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解説シート

この浮彫のブロックには、長い手で表された太陽神アテンから
放射状に発せられた光の中央に下エジプトを表す赤冠を付けた
王が描かれている。右上には、左側の王のカルトゥーシュ（王
名枠）に「アクエンアテン」の名が確認されるが、その下には
改名する前の名前「アメンヘテプ・ネチェルへカウアセト」が

読める。したがって、この浮彫は、アメンヘテプ 4 世がアク
エンアテンに改名する前に施されたものであろう。左端には 2
枚の羽根の部分が認められるが、その上に刻されたヒエログリ
フに「ネフェルトイティ」の名が認められるので、これはネフェ
ルトイティ王妃の冠の一部とみられる。（河合望）

エジプト新王国時代第 18 王朝，アメンヘテプ 4 世（アクエンアテン王）の治世
前 1351 〜前 1334 年頃

テーベ東岸，カルナク神殿域
砂岩，彩色

エジプト新王国時代第 18 王朝
アメンヘテプ 4 世（アクエンアテン王）の治世

前 1351 〜前 1334 年頃
テーベ東岸，カルナク神殿域

砂岩，彩色

１．アクエンアテン王（アメンヘテプ 4世）とネフェルトイティ王妃の肖像の浮彫
Relief showing Akhenaten (Amenhotep Ⅳ ) and Nefertiti under the god Aten

古代エジプトの名品富岡コレクション

2016 年度春季　特集展示 2 階　常設展示室
2016 年 5 月 9 日（月）〜 6 月 22 日（水）

10:00 〜 17:00（入館は 16:30 まで）
日曜・祝日は休館

2．かがんだ姿の男性の浮彫
Relief showing a bowing man

アマルナ時代の王の記念建造物の浮彫では、通常
王または王族以外の人物は屈んだ姿勢で表現され
る。これは王と王族に対する敬意と畏怖を示すも
のである。この人物は短い鬘を被り、長い腰布を
身につけている。肌の部分はヘマタイトの赤茶色
の顔料が塗られている。おそらく、左側に大きく
描かれた王の姿があり、それに対して屈んだ姿勢
をしているのであろう。（河合望）



2

解説シート

古代エジプト文明の最盛期である新王国時代第 18 王朝のア
メンヘテプ 4 世は、それまでのエジプトの伝統的な多神教
を否定し、太陽とその光を表すアテンを唯一神として崇拝し
た。アメンヘテプ 4 世は、アテン神への帰依を宣言した後、
従来の国家神であったテーベのアメン神の総本山であるカル
ナク神殿の東側にアテン神の神殿群を造営した。これらの神
殿群では、通称「タラタート」と呼ばれる縦と横の比率が 1
対 3 の特徴的なブロックが建材として使用されており、富
岡コレクションの 3 つの浮彫ブロックも神殿群の壁面を装
飾していたものと思われる。アメンヘテプ 4 世は、治世第 5
年にアクエンアテンに改名し、中エジプトの現在はアマルナ
として知られる場所で、新しい王都の建設に着手した。有名
なツタンカーメン王は彼の息子と考えられている。アクエン
アテンの死後、この一神教を導入した宗教改革は失敗し、か
れの造営した神殿や王宮は解体された。カルナクに彼が造営
した神殿群も例外ではなく、後の時代の神殿の基礎や詰物と
して再利用された。これらのブロックが出土した原位置は不
明であるが、そのような形で再利用されたと思われる。これ
らのブロックは、いずれもアメンヘテプ 4 世のテーベでの
建築活動を示す貴重な第 1 級の資料と言える。（河合望）

テーベ、カルナクのアテン神殿の浮彫ブロック

カルナクのアメン神殿の東側に造営されたアテン神殿の
浮彫には、戦闘用二輪馬車による王と臣下の浮彫が頻繁
に施されている。古代エジプトでは、前 1500 年頃に西
アジアから戦闘用二輪馬車が導入された。馬車には手綱

を引く人物の姿があり、弓矢を入れるケースも描かれて
いる。くびきの後ろには太陽円盤が付いていることから、
馬車に乗る人物はアクエンアテン王かネフェルトイティ
王妃である可能性が高い。（河合望）

復元された「タラタート」（ルクソール博物館にて河合撮影）

３．戦闘用二輪馬車の浮彫
Relief showing a royal chariot

エジプト新王国時代第 18 王朝，アメンヘテプ 4 世（アクエンアテン王）の治世
前 1351 〜前 1334 年頃

テーベ東岸，カルナク神殿域
砂岩，彩色
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解説シート

シャブティは、墓に副葬され、冥界で主人に奉仕するための召使い
の像である。中王国時代以降に出現し、新王国時代からプトレマイ
オス朝時代にかけて数多くのシャブティ像が墓に副葬された。本作
品は彩色された石製のものであるが、木製、ファイアンス製など様々
な材質のものが存在する。シャブティは、主人に対して農作業など
の労働をおこなうために、両手に鍬を持つ姿で表されている。大型
の鬘をつけ、肌は男性を表す褐色に塗られている。胴部には、『死
者の書』第 6 章から抜粋された横書き 7 行の碑文が刻されており、
被葬者がフイであることがわかる。（近藤二郎）

