
・ 会期：2015年7月29日(水)～9月6日(日)　会場：京都国立博物館　平成知新館1Ｆ-2～6
・ 前期は7月29日～8月16日、後期は8月18日～9月6日です。

展示期間に記載のない作品は、全期間展示です。
・ 番号はカタログ番号です。展示順とは一致しません。
・ 指定名称には次の略称を用いています。　重要文化財…重文　重要美術品…重美
・ 都合により展示期間が変更されることがありますので、ご了承ください。

番号 指定 作品名 員数 時代・世紀 所蔵 展示期間

第一部　釈尊の教え

1 梵本貝葉断簡 1葉 インド（7～8世紀） 京都・知恩寺 後期

2 重文 梵本大般涅槃経断簡 1巻 中国・唐時代（8世紀） 和歌山・宝寿院 後期

3
北京版西蔵大蔵経　第50筴（『大宝
積経』）

1筴（358筴のうち） 中国・清時代（18世紀）刊 大谷大学博物館 前期

4 国宝 菩薩処胎経　巻第3 1帖（5帖のうち） 中国・西魏時代　大統16年（550） 京都・知恩院 前期

5 国宝 大楼炭経　巻第3 1帖 中国・唐時代　咸亨4年（673） 京都・知恩院 後期

6 付法蔵伝　巻第6残巻 1巻
中国・北宋時代　治平元年
（1064）

京都国立博物館（守屋コレ
クション）

7 重文 内典随函音疏　巻第307 1巻 中国・北宋時代（11世紀）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

8 重文 仏本行集経　巻第19 1帖（5822帖のうち）
中国・北宋時代　開宝7年（974）
刊　煕寧4年（1071）木記

京都・南禅寺

9 阿毘達磨大毘婆沙論　巻第107 1帖
中国・北宋時代　元符3年（1100）
刊

京都国立博物館

10 法苑珠林　巻第17 1帖
中国・北宋時代　重和元年
（1118）刊

京都国立博物館

11 雑阿含経　巻第6 1帖 中国・南宋時代（12世紀）刊 大谷大学博物館

12 重文 大宝積経　巻第32 1巻
朝鮮半島・高麗王朝時代　遼・統
和24年（1006）

京都国立博物館

13 重文 文殊師利問菩提経 1帖
朝鮮半島・高麗王朝時代　元・至
元13年（1276）

京都国立博物館

14 重文 御製仏賦・詮源歌 1帖（5822帖のうち）
朝鮮半島・高麗王朝時代（11～
12世紀）刊

京都・南禅寺

15 大般若波羅蜜多経　巻第2 1帖（4995帖のうち）
朝鮮半島・高麗王朝時代　丁酉
年（1237）刊

大谷大学図書館

16 重文 雙観無量寿経　巻上 1巻 奈良時代　天平6年（734） 逸翁美術館 後期

17 重文 続高僧伝　巻第28 1巻 奈良時代　天平11年（739）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

18 頻毘娑羅王詣仏供養経 1巻 奈良時代　天平12年（740） 京都・檀王法林寺

19 重文 倶舎論　巻第22残巻 1巻 奈良時代　神護景雲2年（768） 文化庁

20 重文 増壱阿含経　巻第29 1巻 奈良時代　天平宝字3年（759） 京都・智積院

21 重美 賢劫経　巻第1 1巻 奈良時代　天平宝字5年（761）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

22 重文 開元釈教録　巻第18残巻 1巻 奈良時代（8世紀） 文化庁

23 重文 金剛頂瑜伽経　巻第3 1巻（3巻のうち） 平安時代　弘仁6年（815） 京都・高山寺

特別展観　第100回大蔵会記念　仏法東漸─仏教の典籍と美術─ 出品一覧・展示替予定表
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番号 指定 作品名 員数 時代・世紀 所蔵 展示期間

24 仏説興起行経　巻上 1巻 平安時代（12世紀）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

前期

25 貞元新定釈教目録　巻第29 1冊 平安時代　永久2年（1114） 大谷大学博物館 後期

26 貞元新定釈教目録　巻第30 1冊 平安時代　永久3年（1115） 大谷大学博物館 後期

27 国宝 阿毘達磨順正理論　巻第51 1巻（4296巻のうち） 平安時代（12世紀） 和歌山・金剛峯寺 前期

28 国宝 摩訶般若波羅蜜経　巻第22 1巻（4296巻のうち） 平安時代　元永2年（1119） 和歌山・金剛峯寺 後期

29 小品般若波羅蜜経　巻第2 1巻 平安時代（12世紀）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

