
銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

石川　１ 加賀１
（伝）　河北郡内灘村河北潟畔
旧　河北郡内灘村向粟崎

扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 43.7 所蔵者 鍔良一氏

石川　２ 加賀２ （伝）木谷藤右衛門氏 旧蔵鐸 木谷藤右衛門氏 旧蔵鐸

福井　１ 若狭１ 若狭国 842 不明

福井　２ 若狭２
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

1899 外縁付鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 40.6 東博809

福井　３ 若狭３
三方上中郡若狭町向笠　（仏浦）
旧　三方郡三方町向笠仏浦

1969 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ａ系列 現60

福井　４ 若狭４ 三方郡美浜町郷市　（南伊夜山） 2001 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ｂ１類 43

福井　５ 越前１ 1 外縁付鈕１式 ２・３区流水文 流水文 55.2 辰馬４０３　　絵画

福井　６ 越前２ 2 菱環鈕２式 ２Ⅰ式 ４区袈裟襷文 47.4 　　　　　　　　絵画

福井　７ 越前３
鯖江市新町　（石山）
旧　今立郡新横江村　新町

1914 突線鈕２式 ６区袈裟襷文 横帯分割型Ｄ２類 52.3
三遠式の前身
東博7399

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

1926 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 42.2

摂津16
摂津17
摂津37
河内19
不明
不明

福井　９ 越前５ 1
突線鈕２式
３Ⅱｂ～５Ⅱ式

近畿式 鈕破片

福井　１０ 越前６ 2 突線鈕式？ 近畿式？ 身破片

福井　１１ 越前７ 3 突線鈕式？ 近畿式？ 身破片（袈裟襷文）

福井　１２ 越前８
（伝）　大石
（伝）　坂井市春江町井向島田

外縁付鈕２式 ３区流水文 横型流水文 43.1

長野　１ 信濃１ 塩尻市大門　（柴宮） 1960 突線鈕３式 三遠式 三遠２式 64.2 埋納坑
長野　２ 信濃２ 1 外縁付鈕１式 流水文 現17.3
長野　３ 信濃３ 2
長野　４ 信濃４ 3
長野　５ 信濃５ 4
長野　６ 信濃６ 5
長野　７ 信濃７ （伝）　松本市宮淵　　（本村遺跡）（本村二つ塚） 突線鈕３式 ２式か３式 三遠式 三遠１式か２式 現8.5 鈕破片

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
旧　可児郡久々利村大字久々利番場・狐塚

1733 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿ⅣＣ Ｃ系列 111 重美考古57

岐阜　２ 美濃２
岐阜市上加納山
旧　稲葉郡上加納村篠ヶ谷

1716～1735 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 現27
菱環部無文
東博38437

岐阜　３ 美濃３
大垣市十六町
旧　不破郡荒崎村十六字中林

1901 外縁付鈕１式 菱環鈕２Ⅲ式 ４区袈裟襷文 25.7

岐阜　４ 美濃４ 大垣市荒尾町・檜町　　（荒尾南遺跡） 2006 突線鈕式３Ⅰｂ～５式 近畿式 現5
双頭渦文飾耳破片
東海環状自動車道

岐阜　５ 美濃５ （伝）　美濃国 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 出雲２４ 重美考古106

岐阜　６ 美濃６
（伝）　岐阜市切通
旧　岐阜市細畑切通

扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文１ｂ式
上半のみ残存
重美考古105

岐阜　７ 飛騨１ 1 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 29.8
岐阜　８ 飛騨２ 2 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 東海派Ａ２類 31.5

重美考古58
高山線線路工事

1932

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

1868

坂井市丸岡町高柳・下安田　（高柳・下安田遺跡） 2004

中野市柳沢　　（柳沢遺跡） 2007

下呂市萩原町上呂
旧　益田郡萩原町上呂



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

静岡　１ 遠江１
掛川市長谷　（小出ヶ谷）
旧　小笠郡大池村長谷小出谷

1772 突線鈕３式 ２式か３式 三遠式
60

２尺余

静岡　２ 遠江２
浜松市北区三方原町
旧　浜名郡三方原

1787 突線鈕３式 三遠式
58.8

1尺9寸5分

静岡　３ 遠江３ 1 突線鈕５式 近畿式 112.3
鈕のみ（東観音寺）
重美考古53

静岡　４ 遠江４ 2 突線鈕５式 近畿式 ３尺９寸 鋳潰し

静岡　５ 遠江５ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式 74.2 東博828
静岡　６ 遠江６ 2 突線鈕３式 三遠式 ２式 57.6

静岡　７ 遠江７ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式 64.6
入れ子埋納
東博36666
重美考古52

静岡　８ 遠江８ 2 不明

静岡　９ 遠江９ 1 突線鈕３式 三遠式 ２式 56.1

静岡　１０ 遠江１０ 2 突線鈕２式 三遠式 １式 64.8

静岡　１１ 遠江１１ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式 68.5
東博829
絵画

静岡　１２ 遠江１２ 2 突線鈕３式 三遠式 ２式 62.7
辰馬４４８
重美考古51

静岡　１３ 遠江１３ 2000 3 突線鈕３式 三遠式 ３式 77.1 埋納坑

静岡　１４ 遠江１４ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式 81.2 東博5715　　　

静岡　１５ 遠江１５ 2 突線鈕３式 三遠式 ３式 現71.2
東博5716
絵画

静岡　１６ 遠江１６
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

1912 突線鈕３式 三遠式 ３式 62.9
絵画
東博6731

静岡　１７ 遠江１７
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

1933 突線鈕３式 三遠式 ２式 現46.6
絵画
東博21639

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）

1950 突線鈕４式 近畿ⅢＡ Ａ系列 96.7
埋納坑
東博36664

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

1965 突線鈕４式 近畿ⅡＢ Ｂ系列 96 埋納坑

静岡　２０ 遠江２０ 1 突線鈕３式 Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 69.6
静岡　２１ 遠江２１ 2 突線鈕３式 三遠式 ２式 推65

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

1967 突線鈕３式 Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 72.3

静岡　２３ 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

1983 突線鈕２～３式 ３Ⅰｂ～３Ⅱ式 近畿式 鰭飾耳破片

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

1987 突線鈕式 ３Ⅱａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 59

静岡　２５ 遠江２５ 浜松市北区都田町前原　（前原Ⅷ遺跡） 1987 突線鈕２式 三遠式 １式 67.3 埋納坑

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

1989 突線鈕３式 ２式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 72.7 埋納坑

静岡　２７ 遠江２７ 浜松市東区天龍川町　　（松東遺跡） 1990 突線鈕３式 ３Ⅰａ～３Ⅱａ式 近畿Ⅱ 現6.6 双頭渦文飾耳
静岡　２８ 遠江２８ 袋井市高尾　　（掛之上遺跡） 2001 突線鈕２～３式か 現6.5 身の破片

静岡　２９ 遠江２９ （伝）　浜松市浜松南方海浜 突線鈕式 ３Ⅰｂ～３Ⅱ式 近畿式
双頭渦文飾耳
鰭の破片

静岡　３０ 遠江３０ （伝）　遠江 突線鈕３式 三遠式 ４式　中根型 78.1

静岡　３１ 遠江３１
（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

1868～1912 不明
再埋納と伝える
小野と同じか？

静岡　３２ 遠江３２
（伝）浜松市北区引佐町井伊谷
旧　引佐郡引佐町井伊谷

外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 42 辰馬４１２

静岡　３３ 伊豆１
伊豆の国市田京　　（段遺跡）
旧　田方郡大仁町田京・段

1988 突線鈕式 ４式か５式 近畿式 重弧文飾耳の破片

静岡　３４ 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

突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿ⅣＣ Ｃ系列 118.2 辰馬４５０

静岡　３５ 駿河１ 沼津市下香貫　　（藤井原遺跡） 1976 突線鈕３～５式 ３Ⅱａ～５Ⅱ式 近畿式

1890

1880

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

1966

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

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

1908

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

1868

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

湖西市白須賀　（鍛冶ヶ岳）
旧　浜名郡白須賀村

1801

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

1838
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愛知　１ 尾張１ 1 扁平鈕式 ４区袈裟襷文
33.6

