
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現

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

や遺物の保存に生かされています。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生かされています。

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。
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Outline of the institute

Thc Nationtt Rcscarch lnstitutc for Cultural PrOpcrtics,

べara, is an Organization committcd to comprchcnsivc

rcscal・ ch on ancicnt cultural hcritagc.Thc ancicnt civ of

Nara is knclwn fOr its wcalth of ancicnt architccturc and

histOrical wOrks Of art,and thc lnstitutc was cstabttshcd to

conduct tscarch on thcsc matc� als,InsPircd in thc mid一

1950s,by thc problcm of prcscrving the Nara palacc sitc,tO

gct involvcd in tcscarch on buricd culturtt prOpcrtics as

wcl, thc lnstitutc has achicvcd signiflcant rcsuits in thc

cxcavation and study ofthc Nara and Fuiiwara pttacc sitcs.

Thcsc havc cOntributcd tO intcrnational acadcmic cxchangcs

aimcd at shcdding Lght on thc dcvc10pmcnt Of ancicnt

capit工 s.

In additiOn, sophisticatcd tcchniqucs of rcstOration,

dcvc10pcd at thc lnstitutc for prcserving valuablc buricd

culturtt matchals,havc bccn apphcd in thc prcsclvation of

sitcs and ardttcts thrOughout thc wOnd.At thc Nara pttacc

sitc,rcconstruction ofthc Formcr lmpcttal Audicncc Httl is

undcrwayJ f0110wing that Of SuzakumOn gatc.Thc

tcciniques ofrccOnstruction uscd in社lcsc projccts arc bcing

apphcd in thc ptscntatiOn Of histOttc sitcs thrOughout thc

country.In additiOn,thc lnstitutc also scrvcs as a ccnter ror

thc training ot and for cOnducting,Oint rcscarch with,both

10cal govcrnmcnt cmployccs involvcd in archacO10gical

cxcavations,andと もrcign rcscarchcs.
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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れ、飛鳥

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年には国土開発に起因する

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

研究所の庁合内に置かれました。

History of the institute

Thc National Rcscarch lnstitutc FOr Culturtt PrOpcrties,

Nara,was fbundcd in 1952 as an auxihary organization of

thc National COmmission for PrOtcctiOn of Cultural

Propcrtics, thc prcdcccssOr of thc currcnt Agcncy for

Cultural Affaits,with a �cw tO cOnducting rcscarch On

culturtt propcrtics.At thc ti=nc OFits inccPtiOn,thc lnsitutc

had thrcc rcscarch divisiOns, spcciahzing in histOr>

architccturc,and art,as wcll as a Gcncral AfFaits D�ision.

Thc grOwing nc∝ ssiv to PrOtCCt thc HciiO pttacc sitc lcd tO

thc inccption Of thc Di� siOn of HcttO Palacc sitc

lnvcstigatiOns in 1963. In 1973, thc E)ivision of the

Asuka/Fuiiwara Pttacc Sitc lnvcstitttiOns was cstablishcd,

and in 1975,thc Asuka IIistO� cal Muscum was opcncd,

promptcd by a Cabinct rcsolutiOn madc in 1970 as Part Of

thc gOvcrnmcnt's crorts to prescrvc thc cuttural prOpcrtics

of thc Asuka arca. In ordcr tO hclp mcct thc dcmand fof

rcscuc cxcavations cOnductcd by local govcrnmcnts, thc

Ccntcr fOr Archac。 10glca1 0pcrations was cstabishcd in

1974 to train iOcal cxcavators and providc advicc to local

authOrltics.

As part of thc JapanCSC Govcmmcnt's rcFOrm in� ativcs,

natiOnal tcscarch institutcs bc10nging to govcrnttcnt

宜liniStrics and agcncics arc undcrgoing reorganization.

