
第70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 螺鈿かざりの鏡 1面 径32.8　縁厚0.7　重3514.8 2008年

2 北倉42 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 径35.5　高6.0 2008年

3 南倉70 鳥獣花背円鏡 ちょうじゅうかはいのえんきょう 海獣葡萄鏡 1面 径23.9　縁厚1.6　重2719.5 2003年

4 南倉70 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 径28.7　高4.4 2003年

5 北倉44 古人鳥夾纈屛風 こじんとりきょうけちのびょうぶ 板締め染めの屛風 1扇 縦149.2　横56.7　本地縦141.0　横50.3 1998年

6ー1 北倉45 揩布屛風袋 すりぬののびょうぶぶくろ 屛風の袋 1口 前面長141（舌を除く）　幅58.5　側面14 1979年

6ー2 北倉45 揩布屛風袋 すりぬののびょうぶぶくろ 屛風の袋 1口 前面長157　幅61　側面16 ○

7 中倉202 白布 はくふ 調布 1巻 長1253　幅70 1991年

8 中倉14 山水図 さんすいず 風景を描いた絵 1張 縦59　横179 1995年

9ー1 北倉152 繡線鞋 ぬいのせんがい 刺繡かざりのくつ 1両 長27.5　幅7.6　踵高3.4 2003年

9ー2 北倉152 繡線鞋 ぬいのせんがい 刺繡かざりのくつ 1両 長27.6　幅8.2　踵高3.3 1996年

10 北倉8 三合鞘御刀子 さんごうざやのおんとうす 三本組の小刀 1口

鞘長20.2　その1＝把長12.0　身長7.6　茎長5.4

その2＝把長10.5　身長10.15　茎長3.6

その3＝把長10.8　身長10.1　茎長5.3

1998年

11 北倉19 百索縷軸 ひゃくさくるのじく 厄除けの糸巻 1枚 長33.0　径6.2 2005年

12 南倉82 雑色縷 ざっしょくのる 暈繝柄のひも 1条 長径21　紐の径0.3 ○

13 南倉74 古櫃 こき 宝物の収納容器 1合 縦66.8　横97.0　高47.0 ○

14 南倉147 櫃覆町形帯 ひつおおいのまちがたのおび 櫃覆いの押さえ帯 1条 帯幅6　周長340 ○

15 中倉146 玳瑁螺鈿八角箱 たいまいらでんはっかくのはこ 献物箱 1合 長径39.2　高12.7 1996年（九博・2005年）

16 中倉142 沈香木画箱 じんこうもくがのはこ 献物箱 1合 縦12.0　横33.0　高8.9 1998年（東博・2009年）

17 中倉177 粉地銀絵花形几 ふんじぎんえのはながたき 献物用の台 1基 縦41.0　横50.0　高10.3 2005年

18 中倉177 漆八角几 うるしのはっかくき 献物用の台 1基 径53.7　高13.5 2000年

19 南倉9 磁鉢 じはち 二彩の鉢 1口 口径22.0　胴径24.7　高13.0 1983年

20 南倉10 漆鉢 うるしばち 漆塗の鉢 1口 口径20.9　胴径26.5　高17.4 ○

21 南倉11 銀鉢 ぎんばち 銀製の鉢 1口 口径28.8　胴径33.6　総高22.8　鉢重2985　台重1010 2000年

22 南倉74 布虎兜 ぬののとらかぶと 楽舞用のかぶりもの 1頭 幅25　尾長83 2005年

23 南倉3 緋絁鳥兜 ひのあしぎぬのとりかぶと 楽舞用のかぶりもの 1頭 幅54.6　高46.1 2005年

24 南倉165 雑葛形裁文 ざつかずらがたのさいもん 楽舞用のかぶりもののかざり金具 1組 縦46.5　横62 2005年

25 南倉165 金銅縁輪 こんどうのふちわ 楽舞用のかぶりものの覆輪 1枚 長53.5 2005年

26 南倉132 浅緑目交纐纈絁襖子
あさみどりもっこうこうけちあしぎぬ

のおうし
絞り染めの上着 1領 丈81 2001年

27 南倉97 錦紫綾紅臈纈絁間縫裳
にしきむらさきあやべにろうけちあし

ぎぬのまぬいのも
女性用の裳 1腰 現存丈86　腰部幅81 2003年

28 南倉114 磁鼓 じこ 三彩のつづみの胴 1口 長38.3　口径22.0　腰径10.9 2004年

29 南倉116 鼓皮残欠 つづみのかわざんけつ つづみに張る革 1双 縁輪径27.0 2006年

