と組織 Role and Organizadon of insutute
研究所の役害」

研究所 の概要

Outline 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

田脆

N

N阻 ,iS

onal Research hstitute for Cultural Properties,

an organization co― tted to comprehensive res釦

on cultural herilta8e.Nttl is an anclent capitЛ

,known as

Nanto"(southem capital),having a vealth of ancient

を総合的に研究す る目的で設立されました。1950

俺ctllre and hstorical works of art;the hsimtt was
established to research these materials h comprehensive

年代 に起 きた平城宮跡の保存問題を契機に、平城

ftashiono Since he quesdon of he Nara palace site's

宮跡や藤原宮跡の本格的な発掘調査 と研究を進め

preservaion rose up in the mid 1950's,he hstitute has

てまい りました。これらは古代都城形成に関する

and ttiWara palace sites,研Юresults of hese eroHs have

国内外の研究や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、
全日各地や世界の遺跡、遺物に活かされています。

advanced J抽皿―
scale excavation and lesearch at boh the Nara
been utilized both domesttally and intematiα

』ゥin reSe

and in academic exchanges regarding the development of
ancient capims.

Also,俺 ch ques for preservation,reconsmciOn,and
presentation,developed by he hstitute for he conservationば
preclous culmal prOperties,have been utilized for sites耐

現在、平城宮跡では、朱雀門に次いで第一次大極

artifacts houghout Japan and across he world.Curently,he

殿の復原 を実施中です。さらに、発掘調査に携わ

reconstruction of he Fomer hperitt Audience Ha■

he

Nara脚

he

e Siteね

mdeAVり ,fOllowing

the completionば

る自治体専門職員や海外の研究者を対象 とした研

Suzaku Gate.Funher,the hstitute serves tt a center for

修・共同研究などをおこなうセンター的な役割も

tralnng and joint research pЮ grams targeted for foreign

果たしています。

researchers and ttecialiStS witt locn gove̲ents who
pMicipate m archaeologictt excavation.

事業内容 cuttural Hetttage Division

記録が
伝えな い
歴史の事実
Discovering historical

発掘調査
研
究

文化遺産
研
究

Excavation

Research

facts previously

文化遺産の
総合研究
Conducting comprehensive
cultukЯ I heritage research

unknownfЮ m

wntten records

次の世代に
伝える文化財
Transmitting cuitural

pЮ perties to
future generations

保 存
Conservation

古代を
いまに活 かす
G

ing new hfe
to ancient remains

研究所の組織 Organttajon of the insjtute

独立行政法人文化財研究所

総務部

S月 男
1踏 I PЮ perties
鮭橘隅嘴 溢矧4鷲 掃!哲 イ

Depanmant Of Administrative Management

:ξ

東京文化財研究所

Rttl眼斜訊l縣 1哲 静齢踏I PropemettTOkyo
奈 良 文 化 財研 究 所
Independent Administrative institution
National Research institute for CulturaI Properties,Nara

謡 而

奈良文化財研究所

庶務係
General ATairs Section

I

independent administrative institution
National Research institute
for CulturaI Properties,Nara

会計係
Finance Section

用度係

報n可 篭
彗
爾魚 m
∞
湘
瑠原
襦n̲庵 馨暑
Supphes Section

a弱

Library and Archive Section

企画 調 整 部

企画調整室

Department of PIanning&

PIanning&Coordinàon Section

Coordinatlon

文化財情報研 究室
Data&Information Section

国際遺 跡 研究 室
internationai Cooperation Section

展示企画室
Exhibltion Section

写真室
Photography section

文化遺産部
DepaAment of Cultural Hentage

歴史研 究室
Historical Document Secion

建造物研 究室
Archtectural History Section

景観研究室
Cuitural Landscape Section

遺跡整備研究室
Site Stabhzation Section

都城発掘調査部

考古第一研究室

Department of irnperiaI Palace Sites

Archaeoiogy section l

invesdgations

考古第二研究室
Archaeology secuon 2

考古第三研究室
Archaeology Section 3

史料研 究室
遺橋研究室
Architectural Feature Section

埋 蔵 文 化 財 セ ン ター
Center for Archaeologica1 0peralions

保存修復科学研 究室
Conserwat on Science Section

環境考古学研 究室
Environmental Archaeology Section

年代学研 究室
遺跡・調査技術研究室
Survey and Prospection Section

飛鳥資料館

学芸室

Asuka Histoncal Museum

CuratonaI 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

History of the institute

Thc Nationtt Rcscarch lnstitutc FOr Cultural PrOpcrtics,

Nttra,Was foundcd in 1952 as an auxihary organizatiOn Of

thc National COmmissiOn for PrOtcctiOn Of Cultural
Propcrtics, thc prcdcccssOr of thc currcnt Agcncy for
Cultural A調 監irs,with a vicw tO cOnducting rcscarch on
cultur工 prOpcrtics.At thc tirnc Ofits inccption,thc lnstitutc

had thrcc rcscarch divisiOns, sPcciattzing in histor}
architccturc,and art,as wcll as a Gcncrtt AFFaits D

isiOn.

