
第68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11 通天牙笏 つうてんげしゃく 象牙の笏 1枚
長34.9　幅（頂より0.8のところで4.0

底で4.8）　厚（頂で1.1　底で1.2）
2004年

2 北倉12 大魚骨笏 だいぎょこつのしゃく 鯨の骨の笏 1枚
長35.8　幅（頂より0.8のところで5.1

底で5.7）　厚（頂で1.3　底で1.25）
1999年

3 北倉42 雲鳥背円鏡 うんちょうはいのえんきょう 雲・鳥・飛仙文様の鏡 1面 径27.7　縁厚0.8　重3212.2 2002年

4 北倉42 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 径31.7　高3.7 2002年

5 北倉44 鳥木石夾纈屏風　第１・２扇 とりきいしきょうけちのびょうぶ 板締め染めの屏風 2扇

［第１扇］　長148.7　幅53.7　本紙

長141.1　幅44.7　［第2扇］長148.7

幅53.7　本紙長138.3　幅47.7

［第１扇］1995年

［第２扇］1987年

6 北倉43 漆胡瓶 しっこへい ペルシア風の水差し 1口 高41.3　胴径18.9 1998年（東博2009年）

7 北倉170 出入帳 しゅつにゅうちょう 宝物出入の記録 1巻 本紙縦28.8　全長644.6　軸長35.9 1997年

8 中倉164 銀平脱箱中蓋 ぎんへいだつのはこのなかぶた 箱の懸子 1口 縦23.5　横23.5　高2.2 2003年

9 中倉158 楩楠箱 べんなんのはこ 献物箱 1合 縦26.7　横30.0　総高15.0 2005年

10 南倉72 藺箱 いばこ 植物を編んだ容れ物 1合 長径31.8　短径17.5　高9.5 2004年

11 中倉132 白葛箱 しろかずらのはこ 植物を編んだ容れ物 1合 縦20.7　横18.6　高8.0 1992年

12 中倉177 粉地金銀絵八角長几 ふんじきんぎんえのはっかくちょうき 献物用の台 1基 縦28.8　横44.7　高10.2 1999年

13 中倉177 檜八角長几 ひのきのはっかくちょうき 献物用の台 1基 縦35.4　横50.6　高9.0 1991年

14 北倉182 縹地唐草花鳥文夾纈絁
はなだじからくさかちょうもんきょうけち

のあしぎぬ
板締め染めの裂 1片 縦21.5 2000年

15 南倉150 赤紫臈纈絁几褥 あかむらさきろうけちあしぎぬのきじょく 献物用の台の上敷き 1張 長58　幅45 2004年

16 中倉202 布作面 ふさくめん 麻布の面 1枚 縦31.5　横59 1972年（奈良博2002年）

17 中倉202 布作面 ふさくめん 麻布の面 1枚 縦29　横36 1972年

18 南倉108 竽 う 管楽器 1管 総長91.8　壺径7.2 1985年

19 南倉109 笙 しょう 管楽器 1管 総長57.7　壺径6.8 2004年

20 南倉184 大幡残欠 だいばんざんけつ 大型の染織幡 1旒 長458　身幅90 1956年（奈良博1998年）

21 南倉185 大幡脚 だいばんのあし 大幡の脚 1条 長190　幅45 1985年

22 南倉185 大幡脚 だいばんのあし 大幡の脚 1条 長269　幅47.5 1994年

23 南倉185 大幡脚 だいばんのあし 大幡の脚 1条 長352　幅45 ○

24 南倉185 大幡脚 だいばんのあし 大幡の脚 1条 長463　幅45.5 ○

25 南倉180 紫地唐花鳥獣文錦大幡脚端飾
むらさきじからはなちょうじゅうもんにし

きのだいばんのきゃくたんかざり
大幡の脚のかざり 1枚 縦40.3　横48.5 1985年

26 南倉180 浅緑地鹿唐花文錦大幡脚端飾
あさみどりじしかからはなもんにしきのだ

いばんのきゃくたんかざり
大幡の脚のかざり 1枚 縦43.5　横46.5 2005年

27 南倉184 大幡芯裂 だいばんのしんぎれ 大幡の芯の絁 1枚 長324　幅82 1951年（東博1981年）

28 南倉174 平脱鳳凰頭 へいだつのほうおうのかしら 象嵌装飾の鳥獣頭 1箇 長28.6　高9.5 2003年

29 南倉174 銀平脱龍船墨斗 ぎんへいだつりゅうせんのぼくと 象嵌装飾の墨壺 1口 長29.6　高11.7　船の幅9.4 2002年

30 南倉8 磁皿 じざら 二彩の大皿 1口 口径37.9　底径28.7　高6.4 1991年

31 南倉8 磁皿 じざら 二彩の大皿 1口 口径31.3　底径26.3　高5.6 1974年（東博1981年）
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32 南倉8 磁皿 じざら 二彩の碗 1口 口径19.9　底径12.9　高8.0 1984年

