
和歌山県　刀剣類出土遺跡地名表

番号 遺跡名 所在地 時期 時期細分

刀
(金

属装
具有
り)

刀
(金

属装
具無
し)

剣 ヤリ 鉾 甲冑 馬具 鏃 その他

和歌山a0001 東国山1号墳 和歌山市 古墳 保存 円墳 15 竪穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 鉄鏃
碧玉製管玉、ガラス製小玉、練玉、刀子、
鉄鎌、鉄鋤、須恵器、土師器

011

和歌山a0002 小倉1号墳 和歌山市 古墳 円墳 13 横穴式石室 古墳・後 6世紀 1 2
金製飾金具(装飾付大刀の装具の可能
性もあり)、直刀

鉄鏃
須恵器、土師器、ガラス製小玉、ガラス製
大玉、丸玉、臼玉、切子玉、棒状鉄製品

011、027

和歌山a0003 明楽2号墳 和歌山市 古墳 円墳 16 横穴式石室 古墳・終末 7世紀
1

以上
○ 鉄鏃

瑪瑙製勾玉、碧玉製管玉、ガラス製丸
玉、ガラス製小玉、滑石製臼玉、須恵器、
瓦器、人骨片

011

和歌山a0004 明楽3号墳 和歌山市 古墳 規模不明 円墳 横穴式石室 古墳・後 6世紀 1 鍔付 011
和歌山a0005 明楽4号墳 和歌山市 古墳 円墳 15 横穴式石室 古墳・後 6世紀 5 鉄鏃 須恵器、土師器、瓦器、人骨片 011
和歌山a0006 明楽5号墳 和歌山市 古墳 保存 円墳 15 横穴式石室 古墳・後 6世紀 1 ○ 鉄鏃 瓦器、金環、刀子、須恵器、土師器 011

和歌山a0007 明楽6号墳 和歌山市 古墳 規模不明 円墳 横穴式石室 古墳・後 6世紀 2 ○ 鉄鏃
金環、水晶切子玉、碧玉製管玉、刀子、ガ
ラス製小玉、鉄製品、須恵器

011

和歌山a0008 八王子山8号墳 和歌山市 古墳 規模不明 円墳 第3木棺墓 古墳・中 5世紀前半 1 鉄 鉄鏃
鋸歯文鏡、碧玉製管玉、水晶製丸玉、滑
石製玉、瑪瑙製勾玉、琴柱形石製品、刀
子

016

和歌山a0010 鳴滝1号墳 和歌山市 古墳 保存 円墳 25 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 2 4
単鳳環頭大刀(金銅製)、捩り環頭大刀、
鉄刀

○ 鉄鏃
耳環、空玉、ガラス製玉、飾履、子持勾
玉、刀子、鉇、須恵器、土師器、棺金具
(木棺か)、釘

014

和歌山a0011 鳴滝5号墳 和歌山市 古墳 規模不明 円墳 横穴式石室 古墳・後 6世紀 1 鉄
銀製空玉、銀環、ガラス製小玉、須恵器、
土師器

014

和歌山a0012 鳴滝6号墳 和歌山市 古墳 円墳 10 木棺 古墳・中 5世紀前半 1 直刀 ○
棺内)刀子、須恵器、土師器
棺外)鎌、鉄斧、砥石、鑿、釘

011

和歌山a0014 雨が谷2号墳 和歌山市 古墳 規模不明 不明 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 直刀 鉄鏃 ガラス製小玉、刀子、須恵器 012
和歌山a0015 晒山1号墳 和歌山市 古墳 円墳 25 粘土槨 古墳・中 5世紀前半 6 1 小直刀5、直刀1、鉄ヤリ1 翡翠製勾玉、碧玉製管玉、滑石製臼玉 018
和歌山a0016 晒山3号墳 和歌山市 古墳 規模不明 円墳 礫槨？ 古墳・中 5世紀 1 直刀 003
和歌山a0017 晒山4号墳 和歌山市 古墳 横穴式石室 1 003

和歌山a0018 晒山10号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 35 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 1 直刀、剣はヤリの可能性あり ○ ○ 鉄鏃
刀子、水晶製三輪玉、水晶製切子玉、ガ
ラス製小玉、空玉、耳飾、須恵器