1尺1寸斗

愛知　２ 尾張２ 2 扁平鈕式 ４区袈裟襷文
30.3
１尺

愛知　３ 尾張３ 1 突線鈕３式 三遠式 ４式　中根型 推90以上

愛知　４ 尾張４ 2 不明

愛知　５ 尾張５
名古屋市瑞穂区軍水町３丁目
旧　愛知郡中根村

1870 突線鈕３式 三遠式 ４式　中根型 83.2 辰馬４４７

愛知　６ 尾張６
小牧市北外山
旧　東春日井郡小牧町北外山南屋敷1500

1915 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 36
外山神社
重美考古54

愛知　７ 尾張７ 1975 1 突線鈕５式 ３Ⅱａ～５Ⅱ式 近畿式 現5.4 双頭渦文飾耳
愛知　８ 尾張８ 1980 2 突線鈕３～５式 ３Ⅰａ～３Ⅱａ式 近畿式 現6.9 双頭渦文飾耳
愛知　９ 尾張９ 1989 3 扁平鈕式 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 ４区袈裟襷文　東海派Ｂ類 46.3 埋納坑
愛知　１０ 尾張１０ 一宮市大和町苅安賀 （八王子遺跡） 1997 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文？ 21.6 埋納坑
愛知　１１ 尾張１１ 名古屋市南区見晴町　　（見晴台遺跡） 1999 突線鈕２式 近畿式 現2 双頭渦文飾耳
愛知　１２ 尾張１２ （伝）　名古屋市緑区鳴海町海底 突線鈕式 近畿式 ２尺４寸
愛知　１３ 尾張１３ （伝）　名古屋市中区名古屋城濠 突線鈕５式 Ⅱ式 近畿ⅣＢ Ｂ系列 現106 重美考古111

愛知　１４ 尾張１４ （伝）　愛知郡 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 全面１区流水文 横型流水文　有本型Ｂ類 約46
近江３７
三河１１

愛知　１５ 尾張１５
（伝）　名古屋市熱田区白鳥町
旧　愛知郡熱田町白鳥

1830～1843

愛知　１６ 尾張１６
（伝）　岩倉市　大上市場　（新溝神社境内）
岩倉市本町宮西

1904頃 １尺内外 新溝神社

絵図のみ
大縣神社

貴船神社
春日井市神領町1147
旧　東春日井郡神領村　屋敷田
旧　東春日井郡篠木村　神領

1858

清須市朝日　　　　（朝日遺跡）
旧　西春日井郡清洲町朝日

1850以前
犬山市宮山
旧　丹羽郡楽田村二ノ宮山
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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）

860 不明 ３尺４寸

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

1661～1672 不明

愛知　１９ 三河３ 1 不明 ３尺７寸
愛知　２０ 三河４ 2 不明
愛知　２１ 三河５ 3 不明

愛知　２２ 三河６
岡崎市洞町
旧　額田郡男川村・洞

1796 突線鈕３式 三遠式

愛知　２３ 三河７
西尾市幡豆町
旧　幡豆郡幡豆町　　（安泰寺山）
旧　幡豆郡幡豆町大字西幡豆字講伏

1789～1800 不明 近畿式？

愛知　２４ 三河８ 1 不明
愛知　２５ 三河９ 2 不明

愛知　２６ 三河１０ 北設楽郡設楽町田峯（田嶺） 1831 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 東海派Ｄ類 35.6
砥鹿神社
重美考古55

愛知　２７ 三河１１
豊川市御津町広石
旧　宝飯郡御津町広石・新宮山

1878 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 全面１区流水文 横型流水文　有本型Ｂ類 45.6
尾張１４
近江３７

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

1881 突線鈕３式 三遠式 ３式 73.2 東博830

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

1897 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 東海派Ｃ類 31.1 東博804

愛知　３０ 三河１４
豊川市千両町
旧　宝飯郡八幡村千両

1903 外縁付鈕式 ２式 ４区袈裟襷文 56.4 重美考古56

愛知　３１ 三河１５ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式末　伊奈型 74.3 東博9984
愛知　３２ 三河１６ 2 突線鈕４式 ３式 三遠式 ４式　　伊奈型 81 東博9985
愛知　３３ 三河１７ 3 突線鈕４式 ３式 三遠式 ４式　　伊奈型 81.5 東博9986
愛知　３４ 三河１８ 1962 1 突線鈕４式 近畿ⅢＢ Ｂ系列 現76
愛知　３５ 三河１９ 1971 2 突線鈕式 近畿式 双頭渦文飾耳
愛知　３６ 三河２０ 豊田市手呂町 1971 突線鈕３式 三遠式 ３式 97.7
愛知　３７ 三河２１ 豊田市弥生町１丁目　（下長山） 1972 突線鈕１式 東海派Ｄ類 40.7 上善寺境内
愛知　３８ 三河２２ 1 突線鈕５式 ５Ⅰ式 近畿Ⅳ 112 破砕
愛知　３９ 三河２３ 2 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿Ⅳ 124 破砕

愛知　４０ 三河２４
豊川市御津町豊沢字引釣
旧　宝飯郡御津町豊沢

1985 不明 突線鈕３Ⅰｂ式 近畿式？ Ａ系列 66.8

愛知　４１ 三河２５ 豊橋市牛川町字西側　　（西側遺跡） 2002 突線鈕３Ⅰａ～３Ⅱ式 近畿式 復元2.5 双頭渦文飾耳
愛知　４２ 三河２６ 豊橋市瓜郷町字寄道　（瓜郷遺跡） 1947～1949 不明 裾部破片

愛知　４３ 三河２７ 1 不明
約45

１尺５寸
東海産

愛知　４４ 三河２８ 2 不明
愛知　４５ 三河２９ 1 突線鈕３式 三遠式 ３式末　中根型 87.8 法蔵寺
愛知　４６ 三河３０ 2 不明

愛知　４７ 三河３１ 1 不明

愛知　４８ 三河３２ 2 不明

愛知　４９ 三河３３ 1 不明
愛知　５０ 三河３４ 2 不明
愛知　５１ 三河３５ 3 不明
愛知　５２ 三河３６ 1 突線鈕３式 三遠式 ４式　　　伊奈型 重美考古50
愛知　５３ 三河３７ 2 突線鈕３式 三遠式 ３式末　 伊奈型 重美考古50
愛知　５４ 三河３８ 3 突線鈕３式 三遠式 ４式　　　伊奈型 重美考古50
愛知　５５ 三河３９ 4 突線鈕３式 三遠式 ４式　　　中根型 重美考古50

（伝）　愛知県豊川市赤坂町
旧　宝飯郡音羽町赤坂

1881以前

（伝）　豊橋市付近

（伝）　三河国 1836以前

（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

1878以前

田原市西神戸町堀山田
旧　渥美郡西神戸町堀山田

田原市伊川津町椛
旧　渥美郡渥美町手洗・椛

1983

（伝）　北設楽郡設楽町豊邦字段戸山

岡崎市宮崎町
旧　額田郡額田町宮崎村

1795

豊川市伊奈町松間
旧　宝飯郡小坂井町伊奈松間

1924

田原市南神戸町谷ノ口
旧　渥美郡田原町神戸谷ノ口

1792



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

三重　１ 伊賀１
名張市黒田
旧　名賀郡錦生村大字黒田

平安末 不明 ３尺許

三重　２ 伊賀２

伊賀市比土
旧　上野市比土
旧　名賀郡神戸村比土
旧　伊賀郡比土村高瀬東賀柳

1863 突線鈕４式 突線鈕３Ⅰｂ式 近畿ⅢＡ Ａ系列 125.5 重美考古64

三重　３ 伊賀３
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

1918 突線鈕４式 近畿ⅢＣ Ｃ系列 106.7 東博8618

三重　４ 伊賀４ 伊賀市中友生　　（西場谷Ｃ遺跡） 1989 突線鈕４式 近畿式 現4.6 鰭下端破片

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

突線鈕式 ３Ⅱａ～５Ⅱ式 近畿式 現6.6 双頭渦文飾耳

三重　６ 伊勢１ 1736～1740 1 不明
三重　７ 伊勢２ 1716～1735 2 不明

三重　８ 伊勢３
津市野田
旧　安濃郡神戸村大字野田
旧　安濃郡野田村

1751～1763 突線鈕４式 ３式 横帯文・三遠式 ４式　伊奈型 64.5 専修寺

三重　９ 伊勢４
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

1825 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式？
約42

1尺4寸2分

三重　１０ 伊勢５
四日市市伊坂町　　（重地山）
旧　朝明郡八郷村裏地山

1862 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 現40.3 莵上耳利神社

三重　１１ 伊勢６
鈴鹿市磯山町
旧　河芸郡栄村大字磯山

1879 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 39.4 辰馬４３２
東博802
絵画

三重　１２ 伊勢７
津市神戸　　（木ノ根）
旧　安濃郡神戸村大字神戸小字木ノ根2465

1917 外縁付鈕２式 ２区流水文 縦型流水文 現39.8
淡路７
河内６
大和２２

東博8374

三重　１３ 伊勢８ 鈴鹿市高岡町　（東ノ岡　高岡山遺跡） 1977 菱環鈕２式 ２Ⅰ式？ 横帯文 身の破片
三重　１４ 伊勢９ 1 突線鈕２式 近畿Ⅱ式 Ｃ系列 66.3
三重　１５ 伊勢１０ 2 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿式 Ａ系列 86.5 東博39038
三重　１６ 伊勢１１ 鈴鹿市上野町　（一反通遺跡） 1989 突線鈕式 ３Ⅰａ～５Ⅰ式 近畿式 現3 鰭下端の破片

