
研究所の役害」と組織 Role and O「 ganizadon of instttute

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、

多数の古建築や古美術品があり、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。1960

年代に起きた平城宮跡の保存問題を契機に、平城

宮跡や藤原宮跡の本格的な発掘調査と研究を進め

てきました。これらの成果は古代都城形成に関す

る国内外の研究や学術交流にも活かされています。

また、貴重な埋蔵文化財を保護するために当研

究所が開発した保存、修復、整備などの技術は、

全国各地や世界の遺跡、遺物に活かされています。

今年、平城宮跡では、朱雀門に次いで第一次夫極

殿の復原を完了しました。さらに、発掘調査に携

わる地方公共団体等の埋蔵文化財担当職員や海外

の研究者を対象とした研修、国内外機関等との共

同研究などをおこなうセンター的な役害Jも 呆たし

ています。

Outline of the institute

町Ю Nara Nationtt Research hstitute for Culmal PrOpexties

iS an Or8anization co― itted to complehensive research on

cultu【d heritage. Nara is an ancicat capital, kno、 vn as

“Nanto"(southern capital),haVing a wenh of ancient

architectute and hstorictt works of art;he hstitute was

established to research ttese mttnals in comprehens� e

fashion, Since the question of the Nara pttace site's

preservatlon rose up ilt the n� d 1950's, the hsitute has

advanced all_scale excavaion and research at both he Nara

網 噺 iWara pttace stts.The results ofthese erorts have been

utilized bodl domestically and �倣 � oI髭呻 in resetth and �

academic exё hanges regarding the developIInent of anclent

capitals.

Also, techiques for preservatlon, reconsttucdon, and

presentation,devdoped by he tttitute for the conservationば

precious α工倣 江 propemes, have been utilized for sites and

artifacts throughout Japan and across he world.Curently,he

reconstructlon of the Fomer hperid Alldience Hall tt the

Nara palace site is undeAVay,fonowing the completion of the

Suzaku Ga鯰.Rコ�滉 he hstltute seⅣes as a center for tra― g

andjointlesearchprogramstargetedforforelgnres∞ 耐ktt and

local pubhc agency pttomel in Charge of buried cultural

pЮperties management who particlpate � 訂chacologlcal

excavation.
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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まし

た。1973年には飛J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。さらに20C17年 4月 には独立行政法人国立

博物館と統合し、独立行政法人国立文化財機構と

なり、奈良文化財研究所はその機関の一つとなり

ました。

History of the institute

The Nara National Research lnstitute for Cultural

PrOperties 、vas founded in 1952 as an auxiliary
organization of the National Commission for Protection of

Cultural Properties, the predecessor of the current

Agency for Cultural Affairs,wittl a view to conducting

research  on cultural properties. At the time of its

inception,the lnstitute had  hree  research  divisions,

specializing in history,architecture,and創 ■,as well as a

General Affairs Division.The growing necessity to

prottct he Nara palace site led to the  inception of he

Division of Hetto Palace Site hvestigations in 1963.In

1973,he D� ision of he Asuka/Fuiiwara Palace Site

lnvestigations was established, and in 1973, the Asuka

Histtral LCuseuln was esЙ bLshed,prompted by a Cabinet

resolution made in 1970 as part of the govemment's

efforts to preserve he cultural properties of he Asuka

area, In order to help  meet the denaand for rescue

excavations conducted by loctt goverlments,the Center

for Archacologica1 0perations was established in 1974 to

train local excavators and provide advices to local

auhorities.

As part of the Japanese Government's reform
initiatives, national research institutes belonging to

government ministries and agencies are undergoing

reorganization,Consequently, the National Research

lnstiture for Cultural Properties, Tokyo, and the Nara

National Cuhural Properties Research lnstiture were

integrated and reorganized as branches of the lndependent

Administrat� e lnstitution in Ap� 1 2001.Further,in Ap五 1

2007,血 e Nara National Rescarch lnstitute for Cultural

Properties became one unit of the lndependent
Administr証�e lnstitution Nttiond lnstitute for Cultural

Heritage,created ttrough a merger widl he lndependent

Adminis,ative lnstitution,Nationalヽ luseums.



■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舎に移転統合

■1988年 /昭和63年8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町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

■2007年/平成19年 4月

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 とな

る

■Apri1 1952

Thc lnstitutc was cstabhshcd as an auxliaty organization ofthc

Nationa Commission for PrOtcction oF Cultural PrOpcrtics,

with a Gcncral Arairs D� ision,HistOrical Research DMsion,

Archtectu(Research D� ision,and Art Rescatch DivisiOn,at

50 Kasugano― chO,Nara.

■July 1 954

The lnstitutc was omcially natncd thc Nara Nationd Cultural

Propcrtics Rcscarch lnstitutc.

■October 1 960

Thc OFFlcc Ofthe IIeり O Palace Site lnvest13ations oPcnCd in the

FOrmer Nara palace site in Sakihigashi― machi,Nata.

