
指定 遺跡名等 資料名 所在地 点数 所蔵者（寄託者）

県指 山津照神社古墳 馬具 滋賀県米原市 一括 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 須恵器 滋賀県米原市 一括 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 水晶製三輪玉 滋賀県米原市 5 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 獣文鏡 滋賀県米原市 1 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 内行花文鏡 滋賀県米原市 1 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 冠片 滋賀県米原市 一括 （山津照神社古墳）当館

県指 山津照神社古墳 五鈴鏡 滋賀県米原市 1 （山津照神社古墳）当館

真弓鑵子塚古墳 土師器（鍋・椀・竈・鉢） 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 須恵器（無蓋高杯・杯身・杯蓋・甕（車輪文叩き）） 奈良県明日香村 5 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 馬具　辻金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 馬具　鉸具 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 帯金具（獣面飾金具） 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 帯飾金具 奈良県明日香村 8 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 鉄釘 奈良県明日香村 5 明日香村教育委員会

真弓鑵子塚古墳 板状土製品 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

阿部山カイワラ２号墳 ミニチュア炊飯具（竈・釜・鍋） 奈良県明日香村 3 明日香村教育委員会

八釣マキト５号墳 馬具雲珠 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

八釣マキト５号墳 馬具辻金具 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

八釣マキト５号墳 鉄鏃 奈良県明日香村 5 明日香村教育委員会

八釣マキト５号墳 須恵器（高杯・耳皿） 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

牧野古墳 馬具　鏡板 奈良県広陵町 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牧野古墳 馬具　杏葉 奈良県広陵町 2 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牧野古墳 馬具　辻金具 奈良県広陵町 2 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牧野古墳 馬具　雲珠 奈良県広陵町 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牧野古墳 須恵器（有蓋高杯・無蓋高杯・単脚高杯・𤭯・台付長頸壺） 奈良県広陵町 8 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牧野古墳 馬具　杏葉 奈良県広陵町 1
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
（広陵町教育委員会）

牧野古墳 馬具　壺鐙 奈良県広陵町 1
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
（広陵町教育委員会）

牧野古墳 須恵器（甕・蓋） 奈良県広陵町 2
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
（広陵町教育委員会）

雷丘東方遺跡 墨書土器「小墾田宮」 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

朝鮮半島（忠清南道扶余） 素弁蓮華文軒丸瓦　百済 大韓民国忠清南道扶余 1 天理大学附属天理参考館

朝鮮半島（平安南道大同郡） 単弁蓮華文軒丸瓦　高句麗
朝鮮民主主義人民共和
国平安南道大同郡

1 天理大学附属天理参考館

朝鮮半島（蔚山広域市） 素弁蓮華文軒丸瓦　新羅
大韓民国蔚山広域市蔚
州郡彦陽里

1 天理大学附属天理参考館

檜隈寺跡 小金銅仏片 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

檜隈寺跡 軒丸瓦　瓦当裏面に「吴」のヘラ描き 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

檜隈寺跡 羽口 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

檜隈寺跡 椀形滓 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

法隆寺若草伽藍跡 素弁蓮華文軒丸瓦 奈良県斑鳩町 1 法隆寺（奈良文化財研究所）

法隆寺若草伽藍跡 忍冬蓮華文軒丸瓦 奈良県斑鳩町 1 法隆寺（奈良文化財研究所）

法隆寺若草伽藍跡 手彫り忍冬唐草文軒平瓦 奈良県斑鳩町 1 法隆寺（奈良文化財研究所）

法隆寺若草伽藍跡 鬼瓦 奈良県斑鳩町 1 法隆寺（奈良文化財研究所）

竜田御坊山３号墳 琥珀製枕（復元品） 奈良県斑鳩町 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

市指 安福寺 夾紵棺 大阪府柏原市 1 安福寺

真弓テラノマエ古墳 漆喰が付着した瓦（棺台に使用されていた瓦） 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