30 重美 大智度論　巻第20 1巻 平安時代（12世紀）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

31 黒漆塗神護寺経櫃 1合 平安時代（12世紀） 京都国立博物館

32 神護寺経経帙 1枚 平安時代（12世紀） 京都国立博物館

33 重美 大般若波羅蜜多経　巻第600 1巻 平安時代　承安5年（1175）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

34 重文 黒漆塗唐櫃 1合（31合のうち） 平安時代　安元元年（1175） 愛知・七寺

34 重文 釈迦十六善神像漆絵蒔絵中蓋 1枚 平安時代　安元元年（1175） 愛知・七寺

34 重文 蓮池蒔絵経箱 10枚 平安時代　安元元年（1175） 愛知・七寺

35 菩薩本行経　巻上 1巻 鎌倉時代　建久5年（1194）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

36 菩薩本行経　巻中 1帖 南北朝時代　文和3年（1354）
京都国立博物館（守屋コレ
クション）

後期

37 説一切有部顕宗論　巻第15 1帖 室町時代　応永19年（1412） 京都国立博物館 前期

38 六菩薩亦当誦持経ほか 1帖 江戸時代　元和元年（1615）刊 大谷大学博物館

39 重文 宗存版木活字 1箱（203箱のうち） 江戸時代（17世紀） 滋賀・延暦寺

40 大般若波羅蜜多経　巻第170 1帖（5771帖のうち） 江戸時代（17世紀）刊 叡山文庫

41 仏説仏名経　巻第12 1冊 江戸時代（17世紀）刊 大谷大学図書館

42 重文 黄檗版大蔵経板木 2枚（48275枚のうち） 江戸時代（17世紀） 京都・宝蔵院

43
大日本校訂大蔵経（縮刷大蔵経）
第1帙第2冊

1冊（40帙418冊のうち） 明治時代　明治14年（1881）刊 大谷大学図書館

44 縮刷大蔵経鉛板 1枚 明治時代（19世紀） 大谷大学博物館

45
日本校訂大蔵経（卍正蔵）　第1套第
1冊

1冊（36套347冊のうち） 明治時代　明治35年（1902）刊 大谷大学図書館

46
大日本続蔵経（卍続蔵）　第1套第1
帙第1冊

1冊（150套751冊のう
ち）

明治時代　明治38年（1905）刊 大谷大学図書館

47 大正新脩大蔵経　第1冊 1冊（100冊のうち） 大正時代　大正13年（1924）刊 大谷大学図書館

48 校訂備忘録（異字表） 1冊 大正時代　大正15年（1926）刊 大谷大学図書館
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番号 指定 作品名 員数 時代・世紀 所蔵 展示期間

