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【凡例】

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

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



考古資料

1

重文（考568/H18.6.9）

深鉢形土器
新潟県堂平遺跡出土　縄文時代
土製素焼　2箇
津南町歴史民俗資料館貸与

重文（考432/S63.6.6）

土面
北海道ママチ遺跡第 310 号土壙墓出土　縄文時代
土製素焼　1箇
北海道埋蔵文化財センター貸与

重文（考403/S59.6.6）

土偶頭部
岩手県萪内遺跡出土　縄文時代
土製素焼　1箇
岩手県立博物館貸与

重文（考444/H1.6.12）

土偶
岩手県手代森遺跡出土　縄文時代
土製素焼　1箇
岩手県立博物館貸与



考古資料

2

重文（考281/S41.6.11）

壺形土器
岡山県都窪郡庄村上東出土　弥生時代
土製素焼　1箇
京都国立博物館貸与　平成 23年度買取

重文（考337/S49.6.8）

壺形土器
青森県十和田市滝沢字川原出土　縄文時代
土製素焼　1箇
東京国立博物館貸与　平成 27年度買取

重文（考505/H8.6.27）

� 山形県押出遺跡出土品
� 縄文時代
� 漆塗土製　6箇
� 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館貸与

重文（考475/H4.6.22）

岩手県八天遺跡出土品
縄文時代
土製素焼　8点
北上市立博物館貸与
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重美（S16.9.24）

突線袈裟襷文銅鐸
弥生時代
銅鋳　1口
九州国立博物館貸与　平成 12年度買取

重文（考245/S37.2.2）

流水文銅鐸
徳島県阿南市山口町末広出土　弥生時代
銅鋳　1口
京都国立博物館貸与　平成 26年度買取

重文（考282/S41.6.11）

壺形土器
弥生時代
土製素焼　1箇
京都国立博物館貸与　平成 23年度買取

重文（考466/H3.6.21）

袈裟襷文銅鐸
大阪府羽曳野市西浦出土　弥生時代
銅鋳　1口
大阪府立弥生文化博物館・羽曳野市立陵南の森総合センター貸与
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No Image

経筒
弥生時代
銅鋳　1口
九州国立博物館貸与　平成 7年度買取

No Image

袈裟襷文銅鐸
弥生時代
銅鋳　1口
京都国立博物館貸与　平成 6年度買取

重文（考555/H16.6.8）

北海道有珠モシリ遺跡出土品
続縄文時代
骨角牙製　一括
だて歴史文化ミュージアム貸与

突線袈裟襷文銅鐸
弥生時代
銅鋳　1口
京都国立博物館貸与　平成 13年度買取
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重文（考498/H5.6.10）

北海道元江別 1遺跡土壙墓出土品
続縄文時代
琥珀製ほか　一括
江別市郷土博物館貸与

国宝（考43/H20.7.10）

島根県加茂岩倉遺跡出土銅鐸
弥生時代
銅鋳　39口
島根県古代出雲歴史博物館貸与

国宝（考38/H10.6.30）

島根県荒神谷遺跡出土品
弥生時代
銅鋳　一括
島根県古代出雲歴史博物館貸与

重文（考396/S58.6.6）

大阪府東奈良遺跡出土鎔笵関係遺物
弥生時代
石製ほか　一括
茨木市立文化財資料館貸与
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重文（考490/H6.6.28）

福岡県栗田遺跡祭祀遺構出土土器
弥生時代
土製素焼　一括
九州歴史資料館・九州国立博物館貸与

重文（考385/S59.6.9）

島根県神原神社古墳出土品
弥生時代
銅鋳　一括
島根県古代出雲歴史博物館貸与

国宝（考41/H18.6.9）

福岡県平原方形周溝墓出土品
弥生時代
銅鋳・鉄製ほか　一括
糸島市立伊都国歴史博物館・九州国立博物館貸与

重文（考519/H10.6.30）

福岡県小郡若山遺跡土坑出土品
弥生時代
銅鋳　一括
小郡市埋蔵文化財センター貸与
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重文（考506/H8.6.27）

佐賀県柚比本村遺跡墳墓出土品
弥生時代
銅鋳・石製ほか　一括
佐賀県立博物館貸与

重文（考481/H5.1.20）

佐賀県安永田遺跡出土鎔笵
弥生時代
石製　一括
佐賀県立博物館貸与

重文（考423/S62.6.6）

福岡県吉武遺跡出土品
弥生時代
銅鋳・硬玉ほか　一括
福岡市博物館貸与

重文（考415/S61.6.6）

佐賀県検見谷遺跡出土銅矛
弥生時代
銅鋳　12口
佐賀県立博物館貸与
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三角縁神獣鏡
古墳時代
銅鋳　1面
九州国立博物館貸与　平成 12年度買取

重文（考499/H7.6.15）

家形埴輪・壷形埴輪
大阪府美園古墳出土　古墳時代
土製素焼　5箇
大阪府立近つ飛鳥博物館貸与

重文（考308/S45.5.25）

金錯銘直刀身
伝群馬県内古墳出土　古墳時代
金象嵌鉄製　1口
群馬県立歴史博物館貸与

重文（考467/H3.6.21）

佐賀県吉野ヶ里遺跡墳丘墓出土品
弥生時代
銅鋳・ガラス製　一括
佐賀県立博物館貸与
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重文（考409/S60.6.6）