Thc grOwing ncccssiり tO pЮ tcct thc HciiO palacc sitc lcd tO

thc inccPtiOn Of thc D

isiOn Of Hci,O Palacc sitc

lnvcstigations in 1963. In 1973, thc E)ivisiOn of thc
Asuka/Fui

ara Palacc Sitc lnvcstigations was cstablishcd,

and in 1975, thc Asuka HistOttctt Muscum was opcncd,

設置 され ました。 また、 1974年 には国土開発 に起

promptcd by a Cabinct rcsolutiOn mttdc in 1970 as part of

因す る埋 蔵文化財問題 に対処す る方策 の一 つ とし

thc gOvcrnmcnt's cffOrts tO prcscrvc thc cultural PrOpcrtics

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

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

rcscuc cxcavations cOnductcd by local govcrnmcnts, thc
Ccntcr fOr ArchacO10gica1 0pcratiOns was cstablishcd in
1974 to train iOcal cxcか atOrs and prOvidc adviccs tO 10c江
authOritlcs.

As part of thc JapanCSC Govcmmcnt's tcFOrm initiativcs,

national tcscarch institutcs bc10nging to govcrnmcnt
宜liniStrics and agcncics arc undcrgoing rcOrganizatiOn.

4月 に統合 し、独 立行政法人文化財研究所 とな り

Conscqucntケ thc National Rcscarch lnstitutc fOr Cuitural

ました。それぞれの研究所 は東京文化財研究所 と

Propcrtics, TOkyO, and thc Nara National Cultural
Propcrtics Rcscarch lnstitutc wcrc intcgratcd and

奈良文化財研究所 とな り、独立行政法人の本部 は

rcorganizcd as branhcs Of thc lndcpcndcnt Adininistrativc

奈良文化財研究所 の庁舎内に置かれました。

lnstitution in Apri1 2001. Thc hcad Officc fOr this
indcpcndcnt institutiOn is iOcatcd at thc National Rcscarch
lnstitutc fOr Cuitural PrOpcrtics,Nara.

■ 1952年 /昭 和 27年 4月
文化財保護委員会の剛 目機関 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

■Apri1 1952
Thc lnstitute was cstablshed as an auxliary organization Ofthe

Nationd Commission for Protection of Cdtural PЮ

pertics,

with a Gcncral AfFairs D ision,HisЮ rical Rescarch D ision,
Ardhitecture Rcscarth E)ivttsion,and Art Rescarch E)ivision,at
50 Kasugano― chO,Nara.

■ 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 lnstitutc was oFlcially natncd the Nara National Cdtural
Propertics Rcscarch lnstitutc.

■ 1960年 /昭 和 35年 10月

■ October1

奈良市佐紀東町の平城宮跡 に発掘調査事務所 を設置

The OFFlce Ofthc HcjO Palacc Site lnvcstigations opcncd in thc
formcr Nara pala∝ sitc in Sakihigashi― mach,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

960

ision of HcijO Palace Sitc lnvestigations was

establishcd.

■ 1968年 /昭 和43年 6月
文化庁が発足

その附属機関 となる

■June 1968
Thc Agcncy for Cultural Arairs was cstablishcd,with the
lnstitutc under its control.

l1970

■ 1970年 /昭 和 45年 4月

■Ap

平城宮跡 資料館 を開館

Thc Nara Palacc Sitc Muscum opcncd.

■ 1973年 /昭 和 48年 4月
会計課 。飛 蔦藤原宮跡発掘調 査 部 ・ 飛 鳥資料館 を設置

Thc D

■Ap

l1973
ision ofAsuka/FuiiwaFa Palace Site hvcsigations and

thc Asuka HistOrical Muscum wcrc cstablishcd.The lnstitute's
AccOunting Scction was also cstabhshed.

■ 1974年 /昭 和 49年 4月
庶務部 (庶 務課 ・ 会計詢 と埋 蔵文化財 セ ンター を設置

■Ap両 11974

The Dcpartment of Gcncral AFttts and thc Centcr for
ArchacO10gica1 0perations wcre establshcd.

■ 1975年 /昭 和 50年 3月

■ March 1 975

奈良県高市郡明 日香村奥山に飛鳥資料館 を開館

Thc Asuka HistOrical Muscum opcncd at Okuyama,in the
llagc of Asuka,Ntta prcfccturc.

