
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ある。奈良は南都 とも呼ばれる

古都で多数の古建築、古美術品があり、研究所はこれらを総合的に研究する目的で設立さ

れた。昭和30年代に起 きた平城宮跡の保存問題から埋蔵文化財にも関わり、平城宮跡や藤

原宮跡の発掘調査 と研究に、多大の成果をあげてきた。これらは古代都城形成に関する海

外 との学術交流にも活かされている。また、貴重な埋蔵文化財を保存するために当研究所

が開発 した高度な修理技術は、世界の遺跡や遺物の科学的保存に役立っている。平城宮跡

では朱雀門についで第一次大極殿院の復原を実施中で、ここでの復原技術は全国の史跡整

備に活躍している。さらに、発掘調査に携わる自治体専門職貝や、海外の研究者を対象 と

した研修・共同研究などを行 う研修センターの役割 も果たしている。
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奈文研の本館 東か ら Headquarters Building frolla the East

Nara National CulturaI Properties Research lnstitute is an organization comlYlitted to

extensive research on ancient cultural heritage. ノヽlso called the “Southern Capitalデ ' the

ancient city of Nara is kno、 vn for its、vealth of ancient architecture and historical、 vorks of
art. 

′
rhe lnstitute 、vas established to conduct comprehensive research on these ancient

properties.Inspired by the preservation project of the Heijo Palace site carried out in the mid

1950s, the lnstitute began research on buried cultural properties and has made great
achievements in the excavation and research of the Heijo Palace site and Fllii、 Vara Palace
site.These research results have made considerable contribution tO international acadenlic

exchanges that ailn to shed light on the process of the development of ancient capitals.As
well,the advanced technique to repair burial properties that was developed by the lnstitute

has been、videly used in scientifically― sound preservation of the ancient ruins and artifacts all

over the world.In the Heijo Palace site,the restoration of the First lmperial Audience Hall

is underway,follo、 ving the completion of the Suzaku Gate.The restoration technique used in

this work is also applied to the preservation of historical sites in rnany parts of」 apan.FinaHy,
the lnstitute plays an educational role, offering training courses and ioint research
opportunities to local government employees specializing in excavation of ancient ruins and
to overseas researchers.
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機動飴艤慾磯陥透籐謎覇蘊驀籠i紳■
奈良国立丈化財研究所な改株

奈良南催紀東町の平勃宮跡に抑 断を設檀

“
弓B蠣      を開設      

―  '_
文他庁が発足 その付属機関邊なる    .

―合計課 。飛鳥藤原富跡発掘調査部 。飛鳥資料錨を談橿
・
療駿周囃蔵務課 。会計翻 遷蜘 セン廃―を設橿    ―

森良県高南郡切回香村奥画に飛鳥資料館が岡館       |
美術正萎研究室を森良回垂博物館の仏教美術資料研究セン)一に移換
庁舎を森良南三条町に穆職 平裁調査部 1埋支センパーを庁舎に統合
飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原南木た本町宇官ノ脇に新営
独垂行政法人丈化財研究所 奈良文化財研究所となる

鵡
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復原第一次大極殿実大屋根廻 り模型 による検討

InvestigatiOn Of the lllethod of laying tiles,using a full― scalc reconstructi(Dn Of a rOOf portiOn of the
rorn,er 11.lperia1/ヽ udience と王aH

