
現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 個人

高さ 43.7

同笵

備考

出土年 842

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ

同笵

備考 続日本後記

『続日本後紀』承和九年（八四二）六月辛未条
辛未。若狭國進銅器。其體頗似鐘。是自地中所掘得也。

出土地名

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２４６・２４７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９５－１

若狭国

（伝）　河北郡内灘町向粟崎（河北潟畔）
旧　河北郡内灘村向粟崎

若狭１福井　１

石川　１ 加賀１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1899

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 40.6

同笵

備考 東博809

三方上中郡若狭町堤　（向山）
旧　遠敷郡上中町堤・向山

旧　遠敷郡野木村堤

福井　２

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６８（１）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９３－４
2005　　東京国立博物館図版目録　7　ｐ９若狭２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1969

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 現60

同笵

備考

出土年 2001

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式横帯分割型Ｂ１類

所蔵・保管 福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

高さ 43

同笵

備考 http://herica.net/detail/card/185/#2

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３６　６１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１７－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１８　９

福井　４ 若狭４

三方郡美浜町郷市　（南伊夜山）

三方上中郡若狭町向笠　（仏浦）
旧　三方郡三方町向笠仏浦

福井　３ 若狭３

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９０－１

http://herica.net/detail/card/185/#2�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1868

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文・複合縦型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 55.5

同笵

備考 辰馬４０３

出土年 1868

号 2

型式（難波分類） 菱環鈕２Ⅰ式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 名古屋市博物館

高さ 47.4

同笵

備考

坂井市春江町井向　　（島田）
旧　坂井郡春江町井向島田

旧　大石村井向島田

福井　６ 越前２

坂井市春江町井向　　（島田）
旧　坂井郡春江町井向島田

旧　大石村井向島田

福井　５ 越前１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２２
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３８　ｐ５８
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ１４　１１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ４４　６３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７０
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６０　参考
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ６１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ９２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　５９－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７８　８９　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１３　１２

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５４図　ｐ５３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１１　４
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３０　３５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ５９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１２６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４６－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1914

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　横帯分割型Ｄ２類

三遠式の前身

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 52.3

同笵

備考 東博7399

出土年 1926

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

2003　　考古資料大観　第６巻
  小学館　ｐ５７－２

所蔵・保管 みくに龍翔館

高さ 42.2

同笵
摂津16摂津17摂津37河内19

不明３０・不明３２

備考 http://www.ryusyokan.jp/exhibit/

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５７－２

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３６　５０
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５８　８１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６８（２）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３７０・３７１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３４　５１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１３－１
2005　　東京国立博物館図版目録　東京国立博物館 5  ｐ７

福井　７ 越前３

鯖江市新町　（石山）
旧　今立郡新横江村　新町

福井　８ 越前４

坂井市三国町米ヶ脇
旧　坂井郡三国町米ヶ脇

http://www.ryusyokan.jp/exhibit/�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2004

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱｂ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 福井県教育委員会

高さ

同笵

備考 鈕破片 A http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/

坂井市丸岡町高柳　　（高柳・下安田遺跡）

福井　９ 越前５

http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2004

号 2

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 福井県教育委員会

高さ

同笵

備考 身破片 B　袈裟襷文 http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/

出土年 2004

号 3

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 福井県教育委員会

高さ

同笵

備考 身裾破片　C http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/

坂井市丸岡町高柳　（高柳・下安田遺跡）

福井　１０ 越前６

福井　１１ 越前７

坂井市丸岡町高柳・下安田　（高柳・下安田遺跡）

http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/�
http://www.maruoka-kanko.org/400_special/020_history_ancient/�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 明治大学考古学博物館

高さ 42.4

同笵 但馬４出雲２９和泉１０

備考 明治大学１号・明治大学陳列館目録

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２９
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６２　９６
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　87
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７１－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１８　２０

（伝）　大石
（伝）　坂井市春江町井向島田

福井　１２ 越前８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 1960

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 塩尻市立平出考古博物館

高さ 64.2

同笵

備考 埋納坑

出土年 2007

号 1

型式 外縁付鈕１式

文様 横型流水文

青銅器埋納坑

所蔵・保管 中野市立博物館

高さ

同笵

備考

2008　　柳沢遺跡の銅戈・銅鐸　　ｐ２１
2012    長野県埋蔵文化財センター発掘調査書１００　口絵１４・PL２０

出土地名

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６６
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５９図　ｐ６０・６１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２５　３２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２６－１

塩尻市大門　（柴宮）

中野市柳沢　（夜間瀬川沿い）　（柳沢遺跡）

長野　１ 信濃１

長野２ 信濃２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2007

号 2

型式 外縁付鈕１式

文様 ４区袈裟襷文

青銅器埋納坑

所蔵・保管 中野市立博物館

高さ

同笵

備考 鰭渦・裾蕨

中野市柳沢　（夜間瀬川沿い）　（柳沢遺跡）

2012    長野県埋蔵文化財センター発掘調査書１００　口絵１４・PL２２

長野３ 信濃３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2007

号 3

型式 外縁付鈕２式

文様 袈裟襷文

青銅器埋納坑

所蔵・保管 中野市立博物館

高さ

同笵

備考 破片

出土年 2007

号 4

型式 外縁付鈕２式

文様

青銅器埋納坑

所蔵・保管 中野市立博物館

高さ

同笵

備考

信濃４

中野市柳沢　（夜間瀬川沿い）　（柳沢遺跡）

2012    長野県埋蔵文化財センター発掘調査書１００　口絵１５・PL２４

長野５ 信濃５

中野市柳沢　（夜間瀬川沿い）　（柳沢遺跡）

2012    長野県埋蔵文化財センター発掘調査書１００　口絵１５・PL２５

長野４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2007

号 5

型式 外縁付鈕式～扁平鈕式古段階

文様 ４区袈裟襷文

青銅器埋納坑

所蔵・保管 中野市立博物館

高さ

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕２式か３式

文様（難波分類） 三遠１式か２式

所蔵・保管 松本市立考古博物館

高さ 現8.5

同笵

備考 鈕破片

長野６ 信濃６

中野市柳沢　（夜間瀬川沿い）　（柳沢遺跡）

2012    長野県埋蔵文化財センター発掘調査書１００　口絵１５・PL２６

長野　７ 信濃７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１０

（伝）　松本市宮淵　　（本村遺跡）（本村二つ塚）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1733

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 可児郷土歴史館

高さ 復元111

同笵

備考

出土年 1716～1735

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現27

同笵

備考 東博38437　伊豆３と間違えていた

岐阜　２

岐阜　１ 美濃１

可児市柿下
旧　可児郡可児町久々利三番地の一の五

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６７（１）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３７－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７９　９０　【複製】

美濃２

岐阜市上加納山（瑞龍寺山の南斜面）
旧　稲葉郡上加納村篠ヶ谷

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５９（２上）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７８－４
2005　　東京国立博物館図版目録　21　ｐ２７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1901

号

型式（難波分類） 菱環鈕２Ⅲ式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 岐阜県博物館

高さ 25.7

同笵

備考

大垣市十六町
旧　不破郡荒崎村十六字中林

岐阜　３ 美濃３

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 209
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６７（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１９　２３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４７－１
2006　　朝日遺跡（第１３・１４・１５次）　名古屋市教育委員会　ｐ198-4
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ４０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2006

号

型式（難波分類） 突線鈕式３Ⅰｂ～５式

文様（難波分類） 近畿式

東海環状自動車道

所蔵・保管 岐阜県教育文化財団

高さ 現5

同笵

備考 双頭渦文飾耳破片 https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunka/bunkazai/27221/ibutsu/seino_ibutu/ys131-8293.html

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 個人(所在不明）

高さ

同笵 出雲２４

備考

岐阜　４ 美濃４

大垣市荒尾町・檜町　　（荒尾南遺跡）

（伝）　美濃国

岐阜　５ 美濃５

https://www.pref.gifu.lg.jp/kyoiku/bunka/bunkazai/27221/ibutsu/seino_ibutu/ys131-8293.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 個人

高さ

同笵

備考 上半のみ残存

出土年 1932

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 個人・岐阜県博物館

高さ 29.8

同笵

備考
萩原町上呂龍泉寺観音堂西側
の地下3.6m

http://jmapps.ne.jp/gifuhaku/det.html?data_id=3431

岐阜　６ 美濃６

（伝）　岐阜市切通
旧　岐阜市細畑切通

下呂市萩原町上呂
旧　益田郡萩原町上呂

岐阜　７ 飛騨１

http://jmapps.ne.jp/gifuhaku/det.html?data_id=3431�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　東海派Ａ２類

所蔵・保管 個人

高さ 31.5

同笵

備考 外縁・内縁木の葉文　鰭ギザギザ

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３２図　ｐ３０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２０　１３
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３３　４７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３２　５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２０４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１８６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２８　３９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０７－１

下呂市萩原町上呂
旧　益田郡萩原町上呂

岐阜　８ 飛騨２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 668

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管

高さ ５尺５寸

同笵

備考 扶桑略記

『扶桑略記』巻五天智天皇七年（六六八）正月十七日条

大津市坂本（志賀郡・崇福寺）
旧　滋賀郡滋賀村

滋賀　１ 近江１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1799

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 倉敷考古館

高さ 43.2

同笵 伯耆３摂津１９不明６不明７

備考 一対耳　大坪氏旧蔵

出土年

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１８
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５　ｐ８
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４２
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ15 12・ｐ25 26
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２２　２５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８５　１５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ８　ｐ５２・１１４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ６１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４３　７１
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ３
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５９－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６９　７９　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２５　３１

守山市新庄町
旧　野洲郡新庄村

滋賀　２ 近江２

滋賀　３ 近江３

守山市新庄町
旧　野洲郡新庄村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号 3

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考

出土年

号 4

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考

守山市新庄町
旧　野洲郡新庄村

守山市新庄町
旧　野洲郡新庄村

滋賀　４ 近江４

滋賀　５ 近江５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1806

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 石山寺

高さ 90.9

同笵

備考 石山寺銅鐸之図

出土年 1881

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 134.7

同笵

備考 東博826　入れ子

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２７　２０
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１２４
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ３【複製】
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２４－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７５　８５　【複製】

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７１
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２２図　ｐ１５
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５９　５３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６０　８３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６１（１）
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１５　１８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５３　８４
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１２５・１４７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３７６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３８　６０・ｐ３９　６１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ48　151
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３－１
2005　　東京国立博物館図版目録　27-1　巻頭・ｐ３４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７０　８０　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ11　6

大津市石山寺辺町
旧　滋賀郡石山村大字寺辺　（一老坊・鐘撞田）

滋賀　６ 近江６

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　７ 近江７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 74.1

同笵

備考 東博827

出土年 1881

号 3

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 天理大学付属参考館

高さ 70.2

同笵

備考

滋賀　９ 近江９

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２０図　ｐ１４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５３　７１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６１（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５３　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９４
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１８－３
2005　　東京国立博物館図版目録　27　ｐ３５
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７１　８１　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ12　７

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　6
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　5
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５４　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１９－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ12　8
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ４９

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　８ 近江８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 4

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 ケルン東アジア美術博物館

高さ 69

同笵

備考

出土年 1881

号 5

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 知恩院・京都国立博物館

高さ 72.4

同笵

備考

滋賀　１０ 近江１０

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７３　８３　【複製】
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１６－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ13　9

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２０－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７２　８２　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ13　10

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　１１ 近江１１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 6

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 サンフランシスコ・アジア美術館

高さ 63.3

同笵

備考 https://bmuseum.exblog.jp/iv/detail/?s=17591093&i=201304%2F09%2F05%2Fa0263705_841695.jpg

出土年 1881

号 7

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 個人・野洲市歴史民俗博物館

高さ 67.2

同笵

備考

滋賀　１３ 近江１３

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７４　８４　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ14　11
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ４９【複製】

滋賀　１２

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２３－１

近江１２

https://bmuseum.exblog.jp/iv/detail/?s=17591093&i=201304%2F09%2F05%2Fa0263705_841695.jpg�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 8

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考

出土年 1881

号 9

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 MOA美術館

高さ 62.5

同笵

備考 下辺横帯重孤文

滋賀　１４ 近江１４

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３８　５４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５８　８０
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５４　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１５－４

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　１５ 近江１５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 10

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 辰馬考古歴史資料館

高さ 59.6

同笵

備考 辰馬４４６

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６４
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２３－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ14　12
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ５０

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　１６ 近江１６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 11

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠１式

所蔵・保管 辰馬考古歴史資料館

高さ 50.5

同笵

備考 辰馬４４５

出土年 1881

号 12

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２５
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２４－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ15　13
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ５１

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　１８ 近江１８

滋賀　１７ 近江１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 13

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　大福型

所蔵・保管 國學院大學考古資料館

高さ 47.5

同笵

備考

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５６　８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１２－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ15　14

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　１９ 近江１９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1881

号 14

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 ミネアポリス美術研究所

高さ 45.5

同笵

備考

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅰ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　２０ 近江２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1962

号 1

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　大福型

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 45.8

同笵

備考

出土年 1962

号 2

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　大福型

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 47.2

同笵

備考

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１１－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ17　15

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１１－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７２　９５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ17　16

滋賀　２１ 近江２１

滋賀　２２

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

近江２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1962

号 3

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 三遠１式

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 47.5

同笵

備考

出土年 1962

号 4

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 53.7

同笵

備考

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ48　147
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２５－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７５　１００
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ18　17

1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２０－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７４　９９
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ18　18

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　２３ 近江２３

滋賀　２４ 近江２４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1962

号 5

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 58

同笵

備考

出土年 1962

号 6

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 55.4

同笵

備考

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５５　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１６－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ19　19

1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ48　148
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１７－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７４　９８
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ19　20

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　２５

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

近江２５

滋賀　２６ 近江２６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1962

号 7

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 69

同笵

備考

出土年 1962

号 8

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 78.7

同笵

備考

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ48　149
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９２・２９３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２１－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ20　21

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３６８・３６９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２７－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ20　22

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　２８ 近江２８

滋賀　２７ 近江２７

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1962

号 9

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 80.9

同笵

備考

出土年 1962

号 10

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 迷路派流水文Ｂ１類

全面

所蔵・保管 滋賀県立安土城考古博物館

高さ 53.4

同笵

備考

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５５　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３６４・３６５
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ48　150
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２７－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７５　１０１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ21　23

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版６７　ｐ９０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５６　８４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ47　145
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１４－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７３　９７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ21　24

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山

滋賀　２９ 近江２９

滋賀　３０ 近江３０

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅲ地点）
旧　野洲郡野洲町大字小篠原字大岩山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1890

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文東海派Ａ１類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 31.5

同笵

備考 東博803　　入れ子

出土年 1890

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　山面２号鐸型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 22.1

同笵

備考 東博808

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第６０図　ｐ６２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６６（１）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２０４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１８４
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ４【複製】
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０７－２
2005　　東京国立博物館図版目録　26　ｐ３２

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第６６（２）
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１３０
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ４【複製】
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８１－１
2005　　東京国立博物館図版目録　26　ｐ３３

蒲生郡竜王町山面　　（高塚）
旧　蒲生郡鏡山村大字山面字高塚

滋賀　３１ 近江３１

滋賀　３２ 近江３２

蒲生郡竜王町山面　　（高塚）
旧　蒲生郡鏡山村大字山面字高塚



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1990

号

型式（難波分類） 突線鈕式２式か３Ⅰａ式？

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 守山市教育委員会

高さ 現6.4

同笵

備考 双頭渦文飾耳の破片

出土年 760頃

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ ５尺

同笵

備考 石山寺縁起

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５３　２６
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ３１
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ65　102
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ５７

滋賀　３３ 近江３３

滋賀　３４ 近江３４

守山市古高町　　（下長遺跡）

(伝）　石山寺境内



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕式１式末

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 31.7

同笵 大和２１

備考 辰馬４０７　 ３対耳

出土年 明治初年

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 名古屋市博物館

高さ 89.3

同笵

備考 下郷共済会旧蔵

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４２　ｐ６３
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３１
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６５　１０２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９８
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６１－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７６　８６　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２２　２７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ24　27

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３９（３）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１０　６７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３２４・３２５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３３－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ33　44

滋賀　３５ 近江３５

滋賀　３６ 近江３６

(伝）　近江国

(推）　近江国



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 45.2

同笵 尾張１４　三河１１

備考

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 31.5

同笵

備考 辰馬４２３

1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１７・１９７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８２－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１４　７
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３１　３７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ24　28

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１４　９

滋賀　３７ 近江３７

滋賀　３８ 近江３８

（伝）　近江国琵琶湖底

（伝）　近江国



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 ウィーン美術史博物館

高さ 54

同笵

備考 シーボルトコレクション　鈕外縁欠

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　大福型

佐原氏推測

所蔵・保管 ウースター美術館

高さ 46.6

同笵

備考 繭山龍泉堂「欧米蒐蔵日本美術図録」 不明鐸　４２　と同じです　思案中です

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１８－１

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７９（拓影）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１２－２

滋賀　３９ 近江３９

滋賀　４０ 近江４０

（伝）　近江国

（推）　野洲市小篠原　　大岩山（Ⅰ地点）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 1772

号

型式（難波分類） 突線鈕２式か３式

文様（難波分類） 三遠式

所蔵・保管 所在不明

高さ ２尺余

同笵

備考 掛川志稿　古今要覧

出土年 1787

号

型式 突線鈕

文様 三遠式

所蔵・保管 所在不明

高さ １尺９寸５分

同笵

備考 銅鐸図記・日本諸手船

静岡　１ 遠江１

静岡　２ 遠江２
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 150

出土地名

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５２（２）

掛川市長谷　（小出ヶ谷）
旧　小笠郡大池村長谷小出谷

浜松市北区三方原町
旧　浜名郡三方原



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1801

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 東観音寺（鈕のみ）

高さ ４尺（34.2）

同笵

備考 掛川志稿・古今要覧

出土年 1801

号 2

型式 突線鈕

文様 近畿式

所蔵・保管 遺潰し消滅

高さ ３尺９寸

同笵

備考 銅鐸図記・古今要覧

静岡　４ 遠江４

静岡　３ 遠江３

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 144
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４５（２）

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 144
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４４(下）４５（１）
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ３０　３４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１２

湖西市白須賀　（鍛冶ヶ岳）
旧　浜名郡白須賀村

湖西市白須賀　（鍛冶ヶ岳）
旧　浜名郡白須賀村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1838

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

面違い／横帯文・袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 74.2

同笵

備考 東博828　銅鐸図記　蕨

出土年 1838

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 奈良国立博物館

高さ 57.6

同笵

備考 銅鐸図記

浜松市北区三ヶ日町釣　　（荒神山）
旧　引佐郡三ヶ日町釣・荒神山

浜松市北区三ヶ日町釣　　（荒神山）
旧　引佐郡三ヶ日町釣・荒神山

静岡　５ 遠江５

静岡　６ 遠江６

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６４
1977　　日本原始美術大系４　鐸剣鏡　田中琢　ｐ２４　１７／ｐ５７　５１
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２２　２３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６２　８５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４６（１）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ370　251・252　ｐ393　274
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３４４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ９９　１４５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２８－１
2005　　東京国立博物館図版目録　14　ｐ１８
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１０　３－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ61　96

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 155
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４６（２）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ401　282
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３８　６４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２５－４
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１１　３－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1868

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 64.6

同笵

備考 入れ子埋納　東博36666

出土年 1868

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 散失

高さ ３尺か？

同笵

備考

静岡　７ 遠江７

浜松市南区芳川町　　（ツツミドオリ）
旧　浜名郡芳川村大字都盛小字ツツミドオリ４３０６

浜松市南区芳川町　　（ツツミドオリ）
旧　浜名郡芳川村大字都盛小字ツツミドオリ４３０６

静岡　８ 遠江８

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５８（１）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ378　259・260　ｐ397　278
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３４０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２９－２
2005　　東京国立博物館図版目録　9　ｐ１１
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２９　５－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1880

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 東京大学総合研究博物館

高さ 56.1

同笵

備考

出土年 1880

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠１式

所蔵・保管 現在不明（ベルリン博物館）

高さ 64.8

同笵

備考

浜松市北区細江町中川　（船渡）
旧　引佐郡細江町中川・岡地・船渡

旧　引佐郡中川村大字中川小字船渡　スリバチ

浜松市北区細江町中川　（船渡）
旧　引佐郡細江町中川・岡地・船渡

旧　引佐郡中川村大字中川小字船渡　スリバチ

静岡　９ 遠江９

静岡　１０ 遠江１０

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４９（２）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ404　285
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３８　６５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２６－３
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１７　４－２

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 158
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５８（２）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1890

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 68.5

同笵

備考 東博829

出土年 1890

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 62.7

同笵

備考 辰馬４４８

磐田市敷地
旧　磐田郡豊岡村敷地西の谷

旧　磐田郡敷地村大字敷地小字西谷の中谷２８９

静岡　１２ 遠江１２

静岡　１１ 遠江１１

磐田市敷地
旧　磐田郡豊岡村敷地西の谷

旧　磐田郡敷地村大字敷地小字西谷の中谷２８９

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６７
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５２（１）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ384　265・266　ｐ400　281
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７０　１０８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２８－２
2005　　東京国立博物館図版目録　17　ｐ２１

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２６
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 164
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５３
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５６
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ407　288
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２７－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2000

号 3

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 静岡県教育委員会

高さ 77.1

同笵

備考 埋納坑

出土年 1908

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 81.2

同笵

備考 東博5715　　　

磐田市敷地
旧　磐田郡豊岡村敷地西の谷

旧　磐田郡敷地村大字敷地小字西谷の中谷２８９

静岡　１３ 遠江１３

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３０－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ56　91

