
 
 

平成２８年５月１３日 
 

国指定文化財（美術工芸品）の所在確認の現況について  
 

 
 
（１） 国指定文化財（美術工芸品）全件（10,524 件）の所在確認調査の結果については，

平成 26 年 7 月 4 日に第１次取りまとめ，平成 27 年 1 月 21 日に第 2 次取りまとめ

として公表しました。その結果は，所在が確認できた件数が「10,276 件」，所在不

明と判明した件数が「180 件」，追加で確認が必要な件数が「68 件」でした。 

 

（２） これらについて更に確認を進めたところ，所在不明とされていた「180 件」のう

ち「10 件」について所在が確認できました。また，追加で確認が必要とされた「68

件」のうち「9件」の所在が確認でき，「1 件」が所在不明でした。一方，所在が確

認できたとされていた「10,276 件」のうち「1件」が所在不明と判明しました。 

 

（３） 以上により，平成 27 年度末時点で，調査対象の国指定文化財（美術工芸品）「10,524

件」の状況は，所在が確認できた件数が「10,294 件」，所在不明と判明した件数が

「172 件」，追加で確認が必要な件数が「58 件」となりました。 

 

（４） 文化庁としては，追加で確認が必要な文化財について，引き続き確認作業を進め

るとともに，所在不明と判明した文化財の追跡や，再発防止に努めてまいります。 
  

国指定文化財（美術工芸品）の平成２７年度末時点の所在確認状況について取りまと

めましたのでお知らせいたします。 

＜お問合せ先＞ 

文化庁文化財部美術学芸課 課    長 萬谷宏之（内線 2884） 

              課 長 補 佐 樋口理央（内線 2885）

調査指導係主任 田島秋桜（内線 2887） 

電話：03－5253－4111（代表） 
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国指定文化財（美術工芸品）の所在確認の現況について 
 

Ⅰ．これまでの経緯 

○ 国指定文化財（美術工芸品）の現状を把握するため，全件（10,524件）を対象として実施した所

在確認調査の結果については，平成26年7月4日に第1次取りまとめとして公表。 

 

○ その際，追加で確認が必要とされた件数が238件あったため，改めて29都道府県を対象として追

加確認調査を実施し，その結果を平成27年1月21日に第2次取りまとめとして公表。 

 

○ 上記2度にわたる調査結果の内訳は以下のとおり。 

・所在が確認できた件数が「10,276件」 

・所在不明と判明した件数が「180件」（うち国宝は３件） 

・追加で確認が必要な件数が「68件」（うち国宝は９件） 

 

○ その後も引き続き所在の確認作業を継続的に進め，その状況を定期的に公表することとしていた

ため，このたび平成27年度末時点の状況を取りまとめて公表するもの。 

 

Ⅱ．第2次取りまとめ以降の状況について 

○ 所在不明とされていた180件中，所在が確認できた文化財は10件（うち国宝1件。詳細は別紙1

参照）。 

 

○ 追加で確認が必要とされていた68件中，所在が確認できた文化財は9件（うち国宝2件），所在

不明と判明した文化財は1件。 

 

○ 所在が確認できたとされていた文化財10,276件のうち，所在不明と判明した文化財は1件。 

  ⇒第２次取りまとめ後，別の文化財との誤認であった旨の報告があったもの。 

 

○ これらの結果，現時点で所在が確認できたものは10,294件，所在不明のものは172件（詳細は別

紙2，別紙3参照），追加で確認が必要なものは58件。 

 

  （参考）総括表 

  
第1次取りまとめ 

（平成26年７月4日） 

第2次取りまとめ 

（平成27年1月21日） 
今回 

所在が確認できたもの 
10,177 

＜96.7％＞ 

10,276       1 

＜97.6％＞ 

     10,294  

＜97.8％＞ 

+18 

 

所在不明と判明したもの 
109(1) 

 ＜1.0％＞ 

180(3)    10(1) 

＜1.7％＞ 

       172(2) 

＜1.6％＞ 

-8 

 

追加で確認が必要なもの 
238(12)  

＜2.3％＞ 

68(9)      9 

＜0.5％＞       1 

         58 (7) 

＜0.6％＞ 

-10 

 

合計 10,524 10,524 10,524  

  ※（ ）内の数字は国宝の件数（内数） 
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（別紙１） 

 

第 2次取りまとめにて所在不明とされていた180件のうち，その後，所在が確認できた10

件は以下のとおり。 

※カッコ内の都県名は，所在不明となる前の所在地。 

 

①【国宝・工芸品】刀〈金
きん

象嵌
ぞうがん

銘
めい

天正十三十二月日
てんしょうじゅうさんじゅうにがつひ

江本阿弥磨上之
ご う ほ ん あ み す り あ げ

（花押
か お う

）／所持稲葉勘右衛門尉
し ょ じ い な ば か ん う え も ん の じ ょ う

（名物稲葉江
め い ぶ つ い な ば ご う

）〉（東京都） 

②【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘来国次
めいらいくにつぐ

／〉（山形県） 

 ③【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘備前国長船住長義
めいびぜんのくにおさふねじゅうながよし

