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研究所の概要

奈良文化財研究所は文化遺産を総合的に研究す

る機関です。奈良は南都とも呼ばれる古都で多数

の古建築、古美術品があり、研究所はこれらを総

合的に研究する目的で設立されました。1950年代

に起きた平城宮跡の保存問題から埋蔵文化財にも

関わり、平城宮跡や藤原宮跡の発掘調査と研究に、

多大の成果をあげてきました。これらは古代都城

形成に関する海外との学術交流にも生かされてい

ます。

また、貴重な埋蔵文化財を保存するために当研

究所が開発した高度な修復技術は、世界各地の遺

跡や遺物の保存に活かされていま丸 平城宮跡で

は朱雀門に次いで第一次大極殿の復原を実施中で、

ここでの復原技術は全国の史跡整備に活かされて

います。さらに、発掘調査に携わる自治体専門職

員や、海外の研究者を対象とした研修・共同研究

などをおこなう研修センターの役割も果たしてい

ます。

Outline of the institute

Thc NatiOntt Rcscaに h lnStitutc fOr Culturtt PЮ pcrdcs,

Nara, is an Organization cOnlinittcd tO cOmprchcnsivc

rcscarch on ancicnt culturtt hc� tagc.Thc ancicnt civ Of

Nara is known fOr its wcnth oF ancicnt archtccturc and

histO� cal wOrks OF art,and thc lnstitutc was cstablishcd tO

conduct rcscarch On thcsc matcttals.Inspircd in thc inid_

1950s,by thc prOblcm Ofprcscrving thc Nara p工 acc sitc,tO

gct invoivcd in rcscarch on buicd cultural prOpcrtics as

、vcll, thc lnstitutc has achicvcd signiflcant rcsults in thc

cxcavation and study ofthc Nara and Fuiれ ara palacc sitcs.

Thcsc havc cOntributcd tO intcrnationd acadcmic cxchangcs

aimcd at shcdding hght on thc dcvc10pmcnt of ancicnt

capitals.

In additiOn, sOphisticatcd tcchniqucs Of rcstOration,

dcvc10pcd at thc lnstitutc FOr prcscrving valuablc buricd

cultural matc� als,havc bccn apphcd in thc prcscrvation of

sitcs and artiac`throughOut thc wOdd.At thc Nara p工acc

sitc,rccOnstruction ofthc Formcr IInpcri工 Audicncc Hall is

underwab 10110wing that Of Suzaku Gatc.Thc
tcchniqucs OfrccOnstruction uscd in thcsc prOjccts arc bcing

applicd in thc prcscntation of hstOric sitcs thЮ ughout thc

country.In additiOn,thc lnstitutc工 sO scrvcs as a ccntcr rbr

thc training Ot and for cOnducting,Oint rcscarch with,bOth

iOcal govcrnmcnt cmp10yccs involvcd in archacO10gical

cxca■4tions,and fOrcign rcscarchcrs.
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研究所の組織 Organttadon of the institute

総務部
Depa■mant of Administrative Management

独立行政法人文化財研究所

Independent Administrat� e instttudon
NatiOnal Research insttute for Cuに uraI Propenies

東京文化財研究所

罵獣息熙 齢駅千鷲tβl音静冊踏I Propert e、 Tokyo

奈良文化財研究所

К縮再熙 き録駅lttRIモ:18消と協ZI PЮ pertes,Nara

奈良文化財研究所
Independent Administrative institution
National Research institute
for CuituraI Properties,Nara