占代建築・文化財延造物、書跡 。
lll‐ 史資料、追跡・庭陳|な どの文化遺産に関し、趾造物

研究主・141史研究室・遣跡イ,F究室の 3室 をおき、総合的な訓仝研究をおこなっている。

建造物研究室では、建物の実地調査、発)|さ れた建物追村fの分析、保存修J上のデータな

どをもとに占代趾集の復原的調査研究をおこない、その成果を活かして平城宮の大伍ケ悦院

などの建物復原に協力している。また社寺や民家、集落 。RIT杜み、近代化造止などに関し

て総合調査をおこない、文化財建造物の保存修JT・ 復原事業にも協力しているc

ll l光研究室では、典紺文書などの書跡資料 と歴史資料の調査イ,F究 をおこなっている。書

跡資料では、主要な調査対象である興福寺や薬師十の市都諸大キをはじめ、仁和寺などに

おいて調書作成、与其撮影を実施 し、その成果の公表に務めている。歴え資料では、絵イlhi

や板木などを訓仝対象とし、凱在は「北浦定政関係資料Jの調査・イ,F究 にあたっている。

辻跡研究室では、庭IJを 総合的に調本河「究し、その成呆の公表に努めている。また、企

国各地の大規模追 d lNに ついて、その準引i方法や管J!・ 活用状況に関し調査・分析をおこな

うとともに、地方ド1治イ本等がイFう 世跡の整備1lf業 にも坊力している。

―
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蠣 解 講 箭 き巌

薬師寺の文書調査

Photo l望へnalysis of Historical sources in

Yakushiji― Temple_

長 崎県石 田城 五 島氏庭 園実測作 業風景

h/1casurement survey conducted in the

gardё n of lshida Castle in Nagasaki

Prefecture,built by the Goto Fanlily

CuHturaと 垂蛋eritage Division

This division is composed of the Architectual History Research Section,the rtistorical

Research Section, and the Ancient Ruins Research Section, Mrhich together conduct
comprehensive research and survey of cultural properties, such as ancient architecture,
buildings dfsignated as cultural properties,Iiterature,historical rnaterials,ancient ruins,and
gardens.

The Architectual]王 istory Research Section engbges in research and survey of ancient
buildings and ailns to restore these structures to their original state based on field study,

analysis of unearthed building sites, and knowiedge gained from past experiences in
preserving and repairing ancient architecture.The results of the department's research have

been apphed to resuoration of a number of historical buildings such as the lmperia12牡 udience
Hall of the Heijo Palace. As 、vell, the department conducts comprehensive research on
temples,shrines,private residences,villages,to、 vns,and modern cultural properties to help
preserve,repair,and restore buildings designated as cultural properties,

The r[istorical Research Section on the other hand, conducts research and survey of
ancient literature and historical materials. As part of the study of ancient literature, the

department has pubhshed research reports on and created photo archives of maior temples
in Nara,such as Kofuktlii Temple and Yakushiji Temple which are the main objects of
research,as well as Ninnaii Temple in Kyoto.In the study of historical materials,the
department deals、 パrith paintings and woodblock prints,Currently,the department is involved

in the research of historical rnaterials related to Kitaura Sadamasa.

The Ancient Ruins Research Section conducts extensive research on ancient gardens
、vhile developing guidelines to restore, manage, and make pubhc use of ancient ruins
throughout」 apan.
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平城宮跡整備状況 ReconstructiOn/gardening of Heijo Palace Site

奈良時代 (710～ 784)の 天皇治世のための施設や宮殿 と国を統治するための中央官庁を

あわせて設置 した平城宮跡の発掘調査研究を担当する。1954年以来、組織的な調査を継続

し、今までに130haの平城宮EIIの ほぼ30%の発掘を進め、古代史研究上、多くの重要な成果

を上げている。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追跡の研究 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 してきている。平城宮跡の既発掘地では、建物跡を基

壇で示 したり、本を植えて建物の柱の位置を示 したり、さらに朱雀門や東院庭園をはじめ、

建物や遺構を復原するなど、かつての平城宮の姿をしのばせる整備活用事業を進めており、

そのために必要な調査研究も担当している。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ある。遺肋の発掘や出土 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ある。
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整備が竣工 した東院庭園

The restored East Palace Carden

瓦 の 拓 本 ● く り                    Rubbing of rOof tiles

Ettvtts喜 o疎 of tte韓 ◇ 酔譲豊ace S:te藍 隆VeStigat喜 ◇盗s

This division is in charge of the archacological investigations at the Heijo Palace Site,

、vhere facilities were establshed during the Nara period(710-784)for the imperial reign,
along、vith the imperial do■ licile and offices of the central government.Since 1954,coordinat―

ed investigations of the site have been under、 vay,、vith excavation of nearly thirty percent

of the one hundred thirty hectare site being completed,resulting in many discoveries of
great importance for the study of ancient history.In addition,excavation and research of

the residences of aristocrats,lowver officials,and commoners are carried outin the surround―
ing Heiio Capital Site,along、 vith investigations of pubhc market places and temple sites,

bringing to light rnany facets of a history、 vhich has lain buried for Over t、velve hundred
years Excavated portions of the site are prepared for presentation to the general public in

ways to convey the appearance of the Heiio Palace, by reconstructing the foundation
platforms at iocations、 vhere buildings once stood, or by planting shrubs to indicate the
positions of a building's pillars,or by rnaking reconstructions of the facilities themselves as

in the case ofthe Suzaku Gate and East Palace Garden,the Division is accordingly in charge

of research relevant to these ends, The ailn of excavation is to clarify the historic past

through the analysis of artifacts and features surviving in archacological sites.Archaeologi―

cal excavation, and the processing of great volumes of prilnary data obtained frOm the
remains,are vital tasks、 vhich further the research on ancient history.