■ 1980年 /昭 和 55年 4月

■Ap面 11980

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 Rescatch D

ision transfcrred tO thc Rescarch Centcr

fOr Buddhist Art,ofthe Nara Nation■

■ 1980年 /昭 和 55年 4月

■Ap

庁舎 を奈 良市 二 条 町 に移転
団 センターを庁舎に移転統合
平城宮跡発掘調査部・埋蔵文イ

Thc lnstitute re10catcd to Njo‐

Museum.

l1 980

chO,Nata.The D

ision of

HCi,C Palacc Site lnvestigations and thc Ccnter for
ArchacO10gica1 0perations were intcgratcd into ttle lnstitutc.

■ 1988年 /昭 和 63年 8月

■August 1988

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

A new hcadquartcrs building was built ior the Division

■ 2001年 /平 成 13年 4月

■Ap面 12001

独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所 となる

The National Reseatch lnstitute for Cultural PrOpertics,Nara,

of Asuka/Fujiwara Palacc Siに Investigations at 94‑1,
KinomotottchO,Kashihara,Nara prcFccture.

was grantcd the stams Ofindcpendent administratlve institution.

調整部

Depart:￢ ent ofF〕 lanning and

Coordination
¶he Department of Plaming and COOrdination is

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、

responsible for he cOmprehens

成果の公開活用 を進めます。また、文化財保護

Research hstitute for Cultural Properties,Nara,and alsO

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

promotes pubhc utili7atiOn of he results.h addition,it fosters

体等に姑する専門的な協力・助言をお こな うと

and provides expert cooperation tt adviceめ national and
regional pubLc institudOns while nso c。 。rdinating joint

共 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
の技術的協力 と調整 をお こなうこともその一例

e pl̲g and coordination

of matters related to research conducted by the National

the conection and disM

OfinfOmation as a配 的 n江

脆

center for Юsearch related o culmal prOperties conservation,

research proJectt Win them.The technical cooperation and

c噸 施

山

揃

shed o he Agency for Culmal ttf孟 's

proJect for preservng and utilizng the murtts of the
Takanaatsha and Kitoratombsis one exttple oftts.

です。

For the ex∝ ution of these proJects, the Depanment Of

これら事業の遂行のため、従前の協力調整官、

Planning and COOrdination was established through he

埋蔵文化財 セ ンターの文化財情報研究室 と国際

provided coop明 缶on and coordination,naniely: he Culmal
Properties Dれ Section and he htemational Research Sites

遺跡研究室、平城宮跡発掘調査部写真資料調査
室、飛̀鳥 資料館学芸室、文化財情報発信専門官
を統合・再編 して企画調整部 を創設 し、以下の
組織、主な業務分担 としました。
新設 した企画調整室は、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、
地方公共団体等がお 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

integration and reorgalllzation of he agenctts hat fomerly

Sectton of he Center for Archacologica1 0perations,the

hoto『 攣 hc Data S∝ don ofhe Depament Of Hciio Palace
Site hvesigations,the CuratomЛ

Section of dle Asuka

Historical Muem,and he Culmal PrOpelties Momation
Manager.]陥 new Organizational stRlcme,and he pancipal
divlslon ofduties ate as fo4ows.

晩

newly es協 肌 shed

pl錮 蛇

Dep― ent

is responsible for he

and c。 。rdination of training programs敵 雄

d証

employees of reglonal pubLc institutions,and for providing
suppon and mvtte regarding archaedoglctt excavatioIIs and

cultural properties conservadon cOnducttd by regional

化財情報研究室は、奈良文化財研究所 の情報 シ

gttementt and oher org滋 ions

ス テムの整備充実をお こない、文化財 に関する

恥

droughout the nation.

Data and Momation Section maintains and ctthances dle

hstitute's linfom

on system,and gad腱 /s,mamtans,and

情報および資料 を収集 ・整理 し、提供 します。

provides data and materials related to culmal prOpelties.監

国際遺跡研究室は、国際協力、国際交流お よび

htemational Cooperation Section plans,co曲

国際研修等 を企画調整、運営管理 します。展示
企画室 を新設 し、飛〕
鳥資料館、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

and manages aspects of

俺s,Operates,

mttiOnal∞ Operation,exchange,

and tra― g.Ihe newly estab五 嗣 Exhibition Section s ves
to distribute publicly he results Of hsimtt m,centemg
on the enrichnent Of the e

税ts tt the Asuka Histonc江

Museulln and he Nara Paltte Sれ

Museuln.The Phototthc

研究成果の公 開普及に努めます。写真室は、文

Section produces and manages photOgttphS related to culmal

化財 に関する写真 の製作お よび管理 をおこない

materials.

ます。

文化遺産部

DepartrYlent Of Cultural Heritage

文化遺産部では歴史資料 ・書跡資料、歴史的建
造物 ・伝統的建造物群、庭 園・文化的景観、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 と歴

研 Ю Deparment Of Cultural Heritage htt four Sections,

being he m帥 ∝た江 Doα刑圧狙t,he Architectural History,he
Cultural Landscape, and the Site ヽIanagement Sections,
through which n conducts specialized and comprehensive
research wih regakrd to cultural materials such tt historical

documents and oher written配 面 皿s,historlctt buildings and
groups of traditional structures, gardens and cultural
landscapes,and archaeological and hstoricЛ

晩

stts.