三重　１７ 伊勢１２ 四日市市山村町　（金塚遺跡） 1998 扁平鈕２～突線鈕２式
扁平鈕式新段階
～突線鈕２式

現6.8 鈕の破片

三重　１８ 伊勢１３ 伊勢市中村町　（桶子遺跡） 2003 突線鈕３～５式 近畿式 現1.95 鰭の破片
三重　１９ 伊勢１４ （伝）　伊勢国 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 90.8
三重　２０ 伊勢１５ （伝）　多気郡多気町 1944 約30

四日市市大矢知町　（青木山）
旧　三重郡大矢知村

津市高茶屋小森町　（四ッ野） 1986



銅鐸出土地名表
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滋賀　１ 近江１
大津市坂本（志賀郡・崇福寺）
旧　滋賀郡滋賀村

668 推　突線鈕式 推　近畿式
165

５尺５寸

滋賀　２ 近江２ 1 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 43.2

伯耆３
摂津１９
辰馬４０４
辰馬４０５

滋賀　３ 近江３ 2 不明
滋賀　４ 近江４ 3 不明
滋賀　５ 近江５ 4 不明

滋賀　６ 近江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）

1806 突線鈕４式 ３Ⅱａ式 近畿ⅢＣ Ｃ系列 90.9 石山寺

滋賀　７ 近江７ 1 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿ⅣＢ Ｂ系列 134.7 東博826　入れ子
滋賀　８ 近江８ 2 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 74.1 東博827
滋賀　９ 近江９ 3 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 72.7 重美考古60
滋賀　１０ 近江１０ 4 突線鈕３式 ２式 近畿ⅡＡ Ａ系列 69
滋賀　１１ 近江１１ 5 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 70.2 重美考古59
滋賀　１２ 近江１２ 6 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 67.2
滋賀　１３ 近江１３ 7 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 62.5
滋賀　１４ 近江１４ 8 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 59.6 辰馬４４６
滋賀　１５ 近江１５ 9 突線鈕３式 ２式 三遠式 １式 50.8 辰馬４４５
滋賀　１６ 近江１６ 10 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 大福型 47.5
滋賀　１７ 近江１７ 11 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 44.4
滋賀　１８ 近江１８ 12 突線鈕２式 近畿ⅠＡ Ａ系列 67.2
滋賀　１９ 近江１９ 13 不明
滋賀　２０ 近江２０ 14 不明
滋賀　２１ 近江２１ 1 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 大福型 45.8
滋賀　２２ 近江２２ 2 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 大福型 47.2
滋賀　２３ 近江２３ 3 突線鈕２式 三遠式 １式 47.5
滋賀　２４ 近江２４ 4 突線鈕２式 ３Ⅰａ式 近畿ⅠＡ Ａ系列 53.8
滋賀　２５ 近江２５ 5 突線鈕２式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅠＣ Ａ系列 55
滋賀　２６ 近江２６ 6 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ｃ系列 58.4
滋賀　２７ 近江２７ 7 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 69
滋賀　２８ 近江２８ 8 突線鈕３式 三遠式 ４式　中根型 78.7
滋賀　２９ 近江２９ 9 突線鈕３式 三遠式 ２式 80.9
滋賀　３０ 近江３０ 野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅲ地点） 1962 10 突線鈕１式 １区流水文 迷路派流水文Ｂ１類 53.4
滋賀　３１ 近江３１ 1 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 東海派Ａ１類 31.5 東博803　　入れ子
滋賀　３２ 近江３２ 2 扁平鈕１式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 山面２号鐸型 22.1 東博808
滋賀　３３ 近江３３ 守山市古高町　　（下長遺跡） 1990 突線鈕式 ２式か３Ⅰａ式 近畿式 現6.4 双頭渦文飾耳
滋賀　３４ 近江３４ (伝）　石山寺境内 760頃 ５尺

滋賀　３５ 近江３５ (伝）　近江国 外縁付鈕式 １式末 ２区流水文 縦型流水文 31.7 大和１８
辰馬４０７
重美考古114

滋賀　３６ 近江３６ (推）　近江国 明治初年 突線鈕４式 近畿ⅢＢ Ｂ系列 103.5

滋賀　３７ 近江３７ （伝）　近江国琵琶湖底 扁平鈕１式 扁平鈕式古段階 全面一区流水文 横型流水文　有本型Ｂ類 45
尾張１４
三河１１

滋賀　３８ 近江３８ （伝）　近江国 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 31.5 辰馬４２３
滋賀　３９ 近江３９ （伝）　近江国 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文　１ｂ式
滋賀　４０ 近江４０ （推）　野洲市小篠原　　大岩山（１地点） 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 大福型 46.6

蒲生郡竜王町山面　　（高塚）
旧　蒲生郡鏡山村大字山面字高塚

1890

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

1881

野洲市小篠原　　大岩山（第Ⅱ地点） 1962

1799
守山市新庄町
旧　野洲郡新庄村



銅鐸出土地名表
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京都　１ 山城１ 八幡市  八幡式部谷/男山指月 1962 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 66 丘陵腹
京都　２ 山城２ 1 外縁付鈕２式 ２式 ４区袈裟襷文 29.2 入れ子
京都　３ 山城３ 2 外縁付鈕２式 １式 ４区袈裟襷文 中山型 22.4
京都　４ 山城４ 3 外縁付鈕１式 ２式 ４区袈裟襷文 23.1 出雲４
京都　５ 山城５ 4 外縁付鈕１式 １式 ４区袈裟襷文 25.8

京都　６ 山城６
木津川市相楽台（相楽山）
旧　相楽郡木津町相楽台

1982 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 40.5 1対耳

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

1861 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 現18.4
辰馬４２２
重美考古65

京都　８ 丹後１ 1 不明
京都　９ 丹後２ 2 不明

京都　１０ 丹後３ 1 突線鈕５式 ５Ⅰ式 近畿ⅣＣ Ｃ系列 107 梅林寺

京都　１１ 丹後４ 2 不明 鋳潰し

京都　１２ 丹後５
与謝郡与謝野町明石和田
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

1893 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 全面一区流水文 迷路派流水文　明石型 45.7 重美考古115

京都　１３ 丹後６ 1 突線鈕３式 ３Ⅱａ式 近畿ⅡＣ Ｂ系列 現62.4 東博34659
京都　１４ 丹後７ 2 突線鈕３式 三遠式 ４式　中根型 現30 東博34660　　残欠

京都市右京区梅ヶ畑向ノ地町 1963

舞鶴市下安久字小坂尻　（匂ヶ崎遺跡） 1925

宮津市由良 推　江戸末

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

1732



銅鐸出土地名表
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大阪　１ 摂津１
吹田市青葉丘北
旧　三島郡山田村大字山田別所字センブ

江戸後半 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 45.5 重美考古66

大阪　２ 摂津２
大阪市平野区平野地域
（平野郷寺前村?）

1764～1772 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 現42 飾耳なし

大阪　３ 摂津３
大阪市北区長柄地域
旧　大阪市大淀区長柄（伝）

1751～1780 突線鈕２式 ６区袈裟襷文 横帯分割型Ｄ２類 53.2

大阪　４ 摂津４ 1 外縁付鈕２式 ２区流水文 縦型流水文 32 讃岐１３
大阪　５ 摂津５ 2 不明

大阪　６ 摂津６
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

1952以前 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ａ系列 63.7

大阪　７ 摂津７ 箕面市如意谷 1966 突線鈕３式 ３Ⅱａ式 近畿ⅡＢ Ｂ系列 85.5
大阪　８ 摂津８ 豊中市利倉２丁目　（利倉遺跡） 1970 突線鈕３式 ２式か３Ⅰａ式 近畿Ⅱ 現2.09 重弧文飾耳小破片
大阪　９ 摂津９ 豊中市利倉３丁目　（利倉南遺跡） 1996 突線鈕式 ２式か３Ⅰ式 近畿式 現4弱 鈕の破片

大阪　１０ 摂津１０
（伝）　高槻市天神山（推）
旧　三島郡清水村

1711～1715 突線鈕４式 近畿ⅢＣ Ｃ系列 109.2

東奈良Ｒ１鋳型
原田神社

豊中市中桜塚１丁目２−１８
原田神社境内

1781



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

大阪　１１ 河内１
南河内郡河南町
旧　河内国石川郡
　　　（向山　一須賀領字犬上山）

1691

大阪　１２ 河内２
羽曳野市はびきの　　（羽曳山）
旧　南河内郡羽曳山

1751～1763 突線鈕４式 ３Ⅰｂか３Ⅱａ式 近畿ⅢＣ Ｂ系列 現55

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

1898.1899頃 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 渦森型Ｂ類 48.2 辰馬４１６

