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研究所 の概要

Outtine of the institute

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。1950

The Nara National Rese鮒

hmmtt for cultural Properties,

ls an orgaruzatlon conlmtted to comprehenslve research oll
cultural heritage.Nara is an ancient capit江

,kltown as

Nanto"(southem capital),having a wetalth of ancient
architectllre and histttical works of ani the hsimte w器

establishd to research these m曲 朔 証s in comprehens

年代 に起 きた平城宮跡の保存問題を契機に、平城

fasl

宮跡や藤原宮跡の本格的な発掘調査 と研究を進め

preservatlon Юse up in the mid 1950' s,he hstitute has
̲scalc excavation and research at boul the Nara
advanced a直 ェ

てまい りました。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生かされてい

e

ono Since the quesion of he Nara palace si依 デ s

alldlttiwara pttЮ e sites.監 resutt ofhese erorts have been
utilized both domesticany and llkx■adonaⅡ y

rettarch and in

academic exchanges regarding the development of ancient

ます。

capitals.

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、

〉

Also, techniques for preservation, reconstruction, and
presentation,developed b3/he hstitute for he corlservation of

precious culmal prOpertles, have bcen uiLzed for sites and

全国各地や世界の遺跡、遺物に活かされています。

mtt throughout Japan and across the worldo Cunently,the

現在、平城宮跡では、朱雀門に次いで第一次大極

reconttHtion of the Fomer hperitt Audience Hall at the

殿 の復原 を実施中です。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

Nara palace site is undeAVay,fonowin8 dle completion of he
Suzale Gate,Further,he hstitute serves as a center for ttuM増

andjointresearchpЮ gramstargetedforforeignkesettand

Local public agency persomel in charge of bwied culmral

研究者を対象 とした研修、国内外機関等 との共同

properties management

研究などをおこなうセンター的な役害Jも 果たして

excavation.

、
vho particlpate h archaeo10glcal

います。
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History of the institute

The Nara National Research lnstitute for Cultural

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

Properties was founded in 1952 as an auxlliary
organization of the

National Commission for Protecion

1952年 に発足 しました。当初 は、歴 史 ・建造物 ・

of CulturalProperties, the predecessor of he cu∬ ent

美術 工 芸 の 3研 究室 と庶務室 とが あ りました。そ

research

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 J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 ̀島 資
料館が設置 され ました。 また、 19馳 年 には国土開

Agency for Cultural Affairs, with a view to conducting

on cultural properties. At he tilne of its

inception,the lnstitutt had ttte research divisions,
speciaLzing in history,architecture,and an,as、 vell as a
Genё ral Affairs Division.The growing necessity to

pЮ ttct he Hetto palace site led to he incepion of he
Division of Hetto Palace Sitt lnvestigaions in 1963.In

1973,the D

ision of he Asuka/F

iwara Palace Site

lnvestigations 、
vas established, and in 1973,the Asuka
Historictt Museum was estお lished,prompted by a Cabinet

resolution made in 1970 as part of he government's

発 に起 因す る埋 蔵文化財 問題 に対処す る方策 の一

efforts to preserve he cultural properties of he Asuka

つ として、埋蔵文化財 セ ンターが設置されました。

area, In order to help meet the demand for rescue
excavations conducted by loctt govemments,the Center

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2COl年

for Archacologica1 0perations was established in 1974 to

train local excavators and provide advices to local
auttorities.

As part ofthe Japanese(3ovemment's reforln initiatives,
national research institutes belonging to govemment
ministries and agencies are undergoing reorganization.

4月 に統合 し、独 立行政法人文化財研究所 とな り

Consequently,he Nationtt Research lnstiture for Cultural

ました。 さらに2007年 4月 には独立行政法人国立

Properties, Tokyo, and the Nara National Cultural
Properties Research lnstiture were integrated and

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。

reorganized as branches of the lndependent
Admi strat e hstitution in Apri1 2001.Furher,m Ap
l
2007,he Nara National Research lnstitute for Cultural

Properties

became

one

unit

of the

lndependent

Administrative lnstitution National lnsitute for Cultur江

He

tage,created hrough a merger with he lndependent

Administtative lnstitution,National

luseu■ ls.

■ 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

搬

齢

徴

Architecturc Rcscarch D
50 Kasugano― chO,Nara.

輿
卸 燃
獄
isiOn,and Art Rcscarch D ision,at

■ 1954年 /昭 和 29年 7月

■July 1 954

奈良 国立文化財研 究所 と改称

Thc lnstitute was oFlcially namcd the Nara NatiOnal Cultural
Propertics Rcscarch lnstitute.

■ 1960年 /昭 和35年 10月

■ October1 960

奈良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所 を設置

Thc omcc oFthc Heり 。PttaCC Site lnvcstigations oPcned in the
FOrmcr Nara palacc sitc in Sakihigashi― machi,Nara.

■ 1963年 /昭 和 38年 4月

■Ap前 :1963

平城宮跡発 掘調査部 を設置

The D

isiOn Of HcijO Palace Sitc lnvcstigations was

cstabished.

