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文化庁文化財第一課



【凡例】

・�本目録は文化庁で買い取った文化財（美術工芸品）や、発
掘調査の結果国有となった考古資料、国に物納された美
術品、文化庁の事業で作製した模写・模造品など、令和
4年 3月現在で文化庁文化財第一課および文化資源活用
課古墳壁画室が管轄している作品の図版入り目録である。
・本篇には絵画を収録した。
・配列はおおむね国、分類、時代順とした。
・記�載項目は以下の通り。
指定種別（指定番号 /指定年月日）

名称
　　作者　時代
　　材質　員数
　　保管場所　買取等の年度
　　備考
・�指定種別について、「重文」は重要文化財、「重美」は重要美
術品の略記で、記載のないものは令和 4年 3月現在で未
指定品である。「重美」に続く（　）内は認定年月日である。
・�名称は本目録編集にあたり新たに付した。指定名称等と
一致するとは限らない。
・作者不詳のものは記載を略した。
・保管場所については令和 4年度の予定を含めて記載した。
・�掲載写真は文化庁保管原板のほか、下記の機関の提供を
受けた。

　　�京都国立博物館：�当麻曼荼羅図（重文絵 446）、� �
西行物語絵詞（文化庁）想定復元模写� �
　撮影：岡田愛

　　�九州国立博物館：�歓喜天霊験記（重文絵 920）� �
　撮影：落合晴彦



絵　　画

1

重文（絵2020/H18.6.9）

孔雀明王像
平安時代
絹本著色　1幅
奈良国立博物館貸与　平成 12年度買取
神戸川崎家旧蔵

如意輪観音像
平安時代
絹本著色　1幅
東京国立博物館貸与　令和 2年度買取

国宝（絵148/S49.4.17）

高松塚古墳壁画
奈良時代
漆喰下地著色　4面
国宝高松塚古墳壁画仮設修理施設所在
文部科学省所管

国宝（絵162/H30.10.31）

キトラ古墳壁画
飛鳥時代
漆喰下地著色　5面
キトラ古墳壁画保存管理施設所在
文部科学省所管
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阿弥陀鉤召図
平安時代
紙本墨画　1幅
奈良国立博物館貸与　平成 22年度買取
京都・高山寺伝来／玄証の墨書がある

重文（絵924/S9.1.30）

五部心観
禅覚写　鎌倉時代（建久 5・1194）
紙本墨画　1巻
奈良国立博物館貸与　平成 27年度買取
滋賀・曼荼羅堂伝来

重文（絵923/S9.1.30）

胎蔵旧図様
禅覚写　鎌倉時代（建久 4・1193）
紙本墨画　1巻
奈良国立博物館貸与　平成 28年度買取
滋賀・曼荼羅堂伝来
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重文（絵2093/H30.10.31）

智光曼荼羅図
鎌倉時代
絹本著色　1幅
奈良国立博物館貸与　平成 15年度買取

重文（絵1022/M43.8.29）

仏涅槃図
鎌倉時代
絹本著色　1幅
東京国立博物館貸与　平成 21年度買取
和歌山・長保寺旧蔵

重文（絵446/M32.8.1）

当麻曼荼羅図
鎌倉時代
絹本著色　1面
京都国立博物館貸与　令和 3年度買取
滋賀・常楽寺旧蔵
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重文（絵2012/H17.6.9）

大黒（駿牛図断簡）
鎌倉時代
紙本著色　1巻
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取

重文（絵2069/H27.9.4）

背骨の曲がった男（病草紙断簡）
鎌倉時代
紙本著色　1枚
九州国立博物館貸与　平成 16年度買取

重文（絵217/S14.5.27）

大汝（馬医草紙断簡）
鎌倉時代
紙本著色　1幅
東京国立博物館貸与　令和 3年度買取

重文（絵2094/H30.10.31）

熊野曼荼羅図
鎌倉時代
絹本著色　1幅
奈良国立博物館貸与　平成 12年度買取
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重文（絵1078/S6.12.14）

