
画像提供：雲岡研究院中国雲岡期
（460年-494年）雲岡石窟第９窟 弥勒菩薩交脚像Ⅲ-06 写真

画像提供：龍門石窟研究院
撮影：張亜光中国龍門期

（494年-520年）
龍門石窟古陽洞北璧第2層第1龕
弥勒菩薩交脚像Ⅲ-07 写真

中国5世紀COIⅢ-08 画像提供：敦煌研究院
文物数字化研究所

幅250.2×高249.1
×奥84.1 ㎝

敦煌莫高窟第275窟 
弥勒菩薩交脚像 再現（70%縮小）

スーパークローン
文化財

東京藝術大学蔵高360×幅455
×奥655 cm中国7世紀COI敦煌莫高窟第57窟  想定復元Ⅲ-09 スーパークローン

文化財

東京藝術大学大学美術館蔵高31.0 cm中国557年
（天保8年）弥勒三尊像Ⅲ-10 白大理石・彩色

東京藝術大学大学美術館蔵高35.5×幅27.2
×奥9.4 cm中国662年

（龍朔2年）弥勒三尊像Ⅲ-11 石灰岩・彩色

東京藝術大学大学美術館蔵高57.7×幅37.1
×奥15.2 cm中国750年

（天宝9年）弥勒仏碑像Ⅲ-12 石灰岩

 所蔵、クレジット作品
番号 作品名 制作者 年代 出土地 サイズ

原本：法隆寺蔵
東京藝術大学蔵310.7×263.7 cm日本COI法隆寺金堂壁画 第９号壁

《弥勒説法図》 想定復元Ⅳ-01a スーパークローン
文化財

310.7×263.7 cm 原本：法隆寺蔵
東京藝術大学蔵日本COI法隆寺金堂壁画  第９号壁

《弥勒説法図》 焼損前再現Ⅳ-01b スーパークローン
文化財

青野真澄 原本：室生寺
東京藝術大学大学美術館蔵像高97 cm日本平安時代室生寺木造弥勒菩薩立像 

復元模刻Ⅳ-02 カヤ材（一部カヤ別材、
二段框：ヒノキ材）

1190-1199年 原本：東大寺中性院蔵
個人蔵像高102.3 cm日本小島久典東大寺中性院弥勒菩薩立像 

模刻Ⅳ-03 檜、漆箔

原本：醍醐寺蔵
東京藝術大学蔵縦103.6×横51.5 ㎝日本COI醍醐寺弥勒菩薩像 

再現Ⅳ-04 クローン文化財

東京藝術大学大学美術館蔵縦89.9×横45.6 cm鎌倉時代後期  
13世紀末 日本梅原幸雄弥勒来迎図 

模写Ⅳ-05 絹本彩色

原本：興福寺蔵
東京藝術大学蔵縦126.5cm×横79.4 cm日本COI法相曼荼羅図 

再現Ⅳ-06 クローン文化財

東京藝術大学大学美術館蔵各高78.5×29.0 ㎝板地彩色鎌倉時代
13世紀中頃 日本法相祖師像彩絵 

厨子扉絵Ⅳ-07

〈出品リスト〉

「みろく－終わりの彼方 弥勒の世界－」「みろく－終わりの彼方 弥勒の世界－」
会期：2021年9月11日（土）～10月10日（日）/ 会場：東京藝術大学大学美術館3階
開館時間：10:00～17:00（最終入場16:30）/ 休館日：月曜、9月21日（火）
［会場上映］「美しきバーミヤン渓谷」(20分）/ 「4K映像 弥勒の道を辿る」（11分4秒）/「東大仏天井壁画 天翔ける太陽神」（1分49秒）
［会場音楽］ 「わたしは未来」作曲：松下功 / 作詞：夢枕獏 / ピアノ：斎藤愛子 / 合唱：新潟ジュニア合唱団    

所蔵、クレジット作品
番号 作品名 制作者 年代 出土地 サイズ

平山郁夫
シルクロード美術館蔵I-01 高33.5×幅20.0 cmガンダーラ、

パキスタン3-4世紀仏陀坐像

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高11.0×幅49.2 cmガンダーラ、

パキスタン2-3世紀戦車に乗る太陽神を表した柱頭I-02 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高23.2×33.5×5.3 cmガンダーラ、

パキスタン3-4世紀弥勒菩薩礼拝図I-03 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高20.0×幅15.0 cmガンダーラ周域、

パキスタン2-3世紀弥勒菩薩坐像I-04 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高27.0×19.0×7.8 cmガンダーラ周域、

パキスタン3-4世紀弥勒菩薩交脚像I-05 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高24.3×14.8×12.8 cmガンダーラ、

パキスタン2-3世紀バラモン形菩薩頭部I-06 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高28.0×19.5×13.3 cmガンダーラ、

パキスタン2-3世紀バラモン形菩薩頭部I-07 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高49.5×25.5×12.5 cmガンダーラ、

パキスタン3-4世紀弥勒菩薩立像I-08 片岩

北杜市教育委員会高45.0×20.0×11.0 cmガンダーラ、
パキスタン3-4世紀弥勒菩薩立像I-09 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高62.0×幅37.0 cmガンダーラ、

