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【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。

・本篇には彫刻を収録した。
・配列はおおむね時代順とした。
・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　員数
　　作者　時代
　　法量　材質
　　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。
　　 文化庁原板： 虚空蔵菩薩像（重文彫 905 号）、  

文殊菩薩像（重文彫 1654 号）、  
不動明王像（重文彫 231 号）、  
天王立像、  
阿弥陀如来像（文永７年）  
　撮影：文化庁彫刻部門  
阿弥陀如来像（久安銘）、  
薬師如来像（重文彫 3406 号）  
　撮影：村松徹  
四天王像（元徳３年）  
　撮影：野久保昌良  
伎楽面（酔胡従）（重文彫 3605 号）、  
伎楽面（金剛）（重文彫 3615 号）、  
文殊・普賢菩薩像（重文彫 1398 号）、  
天王像（重文彫 3582 号）、  
不動明王像（重文彫 778 号）、  
四天王像（重文彫 676 号）、  
雲中供養菩薩像（重文彫 3636 号）、  
倭迹々日百襲姫命像（重文彫 1963 号）、  
釈迦如来像（重文彫 905 号）、  
二天王像（久安３年号）、  
大黒天像（重文彫 3532 号）、  
泰澄・浄定行者・臥行者像（重文彫 3507 号）、 

 
毘沙門天像（重美）、  
能狂言面（鐘紡コレクション）、  
五大虚空蔵菩薩（法界虚空蔵）像（神護寺）模造品 
　撮影：金井杜道  
大日如来像（円成寺）模造品、  
盧舎那仏像（唐招提寺）光背周縁部頂部分模造品、 
天蓋（平等院）方蓋部分模造品、  
伎楽面（金剛、文化庁）模造品  
　撮影：公益財団法人美術院

　　 奈良国立博物館： 観音菩薩像（重文彫 1411 号）、  
准胝観音像（重文彫 1383 号）、   
菩薩像　撮影：佐々木香輔

　　 京都国立博物館： 能狂言面（前熊コレクション）  
　撮影：岡田愛
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重文（彫3615/H27.9.4）

伎楽面（金剛）　1面
将李魚成作（推定）
奈良時代（天平勝宝 4・752）
縦 31.2 ㎝　乾漆造　彩色
文化庁分室保管　平成 18 年度買取
奈良・東大寺伝来、大仏開眼会所用

重文（彫3605/H26.8.21）

伎楽面（酔胡従）　1面
基永師作（推定）　奈良時代（天平勝宝 4・
752）
縦 35.8 ㎝　木造　彩色
九州国立博物館貸与　平成 23 年度買取
奈良・東大寺伝来、大仏開眼会所用

重文（彫905/M43.4.20）

虚空蔵菩薩像　1軀
奈良時代
像高 51.5 ㎝　木心乾漆造　彩色
奈良国立博物館貸与　平成 27 年度買取
奈良・額安寺旧蔵、台座底面修理墨書（弘安 5・1272）あり
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重文（彫1398/M39.9.6）

文殊・普賢菩薩像　2軀
平安時代
像高 56.0 ㎝（文殊）　56.4 ㎝（普賢）　各木造　漆箔（文殊）　彩色・漆箔（普賢）
文化庁分室保管　平成 26 年度買取
奈良・円證寺旧蔵
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重文（彫1383/M34.3.27）

准胝観音像　1軀
平安時代
像高 111.5 ㎝　木造　彩色
奈良国立博物館貸与　平成 23 年度買取
奈良・新薬師寺ほか旧蔵、台座蓮弁墨書（「天禄元年」）
あり、指定名称「木造千手観音立像」

重文（彫1411/M42.9.22）

観音菩薩像　1軀
平安時代
像高 190.0 ㎝　木造　彩色
奈良国立博物館貸与　平成 21 年度買取
奈良・不退寺伝来、奈良・瑞景寺ほか旧蔵



彫　　刻

4

重文（彫1395/S4.4.6）

観音菩薩像　1軀
平安時代
像高 113.4 ㎝　木造　漆箔・彩色
奈良国立博物館貸与　平成 22 年度買取
奈良・伝香寺ほか旧蔵、台座修理墨書あり

重文（彫3582/H24.9.6）

天王像　1軀
平安時代
像高 178.4 ㎝　木造　彩色
東京国立博物館貸与　平成 22 年度買取
京都・大宮神社伝来
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重文（彫778/M34.8.2）

不動明王像　1軀
平安時代
像高 81.3 ㎝　木造　彩色
文化庁分室保管　令和元年度買取
京都・般舟院ほか旧蔵、像底修理墨書（寛永 19・1642 および享保 17・1732）あり
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重文（彫676/M44.8.9）

四天王像　4軀
平安時代
像高 95.9 ～ 101.8 ㎝　木造　彩色
京都国立博物館貸与　平成 14 年度買取
滋賀・冷泉寺旧蔵
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重文（彫3636/H30.10.31）

雲中供養菩薩像　1軀
定朝作　平安時代（天喜元・1053）
総高 57.2 ㎝　木造　彩色
東京国立博物館貸与　平成 15 年度買取
京都・平等院伝来

重文（彫1654/M42.9.21）

文殊菩薩像　1軀
平安時代
像高 31.7 ㎝　木造　彩色
奈良国立博物館貸与　平成 20 年度買取
奈良・額安寺旧蔵
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重文（彫1963/M34.3.27）