49 校合内規 1冊 大正時代（20世紀）刊 大谷大学図書館

第二部　教えのひろがり

50 伝教大師像 1幅 江戸時代（17世紀） 滋賀・延暦寺

51 国宝 伝教大師請来目録（越州録） 1巻 中国・唐時代　貞元21年（805） 滋賀・延暦寺

52 国宝 刺納衣 1領 中国・隋～唐時代（6～8世紀） 滋賀・延暦寺

53 重文 犀角如意 1柄
中国・唐時代または平安時代（9
世紀）

滋賀・聖衆来迎寺
7/29～8/12、
8/18～9/6

54 銅独鈷杵 1口 平安時代（12世紀） 滋賀・聖衆来迎寺

55 金銅羯磨 4口1具
平安時代（12世紀）
鎌倉時代（13世紀）

京都・護浄院

56 重文 法華経　巻第8 1巻（8巻のうち） 平安時代（11世紀） 滋賀・延暦寺

57 弘法大師像（互御影） 1幅 鎌倉時代（13世紀） 京都・神護寺

58 国宝 灌頂歴名　空海筆 1巻 平安時代（9世紀） 京都・神護寺

59 国宝 弘法大師請来目録　最澄筆 1巻 平安時代（9世紀） 京都・教王護国寺（東寺）

60 重文 仁王経良賁疏 3帖 平安時代（9世紀） 京都・勧修寺

61 重文 金銅四天王独鈷鈴 1口 中国・唐時代（9世紀） 和歌山・金剛峯寺

62 重文 金銅羯磨 4口1具 平安時代（11～12世紀） 京都・教王護国寺（東寺）

63 重美 金銅五鈷鈴 1口 平安時代（11～12世紀） 京都国立博物館

64 重文 金剛頂瑜伽経　巻第1 1巻（3巻のうち） 平安時代（11世紀） 京都・勧修寺

65 重文 大毘盧遮那成仏神変加持経　巻第7 1巻（7巻のうち） 平安時代（12世紀） 京都・勧修寺

66 重文 蘇悉地経　巻上 1巻（3巻のうち） 平安時代（12世紀） 京都・勧修寺

67 重文 六代祖師像　西礀子曇賛 6幅 鎌倉時代（14世紀） 京都・妙心寺

68 宋版金剛経（大字本） 1帖 中国・北宋時代（11世紀）刊 京都国立博物館

69 重文 宋版仏法大明録 4冊 中国・南宋時代（13世紀）刊 京都・霊雲院

70 宋版宏智禅師語録 4冊
中国・南宋時代　宝祐6年（1258）
刊

京都国立博物館

71 版本無門関 1冊 鎌倉時代（13～14世紀）刊 京都・大中院

72 版本碧巌録 3冊 南北朝時代（14世紀）刊 京都・大中院

73 国宝 宗峰妙超墨蹟　「関山」道号 1幅 鎌倉時代　嘉暦4年（1329） 京都・妙心寺

74 重文 虎関師錬墨蹟　「檀渓」道号 1幅 南北朝時代（14世紀） 学校法人立命館
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番号 指定 作品名 員数 時代・世紀 所蔵 展示期間

75 銅牡丹文香炉 1口 中国・元～明時代（14世紀） 京都国立博物館

76 銅花生 1口
中国・南宋～元時代（13～14世
紀）

京都・正伝永源院

77 重文 浄土五祖像 1幅 中国・南宋時代（13世紀） 京都・二尊院 前期

78 重文 霊山院釈迦堂毎日作法 1巻 平安時代　寛弘4年（1007） 滋賀・聖衆来迎寺

79 往生要集　巻上・中 2冊 鎌倉時代（13～14世紀） 京都・浄福寺

80 国宝 阿弥陀二十五菩薩来迎図（早来迎） 1幅 鎌倉時代（14世紀） 京都・知恩院

81 法然上人像（隆信御影） 1幅 鎌倉時代（14世紀） 京都・知恩院

82 国宝 法然上人絵伝　巻第9 1巻（48巻のうち） 鎌倉時代（14世紀） 京都・知恩院

83 重文 選択本願念仏集 1冊 鎌倉時代（12～13世紀） 京都・廬山寺

84 重文 源空証空等自筆消息 2巻 鎌倉時代（13世紀） 奈良・興善寺 前期

85 重文 七箇条制誡 1巻 鎌倉時代　元久元年（1204） 京都・二尊院 後期

86 証空上人像 1幅 室町時代（15世紀） 京都・誓願寺

87 善恵上人縁起　巻第2・4 2巻（6巻のうち） 室町時代　享禄4年（1531） 兵庫・浄橋寺
前期：巻第2
後期：巻第4

88 錦織如来三尊百体仏 1幅
朝鮮半島・朝鮮王朝時代　天順7
年（1463）

京都・誓願寺 後期

89 浄土三部経並善導疏讃偈 12冊 鎌倉時代（13世紀） 京都・誓願寺

90 菊花散蒔絵経箱 1合 鎌倉時代（13世紀） 京都・誓願寺

91 重文 親鸞聖人像（安城御影） 1幅 鎌倉時代（13世紀）
京都・真宗大谷派（東本願
寺）

92 国宝 教行信証（坂東本）　親鸞筆 6冊 鎌倉時代（13世紀）
京都・真宗大谷派（東本願
寺）

93 重文
本願寺聖人伝絵（康永本）　巻第4
康楽寺宗舜筆

1巻（4巻のうち） 南北朝時代　康永2年（1343）
京都・真宗大谷派（東本願
寺）

前期

94 重文 本願寺聖人伝絵（弘願本）　巻第2 1巻（4巻のうち） 南北朝時代　貞和2年（1346）
京都・真宗大谷派（東本願
寺）

後期

95 恵信尼像 1幅 室町時代（16世紀） 龍谷大学大宮図書館
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