■ 1968年 /昭 和 43年 6月
文化庁が発足

■June 1968

そ の 附属機 関 となる

Thc Agcncy for Cultural AfFairs ttη

s established,

th thc

lnstitutc undcr its cOntrol.

■ 1970年 /昭 和 45年 4月

■Ap前 11970

平城宮跡 資料館 を開館

Thc Nara P■ acc Sitc Muscuni oPcned.

■ 1973年 /昭 和 48年 4月

■Aptt1 1 973
The DMsiOn ofAsuka/Fuilwara Palacc Sitc lnvestigations and

会計課・ 飛 鳥藤原官跡発掘調査 部 ・飛 鳥資料館 を設置

the Aulca HistOrictt Muscum werc cstablished.The lnstitutc's
Accounting Scction lvas alsO cstablshed.

■ 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

■Apri1 1 974

Thc Departmcnt of Gcncral Affairs and thc Ccntcr fOr
ArchacO10gica1 0Pcrations wctc established.

■ 1975年 /昭 和 50年 3月

■March

奈良県高市郡明 日香村奥山に飛鳥資料館 を開館

Thc Asuka HistOttcn Muscum opened at Okuyama,in thc

1975

village OfÅ uka,Nara preFccturc.

■ 1980年 /昭 和 55年 4月

■Apri1 1 980

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

Thc Art Researtt D ision transFcrrcd tO thc Rcscarch Ccntcr
fOr Buddhist AFt,OFthc Nara NatiOntt Muscum.

■ 1980年 /昭 不
B55年 4月

■Apri1 1 980

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

The lnstitutcに 10Catcd tO N巧 ∝d10,Nara.Thc D

■ 1988年 /昭 不
日63年 8月

■August 1988
A ne、v headquartcrs building was bullt fOr thc Division

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

ision of

HCi,O Palacc Sitc lnvcstigations and thc Ccntcr for
ArchacO10gica1 0pcrations wcrc intcgrated intO the lnstitutc.

露熾よ
Xttμ ttS統 温 1瀑 無 :nS at%■

■ 2001年 /平 成 13年 4月

■Apri1 2001

独立行政法 人文化財研 究所

Thc Nationtt Rescarch lnstitutc fOr Cultural PrOpcttics,Nara,

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
る

was granted the status Ofindcpcndcnt adnlinistrativc institutiOn.

■Apri1 2007

奈 良文化 財研 究所 とな

1t becamc the lndepcnd Ad■ inistrative lnstitution National
lnstitute for Cultural Hcritage,Nara National Research
lnstitute for Cultural Properties.

,

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 に係 る事業 につ い て総合 的 に企画調整 し、

DepartrYlent Of F⊃ lanning and

Coordination
晩

Deparment Of Planning and CotthattOn is responsible

for the comprehens

e plaming and coordhaion of matts

related to research co記 配回 by he Nara,Natlonal Research

成果 の公 開活用 を進 め ます。 また、文化財保護

hsitute for CulturaI PЮ perties,and also promotcs public

に関す る調査研 究 のナ シ ョナ ルセ ン ター として

utilizatlon of the results.h addidon,五

情報 の収集 ・発信 な どに努 め、 国 ・地方公共 団
徳等 に対す る専 門的 な協力 ・助言 をお こ な う と

fo帥 露s the comeciOn

and disselnination of infomation as a naional center for
research related to culturd properties conservation, and

provides cxpert cooperation and advice to naional and
regional public insituions while also coordinating joint

ともに共 同研 究 を調整 します。文化庁 がお こな

research proJ∝ ts Win them.¶ 随 cooperation mmished to he

う高松塚古墳 ・ キ トラ古墳壁 画 の保存活用事業

Agency for Culturtt Aff孟 's pttect fOr preservin8 and

へ の協力 もその一 例 で す。
これ らの事業 を遂行す るため、企画調整室、
文化財情報研 究室、 国際遺跡研 究室、展示企画
室、写真室 を置 き、以下 の業務 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
治外等がお 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

utilizing the mwЛ s of the Takalnatsuzuka alad Kitora tombs is

one ofthe good example.

For the execution of hese proJccts, he Planning and
Coordinahon Secion,the D創 ぬ 倒臼d Momatton Section,he

htemationd Coop∝ aion Section,he Exhibition Section,and

the Phoby中 Ⅲ Section were established,wih he fonowing
duties divided among them.

The Plannin3 and Coordin

pla― g

on Section is responsibL for the

and coordination of training programs directed at

employees of regional putt institutions,and for providing
期 成 and advi∝ regarding archacobgtt exc評

飩 s and

cultural properties conservation conducted by region』

gove― ents and oher organれ
The Data and lh

蝉

ons throughout the nation.

ion Secdon alantalns and enhances the

hstitute's infomation sy謙 朔1,and gadlers,malntalns,and

整備 充実 を図 る とともに、 文化財 に関す る情報

provides datt and matenals related to cultural properties.晩

お よび資料 を収集 ・整理 し、提供 します。 国際

htemational Cooperatlon Section plans,coordinates,q膵 ラ
rates,

遺跡研 究室 は、 国際協力、 国際交流 お よび 国際

and trainng. The Exhibition Section sttves to distribute

研修等 を企画調整、運営管理 します。展示企画

publicly he results of hsitute research,centerm8 0n he

室 は、 飛鳥資料館、平城宮跡 資料館 な どの展示

and the Nara Palace Sitt Museuln.The Photo舒 ゃⅢ S∝ ■On
pЮ ttces and manages photographs related to culmr江

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 お よび管理 をお こない ます。

and manages aspects of mtemai

cooperation,exOhange,

enrichent of he exhibits at the Asuka HistoricЛ

materials.

