ 12 月 11 日（日）
 英語タイトル・会期：
Autumn Special Exhibition:

“ＴＨＥ ＢＩＲＴＨ ＯＦ ＡＮＣＩＥＮＴ ＣＨＩＮＡ:
From Neolithic Times to the Han Dynasty”
September 3 through December 11
 開催主旨：
MIHO コレクションより、新石器時代の赤や黒の文様をもつ彩陶、殷や周
時代に作られた青銅の器や楽器、春秋・戦国時代以降の金銀象嵌などによる
新たな色彩的要素や迫力ある動物表現、国家の体裁を整えていった漢時代の
俑などを紹介します。中華世界が誕生するまでの雄大な営みの片鱗をお楽し
みください。
 担当学芸員： 片山 寛明（MIHO MUSEUM 特任学芸員）
 展示総数： 約 110 点
うち初公開 65 点
 展示構成：
序章
謎の時代の実像
第1章
石器の時代
第2章
青銅器の時代
第3章
鉄器の時代

2-01 鎛（はく） 春秋時代

前 7 世紀

MIHO MUSEUM 蔵
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 代表作品（すべて MIHO MUSEUM 蔵）

2-02 彩陶壺
新石器時代 馬家窯文化
馬家窯類型 初公開

2-05 卣（ゆう）殷時
代後期（前 1200-前
1050 頃）

2-03 黒陶高脚杯
新石器時代 龍山
文化前期 初公開

2-06 秦公鐘

周時代

2-04 牌飾 青銅
器時代 二里頭文
化（前 1700-前
1500 年頃）

2-07 牛形鎮
時代

戦国

2-08 亀形香炉
前漢時代初期

2-10 婦人俑

前漢時代

2-09 騎兵俑 前漢時代
（前 206～後 9 年）

7

MIHO MUSEUM について
■ 自然・建築・美術品が調和した桃源郷
MIHO MUSEUM は 1997 年 11 月に琵琶湖の南、信楽の山中に
誕生しました。建築設計は、パリ・ルーヴル美術館のガラスのピ
ラミッドを設計したことで知られる I.M.ペイ。
枝垂れ桜のプロムナードを通り、銀色に輝くトンネルをくぐると、
吊り橋の向こうに美術館棟が現れる設計は、中国詩に描かれた桃
の花に導かれ洞窟を抜けた先に現れる楽園「桃源郷」をテーマに
しています。
美術館棟は、建築容積の 80％以上を地中に埋設し、建物の上にも
自然を復元しています。
フランス語版のミシュランガイドで「必ず訪れるべき場所」として
三ツ星を獲得しており、2017 年には世界的ブランドのファッショ
ンショーの舞台ともなりました。

美術館棟へ続くトンネルに、枝垂れ桜のピンクが映り込み輝く様子は絶景です。新緑が反射する
緑のトンネル、春分・秋分頃に夕日に染まる黄金のトンネルなど、季節ごとに多くのファンが訪
れます。

■ 展示
所蔵品は、エジプト、ギリシア・ローマ、西アジア、中
央アジア、南アジア、中国、朝鮮、古代アメリカなどの
古代美術と、仏教美術、茶道美術をはじめ、絵画、漆工、
陶磁器などの日本古美術をあわせて約 3,000 件からなり
ます。
北館では、季節により国内外からの出陳を加えて、開館
ごとにテーマ性を持った特別展を開催しています。
南館では、エジプト、西アジア、南アジア、中国・西域

隼頭神像 エジプト

の 4 つのギャラリーで古代美術の名宝を展示しています。 B.C.1295-1213 年頃
仏立像 中央アジア
ガンダーラ 2 世紀後半
期

◼ 報道関係のお問い合わせ先：

MIHO MUSEUM 学芸部 広報
TEL. 0748-82-3411

FAX. 0748-82-3414

e-mail: information@miho.jp

URL. https://www.miho.jp

〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300
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