大阪　１４ 河内４ 1 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 42 重美考古67　入れ子
大阪　１５ 河内５ 2 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 安仁型 31.5 重美考古68

大阪　１６ 河内６
八尾市恩智　　（垣内山）
旧　中河内郡南高安村恩智小字垣内山

1920 外縁付鈕２式 ２区流水文 縦型流水文 44.3
淡路７
大和２２
伊勢７

東博9912

大阪　１７ 河内７
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

1932 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 41.5 重美考古69　イラクへ

大阪　１８ 河内８
八尾市恩智　　（都塚山）
旧　中河内郡南高安村恩智　都塚

1949 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式名東型Ｂ類 39

大阪　１９ 河内９ 1 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 不明 ４区袈裟襷文？亀山型Ａ１類 20.5
大阪　２０ 河内１０ 2 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ａ１類 20.5
大阪　２１ 河内１１ 3 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ３類 26.5

大阪　２２ 河内１２
羽曳野市西浦1050
　西浦小学校校庭西

1978 突線鈕４式 近畿ⅢＢ Ｂ系列 89.6

大阪　２３ 河内１３ 1978 1 扁平鈕式 ４区袈裟襷文？ 現5.0 鈕の破片
大阪　２４ 河内１４ 1981 2 突線鈕３～５式 ４式か５Ⅰ式 近畿式 鰭の破片
大阪　２５ 河内１５ 八尾市春日町１丁目　（跡部遺跡） 1989 扁平鈕１式 扁平鈕式古段階 １区流水文 横型流水文　有本型Ｂ類 46.6 埋納坑

大阪　２６ 河内１６
（伝）　河内国寺台村（存在不明）
　　　推　南河内郡河南町？？

1777 不明 ４尺許

大阪　２７ 河内１７
（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

1918 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＢ Ｃ系列 現68.5
下端部欠
辰馬４５２

大阪　２８ 河内１８
（伝）　南河内郡太子町山田
旧　南河内郡山田村

扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 現40.0
鈕上部欠
辰馬４３７
重美考古７０

大阪　２９ 河内１９ （伝）　河内国 外縁鈕付１式 ４区袈裟襷文　中山型

摂津１６
摂津１７
摂津３７
越前４
不明
不明

1963

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）

四条畷市
旧　北河内郡四条畷

1911頃

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



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

大阪　３０ 和泉１
岸和田市神於町　　（神於山）
旧　泉南郡南葛城村大字神於　龍谷

1982 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 43.4 摂津２０

大阪　３１ 和泉２
泉南市信達岡中　（経塚山？）
旧　泉南郡北信達村

1903 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 東海派Ａ１類 38.4
林昌寺
重美考古72

大阪　３２ 和泉３ 堺市西区浜寺昭和町 1928 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 44 重美考古71
大阪　３３ 和泉４ 堺市西区菱木 1938 突線鈕４式 ３Ⅱｂ式 近畿ⅢＢ Ｂ系列 89
大阪　３４ 和泉５ 1 外縁付鈕２式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 32
大阪　３５ 和泉６ 2 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 現16
大阪　３６ 和泉７ 1970・1971 1 突線鈕３～５式 ４式か５式 近畿式 現4.9 身の破片
大阪　３７ 和泉８ 1974 2 突線鈕３～５式 ２式か３式 近畿式 現4.7 身の破片
大阪　３８ 和泉９ 堺市下田町　　（下田遺跡） 1993 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 約22 埋納坑

大阪　３９ 和泉１０
（伝）　堺市港区
旧　泉北郡  ？陶器村

外縁付鈕２式 ３区流水文 横型流水文 44.9
但馬４
出雲２９
越前８

重美考古116

大阪　４０ 和泉１１
（伝）　堺市西区
旧　泉北郡鳳村大鳥～家原村　付近

1910？ 不明 1尺4・5寸

大阪　４１ 和泉１２
（伝）　貝塚市
旧　泉南郡貝塚町付近

不明 扁平鈕式古段階？ 約30

出土地不詳銅鐸のはず
「弥生と農耕」
（「大阪府史」第１巻
古代編Ⅰ昭和５３年　５４９
頁）
より　連鎖

岸和田市流木町　（土田山） 1956

和泉市池上町　（池上曽根遺跡）



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

兵庫　１ 丹波２ 1 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 現20.8 埋納坑
兵庫　２ 丹波３ 2 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ１類 現21.2

兵庫　３ 摂津１１
川西市満願寺町
旧　川辺郡多田村満願寺山

1818～1829 突線鈕２式 近畿Ⅱ Ｂ系列 63.7

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

1880 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 41.5 重美考古73　戦争で大破

兵庫　５ 摂津１３
川西市加茂１丁目１５　（栄根）
旧　川辺郡川西村大字栄根小字井坂

1911 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿ⅣＢ Ｂ系列 復113.7 東博6152

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

1934 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 渦森型Ａ類 47.9 東博23713

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

1937 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 20.7
辰馬４１５
重美考古73

兵庫　８ 摂津１６ 1 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 42.6

河内１９
摂津１７
摂津３７
越前４
不明
不明

兵庫　９ 摂津１７ 2 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 41.9

河内１９
摂津１６
摂津３７
越前４
不明
不明

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

1958 外縁付鈕２式 ２区袈裟襷文 ４区袈裟襷文 33 讃岐１９ 東博37161

兵庫　１１ 摂津１９ 1 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 42.9

伯耆３
近江２
辰馬４０４
辰馬４０５

兵庫　１２ 摂津２０ 2 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 42.4 和泉１

兵庫　１３ 摂津２１ 3 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.2

因幡４
出雲３９
出雲４０
出雲４２

兵庫　１４ 摂津２２ 4 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 桜ヶ丘４・５号鋳型 42
兵庫　１５ 摂津２３ 5 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 桜ヶ丘４・５号鋳型 39.2
兵庫　１６ 摂津２４ 6 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 63.7
兵庫　１７ 摂津２５ 7 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 41.9
兵庫　１８ 摂津２６ 8 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.2
兵庫　１９ 摂津２７ 9 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 42.9
兵庫　２０ 摂津２８ 10 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 42.8
兵庫　２１ 摂津２９ 11 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 長者ヶ原型 45.3
兵庫　２２ 摂津３０ 12 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 31.4
兵庫　２３ 摂津３１ 13 扁平紐式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 21.9
兵庫　２４ 摂津３２ 14 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ａ１類 21

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

1964 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ｂ２類 53.2

兵庫　２６ 摂津３４ 神戸市東灘区本山南町８丁目 1989 扁平紐式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 現18.1 埋納坑

兵庫　２７ 摂津３５
神戸市東灘区北青木１丁目他
（北青木遺跡）

2006 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文    亀山型Ａ２類 現19.2

兵庫　２８ 摂津３６
（伝）　芦屋市楠町堂ノ上（打出）
旧　武庫郡精道村大字打出

1706 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.3
親王寺
重美考古117

兵庫　２９ 摂津３７ （伝）　神戸市灘区篠原　（大月山） 1958 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 41.3

河内１９
摂津１６
摂津１７
越前４
不明
不明

宝塚市中山荘園１１－２８
旧　宝塚市中山町

1942

1964
神戸市灘区桜ヶ丘町
（　通称　神岡　）

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

1981



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

兵庫　３０ 但馬１　　 1 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.9 東博7123
兵庫　３１ 但馬２ 2 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.2 出雲１３ 東博7124

兵庫　３２ 但馬３ 3 外縁付鈕１式 外縁付鈕２式 縦型４区流水文 縦型流水文 44.3
東奈良Ｒ３鋳型
東博7126

兵庫　３３ 但馬４ 4 外縁付鈕２式 ３区流水文 横型流水文 現44.5

但馬４
和泉１０
出雲２９
越前８

東博7125

兵庫　３４ 但馬５ 豊岡市日高町久田谷　（タカボコ８３） 1978 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿C系列 推100 破片１１７点
兵庫　３５ 但馬６ 豊岡市九日市上町　（女代神社南遺跡） 1991 突線鈕２式 近畿式 現15 鰭の破片