／〉（山形県） 

  ④【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘備前国長船兼光
めいびぜんのくにおさふねかねみつ

／延文元年十二月日
えんぶんがんねんじゅうにがつひ

〉（山形県） 

 ⑤【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘久国
めいひさくに

／〉（埼玉県） 

 ⑥【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘備州長船住景光
めいびしゅうおさふねじゅうかげみつ

／〉（東京都） 

 ⑦【重要文化財・工芸品】太刀
た ち

〈銘守利
めいもりとし

／〉（富山県） 

 ⑧【重要文化財・工芸品】短刀〈銘左
め い さ

／筑州住
ちくしゅうじゅう

〉（長野県） 

 ⑨【重要文化財・工芸品】刀〈無銘伝貞宗
む め い で ん さ だ む ね

（幅広貞宗
はばびろさだむね

）／〉（兵庫県） 

 ⑩【重要文化財・書跡・典籍】金光明最勝王経註釈
こんこうみょうさししょうおうきょうちゅうしゃく

〈巻
かん

第四
だいよん

断簡
だんかん

／（飯室切
いいむろぎれ

）〉（東京都） 

 

 

≪所在確認できた主な経緯≫ 

①：売買により入手した現所有者が所在不明文化財に関する報道を見て文化庁に連絡してきた

ため。 

 

②～④：平成３年の盗難により所在不明となっていたが，現保有者が購入して判明したため（旧

所有者との間で所有権をめぐって現在係争中）。 

 

⑤～⑩：現所有者が所有者変更の届出を提出してきたため。 
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（別紙２） 

所在不明となっている172件の内訳 

 

①所有者別（国指定文化財指定書上の所有者の形態） 

・個人所有：127件（盗難3件）     ・社寺所有：39件（盗難25件）    

・財団・企業所有：5件（盗難1件）   ・地方自治体所有：１件（盗難） 

 

②文化財種別 

・絵画：15件（盗難6件）          ・彫刻：17件（盗難14件）  

・工芸品：89件（盗難5件）≪うち刀剣78件（盗難5件）≫ 

・書跡・典籍：37件（盗難1件）      ・古文書：11件（盗難3件）  

・考古資料：3件（盗難1件）  

 

③理由別 

・所有者転居：69件   ・所有者死去：38件   ・法人解散：2件  

・盗難：30件          ・売却：9件      ・その他：24件（※） 

（※）所在不明になった時期が古く，経緯がわからないもの等 

 

④指定時期別 

・文化財保護法制定（昭和25年）以前：115件  

・文化財保護法制定（昭和25年）以後：57件（最も新しいものは昭和57年） 

 

