
第74回 正倉院展　出陳宝物一覧 2022/8/9

出陳
番号

倉番号 名称 よみがな 小説明 員数 法量（単位=㎝, g） 初出陳 前回出陳年

1 北倉24 白石鎮子　寅・卯 はくせきのちんす　とら・う 大理石のレリーフ 1箇 縦21.5　横33.3　厚4.7　重8854 昭和62年（1987）

2 北倉24 白石鎮子　辰・巳 はくせきのちんす　たつ・み 大理石のレリーフ 1箇 縦21.4　横32.8　厚4.8　重9441 昭和63年（1988）

3 北倉41 全浅香 ぜんせんこう 香木 1材 長105.5　重16650 平成20年（2008）

4 北倉41 牙牌 げはい 浅香の札 1枚 長17.8　幅5.9　厚1.1 平成20年（2008）

5 北倉42 漆背金銀平脱八角鏡 しっぱいきんぎんへいだつのはっかくきょう 黒漆地に金銀飾りの鏡 1面 長径28.5　縁厚0.6　重2928.6 平成21年（2009）

鸚鵡﨟纈屛風 おうむろうけちのびょうぶ 長163.0　幅56.3　本地長154.6　幅52.5
平成9年（1997）
平成22年（2010）（東博）

象木﨟纈屛風 ぞうきろうけちのびょうぶ 長163.0　幅56.1　本地長154.5　幅52.5
平成7年（1995）
平成２２年（2010）（東博）

7 北倉97 﨟蜜 ろうみつ ミツバチの巣から作った蠟 1連
重2870.0　径13.4　厚2.5（最大）
径7.4　厚2.4（最小）

平成19年（2007）

8 北倉98 﨟蜜袋 ろうみつのふくろ 﨟蜜を入れた袋 1口 縦112　横70.5 平成19年（2007）

9 南倉13 銀壺 ぎんこ 大型の銀製の壺 1口
口径42.9　胴径61.3　総高46.6
壺重35100　台重7100

平成7年（1995）
平成22年（2010）（東博）

10 南倉70 鳥獣花背円鏡 ちょうじゅうかはいのえんきょう 霊獣と葡萄文様の鏡 1面 径29.7　縁厚2.0　重5009.0 平成22年（2010）

11 中倉138 金銀平脱皮箱 きんぎんへいだつのかわばこ 金銀飾りの皮箱 1合 縦33.0　横27.0　高8.6 平成19年（2007）

12 中倉145 紫檀木画箱 したんもくがのはこ モザイクの箱 1合 縦23.5　横42.3　総高20.7 平成19年（2007）

13 中倉172 沈香木画双六局 じんこうもくがのすごろくきょく 遊戯の盤 1基 縦29.0　横43.7　高7.3 平成13年（2001）

14 中倉80 裛衣香 えびこう 防虫香 2裹 径12～16 平成23年（2011）

15 中倉81 漆皮箱 しっぴばこ 裛衣香を入れた箱 1合 縦27.0　横35.6　高6.7 平成23年（2011）

16 中倉93 雑帯 ざったい 組みものの帯 1条 長212.2　幅6.4 昭和58年（1983）

17 中倉101 紐類残欠 ひもるいざんけつ 腰飾りを下げる紐 1条 縦36 初出陳

18 中倉97 犀角魚形 さいかくのうおがた 腰飾り 1双 長3.6　幅1.5　厚1.0 平成20年（2008）

19 中倉117 彩絵水鳥形 さいえのみずどりがた 鳥形の飾り具 2枚 長2.6　厚0.2 平成20年（2008）

20 中倉124 貝玦　馬蹄形 ばいけつ　ばていがた 貝の飾り具 10枚 長2.6 平成21年（2009）

21 中倉124 貝玦　月形 ばいけつ　つきがた 貝の飾り具 16枚 長3.2～5.0 平成21年（2009）

22 中倉125 貝環 ばいかん 貝の飾り具 5枚 最大のもの径2.7 平成21年（2009）

23 中倉126 牙玦 げけつ 象牙の飾り具 2枚 長3.2 平成21年（2009）

24 中倉131 斑犀把緑牙撥鏤鞘金銀荘刀子 はんさいのつかりょくげばちる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17.9　把長7.9　鞘長13.2
身長7.4 　茎長3.4

平成21年（2009）

6 北倉44 2扇ろうけつ染めの屛風
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25 中倉131 黒柿把鞘金銀荘刀子 くろがき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21.1　把長10.0　鞘長15.6
身長8.5　茎長5.3

