
第63回正倉院展　出陳宝物リスト 奈良国立博物館

1 平成23年10月20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

 （寸法＝㎝、重量＝ｇ）
前回出陳年

1 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39.4　横27.3　奥行26.6 1952年

2 南倉１ ○ 伎楽面　金剛 ぎがくめん　こんごう 伎楽の面 １面 縦42.0　横20.4　奥行27.5

3 南倉１ ○ 伎楽面　太孤父 ぎがくめん　たいこふ 伎楽の面 1面 縦30.3　横21.0　奥行27.2

4 南倉118 大歌茶臈纈絁半臂 おおうたちゃろうけちあしぎぬのは
んぴ

ろうけつ染めの胴着 1領 丈99　幅71 1999年

5 南倉129 縹纐纈布袍 はなだこうけちのぬののほう 絞り染めの上着 1領 丈125　幅206 1997年

6 南倉185 ○ 纐纈布幡 こうけちぬののばん 絞り染めのはた 1旒 長430　幅95

7 南倉148 ○ 紅布 べにのぬの 紅花染めの麻布 1帖 長500　幅28

8 南倉165 金銅華鬘形裁文 こんどうのけまんがたさいもん 華鬘形のかざり 1枚 縦29.9　横32.8　厚0.09 1996年

9 南倉165 金銅花形裁文 こんどうのはながたさいもん 花形のかざり 1枚 縦30.4　横27.6　厚0.15 1996年

10 南倉185 華鬘残欠 けまんざんけつ 華鬘の残欠 1条 長190　幅85 1997年

11 南倉148 錦臈纈絁等雑貼 にしきろうけちあしぎぬとうざっ
ちょう

ろうけつ染めの裂などを貼
り交ぜた屏風

1扇 長149.5　幅56.5　厚1.8 1965年

12 南倉148 紅臈纈絁等雑貼 べにろうけちあしぎぬとうざっちょ
う

ろうけつ染めの裂などを貼
り交ぜた屏風

1扇 長149.5　幅56.8　厚1.8 1980年

13 中倉135 黄熟香 おうじゅくこう 香木 1材 長156.0　重11600 1997年

14 中倉80 裛衣香 えびこう 防虫香 3裹 径12～16 1997年

15 中倉81 ○ 漆皮箱 しっぴばこ 裛衣香の容れ物 1合 縦27.0　横35.6　高6.7

16 北倉143 ○ 薬裹 くすりのつつみ くすりの包み裂 1口 径34.5

17 中倉131 ○ 沈香把鞘金銀荘刀子
じんこうのつかさやきんぎんそうの
とうす

小刀 1双

（１）全長23.1　把長10.6
鞘長16.0　身長8.2　茎長5.1
（２）全長23.3　把長10.6
鞘長16.0　身長8.2　茎長5.2

18 中倉131 斑犀把樹皮塗鞘銀荘刀子
はんさいのつかじゅひぬりのさやぎ
んそうのとうす

小刀 1双

（１）全長21.5　把長9.8
鞘長16.4　身長9.6　茎長5.3
（２）全長21.3　把長9.8
鞘長16.2　身長10.0　茎長4.5

1999年

19 中倉33 沈香末塗経筒 じんこうまつぬりのきょうづつ 巻物の容れ物 1合 長37.2　径8.7　高8.5 1991年

20 南倉52 赤銅柄香炉 しゃくどうのえごうろ 柄付きの香炉 1口 長36.0　高10.5　炉口径12.3 2000年
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21 南倉29 赤銅合子 しゃくどうのごうす 塔形のつまみのふたもの 1合 径7.3　高11.5　重310.3 1991年

