
第65回正倉院展　出陳宝物一覧 奈良国立博物館

1 平成25年10月18日

出陳
番号

倉番号 名称 よみがな 略称 員数 初出陳 前回出陳年

1 北倉４２ 平螺鈿背円鏡　附　題箋 へいらでんはいのえんきょう　附　だいせん 螺鈿飾りの鏡 １面 2003年
2 北倉４２ 平螺鈿背円鏡　附　緋絁帯 へいらでんはいのえんきょう　附　ひのあしぎぬのおび 螺鈿飾りの鏡 １面 1999年
3 北倉４２ 平螺鈿背円鏡残欠 へいらでんはいのえんきょうざんけつ 螺鈿飾りの鏡の残欠 14片 ○
4 北倉４２ 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 １合 1999年

5 北倉４４ 鳥毛帖成文書屛風 とりげじょうせいぶんしょのびょうぶ 鳥毛文字の屛風 ２扇
第1扇＝1979年
第4扇＝1977年
(ともに1990年・東博)

6 北倉４４ 鹿草木夾纈屛風 しかくさききょうけちのびょうぶ 板締め染めの屛風 １扇 1998年
7 中倉２０２ 鹿草木夾纈屛風 しかくさききょうけちのびょうぶ 板締め染めの屛風 １扇 1950年
8 中倉２０２　 揩布屛風袋 すりぬののびょうぶぶくろ 屛風の袋 １口 1974年
9 中倉２０２ 菴室草木鶴夾纈屛風 あんしつくさきつるきょうけちのびょうぶ 板締め染めの屛風 １扇 1956年
10 中倉２０２　 揩布屛風袋 すりぬののびょうぶぶくろ 屛風の袋 １口 1956年
11 北倉１６４ 弘仁二年勘物使解 こうにんにねんかんもつしのげ 宝物点検の記録 １巻 1998年
12 南倉９８ 檜和琴　附　玳瑁絵 ひのきのわごん　附　たいまいえ やまとごと １張 1997年
13 南倉１１０ 尺八 しゃくはち たてぶえ １管 1998年
14 南倉１１１ 横笛 おうてき よこぶえ １管 1999年
15 南倉１２４ 笛吹袍 ふえふきのほう 楽人の上着 １領 2002年

16 南倉１　 伎楽面　酔胡従 ぎがくめん　すいこじゅう 伎楽の面 １面 1958年
(1959年・東博)

17 南倉１ 伎楽面　治道 ぎがくめん　ちどう 伎楽の面 １面 1960年
18 南倉１ 伎楽面　太孤父 ぎがくめん　たいこふ 伎楽の面 １面 ○
19 中倉１７０ 投壺 とうこ 投げ矢の壺 １口 2002年
20 中倉１７１ 投壺矢 とうこのや 投げ矢 ８隻 2002年
21 中倉１６９ 漆弾弓 うるしのだんきゅう 遊戯用のはじき弓 １張 2002年
22 南倉３７ 漆金薄絵盤　附　蓮弁 うるしきんぱくえのばん　附　れんべん 香印坐 １基 1990年
23 南倉１７４ 黒漆塗香印押型盤 くろうるしぬりこういんのおしがたばん 香印の押型 １枚 1990年
24 南倉１７４ 黒漆塗平盆 くろうるしぬりひらぼん 香印の受け皿 １枚 1990年
25 南倉１６６ 銅蓮弁残欠 どうのれんべんざんけつ 銅製の蓮弁 １枚 ○
26 中倉１６５ 白石火舎 はくせきのかしゃ 大理石の香炉 １口 1997年
27 南倉２１ 金銅六曲花形坏 こんどうのろっきょくはながたはい 花形の容器 １口 1999年
28 南倉３９ 密陀絵盆 みつだえのぼん 油絵を施した盆 １枚 1996年
29 南倉４０ 漆彩絵花形皿　附　旧脚 うるしさいえのはながたざら　附　きゅうきゃく 花形の脚付き皿 １枚 1999年
30 南倉５１ 鯨鬚金銀絵如意 げいしゅきんぎんえのにょい 鯨の鬚の如意 １柄 2002年
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31 南倉５１ 黒柿蘇芳染金銀絵如意箱 くろがきすおうぞめきんぎんえのにょいばこ 如意の箱 １合 2002年
32 中倉１５９ 白檀八角箱 びゃくだんのはっかくばこ 献物箱 １合 2001年
33 中倉１５２ 蘇芳地金銀絵箱 すおうじきんぎんえのはこ 献物箱 １合 1999年
34 中倉１７７ 彩絵長花形几　附　白綾几褥 さいえのちょうはながたき　附　しろあやのきじょく 献物用の台 １基 2001年
35 南倉１５０ 夾纈羅几褥 きょうけちらのきじょく 献物用の台の上敷き １張 2002年
36 中倉９３ 雑帯 ざったい 組みものの帯 １条 1991年
37 中倉１１５ 金銀絵小合子 きんぎんえのしょうごうす 小型のふたもの １合 2000年

