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へい じょうきょう へい じょうきゆう

平城京と平城宮

平城京 (710-784)は 、現在の奈良市と大和郡山市にまたがる古代都市です。

唐 (中 国)の長安城を手本に、大小の道路で、基盤目状に区画しました。

平城宮は都の中央北端にあり、

羅城門から約75メ ー トル幅 (26車線相当)の朱雀大路が通 じ、

柳や椀 (え んじゅ)を 植えて街路樹 としていました。

人口は20万人、10万人説などがあり

6,500人ほどが平城宮につとめた官人だったといいます。

当時の総人口が推定600万人、現在の20分の 1ですから平城京は巨大都市でした。

奈良時代の歴史を知る上で、平城京の調査は欠かすことができません。
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The Nara Capital and Palace

Thc Nara capital(710-784)was an ancient metЮ polis

apanning the arcas ofthe rnodeコ a cities ofNara and Yamatok6riyama

Dcsigned aierthe Tang Chinese capital of Chang an,

it was built wih broad and narrow strccts foIIning a gnd

Vヽith the Nara palace atthe centcr ofits nolthern cnd,thc capital was traversed

fl・om the Ra」 5mon gatc to thc south by Suzaku boulevard,

75 meters(equivalent to 26 car lanes)wide and hncd with winow and pagoda tces

The population is estimated at bet、veen 100,000 to 200,000,

and as rnany as 6,500 bureaucrats、 vere held to、 vork atthe Nara palace

As the total population of Japan at the til■ e is estimated at around 6■ 111lion,

or one一 t、ventieth of its modern level,

the Nara capital was truly a great rnetrOpohs in its day

The investigation of thc Nara capital site is indispensable

for knowving the history ofthe Nara period as a whole.
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特別史跡 平城宮閉
The Nara Palace Site,a National Histonc MOnument
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朱雀大路
Suzaku Avenue

朱雀門
Suzaku Gate

壬生門
Mibu Gate

兵部省
Ministry of Milhary Attairs

M nistry of Personnel Affairs

第一次朝堂院
Former Halls of State Compound

第一次大極殿復原工事
一般公開施設
Formerimperial Audience Ha‖

Pubi c Exhibit Facittty

峯く

C)第一次大極殿 (復原工事中)

Formerimpenal Audience Ha‖

0第二次朝堂院
Latter Halis of State Compound

o央 督暫
Great Thanksgiving Service Ha‖

0第二次大極殿
Latterimpenal Audience Ha‖

⑫ 膿
Impenal Domicile

o魯偽督
卜謝inistry of the imperial Household

o造儒農祟籠
Excavation Site Exhibition Ha‖

o翠甥暫訴豊観餡
Nara Palace She Museum



石汗努[「所の役害」と縦]イ哉 Role and Organization of institute

研究所の概要

奈良文化財研究所は、文化遺産を総合的に研究

する機関です。奈良は南都とも呼ばれる古都で、

多数の古建築や古美術品があり、研究所はこれら

を総合的に研究する目的で設立されました。1950

年代に起きた平城宮跡の保存問題を契機に、平城

宮跡や藤原宮跡の本格的な発掘調査と研究を進め

てまいりました。これらの成果は古代都城形成に

関する国内外の研究や学術交流にも生かされてい

ます。

また、貴重な埋蔵文化財を保護するために当研

究所が開発した保存、修復、整備などの技術は、

全国各地や世界の遺跡、遺物に活かされています。

現在、平城宮跡では、朱雀門に次いで第一次大極

殿の復原を実施中です。さらに、発掘調査に携わ

る地方公共団体等の埋蔵文化財担当職員や海外の

研究者を対象とした研修、国内外機関等との共同

研究などをおこなうセンター的な役害Jも 果たして

います。

馨尋ε籍膝]そ答 cuitural Heritage Division

記録が

伝えない

歴史の事実

Discovering historical

facts previously

unknownfЮm
wtttten records

次の世代に

伝える文化財

Transnlitting cuitural

pЮ perties to

future generations

Outtine of the institute

The Nara National Rese鮒 � hmmtt for cultural Properties,

ls an orgaruzatlon conlmtted to comprehenslve research oll

cultural heritage.Nara is an ancient capit江 ,kltown as
“Nanto"(southem capital),having a wetalth of ancient

