
第67回正倉院展　出陳宝物一覧 奈良国立博物館

出陳
番号

倉番号 名称 よみがな 略称 員数 法量　寸法＝㎝　重量＝ｇ 初出陳 前回出陳年

1 北倉42 平螺鈿背八角鏡 へいらでんはいのはっかくきょう 螺鈿飾りの鏡 1面
径29.8　縁厚0.8　重3042.7
（紐共）

2001年

2 北倉42 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 径31.7　高5.5 2001年
3 北倉42 山水花虫背円鏡　附　題箋 さんすいかちゅうはいのえんきょう 山水文様の鏡 1面 径27.4　縁厚0.7　重3258.7 1998年
4 北倉42 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 径31.3　高7.2 1998年
5 南倉43 金銀匙 きんぎんのさじ 金メッキの銀の匙 1本 長29.5　匙幅4.0　重124 1999年
6 南倉86 金銀箸 きんぎんのはし 金メッキの銀の箸 1双 長25.8　径0.5　重74.4 1999年
7 南倉46 佐波理皿 さはりのさら 銅の皿 1枚 径27.1　高4.0 1991年
8 南倉46 佐波理皿 さはりのさら 銅の皿 1枚 径24.6　高2.4 1971年

9 南倉25 佐波理水瓶 さはりのすいびょう 銅の水差し 1口
高28.0　口径7.2　胴径14.7
重1900.7

2003年

10 南倉26 漆瓶龕 うるしのへいがん 水差しの容れ物 1合 高27.2　胴径16.5 2003年

11 北倉33 彫石横笛 ちょうせきのおうてき 石の横笛 1管
長37.1　筒口の径　上2.1
下2.2

2002年

12 北倉34 彫石尺八 ちょうせきのしゃくはち 石の尺八 1管 長35.9　吹口径2.4
1997年
(2005年・九博)

13 南倉101 紫檀木画槽琵琶 したんもくがそうのびわ 琵琶 1面 全長98.5　最大幅40.7 1998年
14 南倉115 漆鼓 うるしのつづみ 漆塗の鼓の胴 1口 長42.1　口径13.8　腰径8.5 ○
15 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 縦28.6　横24.0　奥行25.9 1958年
16 南倉1　 伎楽面　力士 ぎがくめん　りきし 伎楽の面 1面 縦37.3　横26.4　奥行30.1 ○
17 南倉1 伎楽面　師子児もしくは太孤児 ぎがくめん　ししこもしくはたいこじ 伎楽の面 1面 縦24.7　横18.4　奥行21.9 ○
18 南倉34 磁塔残欠 じとうざんけつ 三彩の小塔 1基 基座径15.2　総高17.2 2002年
19 南倉35 白石塔残欠 はくせきとうざんけつ 大理石の小塔 1基 基壇径9.0　総高3.1 2002年
20 中倉165 金銅火舎　附　木牌 こんどうのかしゃ 金メッキの銅の香炉 1基 口径44.0　高19.0 2002年

21ｰ1 南倉50 柿柄麈尾 かきえのしゅび 僧侶の持物 1柄 長61.0　鐔幅10.0 2002年
21ｰ2 南倉50 漆麈尾箱 うるしのしゅびばこ 麈尾の箱 1合 長84.5　幅50.5　高6.0 2002年
22 南倉50 漆柄麈尾 うるしえのしゅび 僧侶の持物 1柄 長58.0　幅8.1 1997年
23 南倉51 玳瑁竹形如意 たいまいのたけがたにょい 僧侶の持物 1柄 長60.5　掌の幅9.3 1995年
24 中倉145 紫檀木画箱 したんもくがのはこ 献物箱 1合 縦23.6　横42.4　高15.3 2000年
25 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 縦23.0　横31.6　高8.6 2001年
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26 中倉177 粉地花形方几 ふんじはながたほうき 献物用の台 1基 縦37.5　横42.0　高9.5 2000年
27 北倉1 七条褐色紬袈裟 しちじょうかっしょくのつむぎのけさ 羅の袈裟 1領 幅297　縦144 1997年
28 北倉1 御袈裟箱 おんけさのはこ 袈裟の箱 1合 縦46.0　横40.0　高12.1 1983年
29 中倉104 間縫刺繡羅帯残欠 まぬいのししゅうらのおびざんけつ 刺繡の帯 4片 長260　幅4 1998年
30 中倉105 琥碧魚形 こはくのうおがた 魚形の腰飾り 1具 長7.7　厚1.6（魚形） 2000年
31 南倉136 布袴 ぬののはかま 麻の袴 1腰 丈79　裾口幅23 ○