倭迹々日百襲姫命像　1軀
平安時代
像高 60.0 ㎝　木造　彩色
香川県立ミュージアム貸与　平成 29 年度買取
香川・水主神社ほか旧蔵

重文（彫231/S16.11.6）

不動明王像　1軀
平安時代
像高 93.6 ㎝　木造　彩色
京都国立博物館貸与　平成 20 年度買取
福井・大谷寺旧蔵
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二天王像　2軀
快助作（推定）　平安時代（久安 3・1147 頃）
像高 151.4 ㎝（その 1）　155.0 ㎝（その 2）
東京国立博物館貸与　平成 24 年度買取
京都・長楽寺伝来、背面修理墨書（宝永 2・1705）あり

重文（彫92/S6.12.14）

阿弥陀如来像　1軀
快助作　像内墨書　平安時代（久安 3・1147）
像高 142.0 ㎝　木造　漆箔
東京国立博物館貸与　平成 10 年度買取
小泉策太郎ほか旧蔵、京都・長楽寺伝来（推定）
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重文（彫1104/S13.8.26）

四天王像　4軀
平安時代
像高 113.6 ～ 117.4 ㎝　木造　彩色
九州国立博物館貸与　平成 19 年度買取
尼崎伊三郎ほか旧蔵
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天王立像　１軀
平安時代
像高 138.2 ㎝　木造　彩色
令和３年度買取
九鬼隆一旧蔵
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重文（彫3406/S63.6.6）

薬師如来像　1軀
鎌倉時代
像高 14.1 ㎝　銅造
奈良国立博物館貸与　平成 24 年度買取
奈良・興福寺伝来、広島・耕三寺旧蔵

重文（彫905/S13.8.26）

釈迦如来像　1軀
鎌倉時代
像高 97.0 ㎝　木造　彩色
京都国立博物館貸与　平成 22 年度買取
京都・常楽院ほか旧蔵、附指定の像内納入品（納
入品目録、般若理趣経、金剛界礼懺・八名普密陀
羅尼・梵網経・月輪摺札）あり
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阿弥陀如来像　1軀
鎌倉時代（文永 7・1270）
像高 79.6 ㎝　木造　漆箔　玉眼
九州国立博物館貸与　平成 18 年買取
像内納入品（未敷蓮形容器、小仏像、観無量寿経ほ
か）あり

菩薩像　1軀
鎌倉時代
像高（坐高）47.0 ㎝　木造　彩色
奈良国立博物館貸与　平成 18 年度買取
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四天王像　4軀
鎌倉時代（元徳 3・1331）
像高 67.7 ～ 69.1 ㎝　各木造　彩色　玉眼
東京国立博物館貸与　平成 12 年度買取
像内墨書あり
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重文（彫3532/H18.6.9）

大黒天像　1軀
快兼作　南北朝時代（貞和 3・1347）
像高 55.7 ㎝　木造　彩色　玉眼
東京国立博物館貸与　平成 23 年度買取
奈良・東大寺伝来、長野・セゾン現代美術館旧蔵、厨子（木造漆塗、
内壁貼付造像願文）および須弥壇（指定外、木造漆塗、室町時代、
享徳 4・1455、奈良・正暦寺伝来、底面墨書）付属
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重美（S18.8.3）

� 毘沙門天像　1軀
 鎌倉時代
 像高 68.6 ㎝　木造　彩色
 九州国立博物館貸与 平成 26 年度買取
 中沢義一ほか旧蔵

重文（彫3507/H15.5.29）

泰澄・浄定行者・臥行者像　3軀
室町時代（明応 2・1492）
像高 55.7 ㎝（泰澄）　28.2 ㎝（浄定行者）　26.2 ㎝（臥行者）　各木造　彩色　玉眼
福井県立歴史博物館貸与　平成 20 年度買取
福井・大谷寺旧蔵、泰澄像内腹部墨書・修理墨書および臥行者像底修理墨書あり
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能狂言面（鐘紡コレクション）　166 点
南北朝～江戸時代
木造
東京国立博物館貸与　平成 21 年度買取
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能狂言面（鐘紡コレクション）　166 点
南北朝～江戸時代
木造
東京国立博物館貸与　平成 21 年度買取
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能狂言面（前熊コレクション）　74面
室町～江戸時代
京都国立博物館貸与　平成 24 年度物納
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天蓋（平等院）方蓋部分模造品　1箇
（公財）美術院製作　現代（平成 20・2008）
高 66 ㎝×幅 89 ㎝×奥 87 ㎝　木造　漆箔・螺鈿
平等院鳳翔館貸与　平成 18 ～ 19 年度製作

盧舎那仏像（唐招提寺）光背周縁部頂部分模造品　1箇
 （公財）美術院製作　現代（平成 18・2006）
 縦 125 ㎝　木造　漆箔
 九州国立博物館貸与　平成 16 ～ 17 年度製作

大日如来像（円成寺）模造品　1軀
（公財）美術院製作　現代（平成 15・2003）
像高 98.9 ㎝　木造　漆箔　玉眼
九州国立博物館貸与　平成 11 ～ 14 年度製作
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五大虚空蔵菩薩（法界虚空蔵）像（神護寺）　模造品　1軀
（公財）美術院製作　現代（令和 2・2020）
像高 100.9 ㎝　木造　彩色
文化庁分室保管　平成 28 ～令和元年度製作

伎楽面（金剛、文化庁）模造品　1面
（公財）美術院製作　現代（平成 27・2015）
縦 30.0 ㎝　乾漆造　彩色
文化庁分室保管 平成 24 ～ 26 年度製作
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