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研 究所 の あゆみ

奈良国立文化財研究所 は、文化庁の前身の文化財保護委員会に付属す る文化財の

調査研究機関 として1952年 に発足 した。当初 は、歴史・建造物・美術工芸の 3研究室

と庶務室 とがあった。その後、平城宮跡の保存が問題 となったのを契機 として平城

宮跡発掘調査部が設置 され、10年のちに飛鳥藤原宮跡発掘調査部が発足 し、1970年

には飛鳥保存問題 に関す る国の施策の一環 として、閣議決定に基づ いて飛鳥資料館

が開館 した。 また、1974年 には国上開発 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た。

1952昭和 27.4.文化財保護委員会の付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
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29.7.奈良国立文化財研究所 と改称

35.10.奈 良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所を設置

38.4.平城宮跡発掘調査部を開設

43.6.文化庁が発足 その附属機関となる

45.4.平城宮跡資料館が開館

48.4.会計課・飛鳥藤原宮跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

49.4.庶務部 (庶務課・会計課)と 埋蔵文化財センターを設置

50.3.奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館が開館

55.4.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換

55.4.庁舎を奈良市二条町に移転 平城調査部・埋文センターを庁合に統合

63.8.飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁合を橿原市木之本町字宮ノ脇に新営
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Apri1     1 974 General Affairs Dept and Centre for Archaeologica1 0perations establshed
Nlarchi   1 975 Asuka Historical 'vluseum opened to public
Ap百 1  1 980 1nshute headquatters moved to Ntto chOЬ

伴♂ t存ど次suka/F呵雨araAugust   1 988 Nevv headquarters bu‖ ding for the Divisi
Palace Site lnvesti9ations completed

重ねtory oftれ e IHIstitute

The lnstitute began as an auxiliary organizaion of he govemment's          _
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Palace site necessitated the incepdon of he Division of he HettO Palace Site

確諸認跳驚転報締諮ぞ謝群驚箋録警cultural properties in the Asuka area. The A、

opened for the same reason.

In order to help meet the demand for rescue excavations conducted by
local govemments,he Centre for Archaeologica1 0perations was estabLshed
in 1974 to train iocal excavators and lo provide advice to local auho� des,
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調査研 究成果 の普及活動

研究所 には公開施設 として飛鳥資料館・平城宮跡資料館 。同遺構展示館・飛鳥藤原

宮跡発掘調査部展示室がある。春秋 には研究職員が調査研究成果 を発表す る公開講

演会を開催 し、飛鳥資料館では、企画展示に関係 して内外の演者による講演会 を催

している。両発掘調査部で実施す る発掘調査では、発掘終了時に現地説明会を開催、

成果を発表 している。調査研究成果を公表する刊行物には、学報。史料・午報・基準資

料・飛鳥資料館図録・埋蔵文化財ニュースのシ リーズがある。1997年 4月現在、蔵書

は165,668冊、 写真資料 601,463点 とこ達 している。

現地説明会風景 πヽie、v of an Explanation meeting on

Educatibmal Activities and Research ConectiOns

TheAsukaHistoncal Museum,HettoPalaceSittMuseum,Archaeological
Feature DisPlay Shelter at he HttO Pal“e Site,and Display Rooms of the
Division of he Asuka and ttiWara Palace Sitt lnvesigations are all open to
the pubhc. The lnstitute also holds pubhc lectures in sping and autumn every
year. 7rhe Asuka IIisto� cal Museunl,in addition,holds pubhc lectures relattd
to the themes of special exhibitions. The E)ivisions of boda the Hetto Palace

Site and he Asuka and httiWara Palace Sitt lnvestigadons hold on― site

presentations on excavation results whenever an excavation ends or concludes

an important phase.The public� on pЮgram of he lnsitute includesi research

reports,pubhcations on histo� cal matters,catalogues of he Asuka Histo� cal

Museulll,Sぢαttαr,Dαtt C9翔ヮ¢,テЙηι,仕le lnstitute'sA刀 刀
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げ 肋♂C?η″♂/9r Arc力α?οわgた,J9Pθ靱′,οヵざ.Our research collecion consists

(as of April l,1997)of 165,668 vOlumes of bobks and 601,463 photographs.
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