011

和歌山a0019 園部円山古墳 和歌山市 古墳 円墳 25 横穴式石室 古墳・後 6世紀後末葉 1 圭頭大刀 ○ 玉類、耳環、刀子、須恵器 022

和歌山a0020 大谷古墳 和歌山市 古墳 史跡整備 前方後円墳 70
組合式家型石
棺

古墳・中 5世紀後半 9 7 5 鉄刀、鉄剣、鉄鉾 ○ ○ 鉄鏃
棺内)耳飾、玉類、帯金具、鏡
棺外)鉄鎌、鑿、鉇、鍬先、手斧、滑石製
玉類

020

和歌山a0021 釜山古墳 和歌山市 古墳 保存 円墳 40 箱式石棺？ 古墳・中 5世紀後半
1

以上
直刀(鉄製) ○ 玉類 016

和歌山a0022 花山8号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 52 粘土床 古墳・中 5世紀前半 4 鉄 滑石製勾玉、ガラス製玉、滑石製臼玉 001
和歌山a0023 花山9号墳 和歌山市 古墳 円墳 30 横穴式石室 古墳・終末 7世紀初頭 2 鉄 須恵器 002
和歌山a0024 花山33号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 32 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 鉄 ○ 002
和歌山a0025 花山42号墳 和歌山市 古墳 円墳 10 組合式木棺 古墳・中 5世紀前半 1 1 1 直刀、鉄剣、鉄鉾 鉄斧 002

和歌山a0026 花山44号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 30 粘土床 古墳・中 5世紀前半 1 鉄 鉄鏃
土師器、刀子、鉄鎌、鉄器、滑石製勾玉、
臼玉

002

和歌山a0027 花山46号墳 和歌山市 古墳 円墳 13 竪穴式石室 古墳・中 5世紀前半 1 直刀 鉄鏃 刀子、土師器 011

和歌山a0028 大谷山6号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 25 横穴式石室 古墳・後 6世紀初頭 7 3 直刀、鉄鉾 鉄鏃
須恵器、土師器、管玉、帯金具、鋤先、鉄
斧

008

和歌山a0029 大谷山39号墳 和歌山市 古墳 円墳 20 箱式石棺 古墳・中 5世紀前半 1 1 鉄刀、鉄剣 棺外)鎌、鉄斧、鉇 008
和歌山a0030 大日山35号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 84 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 3 ○ ○ ○ 胡籙金具、鏡、須恵器 011
和歌山a0031 大日山43号墳 和歌山市 古墳 円墳 15 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 鉄 ○ 002
和歌山a0032 大日山70号墳 和歌山市 古墳 円墳 14 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 鉄 002
和歌山a0033 井辺1号墳 和歌山市 古墳 方墳 28×40 横穴式石室 古墳・終末 7世紀前半 1 刀鞘責金具 鉄鏃 金環、輪状銅製品、須恵器、土師器 001
和歌山a0034 寺内60号墳 和歌山市 古墳 円墳 16 横穴式石室 古墳・後 6世紀末 1 1 刀鍔金具、直刀 鉇、須恵器、土師器 011
和歌山a0035 寺内63号墳 和歌山市 古墳 円墳 25 粘土槨 古墳・中 5世紀半ば 2 1 鉄剣、蛇行状鉄剣、鉄ヤリ ○ 鉄鏃 011

和歌山a0036 井辺前山6号墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 49 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 ○
須恵器、ガラス製勾玉・丸玉・トンボ玉、碧
玉製管玉、金環、銅環、土師器

011

和歌山a0037 井辺前山32号墳 和歌山市 古墳 円墳 12 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば
1

以上
直刀 ○ 鉄鏃 須恵器、碧玉製管玉 011

和歌山a0038 井辺前山36号墳 和歌山市 古墳 円墳 15 竪穴式石室 古墳・中 5世紀後半 1 直刀 ○ 鉄鏃 須恵器、刀子、鎌、鉇、ガラス製小玉 011
和歌山a0039 井辺前山37号墳 和歌山市 古墳 規模不明 不明 組合式石棺 古墳・中 5世紀？ 1 鉄 棺外)土師器 001
和歌山a0040 山東22号墳 和歌山市 古墳 円墳 27 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 銀象嵌刀装具 ○ 金製冠 023
和歌山a0041 田屋遺跡 和歌山市 集落 自然流路 古墳・中 1 鹿角装大刀(鞘尻装具) 024

