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リラックス
入館案内書

気配りガイド
おすすめ3コース
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気配りガイド

暖かいジャケット持参
展示品保護のため館内は約20℃を
維持、クーラー病にご注意ください。

下車前

20
℃

全館飲食禁止
館内には給水器があるので、ポット
をご用意ください。レストラン、ドリ
ンク販売機もあります。

大きな荷物は車内に
楽に見て回るため、大きな荷物は
車内か、荷物預かり所へ。

団体用音声ガイド機
団体用音声ガイド機を利用。
団体ガイド用送信機、受信機を利用。

観覧前

マナーモード
フラッシュ禁止
スマホはマナーモードに。フラッシュ
はオフに、自撮り棒も禁止。

バリアフリー施設
集合場所（2F受付付近）

館内サービス施設
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故宮南院    コース3

人気コース、一番のおすすめ！
コース    －みんな満足A

800メートル
380メートル

5分 60分 20分

S6下車
5分

南側駐車場至美橋/環湖歩道博物館

2Fシャッターチャンス
2 Fロビーから蒜頭製糖工

場煙突、二つのアート作品

「    南瓜精霊」「    戲分茶」

が見えます。

帰りの記念撮影
①臨水広場で故宮南院

全景をバックに、最後の

記念撮影をお忘れなく！

精選展示
S302人気国宝展

S303仏陀の影と形

S201皇帝の多宝格

S202茶葉香る遥かな旅路

至美橋ディテール
橋の表層紋様「龍、馬、象」

屋外アート作品
古今華表

現在 

美しき思い出

コース番号はガイドマップP35参照

パブリックアートの詳細
はこちらまでP29。

1 . 5
時間

屋外アート

室内展示

50% 50%
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B

5分

S6乗車
30分

屋外憩いの場 
800メートル

30分20分5分

南側駐車場 至美橋/環湖歩道 博物館

「博物館」と「屋外憩いの場」の60分は
天気によって調整してください。

50% 50%35% 65%1 . 5
時間

屋外アート

室内展示
故宮南院    コース3

屋外中心のサンシャインコース
コース    －親子レジャーに最適

湖景で記念撮影
車を下りたら南院ベス

トスポット臨水広場で

パチッ！

親子レジャーに最適
白螺沙湾、コキアの迷宮、飛

白泉、⑬赤カーペット滑り台

のある⑩透南風広場は、大人

も子供も大好きな南院の新

景観スポット！

屋外アート作品
大千石庭

古今華表

現在 

美しき思い出

精選展示
S302人気国宝展

1F児童創意センター

見ても買っても楽しい
1F万物雅集

コース番号はガイドマップP35参照
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C

380メートル

5分 60分

380メートル
S6下車

5分

S6乗車博物館

で乗下車する最短の観覧コース。     S6停車場
     南側駐車場

バスアクセス路線

故宮南院    コース3

2Fシャッターチャンス
2 Fロビーの純白大理石の階段がベストスポット。

吹抜けのガラスカーテンウォールがあり、蒜頭製糖

工場煙突、二つのアート作品「    南瓜精霊」「    戲

分茶」が見えますスポット！

高齢者、身障者も安心！
コース    －最短コース

100%

1
時間

室内展示

精選展示
S302人気国宝展

S303仏陀の影と形

S201皇帝の多宝格

S202茶葉香る遥かな旅路 

までのパブリックアート

 鳳点水  鑑古鑠金‧繁花似錦
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2Fロビーからの遠望

蒜頭製糖工場煙突
故宮南院の敷地7 0 h aは
もともと台湾製糖のさとう
きび畑であり、今でもエリ
ア内から蒜頭製糖工場煙
突が見えます。

戲分茶
至真橋ウーロン茶特有の「布

で包んで揉む」工程を
コンセプトに、地元嘉
義の芸術家 王文志が、
お茶を介した出会いを
表現した作品。

滑り台の後ろ側、
二つの湖が交わる
土手に当たる近道
を通って湖を半周
して、水のある景色
を堪能。

南瓜精霊
日本の芸術家 草間
彌生の作品、かぼ
ちゃと水玉のモテ
ィーフでおなじみ。

団体集合場所から窓の外を見ると中
央山脈が見えます。
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チェックインスポット