北野廃寺 「鵤室」墨書灰釉器段皿 京都市北区 1 京都市考古資料館

北野廃寺 単弁蓮華文軒丸瓦 京都市北区 3 京都市考古資料館

吉備池廃寺 単弁蓮華文軒丸瓦 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所

吉備池廃寺 型押し忍冬唐草文軒平瓦 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所

飛鳥寺跡 素弁蓮華文軒丸瓦（星組） 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

飛鳥寺跡 素弁蓮華文軒丸瓦（花組） 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

飛鳥寺跡 塼 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

甘樫丘東麓遺跡 土師器 奈良県明日香村 3 奈良文化財研究所

甘樫丘東麓遺跡 須恵器 奈良県明日香村 4 奈良文化財研究所

甘樫丘東麓遺跡 焼土（壁土） 奈良県明日香村 10 奈良文化財研究所

飛鳥西方遺跡 土管 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

難波宮跡 万葉仮名木簡（複製品） 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 「戊申年」銘木簡（複製品） 大阪市中央区 1 大阪歴史博物館（原品は大阪府教育委員会所蔵）

大坂城跡（下層） 百済土器　壺 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 百済土器　瓶 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡・大坂城跡（下層） 新羅土器　花文土器（蓋破片1点・細頸壺片2点） 大阪市中央区 3 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

大坂城跡（下層） 北部九州の須恵器甕片 大阪市中央区 5 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 素弁蓮華文軒丸瓦 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 土馬 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 木簡を転用した人形（複製品） 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所

難波宮跡 船形 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 小型鴟尾 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会
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難波宮跡 小型丸瓦 大阪市中央区 2 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 小型丸瓦（複製品） 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 壁土 大阪市中央区 8 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 鉄釘 大阪市中央区 2 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 木釘 大阪市中央区 1 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 土師器 大阪市中央区 3 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 須恵器 大阪市中央区 4 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

難波宮跡 漆容器 大阪市中央区 8 大阪文化財研究所・大阪市教育委員会

重文 山田寺跡 単弁蓮華文軒丸瓦 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 四重弧文軒平瓦 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 垂木先瓦 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 垂木先瓦中房飾金具 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 金銅製六弁花形金具 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 金銅製厨子飾金具 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

重文 山田寺跡 独尊塼仏 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

山田寺跡 巻斗 奈良県桜井市 1 奈良文化財研究所飛鳥資料館

興福寺 興福寺旧東金堂本尊仏頭（複製品） 奈良県奈良市 1 関西大学博物館

飛鳥宮跡 「大花下」木簡（複製品） 奈良県明日香村 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

飛鳥宮跡 飛鳥宮跡Ⅲ期（後飛鳥岡本宮の時期）の須恵器・土師器 奈良県明日香村 10 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

飛鳥宮跡 無文銀銭 奈良県明日香村 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

石神遺跡 石人像（複製品） 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

石神遺跡 「国-郡-五十戸」の行政区分を示す木簡（複製品） 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

石神遺跡 鋸 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

石神遺跡 土師器 奈良県明日香村 3 奈良文化財研究所

石神遺跡 須恵器 奈良県明日香村 2 奈良文化財研究所

石神遺跡 緑釉椀（複製品） 奈良県明日香村 2 奈良文化財研究所

石神遺跡 新羅産長頸壺 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

石神遺跡 新羅土器片 奈良県明日香村 4 奈良文化財研究所

石神遺跡 新羅産獣脚硯 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

石神遺跡 東北地方の土器 奈良県明日香村 3 奈良文化財研究所

石神遺跡 無文銀銭 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

水落遺跡 大銅管 奈良県明日香村 一式 奈良文化財研究所飛鳥資料館

飛鳥東垣内遺跡 墨書土器「元寺」 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

酒船石遺跡 湧水施設ＳＸ1301　取水口部分　砂岩切石 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会