Conscqucnttt thc Nation工 Rcscarch lnstitutc FOr Cuitural

Propcrtics, TokyO, and thc Nara National Cultural

Propcrtics Rcscarch lnstitutc wcrc intcgratcd and

rcorganizcd as brandics Of thc lndcpcndcnt Administrativc

lnstitution in Apri1 2001. Thc hcad Officc for this

indcPcndcnt institudon is locatcd at thc National Rescarch

lnstitutc fOr Culturtt PЮ pcrtics,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

庁合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8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁合を橿原市木之本町94-1

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

The lnstitutc was estabished as an auxliary organization Ofthe

Nationd CommissiOn for PrOtection of Cultural PrOperties,

Ivith a Gcncral Affairs Division,1■ istOrical Research E)ivision,

Architecture Rcscarch D� isiOn,and Art Research Di� sion,at

50 Kasugano― chO,Nara

■July 1 954

Thc lnstitute、 lηs offldallJ/named the Nara National Cultural

Properties Research lnstitute.

■October1 960
Thc OFflcc Oftl■ c Hcり。
fOrlner Nara Palace site

Palace Site lnvestigations opcncd in the

in Sakihigashi‐ machi,Nara.

■Apri1 1 963

The DivlsiOn
estabhshed.

Of HeijO Palace Site lnvcstigations was

■June 1968

The Agenc/for Cultur』
Institutc under its cOntrol.

Affairs 、vas cstabLshcd)、 vith the

■Ap両11970
The Nara Palace Site lMuseuni opened.

■Ap�11973
The Di�siOn OfAsuka/Fllil■Vara Pdace Sitc lnvcstigations and

thc望転uka HistOric工 Museum were establishcd.Thc lnstitute's

い(counting Section lvas also cstabhshcd,

■Ap面11974
Thc Dcpattmcnt of Gcncral Affairs and the Ccntcr fOr

ArchacO10gica1 0pcrations lvctc cstabiShcd.

■hllarch 1 975

Thc Asulca HistOrictt Muscum opcncd at Okllyama,in thc

vllagc Of Asuka,Nata PrCfCCturc,

■Ap市11980
Thc Art Rcscarch D� isiOn transFerred

fOr Buddhist Art,ofthe Nara Nation江

to thc Rcscarch Center

Muscum.

■Ap百11980
Thc lnstitutc rc10catcd to Ntto― cl10,Nara.Thc D� itton of

Hcijo Palacc Sitc lnvcstigations and thc Ccntcr for
ArchacO10gicm Operations Tvere integratcd intO the lnstitute.

■August 1 988

A new headquarters bullding was built fOr the Division

OF Asuka/Fujiwara Palace Site lnvcstigations at 94_1,
Kinomoto―chO,Kashihara,Nara prcFccture.

■Ap� 1 2001

Thc National Rcscatch lnstitutc fOr

、lk挙 grantcd thc status ofindcpcndcnt

Culturtt Propcttics,Nara,

ad■1lnlstratlvc lnstitutlon



文化遺産研究部

古代建築・文化財建造物、書跡・歴史資料、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、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現

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現 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、仁和寺などにおいて調書作成、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。研究にあたっていま現

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、地方自治体等が行う遺跡の整備

事業にも協力しています。

Departi¬ent of Cultural Heritage

Thc Dcpartmcnt is compriscd Of thrcc scciOnS:thc

伴 hittCtural Hね tory Sc� on,HisЮ ical Rccords S∝ dOn,and

thc Sitc and Gardcn SccdOn. Bascd on cOlabOratiOn alnong

thcsc scctiOns,i`Ovcl・ al ttnctiOn is to carry out comprchcnsivc

tscarch on histOic buildings,dOcumcnts,and on gardcns and

Othcr sitcs.