瓦の拓本つ くり
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飛鳥籐療奮跡鵞鶴調益部

飛鳥水落遺跡  漏刻 (水時計)台の貼石遣構  日本書紀 には、斉明天皇六年 (660)、 中大兄皇子が漏刻
を作 った とい う記事がある。

Remains of stone paving on theヽ rヽater Clock Platform,Asuka �lizuochi Site.

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

地であった。そして今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、最古の伽藍寺院である

飛鳥寺をはじめとする寺々のほか、工芸品などを製作 した総合工房や漏刻 (水時計)台、

墳墓など、さまざまな追跡が眠っている。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・藤原京がおかれた。ここには天皇の住まいや国政、国家的儀式を行う殿

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

がっていた。調査部では、これら追跡の発掘を通 じて、古代国家の具体的な歴史像を復元

すべ く、学際的な調査研究を行っている。その成果は、追跡説明会や報告書類、展示室な

どで公開するとともに、遺跡の保存・活用に取 り組んでいる。
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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、

欽明十 三年 (641)に 造営が開始 された。

Podium of the Main Hall、 vith a surrounding

pavement Of roof tiles,Yamadera Site

藤原宮跡  大枢殿 とその周辺  1300年前の首都・

藤原京は、694年 か らわずか16年間の都 であった。

The Fujiwara Palace sitei the lmperial Audience

Han and environs.

Dttvtts喜④H4 ③f A8観ka/♂畿藻wara pattace Site ttFuVeStigat:◇ ms
The Asuka/Fujiwara region of Nara Prefecture,extending from Asuka Village in

Takaichi COunty to Kashihara City,、vas the historic setting fOr the emergence of the ancient

Japanese state,and served as the political,econonlic,and cultural center frorll the end of the
sixth through the first part Of the eighth centuries.AccOrdingly,a variety of archacological

remains lie dormant beneath the soil of this region,including sites of imperial palaces and

the residences of ehte faHlilies,the ruins of numerOus temples beginning with Asukadera,the

oldest ciOistered Buddhist temple in Japan,plus the remains of tombs,of the earthen p6dium

of a、vater clock, and of a 、vorkshop complex for the production Of various craft items.
Also,in the northern half of this region lies the Fuji、 vara capital district,built on a rectangu‐
lar grid spreading outfive kilometers on a side and centering on the Fuji、vara Palace,、vhich
contained the emperor's residence,along with halls、 vhere ceremonies of state were conduct‐
ed.

Through the excavation of these sites,interdisciplinary investigations are conducted at

the正)ivision、 vith the airn of recOnstructing a concrete historic image of the ancient state.In
addition to making these results publically available thrOugh on‐ site study tours, the
publication of research results,plus displays set up at its main facility,the正 )ivision is also

in charge of the preparation of these sites for conservation and utilization for the pubhc

benefit.
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展示風 景 「復原 された 山田寺東 回廊 」

Vie、v of the exhibitsi the reconstructed portion of the eastern gallery of Yamadadera

飛鳥時代 (6・ 7‖[紀 )や飛鳥地方の歴史を展示・解説 した、小規模ながら総合的な博

物館である。展示品には、高松塚古墳出上の鏡・玉・飾 り金具など、飛鳥寺・川原寺 。大

官大寺・山田寺出上の瓦・碑仏など、石神遺跡出「との噴水施設である須弥山石 と石神像、

水落遺跡でみつかった水時計遺構の模型、藤原京全景の復原模型などがある。屋外には、

須弥山石や石像の噴水装置、導水施設である酒船石、猿石などの模造品が並んでいる。ま

た、1994年 に増設 した展示室には、山田寺回廊跡から出土した建築部材を化学処理 し、こ

れを生か して再構築 した 3間分の回廊を復原 。展示 している。毎年、春期・秋期には飛鳥

にちなんだ特別展示 もおこなってお り、2001年度春期には「遺跡を探る」を、秋期にも飛

鳥をテーマにした展示を企画している。年間来年者は、約10万 人である。
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展示風景 「石神遣 跡の石神像 」

View of the exhibits:stone deity figures

frona the lshiganli site.

