
奈良回立文化財研究所 (略称 奈文研 )|ま、遺跡・建造物・庭園など大地に結びついた

文化財 (不動産的文化財 )を 中心に、調査 と研究 とを担当す る全国で唯一の国立の機

関であ り、 1952(昭和 27)年 に創設 され、文部省に置かれている文化庁に属す る。

奈良市二条町の本庁舎には、平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センター・歴史研究

室・建造物研究室・庶務部があ り、飛鳥藤原宮跡発掘調査部は橿原市に、飛鳥資料館

は明 日香村 にある。両調査部 と両研究室は、それぞれ担当分野の調査 と研究にあた

り、埋蔵文化財センターは、 さらに各地の発掘調査の指導 と助言、発掘調査専門職

員の研修な どを実施 している。飛鳥資料館はお もに飛鳥時代 と地域の発掘成果を展

示公開す る。庶務部が これ らの活動 を支えている。
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奈文研の本館 東か ら Headquarters Building from the East

The Nara National Cultural Properties Research lnstitute is the only
national organization in Japan for research into Wimmovable..cultural properties

(that iS,hOse attached to he 8Ю und),Such as archaeological sitts,architectural
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The lnstitute、vas founded in 1952,and belongsto the Agency for Cultural

Affairs under the Ministry of Education.  The lnstitute consists of various
d�isions and departments.The D� ision of the HettO(Nara lmpettal)PalaCe
Site lnvestigations,the Centre for Archaeologica1 0peradons(CAO),and the
Departments of History,Archittctural HistoIり ,and General Affairs are located
in Nara city.The D�ision of the Asuka and Fttiwara Palace Site lnvesigations
is iocated in Kashihara city.

Boda Divisions are priina� ly engaged in research and investigations,
wh�e the CAO is responsible for training and advising excavators frona loc』
auho�des.Archaeological discoveries are exhibited in the Asuka IIisto� c』

Iヽuseum.  The General Affairs Department oversees the va� ous divisions and

departments of the lnstitu俺 .
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平城 富跡発掘調査部

奈 良時代 (710～ 784年)の天皇治政 のための施設や 宮殿 と中央官庁 を併せ て設置 し

た平城 宮、お よび古代都市平城 京 にあった貴族の邸 宅や庶民の家、あ るいは公設市場

や寺院な どの遺跡の研究 と発掘調査 を担 当す る。古 くは宮跡 にお ける最初 の木簡 の
ながやおう

発見や近 年で は話題 を呼 んだ京域 内にお ける長屋王の邸 宅跡の発掘 な ど、多 くの調

査 成果 をあげて きた。平城 宮跡 の既発掘地域 で は、建物跡 を基壇 で標示 し、本 を植

えて建物の柱 の位置 を示 し、一部の建物 を復原す るな ど、かつての平城 宮の姿 を し

の ばせ る整備事業 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。
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Dttnsion ofthe IIettc Palace site Xnvestigatiotts

The staff of this division is involved in he excavation of he site of the

H呵O Pal憂乳a∞m∬∝∞nSi�ngば he imp露
乱洞濯荘:ピ鵠,附』  φ}(govemment offlces and bureaus duing the NE

as oher sites in he HelJo Capltal,such as amstocrats'mansions,commoners'
residences,national markets,and teinples.In 1961,the ttrst insc� bed wooden
tablets were excavattd fronl he palace site,and recent excavations of he site

of Prince Nagaya's mansion,、 vhere one hundred housand wooden tablets wi血
insc� ptions were discovered, attracttd substantial public interest. After an

excavation is completedぅ each site is tumed into a park featuing reconstrucions

of buildungs,earthen platfor】 ms,and/or bushes planted to indicate he posidons
of posts.Archaeological discove� es are displayed in he Hetto Palace Site
Museum. Archaeological features are left open for viewing under a modem
shelter buih over part of the site.
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総鳥饉療自鰈発鑢調査蔀