墓に置かれた供養碑である。ニッチ（壁龕）の中に、右
手に葡萄の房、左手に鳩を持ち、片膝を立てて座る少年
の姿が彫刻されている。同じモチーフのステラは、中部
エジプトのオクシリンコスから発見され、紀元後 4 ～ 5
世紀頃のものとされる。葡萄の房はデュオニュソス神、
鳩はアフロディテ・イシス女神と関連するという説や、
葡萄と鳩、そして座る姿勢などが子供の神ハルポクラテ
スを表すとする説などがある。類例から、この作品もか
つては彩色されていたと思われる。（近藤二郎）

フイのシャブティ像（No.4）とほぼ同じ大きさで、同じスタイル
の女性の像であることから、フイの妻と考えられるが、定かではな
い。非常に精緻な作りで、鬘の上から幅の広い赤色のヘアバンドを
つけ、額の部分にはロータスの花飾りが、鮮やかな水色で表現され
ているのが特徴となっている。体の正面で両腕を組む姿勢をしてい
るが、農具などは持っていない。フイのシャブティ像と同じく、胴
部には、横書き 7 行で『死者の書』第 6 章と被葬者であるレヌウ
の名が刻されている。（近藤二郎）

４．フイのシャブティ像（左）
Shabti figure of Huy

５．レヌウのシャブティ像（右）
Shabti figure of Renu

６．供養碑
Funerary stele

エジプト新王国時代第 18 王朝末期〜 19 王朝初期
前 1360 〜前 1280 年頃
エジプト（出土地不詳）

石灰岩，彩色

ビザンツ時代
後 4 〜後 5 世紀頃

中部エジプト，オクシリンコスか
石灰岩
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同様な葬送用櫃には、死者の内臓を納めたカノポス容器
のためのカノポス櫃などがあるが、この作品は寸法から
考えて、カノポス容器ではなく、シャブティ像か、ある
いはホルスの 4 人の息子たちの像を収納した櫃である。
正面には死者の守護神アヌビスが厨子の上に横たわり、
背面には冥界の支配者オシリス神との関連を示すジェド

柱が描かれている。右側面には、ホルスの 4 人の息子
で人頭のイムセティ神と犬頭のドゥアムウトエフ神が、
左側面には、猿頭のハピ神と隼頭のケベフセヌウエフ神
の図像が描かれている。櫃の上部には、隼の姿をし頭上
に羽根飾りを戴く、冥界の神ソカルの像が位置している。

（近藤二郎）

末期王朝時代〜プトレマイオス朝時代
前 664 〜前 30 年頃

エジプト（出土地不詳）
木，彩色

７．葬送用櫃
Funerary box

作品リスト

執筆者
近藤 二郎（早稲田大学文学学術院教授・早稲田大学エジプト学研究所所長）

河合　望   （金沢大学国際文化資源学研究センター客員准教授・早稲田大学高等研究所招聘研究員）

協力
早稲田大学エジプト学研究所

No. 名称 時代 地域 素材 点数 寸法（cm） 備考

エジプト新王国時代第18王朝

前1351～前1334年頃

エジプト新王国時代第18王朝

前1351～前1334年頃

エジプト新王国時代第18王朝

前1351～前1334年頃

フイのシャブティ像 エジプト新王国時代第18王朝末期～19王朝初期 エジプト
Shabti figure of Huy 前1360～前1280年頃 Egypt

レヌウのシャブティ像 エジプト新王国時代第18王朝末期～19王朝初期 エジプト
Shabti figure of Renu 前1360～前1280年頃 Egypt

供養碑 ビザンツ時代 中部エジプト，オクシリンコスか
Funerary stele 後4～後5世紀頃 Oxyrhynchus ?, Middle Egypt

葬送用櫃 末期王朝時代～プトレマイオス朝時代 エジプト
Funerary box 前664～前30年頃 Egypt

アクエンアテン王（アメンヘテプ4世）とネフェルトイティ王妃の肖像の浮彫
Relief showing Akhenaten (Amenhotep Ⅳ) and Nefertiti under the god Aten

アメンヘテプ4世（アクエンアテン王）の治世
テーベ東岸，カルナク神殿域

Karnak Temple area, Thebes

かがんだ姿の男性の浮彫
Relief showing a bowing man

テーベ東岸，カルナク神殿域

Karnak Temple area, Thebes
アメンヘテプ4世（アクエンアテン王）の治世

戦闘用二輪馬車の浮彫
Relief showing a royal chariot

テーベ東岸，カルナク神殿域

Karnak Temple area, Thebes
アメンヘテプ4世（アクエンアテン王）の治世

石灰岩

石灰岩

砂岩，彩色

砂岩，彩色

砂岩，彩色

1

1

1

1

1

出土地不詳

出土地不詳

1

3

2

4

5

高22.6 幅41.5

高23.5 幅54.5

高22.5 幅28.0

高28.9 幅8.8

高29.5 幅8.3

出土地不詳

6

7

石灰岩

木，彩色

1

1

高36.0 幅22.0 奥行12.0

総高65.5 幅24.5 奥行20.0