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５５（１）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ380　261・262　ｐ398　279
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２９－３
2005　　東京国立博物館図版目録　10　ｐ１２
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ３０　５－２

浜松市東区和田町　（永田・木船）
旧　浜名郡和田村大字永田小字木船７５８

静岡　１４ 遠江１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1908

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現71.2

同笵

備考 東博5716

出土年 1912

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 62.9

同笵

備考 東博6731

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５５（２）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ381　263・264　ｐ399　280
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２９－４
2005　　東京国立博物館図版目録　10　ｐ１３
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ３１　５－３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６２
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２３図　ｐ１６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５６　５０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３６　５１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２５　３１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４９（１）
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ376　257・258　ｐ396　277
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２９・２１７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３０
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２－１
2005　　東京国立博物館図版目録　13-1　巻頭・ｐ１７
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ１８　４－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８３　９５　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ42　55

浜松市東区和田町　（永田・木船）
旧　浜名郡和田村大字永田小字木船７５８

静岡　１５ 遠江１５

浜松市北区細江町中川　　（悪ヶ谷）
旧　引佐郡細江町中川・悪ヶ谷

旧　引佐郡中川村大字中川小字悪ヶ谷６６５５

静岡　１６ 遠江１６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1933

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現46.6

同笵

備考 東博21639

出土年 1950

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿Ａ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 96.7

同笵

備考 東博36664　　埋納坑

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５５図　ｐ５４・５５
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５３　４７
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ374　255・256　ｐ395　276
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７０　１０９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２５－３
2005　　東京国立博物館図版目録　12　ｐ１５
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１６　４－１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７３
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ372　253・254　ｐ394　275
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２２０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３２０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３２－２
2005　　東京国立博物館図版目録　15　ｐ１９
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１２　３－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８４　９７　【複製】

浜松市北区細江町小野　　（日向郷）
旧　引佐郡細江町小野日向郷・堂道

静岡　１８ 遠江１８

浜松市北区三ケ日町釣　　（山田　分寸）
旧　引佐郡三ケ日町釣４０７　（上山田ノ西）

静岡　１７ 遠江１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1965

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿Ｂ系列

所蔵・保管 三ケ日公民館郷土資料室

高さ 96

同笵

備考 埋納坑

出土年 1966

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

高さ 69.6

同笵

備考

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ387　268
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ403　284
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３２６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３２－４
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館 ｐ１３　３－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ32　42

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ388　269　ｐ404　285
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１９－１
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２０　４－５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ60　参考４

静岡　２０ 遠江２０

浜松市北区細江町中川　　（滝峰七曲り）
旧　引佐郡細江町中川滝峰七曲り

静岡　１９ 遠江１９

浜松市北区三ケ日町日比沢　（猪久保）
旧　引佐郡三ケ日町日比沢猪久保



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1966

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠２式

所蔵・保管 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

高さ 推65

同笵

備考

出土年 1967

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

高さ 72.3

同笵

備考 埋納坑　破損

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ388　269　ｐ405　286
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２６－４
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ１９　４－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ60　95

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ389　270　ｐ404　285
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７５　１２２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２０－１
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２１　４－６

遠江２１

浜松市北区細江町中川　　（滝峰七曲り）
旧　引佐郡細江町中川滝峰七曲り

静岡　２１

静岡　２２ 遠江２２

浜松市北区細江町中川　　（不動平）
旧　引佐郡細江町中川不動平



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1983

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ～３Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 浜松市博物館

高さ 3.2

同笵

備考 鰭飾耳破片

出土年 1987

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

高さ 59

同笵

備考

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５８　３１
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ３５　６－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ64　101

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ390　271　ｐ405　286
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７５　１２３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１０
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２８　１４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２２－４
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２２　４－７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ29　40

遠江２３

浜松市中区南伊場町　　（伊場遺跡梶子地点）
　ＪＲ浜松工場内

静岡　２４ 遠江２４

浜松市北区細江町中川　　（穴ノ谷）
旧　引佐郡細江町中川穴ノ谷

静岡　２３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1987

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 三遠１式

所蔵・保管 浜松市博物館

高さ 67.3

同笵

備考 埋納坑

出土年 1989

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 姫街道と銅鐸の歴史民俗資料館

高さ 72.7

同笵

備考 埋納坑

静岡　２５ 遠江２５

浜松市北区都田町前原　（前原Ⅷ遺跡）

静岡　２６ 遠江２６

浜松市北区細江町中川　　（滝峰才四郎谷）
旧　引佐郡細江町中川滝峰才四郎谷

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　p３６　４６
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ392　273　ｐ406　287
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１１　１２４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３３３
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３２　１６
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ52　160
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２４－３
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２４　４－９
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８３　９６　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ41　53

1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ391　272　ｐ403　284
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７６　１２５【複製】
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３０　１５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１８－２
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ２３　４－８
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ30　41



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1990

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ～３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 浜松市博物館

高さ 現6.6

同笵

備考 双頭渦文飾耳

出土年 2001

号

型式（難波分類） 突線鈕２～３式

文様（難波分類）

所蔵・保管 袋井市教育委員会

高さ 現6.5

同笵

備考 身の破片

静岡　２７ 遠江２７

浜松市東区天龍川町　　（松東遺跡）

静岡　２８ 遠江２８

袋井市高尾　　（掛之上遺跡）

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５８　３２
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ３２　５－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ64　100



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ～３Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 東京大学総合研究博物館

高さ 4.2

同笵

備考 双頭渦文飾耳と鰭の破片

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

所蔵・保管 フランス国立ギメ東洋美術館

高さ 78.1

同笵

備考 佐原氏は出土地不明とする

（伝）　浜松市浜松南方海浜

（伝）　遠江

静岡　２９ 遠江２９

静岡　３０ 遠江３０

2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ４１　７－２

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２５　１８
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３６　５２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４２
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ401　282
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１４７・２１６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３　８・ｐ１０９　１５５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２７－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1868～1912

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 行方不明

高さ

同笵

備考 再埋納と伝える　小野と同じか？

出土年 2012

号 2

型式 突線鈕２式

文様 近畿式１式

所蔵・保管 浜松市博物館

高さ 現20

同笵

備考 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bunkazai/iseki/iseki24/documents/20120915matsuhigashi_1.pdf

静岡　３２ 遠江３２

（伝）浜松市北区細江町中川　　（コツサガヤ）
旧　引佐郡細江町中川・コツサガヤ

浜松市東区天龍川町　　（松東遺跡）

静岡　３１ 遠江３１

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/bunkazai/iseki/iseki24/documents/20120915matsuhigashi_1.pdf�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1988

号

型式（難波分類） 突線鈕式４式か５式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 大仁町教育委員会

高さ

同笵

備考 重弧文飾耳の破片 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/bunka_bunkazai/bunkazaitsuushin/documents/bunkazaitsushin085.pdf

出土年

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 118.2

同笵

備考 辰馬４５０

静岡　３３

静岡　３４

伊豆１

伊豆の国市田京　　（段遺跡）
旧　田方郡大仁町田京・段

伊豆２

（伝）伊豆市堀切　　（益山寺）
田方郡修善寺町大字堀切・益山寺

1992 　 静岡県史　資料編３　考古三 p364

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５９（１）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３７－３

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/bunka_bunkazai/bunkazaitsuushin/documents/bunkazaitsushin085.pdf�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号 2

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 天理大学参考館

高さ 28

同笵

備考

伊豆３

（伝）伊豆市堀切　　（益山寺）
田方郡修善寺町大字堀切・益山寺

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　3
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　3
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第５９（２下）静岡　３５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1976

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱａ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 沼津市歴史民俗資料館

高さ

同笵

備考 双頭渦文飾耳破片 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/rekishi/genshikara/kofun.htm

静岡　３６ 駿河１

沼津市下香貫　　（藤井原遺跡）

1992  　静岡県史　資料編３　考古三 p364

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/rekishi/genshikara/kofun.htm�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 １８５０年以前

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ １尺１寸斗

同笵

備考 塵塚・絵図のみ

出土年 １８５０年以前

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ １尺

同笵

備考 銅鐸に関する若干の新知見（梅原）

1941 考古学雑誌第３１巻第５号
銅鐸に関する若干の新知見（梅原）　ｐ２５８

1941 考古学雑誌第３１巻第５号
銅鐸に関する若干の新知見（梅原）　ｐ２５８

犬山市宮山
旧　丹羽郡楽田村二ノ宮山

愛知　１ 尾張１

愛知　２ 尾張２

犬山市宮山
旧　丹羽郡楽田村二ノ宮山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1858

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

貴船（木船）神社

所蔵・保管 瑞雲寺

高さ 現50.1推90以上

鐸上部と鰭破片

備考 尾張国神領銅鐸箱書・感興漫筆

出土年 1858

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

貴船（木船）神社

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考 尾張国神領銅鐸箱書・感興漫筆

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３１（１）
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１３　１７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５５

春日井市神領町１丁目１４－１
旧　東春日井郡神領村　屋敷田1147

旧　東春日井郡篠木村　神領

愛知　３ 尾張３

愛知　４ 尾張４

春日井市神領町１丁目１４－１
旧　東春日井郡神領村　屋敷田1147

旧　東春日井郡篠木村　神領



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1870

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 83.2

同笵

備考 辰馬４４７

出土年 1915

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 小牧市歴史館

高さ 36

同笵

備考 外山神社

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３９図　ｐ３７
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５５　４９
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３７　５３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６３　８８
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５９
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１２　１６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３６　５５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３１－１

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２９
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１６　２０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６６－４

名古屋市瑞穂区軍水町３丁目
旧　愛知郡中根村

愛知　５ 尾張５

愛知　６ 尾張６

小牧市北外山１５００
旧　東春日井郡小牧町北外山南屋敷1500



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1975

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５式３Ⅱａ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 愛知県清州貝殻山貝塚資料館

高さ 現5.4

同笵

備考 双頭渦文飾耳の破片

出土年 1980

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ～３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 愛知県清州貝殻山貝塚資料館

高さ 現6.9

同笵

備考 双頭渦文飾耳の破片

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ８　２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９１
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５７　３０
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ３１

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ８　３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９１
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５７　３０
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ３１

清須市朝日　　　　（朝日遺跡）
旧　西春日井郡清洲町朝日

愛知　７ 尾張７

清須市朝日　　　　（朝日遺跡）
旧　西春日井郡清洲町朝日

愛知　８ 尾張８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1989

号 3

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　東海派Ｂ類

所蔵・保管 愛知県埋蔵文化財センター

高さ 46.3

同笵

備考 埋納坑

出土年 1997

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文？

所蔵・保管 愛知県埋蔵文化財センター

高さ 21.6

同笵

備考 埋納坑　　集落内　倒立

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　p２　１
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７６　１２１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２０５
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２６　３３
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２６　１３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１０－３
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ３１

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６０－３
2008　　柳沢遺跡の銅戈・銅鐸　　長野県埋蔵文化財センター　ｐ５３

愛知　９ 尾張９

清須市朝日　　　　（朝日遺跡）
旧　西春日井郡清洲町朝日

愛知　１０ 尾張１０

一宮市大和町苅安賀 （八王子遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1999

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 見晴台考古資料館

高さ 現2

同笵

備考 双頭渦文飾耳の破片

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕式

文様（難波分類） 近畿式

東京・星野氏蔵鐸と佐原氏想定

所蔵・保管 不明

高さ ２尺４寸

同笵

備考 山家樵談・三河志・半日閑話

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 104

愛知　１１ 尾張１１

名古屋市南区見晴町　　（見晴台遺跡）

愛知　１２ 尾張１２

（伝）　名古屋市緑区鳴海町海底



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 愛知県清州貝殻山貝塚資料館

高さ 現106

同笵

備考 鈕頂欠

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 不明

高さ 約46

同笵 近江３７三河１１

備考 金石款識の拓本

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６２　８６
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４２（１）
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１１　１５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３７７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３７－１

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 107

愛知　１３ 尾張１３

（伝）　名古屋市中区名古屋城濠

（伝）　愛知郡

愛知　１４ 尾張１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1830～1843

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 今昔参河奇談と同一か？

出土年 1904頃

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 打ち捨てた

高さ １尺内外

同笵

備考 森徳一朗書簡

愛知　１６ 尾張１６

（伝）　名古屋市熱田区白鳥町
旧　愛知郡熱田町白鳥

（伝）　岩倉市　大上市場　（新溝神社境内）
岩倉市本町宮西

愛知　１５ 尾張１５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 860

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ

同笵

備考 日本三代実録

出土年 1661～1672

号

型式 突線鈕

文様 近畿式

所蔵・保管 不明

高さ ３尺４寸９分

同笵

備考 塩尻・三河国名所図絵

『三代實録』巻４　貞観２年（860）８月

1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 39

愛知　１７ 三河１

田原市村松町
旧　渥美郡村松

推　渥美郡渥美町伊川津字大ノ内（村松）

愛知　１８ 三河２

豊川市御津町広石御津山
旧　宝飯郡御津町御津山
旧　宝飯郡御油町水戸山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1792

号 1

型式 突線鈕

文様 近畿式

田原藩御祐筆日記

所蔵・保管 不明

高さ ３尺４寸

同笵

備考 弘仁歴運記考・閑田耕筆・銅鐸図記

出土年 1792

号 2

型式 突線鈕

文様 近畿式

所蔵・保管 不明

高さ ３尺５分

同笵

備考 弘仁歴運記考・閑田耕筆・銅鐸図記

1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 3８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３２（１）

1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 3８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３２（２）

田原市南神戸町谷ノ口
旧　渥美郡田原町神戸谷ノ口

田原市南神戸町谷ノ口
旧　渥美郡田原町神戸谷ノ口

愛知　１９ 三河３

愛知　２０ 三河４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1792

号 3

型式 不明

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ ８寸６分

同笵

備考 弘仁歴運記考・閑田耕筆・銅鐸図記

出土年 1796

号

型式 突線鈕

文様（難波分類） 三遠式

所蔵・保管 不明

高さ ２尺内外

同笵

備考
山家樵談・古今要覧・
弘仁歴運記考・三河志

1836    (写)弘仁歴運記考　　平田篤胤　　下１４
1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 3８
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 114

1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 3８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３１（２）

愛知　２１ 三河５

田原市南神戸町谷ノ口
旧　渥美郡田原町神戸谷ノ口

愛知　２２ 三河６

岡崎市洞町
旧　額田郡男川村・洞



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1789～1800

号

型式 突線鈕？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 日本諸手船巻１５・銅鐸図記

出土年 1795

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 日本諸手船

1981　　三河の銅鐸　　図絵　蒲郡市郷土資料館 p 39
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 137

愛知　２３ 三河７

幡豆郡幡豆町　　（安泰寺山）
幡豆郡幡豆町大字西幡豆字講伏

岡崎市宮崎町
旧　額田郡額田町宮崎村

愛知　２４ 三河８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1795

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 日本諸手船

出土年 1831

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　東海派Ｄ類

所蔵・保管 砥鹿神社

高さ 35.6

同笵

備考

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４９　４３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３３
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 14
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２６　３０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２０５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１１－１

岡崎市宮崎町
旧　額田郡額田町宮崎村

愛知　２６ 三河１０

北設楽郡設楽町田峯（田嶺）

愛知　２５ 三河９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1878

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 個人

高さ 45.6

同笵 尾張１４近江３７

備考 愛知県では流水文は珍しい

出土年 1881

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 73.2

同笵

備考 東博830

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３５
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５７　ｐ８０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４２　３６
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 8
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２０　２４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８２－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８０　９１　【複製】

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３５（１）
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 22
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２４　２８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２８－４
2005　　東京国立博物館図版目録　18　ｐ２２

愛知　２７ 三河１１

豊川市御津町広石（新宮山北西麓）
旧　宝飯郡御津町広石・新宮山（８４ｍ）

愛知　２８ 三河１２

豊川市平尾町源祖
旧　宝飯郡八幡村大字平尾小字源祖（キヨ峠）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1897

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　東海派Ｃ類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 31.1

同笵

備考 東博804　木の葉文

出土年 1903

号

型式（難波分類） 外縁付鈕式２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 犬頭神社・豊川市桜ケ丘ミュージアム

高さ 56.2

同笵

備考

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第６１図　ｐ６４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２８　３８
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社　 p 119
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３３（１）
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 12
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１８　２２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１８８
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１０－２
2005　　東京国立博物館図版目録　19　ｐ２３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１５
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３０　３７
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 134
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館　p 4
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２５　２９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄 ｐ２３０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６７－１

豊川市千両町
旧　宝飯郡八幡村千両

愛知　２９ 三河１３

西尾市小島町
旧　幡豆郡川崎村小島
旧　幡豆郡三和村小島

愛知　３０ 三河１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1924

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式末　伊奈型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 74.3

同笵

備考 東博9984

出土年 1924

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　　伊奈型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 81

同笵

備考 東博9985

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５４　７３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３８
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 24
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２１　２５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９８　１７４
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３６０・３６１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３６　５６・ｐ３７　５７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３１－２
2005　　東京国立博物館図版目録　20　ｐ２４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８１　９２　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ58　92

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４０（１）
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 26
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２２　２６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４０　６９
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１７０・２１３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３１－３
2005　　東京国立博物館図版目録　20　ｐ２５
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８１　９３　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ59　93

愛知　３１ 三河１５

豊川市伊奈町松間
旧　宝飯郡小坂井町伊奈松間

豊川市伊奈町松間
旧　宝飯郡小坂井町伊奈松間１７１

愛知　３２ 三河１６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1924

号 3

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　　伊奈型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 81.5

同笵

備考 東博9986

出土年 1962

号 1

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 田原市教育委員会

高さ 現76

同笵

備考

三河１８

田原市西神戸町堀山田
旧　渥美郡西神戸町堀山田

愛知　３４

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５５　７４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４０（２）
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 28
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２３　２７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４０　７０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３１－４
2005　　東京国立博物館図版目録　20　ｐ２６
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８２　９４　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ59　94

1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 34
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　p２７　３１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１４

豊川市伊奈町松間
旧　宝飯郡小坂井町伊奈松間

愛知　３３ 三河１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1971

号 2

型式（難波分類） 突線鈕式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 田原市教育委員会

高さ

同笵

備考 双頭渦文飾耳

出土年 1971

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式

所蔵・保管 豊田郷土資料館

高さ 97.7

同笵

備考

田原市西神戸町堀山田
旧　渥美郡西神戸町堀山田

愛知　３５ 三河１９

1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 30
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１７　２１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３４２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２８－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ42　56

豊田市手呂町樋田３２３

愛知　３６ 三河２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1972

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 東海派Ｄ類

所蔵・保管 上善寺

高さ 40.7

同笵

備考 上善寺境内

出土年 1983

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 田原市教育委員会

高さ 推112

同笵

備考 破砕

愛知　３７ 三河２１

田原市伊川津町椛
旧　渥美郡渥美町手洗・椛（雨乞山）

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５８

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２８　３２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１５
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１９

豊川市弥生町１丁目　（下長山）

愛知　３８ 三河２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1983

号 2

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 田原市渥美郷土資料館

高さ 推124

同笵

備考 破砕

出土年 1985

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 文化庁・京都国立博物館

高さ 66.8

同笵

備考

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ２９　３３
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５５　２８
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１９

2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ33　43

愛知　３９ 三河２３

愛知　４０ 三河２４

田原市伊川津町椛
旧　渥美郡渥美町手洗・椛（雨乞山）

豊川市御津町豊沢字引釣
旧　宝飯郡御津町豊沢



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2002

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ～３Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 豊橋市美術博物館

高さ 復元2.5

同笵

備考 双頭渦文飾耳

出土年 1947～1952

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 豊橋市美術博物館

高さ

同笵

備考 裾部破片

2005    豊橋市埋蔵文化財調査報告書第８２集　西側遺跡（Ⅰ）
          カラー写真図版４　　写真図版２９　476-1・2
          難波洋三　2005「銅鐸の埋納と破壊」
          『西側遺跡 (1)』豊橋市教育委員会愛知　４１ 三河２５

愛知　４２ 三河２６

豊橋市牛川町字西側　　（西側遺跡）

豊橋市瓜郷町字寄道　（瓜郷遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ １尺５寸

同笵

備考 三河考古資料二則

出土年

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

砕けたり

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 三河考古資料二則

愛知　４３ 三河２７

愛知　４４ 三河２８

（伝）　北設楽郡設楽町豊邦字段戸山

（伝）　北設楽郡設楽町豊邦字段戸山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1836以前

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式末　中根型

岡崎市は洞（伝）銅鐸としている

所蔵・保管 法蔵寺・岡崎市美術博物館

高さ 87.8

備考 三河志

出土年 1836以前

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 三河志

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４２（２）
1981　　三河の銅鐸展図録　蒲郡市郷土資料館  p 18
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ１９　２３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２９－１愛知　４５ 三河２９