奈 良県筈常郡 明 日香村 を中心 とす る飛鳥地 方 には、 6・ 7世紀の宮殿や 寺 院の遺

跡 が集 中 し、橿原市 には、694か ら710年 までの間、天皇の治政 のための施設 と宮殿

や 中央官庁 をお いた藤原 宮お よび 当時の都の藤原 京の邸宅や寺院な どの遺跡が あ る。

当調査部 はそれ ら遺跡の研究 と発掘調査 にあた り、従来の知見 を覆 した山田寺の調

査や、藤原 京の造営開始年代や規模 につ いて既往の説の再検討 を求め る調査 な ど、

多 くの成果 をあげて い る。発掘が終 了 した宮跡や寺院跡の整備 も担 当 して い る。調

査部庁合 は、大和三 山のひ とつ天香具 山の緒 にあつて、展示 室 を公開 して い る。
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This division is responsible for he excavation of and research into
Asuka Peiod(6h and 7th c.)SitoS,which consist ofimpe� al palaces and temples

iocated within the rnoderHlboundames ofAsukaVinage and thecides ofKashihara
and Sakurt4. In the sixth and seventh centuttes, a complex made up of the
impe�』 residence and govemment offices alone functioned as the capital,
which was not accompanied by urbanization。 「Γhe division is also responsible

for he investigation of the Fttiwara capital(694-710),he arst city in Japan in
which he lmpe五江 Palace,temples,and arlstocrats'mansions were built on a
systematical gnd Of streets. Some palaces and ternple sites have been tumed
into parks after excavation.Archaeological discovenesfЮ m he Fl)wara Palace
and the Capital are exhibited in the display rooms of the Division of the Asuka
and Fttiwara Palace Site lnvestigations Building,located at he foot of
AHLanOkaguyama I‐ Iill,one of he Three Che� shed Hills of Yamato.

薄騒房R宮跡大極殿 4↓近の整備状況  区耳F菊から      Reconstruction/gardening of Fuii、 vara Palace Site



歴 史研 究室

南都の諸太寺や畿内の諸寺社 は、奈良時代か ら江戸時代にいたる典籍・聖教・古文

書など紙に書写 した史料 を数多 く所蔵 している。 これ ら仏教の教義や解釈 を伝 える

書物 あるいは寺社の組織や儀式の運営などに関す る文書は、かつての寺社のあ りか

たを如実に今 に伝 える貴重な史料である。当研究室では、それ らの書跡史料や絵図・

版木などを合めた資料の実態について、継続的な調査 を実施 し、調書や写真などの

記録 を作成 し、その 目録や史料集を刊行 している。 さらに、 これ ら調査成果の情報

機器による処理作業 も進行 している。
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古文書の調査

Depa�ment of重ねtory
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s whidL relate to the organizations

lent precious mate� als depicting

DepartHlent of History conducts
rvation of such matettals, along
ig, etc.  In addition to lllaldng

photographic and � tten records of hese items, catalogs of Loldings and
anthologies of he te�s are published.h addition,he collversion of hese
reSeaFCh reSults into a computettzed foコ mat, including he computation of a

database and digitalized images,is also underway.

Analysis of Historical sources
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錢遼物霧 寛蜜

寺院 。神社・城郭・民家 な どに現存す る古代 か ら中世・近世 にいた る歴史的建造物や

庭 園 。町並み を調査 し、 その種 の文化財 の保存修理事業の指導・協 力 にあたって い る。

重要伝統的建造物保存地 区であ る橿原市今井町の商家、重要文化財 旧米谷家住 宅 は、

当研究所が保存修理 を担 当 したの ち、管理公開 して いる。 また、平城 宮跡 の史跡整

備 の一環 で あ る朱雀 門や東院 。宮 内省 。大極殿 院 な どの建物 の復原計画の立案や、

設計・施工 の監修 に参画 して い る。 さ らに、文化庁等 に協 力 して、 日本近 代化遺産

や近代和風建築の総合調査 な ども実施 してい る。

朱雀 F]の復原                                          Reconstruction of the Suzaku‐ Gate

