
 1a �『史記』130巻　
� Shi Ji (Records of the Historian), 130 volumes, compiled by Sima Qian (Han),annotated by Pei Yin (Liu-Song). Volume 5, the History of the Qin 
� Dynasty (portion).
� � � 平安時代末期（12世紀後半）
� � � 慶應義塾大学附属研究所・斯道文庫蔵　紙

 1b�『史記』130巻　　
� Shi Ji (Records of the Historian), 130 volumes, compiled by Sima Qian (Han),annotated by Pei Yin (Liu-Song), commentary by Sima Zhen �
� (Tang),revised by Zhang Shou jie (Tang).
� � � 江戸時代慶長年間（1596～1614）刊　
� � � 慶應義塾大学附属研究所・斯道文庫蔵　紙

 2� 龍首と蟠龍の帯鉤（バックル）Gold belt hook with intertwined dragons� 春秋（前8-前5世紀）� 鳳翔県博物館　� 金

 3� 金の柄の鉄剣　Iron sword with gold hilt　� 春秋（前8-前5世紀）　�宝鶏市考古工作所　� 金・鉄・トルコ石

 4� 金の虎符　Gold tiger charm 　� 戦国（前5-前3世紀）　�西安市文物保護考古所　� 金

 5� 玉環のついた鋪首　Gold Pu Shou door ornament with jade ring� 戦国（前5-前3世紀）� 宝鶏市陳倉区博物館　� 金・玉

 6� 銀の鹿 　Silver deer　� � 戦国（前5-前3世紀）� 神木県文管会　� 銀

 7a,b�騎兵俑　Cavalry rider figurine　� 戦国（前5-前3世紀）� 咸陽博物館　� 加彩灰陶

 8a-c�帯鉤（バックル）　Bronze buckle　� 戦国（前5-前3世紀）� 陝西省考古研究所　� 青銅

 9� 楽士俑　Musician figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

10�青銅の鶴　Bronze crane　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 青銅

11�青銅の白鳥　Bronze swan　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 青銅

12�青銅の雁　Bronze goose　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 青銅

13�百戯（力士）俑　Wrestler figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

14�石製の鎧　Stone armor　�� 秦（前3世紀）　� 陝西省考古研究所　� 石

15�石製の冑　Stone helmet　� 秦（前3世紀）　� 陝西省考古研究所　� 石

16�文官俑　Government official figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

17�文官俑　Government official figurine　� 秦（前3世紀）� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

18�跪射俑　Kneeling archer figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

19�将軍俑　Military general figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

20�御者俑　Coachman figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

21�鎧兵士俑の残欠　Remains of armored warrior figurine　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

22�兵士俑頭部　Warrior figurine head　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

23�兵士俑頭部　Warrior figurine head　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

24�兵士俑頭部　Warrior figurine head　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館　� 加彩灰陶

25�兵士俑頭部　Warrior figurine head　� 秦（前3世紀）　� 秦始皇兵馬俑博物館 � 加彩灰陶
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26� 東郡の虎符　Bronze tiger charm　� 秦（前3世紀）　� 周至県文管所　� 青銅・金象嵌

27� 角飾り　Gilt cornerstone decoration　� 秦（前3世紀）　� 咸陽博物館　� 銀

28� 大型の瓦当　Large eave-end tile　� 秦（前3世紀）　� 陝西省考古研究所　� 陶

29� 武人の頭像　Bronze warrior head　� 秦（前3世紀）　� 咸陽博物館　� 青銅

30� 応鐘と刻された鐘　Bronze bell marked for tone Ying zhong� 秦（前3世紀）　� 西安市文物保護考古所� 青銅

31� 　于（蓋に龍の浮き彫りのある打楽器）　Bronze percussion instrument with relief carving of dragon　
� � � 秦（前3世紀）　� 咸陽博物館　� 青銅

32 �陳爰（稱）の金貨　　"Chenyuan" gold coin　� 秦（前3世紀）　� 咸陽博物館　� 金

33a-j 彩色兵士俑　Painted warrior figurine　� 前漢（前2世紀）　� 咸陽博物館　� 加彩灰陶

34a-j 彩色騎兵俑　Painted cavalry rider figurine　� 前漢（前2世紀）　� 咸陽博物館　� 加彩灰陶

35� 彩色騎兵俑黒馬　Painted cavalry rider figurine　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

36� 彩色騎兵俑黒馬　Painted cavalry rider figurine　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

37� 彩色騎兵俑紅馬　Painted cavalry rider figurine　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