兵庫　３６ 播磨１ 播磨国 821 推　突線鈕式 ？ 推　近畿式 ？
115.1

３尺８寸

兵庫　３７ 播磨２

宍粟市山崎町須賀沢
旧　宍粟郡山崎町須賀沢
旧　宍粟郡河東村須賀沢
旧　宍粟郡葛庄須賀村

1790 突線鈕４式？ 近畿ⅢC？ C系列
約100

現３尺余

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

1814 突線鈕４式？ 近畿ⅢC？ C系列
約110.5
４尺８分

兵庫　３９ 播磨４
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

1886～
1892・1893

菱環鈕２式 ２Ⅰ式 ２区横帯文 横帯文 35.5 焼失

兵庫　４０ 播磨５
宍粟市一宮町閏賀
旧　宍粟郡一宮町閏賀
旧　宍粟郡神戸村

1908 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 42.5
一対耳
辰馬４３５

兵庫　４１ 播磨６
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

1913か1918 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.5 重美考古75

兵庫　４２ 播磨７
神戸市垂水区舞子坂３丁目（投上）
旧　明石郡垂水村山田投上

1928 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 50.1
一対耳
東博20925

兵庫　４３ 播磨８
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

1960 扁平紐式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 31.7

兵庫　４４ 播磨９
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

1980 突線鈕式 ４式か５式 近畿式Ｃ系列 現19.6 鈕の破片

兵庫　４５ 播磨１０ 姫路市安田４丁目　（大井川遺跡第６地点） 1999 突線鈕式 ３式の可能性 近畿式？ 現6.0 鰭か鈕脚壁の破片

兵庫　４６ 播磨１１ （伝）　播磨国 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ａ類 58.7
重美考古108
伝播磨とする根拠不明

兵庫　４７ 淡路１ 1 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 22.5 日光寺
兵庫　４８ 淡路２ 2 不明
兵庫　４９ 淡路３ 3 不明

兵庫　５０ 淡路４
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

1688～1703 菱環鈕１式 １Ⅰ式 ２区横帯文 横帯文 24.2 竜泉寺

兵庫　５１ 淡路５
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

1802 扁平紐式 扁平紐式新段階？ ６区袈裟襷文
約45

1尺5寸余

兵庫　５２ 淡路６
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

江戸末 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 慶野型 33.0 慶野組

兵庫　５３ 淡路７
南あわじ市倭文庄田
旧　三原郡倭文庄田笹尾694-1

1959 外縁付鈕２式 ２区袈裟襷文 縦型流水文 44.5
大和１９
伊勢７
河内６

東博37162

兵庫　５４ 淡路８
（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

1751～1763 不明

兵庫　５５ 淡路９
（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

1825以前 不明

兵庫　５６ 淡路１０
（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

1825以前 不明

兵庫　５７ 淡路１１
（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

1825以前 不明

兵庫　５８ 淡路１２ （伝）　淡路国 外縁付鈕２式 扁平紐式古段階 ２区流水文 横型流水文　有本型Ａ類 46.0 出雲２３ 本興寺
兵庫　５９ 淡路１３ （伝）　淡路国 突線鈕１式 ２区流水文 流水文　東海派Ｃ類 現37.3 辰馬４０９
兵庫　６０ 淡路１４ （伝）　洲本市淡路川 扁平紐式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 東海派Ａ１類 46.8 辰馬４３６

1686
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

豊岡市気比　　（溝口）
旧　城崎郡湊村大字氣比小字鷲崎

1912



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

奈良　１ 大和　１
宇陀市　（長岡野）
旧　宇陀郡波坂郷長岡野

713 推　突線鈕式 ？ 近畿ⅢかⅣ 近畿式？
90

３尺

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

1804～ 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 30 出雲２５

奈良　３ 大和　３
奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

1867以前 外縁付鈕１式 １式末 ４区袈裟襷文 21.7 東博37019

奈良　４ 大和　４ 1883 1 突線鈕１式 ２区流水文 石上型 58.7
奈良　５ 大和　５ 1884 2 突線鈕１式 ２区・全区１区流水文 石上型 大和２４
奈良　６ 大和　６ 1 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 22.2 東博807
奈良　７ 大和　７ 2 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 21.2 東博805
奈良　８ 大和　８ 3 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 22.2 東博806

奈良　９ 大和　９
五條市火打町
旧　宇智郡坂合部村大字火打野小字丸山

1892頃 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42 重美考古77

奈良　１０ 大和　１０
御所市大字増
旧　南葛城郡吐田郷村大字名柄小字田中６０

1918 外縁付鈕２式 １式末 ２区横帯文・流水文 横帯文・流水文 23 多鈕細文鏡
表裏で文様異なる
東博8666

奈良　１１ 大和　１１ 天理市竹之内町　（庵治山） 1937 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 竹之内型 41.8
奈良　１２ 大和　１２ 奈良市山町   (早田) 1960？ 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 43.5 阿波３４
奈良　１３ 大和　１３ 桜井市太田　（纏向遺跡） 1972 突線鈕３か４式 ３Ⅰｂ～５Ⅱ式 近畿ⅡかⅢ式 近畿式 現4.2 双頭渦文飾耳破片

奈良　１４ 大和　１４
生駒市平群町若井
字名　廿日山　通称　初香山

1980 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 21.8

奈良　１５ 大和　１５ 1985 1 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 大福型 45
奈良　１６ 大和　１６ 2008 2 破片
奈良　１７ 大和　１７ 2009 3 破片

奈良　１８ 大和　１８ 磯城郡田原本町　（唐古・鍵遺跡） 2000
外縁付鈕２式
～扁平紐式新段階

４区袈裟襷文 推45 身の破片

奈良　１９ 大和　１９ 桜井市脇本　（脇本遺跡） 2007 破片
奈良　２０ 大和　２０ （伝）　天理市櫟本町　（高瀬川） 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ４区袈裟襷文 33.3 重美考古78
奈良　２１ 大和　２１ （伝）　大和国 外縁付鈕２式 外縁付鈕１式末 ２区流水文 縦型流水文 32.9 近江３５ 辰馬４１４

奈良　２２ 大和　２２ （伝）　大和国 明治初年以前 外縁付鈕２式 ２区流水文 縦型流水文 約44.5
河内６
伊勢７
淡路７

奈良　２３ 大和　２３ （伝）　大和国 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 21.6
奈良　２４ 大和　２４ （推）　大和国 1800以前 突線鈕１式 流水文 石上型 60.2 大和５ 辰馬４０６

奈良市秋篠町
旧　生駒郡平城村大字秋篠小字西山

1889

桜井市大福　（大福遺跡）

天理市石上町平尾９６０
旧　山辺郡丹波市町大字石上



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

和歌山　１ 紀伊１
紀の川市粉河
旧　那賀郡粉河町粉河

820頃 1尺5～6寸 粉河寺

和歌山　２ 紀伊２
和歌山市吉里
旧　海草郡西山東村吉里字小山

1822 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式　横帯分割型Ａ類 59.7 大英２号

和歌山　３ 紀伊３
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

1848～1853 突線鈕５式 ５Ⅱ式 近畿ⅣＣ Ｃ系列 約120
朝来銅鐸
大英１号？

和歌山　４ 紀伊４
日高郡みなべ町西本庄　（玉谷）
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

1859 突線鈕３式 ３Ⅰ式？ 近畿ⅡＣ Ｃ系列 身49.4

和歌山　５ 紀伊５
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

1877 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 43.6

和歌山　６ 紀伊６ 1 不明
和歌山　７ 紀伊７ 2 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ２型 25.9 辰馬４２７
和歌山　８ 紀伊８ 田辺市秋津町矢矧　　（岩倉山） 1890・1891頃

和歌山　９ 紀伊９
有田市山地
旧　有田郡箕島町大字山地１２５

1890頃 外縁付鈕式？ 横帯？
８寸

約27

和歌山　１０ 紀伊１０
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

1912 突線鈕５式 ５Ⅰ式 近畿ⅣＢ Ｂ系列 100 東博7127

和歌山　１１ 紀伊１１
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）

1920 突線鈕４式？ 近畿ⅢＣ Ｃ系列 112.2 東博8983

和歌山　１２ 紀伊１２ 1 突線鈕３式 ３Ⅱｂ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 82.2 東博9903
和歌山　１３ 紀伊１３ 2 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＣ Ｃ系列 復88.6 東博9904

和歌山　１４ 紀伊１４
日高郡みなべ町晩稲　（常楽）
旧　日高郡南部川村晩稲

1930 突線鈕２式 近畿ⅡＢ Ｂ系列 67.5 東博20786

和歌山　１５ 紀伊１５ 1 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 41.4 東博21476-1　一対耳
和歌山　１６ 紀伊１６ 2 扁平鈕式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 31.8 東博21476-2
和歌山　１７ 紀伊１７ 1 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ２型 現22.2 東博34327
和歌山　１８ 紀伊１８ 2 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ａ１型 現16.4 東博34328
和歌山　１９ 紀伊１９ 3 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ２型 現22.5 東博34329

