
平成３０年１０月９日 
文化庁主催海外展「縄文－日本における美の誕生」展 

（於フランス・パリ）の開催 

 

文化庁は，平成３０年１０月１７日から平成３０年１２月８日にかけて「ジャポニス

ム 2018」としてフランス・パリの日本文化会館おいて「縄文―日本における美の誕生」

展を開催します。 

今年夏に東京国立博物館で開催された特別展「縄文－一万年の美の鼓動」を再構成し，

縄文時代の美を体現する国宝火焔型土器をはじめとした土器に加え，土偶や装身具など，

国宝や重要文化財を含む縄文時代を代表する造形を展示します。 

本展は，1998 年にパリで開催された「JOMON」展から２０年ぶり２回目の

開催となります。 

＜担当＞ 文化庁文化財第一課           
課長       平山 直子（内線 2884） 
主任文化財調査官 原田 昌幸（内線 2892） 
課長補佐     松永 佳子 (内線 4694） 
電話：03－5253－4111（代表） 

重要文化財 遮光器土偶 

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 東京国立博物館蔵 

国宝 土偶「仮面の女神」 

長野県茅野市中ッ原遺跡出土 茅野市尖石縄文考古館保管 



１．目的 
   文化庁主催の海外展は，国宝や重要文化財などの日本の優れた文化財を海外で発信

し，外国での日本文化理解増進とともに，国内外の美術館・博物館等と協力して展覧

会を開催することを通じて，共同研究や交流等の成果を発表し，海外との橋渡しとな

る日本の学芸員の資質向上と海外における日本美術研究の推進に資することを目的

として実施しています。 

 
２．主催・協力 
     主催：文化庁，国際交流基金/ジャポニスム事務局，東京国立博物館 

協力：ＮＨＫ，朝日新聞社，全日本空輸株式会社 

 
３．会期・会場 
   会  期：平成３０年１０月１７日（水）～１２月８日（土）  

   会  場：パリ日本文化会館（101 bis, quai Branly, パリ市 15 区） 

 

４．概要 
1998 年，文化庁主催海外展としてパリ日本文化会館で「縄文展（Jômon, l’

art du Japon des origines）」が開催されました。  

今回，２０年ぶりにパリで開催される本展は，更に優品を集め，縄文時

代の美を体現する国宝火焔型土器をはじめとした土器に加え，土偶や装身

具など，国宝６件，重要文化財 33 件を含む出土品を一堂に紹介します。

日本美の原点である縄文の美と，それを生み出した縄文人たちの豊かな精

神文化の魅力を提示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．主な出品件数 
国宝６件「火焔型土器」「土偶 縄文のビーナス」「土偶 縄文の女神」「土

偶 仮面の女神」「土偶 合掌土偶」「土偶 中空土偶」，その他重要文化

財 33 件を含む，全 64 件を展示。出品作品の詳細は別紙の通り。 

（※縄文時代の文化財のうち，国宝指定の作品が全て出品されます。） 

    
 
 
 

    
 
 

 

 

 

国宝 新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器 

（十日町市） 

国宝 土偶「縄文のビーナス」 

長野県茅野市米沢棚畑遺跡出土（茅野市） 

国宝 土偶「仮面の女神」 

長野県茅野市中ッ原遺跡出土（茅野市） 

国宝 土偶「合掌土偶」 

青森県八戸市風張 1 遺跡出土（八戸市） 

国宝 土偶「中空土偶」 

北海道函館市著保内野遺跡出土（函館市） 

国宝 土偶「縄文の女神」 

 山形県西ノ前遺跡出土（山形県） 



６．「ジャポニスム 2018：響きあう魂」とは 

 日仏友好 160 年の本 2018 年，両国政府間合意に基づき，芸術の都フラン

ス・パリを中心に，大規模な日本文化・芸術の祭典「ジャポニスム 2018：響

きあう魂」を開催します。パリ内外の 100 近くの会場を舞台に，約 8 か月間

に亘り，美術展，舞台公演，映画，その他食や工芸など日本人の日常 生活

により密着した文化まで含め，さまざまな日本の芸術と文化を，古典から現

代まで幅広く紹介します。会期を通じ，50 余りの公式企画の実施を計画中。

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を前に，日本文化の多様

な魅力をパリに，またパリを通して世界に向けて伝えます。 

会期  ：  2018 年 7 月～ 2019 年 2 月  

事務局 ：  独立行政法人国際交流基金 ジャポニスム事務局   

公式ウェブサイト： https://japonismes.org/ 

 