パキスタン2-3世紀弥勒菩薩坐像I-10 片岩

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高43.5×43.0×12.3 cmガンダーラ、

パキスタン4-5世紀弥勒菩薩坐像I-11 ストゥッコ

平山郁夫
シルクロード美術館蔵高33.0×幅16.2 cmガンダーラ、

パキスタン2-3世紀弥勒菩薩立像I-12 ストゥッコ

平山郁夫
シルクロード美術館蔵7.95 g /径2.3 cmインド北部～

アフガニスタン2世紀前半太陽神ミイロ/カニシュカ1世金貨I-13 金

平山郁夫
シルクロード美術館蔵16.22 g /径2.5 cmインド北部～

アフガニスタン2世紀前半釈迦牟尼仏立像 /カニシュカ1世銅貨I-14 銅

平山郁夫
シルクロード美術館蔵16.61 g /径2.4 cmインド北部～

アフガニスタン2世紀前半弥勒仏坐像 /カニシュカ1世銅貨I-15 銅

平山郁夫
シルクロード美術館蔵17.37 g /径2.1 cmインド北部～

アフガニスタン2世紀前半弥勒仏坐像 /カニシュカ1世銅貨I-16 銅

300×800×700 ㎝ 東京藝術大学蔵アフガニスタンバーミヤン東大仏仏龕及び天井壁画
《天翔る太陽神》 想定復元（2016年） COIⅡ-01 スーパークローン

文化財

東京藝術大学蔵COIバーミヤン東大仏仏龕 模型Ⅱ-01m 模型

模型

アフガニスタン弥勒菩薩坐像 バーミヤンK窟壁画Ⅱ-02 写真

原本：アフガニスタン国立博物館
東京藝術大学蔵33×29 ㎝アフガニスタン7-8世紀

６世紀中頃

COIバーミヤンK窟ヴォールト部分壁画 
仏坐像 再現Ⅱ-03 クローン文化財

原本：アフガニスタン国立博物館
東京藝術大学蔵33×29 ㎝アフガニスタン7-8世紀COIバーミヤンK窟ヴォールト部分壁画 

仏坐像 想定復元Ⅱ-04 スーパークローン
文化財

原本：アフガニスタン国立博物館
東京藝術大学蔵16.5×13 ㎝アフガニスタン7-8世紀COIバーミヤンK窟部分 壁画 仏坐像 

再現Ⅱ-05 クローン文化財

原本：アフガニスタン国立博物館
東京藝術大学蔵23.5×27 ㎝アフガニスタン7-8世紀

７世紀中頃

COIバーミヤン石窟 壁画 仏坐像 再現Ⅱ-06 クローン文化財

東京藝術大学蔵幅592.5×高303.8
×奥392.9ｃｍアフガニスタンCOIバーミヤンE窟仏龕及び天井壁画

《青の弥勒》 想定復元（2021年）Ⅱ-07 スーパークローン
文化財

東京藝術大学蔵COIバーミヤンE窟仏龕Ⅱ-07m

撮影：大村次郷写真中国新疆ウイグル
自治区キジル石窟第38窟 弥勒菩薩説法図 Ⅲ-01

画像提供：敦煌研究院
撮影：劉宗昌中国北魏炳霊寺石窟第132窟 左壁交脚弥勒像Ⅲ-02 写真

画像提供：敦煌研究院
撮影：劉宗昌中国西秦末期炳霊寺石窟第169窟 第12龕主尊

左上方壁画交脚小像Ⅲ-03 写真

画像提供：敦煌研究院
撮影：賈瀜中国北魏麦積山石窟第148窟 本尊及び正壁

上部左右二小龕交脚像・半跏思惟像Ⅲ-04 写真

画像提供：敦煌研究院
撮影：賈瀜中国北魏麦積山石窟第142窟 右壁交脚像Ⅲ-05 写真

撮影
NG

撮影
NG

※COI（東京藝術大学COI拠点）

「ニコニコ美術館」動画配信中！ 「みろくー終わりの彼方 弥勒の世界ー」(東京藝術大学大学美術館)を巡ろう

展覧会に関する
詳細は公式サイトを
ご確認ください。

WEBからの購入はこちら！

「みろく－終わりの彼方 弥勒の世界－」の図録を販売しております。
 ご好評につき、WEBでの販売も開始しました。この機会にぜひお求めください。

2021年9月15日（水）に展覧会場から生中継で配信されました「ニコニコ美術館」の動画が公開中です。展示に携
わった研究者たちが解説を交えながら展示を紹介しています。無料でご視聴いただけますのでぜひご覧ください。

前田耕作（東京藝術大学 客員教授）/ 宮廻正明（東京藝術大学 特任教授）/ 深井隆（東京藝術大学 特任教授）
前田たつひこ（平山郁夫シルクロード美術館）/ 井上隆史（東京藝術大学 特任教授）

橋本麻里（ライター・エディター、公益財団法人永青文庫副館長）

図録販売中！図録販売中！ 2F藝大大学美術館ミュージアムショップにて

公式図録

税込 1,650円  
124頁 弥
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［ご視聴はこちらから▶「ニコニコ美術館」https:// live.nicovideo.jp/watch/lv333583120］（2時間14分）

https://www.geidai.net/zuroku/767.php

QRコードまたは
上記URLから
アクセスしてください。

出演者

進 行
https://www.mirokuten.com/
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