話漏
碓

業務課
Operations Division

庶務係
General Arairs section

会計係
Accounting Section

用度係
Supplies Section

研修・事業係
Training&Program Section

施設係
Facttities Section

普及・資料係
Public Rela■ ons Section

図書・情報係
Library information Section

欄 臨 証

文化財情報発信専門官
CulturaI Propenies information

平 城 宮跡 発 掘 調 査 部
Department of He亜 o
Patace Site investigations

飛 鳥藤 原 富跡 発 掘調 査部
Department of Asuka/Fuliwara
Palace Site investigations

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum

埋 蔵 文 化 財 セ ンタ ー
Centerfor
Archaeologicat Operations

蒲脚漏
■

建造物研究室
Arch■ectural History Secdon

歴史研究室
Historical Records Section

遺跡研究室
Site and Garden Research Section

考古第一調査室
Archaeology Section l

考古第二調査室
Archaeology Section 2

考古第三調査室
Archaeology Section 3

遺橋調査室
Archttecture Section

史料調査室
History SecJon

写真資料調査室
Photographic Data Section

宮跡整備指導専門官
Post― Excavation instructor

考古第一調査室
Archaeology Section l

考古第二調査室
Archaeology Section 2

遺構調査室
Arch■ecture Section

史料調査室
History Section

学芸室
CuratonaI SectiOn

遺物調査技術研究室
Artifacts Research Methodology Section

遺跡調査技術研究室
Sites Research Methodology Section

,古環境研究室
Paleo― Environment Section

保存修復科学研究室
Conserwaton Science secuon

保 存 修 復 工 学 研 究 室
Consen/ation Tё chnology Section

文 化 財 情 報 研 究 室
CuituraI Properties Data Section

国 際 遺 跡 研 究 室
internationat Research Sites Section



研究所のあゆみ

奈良文化財研究所は、文化庁の前身の文化財保

護委員会に附属する文化財の調査研究機関として

1952年に発足しました。当初は、歴史・建造物・

美術工芸の3研究室と庶務室とがありました。そ

の後、平城宮跡の保存が問題となったのを契機と

して1963年に平城宮跡発掘調査部が、1973年には

飛鳥藤原宮跡発掘調査部がそれぞれ設置さ″秩 飛

烏保存問題に関する国の施策の一環として、1970

年の閣議決定に基づいて1973年 には飛鳥資料館が

設置されました。また、1974年には国上開発に起

因する埋蔵文化財問題に対処する方策の一つとし

て、埋蔵文化財センターが設置されました。

その後、省庁の再編など政府の行政改革推進の

方針に基づき、府省に所属する研究機関も再編成

され、文化庁に附属する東京国立文化財研究所と

奈良国立文化財研究所の二つの研究機関は2001年

4月 に統合し、独立行政法人文化財研究所となり

ました。それぞれの研究所は東京文化財研究所と

奈良文化財研究所となり、独立行政法人の本部は

奈良文化財研究所の庁舎内に置かれました。

History Of the institute

Thc NadOn工 Rcscarch lnstitutc fOr Cultural PЮ pcrtics,

Nttra,Was lbundcd in 1952 as an auxllialy organization of

thc National COmmissiOn for PrOtcctiOn Of Cultur江

Propertics, the prcdcccssOr of thc currcnt Agcncy for

Culturtt AFFaits,with a vicw tO cOnducting rcscarch On

culturtt prOpcrticso At thc tiinc Ofits inccption,the lnstitutc

had thrcc rcscarch divisiOns, spccializing in histOrヵ

architccturc,and art,as wdl as a Gcncrtt Affaits D� isiOn.

Thc grOwing nc∝ ssiげ tO pЮtCCtthc Hcり O pttaCC Sitc lcd tO

thc inccPtiOn Of thc D� isiOn Of HcttO Palacc sitc

lnvcstigations in 1963. In 1973, thc E〉 ivisiOn of thc

Asuka/Fui� ara Palacc Sitc lnvcstigatiOns■ �岱 cstablishcd,

and in 1975,thc Asuka HistOrical Muscum was opcncd,

pЮmptcd by a Cabinct tsOlutiOn madc in 1970 as Part Of

thc gOvcrnmcnt's crorts to prcscrvc thc cultural prOpcrtics

of thc Asuka arca.In Ordcr tO hclP mcct thc dcmand fOr

rcscuc cxcavations cOnductcd by local govcrnmcnts, thc

Ccntcr fOr ArchacO10gica1 0pcratiOns was cstablishcd in

1974 tO traln 10ctt cxcavatOrs and prOvidc ttviccs to 10cal

authOritlcs.

As part of thc JapanCSC Govcrnmcnt's rcFOrm initiati� cs,

national rcscarch institutcs bc10nging to govcrnmcnt

H� nistries and agcncics arc undcrgoing rcOrganization.

Conscqucnttt thc Nationtt Rcscarch lnsitutc fOr Culturエ

PrOpcrtics, TOkyO, and thc Nara National Cultural

PrOpcttics Rcscarch lnstitutc wcrc intcgratcd and

rcorganizcd as branchcs Of thc lndcpcndcnt Administrativc

lnstitution in Apri1 2001. Thc hcad Officc fOr this

indcpcndcnt institutiOn is 10catcd at thc National Rcscarch

lnstitutc FOr Cultural PrOpcrtics,Nara.



■1952年/昭和27年4月

文化財保護委員会の附属機関として奈良文化財研究所 (庶

務室・美術工芸研究室・建造物研究室・歴史研究室)を奈

良市春日野町50番地に設置

■1954年/昭和29年7月

奈良国立文化財研究所と改称

■1960年/昭和35年10月

奈良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所を設置

■1963年/昭和38年4月

平城宮跡発掘調査部を設置

■1968年/昭和43年6月

文化庁が発足 その附属機関となる

■1970年/昭和45年4月

平城宮跡資料館を開館

■1973年/昭和48年4月

会計課・飛鳥藤原宮跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

■1974年/昭和49年4月

庶務部(庶務課・会計課)と埋蔵文化財センターを設置

■1975年/昭和50年3月

奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館を開館

■1980年/昭和55年4月

美術工芸研究室を奈良国立博物館の仏教美術資料研究セ

ンターに移管

■1980年/昭和55年4月

庁舎を奈良市二条町に移転

平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センターを庁合に移転統合

■1988年/昭和63年3月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町941
に新営

■2001年/平成13年4月

独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所となる

■Apri1 1952

Thc lnstitutc was establshed as an auxlia■ r Organization ofthc

National Commission for PrOtection oF Cultural PrOpcrties,
with a Gencral Arairs D� ision,Historical Research D� ision,

Architccturc Rcscarch D� ision,and Art Reseath D� ision,at

50 Кttsugano― cho,Nara.

■July 1 954

Thc lnstitutc was offlcinly nalncd the Nara National Cultural

Propcrtics Researdh lnstitutc.