生
useuln

研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsutute
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埋蔵文化財担当者専門研修臨地講議

埋蔵文化財担当者専門研修
Taking the technical course

Technicaltraining held at theイ

ield

手 ―す

離す
‖

高松塚古墳壁画のデジタルフォ トマ ッピング

展示解説
Explanation ofthe exhib i

The dighal photo mapping at Takamatsuzuka Tomb

―
す

′:

こ
正
三
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文化遺産部
文化遺産部では、歴史資料・書跡資料、歴史的

Departrrlent of Cultural Hcritage

he Depart14ent Of Cultural鳳 五ttte haS fOur S∝

tions,

,he

建造物 ・伝統的建造物群、庭園・文化的景観、遺

being he Historical Doctlment,the Architectural rLsbり

跡 などの文化遺産に関 し、歴史研究室、建造物研

through which it conducts specialized and comprehensive

究室、景観研究室、遺跡整備研究室の 4室 をおき、

research wih regard to culttlral materi』 s such as historicЛ

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 と歴

Cultural Landscape,and tlle Site Management S∝

tions,

documents and oher wrltten I配 働 』 S,hstorlc』 buttdings and

groups of traditional structures, gardens and cultur江
landscapes,and archacologた江 and hi飩 研【江 sitts,
監

Histoncal Doculnent Section engages in the research of

史資料 の調査研究 をお こなってい ます。書跡資料

histoncal documents such as books, and other wntten

では、主要 な調査対象である興福寺や薬師寺 など

配 働 』 S.For hstorlctt do蜘 画 ts,catalogs and photottplic

の南都諸大寺 をは じめ、近畿地方の諸寺院での調
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、絵図や板木などを調

records tt bem8脱 虚 江 ICo隠蝉 ,Yaku

i e俺 .and the

othermttor temples ofNara,which constitute the maln targets
ofresαrch,as weu as at Othertemples in he ICinai re8iOn,and
e劇 発
rtt

ale beng made to make the resuhs pubLc.For oher

written matenals,items such as drawings and woodblock

査対象 とす るとともに、現在は「関野貞関係資料」

carvings are he ottects Of fOCus,and

などの調査 ・研究にもあたってい ます。

archives ofSekino Tadashi aK)under mvesigation.

建造物研究室では、各種建築 の実地調査や発掘

Лso curendy he

The A嗣 阻∝ tural History S∝ don cond配
̀researclt on he

architectural heritage ttЮ ugh mvestigations ofvanous typcs of

遺構 の分析 などを通 した建築遺産の調査研究のほ

extant strucdlres as weu as mu8h altttyses of archaeologic江

か、文化財建造物関連資料 の収集整理 。公開を実

features,and also col瞳

施 してい ます。 また、 この成果 を活か して文化財
建造物 の保存修理や、平城宮跡第一次大極殿正殿

icizes mattnals

̀,orgaluzes,and puЫ
related to ttchtectural cultural prop
es.Funher,he results
of hese crorts are applied to the preservative re帥 ∝ahon of
architectural cultural properties,and through cooperation in thc

reconsttucdon of historic buildin8S Such as the Fonner

な どの史跡建物復原に協力するほか、海外 の建築

hperitt Audience Hau at ale Nara pЛ ace site,益 weⅡ 器

遺産保護 のための協力調査 もお こなってい ます。

cooperation wih

景観研究室 では、「文化 的景観」 につい て事例
調査 のほか、保存計画策定などの保護施 策 に関す

vestlgations for the F川 叩OSe

h

Of∞ nservm8

the ttd皿 俺ctt heritage ovttseas.

The Cultural Landscape Section conducts resettch
contributhg to conservation pohcy regarding cultural
landscapes,by mvesiga血 唱 relevant exmΨ les and drawing up

る調査研究 をお こなってい ます。 また、庭園につ

plans for heir preservation.■ 江so couech and orgaxuzes he

いては各地 の発掘調査成果 を収集整理 し、デー タ

resuhs of tthaeological excava倣

ベース として公 開 を図るとともに、2006年 度か ら

with rcgι Kl

s ttЮ ughout

he counw

to gardens,win the ttm of making public a

database of these matentals,and from 2006 is conducting

は第 2期 計画 として平安時代以降の庭園に重点 を

research for a s∝ ond phase ofthis plan by conecting data and

置 いて調査研究 をお こなってい ます。

holding resetth sessions focllsing on gardens ttDm the Heian

遺跡整備研究室では、遺跡 の適切 な保存管理の

pemod on.