コキアの迷宮墨韻楼外壁 3F眺望ウインドウ

故宮南院のシンボル－記念撮影に最適

インスタ映えする人気スポット

至美橋 2Fロビー階段臨水広場
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知っておきたい建築の特色 建築家 姚仁喜が水墨画の伝統技法（濃
墨、飛白、渲染）にインスピレーション
を得た設計。

濃墨墨韻楼
飛白飛白館

渲染中庭坂道

外壁にある35861枚、5種類のサイ
ズのアルミダイカストディスク装飾
が青銅器の雲龍紋を表現。

1本1本サイズの異なる6000ト
ンあまりの鋼材を使用。

カーテンウォールはサイズの
異なる8000枚以上のガラスに
よる低放射複層構造。

墨韻楼と飛白館をつなぐ通路。

ほほえましいエピソード：
いつの間にか鳥が巣作りして、アル
ミディスクが鳥の家になりました。
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知られざる故宮南院

台湾一の耐震設計
921大地震を踏まえ、念入りに耐震設計！

故宮南院は摩擦振り子免震装置を用い、敷地には規格が異なる5種類の制震ダンパー210個を設置。

故宮南院の広さは？

ダイヤモンドクラス認証―グリーン建築×スマート建築ラベル
南院エリアは13haの水域があり、防水のため二つの人造湖を掘り、掘り出した土で建物の基盤を

11m底上げして、200年以上の水害防止基準を達成。

グリーン建築9項目、スマート建築8項目で最高レベルの認証取得。

おもしろ問答：

Q：故宮南院の住所、ご存知ですか？ 

A：嘉義県太保市故宮大道888号。

番地の888号は、故宮南院が地元に「一路
888」（8は“発”、つまり大発展に通じる）を
もたらすようにとの嘉義県政府の期待が
込められています。
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至徳湖

至善湖 至美橋 

至真橋

雲龍紋

S6バス乗り場
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団 体 ガイドのポイント ｜ 1 1

02
団体ガイドの
ポイント

常設展と重要文物の紹介

必見展示ホール精選

必見の文物 適合対象

S302
人気国宝展

故宮の名品をここ
で輪番展示。

·ガンダーラ 弥勒菩薩
·蔵文〈龍蔵経〉

S303
仏陀の影と形

S201
皇帝の多宝格

·豆彩鶏缸杯
·青磁無紋水仙盆

「唐風宋韻」「明人雅集」「清代品茗」、
三王朝ごとに異なるお茶のたしなみ
方と茶道具を比較展示。

書画名品の保存の難しさ。
展示品の希少価値。

S202
茶葉香る遥かな旅路

S203
翰墨空間

家族
連れ

家族
連れ

家族
連れ

書画骨董
の趣

高齢者



S302人気国宝展 
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肉形石 清

玉鴨 北宋

嵌緑松石金属絲犠尊
戦国中期

白磁嬰児枕 北宋 定窯 翠玉白菜 清

常設展示

無数の世界的な宝物を収蔵している国立故宮博物院は、だれもが知る名品を選んで、このホールで
輪番展示しています。本物を前にしたときの時空を超えた素晴らしい美と感動を味わってください。

展示品紹介
人気国宝展



S303仏陀の形と影 ─故宮博物院収蔵のアジア仏教芸術の美

この展示は、「誕生の悦び」「仏陀の知恵」「菩薩の慈悲」「経蔵の流転」「密教の神秘」という5セクシ
ョンに分け、世界各地の仏像と経典を時系列で並べて展示しています。

ここで必見：1.弥勒菩薩  2.蔵文〈龍蔵経〉

仏塔欄楯 クシャン王朝（西元1世紀-320）

常設展示
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弥勒菩薩 パキスタン（ガンダーラ）クシャン王朝（西元1世紀-320）

初期の仏教は仏像を作らず、インドがクシャン王朝の時代に入って仏教の発展にともない菩薩像
を作り始めました。
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キリッとまっすぐ立った身体、瓔
珞と呼ばれる多くの装身具、立
体的で写実的な厚みある天衣
や裳裾がガンダーラ菩薩像の
特徴。