特別講演会風景

たヽiew of the lecturing in the museum

As載腱a題と皇st◇ rttca善 融蟹Htsc睡錘

This facihty is a small but comprehensive lnuseun■ exhibiting and explaining the history

of theッ生suka period(siXth― Seventh centuries)and the望へsuka region.Arnong the exhibited

items are a nlirror, beads, metal coffin fittings, and other items recovered frOm the
Takamatsuzuka Tomb;roof tiles and tiles bearing Buddha images in rehef recovered from
楔生sukadera,Ka、varadera,Daikandaiji,Yamadadera and other temple sites,stone statues of

male and female deities and a decoratively carved stone,kno、 vn by the name of Shu■ lisen,

recovered at the lshiga■ li Site and、vhich、vere part of a、 vater fountain,a model ofthe、 vater

clock facinty diScovered at the �lizuochi Site,and a model of the complete expanse of the

Fuji、vara capital.Also,in a ne、 v exhibition room added in 1994,a reconstruction of three

spans of the gallery of｀Famadadera,made using scientifically treated architectural mate―

rials recovered froni the temple site, is on exhibit. Special exhibits on themes related to

Asuka are held yearly in the spring and fall,for the spring of 2001 an exhibit on''Probing

UndergrOund Sites"is planned.The museunl receives approxilnately one hundred thousand

visitors annually
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環境考古学の研修風景 Training course in environmental archaeology_

遺物調査技術研究室・遺跡調査技術研究室では、遺物・遺跡の調査の技術に関する研究

をおこなう。官衡遺跡の調査技術、遺跡を探る遺跡探査技術の研究などをおこなっている。

古環境研究室では、古環境の復原的研究、年輪年代学による考古学的研究をおこなってい

る。保存修復科学研究室では、遺物や遺跡の分析的研究、保存修復に関する自然科学的研

究をおこなう。保存4多復工学研究室では、遺跡保存整備に関する工学的手法の開発研究な

ど幅広い研究をおこなう。文化財情報研究室では、埋蔵文化財を中心とした不動産文化財

の情報収集・整備を行い、情報機器によるその供用と活用をおこなう。そして、国際遺跡

研究室では、当研究所がおこなうすべての海外交流についてコーデ耳ネー トする。当セン

ターの主要な事業は、地方公共団体等が実施する発掘調査や保存整備に関する指導・助言、

その専門職貝に対する埋蔵文化財に関するあらゆる分野の研修事業を実施している。



遺 跡探査の屋外風景

On‐site training in archaeological prospection.

Training course in conservation science.
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TheメヘnCient支生rtifact lnvestigative′ rechniques(Research)Section and the Ancient Ruins
lnvestigative Techniques(Research)SeCtiOn engage in study on investigative techniques
applicable to ancient artifacts and ruins,such as the remains of ancient adnlinistrative offices

and the survey of ancient ruins The Paleo Environments Research Section is responsidle
for research to restore ancient environments and dendrochronology― based archaeological
research.

The Preservation and Restoration Science(Research)Section is engaged in analytical
research on ancient artifacts and ruins as well as natural― science research for their effective

preservation and restoration The Preservation and Restoration Engineering(Research)
Section on the other hand, is comHlitted to extensive research and development of
engineering methods to preserve and maintain ancicnt ruins The CulturaI Properties
lntormation Research Section collects and rnanages information on buried cultural properties

and other ilnmovable cultural properties, 、vhile offering and encouraging use of this
information by electronic means.Finally,the lnternational Ruins Ruins Research Section is
responsible for coordination of an international exehange programs initiated by the lnstitute.

As part of its main responsibilities, the Center also gives advice and guidance to local
government bodies to assist them in exeavating or preserving and restoring ancient ruins,and

offers these government bodies training in an the fields associated 、vith buried cultural
properties.

研修風景 保存科学実習