38 中倉１１６ 紫檀銀絵小墨斗　附　旧糸車 したんぎんえのしょうぼくと　附　きゅういとぐるま 小型の墨壺 １口 2000年

39 中倉１３１ 斑犀把金銀鞘刀子 はんさいのつかきんぎんのさやのとうす 小刀 １双 1999年

40 中倉１３１ 斑犀把紅牙撥鏤鞘刀子 はんさいのつかこうげばちるのさやのとうす 小刀 １口 1994年

41-1 中倉１３１ 白牙把水角鞘小三合刀子 はくげのつかすいかくのさやのしょうさんごうとうす 三本組の小刀 １口 1956年

41-2 白牙把水角鞘小三合刀子　模造 はくげのつかすいかくのさやのしょうさんごうとうす
もぞう

１口 初公開

42 中倉２０２ 三十足几 さんじゅっそくき 卯日の儀式用の机 １基 1997年
43 南倉１４６ 黄地花文臈纈羅 きじかもんろうけちのら 卯日の儀式用の机の覆い １帳 ○
44 南倉１８０ 黄地花文臈纈羅残片 きじかもんろうけちのらざんぺん 卯日の儀式用の机の覆いの残片 １片 1997年
45-1 南倉６５ 椿杖 つばきのつえ 卯日の儀式用の杖 １柄 1997年
45-2 南倉６５ 椿杖 つばきのつえ 卯日の儀式用の杖 １柄 1997年

46 中倉１５ 正倉院古文書正集　第三十五巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 播磨国郡稲帳、備中国大税負死亡人帳、
周防国正税帳

１巻 1995年

47 中倉１６ 続修正倉院古文書　第九巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 近江国志何郡古市郷計帳手実 １巻 1995年
48 中倉１６ 続修正倉院古文書　第二十三巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 巧清成等月借銭解ほか １巻 1973年
49 中倉１８ 続修正倉院古文書別集　第十一巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょべっしゅう 奉写一切経所解案 １巻 ○

50 中倉２０ 続々修正倉院古文書　第三十八帙
第八巻

ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 大神宮飾金物注文ほか １巻 1996年

51 中倉１４ 東南院古文書　第二櫃　第三巻 とうなんいんこもんじょ 仏像及堂宇修造文書 １巻 ○
52 中倉１９ 正倉院塵芥文書　第十八巻 しょうそういんじんかいもんじょ 綱封蔵見在納物勘検注文 １巻 1977年
53 南倉１６６ 正倉院古鑰 しょうそういんのこやく 正倉院正倉の錠と鍵 １口 ○
54 南倉１６６ 鑰匙 やくし 鍵 1本 ○
55 南倉１６５ 飾金具 かざりかなぐ ２枚 ○
56 南倉１６６ 扉枘請金具残欠 とびらほぞうけかなぐざんけつ 軸を受ける金具の残欠 8片 ○
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57 北倉１８３ 古櫃 こき 宝物の収納容器 １合 ○
58 北倉１８３ 古櫃 こき 宝物の収納容器 １合 1995年
59 中倉２０２ 慶長櫃 けいちょうき 宝物の収納容器 １合 ○
60 南倉１７９ 緑地唐草襷花文錦　他 みどりじからくさたすきかもんのにしき 錦の裂の残片など １扇 ○
61 北倉１８２ 緑地霰花文錦 みどりじあられかもんにしき 天蓋の飾り １片 1999年
62 北倉１８２ 樹下鳳凰双羊文白綾 じゅかほうおうそうようもんしろあや 樹下鳥獣文様の綾 １片 1999年
63 南倉１８５ 花喰鳥刺繡裂残片 はなくいどりのししゅうぎれざんぺん 鳳凰の刺繡の残片 １片 1999年
64 聖語蔵２－９ 大乗阿毘達磨雑集論　巻第十四 だいじょうあびだつまぞうしゅうろん 唐経 １巻 ○
65 聖語蔵３-５１ 毘邪娑問経　巻上 びやしゃもんきょう 光明皇后御願経 １巻 ○
66 聖語蔵４-８３ 摩訶僧祇律　巻第一 まかそうぎりつ 今更一部一切経 １巻 ○
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