The Site Managelnent Secion conducts research on tlle

ための計画や整備事業 について調査 ・研究 をお こ

management system for the conserva

なってい ます。 これまでの全国各地 の実績 を踏 ま

puЫ icatton■ lateFinS,databases,altd so on,for the spread of

えつつ、追跡整備 に関す る資料 の刊行やデー タベ

the ilafomationわcjut sites management,■ 江so

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 。経験等 を活か して地方公共 団体等が実
施す る遺跡 の整備事業の検討 にも協力 しています。

on ofarchacological and

hst∝ic sites,mainly tom he point of view of pla―

infom

to

hzes tts

on and experience in providilag cooperation to loc江

goveIIment bodies, c俺
sites.

g,

.

ヽ
vith restoratlon pKJects of his疏

歴史研究室

薬師寺の古文書調査

Histor cal Document Section
inveslgadng old dOcuments at Yakushぃ

景観研 究室

temple,Nara

四万 十川流域 (高 知県 )の 文化 的景 観調査

Landscape Sect on:investigai ng cuiturallandscapes of the
Shimanto river basin

這跡整 備研 究室

第 2回 遺跡整備・活用研 究集会

(2008125〜 26)

Site Management Sect oni Second Research Session on Site Management
and Utiization(25‑26」 an 2008)

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 H story Sect on:Architectural investigation of

the Hor uchi residence(ShiOj r c ty),a designated lmportant Cu tural Property

都城発

調査 部 (平 城地区)

奈良時代 (710〜 7訊 )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。 19И年以来、
組織的な調査 を継続 し、今 までに130haの 平城宮

DepartrYRent of irlRperiaI Palace Sites

investigations(Hei,o)
This Dcpartmcnt is in chargc of archacO10gical
invcstigatiOns at thc Nara p』

acc sitcゥ

whcrc facilitics wcrc

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to ruic during thc Nara pcriod
(710‑784),a10ng

th tllc impcrin domicilc and govcrnmcnt

Offlccs.Sincc 1954,cOOrdinatcd invcstigatiOns Ofthc sitc havc

bccn in pЮ gに ss,

tll cxcavaiOn of nctt1/300/o ofthc 130

跡 のほt爵 0%の 発掘 を進め、古代史研究上、多 く

hcctarc sitc bcing cOmplctcd, rcsulting in many discOvcrics

の重要な成果 をあげてい ます。 また、当時 の首都

iFnpOrtant fOr thc study of ancicnt histOry. In additiOn,

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 の市場や寺院の遣跡 の研究 と発掘調

cxcavadon and rcscar(五 〇n tcsidcnccs Of aristOcrats, lowcr
Offlcins,and commOncrs arc caricd Out in thc surrOunding
Nara capital sitc,江 Ong with invcstigations of public lnal・ kct

placcs,tcmplcs,and Othcr dtcs,binging to iglat many

査 も進めてお り、 12CXl年 の 間、地下 に埋 もれてい

histOrictt facts whidi havc lain buricd fOr Ovcr 1200 ycals,

た歴 史のさまざまな事実 を解明 して きてい ます。

Excavatcd pOrtiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

平城宮跡 の既発掘地では、建物跡 を基壇で示 し

public in various ways which cOn■ ky tllc originユ appcarancc

of thc Nara pttacc sitc.Thcsc indudc rccOnstructing thc

た り、木を植 えて建物の柱の位置 を示 した り、 さ

foundatiOn platrbrms

らに朱雀門や東院庭 園をは じめ、建物や遺構 を復

shtubs tO indicatc thc pOsitions of a building's Plllaる

原 し、現在 は第一次大極殿正殿 の復原工事が進 ん

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn. Thc ailn Of

でお ります。 このようなかつ ての平城宮 の姿 をし

vhcrc buldings oncc stoOd, PIanting
, Or

rcconstructing thc ttclitics thcmscivcs, as in thc casc Of
cxcavatお n X to dan,thc hXtOttc Past thЮ ugh thc an工 ぃX Of

artlttcts and Fcaturcs that survivc in archacOiOgical sitcs.

のばせ る整備活用事業 を進めるために必要な調査

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing Of grcat

研究 も担当 してい ます。

vOlumcs Of Primav data obtaincd frOm ancicnt sitcs arc

遺跡 に残 された遺構や遺物の分析を通 じて歴 史

t狐

tasks which furthcr rcscarch On andcnt histO,1

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。

￨■

復原 され た東 院庭 園

Reconstructed Eastern Palace

Garden
10

鞘

!