architectllre and histttical works of ani the hsimte w器

establishd to research these m曲 朔証s in comprehens� e

fasl�ono Since the quesion of he Nara palace si依 デ s

preservatlon Юse up in the mid 1950' s,he hstitute has

advanced a直ェ_scalc excavation and research at boul the Nara

alldlttiwara pttЮ e sites.監 resutt ofhese erorts have been

utilized both domesticany and llkx■adonaⅡ y � rettarch and in

academic exchanges regarding the development of ancient

capitals.

Also, techniques for preservation, reconstruction, and

presentation,developed b3/he hstitute for he corlservation of

precious culmal prOpertles, have bcen uiLzed for sites and

mtt throughout Japan and across the worldo Cunently,the

reconttHtion of the Fomer hperitt Audience Hall at the

Nara palace site is undeAVay,fonowin8 dle completion of he

Suzale Gate,Further,he hstitute serves as a center for ttuM増

andjointresearchpЮ gramstargetedforforeignkesettand

Local public agency persomel in charge of bwied culmral

properties management 、vho particlpate h archaeo10glcal

excavation.
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文化遺産の

総合研究

Conducting comprehensive
cuitural heritage research

古代を

いまに活かす

G�ing new“fe

to ancient remains

発掘調査

研  究
Excavation

文化遺産

研  究
Research

保 存
Conservation



奈良文化財研究所
Nara Nttional Research insthute for
CutturaI Properdes

研究所の組織 organttajon of the hsutute

企画調整部

管理課
Managemnet Divis on

庶務係
General Atta rs Seclion

会計係
F nance Seclion

用度係
Supples Secdon

Library and Archive Seclion

企画調整室
PIann ng&Coord nalion Seclion

文化財情報研究室
Dala&Inlormal on sechon

国際遺跡研究室
Internalona Cooperal on Seclion

展示企画室
ExhibniOn seclion

写真室
Pholography SecuOn

歴史研究室
Histoncal Document Seclion

建造物研究室
Archhectural Hislory Secl on

景観研究室
Cuhural Landscape Secdon

遺跡整備研究室
She Stabttzaton Seclion

考古第一研究室
Archacofogy seclion l

考古第二研究室
Archaeolo9y Seclion 2

考古第三研究室
Archaeolo9y Secton 3

史料研究室
History SecHon

遺構研究室
Archilectural Fealure SecHon

保存修復科学研究室
Conservalion Science SecHon

環境考古学研究室
Env Юnmenla Archaedo9y Secdon

年代学研究室
Daling Seclion

遺跡・調査技術研究室
Archaeo ogical Research Methodology Secすon

学芸室
CuralonaI SecliOn

独立行政法人 国立文化財機構
independent Administrative institution
National institutes for Cuitural Heritage

本部事務局
National insthutes for Cunural
Heritage Secretariat

面節両零晟円忌厚紫輔useum

京都国立博物館
Kyoto National Museum

釣 認絆鴇s帥
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1‖は拝Fttξ l粋よ♀膚Museum
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東京文化財研究所
National  Research  institute  for
CulturaI  Properdes, Tbkyo

