
奈良国立文化財研究所 (略称 奈文研)は、遺跡 。建造物・庭園など、大

地に結びついた文化財 (不動産文化財)の調査・保存・活用の研究をおこな

う全国で唯ひとつの国立機関である。この研究所は、1952(昭和27)年 に

創設され、文部省の傘下にある文化庁 に属す る。

奈文研の部局は、奈良市・橿原市・明日香村 1こ あ り、平城宮跡発掘調査

吉E・ 飛鳥藤原宮跡発掘調査部。歴史研究室・建造物研究室は、主に調査 。研

究をおこなう。埋蔵文化財センターは、主に指導・研修を、飛鳥資料館は

主に展示普及をおこなう。これ らの活動を支 えるために庶務部がある。

奈文研の本館 東から無文研の本館  東から                   Headquarters Building from the East

The Ntt Nadonal Culwal PЮperties Research hsimttis he ody
national organization for research into Wimmovable"(attaChed to ne grOund)

熙 ,解織 誌とぞ誌瑠鴛躍識零緒解常話魅
of such cultwal propertles for educatЮ n � Japanese Mstory.

The lnstitutt was founded in 1952,and belongs to the Agency for
Cultural Affairs under he Ministt ofEducadon.he hstmte consists of

酬 β 認 総 懇 認 鞘 昭 潔 ギ:摯 設 鮒 報 銚 協 盟 認
Invesigations,Department of Fhstory,and]Department of Architectural
lnstory are p� コnamly engaged in research and invesigadons,while the
Centre for Archaeologica1 0perations is responsible for train� g and advices

to excavators for l∝ al auttorides.The Asuka Historical Museum exhibits
archaeological dscove� es.To suppoH hese divisions and deparments of
he hsimte,we have General Affaires Deparment
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奈良時代(710～ 784年 )の天皇の宮殿 と中央官庁 とを合わせ含む平城苦

跡、および、奈良の都、平城京の貴族の邸宅や庶民の家、公設市場(市 )、

寺院あ となどの発掘調査をおこなっている。最近では、奈良時代初期の

有力者、長屋王の邸宅跡の調査が話題 をよんだ。発掘終了後の宮跡には、

復原建物をたてた り、基壇を復原 した り、柱の位置に木を植 えるな どし

て整備 してある。平城宮跡資料館 と遺構展示館 とを公開している。

平城宮跡東部分の整備状況 西南から
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The staffofthis di� sion have been excavaing he site ofhe Henio
Palace which was a complex of he impemal residence and govemmental
ofrlcesind bllreaus du� ng he Nara Pe� od 910-784,A.D。 )as well as sites
of anstocratぎ mansions,commonersl residences,nattonal nlarkets,temples,
ett in he HelJo Capltalo Recent excavations of he site of FInce Nagayats
mansion where.one hundred thousand wooden tablets with insc� pions
were discovered attracted the pubhc interest greadyo After excavadons are

completed,we turn sites into a park by building architectural structures,
reconstrucing eanhen platfoI二 ▲ls OVer the thscovered[rchitectural ftatures,
and/or planting bushes to indicate the positions of Posts, We exhibit
archacologlcal discove� es in he IIelJo Palace Site Museumo ln addition,
archaedoglcal featllres tt s,″ are left open for viewing in a modem shelter

built over the site.



毅轟籐騒富麟鍵綴爾費鰯

奈良県高市郡明 日香村 を中心 として橿原市や桜井市な どの一部 におよ

ボ飛鳥地方にある6・ 7世紀の天皇の宮殿や寺院あ と、694～ 710年 の宮殿

と中央官庁 とを合わせ含む藤原宮、および、その時期の都、藤原京の邸

宅あ とや寺院のあ との発掘調査 にあたっている。調査が終わった宮跡や

寺院あ との整備 もおこなっている。大和三山のひとつ天香久山の麓にあ

る調査都庁合の展示室では、藤原宮・藤原京の資料 を公開している。

藤原宮跡大極殿付近の整備状況 東北から

渤iv:sion oF the Asuka attd rttiwara pa穣 裁ce Sites Xttvestigtttiotts

This division is in charge of excavaions of and research into the

Asuka Period(s�  and Seven血 ∝nturies)sites O山 叩� al palaces and temples

now iocated in he Asuka V工 lage and Kashhara and Sakw�  Cides.In he
sixth and seventh centuttes, a complex of the impe� al residence and
govermental omces could fmction as acapid,and here was no urba� zation。

The di� sion is alsoresponsible forhe hvesugat10ns ofheFttiwara capttal

(694-710)。 It Was he arst city in Japan in which he lmpedal Palace,
temples,and ttist∝mtぎ mansions were systemaica工y locatedo Some sites

of Palaces and temples have been twned into parks after the excavations.
Archaedogictt discoveries ofhe Fttiwara Palace andCapital are exhibittd
in he display Юoms ofhe DMsion ofhe Asuka andlttiWaraPalace Sites
hvesigations B� lding bcated on he foot of heAmanokaguyama Hill,one
ofthe Three Cherished Hills of】 ramatO。
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南都諸大寺や京都の諸寺には、奈良時代か ら江戸時代にいたる典籍、

すなわち経典、写経、仏教の教義を伝 える書物 (聖教)、 寺院の歴史を記

した書物や荘園関係の文書、寺院の儀式や組織 に関する古文書が数多 く

所蔵 されている。これ らを継続的に調査 し、その目録や史料集を刊行 し

てきている。最近では、最古の印刷物 といわれる法隆寺百万塔の陀羅尼

経 も調査 した。現在、これ らの資料の情報処理を進行中である。

鬱簿p魏郎鐘議e議藍 鬱ず騨輯感患◇ずy

This department has been coninuously investigating vamous wntten
histo�c sollrceso Such solrces hchde:Buddhist sutra and bibles ofvarious

輔 辮 轍 懃

騨 鞭

鶴瑞脇僻離,earliest p�nted matters in he wOrld.