和歌山a0042 西庄遺跡 和歌山市 集落 2号竪穴住居跡 古墳・中 中期後葉 1
鹿角性製刀剣装具
鞘尻(未製品)

○
須恵器蓋杯、甕、土師器長胴甕、韓式系
土器甑、製塩土器

021

和歌山a0043 西庄遺跡 和歌山市 集落 Ⅲb層 古墳・中～後
TK208 ～
TK43

1
鹿角性製刀剣装具
鞘尻(未製品)

鹿角製疑似餌、切断・分割素材 021

和歌山a0044 西庄遺跡 和歌山市 集落 Ⅲ層 古墳・中 2
鹿角製刀剣装具
鞘口

切断・分割素材 021
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和歌山a0045 西庄遺跡 和歌山市 集落 Ⅲc層 古墳・前～中
前期～中期
前半

2
鹿角製刀剣装具
一体式把

鹿角製刀子柄 021

和歌山a0046 西庄遺跡 和歌山市 集落 1
鹿角製刀剣装具
鞘尻(未製品)

021

和歌山a0047 (伝)天王塚古墳 和歌山市 古墳 前方後円墳 88 横穴式石室 古墳・後 6世紀中葉 3 鉄刀 026
和歌山a0048 (伝)岩橋千塚古墳群 和歌山市 古墳
和歌山a0049 山崎山1号墳 海南市 古墳 円墳 20 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 1 石突 006
和歌山a0050 山崎山2号墳 海南市 古墳 円墳 20 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 2 1 鉄剣 006
和歌山a0051 山崎山5号墳 海南市 古墳 前方後円墳 45 割竹形木棺 古墳・中 5世紀初頭 2 鉄1、青銅1 006
和歌山a0052 山崎山8-2号墳 海南市 古墳 円墳 9 箱式石棺 古墳・中 5世紀後半 1 鉄刀 ○ 玉類、須恵器、斧、ノミ、ヤリガンナ、刀子 016
和歌山a0053 馬瀬1号墳 海南市 古墳 規模不明 不明 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 鍔付 011

和歌山a0054 陵山古墳 橋本市 古墳 円墳 46 横穴式石室 古墳・中 5世紀中葉
1

以上
4 1 2 鉄刀、鉄剣、蛇行状鉄剣、鉄槍 ○ ○ 004

和歌山a0055 椒古墳 有田市 古墳 帆立形
東西17、
南北19

横穴式石室 古墳・中 5世紀半ば 1 2 4 直刀 ○ ○ ○ 010

和歌山a0056 箕島1号墳 有田市 古墳 円墳 12 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 ○ 011
和歌山a0057 岩内1号墳 御坊市 古墳 方墳 19×19 横穴式石室 古墳・終末 7世紀半ば 1 銀線蛭巻 011

和歌山a0058
岩内3号墳(第1主体
部)

御坊市 古墳 円墳 28 粘土槨 古墳・中 5世紀初頭 1 4 1 直刀、鉄剣、鉄槍 011

和歌山a0059
岩内3号墳(第2主体
部)

御坊市 古墳 円墳 28 粘土槨 古墳・中 5世紀初頭 1 011

和歌山a0060 阪東丘1号墳 御坊市 古墳 規模不明 円墳 不明 古墳・中 5世紀中頃 1 1 素環頭大刀 仿製六獣鏡、青銅製釧、玉類 019
和歌山a0061 阪東丘2号墳 御坊市 古墳 古墳・中 2 1 直刀 011

和歌山a0062 天田2号墳 御坊市 古墳 円墳 横穴式石室 古墳・中～後
5世紀末～6
世紀末

2 1 ○ 鉄鏃
玉類、刀子、須恵器壺・杯蓋・杯身・提瓶・
𤭯、鍬先、鎌、土師器甕

019

和歌山a0063 天田26号墳 御坊市 古墳 円墳 古墳・中～後
5世紀末～6
世紀末

2 鉄斧、須恵器壺 019

和歌山a0064 天田28号墳 御坊市 古墳 前方後円墳 30 竪穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 009