32 南倉74 伎楽面鬚残片 ぎがくめんひげざんぺん 毛束 1括
〔藍色〕長30.0〔黄色〕長25.0
〔茶色〕長23.0〔赤色〕長17.0
〔白色〕長15.0

○

33 中倉37 筆 ふで 1管 管長20.4　管径2.2 1991年
34 中倉37 筆 ふで 1管 管長22.3　管径2.0 1976年
35 中倉37 筆 ふで 1管 管長17.2　管径2.4 ○

36 中倉18　 続修正倉院古文書別集　第三十三巻
ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ
べっしゅう

写経所の物資調達に関する
書類

1巻 縦29.0
(1940年・東京帝
室)

37 北倉150 花氈 かせん フェルトの敷物 1枚 長240　幅129 2001年

38 中倉202 花氈 かせん フェルトの敷物 1枚 長117　幅41
1951年
(1970年・万博)

39 南倉148　 錦表黄氈心残欠 にしきのおもてきせんのしんざんけつ 弧状の敷物 2片
縦38.5　横76.5　幅9.8
厚約0.8（2片接合）

1985年

40 中倉202 褥心氈 じょくしんのせん 敷物のフェルトの芯 1枚 長190 ○
41 中倉202 裁文布片 さいもんのぬのへん 敷物の麻の芯 3枚 縦167～186　横64.5～66 ○
42 中倉15 正倉院古文書正集　第四十二巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 豊後国の決算報告書 1巻 縦26.9 1997年

43 中倉16 続修正倉院古文書　第十三巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ
南九州出身者の徴税基本台
帳

1巻 縦27.2～27.5 1994年

44 中倉16 続修正倉院古文書　第四十六巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 大津大浦の書状など 1巻 縦27.8～29.7 1979年
45 中倉14 東南院古文書　第三櫃　第二十七巻 とうなんいんこもんじょ 東大寺の荘園に関する書類 1巻 ○
46 中倉14 東南院古文書　第三櫃　第三十三巻 とうなんいんこもんじょ 東大寺の荘園の地図 1巻 縦28.5　横69 1966年

47 中倉16 続修正倉院古文書　第三十二巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ
七夕の詩が習書された興福
寺西金堂の造寺造仏に関す
る報告書

1巻 縦28.3～28.5 2001年
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48 南倉84 銀針　附　紙箋 ぎんのはり 儀式用の針 1隻 長34.8　径0.5　重49 2001年
49 南倉84 銅針　附　紙箋 どうのはり 儀式用の針 1隻 長35.0　径0.5　重41 2001年

50 南倉84 銀針 ぎんのはり 儀式用の針 2隻

〔その1〕長19.5　径0.45
重22.3
〔その2〕長19.5　径0.45
重22.3

1957年

51 南倉84 鉄針 てつのはり 儀式用の針 2隻

〔その1〕長19.7　径0.45
重18.7
〔その2〕長19.6　径0.45
重18.2

1989年

52 南倉85 緑麻紙針裹 みどりましのはりのつつみ 針の包み 1張 縦24.5　幅23.0 2001年
53 南倉84 鉄針　附　紙箋・赤色縷断片 てつのはり 儀式用の針 1隻 長34.9　径0.5　重38.6 2001年
54 南倉82 赤色縷 せきしょくのる 儀式用の糸 1条 長径20　紐の径0.25 2001年
55 南倉82 白色縷 はくしょくのる 儀式用の糸 1条 糸玉の長径16　紐の径0.4 ○
56 南倉82 黄色縷 おうしょくのる 儀式用の糸 1条 長径18　短径10　紐の径0.25 2001年
57 中倉51 紅牙撥鏤尺 こうげばちるのしゃく 染め象牙のものさし 1枚 長29.7　幅2.3　厚0.8 1992年
58 中倉52 斑犀尺 はんさいのしゃく 犀の角のものさし 1枚 長29.5　幅2.8　厚0.8 2000年
59 中倉53 木尺 もくしゃく 木のものさし 1枚 長44.5　幅3.0　厚1.0 2003年
60 南倉168 密陀絵龍虎形漆櫃 みつだえりゅうこがたのうるしのひつ 鳥獣文様の描かれた収納容 1合 縦65.8　横106.0　総高46.3 2002年
61 聖語蔵2－4 金光明経　巻第四 こんこうみょうきょう 唐経 1巻 （16張） 1993年

62 聖語蔵3－94 根本説一切有部百一羯磨　巻第三
こんぽんせついっさいうぶひゃくいち
こんま

光明皇后御願経 1巻 （17張） ○

63 聖語蔵4－42 阿毘達磨集異門足論　巻第五 あびだつましゅういもんそくろん 今更一部一切経 1巻 （15張） ○
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