■October1 960

Thc omcc oFthe HttO ttdaCC Sitc lnvestigations opened in the

formcr Natt Palacc sitc in Sakihigashi_machi,Nara.

■Ap面11963
Thc Di� sion of HcijO Palacc Site lnvcsti3ations was
cstablshed.

■June 1968
Thc Agcncy for Cultural
lnstitute under its control.

Affairs was cstabLshed, 、vith the

■Ap�l1970
Thc Nata Palace Sitc Muscuni opened.

■Ap前11973
Thc Di�sion ofAsuk〃 Fttiwara Pェace Sitc lnvestigations and

thc Asulca HistOrictt Muscum were establishcd.Thc lnstitutc's

AccOunting Section was also establishcd.

■Ap前11974
The Departmcnt of Gcneral Affaits and thc Center fOr

ArdtteO10glca1 0pcratiOns weに CStablished.

■March 1 975

The Asuka HXtorical Museum opened tt Okuyama,h the

�llage Of Asuka,Nara P(fecturc.

■Apnl1980
Thc Art Rcscarh D� ision transferred tO thc Research Ccnter

fOr Buddhist Art,ofthc Nara National Museum.

■August 1988

A new headquartcrs building、 vas built for thc Division

Of Asuka/Fujiwata Palace Site lnvcstigations at 94-1,
Kinomoto…chO,Kashihara,Nara preFecturc.

■Ap� 1 2001

Thc Nationd Rcscath lnstitute for Cultural PrOpcttics,Nara,

WaS♂anted tlle statlls ofindcpendent administmiv・ c hsituion.

■Ap面11980
The hstitutc rc10cated to Nijo‐ cho,Nara.Thc D� ision of

HCijO Palace Site lnvcstigations and the Ccntcr for
Arhacologica1 0PcratiOns wcre intcgratcd into thc lnstitute.



文化遺産研究部

歴史的建造物・伝統的建造物群、歴史資料・書

跡資料、遺跡・庭園などの文化遺産に関し、建造

物研究室・歴史研究室・遺跡研究室の3室をおき、

専門的かつ総合的な調査研究をおこなっています。

建造物研究室では、建物の実地調査、発掘され

た建物遺構の分析、保存修理のデータなどをもと

に古代建築の調査研究をおこない、その成果を生

かして平城宮の大極殿院などの建物復原に協力し

ています。また社寺や民家、集落・町並み、近代

化遺産などに関して総合調査をおこない、文化財

建造物の保存修理事業にも協力しています。

歴史研究室では、典籍文書などの書跡資料と歴

史資料の調査研究をおこなっています。書跡資料

では、主要な調査対象である興福寺や薬師寺の南

都諸大寺をはじめ、近畿地方の諸寺院で調書作成、

写真撮影を実施し、その成果の公表に努めていま

す。歴史資料では、絵図や板木などを調査対象と

し、現在は「北浦定政関係資料」の調査・研究に

あたつています。

遺跡研究室では、庭園を総合的に調査研究し、

その成果の公表に努めています。現在の主たるテ

ーマは、中国・韓国を含めた東アジアの古代庭園

に関する調査研究と日本の発掘庭園に関する調査

研究です。また、全国各地の大規模遺跡について、

その整備方法や管理・活用状況に関し調査・分析

をおこなうとともに、地方自治体等がおこなう遺

跡の整備事業にも協力しています。

Departl¬ent of Cultural Heritage

Thc Dcpartmcnt is cOmp� scd of thrcc scctiOns i thc

Architcctu臣工HistOry SccdOn,HistOttcal Rccords ScciOn,and

thc Sitt and Gardcn SccuOn.Bascd On cOnabOration alnong

thcsc scctions,its ovcran hnction is Ю carry out coinprchcnsivc

rcsc畑℃h on hねtOttc buildings,dOcurncn岱 ,and on gardcns and

Odlcr sュ tcs.

Thc Archit∝tural HXtory Sc� On studたs andcnt architcturc

bascd On rcscarch cOndlに tCd On O誌 ting hム tOic bddings,thc

strucdral rcmttns OFcxcavatcd bullding sitcsぅ as wcl as On data

Obtttncd in thc rcstOration ofhstOttc buildings.Thc rcsdts Of

dlis tscarch havc bccn applicd tO r∝ OnstrucdOn wor16 such as

thc lmpcrial Attcn∝ Hal at thc Ntt Palacc si俺 .As a mcans

OF cOnttibuing tO thc pЮ tccdon of histOttc buldings, d� s

s∝don alsO cclnducts cOmprchcns能 (search rcgarding ttmplc

and shinc cdinccs,vcrnacdat hOuscs,dtlcs,tOwns,� nagcs,

and thc hcitagc ofJapan'S modcmizatiOn pciod.

Thc HistOical Rccords ScctiOn cngagcs in thc study Of

hねtOricalよ )cumcnts and othcr matc� ユs,induding d随 剛ings

and wcIOdb10ck pin`.In dlc cOursc Of its ongoing rcscarch

conccrning pЮmincnt tcmplcs locatcd in thc Kinki tcgion,a

tcord of htttOrical dOculncn`pOsscsscd by thc tcmplcs is

bcing crcatcd and prcscrvcd as a photographic archivc,with

somc ofthttc rcsd`工 にad/madc availablc tO thc pubic.This

secionね curcntly cngagcd h thc rcscarch of hisЮ �cエ

matcttals ldated tO Kitaura Sihmtta,whol五 d thc fOun(協 tiOn

fOr dlc smdy OF dlc Nara palacc and capital sitts at dlc cnd Of

thc EdO pcttOd.