■ApHl1963
The Di� sion of HcijO Palacc Sitc lnvcstigations was
cstabishcd.

■June 1968

Thc Agcncy for Cultural AfFairs was establishcd,with the
lnstitute under its control.

■Ap�11970
The Nara Palacc Sitc Muscum oPcncd.

■Ap面11973
Thc D� sion ofÅ uka/F可 �ara Palace Site lnvestigations and

thc Asuka HistOrical Muscum wctc cStablished.Thc lnstitute's

い唸counting Scction was also estabished.

■Ap両i1974
Thc Dcpartmcnt Of Gcncrtt AFttrs and thc Ccntcr for

ArchacOlogica1 0pcratiOns wcre established.

■March 1975
Thc Asuka Historical Muscum opcned at Okuyarna,in the

�llagc Of Asulca,Nara PrCfCCturc.

■Apn,1980
The Al・ t Rcscaに h D�ision transfcrtcd tO the Rescar(h Ccnter

fOr Buddhist Art,OFthc Nara Nation■ Museum.

■Ap�l1980
Thc lnstitutc re10cated to N巧 ∈cho,Nara.Thc D� ision of

HeijO Palace Site lnvestigations and the Centcr for
ArchacO10gica1 0pcrations wcrc intcgratcd into the lnstitutc.

■August 1988

A ncw hcadquarters building was built fOr the Division

of Asuka/Fujiwara Palace Site lnvestigations at 94-1,
Kinomoto一chO,Kashihara,Nara prcFccture.

■Ap両12001

The Nationd Research lnstitute for Cuhural PrOpertics,Nata,

酪 granted the status ofhdependent adm� Xttょive insitudon.

■Ap市12007
1t becalne the lndepend Ad,linistrativc lnstitution National

lnstitute for Cultural Heritage,Nara Nttional Research

lnstitutc for Cuhural Propcrtics,



企画調整部

企画調整部は、奈良文化財研究所がおこなう

研究にかかわる事業について総合的に企画調整

し、成果の公開活用を進めます。また、文化財

保護に関する調査研究のナショナルセンターと

して情報の収集 。発信などに努め、国・地方公

共団体等に対する専門的な協力・助言をおこな

うとともに共同研究を調整します。文化庁がお

こなう高松塚古墳 。キトラ古墳壁画の保存活用

事業への協力もその一例です。

これらの事業を遂行するため、以下の研究室

で業務を分担しています。

企画調整室は、地方公共団体等の職員に対す

る研修についての企画調整をおこない、地方自

治体等がおこなう全国各地の発掘調査や文化財

保護等について援助、助言します。

文化財情報研究室は、奈良文化財研究所の情

報システムの整備充実を図るとともに、文化財

に関する情報および資料を収集・整理し、提供

します。

国際遺跡研究室は、アフガニスタン・イラク・

カンボジアといった諸外国への国際協力、国際

交流および国際研修等を企画調整・運営管理し

ます。

展示企画室は、飛J島資料館、平城宮跡資料館

などの展示充実を中心に、奈良文化財研究所の

研究成果の公開普及に努めます。

写真室は、文化財に関する写真の製作、管理、

新技術の開発に携わります。

Department of PIanning and
Coordination

The Department of Planning and Coordinaion is

responsible for the comprehens� e pla-3 and coordination

of matters relattt to research conducted by tte Nara Naional

Research hstitute for Cultural Propemes and also pro140teS

pubhc utdization of he results. In addidon, it fosters he

collection and disseminatton of infomadon as a nttbn』

centt for research related to culttAl properties conservatton,

and provides expen coop∝aiOn and advice to nattonal and

regional public institutcs while also coordinatingjointrese紬

pЮjectt widl them.咽艶coqゃ血 (� fumished to he pttcncy

for Culmal Araits'ptteCt fOr preserving and utiliz� g the

murals of he Takarnぬ u閉磁 l and Kitora tolnbs is one of he

good examples.

For ule cxecution of hese proJec低 ,the depament has ave

Sections,、vith the fouowng duties chvided τrnong them.

監 Planning altd CoordL阻■on Section is responsible for

the pla― g and coordination of training programs directed at

employees of regional public institutions,and for pro� 血 g

support and advice regarding archaedog絶 瓜 excavations and

cultural propeny cOnservation conducted by regional

goverIInent and other σ烈肥 ations throughout the nation.

The Data and lnfomation Sechon m舶位■ns and ehhances

the hstitute's infomatlon system,and gathers,mantans,and

provides data and ma艤 江s relattd to cultural property.

IIЮ htemationはl Coop阻住on Sectton plans, coordinates,

operatcs, and rxlanages aspects of academic exchanges,

technical training,and inttmationtt cooperation to foreign

countrles,such as Afgha� stan,Cambodia,and lraq.