 ≪備考≫ 

  下記３件については一部が盗難されているが，所有者や物件自体の存在が確認できているこ

とから，「所在が確認できたもの」に分類している。 

①【重要文化財・彫刻】十二神将立像（和歌山県） 

⇒平成6年に12体のうち6体盗難 

②【重要文化財・彫刻】二十八部衆立像（滋賀県） 

⇒昭和56年に28体のうち3体盗難，うち1体はその後発見 

③【重要文化財・書跡・典籍】高麗版大般若経（長崎県） 

⇒平成6年に591帖のうち493帖盗難 



国宝／重文 種別 指定年
所有者の
形態※

所有者の
都道府県
※

備考

1 国宝 工芸品 昭和28年 短刀〈銘国光／〉 たんとう〈めいくにみつ〉 個人 東京都

2 国宝 工芸品 昭和38年 太刀〈銘吉平／〉 たち〈めいよしひら〉 個人 東京都

3 重要文化財 絵画 昭和11年 紙本著色天狗草紙 しほんちゃくしょくてんぐぞうし 個人 千葉県

4 重要文化財 絵画 昭和12年 絹本著色不動明王二童子像
けんぽんちゃくしょくふどうみょうおうにどうじ
ぞう

個人 東京都

5 重要文化財 絵画 昭和13年 紙本著色病草紙〈残闕／（白子）〉
しほんちゃくしょくやまいのそうし〈ざんけつ／
（しろこ）〉

個人 東京都

6 重要文化財 絵画 昭和17年 絹本著色雲門禅師図 けんぽんちゃくしょくうんもんぜんじず その他 東京都 盗難届出済（H14年発生）

7 重要文化財 絵画 昭和16年 紙本淡彩高士探梅図 しほんたんさいこうしたんばいず 個人 東京都

8 重要文化財 絵画 昭和13年 紙本墨画蓮花水禽図〈野村宗達筆／〉
しほんぼくがれんかすいきんず〈のむらそうた
つひつ／〉

個人 神奈川県

9 重要文化財 絵画 昭和41年
紙本墨画淡彩山水図〈青木木米筆／文政七年の年
記がある〉

しほんぼくがたんさいさんすいず〈あおきもく
べいひつ／ぶんせいしちねんのねんきがあ
る〉

個人 神奈川県

10 重要文化財 絵画 昭和10年 紙本著色三十六歌仙切〈（朝忠）／佐竹家伝来〉
しほんちゃくしょくさんじゅうろっかせんぎれ
〈（あさただ）／さたけけでんらい〉

個人 石川県

11 重要文化財 絵画 明治33年 絹本著色主夜神像 けんぽんちゃくしょくしゅやしんぞう 社寺 福井県 盗難届出済（H9年発生）

12 重要文化財 絵画 明治34年 絹本著色阿弥陀如来像 けんぽんちゃくしょくあみだにょらいぞう 社寺 福井県 盗難届出済（H9年発生）

13 重要文化財 絵画 昭和11年 紙本著色三十六歌仙切〈（素性）／佐竹家伝来〉
しほんちゃくしょくさんじゅうろっかせんぎれ
〈（そせい）／さたけけでんらい〉

個人 京都府

14 重要文化財 絵画 明治34年 絹本著色如意輪観音像 けんぽんちゃくしょくにょいりんかんのんぞう 個人 大阪府

15 重要文化財 絵画 明治34年 絹本著色弥陀三尊像 けんぽんちゃくしょくみださんぞんぞう 社寺 兵庫県 盗難届出済（H14年発生）

16 重要文化財 絵画 明治37年 絹本著色山王本地仏像 けんぽんちゃくしょくさんのうほんちぶつぞう 社寺 島根県 盗難届出済（H17年発生）

17 重要文化財 絵画 明治43年 絹本著色一字金輪曼荼羅図 けんぽんちゃくしょくいちじきんりんまんだらず 社寺 島根県 盗難届出済（H17年発生）

18 重要文化財 彫刻 昭和3年 銅造蔵王権現立像 どうぞうざおうごんげんりゅうぞう 社寺 宮城県 盗難届出済（S22～23年発生）

19 重要文化財 彫刻 昭和10年 銅造観音菩薩立像 どうぞうかんのんぼさつりゅうぞう 個人 東京都

20 重要文化財 彫刻 昭和57年 木造不動明王立像 もくぞうふどうみょうおうりゅうぞう その他 東京都

21 重要文化財 彫刻 昭和12年 銅造十一面観音立像 どうぞうじゅういちめんかんのんりゅうぞう 個人 東京都

22 重要文化財 彫刻 明治39年 木造千手観音立像〈／（観音堂安置）〉
もくぞうせんじゅかんのんりゅうぞう（かんのう
どうあんち）

社寺 山梨県 盗難届出済（S6年発生）

23 重要文化財 彫刻 明治36年 木造聖観音立像〈（伝感世作）／〉
もくぞうしょうかんのんりゅうぞう（でんかんぜ
さく）

社寺 京都府 盗難届出済（S43年発生）

24 重要文化財 彫刻 明治42年 銅造阿閻如来立像 どうぞうあしゅくにょらいりゅうぞう 社寺 京都府 盗難届出済（H3年発生）

25 重要文化財 彫刻 明治42年 銅造釈迦如来坐像 どうぞうしゃかにょらいざぞう 社寺 京都府 盗難届出済（H3年発生）

26 重要文化財 彫刻 明治42年 銅造大威徳明王像 どうぞうだいいとくみょうおうぞう 社寺 京都府 盗難届出済（H3年発生）

27 重要文化財 彫刻 昭和31年 木造大日如来坐像 もくぞうだいにちにょらいざぞう 社寺 大阪府 盗難届出済（H22年発生）

28 重要文化財 彫刻 明治44年
木造櫛岩窓命坐像
豊岩窓命坐像

もくぞうくしいわまどのみことざぞう
とよいわまどのみことざぞう

社寺 兵庫県 盗難届出済（S56年発生）

29 重要文化財 彫刻 明治35年 木造釈迦如来立像 もくぞうしゃかにょらいりゅうぞう 社寺 奈良県 盗難届出済（S4年発生）

30 重要文化財 彫刻 明治32年 銅造薬師如来立像 どうぞうやくしにょらいりゅうぞう 社寺 奈良県 盗難届出済（S18年発生）

31 重要文化財 彫刻 明治35年 金銅誕生釈迦仏立像 こんどうたんじょうしゃかぶつりゅうぞう 社寺 奈良県 盗難届出済（M36年発生）

32 重要文化財 彫刻 明治39年 金銅釈迦如来立像 こんどうしゃかにょらいりゅうぞう 社寺 奈良県 盗難届出済（M43年発生）

33 重要文化財 彫刻 大正12年
木造持国天立像
木造増長天立像

もくぞうじこくてんりゅうぞう
もくぞうぞうちょうてんりゅうぞう

社寺 鳥取県 盗難届出済（S56年発生）

34 重要文化財 彫刻 明治34年 木造御神像倭迹々日百襲姫命像
もくぞうごしんぞう やまとととひももそひめの
みことぞう

社寺 香川県 盗難届出済（S46年発生）

35 重要文化財 工芸品 昭和27年 太刀〈銘来国光／〉 たち〈めいらいくにみつ〉 個人 埼玉県

36 重要文化財 工芸品 昭和34年 短刀〈銘国光／〉 たんとう〈めいくにみつ〉 個人 埼玉県

37 重要文化財 工芸品 昭和28年 太刀〈銘備州長船秀光／応安二二年十月日〉
たち〈めいびしゅうおさふねひでみつ／おうあ
んよねんじゅうがつじつ〉

個人 埼玉県

38 重要文化財 工芸品 昭和13年 刀〈無銘（伝則重）／〉 かたな〈むめい（でんのりしげ）〉 個人 東京都

指定名称

国指定文化財（美術工芸品）のうち現時点で所在不明のもの
（注１）Ｎｏ７４，Ｎｏ１０２以外は，全て第２次取りまとめ時に公表済みのもの。
（注２）Ｎｏ７４は，第２次取りまとめでは追加で確認が必要とされていたが，その後，所有者の親族と連絡が取れ，
        経緯は不明だが，現在所有していない旨の回答があり，所在不明と判明したもの。
（注３）Ｎｏ１０２は，第２次取りまとめ後，別の文化財との誤認であった旨の報告があったもの。

