
第73回 正倉院展　出陳宝物一覧 1

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３ 杜家立成 とかりっせい 光明皇后の御書 １巻 本紙縦26.8～27.2　全長706　軸長30.6
平成5年(1993)/
平成21年(2009)（東博）

2 北倉３ 御書箱 おんしょのはこ 杜家立成などを入れていた箱 １合 縦36.5　横33.5　高8.1 平成21年(2009)

3 北倉23 刻彫尺八 こくちょうのしゃくはち 文様を彫った尺八 １管 長43.7　吹口径2.3 平成20年(2008)

4 北倉30 螺鈿紫檀阮咸 らでんしたんのげんかん 円い胴の絃楽器 １面 全長100.4　胴径39.0
平成8年(1996)/
平成21年(2009)（東博）

5 北倉42 花鳥背八角鏡
かちょうはいのはっかくきょ
う

花鳥文様の鏡 １面 径33.6　縁厚0.8　重3844.8 平成19年(2007)

6 北倉42 黒漆鏡箱 くろうるしのかがみばこ 鏡箱 １合 径38.7　高4.5 平成19年(2007)

長148.3　幅53.9　本地長140.2　幅47.0 平成4年(1992)

長148.5　幅53.6　本地長138.1　幅47.0 平成13年(2001)

8 北倉47 長斑錦御軾 ちょうはんきんのおんしょく 錦張りのひじかけ １箇 高15　長70　幅20.5 平成18年(2006)

9
-1

中倉79 漆小櫃 うるしのこびつ 大仏への献物を入れた箱 １合 縦44.8　横33.0　高24.8 平成15年(2003)

9
-2

中倉79 漆小几 うるしのしょうき 漆小櫃の台 １基 縦48.4　横35.5　高28.8 平成15年(2003)

10 中倉76 白瑠璃高坏 はくるりのたかつき ガラス製の高坏 １口 径29.0　高10.7　重1231 平成15年(2003)

11 中倉77 瑪瑙坏 めのうのつき 馬瑙のさかずき １口 長径17.0　短径16.3　高6.8 平成15年(2003)

12 中倉77 瑪瑙坏 めのうのつき 馬瑙のさかずき １口 長径10.2　短径8.2　高5.0 平成15年(2003)

13 中倉78 水精玉 すいしょうのたま 5箇 径1.4～5.1 平成15年(2003)

14 中倉131 紅梅把鞘金銀荘刀子
こうばいのつかさやきんぎん
かざりのとうす

腰帯から下げた小刀 １口 全長21.4　把長10.2　鞘長15.8　身長8.8　茎長5.7 初出陳

15 中倉131 烏犀把白牙鞘金銀荘刀子
うさいのつかはくげのさやき
んぎんかざりのとうす

腰帯から下げた小刀 １口 全長15.8　把長8.0　鞘長11.5　身長6.0　茎長4.2 平成6年(1994)

16 南倉121 女舞接腰 おんなまいのせつよう 楽舞用の錦の脚覆い ２隻
其１　長70　幅27　紐長52　紐幅2.5
其２　長70　幅26　紐現存長12　紐幅2.5

平成22年(2010)

17
-1

南倉124 笛吹襪 ふえふきのしとうず 楽舞用の錦の足袋 １両 丈20　底長27
平成10年(1998)/
平成21年(2009)（東博）

17
-2

笛吹襪　再現模造
ふえふきのしとうず　さいげ
んもぞう

1両 丈18.0　底長27.5

18 南倉134 曝布彩絵半臂 ばくふさいえのはんぴ 文様を描いた上着 １領 現存丈60　幅83 平成22年(2010)

山水夾纈屏風
7

-1・2
北倉44

さんすいきょうけちのびょう
ぶ

２扇板締め染めの山水屏風
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19 南倉141 革帯 かわおび １条 長170.0　幅3.2 平成18年(2006)

20 南倉143 錦履 にしきのくつ 錦張りのくつ １隻 長26.6　幅8.4　爪先高6.3 平成18年(2006)

21 南倉143 履 くつ くつ １両
１　長27.7　幅11.9　爪先高10.0　蹠高6.8
２　長27.6　幅11.6　爪先高8.2　蹠高なし

平成6年(1994)

22 中倉202 十二支彩絵布幕
じゅうにしさいえのぬののま
く

十二支を描いた幕 4片

龍図　縦71.0　横121.1
鳥図　縦33.0　横32.0
亥図　縦69.0　横114.8
残片　縦28.0　横21.5

平成21年(2009)

23 中倉177 黒柿蘇芳染金絵長花形几
くろがきすおうぞめきんえの
ちょうはながたき

献物をのせた台 １基 縦33.0　横51.5　高9.8 平成22年(2010)

24 中倉177 碧地彩絵几 へきじさいえのき 献物をのせた台 １基 縦42.1　横50.5　高6.2 平成20年(2008)

25 南倉150 白綾几褥 しろあやのきじょく 献物をのせた台の上敷 １張 長100　幅62 平成13年(2001)