奈良文化財研究所
Nara National  Research  institute  for
CulturaI  Properties

線n縮工解
陥蜘

Fac‖ h es Seclon

緯総n工
庵毯与

釦

Depa■ment ol Ptann ng&

Coord naHon

文化遺産部

部既発掘調査部
Department of lmpettaI Palace Siles

hVeuりahOns

埋蔵文化財センター
Centerlor Archaeolog ca Operalions

飛鳥資料館
Asuka H stottcaI Musewm



研究所のあゆみ

奈良文化財研究所は、文化庁の前身の文化財保

護委員会に附属する文化財の調査研究機関として

1952年に発足しました。当初は、歴史・建造物・

美術工芸の 3研究室と庶務室とがありました。そ

の後、平城宮跡の保存が問題となったのを契機と

して1963年に平城宮跡発掘調査部が、1973年 には

飛J鳥藤原宮跡発掘調査部がそれぞれ設置されまし

た。1973年には飛鳥保存問題に関する国の施策の

一環として、1970年の閣議決定に基づいて飛`島資

料館が設置されました。また、19馳年には国土開

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ました。

その後、省庁の再編など政府の行政改革推進の

方針に基づき、府省に所属する研究機関も再編成

され、文化庁に附属する東京国立文化財研究所と

奈良国立文化財研究所の二つの研究機関は2COl年

4月 に統合し、独立行政法人文化財研究所となり

ました。さらに2007年 4月 には独立行政法人国立

博物館と統合し、独立行政法人国立文化財機構と

なり、奈良文化財研究所はその機関の一つとなり

ました。

History of the institute

The Nara National Research lnstitute for Cultural

Properties was founded in 1952 as an auxlliary
organization of the  National Commission for Protecion

of CulturalProperties, the predecessor of he cu∬ ent

Agency for Cultural Affairs, with a view to conducting

research  on cultural properties. At he tilne of its

inception,the lnstitutt had  ttte  research  divisions,

speciaLzing in history,architecture,and an,as、 vell as a

Genё ral Affairs Division.The growing necessity to

pЮttct he Hetto palace site led to he incepion of he

Division of Hetto Palace Sitt lnvestigaions in 1963.In

1973,the D� ision of he Asuka/F� iwara Palace Site

lnvestigations 、vas established, and in 1973,the Asuka

Historictt Museum was estお lished,prompted by a Cabinet

resolution made in 1970 as part of he government's

efforts to preserve he cultural properties of he Asuka

area, In order to help  meet the demand for rescue

excavations conducted by loctt govemments,the Center

for Archacologica1 0perations was established in 1974 to

train local excavators and provide advices to local

auttorities.

As part ofthe Japanese(3ovemment's reforln initiatives,

national research institutes belonging to govemment

ministries and agencies are undergoing reorganization.

Consequently,he Nationtt Research lnstiture for Cultural

Properties, Tokyo, and the Nara National Cultural

Properties Research lnstiture were integrated and

reorganized  as  branches  of  the  lndependent
Admi� strat� e hstitution in Apri1 2001.Furher,m Ap� l

2007,he Nara National Research lnstitute for Cultural

Properties  became  one  unit  of the  lndependent

Administrative lnstitution National lnsitute for Cultur江

He�tage,created hrough a merger with he lndependent

Administtative lnstitution,National �luseu■ls.



■1952年/昭和27年4月

文化財保護委員会の附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

■1954年/昭和29年7月

奈良国立文化財研究所と改称

■1960年/昭和35年 10月

奈良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所を設置

■1963年 /昭和38年4月

平城宮跡発掘調査部を設置

■1968年/昭和43年6月

文化庁が発足 その附属機関となる

■1970年/昭和45年4月

平城宮跡資料館を開館

■1973年/昭和48年4月

会計課・飛鳥藤原官跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

■1974年/昭和49年4月

庶務部 (庶務課・会計課)と埋蔵文化財センターを設置

■1975年/昭和50年3月

奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館を開館

■1980年/昭和55年4月

美術工芸研究室を奈良国立博物館の仏教美術資料研究
センターに移管

■1980年/昭不B55年4月

庁舎を奈良市二条町に移転

平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センターを庁舎に移転統合

■1988年/昭不日63年8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町94-1
に新営

■2001年/平成13年4月

独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所となる

■2007年/平成19年 4月

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 とな
る

搬 齢 徴 獄 輿 卸 燃
Architecturc Rcscarch D� isiOn,and Art Rcscarch D� ision,at

50 Kasugano― chO,Nara.

■July 1 954

Thc lnstitute was oFlcially namcd the Nara NatiOnal Cultural

Propertics Rcscarch lnstitute.

■October1 960

Thc omcc oFthc Heり 。PttaCC Site lnvcstigations oPcned in the

FOrmcr Nara palacc sitc in Sakihigashi― machi,Nara.

■Ap前:1963
The D� isiOn Of HcijO Palace Sitc lnvcstigations was
cstabished.