と削巳
研究可iOD役 害」
織 Role and OrganttatiOn Of institute

1● ∵

整備 の進 む平城 宮跡 (右 から整備 された東院庭 園 第 二 次 大極 殿基壇 復原 の進 む第一次大極殿 )
Nara palace site,partia‖ y advanced reconstruction(r ghti reconstructed Eastern Palace
Garden,centerireconstructed foundation platforlm of the Second lmperial Audience Ha‖
leftithe F rstimpeHal Audience Ha‖ under reconstruction)

,

iや ￨
発掘調査 の進 む東院地 区
Excavation ofthe Eastern Palace Area

̀滋
西大寺食堂院で 出土 した井戸枠
Wooden lA/e‖ frame excavated atthe site of Dining haH complex′
Saidatt teimple

[朝 発

調査部 (飛 鳥・藤原地区)

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
鉄 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、展示室などで公 開

Thc Asuka/Fuii莉 4ra rcglon Of Nara prcfccturc,cxtcnding
frOm thc

llagc of Asuka tO thc civ Of Kashihara,wtt thc

histOric sctting for thc cmcrgcncc of thc ancic4t Japancsc
statc, and scrvcd as thc pOhtic江 , ccOnon c, and cuitural
ccntcr from thc cnd Of thc sixth tO thc arst part of thc

cighth ccnturics.AccOrdingtt a Varicv Of arChacO10」 cal
rcmttns lic dOrmant bcncath thc grOund,inctuding impc

numerous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst
dOistcrcd Buddhist tcmplc in Japan,PIus thc rcmains Of

tOmbs, thc carthcn POdium Of a watcr clock, and a
workshoP cOmplcx fOr thc prOductiOn craFt itc■ ls.Also,in
thc nOtthcrn half Of thisに 」 On hCS thC Fuihnra Capit江
bunt on a rcctangular grid sprcading Out avc ld10mctcrs on

,

a sidc and ccntc

ng On thc Fuilwara palacc,1。 catcd in thc

ccntcr ofthc capit工 and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,
a10ng with httls whcrc cercmOnics ofstatc wcrc conductcd.

ThtOugh thc cxcavation Of thcsc sitcs,intcrdisciplinary
invcstigations arc cOnductcd by thc Dcpartincnt with thc
ai=n of rccOnstructing a concrctc histOric hnagc Of thc
ancicnt statc.In addition tO making thcsc rcsults pubicttly

avanablc thrOugh pubhc vicwings at cxcavations,pubhcatiOn
Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main faclittt thc
Dcpartmcnt is ttsO in chargc of thc prcscwation of thcsc
sitcs and udLzatiOn for thc publc bcncat.

ます。

12

al

palaccs and thc rcsidcnccs Of ehtc famihcs, thc sitcs of

す るとともに、遺跡 の保存 ・活用 に取 り組 んでい

山田寺跡 金堂基壇と周囲の瓦敷き舗装

山 田寺金 堂・東 回廊

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂によつて、
舒明13年 (641)￨こ 造営が開始された。

main ha‖

Podium ofthe Main Ha‖ w th a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site

ｔ望■ Ｈ

「飛鳥・藤原」地域 は、わが 国古代国家成立期 の

investigations(Asuka/Fuiiwara)

１４ 薔 Ｈ

奈 良県高市郡 明 日香村 か ら橿 原市 にか け ての

Departrrlent of irrlperiaI Palace Sites

復原 図

Reconstructed plan of the eastern cloister and

,Yamadadera temple
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特 別 史跡 藤 原 宮跡 大極 殿 院南 門 (南 か ら)
大極殿院 に開 く南門基壇 を確認。北面階段 の石列 が残 り、単層構造で あることが明 らかになった。奥 に大極殿 の基壇が見 える。
Southern gate ofthe lmpettal Audience HaH Compound,Ful wara Palace Spec al H storc S te(frOm the south)
The foundat on platform ofthe southern gate,wvhich opened ontO the lmper al Audience Ha Compound,vyas ascertained A ne of stones from the sta rs
on the northern side st H remained,fronn wvhich a single ayered structure wvas discerned To the rear can be seen the foundat on platform ofthe lmperial Audience HaH
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魏￨li
石神 遺跡

範ぷ
200フ 年 度 発掘 調 査 区

(東 か ら)

飛鳥の迎賓館 、石神遺跡 の範囲確認調査。遺跡の北限施設 である石組 溝 と、須弥 山石 から200m以 上延び る石 組の基幹排水路が この地点 で連結す る。
Ishigami s te,excavat on in 2007(from the east)
The invest gat on vyas to determine the extent ofthe lshi9ami S te,vyhich served as the official guest house in Asuka The stone ined d tch

on the ste's northern side,and the stone ined main drainage d tch extending rrore than 200 m from the llt Sumeru stone,
IOin tOgether at this point

と組織 Role and O「 ganizajon of insutute
石
汗究所の役害」

埋蔵文化財センター
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 を進めてい ます。出土資料
の材質や構造調査 をは じめ、遺跡の劣化診断のた
めの測定法 の開発研究 と同時に実践的な保存科学
処置法 に関する研究 もお こなってい ます。
環境考古学研究室 では、動植物遺存体 による古
環境 の復元的研究 をお こなってい ます。 また、遺
跡出土 の骨 に残 された加 工痕 か ら、加工 具 を推定
す る研究 も進めてい 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 をお こ

Center fo「 Archacological
Ope「 ations
監

Conservatlon ScicIIce Sccdon conducts lcse

scientiflc cclnserv

ilt the

cJn of創 耐 れ ts and sitts.Begilulillg with

inVeSh8五 iOns on the quality and structurc of recovered

matcttals, and togeher will devclopmental research on

invesigative methods for diagnosing he degree of
detenoratlon of sitcs, empincal studies are

Лso being

conducted on conservation.