Thc Sitc and Gardcn ScctiOn cOnduch cxtcnsivc rcscarch on

臨 走 的 ‐Cutrcllt proJtt inCludc rcscarch ω dlc ancicnt

gardcns Of Eぶ Asian cOul■trlcs,and thc analysis Of JapanCSC

prdcns cxcavatcd航 蕪れ∞10g』 sitcs.his scctiOn also catriQs

ou ncld s_F on mtcd histOFiC Stt drOughOu JaPan,and

dcvc10Ps guidClincs rcgarding thcir rcstOratoL tlanagcmcntJ and

p�比 usco K mcmbcrs aLO play m impOrtant rolc益 �描 る肋

on―sitc tcsЮ rauOn prOJms bcng mplcmcntcd by hrariOusお cal

govcr― cnts.
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investigating old documents

at Yakushい temple,Nara

楢川村平沢地区の伝統的建造物群調査

Investigation of the historicai bu‖ dings

in the Hirasawa area of Narakawa V‖ lage,

Nagano Prefecture



平城富跡発掘調査部

奈良時代 (710～ 784)の天皇治世のための施設

や宮殿と、国の中央官庁をあわせて設置した平城

宮の発掘調査研究を担当しています。1954年以来、

組織的な調査を継続し、今までに130haの平城宮

跡のほぼ300/0の発掘を進め、古代史研究上、多く

の重要な成果をあげています。また、当時の首都

平城京にあった貴族の邸宅や役人、庶民の住まい、

あるいは公設の市場や寺院の遺跡の研究と発掘調

査も進めており、1200年の間、地下に埋もれてい

た歴史のさまざまな事実を解明してきています。

平城宮跡の既発掘地では、建物跡を基壇で示し

たり、木を植えて建物の柱の位置を示したり、さ

らに朱雀門や東院庭園をはじめ、建物や遺構を復

原し、現在は第一次大極殿正殿の復原工事が進ん

でおります。このようなかつての平城宮の姿をし

のばせる整備活用事業を進めるために必要な調査

研究も担当しています。

遺跡に残された遺構や遺物の分析を通じて歴史

の事実を解明するのが発掘調査研究です。遺跡の

発掘や出上した膨大な遺物の基礎的な整理は、研

究をささえる重要な作業です。

Department of Hei,O Palace Site
investigations

This Dcpartmcnt is in chargc of archacO10gical

inw℃stigatiOns at thc Ntta palacc sitc,whcrc facilitics wcrc

cstabLshcd fOr thc cmpcror tO rulc during thc Nara pcriod

(710-784),ユ Ong with thc impcrial domidlc and govcmmcnt

Ottccs.Sincc 1954,coordinatcd invcstigations ofthc sitc havc

bccn in prOgrcss,、vith cxcavation Of ncarly 300/o ofthc 130

hcctttc sitc bcing cOmplctcd, rcsulting in many discOvcrics

important FOr thc study Of ancicnt histOr>In ttdition,

cxcavation and rcscarch on tcsidcnccs Of gLじ iStOcrats, lowcr

OFFlcins,and cOmmOncぉ arc carricd Out in thc surrOunding

Nara capital sitc,dOng with invcstigations of pubhc markct

placcs,tcmplcs,and Othcr sitcs,bringing to hght many

histOrictt acts whidi havc l工 n buttcd fOr Ovcr 1200 ycars.

Excavatcd PortiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

public in variOus ways which cOnvcy thc origind appcaran∝

Of thc N臨聡 pttacc sitc.Thcsc indudc rccOnstructing thc

fOundatiOn platfOr=ns whcrc bundingS Oncc stood,planing

shrubs tO indicatc thc pOsitions Of a bulding's pllars, Or

rcconstructing thc faclitics thc■ lsclvcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn.Thc aim Of

cxcavaionね tO d創1,thc hiStOic Pぉ t thЮ ugh thc analysh Of

artifacts and fcatuに s that survivc in archaco10gicn sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing of grcat

v。lumcs Ofp� mary data obtttncd ftOm allcicnt sitcs arc �tエ

tttks which ttrtllcr rcsc額� on andcnt histOry.

復原された東院庭園

Reconstructed Eastern Palace

Garden



平城宮跡整備状況 (中央は第二次大極殿基壇 )

Nara palace site,

partia‖ y reconstructed and landscaped

大乗院庭園 西小池の遺構と東大池

Garden of the Dai,o― in  Nish「 koike pond excavated and Higashi oike pOnd

称徳天皇の大嘗宮跡 (前方は共雀門 )