Thc Architcctural HistOry Scction studics ancicnt architcctut

bascd On tcscarch cOnductcd On cttsting histOric buildings,thc

structural rcmttns oFcxcavatcd building sitcs,ぉ wCl aS On data

Obtalncd in thc rcstOratton ofhistOric buildings.Thc rcstdts Of

this rcs働Ⅸ五havc bccn applicd to rcconsttucuon wcjrks such as

thc lmpcrial Alldicncc Hal at thc Nara palacc sitc.As a mcans

Of cOnttibuing to thc pЮ ttcuOn of histOric buildings,this

scdion nso conduぬ cOmprchcnsivc■sctth ttgtthg tcmpに

and shinc cdiaccs,vcrnacdar ho縣cs,di岱 ,towns,�Ⅱagcs,

alld dlc hctttagc ofJaPan's modcmttatlOn pcriod.

Thc HistOttc工 Rccords ScctiOn cngagcs in thc stu"Of

histOrical dOcumcnts and othcr matc五 江s,induding drawings

and wOOdb10ck pttnts,In thc cOursc of its Ongoing rcscarch

conccrning pЮmincnt tcmplcs lo∽俺d in thc andcnt caPitals

ofNtt and Kヵ to,a tCOrd ofhね tO�cn documcn`pOsscsscd

by thc tcmplcs is bcing c(atcd and prcscrvcd as a phOtOgraphic

archivc,with sOmc Ofthttc tsd`江 (ady madc avallablc tO thc

public.ThX scciOn is cuttntly cngagcd h thc rcscarcl1 0f

histOncal matc五工sl・clatcd to ICitaura SadalfnasЪ  who lttd dic

fOuntttiOn for thc study ofthc Nara p工 acc and capitユ sitcs at

thc cnd Ofthc Edo pcttod.

Thc Sitc and Gardcn ScctiOn cOndus cxtcnsl1/c rcscarch on

臨 走 prdcns,Currcnt pttccts includc rcsm・ ch on dlc anclcnt

rdCnS Of East Asi甑 ∞untrlcs,and dlc allalystt Of Japttc

srdcns cxcavatcd tt archaco108iCal �tcs.his scctlon tto carrlcs

out acld survcys on rcsЮ ttd histott si盛 廿Юughoutヵ即 ,and

dcvcloPs ttdClincs rcgarding thcif rcsЮ ration,噸里 騨 血 中耐

public usc.K mcmb鶴 丞 O ptt all l14pOrtant rOlc器 迅 wttott fOf

On―sitc rcsЮ 盟�凛 proicctS bCing implcmcntcd by wγ Юus bcal

govcrnmcnts.



第一次大極殿復原の実物大屋根廻り

模型による検討

Simu ation of the method oflay ng

roof j19s for the reconstruction of

the Forlnerimpenal Audience Ha‖
,

using a fu‖ ―scale model of a
poAlon ofthe roof

薬師寺の古文書調査

lnvestigating old documents

at Yakushtti temple,Nara

崇

どlⅢくヽIユ

石田城五島氏庭園実測調査

Surveying the garden of
lshida Cast e in

NagasakI Prefecture



平城宮跡 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

のほば300/c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、建物や遺構を復原するなど、かつて

の平城宮の姿をしのばせる整備活用事業を進めて

おり、その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

掘や出土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。

investigations

This Dcpartincnt is in chargc Of archacO10gical

invcstigations at thc Nara pttacc sitc,whcrc facilitics wcに

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to rdc duing thc Nara pcriod

(710-784),江 Ong with thc impcrial dOmicilc alld govcrnmcnt

omccs,sincc 1954,cOOrdinatcd invcstigations ofthc sitc havc

bccn in PЮgrCSS,With CXcavation of ncarly 300/o ofthc 130

hcctttc sitc bcing cOmplctcd,健 suling in many discOvcrics

important fOr thc study Of andcnt histOr>In additiOn,

cxca、4tion and rcscal・ ch on rcsidcnccs Of aistOcrats, Icjwcr

omdtts,md cOmmOncrs arc cttricd out in thc surrounding

Nara capit工 sitc,along with invcstigations of public markct

placcs,tcmplcs,and Othcr dtcs,bringing tO ight maリ

histOrical facts which havc lain buttcd fOr Ovcr 1200 ycars.