石神遺跡 鉄鏃 奈良県明日香村 12 奈良文化財研究所

小林古墳群 双龍環頭大刀 群馬県藤岡市 1 天理大学附属天理参考館

小林古墳群 頭椎大刀 群馬県藤岡市 1 天理大学附属天理参考館

白山古墳 蕨手刀 群馬県前橋市 1 奈良国立博物館

白山古墳 圭頭大刀 群馬県前橋市 1 奈良国立博物館

白山古墳 鉄鏃 群馬県前橋市 2 奈良国立博物館

白山古墳 和同開珎 群馬県前橋市 1 奈良国立博物館

上相遺跡 鉄製品 岡山県勝央町・美作市 16 岡山県教育委員会

上相遺跡 須恵器（鉢・高杯・台付杯・杯身・杯蓋） 岡山県勝央町・美作市 7 岡山県教育委員会

鍛冶屋逧Ｂ１号墳 須恵器（杯身・杯蓋・壺・平瓶） 岡山県美作市 6 岡山県教育委員会

鍛冶屋逧Ｂ１号墳 耳環 岡山県美作市 2 岡山県教育委員会

鍛冶屋逧Ｂ１号墳 Ｂ１号墳出土鉄滓 岡山県美作市 1 岡山県教育委員会

寺町廃寺 素弁蓮華文軒丸瓦（水切り瓦） 広島県三次市 2 三次市教育委員会

寺町廃寺 三彩陶器 広島県三次市 1 三次市教育委員会

鬼ノ城 須恵器（杯蓋・杯身・高杯・長頸壺・円面硯・転用硯） 岡山県総社市 10 岡山県教育委員会

鬼ノ城 漆が付着した須恵器 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 畿内産土師器 岡山県総社市 2 岡山県教育委員会

鬼ノ城 土師器甕 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 転用硯 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 瓦塔 岡山県総社市 3 岡山県教育委員会

鬼ノ城 炉壁 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 鞴羽口 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 鉄滓 岡山県総社市 3 岡山県教育委員会

鬼ノ城 砥石 岡山県総社市 1 岡山県教育委員会

鬼ノ城 鉄製品 岡山県総社市 10 岡山県教育委員会

定北古墳 斧状鉄製品（鏟形鉄製品） 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

定北古墳 銅鋺 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

定北古墳 須恵器（平瓶・杯身・蓋・高槻） 岡山県真庭市 4 真庭市教育委員会

定北古墳 鉄鏃 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

定北古墳 鉄滓 岡山県真庭市 一括 真庭市教育委員会

県指 大谷１号墳 斧状金銅製品（鏟形金銅製品） 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

大谷１号墳 斧状鉄製品（鏟形鉄製品） 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

大谷１号墳 須恵器（長頸壺） 岡山県真庭市 1 真庭市教育委員会

大谷１号墳 双龍環頭大刀（複製品） 岡山県真庭市 1 真庭市北房振興局

重文 牽牛子塚古墳 七宝亀甲形座金具 奈良県明日香村 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

重文 牽牛子塚古墳 金銅製六花形座金具 奈良県明日香村 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牽牛子塚古墳 七宝亀甲形座金具（復元品） 奈良県明日香村 一式 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牽牛子塚古墳 七宝亀甲形座金具 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

牽牛子塚古墳 金銅製八花形座金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

牽牛子塚古墳 金銅製円形座金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

牽牛子塚古墳 金銅稜角金具断片 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）



指定 遺跡名等 資料名 所在地 点数 所蔵者（寄託者）

牽牛子塚古墳 ガラス製丸玉 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

牽牛子塚古墳 ガラス製小玉 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

重文 牽牛子塚古墳 夾紵棺片 奈良県明日香村 5 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

牽牛子塚古墳 夾紵棺片 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（関西大学博物館）

牽牛子塚古墳 夾紵棺片 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

牽牛子塚古墳 七宝亀甲形座金具 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会

牽牛子塚古墳 金銅製六花形鐶座金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

牽牛子塚古墳 金銅製円形座金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

牽牛子塚古墳 金銅製八花形座金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

牽牛子塚古墳 ガラス製丸玉 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会

牽牛子塚古墳 ガラス製小玉（粟玉） 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会

川原寺跡 複弁蓮華文軒丸瓦 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

川原寺跡 四重弧文軒平瓦 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

川原寺跡 無文銀銭 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

川原寺裏山遺跡 三尊塼仏 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（奈良国立博物館）

川原寺裏山遺跡 三尊塼仏 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

川原寺裏山遺跡 方形三尊塼仏（復元塼仏　脇田宗孝先生製作） 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