左手に修行者の浄瓶、右手に
施無畏印のポーズというのが
典型的な古代の弥勒像。

顔の特徴

装身具瓔珞

左手に浄瓶

故宮南院X台湾バー 
弥勒菩薩って、だれ？

紹介ビデオ

弥勒菩薩は西洋人の顔？
今日のパキスタン北部に当たるガンダー
ラはインド16国のひとつで、ギリシャ、ロ
ーマ文化の影響を受けて、深眼隆鼻に巻
き毛という西洋人の風貌をしています。



含金量最高の経文！
上下の護経板には756体の諸仏（108函x7
体）が描かれ、泥金で経文を写し取っており、
全部で1782両の黄金を用い、14000個以上
の宝石をはめ込んでいます。

黄、赤、緑、青、白の五色。

五色の経簾

上護経板はサンスクリット語とチベット
語で、頂礼仏、頂礼法、頂礼僧という礼
敬三宝文が書き写されています。

内護経板

六字大明呪─唵嘛呢叭咪吽。
（オンマニペメフン）

外護経板

尊い経文、層ごとの保護！

団 体 ガイドのポイント ｜ 1 5

蔵文〈龍蔵経〉清 康熙8年（1669年） 内府泥金写本
康熙帝の祖母 孝荘太皇太后の欽命により作られました。
全部で108函あり、釈迦牟尼仏が口頭で伝えた1,057種の経文が「磁青紙」に金泥で書かれています。

展示品の
詳細紹介



S201皇帝の多宝格
多宝格は文物の組合せ。乾隆帝の時代に行われた文物の整理と組替えをベースに、整然とした清
朝宮廷の文物収納と陳列ぶりを展示しています。

ここで必見：1.豆彩鶏缸杯  2.青磁無紋水仙盆

2021年12月26日まで展示

外出用楠木折畳み百什件卓 清 乾隆（1736-1795）
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釉下彩  素焼きの上にコバルトブルーで輪郭を描き、
          透明釉をかけて高温で焼成。
釉上彩  透明釉の上から五彩で絵付し、顔料の特性に
          よって低温で焼成。

明代磁器焼成技術のブレークスルー─豆彩

「采挹流霞」磁器箱
清 乾隆 （1736-1795）

豆彩鶏缸杯 明 成化（1465-1487）

漆製の〈采挹流霞〉磁器箱には19個の小箱の中に74点の磁器が収納されていましたが、現存する
のは、世にも稀な〈豆彩鶏缸杯〉を含めて67点。

「鶏缸杯」1個11億元！
2014年香港サザビーズのオークシ
ョンにかけられたとき、中国人コレ
クター劉益謙が11億元の高値で落
札し、これでお茶を飲みました。

鶏缸杯には何匹の
鶏がいる？

器の表裏それぞれに、おんどり、
めんどり、3匹の小鶏、合計10匹
が揃って出歩く吉祥図案が描か
れています。
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少し首をかしげて、口縁

の部分にできたピンク色

の光沢を見てください。

貫入とは、磁器本体の素地と釉薬の収
縮率が異なるためにできたヒビのよ
うな紋様。

ふつう、汝窯磁器には貫入がある

青磁無紋水仙盆 北宋 汝窯（960-1127）

日本人から「陶磁器史上の最」と呼ばれる〈青磁無紋水仙盆〉は、世界でただひとつ「貫入」のない
汝窯青磁。

世界で6点しかない水仙盆！
4点が故宮に収蔵され、あとの2点
は大阪市立東洋陶磁美術館と中国
吉林省博物院にあります。

「汝釉猫食盆」
水仙盆は猫の餌を入れるフードボウル？

かつて乾隆帝は汝窯水仙盆を詩に詠んで「猧（音
が“窩”に同じ）食盆」と呼んだが、後に「謂猧食盆
誠瀾語」」（「子犬のフードボウル」とは冗談だ）と
して過ちを正しました。
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多宝格は、古代の玉器から当代
の絵画、東洋の漆器、西洋の時
計まで収納し、乾隆帝コレクショ
ンは「上下五千年、東西十万里」
と言われています。

日本製漆盒子に

英国製懐中時計
引出しや小箱の底部に、収蔵品
の形状に合わせて凹みを入れ
て収蔵品が揺れるのを防止。

多宝格の中の文物リスト。品名、数量とともに、
たまにイラストも配して外観と用途を説明。

収蔵品リスト

天府球琳盒 清 乾隆時代の収納（1736-1795）

〈天府球琳〉は二段構えの蒔絵の箱を、骨をはめ込んだ紫檀の木箱に
すっぽり納める構造。外箱、内箱、収蔵品リストを含め、乾隆初期の「百
什件」の代表作。

紫檀嵌骨箱外套箱
清 乾隆 （1736-1795）
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お茶
Ocha
日本語