38� 馬の彩色陶俑　Painted ceramic horse figurine　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

39� 「皇后之璽」の玉璽　Jade seal"Huang hou zhi xi"s (Empressﾕs seal)　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西歴史博物館� 玉

40a�「皇帝信璽」の封泥　Imprint of imperial seal "Huang di xin xi" (True Imperial Seal)　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 東京国立博物館　� 粘土

40b�「長陵丞印」の封泥　Imprint of seal "Chang ling cheng yin"　前漢（前2-前1世紀）� 東京国立博物館　� 粘土

41� 女官俑　Court lady figurine　� 前漢（前2-前1世紀）　�陝西省考古研究所　� 加彩灰陶
� �
42a,b 男子俑　Young man figurine　� 前漢・文帝（前2世紀）�西安市文物保護考古所　� 黒陶

43a,b 男子俑　Young man figurine　� 前漢（前2-前1世紀）� 早稲田大学会津八一記念館� 加彩灰陶

44� 鳩形の杖元　Dove-shaped bronze staff head　� 前漢（前2-前1世紀）� 西安市文物保護考古所　� 青銅

45a,b 虎と熊形の鎮（おもし）　Tiger and bear-shaped bronze weight　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 西安市文物保護考古所　� 青銅鍍金

46a-d 正坐する人の形の鎮（おもし）　Bronze weight in shape of seated figure　
� � � 漢（前2-後2世紀）　� 西安市文物保護考古所　� 青銅

47� 龍と鳥面人像の支える博山炉　Incense burner supported by dragon and bird-faced human figure　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 陝西歴史博物館　� 青銅

48� 魚をくわえた雁の燭台　Bronze candle holder in shape of goose eating a fish
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 陝西歴史博物館　� 青銅

49� 青銅の竈　Bronze cooking oven　� 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所� 青銅

50� 雁足形の燭台　Candle holder with birdﾕs feet� 前漢（前2-前1世紀）� 西安市文物保護考古所　� 青銅

51� 龍・動物・人物紋の金飾り　Gold ornaments with dragon, animal, and human figure patterns　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所　� 金・銀・メノウ
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52� 馬蹄形の金　Gold piece in shape of horseshoe� 前漢（前2-前1世紀）� 西安市文物保護考古所� 金

53� 麒麟の趾の形の金　Gold piece in shape of mythical Qilinﾕs foot　�前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 金

54a-d�餅の形の金　Gold ingot (in shape of rice cake)　� 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 金

55� 「青王」の金印　Gold seal　� 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 金

56� 青銅の升　Bronze measuring cup　� 前漢（前1世紀）　� 西安市文物保護考古所　� 青銅 

57� 四神紋様の燗酒器　Warm sak vessel with design of the Four Divine Beasts　
� � � 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 青銅

58a,b C  鋪首（扉のノブ）　Gilt bronze Pu Shou door ornament　
� � � 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所� 青銅鍍金

59a,b�男性器形の青銅器　Penis-shaped bronze ware　� 前漢（前2-前1世紀）　�陝西省考古研究所　� 青銅

60� 耳杯　Ear cups　� � 前漢（前2-前1世紀）　�陝西省考古研究所　� 緑釉陶

61a,b�画像のある墓室の石の扉　Painted stone tomb doors� 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所　� 石

61c�画像のある墓室の梁　Painted stone tomb beams� 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所� 石

61d,e�画像のある墓室の柱　Painted stone tomb pillar� 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所� 石

62� 四神の白虎紋様の空洞煉瓦　Hollow brick with design of the Divine Beast Baihu (White Tiger)　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所　� 陶

63� 四神の朱雀紋様の空洞煉瓦　Hollow brick with design of the Divine Beast Zhuque (Red Phoenix)　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 陝西省考古研究所� 陶

64a-f�兵士俑（着衣式）　Warrior figurine (with clothing separate) � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

65　�彩色兵士俑頭部　Painted warrior figurine head　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

66　�鎧兵士俑　Warrior figurine with armor and helmet�前漢（前2世紀）� 陝西省考古研究所� 加彩灰陶

67　�歩行兵士俑（着衣式）Walking warrior figurine (with clothing separate)　
� � � 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

68　�騎兵俑（着衣式）Cavalry rider figurine (with clothing separate)�前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

69　�宦官俑（着衣式）Eunuch figurine (with clothing separate)� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

70　�女官俑（着衣式）Court lady figurine (with clothing separate)�前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