愛知　４６ 三河３０

（伝）　三河国

（伝）　三河国



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 １８７８以前

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

海老町誌（大小２個）

所蔵・保管 不明

高さ 大

同笵

備考 三河考古資料二則

出土年 １８７８以前

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

海老町誌（大小２個）

所蔵・保管 不明

高さ 小

同笵

備考 三河考古資料二則

（伝）　新城市海老（小野）
旧　南設楽郡鳳来町海老

旧　設楽郡小野村

愛知　４７ 三河３１

愛知　４８ 三河３２

（伝）　新城市海老（小野）
旧　南設楽郡鳳来町海老

旧　設楽郡小野村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 １８８１以前

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 参河雑鈔　乗穂禄第２編巻之下

出土年 １８８１以前

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 参河雑鈔　乗穂禄第２編巻之下

（伝）　愛知県豊川市赤坂町
旧　宝飯郡音羽町赤坂

愛知　４９

（伝）　愛知県豊川市赤坂町
旧　宝飯郡音羽町赤坂

三河３３

愛知　５０ 三河３４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 １８８１以前

号 3

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 参河雑鈔　乗穂禄第２編巻之下

出土年

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　　　伊奈型

所蔵・保管 個人

高さ

同笵

備考

（伝）　愛知県豊川市赤坂町
旧　宝飯郡音羽町赤坂

（伝）　豊橋市付近

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５４

愛知　５１ 三河３５

愛知　５２ 三河３６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠３式末　 伊奈型

所蔵・保管 岡田美術館

高さ 69.2ｃｍ

同笵

備考

出土年

号 3

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　　　伊奈型

所蔵・保管 個人

高さ

同笵

備考

（伝）　豊橋市付近

（伝）　豊橋市付近

愛知　５４

1995　　日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３４８・３４９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　　ｐ130-2

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５８

愛知　５３ 三河３７

三河３８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号 4

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

所蔵・保管 九州国立博物館

高さ 79.2

同笵

備考 収蔵品番号  J２ http://collection.kyuhaku.jp/advanced/2159.html

（伝）　豊橋市付近

愛知　５５ 三河３９

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３５９
2003　  考古資料大観　第６巻  小学館　　ｐ130-1
2007　　近畿式銅鐸と三遠式銅鐸　その成立と展開　難波洋三　図9-6

http://collection.kyuhaku.jp/advanced/2159.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 平安末

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ ３尺許

同笵

備考 覚禅鈔

出土年 1863

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 埼玉県立博物館

高さ 125.5

同笵

備考

名張市黒田
旧　名賀郡錦生村大字黒田

三重　１ 伊賀１

三重　２ 伊賀２

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３９　６６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２０－４

伊賀市比土
旧　名賀郡神戸村比土

旧　伊賀郡比土村高瀬東賀柳



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1918

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 106.7

同笵

備考 東博8618

出土年 1989

号

型式（難波分類） 突線鈕４式？

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 ？

高さ 現4.6

同笵

備考 鰭下端破片

三重　３ 伊賀３

三重　４ 伊賀４

伊賀市中友生　　（西場谷Ｃ遺跡）

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３３－３
2005　　東京国立博物館図版目録　25　ｐ３１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７７　８８　【複製】

伊賀市柏尾　　（湯舟）
旧　名賀郡青山町柏尾湯舟

旧　名賀郡阿保村大字柏尾小字湯舟207



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕式３Ⅱａ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 京都大学？

高さ 現6.6

同笵

備考 双頭渦文飾耳２

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文１ｂ式？

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 42.3

同笵

備考 鈕部分復元

三重　５ 伊賀５

（伝）　伊賀市千歳
旧　上野市千歳

旧　阿山郡府中村千歳

三重　６ 伊賀６

三重県名張市赤目町
旧　名賀郡滝野村赤目

2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１６　８
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４７　５８
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ25　29

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 85



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1736～1740

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 勢陽五鈴遺響

出土年 1716～1735

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 勢陽五鈴遺響

伊勢１

四日市市大矢知町　（青木山）
旧　三重郡大矢知村

三重　７

三重　８ 伊勢２

四日市市大矢知町　（青木山）
旧　三重郡大矢知村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1751～1763

号

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠式４式　伊奈型

所蔵・保管 専修寺

高さ 64.5

同笵

備考 倭訓栞・伊勢藩儒臣石川氏銅鐸考

出土年 1825

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式？

所蔵・保管 所在不明

高さ １尺４寸２分

同笵

備考 伊勢藩儒臣石川氏銅鐸考

三重　９ 伊勢３

三重　１０ 伊勢４

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６５
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２８図　ｐ２５
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５４　４８
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　ｐ１９　１６・ｐ２２　２２
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６２　８６
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２６（２）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３４６・３４７
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３２－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ43　57

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２６（１）

津市野田
旧　安濃郡神戸村大字野田

旧　安濃郡野田村

津市白山町川口　　（風呂谷）
旧　一志郡白山町川口

旧　壱志郡下川口村風呂谷



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1862

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 莵上耳利神社

高さ 現40.3

同笵

備考
伊勢国伊坂出土銅鐸箱書
考古学雑誌　20-4

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000002676/index.html

出土年 1879

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 39.4

同笵 不明５８

備考 東博802　３対耳+　４頭渦文

鈴鹿市磯山町
旧　河芸郡栄村大字磯山

伊勢５

三重　１２ 伊勢６

四日市市伊坂町　　（重地山）
旧　朝明郡八郷村裏地山

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４０　３４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６４　１０１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６５－１
2005　　東京国立博物館図版目録　24　ｐ３０
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ７６　８７　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２２　２８　【複製】

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９０－４

三重　１１

http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1001000002676/index.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1917

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現39.8

同笵 淡路７河内６大和２２

備考 東博8374

出土年 1977

号

型式（難波分類） 菱環鈕２Ⅰ式

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 個人

高さ 推定30

同笵

備考 身の破片　考古学雑誌75-4

津市神戸　　（木ノ根）
旧　安濃郡神戸村大字神戸小字木ノ根2465

鈴鹿市高岡町　（東ノ岡　高岡山遺跡）

三重　１３ 伊勢７

三重　１４

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ４１　２１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１

伊勢８

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３２
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４９　ｐ７１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ４２　５９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４（１）第２７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６７　１０３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７４－２
2005　　東京国立博物館図版目録　22　ｐ２８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1986

号 1

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 津市埋蔵文化センター

高さ 66.3

同笵

備考 後日発見された破片から高茶屋３号鐸もありうる

出土年 1986

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 86.5

同笵

備考 東博39038

津市高茶屋小森町　（四ッ野）

津市高茶屋小森町　（四ッ野）

三重　１５

三重　１６

伊勢９

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３６　１８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１７－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ61　97

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１８－４
2005　　東京国立博物館図版目録　23　ｐ２９

伊勢１０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1989

号

型式（難波分類） 突線鈕式３Ⅰａ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 鈴鹿市教育委員会

高さ 現3

同笵

備考 鰭下端の破片

出土年 1998

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階～突線鈕２式

文様（難波分類）

所蔵・保管 三重県埋蔵文化センター

高さ 現6.8

同笵

備考
鈕の破片
鉛同位対比突線鈕2～5式a領域

三重　１７

鈴鹿市上野町　（一反通遺跡）

三重　１８ 伊勢１２

伊勢１１

2002  金塚遺跡・金塚横穴墓群・山村遺跡発掘調査報告
        三重県埋蔵文化センター
        巻頭カラー
        ｐ１００写真３０
        ｐ１２１写真９６－１２５
        ｐ１４９写真３

四日市市山村町　（金塚遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2003

号

型式（難波分類） 突線鈕３～５式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 三重県埋蔵文化センター？

高さ 現1.95

同笵

備考 鰭の破片

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 天理大学付属参考館

高さ 90.8

同笵

備考

三重　２０ 伊勢１４

伊勢市中村町　（桶子遺跡）

（伝）　伊勢国

三重　１９ 伊勢１３

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　4
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　6
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１９－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1944

号

型式（難波分類）

文様（難波分類） 流水文

所蔵・保管 所在不明

高さ 約30

同笵

備考

三重　２１ 伊勢１５

（伝）　多気郡多気町四疋田



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 1962

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 正木美術館

高さ 66

同笵

備考 宅地造成中出土　式部谷遺跡

出土年 1963

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都府立京都学・歴彩館

高さ 29.2

同笵

備考 入れ子　鈕頂欠 京都文化博物館管理

出土地名

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　p３７　６３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２２－３

八幡市  八幡式部谷・男山指月
（八幡清水井）

京都　１ 山城１

京都　２ 山城２

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５８図　ｐ５９
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９８　１７３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１７１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１７０・１７１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６７－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１５　１５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ48　63

京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1963

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 京都府立京都学・歴彩館

高さ 22.4

同笵

備考 京都文化博物館管理

出土年 1963

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都府立京都学・歴彩館

高さ 23.1

同笵

備考 鈕欠  京都文化博物館管理

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９８　１７３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１７２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６７－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１５　１５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ48　65

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９８　１７３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１８
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５０－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１５　１５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ48　64

京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町

京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町

京都　３ 山城３

京都　４ 山城４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1963

号 4

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都府立京都学・歴彩館

高さ 23.7

同笵 出雲４

備考 京都文化博物館管理

出土年 1982

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

平城ニュータウン造成予定地内
木津町が旧木津町大字相楽小

字相楽山に因んで相楽台と命名

所蔵・保管 木津川市教育委員会

高さ 40.5

同笵

備考 1対耳

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９８　１７３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４７－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１５　１５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ48　66

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７４　１２０
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ４　２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１００－１

京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町２６－１

木津川市相楽台
旧　相楽郡木津町相楽相楽山４７

京都　６ 山城６

京都　５ 山城５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1878

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

山田銅鐸

所蔵・保管 耕三寺博物館

高さ 45.5

同笵

備考 八町（丁）池の北

出土年 1764～1772

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 現42.2

同笵

備考
品目上書（三上家文書）
片山北海銘文　　　　J甲437

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社  第二四（二）（三）
1981    吹田市史 第8巻 考古編　吹田市史編さん委員会　図版９
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６６－２

2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ３２・３３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５０　６１

　茨木市千里万博公園　万博記念競技場
旧　三島郡山田村大字山田小川字下丁稚
誤　三島郡山田村大字山田別所字センブ

大阪市平野区平野市町
（平野郷寺前村?）

大阪　１ 摂津１

大阪　２ 摂津２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1751～1780

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文横帯分割型Ｄ２類

所蔵・保管 ボストン美術館

高さ 53.2

同笵

備考 好古集帳

出土年 1781

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 原田神社・大阪市立美術館

高さ 32

同笵 讃岐１３

備考 東奈良Ｒ２鋳型

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５９　８２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３７４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１３－２

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４５　ｐ６７
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２　２
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版１４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１２　１４９
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ６８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７５－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１９　２１
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ27

大阪　３ 摂津３

大阪　４ 摂津４

大阪市北区長柄西
旧　大阪市大淀区長柄（伝）

豊中市中桜塚１丁目２−１８
原田神社境内



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1781

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明

高さ

同笵

備考
藤澤一夫「豊中市史」
資料編１　図版第３　箱書に２口
と

出土年 1952以前

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 東京大学教養学部美術博物館

高さ 59.7

同笵

備考

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６８
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５０　４４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５７　７９
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版３６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３６　６０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８９
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１０９　１５６
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１４－４

大阪　６ 摂津６

大阪　５ 摂津５

豊中市中桜塚１丁目２−１８
原田神社境内

高槻市天神町一丁目・二丁目　（天神山遺跡）
旧　高槻市古曾部　天神山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1966

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 文化庁・箕面市教育委員会

高さ 85.5

同笵

備考

出土年 1970

号

型式（難波分類） 突線鈕２式か３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 豊中市教育委員会

高さ 現2.09

同笵

備考 重弧文飾耳小破片

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社 p３８　５６
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版３８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３７　６２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１２
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１２　６
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ40　52

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５９　３４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２２－２
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ６７　１４７

大阪　７ 摂津７

大阪　８ 摂津８

箕面市如意谷

豊中市利倉２丁目　（利倉遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号

型式（難波分類） 突線鈕式２式か３Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 豊中市教育委員会

高さ 現4弱

同笵

備考 鈕の破片

出土年 1711～1715

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 ロサンゼルス美術館

高さ 109.2

同笵

備考 「三島地名考」記載鐸？

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ６７　１４８

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２３(上）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３３－４

豊中市利倉３丁目　（利倉南遺跡）

（伝）　高槻市天神山（推）
旧　三島郡清水村

大阪　９ 摂津９

大阪　１０ 摂津１０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1818～1829

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式B系列

所蔵・保管 満願寺・大阪城天守閣

高さ 63.7

同笵

備考

出土年 1880

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 個人

高さ 41.5

同笵

備考 戦争で大破

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７　１１
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 3　1
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四五　ｐ779
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３５　５８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８２

兵庫４ 摂津１２

西宮市津門大塚町
旧　武庫郡今津村大字津門小字北芝

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２１（１）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 3　2
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三七　ｐ771
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３０　４７【復元】

兵庫３ 摂津１１

川西市満願寺町
旧　川辺郡多田村満願寺山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1911

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

加茂遺跡の東側崖下

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 復113.7

同笵

備考 東博6152

出土年 1934

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　渦森型Ａ類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 47.9

同笵

備考 東博23713　車輪文

摂津１３

川西市加茂１丁目１５　（栄根井坂）
旧　川辺郡川西村大字栄根小字井坂

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２３(下）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 3　3
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四七　ｐ781
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４１　７３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３６－１
2005　　東京国立博物館図版目録　36　ｐ４７
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６３　７０　【複製】

兵庫６ 摂津１４

神戸市東灘区住吉町渦森台１丁目
旧　武庫郡住吉村渦森

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３７
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１６図　ｐ１０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１８　１１
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３２　４１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７１　９９
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 4　4
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三六　ｐ770
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２７　４０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１２６・１９９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６８
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２６　３４・３５
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０６－１
2005　　東京国立博物館図版目録　33-1　巻頭・ｐ４１

兵庫５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1937

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 20.7

同笵

備考 辰馬４１５

出土年 1942

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 個人

高さ 42.6

同笵
河内１９摂津１７摂津３７越前４

不明３０・不明３２

備考

兵庫７ 摂津１５

伊丹市大阪国際空港（中村）
旧　川辺郡神津村中村字小坂田

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第７９図　ｐ８７
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　６
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 3　5
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４２
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三　ｐ737
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４９－３

兵庫８ 摂津１６

宝塚市中山荘園４
旧　宝塚市中山町

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１５　８右
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４９
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３１　３８
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５１ ６９－２
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 4　6
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版六　ｐ740
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８９　１５４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１４８・１４９
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４２　６７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５６－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1942

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 個人

高さ 41.9

同笵
河内１９摂津１６摂津３７越前４

不明３０・不明３２

備考

出土年 1958

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

森銅鐸

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 33

同笵 讃岐１９

備考 東博37161　３対耳　４頭渦文

兵庫９ 摂津１７

宝塚市中山荘園４
旧　宝塚市中山町

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１５　８左
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　５０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３１　３８
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 4　6
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版七　ｐ741
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８９　１５４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１５０・１５１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４２　６７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５６－３

兵庫１０ 摂津１８

神戸市東灘区森北町６丁目
旧　神戸市東灘区本山町森字坂下町

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３９　３３
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１５
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 5　7
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二七　ｐ761
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６４　１００
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１５６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６５－４
2005　　東京国立博物館図版目録　34　ｐ４２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42.5

同笵 伯耆３近江２不明６不明７

備考

出土年 1964

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42.4

同笵 和泉１

備考

兵庫１１ 摂津１９

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

兵庫１２ 摂津２０

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１図　ｐ１
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１　ｐ２
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３４　２８
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２４　２５
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈    ２
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２０　２３
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 5　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版十　ｐ744
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６５　ｐ８４　１５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ５２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ５８
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４３　７０
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１０【複製】
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ45　135
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５９－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５６　５６　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２４　２９
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１０　７

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４７図　ｐ４７
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１０　ｐ１７
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ５　１
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ３８　５２
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 6　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一一　ｐ745
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８７　１５２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ７０
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６１－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５６　５７　【複製】
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ46　59



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 45.2

同笵 因幡４出雲３９出雲４０出雲４２

備考

出土年 1964

号 4

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

桜ヶ丘４・５号鋳型

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42

同笵

備考

兵庫１３ 摂津２１

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３４　ｐ５０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３５　２９
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　６
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 6　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一三　ｐ747
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８８　１５３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ９４
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６６
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ28　82
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７０－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５７　５８　【複製】

兵庫１４ 摂津２２

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１２図　ｐ８
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１７　１０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ５・６・１１・３４
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　８
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 7　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一六　ｐ749
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６８　１０６
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２４　ｐ３０・３４・３５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２１８
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ38　107
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８８－１・２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５７　５９　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５６　６７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ46　60



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 5

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

桜ヶ丘４・５号鋳型

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 39.2

同笵

備考

出土年 1964

号 6

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 64.5

同笵

備考 複線４頭渦文

兵庫１５ 摂津２３

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１３図　ｐ８
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１６　９右
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ５・７・１２・１７・３５
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　１８
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 7　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一四　ｐ748
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６８　１０５
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１２　ｐ３０・３２・３３・１１０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２０
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２５　３０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ38　108
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　　ｐ１１－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５８　６０　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５６　６８
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ47　61

兵庫１６ 摂津２４

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５６図　ｐ５６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１９　１２
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ５　１
1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　２８
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１０９　１３８－１
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 8　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二〇　ｐ754
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４８　８３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ40　115
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８９－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５８　６１　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４８　５９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 7

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 41.9

同笵

備考

出土年 1964

号 8

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42.2

同笵

備考

兵庫１７ 摂津２５

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 8　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二一　ｐ755
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４８　８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９５－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５９　６２　【複製】

兵庫１８ 摂津２６

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１０９　１３８－２
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 9　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一九　ｐ753
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４９　８３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２４０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９２－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５９　６３　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 9

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42.9

同笵

備考

出土年 1964

号 10

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 42.8

同笵

備考

兵庫１９ 摂津２７

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 9　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二二　ｐ756
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４９　８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９６－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６０　６４　【複製】

兵庫２０ 摂津２８

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 10　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二三　ｐ757
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５０　８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１００－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６０　６５　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 11

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　長者ヶ原型

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 45.3

同笵

備考

出土年 1964

号 12

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 31.4

同笵

備考

兵庫２１ 摂津２９

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈　　２９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７１　９８
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 10　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一八　ｐ752
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５０　８３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０５－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６１　６６　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２０　２１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ47　62

兵庫２２ 摂津３０

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１０９　１３８－３
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 11　8
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一二　ｐ746
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５１　８３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１３８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６２－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６１　６７　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号 13

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 21.5

同笵

備考

出土年 1964

号 14

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ａ１類

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 21

同笵

備考

兵庫２３ 摂津３１

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1982　　国宝桜ケ丘銅鐸・銅戈
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２６　３５
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 11　８
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一六　ｐ750
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５１　８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７６－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６２　６８　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３２　３９

兵庫２４ 摂津３２

神戸市灘区桜ヶ丘町（通称　神岡）

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１２８　１５０
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 12　８
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版一七　ｐ751
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５２　８３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７７－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６２　６９　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1964

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式横帯分割型Ｂ２類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 53.2

同笵

備考 神戸女子薬科大構内　薬草園

出土年 1989

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 現18.1

同笵

備考 埋納坑　鈕無し

兵庫２５ 摂津３３

神戸市東灘区本山北町４丁目（生駒）
旧　神戸市東灘区本山町中野字生駒

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１７図　ｐ１１
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４５　３９
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２６　３６
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 12　9
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四二　ｐ776
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２６　３８
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０２・１１０・１５５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ47　143
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８９－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１０　２・ｐ５５　５５
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５７　７０

兵庫２６ 摂津３４

神戸市東灘区本山南町８丁目

1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三五　ｐ769
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７２　１１４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１４　７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８７－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2006

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文    亀山型Ａ２類

所蔵・保管 神戸市立博物館

高さ 現19.2

同笵

備考 http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281970

出土年 1706

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 親王寺

高さ 45.3

同笵

備考

兵庫２７ 摂津３５

神戸市東灘区北青木１丁目他
（北青木遺跡）

2012    北青木銅鐸　　神戸市教育委員会  巻頭写真１～５

兵庫２８ 摂津３６

（伝）　芦屋市楠町（堂ノ上）
旧　武庫郡精道村大字打出

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２７　ｐ４１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２１（２）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 12　10
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三二　ｐ766
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２０６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７３－３

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/281970�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1958

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 個人

高さ 41.6

同笵
河内１９摂津１６摂津１７越前４

不明３０・不明３２

備考

兵庫２９ 摂津３７

（伝）　神戸市灘区篠原　（大月山）

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　５１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５１　６９－３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１４６・１４７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５６－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１４　１３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1691

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 河内屋可正日記

出土年 1751～1763

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂか３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 個人

高さ 現55

同笵

備考 狭山市史　狭山藩旧蔵

河内２

大阪　１１ 河内１

大阪　１２

南河内郡河南町
旧　河内国石川郡

　　　（向山　一須賀領字犬上山）

羽曳野市はびきの　　（羽曳山）
旧　南河内郡羽曳山

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版４０
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１０・１１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1898.1899頃

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　渦森型Ｂ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 48.2

同笵

備考 辰馬４１６

出土年 1911頃

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式　閏賀型

所蔵・保管 関西大学博物館

高さ 42.3

同笵

備考 入れ子

大阪　１４ 河内４

大阪　１３ 河内３

南河内郡太子町山田　　（金山谷　鹿谷寺跡）
旧　南河内郡山田村字大道小字金山谷

四条畷市
旧　北河内郡四条畷

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７２　１０１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１１（１）
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版３２
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４４
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６６・２６７
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２４　２９
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ７
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１２・１３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０６－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６５　７３　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４１　５２

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１５（１）
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２３　３２
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１００－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1911頃