出品リスト
（別紙）

No. 指定 名称 員数 所蔵 出土地名 時代

1 － 微隆起線文土器 1個 青森県立郷土館 青森県六ヶ所村 表館(1)遺跡
縄文時代(草創期)・前
11000～前7000年

2 重文 壺形土器 2個 鹿児島県立埋蔵文化財センター 鹿児島県霧島市 上野原遺跡
縄文時代(早期)・前
7000～前4000年

3 重文 片口付深鉢形土器 1個 個人蔵
埼玉県ふじみ野市　上福岡貝
塚

縄文時代(前期)・前
4000～前3000年

4 重文 深鉢形土器 1個 山梨県立考古博物館 山梨県甲州市　殿林遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

5 重文 焼町土器 1個 渋川市教育委員会 群馬県渋川市　道訓前遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

6 国宝 火焔型土器 1個 十日町市 新潟県十日町市　笹山遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

7 － 深鉢形土器 1個 個人蔵 千葉県市川市　堀之内貝塚
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

8 重文 注口土器 1個 公益財団法人辰馬考古資料館 茨城県稲敷市　椎塚貝塚
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

9 － 双口土器 1個 個人蔵
神奈川県大井町　金子台遺
跡

縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

10 － 浅鉢形土器 1個 東京国立博物館 岩手県洋野町城内
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

11 重文 壺形土器 1個 文化庁 青森県十和田市滝沢川原
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

12 － 香炉形土器 1個 個人蔵 岩手県軽米町
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

13 － 土偶 1個 滋賀県教育委員会
滋賀県東近江市　相谷熊原
遺跡

縄文時代(草創期)・前
11000～前7000年

14 － 土偶 1個 三重県埋蔵文化財センター
三重県松阪市　粥見井尻遺
跡

縄文時代(草創期)・前
11000～前7000年

15 － 土偶 1個 船橋市飛ノ台史跡公園博物館
千葉県船橋市　小室上台遺
跡

縄文時代(早期)・前
7000～前4000年

16 重文 板状土偶 1個 青森県教育委員会
青森県青森市　三内丸山遺
跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

17 － 土偶頭部 1個 神奈川県立歴史博物館
神奈川県横浜市　公田ジョウ
ロ塚遺跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

18 国宝 土偶　縄文のビーナス 1個 茅野市 長野県茅野市　棚畑遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

19 国宝 土偶　縄文の女神 1個 山形県 山形県舟形町　西ノ前遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

20 － ポーズ土偶 1個 東京国立博物館 山梨県笛吹市上黒駒出土
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

21 重文 ポーズ土偶 1個 南アルプス市教育委員会
山梨県南アルプス市　鋳物師
屋遺跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

22 重文 土偶 1個 野辺地町立歴史民俗資料館
青森県野辺地町　有戸鳥井
平４遺跡

縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

23 重文 ハート形土偶 1個 個人 群馬県東吾妻町郷原
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

24 国宝 土偶　仮面の女神 1個 茅野市 長野県茅野市　中ッ原遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

25 国宝 土偶　合掌土偶 1個 八戸市 青森県八戸市　風張1遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

26 重文 しゃがむ土偶 1個 福島市教育委員会 福島県福島市　上岡遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

27 国宝 土偶　中空土偶 1個 函館市
北海道函館市　著保内野遺
跡

縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

28 － 山形土偶 1個 明治大学博物館 千葉県佐倉市　江原台遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

29 重文 みみずく土偶 1個 桶川市教育委員会 埼玉県桶川市　後谷遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

30 － みみずく土偶 1個 埼玉県教育委員会 埼玉県鴻巣市　赤城遺跡
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