The Exhibition Sectlon distributes dle resuh of hstitute

research pubhcly through the exhbidons at the Asuka

Historical Museum and the Nara P晟旺 Site Museuln.

Tlle Photography Secion produces ttd manages

pllotographs relattd to cultural propeq.It also develops new

technology for photography,



文化遺産部

文化遺産部では、書跡資料・歴史資料、歴史的

建造物・伝統的建造物群、文化的景観、庭園、遺

跡などの文化遺産に関し、歴史研究室、建造物研

究室、景観研究室、遺跡整備研究室の4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。

歴史研究室では、典籍文書などの書跡資料や歴

史資料を調査研究しています。書跡資料では、主

要な調査対象である興福寺や薬師寺などの南都諸

大寺をはじめ、近畿地方を中心とした諸寺院での

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、絵図や板木などに

ついての調査・研究にもあたっています。

建造物研究室では、各種建築の実地調査や発掘

遺構の分析などによる建築遺産の調査研究を進め

るとともに、文化財建造物・伝統的建造物群の関

連資料の収集整理・公開をおこなっています。ま

た、この成果を活かし、各地の文化財建造物等の

保存修理や、平城宮第一次大極殿院などの建物復

原に協力するほか、海外の建築遺産保護のための

調査にも協力しています。

景観研究室では、204年に文化財として加わっ

た文化的景観の諸概念などについての基礎的研究

を進めるとともに、各地における文化的景観保存

の取り組みの情報収集をおこない、また具体的な

事例の調査研究も実施し、保存計画策定など文化

的景観の保護施策に関する調査研究協力にもあた

っています。

遺跡整備研究室では、各種の遺跡を適切に保存

管理するための計画や整備事業について調査研究

をおこなっています。そして、これまでの全国各

地の実績を踏まえつつ、遺跡整備に関する資料の

刊行やデータベース化等により情報の普及を図る

とともに、これらの情報 。経験を活かして、地方

公共団体等が実施する遺跡整備事業の検討作業に

も協力しています。また、庭園遺構の発掘調査成

果を収集整理し、データベースとして公開を図る

など、庭園の歴史および保存修理等に関する調査

研究もおこなっています。

Department of Cultural Hetttage

he Depaltment of Cultural Heritage has four ttcdontt he

HistoricЛ Document,he Architecmal HistOry,the Cultu�

Landscape,and the Site Managexltent Secions,throughout

whch it condutts ttecialized and comprehens� e research

wih regard to cultural m面耐s sttt as histoncal documents

and other wntten l配 働』 S,historictt and traditional buttdings,

gttens and culttral landscapes, and archaeological and

h敵�cal ttes.

The Hi改減〕Л Docuknent Section is engaged � the research

of historical documents such as books and oher wntten

matentts.For hstorictt documcnts,catalogs and photottphiC

records are beng made tt K前賦可i,Yaloshiil,and Oher maJor

temples � Nara and around the Kinki region,and it pronlotes

the puЫicatlon ofthe works.For other u/rltten mattnals,items

such as drawings and woodbltt carvmg are nso mvestigated.

The tttectural History Section conducts research on

architecmral heritages through mvesigations of vanous types

of extant structures as well as through analyses of

archacologictt features, and also collec偽, organizes, and

publicizes matentts related to architecmral cultwal properties

and groups of historic buttdin3S・ IhЮ resul`of hese activities

艇  applied to conservation and restoratlon of architectu章 エ

cultural h�ηges h the counw and he cooperatlve work for

he reconstrucion of the Fomaer hperial Audience H江 1

compound at the Nara palace site, as well as cooperative

nsearch for conservationば 艇 htectural he� 蛇 cs餌郎 e紙

The Culturtt Landscape Section conducts fundalnental

research on sevetal aspects of cultural landscapes,、 vhch is a

new category of cultural propett adopted in 2M.It also

collects and orgttes the results of conservation activities for

culmral landscapes,carrles out rleldworks for case study,and

conductt coopetative research contributing to conservaion

policy such as mぷ�略 a master plan.

The Site Stab』izadon Secion conducts rese�  on the

naana8en4ent System for proper conser1/atton of a vanety of

archaeological and histo� c sites.It prolnotes utilization of

iltfonnation by publた �on and making database of resetth

materials K)lated to site management activ� es caried out

throughout the counw,and ttSo udttes his infomation and

expenence in providing cooperation to regional pubhc

insituions engaged � site management.h also calmes out

investigadon for thc history Of Japanese gardens tt for

consavation and restoratton of he histol・ ic 8曲S・ Fol・ the

pu司pOSes, it organizes and publicizes the database of

archaeologiciⅡy excavated garden sites.