和歌山a0065 尾ノ崎周溝墓15号 御坊市 古墳 方形周溝墓 7×8 竪穴式石室 古墳・前 4世紀
1

以上
鉄剣 仿製珠文鏡 019

和歌山a0066 秋葉山1号墳 御坊市 古墳 円墳 13 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 2 1 直刀、小型直刀、鉄剣 011
和歌山a0067 秋葉山3号墳 御坊市 古墳 不明 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 2 直刀 玉類、耳環、刀子 019

和歌山a0068 祓井戸6号墳 御坊市 古墳 円墳 20 横穴式石室 古墳・後～終末
6世紀前半～
7世紀前半

1 鍔 鉄鏃 須恵器、刀子、玉類、勾玉状銅製品 027

和歌山a0069 祓井戸10号墳 御坊市 古墳 円墳 20 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 鍔銅芯金張り ○ 011

和歌山a0070 葉糸古墳 田辺市 古墳 不明 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半
1

以上
鉄刀 011

和歌山a0071 磯間岩陰遺跡 田辺市 その他 史跡 竪穴式石室 古墳・中 5世紀後半 2 鹿角装鉄剣 017

和歌山a0072 黒土古墳 紀の川市 古墳 円墳 25 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 直刀 ○
玉類、耳環、刀子、須恵器、鉄心木覆の
金具、鉄製曲金具

011、027、
029

和歌山a0073 八幡塚古墳 紀の川市 古墳 円墳 20 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 冠片の可能性もあり 鉄鏃 須恵器、土師器、銀製梔子玉、銀製空玉 027、029
和歌山a0074 百合山2号墳 紀の川市 古墳 円墳 11 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 環頭大刀 ○ 玉類、刀子、須恵器、土師器 005
和歌山a0075 丸山古墳 紀の川市 古墳 円墳 42 箱式石棺 古墳・中 5世紀前半 1 鉄製直刀 鉄鉢、鉄てい 011

和歌山a0076 箱山古墳5号石室 岩出市 古墳 方墳 28×20 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1
1

以上
直刀 ○

須恵器、土師器、玉類、冠片、金環、銀
環、刀子、鉄斧

011、027、
028

和歌山a0077 箱山古墳4号石室 岩出市 古墳 方墳 28×20 竪穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 直刀 011
和歌山a0078 船戸山2号墳 岩出市 古墳 円墳 14 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 鉄刀 011
和歌山a0079 船戸山3号墳 岩出市 古墳 円墳 20 第2横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば 1 直刀、鍔 ○ ○ 011、027

和歌山a0080
向山4号墳(辨天山古
墳・弁財天山古墳)

日高町 古墳 円墳 12 横穴式石室 古墳・後 6世紀半ば
1

以上
鉄刀 ○ ○ 013

和歌山a0081 中の谷古墳 日高町 古墳 円墳 箱式石棺 古墳・中 5世紀 1 直刀 011

和歌山a0082 箱谷3号墳 日高川町 古墳 円墳 16 横穴式石室 古墳・後
6世紀前半～
後半

2 鉄刀 ○ 鉄鏃
須恵器、製塩土器、弓金具、鉄鉗、鉄鐸、
玉類、耳環

027

和歌山a0083 吹上2号墳 日高川町 古墳 円墳 13 横穴式石室 古墳・後
6世紀前半
(MT15)

2 直刀、小刀 029

和歌山a0084 若野1号墳 日高川町 古墳 円墳 10 横穴式石室 古墳・後 6世紀後半 1 鉄刀 ○ 鉄鏃 耳環、土器類 027
和歌山a0085 偸伽平古墳 白浜町 古墳 規模不明 不明 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 1 鉄刀 須恵器杯、須恵器短頸壺 027
和歌山a0086 権現平1号墳 白浜町 古墳 円墳 21 竪穴式石室 古墳・中 5世紀後半 1 直刀 011
和歌山a0087 脇ノ谷古墳 白浜町 古墳 不明 箱式石棺 古墳・中 5世紀後半 1 2 小刀、鉄剣 ○ 007
和歌山a0088 上ミ山古墳 すさみ町 古墳 円墳 40 横穴式石室 古墳・後 6世紀前半 3 1 直刀、鉄鉾 015
和歌山a0089 下里古墳 那智勝浦町 古墳 前方後円墳 40 竪穴式石室 古墳・中 5世紀初頭 2 鉄剣 011
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