Departxllellt◇だArc強衰tectttra整 翻饉story

ltis he pimary resPonsibility of this departlnent to investigatt surviving

histo� c architectural structures ofthe ancientthrough lnedieval and early lnodem

times. The focus of this departmentincludes not only temples,shines,casdes,
residences, and gardens, but also urban layout as a whole (the ahgnment of
houses,stores,e俺 .on streets).The Staff of the departmentis also responsible for

providing instruction in he preservation of such structures.For example,the
department has restored and now administtrs the former residence of the
Kometani merchant fan� ly,locattd in lmai… cho,Kashihara City,and which is
now open to the public. The reconstrllction of the Suzaku Gate and of structures

related to he Ministry of the lmpettal IIousehold of the llelJo Palace was also
planned and executed by this departrnent.ふ /1omuments built during the course
of Japanese modernizadon,as wem as modern Japanese architecture,have also
become a focus of investigation。

朱雀門の復原



埋 豫 文で撤踏 セ ンタ拳

地方公共 団体等が実施す る発掘調査 に対す る↓旨導・助言、 その専門職員の研修 を担

当す る。研修 には、初心者への一般研修 と保存科学や環境考古 な どの専門研修 、特

別研修 が あ る。 さ らに、発掘前 に遺跡の地下 の状況 を探 る遺跡探査法や木材の年輪

に よる年代測定法、 あ るいは遺跡・遺物 に対す る保 存科学的処 置法 な ど、新 しい研

究方法や調査技術 の開発 に もあたつて いる。 また、埋蔵文化財 を中心 とす る不動産

文化財 の情報 を収集 。整理 し、埋蔵 文化財 ニ ュー ス として公表す る とともに、情報

機器 によるその蓄積・活用 システムの開発 を進 め、一部 は供用 を開始 してい る。

イ呆7字科学の研修風景                               「Franing Course for Conservation Science

Cetttre ttrÅ rcttaecp豊◇悪こca雛 0瀞erttiolas

The staff of this centre provides instruction and advice on mehods and

俺chniquesforexcavationandotherarchaeologicalinvestigationtoarchaeologists
working for local govemments.  The centre also offers practical sessions in
such flelds as general archaeology, consewadon science, dendrochronology
and site surveyingぅ to hese local excavators.  These sessions are held some
ten dmes a year.It is also an important responsibihty dithe centre to develop
new methods and ttchniques)  in areas such as, conservation science,for
example and electronic resistivity suⅣ eying。

In additionぅ  he centre collects and organizes info二 ニュニation and data
conceming many aspects of archaeology. We hope hatin the near future his
centre will become he pttmary centre for archaeological inforIInation in Japan.

More than three ttousand site reports are pubhshed every year in Japan,and
aricles on archaeology published in journals and loc』  newspapers are
innumerable.
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保存科学の研修風景



飛鳥時代 (6・ 7世紀)や飛鳥地方 を対象 とした小規模 なが ら総合的な博物館であ

る。展示品には、高松塚古墳の鏡・玉 。飾 り金具、飛鳥寺・テII原寺。大官大寺・山田寺

の瓦。導仏。石神遺跡出土の噴水施設である須弥山石 と石神像、本落遺跡でみつかつ

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

像の噴水装置や導水施設である酒船石、猿石などの模造品が並んでいる。春秋 には、

飛鳥にちなんだ企画展示をおこなっている。1994年 に増設 した展示室には、出上 し

た建築部材 によって山田寺回廊 を 3間分復原 している。年間の来館者は約 10万人。

守
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展示室風景

Asuka IIistorical Museum

View of ExhibitiOn rOOm
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This museum exhibits archaeological discovettes fronl he Asuka area

dating to he sixth and seventh centunes. Despite its small size,the regular
exhibit covers an extremely wide range of lna俺 �al.  On display are a n� 打Or,

jade,and metal ntttngS discovered in he Takamatsuzuka Bu� al Mound famous
for its colorful rnural paintings,as wen as rOOf tiles and tiles engraved wih
Buddha flgures discovered at temple sites.  Also exhibited are a Shu■ �sen
stone monlllxlent and stone statues of a God and Goddess, presumed to be
water spouts erecttd at a banquet held by he Empress Saimei(655-662).The
museum also displays the model of a wattr clock excavated frona the Mizuochi
site. In he front yard of he museuna are rephcas of the Shun�sen stoneぅ the
Sakafune― ishi(whiCh Was used wattr conduり ,alld a stone monkey ttguine.In
1994,a new exhibition room was added,where certaln architectural features of
he corrldor ofYarnada― deraTemple win be reconstFuCttd.Roughly one hundred
flfty housand people visit the museum annually.