景観研究室 四万十川流域 (高知県)の文化的景観調査

Cuitural Landscape Sectioni lnvest gat ng culturallandscapes of the

ShimantO river basin

遺跡整備研究室 遺跡整備・活用研究集会 (第4回 )(2010128～ 29)

S te Stablization Sect oni The 4th Conferance on Conservation and

Management of Archaeological S tes(on」 anuary 28th to 29th,2010)

―
主 |ヽ

歴史研究室 仁和寺の古文書調査

Histoncal Document Secuon:InvesugadOn of histonca dOcuments atthe Ninntt temple

建造物研究室 重要文化財堀内家住宅 (塩尻市)の建造物調査

Architectural History Sectioni Arch tecturalinvestigat on of

the Hor uchi residence(ShiOi r C ty),a designated lmportant Cuhural Property

ｔ‐Ｊ／ｒノ
ｋ

ヽ

ヽ

ヽ

キ

ヽ
ヽ

十

‐



都城発掘調査部 (平城地区)

奈良盆地には平城京と藤原京という二つの古代

都城遺跡があります。陪卜城」の本来の意味は、

城壁で囲まれた首都のことで、中国由来の用語で

す。中国大陸では城壁つまり羅城で囲まれた首都

は、紀元前1800年 ころの殷王朝の時代にすでに出

現しています。わが国では 7世紀の後半にはじめ

て都城が建設されます。それが四角形の平面プラ

ンをとる藤原京ですが、その直前の飛鳥地域に不

定形の都城があったとみる説もあります。

日本における都城の出現とその後の変転の歴史

は、 7世紀から8世紀にかけての激動する東アジ

ア世界の中で、国家を確立していく歴史の流れの

重要な軌跡として追究していく必要のある、古代

史上の大きな研究課題です。

平城京は和銅 3年 (710)か ら延暦 3年 (784)

までの74年間、わが国の首都でした。1965年 に、

のちに平城宮第二次大極殿院と理解されることに

なる回廊の一画で行われた「平城宮跡第 1次調劃

以来、2010年 3月 に至るまで、都城発掘調査部平

城地区が担当した発掘調査は平城京内外で合わせ

てlCX10次 (回)を超えます。

発掘調査に際しては、考古学、文献史学、建築

史学、庭園史学それイこ保榊 舞 や年輪年代ネ

環境考古学などの考古科学など、当研究所の擁す

る様々な分野の研究者が共同して遺跡の解明作業

にあたっています。

わが国において国家が形づくられる時期の政治

的中心地であった都城の研究は、古代史を解明す

る上で重要な位置を占めています。これまでに幾

多の研究成果を積み重ねてきましたが、そうした

研究活動は国内外をとわず高く評価されていると

ころです。また、近年強調されるようになってい

る文化的国際協力という面においても、平城京な

どの古代都城についての調査研究を通じて蓄積し

た見識や技術を活用して、多くの貢献を呆たしつ

つあります。

Department ofimperiaI Palace Sites
investigations(HCi,0)

This Dcpartmcnt is in chargc of archacological

invcsigations at thc Nara p工 acc sitc,whcrc facilidcs wcrc

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to rulc duing thc Nara pciod

(710-784),a10ng �th thc imperial domidlc and govcrnmcnt

OFFlccs.SinCC 1954,coordinatcd invcstigations ofthc sitc havc

bccn in prOgrcss,with cxcavation of ncarly 30%of thc 130

hcctarc sitc being cOmplctcd,(sulting in many discovcrics

important FOr thc study Of ancicnt histOr>In addition,

cxcavation and rcscarch on rcsidcnccs of aistOcrats, lclwcr

OIFlcials,and cOmmOncrs arc carricd out in dic surЮ unding

Nara capital sitc,along with invcsdgations of public markct

placcs,tcmplcs,attd Othcr sitcs,b� n」ng tO Lght many

histOttc工 facts which havc lain buttcd fOr ovcr 1200 ycats,

Ettαl�atCd POrtiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncral

public in various ways which∞ nvcy thc ori」n工 appCaran∝

Of thc Nara Palacc sitc.Thcsc indudc rcconstructing thc

fOundatiOn platと もrms whcrc buldings Oncc stood, planing

shrubs tO indicatc thc pOsitions of a building's Pllars, Or

rcconstructing thc facilitics thcmsclvcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn.Thc ttm Of

cxca�ation is tO dati,thC hiStOric Past thЮ ugh thc analysis Of

artifacts and fcatuに S that su=vivc in atchac。 10gicat sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing of grcat

vOlumcs Ofp�mary data obtttncd frOm ancicnt sitcs arc vit江

tasks which ttrthcr rcscarch On ancicnt histOry.

