
　　コレクション展　沈没船からの贈り物
2015年8月8日（土）～8月30日（日）

北館１階第３陳列室～第４陳列室

　ベトナム、マレーシア、インドネシアなどの沖合で16~19世紀に沈没した貨物船から、近年水中考古学

的な調査を経て、積み荷の陶磁器などが数多く引き揚げられています。今回は、ホイアン沈没船のベトナム

陶磁をはじめ、コンダオ沈没船、カーマウ沈没船、ダイアナ号、テキシン号などの中国清時代の青花磁器な

どを陳列します。一隻の沈没船から引き揚げられた品々は、沈没年代に近い製作時期の作品が多く、数カ所

の生産地の作品が積み荷になることもあって、貿易の実態を知る上でも貴重な作品群といえます。沈没船か

らの涼やかな藍色の贈り物をご堪能ください。

１．コンダオ・カーゴ（Vun g 	 T a u 	 C a r g o）

　ベトナム南部ブンタウ沖のコンダオ群島周辺の海底で発見された沈没船、ブンタオ･カーゴとも言う。ベ

トナム国営のサルベージ会社などにより、199 0 ･ ･ 9 1年に引揚け調査が行われ、48, 2 8 8点の陶磁器が全長

約33. 5 mの船体から回収された。引揚品には欧米向けの景徳鎮窯産の青花磁器が多く、福建系諸窯の青花磁

器や白磁、宜興窯産の茶壷等もある。沈没年代は169 0年代頃と推定されており、引揚品の大半の製作年代

も清時代初期・17世紀末期と考えられている。

青花　草花文高足杯 景徳鎮窯 ３口 個人蔵
青花　草花文長胴杯 景徳鎮窯 ２口 個人蔵
青花　花卉文八角碗・托 景徳鎮窯 １具 個人蔵
青花　花卉文八角皿 景徳鎮窯 ２枚 個人蔵
青花　花卉文高脚杯残欠 景徳鎮窯 ２口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
青花　花卉文輪花皿 景徳鎮窯 ３枚 個人蔵
青花　花鳥蝶文蓮弁鎬皿 景徳鎮窯 ５枚 個人蔵
青花　花卉文長頸瓶 景徳鎮窯 ４口 個人蔵
青花　花卉文有蓋瓶 景徳鎮窯 ４口 個人蔵
青花　山水人物菊花図有蓋瓶 景徳鎮窯 ３口 個人蔵
青花　山水人物菊花図蒜頭瓶 景徳鎮窯 ３口 個人蔵
青花　花卉文有蓋広口梅瓶 景徳鎮窯 ２口 個人蔵
青花　花卉文有蓋広口梅瓶 景徳鎮窯 ２口 個人蔵
青花　山水図皿 福建系諸窯 ２枚 個人蔵
青花　山水図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　山水兎図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　花卉双鳳図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　花卉鳳凰図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　松竹梅図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　竹梅鳥図皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　蓮花図皿 福建系諸窯 １枚 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
青花　寿字菊花文皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　童子丸文皿 福建系諸窯 １枚 個人蔵
青花　双魚丸文皿 福建系諸窯 １枚 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
青花　動物文碗 福建系諸窯 １口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
青花　人物文字文碗 福建系諸窯 １口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　碗 福建系諸窯 ２口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　杯 福建系諸窯 ２口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　皿 福建系諸窯 ２枚 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　散り蓮華 福建系諸窯 ２個 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
陶製　パイプ残欠 福建系諸窯 １本分 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　壷 福建系諸窯 ２口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　花卉文盒 福建系諸窯 ２合 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　花卉文盒 福建系諸窯 １合 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
白磁　花卉文盒 福建系諸窯 １合 本館蔵・なにわの海の時空館移管品

２．カーマウ・カーゴ（Ca 	 M a u 	 C a r g o）

	 	 1 9 9 8年ベトナムのカマウ沖で発見された木造帆船の沈没船。中国の広東を出発し、オランダの貿易拠点

があるバタビアに行く中国船と推定され､､ヨーロッパ向けの貿易品を積載していたと考えられている。積

荷は景徳鎮民窯で製作された中国・清時代の青花磁器がほとんどで、13万点の引揚げ品の中には、大清雍

正年製の銘のある酒杯があり、18世紀前期の沈没年代と推測されて折り、引揚品の大半の製作年代も清時

代中期・18世紀前期と考えられている。

褐釉青花　高士山水図杯･托 景徳鎮窯 １具 個人蔵
青花　柳下馬人物図杯･托 景徳鎮窯 １具 個人蔵
青花　双鳥図杯･托 景徳鎮窯 １具 個人蔵
青花　漁樵問答図杯 景徳鎮窯 １口 個人蔵
白磁　ティーポット 景徳鎮窯 １個 個人蔵



