
観 究跡の赫妙姦

本研究所は、文化庁の前身、文化財イ呆護委員会の付属機関 として発足

した。その後、平城宮跡の保存が問題 になったのを契機 として平城宮跡

発掘調査部が発足 し、10年後、飛鳥藤原宮跡発掘調査部が発足 した。19

70(昭和45)年、国は、飛鳥保存問題 を政策のひとつ として取 り上げ、閣

議決定に基いて飛鳥資料館が開館 した。また、都道府県教育長会の要請

が動機 となって、埋蔵文化財センターが設けられた。
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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

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.庁合 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

Aprit, 1952  The institute established
April,  1969  Div of Hetto Palace Site lnvestigations established
Aprit,  1973  Accounts Sec,Div of Asuka/Fujiwara Patace Sites

investigation,and Asuka HistoricaI Museum established

April,  1974  General Affatrs Dep and Centre for Archaeological
Operations established

March, 197S  Asuka Historical Museum opened to pubHc
April,  1980  1nstitute headquarters moved to Nl,o‐ ch。 ,Nara City
August,1988  Now headquarters building forthe Div ofthe Asuka

/Fujiwara Palace Sites investigations completed
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誓及簸動 と蔵書

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

部の展示室を公開している。春・秋に公開講演会をおこない、飛鳥資料

館は、企画展示関連の講演会をおこなっている。両発掘調査部は発掘調

査の成果を現地説明会で発表 している。刊行物には、学報・史料・飛鳥資

料館図録・基準資料・年報・埋蔵文化財ニュースと地図がある。1992年 4月

1日 現在、蔵書は128,982冊、写真資料は449,858点である。
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The Asuka Histo� cal Museum,Hetto Palace Site Museum,
ArchacobgicalFeamreDisplay Shelterat heHeuo Palace Site,and Display
Rooms ofhe Di�sion ofhe Asdm and凸巧iwara Palace Stts hviesigations
are a1l open to pubhc. The lhsitute also holds public lecttres in sp� ng and
autumn every yeu_ The Asukn Historical Museunl,in addition,holds
pubhc lectures related to the themes of special exhibitions. Boh ofthe
D�isions ofhe Hejo Pttace Site and he Asuka ttidFttiwam Palace Sites
lnvestigations hold site― presentadon Of the excavadon results whenever an
excavaion ends or a� shes an important phase. The publicadon program of
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盟碑 ざ.Our research collecion consists of(aS Of Ap�l l,1992)128,982
volumes of books and 449,858 photographs.