川原寺裏山遺跡 三尊塼仏「釋・勒」銘 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 三尊塼仏「阿弥他」銘 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 塑像片（迦楼羅頭部・天部顔片・右手） 奈良県明日香村 3 明日香村教育委員会（奈良国立博物館）

川原寺裏山遺跡 塑像片（両手・侍女頭部・天部腰部・坐像左膝・台座） 奈良県明日香村 5 明日香村教育委員会（奈良文化財研究所飛鳥資料館）

川原寺裏山遺跡 塑像片（丈六仏の親指と耳） 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

川原寺裏山遺跡 塑像銅芯 奈良県明日香村 3 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 唐草紋透彫金具 奈良県明日香村 7 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 光背 奈良県明日香村 4 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 蓮台 奈良県明日香村 一括 明日香村教育委員会（関西大学文学部考古学研究室）

川原寺裏山遺跡 銅製飾金具 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

川原寺裏山遺跡 花形飾 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

川原寺裏山遺跡 銅製蓮華座 奈良県明日香村 1 明日香村教育委員会

川原寺裏山遺跡 緑釉塼 奈良県明日香村 2 明日香村教育委員会

中臣遺跡 土師器　甕 京都市山科区 2 京都市考古資料館

中臣遺跡 須恵器（杯蓋・杯身） 京都市山科区 2 京都市考古資料館

中臣遺跡 鉄滓 京都市山科区 2 京都市考古資料館

旭山古墳群Ｅ-２号墳 須恵器（高杯・杯蓋・杯身） 京都市山科区 4 京都市考古資料館

旭山古墳群Ｅ-２号墳 鉄滓 京都市山科区 1 京都市考古資料館

旭山古墳群Ｅ-10号墳 須恵器（長頸壺・杯蓋・杯身） 京都市山科区 4 京都市考古資料館

藤原鎌足像 1 奈良国立博物館

阿武山古墳 須恵器（杯身・杯蓋） 大阪府高槻市 2 高槻市立今城塚古代歴史館

阿武山古墳 塼 大阪府高槻市 1 高槻市立今城塚古代歴史館

阿武山古墳 塼 大阪府高槻市 8 京都大学総合博物館

阿武山古墳 冠帽（復元品） 大阪府高槻市 1 高槻市立今城塚古代歴史館

大通寺古墳群 剣菱形杏葉 滋賀県大津市 2 当館

穴太飼込古墳群３号墳 ミニチュア炊飯具 滋賀県大津市 一括 当館

衣川廃寺 素弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

衣川廃寺 単弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 3 大津市埋蔵文化財調査センター

衣川廃寺 忍冬唐草文軒丸瓦 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

衣川廃寺 瓦塔破片 滋賀県大津市 3 大津市埋蔵文化財調査センター

錦織遺跡 土師器(甕・杯） 滋賀県大津市 3 大津市埋蔵文化財調査センター

錦織遺跡 須恵器（杯蓋・杯身） 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

錦織遺跡 鋳型 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

北大津遺跡 土師器　椀・高杯 滋賀県大津市 3 滋賀県教育委員会

北大津遺跡 音義木簡 滋賀県大津市 1 当館

穴太廃寺 単弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 1 滋賀県教育委員会

穴太廃寺 複弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 1 滋賀県教育委員会

穴太廃寺 四重弧文軒平瓦 滋賀県大津市 1 滋賀県教育委員会

穴太廃寺 紀年銘瓦 滋賀県大津市 一括 当館

穴太廃寺 銀製押出仏 滋賀県大津市 1 当館

穴太廃寺 金箔塼仏 滋賀県大津市 1 当館

穴太廃寺 三彩火舎 滋賀県大津市 2 当館

穴太廃寺 風鐸 滋賀県大津市 1 当館

崇福寺跡 舎利容器（複製品） 滋賀県大津市 一括 大津市歴史博物館

市指 崇福寺跡 独尊塼仏片 滋賀県大津市 一括 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 崇福寺跡 独尊塼仏片（土壁の付着しているもの） 滋賀県大津市 1 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 崇福寺跡 塑像螺髪片 滋賀県大津市 1 近江神宮（大津市歴史博物館）