晩

Enviromnelltal Aざ Ohacology Section cOnducts tesearch

on the reconstrucion of ancicnt envronments based on IIor江
alad fauntt remans.h addition h is pursuiIIg resett to infcr,

based oll瞳籠cs lett on bones recovered■ olxl archaedogical
sites,the tools used for processing these mattnals.

The Dating Secion conducts resOarch M/hich apphes
dendI・ oclTonology to the rlelds of archaeology,ltisto47,alld dle

histones of art and architecture. h addition to advanculg the

dcvdopment and application of trcc nng dating for direrent

なってい ます。木質文化財 の種類 に応 じた年輸年

species of wooden

代測定手法 の開発 ・実用化 を推進するとともに、

trunks and oher matenals,researcll is being conductcd to

埋没 樹幹な どの年輪年代測定 か ら、 自然災害 の発
生年代 を解明す る研究 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 ・

髄ts,Ioln the datlllB of buried tree

dttitt hedates ofoccurence ofna倣 江 disastcrs.
AКhacological Reseatch Mehodology Section conducts
research on he mvestlgation of ttchaeological sites,alad on

methods of surveying and prospection, ilt order to enhance

研究の質的向上 と発掘作業の効率化 に資す るため、

り of site investigation and resc触 ℃h,and
the erkctty ofarchaeological excavation.

文化財 の調査技術や遺跡 の計測 ・探査技術 の研究

pubhc by pubhshing he rescarch results of each section

をお こなってい ます。

regularly in the CAO News.

また、各研究室 での研究成果 は「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。

重 要 文化 財黒 塚 古 墳 出土 鉄 製 品 の 保存 修 理
Conservation and restoration ofiron oblects,
national important cuitural properties,

from Kurotsuka tumulus

nationwide the qu

h addition,he Center makesinfom〔

cjn about its籠 悦vities

電気探査法による遺跡の探査
An archacological prospection by the resisi v ty meter

屋 久 杉 円盤 の年 輪 計 測 作 業 (森 林 総 合研 究 所 にて )
Ring‐ w dth measur ng ofthe Yakusugi disk at Forestry and

Forest Products Research institute

環 境 考 首 学 研 修 で シカを石 器 で解 体 す る
Butchering a deer w th stone tools,as part of
environmental archaeology training
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飛鳥資料館

Asuka Histottcal Museum

飛′
専地方 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。飛ォ
鳥時代 と飛鳥地
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

))が 飛

鳥・藤原地区
(飛 〕

鳥地域でお こなった調査成果 を中心 に展示 をお こ
なって きました。常設展示 とともに春秋 の 2回 、
特別展示 をおこな 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

成果 に基 づい た展示 をお こなってい ます。

ます。第 1展 示室 では飛鳥時代 の歴 史 を知 ってい

ons held twice yeal・ ly in he

spring and autum,and lectllres have dso been held.Recently,
ill orderto make the hsitute's rcsearch
iv cs more widely
known,planned exhibits based on the resett results of oher
secttons ofthe lnstimte have bcen held.

The Fegular ttbit consists ofExhibit tts l and 2.Exltibit
Han l detts with the pttaccs,stOne O荀

∝本,mOuladed tombs,
and temples of Asuka, witll exhibits made cen俺 五ng on
祠 髄ts recovered froln hese sites,to promote ttЮ wledge of

the history of the Asuka penod. For the palaces,

劉耐f臥 3ts

recovered from he Kiyomhara pttace discovered in hc
centt part of Asuka arc displayed,along with a modcl ofthc

Mizu

site、 vlaich

is weu known as the locus of a、 vater

︱
割

hpoltant Culm・ al PrOpeny ЙЫ丘配江 year.A poltion ofdae odter
mateflals艇 溢 O On displ呼

東回廊 の復元展示 を中心 としています。 この出土

Duriltg he last asctt yttr there w9Ю tto special exlaibits,a

.

部材 を含 む山田寺 の出土品は、昨年度、国の重要
文化財 に指定 されました。それ らの一部 も展示 し

Culwal PropeHy."Plm exhibits w∝ held

てい ます。
昨年度は、春期「キ トラ古墳壁画四神 ―玄武 ―」、
秋期「重要文化財指定記念

in dle s山

山田寺」

写真 ―」、冬期「飛 ̀鳥 の考古学2CX17」 の企 画展 を
開催 しました。春期特別展 では、一昨年 の「白劇
に引 き続 き、キ トラ古墳壁画「玄武」 を特別 に公
開する こ とがで き、5万 2千 人あま りのお客様 に
ご覧 いただ くことがで きました。

げ

olt

Taking hc M前 阻nt Excavations ttd Photographs,"and in he
walter on The/敬 hacology of As胞 2∞ 7."The spェ 五lg
sp∝ ial cxhibtt of dle Ccnbll igLlle f04owed the∬

奇偉荘厳

の特別展 と、夏期「 『とき』を撮す ―発掘調査 と

16

埓 ng exhibtt titled生 肘Ю Four Directiontt Dcities to14 KttXa
Thc Exquisitely Solern
Yalltaぬ 畿魔:h Conunenloration oflts Dcsignation tt hnpttt

ICoAn:Genbu,"and a tt exhibit

碑Юusュds

displtt oftlle Byaldco laural tom he K訥 研atomb,alad was secll
by more han 52,CXXl visitors.