10



研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsutute
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第一次大極殿院朝庭の調査

Archaeological Excavadon atthe inner Court Of Formerlmper al Audionce Ha‖ Compound

興福寺南大門の調査

Archaeo og caI Excavat on ofthe South Gate ofthe Kolukulitemp e
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復原さ/1た 東院庭園

Reconstructed Eastern Palace Garden
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都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)

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

寺のほか、工芸品などを製作した総合工房や漏刻

休 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 km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っています。その成果は、遺

跡発掘調査説明会や報告書類、藤原宮跡資料室な

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 rooft‖ es,Yamadadera temple site

Departi¬ ent of irYRperiaI Palace Sites

investigations(Asuka/Fu,iwara)

Thc Asuka/Fttlwara rcgion ofNara prcttcturc,cxtcnding

frOni thc vllagc of Asuka tO thc city of Kashihara,was thc

histOric sctting for the emcrgcncc of thc ancicnt Japancsc

statc, and scrvcd as thc pOhtic江, ccOnonic, and cultural

ccntcr fronl thc cnd Of thc sixth tO thc arst part of thc

cighth ccnturics.走 cordingI>a variCty of archacO10gical

rcmains hc dOrmant bcncath thc grOund,induding impcttal

Pttaccs and thc rcsidcnccs Of citc fainlics, thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

dOistctd Bud(hist tcmplc in Japan,PIus thc rcmains Of

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

wOrkshOP cOmplcx fOr thc prOduction craFt items,AlsO,in

thc nOrthern har Of this tcgion hcs thc Fui� ara Capital,

bunt on a rcctangular grid sprcading Out Flvc ldiOmctcrs On

a sidc and ccntcttng on thc Fu,Iwara palacc,10catcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

江Ong with hals whcrc ccrcmonics OFstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavttion of thcsc dtcs,intcrdね ciphnaly

invcstigations arc conductcd by thc Dcpartmcnt with thc

aim Of rccOnstructing a concrctc histOttc imagc Of thc

andent state,In additiOn tO making thcsc rcsults publically

avttlablc thrOugh pubhc �cwings at cxcavations,publicatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main facnitヵ  thc
Dcpartmcnt is also in(hargc of thc pにSCrvation of thcsc

sitcs and utilizatiOn fOr thc pubhc bcncFkt.

山田寺金堂・東回廊 復原図

Reconstructed plan of the eastern cloister and

main ha‖ ,Yamadadera temple
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特別史跡藤原宮跡 朝堂院回廊・大極殿院回廊の調査 (南東から)

大極殿 (写真奥の土壇)を回む大極殿院回廊の東南隅を調査 した。下層調査では藤原宮造営にあたり掘削された大溝を確認 した。

Archaeological Excavation ofthe corridors of the State Ha‖ s Compound and the lmpettal Audience HaH Compound in the Ful wara Palace Site(SpeCial Historic She),

(frOm the sOutheast)The excavation revealed the southeast corner ofthe corridor ofthe lmperial Audience HaH A large d tch was uncovered in the tower deposit,which
was dug forthe construction ofthe Fulivvara Palace

ii:|ヽ

t iiて
〔it

甘樫丘東麓遺跡 2008・ 2009年度の発掘調査 (北から)
石垣の検島状況 (北西から)

蘇我蝦夷 ,入鹿父子の邸宅との関連が注目される遺跡。 7世紀前半に造 られた石垣の構造や、フ～8世紀を通 じた土地利用の状況が明 らかになった。

Archacological Excavat on atthe eastern side ofthe Amakash no― oka S te in 2009(frOm the north)

The ste imp es in associat on w th the residences for Soga― no― Emishi and Soga no lruka Excavat on revealed a line of stone fence bur ed in the middle of

the 7th century,and the shift ofland use in the per od between 7th and 8th centur es
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埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センターでは、埋蔵文化財の調査法

等に関する開発研究をおこなっています。

保存修復科学研究室では、遺物や遺跡の保存科

学に関する調査と研究を進めており、特に出土資

料の材質や構造調査から保存修復法にいたる実践

的な開発研究をおこなっています。また、遺跡の

劣化診断のための保存環境調査をはじめ、地球科

学的手法を用いた診断調査法の開発研究をおこな

っています。

環境考古学研究室では、古環境復元に関する研

究法の確立を目指した調査と研究を進めています。

特に現在は、動植物遺存体による古環境の復元的

研究を主体的におこなっています。また、動物骨

などに残された傷跡から使用された利器の推定や、

骨角器の未製品や破損品などから、製作技法の復

元的研究もおこなっています。

年代学研究室では、年輪年代学による考古学・

建築史学・美術史・歴史学への応用的研究を進め

ています。現在は特にマイクロフォーカスX線

CTや、デジタル画像技術を用いた、非破壊年輪

年代測定法を開発しています。木質文化財に限ら

ず、埋没樹幹などの年輸年代測定から、自然災害

の発生年代を解明する応用研究も実施しています。

遺跡・調査技術研究室では、全国の遺跡調査・

研究の質的向上と発掘作業の効率化に資するため、

文化財の調査技術や遺跡の計測・探査技術の研究

をおこなっています。近年は特に、三次元計測技

術の応用研究を進めています。

その他、埋蔵文化財センターでは、各研究室や

他の部局の協力を得て研究成果を「埋蔵文化財ニ

ュース」として定期的に刊行し、情報の提供をお

こなっています。

保存修復科学研究室 :大極殿院より出土した木樋の保存処理
(PEG含浸後のクリーニング)

Conservation Science Section i Conservation of wooden gutters recovered

from the impenal Audience HaH Compound

(Cleaning after PEG treatment)
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Center for A「 chaeological
Operations

Ttt Centtr for Archacologictt Operations studies and

develops vanous methods and l£ ch田〔IOgies for archaeologlcを エ

invesigams.