崇福寺跡 羽口 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

崇福寺跡 坩堝 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

市指 南滋賀廃寺 軒丸瓦 滋賀県大津市 6 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 南滋賀廃寺 方形軒瓦 滋賀県大津市 2 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 南滋賀廃寺 流雲文鬼瓦 滋賀県大津市 1 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 南滋賀廃寺 塑像片 滋賀県大津市 5 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 南滋賀廃寺 三彩盤 滋賀県大津市 一括 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 南滋賀廃寺 三彩脚付盤 滋賀県大津市 1 近江神宮（大津市歴史博物館）

市指 園城寺境内 複弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 2 園城寺（大津市歴史博物館）

市指 園城寺境内 単弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 1 園城寺（大津市歴史博物館）

第３章　近江へ　～天智天皇～



指定 遺跡名等 資料名 所在地 点数 所蔵者（寄託者）

大津廃寺 複弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

真野廃寺 単弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

真野廃寺 塑像　螺髪 滋賀県大津市 19 大津市埋蔵文化財調査センター

真野廃寺 塑像　衣文 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

真野廃寺 塑像　台座蓮弁 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

源内峠遺跡 送風孔付炉壁 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 炉底塊 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 炉外流出滓 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 鉄鉱石 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 鉄塊系遺物 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 木炭 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

源内峠遺跡 土器片 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

山ノ神遺跡 中空円面硯 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

山ノ神遺跡 陶硯 滋賀県大津市 3 大津市埋蔵文化財調査センター

山ノ神遺跡 陶馬 滋賀県大津市 2 大津市埋蔵文化財調査センター

山ノ神遺跡 土鈴 滋賀県大津市 1 大津市埋蔵文化財調査センター

山ノ神遺跡 灰原の中層から出土した須恵器 滋賀県大津市 6 大津市埋蔵文化財調査センター

山ノ神遺跡 灰原の上層から出土した須恵器 滋賀県大津市 7 大津市埋蔵文化財調査センター

近江国府跡・菅池遺跡 須恵器（杯蓋・杯身） 滋賀県大津市 4 大津市埋蔵文化財調査センター

近江国府跡 移動式竈 滋賀県大津市 一括 大津市埋蔵文化財調査センター

関津遺跡 墨書土器 滋賀県大津市 1 当館

関津遺跡 榑 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群19号墳 鉄滓 滋賀県大津市 3 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群19号墳 須恵器（杯身） 滋賀県大津市 2 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群19号墳 土師器（杯・小型丸底壺） 滋賀県大津市 2 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群７号墳 陶棺 滋賀県大津市 1 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群７号墳 須恵器 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群７号墳 土師器 滋賀県大津市 一括 滋賀県教育委員会