� 西行物語絵詞
� 鎌倉時代
� 紙本著色　1巻
� 奈良国立博物館貸与　平成 14年度買取
� 徳島蜂須賀家伝来／大阪・萬野美術館旧蔵

重文（絵1386/S32.2.19）

源宗于（上畳本三十六歌仙絵巻断簡）
鎌倉時代
紙本著色　1幅
京都国立博物館貸与　平成 26年度買取

重文（絵1431/S34.6.27）

� 藤原元真（佐竹本三十六歌仙絵巻断簡）
� 鎌倉時代
� 紙本著色　1幅
� 九州国立博物館貸与　平成 9年度買取
� 秋田佐竹家伝来

重文（絵92/S10.4.30）

坂上是則（佐竹本三十六歌仙絵巻断簡）
鎌倉時代
紙本著色　1幅
京都国立博物館貸与　平成 26年度買取
秋田佐竹家伝来



絵　　画

6

重文（絵1108/S12.5.25）

浜松図屛風
室町時代
紙本著色　6曲 1双
九州国立博物館貸与　平成 11年度買取
萩毛利家伝来

天神社頭図
鎌倉時代
絹本著色　1幅
九州国立博物館貸与　平成 18年度買取

重文（絵920/S9.1.30）

歓喜天霊験記
鎌倉時代
紙本著色　2巻
九州国立博物館貸与　平成 20年度買取
軸台付属
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重文（絵2036/H22.6.29）

哦松図
瑞渓周鳳賛　室町時代（文明 4・1472）
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 19年度買取

重文（絵1879/S63.6.6）

白衣観音図
能阿弥筆　室町時代（応仁 2・1468）
絹本墨画　1幅
東京国立博物館貸与　平成 23年度買取

雨江独釣図
一休宗純賛　室町時代
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 23年度買取
松本双軒庵旧蔵

白衣観音図
黙庵霊淵筆、平石如砥賛　南北朝時代
絹本墨画　1幅
九州国立博物館貸与　平成 30年度買取
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三皇図
如水宗淵筆　室町時代
紙本著色　1幅
九州国立博物館貸与　平成 18年度買取

重文（絵2032/H21.7.10）

山水図巻
藝愛筆　室町時代
紙本墨画淡彩　1巻
九州国立博物館貸与　平成 17年度買取

酒飯論絵詞
狩野派　室町時代
紙本著色　1巻
京都国立博物館貸与　平成 14年度買取
白描模本 1巻付属

重文（絵93/S6.1.19）

布袋図
狩野正信筆、景徐周麟賛　室町時代
紙本墨画淡彩　1幅
東京国立博物館貸与　平成 27年度寄贈
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重文（絵1756/S52.6.11）

叭々鳥図
雪村周継筆、景初周随賛　室町時代（天文 24・1555）
紙本墨画　1幅
東京国立博物館貸与　平成 30年度買取
神奈川・常盤山文庫旧蔵

四季山水屛風
雪村周継筆　室町時代
紙本墨画　6曲 1双
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取

韃靼人狩猟図屛風
式部輝忠筆　室町時代
紙本著色　6曲 1双
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
徳山毛利家伝来
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� 大原御幸図屛風
� 桃山時代
� 紙本金地著色　6曲 1隻
� 九州国立博物館貸与　平成 14年度買取

重文（絵1524/S36.6.30）

名所風俗図屛風
狩野派　桃山時代
紙本著色　6曲 1双
京都国立博物館貸与　平成 14年度買取

� 南蛮人渡来図屛風
� 狩野内膳筆　桃山時代
� 紙本金地著色　6曲 1隻
� 九州国立博物館貸与　平成 14年度買取

並笛図屛風
狩野派　桃山時代
紙本金地著色　6曲 1隻
九州国立博物館貸与　平成 18年度買取
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重文（絵1487/S34.12.18）

野郎歌舞伎・婦女遊楽図屛風
江戸時代
紙本著色　6曲 1双
東京国立博物館貸与　平成 22年度買取
富山・個人旧蔵

群馬図屛風
雲谷等顔筆　桃山時代
紙本墨画淡彩　6曲 1双
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取

重文（絵1369/S31.6.28）

犬追物図屛風
狩野山楽筆　桃山時代
紙本金地著色　6曲 1双
京都国立博物館貸与　平成 25年度買取
神奈川・常盤山文庫旧蔵／犬追物伝書 1巻付属
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重文（絵1218/S27.3.29）