︲

第 2展 示室 は、出土建築部材 を使用 した山田寺

Ｉ

Exhibit Han 2 feamles a reconsu椒 3色 On using recovered
architectural蜘 磯器 fro14 he C益俺m corridor of dle cloisor of
Yalnadadya tcmpleo Mate五 江s tonl Y孤 執Kねdya,血 luding
hese archtectul・ al members, were designtated a natlon江

Ｉ

寺や川原寺か らの出土品を展示 してい ます。

varadera ternples, are

displaycd.

Ｉ

itelns discovered at Asuka and Ka、

Ｉ

人像 と須弥山石 を展示す るとともに、前庭で石造

Ч

な水落遺跡の模型 などがあ ります。石造物では石

ます。古墳 では高松塚古墳 出土品、寺院では飛〕
鳥

︱

together witt replicas of stone otteCtS displtted in tte

museum's garden, some of hem spoutlng、 vatt to recreate
tllcr original condition. For mounded tombs, artifacts
recovered from hc Takalnatsuzuka molnd,and for ttmples,

物 の模造品に水 を流 して当時の状態 を復元 してい

蔚 翔

clock accompany g he pdace.For stone otteCtS,hcre are a
stonc can/ing 、
vith male and femtte images and a stone
砲pttsentation of Mt.Sumtt displayed within thc museum,

︲
⁚
卜

土品や、宮殿 にともな う水時計 の追跡 として有名

iwaraj.h addition to he regular

exhibね here aЮ special exhib

劇

展示 には飛′
鳥の 中心部 で発見 された浄御原宮 の出

hvesigations(Asuka/F

断

マ に、出土遺物 を中心 に展示 してい ます。宮殿 の

he

vestigations conducttd

︐

ただ くために、宮殿 ・石造物・古墳 ・寺院をテー

centcnng on he ttsults of

Asuka area by he Department of hipenal Pttace sites

１

常設展示 は第 1、 第 2展 示室 でお こなって い

special legislative measurcs almed tt preserving he his疏
scenery and site of the Asuka region.The Asuka penod and
佗gion are the otteCtS Of tts displays,wih exhibits made

．Ｆ

てい ただ くために、企 画展示 として研究所 の研究

Thisis a museum wih a hi帥 ∝■江 focus,wm openedin
1975 at Okuyarna n the vinage of Asulca,ln conJuncion wih

春の甘樫丘
Spring scenery pf 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

international Acaderrlic
rrlic Exchanges
Related to Cultu「 al P「 operties

Conservation
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。
2007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

』 Resett hstitute for Culmral Propenles

rese諏 3h,exchal18es of rcsearch

μttOIulel,俺 chnicn training,

and re帥 ∝atton and preservatton proJects, and ttso provldes
assistallce■ 1郎6grams of in債 】
naional coopcration conducttd
by ACCU(Asiraciflc culmal celttre for llNESCO)and

othcr organizatlons.
h tlle 2CXJ7 flscЛ

yeを L

he iltstitute has mainly been caried

out the fomowng slx ITtteCtt Of mtematlond cooperatlon and

exdね ngα (1)JOintinvestigation ofhe Han Wei Luり ang Si俺

,

an ancient capita1 located in he city of Luoyang,Hellan
province,Chilta,carrled out as a pЮ ject ullder thc progralm of

Cooperativc Rese郎 仇 Relatcd to the PreseⅣ ation and Study
of Ancicnt Capitals in Asia,"colldllcted wih he hstitute of
角 仇 aedogy,Chinese Acadenv of Social Science粥 (2)Joint

research at the Huangye and Baihe kiln sites, for

ジアにおける生産遺跡の調査研究協力」 として、

producing threc― colored,glazed Tang pottery in the city of

中国河南省文物考古研究所とおこなう撃義市責冶・

Gongyi,Hcnan province,China,as p創 随 of the prograln of
Cooperative Rese
on Producion Sites in East Asiar

白河唐三彩窯跡の実態解明を目的 とした共同研究

conducted h conJuncion wida the ArchaedogК

③中国遼寧省文物考古研究所 とおこなう共同研究

Henan Pro1/ince,Chin窮

として、朝陽地区の隋唐墓の研究 ④韓国国立文

from the Sui and Tang graves h the Chaoyang distnct,as a
joint rcsearch conducted widl he A■ 脳 logical hstitute of