別紙３

4



国宝／重文 種別 指定年
所有者の
形態※

所有者の
都道府県
※

備考指定名称

39 重要文化財 工芸品 昭和17年 太刀〈銘国安／〉 たち〈めいくにやす〉 個人 東京都

40 重要文化財 工芸品 昭和39年 刀〈折返銘備州長船景光／〉
かたな〈おりかえしめいびしゅうおさふねかげ
みつ〉

個人 東京都

41 重要文化財 工芸品 昭和16年 太刀〈銘為清／〉 たち〈めいためきよ〉 個人 東京都

42 重要文化財 工芸品 昭和6年 青磁花瓶 せいじかびん 個人 東京都

43 重要文化財 工芸品 昭和6年 太刀〈銘守次／〉 たち〈めいもりつぐ〉 個人 東京都

44 重要文化財 工芸品 昭和10年 太刀〈銘来国光／〉 たち〈めいらいくにみつ〉 個人 東京都

45 重要文化財 工芸品 昭和16年 太刀〈銘安芸国入西／永仁五年閏十月日〉
たち〈めいあきのくににゅうさい／えいにんご
ねんうるうじゅうがつじつ〉

個人 東京都

46 重要文化財 工芸品 昭和35年 虎渓三笑蒔絵棚 こけいさんしょうまきえたな 個人 東京都

47 重要文化財 工芸品 昭和10年 太刀〈銘一／〉 たち〈めいいち〉 個人 東京都

48 重要文化財 工芸品 昭和15年 太刀〈銘雲次／〉 たち〈めいうんじ〉 個人 東京都

49 重要文化財 工芸品 昭和16年 刀〈無銘伝光忠／高麗鶴と金象嵌在銘〉
かたな〈むめいでんみつただ／こうらいづると
きんぞうがんざいめい〉

個人 東京都

50 重要文化財 工芸品 昭和15年 太刀〈銘長光／〉 たち〈めいながみつ〉 個人 東京都

51 重要文化財 工芸品 昭和27年 短刀〈銘備中国住守次作／延文二年八月日〉
たんとう〈めいびっちゅうのくにじゅうもりつぐ
さく／えんぶんにねんはちがつじつ〉

個人 東京都

52 重要文化財 工芸品 昭和8年 太刀〈銘長光／〉 たち〈めいながみつ〉 個人 東京都

53 重要文化財 工芸品 昭和9年 太刀〈銘久国／〉 たち〈めいひさくに〉 個人 東京都

54 重要文化財 工芸品 大正5年 太刀〈銘信房作／〉 たち〈めいのぶふささく〉 個人 東京都

55 重要文化財 工芸品 昭和27年 太刀〈銘備前国長船住長光作／正安二年二月吉日〉
たち〈めいびぜんのくにおさふねじゅうながみ
つさく／しょうあんにねんにがつきちじつ〉

個人 東京都

56 重要文化財 工芸品 昭和28年 刀〈無銘伝長谷部国重／〉 かたな〈むめいでんはせべくにしげ〉 個人 東京都

57 重要文化財 工芸品 昭和31年 太刀〈銘備前国住雲次／〉 たち〈めいびぜんのくにじゅううんじ〉 個人 東京都

58 重要文化財 工芸品 昭和16年 太刀〈銘家忠／〉 たち〈めいいえただ〉 個人 東京都

59 重要文化財 工芸品 昭和11年 太刀〈銘光忠／〉 たち〈めいみつただ〉 個人 東京都

60 重要文化財 工芸品 昭和16年 刀〈無銘伝国俊／〉 かたな〈むめいでんくにとし〉 個人 東京都

61 重要文化財 工芸品 昭和28年 太刀〈銘助茂／〉 たち〈めいすけしげ〉 社寺 東京都 盗難届出済（S47年発生）

62 重要文化財 工芸品 昭和29年 十六疋獅子図三所物〈小柄、笄銘宗珉（花押）／〉
じゅうろっぴきししずみところもの〈こづか、こ
うがいめいそうみん（かおう）〉