� 群馬県上野塚廻り古墳群出土埴輪
� 古墳時代
� 土製素焼　一括
� 群馬県立歴史博物館貸与

重文（考489/H6.6.28）

群馬県舞台一号墳出土品
古墳時代
土製素焼　一括
群馬県立歴史博物館貸与

国宝（考48/R2.9.30）

群馬県綿貫観音山古墳出土品
古墳時代
銅鋳・金銅ほか　一括
群馬県立歴史博物館貸与

重文（考410/S60.6.6）

子持壷形須恵器・脚付子持壷形須恵器
鳥取県三江上野遺跡出土　古墳時代
土製素焼　25箇
倉吉博物館貸与
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重文（考530/H12.6.27）

大阪府安満宮山古墳出土品
古墳時代
銅鋳・石製ほか　一括
高槻市立今城塚古代歴史館貸与

重文（考476/H4.6.22）

大阪府長原高廻り古墳群出土埴輪
古墳時代
土製素焼　33点
大阪歴史博物館貸与

重文（考518/H1.6.12）

奈良県島の山古墳出土品
古墳時代
銅鋳・石製ほか　一括
橿原考古学研究所附属博物館貸与

国宝（考36/S58.6.6）

埼玉県埼玉稲荷山古墳出土品
古墳時代
金象嵌鉄製ほか　一括
さきたま史跡の博物館貸与
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重文（考433/S63.6.6）

� 和歌山県磯間岩陰遺跡出土品
� 古墳時代
� 鉄製ほか　一括
� 田辺市歴史民俗資料館貸与

国宝（考40/H16.6.8）

� 奈良県藤ノ木古墳出土品
� 古墳時代
� 鉄製・銅鋳・金銅ほか　一括
� 橿原考古学研究所附属博物館貸与

重文（考556/H16.6.8）

奈良県黒塚古墳出土品
古墳時代
銅鋳・鉄製ほか　一括
橿原考古学研究所附属博物館貸与

重文（考391/S57.6.5）

和歌山県大谷古墳出土品　古墳時代
鉄製・銅鋳・金銅ほか　一括
和歌山市立博物館貸与
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重文（考445/H1.6.12）

� 三重県縄生廃寺塔心礎納置品
� 奈良時代
� 石製・ガラス製ほか　一括
� 朝日町歴史博物館貸与

重文（考384/S56.6.9）

太安萬侶墓誌
奈良県奈良市此瀬町出土　奈良時代（癸亥・723）
銅鍛造・真珠　一枚
橿原考古学研究所附属博物館貸与

重文（考649/H30.10.31）

� 奈良県キトラ古墳出土品
� 飛鳥時代
� 鉄製・銅鋳・金銅ほか　一括
� キトラ古墳壁画保存管理施設保管

重文（考477/H4.6.22）

兵庫県箕谷二号墳出土品
古墳時代
銅象嵌鉄製ほか　一括
兵庫県立考古博物館貸与
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重美（S17.12.16）

瓔珞付経筒
平安時代
銅鋳　1箇
九州国立博物館貸与　平成 12年度買取

重文（考550/H15.5.29）

岡山県大飛島祭祀遺跡出土品
奈良～平安時代
土製素焼・　ガラス製ほか　一括
岡山県立博物館貸与

経筒
伝福岡県油山経塚出土　平安時代
銅鋳　1合
九州国立博物館貸与　平成 14年度買取

重文（考86/S14.5.17）

経筒
平安時代
石製　1口
九州国立博物館貸与　平成 24年度買取
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重文（考561/H17.6.9）

白磁水注
岩手県志羅山遺跡出土　平安時代
施釉陶器　1箇
平泉世界遺産センター貸与

重文（考157/S31.6.28）

福岡県宝満山経塚出土品
平安時代
銅鋳ほか　1口、1躯、1枚
九州国立博物館貸与　平成 15年度買取

重文（考44/S13.8.26）

京都府花脊別所経塚群出土品
平安時代
銅鋳ほか　一括
京都国立博物館貸与　平成 21年度買取

経筒
伝福岡県永満寺経塚出土　平安時代
銅鋳　2合
京都国立博物館貸与　平成 15年度買取
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No Image

突線袈裟襷文銅鐸（鋳放ち）複製
原品：出土地不詳　現代
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与

No Image

突線袈裟襷文銅鐸複製
原品：滋賀県野洲町大岩山出土　現代
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与

No Image

突線袈裟襷文銅鐸複製
原品：愛知県名古屋市水軍町出土　現代
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与

No Image

土偶複製
原品：宮城県蕪栗恵比須田遺跡出土　現代（平成 15・2003）
合成樹脂　1箇
文部科学省ミュージアム　平成 14年度製作

重文（考399/S58.6.6）

奈良県額安寺五輪塔納置品
鎌倉時代
銅鋳・金銅ほか　一括
奈良国立博物館貸与　平成 25年度買取
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金銅壺鐙複製
原品：福岡県宮地嶽神社古墳出土　現代
合成樹脂　1双
東京国立博物館貸与

No Image

流水文銅鐸（矢負のシカ画像）複製
原品：伝滋賀県出土　現代（平成 15・2003）
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与　平成 14年度製作

No Image

流水文銅鐸（裾にトンボ・シカ画像）複製
原品：伝滋賀県出土　現代（平成 15・2003）
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与　平成 14年度製作

No Image

袈裟襷文銅鐸複製
原品：出土地不詳　現代（平成 15・2003）
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与　平成 14年度製作

No Image

袈裟襷文銅鐸複製
原品：伝高知県出土　現代（平成 15・2003）
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与　平成 14年度製作

No Image

流水文銅鐸（404 号銅鐸）複製
原品：出土地不詳　現代
合成樹脂　1口
東京国立博物館貸与
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旋帯文石複製
原品：岡山県矢部楯築遺跡出土　現代
合成樹脂　1箇
東京国立博物館貸与

No Image

埴輪船複製
原品：三重県宝塚一号墳出土　現代
合成樹脂　1点
九州国立博物館貸与
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