22-1 南倉27 金銅大合子 こんどうのだいごうす 塔形のつまみのふたもの 1合 径17.7　高29.0　重4634 1994年

22-2 南倉27 ○ 金銅大合子 こんどうのだいごうす 塔形のつまみのふたもの 1合 径17.8　高29.0　重5179
身重2729.3

23 南倉31 佐波理合子 さはりのごうす 塔形のつまみのふたもの 1合 径6.5　高10.9　重208.6 1997年

24 南倉19 金銅花形合子 こんどうのはながたごうす すかしぼりのふたもの 1合 長径46.0　短径31.5　高17.5
重2085

1997年

25 南倉36 ○ 刻彫梧桐金銀絵花形合子 こくちょうごとうきんぎんえのはな
がたごうす

花形のふたもの 1合 長径32.5　短径19.1　蓋高4.5

26 南倉53 鉄三鈷 てつのさんこ 鉄製の仏具 1口 長28.8　幅11.3　重336.2 2000年

27 南倉53 素木三鈷箱 しらきさんこのはこ 三鈷杵の箱 1合 長29.8　幅13.3　高2.3 2000年

28 北倉1 七条織成樹皮色袈裟 しちじょうしょくせいじゅひしょく
のけさ

綴れ織の袈裟 1領 幅245　縦139 1996年

29 北倉1 御袈裟幞袷 おんけさのつつみのあわせ 袈裟のつつみ 1条 長130　幅107 1965年

30 北倉1 御袈裟箱 おんけさのはこ 袈裟の箱 1合 縦42.3　横37.0　高11.9 1979年

31 北倉1 御袈裟箱袋 おんけさのはこのふくろ 袈裟の箱の袋 1口 縦178　幅54 1991年

32 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30.2　幅3.0　厚0.9 1985年

33 中倉177 蘇芳地金銀絵花形方几
附　白橡綾几褥

すおうじきんぎんえのはながたほう
き

献物用の台 1基 縦38.2　横41.2　高10.0 1998年

34 中倉177 粉地彩絵几　附　白橡綾几褥 ふんじさいえのき 献物用の台 1基 縦34.0　横38.5　高9.2 1997年

35 中倉177 檜方几 ひのきのほうき 献物用の台 1基 縦35.3　横41.9　高4.8 1984年

36 南倉150 暈繝錦几褥 うんげんにしきのきじょく 献物用の台の上敷き 1張 長76　幅51.5 1989年

37 中倉151 碧地金銀絵箱 へきじきんぎんえのはこ 献物箱 1合 縦27.9　横17.5　高10.6 1996年

38 中倉149 金絵木理箱 きんえもくりのはこ 献物箱 1合 縦23.2　横29.4　高13.4 1999年

39 北倉38 金銀鈿荘唐大刀 きんぎんでんそうのからたち 儀式用の大刀 1口 全長99.9　把長（鐔含）18.5
鞘長81.5　身長78.2　茎長13.6

1990年
（1997年・東博）

40 中倉131 斑犀把漆鞘銀漆荘刀子 はんさいのつかうるしのさやぎんう
るしそうのとうす

小刀 1口 全長37.8　把長16.4　鞘長27.5
身長15.4　茎長4.5

1958年
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41 北倉169 出蔵帳 しゅつぞうちょう 宝庫からの出蔵の記録 1巻
本紙縦29.0　全長100.5
往来軸長37.8

1997年

42 中倉202 ○ 雑札 ざっさつ 木ふだ 1枚 長80　幅6.8　厚0.8

43 中倉20 ○ 続々修正倉院古文書
第四十四帙第十一巻

ぞくぞくしゅうしょうそういんこも
んじょ

倉庫内の物品の出し入れに
関する文書

1巻

44 中倉14 東大寺山堺四至図 とうだいじさんかいしいしず 東大寺の寺域図 1張 縦297　横223 1994年

45 中倉14 東大寺山堺勅定 とうだいじさんかいちょくじょう 東大寺の寺域を記した文書 1巻 本紙縦28　全長45.5 1994年

46 中倉16 続修正倉院古文書　第二十二巻 ぞくしゅうしょうそういんこもん
じょ

造寺に関わる役所の文書 1巻 2000年

47 中倉15 正倉院古文書正集　第二十一巻 しょうそういんこもんじょせいしゅ
う

下総国の戸籍 1巻 1996年

48 中倉15 正倉院古文書正集　第二十九巻 しょうそういんこもんじょせいしゅ
う

但馬国の決算報告書、因幡
国の戸籍

1巻 但馬国正税帳　縦28.9～29.0、
因幡国戸籍　縦27.2

1996年

49 中倉15 正倉院古文書正集　第三十巻 しょうそういんこもんじょせいしゅ
う

出雲国の公文書授受報告書 1巻 縦28.4～28.5 1993年

50 中倉15 正倉院古文書正集　第四十五巻 しょうそういんこもんじょせいしゅ
う

物品のやりとりに関する文
書

1巻 1965年

51 南倉70 十二支八卦背円鏡　附　緋絁帯 じゅうにしはっけはいのえんきょう 十二支と八卦文の鏡 1面 径59.4　縁厚4.3　重52800 1998年

52 南倉70 六角榲箱 ろっかくのすぎばこ 鏡の箱 1合 径79.5　高21.0 1998年

53 南倉70 漫背円鏡 まんぱいのえんきょう 文様のない鏡 1面 径23.3　縁厚1.3　重3007.4（緒
とも）

1982年

54 南倉70 ○ 漫背円鏡 まんぱいのえんきょう 文様のない鏡 1面 径14.6　縁厚1.0　重759.8（緒と
も）

55 中倉163 柿厨子 かきのずし 収納棚 1基 縦37.6　横89.2　高59.5 1999年

56 中倉23 ○ 漆皮箱 しっぴばこ 革製の漆塗の箱 1合 蓋縦58.0　横45.5　高12.7
身高14.0

57 南倉170 密陀絵雲兎形赤漆櫃 みつだえくもうさぎがたせきしつの
ひつ

唐櫃 1合 縦69.5　横100.0　総高48.5 1999年

58 中倉58 竹帙 じす 経巻のつつみ 1枚 縦30.5　横50.0 1983年

59 中倉58 ○ 竹帙 じす 経巻のつつみ 1枚 縦29.5　横45.0（補紙部分含）
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60 聖語蔵2-8 ○ 顕揚聖教論 けんようしょうぎょうろん 唐経 1巻

61 聖語蔵3-13 ○ 最無比経 さいむひきょう 光明皇后御願経 1巻

62 聖語蔵4-36 ○ 仏説幻士仁賢経 ぶっせつげんしにんげんぎょう 称徳天皇勅願経 1巻

出陳
番号

種別 読みがな 略称 員数

1 模造 しちじょうしょくせいじゅひしょく
のけさ

綴れ織の袈裟 1領 丈137　幅243
修多羅の長さ121　重1892.5

2 模造 おんけさのつつみのあわせ 袈裟のつつみ 1条 幅107　長130

3 模造 おんけさのはこ 袈裟の箱 1合
蓋縦44.5　横38.6　高11.6
身縦42.4　横37.0　高11.8
総高12.4

4 模造 おんけさのはこのふくろ 袈裟の箱の袋 1口 縦54 横180

復元模造

名称

七条織成樹皮色袈裟

御袈裟幞袷

御袈裟箱

御袈裟箱袋
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