■June 1968
Thc Agcncy for Cultural AfFairs ttη s established,�th thc
lnstitutc undcr its cOntrol.

■Ap前11970
Thc Nara P■ acc Sitc Muscuni oPcned.

■Aptt1 1 973

The DMsiOn ofAsuka/Fuilwara Palacc Sitc lnvestigations and

the Aulca HistOrictt Muscum werc cstablished.The lnstitutc's

Accounting Scction lvas alsO cstablshed.

■Apri1 1 974

Thc Departmcnt of Gcncral Affairs and thc Ccntcr fOr

ArchacO10gica1 0Pcrations wctc established.

■March 1975
Thc Asuka HistOttcn Muscum opened at Okuyama,in thc

village OfÅ uka,Nara preFccturc.

■Apri1 1 980

Thc Art Researtt D� ision transFcrrcd tO thc Rcscarch Ccntcr

fOr Buddhist AFt,OFthc Nara NatiOntt Muscum.

■Apri1 1 980

The lnstitutcに 10Catcd tO N巧 ∝d10,Nara.Thc D� ision of
HCi,O Palacc Sitc lnvcstigations and thc Ccntcr for
ArchacO10gica1 0pcrations wcrc intcgrated intO the lnstitutc.

■August 1988

A ne、v headquartcrs building was bullt fOr thc Division

露熾よXttμttS統 温 1瀑無 :nS at%■
,

■Apri1 2001

Thc Nationtt Rescarch lnstitutc fOr Cultural PrOpcttics,Nara,

was granted the status Ofindcpcndcnt adnlinistrativc institutiOn.

■Apri1 2007

1t becamc the lndepcnd Ad■ inistrative lnstitution National

lnstitute for Cultural Hcritage,Nara National Research

lnstitute for Cultural Properties.



企画調整部

企画調整部は、奈良文化財研究所がおこなう

研究に係る事業について総合的に企画調整し、

成果の公開活用を進めます。また、文化財保護

に関する調査研究のナショナルセンターとして

情報の収集・発信などに努め、国・地方公共団

徳等に対する専門的な協力・助言をおこなうと

ともに共同研究を調整します。文化庁がおこな

う高松塚古墳・キ トラ古墳壁画の保存活用事業

への協力もその一例です。

これらの事業を遂行するため、企画調整室、

文化財情報研究室、国際遺跡研究室、展示企画

室、写真室を置き、以下の業務を分担 していま

す。

企画調整室は、地方公共団体等の職員に対す

る研修についての企画調整をおこない、地方自

治外等がおこなう全国各地の発掘調査や文化財

保護等について援助、助言します。文化財情報

研究室は、奈良文化財研究所の情報システムの

整備充実を図るとともに、文化財に関する情報

および資料を収集・整理し、提供 します。国際

遺跡研究室は、国際協力、国際交流および国際

研修等を企画調整、運営管理 します。展示企画

室は、飛鳥資料館、平城宮跡資料館などの展示

充実を中心に、奈良文化財研究所の研究成果の

公開普及に努めます。写真室は、文化財に関す

る写真の製作および管理をおこないます。

DepartrYlent Of F⊃ lanning and
Coordination

晩 Deparment Of Planning and CotthattOn is responsible

for the comprehens� e plaming and coordhaion of matts

related to research co記配回 by he Nara,Natlonal Research

hsitute for CulturaI PЮ perties,and also promotcs public

utilizatlon of the results.h addidon,五 fo帥露s the comeciOn

and disselnination of infomation as a naional center for

research related to culturd properties conservation, and

provides cxpert cooperation and advice to naional and

regional public insituions while also coordinating joint

research proJ∝ ts Win them.¶随 cooperation mmished to he

Agency for Culturtt Aff孟's pttect fOr preservin8 and

utilizing the mwЛ s of the Takalnatsuzuka alad Kitora tombs is

one ofthe good example.

For the execution of hese proJccts, he Planning and

Coordinahon Secion,the D創 ぬ倒臼d Momatton Section,he

htemationd Coop∝ aion Section,he Exhibition Section,and

the Phoby中Ⅲ Section were established,wih he fonowing

duties divided among them.