Excavated Features of the Dai,yo~kyu

(temporal bu‖ dings of the enthronement for Syotoku Empress,

viewing Suzaku Gate above



飛鳥藤原富跡発掘調査部

奈良県高市郡明日香村から橿原市にかけての

「飛鳥・藤原」地域は、わが国古代国家成立期の

歴史的な舞台であり、6世紀末から8世紀初めに

至る間、政治・経済 。文化の中心地でした。そし

て今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、

最古の本格的寺院である飛烏寺をはじめとする寺

々のほか、工芸品などを製作した総合工房や漏刻

(水時計)台、墳墓など、さまざまな遺跡が眠つ

ています。また、この地域の北半には、古代国家

の首都で最初の計画都市・藤原京がおかれました。

ここには天皇の住まいや国政、国家的儀式をおこ

なう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、道路で碁盤

目状に区画された京域が方5血以上の範囲に広が

っていました。

当調査部では、これら遺跡の発掘調査を通じて、

古代国家の具体的な歴史像を復原すべく、学際的

な調査研究をおこなつています。その成果は、遺

跡発掘調査説明会や報告書類、展示室などで公開

するとともに、遺跡の保存・活用に取り組んでい

ます。

山田寺跡 金堂基壇と周囲の瓦敷き舗装

山田寺は、蘇我倉山田石,II麻呂によって、

舒明13年 (641)1こ 造営が開始された。

Podium ofthe h洲 ain Ha‖ with a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site

Departrrlent
Palace Site

of Asuka/Fu,iwara
investigations

Thc Asuka/Fuiiwara rcgion of Nara prcFccturc,cxtending

frOm thc �llagc of Asuka tO thc civ Of Kashihara,was thc

histOric sctting fOr thc cmcrgcncc of thc ancicnt Japancsc

statc, and scrvcd as thc pOhtical, ccOnOnic, and cultural

ccntcr froni thc cnd Of thc six■ l tO thc arst part of thc

dghth ccntu� cs.AccOrdntt a vaiCty of archacЫ 。」cal

rcnl五ns hc dOrinant bcncath thc grOund,inctuding impc五 江

Palaccs and thc rcsidcnccs Of clitc Famihcs, thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

dOistcrcd Buddhist tcmplc in JaPan,plus thc rcmains of

tOmbs, thc carthcn POdium Of a watcr ciock, and a

wOr16hOp complcx fOr thc prOductiOn craft itcHls,AlsO,in

thc nOrthcrn httf Of dhis rcgion lics thc Fuiiwara capital,

bullt On a rcctangular grid sPrcading out avc lこ Iomctcrs On

a sidc and ccntcing on thc Fuiiwara palacc,IOcatcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

江Ong with halls、 vhcrc ccrcmonics OFstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavation Of thcsc sitcs,intcrdisciplinary

invcstigatiOns arc cOnductcd by thc Dcpartmcnt with thc

aim Of rccOnstructing a concrctc histOric i=nagc Of thc

ancicnt statc.In additiOn tO making thcsc rcsults public/ally

availablc thrOugh public �鉗 ings tt cxcavations,publicatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main facility9 thc

Dcpartmcnt is ttso in chargc of thc prcscrvation Of thcsc

sitcs and utihzatiOn fOr thc pubic bcncflt.

10
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特別史跡藤原富跡 朝堂院東第三堂 (南から)

礎石はすべて抜き取られていたが、それを支えた根石や栗石が良好な状態で残つていた。

Nadonal Historic Vonument Fuj wara Palace S tei Third east ha ofthe State HaHs compound
The pllar base stones had been complete removed, butthe smaHer stones used to support and stab lize them remained in a good state of preservation

史跡川原寺跡 鉄釜鋳造遺構

寺城北端部の冶金工房群の一角にある。鉄釜は国径88cmで 、7世紀後半のもの。

National Histor c卜謝onument Kavyaradera Temple S te: Archacological(eature related to the casting Of an iron cauidron

Located in one corner ofthe group of metalioundr es in the port on atthe northern edge ofthe temple precinct

The iron cauldron lvas 88 cm in diameter at ts mouth, and dated from the tatter ha f ofthe seventh century
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飛鳥資料館