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　安仁型

所蔵・保管 関西大学博物館

高さ 31.5

同笵

備考 入れ子

出土年 1920

号

型式（難波分類） 外縁鈕付２式

文様（難波分類） 縦型流水文

安養寺持ち山

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 44.3

同笵 淡路７大和２２伊勢７

備考 東博9212　東奈Ｒ１と同系譜

大阪　１５ 河内５

四条畷市
旧　北河内郡四条畷

八尾市恩智　　（垣内山）
旧　中河内郡南高安村恩智小字垣内山

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１５（２）
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版１０
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７８－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３５　４３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３１
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第９図　ｐ６
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４８　ｐ７０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４１　３５
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２６　２８
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ４２　５８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２（１）（２）
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２６
1989　　跡部遺跡銅鐸　八尾市教育委員会 p 14
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６６　１０３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ８１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１００
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ２４・２５
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７４－１
2005　　東京国立博物館図版目録　31　ｐ３８
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６４　７１　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２０　２４　【複製】
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ26

大阪　１６ 河内６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管
イラク国立博物館

現在不明

高さ 41.5

同笵

備考 東京国立博物館資料部所蔵写真存在

出土年 1949

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式名東型Ｂ類

所蔵・保管 来恩寺・大阪歴史博物館

高さ 39

同笵

備考

八尾市恩智　　（都塚山）
旧　中河内郡南高安村恩智　都塚

河内８

河内７

大阪　１８

南河内郡太子町太子　（茶臼山　　久流谷）
旧　南河内郡磯長村茶臼山麓

2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ２９（写図）

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４４　３８
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３３　４６
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版１８
1989　　跡部遺跡銅鐸　八尾市教育委員会 p 15
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３１　４８
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９８－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５３　６４

大阪　１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1963

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文？亀山型Ａ１類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 20.5

同笵

備考

出土年 1963

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ａ１類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 20.8

同笵

備考

大阪府門真市宮野町１  京阪電車大和田駅構内
旧　北河内郡門真町野口

大阪　１９ 河内９

大阪府門真市宮野町１  京阪電車大和田駅構内
旧　北河内郡門真町野口

大阪　２０ 河内１０

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８０
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１８・１９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８５－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１３　５
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３８　４７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ49　68

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版４８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８８
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ２０・２１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８５－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１２　４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３８　４６
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ48　67



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1963

号 3

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文亀山型Ｂ３類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 26.6

同笵

備考

出土年 1978

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管
文化庁・羽曳野市教育委員会

大阪府立弥生文化博物館

高さ 89.6

同笵

備考 埋納坑

羽曳野市西浦1050
　西浦小学校校庭西

大阪府門真市宮野町１  京阪電車大和田駅構内
旧　北河内郡門真町野口

大阪　２１ 河内１１

大阪　２２ 河内１２

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３９　５８
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　　第１第４２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７２　１１７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２２０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３２２
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ６　３
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ52　162
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ８・９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３３－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ35　47

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３７図　ｐ３５
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版４６
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２００
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８８
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２６　３２
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ２２・２３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８７－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ１３　６
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３９　５０
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ49　69



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1978

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式？

文様（難波分類） ４区袈裟襷文？

所蔵・保管 大阪府教育委員会

高さ 現5.0

同笵

備考 鈕の破片

出土年 1981

号 2

型式（難波分類） 突線鈕４式か５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 大阪府教育委員会

高さ 4.2

同笵

備考 鰭の破片

八尾市南亀井町　（亀井遺跡）
（亀井町・南亀井町・跡部本町・跡部南）

八尾市南亀井町　（亀井遺跡）
（亀井町・南亀井町・跡部本町・跡部南）

大阪　２４ 河内１４

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５６　２９
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ５９　１２６
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７６　１０２

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５６　２９
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７６　１０２大阪　２３ 河内１３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1989

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 八尾市教育委員会

高さ 46.6

同笵

備考 埋納坑

出土年 1777

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ ４尺許

同笵

備考 古今要覧稿

八尾市春日町１丁目　（跡部遺跡）

（伝）　河内国寺臺村（村名の存在不明）
　　　推　南河内郡河南町？？

大阪　２５ 河内１５

大阪　２６ 河内１６

1989　　跡部遺跡銅鐸　八尾市教育委員会　p 11
1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ３８　４７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７３　１１８
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ８　４
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ２１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８３－２
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ２６・２７
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６４　７２　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３１　３８
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ１３

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 55



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1918

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現68.5

同笵

備考 下端部欠　　辰馬４５２

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現40.0

同笵

備考 鈕上部欠　　辰馬４３７　　

（伝）　南河内郡太子町山田
旧　南河内郡山田村

（伝）　柏原市玉手町　（玉手山）
旧　南河内郡玉手村大字玉手　玉手山

大阪　２７ 河内１７

大阪　２８ 河内１８

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 54
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１１（２）
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１３

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２２
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ１４・１５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９５－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４５　５６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁鈕付１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

2003　　考古資料大観　第６巻
小学館　ｐ５７－１

所蔵・保管 鳥取県立博物館

高さ 41.4

同笵
摂津１６摂津１７摂津３７越前４

不明３０・不明３２

備考

（伝）　河内国

大阪　２９ 河内１９

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２
2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ３０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５７－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1982

号

型式（難波分類） 外縁鈕付１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 京都大学総合博物館

高さ 43.4

同笵 摂津２０

備考

出土年 1903

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文東海派Ａ１類

所蔵・保管 林昌寺・大阪府立弥生博物館

高さ 38.4

同笵

備考

大阪　３０ 和泉１

大阪　３１ 和泉２

岸和田市神於町　　（神於山）
旧　泉南郡南葛城村大字神於　龍谷

泉南市信達岡中　（経塚山？）
旧　泉南郡北信達村

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２３
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版９　ｐ１６
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ１１　７・ｐ２６　２７
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 12
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１７
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版１２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８７　１５２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１６・１２７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ７２
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３０　４２・ｐ１２４　１７８
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６１－２

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１８（２）
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２３　３１
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０７－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４２　５３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1928

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 堺市博物館

高さ 44

同笵

備考

出土年 1938

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 京都大学総合博物館

高さ 89

同笵

備考

堺市西区浜寺昭和町２丁目

堺市西区菱木

大阪　３２ 和泉３

大阪　３３ 和泉４

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９７　１７２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０１－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４６　５７

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７０
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版４４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1956

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 31.6

同笵

備考 J甲257

出土年 1956

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式？

文様（難波分類）

所蔵・保管 大阪歴史博物館

高さ 現16

同笵

備考

岸和田市流木町　（土田山）

岸和田市流木町　（土田山）

大阪　３５ 和泉６

大阪　３４ 和泉５

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版３０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１６８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６３－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３４　４２

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２５　３７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1970・1971

号 1

型式（難波分類） 突線鈕４式か５式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 弥生文化博物館

高さ 現4.9

同笵

備考 身の破片

出土年 1974

号 2

型式（難波分類） 突線鈕２式か３式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 弥生文化博物館

高さ 現4.7

同笵

備考 身の破片

和泉市池上町　（池上曽根遺跡）

和泉市池上町　（池上曽根遺跡）

大阪　３６ 和泉７

大阪　３７ 和泉８

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５９　３３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７６　１０３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ66　109

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５４
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５９　３３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ７６　１０３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ66　109



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1993

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 大阪府文化財センター

高さ 約２２

同笵

備考 埋納坑

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 個人・大阪市立美術館

高さ 44.9

同笵 但馬４出雲２９越前８

備考

大阪　３８ 和泉９

大阪　３９ 和泉１０

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１０　５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８５－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３７　４５

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２８
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３１図　ｐ２９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１９
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版２４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６３　９９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ８０・８１
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　86
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７１－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１８　１９

堺市下田町　　（下田遺跡）

（伝）　堺市港区
旧　泉北郡  ？陶器村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1910？

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ １尺４・５寸

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類） 扁平鈕式古段階？

所蔵・保管 個人

高さ 約30

同笵

備考 出土地不詳銅鐸のはず

（伝）　堺市西区
旧　泉北郡鳳村大鳥～家原村　付近

（伝）　貝塚市
旧　泉南郡貝塚町付近

大阪　４０ 和泉１１

大阪　４１ 和泉１２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 713

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管

高さ 　　３尺

同笵

備考 続日本紀

出土年 1804～

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 静岡天満宮・登呂考古博物館

高さ 30

同笵 出雲２５

備考 宝鐸獲之記

宇陀市　（長岡野）
旧　宇陀郡波坂郷長岡野

奈良　１ 大和１
『續日本紀』巻６　和銅６年（713）７月

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３８　３２
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３０　３６
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社 第１（１）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１３４・１３５
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２６　３１
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p27　75
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５２－２
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７４　１５６

奈良　２ 大和２

北葛城郡上牧町上牧　　高井（俗称さね山）
旧　葛下郡上牧村観音山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1867以前

号 4

型式（難波分類） 外縁付鈕１式末

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 関家旧蔵・東京国立博物館

高さ 21.7

同笵

備考 東博37019（秋篠寺西）秋篠４号

出土年 1883

号 1

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 流水文　石上型

所蔵・保管 宮内庁

高さ 58.7

同笵

備考 全面

奈良　４ 大和４

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６７　１０４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１６０
2005　　東京国立博物館図版目録　38　ｐ５２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６５　７４　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７４　１５５
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１６　１７　【複製】

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２１　ｐ３２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４（１）第６（１）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３３　５３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０９－１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所図録ｐ９　１・ｐ７２　１５３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ62　98

奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

天理市石上町９６０
旧　山辺郡丹波市町大字石上平尾９６０

奈良　３ 大和３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1884

号 2

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 流水文　石上型

所蔵・保管 宮内庁

高さ 57

同笵 大和２４

備考 Ａ・Ｂ面で文様異なる 全面・２区

出土年 1889

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 22.2

同笵

備考 東博807　　（秋篠寺西） 神戸本写真間違い　神戸１号→正２号　神戸２号→正３号　神戸３号→正１号

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３６
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５４　ｐ７６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２２　１５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第４（２）第６（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９１　１５６
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１６９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４２　６８
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１６
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０９－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６６　７５　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２８　３４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ62　99

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２（１）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５７　８５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６３－４
2005　　東京国立博物館図版目録　38　ｐ５１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１３　７

奈良　６ 大和６

天理市石上町９６０
旧　山辺郡丹波市町大字石上平尾９６０

奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

奈良　５ 大和５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1889

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 21.2

同笵

備考 東博805　　（秋篠寺西） 神戸本写真間違い　神戸１号→正２号　神戸２号→正３号　神戸３号→正１号

出土年 1889

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 22.2

同笵

備考 東博806　　（秋篠寺西） 神戸本写真間違い　神戸１号→正２号　神戸２号→正３号　神戸３号→正１号

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第２（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５７　８５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８５－１
2005　　東京国立博物館図版目録　38　ｐ４９
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１３　８

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第３（４）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５７　８５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６２－１
2005　　東京国立博物館図版目録　38　ｐ５０
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７５　１５７

奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

奈良　７ 大和７

奈良　８ 大和８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1892頃

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 不明

高さ 42

同笵

備考 吉野川近く

出土年 1918

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式末

文様（難波分類） 横帯文・流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 23

同笵

備考 東博8666  表裏で文様異なる

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７（２）
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７８　１６５【復元】

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１７
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２７図　ｐ２２・２３
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４１　ｐ６２
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３１　２４
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ４０　６０
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ３７　５１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４７　８２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ５６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ９９　１４４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５８－３
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７６　１５９

奈良　９ 大和９

奈良　１０ 大和１０

五條市火打町
旧　宇智郡坂合部村大字火打野小字丸山

御所市大字増（田中６０）
誤　旧　南葛城郡吐田郷村大字名柄小字田中６０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1937

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　竹之内型

所蔵・保管 個人

高さ 41.8

同笵

備考 十二神社東

出土年 1960？

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 奈良国立博物館

高さ 43.5

同笵 阿波３４

備考 霊元天皇皇女墓南側丘陵

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１４　１０

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２３　ｐ３６
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９０　１５５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ８２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７２－１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７７　１６２

奈良　１１ 大和１１

奈良　１２ 大和１２

天理市竹之内町　（庵治山）

奈良市山町   (早田)



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1972

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ～５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管
奈良県立橿原考古学研究所

附属博物館

高さ 現4.2

同笵

備考 双頭渦文飾耳破片

出土年 1980

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管
奈良県立橿原考古学研究所

附属博物館

高さ 21.8

同笵

備考 春日神社東

1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ６０　３５
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７８　１６６

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２１　２８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６３－１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７５　１５８

奈良　１３ 大和１３

奈良　１４ 大和１４

桜井市太田　（纏向遺跡）

生駒市平群町若井
字名　廿日山　通称　初香山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1885

号 1

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　大福型

所蔵・保管 桜井市教育委員会

高さ 45

同笵

備考 大福小学校

出土年 2008

号 2

型式（難波分類）

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 桜井市教育委員会

高さ 縦６センチ、横４．５センチ、厚さ２ミリ

同笵

備考 破片　鐸身

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ４０　４８
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７３　１１９
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２　１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ51　158
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ２１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１２－３
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ４２　７２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ26　31
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ２８

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ４４　７５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ66　110
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ２８

奈良　１５ 大和１５

奈良　１６ 大和１６

桜井市大福　（大福遺跡）

桜井市大福　（大福遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2009

号 3

型式（難波分類）

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 桜井市教育委員会

高さ 縦５・５cm、横８cm、厚さ２・５～４mm

同笵

備考 破片　舞部

出土年 2000

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式～扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 田原本町教育委員会

高さ 推45

同笵

備考 身の破片

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ４４　７６
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ66　110
2017　　青銅の鐸と武器　滋賀県立安土城考古博物館　ｐ２８奈良　１７ 大和１７

桜井市大福　（大福遺跡）

磯城郡田原本町　（唐古・鍵遺跡）

奈良　１８ 大和１８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2007

号

型式（難波分類）

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 奈良県立橿原考古学研究所

高さ 最大約４センチ角の銅鐸片３点

同笵

備考 破片

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 逸翁美術館

高さ 33.3

同笵

備考

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ４６　８４

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３２　５０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９２－２

奈良　２０ 大和２０

桜井市脇本　（脇本遺跡）

（伝）　天理市櫟本町　（高瀬川）
旧　添上郡櫟本村

奈良　１９ 大和１９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式末

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 32.9

同笵 近江３５

備考 辰馬４１４　３対耳

出土年 明治初年以前

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 個人

高さ 44.5

同笵 河内５伊勢７淡路７

備考

2000　　近江の銅鐸と河内の銅鐸　銅鐸博物館　ｐ４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６１－４
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２３　２８

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３３
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５３　ｐ７５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ４１　５６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７４－４
2009　　銅鐸奈良県立橿原考古学研究所ｐ７３　１５４　ｐ７７　１６３

大和２２

奈良　２１ 大和２１

（伝）　大和国

（伝）　大和国

奈良　２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 京都大学総合博物館

高さ 21.6

同笵

備考 個人旧蔵・根拠不明

出土年 1800以前

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 流水文　石上型

２区・全面　３対耳　鈕３耳

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 60.2

同笵 大和５

備考 辰馬４０６　　観古集

（伝）　大和国

（推）　大和国

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２４　３４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７９－１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ７８　１６４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３３　４０

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５５　ｐ７７
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１１
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３９
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９１　１５６
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１６９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ４２　６９
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０９－４
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２８　３５

奈良　２４ 大和２４

奈良　２３ 大和２３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 不明

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） 区袈裟襷文２式横帯分割型Ｂ２類

所蔵・保管 個人

高さ 37.5

同笵

備考 2014民家にて発見 http://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-2.pdf

奈良　２５ 大和２５

大淀町佐名伝

http://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-2.pdf�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 1861

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現18.4

同笵

備考 辰馬４２２  　鈕欠

出土年 1981

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 春日町歴史民俗資料館

高さ 現20.8

同笵

備考 埋納坑

兵庫１ 丹波２

京都７ 丹波１

京都市右京区京北下弓削町
旧　北桑田郡京北町下弓削

旧　北桑田郡弓削村大字下弓削

丹波市春日町野上野　（野々間遺跡）
旧　氷上郡春日町野上町字野々間233

出土地名

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７７Ａ
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８０－１

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 17　25
1990　　野々間遺跡　　兵庫県氷上郡春日町 巻首図版４・図版１５～
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二四　ｐ758
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７４　１１５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１２８
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１６　８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６３－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1981

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ１類

所蔵・保管 春日町歴史民俗資料館

高さ 現21.2

同笵

備考

兵庫２ 丹波３

丹波市春日町野上野　（野々間遺跡）
旧　氷上郡春日町野上町字野々間233

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 17　25
1990　　野々間遺跡　　兵庫県氷上郡春日町　巻首図版５・図版２０～
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二五　ｐ759
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７４　１１５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８３
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１６　８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８６－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 推　江戸末

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 『丹哥府志』三河内村の条

出土年 推　江戸末

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 『丹哥府志』三河内村の条

京都９ 丹後２

宮津市由良

京都８ 丹後１

宮津市由良



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1732

号 1

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

梅林寺銅鐸

所蔵・保管 梅林寺・京都国立博物館

高さ 107

同笵

備考 鐘鋳記録帳・宮津日記

出土年 1732

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 梵鐘に鋳潰し消滅

高さ

同笵

備考

京都１１ 丹後４

与謝郡与謝野町三河内（比丘尼城）
旧　與謝郡野田川町比丘尼城
旧　与謝郡三河内村比丘尼城

京都１０ 丹後３

与謝郡与謝野町三河内（比丘尼城）
旧　與謝郡野田川町比丘尼城
旧　与謝郡三河内村比丘尼城

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７７
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５８　５２
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社　ｐ　236
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７７Ｂ(上)
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２２１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ９５　１３９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３５－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ34　46



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1893

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） 迷路派流水文　明石型

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 45.7

同笵

備考 J甲232

出土年 1925

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱａ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現62.4

同笵

備考 東博34659

京都１３ 丹後６

舞鶴市下安久字小坂尻　（匂ヶ崎遺跡）

京都１２ 丹後５

与謝郡与謝野町明石５９９（和田）
旧　与謝郡加悦町明石和田　　須代神社

旧　与謝郡桑飼村大字明石小字和田

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３０
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４６図　ｐ４６
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版６０　ｐ８３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２１　１４
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　ｐ１６　１３・ｐ２８　３１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ３９　５４
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 233
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第７７Ｂ(下)
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２００
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０８－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３６　４４

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２１－２
2005　　東京国立博物館図版目録　29　ｐ３６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1925

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３式

文様（難波分類） 三遠４式　中根型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現30

同笵

備考 東博34660　　残欠

京都１４ 丹後７

舞鶴市下安久字小坂尻　（匂ヶ崎遺跡）

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－１１
2005　　東京国立博物館図版目録　29　ｐ３７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1912

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 45.9

同笵

備考 東博7123

出土年 1912

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 45.2

同笵 出雲１３

備考 東博7124

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２５
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４５図　ｐ４４
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２６　ｐ４０
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１５　１９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８０
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 15　23
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二八　ｐ762
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２２　２９【複製】
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ７８
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ46　137
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７０－２
2005　　東京国立博物館図版目録　35　ｐ４３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５２　４９　【複製】

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２６
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１３　ｐ２０
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１３　６
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１５　２０
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 241
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８１（１）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 16　23
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三〇　ｐ764
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６２　９７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１６・１７１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ７６
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６７
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ29　84
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７０－４
2005　　東京国立博物館図版目録　35　ｐ４４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５２　５０　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１１　４

豊岡市気比　　（溝口）
旧　城崎郡湊村大字氣比小字鷲崎

豊岡市気比　　（溝口）
旧　城崎郡湊村大字氣比小字鷲崎

兵庫３０ 但馬１

兵庫３１ 但馬２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1912

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 44.3

同笵

備考 東博7126　東奈良Ｒ３鋳型

出土年 1912

号 4

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現44.5

同笵 和泉１０出雲２９越前８

備考 東博7125

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２４
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１０図　ｐ７
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版７１　ｐ９４
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１２　５
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ１０　６・ｐ２６　２９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１６　２２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８２
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 16　23
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三一　ｐ765
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８３　１５０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０２・１６７・１９８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２１４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１４　１２・ｐ３２　４５
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ２２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６２－２
2005　　東京国立博物館図版目録　35　ｐ４６
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５３　５１　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ６３　１３６

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２７
1973　　日本の美術第８８銅鐸　三木文雄　第７図　ｐ４・第３１図　ｐ２８
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２９　ｐ４３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３７　３１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１６　２１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８１（２）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 17　23
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二九　ｐ763
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６３　９８【複製】
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　88
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７１－４
2005　　東京国立博物館図版目録　35　ｐ４５
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５３　５２　【複製】

兵庫３３ 但馬４

兵庫３２ 但馬３

豊岡市気比　　（溝口）
旧　城崎郡湊村大字氣比小字鷲崎

豊岡市気比　　（溝口）
旧　城崎郡湊村大字氣比小字鷲崎



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1978

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 日高教育委員会

高さ 推100

同笵

備考 破片１１７点

出土年 1991

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 豊岡市郷土資料館

高さ 現15

同笵

備考 鰭の破片

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館 p 14　24
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四八　ｐ782
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５８　８６【複製】
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９１
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ５４　２７
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１８

1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四九　ｐ783
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ５８　８７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９１
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ６０　３６
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１７

兵庫３５ 但馬６

兵庫３４ 但馬５

豊岡市日高町久田谷　（タカボコ８３）

豊岡市九日市上町　（女代神社南遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1901

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 石井谷型

所蔵・保管 高津古文化会館・京都国立博物館

高さ 約30

同笵

備考 鈕頂・鰭など欠損

出土年 1904

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 1958年焼失

高さ 約30

同笵

備考

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８４－３

鳥取１ 伯耆１

東伯郡琴浦町八橋
旧　東伯郡八橋村大字八橋小字龍湾

鳥取２ 伯耆２

東伯郡北栄町米里
旧　東伯郡北条町米里字蔵合屋



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1933

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 42.7

同笵 近江２摂津１９不明６不明７

備考 一対耳　東博22202 　

出土年 1947

号 1

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 倉吉博物館

高さ 30.4

同笵

備考 http://db.pref.tottori.jp/bunkazainavi.nsf/bunkazai_web_view/760B8C5F912AC9F64925796F0007FDC1?OpenDocument