その他 東京都

63 重要文化財 工芸品 昭和8年 太刀〈銘吉家／〉 たち〈めいよしいえ〉 個人 東京都

64 重要文化財 工芸品 昭和16年 太刀〈銘備州長船住国宗／〉 たち〈めいびしゅうおさふねじゅうくにむね〉 個人 東京都

65 重要文化財 工芸品 昭和27年 太刀〈銘吉家／〉 たち〈めいよしいえ〉 個人 東京都

66 重要文化財 工芸品 昭和30年 刀〈無銘伝正宗／〉 かたな〈むめいでんまさむね〉 個人 東京都 盗難届出済（S57年発生）

67 重要文化財 工芸品 昭和34年 色鍋島松竹梅文瓶子 いろなべしましょうちくばいもんへいし 個人 東京都

68 重要文化財 工芸品 昭和37年 金襴手花鳥文瓢形大瓶 きんらんでかちょうもんひょうけいたいへい 個人 東京都

69 重要文化財 工芸品 昭和14年 刀〈無銘（伝正宗）／〉 かたな〈むめい（でんまさむね）〉 個人 東京都

70 重要文化財 工芸品 昭和14年 青磁砧形花生 せいじきぬたがたはないけ 個人 東京都

71 重要文化財 工芸品 昭和30年 刀〈金象嵌銘助光磨上光徳（花押）／〉
かたな〈きんぞうがんめいすけみつすりあげ
こうとく（かおう）〉

個人 東京都

72 重要文化財 工芸品 昭和34年 住吉蒔絵櫛箱 すみよしまきえくしばこ 個人 東京都

73 重要文化財 工芸品 昭和12年 太刀〈銘国行／〉 たち〈めいくにゆき〉 個人 東京都

74 重要文化財 工芸品 昭和30年 太刀〈銘備中国住次吉作貞和二年十月日／〉
たち〈めいびっちゅうのくにのじゅうつぐよしさ
くじょうわにねんじゅう〉

個人 東京都

75 重要文化財 工芸品 昭和30年 短刀〈銘来国光／元徳二年以下切〉
たんとう〈めいらいくにみつ／げんとくにねん
いかきれ〉

個人 神奈川県

76 重要文化財 工芸品 昭和24年 太刀〈銘定吉／〉 たち〈めいさだよし〉 個人 神奈川県

77 重要文化財 工芸品 昭和30年 短刀〈銘賀州住真景／貞治六年月日〉
たんとう〈めいがしゅうじゅうさねかげ／じょう
じろくねんがつじつ〉

個人 神奈川県

78 重要文化財 工芸品 昭和27年 太刀〈無銘伝光忠／〉 たち〈むめいでんみつただ〉 個人 神奈川県
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79 重要文化財 工芸品 昭和49年 剣〈銘光忠／〉 けん〈めいみつただ〉 個人 神奈川県