차
cha

韓国語

thé
フランス語

Tee
ドイツ語

S202茶葉香る遥かな旅路-アジア茶文化展
展示は「茶郷-中華茶文化」「茶道-日本茶文化」「茶趣-台湾工夫茶」の3セクションに分かれ、明代茶
寮、日本茶室、現代茶席を展示して異なるシーンを演出。

ポイント：1.唐宋風韻  2.明人雅集 3.清代品茗

常設展示

なぜ英語teaの音は台湾語têに似ているのか？
大航海時代以前、茶葉は陸路で運ばれており、この時期に茶が伝わった場所の「茶」の発音は漢唐時代の音Chya（日
本語、韓国語など）に近い。
宋代以後、福建省泉州などの商業港が栄え、茶葉は主に海路で欧州に伝わりました。福建での「茶」の音は台湾語têに
似ており、ほとんどの欧州の「茶」の音はtê（フランス語、ドイツ語など）に近い。
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黒柚木葉紋茶盞 南宋 吉州窯（1127-1279）
木の葉を水に浸してから、黒釉をかけた碗の中に置き、その上から透明釉
をかけて高温で一気に焼成。
茶碗を逆さにすると笠のように見えるのは、唐宋時代によくある形状。

牙白画花回紋茶托 北宋 定窯（960-1127）
持ちやすく、やけどしない、茶托と茶碗の一体化。
しっとりしたクリーム色の発色、緻密な胎土。茶托と茶碗の口縁、高台は、
釉を削って胎土が露出しており、いずれも口縁の近くに回紋の装飾をめぐ
らせていますが、他の部分は白釉のみで装飾はありません。

唐風宋韻 点茶法
唐時代は、茶葉を細かく砕いてから釡に入れて煮込み、茶碗に入れて飲んでいました。
宋時代になると、茶の粉末を茶碗に入れ、お湯を注いで撹拌して泡を立てたことから「点茶」といい
ます。

団 体 ガイドのポイント ｜ 2 1



明人雅集 煎茶法
明朝初代皇帝‧朱元璋は手間のかかる団茶づくりを好まなかったため、茶葉をポットに入れて茶
碗に注ぐ方式にしました。ポットから注ぐのに便利なよう、茶碗のサイズはかなり小さくなり、入れ
た茶の色が見えやすい白磁が好まれ、青花の茶器も流行しました。

甜白暗花菱花式茶鍾 明 永楽（1402-1424）
落ち着いた白釉、緻密な胎土、光に透かしてみると、甘い乳白色に見えます。
エレガントな白の造型が日本の煎茶道でも好まれました。

無款青花番蓮紋茶鍾 明 成化（1465-1487）
「青花磁」は素焼きにコバルトブルーで絵付してから透明釉をかけて高温で焼成します。
この茶碗は、白釉がやや青緑を呈し、見込みに折枝の花を、胴には四折枝霊芝を描き、
青のラインで装飾しています。

2 2 ｜ 団 体 ガイドのポイント



僧侶の帽子のモティーフは、仏教僧がお茶を飲
むために考案されたという説があります。仏教文
化の奥深さを物語っており、最初は元朝の磁器
に現れ、数百年を経て明、清の器物にも見られま
す。

花蝶湖石、母子図、牧羊、郷村の
風景といった絵付け。

胴の装飾窓

三段階に盛り上がる造型。

僧侶の帽子に似た口縁

七宝細工絵付琺瑯多穆壺
清 乾隆（1736-1795）

清代品茗 バター茶
多穆壺の名はチベット語に由来し、バタ
ー茶用のポットの意。清朝の統治者は北
方の出身で、中原を支配してからも遊牧
民族の習慣を残しており、バター茶もそ
のひとつ。多穆壺は、その特殊な造型ゆ
えに紫禁城に持ち込まれました。

団 体 ガイドのポイント ｜ 2 3



2 4 ｜ 団 体 ガイドのポイント

S203翰墨空間－故宮書画鑑賞
故宮収蔵の書画は、法書3734点、絵画6721点。
書画は保存がむずかしく、3カ月展示されると交換し、一度展示されると1年半以上公開できません。