西行法師行状絵詞
俵屋宗達筆、烏丸光広書　江戸時代
紙本著色／紙本墨書　6巻
東京国立博物館貸与　平成 18年度物納

花橘図（伊勢物語画帖断簡）
俵屋宗達筆、里村昌程書　江戸時代
紙本著色　1幅
九州国立博物館貸与　平成 12年度買取
岸家・安田靫彦旧蔵

盲人風俗図屛風
江戸時代
紙本著色　6曲 1隻
九州国立博物館貸与　平成 14年度買取

重文（絵2026/H20.7.10）

梓弓図
岩佐勝以筆　江戸時代
紙本著色　1幅
京都国立博物館貸与　平成 15年度買取
旧金谷屛風のうち
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西行法師行状絵詞巻第三断簡（第十四段）
俵屋宗達筆、烏丸光広書　江戸時代（寛永 7・1630）
紙本著色／紙本墨書　2幅
東京国立博物館貸与　平成 17年度買取
萩毛利家伝来

西行法師行状絵詞巻第三断簡（第六段）
俵屋宗達筆、烏丸光広書　江戸時代（寛永 7・1630）
紙本著色／紙本墨書　2幅
東京国立博物館貸与　平成 21年度買取
萩毛利家伝来

西行法師行状絵詞巻第三断簡（第四段）
俵屋宗達筆、烏丸光広書　江戸時代（寛永 7・1630）
紙本著色／紙本墨書　2幅
東京国立博物館貸与　平成 17年度買取
萩毛利家伝来

西行法師行状絵詞巻第三断簡（第一段）
俵屋宗達筆、烏丸光広書　江戸時代（寛永 7・1630）
紙本著色／紙本墨書　1幅
東京国立博物館貸与　平成 17年度買取
萩毛利家伝来
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重文（絵1248/S27.7.19）

八橋図
尾形乾山筆　江戸時代
紙本著色　1幅
京都国立博物館貸与　平成 20年度買取
松本双軒庵旧蔵

重美（S14.7.13）

木蓮棕櫚図
渡辺始興筆　江戸時代
紙本著色　2幅
九州国立博物館貸与　平成 24年度買取
近衛家伝来

浜松図（裏面竹雀図）屛風
渡辺始興筆　江戸時代
紙本著色／紙本墨画　6曲 1双
京都国立博物館貸与　平成 19年度買取
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重文（絵1886/H1.6.12）

前後赤壁図屛風
池大雅筆　江戸時代（寛延 2・1749）
紙本墨画淡彩　6曲 1双
京都国立博物館貸与　平成 29年度買取

武陵桃源図
池大雅筆　江戸時代
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 23年度買取

山水図屛風
彭城百川筆　江戸時代（寛延 3・1750）
紙本墨画淡彩　6曲 1隻
九州国立博物館貸与　平成 23年度買取
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重文（絵1873-1/S62.6.6）

寒林野馬図
与謝蕪村筆　江戸時代
絹本著色　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1595/S41.6.11）

新緑杜鵑図
与謝蕪村筆　江戸時代
絹本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 19年度買取
日野藤崎家伝来

重文（絵2013/H17.6.9）

群仙図屛風
曽我蕭白筆　江戸時代（明和元・1764）
紙本著色　6曲 1双
京都国立博物館貸与　平成 12年度買取
丸亀京極家伝来
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重文（絵1873-4/S62.6.6）

寒山拾得図
与謝蕪村筆　江戸時代（天明元・1781）
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-3/S62.6.6）

山林引駒図
与謝蕪村筆　江戸時代（安政 7・1778）
絹本著色　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-2/S62.6.6）

四時山水図
与謝蕪村筆　江戸時代（明和 9・1772）
絹本著色　4幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち
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重文（絵1873-7/S62.6.6）

万歳図
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-6/S62.6.6）

郭子儀図・同図賛
与謝蕪村筆、雨森章迪賛　江戸時代
絹本著色／絹本墨書　2幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち重文（絵1873-5/S62.6.6）

寿老図
与謝蕪村筆　江戸時代（天明 2・1782）
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-8/S62.6.6）

� 踊図
� 与謝蕪村筆　江戸時代
� 紙本墨画淡彩　1幅
�九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
� 寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち
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重文（絵1873-13/S62.6.6）

門松図扇面
与謝蕪村筆　江戸時代（天明 3・1783）
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-12/S62.6.6）

案山子図扇面
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨画　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-11/S62.6.6）

十一俳仙図
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨画　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-9/S62.6.6）

弁慶図
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち
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重文（絵1873-17/S62.6.6）

句稿断簡等
与謝蕪村等筆　江戸時代
紙本墨書　1巻
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-16/S62.6.6）