30 南倉99 桐木琴 きりのきのきん 弦楽器 1張 全長120.0　頭部幅18.5　尾部幅17.5 2004年

31 南倉177 箏柱 そうのじ 琴柱 3枚

その1＝高4.5　幅4.3　厚1.25

その2＝高4.2　幅4.5　厚1.3

その3＝高5.0　幅4.7　厚1.2

1967年
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32 北倉35 新羅琴 しらぎごと 弦楽器 1張 全長154.2　幅上方で30.6　羊耳型幅37.0 2007年

33 北倉172 雑物出入帳 ざつもつしゅつにゅうちょう 宝物の出納記録 1巻 本紙縦28.9～30.4　全長508.5 2004年

34 中倉202 花氈 かせん 花文様のフェルトの敷物 1床 長240　幅126 1951年

35 北倉151 色氈 しきせん フェルトの敷物 1床 長212　幅109 2002年

36ー1 南倉45 銅匙 どうのさじ 銅製の匙 20枚 長20～25 1960年

36ー2 南倉45 銅匙 どうのさじ 銅製の匙 10枚 長20～25 1971年

37 南倉49 貝匙 かいのさじ 貝製の匙 5枚 長33.0～34.8 1988年

38 南倉33 白銅剪子 はくどうのせんし 灯明の芯切りばさみ 1挺 長22.6　重183.6 2002年

39 南倉47 佐波理加盤 さはりのかばん かさね鋺 1組 径17.7　総高14.4 （九博・2005年）

40ー1 南倉47 佐波理加盤 さはりのかばん かさね鋺 1組 径22.0　高9.2　文書＝縦29.4　横15.3 2002年

40ー2 南倉47 同　附属文書 ふぞくもんじょ 新羅の文書 1枚 2002年

41 中倉59 華厳経論帙 けごんきょうろんのちつ 経巻の包み 1枚 縦29.5　横58.0 2002年

42 聖語蔵2－10 摩訶般若波羅蜜経　巻第五 まかはんにゃはらみつきょう 唐経 1巻 （21張） ○

43 聖語蔵3－97 摩訶般若放光経　巻第二十八 まかはんにゃほうこうきょう 光明皇后御願経 1巻 （18張） ○

44 中倉20 続々修正倉院古文書　第十六帙第八巻
ぞくぞくしゅうしょうそういんこもん

じょ
経典の借用記録 1巻 （25張） ○

45 聖語蔵4－7 仏説徳光太子経 ぶっせつとっこうたいしきょう 奈良時代の写経 1巻 （22張） ○

46 中倉55 未造着軸 みぞうちゃくのじく 未使用の巻物の軸 11本 長29.7～30.8 1996年

47 中倉56 軸端 じくたん 巻物の軸の端 6隻 長約4 1968年

48 南倉51 犀角如意 さいかくのにょい 犀角かざりの僧侶の持物 1柄 長58.0　掌の幅5.9 2005年

49 南倉51 玳瑁如意 たいまいのにょい べっこうの僧侶の持物 1柄 長49.8　掌の幅10.1 2006年

50 南倉153 仏像型 ぶつぞうのかた 押出仏の型 1面 縦16　横11.2　厚3.22　重4570 1995年

51 南倉155 彩絵仏像幡 さいえのぶつぞうばん 仏像を描いた幡 1条 全長237　最大幅42.5 2007年

52 中倉20 続々修正倉院古文書　第四十帙第一巻
ぞくぞくしゅうしょうそういんこもん

じょ
写経生の借金の文書 1巻 （110張） ○

53 中倉15 正倉院古文書正集　第四十四巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 孝謙天皇のみことのりなど 1巻 （18張） 2002年

54 中倉16 続修正倉院古文書　第七巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 豊前国の戸籍 1巻 （10張） 1995年

55 中倉20 続々修正倉院古文書　第四十四帙第四巻
ぞくぞくしゅうしょうそういんこもん

じょ
越前国の徴税基本台帳 1巻 （3張） 2004年

56 中倉15 正倉院古文書正集　第二十七巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 越前国の決算報告書など 1巻 （11張） 2003年
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