2021年01月03日まで展示

書画メンテナンスの難所

試練1：材質と光線
紙、絹に描かれた作品は、空気にふれ、
長く光に当たると、元来の色が失われ、
材質も脆くなり、剥落しやすい。

試練2：温湿度条件
時々刻々と変化する温湿度条件が書画
保存の命取りになります。変わらないを
維持する必要があり、19～23°Cがメン
テナンスの最適レンジ。

展示品紹介
翰墨空間
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03
チェックインスポット

のおすすめ
親子施設とパブリックアート



児童創意センター

2 6 ｜  特 別おすすめ

アジア劇場

児童創意センター教室

アジア小書房

入口

ラーマーヤナ体感
の勝抜きゲーム

アジア織物

織物の材質と紋様装飾を観察
着せ替えゲームも

アジア文化エリア

ロールプレイ、DDRダ
ンレボ、VRゴーグル

アジア茶文化エリア

日本の抹茶道と中国の
お茶スタイルを体験

アジア陶磁器

大型の陶磁器レプリカ
DIY磁器修理体験
図案拓本製作



屋外親子憩いの場

清乾隆時代の仏教法
器〈右旋白螺〉の意匠
により設計、命名され
た砂場。

コキアの迷宮
モコモコした姿で全国
的な人気のコキア。高
所から見ると故宮のエ
ンブレムに見えます。

南院のメイン建築
「飛白館」にちなん
だ命名。噴泉池中
央は〈伊万里鯉滝
登り紋大皿〉のモテ
ィーフ。

大斜面の滑り台は、まる
で空飛ぶカーペット。図
柄は〈東南アジア赤地雲
紋バティック〉から。

魔法の赤カーペット

屋外親子憩いの場は、池、砂場、迷宮、大型滑り台があり、午後からは南院建物の日陰に入って涼し
く遊べます。

白螺沙湾

飛白泉

特 別おすすめ ｜ 2 7



展示品回顧
精選展示品紹介

時を超える魔法の赤カーペット
魔法の赤カーペットは収蔵品〈赤地雲紋バティック〉に発想を得た屋外施設。
16世紀から19世紀中頃まで、インドネシアは華人移民の増加で織物の紋様が華人文化の影響を受
け、雲や瑞獣といった吉祥図案が現れますが、色彩は現地のバティックならではの色です。

ジャワ島北岸の港「チルボン」は歴史上中国と
の交易が盛んでした。巨大な雲紋は
「チルボン」の代表的なモティーフで、雨雲、雨
乞いの意が込められています。

色あでやかな巨大な雲紋は、中国風のカラー
スタイルで、同系色の濃淡を用いてぼかす手
法が立体的な効果を出しています。

赤地雲紋バティック 
20世紀 東南アジア

2 8 ｜  特 別おすすめ



八大パブリ

ックアート

パブリックアートのおすすめ
著名アーティスト8人が、地元の要素を用いて創作の火花を散らし、台湾；嘉義の美を表現し、故宮
南院のアジア的、本土的な性質を体現。

戲分茶 王文志（台湾嘉義）
「戲茶分杯品茗」（戯れに茶を分かつ、略称「戲分茶」）という名は、国際的なお茶仲間の
心意気を伝えています。

金色の透かし彫り茶団3つは、茶が嘉義の「ゴールデン産業」であることの象徴
造型に込めた3つの意味：アジア諸国で「茶」を意味する言葉を刻み、書道の線を用いて、
漢字の動的ライン、先住民のトーテム、台湾原生植物を表して、地元文化の特質を表現。

南瓜精霊 草間彌生（日本）
「南瓜精霊」は草間彌生が80歳を超えてからの作品。
しっとりとした黒の花崗岩を用い、険峻で剛毅な「山」
の字の造型で、台湾最高峰である玉山を象徴してい
ます。

特 別おすすめ ｜ 2 9



大千石庭
張大千は1953年にブラジルに移り、「八徳園」を造営し、
三巨石に「槃阿（隠遁生活の意）」「五亭湖」「潮音歩」と
自ら刻みました。 

八徳園がダム建設のためにブラジル政府に接収されて
から、地元華僑の李汶祥夫妻が巨石をもらい受け、自宅
に20年近く保管し、2008年に台湾まで運び、2013年に
国立故宮博物院に寄贈しました。 