初出陳

26 南倉118 大歌緑綾袍 おおうたみどりあやのほう 綾の上着 1領 丈116　幅218 平成17年（2005）

27 南倉118 大歌白絁衫 おおうたしろあしぎぬのさん 絹の下着 1領 丈114　幅200 昭和40年（1965）

28 南倉124 呉楽鼓撃布衫 くれがくつづみうちのぬののさん 麻の下着 1領 丈82　幅164 平成16年（2004）

29 南倉115 漆鼓 うるしのつづみ 漆塗の鼓の胴 1口 長40.8　口径14.5 平成18年（2006）

30 南倉1 伎楽面　呉女 ぎがくめん　ごじょ 楽舞の面 1面 縦30.6　横18.8　奥行22.5 平成21年（2009）

31 南倉1 伎楽面　力士 ぎがくめん　りきし 楽舞の面 1面 縦35.9　横23.5　奥行31.8 平成21年（2009）

32 南倉1 伎楽面　呉公 ぎがくめん　ごこう 楽舞の面 1面 縦26.7　横23.7　奥行29.2 平成7年（1995）

33 南倉109 呉竹笙 くれたけのしょう 雅楽の管楽器 1口 総長53.1　壺径7.2 平成11年（1999）

34 南倉174 蓮花残欠 れんげざんけつ 蓮池形のかざり 1座 径33.0　総高30.0 平成22年（2010）

35 南倉174 六角几甲板 ろっかくきのこういた 花形かざりの台座 1枚 径30.3　厚1.3 平成22年（2010）

36 中倉177 檜長几 ひのきのちょうき 献物をのせた台 1基 縦41.6　横72.3　高8.2 平成20年（2008）

37 中倉177 粉地彩絵几　附 白橡綾几褥 ふんじさいえのき　つけたり しろつるばみあやのきじょく 献物をのせた台 1基 縦34.0　横38.5　高9.2 平成23年（2011）

38 南倉150 暈繝錦几褥 うんげんにしきのきじょく 錦の上敷き 1張 長76　幅51.5 平成23年（2011）

39 南倉145 紫地錦覆 むらさきじにしきのおおい 錦の覆い 1条 縦100　横188 平成13年（2001）

40 南倉181 刺繡飾方形天蓋残欠 ししゅうかざりほうけいてんがいざんけつ 刺繡飾の天蓋 1張 縦157.5　横176 平成11年（1999）

41 南倉185 華鬘残欠 けまんざんけつ 華鬘の飾り帯 1条 垂端飾の幅9.5 平成23年（2011）

42 南倉156 金銅幡 こんどうのばん 金銅製の旗 1旒 長170　身幅15.5 平成7年（1995）

43 南倉27 金銅大合子 こんどうのだいごうす 香のいれもの 1合 径17.5　高29.0　重5019 平成15年（2003）

44 南倉53 鉄三鈷 てつのさんこ 古密教の法具 1口 長28.8　幅11.3　重336.2 平成23年（2011）

45 南倉53 素木三鈷箱 しらきさんこのはこ 鉄三鈷の箱 1合 長29.8　幅13.3　高2.3 平成23年（2011）

46 中倉162 黒柿両面厨子　附 鏁子 くろがきのりょうめんずし 両面開きの戸棚 1基 縦34.5　横65.5　高52.0 平成20年（2008）

47 南倉51 犀角銀絵如意 さいかくぎんえのにょい 僧侶の持物 1柄 長54.2　掌の幅6.8 平成12年（2000）

48 中倉58 竹帙 じす 経巻のつつみ 1枚 縦30.5　横50.0 平成23年（2011）

49 中倉15
正倉院古文書正集　第二巻
〔大粮申請継文ほか〕

しょうそういんこもんじょせいしゅう 食料等の申請書ほか 1巻 縦28.7～29.5 平成17年（2005）
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50 中倉15
正倉院古文書正集　第三十四巻
〔隠伎国郡稲帳、隠伎国正税帳〕

しょうそういんこもんじょせいしゅう 隠伎国の財政決算報告書 1巻 縦28.3～28.6 平成21年（2009）

51 中倉15
正倉院古文書正集　第三十九巻
〔筑前国嶋郡川辺里戸籍〕

しょうそういんこもんじょせいしゅう 古代の住民名簿 1巻 縦27.6～27.8 平成20年（2008）

52 中倉14 造寺司牒三綱務所諸国封戸事 ぞうじしちょうさんごうのまんどころしょこくふこのこと 造東大寺司から東大寺三綱所へ宛てた文書 1巻 縦27.5 長65.0 平成19年（2007）

53 中倉20
続々修正倉院古文書　第四十三帙第三巻
〔検米使解案ほか〕

ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 越前国司の管理する米に関する文書 1巻 初出陳

54 中倉20
続々修正倉院古文書　第四帙第七巻
〔二部大般若経用度申請解案〕

ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 写経事業の予算書 1巻 初出陳

55 中倉20
続々修正倉院古文書　第十六帙第三巻
〔岡本宅解ほか〕

ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 経典の貸借に関する文書 1巻 昭和30年（1955）（裏）

56
聖語蔵
2-5

大智度論　巻第七十一甲 だいちどろん 中国唐代の写経 1巻 初出陳

57
聖語蔵
3-52

無所有菩薩経　巻第三 むしょうぼさつきょう 光明皇后発願の写経 1巻 初出陳

58
聖語蔵
4-122

漸備経　巻第一 ぜんびきょう 奈良時代の写経 1巻 初出陳

59 北倉182 錦繡綾絁等雑張 にしきしゅうあやあしぎぬなどざっちょう 東大寺屛風に貼り交ぜられた染織品
23片
附1巻

初出陳
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