ILstoncal Document Section engages in the reseaK】

l of

史資料 の調査研究 をお こなってい ます。書跡 資料

historical doculnents such as books, and other wrltten

では、主要な調査対象である興福 寺や薬師寺 の南

matentts.For hstoIIcal docunents,catalogs and photographic

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 などを調査 対

records tt being made tt Ko噛 比Yakushiit and he Oher
maJor temples of Nara,which cottdmtt he maln targets of
research,as wen as at oher temples in he Kin

legion,and
ずbぬ are being made to make he results pubhc.For oher

象 とし、現在 は「関野貞関係資料」 などの調査 ・

wntten matenals,items such as drawings and w00dblock
carvmgs tt he ttectSば htts,and curently he archives of

研究 にあた ってい ます。

Sekino T耐 赴
晩

建造物研究室では、各種建築の実地調査や発掘

Ж

角

ate under investigation.

航 価 江 Ittstory Section conducts restt on he

磁 倣』 heritage urough

vestigations ofvarlous uた S Of

遺構 の分析 などを通 した建築遺産 の調査研究 のほ

extant smcmes as wem as through analyses of archacologic江

か、文化財建造物関連資料 の収集整理・公開を実

related to atchitecmal cultural properties,Funher,he resd偽

施 してい ます。 また、 この成果 を活か して文化財

of hese elfoh are applied to he pleservative restoration of

建造物 の保存修理や、平城宮跡第一次大極殿正殿
などの史跡建物復原 に協力す るほか、海外 の建築
遺産保護 のための協力調査 もお こなってい ます。
景観研究室では200445月 の文化財保護法 の改
正で新 たに文化財 に加 わった「文化的景制

につ

feames,and also conects,。

rg―es,and pubhtts画 劇

architecmal culmal prOperties,and urough∞

s

。peration h he

reconstluction of historic buildings such as he Forkner
hperial Audience Hall at he Nara pdace slte,as wen as in
cooperation witt investigations for he pupose of conserving
he architecmal heritage overseas,

The Culturtt Landscape Section conducts research
contributing to conservation policy regarding cultural

いて事例調査、保存計画策定 などを実施 し、「文

landscapes,a category of culm
properties added with the
May 2CX4 revision of he Culmal PrOpertiles Protection Act,

化的景観」 の保護施策 に資す る調査研究 をお こな

by investigating relevant exmples and drawing up plans for

い ます。 また庭園については各地 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 と
ともに、拗∞年度か らは第 2期 計画 として平安時
代以降の庭 園についての情報収集 と研究集会 によ
る調査研究をお こない ます。
遺跡整備研究室では遺跡の保 存整備 の計画段階

heir preservationo lt also conects and orgalues he results of

archaeological excavations hrou8hOut he counw wih regard

to gardens,wih he aim of making public a血 ぬbase of these
materials,and IIom 2006 is conductt research for a second
phase of

s plan by conecting data and holding research

sessЮ ns focusmg on gttk股 刑皓ffom he Heian penod on.

晩

Site Management Section conducts suⅣ eys on he

condition of restored historic sites lrom the pl― g sttte

drough heir restoration and management,wih he両 面 of

か ら整備後 にお け る管理運営 に至 るまでのあ り方

org― ng

を調査 。研究 し、収集 した資料 のデー タベース化

ulis httmaation tt expenence m pЮ

を図 ります。 また、 これ らの情報、細験を活か し
地方公共団体等がお こな う遺跡 の整備事業 にも協
力 してい ます。

he problem areas lnto a database.h also udttes

血 g coOperation to
regional public organizttions wih restoration pro」 ∝ts of
historic sites.

対馬万松院庭園実測調査
Surveying the garden at Bansh5in in Tsushirna
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薬師寺の古文書調査
investigating old documents
at Yakushむ

itemple,Nara

重 要文化財小 野家住宅 (塩 尻市 )の 建造物調 査
Architectural examination of the Ono residence
(City Of Shioliri),an important CulturaI Property

都城発掘調査部 (平 城地区)
奈良時代 (710〜 7841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

This Dcpattmcnt is in chargc of archacO10gical
invcsigations at thc Nara palacc sitc,whcrc facilitics wcrc

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to ruic duttng dic Nara pcriod

宮 の発掘調査研究を担当 してい ます。19図年以来、

(710‑784),江 Ong

組織的な調査 を継続 し、今 までに130haの 平城宮

OfFlccs.SinCC 1954,coordinatcd invcsdgations Ofthc sitc havc

跡 のほぼ測%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

bccn in PЮ grCSS,

dl thc impcritt domicilc and govcmmcnt

th cxcavaiOn of ncarly 30%of thc 130

hcctarc sitc bcing cOmplctcd,rcsdting in many disccJvcrics

important FOr thc study Of ancicnt histOr>In additiOn,
cxcavation and rcscarch on rcsidcnccs Of aristOcrats,Iowcr
OIFlcitts,and commOncrs arc carricd out in thc surrOunding
Nara capit工 sitc,ユ Ong with invcstigations Of public markct

placcs,tcmplcs,and Othcr sitcs,binging tO hght many
histOrictt facts which havc l五

n buricd fOr Ovcr 1200 ycars.