青花　菊図瓢形壷 景徳鎮窯 １口 個人蔵
青花　菊図梅瓶 景徳鎮窯 １口 個人蔵
三彩　鳥鹿猿形筆架 福建系諸窯 １個 個人蔵
青花　花卉図盒 景徳鎮窯 １合 個人蔵
青花　花卉図盒 景徳鎮窯 １合 個人蔵
青花　花卉図盒 景徳鎮窯 １合 個人蔵
緑釉　散り蓮華 福建系諸窯 ２個 個人蔵
褐釉　散り蓮華 福建系諸窯 ２個 個人蔵
青花　松鹿図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　庭園人物図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　庭園図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　柳下三人人物図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　孔雀図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　柳下童子図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　騎馬高士図皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵

３．ダイアナ・カーゴ（Dia n a 	 C a r g o）

	 	 1 9 9 3年にマラッカ海峡の海底で発見されたイギリス商船。マカオ（澳門）で中国製の磁器を積載して出

航したのち、マラッカの海岸から約３海里の地点で	 1 8 1 7 	 年に沈没した。発見時には全長約	 3 3 m ･幅約８

mの船体が残り、およそ180の大箱に荷物が積載されていた。引揚げられた	 2 3 , 	 0 0 0件の陶磁器類は、徳

化窯産と推定できる青花磁器･青花釉裏紅･白釉褐彩･白磁･三彩陶などが含まれ、その製作年代も清時代後

期・19世紀前期と考えられている。

青花　霊芝文鉢 徳化窯 １口 個人蔵
青花　鳳凰文鉢 徳化窯 １口 個人蔵
青花　宝珠文盤 徳化窯 １枚 個人蔵
青花　団花文盤 徳化窯 １枚 個人蔵
三彩　人物坐像 福建系諸窯 １躯 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
三彩　龍鯉形水滴 福建系諸窯 ２個 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
五彩　花卉文碗 景徳鎮窯 １口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品
五彩　庭園図碗 景徳鎮窯 １口 本館蔵・なにわの海の時空館移管品

４．テキシン・カーゴ（Tek 	 S i n g 	 C a r g o）

	 	 1 9 9 9年に南シナ海で発見された沈没船。全長推定約50mの中国ジャンク船と推定されている。アモイ

（廈門）からバタビアに向かうジャンク船がこの付近で沈没したというカルカッタ・ジャーナルの報告や引

揚品の「道光弐年端月」銘の墓石等から、沈没年代は182 2年とされる｡｡引揚作品は、景徳鎮窯産青花、徳

化窯産の青花･白磁･五彩･紅釉･褐釉陶､白泥涼炉･湯罐、宜興窯産の茶銚などが中心で、その製作年代も清

時代後期・19世紀前期と考えられている。

青花　花卉文皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　花唐草文皿 景徳鎮窯 １枚 個人蔵
青花　花文六角盒 景徳鎮窯 １合 個人蔵
青花　庭園図皿 徳化窯 １枚 個人蔵
青花　花籠図皿 徳化窯 １枚 個人蔵
青花　双矢文盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵
青花　雑宝文盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵
青花　海老文盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵
青花　菊花文盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵
青花　蘭図盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵
青花　蘭図盒・草文小盒 徳化窯 １合･１合 個人蔵

５．ホイアン・カーゴ（Hoi 	 A n 	 C a r g o）

	 	 ベトナム中部ダナン岬沖の海底で発見された全長約30mの最大級のジャンク船。ベトナム国営のサルベー

ジ会社､英国オックスフォード大学､ベトナム国立歴史博物館などが､19 9 7年から共同で引揚げ調査をした｡

	 2 5万点のベトナム産の青花･五彩･藍釉･褐釉･緑釉･青磁･ 	 白磁･焼締陶等のほか、タイ産や中国産の作品

も若干ある。作品の編年的検討から後黎朝	 莫朝時代・15世紀～1 6世紀初頭の製作年代が推定されており、

沈没年代も同様と考えられている。

青花　雲気文有蓋壷 ベトナム １口 個人蔵
青花　雲気文有蓋壷 ベトナム １口 個人蔵
青花　宝相華唐草文有蓋壷 ベトナム １口 個人蔵
青花　魚藻文盤 ベトナム ５枚 個人蔵
青花　花卉文盤 ベトナム １枚 個人蔵
青花　花文盒 ベトナム ２合 個人蔵
藍釉　瓜形盒 ベトナム ２合 個人蔵
青花　花卉文碗 ベトナム ２口 個人蔵
青花　花卉文短頸壷 ベトナム ３口 個人蔵
白磁　短頸壷 ベトナム ３口 個人蔵