33 南倉70 花虫背八角鏡 かちゅうはいのはっかくきょう 花・蝶・仙人文様の鏡 1面 径11.4　縁厚0.5　重234.7（緒とも） 1979年

34 南倉70 花虫背八角鏡 かちゅうはいのはっかくきょう 花・蝶・仙人文様の鏡 1面 径11.3　縁厚0.5　重201.1 ○

35 中倉17 続修正倉院古文書後集　第三十三巻
ぞくしゅうしょうそういんこもんじょこう

しゅう
造東大寺司の業務報告書 1巻 縦29.0　長269.4 1997年

36 中倉195 唐草文鈴 からくさもんのすず かざり金具 10口 径1.4～3.2 2001年

37 中倉195 子持鈴 こもちのすず かざり金具 14口 径1.0～1.5 2001年

38 中倉195 梔子形鈴 くちなしがたのすず かざり金具 14口 径1.7～1.8　長2.5～2.6 2001年

39 中倉195 瑠璃玉飾梔子形鈴 るりだまかざりくちなしがたのすず ガラス玉付きのかざり金具 6口 径2.9～3.1 2001年

40 中倉195 杏仁形鈴 きょうにんがたのすず かざり金具 1口 長7.3　厚3.6 2001年

41 中倉195 瓜形鈴 うりがたのすず かざり金具 1口 径4.2　長6.2 2001年

42 中倉195 蓮華形鈴 れんげがたのすず かざり金具 3口 長8.9　蕾径3.5 2001年

43 中倉195 瑠璃玉付玉 るりだまつきのたま ガラス玉付きのかざり金具 10口 径1.7～3.2 2001年

44 中倉195 瑠璃玉付玉 るりだまつきのたま ガラス玉付きのかざり金具 8口 径1.5～3.0 2001年

45 中倉195 露玉 つゆだま かざり金具 10口 長2.8～3.0　厚1.1～1.4 2001年

46 南倉93 和同開珎 わどうかいちん 銅銭 15枚
径2.3～2.4　厚0.15～0.2　重2.7～

4.7
○

47 南倉94 神功開宝 じんぐうかいほう 銅銭 1枚 径2.55　厚0.15　重4.5 ○

48 南倉174 アンチモン塊 あんちもんかい アンチモンのインゴット 1箇 幅8.4　厚4.5　重1088 ○

49 中倉123 牙櫛 げのくし 象牙の櫛 3枚 長10.2

［第1号］2004年

［第２号］1990年

［第３号］（東博1981年）

50 中倉86 木笏 もくしゃく 木の笏 1枚 長36.0　幅5.1　厚1.7 2004年

51 中倉90 革帯 かわおび 革の腰帯 1条 長170.5　幅3.3 1990年

52 中倉91 柳箱 やなぎばこ 腰帯の箱 1合 径24.5　高7.7 2004年

53 北倉182 金銀絵花葉文黄絁 きんぎんえかようもんのきあしぎぬ 巾着袋の残片 1片 幅18.0 1996年

54 北倉182 浅紅地亀甲花文臈纈羅 あさべにじきっこうかもんろうけちのら 巾着袋の残片 1片 幅17.0 1996年

55 中倉118 撥鏤飛鳥形 ばちるのひちょうがた 染め象牙の鳥形かざり 3枚 長3.1 2004年

56 中倉131 黄牙彩絵把紫牙撥鏤鞘金銀荘刀子
おうげさいえのつかむらさきげばちるのさ

やきんぎんそうのとうす
小刀 1口

全長21.2　把長10.0　鞘長15.3

身長8.9　茎長4.4
1993年

57 中倉16 続修正倉院古文書　第三巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 御野国の戸籍 1巻 縦28.9　長537.9 1992年

58 中倉15 正倉院古文書正集　第三十一巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 出雲国の給付者名簿 1巻 縦26.5～26.7（7張） 1984年

59 中倉15 正倉院古文書正集　第十四巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 和泉監・摂津国の決算報告書 1巻

［和泉監］縦28.5～28.8

［摂津国］縦28.5～28.7

（11張）

2000年

60 中倉15 正倉院古文書正集　第五巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 造東大寺司の出した文書ほか 1巻 （15張） 1993年

61 中倉20 続々修正倉院古文書　第四十六帙　第八巻 ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 写経所の上申書ほか 1巻 （11張） 1955年（東博1981年）

62 聖語蔵3-80 善見律　巻第三 ぜんげんりつ 光明皇后御願経 1巻 （16張） ○

63 聖語蔵4-132 舎利弗問経 しゃりほつもんぎょう 始二部一切経 1巻 （13張） ○

64 聖語蔵5-78 十地経論　巻第六 じゅうじきょうろん 舶載経 1巻 （13張） ○
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