Excavatcd PortiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncral

public in various ways whih convcy dlc Origintt appcarancc
of thc Nara palacc sitc. Thcsc includc rccOnstructing thc

た り、木 を植 えて建物 の柱 の位置 を示 した り、 さ

foundatiOn platfOrms whcre buildings on∝

らに朱雀門や東院庭園をは じめ、建物や遺構 を復

shrubs tO indicatc thc pOsitions Of a bulding's Pllarsラ

原 し、現在 は第一次夫極殿正殿 の復原工事 が進ん

Suzaku Gatc and thc East Pttacc Gardcn.Thc ttm Of

でお ります。 この ようなかつ ての平城宮 の姿 をし

cxcavation X to dari,thC hiStOic PaSt thЮ ugh thc analys̀Of

stood,Planting

Or
rcconstructing thc facnitics thcmsclvcs, as in thc casc Of

artifacts and fcaturcs that surv

c in archaco10glcn 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 primary data Obtttncd frOm andcnt sitcs arc

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。

復原 された東 院庭 園

Reconstructed Eastern Patace

Garden
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Depa「trIRent Of II¶ pettaI Palace Sites
lnvestigations(Hei,o)

tastt which ttrthcr rcscarch On ancicnt histOry.

t江

研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsutute
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平城 富跡整備状況 (中 央 ￨よ 第 二 次大極 殿基壇 )
Nara palace site,
partia‖ y

reconstructed and iandscaped

平城 宮東朝集殿 (奥 に第一次大極 殿復原工事覆屋をのぞ む )
Eastern Assembly Ha‖ ,Nara palace(the cOvering erected over the
reconstruction work at the Formerimperial Audience Ha‖ is seen in the back)

1日

大乗 院庭 園

(西 小池 とその西方の調査 )

Garden at the former Dab6in temple
(investigation of the western sma‖

pond and the area to itsヽ ハ
rest)

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 J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
切(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

investigations(Asuka/Fuiiwara)
Thc Asuka/Fuilwara rcgion Of Nara prcfccturc,cxtcnding
frOm thc

llagc of Asuka tO thc dv Of Kashihara,was thc

histOric sctting fOr thc cmcrgcn∝

Of thc ancicnt JapanCSC

statc,and scrvcd as thc pOhdc江 ,ccOnomic,and cuttur江
ccntcr from thc cnd Of thc sixth to thc arst part of thc

clghth ccnturics.Accoranれ a vanCげ Of archacЫ OgicЛ
rcmains hc dOrlnant bcncath thc grOund,including impcri江
pttaccs and thc rcsidcnccs Of clitc Familics,thc sitcs Of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst
dOistcrcd Buddhist tcmPlc in Japan,PIus thc rcmains of

tOmbs, thc carthcn podium Of a watcr ciock, and a
wOrkshOp complcx fOr thc prOduction ctttl itcms.Also,in
thc nOrthcrn half Of this rcgion lics thc Fuiiwara capital,
bullt On a rcctangular grid sprcading out flvc ki10mctcts On
ng On thc FuiiⅥ 卿確 P工 acc,IOcatcd in thc
ccntcr ofthe capital and cOntaining thc cmperOr's rcsidcncc,
a sidc and ccntc

なう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、道路で碁盤

ユOng with halis whcrc∝ remonics ofstatc wcrc cOnductcd.

目状に区画された京域が方 5 km以 上の範囲に広が

ThЮ ugh hc cxcavadon of thcsc shtt htcrhsdPhnary

っていました。

invcstigations arc cOnductcd by thc Dcpartmcnt with thc
ailn Of rcconstructing a concrctc histOric irnage of thc

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
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 呂によって、
舒明13年 (641)に 造営が開始された。
Podium oftheふ 洲ain Ha‖ with a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site
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ancicnt statc.In additiOn tO making thcsc rcsults publicttly
avttlablc thrOugh public

cwings at cxcavations,publicatiOn

Of rcscatch rcsults, cxhibitiOns at its main facilityJ thc
Dcpartmcnt is alsO in chargc of thc prcscrvation of thcsc
sitcs and utiLzatiOn fOr thc pubhc bcncat.