和歌山　２０ 紀伊２０
御坊市湯川町小松原　（朝日）
旧　日高郡湯川村小松原

1939頃 外縁付鈕１式 外縁付鈕２式 ２区横帯文？ ４区袈裟襷文 現21

和歌山　２１ 紀伊２１
日高郡みなべ町東岩代
旧　日高郡南部町東岩代

1940頃 不明

和歌山　２２ 紀伊２２ 西牟婁郡上冨田町下田熊 1941頃 不明 現6.8 身下辺横帯部破片

和歌山　２３ 紀伊２３
田辺市中芳養　　（林　　平か峰）
旧　西芳養郡芳養町林　　平ヶ峯

1942 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 中芳養型 46.1 東博35565

和歌山　２４ 紀伊２４
日高郡みなべ町晩稲　（下ノ尾）
旧　日高郡南部川村晩稲

1944頃 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 ６区袈裟襷文 現22 身の破片

和歌山　２５ 紀伊２５
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

1950 突線鈕２式 ３Ⅰａ式 近畿Ⅱ Ａ系列 現64.2

和歌山　２６ 紀伊２６ 新宮市新宮　　（権現山）神倉神社ごとびき岩 1957 突線鈕４式 ４式から５Ⅰａ式 近畿ⅢＢかＣ Ｃ系列？ 現60 破片２２個
和歌山　２７ 紀伊２７ 和歌山市弘西　（橘谷） 1959 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 46.5 一対耳

和歌山　２８ 紀伊２８
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）

1960 突線鈕４式 近畿ⅢＣ Ｃ系列 現88 破損破片化

和歌山　２９ 紀伊２９ 和歌山市有本　　（紀ノ川河川敷） 1965 扁平鈕式 扁平紐式古段階 全面１区流水文 有本型Ｂ類 44.6

和歌山　３０ 紀伊３０ 和歌山市黒田５０番地　（太田黒田） 1971 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31.2

出雲１２
出雲１５
出雲２７
出雲３０

一対耳

和歌山　３１ 紀伊３１
田辺市秋津町　　（山田代）
旧　田辺市秋津町矢矧・山田代

1976 突線鈕４式 近畿ⅢＣ Ｃ系列 109

和歌山　３２ 紀伊３２ 田辺市下三栖　　　（後口谷） 1997 突線鈕４式 ５Ⅱ式 近畿式Ｃ系列

和歌山　３３ 紀伊３３
（伝）　日高郡日高川町鐘巻大門
旧　日高郡川辺町鐘巻

1762？ 突線鈕５式 ５Ⅰ式 近畿ⅣＣ Ｃ系列 現113 道成寺

和歌山　３４ 紀伊３４ （伝）　紀伊国 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 中芳養型 熊野速玉神社
和歌山　３５ 紀伊３５ （伝）　日高郡 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.4 野木銅鐸とする説根拠不明
和歌山　３６ 紀伊３６ （伝）　日高郡 1897 突線鈕４式 近畿ⅢＡか？ Ａ系列？ 97.9 辰馬４４９
和歌山　３７ 紀伊３７ （伝）　西牟婁郡
和歌山　３８ 紀伊３８ （伝）　和歌山市田森　　（大屋都姫神社境内） 1961 突線鈕２式 58.6 東博38714

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

1937

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）

1923

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

1932

西牟婁郡白浜町中
旧　西牟婁郡南富田村中

1888以前



銅鐸出土地名表
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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

1901 扁平鈕式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 約30 重美考古82

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

1904 扁平鈕式 扁平紐式古段階 ５区袈裟襷文 約30 1958年焼失

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

1933 外縁付鈕１式 ２区流水文 横型流水文 42.7

近江２
摂津１９
辰馬４０４
辰馬４０５

東博22202

鳥取　４ 伯耆４ 1947 1 外縁付鈕２式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 30.4
鳥取　５ 伯耆５ 1948 2 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 44.2
鳥取　６ 伯耆６ （伝）　伯耆国 横田型 ６区袈裟襷文 横帯文 現19.7 辰馬４０１
鳥取　７ 伯耆７ 1 不明 ２区横帯文 伯耆６と同一とする説あり
鳥取　８ 伯耆８ 2 不明
鳥取　９ 伯耆９ （伝）　米子市 扁平鈕式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 身22.6 鈕なし

鳥取　１０ 因幡１
八頭郡八頭町破岩
旧　八頭郡船岡町破岩

1795以前 推　突線鈕式 ６区袈裟襷文 近畿式？
70

2尺3寸許
梵鐘に鋳潰す

鳥取　１１ 因幡２
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

1912 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 44.2 出雲２１ 重美考古81

鳥取　１２ 因幡３ 鳥取市高住　　（宮ノ谷） 1922 扁平鈕式 扁平紐式新段階 全面１区流水文 迷路派流水文　高住型 40.5

鳥取　１３ 因幡４
岩美郡岩美町新井　（上屋敷）
旧　岩美郡本庄村上屋敷

1952 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 43.3

摂津２１
出雲３９
出雲４０
出雲４２

鳥取　１４ 因幡５ 鳥取市越路　　（丸山） 1959 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 44.5
讃岐６
阿波３７

鳥取　１５ 因幡６ 1998 1 突線鈕式 ３Ⅰｂ～５Ⅰ式 近畿式 身の破片　２区
鳥取　１６ 因幡７ 1998 2 突線鈕式 ４式～５式 近畿式 身の破片　４区
鳥取　１７ 因幡８ 1999 3 突線鈕式 近畿の新しい段階 近畿式 身の破片　５区
鳥取　１８ 因幡９ 2000 4 扁平紐式新段階 東海派A１類？ 約7 鰭の破片　８区

鳥取　１９ 因幡１０
（伝）　八頭郡八頭町破岩
旧　八頭郡船岡町破岩

外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 32.6 因幡１とは別

鳥取市青谷町青谷　　(青谷上寺地遺跡)
旧　気高郡青谷町青谷

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

（伝）　米子市郊外 1872



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

島根　１ 石見１ 1 突線鈕１式 １区流水文 迷路派流水文A類 45.8 埋納坑
東博7397

島根　２ 石見２ 2 扁平鈕式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.5 東博7398

島根　３ 石見３ 1 扁平鈕１式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 27.3
埋納坑
東博20129

島根　４ 石見４ 2 外縁付鈕２式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 現4.7
身上端部破片
東博20130

島根　５ 出雲１ 1 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 31 埋納坑
島根　６ 出雲２ 2 扁平鈕式 扁平紐式古段階 ４区袈裟襷文 現16.3
島根　７ 出雲３ 1 外縁付鈕式？ ４区袈裟襷文 23.4 埋納坑
島根　８ 出雲４ 2 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 23.7 山城４

島根　９ 出雲５ 3 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 22.4
不明
不明

島根　１０ 出雲６ 4 外縁付鈕１式 菱環鈕２Ⅲ式 ４区袈裟襷文 23.8
島根　１１ 出雲７ 5 菱環鈕１式 １Ⅰ式 ２区横帯文 横帯文 21.7
島根　１２ 出雲８ 6 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 23.7
島根　１３ 出雲９ 1 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 47 出雲３４ 埋納坑　　入れ子
島根　１４ 出雲１０ 2 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 43.5
島根　１５ 出雲１１ 3 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.1 出雲３８

島根　１６ 出雲１２ 4 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31.1

出雲１５
出雲２７
出雲３０
紀伊３０

島根　１７ 出雲１３ 5 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.1 但馬２

島根　１８ 出雲１４ 6 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.4
出雲１７
辰馬４１９

島根　１９ 出雲１５ 7 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 30.6

出雲１２
出雲２７
出雲３０
紀伊３０

島根　２０ 出雲１６ 8 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 46.6

島根　２１ 出雲１７ 9 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.4
出雲１４
辰馬４１９

島根　２２ 出雲１８ 10 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 45.8
島根　２３ 出雲１９ 11 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 復44 阿波２
島根　２４ 出雲２０ 12 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 慶野型 30.7
島根　２５ 出雲２１ 13 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 44.5 因幡２
島根　２６ 出雲２２ 14 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.1 出雲４１
島根　２７ 出雲２３ 15 扁平鈕１式 扁平紐式古段階 ２区流水文 横型流水文　有本型Ａ類 46 淡路１２
島根　２８ 出雲２４ 16 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 30.6 美濃５

出雲市 斐川町神庭
旧簸川郡斐川町神庭　　（西谷　　荒神谷）

1985

雲南市加茂町岩倉　（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

1996

1973

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

1914

浜田市上府町　　　（城山上条遺跡）
旧　那賀郡上府村城山

1922

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



銅鐸出土地名表
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島根　２９ 出雲２５ 17 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 30 大和２
島根　３０ 出雲２６ 18 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 47.7