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２０
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２５図　ｐ１９
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版７　ｐ１２
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４４
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２４　２５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２２　２６・ｐ４４　６４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８６　１５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ５１・５３　・１５３・１７８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ６２・６３
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１０【複製】
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ38　99
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９－１
2005　　東京国立博物館図版目録　51-1　巻頭・ｐ７０
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ４９　４４　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２６　３３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１１　８
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ7　2
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版１６

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８０－２

鳥取３ 伯耆３

東伯郡湯梨浜町小浜
旧　東伯郡泊村小浜字池ノ谷231

鳥取４ 伯耆４

倉吉市小田 　 (樋ノ口  軍人墓地）
旧　倉吉市小田字樋ノ口　　軍人墓地



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1948

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 倉吉博物館

高さ 44.2

同笵

備考 http://db.pref.tottori.jp/bunkazainavi.nsf/bunkazai_web_view/760B8C5F912AC9F64925796F0007FDC1?OpenDocument

出土年

号

型式（難波分類） 福田型

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現19.7

同笵

備考 辰馬４０１　　２区　　山川旧蔵

鳥取６ 伯耆６

鳥取５ 伯耆５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９８－１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸９
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３０図　ｐ２７
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３３　２６
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２１　２１
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７７　１０８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３３
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館  30
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７　ｐ２０　２５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ５０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ32　95
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７６－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５０　４５
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２４　３０

（伝）　伯耆国

倉吉市小田 　 (樋ノ口  軍人墓地）
旧　倉吉市小田字樋ノ口　　軍人墓地

http://db.pref.tottori.jp/bunkazainavi.nsf/bunkazai_web_view/760B8C5F912AC9F64925796F0007FDC1?OpenDocument�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1872

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 伯耆６と同一とする説あり

出土年 1872

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

鳥取８ 伯耆８

鳥取７ 伯耆７

（伝）　米子市郊外

（伝）　米子市郊外



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 鳥取県立博物館

高さ 身22.6

同笵

備考 鈕なし

鳥取９ 伯耆９

（伝）　米子市



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1795以前

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 梵鐘に鋳潰す 消滅

高さ ２尺３寸許

同笵

備考

出土年 1912

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 鳥取県立博物館

高さ 44.2

同笵 出雲２１

備考

八頭郡八頭町破岩
旧　八頭郡船岡町破岩

八頭郡八頭町下坂　　（東梶平）
旧　八頭郡郡家町下坂

旧　八頭郡賀茂村下坂勝谷

鳥取１０ 因幡１

鳥取１１ 因幡２

1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 248

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　第２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６４－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1922

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） 迷路派流水文　高住型

所蔵・保管 個人

高さ 40.5

同笵

備考 北野神社南右の谷

出土年 1952

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 43.3

同笵 摂津２１出雲３９出雲４０出雲４２

備考 J甲147

鳥取市高住　　（宮ノ谷）

岩美郡岩美町新井　（上屋敷）
旧　岩美郡本庄村上屋敷

鳥取１２ 因幡３

鳥取１３ 因幡４

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５６
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版６４　ｐ８７
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４３　３７
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２３　２４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２０８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　　ｐ１０８－２

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３２　ｐ４６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８８　１５３
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６７
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ28　81
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６９－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１７　１８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1959

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 鳥取県立博物館

高さ 44.5

同笵 讃岐６　阿波３７

備考 http://digital-museum.pref.tottori.jp/contents/jin103_detail.asp?cd=00004

出土年 1998

号 1

型式（難波分類） 突線鈕式３Ⅰｂ～５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 鳥取県埋蔵文化センター

高さ

同笵

備考 身の破片　２区出土

鳥取市越路　　（丸山）

鳥取市青谷町青谷　　(青谷上寺地遺跡)
旧　気高郡青谷町青谷

鳥取１５ 因幡６

鳥取１４ 因幡５

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１６　ｐ２５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ８８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７３－２

2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１７

http://digital-museum.pref.tottori.jp/contents/jin103_detail.asp?cd=00004�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1998

号 2

型式（難波分類） 突線鈕４式～５式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 鳥取県埋蔵文化センター

高さ

同笵

備考 身の破片　４区出土

出土年 1999

号 3

型式（難波分類） 近畿の新しい段階

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 鳥取県埋蔵文化センター

高さ

同笵

備考 身の破片　５区出土

鳥取市青谷町青谷　　(青谷上寺地遺跡)
旧　気高郡青谷町青谷

鳥取市青谷町青谷　　(青谷上寺地遺跡)
旧　気高郡青谷町青谷

鳥取１６ 因幡７

鳥取１７ 因幡８
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１７

2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2000

号 4

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） 東海派A１類？

所蔵・保管 鳥取県埋蔵文化センター

高さ 約7

同笵

備考 鰭の破片　８区出土

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 32.6

同笵

備考 因幡１とは別

鳥取１８ 因幡９

鳥取１９ 因幡１０

鳥取市青谷町青谷　　(青谷上寺地遺跡)
旧　気高郡青谷町青谷

（伝）　八頭郡八頭町破岩
旧　八頭郡船岡町破岩

2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1914

号 1

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 迷路派流水文A類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 45.8

同笵

備考
埋納坑
東博7397 耳あり

出土年 1914

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 42.5

同笵

備考 東博7398

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５７
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４３図　ｐ４２
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版６３　ｐ８６
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２８　３２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８７（１）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２１０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ39　109
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０８－４
2005　　東京国立博物館図版目録　53　ｐ７３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１１０　３９

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第８７（２）
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ46　141
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９２－３
2005　　東京国立博物館図版目録　53　ｐ７４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１１１　３９

島根１ 石見１

島根２ 石見２

邑智郡邑智町中野字仮屋
旧　邑智郡石見町中野 仮屋4133

旧　邑智郡中野村仮屋

邑智郡邑智町中野字仮屋
旧　邑智郡石見町中野 仮屋4133

旧　邑智郡中野村仮屋



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1922

号 1

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 27.3

同笵

備考 埋納坑　東博20129

出土年 1922

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現4.7

同笵

備考 身上端部破片　東博20130

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ46　140
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７７－２
2005　　東京国立博物館図版目録　52　ｐ７２
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１１０　４０

2005　　東京国立博物館図版目録　52　ｐ７２
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１１０　４０

島根４ 石見４

浜田市上府町　　　（城山上条遺跡）
旧　那賀郡上府村城山

浜田市上府町　　　（城山上条遺跡）
旧　那賀郡上府村城山

島根３ 石見３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1973

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県教育委員会

高さ 現31

同笵

備考 埋納坑　鈕外縁欠

出土年 1973

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県教育委員会

高さ 現16.3

同笵

備考 鈕欠

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１１１　１４０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４４　７９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１７８
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ51　152
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６４－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１０９　３７－２

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１１１　１４０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４４　７９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１８０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ51　152
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７７－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１０９　３７－２

島根５ 出雲１

島根６ 出雲２

松江市鹿島町佐陀本郷　　（志谷奥）
旧　八束郡鹿島町佐陀本郷志谷奥遺跡

松江市鹿島町佐陀本郷　　（志谷奥）
旧　八束郡鹿島町佐陀本郷志谷奥遺跡



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1985

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

九州系？福田型類似鐸？

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 23.4

同笵

備考 埋納坑　鈕の姿が特異

出土年 1985

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 23.7

同笵 山城５

備考

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４５　８０【複製】
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７５－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２０　４１－２

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０８
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４７－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２１　４１－２

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

島根７ 出雲３

島根８ 出雲４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1985

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 22.4

同笵 阿波３８

備考

出土年 1985

号 4

型式（難波分類） 菱環鈕２Ⅲ式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 23.8

同笵

備考

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１０・１１１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４８－１
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１０
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２１　４１－２

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０７
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４８－３

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

島根９ 出雲５

島根１０ 出雲６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1985

号 5

型式（難波分類） 菱環鈕１Ⅰ式

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 21.7

同笵

備考

出土年 1985

号 6

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 23.7

同笵 淡路１９

備考

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４５　８０【複製】
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ５４・５５
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４６－１
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２１　４１－２

1986　　荒神谷遺跡発掘調査概報（２）　図版２５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０９
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３１　１８７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４９－２
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版１８
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２１　４１－２

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

簸川郡斐川町神庭　（西谷　荒神谷）

島根１１ 出雲７

島根１２ 出雲８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 1

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 47

同笵 出雲３４

備考 埋納坑　　入れ子

出土年 1996

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 43.5

同笵

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３０
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２５－２
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１７
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　89
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０４－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２９　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３１
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１９－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７２－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２９　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根１３ 出雲９

島根１４ 出雲１０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.1

同笵 出雲３８

備考

出土年 1996

号 4

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.1

同笵 出雲１５出雲２７出雲３０紀伊３０

備考

1997　　加茂岩倉遺跡　　山陰中央新報社 ｐ１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５２－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２２　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１５－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p26 66
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５１－２
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２３　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根１５ 出雲１１

島根１６ 出雲１２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 5

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.1

同笵 但馬２

備考

出土年 1996

号 6

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.4

同笵 出雲１７　　不明５

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３１
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２１－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ29　83
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７０－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２９　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３１
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１３－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p27　71
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５４－１
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２３　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根１７ 出雲１３

島根１８ 出雲１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 7

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30.6

同笵 出雲１２出雲２７出雲３０紀伊３０

備考

出土年 1996

号 8

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 46.6

同笵

備考 加茂岩倉８号鐸型

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１５－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p26 67
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５１－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２３　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３１
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２９－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０２－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　70
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２９　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根１９ 出雲１５

島根２０ 出雲１６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 9

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.4

同笵

備考

出土年 1996

号 10

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.8

同笵

備考 鈕に海亀・重画文　水銀朱

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３１
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１３－２
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p27　72
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５４－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２３　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ２３ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版３０－１・３１－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ34　101
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０３－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　71
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３０　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根２１ 出雲１７

島根２２ 出雲１８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 11

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 復44

同笵 阿波２

備考

出土年 1996

号 12

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　慶野型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30.7

同笵

備考

1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１９－２
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１５
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ29　76
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６８－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　85

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５８－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　72
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２４　３２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根２３ 出雲１９

島根２４ 出雲２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 13

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 44.5

同笵 因幡２

備考

出土年 1996

号 14

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.1

同笵 出雲４１

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２４－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６４－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　73

1997　　加茂岩倉遺跡　　山陰中央新報社　ｐ１３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５３－４

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根２５ 出雲２１

島根２６ 出雲２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 15

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ａ類

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 46

同笵 淡路１２

備考

出土年 1996

号 16

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30.6

同笵 美濃５

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２３－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　91
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８１－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　86

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５５－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　75

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根２７ 出雲２３

島根２８ 出雲２４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 17

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30

同笵 大和２

備考

出土年 1996

号 18

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 47.7

同笵

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１２－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p27　74
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５２－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　76
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２３　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２６－１・２７－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ34　102
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０３－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　77

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根２９ 出雲２５

島根３０ 出雲２６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 19

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.3

同笵 出雲１２出雲１５出雲３０紀伊３０

備考

出土年 1996

号 20

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.4

同笵

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１４－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p26 68
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５０－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２４　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３４
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２９－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ36　103
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０３－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　78

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根３１ 出雲２７

島根３２ 出雲２８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 21

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 44.6

同笵 但馬４越前８和泉１０

備考

出土年 1996

号 22

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.4

同笵 出雲１２出雲１５出雲２７紀伊３０

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２２－１・２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　85
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７１－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　79
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３０　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１４－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p26 69
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５０－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２４　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根３３ 出雲２９

島根３４ 出雲３０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 23

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 47.55

同笵

備考

出土年 1996

号 24

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.3

同笵 出雲４６出雲４７

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ２４
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２６－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ35　104
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０４－１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　80
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２７　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１６－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５５－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　81
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２５　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根３５ 出雲３１

島根３６ 出雲３２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 25

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30.5

同笵

備考

出土年 1996

号 26

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 46.9

同笵 出雲９

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１２－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５４－４
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２５　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３０
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２５－１
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１７
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　90
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０４－４

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根３７ 出雲３３

島根３８ 出雲３４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 27

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.4

同笵 淡路１７

備考

出土年 1996

号 28

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ａ類

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.1

同笵

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３０
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１６－２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５７－４
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版１７
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２５　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３２
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２３－２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８２－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ４８　４２
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３０　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根３９ 出雲３５

島根４０ 出雲３６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 29

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 46.9

同笵

備考

出土年 1996

号 30

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 32.3

同笵 出雲１１

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３・４６
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版３０－２・３１－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ35　105
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０３－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　82
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３０　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１７－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　５２－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２５　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根４１ 出雲３７

島根４２ 出雲３８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 31

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.3

同笵 摂津２１因幡４出雲４０出雲４２

備考

出土年 1996

号 32

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.3

同笵 摂津２１因幡４出雲３９出雲４２

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２０－１
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１３【複製】
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ28　78
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６９－１
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３１　４２－２

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２０－２
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１３
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ28　79
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６９－２
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３１　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根４３ 出雲３９

島根４４ 出雲４０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 33

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31.6

同笵 出雲２２

備考 水銀朱

出土年 1996

号 34

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 44.6

同笵 摂津２１因幡４出雲３９出雲４０

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３５・４７
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１７－２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５３－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２６　４２－１

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２１－１
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ28　80
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６９－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３１　４２－２

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根４５ 出雲４１

島根４６ 出雲４２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 35

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 47.35

同笵

備考 重画文

出土年 1996

号 36

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 30.3

同笵 美作１

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２７－１・３
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ36　106
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０４－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ52　83
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２８　４２－２

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５３－１
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２６　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根４７ 出雲４３

島根４８ 出雲４４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 37

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 45.4

同笵

備考

出土年 1996

号 38

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31

同笵 出雲３２出雲４７

備考

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版２４－２
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ37　100
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６４－３
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ51　84

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１８－１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５５－３
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２６　４２－１

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

島根４９ 出雲４５

島根５０ 出雲４６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1996

号 39

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 文化庁・島根県立古代出雲歴史博物館

高さ 31

同笵 出雲３２出雲４６

備考

出土年 1997

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式か扁平紐式古段階

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 鳥取県教育庁埋蔵文化財調査センター

高さ 現19.5

同笵

備考 身の破片

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ３３
1997　　加茂岩倉遺跡発掘調査概報Ⅰ図版１８－２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５５－１
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１２６　４２－１

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ46　138
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－４
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１６

雲南市加茂町岩倉（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

松江市西川津町　　（西川津遺跡）

島根５１ 出雲４７

島根５２ 出雲４８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2003

号

型式（難波分類） 突線鈕式３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 島根県教育委員会

高さ 現6.05

同笵

備考 双頭渦文飾耳破片

出土年 1897以前

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 熊野神社・八雲立つ風土記の丘

高さ 約20

同笵

備考

2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１６

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ45　136
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６８－１

出雲市東林木町　　（青木遺跡）

（伝）　松江市八雲町熊野
旧　八束郡八雲町熊野

島根５３ 出雲４９

島根５４ 出雲５０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1891頃

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館?

高さ 20.6

同笵

備考 伯耆日野多里出土とされたもの

出土年

号

型式（難波分類） 福田型

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 八雲本陣記念財団

高さ 現22.3

同笵 肥前１

備考 鈕大半欠

1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ46　139
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６５－３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ９　１
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２１　１９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７５　１０５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２０　２４
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ８３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ４５
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ５８
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ32　93
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　１０－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ４８　４３　【複製】
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１０８　３６

島根５５ 出雲５１

島根５６ 出雲５２

（伝）　雲南市木次町付近
旧　大原郡木次町付近

（伝）　推　出雲国



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1973

号 3

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

最大３ｃｍ破片４個

所蔵・保管 文化庁

高さ

同笵

備考
２０１８
青銅器破片再調査で見つかる

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180601005311.html

島根５７ 出雲５３

松江市鹿島町佐陀本郷　　（志谷奥）
旧　八束郡鹿島町佐陀本郷志谷奥遺跡

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180601005311.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 821

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管

高さ ３尺８寸

同笵

備考 日本紀略

出土年 1790

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 不明

高さ 現３尺余

同笵

備考 集古十種・弘仁歴運記考　拓本

兵庫３６ 播磨１

兵庫３７ 播磨２

出土地名

『日本紀略』巻 29　弘仁 12 年（821）５月

播磨国

宍粟市山崎町須賀沢
旧　宍粟郡河東村須賀沢
旧　宍粟郡葛庄須賀村

1836    (写)弘仁歴運記考　　平田篤胤　　下１３
1985　　銅鐸の研究　梅原末治　資料編　木耳社 p 269
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９３（１）
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版五〇　ｐ784



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1814

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

繭山龍泉堂1966
欧米蒐蔵 日本美術図録

所蔵・保管 メトロポリタン美術館

高さ
４尺８分

102.4

同笵

備考
播磨国下本郷出土銅鐸古図
弘仁歴運記考

https://4travel.jp/travelogue/10947416

出土年
1886～

1892・1893

号

型式（難波分類） 菱環鈕２Ⅰ式

文様（難波分類） 横帯文

２区

所蔵・保管 焼失

高さ 35.5

同笵

備考 横帯分割？　４頭渦文

播磨４兵庫３９

兵庫３８ 播磨３

佐用郡佐用町下本郷
旧　佐用郡三日月町下本郷

姫路市夢前町神種
旧　飾磨郡夢前町神種字西川関の谷/神種西川738

旧　飾西郡鹿谷村神種　神種山関ノ谷

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３２　２５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７４　１０４（拓本）
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二　ｐ736
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２
2006　　朝日遺跡（第１３・１４・１５次）　名古屋市教育委員会　ｐ198-2

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９３（２）（３）
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四六　ｐ780
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３４－１

https://4travel.jp/travelogue/10947416�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1908

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式　閏賀型

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42.5

同笵

備考 辰馬４３５

出土年 1913か1918

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 個人

高さ 42.5

同笵

備考

宍粟市一宮町閏賀
旧　宍粟郡一宮町閏賀

旧　宍粟郡神戸村

加古川市八幡町上西条　　(東沢  望塚）
旧　加古郡八幡村上西條字東澤３３４番地１

兵庫４０ 播磨５

兵庫４１ 播磨６

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 13　16
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５１
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四〇　ｐ774
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２９　４４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１００－４

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２０
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９４（１）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 13　17
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三九　ｐ773
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２３２・２３３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９４－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1928

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 50.1

同笵

備考 一対耳　東博20925 山田川沿い

出土年 1960

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 文化庁・山崎町教育委員会

高さ 31.7

同笵

備考

神戸市垂水区舞子坂３丁目（投ヶ上）
旧　明石郡垂水村山田投ヶ上

宍粟市山崎町青木　　（中井小谷）
旧　宍粟郡山崎町青木字中井小谷

播磨８

兵庫４２ 播磨７

兵庫４３

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 13　18
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四一　ｐ775
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３０　４６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２３８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９９－１
2005　　東京国立博物館図版目録　32　ｐ４０

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 14　19
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版二六　ｐ760
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２１　２７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１６６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６７－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1980

号

型式（難波分類） 突線鈕式４式か５式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列？

所蔵・保管 宍栗市教育委員会

高さ 現19.6

同笵

備考 鈕の破片

出土年 1999

号

型式（難波分類） 突線鈕式３式の可能性

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 姫路市教育委員会

高さ 現6.0

同笵

備考 鰭か鈕脚壁の破片

兵庫４４ 播磨９

兵庫４５ 播磨１０

姫路市安田４丁目　（大井川遺跡第６地点）

宍粟市千種町岩野辺字穴尾
旧　宍粟郡千種町岩野辺字穴尾

1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館　p 20　20
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四九　ｐ783



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式横帯分割型Ａ類

所蔵・保管 大阪市立博物館

高さ 58.7

同笵

備考 伝播磨とする根拠不明

（伝）　播磨国

兵庫４６ 播磨１１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５５
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４６　４０
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３３　４４
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館 p 15　21
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三八　ｐ772
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２９　４５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１５　１３・ｐ２９　４０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８９－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５５　６６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1797

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

稲倉小東北方面

所蔵・保管 個人

高さ 43.6

同笵

備考 好事雑報・古物図説

出土年 1915

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 迷路派流水文Ａ２類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 48.3

同笵

備考 東博7849

倉敷市真備町妹    (池ノ上　　蓮池尻)
旧　真備郡真備町妹　蓮池尻

旧　吉備郡呉妹村大字妹字池ノ上

岡山２ 備中２

岡山１ 備中１

井原市下稲木町    （金安山フカタ池ノ上寺屋敷）
旧　小田郡稲倉村

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５９
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第８図　ｐ５
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版７３　ｐ９８
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５１　４５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ３０　４０
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　　木耳社 p 289-290
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９５
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１１６　１６６
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１３－４
2005　　東京国立博物館図版目録　56　ｐ７７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1945～1946

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） １２区袈裟襷文２式横帯分割型Ａ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42.7