横尾山古墳群１号墳 棺金具 滋賀県大津市 一括 当館

横尾山古墳群７号墳 鉄鈴 滋賀県大津市 2 当館

横尾山古墳群９号墳 刀子 滋賀県大津市 1 当館

横尾山古墳群９号墳 鉄鏃 滋賀県大津市 一括 当館

市指 十里遺跡 １～３号木簡 滋賀県栗東市 3 栗東市教育委員会

十里遺跡 墨書土器 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

十里遺跡 木製祭具　刀形・舟形・斎串・琴柱 滋賀県栗東市 一括 栗東市教育委員会

新開西古墳群２･３･４号墳 須恵器・土師器 滋賀県栗東市 一括 栗東市教育委員会

新開西古墳群 耳環 滋賀県栗東市 6 栗東市教育委員会

新開西古墳群 土玉 滋賀県栗東市 2 栗東市教育委員会

新開西古墳群３号墳 二彩陶器製露玉 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

霊仙寺遺跡 軒丸瓦 滋賀県栗東市 6 栗東市教育委員会

霊仙寺遺跡 無文銀銭 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

狐塚遺跡 無文銀銭 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

赤野井湾遺跡 無文銀銭 滋賀県守山市 1 当館

尼子西遺跡 無文銀銭 滋賀県甲良町 1 当館

下鈎東遺跡 複弁蓮華文軒丸瓦 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

下鈎東遺跡 重弧文軒平瓦 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

下鈎東遺跡 東北系土師器 滋賀県栗東市 2 栗東市教育委員会

高野・岩畑遺跡 東北系土師器 滋賀県栗東市 1 栗東市教育委員会

桜生古墳群第７号墳 刻書土器 滋賀県野洲市 1 当館

重文 湯ノ部遺跡 １号木簡 滋賀県野洲市 1 当館

西河原森ノ内遺跡 ２号木簡（複製品） 滋賀県野洲市 1 当館

今市遺跡 墨書土器 滋賀県守山市 1 滋賀県教育委員会

雪野寺跡 塑像　童子頭部 滋賀県竜王町 2 京都大学総合博物館

雪野寺跡 塑像片（神王形像の腕部・肩部・頭部） 滋賀県竜王町 3 京都大学総合博物館

雪野寺跡 塑像片（童子頭部・天部面部・台座蓮弁・天部腕部・左手） 滋賀県竜王町 7 福命寺（奈良国立博物館）

雪野寺跡 軒丸瓦 滋賀県竜王町 3 京都大学総合博物館

雪野寺跡 軒平瓦 滋賀県竜王町 2 京都大学総合博物館

雪野寺跡 風鐸 滋賀県竜王町 1 京都大学総合博物館

金剛寺野23号墳（コクヨ構内） 須恵器 滋賀県愛荘町 5 愛荘町教育委員会

たぬき塚古墳 銀環 滋賀県愛荘町 2 愛荘町教育委員会

金剛寺野古墳群28号墳 銀環 滋賀県愛荘町 1 愛荘町教育委員会

軽野塔ノ塚廃寺 湖東式軒丸瓦 滋賀県愛荘町 1 当館

軽野塔ノ塚廃寺 指頭圧痕三重弧文軒平瓦 滋賀県愛荘町 1 当館

野々目廃寺 湖東式軒丸瓦 滋賀県愛荘町 1 愛荘町教育委員会

野々目廃寺 指頭圧痕三重弧文軒平瓦 滋賀県愛荘町 1 愛荘町教育委員会

法伝寺 紙本著色大友皇子像 滋賀県大津市 1 法傳寺

法伝寺 木造僧形神（大友与多王）坐像 滋賀県大津市 1 法傳寺

飛鳥宮跡 エビノコ郭正殿の復元模型 奈良県明日香村 1 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館

飛鳥池遺跡 富本銭と鋳棹（複製品） 奈良県明日香村 一括 奈良文化財研究所

飛鳥池遺跡 富本銭の鋳造に用いたるつぼと羽口 奈良県明日香村 3 奈良文化財研究所

飛鳥池遺跡 ヤスリ 奈良県明日香村 1 奈良文化財研究所

藤原宮大極殿院南門 地鎮具（平瓶・水晶・富本銭） 奈良県橿原市 一式 奈良文化財研究所

藤原京跡 緑釉獣脚硯 奈良県橿原市 1 奈良文化財研究所

藤原宮跡 武蔵国から運ばれた土器 奈良県橿原市 1 奈良文化財研究所

エピローグ　再び飛鳥へ、そして藤原京へ



指定 遺跡名等 資料名 所在地 点数 所蔵者（寄託者）

藤原宮跡 埼玉県の地名を書いた瓦 奈良県橿原市 1 奈良文化財研究所

法勝寺遺跡 銅鋺 滋賀県長浜市 1 当館