The Conservation Sclence Secion conducts lcs鋼 � he

sciendfic conservatlon of artifacts and sites, 1l develops

practical technologies for mattnal and structural analytses網

for preservation and restoration of excavated O可 ectS.L ЛSO

impЮves methods for diagnosing the dete� oration of

archacologic』 site by enviroment江 ,physical and eanh
scientinc ttchЮbgies.

The Enviro―ental tthacology Secton conducts FeSearch

on dle reconstrucdon ofpatt envro― ents,especially based on

he exalnmaions ofユoral ttК l faunal relnalns.It puぉues

rettarch to identie,based on traces left on bones recovered

tom archaedo8た江 sites,the tools used for processing these

matexlals.It also exalmes unflnished bone and ttnder tods in

orderto reconstruct he method ofmれ Юtllre。

The Dating Secion conducts research which apphes

dendrochronology to he Flelds of征 研凰Юbgy,hilstory,and he

histones of art and archittcture. Especially it pursues

development of nondestructlve mehod of dendrochronology

by micro― focus X― ray CT scaIIner and digital imaging

俺chnology.h add� on to advancing the development and

apphcration of dendrochronology for different species of

wooden waterials,Irom he datt of bHied tree m臆 詞

oher sttlweus,new resetth is conducted to dお けhe dates

ofoccurence ofnatwal �sasters.

ArchaeologicЛ  Research Methodology Sectton condu9臨

re詭征仇 on the mvestigation of archacologicЛ  sites,証 d on
methodsば surveying �  prottecti飩,h orderめ � 血 e he
quality of site investtai∝ and research,and the erlciency of

archaedogた江 excava髄吼 in Japan.Esp∝itty tt promotes

development of applied technology of three―dimensional

lneas― g.

The Center widl supported by other co■ eagues ofNabunken

malces infomation about its activities public by publishinB the

research resuhs ofeach sectlon reguh■ in he cAO News.



遺跡・調査技術研究室 :GPR(地中レーダー)の探査風景

Archaeological Research Methodology Sect on tinvestigat on by GPR(ground― penetrating rader)

l指

環境考古学研究室 :環境考古学の実地講義

(大阪府文化財センターによる池島・福万寺遺跡の水田遺構発掘現場 )

Environmental Archaeology Sect oni

F eld class fortra n ng programme atthe excavat on ofthe lkesh ma Fukumanli

Site conduoted by Osaka Centerfor Cuhural Heritage

ふ

年代学研究室 :兵庫県所蔵天部形立像の年輪年代調査 (奈良国立博物館にて )

Dating Sect on tinvestigat on for Dendrochrorology on a divine Statue at Nara National

Museum



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、昭和岡年に明日香村奥山に開

館した歴史系の博物館です。飛鳥時代と飛J鳥地方

を展示対象として、主に飛′鳥藤原宮跡発掘調査部

(現・都城発掘調査部 (飛 `島
・藤原地区))が飛

鳥地域で実施した調査成果を中心に展示してきま

した。また、常設展示とともに春秋の2回、特別

展示を開催し、講演会を開いてきました。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、

研究所の研究成果に基づいた展示を企画展示とし

て実施しています。

常設展示は第 1、 第 2展示室でおこなっていま

す。第 1展示室では飛鳥時代の歴史を知っていた

だくために、宮殿・石造物・古墳・寺院をテーマ

に、出土遺物を中心に展示しています。宮殿の展

示には飛鳥の中心部で発見された飛J尋浄御原宮の

出土品や、宮殿にともなう水時計の遺跡として有

名な水落遺跡の模型などがあります。石造物では

石人像と須弥山石を展示するとともに、前庭で石

造物の模造品に水を流して当時の状態を復元して

います。古墳では高松琢古墳出土品、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展示室は、出土建築部材を使用した山田寺