31 重文 遮光器土偶 1個 東京国立博物館
青森県つがる市　木造亀ヶ岡
遺跡

縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

32 重文 結髪土偶 1個 曹洞宗三弘山正源寺
山形県真室川町大字釜淵字
五郎前

縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

33 － 土偶形容器 1個 東京国立博物館 長野県上田市腰越出土
弥生時代(前期)・前4
～前3世紀

34 － 顔面付壺形土器 1個 東京国立博物館 茨城県筑西市　女方遺跡
弥生時代(中期)・前2
～前1世紀

35 － 岩偶 1個 五所川原市
青森県五所川原市　観音林
遺跡

縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

36 － 岩偶頭部 1個 北秋田市教育員会 秋田県北秋田市　白坂遺跡
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年



No. 指定 名称 員数 所蔵 出土地名 時代

37 － 石棒 1個 東京国立博物館 山梨県富士川町平林
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

38 重文 土面 1個 一戸町教育委員会 岩手県一戸町　蒔前遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

39 重文 土面 1個 東京大学総合研究博物館 秋田県能代市　麻生遺跡
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

40 － 土面 1個 東京国立博物館 埼玉県羽生市発戸
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

41 重文 土面 1個 文化庁 北海道千歳市　ママチ遺跡
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

42 重文 人形装飾付有孔鍔付土器 1個 南アルプス市教育委員会
山梨県南アルプス市　鋳物師
屋遺跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

43 重文 顔面把手付釣手土器 1個 伊那市 長野県伊那市　御殿場遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

44 － 土偶装飾付深鉢形土器 1個 個人蔵
神奈川県相模原市　大日野
原遺跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

45 重文 顔面装飾付注口土器 1個 公益財団法人辰馬考古資料館 茨城県稲敷市　福田貝塚
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

46 － 顔面把手付深鉢形土器 1個 伊那市教育委員会 長野県伊那市　月見松遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

47 － 子抱き土偶 1個 国立歴史民俗博物館 東京都八王子市　宮田遺跡
縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

48 重文 手形・足形付土製品 3個 青森県立郷土館 青森県六ヶ所村　大石平遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

49 重文 猪形土製品 1個 弘前市立博物館 青森県弘前市　十腰内2遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

50 － 猿形土製品 1個 東京大学総合研究博物館 青森県弘前市　十面沢遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

51 重文 巻貝形土製品 1個 東京国立博物館 新潟県村上市　上山遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

52 － 狩猟文土器 1個 青森県立郷土館 青森県八戸市　韮窪遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

53 重文 動物形土製品 5個 栃木市教育委員会
栃木県栃木市　藤岡神社遺
跡

縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

54 重文 漆塗彩文鉢形土器 2個 文化庁 山形県高畠町　押出遺跡
縄文時代(前期)・前
4000～前3000年

55 － 漆塗注口土器 1個 八雲町教育委員会 北海道八雲町　野田生1遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

56 － 漆塗木製水差 2個 胎内市教育委員会 新潟県胎内市　分谷地A遺跡
縄文時代(後期)・前
2000～前1000年

57 重文 木製編籠 1個 青森県教育委員会
青森県青森市　三内丸山遺
跡

縄文時代(中期)・前
3000～前2000年

58 重文 磨製石斧 4個 秋田県立博物館 秋田県東成瀬村　上掵遺跡
縄文時代(前期)・前
4000～前3000年

59 重文 鹿角製銛頭 4個 東北大学大学院文学研究科・文学部 宮城県石巻市　沼津貝塚
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

60 重文 鹿角製釣針 2個 東北大学大学院文学研究科・文学部 宮城県石巻市　沼津貝塚
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

61 重文 土製耳飾 20個 榛東村耳飾り館 群馬県榛東村　茅野遺跡
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

62 重文 玦状耳飾 39個 あわら市 福井県あわら市　桑野遺跡
縄文時代(早期)・前
7000～前4000年

63 重文 鹿骨・鹿角製笄 4個 東北大学大学院文学研究科・文学部 宮城県石巻市　沼津貝塚
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年

64 重文 熊犬歯・サメ歯製垂飾 2個 東北大学大学院文学研究科・文学部 宮城県石巻市　沼津貝塚
縄文時代(晩期)・前
1000～前400年