島根　３１ 出雲２７ 19 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31.3

出雲１２
出雲１５
出雲３０
紀伊３０

島根　３２ 出雲２８ 20 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 45.4

島根　３３ 出雲２９ 21 外縁付鈕２式 ３区流水文 横型流水文 44.6
但馬４
越前８
和泉１０

島根　３４ 出雲３０ 22 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31.4

出雲１２
出雲１５
出雲２７
紀伊３０

島根　３５ 出雲３１ 23 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 47.55

島根　３６ 出雲３２ 24 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31.3
出雲４６
出雲４７

島根　３７ 出雲３３ 25 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 30.5
島根　３８ 出雲３４ 26 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 46.9 出雲９
島根　３９ 出雲３５ 27 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.4
島根　４０ 出雲３６ 28 扁平鈕１式 扁平紐式古段階 ２区流水文 横型流水文　有本型Ａ類 45.1
島根　４１ 出雲３７ 29 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 46.9
島根　４２ 出雲３８ 30 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 32.3 出雲１１

島根　４３ 出雲３９ 31 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.3

摂津２１
因幡４
出雲４０
出雲４２

島根　４４ 出雲４０ 32 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.3

摂津２１
因幡４
出雲３９
出雲４２

島根　４５ 出雲４１ 33 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.6 出雲２２

島根　４６ 出雲４２ 34 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 44.6

摂津２１
因幡４
出雲３９
出雲４０

島根　４７ 出雲４３ 35 扁平鈕２式 扁平紐式新段階 ４区袈裟襷文 47.35
島根　４８ 出雲４４ 36 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 30.3 美作１
島根　４９ 出雲４５ 37 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 45.4

島根　５０ 出雲４６ 38 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31
出雲３２
出雲４７

島根　５１ 出雲４７ 39 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 中山型 31
出雲３２
出雲４６

島根　５２ 出雲４８ 松江市西川津町　　（西川津遺跡） 1997
外縁付鈕２式か扁平
鈕１式

外縁付鈕２式か扁平紐
式古段階

流水文 横型流水文 現19.5 身の破片

島根　５３ 出雲４９ 出雲市東林木町　　（青木遺跡） 2003 突線鈕式３Ⅰａ式 近畿式 現6.05 双頭渦文飾耳破片

島根　５４ 出雲５０
（伝）　松江市八雲町熊野
旧　八束郡八雲町熊野

1897以前 外縁付鈕２式 約20

島根　５５ 出雲５１
（伝）　雲南市木次町付近
旧　大原郡木次町付近

1891頃 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 20.6 重美考古83

島根　５６ 出雲５２ （伝）　推　出雲国 福田型 ２区横帯文 横帯文 現22.3 肥前１

雲南市加茂町岩倉　（加茂岩倉遺跡）
旧　大原郡加茂町岩倉

1996
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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

1797 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 43.6 重美考古85

岡山　２ 備中２
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

1915 突線鈕２式 ６区流水文 迷路派流水文Ａ２類 48.3 東博7849

岡山　３ 備中３
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

1945～1946 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 １２区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ａ類 42.7 辰馬４５４

岡山　４ 備中４ 岡山市北区高塚　（高塚遺跡　フロヤ調査区） 1989 突線鈕２式 突線鈕２式 ３区流水文 迷路派流水文Ｂ２類 57.7 埋納坑 文化庁540
岡山　５ 備中５ 岡山市北区高塚　（高塚遺跡　角田調査区） 1989 不明 突線鈕２式か３式 袈裟襷文 近畿式 身の破片
岡山　６ 備中６ 井原市下稲木町　（兼安字明見） 1992 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 44.3 埋納坑

岡山　７ 備中７
（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

1751～1763 福田型 ３区横帯文 横帯文 現17.8 東博10419

岡山　８ 備中８
（伝）　総社市三須
旧　都窪郡三須

不明

岡山　９ 備前１
和気郡和気町和気　　　（寺屋敷）
旧和気郡和気村

1845 突線鈕２式 ２か３式 近畿ⅡＡ Ａ系列？
62.4

２尺６寸

岡山　１０ 備前２
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

1893 扁平鈕１式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 安仁型 31.2 重美考古84

岡山　１１ 備前３
岡山市中区兼基　（笠井山山麓）
旧　上道郡幡多村大字兼基

明治末 1 不明 袈裟襷文
約42～45

1尺4～5寸
紛失

岡山　１２ 備前４
岡山市中区兼基　　（鳥坂山）
旧　上道郡幡多村大字兼基

1932・1933頃 2 不明
約36～39

1尺2～3寸

岡山　１３ 備前５
倉敷市粒江　　　　（種松山）
旧　児島郡粒江村大字粒江　種松山

1944・1945頃 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 28.5 阿波２５

岡山　１４ 備前６
岡山市中区兼基　　（鳥坂山）
旧　上道郡幡多村大字兼基

1950 扁平鈕２式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.3

岡山　１５ 備前７
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）

1951 外縁付鈕１式 ？ ４区袈裟襷文 ？ 小破片８個

岡山　１６ 備前８
岡山市東区草ヶ部　（小廻山）
旧　上道郡上道町草ヶ部小廻山

1962 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 53.8 東博38325

岡山　１７ 備前９ 1 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 29.8
岡山　１８ 備前１０ 2 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型
岡山　１９ 備前１１ 岡山市中区雄町137 1985 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 31.3 埋納坑
岡山　２０ 備前１２ 玉野市沖海底 1988 突線鈕式 ３Ⅰｂ～３Ⅱ式 近畿式 現14.2 裾部破片

岡山　２１ 備前１３ （伝）　岡山市東区吉原・西庄　付近 突線鈕式 近畿式 鈕８寸
鈕の破片
吉備出土根拠なし

岡山　２２ 備前１４ （伝）　推　備前国 不明 外縁付鈕２式 袈裟襷文 ４区袈裟襷文 7尺3寸5厘 吉備出土根拠なし

岡山　２３ 備前１５
（伝）　瀬戸内市邑久町周辺
旧　邑久郡邑久町周辺

突線鈕２式 近畿式 現23.3 鈕のみ

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

1950 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 29.6 出雲４４

岡山　２５ 美作２ 1 突線鈕式？ 近畿式？ 60以上
岡山　２６ 美作３ 2 突線鈕式？ 近畿式？ 60以上

広島　１ 安芸１
広島市東区福田町
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

1891 福田型 ２区横帯文 横帯文 19.5

広島　２ 備後１ 福山市神村町十区　　（萬福寺跡地） 1813
外縁付鈕式または
扁平鈕式

外縁付鈕２式または
扁平鈕式

４区袈裟襷文 推31.3 拓本のみ

広島　３ 備後２
世羅郡世羅町黒川　（下陰地）
旧　世羅郡世羅西町黒川下陰地

1961 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 28

（伝）　苫田郡鏡野町 1963

岡山市東区百枝月西畑
旧　上道郡角山村　百枝月　（西畑）

1972



銅鐸出土地名表
現県名 旧国名 出土地名 出土年 号 型式（島根埋文） 型式（難波分類） 文様（島根埋文） 文様（難波分類） 高さ 同笵 備考

徳島　１ 阿波１
鳴門市大麻町檜・乾谷
旧　板野郡檜村

1800 突線鈕４式 近畿ⅢＡ Ａ系列？
93

2尺9寸5分

徳島　２ 阿波２
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

1867以前 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.7 出雲１９
辰馬４１１
重美考古118

徳島　３ 阿波３
阿南市中大野町　（八貫渡）
旧　那賀郡大野村大字下大野字渡り上り（相ノ内）

1868以前 突線鈕４から５式 ４か５Ⅰ式 近畿ⅢかⅣ 近畿式Ｃ系列？ 現28.3 鈕のみ

徳島　４ 阿波４
阿波市阿波町本町　　（久千田）
旧　阿波郡久勝村久千田

1879・1880頃
約30

一尺位
徳島　５ 阿波５ 1 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 長者ヶ原型 64.25
徳島　６ 阿波６ 2 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ・１ｂ式 現41

徳島　７ 阿波７
吉野川市鴨島町森藤
旧　麻植郡鴨島町森藤
旧　麻植郡森山村字森藤

1894～1896 不明
21

７寸

徳島　８ 阿波８
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

1900 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式　名東型Ａ類 現34.7 東博13262

徳島　９ 阿波９
阿南市山口町田村谷
旧　那賀郡桑野村大字山口字田村谷

1911 突線鈕２式 ６区流水文 迷路派流水文Ａ２類 62

徳島　１０ 阿波１０
徳島市八多町居内
旧　勝浦郡多家良村大字八多　（蔭地）

1913 推　突線鈕式 ？ 推　近畿式 ？
約145

４尺８寸

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）

推　突線鈕式 ？ 推　近畿式 ？
約90.9
３尺位

徳島　１２ 阿波１２
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

1915 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式　名東型Ａ類 41 東博7898

徳島　１３ 阿波１３ 1 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ａ式 42.4 重美考古91

徳島　１４ 阿波１４ 2 不明 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ａ類 現34.3
辰馬４４０
重美考古92