東回廊の復元展示を中心としています。この出土

部材を含む山田寺の出土品は、207年度、国の重

要文化財に指定されました。

2009年度は春期「キトラ古墳壁画四神―青龍白

虎―」、秋期「北方綸馬民族のかがやき一三燕支

化の考古新発見一」の特別展、夏期「甦るクメー

ル文明―世界文化遺産アンコール遺跡群―」、冬

期「飛′鳥の考古学劉∞」の企画展を開催しました。

秋期特別展、夏期企画展は、ともに奈文研がおこ

なっている国際共同研究に関わるものでした。飛

鳥資料館では、これからもこうした企画を充実し

ていこうと考えております。

Asuka Histottcal Museum

Thsis a museuln wih a h前研た江 focus,wtt Opened in

1975 � Okuyalna in the vinage ofAs山 ,in cttunCttOn wih
speciЛ Lgislative measures amed tt preserving the hs硫

scenery and site of the Asuka region.The Asuka penod and

region are he otteCtS Of its displays,with exhibits m赴

centenng On the results of investigahons conducted とl the

Asuka area by the Department of hlperial Pttace sites

hvesig�ons(Asuka畑可iwaraJ.h addidon to the regular

exhibits there are.sp∝ ial exhibidons hem ttice yearly ilt the

spang and autllan,andお cttes have ttso been held.Recently,

in orderto make the hsitute's research activities more widely

kno、vn,plamed exhibits based on the lesearch results of other

sections ofhe hstitute have becn held.

TЪЮ regular exhibtt consists ofExhibit Hals l and 2.Exhibit

Han l detts widl the pttaces,stone ottectS,mOmded tombs,

and temples of Asuka, 、vith exhibits made centenng on

artifach recovered from hese sites,約 promott kllowLdge of

he �story of the Asuka pettod.For the palaces,nifacts

recovered from he Kiyomihara palace discovered in dle

central part of Asuka are displayed,証 ong with a model ofthe

Mizuochi site、 vhch is weⅡ  kllown as he locus of a water

dock accompanyng he palace.For stone o崎 ∝tS,there are a

stone carving wih male and femを de images and a stone

representation of Mt.Sullneru dittlayed Within he museum,

together with ttplicas of stone otteCtS displaycd in he

museulll's garden, some of them spouting、 vater to recreate

ther original condiion.For mounde虫 tOmbs,artifacts

recovered from the駒蹴 n�suz山 めInb,md for tempLs,

itelns discovered at Asuka and Kawaradera ternples, are

displayed.

Exhibit H五 ■ 2 feattHcs a reconsttucion usuag recovered

architecmal members to14 he eaStem coridor ofthe cloister of

Yamm temple.Matel・ itts lom Yam肛協dera,嗣 uding

these architecmral mettbers, were designated a nattonal

h脚 lt Culmal PrOpeHy in 207.

DHing 208 isctt year thele w∝ 国も 母邸尭ial exhibits,a

sprng exhibit tided“ O�朔』 Zodiac rrom he Kitora Tolnb:

�る叫 Cow,and馳出"andm au― exhibittided“ Enchanting

Fine Art C硼 虚 sin T孤略:Archaeologictt Discovery of he

Huangye Thec―Colored(ん協mた ICih Site."Planned exlaibits

wele held � hesШMD on“ Pilgrilatage b As』嘔 "and � he
lvmter on“魚 加 ∽loy �丞敵 1208."The autuan special

exhibi shourcd many plccious thec― αЛcにd gttEcd cms
from the Huangye kih site n cooperation 、vith the

Archaeological hstitute ofHenan Provmce,Chilla.
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香の甘樫丘

Spring scenery of Amakashi no Oka

″

石造物の屋外展示 (前庭)

Exhibition of stone monuments
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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、ユネスコアジア文化センター

(ACCU)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。2009年度には、次の6件の事

業を中心にした国際交流・協力を推進しました。

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、中国河南省洛陽市に所在する都城

遺跡である漢魏洛陽城跡の実態解明をめざした共

同調査 ②「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
きようぎ し こうや

こなう撃義市黄冶・白河唐三彩窯跡の実態解明を

目的とした共同研究 ③中国遼寧省文物考古研究

所とおこなう共同研究として、朝陽地区の隋唐墓

の研究 ④韓国国立文化財研究所とおこなう「日

本の古代都城並びに韓国古代王京の形成と発展過

程に関する共同研究」として、発掘調査の成果を

中心とした都城制の比較研究 ⑤カンボジア・シ

ェムリアップ地域文化財保護開発機構 呻

とおこなう「アンコール文化遺産保護共同研究」

として、アンコール遺跡群の西トップ遺跡の総合

的調査研究協力を実施しました。

また6年 目になった ⑥「西アジア諸国文化遺

産保存協力事業」を東京文化財研究所と共同して

推進しました。2CX19年度は現地の治安状態の悪化

のため、現地調査は中止となりました。ただ例年

通り、アフガン人研究者 2名を招聘し日本におい

て専門家育成事業を実施しました。ベトナムのハ

ノイで見つかったタンロン皇城遺跡の調査研究、

保存事業についても、外務省、文化庁や文化遺産

国際コンソーシアムに協力して貢献を積み重ねて

います。

international Acadenlic Exchanges
Related to CulturaI Property
Conservation

The Ntt N� onal Rese鰤仇 hsitute for Culmral PrOpemes

promotts a v∬ iety of intematiollal pttjects hcluding jont

research,exchanges of restt persorlnel,techtical債 赴士略,

and resttFadOtt and preservadon proJectS, and ttso provides

assistance h progranls of mtemattonal cooperatlon conducted

by ACCU(AsialPaciflc Cultural Centre for llNESCO)訂 遣

ЛCA capan■は湖旺正onal Coop∽ion Agency).