Excavatcd PortiOns of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

public in various ways which cOn� γ thC Origind appcarancc

of thc Nara palacc sitc. Thcsc indudc rccOnstructing thc

fOundatiOn platrbrms、vhcrc buldings oncc stoOd,planing

shrubs tO indicatc thc pOsitiOns Of a building's pllars, Or

rcconstructing thc faclitics thcmscivcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn,Thc aim Of

cxcavation is to dari,thC hStO� c Past thrOugh the anttriS Of

artifacts and fcaturcs that surv� c in archaco10gictt sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing of grcat

v01umcs Of pttmary data Obtttncd frOtt andcnt sitcs arc �t孤

tatsks which ftltthcr rcscarch on ttldcnt histO呼

Department of Hei,O Palace Site

国指定名勝旧大乗院庭園の発掘調査

Excavation of Da可 5in garden,
bu‖tin the medieval period



平城宮跡整備状況

Nara palace site,

partia‖ y reconstructed and landscaped

史跡頭塔の発掘調査

Excavation of Zut5(an earthen stupa),
buittin Nara per od

平城富東院南辺の発掘調査

Excavation in the southern area
ofthe East Palace



研究所の役害」と組織 Role and Organizadon ofinsutute

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

る飛鳥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

まざまな遺跡が眠っています。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

儀式をおこなう殿合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5km以上の

範囲に広がつていました。

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っていま現 その成果は、遺跡

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。

DepartrYRent
Palace Site

of Asuka/Fu,iwara
investigations

Thc Asuka/Fllitwaraに」On of Nara pに fCCturc,cxtcnding

fr9m thc �llagc of Asulo tO thc civ Of Kashihara,lvas thc

histOric sctting for thc cmcrgcncc of thc ancicnt Japancsc

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

ccntcr from thc cnd Of thc sixth tO thc flrst part of thc

cighth ccnturics.Accordin」 >a Varicty of archacO10gical

rcmains hc dormant bcncath thc grOund,induding impc五江

p工accs and thc rcsidcnccs of clitc Familics,thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

dOistcrcd Buddhist tcmplc in Jttan,ptus thc rcmains of

tombs, thc carthcn POdium Of a watcr clock, and a

wOrkshOp complcx Iも f thc prOduction craFt itcHls.AlsO,in

thc nOrthcrn half Of tl■is rcgiOn hcs thc Fuittara capitn,

bult On a rcctangular grid sprcading Out avc lこ 10mctcrs on

a sidc and ccntcring on thc Fuiiwara palacc,10catcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

a10ng with halls whcrc ccrcmOnics ofstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavaion of thcse sitcs,intcrdね dplinary

invcstigations arc conductcd by thc Dcpart=ncnt、 vith thc

ai=n of rcconstructing a concrctc histOric iinagc of thc

ancicnt statc.In addition tO making thcsc rcsults publically

avanablc through  On― sitc study tours, publicatiOn Of

rcscarch rcsutts, cxhibitiOns at its main facnit> thc

Dcpartincnt is alsO in chargc of thc prcscrvation of thcsc

sitcs and utihzatiOn fOr thc pubic bcncat.

山田寺跡 金堂基壇と周囲の瓦敷き舗装

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂によつて、

舒明13年 (641)に造営が開始された。

Podium ofthe Main Ha‖ with a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site
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研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsutute
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特別史跡藤原宮跡 朝堂院東第一堂

穴に落とし込まれた礎石と礎石を据えていた根石がみえる。

The Fullllara Palace Site,a Nat onal Historic卜 謝onument
First East HaH ofthe State HaHs compound

藤原富跡 大極殿とその周辺

1300年 前の首都・藤原京は、694年 からわずか16年間の都であつた。

The Fu,vvara palace sitei the imperial Audience HaH and env rons
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研究所の役割と組織 Role and Organization of insutute