徳島　１５ 阿波１５
小松島市立江町赤石　（勢合）
旧　那賀郡立江町赤石勢合

1927 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 現39.3

徳島　１６ 阿波１６ 1 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　１７ 阿波１７ 2 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　１８ 阿波１８ 3 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　１９ 阿波１９ 4 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　２０ 阿波２０ 5 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　２１ 阿波２１ 6 扁平鈕式 ４区袈裟襷文 亀山型
徳島　２２ 阿波２２ 1 突線鈕１式 ６区袈裟襷文 52 東博36494
徳島　２３ 阿波２３ 2 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 41.3 東博36493
徳島　２４ 阿波２４ 3 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 名東型Ｂ類 東博36495
徳島　２５ 阿波２５ 1 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 29.7 備前５
徳島　２６ 阿波２６ 2 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 21.6
徳島　２７ 阿波２７ 3 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ３類 現24.7
徳島　２８ 阿波２８ 4 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ２類 身21
徳島　２９ 阿波２９ 阿南市下大野町畑田 1965 突線鈕２式 近畿ⅡＢ Ｂ系列 54.2
徳島　３０ 阿波３０ 徳島市名東町　（名東遺跡） 1987 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 名東型Ｂ類 39.3 埋納坑
徳島　３１ 阿波３１ 徳島市国府町　（矢野遺跡） 1992 突線鈕５式 ５Ⅰ式 ６区袈裟襷文 近畿式Ｃ系列 97.8 埋納坑

徳島　３２ 阿波３２
（伝）　阿南市才見町
旧　那賀郡見能林村才見
旧　那賀郡才見村

1835 不明

徳島　３３ 阿波３３
（伝）　徳島市八万町下八万谷（福万谷）
旧　名東郡八万町下八万谷

1868以前 不明

徳島　３４ 阿波３４
（伝）　徳島市川内町榎瀬
旧　板野郡榎瀬村

1868頃 外縁付鈕式 ２区流水文 横型流水文 46.1 大和１２
辰馬４０８
重美考古119

徳島　３５ 阿波３５
（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

1889・1890 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　 推55 鉾神社　飾耳なし

徳島　３６ 阿波３６
（伝）　阿南市長生町付近
旧　那賀郡長生村付近

不明

徳島　３７ 阿波３７ （伝）　吉野川沿岸 外縁付鈕式 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文
讃岐６
因幡５

鈕頂欠
重美考古123

徳島　３８ 阿波３８
（伝）　美馬市脇町
旧　美馬郡脇町

1919 外縁付鈕１式 ４区袈裟襷文 31.6 重美考古93

徳島　３９ 阿波３９ （伝）　徳島県内 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 亀山型Ｂ２類 26.3

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

1959

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

1892・1983頃

阿南市椿町小曲り
旧　那賀郡椿村大字椿字小曲り

1921

徳島市入田町安都真

1932

出土後に破片化している
亀山型Ａ類とＢ類を含む
少なくとも６個体を
確認できる。

1948
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
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香川　１ 讃岐１
善通寺市大麻町　　（大麻山）
旧　讃岐国多度郡大麻山

1806 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　横帯分割型Ｂ１類 40.2 重美考古88

香川　２ 讃岐２ 1 不明
香川　３ 讃岐３ 2 不明

香川　４ 讃岐４
木田郡三木町下高岡　　（白山）
旧　木田郡下高岡村白山嶺

1872？ 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 １ｂ式 42.6
辰馬４３８
重美考古86

香川　５ 讃岐５
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
旧　木田郡牟礼村大字八栗源氏ヶ峯　（ノタバ）

1904 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式　名東型Ｂ類 現39.1
六萬寺
重美考古87

香川　６ 讃岐６
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）

1923 外縁付鈕２式 ２区流水文 横型流水文 45.8
因幡５
阿波３７

東博9881
近隣豊田出土説あり

香川　７ 讃岐７
綾歌郡綾川町陶　（内間）
旧　綾歌郡綾南町陶内間

1926 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 石井谷型 29.7

香川　８ 讃岐８
三豊市高瀬町羽方　　（西ノ谷）
旧　三豊郡高瀬町羽方西ノ谷

1927 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ２式 42.4
飾耳なし
東博20118

香川　９ 讃岐９
坂出市加茂町　（明神原　五夜嶽山麓）
旧　綾歌郡加茂村

1933 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 35.8

香川　１０ 讃岐１０
小豆郡小豆島町安田
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

1934
外縁付鈕２式
（扁平鈕式）

扁平鈕式古段階 ４区袈裟襷文 31.2 重美考古49

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

1942 不明 破片　焼失

香川　１２ 讃岐１２
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

1949 （扁平鈕式） 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 ６区袈裟襷文　名東型 身の破片　２個

香川　１３ 讃岐１３ 善通寺市吉原町　　（我拝師山北面） 1965 外縁付鈕２式 ２区流水文 縦型流水文 摂津４ 東奈良Ｒ１鋳型

香川　１４ 讃岐１４
さぬき市寒川町石田東　（加藤・森広遺跡）
旧　大川郡寒川町　　（加藤・森広）

1978 扁平鈕式
外縁付鈕１式～扁平鈕
式新段階

４区袈裟襷文 約30 小破片７個

香川　１５ 讃岐１５ 善通寺市仙遊町　　（旧錬兵場遺跡） 2003 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文　名東型ＢかＣ 破片　６個
香川　１６ 讃岐１６ （伝）　木田郡内
香川　１７ 讃岐１７ （伝）　仲多度郡内
香川　１８ 讃岐１８ （伝）　讃岐国某山中 1817以前 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文 桜ヶ丘４・５号鐸型 42.7 東博37433

香川　１９ 讃岐１９ （伝）　讃岐国 外縁付鈕２式 ４区袈裟襷文 32.7 摂津１８
金刀比羅宮
県外可能性あり

香川　２０ 讃岐２０ （伝）　善通寺市善通寺町３丁目  （善通寺五重塔下） 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ａ系列 約51.6 善通寺

愛媛　１ 伊予１ 伊予国 1800以前 外縁付鈕式 ２区流水文 流水文
約60
２尺

愛媛　２ 伊予２ 四国中央市上分町　　（上分西遺跡） 2010 （扁平鈕式） 破断鈕

高知　１ 土佐１
南国市大そね
旧　南国市大埇・町田
旧　長岡郡大篠村大字大埇　寺中屋敷

1775 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ６区袈裟襷文
約42.4

１尺４寸許

高知　２ 土佐２
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　（葛目とも）

1805 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＡ Ａ系列
約70

復約２尺２
寸

高知　３ 土佐３ 突線鈕４式 ？ 近畿ⅢＣ Ｃ系列？ 115
高知　４ 土佐４ 不明 復48

高知　５ 土佐５
南国市田村　　（旧正善寺跡）
旧　香美郡田村

1882・1883頃 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ａ系列 現48 辰馬４４１

高知　６ 土佐６
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）

2001・2002
扁平鈕式新段階～突線
鈕２式

現3.8 鈕の破片

高知　７ 土佐７ 1 突線鈕３式 ３Ⅰａ式 近畿ⅡＢ Ｂ系列 75.7
高知　８ 土佐８ 2 突線鈕３式 ３Ⅰｂ式 近畿ⅡＡ Ａ系列 67

高知　９ 土佐９
（伝）　土佐郡土佐町土居付近？
旧　土佐郡森郷土居村

1813以前 突線鈕２式 近畿ⅡＡ Ａ系列
約60

現2尺4寸斗
琴平神社

高知　１０ 土佐１０ （伝）　香美郡 扁平鈕式 扁平鈕式古段階 全面１区流水文 横型流水文　有本型Ｂ類 現40.5
鈕頂欠
辰馬４１３

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

1597以前 突線鈕２式 ６区袈裟襷文 59.6 熊野神社

高知　１２ 土佐１２ （伝）　高知県 扁平鈕式 扁平鈕式新段階 ４区袈裟襷文 渦森型Ｂ類 47.2 辰馬４１７

福岡　１ 筑前１ （伝）　福岡市東区馬出　　（九州大学病院） 1893頃 １尺以下 鈕欠

佐賀　１ 肥前１ 神埼郡東背振村辛上　（吉野ヶ里遺跡） 1998 福田型 横帯文 28 出雲５２ 埋納坑

大川上美良布神社

1874・1875頃

（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

1746以前

善通寺市善通寺町　（北原　　シンネバエ） 1868以前

安芸市伊尾木　（切畑山）
旧　安芸郡伊尾木村切畑山
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