
第62回正倉院展　出陳宝物リスト 奈良国立博物館

1 平成22年7月27日

出陳
番号

倉別整理
番号

初出陳 名称 読みがな 略称 員数 法量 (cm, g) 前回出陳年

1 北倉44 ○ 山水夾纈屏風 さんすいきょうけちのびょうぶ 板締め染めの屏風 2扇

第１扇　長148.5　幅53.8
本地長138.1　幅45.3、
第２扇　長148.3　幅53.8
本地長138.3　幅46.1

第1号＝平成4、
第2号は初

2 北倉44 鳥草夾纈屏風 とりくさきょうけちのびょうぶ 板締め染めの屏風 2扇

第2扇　長148.7　幅55.8
本地長137.9　幅48.0、
第４扇　長148.7　幅56.0
本地長142.4　幅48.7

第2号＝平成7、
第4号＝昭和21

3 北倉42 ○ 鳥獣花背八角鏡　附　題箋
ちょうじゅうかはいの
はっかくきょう

鳥獣文様の鏡 1面 径64.5　縁厚1.9　重33600

4 北倉42 ○ 八角榲匣 はっかくのすぎばこ 鏡の箱 1合 径72.5　高12.5

5 北倉152 ○ 繡線鞋(第3号) ぬいのせんがい 女性用のくつ 1両 長28.0　幅8.4　踵高3.0

6 北倉152 繡線鞋(第4号) ぬいのせんがい 女性用のくつ 1両 長26.5　幅7.8　踵高3.0 昭和40

7 北倉29 螺鈿紫檀五絃琵琶 らでんしたんのごげんびわ 楽器 1面 全長108.1　最大幅30.9 平成3

8 北倉154 銀平脱合子 ぎんへいだつのごうす 琴柱や絃の容器 1合 径15.1　高5.0 平成11

9 北倉154 白絃　附　木牌 はくげん ことの絃 1括 絃重5.2　木牌　縦4.5　幅1.4 平成11

10 北倉154 斑絃　附　木牌 まだらげん ことの絃 1括 絃重5.0　木牌　縦4.5　幅1.4 平成11

11 北倉154 中小絃　附　木牌 ちゅうしょうげん ことの絃 1括 絃重7.4　木牌　縦3.8　幅1.4 平成11

12 北倉154 箏絃　附　木牌 そうげん ことの絃 1括 絃重0.7　木牌　縦4.3　幅1.4 平成11

13 北倉158 種々薬帳 しゅじゅやくちょう くすりの献納目録 1巻
本紙　縦26.1
全長210　軸長29.3

平成5

14 北倉70 五色龍歯 ごしきりゅうし くすり 1箇
歯冠咬口面長16.7　幅8.9
高24.0　重4655

昭和60

15 北倉71 五色龍歯裹 ごしきりゅうしのつつみ くすりの包み裂 1口 縦75.7　幅57.7 昭和60

16 北倉95 大黄 だいおう くすり 1括 昭和60
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17 北倉96 ○ 大黄裹 だいおうのつつみ くすりの包み裂 1口 縦143　幅71.5