化財研究所 とおこなう「日本の古代都城並びに韓

Liaoning PЮ

国古代王京の形成 と発展過程に関する共同研究」

ヌ江hsitute of

(3)Resctt of exca■/池 d Mifacts

nce,(4)Comparaivc research on ancient

capitals■ l Korea and Japan,as pan of the program of ̀̀Joint

Research Regarding he Fomaion and Devcloprnent of

として、発掘調査の成果を中心 とした都城制の比

Ancient Japanese and Korcan Capitals" cattried out in

較研究 ⑤ カンボジア・シェムリアップ地域文化

COnJuncion wih he Na

財開発機構

(APSARA)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

江 Research hstitutt for CuhttЛ

Properties,Kore鶴 (5)Comprellensive research comab∝

adon

at Westem Prasat Top in Anぶ or,Calnbodia,including
excavations, architectural investigations, and suⅣ ey for
conservation scicnce,as p

ofthe program of

Cooperative

跡群の西 トップ寺院の総合的調査研究協力を実施

Research Related to hc Preservation of Angkor Cultur江

しました。

Hcitage,"in cottunction with the Authonty fOr the

また 4年 目となった ⑥ 「西アジア諸国文化遺

Protecion and ManageFllent of Angkor and he Reglon of

Siem Reap;and(6)Coopttaivc research program tt the

産保存修復協力事業」を東京文化財研究所 と共同

Ban4iJran site,Afghanistan,including ttd曙 たЛ surveying

して推進しました。20074度 にはアフガニスタン・

and

バー ミヤ ン遺跡について、遺跡の発掘調査をお こ
なうとともに、仏教石窟の建築学的調査や壁画の
材質調査、修復作業を行い、現地および日本でア

excavation,

subterranean

prospect,

architectural

mvcstigation of Buddhist caves, conservation for Buddhist

murals,and tanmg workshop for Afghan stが
Afghanistan akld Japall,as pan of

偽 bott in

COOp∝adon in he

Preservaion and Restoratlon of the Cultural Hcritage of West

Asian Naions,' catied out in conJuncdon wih the Nai嗣

フガニスタン人の専門家育成事業 を実施しました。

Resettch hstltute for Cultural Propemcs,TokyO.¶ he insitute

ベ トナムのハノイで見つかったタンロン皇城遺跡

conservatiola for Thang Long ilmperitt pttace sitc in Hanoi,

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。
18

¶に Nara Na

promotes a variety of ntemational pro」 ∝偽 hCluding joint

nso contributes thc ongong program of mvestigation and
Viet Nam,conducttd with the溌 中anese Miniさ 町 Of Foreig14
Affairs,the JttaneSe Agency ofCultural A調 協とs,and the Japala
Consortium for lnternationtt Cooperation in Cultul・

al Heritage.

アンコール・ 西 トップ寺院の調査

The VVestern Prasat Top,Angkor,Cambodia

中国河南省漢魏洛陽城跡

アフガニスタンのパーミヤン遺跡

Han― Wei LuOyang site,Henan Province,China

The Bamiyan site,Afghanistan
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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

Publicizing the Results of
Reseach Activities
The lnstitutt publicly displays its research and sttey

results through the Nara Palace Site Museunl, the
Exhibition Room of Fttiwara lmperial Site,and he
Asuka Histottcal Museum.
Every spring and autumn, the lnsitute also organizes
public lectures in、 vhich its researchers present the results

等 に関係 して内外の講師による講演会 を催 してい

of their investigadons and surveys.The Asuka Histoncal

ます。

Museunl 江so invites specialists, from bo山

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。

、
vithin he

lnstitute and from the outside, to give lectures in
association widi special exhibitions of the museum.

Upon every,laJor excavation work,the Depattment of
lmpettal palace sites lnvestigttions presents pubhc site
viewings for those interested in ancient history

Publications issued by the lnstitute making these
research and suⅣ ey results publicly avallable include

its academic journal,annual reports,compendia of
historical materials and other basic data, catalogs of

exhibitions at he Asuka IIistorical Museunl, and a
newsletter on issues related to buried cultural properties.
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石
汗努こ
FttC)役 害」
とヤ
ロ織 Role and Organization of institute

奈良文化財研究所の麻―ムページ
http:〃 www.nabunken.80・ jp

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

Na「 a CulturaI P「 operties Research
institute Home Page
http7'輛 FWW.nabullken.gojp

Thc lnstitute's home pagc will be used first of all to

makc public a variety of databascs that organically
integrate digitalized information on cultural propertics,

調査現地説明会 ・公開講演会等 の行事 の開催情報

and also to provide infomation on upcoH

をホームペー ジによ り提供 してい ます。

as public site viewings atぞ rchaeological excavations,and

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・蝋鶴 TV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

ng events,such

open lectures.

Furher,in addition to broadcasting inttoductions of the

contents

of the

lnstitute's rcsearch,

lists

of its

pubhcations, and ncws regarding cultural propcrties, the
lnstitute 、
vill strive to distribute information on cultural

properties by incorporating neⅥ r tcchnologies such as hc

3‑D contcnts and Wcb TV components for the Asuka

ています①

Histo

cal Museum.

手筑 !鉗
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ア ジアの 文化遺 産
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