同笵

備考 辰馬４５４

出土年 1989

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 迷路派流水文Ｂ２類

所蔵・保管 古代吉備文化財センター

高さ 57.7

同笵

備考 埋納坑 　３区

井原市木之子町　（猿ノ森　黒岩）
旧　後月郡木之子村大字猿ノ森2195

岡山市北区高塚　（高塚遺跡　フロヤ調査区）

岡山４ 備中４

岡山３ 備中３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５３
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１４図　ｐ９
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４７　４１
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１６
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６９　９５
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９　５２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２２
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２８　３７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８９－４

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ４４　５０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７１　１１２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０１・１１９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７６・２７７
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３１　４３
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ１８　９
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ51　159
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１７－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５１　４７
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ36　48



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1989

号

型式（難波分類） 突線鈕２式か３式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 古代吉備文化財センター

高さ

同笵

備考 身の破片

出土年 1992

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 井原市教育委員会

高さ 44.3

同笵

備考 埋納坑　備中１と近い出土

岡山市北区高塚　（高塚遺跡　角田調査区）

井原市下稲木町　（兼安字明見）

岡山５ 備中５

岡山６ 備中６

2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ66　108

1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０９
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２０　１０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９２－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1751～1763

号

型式（難波分類） 福田型

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現17.8

同笵

備考 東博10419　鈕欠

出土年

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

（伝）　総社市三須
旧　都窪郡三須

岡山７ 備中７

岡山８ 備中８

（伝）　岡山市北区足守　（上足守）
旧　吉備郡足守町大字上足守

旧　賀陽郡足守町

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３図　ｐ２
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３３　２７
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２０　２６
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ32　94
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７６－１
2005　　東京国立博物館図版目録　57　ｐ７８
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５１　４８　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2014

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 岡山県古代吉備文化財センター

高さ 31.6

同笵

備考 鈕に流水文 http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kodai/sinmeidoutaku-h27-2.html

岡山９ 備中９

総社市福井（神明遺跡）

2019  岡山県埋蔵文化財発掘調査報告 249　巻頭図版４・５

http://www.pref.okayama.jp/kyoiku/kodai/sinmeidoutaku-h27-2.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1845

号

型式（難波分類） 突線鈕２か３式

文様（難波分類） 近畿式（Ａ系列？）

所蔵・保管 散失

高さ ２尺６寸

同笵

備考 撮要録　古図現存

出土年 1893

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　安仁型

所蔵・保管 岡山県立博物館

高さ 31.2

同笵

備考

和気郡和気町和気　　　（寺屋敷）
旧和気郡和気村

岡山市東区西大寺一宮　（安仁神社裏山）
旧　邑久郡大宮村藤井

岡山９ 備前１

岡山１０ 備前２

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９４（２）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２６　３９
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１７６・１７７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７９－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 明治末

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類） 袈裟襷文

所蔵・保管 紛失

高さ １尺４～５寸

同笵

備考 兼基１号

出土年 1932・1933頃

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 盗難

高さ １尺２～３寸

同笵

備考 兼基２号

岡山市中区兼基　（笠井山山麓）
旧　上道郡幡多村大字兼基

岡山市中区兼基　　（鳥坂山）
旧　上道郡幡多村大字兼基

岡山１１ 備前３

岡山１２ 備前４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1944・1945頃

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 個人・倉敷考古館

高さ 28.5

同笵 阿波２５

備考

出土年 1950

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　１ａ式

所蔵・保管 岡山県立博物館

高さ 42.3

同笵

備考

倉敷市粒江　　　　（種松山）
旧　児島郡粒江村大字粒江　種松山

岡山市中区兼基　　（鳥坂山）
旧　上道郡幡多村大字兼基

岡山１４ 備前６

岡山１３ 備前５

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４１
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５７図　ｐ５８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１６４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７９－４

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２８　４２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０２－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1951

号

型式（難波分類） 外縁付鈕式？

文様（難波分類） ４区袈裟襷文？

所蔵・保管 岡山大学邑久考古館

高さ

同笵

備考 小破片８個

出土年 1962

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 53.8

同笵

備考

岡山市東区百枝月　（西畑　円福寺裏山）
旧　上道郡角山村　百枝月　（西畑）

岡山市東区草ヶ部　（大廻山）
旧　上道郡上道町草ヶ部小廻山

岡山１５ 備前７

岡山１６ 備前８

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－２

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－９
2005　　東京国立博物館図版目録　55　ｐ７６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1972

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 岡山大学文学部

高さ 29.8

同笵

備考 身の破片

出土年 1972

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 岡山大学文学部

高さ 11

同笵

備考 鈕部分

岡山市東区百枝月西畑
旧　上道郡角山村　百枝月　（西畑）

岡山市東区百枝月西畑
旧　上道郡角山村　百枝月　（西畑）

岡山１７ 備前９

岡山１８ 備前１０

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８４－４

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　１３９－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1985

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 岡山県立博物館

高さ 31.3

同笵

備考 埋納坑

出土年 1988

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ～３Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 玉野市文化会館

高さ 現14.2

同笵

備考 裾部破片

岡山市中区雄町137

玉野市沖海底

岡山１９ 備前１１

岡山２０ 備前１２

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２４　３３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１７４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７８－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 個人・岡山県立博物館

高さ 鈕８寸

同笵

備考 鈕の破片　　吉備出土根拠なし 不明２２と同じか？

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ ７尺３寸５厘

同笵

備考 吉備出土根拠なし

岡山２１ 備前１３

（伝）　岡山市東区吉原・西庄　付近

（伝）　推　備前国

岡山２２ 備前１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式

所蔵・保管 詳細不明

高さ 現23.3

同笵

備考 鈕のみ

（伝）　瀬戸内市邑久町周辺
旧　邑久郡邑久町周辺

岡山２３ 備前１５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1950

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 津山郷土博物館

高さ 29.6

同笵 出雲４４

備考

出土年 1963

号 1

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 発見直後行方不明

高さ 60以上

同笵

備考

（伝）　苫田郡鏡野町

岡山２５ 美作２

岡山２４ 美作１

勝田郡勝央町植月北　（池尻南小字念仏塚435）
旧　勝田郡植月村大字北

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１９　２２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１３２・１３３
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ45　134
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５３－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1963

号 2

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 発見直後行方不明

高さ 60以上

同笵

備考

美作３

（伝）　苫田郡鏡野町

岡山２６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1891

号

型式（難波分類） 福田型

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 個人

高さ 19.5

同笵

備考 　

広島１ 安芸１

広島市東区福田町 (狐が城えぼし岩)
旧　安芸郡安芸町福田・木の宗山・鳥帽子岩
旧　安佐郡福木村福田・木の宗山・鳥帽子岩

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸８
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２９図　ｐ２６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３０　２３
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　　ｐ２１　２０・ｐ４０　５９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１０８　１３６
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第９７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８　７８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ４７
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２１　２６
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ32　98
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７６－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５０　４６　【複製】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1813

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式または
扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 所在不明

高さ 推31.3

同笵

備考 拓本２枚墨書略図３枚

出土年 1961

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 広島県立歴史民俗資料館

高さ 28

同笵

備考

福山市神村町十区　　（萬福寺跡地）

世羅郡世羅町黒川　（下陰地）
旧　世羅郡世羅西町黒川下陰地

広島２ 備後１

広島３ 備後２

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２５　３５
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ47　142
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８０－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 820頃

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ １尺５～６寸

同笵

備考
諸寺縁起集所収
粉河寺大卒都婆建立縁起

出土年 1822

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式横帯分割型Ａ類

所蔵・保管 大英博物館２号

高さ 59.7

同笵

備考 伊太祈曽・貴志清所蔵銅鐸古図

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL168
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４４（１）
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９０－３

出土地名
紀の川市粉河

旧　那賀郡粉河町粉河

和歌山市吉里
旧　海草郡西山東村吉里字小山

和歌山１ 紀伊１

和歌山２ 紀伊２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1848～1853

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 大英博物館１号

高さ 約120

同笵

備考 朝来銅鐸

出土年 1859

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰ式？

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 東京大学総合研究博物館

高さ 身49.4

同笵

備考 鈕・舞欠

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１００（２）
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２６３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２３－４

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４３（１）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３６－２

西牟婁郡上富田町岩崎　　（野田）
旧　西牟婁郡朝来村岩崎　野田

旧　西牟婁郡岩崎村野田

日高郡みなべ町西本庄　（玉）
旧　日高郡南部川村西本庄　玉

旧　日高郡上南部村西本庄大字だま谷

和歌山３ 紀伊３

和歌山４ 紀伊４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1877

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 個人・紀伊風土記の丘

高さ 43.6

同笵

備考

出土年 1888以前

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 所在不明・海外？

高さ

同笵

備考 田辺・目良碧斉出版　熊野雑記

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社　p 312
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL207
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０１－４和歌山５ 紀伊５

和歌山６ 紀伊６

有田市千田（野井）
旧　有田郡保田村大字千田小字佐衛門九郎芝崎

西牟婁郡白浜町中
旧　西牟婁郡南富田村中



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1888以前

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ２型

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 25.9

同笵

備考 辰馬４２７

出土年 1890・1891頃

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

矢田ケ谷・宝満寺下

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 諸説あり、破片？飾り耳残欠

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL317
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４７
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８７－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３８　４８

和歌山８

和歌山７ 紀伊７

紀伊８

西牟婁郡白浜町中
旧　西牟婁郡南富田村中

田辺市秋津町矢矧　　（岩倉山）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1890頃

号

型式（難波分類） 外縁付鈕式？

文様（難波分類） 横帯？

所蔵・保管 不明

高さ
８寸

約27

同笵

備考 銅舌共伴？和田千吉作成見取図

出土年 1912

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 100

同笵

備考 東博7127

日高郡みなべ町西本庄　（雨乞山）
旧　日高郡南部川村西本庄字桑谷297-7

旧　日高郡上南部村大字桑谷

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　　木耳社　p 309

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０１(上)
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２６４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４１　７１
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１０【複製】
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３５－１
2005　　東京国立博物館図版目録　48　ｐ６８
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１６　１３

和歌山９ 紀伊９

和歌山１０ 紀伊１０

有田市山地
旧　有田郡箕島町大字山地１２５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1920

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 112.2

同笵

備考 東博8983

出土年 1923

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅱｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 82.2

同笵

備考 東博9903

日高郡みなべ町西本庄　（大久保山）
旧　日高郡南部川村西本庄421-35

旧　日高郡上南部村西本庄字大久保（通称爪谷）

日高郡日高町荊木　（向山）
旧　日高郡東内原村大字茨木　（通称向山）

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０１(下)
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２６５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３４－３
2005　　東京国立博物館図版目録　47　ｐ６７
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６８　７８　【複製】

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸７６
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第２１図　ｐ１４
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２６　１９
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３８　５７
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０３（１）
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２２５
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１５５・２２０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１９
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社ｐ１５　１４
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２４－１
2005　　東京国立博物館図版目録　45　ｐ６４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６７　７７　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１５　１２

和歌山１１ 紀伊１１

和歌山１２ 紀伊１２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1923

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 復88.6

同笵

備考 東博9904

出土年 1930

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 67.5

同笵

備考 東博20786

日高郡日高町荊木　（向山）
旧　日高郡東内原村大字茨木　（通称向山）

日高郡みなべ町晩稲　（常楽）
旧　日高郡南部川村晩稲

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０３（２）
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL225
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２３－３
2005　　東京国立博物館図版目録　45　ｐ６５
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１５　１１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６９
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３８　５５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５７　７８
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL267
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３０６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３８　５８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１６－１
2005　　東京国立博物館図版目録　46　ｐ６６

和歌山１３ 紀伊１３

和歌山１４ 紀伊１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号 1

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 41.4

同笵

備考 東博21476-1

出土年 1932

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文石井谷型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 31.8

同笵

備考 東博21476-2

有田市新堂  （石井谷）
旧　有田郡箕島村大字石井谷小字大峯1192番

有田市新堂  （石井谷）
旧　有田郡箕島村大字石井谷小字大峯1192番

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３２　４０
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９９－２
2005　　東京国立博物館図版目録　43　ｐ５９

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４０
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第６０図　ｐ６３
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３２　４０
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２０７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２０１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１８２
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ９６　１４０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７８－３
2005　　東京国立博物館図版目録　43　ｐ６０

和歌山１５ 紀伊１５

和歌山１６ 紀伊１６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1937

号 1

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文亀山型Ｂ２型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現22.2

同笵

備考 東博34327　鈕欠

出土年 1937

号 2

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文亀山型Ａ１型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現16.4

同笵

備考 東博34328　鈕欠

御坊市湯川町丸山　（朝日谷　亀山）
旧　日高郡湯川村大字丸山字朝日谷1129

御坊市湯川町丸山　（朝日谷　亀山）
旧　日高郡湯川村大字丸山字朝日谷1129

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４７
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL241
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８６－２
2005　　東京国立博物館図版目録　42　ｐ５６

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４６
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５８図　ｐ５９
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL241
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８６－３
2005　　東京国立博物館図版目録　42　ｐ５７

和歌山１７ 紀伊１７

和歌山１８ 紀伊１８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1937

号 3

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文亀山型Ｂ２型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現22.5

同笵

備考 東博34329　身破損

出土年 1939頃

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管
和歌山県教育委員会

和歌山県立紀伊風土記の丘

高さ 　鈕欠現21

同笵 不明６１

備考 藤田町野口出土誤認　小松原銅鐸

御坊市湯川町丸山　（朝日谷　亀山）
旧　日高郡湯川村大字丸山字朝日谷1129

御坊市藤田町吉田
誤　御坊市湯川町小松原　（朝日）

誤　旧　日高郡湯川村小松原

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２４２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８６－４
2005　　東京国立博物館図版目録　42　ｐ５８

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL２４７
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４９－１

和歌山１９ 紀伊１９

和歌山２０ 紀伊２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1940頃

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ

同笵

備考

出土年 1941頃

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管

高さ 身下辺横帯部破片現6.8

同笵

備考 破片１点

西牟婁郡上冨田町下田熊

日高郡みなべ町東岩代
旧　日高郡南部町東岩代

和歌山２１ 紀伊２１

和歌山２２ 紀伊２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1942

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 櫟本型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 46.1

同笵

備考 東博35565

出土年 1944頃

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 和歌山県教育委員会

高さ 22

同笵

備考 身の破片　

田辺市中芳養　　（林　　平か峰）
旧　西芳養郡芳養町林　　平ヶ峯

日高郡みなべ町晩稲　（下ノ尾）
旧　日高郡南部川村晩稲

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０５－１
2005　　東京国立博物館図版目録　41　ｐ５５

1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－７

和歌山２３ 紀伊２３

和歌山２４ 紀伊２４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1950

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 奈良国立博物館

高さ 現64.2

同笵

備考

出土年 1957

号

型式（難波分類） 突線鈕４式か５Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式C系列？

神倉山銅鐸

所蔵・保管 熊野速玉神社

高さ 現60

同笵

備考 破片２２個　

日高郡みなべ町晩稲　（久地峠）
旧　日高郡南部川村晩稲

旧　日高郡上南部村クジ峠

新宮市新宮　　（権現山）神倉神社ごとびき岩

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL266
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３４　５７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８６
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１９－２

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL347

和歌山２５ 紀伊２５

和歌山２６ 紀伊２６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1959

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式　閏賀型

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 46.8

同笵

備考 J甲258

出土年 1960

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 和歌山市教育委員会

高さ 現88

同笵

備考 破損破片化　４０片　

和歌山市小豆島　（砂州西方の川底）
旧　和歌山市田井ノ瀬砂山（紀ノ川の中洲）

和歌山市弘西　（橘谷）

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３３　４５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２３６
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３８　１９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０１－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５１　６２

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　PL１５１
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３９　２０
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ４紀伊２８

和歌山２７ 紀伊２７

和歌山２８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1965

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） 流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 和歌山県教育委員会

高さ 44.6

同笵

備考 全面１区

出土年 1971

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 和歌山市教育委員会

高さ 31.2

同笵 出雲１２出雲１５出雲２７出雲３０

備考

和歌山市有本　　（紀ノ川河川敷）

和歌山市黒田５０番地　（太田・黒田遺跡）

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５９　ｐ８２
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　PL１５２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７４　１１６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１９８
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１１５　１６５
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ３４　１７
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８３－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ６６　７６　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３０　３６

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL166
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４２　７５
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６６
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p26　70
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５１－１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１５　１４

和歌山２９ 紀伊２９

和歌山３０ 紀伊３０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1976

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式C系列

所蔵・保管 田辺市教育委員会

高さ 109

同笵

備考

出土年 1997

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅱ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 田辺市歴史民俗資料館

高さ およそ100

同笵

備考

田辺市秋津町　　（山田代）
旧　田辺市秋津町矢矧・山田代

田辺市下三栖　　　（後口谷）

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１０　７２
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３４－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ34　45

1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１５

和歌山３２ 紀伊３２

和歌山３１ 紀伊３１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1762？

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式C系統

所蔵・保管 道成寺

高さ 現113

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 熊野速玉神社

高さ 29.8

同笵

備考

（伝）　紀伊国

紀伊３４

（伝）　日高郡日高川町鐘巻大門
旧　日高郡川辺町鐘巻

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１００（１）
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　PL237
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３７８・３７９
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３７－４

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　補遺PL４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７７－３

和歌山３３ 紀伊３３

和歌山３４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　１ａ式

所蔵・保管 個人・東京大学考古学研究室

高さ 42.4

同笵

備考
阪田八十郎旧蔵　福井県野木銅
鐸とする説　根拠不明

出土年 1897

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列？

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 97.9

同笵

備考 辰馬４４９  山川氏旧蔵

（伝）　日高郡

（伝）　日高郡

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 323
1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　　補遺PL3
1999　　きのくにの銅鐸　　紀伊風土記の丘資料館　ｐ１９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３２－３

1983　　和歌山県史考古資料　　和歌山県　補遺PL2
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３１　４９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９３－３・ｐ１０２－１和歌山３５ 紀伊３５

和歌山３６ 紀伊３６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

出土年 1961

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類）

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 58.6

同笵

備考
東博38714
紀の川市粉河出土説あり

（伝）　西牟婁郡

（伝）　和歌山市宇田森　　（大屋都姫神社境内）

和歌山３８ 紀伊３８

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２８６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１４－３
2005　　東京国立博物館図版目録　東京国立博物館 49　ｐ６９

和歌山３７ 紀伊３７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1686

号 1

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 日光寺

高さ 22.5

同笵 淡路16　淡路18

備考
「淡路舊跡考」日光寺「宝鐸御届写」
１６８６年８個出土した内の？

出土年 1686

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 淡路草

兵庫４８ 淡路２

南あわじ市松帆慶野５５２－２
旧　三原郡西淡町慶野中ノ御堂

旧　三原郡松帆村大字笥飯野　中の御堂

南あわじ市松帆慶野
旧　三原郡西淡町慶野中ノ御堂

旧　三原郡松帆村大字笥飯野　中の御堂

兵庫４７ 淡路１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１１
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４図　ｐ３
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　参考
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０６（１）
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 18　26
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四　ｐ738
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１６・１１７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５０－２
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ7　3・ｐ10　9・ｐ19
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版２１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1686

号 3

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 淡路草

出土年 1688～1703

号

型式（難波分類） 菱環鈕１Ⅱ式

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 隆泉寺

高さ 24.2

同笵

備考 淡路草　中川原銅鐸

南あわじ市松帆慶野
旧　三原郡西淡町慶野中ノ御堂

旧　三原郡松帆村大字笥飯野　中の御堂

洲本市中川原町二ツ石
旧　津名郡中川原村大字清水字二ツ石（池底）

兵庫５０ 淡路４

兵庫４９ 淡路３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３
1973　　日本の美術第８８銅鐸　三木文雄　第２図　ｐ２・第６２図　ｐ６６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１０　２
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２０　１８
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７４　１０３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０８
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 18　27
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版１　ｐ735
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館 p１８　２１【複製】
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ５２
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４６－２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ５５　５４　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１０　２
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1802

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階？

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管

高さ １尺５寸余

同笵

備考 淡路草

出土年 江戸末

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 慶野型

所蔵・保管
慶野組　・

洲本市立淡路文化史料館

高さ 33

同笵

備考 中の御堂出土と伝わる　蕨

南あわじ市広田中筋　（堂丸）
旧　三原郡緑町広田中條・堂丸

旧　三原郡広田村大字中條字堂丸

南あわじ市松帆慶野
旧　三原郡西淡町慶野中ノ御堂

旧　三原郡松帆村大字笥飯野　中の御堂

兵庫５１ 淡路５

兵庫５２ 淡路６

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０６（２）
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版五〇　ｐ784

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１２
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５３図　ｐ５３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１４　７
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４７
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３１　３９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０５
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 18　29
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版八　ｐ742
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０２・１９６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１５４・１５５
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５８－２
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1959

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 44.5

同笵 大和２２伊勢７河内６

備考 東博37162

出土年 1751～1763

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 淡路草

南あわじ市倭文庄田
旧　三原郡倭文庄田笹尾694-1

（伝）　南あわじ市
旧　三原郡南淡町阿万・新田南・松ヶ池

旧　北阿万村新田南組松ヶ池

兵庫５３ 淡路７

兵庫５４ 淡路８

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３４
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５２　ｐ７４
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ４１　５７
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館 p 18　30
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三三　ｐ767
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６６　１０３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１０４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７４－３
2005　　東京国立博物館図版目録　37　ｐ４８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1825以前