18 北倉105 冶葛壺 やかつのつぼ くすり壺 1口 総高31.3　口径17.6　胴径39.4 平成5

19 北倉127 冶葛 やかつ くすり 1括 平成5

20 中倉139 密陀絵皮箱 みつだえのかわばこ 献物箱 1合 縦22.6　横22.6　高5.4 平成7

21 中倉153 蘇芳地彩絵箱 すおうじさいえのはこ 献物箱 1合 縦38.5　横35.1　高14.3 平成5

22 中倉177
黒柿蘇芳染金絵長花形几
附　几褥

くろがきすおうぞめきんえの
ちょうはながたき

献物用の台 1基 縦33.0　横51.5　高9.8 平成6

23 南倉150 白橡綾錦几褥
しろつるばみあやにしきの
きじょく

机の敷物 1張 縦99　横53 平成17（九博）

24 南倉168 密陀絵雲鳥草形漆櫃
みつだえくもとりくさがたの
うるしのひつ

唐櫃 1合 縦57.3　横89.5　総高43.5 平成元

25 南倉1 伎楽面　酔胡王 ぎがくめん　すいこおう 伎楽の面 1面 縦37.0　横22.6　奥行29.4 平成10

26 南倉1 伎楽面　迦楼羅 ぎがくめん　かるら 伎楽の面 1面 縦38.6　横23.5　奥行35.1 平成10

27 南倉1 伎楽面　獅子 ぎがくめん　しし 伎楽の面 1面 縦30.0　横32.2　奥行44.8 昭和33

附 復元模造 伎楽面　獅子　模造 ぎがくめん　しし　もぞう 1面

28 南倉174 蓮花残欠 れんげざんけつ 蓮池形のかざり 1座 径33.0　総高30.0 平成8

29 南倉174 ○ 六角几甲板 ろっかくきのこういた 花形かざりの台座 1枚 径30.3　厚1.3

30 南倉148 浅縹布 あさはなだのぬの 雲の絵の幕 1帖 長1300　幅63
平成10
（奈良博・天平）

31 南倉185 夾纈羅中幡残欠
きょうけちらのちゅうばん
ざんけつ

板締め染めのはた 1旒 長316.5　身幅53
平成10
（奈良博・天平）

32 南倉121 女舞接腰 おんなまいのせつよう 錦の脚覆い 1両

その１　長70　幅27
紐長52　紐幅2.5、
その２　長70　幅26
紐現存長12　幅2.5

平成7
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33 南倉134 曝布彩絵半臂 ばくふさいえのはんぴ 描絵の胴着 1領 現存丈60　幅83 平成8

34 南倉13 銀壺 ぎんこ 銀の壺 1口
口径42.2　胴径61.9
総高49.4
壺重37000　台重8000

平成4

35 中倉50 青斑石鼈合子 せいはんせきのべつごうす すっぽん形のふたもの 1合 長15.0　高3.5 平成12

36 南倉25 佐波理水瓶 さはりのすいびょう 水差し 1口
口径5.7　胴径12.3
高31.0　重760.1

平成11

37 中倉166 漆胡樽 しっこそん 皮袋形の水入れ 1双 長92.0 平成7

38 南倉65 玳瑁八角杖 たいまいはっかくのつえ べっこうの杖 1柄 長135.5　横木長34.5 平成9

39－1 南倉64 錫杖 しゃくじょう 僧侶の道具 1柄 長161.2　重1956.0 平成9

39－2 南倉64 漆錫杖箱 うるしのしゃくじょうばこ 錫杖の箱 1合 長171.5　幅26.0 平成9

40 南倉70 鳥獣花背円鏡　附　緒
ちょうじゅうかはいの
えんきょう

海獣葡萄鏡 1面 径29.7　縁厚2.0　重5009.0 平成11

41 南倉71 銀平脱鏡箱 ぎんへいだつのかがみばこ 鏡の箱 1合 径29.2　高4.0 平成3

42 南倉148 遠江国調黄絁
とおとうみのくにのちょうの
きあしぎぬ

納税された絹 1帖 長1783　幅56 昭和40

43 南倉148 紅赤布 べにあかのぬの 納税された布 1帖 長1250　幅63.5 昭和40

44 南倉129 橡地臈纈絁袍
つるばみじろうけちあしぎぬの
ほう

上着 1領 現存丈126　現存幅156 平成10

45 南倉87 鉇 やりがんな 工匠具 5口

第１号　全長30.3　柄径2.2、
第２号　全長28.9　柄径2.0、
第３号　全長24.0　柄径1.5、
第４号　全長23.7　柄径2.0、
第５号　全長18.0　柄径1.4

第1号＝昭和53、
第2号＝平成9、
その他＝昭和38

46 南倉88 錯 やすり 工匠具 3口
第1号　全長25.8　柄径1.7、
第2号　全長25.5　柄径2.5、
第3号　全長24.5　柄径2.3

第1号＝平成9、
第2号＝昭和38、
第3号＝昭和53
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47 南倉89 刀子 とうす 工匠具 2口
第１号　全長37.0　柄径2.2、
第２号　全長25.0　柄径1.4