80 重要文化財 工芸品 昭和28年 短刀〈銘安吉／〉 たんとう〈めいやすよし〉 個人 富山県

81 重要文化財 工芸品 昭和14年 太刀〈銘国資／〉 たち〈めいくにすけ〉 個人 富山県

82 重要文化財 工芸品 昭和27年 太刀〈銘備中以下切／〉 たち〈めいびっちゅういかきれ〉 個人 富山県

83 重要文化財 工芸品 明治44年 太刀〈無銘／〉 たち〈むめい〉 社寺 長野県 盗難届出済（S35年発生）

84 重要文化財 工芸品 明治44年 太刀〈銘忠吉／〉 たち〈めいただよし〉 社寺 長野県 盗難届出済（S35年発生）

85 重要文化財 工芸品 大正11年 太刀〈銘遠近／〉 たち〈めいとおちか〉 個人 岐阜県

86 重要文化財 工芸品 昭和6年 太刀〈銘助包／〉 たち〈めいすけかね〉 個人 静岡県

87 重要文化財 工芸品 昭和15年 短刀〈銘則重／〉 たんとう〈めいのりしげ〉 個人 静岡県

88 重要文化財 工芸品 昭和27年 短刀〈銘相模国住人広光／延文五年八月日〉
たんとう〈めいさがみのくにじゅうにんひろみ
つ／えんぶんごねんはちがつじつ〉

個人 静岡県

89 重要文化財 工芸品 明治44年
短刀〈表ニ三島大明神他人不与之／裏ニ貞治三年
藤原友行ノ銘アリ〉

たんとう〈おもてにみしまだいみょうじんたの
ひとにこれをあたえず／うらにじょうじさんね
んふじわらともゆきのめいあり〉

社寺 静岡県 盗難届出済（S23年発生）

90 重要文化財 工芸品 昭和10年 太刀〈銘順慶／〉 たち〈めいじゅんけい〉 個人 愛知県

91 重要文化財 工芸品 昭和10年 飛青磁花瓶 とびせいじかびん 個人 京都府

92 重要文化財 工芸品 昭和33年 太刀〈銘光忠／〉 たち〈めいみつただ〉 個人 京都府

93 重要文化財 工芸品 昭和32年 蘆屋霰地真形釜 あしやあられじしんなりがま 個人 大阪府

94 重要文化財 工芸品 昭和31年 太刀〈銘助真／〉 たち〈めいすけざね〉 個人 大阪府

95 重要文化財 工芸品 昭和10年 太刀〈銘光忠／〉 たち〈めいみつただ〉 個人 大阪府

96 重要文化財 工芸品 昭和29年 刀〈金象嵌銘元重／本阿弥（花押）〉
かたな〈きんそうがんめいもとしげ／ほんあみ
（かおう）〉

個人 大阪府

97 重要文化財 工芸品 昭和16年 文字天目茶碗 もじてんもくちゃわん 個人 大阪府

98 重要文化財 工芸品 昭和28年 太刀〈銘兼氏／〉 たち〈めいかねうじ〉 個人 兵庫県

99 重要文化財 工芸品 昭和28年 短刀〈銘景光／〉 たんとう〈めいかげみつ〉 個人 兵庫県

100 重要文化財 工芸品 昭和33年 短刀〈銘国光／元応二年三月廿日〉
たんとう〈めいくにみつ／げんおうにねんさん
がつはつか〉

個人 兵庫県

101 重要文化財 工芸品 昭和45年
三鈷柄剣〈銘重吉入道作／元亨二二正月七阿闍梨
頼宣〉

さんこづかけん〈めいしげよしにゅうどうさく／
げんこうよんしょうがつしちあじゃりよりのぶ〉

個人 兵庫県

102 重要文化財 工芸品 昭和36年 刀〈無銘一文字／〉 たち〈むめいいちもんじ〉 個人 兵庫県

103 重要文化財 工芸品 昭和28年 太刀〈銘景光／〉 たち〈めいかげみつ〉 個人 島根県

104 重要文化財 工芸品 大正15年 太刀〈銘安吉／〉 たち〈めいやすよし〉 社寺 山口県

105 重要文化財 工芸品 昭和2年
太刀〈銘貞和三年丁亥十月日守吉作／防州白崎八
幡宮御剣願主源兼胤〉

たち〈めいじょうわさんねんひのといじゅうが
つじつもりよしさく／ぼうしゅうしらさきはちま
んぐうおんけんがんしゅみなもとのかねたね〉

社寺 山口県

106 重要文化財 工芸品 昭和11年 刀〈無銘（伝助真）／〉 かたな〈むめい（でんすけざね）〉 個人 愛媛県

107 重要文化財 工芸品 昭和2年 太刀〈銘行真／拵山金造螺鈿鞘野太刀〉
たち〈めいゆきざね／こしらえやまがねづくり
らでんさやのだち〉

社寺 愛媛県

108 重要文化財 工芸品 昭和3年
刀〈銘慶長九年二月吉日信濃守国広作／依賀茂県
主保経所望打之〉

かたな〈めいけいちょうくねんにがつきちじつ
しなののかみくにひろさく／かもあがたぬしや
すつねしょもうによりこれをうつ〉

社寺 愛媛県

109 重要文化財 工芸品 昭和31年 剣〈銘国永／〉 けん〈めいくになが〉 個人 愛媛県

110 重要文化財 工芸品 昭和29年 短刀〈無銘貞宗（名物池田貞宗）／〉
たんとう〈むめいさだむね（めいぶついけださ
だむね）〉

その他 福岡県

111 重要文化財 工芸品 昭和16年 太刀〈銘備前国長船住景光／元弘四年二月日〉
たち〈めいびぜんのくにおさふねじゅうかげみ
つ／げんこうよねんにがつじつ〉

個人 福岡県

112 重要文化財 工芸品 大正14年 太刀〈銘来国光／〉 たち〈めいらいくにみつ〉 社寺 佐賀県

113 重要文化財 工芸品 大正14年 脇指〈銘国広鎌倉住人／文保二年二月日〉
わきざし〈めいくにひろかまくらじゅうにん／ぶ
んぽにねんにがつひ〉

社寺 佐賀県
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114 重要文化財 工芸品 昭和30年 太刀〈銘波平家安／〉 たち〈めいなみひらいえやす〉 個人 長崎県

115 重要文化財 工芸品 大正7年 鐶頭太刀〈無銘／〉 かんとうたち〈むめい〉 社寺 長崎県

116 重要文化財 工芸品 昭和6年 太刀〈銘来国俊／永仁五年三月一日〉
たち〈めいらいくにとし／えいにんごねんさん
がつついたち〉

個人 熊本県

117 重要文化財 工芸品 明治39年 牡丹造短刀 ぼたんつくりたんとう 社寺 熊本県

118 重要文化財 工芸品 明治42年 太刀〈銘長光／〉 たち〈めいながみつ〉 社寺 熊本県

119 重要文化財 工芸品 昭和31年 刀〈無銘義弘（名物豊前江）／〉
かたな〈むめいよしひろ（めいぶつぶぜんご
う）／〉

個人 大分県

120 重要文化財 工芸品 大正8年 刀〈銘主馬首一平安代敬白云々トアリ／〉
かたな〈めいしゅめのかみいちのひらやすよ
けいはくうんぬんとあり／〉

社寺 鹿児島県

121 重要文化財 工芸品 大正7年 刀〈無銘（伝則重）／〉 かたな〈むめい（でんのりしげ）〉 社寺 鹿児島県

122 重要文化財 書跡・典籍 昭和13年 金槐集 きんかいしゅう 個人 東京都

123 重要文化財 書跡・典籍 昭和37年 後撰和歌集上（色紙金銀泥絵料紙）
ごせんわかしゅうじょう〈しきしきんぎんでいえ
りょうし〉

個人 東京都

124 重要文化財 書跡・典籍 昭和6年 版本法華経〈巻第二／〉 はんぽんほけきょう〈かんだいに〉 個人 東京都

125 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 是法非法経 ぜほうひほうきょう 個人 東京都

126 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 黒氏梵志経 こくしぼんしきょう 個人 東京都

127 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 註楞伽経〈巻第二、第六／〉 ちゅうりょうがきょう〈かんだいに、だいろく〉 個人 東京都