The Plannin3 and Coordin�on Section is responsibL for the

pla―g and coordination of training programs directed at

employees of regional putt institutions,and for providing

期 成 and advi∝ regarding archacobgtt exc評 �飩s and

cultural properties conservation conducted by region』

gove―ents and oher organれ ons throughout the nation.

The Data and lh�蝉 ion Secdon alantalns and enhances the

hstitute's infomation sy謙 朔1,and gadlers,malntalns,and

provides datt and matenals related to cultural properties.晩

htemational Cooperatlon Section plans,coordinates,q膵ラrates,

and manages aspects of mtemai�  cooperation,exOhange,

and trainng. The Exhibition Section sttves to distribute

publicly he results of hsitute research,centerm8 0n he

enrichent of he exhibits at the Asuka HistoricЛ  �生useuln

and the Nara Palace Sitt Museuln.The Photo舒ゃⅢ S∝■On

pЮttces and manages photographs related to culmr江

materials.



研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsutute
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埋蔵文化財担当者専門研修臨地講議

Technicaltraining held at theイ ield

高松塚古墳壁画のデジタルフォトマッピング

The dighal photo mapping at Takamatsuzuka Tomb

離す

埋蔵文化財担当者専門研修
Taking the technical course

展示解説
Explanation ofthe exhib i

_ここ正三テ,三

手 ―す  ―す ′~:

‖



文化遺産部

文化遺産部では、歴史資料・書跡資料、歴史的

建造物・伝統的建造物群、庭園・文化的景観、遺

跡などの文化遺産に関し、歴史研究室、建造物研

究室、景観研究室、遺跡整備研究室の4室をおき、

専門的かつ総合的な調査研究をおこなっています。

歴史研究室では、典籍文書などの書跡資料と歴

史資料の調査研究をおこなっています。書跡資料

では、主要な調査対象である興福寺や薬師寺など

の南都諸大寺をはじめ、近畿地方の諸寺院での調

書作成、写真撮影を実施し、その成果の公表に努

めています。歴史資料では、絵図や板木などを調

査対象とするとともに、現在は「関野貞関係資料」

などの調査・研究にもあたっています。

建造物研究室では、各種建築の実地調査や発掘

遺構の分析などを通した建築遺産の調査研究のほ

か、文化財建造物関連資料の収集整理 。公開を実

施しています。また、この成果を活かして文化財

建造物の保存修理や、平城宮跡第一次大極殿正殿

などの史跡建物復原に協力するほか、海外の建築

遺産保護のための協力調査もおこなっています。

景観研究室では、「文化的景観」について事例

調査のほか、保存計画策定などの保護施策に関す

る調査研究をおこなっています。また、庭園につ

いては各地の発掘調査成果を収集整理し、データ

ベースとして公開を図るとともに、2006年度から

は第 2期計画として平安時代以降の庭園に重点を

置いて調査研究をおこなっています。

遺跡整備研究室では、遺跡の適切な保存管理の

ための計画や整備事業について調査・研究をおこ

なっています。これまでの全国各地の実績を踏ま

えつつ、追跡整備に関する資料の刊行やデータベ

ース化等により情報の普及を図るとともに、これ

らの情報 。経験等を活かして地方公共団体等が実

施する遺跡の整備事業の検討にも協力しています。

Departrrlent of Cultural Hcritage

he Depart14ent Of Cultural鳳 五ttte haS fOur S∝ tions,

being he Historical Doctlment,the Architectural rLsbり ,he
Cultural Landscape,and tlle Site Management S∝ tions,

through which it conducts specialized and comprehensive

research wih regard to culttlral materi』 s such as historicЛ

documents and oher wrltten I配働』 S,hstorlc』 buttdings and

groups of traditional structures, gardens and cultur江

landscapes,and archacologた江and hi飩研【江sitts,

監 Histoncal Doculnent Section engages in the research of

histoncal documents such as books, and other wntten

配 働』S.For hstorlctt do蜘 画 ts,catalogs and photottplic

records tt bem8脱虚 江 ICo隠蝉 ,Yaku�i e俺.and the

othermttor temples ofNara,which constitute the maln targets

ofresαrch,as weu as at Othertemples in he ICinai re8iOn,and

e劇発rtt ale beng made to make the resuhs pubLc.For oher

written matenals,items such as drawings and woodblock

carvings are he ottects Of fOCus,and Лso curendy he
archives ofSekino Tadashi aK)under mvesigation.