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

新田南銅鐸と同一か？

所蔵・保管 不明

高さ

同笵 淡路１９

備考 淡路草

出土年 1825以前

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 淡路草

（伝）　南あわじ市賀集福井　　（大日寺付近）
旧　三原郡南淡町賀集福井大日寺付近

（伝）　南あわじ市神代地頭方
旧　三原郡三原町神代地頭方経所

兵庫５６ 淡路１０

兵庫５５ 淡路９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1825以前

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 淡路草

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ａ類

所蔵・保管 本興寺

高さ 46

同笵 出雲２３

備考 堅磐草・桃川村江井崎か？

（伝）　南あわじ市榎列上幡多
旧　三原郡三原町榎列上幡多岩淵

（伝）　淡路国
津名郡一宮町江井崎？

兵庫５７ 淡路１１

兵庫５８ 淡路１２

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４３　ｐ６４
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館  p 19　35
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版三四　ｐ768
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２２　３０
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ30　92
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８１－３
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版２３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） 流水文　東海派Ｃ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現37.3

同笵

備考 辰馬４０９　木の葉文　鈕欠　２区

出土年

号

型式（難波分類） 扁平紐式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　東海派Ａ１類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 46.8

同笵

備考 辰馬４３６　　中央縦帯木の葉文

（伝）　淡路国

（伝）　洲本市淡路川

兵庫５９ 淡路１３

兵庫６０ 淡路１４

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５６　ｐ７８
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１２
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館 p 19　36
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４０
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四四　ｐ778
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１０－１

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１８図　ｐ１２
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１２０　１４８
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２１
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２９　３４
1987　　兵庫の銅鐸　　兵庫県立歴史博物館 p 19　37
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５５
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版四三　ｐ777
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０１・２０５
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１０３　１４９
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０７－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2015

号 1

型式（難波分類） 菱環鈕２式

文様（難波分類） 横帯文

松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 26.7

同笵

備考

出土年 2015

号 2

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

１号内入れ子　　　松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 22.4

同笵 淡路１ 淡路１８

備考 １号内入れ子

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

兵庫６１ 淡路１５

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

兵庫６２ 淡路１６

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ12
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版４

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ10　9・ｐ12
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2015

号 3

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 31.3

同笵 出雲３５

備考

出土年 2015

号 4

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

　　　松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 22.5

同笵 淡路１　淡路１６

備考 ３号内入れ子

兵庫６３ 淡路１７

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

兵庫６４ 淡路１８

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ12
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版６

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ10　9・ｐ13
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2015

号 5

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 23.5

同笵 出雲８

備考

出土年 2015

号 6

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 32.2

同笵

備考

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ13
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版１１

兵庫６５ 淡路１９

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ12
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版８

兵庫６６ 淡路２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2015

号 7

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

松帆銅鐸

所蔵・保管 南あわじ市教育委員会

高さ 22.1

同笵

備考 ６号内入れ子

出土年 1800

号

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式A系列？

阿波国文庫拓本

所蔵・保管 不明

高さ ２尺９寸５分

同笵

備考 阿波志

兵庫６７ 淡路２１

南あわじ市市小井
石材会社・松帆地区採取砂山

2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ13
2019    松帆銅鐸と弥生社会　兵庫県立考古博物館　図版１２

鳴門市大麻町桧西谷山（乾谷）
旧　板野郡檜村

徳島１ 阿波１
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 365



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1867以前

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 45.7

同笵 出雲１９

備考 辰馬４１１

出土年 1868以前

号

型式（難波分類） 突線鈕４か５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列？

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 現28.3

同笵

備考 鈕のみ　　大野銅鐸

吉野川市川島町川島　（神後）
旧　麻植郡川島町大字川島字神後

阿南市下大野町渡り上り　（八貫渡）
旧　那賀郡大野村大字下大野字渡り上り（相ノ内）

徳島２ 阿波２

徳島３ 阿波３

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３６　ｐ５４
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２１（１）
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ９８・９９
1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６１
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ７・１５
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ29　77
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６８－３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ５６・５７

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 375
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ４４・４５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ67　111



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1879・1880頃

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ 一尺位

同笵

備考

出土年 1892・1983頃

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　長者ヶ原式

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 64.25

同笵

備考 辰砂

阿波市阿波町　　（久千田）
旧　阿波郡久勝村久千田

阿南市山口町北谷　　（長者ヶ原）
旧　那賀郡桑野村大字山口字北谷　長者ヶ原

徳島４ 阿波４

徳島５ 阿波５

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３５図　ｐ３３
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４３　７７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０５－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ４８・４９
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ53　参考２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1892・1983頃

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ・１ｂ式

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 現41

同笵

備考

出土年 1894～1896

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ ７寸

同笵

備考

阿南市山口町北谷　　（長者ヶ原）
旧　那賀郡桑野村大字山口字北谷　長者ヶ原

吉野川市鴨島町森藤
旧　麻植郡森山村字森藤

徳島７ 阿波７

徳島６ 阿波６

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９１－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ５０・５１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ53　87



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1900

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式　名東型Ａ類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 現34.7

同笵

備考 東博13262　出土後区画破壊

出土年 1911

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 迷路派流水文Ａ２類

所蔵・保管 個人　徳島県立博物館

高さ 62

同笵

備考

阿南市山口町末広　（田村谷）
旧　那賀郡桑野村大字山口字田村谷

吉野川市鴨島町上浦王子壇
旧　麻植郡鴨島町上浦王子壇135-2

旧　麻植郡牛島村大字上浦字浦山柳我坪池南

徳島８ 阿波８

徳島９ 阿波９

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第８０図　ｐ８８
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２０（２）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３５　５３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９７－２
2005　　東京国立博物館図版目録　61　ｐ８５
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ５４・５５

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５８
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版６８　ｐ９１
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２８　３３
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２９　３９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２２（１）
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９　５５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１４－１
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ４６・４７
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ６
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ28　38



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1913

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 不明

高さ ４尺８寸

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕式？

文様（難波分類） 近畿式？

所蔵・保管 不明

高さ ３尺位

同笵

備考 破片

徳島市八多町居内　（蔭地）
旧　勝浦郡多家良村大字八多　（蔭地）

徳島１０ 阿波１０

徳島１１ 阿波１１

徳島市八多町居内
旧　勝浦郡多家良村大字八多　（控山）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1915

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式　名東型Ａ類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 41

同笵

備考 東博7898

出土年 1921

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ａ式

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 42.1

同笵

備考

徳島１３ 阿波１３

徳島１２ 阿波１２

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１５図　ｐ１０
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２０（１）
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９７－１
2005　　東京国立博物館図版目録　60　ｐ８４
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ５２・５３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５１
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２２（２）
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２４４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９４－１
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ３８・３９

板野郡上板町神宅字山田９８
旧　板野郡大山村大字神宅字山田９８

阿南市椿町小曲り
旧　那賀郡椿村大字椿字小曲り



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1921

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式　横帯分割型Ａ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現34.5

同笵

備考 辰馬４４０　鈕欠

出土年 1927

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 現39.3

同笵 淡路１７

備考 鈕外縁欠

徳島１４ 阿波１４

徳島１５ 阿波１５

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３４図　ｐ３２
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６９　９６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９０－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ４０・４１

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ２８　４３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２３４・２３５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９６－３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ３６・３７

小松島市田野町勢合
誤　旧　那賀郡立江町赤石・勢合

阿南市椿町小曲り
旧　那賀郡椿村大字椿字小曲り



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

出土年 1932

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

徳島１６ 阿波１６

徳島１７ 阿波１７

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号 3

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

出土年 1932

号 4

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

徳島１９ 阿波１９

徳島１８ 阿波１８
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1932

号 5

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

出土年 1932

号 6

型式（難波分類） 扁平鈕式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 亀山型

東北大学・同志社大学・
徳島県立博物館・辰馬歴史資料館

所蔵・保管 ４か所分有

高さ

同笵

備考
他資料では７個としているが、
難波氏は６個としている。

徳島２０ 阿波２０

徳島２１ 阿波２１

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２２・２３・２４・２５・２６・２７

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田

徳島市上八万町星河内　（美田）
旧　名東郡上八万町星河内美田



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1948

号 1

型式（難波分類） 突線鈕１式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 復元52

同笵

備考 東博36494　類例なし

出土年 1948

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　１ｂ式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 41.3

同笵

備考 東博36493

徳島２２ 阿波２２

徳島２３ 阿波２３

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第７４図　ｐ８４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４６　８１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１０８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２８
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵２０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１１－２　復元
2005　　東京国立博物館図版目録　59　ｐ８２　　　　　復元
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ１６・１７　復元
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ７　復元

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５０
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　７４図　ｐ８４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４６　８１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９６－２
2005　　東京国立博物館図版目録　59　ｐ８１
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ１８・１９

徳島市国府町西矢野950-1　（源田）
旧　名西郡入田村源太カクレ谷源田溜池

徳島市国府町西矢野950-1　（源田）
旧　名西郡入田村源太カクレ谷源田溜池



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1948

号 3

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　名東型Ｂ類

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ

同笵

備考 東博36495　　残欠　辰砂

出土年 1959

号 1

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 29.7

同笵 備前５

備考

徳島２５ 阿波２５

徳島２４ 阿波２４

2005　　東京国立博物館図版目録　59　ｐ８３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２０

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４２
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５７図　ｐ５８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１６２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７９－３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ２８・２９
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ54　88

徳島市国府町西矢野950-1　（源田）
旧　名西郡入田村源太カクレ谷源田溜池

徳島市入田町安都真



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1959

号 2

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 21.6

同笵

備考

出土年 1959

号 3

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ３類

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 現24.7

同笵

備考

徳島２６ 阿波２６

徳島２７ 阿波２７

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８３－４
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ３０・３１
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ54　89

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３８図　ｐ３６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８７－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ３２・３３
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１０
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ55　90

徳島市入田町安都真

徳島市入田町安都真



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1959

号 4

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ２類

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 身21

同笵

備考 破損

出土年 1965

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ｂ系列

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 54.2

同笵

備考

徳島２８ 阿波２８

徳島２９ 阿波２９

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３９－８
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ３５
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ55　参考３

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第１９図　ｐ１３
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ５２　４６
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５３　７２
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３４　５６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３０８
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ47　146
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１６－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ４２・４３
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ７
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８　１

徳島市入田町安都真

阿南市下大野町畑田



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1987

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　名東型Ｂ類

所蔵・保管 徳島市教育委員会

高さ 39.3

同笵

備考 埋納坑　辰砂　下辺横帯なし

出土年 1992

号

型式（難波分類） 突線鈕５Ⅰ式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 徳島県立埋蔵文化財総合センター

高さ 97.8

同笵

備考 埋納坑

徳島３１ 阿波３１

徳島３０ 阿波３０

1991　　愛知の銅鐸　　愛知県清州貝殻山貝塚資料館　ｐ４２　４９
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１１　１１３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６３
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１０１　１４７
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２２　１１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９３－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ１０・１１
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１１

1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１９
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３８　５９
1996　　銅鐸　埋納と終焉を考える　銅鐸博物館　ｐ２４　１２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３５－３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ１４・１５
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ８
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１６　１４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ38　51

徳島市名東町　（名東遺跡）

徳島市国府町　（矢野遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1835

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

徳島３２ 阿波３２

（伝）　阿南市才見町
旧　那賀郡見能林村才見



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1868以前

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

出土年 1868頃

号

型式（難波分類） 外縁付鈕式２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 46.1

同笵 大和１２

備考 辰馬４０８

（伝）　徳島市川内町榎瀬
旧　板野郡榎瀬村

徳島３４ 阿波３４

徳島３３ 阿波３３

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版２４　ｐ３７
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４５
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 386
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　　３６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９０　１５５【複製】
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ８４・８５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７２－２
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ８・９

（伝）　徳島市八万町　（福万谷）
旧　名東郡八万町下八万谷



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1889・1890

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 鉾神社

高さ 推55

同笵

備考
飾耳なし 大福型の祖形　破片
阿波国微古雑抄

出土年

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

（伝）　三好市西祖谷山村榎　付近
旧　三好郡西祖谷山村榎名付近

（伝）　阿南市長生町付近
旧　那賀郡長生村付近

徳島３５ 阿波３５

徳島３６ 阿波３６

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 373
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２２８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 天理大学付属天理参考館

高さ 42

同笵 讃岐６
因幡５

備考 鈕頂欠

出土年 1919

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文 中山型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 22.2

同笵 出雲５

備考 東博38646  守屋氏旧蔵

（伝）　吉野川沿岸

（伝）　美馬市脇町
旧　美馬郡脇町

阿波３７

徳島３８ 阿波３８

徳島３７

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　1
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１９　ｐ２８
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　1
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９６　１７１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ９０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７３－１
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ６０・６１

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１１２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４８－２
2005　　東京国立博物館図版目録　110　ｐ１６３
2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ５８・５９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ２類

所蔵・保管 徳島県立博物館

高さ 26.3

同笵

備考

出土年 2013

号

型式 突線鈕式

文様

所蔵・保管 徳島大学埋蔵文化財調査室

高さ

同笵

備考 飾り耳破片 加工品 http://www.tokushima-u.ac.jp/docs/2013021800045/

徳島４０ 阿波４０

徳島市 蔵本町３丁目（庄・蔵本遺跡）
徳島大学蔵本キャンパス

徳島３９ 阿波３９

（伝）　徳島県内

2006　　徳島の銅鐸　　徳島県立博物館　ｐ６２・６３
2009　　もう一つの青銅器世界　　荒神谷博物館　ｐ１０

http://www.tokushima-u.ac.jp/docs/2013021800045/�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1806

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式横帯分割型Ｂ１類

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 40.4

同笵

備考 J甲512　　　シンネバエの１個か？

出土年 1868以前

号 1

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

善通寺市善通寺町北原　　（シンネバエ）

香川２ 讃岐２

香川１ 讃岐１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１１２
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１０２　１４８
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５７　６９

善通寺市大麻町　　（大麻山）
旧　讃岐国多度郡大麻山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1868以前

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

出土年 1872？

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　１ｂ式

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42.6

同笵

備考 辰馬４３８

善通寺市善通寺町北原　　（シンネバエ）

木田郡三木町下高岡　　（白山）
旧　木田郡下高岡村白山嶺

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０９（１）
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９７－３

香川３ 讃岐３

香川４ 讃岐４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1904

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式　名東型Ｂ類

所蔵・保管 六萬寺

高さ 現39.1

同笵

備考

出土年 1923

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 45.8

同笵 因幡５阿波３７

備考 東博9881　近隣豊田出土説あり

高松市牟礼町牟礼　（源氏ヶ峰ノタバ）
旧　木田郡牟礼町源氏ヶ峰ノタバ

観音寺市古川町　（南下）
旧　三豊郡一ノ谷村大字古川字南下　（クニカゲ）

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版１５　ｐ２４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１１３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ８６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７２－４
2005　　東京国立博物館図版目録　67　ｐ９６

香川５ 讃岐５

香川６ 讃岐６

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１０９（２）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１７０
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９９－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1926

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　石井谷型

所蔵・保管 不明

高さ 29.7

同笵

備考
岡田唯吉『綾歌郡陶村銅鐸発見

状況の大概』（1931）

出土年 1927

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文２式

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 42.4

同笵

備考 飾耳なし　東博20118

綾歌郡綾川町陶内間
旧　綾歌郡綾南町陶内間

三豊市高瀬町羽方　　（西ノ谷）
旧　三豊郡高瀬町羽方西ノ谷

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０１－２
2005　　東京国立博物館図版目録　69　ｐ９９

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１４２・１４３

香川７ 讃岐７

香川８ 讃岐８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1933

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 福岡市博物館

高さ 33.6

同笵

備考 https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=FCM1990B00410

出土年 1934

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 小豆島バス株式会社

高さ 31.2

同笵

備考

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１４０
2000　　福岡市博物館名品図録　　ｐ１５

香川９ 讃岐９

香川１０ 讃岐１０

坂出市加茂町　（明神原　五夜嶽山麓）
旧　綾歌郡加茂村

小豆郡小豆島町安田(極ケ谷)
旧　小豆郡内海町安田　(三五郎池西側牛飼場)

旧　小豆郡安田村牛飼場

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ１１０　１３９

https://images.dnpartcom.jp/ia/workDetail?id=FCM1990B00410�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1942

号

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 焼失

高さ

同笵

備考 破片

出土年 1949

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　名東型

所蔵・保管 多和文庫・京都国立博物館

高さ

同笵

備考 身の破片　２個

香川１２ 讃岐１２

香川１１ 讃岐１１

丸亀市土器町東５丁目　（青野山麓田潮八幡付近）
旧　丸亀市土器町

仲多度郡まんのう町吉野　（八幡神社境内）
旧　仲多度郡吉野村



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1965

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） 縦型流水文

所蔵・保管 文化庁

高さ 29.8

同笵 摂津４

備考 東奈良Ｒ２鋳型

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ３６　３０
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ２７　３７
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４４　ｐ６６
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ１２　１４９
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１６７　３ｂ
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ６６
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ２１【複製】
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ55　166
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７５－２
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ６２　１３３
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ27

香川１３ 讃岐１３

善通寺市吉原町　　（我拝師山北面）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1978

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式～扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 香川県埋蔵文化センター

高さ 約30？

同笵

備考 小破片７個

出土年 2003

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文　名東型ＢかＣ

所蔵・保管 香川県教育委員会

高さ

同笵

備考 破片　６個

香川１５ 讃岐１５

香川１４ 讃岐１４

さぬき市寒川町石田東加藤　（加藤・森広遺跡）
旧　大川郡寒川町　　（加藤・森広）

善通寺市仙遊町　　（旧錬兵場遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考

（伝）　仲多度郡内

（伝）　木田郡内

香川１６ 讃岐１６

香川１７ 讃岐１７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1817以前

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 42.7

同笵 桜ヶ丘４・５号鐸型

備考 東博37433　　塔鐸記

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

銅鐸の研究・琴陵男爵家所蔵鐸

所蔵・保管 琴陵氏・金刀比羅宮宝物館

高さ 32.7

同笵 摂津１８

備考 東京購入にて県外出土可能性あり

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３６（２）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６６－１

（伝）　讃岐国

（伝）　讃岐国某山中

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸５２
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第４９・５０図　ｐ５０．５１
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１６　９左
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ８・９・１３・３５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１１５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６９　１０７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ６・１４・３１・３８・３９・１６７
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２１６
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２８　３６
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８８－３・４
2005　　東京国立博物館図版目録　70-1　巻頭・ｐ１０１・１０２・１０３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ４７　４１　【複製】
2020    出雲と大和　　東京国立博物館　ｐ１３４　４３

香川１８ 讃岐１８

香川１９ 讃岐１９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 善通寺

高さ 約51.6

同笵

備考 他の出土説あり　鰭欠

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 350
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１５－１

（伝）善通寺市善通寺町３丁目 （善通寺五重塔下）

香川２０ 讃岐２０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2016

号

型式 突線鈕５Ⅱ式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 香川県教育委員会

高さ 約49.5

同笵

備考 破片　絵画 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/iseki.files/16962_L26_doutakukaisetsu2.pdf

出土年 1800以前

号

型式（難波分類）

文様（難波分類） ２区流水文

所蔵・保管 不明

高さ ２尺

同笵

備考 観古集・日本考古学人類学史下

香川２１ 讃岐２１

高松市松縄町　（天満・宮西遺跡）

1955　　日本考古学・人類学史下　清野謙次　岩波書店ｐ272

伊予国

愛媛１ 伊予１

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kosodate/bunka/bunkazai/iseki.files/16962_L26_doutakukaisetsu2.pdf�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 2010

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類）

所蔵・保管 四国中央市歴史考古博物館

高さ 8

同笵

備考 鈕部分のみ https://www.ehime-np.co.jp/article/news37954

出土年 1805

号

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式A系列

所蔵・保管 不明

高さ 復約２尺２寸

同笵

備考 南路志拓本

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 398
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２５（１）

香美市土佐山田町楠目
旧　香美郡大楠植村大字楠目

旧　香美郡楠目村　（葛目村談義所とも）

愛媛２ 伊予２

高知２ 土佐２

四国中央市上分町（上分西遺跡）

https://www.ehime-np.co.jp/article/news37954�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1874・1875頃

号 1

型式（難波分類） 突線鈕４式

文様（難波分類） 近畿式Ｃ系列？

所蔵・保管

高さ 115

同笵

備考

出土年 1874・1875頃

号 2

型式（難波分類） 不明

文様（難波分類）

所蔵・保管 不明

高さ 復元48

同笵

備考

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 403

安芸市伊尾木宮田岡　（切畑山）
旧　安芸郡伊尾木村切畑山

高知３ 土佐３

高知４ 土佐４

安芸市伊尾木宮田岡　（切畑山）
旧　安芸郡伊尾木村切畑山



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1882・1883頃

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式Ａ系列

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現48

同笵

備考 辰馬４４１　鈕大半欠

出土年 2001・2002

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階～突線鈕２式

文様（難波分類）

所蔵・保管 高知県埋蔵文化センター

高さ 現3.8

同笵

備考 鈕の破片

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１５－２

高知６ 土佐６

高知５ 土佐５

南国市田村乙　　（旧正善寺跡）
旧　香美郡田村

高知市春野町西分　（西分増井遺跡）
旧　吾川郡春野町西分　　（西分増井遺跡）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1746以前

号 1

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰａ式

文様（難波分類） 近畿式B系列

所蔵・保管 大川上美良布神社

高さ 75.7

同笵

備考 南路志・土陽淵岳志

出土年 1746以前

号 2

型式（難波分類） 突線鈕３Ⅰｂ式

文様（難波分類） 近畿式A系列

所蔵・保管 大川美良布神社

高さ 67

同笵

備考 南路志・土陽淵岳志 http://www.city.kami.kochi.jp/map/kawakamisama.html

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２１－２

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２６（２）
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３００
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２１－３高知７ 土佐７

