
奈良国立文化財研究所 (略称 奈支研)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回立機関である。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 にあ り、平城宮跡発掘調査

書い。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                         Hcadquarters Building frOtti the East

田ie Nara National CulMal PЮ perties Research hsimte is the ody
national organizatЮ n for research into"immovable"(attaChed to the ground)

cultllral propeコ 直es,such as archaeological sites,τ rchitectural smctures,
gardens,c俺 .Ihe hsdtute is also responsible for he protection and ut� zatlon

of such cultwal propeHles for educatЮ n � Japanese Mstory.
The lnsitute was founded in 1952,and belongs to the Agency for

Cultural Affairs under he Ministt ofEducatton.The hstimte consists of
v�ous divisions and deparments.蜘,Dwsion Ofhe He�o samhperialJ
Palace Site hvesdgadons,Di� sion ofhe Asuka and h,wara Palace Sites
lnvesigations,DepaHment of I‐Iistory,and Department of Architecmr江
ELstory are prilnarlly engaged in research ttd invesigaions,while the
Centre for Archaeologlca1 0peratЮ ns is responsiЫe for training and advices

to excavators for local auttomttes. The Asuka FLstomcal Museuni exhibits
archaeological discovenes.To slpport hese divisions and departments of
dle hsimte,we have General Affaires Depτ Hment
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攀裁 鷺麟鍵鍾翻 踵鰯

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普

跡、および、奈良の都、平毅球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

鰺感v隷憲◇遼 ◇釜塩麹罐霞建餘鬱 静譲盈譲o◇ 轟縄◇睡轟v鯰患壌艤姦艤鰺機§

The staffofhis di� sion have been excava� ng he site ofhe Heiio
Palace which was a complex of tte impe� al residence and gove】 mment江
offlces and bweaus dwing he NaraPemod g10_784,A.D。 )as well as sites
of anstocratst rnansions,commoners:residences,national markets,temples,
etc in he HettO Capltal.R∝ ent excavaions of he site of Prince Nagayats

mansion whererone hundred thousand IⅣ ooden tablets with inscmpions
were discovered atacted the pubhc interest gready. After excavadons are
completed,we turrl sites into a park by building architecmral structures,
reconsttucing eaHhen platfoms over tte(近 scovered“ hitectwl featittes,

and/or planting bushes to indicate the positions of Postso We eXhibit
archaeologlcal discove� es in the HelJo Palace Site Museum. In addidon,
archacologlcal fettllres tt s,勉 are left open for �ewing in a modem shelter
built over he site.



騒鳥籐漂奮錢鍵綴調壼郊

奈良県高市郡明日香オ↓を中心 として橿原市や桜井市な どの一部 におよ

ぶ飛鳥地方にある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

る調査部庁舎の展示室では、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

還残visi◇隆 ◇Ftぬe Asu監森独蘊感 F輯喜wartt Pattace Sites lnvesti懲 農ttotts

This divlslon is in charge of excavatlons of and research into the

AsukaPeriod(s� and Sevenh centwies)siteS Ofimperitt ptta∝ s and tempに s

now iocated in tte Asuka V■lage md Kashihara ttd Samai cides.h he
sixth and seventt centu� es, a complex of the imperial residence and
gove―ental ofaces couldfmction as a capid,andhere was no urbamzation.
田随divisionis alsoresponsible forhe �vesigations ofhenttiwara Capttal

(694‐710)。 It Was he rlrst civ in Japan in which he lmpedal Palaceっ
temples,and aristocratst mansions were systemaica■y locatedo Some sites

of palaces and temples have been tШ med into parks afttr the excavations.
Archaedogical dscoveries ofheFttiwaraPalace andCapital are exhibittd
in he display rooms oftte DMsion of he Asuka andI司 �ara Pal“e Sites

hvesigaions B�lding bcated on the foot of heAmanokaguyama Hユ1,one
ofhe翻h∝ Che�shed Hills ofYamato.



麟 鍵麟 箕麓

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。

鰺藍酔譲ど畿騒e醸鷺 ◇ぽ雲軽凄轟建鬱r評

his department has been condnuously investigaing varlous wntien
histo工c sollrces, Such sollrces hchidei Buddhist sutra and bibles of vamous

織 継
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罐筵踵麟 魔繁

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(産業・交通・土木)の 総合調査に着手している。
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trectin a neat Юw).The staff of the
deparment are also responsible for dle �smcdon in pЮtectng such smctures。
For example,the department has restored and now administers the fomer
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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 を年に十数回おこなっている。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 る前

に遺跡の状況を探 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 /F目 指 している。
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The staff of this centre give insuucions and advice in rnethods and

techniques of excavations and other archaeological investigations to
archaeologists wOrking for iocal authottdes.Ihe centre also offers pracical

scssions in general archacology,consewation sciences,site suⅣeying,etc.
to these local excavators. Such sessions are held some ten tunes every year。

Itis also an important responsibility of the centre to develop new methods

and tech� ques ot fOrexをHlple,consewati6n sciences and el∝ tro�c resisi�げ
suⅣeylng.

In addition,the centre collects and organizcs info上 ▲▲Iation and data
conceming any aspects of archaeologyo We hope thatin the ncar futllrc ttis

centre win be tte center of archaeologicalinfomation。 (Note ttat more ttan
three thousand site reports arc published every year in Japan. The number

ofarchaeology tteses pubttshed in localiollmalS iS uncountable.)



飛鳥資機鑢

小規模なが ら、飛鳥時代 (6・ 7世紀X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(飛鳥寺 。川原寺 。大官大寺
・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芳こなっている。年間の来館者は20万人である。

呼豊7K月日υD■耳率申準貫                                 A StOne Statuc Of God and Goddes(

Asu監盆 涯懸stoぜ icatt MusettIP4

This museum exhibits archaeological dscoveries ofhe Asuka area
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