飛鳥地方の歴史風土の保全を目的とした特別立

法措置に関連して、昭和50年に明日香村奥山に開

館した歴史系の博物館です。飛烏時代と飛烏地方

を展示対象として、主に飛鳥藤原宮跡発掘調査部

が飛鳥地域で行った調査成果を中心に展示を行っ

てきました。常設展示とともに春秋の2回、特別

展示を行うとともに、講演会を開催してきました。

最近では研究所の研究活動を広く知っていただく

ために、企画展示として研究所他部局の研究成果

に基づいた展示を行つています。

常設展示は第 1と 第 2の二つの展示室がありま

す。第 1展示室では飛鳥時代の歴史を知って頂く

ために、宮殿・石造物・古墳・寺院を取り上げ、

出土遺物を中心とした展示を行つています。宮殿

では飛烏の中心部で発見された浄御原宮の出土遺

物や、宮殿に伴う水時計の遺跡として有名な水落

遺跡の模型などを展示しています。石像物では石

人像と須弥山石を館内で展示するとともに前庭に

石造物の模造品を展示し水を流して当時の状態を

復元しています。古墳では高松塚古墳出土品、寺

院では飛鳥寺や川原寺からの出土品を展示してい

ます。第 2展示室では、山田寺東回廊の出土建築

部材を使用した復元展示を行つています。

昨年度は特別展を2回、春期特別展「飛鳥の湯

屋 」と秋期特別展「古代の梵鐘 」、企画展を 1回

開催しました。夏にはキトラ古墳の発掘調査の終

了を受けて、発掘成果の報告会を開くとともに、

出土遺物の速報展を 1回開催しました。

須弥山石復元展示

Exhibition of reconstructed Shunisen~seki

Asuka Histottcal Museum

町�s is a muse― wih a historical focus,w�ch opened in

1975五 鍬 叫 孤配 � he vinage of Asuka,in cα junction wih

special legidaive lneaswes aimed tt preserving he hstoric

scenery and sitt of he Asuka re810n.The Asuka penod and

region are the otteCtS Of its dittlays,wih exhibits made

∝ntettg on he results of �■cstig�ons conducted in he

Asuka areaby he D� ision ofAsuka and F� � ara Palace Site

hvestig�ons.h addition to the reglIIlar e� btts there艇

specl江 exhibitions held ⅢⅦce yearly h the spang and autllrn,

and lectures have also been held.Recently,m order to make

the hstitute's research activities more widely known,planned

exhibits based on he research results of odler sections of the

hstituteは亀been held.

晩 regRIllar exhibtt corlsists ofExhibit Halls l and 2.Exhibit

Han l deЛs with he palaces,stone tteCtS,mounded tombs,

and temples of Asuka,wih exhibits mょ 滝 centenng on

artifacts recovered from hese sites,b promote kklowledge of

the hstory of the Asuka period.For the palaces,創 耐随岱

recovered lroni the Kiyomihara palace discovered h the

cm� partOf As山 艇 �Splayed,along wih a model ofthe

Mizuochi sie which is wen kno、 vn as the locus of a water

dock accompanyng he palace.For stone tteCtS,there tt a

stone ctting with mtte and female Lmages and a stone

representation of Mt.Sulneru displayed within he muse―
,

together witt rephcas of stone OtteCtS displ弓ミ in the

museun's garden,some of dlem ttouting water to recreate

ther orig・lal condition. For mounded tombs, artifacts

recovered lrom dle Takamatsuzuka mound,鰤 d for temples,

items discovered at Asuka and Kawaradera temples,are

displayed.h Exhibit Hau 2,a reconsmctiOn usng reccjvered

architecwal I刊 〔だntt IIom the eastem coridor ofthe clolster

ofYamadadera tempL is displayed.

SpeciЛ exhibits held wice ttt year were“ The Temple

Batts ofAsuka"in the sp4ng and“Ancient Temple Bens"in

the fall. One plallned exhibit was also heldo Wih the

completion of the investigrative excavation of the Kitora tomb

� he sll―er,pubhc reports were glven of the results,m

addition to holding an翻�悦t ofrecently recovered ttd髄 儘。
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春の甘樫丘

Spring scenery of Amakashi no Oka

石造物の屋外展示 (前庭)

Exhibition of stone monuments
13



埋蔵文化財センター

遺跡調査技術研究室ゃ遺物調査技術研究室では、

官衛遺跡の調査技術、遺跡を探る遺跡探査技術な

ど、遺跡 。遺物調査技術に関する研究をおこなっ

ています。古環境研究室では、古環境の復原的研

究、年輪年代学による考古学的研究をおこなつて

います。保存修復科学研究室では、遺物や遺跡の

分析的研究、保存修復に関する自然科学的研究を

おこなっています。保存修復工学研究室では、遺

跡保存整備に関する工学的手法の開発研究など幅

広い研究をおこなっています。文化財情報研究室

では、埋蔵文化財を中心とした不動産文化財の情

報収集・整備をおこない、情報機器によるその情

報の提供と活用をおこなっています。そして、国

際遺跡研究室では、当研究所がおこなうすべての

海外交流についてコーディネートしています。

また、当センケーの主要な事業には、地方公共

団体等が実施する発掘調査や保存整備に関する指

導・助言、その専門職員に対する埋蔵文化財に関

するあらゆる分野の研修事業の実施があります。

Center for Archaeological
Operations

Thc Sitcs Rcscarch McthOdO10gy Scction and thc Artifacts

Rcscarch McthOdO10gy Scction cngagc in thc study Of

invcstigativc tcchniqucs appropriatc fOr ancicnt artilhcts and

ancicnt sitcs,su(五 as mcthods fOr studying thc rcmains of

ancicnt adHinistrativc oFFlccs,and thc usc Of archacO10gical

prospcction fOr flnding sitcs. Thc PalcO_EnvirOnmcnt

ScctiOn is tcsPOnSiblC FOr rcscarch On ancicnt cnvirOnmcnts,

and archacO10gical rcscarch bascd On dcndrOchrOn010gy.

Thc COnscrvation Sclcncc Scctlon conducts sclCntlflc

analyscs Of ancicnt artifacts and sitcs,as wcII as rcscarch in

thc natural scicnccs rclatcd tO prcscrvation and rcstOration.

Thc COnscrvadon TcchnO10gy ScctiOn is cngagcd brOadけ in

thc rcscarch and dcvc10pmcnt oF cnginccring mcthOds fOr

prcscrving and maintaining ancicnt sitcs. Thc Cultural

Propcrtics Data Scction gathcrs and Organizcs informatiOn

On buricd cultur工 prOpcrtics and othcr imlnOvablc cultural

propcrtics, whilc Offcring and cncOuraging usc of this

infOrmatiOn by clcctrOnic mcans. Thc lntcrnational

Rcscarch Sitcs ScctiOn is rcsponsiblc fOr cOOrdinating all

intcrnational cxchangc pЮ grams initiatcd by thc lnstitutc.