128 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 般若心経 はんにゃしんぎょう 個人 東京都

129 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 增壹阿含経〈巻第四十九／〉 ぞういつあごんきょう〈かんだいよんじゅうく〉 個人 東京都

130 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 中心経 ちゅうしんきょう 個人 東京都

131 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 瑜伽師地論〈巻第七十八／〉 ゆがしぢろん〈かんだいななじゅうはち〉 個人 東京都

132 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 法華経〈五百弟子受記品／〉 ほけきょう〈ごひゃくでしじゅきぼん〉 個人 東京都

133 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 四輩経 しはいきょう 個人 東京都

134 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 法華経〈巻第三／〉 ほけきょう〈かんだいさん〉 個人 東京都

135 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 金光明最勝王経〈自巻第三至巻第五／〉
こんこうみょうさいしょうおうきょう〈かんだいさ
んよりかんだいごにいたる〉

個人 東京都

136 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 根本説一切有部毘奈耶尼陀那目得伽攝頌
こんぽんせついっさいうぶびなやにだなもくと
くかしょうじゅ

個人 東京都

137 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 在家人布薩法〈巻第七／〉 ざいかにんふさつほう〈かんだいしち〉 個人 東京都

138 重要文化財 書跡・典籍 昭和31年 仏鑑禅師墨蹟〈印可状／（絹本）〉
ぶっかんぜんじぼくせき〈いんかじょう／（け
んぽん）〉

個人 東京都

139 重要文化財 書跡・典籍 昭和12年 尊意僧正伝〈残巻／〉 そんいそうじょうでん〈ざんかん〉 個人 東京都

140 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 白氏文集〈巻第四十残巻／（金沢文庫本）〉
はくしもんじゅう〈かんだいよんじゅうざんかん
／（かなざわぶんこぼん）〉

個人 東京都

141 重要文化財 書跡・典籍 昭和52年
古今和歌集巻第十八断簡〈をのゝはるかぜ／（高野
切）〉

こきんわかしゅうまきだいじゅうはちだんかん
〈をののはるかぜ／（こうやぎれ）〉

個人 東京都

142 重要文化財 書跡・典籍 昭和24年 入道大納言資賢集〈藤原定家筆／〉
にゅうどうだいなごんすけかたしゅう〈ふじわ
らのていかひつ〉

個人 東京都

143 重要文化財 書跡・典籍 昭和11年 文殊八字法 もんじゅはちじほう 個人 東京都

144 重要文化財 書跡・典籍 昭和12年 後陽成天皇宸翰玄上御琵琶寸法
ごようぜいてんのうしんかんげんじょうごびわ
すんぽう

個人 東京都

145 重要文化財 書跡・典籍 昭和14年 仏法大明録〈巻第十、第十一、第十八／第十九〉
ぶっぽうだいみんろく〈かんだいじゅう、だい
じゅういち、だいじゅうはち／だいじゅうく〉

個人 神奈川県

146 重要文化財 書跡・典籍 昭和41年 尊号真像銘文〈親鸞筆／（略本）〉
そんごうしんぞうめいもん〈しんらんひつ／
（りゃくほん）〉

社寺 福井県

147 重要文化財 書跡・典籍 昭和27年
明極楚俊墨蹟〈与放牛光法語／嘉暦巳巳孟秋上澣
三日〉

みんきそしゅんぼくせき〈ほうぎゅうこうにあた
うるほうご／かりゃくきびもうしゅうじょうかん
みっか〉

個人 愛知県

148 重要文化財 書跡・典籍 昭和34年 仏鑑禅師墨蹟〈尺牘／〉 ぶっかんぜんじぼくせき〈せきとく〉 個人 愛知県
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国宝／重文 種別 指定年
所有者の
形態※

所有者の
都道府県
※

備考指定名称

149 重要文化財 書跡・典籍 昭和13年 陳書列伝〈巻第十二／〉 ちんしょれつでん〈かんだいじゅうに〉 個人 京都府

150 重要文化財 書跡・典籍 昭和11年 仮名法華経〈巻第三／〉 かなほけきょう〈かんだいさん〉 個人 京都府

151 重要文化財 書跡・典籍 昭和14年 小大君集 こだいのきみしゅう 個人 京都府

152 重要文化財 書跡・典籍 昭和16年
紙本墨書従二位藤原親子歌合〈寛治五年十月十三
日／〉

しほんぼくしょじゅにいふじわらのしんしうたあ
わせ〈かんじごねんじゅうがつじゅうさんにち〉

個人 京都府

153 重要文化財 書跡・典籍 昭和13年 世継物語〈巻第廿七、第廿八／〉
よつぎものがたり〈まきだいにじゅうなな、に
じゅうはち〉

個人 京都府 盗難届出済（S15年発生）

154 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 伏見天皇宸翰御歌集断簡（広沢切）
ふしみてんのうしんかんごかしゅうだんかん
〈ひろさわぎれ〉