特別 史 跡 藤 原 宮 跡

朝 堂 院 東 第 六堂 (東 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 つてお り、基壇の周辺 には造営工事 に伴 つて掘削 された溝が巡 らされる。
National Historic Monument Fuliwara Palace Sitei Sixth east haH ofthe State Ha‖ s compound
stones used to stabilize them and cobble stones remained in a good state of preservation,
AH foundation stones had been reimoved, but sma‖
and the circumference ofthe podium was ttnged whh a dnch dug in coniuncjOn wnh hs cOnstrucJon

史跡川原寺跡

鉄 金鋳 造 這構

寺城北端部 の冶金工房群の一角にある。鉄釜 は口径88cmで 、7世 紀後半のもの。
National Historic httonument Kawaradera Temple Site: Archaeologicalfeature retated to the casting of an iron cauldron
Located in one corner of the group of metalfoundries in the portion at the northern edge ofthe temple precinct
The iron cauldron was 88 cm in dialmeter atits mouth, and dated from the tatter half of the seventh century
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埋蔵文化財 センター
保存修復科学研究室では、考古資料 の材質や構
造 を調査 す るため、各種の分析法 の開発 ・実用化
に向けての研究 をお こなってい ます。 また、木製

Center for Archaeological
Operations
The Conservahon Science Section conducts research ai14ed

at developng and makinB pracical a variety of al盟 心五c
mehods for invesigating the ma俺 五al quality and stlucture of
征dMeobgictt matentts.L ttso conducts pracictt research
on and resmaiOn Of archaeological

遺物 の乾燥法な ど、考古資料 の銀存・修復 に関す

regarding the preserv

る実践的な研究 も実施 してい ます。環境 考古学研

Envronlnental Archacology Section conducts research on the

究室 では、動植物遺存体 による古環境 の復元的研

reconstructlon of anclent elavromments based onユ ∝江 and

究 をお こなってい ます。 また、遺跡出土の骨 に残

based oll廿

された加工痕か ら、加工具 を推 定す る研究 も進め

sites,he tods used fol・ processng these matel■ Лs.監 Dating

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 こなってい ます。木 質文化財 の種類 に応 じ
た年輪年代測定手法 の開発 ・実用化 を推進す ると
ともに、埋 没樹幹な どの年輪年代測定か ら、 自然

materlals,such as methods for dryng wooden otteCtS.¶ 随

famtt rcmans.h addition it is pwsung research to infcr,
es len oll bones recovered ttm archaedogic江

Section conducts■ se劉

whch applies dendrochronolo8y to

the aelds of ttcttcology,history,and the histones of art and

architecme.h addition b
applicatЮ tt

ancing he devdopment and

of tree― ring dating for direl・

matends,research is being conducttd to cl孤 1け tlle dtts of
Suビ vey

and Prospecdon
Section conducts rescarch on the mvcsigation of ancient
occurrence of nattAl disas依 剪も. 監

災害の発生年代 を解明す る研究 も実施 してい ます。

goverlmenttt sites, and on mettods of sllrveying and

遺跡 ・調査技術研究室 では、全 国の遺跡調査 。研

prospecion,in order to enhance配

究 の質的向上 と発掘作業 の効率化 に資す るため、
官衛遺跡 の調査技術や遺跡 の測量 ・探査技術 の研
究 をお こなってい ます。

n、 vide he quality of site

nvesigatton and research,and thc efFlciency of archacological

excava航

.

h addition,the Center makes infomatioll abollt hs activities

pubic by pubhshing the research results of each secion
regRnarly h 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。

環境考古学実習風景
Practical training in Environmental Archaeology

14

ent species of wooden

artifacts, frorn he dating of butted tree trunks and ohcr

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 sanbutsuJ Temple)

腱園 鷲 醗
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 capable of monitor and digital output

保存科学課程木材組織観察用
プ レパラー ト作製実習
Practicai training in specimen

preparation for observing wood structure,
in the Conservation Science course
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飛鳥資料館

Asuka Histottcal Museum

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5Cl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 と飛と
島地方
を展示対象 として、主に都城発掘調査部

(飛 鳥 ・

藤原地区)が 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 もお こ

改 減 DЛ focus,which opened in
c(刈 unction with

speclal legislative measllres allned at preservmg he hstoric

scenery and site of he Asika reglon.The Asuka penod嗣

splays,wih exhibits made

reglon are the otteCtS Of tts

centermB on the retths of

vestig

ons conducted in the

Asuka area by the Deparment Of hperial Palace stts
hVeSigを

OnS(Asukaβ 討可iwaraJ.h addition tO the regular

exhibits here are special exhibitions held ttice yearly in dle

spang and auturm,and lecmes have also been held.Recendy,
h orderto make hc hstitute's research activities more widely

knowll,planned exhibits btted on he research resuhs of oher
secions ofhe hstitute have bcen held,