26 中倉176 籠箱 こばこ 献物を入れた箱 １合 縦17.2　横33.2　高10.8 平成18年(2006)

27 南倉38 朴木粉絵高坏 ほおのきふんえのたかつき 高脚付きの皿 １基 長径39.8　総高22.5 平成20年(2008)

28
-1

南倉52 白銅柄香炉 はくどうのえごうろ 柄付きの香炉 １柄 長28.0　高5.5　炉口径5.1 平成21年(2009)

28
-2

南倉52 漆柄香炉箱 うるしのえごうろばこ 柄付きの香炉の箱 １合 縦33.5　横11.8　高9.0 平成21年(2009)

29 南倉166 鏝形銅器 こてがたのどうき 柄香炉の蓋 １箇 円板径5.9　柄長8.0 平成18年(2006)

30 南倉37 漆金薄絵盤 うるしきんぱくえのばん 蓮華形の香炉台 １基 径55.6　総高18.5 平成5年(1993)

31 南倉168 密陀絵雲鳥草形漆櫃
みつだえくもとりくさがたの
うるしのひつ

宝物の収納容器 １合 縦57.3　横89.5　総高43.5 平成22年(2010)

32 南倉185 夾纈羅幡 きょうけちらのばん 板締め染めの幡 １旒 長300　身幅28.7 平成4年(1992)

33 北倉182 茶地花樹鳳凰文﨟纈絁
ちゃじかじゅほうおうもんろ
うけちのあしぎぬ

文様染めの絹織物 １片 縦42.5 初出陳

34 中倉16
続修正倉院古文書 第十巻
〔山背国愛宕郡計帳〕

ぞくしゅうしょうそういんこも
んじょ

山背国の徴税基本台帳 １巻 （７張） 平成12年(2000)

35 中倉15
正倉院古文書正集 第十九巻
〔伊豆国正税帳ほか〕

しょうそういんこもんじょせい
しゅう

伊豆国の決算報告書ほか １巻 （14張） 平成16年(2004)

36 中倉16
続修正倉院古文書 第十六巻
〔皇后宮職解移牒案ほか〕

ぞくしゅうしょうそういんこも
んじょ

皇后宮職の勤務報告書の控え １巻 （10張） 平成20年(2008)

37 中倉16
続修正倉院古文書 第四十九巻
〔安都雄足状ほか〕

ぞくしゅうしょうそういんこも
んじょ

種々の連絡文書 １巻 （12張） 昭和60年(1985)
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38 中倉20
続々修正倉院古文書 第三十二
帙 第一巻
〔奉写一切経所経師筆手実帳〕

ぞくぞくしゅうしょうそういん
こもんじょ

写経の筆に関する帳簿 １巻 （91張） 初出陳

39 中倉20
続々修正倉院古文書 第四十帙
第三巻
〔（裏）図書寮解ほか〕

ぞくぞくしゅうしょうそういん
こもんじょ

紙や筆の未納数の報告書ほか １巻 （79張） 初出陳

40 中倉37 筆 ふで １管 管長19.6　管径2.3 昭和62年(1987)

41 中倉37 筆 ふで １管 管長17.4　管径2.0 平成19年(2007)

42 中倉37 筆 ふで １管 管長21.8　管径1.9 昭和62年(1987)

43 中倉37 筆 ふで １管 管長14.4　管径1.4 昭和47年(1972)

44 中倉41 墨 すみ １挺 長22.2　幅2.9　厚1.6 平成13年(2001)

45 中倉41 墨 すみ １挺 長17.1　幅2.9　厚1.0 平成3年(1991)

46 中倉41 墨 すみ １挺 長29.6　幅4.9　厚1.9
平成3年(1991)/
平成17年(2005)(九博)

47 中倉44 赤漆葛箱 せきしつかずらのはこ 墨を入れた箱 １合 縦35.1　横25.2　高7.5 昭和62年(1987)

48 中倉45 絵紙 えがみ 絵入りの紙 １張 縦55　横100 平成15年(2003)

49 中倉47 色麻紙 いろまし 色紙 １巻 縦28.5　横46.5 昭和51年(1976)

50 中倉49 青斑石硯 せいはんせきのすずり １基 硯縦14.7　横13.5　台長径30.5　高8.2 平成19年(2007)

51 中倉202 早袖 はやそで 麻の作業着 １領 丈36　幅99 初出陳

52 南倉135 白絁腕貫 しろあしぎぬのうでぬき 絹の腕カバー １両 長42　元の広さ28　紐長62 昭和62年(1987)

53 聖語蔵2-14 大般涅槃経集解　巻第四十九
だいはつねはんぎょうしゅう
げ

中国唐代の写経 １巻 （17張） 初出陳

54
聖語蔵3-
67

般若波羅蜜光讃経　巻第六
はんにゃはらみつこうさん
ぎょう

光明皇后発願の写経 １巻 （19張） 初出陳

55
聖語蔵4-
115

根本説一切有部毘奈耶雑事　巻
第二十二

こんぽんせついっさいうぶび
なやぞうじ

奈良時代の写経 １巻 （17張） 初出陳