71　�侍女俑（着衣式）Serving woman figurine (with clothing separate)　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所� 加彩灰陶

72　�文官俑　Government official figurine (with clothing separate)　�前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

73　�女官俑　Court lady figurine　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 加彩灰陶

74a,b�雄鶏と雌鶏の陶俑　Ceramic rooster figurine,Ceramic hen figurine　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

75a,b�家畜犬と野生犬の陶俑　Ceramic domestic dog figurine,Ceramic wild dog figurine　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

76a,b�綿羊と山羊の陶俑　Ceramic sheep figurine,Ceramic goat figurine　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶

77a,b�子豚と母豚の陶俑　Ceramic piglet figurine,Ceramic sow figurine　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 加彩灰陶
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78� 青銅の矢じり　Bronze arrowheads　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 青銅

79a,b�石弓の引き金部分　Crossbow trigger mechanism� 前漢（前2世紀）� 陝西省考古研究所� 青銅

80a,b�鉄製の戟（縦矛に横矛のついた長柄の武器）Iron crossed halberd前漢（前2世紀� 陝西省考古研究所　� 鉄

81� 鉄剣　Iron sword　� � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 鉄・木

82a,b�鉄剣　Iron sword　� � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 鉄・木

83a,b�弓置きの道具　Bow rests　� 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 青銅鍍金

84 � 帯鉤（バックル）　Gold buckle (belt loop)　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 純金

85a-c�帯鉤（バックル）　Bronze buckle (belt hook)　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 青銅

86a-f�ミニチュアの計量器　Miniature bronze measuring implements　前漢（前2世紀）　陝西省考古研究所　� 青銅

87� 青銅製の印章　Bronze seal　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 青銅

88� 雲紋の瓦当　Eave-end tile with cloud design　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 陶

89� 雲紋の瓦当　Eave-end tile with cloud design　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 陶

90� 「長楽未央」の文字瓦当　Eave-end tile with characters "Chang le wei yang" (Be happy forever)　
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 陶

91� 下水管　Piece of sewer pipe　� 前漢（前2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 陶

92 � 「千秋万歳」瓦当　Eave-end tile with characters "Qian qiu wan sui"(A thousand autumns, myriad years; i.e. long life)　
� � � 前漢（前2世紀）　� 漢陽陵考古陳列館　� 陶

93� 「與天無極」の文字瓦当　Eave-end tile with characters "Yu tian mo ji"　前漢（前2世紀）　漢陽陵考古陳列館　陶

94a-e�「陽陵令印」の封泥　Imprint of seal "Yang ling ling yin"　� 前漢（前2世紀）� 陝西省考古研究所　� 粘土

95� 四神紋の玉製鋪首　Jade Pu Shou door ornament with design of the Four Divine Beasts　
� � � 前漢（前2-前1世紀）　�茂陵博物館　� 玉

96� 竹の節をかたどった香炉　Gold and silver plated bronze incense burner in the shape of bamboo nodes
� � � 前漢（前2世紀）　� 陝西歴史博物館　� 青銅鍍金鍍銀

97� 玉製の蝉　Jade cicada　� 前漢（前2-前1世紀）　�陝西省考古研究所　� 玉

98� 玉製の馬に乗った仙人　Jade sage on a horse　� 前漢（前1世紀）　� 咸陽博物館　� 玉

99� 金の竈　Gold cooking oven　� 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 金

100�金メッキの蚕　Gilt bronze silkworm　� 前漢（前2-前1世紀）　�陝西歴史博物館　� 銅鍍金

101�車馬飾り　Horse and carriage ornaments　� 前漢（前2-前1世紀）　�陜西省考古研究所　� 銅・鍍金

102�駱駝陶俑　Ceramic camel figurine　� 前漢（前2-前1世紀）　�西安市文物保護考古所　� 加彩灰陶

103�「車馬出行」　Wall painting of horse and carriage�後漢（1-2世紀）　� 陝西省考古研究所　� 土

104a�「太史令」の封泥　Imprint of seal "Tai shi ling" "Prefect of the Grand Scribes"　
� � � 前漢（前2-前1世紀）� 東京国立博物館　� 粘土

104b�「長安市令」の封泥　Imprint of seal "Chang an shi ling"　前漢（前2-前1世紀）　東京国立博物館　� 粘土

104c�「奉常丞印」の封泥　Imprint of seal "Feng chang cheng yin"　前漢（前2-前1世紀）　東京国立博物館　� 粘土

始皇帝と彩色兵馬俑展～司馬遷『史記』の世界
出展リスト4.
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