飛鳥資料館

飛鳥時代 (6・ 7世紀)や飛鳥地方の歴史を展示・解

説した、小規模ながら総合的な博物館で現 展示品

には、高松塚古墳出土の鏡・玉・飾り金具など、飛鳥寺・

川原寺。大宮大寺・山田寺出土の瓦。蒔仏など、石神

遺跡出上の噴水施設である須弥山石と石人像、水落

遺跡でみつかった水時計遺構の模型、飛鳥地区と藤

原京全景の復原模型などがありま丸 屋外には、須

弥山石や石像の噴水装置、導水施設である酒船石、

猿石などの模造品が並んでいます。また、1994年 に

増設した展示室には、山田寺回廊跡から出土した

建築部材を化学処理し、これを生かして再構築し

た3間分の回廊を復原。展示していま現

毎年、春期・秋期には飛鳥にちなんだ特別展示

もおこなっており、2002年度春期には「あすか―

以前」を、秋期にも飛鳥をテーマにした展示を企画

していま現 年間来館者は、約7万人です。

Asuka Historical Museum

This facility is a small but cOmprchcns� c muscum
cxhibiting and cxPIaining thc histOry of thc Asuka pcriOd

(6th t0 7th ccnturics)and thc Asuka rcgion.Thc itcms

cxhibitcd indudc a mirroち bcads,mcttt cOffln attings and

Othcr itcms ffOm thc TakamatsuzuL Tbmb;rOOf tilcs and

tilcs bcaring Buddha imagcs in fchct uscd at Asukadcra,

陥waradcra,Daikanda巧1,Yamadadcra and Othcr tcmplc

�ttt stOnc ngutts and a dccOrょ �c,ca�Cd StOnc,knO、vn

by thc namc Of ShumXcn,fOund at thc lshgami sitc and

which Mras a part of a watcr fOuntain;a inOdcl of thc watcr

ciOck lttclity discOvcrCd at thc Mizuochi sitc;rnodcls Of thc

cOmplctc cxPanSC Of thC Asuka arca and thc Flliiwara

capit江.Outdoor cxhibits indudc rcphcas Of thc Shuttiscn

stonc and stOnc agurcs uscd as a■ vatcrともuntaln,and thc

Sakafunc_ishi and Saru_ishi stOncs,which wcrc dcsigncd tO

channcl thc aO、 v Of watci Also,in a ncw cxhibitiOn room

addcd tO thc lnuscum in 1994,a thrcc_sPan tCCOnstruction

Of thc dOistcr Of Yamadadcra was madc using scicntiacally

prcscrvcd arhitcctural matcrials rcccjvcrcd frOm thc sitc.

Spccial cxhibitiOns On Asuka一 rclatcd thcmcs arc hcld

annually in thc spring and falliと もr thc spring of 2002 an

cxhibitiOn titicd``Daン もbcfOrc thc Asuka PcriOd"is Planncd.

Thc muscum is �sitcd by apprOximatcけ 70,000 pcoplc

annunty・

展示風景「石神遺跡の石人像」

View ofthe exhibls:
stone deity figures from the lshigami site

特別講演会風景

View of a lecture atthe museum
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展示風景「復原された山田寺東回廊」

View of the exhibitsi reconstructed portion of

the eastern cloister of Yamadadera temple
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埋蔵文化財センター

遺跡調査技術研究室・遺物調査技術研究室では、

宮衛遺跡の調査技術、遺跡を探る遺跡探査技術

の研究などの遺跡 。遺物調査の技術に関する研

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

究をおこなっています。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

機器によるその供用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。当センタ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。

Thc Sitcs Rcscarch McthOdOlogy Scction and thc Artifacts

Rc,carCh MCthOdOlogy Scction cngagc in thc study Of

invcstigativc tcchniqucs apprOpriatc rbr ancicnt artifacts and

andcnt �tcs,sucl■ as mcthods fOr studying thc t血 五ns of

ancicnt adninistrativc offlccs,and thc usc of arhac010gical

prospcction for anding sitcs, Thc PalcO― Environmcnt

Scction is tcsponsiblc Fbr rcscarch On ancicnt cnvironmcnts,

and archac010gictt rcscarch bascd On dcndrOchrOnO10gン 1

Thc COnscrvation Scicncc Scction conducts scicntiflc

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

thc natural scicnccs rclatcd tO prcscrvation and rcstoration.