高知８ 土佐８

（伝）　香美市香北町韮生野付近
旧　香美郡美良布村大字韮生野

（伝）　香美市香北町韮生野付近
旧　香美郡美良布村大字韮生野

http://www.city.kami.kochi.jp/map/kawakamisama.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1813以前

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） 近畿式A系列

所蔵・保管 琴平神社

高さ
現２尺４寸斗

60

同笵

備考 間際雑記・土佐州郡志

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式古段階

文様（難波分類） 横型流水文　有本型Ｂ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現40.5

同笵

備考 辰馬４１３　鈕頂欠

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社 p 393
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２６（１）
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２９８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１５－３

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版５８　ｐ８１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２０２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８３－３

高知９ 土佐９

高知１０ 土佐１０

（伝）　土佐郡土佐町土居付近？
旧　土佐郡森郷土居村

（伝）　香美郡



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1597以前

号

型式（難波分類） 突線鈕２式

文様（難波分類） ６区袈裟襷文

所蔵・保管 熊野神社

高さ 59.6

同笵

備考 御神体

出土年

号

型式（難波分類） 扁平鈕式新段階

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　渦森型Ｂ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 47.2

同笵

備考 辰馬４１７

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３９（誤伝徳島）
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１９
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７２　１００（誤伝徳島）
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４５
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ４３　７６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２６４（誤伝阿波）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０６－３

高知１２ 土佐１２

高知１１ 土佐１１

（伝）　安芸郡馬路村馬路相名（熊野神社付近）
旧　安芸郡馬路村相名

（伝）　高知県



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年 1893頃

号

型式（難波分類）

文様（難波分類）

所蔵・保管 行方不明

高さ １尺以下

同笵

備考 鈕欠

出土地名

福岡１ 筑前１

（伝）　福岡市東区馬出　　（九州大学病院）



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年 1998

号

型式（難波分類） 福田型

文様（難波分類） 横帯文

所蔵・保管 佐賀県教育委員会

高さ 28

同笵 出雲５２（伝出雲）

備考 埋納坑　逆立ち状態出土 http://bunka.nii.ac.jp/heritages/heritagebig/226382/1/1

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ７５－４

佐賀１ 肥前１

神埼郡東背振村辛上　（吉野ヶ里遺跡）

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/heritagebig/226382/1/1�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書

出土年

号

型式 菱環鈕２Ⅱ式

文様 横帯文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 23.7

同笵

備考 山川旧蔵　辰馬４０２ 鈕欠 　

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 19.7

同笵

備考

不明２
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　７

出土地名

不明１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　５
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３５
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　２９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４６－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ９　６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 菱環鈕２Ⅰ式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 27.4

同笵

備考 辰馬４２８

出土年

号

型式 外縁付鈕２式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 31.9

同笵

備考 辰馬４１８　　３対耳　蕨

不明４

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１３
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４３
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６１　９５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６６－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８６　１０１　【複製】
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１２　５
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２３　２９

不明３

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　８
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４１
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１２０・１２１・１２２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４７－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 31

同笵 出雲１４　出雲１７

備考 辰馬４１９

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 横型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42.5

同笵 摂津１９　伯耆３　近江２　不明７

備考 辰馬４０４

不明５

1997　　アサヒグラフ別冊銅鐸の谷　朝日新聞社　ｐ６６
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ１４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘 p27　73
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５４－２
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１１　３

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２１
1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３　ｐ６
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４１
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８４　１５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ５２
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ６０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５９－３
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２５　３２

不明６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 横型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42.4

同笵 摂津１９　伯耆３　近江２　不明６

備考 辰馬４０５　一対耳　吉川家旧蔵

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ９区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 現12.7

同笵

備考 辰馬４５３  鈕と身裾部欠　

不明７

不明８

1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５３
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１００　１４６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９４－２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５８　７１

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版４　ｐ７
1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　４３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３０
1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１９
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３３
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ８５　１５１
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ５３
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６０－１
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ２４　３０
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１１　９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 25.9

同笵

備考 推　和歌山県

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 32.5

同笵

備考

不明１０

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８４－２

不明９

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２９
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文　名東型Ｂ類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 41

同笵

備考 辰馬４４２

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階？

文様 ６区袈裟襷文１ｂ式？

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 43.2

同笵

備考 帯に長方形重ねた文様

不明１２

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　１４
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館ｐ９１－３

不明１１

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　２２
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５２
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１３
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ２８　３８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９９－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ５４　６５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 68.3

同笵

備考 辰馬４３４　裾部・鋳っぱなし

出土年

号

型式 突線鈕1式

文様 迷路派流水文Ａ１類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 55

同笵

備考 辰馬４１０　飾耳欠　深見家旧蔵　  

不明１４

1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　３８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０８－３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　p７３　９６

不明１３

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　３７
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　５０
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ９６　１７０
1998　　銅鐸を造る　　野洲町立歴史民俗資料館　ｐ５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９１－４
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１８　１６
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４９　６０
2015　　奇跡の発見！松帆銅鐸　ｐ28



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 天理大学参考館

高さ 19.3

同笵

備考 鈕頂欠

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 近畿式B系列

所蔵・保管 天理大学参考館

高さ 64.8

同笵

備考

不明１５

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　2
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８４－１

不明１６

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　5
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２２－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕４式

文様 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 天理大学参考館

高さ 114.5

同笵

備考

出土年

号

型式 菱環鈕１Ⅰ式

文様 横帯文

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 22.3

同笵

備考 東博35509　神田家旧蔵

不明１８

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸２
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第６３図　ｐ６８
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ１０　３
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ２０　１７
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ７　２０
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１５３・１５４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１２４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１４　１０・１１
2003　　考古資料大観　第６巻　小学館　ｐ８
2005　　東京国立博物館図版目録　108-1　巻頭・ｐ１６１
2006　　朝日遺跡（第１３・１４・１５次）　名古屋市教育委員会ｐ198-1
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８５　９８　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ９　５　【複製】

不明１７

1971　　銅鐸と銅利器　天理参考館　7
1975　　弥生の青銅器　銅鐸　銅利器　天理ギャラリー　7
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３９　６８
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３２８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３４－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 ４区袈裟襷文 中山型

所蔵・保管 東京国立博物館

高さ 30.6

同笵

備考 東博36667　伊達家旧蔵

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 明治大学考古学博物館

高さ 38.4

同笵

備考 明治大学２号　鈕頂欠 https://academy.meiji.jp/course/detail/2856/

不明２０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９７－４

不明１９

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸１４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ６１　９４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１３６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ５７－３
2005　　東京国立博物館図版目録　109　ｐ１６２
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８５　９９　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１６　１６　【複製】

https://academy.meiji.jp/course/detail/2856/�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 明治大学考古学博物館

高さ 41

同笵

備考 明治大学３号

出土年

号

型式 突線鈕２式

文様 近畿Ⅱ式

所蔵・保管 個人・岡山県立博物館

高さ 23.5

同笵

備考 鈕のみ

不明２１

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６１
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３３　５４
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１４
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３４　５０
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１２－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８７　１０２　【複製】

不明２２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕２式

文様 三遠式１式

所蔵・保管 岡山県立博物館

高さ 39.5

同笵

備考 ４区と６区

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 大英博物館３号

高さ 42

同笵

備考 ゴーランドコレクション　鈕車輪文

不明２４

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４４（２）
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１９０
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１４６　２０２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９１－１

不明２３

1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３６図　ｐ３４・３５
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ６１　８４
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３６６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２５－２
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ43　58



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式古段階

文様 横型流水文　有本型Ａ類

所蔵・保管 藤田美術館

高さ 46.7

同笵

備考

出土年

号

型式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 タブリン博物館

高さ 27

同笵

備考

不明２６

不明２５

1974    流水文銅鐸の研究　三木文雄　図版３７　ｐ５６
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ３８　５３
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版１６
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２０４・２０５
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８２－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２９　３５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 スコットランド国立博物館

高さ 33

同笵

備考 マンローコレクション 鈕頂欠

出土年

号

型式 不明

文様

所蔵・保管 ルーブル美術館

高さ 25

同笵

備考

不明２７
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９８－２

不明２８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 慶応義塾大学

高さ 44

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 九州国立博物館

高さ 41.3

同笵
河内１９摂津１６摂津１７摂津３７

越前４・不明３２

備考 J271 http://collection.kyuhaku.jp/gallery/34641.html

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　９５－４

不明３０

1978　　銅鐸　辰馬考古資料館　５２
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ５１　６９－１
1992　　兵庫県史　考古資料編　図版五　ｐ739
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ１４４

不明２９

http://collection.kyuhaku.jp/gallery/34641.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕２式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 22

同笵

備考

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文　中山型

所蔵・保管 崇福寺

高さ

同笵
河内１９摂津１６摂津１７摂津３７

越前４・不明30

備考 鈕欠

不明３２
2000    シルクロード学研究叢書3　同笵銅鐸の展開　難波洋三　ｐ15

不明３１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式

文様 袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 23.3

同笵

備考

出土年

号

型式

文様 袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 29

同笵

備考

不明３４

不明３３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕２式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 32.6

同笵

備考 区画内研磨　笹野１号　鈕欠損

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 近畿式Ｃ系列

所蔵・保管 吉永神社

高さ 84.5

同笵

備考 秀吉・天の半鐸　吉野川銅鐸

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸６３
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第３３図　ｐ３０・３１
1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７０　９７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ２１５　３
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５６
2002    銅鐸の考古学　佐原真　東京大学出版会　口絵１４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８７　１０３　【複製】

不明３６

1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ４４　６６
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１３２
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ１３５　１８９

不明３５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　渦森型Ａ類

所蔵・保管 大阪市立美術館

高さ 46.8

同笵

備考 平泉１号　渦森

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 行方不明

高さ 21.3

同笵

備考 平泉２号

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３７（２）
1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸３８
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版３４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　p２７　４１
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３５　５４
1998　　青銅器の世界　島根県八雲立つ風土記の丘　ｐ47　144
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０６－２

不明３８
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社　ｐ４２９第８１

不明３７



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 流水文

所蔵・保管 行方不明

高さ 30

同笵

備考 平泉３号

出土年

号

型式 外縁付鈕式

文様

所蔵・保管 行方不明

高さ 19.5

同笵

備考 阪本コレクション　鈕欠

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４０（２）

不明４０

不明３９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕２式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 行方不明

高さ 37.8

同笵

備考 鷺池コレクション　鈕頂欠

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 ６区袈裟襷文　大福型？

所蔵・保管 ウースター美術館

高さ 46.6

同笵

備考
1966欧米蒐蔵 日本美術図録
繭山龍泉堂　鈕削りあり

近江４０と同じ内容です　思案中

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４０（１）

不明４２

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２７９（拓影）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１２－２

不明４１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕２式

文様 流水文？

所蔵・保管 行方不明

高さ 30

同笵

備考 長谷川コレクション　

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕１式

文様（難波分類） 横型流水文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 42

同笵

備考
辰馬４１２  Ｂ面上部切り取られ
伝引佐・井伊谷出土は誤りという

不明４３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社 第１３９（３）

不明４４

1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館  ３１
1992    静岡県史　資料編３　考古三　ｐ402　283
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ１１５
1996　　祭りのカネ銅鐸　　佐原真　講談社　ｐ３０　４１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６０－４
2007　　浜松市の銅鐸　　浜松市博物館　ｐ４０　７－１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ８６　１００　【複製】
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ１２　１０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 袈裟襷文

所蔵・保管

高さ 30

同笵

備考 山川コレクション

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 ピーボディ・エセックス美術館

高さ

同笵

備考

不明４５

不明４６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９３－１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 名古屋市博物館

高さ 23.85

同笵

備考 吉田屋木村コレクション

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ 33

同笵

備考 森田一善堂　鈕欠

不明４７

1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社　ｐ４３３第８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０２－３

不明４８
1985　　銅鐸の研究　資料編　梅原末治　木耳社　ｐ４３４第８５



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 焼失

高さ 21

同笵

備考 玉井コレクション

出土年

号

型式 不明

文様

所蔵・保管 焼失

高さ 22.5

同笵

備考 細川旧蔵

不明４９
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３８

不明５０



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式

文様 袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ

同笵

備考 中山コレクション　鈕欠

出土年

号

型式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ 61.5

同笵

備考 原嘉堂コレクション　上半部

不明５１

不明５２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 近畿ⅡＣ

所蔵・保管 不明

高さ 64.5

同笵

備考 鈴木旧蔵

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 三遠３式

所蔵・保管 住友コレクション泉屋博古館

高さ 79.5

同笵

備考

不明５３
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３７（１）

不明５４

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３９（１）
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３０－４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕５Ⅱ式

文様 近畿式

所蔵・保管 誓願寺・京都国立博物館

高さ 100

同笵

備考 「丹哥府志」崇福寺銅鐸伝

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 迷路派流水文

所蔵・保管

高さ 61.2

同笵

備考 ３対耳　鈕３耳　鈕上へえぐり

不明５５

不明５６
1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ４８　４２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　渦森型

所蔵・保管 松本清張記念館

高さ 40

同笵

備考 渦森　４頭渦文　鈕欠

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 23.8

同笵 伊勢６

備考 辰馬４３２ 身下欠　花生け

不明５７

1983　　銅鐸　三木文雄　柏書房　ｐ７３　１０２
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０５－４

不明５８

1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　４６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６５－２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕５式

文様 近畿式

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 116.5

同笵

備考

出土年

号

型式 扁平鈕式？突線鈕？

文様
４区袈裟襷文　長者ヶ原型

横帯分割型

所蔵・保管 大阪市立美術館？

高さ 46.9

同笵

備考 長尾博物館旧蔵　鈕の突線

不明５９
1988　　考古資料図録　　辰馬考古資料館　６０

不明６０
1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館　図版５２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式（難波分類） 外縁付鈕２式

文様（難波分類） ４区袈裟襷文

所蔵・保管 大阪市立美術館

高さ 22.2

同笵 紀伊２０

備考 岸和田市白井家旧蔵

出土年

号

型式 扁平鈕新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 シアトル美術館

高さ 39.4

同笵

備考 鈕外縁欠

不明６１

1986　　大阪府の銅鐸図録　大阪府泉北考古資料館 　図版４
1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館  ｐ２５　３６
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ４８－４
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２１　２７

不明６２

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２４８
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９４－３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 関西大学

高さ 40

同笵

備考 鈕頂欠

出土年

号

型式 扁平紐式新段階

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 不明

高さ 42.4

同笵

備考
谷文晁旧蔵　弘仁歴運記考
桜ヶ丘４・５号鋳型

不明６３

1993　　銅鐸の世界展　　神戸市立博物館　ｐ３５　５９
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ９８－３

不明６４

1836    (写)弘仁歴運記考　　平田篤胤　　下１７
1973　　日本の美術　第８８　銅鐸　三木文雄　第５１図　ｐ５２
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１２７
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ３１
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ４６　４０　【復元】



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型Ａ１類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 30.2

同笵

備考 歴博１号　復元32.5

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型Ａ１類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 22.2

同笵

備考 歴博２号

不明６５

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ６２－４
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ２０　１０
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ２１　２６

不明６６

2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ２１　１１
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３３　４１



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型Ｂ３類

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 27

同笵

備考 歴博３号

出土年

号

型式 扁平鈕新段階

文様 ６区袈裟襷文１ｂ式

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 43.4

同笵

備考 歴博４号

不明６８

1964　　日本原始美術４　杉原荘介　講談社　銅鐸４８
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ２２　１３
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ４３　５４

不明６７

2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ２１　１２
2011　　豊穣をもたらす響き銅鐸　ｐ３９　４９



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕２式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 国立歴史民俗博物館

高さ 39.5

同笵

備考 歴博５号　鈕欠

出土年

号

型式 突線鈕５式

文様 近畿式C系統

所蔵・保管 アルカンシェール財団

高さ 101.3

同笵

備考 梅原氏:傳紀伊国大久保と

不明７０

1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１４１
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３６－３

不明６９

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１３－３
2009　　国立歴史民俗博物館資料図録６　ｐ２４　１４



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕５式

文様 近畿式C系統

所蔵・保管 文化庁

高さ 110.7

同笵

備考

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 流水文　石上型？

所蔵・保管 イタリアキヨッソーネ東洋美術館

高さ 58.4

同笵

備考 ２区　３対耳　鈕３耳

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１３６－４

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１０９－２

不明７１

不明７２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 21

同笵

備考 J甲481　左下区画カエル？ http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 6区袈裟襷文　東海派Ｃ類

所蔵・保管 平瀬氏蔵

高さ 51.8

同笵

備考 帯交叉部木の葉文

不明７３

1977　　日本原始美術大系　４　鐸　剣　鏡　田中琢　ｐ２３　１６
1979　　銅鐸　日本の原始美術７　佐原真　講談社　ｐ３６　４９
1995　　銅鐸の美　　国立歴史民俗博物館　ｐ108・２０４

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ８０－３

不明７４

http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕１式

文様 ６区袈裟襷文　東海派Ｃ類

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 46.4

同笵

備考 J甲453

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文　櫟本型

所蔵・保管 愛知県美術館

高さ 29.7

同笵

備考 木村定三コレクション　M1130 愛知県美術館（木村定三コレクション）より

不明７６

不明７５

2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１１０－４
2011　　大岩山銅鐸から見えてくるもの　ｐ28　39



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型B２類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 21.3

同笵

備考 辰馬４２９

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型A２類

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 16.8

同笵

備考 辰馬４３１

不明７７

不明７８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型A１類

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 20.4

同笵

備考 J甲463 http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html

出土年

号

型式 扁平鈕新段階

文様 ４区袈裟襷文　亀山型A２類

所蔵・保管 個人

高さ 推20

同笵

備考

不明８０

不明７９

http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕５Ⅱ式

文様 近畿式

所蔵・保管 九州国立博物館

高さ 110.2

同笵

備考 J３ http://collection.kyuhaku.jp/advanced/2160.html

出土年

号

型式 菱環鈕２Ⅱ式

文様 ４区袈裟襷文

2006　朝日遺跡（第１３・１４・１５次）　名
古屋市教育委員会　ｐ198-3

所蔵・保管 明治大学博物館

高さ 30.2

同笵

備考 明治大学４号　2003

不明８２

不明８１

2006　　朝日遺跡（第１３・１４・１５次）　名古屋市教育委員会　ｐ198-3

http://collection.kyuhaku.jp/advanced/2160.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕式

文様 袈裟襷文

花器

所蔵・保管 明治大学博物館

高さ

同笵

備考 明治大学５号　2013　鈕・身下部無 http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20130401/p19_03.html

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 三遠３式

所蔵・保管 アメリカ・クリーブランド美術館

高さ 97.8

同笵

備考 https://core.ac.uk/download/pdf/96947483.pdf

不明８４
2003　　考古資料大観　第６巻  小学館　ｐ１２６－２

不明８３

http://www.meiji.ac.jp/koho/meidaikouhou/20130401/p19_03.html�
https://core.ac.uk/download/pdf/96947483.pdf�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階？

文様 　　櫟本型？４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 29.5

同笵

備考 J甲520 https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 41.5

同笵

備考 J甲519 https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html

不明８６

不明８５

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html�
https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 京都国立博物館

高さ 43

同笵

備考 J甲504　　下辺横帯重孤文 https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html

出土年

号

型式 外縁付鈕１式

文様 ４区袈裟襷文中山型

所蔵・保管 池田氏蔵

高さ

同笵

備考

不明８８

不明８７

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/db/index.html�


現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 外縁付鈕式

文様 ４区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 45

同笵

備考 辰馬４２４

出土年

号

型式 扁平鈕式

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 辰馬考古資料館

高さ 43.1

同笵

備考 辰馬４４３

不明９０

不明８９
2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１２　６

2009　　銅鐸　奈良県立橿原考古学研究所　ｐ１９　１８



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕式３Ⅰｂ式

文様

所蔵・保管 ブルックリン美術館

高さ 87.3

同笵

備考

出土年

号

型式 突線鈕式５Ⅱ式

文様

所蔵・保管 個人

高さ

同笵

備考

不明９１

不明９２



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕式４式

文様 近畿式

所蔵・保管 フリーア美術館

高さ 95.7

同笵

備考 https://www.freersackler.si.edu/object/F1968.73/

出土年

号

型式 外縁付鈕２式

文様 ４区袈裟襷文

３対耳

所蔵・保管 不明

高さ 約37

同笵

備考 出土地不明松平氏旧蔵鐸

不明９４
1985　　銅鐸の研究　図録編　梅原末治　木耳社　第１３６（１）

不明９３



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式

文様 ６区袈裟襷文

元東博20053

所蔵・保管 イタリア国立東洋美術館

高さ 51.5

同笵

備考 昭和４０年東博寄贈　交換か？

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 アイルランド国立装飾芸術 歴史博物館

高さ

同笵

備考 鈕少し欠けている https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g186605-d216337-Reviews-National_Museum_of_Ireland_Decorative_Arts_History-Dublin_County_Dublin.html

不明９５
1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ２５２

不明９６



現県名 旧国名 銅鐸画像参考書出土地名

出土年

号

型式 突線鈕３式

文様 近畿式６区袈裟襷文

所蔵・保管 個人

高さ 98

同笵

備考

出土年

号

型式 扁平鈕式新段階

文様 ６区袈裟襷文

所蔵・保管 九州国立博物館

高さ 42.5

同笵

備考 J272 https://collection.kyuhaku.jp/advanced/34642.html

1995　  日本出土青銅器の研究　図録編　三木文雄　ｐ３１８
2012　　清華譜Ⅳ　　古裂會　ｐ２・３・４

不明９８

不明９７

https://collection.kyuhaku.jp/advanced/34642.html�
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