短冊（春雨や、青海の）
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨書　2幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-15/S62.6.6）

銭亀図扇面
円山応挙筆、与謝蕪村賛　江戸時代
紙本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-14/S62.6.6）

三俳人図・寺村百池宛書状等
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨画淡彩／紙本墨書　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち
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重文（絵1873-21/S62.6.6）

書状
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨書　1巻（42通）
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-20/S62.6.6）

早野巴人書状及び自筆回想
早野巴人・与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨書　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-19/S62.6.6）

二見形文台記
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨書　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち

重文（絵1873-18/S62.6.6）

蓑虫説
与謝蕪村筆　江戸時代
紙本墨書　1幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
寺村家伝来与謝蕪村関係資料のうち
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重文（絵1592/S40.5.29）

宮島八景図帖
長沢芦雪筆　江戸時代（寛政 6・1794）
絹本著色　1帖（8図）
九州国立博物館貸与　平成 19年度買取
広島・個人伝来

高久靄厓像画稿
椿椿山筆　江戸時代（天保 14・1843）
紙本著色　1幅
東京国立博物館貸与　平成 10年度買取
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重美（S10.8.3）

� 蓬莱図
� 長沢芦雪筆　江戸時代
� 絹本著色　1幅
� 九州国立博物館貸与　平成 19年度買取
� 広島・個人伝来

重美（S10.8.3）

花鳥遊魚図巻
長沢芦雪筆　江戸時代
絹本著色　1巻
九州国立博物館貸与　平成 19年度買取
軸台付属／広島・個人伝来

葛仙移居図
富岡鉄斎筆　近代（大正 7年・1918）
絹本著色　1幅
千葉市美術館貸与　令和 3年度寄贈

富士山之図
梅原龍三郎筆　近代（昭和 22年・1947）
紙本岩彩　1面
京都国立近代美術館貸与　令和 3年度寄贈

No Image
（著作権継承者あり）
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宝乎尊者図（五百羅漢図のうち）
朝鮮・高麗時代（高宗 23・1236）
絹本墨画淡彩　1幅
九州国立博物館貸与　平成 14年度買取

重美（S9.3.20）

江山蕭寺図巻
王時敏筆　中国・明時代（崇禎 8・1635）
紙本墨画　1巻
京都国立博物館貸与　平成 17年度買取

重美（S23.4.27）

蘭石図
雪窓筆、玉几約翁賛　中国・元時代
絹本墨画　2幅
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取
埼玉・個人旧蔵

重文（絵1331/S30.6.22）

洞庭秋月図（瀟湘八景図巻断簡）
玉澗筆　中国・南宋時代
紙本墨画　1幅
九州国立博物館貸与　平成 13年度買取
足利将軍家・金沢前田家伝来
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十六羅漢像（浄瑠璃寺三重塔壁画）現状模写
東京藝術大学監修　現代（平成 14・2002）
紙本著色　16面
九州国立博物館貸与　平成 11～ 13年度製作

伝平重盛像（神護寺）現状模写
林功制作　現代（平成 3・1991）
絹本著色　1幅
東京国立博物館貸与　昭和 63～平成 2年度製作

伝源頼朝像（神護寺）現状模写
林功制作　現代（昭和 54・1979）
絹本著色　1幅
東京国立博物館貸与　昭和 53年度製作
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信貴山縁起（朝護孫子寺）想定復元模写
六法美術制作　現代（平成 25・2013）
紙本著色　正副各 3巻
正本：奈良国立博物館貸与�
副本：京都国立博物館貸与　平成 20～ 24年度製作

� 法界寺阿弥陀堂内装飾想定復元模写
� 井田昌明制作　現代（平成 19・2007）
� 紙本著色　14個 1面
� 九州国立博物館貸与　平成 13～ 18年度製作

両界曼荼羅（子島寺）想定復元模写
六法美術制作　現代（平成 15・2003）
紺綾地金銀泥絵　2幅
奈良国立博物館貸与　平成 11～ 14年度製作
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板絵神像（薬師寺）想定復元模写
六法美術制作　現代（平成 25・2013）
板地著色　6面
奈良国立博物館貸与　平成 20～ 24年度製作

西行物語絵詞（文化庁）想定復元模写
六法美術制作　現代（令和 3・2021）
紙本著色　1巻
奈良国立博物館貸与　平成 28～令和 2年度製作
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