As part of its cOrc rcspOnsibilitics,thc Ccntcr also givcs

advicc and guidancc tO 10c工  govcrnmcnt gЮ ups to ぉsist

thcm in cxcavating or prcscrving and rcstOring ancicnt sites,

and OfFcrs govcrnmcnt cmployccs training in all aclds

associatcd with buricd cuitural prOpcrtics.

環境考古学実習風景

Practical training in Environmental Archaeology

14



年輪読取器による作業風景 (三佛寺にて )

Operation of a tree ring measuring machine

(at the sanbutsuji Temple)

年輪読取器 Ⅱ型 (特注品)

モニタ出力とデジタル出力に対応した固定機

Unit#2,Tree ring measuring machine(specia1 0rder,」 apan)

A stationary device capabic of monitor and digital output

／

ナ

イ

‐

フ
″

保存科学課程木材組織観察用
プレパラー ト作製実習

Practical training in specimen

preparation for observing wood structure,

in the Conservation Science course
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文化財保護の国際学術交流

奈良文化財研究所が実施する国際交流・協力事

業は、学術共同研究・研究員交流・技術研修・保

存修復などであり、ЛCAなど他機関がおこなう

国際協力事業にも協力しています。

2005年度には、次の 6件の事業を中心にした国

際交流・協力を実施します。①中国社会科学院考

古研究所とおこなう「アジアにおける古代都城遺

跡の研究と保存に関する研究協力」として、中国

映西省西安市の唐長安城大明宮太液池庭園跡の共

同発掘調査、②カンボジアシェムリアップ地域文

化財保護開発機構とおこなう「アンコール文化遺

産保護共同研究」として、発掘調査を含む西 トッ

プ寺院の総合調査研究、③ 「東アジアにおける生

産遺跡の調査研究協力」として、中国河南省文物

考古研究所とおこなう河南省撃義市黄冶唐三彩窯

跡に関する共同研究、④韓国国立文化財研究所と

おこなう古代韓国と日本の金属・瓦生産に関する

共同研究、⑤中国遼寧省文物考古研究所とおこな

う「中国遼寧省三燕文化の遺物・遺跡に関する研

究協力」として、遼西地区の三燕文化遺跡出上金

属器の調査、⑥韓国国立文化財研究所とおこなう

「古代日本の都城形成過程等に関する調査研究」

として、日韓都城の比較研究を実施します。

この他、アンコールフット遺跡群の建築部材を

対象とする「苛酷な気象条件下の遺跡調査と保存

に関する研究」、科学研究費補助金による中国遼

寧省文物考古研究所とおこなう「日中古代墳墓副

葬品の比較研究」などがあります。また、昨年度

から文化財研究所の事業として、新たに「西アジ

ア諸国文化遺産保存修復協力事業」が加わり、東

京文化財研究所と共同で、アフガニスタンとイラ

クの文化遺産修復事業、現地人スタッフの養成を

目ざした研修事業を実施しています。

international AcaderYRic Exchanges
Related to CulturaI Properties
Conservation

The N� onal Reseatch hstitute for Cultural Properties,

Nara,promotts a vatlety ntem航た吼江 proJectS rangng tom

joht rese紬,exchanges of research persolmel,俺 chical

training,mユ the restoration and preservation of ttt sites.

h addition,the hsitute offers ttsis倣 モe to JICA(Japan

htemational Coop∝ �on Agency)and oher organizations

in implementing ntemationd cooperative proJects.

During he 2∞5 isctt yett these erorts win focus on the

fonowing S� ofproBrams COOperationi(1)a garden excavation

証 the Da Ming Gong Tai Ye Chi garden site of the Tan3

Dynasty capital,Chang;an,Sttm�  Province in China,camed

out h con」unction win the hsimtt Of Archaedogy and he

CIinese Acaderny of Social Sciences as pan of the
‖
Cooperative Research relatt to the Preservation and Smdy of

Ancient C頼』 s in Asiが
.;o)a comprehens�

e mvesigation,

撤 luding excavation,ofthe West Top Temple h Cambodia,

as part of the WCOOperative Research Related to the

Preservation of Angkor Cultural Hα it軽ざ'in coniunctiOn wih

the Auhority for the Protection and Management of Angkor

and dle RegiOn of Siem Reap;(3)an inVestiBation Of glazed

pottery kih sites in Gongyi City in Henan Prowince,China,in

COttunciOn wih the Archacological hstitute of Henan

Provincq ④ a jO� reseach proJect on艇 』 att Юof tile

pttoducdon in ancient Korea and Japan, carrled out in

conJuncdon wih he Natお 刷工Research L、 titute for Cultural

Properties,Koreai(5)a joint research proieCt On ancient

artifacts and sites lepresenting the Sanyan Culme in haO_g

Province, China, ∞旺ied out in cottunCiOn with he

胤 hacological hsdmte of Liaoning Provinc劣 向岨 (6)a
comparative study of the process of fomaion of ancient