Thc COnscrvation TcchnO10y ScctiOn is cngagcd brOttly in

thc rcscarch and dcvc10pmcnt of cnginccring ttcthods for

prcscrving and maintaining ancicnt sitcs. Thc Cultural

Propcttics Data Scction gathcrs and or審蓮�ZCS informatiOn

On buricd cultural prOpcrtics and Othcr immOvablc cuitural

propcrtics, 、vhilc Offcring and cncOuraging usc of this

infOrmatiOn by clcctrOnic mcans.Thc lntcrnational

Rcscarch Sitcs Scction is rcsponsiblc fOr cOOrdinating all

intcrnationd cxchangc prOgrams initiatcd by thc lnstitutc.

As part of its cOrc rcspOnsiblitics, thc Ccntcr dsO givcs

advicc and guidancc tO 10cal gOvcrnmcnt groups to assist

thcm in cxcavating or prcscrving and rcstOring ancicnt sitcs,

and offcrs gOvcrnmcnt cmployccs training in all aclds

添sOciatcd、vith buricd cultural prOpcrtics.

測量研修における3Dスキャナー実習

Training in 3D―scanner Operation

Center for Archacological
Operations

14



環境考古学研修

Training course in environmental archaeology

発掘技術者専門研修「保存科学課程」
金属製遺物保存処理実習風景

Training in conservat on



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、」ICA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。2002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、及び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、③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の分布調査、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、チリ国イースター島モアイ像を対象とす

る「苛酷気象条件下の遺跡調査と保存に関する研知 、

科学研究費補助金による中国文物研究所・甘粛省

博物館他とおこなう「古代中国の石窟・墓室等塑像・

壁画の材質。構造解析と保存修復に関する研究」、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。

international Acadenlic Exchanges
Related to Cuttural F〕 roperties
Conservation

Thc Nationtt Rcscarch lnstitutc fOr Cultural PrOpcrtics,

N4ra,pЮ mOtcs a varicv intCrnational projccts ranging from

jOint rcscarch, cxchangcs Of rcscarch pcrsOnncl, tcchnical

training, and thc rcstOration and Prcscrvation of ancicnt

sitcs. In addition, thc lnstitutc oFfcrs assistancc to JICA

(Japan lntcrnatiOnal COOpcration Agcncyl and othcr

organizations in ilnplcmcnting intcrnational coopcrativc

prOiCCtS・ During thc 2002 ascal ycatt thcsc cFfOrts will fOcus

On thc f0110� ng six of prOgralns coopcration:(1)a gardcn

cxcavation at thc Da Ming Gong Tai Yc Chi gardcn sitc Of

thc Tang Dynasり Capital, Chang'an, Shaanxi Provincc in

China,carricd out in cOlaiunCtiOn with thc lnstitutc of

ArchacO10gy and thc Chincsc Acadcmy of SOcial Scicnccs as

part of thc ``COOpcrativc Rcscarch rclatcd tO thc

Pttscrvation and Study of Ancicnt Capitals in Asiが';(2)a

comprchcnsivc invcstigation, induding cxcavation, of thc

Wcst TOP Tcmplc in CambOdia,as part of ttlc(COOpcrat�c

Rcscarch Rclated tO thc Prcscrvょ ion of Angkor Cultural

Hcritagc"in conjunction with thc Authoriv fOr thc

ProtcciOn and Managcmcnt of Angkor and thc Rcか n of

Sicm Rcap;(3)an iwcstigation Of」 拡 d POttCγ ttln sitcs

in Gongyi Civ in HCnan PrO� ncc,China,in coniunction

�th thc ArchacO10gictt lnstitutc of Hcnan PrOvincc;(4)a

,Oint rcscarch prOicct On mctn and r。 。f tilc prOductiOn in
ancicnt KOrca and Japan,car� cd out in coniunCtiOn with