社寺 京都府

155 重要文化財 書跡・典籍 昭和10年 涅槃経集解〈巻第七十一残巻／〉
はつねはんぎょうしゅうげ〈かんだいななじゅ
ういちざんかん〉

社寺 京都府

156 重要文化財 書跡・典籍 昭和38年 禅院額字〈香積／〉 ぜんいんがくじ〈こうしゃく〉 個人 兵庫県

157 重要文化財 書跡・典籍 昭和30年
癡絶道冲墨蹟〈無準忌上堂語／淳祐庚戌二月二十
五日〉

ちぜつどうちゅうぼくせき〈むじゅんきじょうど
うご／じゅんゆうこうじゅつにがつにじゅうご
にち〉

個人 兵庫県

158 重要文化財 書跡・典籍 昭和33年 継色紙〈冬上／（ふゆこもり）〉 つぎしきし〈ふゆのじょう／（ふゆこもり）〉 個人 兵庫県

159 重要文化財 古文書 昭和10年 紙本墨書西郊記（建保五年正月記自筆本）
しほんぼくしょさいこうき〈けんぽうごねんしょ
うがつきじひつぼん〉

個人 東京都

160 重要文化財 古文書 昭和9年 紙本墨書阿波国板野郡田上郷延喜二年戸籍残巻
しほんぼくしょあわのくにいたのぐんたのかみ
のごうえんぎにねんこせきざんかん

個人 東京都

161 重要文化財 古文書 昭和12年 紙本墨書飛部造立麿写経試字
しほんぼくしょあすかべのみやつこたつまろ
しゃきょうしじ

個人 東京都

162 重要文化財 古文書 昭和34年
紺紙金字仏舎利奉納願文〈九条兼実筆／文治五年
九月廿八日〉

こんしきんじぶっしゃりほうのうがんもん（く
じょうかねざねひつ ぶんじごねんくがつに
じゅうはちにち）

個人 神奈川県

163 重要文化財 古文書 昭和11年 紙本墨書冷泉為相消息〈二月一日／出羽前司宛〉
しほんぼくしょれいぜいためすけしょうそく〈に
がつついたち／でわぜんじあて〉

個人 静岡県

164 重要文化財 古文書 昭和14年
紙本墨書左経記〈万寿二年秋冬、長元七年秋冬、同
八年春夏／〉

しほんぼくしょさけいき〈まんじゅにねんあき
ふゆ、ちょうげんななねんあきふゆ、どうはち
ねんはるなつ〉

個人 京都府

165 重要文化財 古文書 昭和31年 明月記〈自筆本／寛喜二年秋〉 めいげつき〈じひつぼん／かんぎにねんあき〉 個人 京都府 盗難届出済（S60年発生）

166 重要文化財 古文書 昭和33年 明月記〈自筆本／寛喜二年正月〉
めいげつき〈じひつぼん／かんぎにねんしょう
がつ〉

その他 大阪府

167 重要文化財 古文書 昭和13年 紙本墨書観世音寺公験（保安元年六月廿八日）
しほんぼくしょかんぜおんじくげん〈ほうあん
がんねんろくがつにじゅうはちにち〉

個人 奈良県

168 重要文化財 古文書 明治43年 紙本墨書後醍醐天皇御願文 しほんぼくしょごだいごてんのうごがんもん 社寺 島根県 盗難届出済（H17年発生）

169 重要文化財 古文書 明治43年 紙本墨書頼源文書（二通） しほんぼくしょらいげんもんじょ（につう） 社寺 島根県 盗難届出済（H17年発生）

170 重要文化財 考古資料 昭和32年 埴輪馬 はにわうま 個人 東京都

171 重要文化財 考古資料 昭和13年 金銅装眉庇付鉄胄 こんどうそうまびさしつきてつかぶと その他 大阪府 盗難届出済（S30年発生）

172 重要文化財 考古資料 昭和12年 銅経筒 どうきょうづつ 個人 兵庫県

※国指定文化財指定書上の所有者の形態及び所在地
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（参 考） 

 

再発防止に向けた取組について 

 

   （１）行政による国指定文化財の所在情報把握等の強化 

①所有者への直接の連絡による所在情報把握・注意喚起 

従来から防犯・防火に関する研修会を実施してきたが，所有者に対して文化庁がはが

きやメール等により直接の連絡を行い，国指定文化財の所在情報の把握に資する。その

際，文化財保護法上必要となる手続きも周知徹底する。（平成27年度から実施） 

 

②都道府県教育委員会を通じた，定期的な所在調査の実施 

    国指定文化財について，都道府県教育委員会を通じた定期的（例：４年に１回）な所

在調査について，今後，効率的な方法を検討し，実施する。（今後実施） 

 

③情報の共有及び把握の充実 

文化財保護法上，国指定文化財の所有者が変更した場合などには，新所有者が在住す

る都道府県の教育委員会を通じ，文化庁長官に届出が必要となる。したがって，当該文

化財が他の都道府県の所有者のものになった場合，旧所有者の在住する都道府県の教育

委員会はその旨を知ることができない。このため，文化庁が旧所有者の都道府県教育委

員会に対しても情報提供を行い，共有を図る。（平成26年度から実施） 

 

④売買などの状況の把握 

    インターネットを通じ，国指定文化財の売買の状況や海外に流出していないかどうか

の状況を把握する。（平成27年度から実施） 

 

   （２）防犯・防火設備の設置の促進 

防犯センサー・防犯カメラや自動火災警報装置など防犯・防火設備の設置等に対す

る補助事業を通じ，寺社等における防犯・防火設備の設置を促進する。 

 