capitЛs in Japan and Korea,as p�  of the WCooperative

Research on he Fomation of Capid Sites in Ancient Japan,W

in conJШlcion � h the Naional Research hsitute for Cultural

酌 即 嗚 Kore阻

Other intemational ptteCtS �lude the“ hvesig�∽ and

Preservation of Ancient Sites under Harsh Climtts,'dealing

with architecmal members in he AnaOr Wat site group,and

he “Companive Study of Burial Coods Found h Ancient

Tombs in Japan and China,“ cakried out in conJunCtiOn wih

the ttchaeological hstitute of Liaoning Provmce under a

grant in― 江d offered by he Ministly of Education,Culme,

Sports, Sclence and Tedttiology for scientiflc rese� . In

addition,aom the lttt iscal year “CooperativehttectfOrthe

Consewation and Restoraion of the Culture Heritage of

Westem Asian Countrles" has been newly added as an

hstitute proJect,COnductedjointly with he National Research

hstitute for Culmral PЮ pexties,Tokyo,as a pЮgram anmed at

restonng he c』 価 江heritage of Afghanittm and lraq,and at

developmg native persomlelin his fleld.
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河南省聖熱 ゝヽ黄冶村唐三彩窯跡

A Tang sancai k‖ n site at Xiaohuangzhi V‖ lage,Gongyi,Henan Province,China

アンコール・ワット墨書撮評風景

Photographing ink inscriptions at Angkor VVat

アフガニスタンのバーミヤン遺跡

The Bamiyan site,Afghanistan
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査研究成果 Publicizing the Results
Reseach Activities

研究所には公開施設として平城宮跡資料館、飛

烏藤原宮跡発掘調査部展示室、飛鳥資料館があり

ます。

春・秋には研究職員が調査研究成果を発表する

公開講演会を開催し、飛烏資料館では特別展示等

に関係して内外の講師による講演会を催していま

す。

平城宮跡発掘調査部および飛烏藤原宮跡発掘調

査部で実施する発掘調査では、現地説明会を開催

し、成果を発表しています。

調査研究成果を公表する刊行物には、学報 。史

料・紀要・基準資料・飛鳥資料館図録・埋蔵文化

財ニュース等があります。

Thc Xnstitute publicly displays iヽ rcscarch and survcy

rcsuits thrOugh thc Nara Palacc Sitc Muscunl, thc

ExhibitiOn Httl of thc Dcpartmcnt Of thc Asulca/FuiiⅥ ra

Palacc Sitc lnvcstigatiOns, and thc Asuka HistOrical

Muscum.

Evcry spring and autumn, thc lnstitutc nso organizcs

pubhc tccturcs in which its tcscarchcrs prcscnt thc rcsuits Of

thcir investigatiOns and survcys.「 rhc Asuka HistOrical

Muscum also invitcs spccialists, frOm bOth within thc

lnstitutc and from thc Outsidc,tO givc lccturcs in assOciation

with spccial cxhibitiOns Ofthc muscum.

Upon cvcry mづ or cxCavaion work,thc wO Invcstigativc

Dcpartincnts prcscnt pubhc sitc vicwings for thOsc

intcrcstcd in anclcnt histOry.

PubttcatiOns issucd by thc lnstitutc niaking thcsc rcscarch

and sulvcy rcsults pubttdy availablc includc its acadcH� c

,Oumal,annual rcpOrts,compcndia Of histOric工 matcrials

and othcr basic dtta,catttogs Of cxhibidOns at thcノ 監uka

Historictt Muscum,and a n齢嗚lcttcr on issucs(latcd tO

buricd culturtt pЮ pcrtics.

18



奈良文化財研究所のホームページ
http://―.nabunkenjp

研究所ホームページのリニューアルをおこない

2004年度より所外に公開しています。

今回のリニューア,レでは、ページ構成をわかり

やすく再編成し、見やすく統一されたデザインに

一新するとともに出土品ギャラリーによるバーチ

ャル展示、研究所における研究内容の紹介、平城

京クイズ、文化財関係の最新ニュースの配信等を

新たに追加し、文化財に関わる各種情報提供につ

いて内容の一層の充実を図りました。

また、公開講演会、発掘調査現地説明会等の各

種行事の開催情報およびそれらの資料も従来どお

り掲載するとともに木簡データベース等の各種デ

ータベースを公開しています。

Nara CulturaI Properties Research
institute Home Page
http://www.nabunlcenjp

The hstitute`website has been rellovated訂 遭 is fjlly

accessible to he public lrom the 2004 isctt year.

晩 renov�on is aimed tt enFiChing the contents of tt types

ofinfomation provided on cuh江江 matenals,adding a vim江

gallery of unearthed finds,introducions of he hstimteis

researcla,a qulz on the Nara ctti』 ,and latest news buuetins

related to cultural propettles,while overhauling the websれ 's

pagesをdong a unifled design to lnake hem easler to see and

曲 tそ uO (1・

Infomation tand lnateritts of collrse continue to be provided

on pubhc lectures,public site viewmgs,and vanous other

events,while public access is avttlable to hc database of

moklcan(w∞ den dOcuIЦ 朔低)and tO Oher詭匠bttes.
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