4℃ legRIllar

H証

なってい ます。

exhibit consistt ofExhibit Halls l and 2.Exhib五

l detts with the pttaces,stone tteCtS,mounded tombs,

and temples of Asuka,witt exhibits made centenng on

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、

artifacts recovered lom hese sites,b promote knowledge of

the hstory of he Astta penod.For he pttaces,artifacts
recovered from he Kiyomihara palace discovered in the
central pan Of Atta艇 血 played,along wih a model ofthe

出土遺物 を中心 とした展示 をお こなってい ます。

Mizuochi dtt whch is wen known器

宮殿 では飛鳥 の中心部 で発見 された浄御原宮の出

stone cawing wih mtte and female images and a stone

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

血e bcus of a water
dott accompanylng the palace.For敵 正 的 eCh,here are a
representation of Mt.Sulneru displayed within he museum,
together with replicas of stone otteCtS displayed in the
museuln's garden,some of them spouting water to recreate

は石人像 と須弥山石 を館内で展示 す るとともに、

ther onginal condidon. For mounded tolttbs, artifacts

前庭 に石造物 の模造品を展示 し、水 を流 して当時

recovered lrom he Takamatsuzuka mound,細 d for temples,
items discovered at Asuka and Kaw訂 【燈ra temples,are

の状態 を復原 してい ます。古墳 では高松塚古墳 出

diψ ttyed.L Exhibit Ham 2,a reconsmcdOn using recovered

土品、寺院では飛鳥寺や川原寺 か らの出土品を展

architecmal members from he e

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 した復原展示 をお こなってい

昨年度 は特別展 を 2回 、春期特別展 「飛 J島 の奥
津城」 と秋期特別展 「アジアの古代苑池」 を開催
しました。 また、夏 には「古墳 を飾 る」、冬 には
「 うず もれた古文書

m corrldor ofthe cloistet

ofYalnadadera temple is displayed.

Special exhibits were held wice last year,on

hombs h AStlKA"in he spⅧg and A適 鋭 t

Anclent
Gardens in

East Asia"in he fauo h addition,feamed(友 hЫtt were held cjn

ます。

みや この漆紙文書 の世界」

の企画展 を開催 しました。

須弥山石復元展示
Exhibition of reconstructed Shunisen seki

16

This is a museurn wih a

1975五 〇kuyarna in he vinage of Asuka,

田確 World of ttwa"in he sullnner and on
Docments lromAncientcitieぎ 'in he税 砿

Uneamed

Spring scenery pf Amakashi no Oka

石造物の屋外展示 (前 庭 )
Exhibition of stone monuments
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化貝

護の国際学術交流

international Acadenlic Exchanges
Related to Cultural F)roperties

Conservation
奈良文化財研究所が実施する国際交流・協力事

¶壺 Nationtt Research hstitute for Cultural Properties,

業 は、学術共同研究・研究員交流・技術研修・保

joint research,exchanges of research persomlel,techical

N『乳 promotes

a varlety of intemational proJects including

ICAな ど他機関がお こなう
存修復な どであ り、」

training,and ttstoration and preserv

国際協力事業にも協力 しています。

pro

2CX16年 度には、次の 5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」の新たな 5カ
年計画事業 として、中国河南省洛陽市 に所在す る
都城遺跡である洛陽城跡の実態解明をめざした共
同調査、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、アンコール遺跡群の一つ
である西 トップ寺院についての発掘調査、建築学
的調査、保存科学的調査など総合的調査研究協力、
③「東 アジアにおける生産遺跡の調査研究協力」

甑 画 ects,and Лso

des ttsittm∝ in pЮ grams of intemational cooperation

conducttd by ICA cJapan htemational Cooperation Agency)
and odler orgttations.
h he 2CX16 iscal year9 dle lnsi何 俺 win p孤 散均弾te m孤 Ⅲ

in he fonowing flVe画 ∝偽 of intem onal coopttai∽ and
exchange:(1)a jOint hve gation almed
clarioing the
acm江 飽 俺 of the Luoyang site,an ancient capid located in
the city of Luoyang,Henan provulce,China,to be caaれ 凱ユout
as a new IIve―

yearproJect under dle program of

Cooperative

Research Related to he Preservation and Study of A

Archacology, Chinese Academy of Social Sciences,(2)
comprehensive

research

collaboration,

ulcluding

he

excavation,architecmal investigation,and swey tom he
perspective of conservation sclence,of he West Top temple,
one of he sites of he An8kOr group,as part of he program of
Cooperative Research Related