thc National Rcscarch lnstitutc FOr CulturaI PrOpcrtics,

Korca;(5)a,Oint rcscarch prOjcct on ancicnt artifacts and

sitcs rcPrcSCnting thc Sanyan Culturc in Liaoning Provincc,

China,caricd Out in cOniunctiOn with the ArchacO10」 c江

Institutc of Liaoning Provincc and(6)a cOmparativc study

Of thc pЮ ccss offormation ofancicnt capittts in JaPan and

Korca, as Part of thc ``COopcrativc Rcscarch on thc

Formation of CapitaI Sitcs in Ancicnt Japan," in

COniunction with thc National Rcscarch lnstitutc for

Cultural PrOpcrtics,Korca.

Othcr intcrnational prOicctS includc thc《 Invcstigation

and Prcscrvation of Andcnt Sitcs undcr Harsh Ctimatcs,"

dcaling lvlth thc MOtts on Eastcr lsland,Chlc thc(Study

Of Matcrials, Structural Analysis, Prcscrvation, and

Rcstoration of Statucs and蜀 |モ迅I Paintings in Ancicnt Cave

Shincs and Funcral Chambcぉ in China,''carricd Out with

thc ArchacO10gical lnstitutc Of China and Gansu Provincc

Muscum undcr a grant― in―aid offcrcd by thc Ministry of

EducatiOn, Culturc, Sports, Scicncc and TcchnO10gy fOr

scicntiac rcscarch;and thc“ COmparativc Study Of Bu� al

Goods Found in Ancicnt Tombs in Japa♀  and China,''
carricd Out in cOniunctiOn �th thc ArchacO10scal lnstitutc

ofLiaoning Provincc.
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経

撃義市黄冶 唐三彩窒出土品の調査

investigat on of the articles unearthed from the three― color giazed pottery ki n s tes in Gongyi City,China

唐長安城大明宮 基準点測量

Control pOint survey at the Da卜』ing Gong site of
the Tang Dynasty capital,Chang'an,China

アンコール遺跡群 夕二窯跡群A6号窯の調査

investigat on ofthe A6 Kiin at the Tani k‖ n sites in the AngkOr complex
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調査研究成果の普及活動

研究所には公開施設として平城宮跡資料館、飛

鳥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、飛鳥資料館では企画

展示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鳥藤原

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。

Publicizing the Results of
Reseach Activities

Thc lnstitutc pubhdy displays its(scath and survcy

rcsutts thrOugh thc Nara Palacc Sitc Muscum, thc

ExhibitiOn Httl of thc Dcpartmcnt Of thc Asuに 平Fui�唸ra

Palacc Sitc lnvcstigations, and thc Asuka HistOrical

Muscum. Evcry spring and autumn, thc lnstitutc also

organizcs pubLc lccturcs in which its rcscarchcrs prcscnt thc

rcsults Of thcit invcstigations and survcys. 
テ
Γhc Asuka

HistOrictt Muscum also invitcs spccialists,frOm bOth within

thc lnstitutc and frOm thc Outsidc, to givc lccturcs in

association with spccitt cxhibitiOns Of thc muscum.UpOn

cvcry maior CXCavation work, thc twO Invcstigat� c

Dcpartincnts prcscnt public sitc vicwings for thOsc

intcrcstcd in ancicnt histOry. PubhcatiOns issucd by thc

lnstitutc making thcsc rcscarch ttd survcyに SultS publicly

availablc includc its acadcmicす 。urnal,annual rcpOrts,

compcndia of histOical matcttals and Othcr basic data,

catユ ogs ofcxhibitiOns at thc Asuka HistOrical Muscum,and

a ncwstcttcr On issucs rclatcd tO buricd cultural prOpcrtics.
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石汗努[F所のそ隻害」とヤ担織  Role and O「ganization of institute
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公開講演会

Pub ic lecture

現地説明会風景

Public s te viewing
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