h2009丘sc』 year thc insitute mainly ca� ed ollt the

following six pttCCtS Of inttmttkyntal cooperation and

exchangeЫ (1)JO�  hVesigation of he Halt― Wei Luoyang

近I甲五証 pttace site in he city of Luoyang,Henan Pro� にe,

China,with the h� 何俺 ofArchacology,Chinese Acadelay of

Social Scieltces,(2)Joint research tt ule Huan8ye ttd Banhe

lcih sites,for producng three― colored glazed Tang pottely,in

he city of Gongyi, Henを n PЮ�nce, China, wih the

Archacological hstimte Of Henan Province,0散 盟;(3)Joint

research ofexcavated altifacts fFOm the S� and Tang graves in

the Chaoyang district,wih he Archacologictt hsimte of

Liao―g Provmce;(4)Comparatlve research on ancient

capitals in Korea tt Japan and etthanges of persomel in

conJulacion win dle National Resemtt h� 何俺 for Cultural

Properties, Korea;(5)htcmatiOnal cooperation for

conseⅣatlon of Western Prasat Top in the Angkor

archacological sites,Cambodia,and ttaining program for

Cambonan experts in conJuncion with APSARA cAuthority

for he Protection and �生a粗ざ�lellt Of AnBkor and dlc Region

of Siem Reap); and(6)htematiOnal cooperaion for

con配Ⅳation of the Bttl�yan archacologictt si俺,Afghanistan,

and ttamtt prOgram for Afghan experts,conducted widl he

National Resettch hstitute for Cultul・ al Properties,Tokyo;

however9 dle fleldwork was dcfered h 2CX19 due tO Securib/

reason.An alnvЛ 的阻ng progamc fOr two Af8h甑
archaeologists was camed outin Japan.

The insitute ttso contributts he ongoing prtteCt Of

invesig� on and conservation for halag Long impek・ iЛ palace

si俺 � Hanoi,Vttt Nam,conducttd w�  the ttPan Ministり of

Foreign Aralrs,he Japan Agency for Cultural AfFairs,and

Japan Consortiuln for htemationd Cooperation in Culttr江

Heritage.
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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、藤

原宮跡資料室、飛鳥資料館があります。

春・秋には研究職員が調査研究の成果を発表す

る公開講演会を開催し、飛′鳥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。

都城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

The lnstitute publicly displays its research and survey

results through the Nara Palace Site Museunl, the

Exhibition Room of Rttiwara Palace Site,and he Asuka

Histo� cal Museum.

Every sp�ng and autumn, he lnstitute ttso organizes

public lectures in which its researchers present the results

of their investigations and suⅣ eys.The Asuka Historical

Muscunl also invites speciansts, from bodi within he

lnstitute and from the outside, to give lectures in

association、vith special exhibitions of the museum.

Upon every mttor eXCavation work,he Department of

lmperial Palace Sites lnvestigaions presents public site

viewings for those interested in ancient history.

Pubhcations issued by the lnstitute making these

research and survey results pubhcly available include its

academic joumal,annual reports,compendia of histottcal

materials and other basic data,catalogs of exhibitions at

he Asuka Historical NIuseum,and he CAO News.

下
の
正
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奈良文化財研究所の7tl―ムページ
http7'転/WW.naburkcn.gojp

電子化された文化財に関する情報を有機的に関

連づけた各種データベースの公開をはじめ、発掘

調査現地説明会・公開講演会等の行事の開催情報

をホームページにより提供しています。

また、研究所における研究内容の紹介、刊行物

のリスト、文化財に関するニュースの配信のほか、

飛鳥資料館の3Dコ ンテンツ。Web Th‐ のように、

新しい技術も取り入れて文化財情報の普及に努め

ています。

Web Page of Nara National Research
institute for CalturaI Properties
http:〃 www.nabunlcen.go.jp

The lnstitute's Web page 、vill be used first of all to

makc public a varicty of databases that organically

integrate digitalized inforlnation on cultural propcrties,

and also to provide infomation on upco■ �ng events,such

as public site viettrings at archacological excavations,and

open lecturcs.

Furtherラ in addition to broadcasting introductions of the

contents  of the lnstitute's  research,  lists  of its

publications, and nc、 vs rcgarding cultural properties, the

lnstitute will strive to distributc infomation on cultural

properties by incottorating neMF teChnologies such as thc

3-D contcnts and Web TV components for the Asuka

Historical Muscum。
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