Ю he Preservationば Angkor

Cultural Heritage,'in conJunction with the Auhority for he

Protection and Management of An8kOr and he Region of

として、中国河南省文物考古研究所 とおこなう河

Siem Reap;(3)joint ttSearch aimed tt claricing he actual

南省撃義市黄冶・自河唐三彩窯跡の実体解明を目

stateば the Huangye and Baihe kih sites,for郎

的 とした共同研究、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

ucmg hee―

colored,glazed Tang pottery in dle city of Gongyi,Henan
provmce, China, 器 part of the program of Cooperative
Research on Production Sites h East Asia,"conducted in
COnJllnction witt he Archaeolo81Cal hstitute of Henan

成 と発展過程に関す る共同研究」 として、発掘調

provmce,China;④

査の成果を中心 とした都城制の比較研究、⑤中国

focusing on the results ofarchaeologictt excavations,as pan of

遼寧省文物考古研究所 とおこなう共同研究の新た
な 5カ 年計画 として、朝陽地区の隋唐墓の整理 と
研究を実施 します。
また、本年度で 3年 目となる「西アジア諸国文

COmparative ttseatch on anclent capitals

Joint Research Regarding he F餌 配 的 岡 nd
Development of Ancient Japanese訂 遭 Kore孤 l CapitЛ s"

he program of

caried outin conJmCtiOn wih the National Research hstitute

for Cultural Properties,Korett and(5)research and
reorgan■

zation ofdatt on Suiand Tang graves h he Chaoyang

district,as a new flve―

yearprogram ofjointresearch conducted
五aom8 Province.

化遺産保存修復協力事業」 を文化財研究所の事業

with the Archaeological hstitute of二

として東京文化財研究所 と共同して推進 します。

for Cultural Properties in tts entirety,the program of

今年度はアフガニスタン・バー ミヤン遺跡につい

Cooperation in he Preservatton and Restoration of he

h addition,as a μpJect of he Na

Cultwal Heritage of Wett As

Л Research hstitute

Nations,"nOw in tts third

て、遺跡の範囲を確認す る分布調査、保護すべ き

year,win be catrled forth in conJunction witt the National

文化財を確認するための地下探査、発掘調査をお

Reseatch htitute for Cultural Properties,Tokyo.¶
disttbЫ k

s year a

江 s削 Ⅳey win be conducted to vett he extent of

こなうとともに、仏教石窟の建築学的調査や仏教

he B雷 yan site in Afghanistan,孤 ong

壁画の材質調査をおこないます。

prospection and archaeological excavation to ascertan culmral

h subterranean

mateFinS詭 帥 蛇 conservationi architectwal inve

g

of Buddhitt caves,and examinations of he matenals used
Buddhist murals,win also be undeHaken.
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凱t

Capitals in Asia,"conducted witt he hstitute of

old

河 南 省撃 義 市 水地 河 の唐 代 白磁 票 跡
A、 ′
vhite grazed pottery k‖ h s te at Shuidihe,Gongyl Henan Province,China

斑Γ
ア ンコール

ワ ッ ト墨書撮影風景

Photographing ink inscr pt ons at Angkor Nryat
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調査研究成果の普及渚動
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 hsitute publicly displays its research and survey

results through the Nara Palace Site Museunl, the
Exhibition Room of F iwara lmperial Site,and the
Asuka Historical Museum.
Every spring and autumn,the lnsitute also organizes
public lectures in which its researchers present the results
of ttett investigations and suⅣ eys.The Asuka IIistoncal

Museum also invitts speciahsts,from boh wihin the
lnstitute and from he outside, to give lectures in
associadon wida special exhibitions of the museum.

Upon every maJor excavation work,he Department of

hpe

al pttace sites hvestigations presents public site

viewings for those int(ォ esttd in ancient history

Publications issued by the lnstitute making hese
research and suⅣ ey results publicly available include

its academic journal,annual reports,compendia of
historical materials and oher basic data, catalogs of
exhibitions at the Asuka r【 istorical WIuseunl, and a
newsletter on issues related to buned cultural propemes.

ぞ垂
醜紀
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CulturaI P「 operties
奈良文化財研究所のホームページ Nara
institute Home Page
httpヽ卜 ww.nabunken.gojp

Research

httpザ イ
桁ww.nabunken.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。

The hstitute's home page、 vill be used irst ofを ■l tO
make public a variety of databases ttat organically
integrate digitalized infomation on cultural properties,

and also to provide infomation on upcoming events,such
as public site viewings at archacological excavaions,and
open lectures.

また、研究所 にお ける研究内容 の紹介、刊行物

Further,in addition to broadcasting introductions of the

の リス ト、文化財に関するニュースの配信のほか、

contents of the lnstitute's research, Lsts of its

飛鳥資料館 の 3Dコ ンテ ンツ 。Wぬ 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
てい ます。

publicadons, and news regarding cultural properties, he
hsitutt will strive to disttibute infonmatlon on cultural

propenles by incOrporating new ttchnologies such as he

3‑D contents and Web TV components for he Asuka
Histoncal Museum.
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