至美橋 至真橋
「至美橋」は橋脚のない単アーチ橋で、柱が湖面に落ちないの
で、人造湖の防水機能を妨げません。「至真橋」は両湖中間の
土手に位置し、湖岸散歩の近道でもあります。

至善湖、至德湖
エリアの南北両サイドに位置する「至善湖」「至徳湖」は、滝の
ところで互いにつながっているが独立している湖で、気候の微
調整機能、大雨のときの調整池の機能があり、野生の水鳥（セ
イタカシギ）の住みでもあります。

湖と橋、お互いに引き立て合って、あふれる風情

3 0 ｜  特 別おすすめ



画龍点睛のディテール

投壺ゴミ箱
造型は「投壺」から来ており、投壺とは春秋戦国時代か
らの遊びで、貴族が集まったときの社交儀礼でした。

乾隆帝の夏用朝冠
エリア内には清朝乾隆帝の「夏用朝冠」をかたどった
街路灯が100以上あり、ポールには縁起のいい雲紋が
施されています。

エリア内には、もっとたく

さんのバリエーションが

あります！

故宮南院を歩いて、こんな伝統的意匠の
ディテールに気付きましたか？

特 別おすすめ ｜ 3 1



04
博物館
カード優遇
愛台湾博物館カード優遇情報

3 2 ｜ 博 物 館カード優 遇  



愛台湾博物館カードの優遇内容

国立海洋科技博物館テーマ館
国立故宮博物院北部院区
国立故宮博物院-至善園 
国立台湾博物館 
国立台湾博物館-土地銀行展示館 
国立台湾博物館-南門パーク 
国立台湾科学教育館

【入場無料、一部のお買い物割引】

【入場割引、一部のお買い物割引】

国立台湾史前文化博物館-康楽本館 
国立台湾史前文化博物館-卑南遺址公園

国立自然科学博物館（本館） 
国立自然科学博物館（921地震教育パーク
国立自然科学博物館（鳳凰谷鳥園生態パーク） 
国立自然科学博物館車籠埔断層保存パーク

国立故宮博物院南部院区 
国立台湾歴史博物館 
国立台湾史前文化博物館（南科考古館） 
奇美博物館 
国立科学工芸博物館

基隆 台東 嘉義
台南

高雄
台中

南投

台北

袖珍博物館
順益台湾原住民博物館
朱銘美術館

宜蘭県立蘭陽博物館
国立伝統芸術中心宜蘭伝芸パーク

中台世界博物館

台南市美術館
高雄市立美術館
金馬賓館当代美術館
屏東国立海洋生物博物館

台南
高雄

屏東

南投台北

新北

宜蘭 QRコードをスキャンして
愛台湾博物館カードの
詳細情報を知ろう 

9大博物館めぐり

博 物 館カード優 遇   ｜ 3 3



お役立ち情報
給水器  特別展示室付近
ドリンク販売機  斜陽角付近／大千石庭付近

衛生用品  特別展示室付近
バリアフリートイレ  特別展示室付近
授乳室  児童創意センター、特別展示室付近
故宮関連グッズ購入  万葉書屋、万物雅集

飲食場所  ミュージアムカフェ（セットメニュー、軽食、ドリンク）

ミュージアムカフェ 05-3622269

1F
2F

3F

館内施設 バス
アクセス路線

観覧ルール バリアフリー
観覧サービス

Facebook Instagram

救急医療電話
保健室  0 5 - 3 6 2 0 5 5 5  内 線 5 5 1 7、5 5 1 8、6 5 8 1 8  
長庚医院 0 5 - 3 6 2 1 0 0 0

!専用ライン
ビジターセンター  05-3627568
博物館受付  05-3620555  内線5134
博物館顧客サービス係  05-3620777

給水器  S201付近

バリアフリートイレ  S201付近

授乳室  S201付近

飲食場所  中庭屋外（館内は飲食禁止）

給水器  S304付近

バリアフリートイレ  S304付近

授乳室  S304付近

3 4 ｜お役 立ち情 報


	01故南案-demo黃0605
	02故南案-demo藍0605
	03故南案-demo粉0605
	04故南案-demo綠0605