第1号＝昭和38､
第2号＝平成9

48 南倉90 鑽 きり 工匠具 1口 全長17.5　柄径1.7 平成9

49 南倉174 ○ 斧柄 おののえ 工匠具 1口 全長69.0　柄の太さ径2.6

50 南倉174 ○ 角製工具 つのせいこうぐ 工匠具 1口 長7.0

51 南倉91 打鑽 うちぎり 工匠具 6口 長各9.6
第1号＝平成9、
第6号＝昭和53、
その他＝昭和38

52 南倉92 多賀禰 たがね 工匠具 4口

第１号　長14.0、
第２号　長16.0、
第３号　長13.0、
第４号　長20.0

第1号・第3号＝
平成9、
その他＝昭和38

53 中倉21 雑札(第1号) ざっさつ 木ふだ 1枚 縦29.0　横4.1 昭和52

54 中倉21 雑札(第2号) ざっさつ 木ふだ 1枚 縦28.0　横4.7 昭和52

55 中倉21 雑札(第3号) ざっさつ 木ふだ 1枚 縦51.5　横5.4 昭和52

56 中倉21 雑札(第4号) ざっさつ 木ふだ 1枚 縦50.7　横4.5 昭和52

57 中倉21 雑札(第5号) ざっさつ 木ふだ 1枚 縦24.8　横3.5 昭和52

58－１ 中倉47 色麻紙(第3号) いろまし いろがみ 1巻 縦28.5　横46.5(1紙) 昭和55

58－２ 中倉47 ○ 色麻紙(第14号) いろまし いろがみ 1巻 縦28.5　横46.5(1紙)

59 中倉45 絵紙 えがみ 絵を描いた紙 1張 平成8

60－１ 中倉46 吹絵紙(第5号) ふきえがみ 吹き絵を施した紙 1張 平成8

60－２ 中倉46 吹絵紙(第11号) ふきえがみ 吹き絵を施した紙 1張 昭和59

60－３ 中倉46 ○ 吹絵紙(第16号) ふきえがみ 吹き絵を施した紙 1張
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61 中倉15
正倉院古文書正集　第九巻 しょうそういんこもんじょ

せいしゅう
左京職正税帳・右京計帳 1巻 縦26.9～27.6 平成3

62 中倉15
正倉院古文書正集　第十七巻 しょうそういんこもんじょ

せいしゅう
駿河国正税帳 1巻 縦27.0～27.6　横464.7 平成11

63 中倉15
正倉院古文書正集　第四巻 しょうそういんこもんじょ

せいしゅう
大粮申請継文・左京職符・
安拝常麻呂解ほか

1巻 平成10

64 中倉18
続修正倉院古文書別集　第九巻 ぞくしゅうしょうそういん

こもんじょべっしゅう
法華寺三綱牒ほか 1巻 昭和49

65 中倉15
正倉院古文書正集　第七巻 しょうそういんこもんじょ

せいしゅう
東大寺牒・道鏡牒ほか 1巻 平成10

66 中倉20 ○
続々修正倉院古文書
第五帙第四巻

ぞくぞくしゅうしょうそういん
こもんじょ

写書所解案ほか 1巻

67 中倉20
続々修正倉院古文書
第十五帙第九巻

ぞくぞくしゅうしょうそういん
こもんじょ

間写経本納返帳 1巻 昭和38

68 中倉20 ○
続々修正倉院古文書
第五帙第九巻

ぞくぞくしゅうしょうそういん
こもんじょ

千部法華経校帳 1巻

69 聖語蔵２－５ ○ 大智度論　巻第六十八 だいちどろん 唐経 1巻

70 聖語蔵３－77 ○ 瑜伽師地論　巻第八 ゆがしじろん 光明皇后御願経 1巻

71 聖語蔵４－２ 如来示教勝軍王経　
にょらいじきょうしょうぐん
おうきょう

称徳天皇勅願経 1巻 昭和56（東博）
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