認M剛静識鰍 灘 麟
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古代から中 。近世にいたる現存する歴史的建造物 (寺院・神社・城郭・

民家X庭園、町並みを調査 し、また、その保存修理事業を指導 してきた。

橿原市今井町にある18世紀半ばの商家、旧米谷家住宅は、修理後、当研

究所が管理公開している。平城宮の朱雀門や宮内省関連の建物 (南殿。西

南殿)な どの復原設計もおこなっている。 日下、文化庁 に協力して、日本

近代化遺産や近代和風建築の総合調査 に着手 している。

妻とcゃ武ご監贅拳c泳 奪 録夢 え ガ金苺ェをま尊tt鬱 す傘と 浄整ξことoメド

Itis he p� mary responsibihty ofthis deparmenttO invesigate still―
standing historic architectural structures of he ancicnt山 ou♪ mcdCVal and
early modem dmes.The su可∝ts ofhiS deparmcntinclude not only temples,
shrines,castles,residcnces,and gardens but also town arrangemcnt as a
whole(ioe.hOuses,storeS,etco on a streetin a neat Юw).The Staff of he
deparment are also resPonsible for tte �smcdon h PЮ tccttag such smctwcs.
For exarnple,the department has restored and now administers the fomer
Komctani residence,、 vhich was a rnerchant family �血e middle eighteenth
century and currendy located in lmai― cho,Kashihara Cityo lt is now open
to pubhc. The reconstmction of the Suzaku(South Centtal)C'ate and
structures related to the Ministtt ofhpedal Household ofthe Heiio(Nara
hpe�al)PalaCe was Plamied and executed in ths department.



地方公共団体等の発掘調査に指導・助言 し、また、その専門職員に対

す る研修 を年に十数回 PD・ こなっている。これには、初心者への一般研修、

保存科学や遺跡測量な どの専門研修や特別研修がある。さらに、掘 冷前

に追跡の状況を探 る遺跡探査法や保存科学な ど、新 しい研究方法や関連

技術 を開発 している。また埋蔵文化財の情報資料を作 り、収集 し、調査

研究 してお り、将来は、不動産文化財の情報センターを目指 している。
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The staFf of this centre give insmctions and advice in lnethods and

techniques of excavations and other archaeological investigations to
archaeologists working for local authontteso The centre also offers pracdcal

sessions in general archaeology,conscⅣ ation sciences,site suⅣ cying,etc。

to these local excavators. Such scssions[ue held some ten tunes every year.

It is also an important rcsponsibility of the centre to develop new lmethods

and tcch� ques ot fOrex〔HlPle,COnsewadon sciences and el∝tro�c resisd�げ
suⅣeylng.

In addition,the ccntrc collccts and organizes infoli二 二ation and data
conceming any aspccts ofaビchaeologyo We h9pe thatin the near futllrc his
centre �Ⅱ be he center of archaeological �fomation。 (Note ttat more han
three thousand site reports are published cvery year in Japano The number

ofarchaeology theses pubttshed in localjou】mals is uncountable。 )



飛轟資料鑢

小規模なが ら、飛鳥時代 (6・ 7世紀)、 飛鳥地方の総合博物館である。展

示品には、高松塚古墳の鏡・玉 。飾 り金具、飛鳥等 。)il沫等 。央昔央寺

・山田寺の瓦・埓佛、明日香村の石神か ら見出された噴水施設、須弥山

石 と石神像、藤原京復原模型などがある。屋外 には、模造の須弥山石の

噴水、導水施設の酒船石や猿石などが並んでいる。春、秋には、飛鳥に

ちなんだ企画展示 をおこなっている。年間の来館者は20万人に近い。

噴水用の石神像

As懇監:議 HiSt(〉 ric憲患曇 M亀ISeu要望亀

A StOne Statue Of God and Goddess

This museum exhibits archaeological discoveries of he Asuka area
daing to ne sixth and sevenh centumes.Despite its small size,he regular
exhibit covers an extremely � de range,including a nlror・ 抑壺,and met江
rlttingS discovered in the Takamatsuzuka Bu� al Mound falmous for the
colorful mural wall Painings,rooftiles and dles win die engraved Buddha
丘♂mes discovered at temple sites,and Shumisen(he �gh mountaln believed
to be located in he center ofhe world in Buddhism)stone mOnument and

脇 躍 饂 瑠 宅瑞 漁饂 F岳 塙 ,速 飛 出
at he lshigami siteo ln he front yard of the museuni are replicas of the
Shumisen stone,the Sakafune― ishi usedas a water conveyance,and a stone
morkey ttgimne.Roughly two hindred housand pe9ple visitths museum
annuaⅡ y.