The A嗣阻∝tural History S∝don cond配
`researclt on he

architectural heritage ttЮ ugh mvestigations ofvanous typcs of

extant strucdlres as weu as mu8h altttyses of archaeologic江

features,and also col瞳
`,orgaluzes,and puЫ

icizes mattnals

related to ttchtectural cultural prop� es.Funher,he results

of hese crorts are applied to the preservative re帥 ∝ahon of

architectural cultural properties,and through cooperation in thc

reconsttucdon of historic buildin8S Such as the Fonner

hperitt Audience Hau at ale Nara pЛ ace site,益 weⅡ 器 h
cooperation wih �vestlgations for the F川叩OSe Of∞ nservm8

the ttd皿俺ctt heritage ovttseas.

The Cultural Landscape Section conducts resettch

contributhg to conservation pohcy regarding cultural

landscapes,by mvesiga血 唱relevant exmΨ les and drawing up

plans for heir preservation.■ 江so couech and orgaxuzes he

resuhs of tthaeological excava倣 �s ttЮ ughout he counw

with rcgιKl to gardens,win the ttm of making public a

database of these matentals,and from 2006 is conducting

research for a s∝ ond phase ofthis plan by conecting data and

holding resetth sessions focllsing on gardens ttDm the Heian

pemod on.

The Site Managelnent Secion conducts research on tlle

management system for the conserva� on ofarchacological and

hst∝ic sites,mainly tom he point of view of pla― g,�to

puЫicatton■ lateFinS,databases,altd so on,for the spread of

the ilafomationわcjut sites management,■ 江so � hzes tts

infom� on and experience in providilag cooperation to loc江

goveIIment bodies, c俺 . vヽith restoratlon pKJects of his疏

sites.



景観研究室 四万十川流域 (高知県)の文化的景観調査

Landscape Sect on:investigai ng cuiturallandscapes of the

Shimanto river basin

這跡整備研究室 第2回遺跡整備・活用研究集会 (2008125～ 26)

Site Management Sect oni Second Research Session on Site Management
and Utiization(25-26」 an 2008)

歴史研究室 薬師寺の古文書調査

Histor cal Document Section

inveslgadng old dOcuments at Yakushぃ temple,Nara

建造物研究室 重要文化財堀内家住宅 (塩尻市)の建造物調査

Architectural H story Sect on:Architectural investigation of

the Hor uchi residence(ShiOj r c ty),a designated lmportant Cu tural Property



都城発 調査部 (平城地区)

奈良時代 (710～ 7訊)の天皇治世のための施設

や宮殿と、国の中央官庁をあわせて設置した平城

宮の発掘調査研究を担当しています。19И年以来、

組織的な調査を継続し、今までに130haの 平城宮

跡のほt爵0%の発掘を進め、古代史研究上、多く

の重要な成果をあげています。また、当時の首都

平城京にあった貴族の邸宅や役人、庶民の住まい、

あるいは公設の市場や寺院の遣跡の研究と発掘調

査も進めており、12CXl年の間、地下に埋もれてい

た歴史のさまざまな事実を解明してきています。

平城宮跡の既発掘地では、建物跡を基壇で示し

たり、木を植えて建物の柱の位置を示したり、さ

らに朱雀門や東院庭園をはじめ、建物や遺構を復

原し、現在は第一次大極殿正殿の復原工事が進ん

でおります。このようなかつての平城宮の姿をし

のばせる整備活用事業を進めるために必要な調査

研究も担当しています。

遺跡に残された遺構や遺物の分析を通じて歴史

の事実を解明するのが発掘調査研究です。遺跡の

発掘や出土した膨大な遺物の基礎的な整理は、研

究をささえる重要な作業です。

DepartrYRent of irlRperiaI Palace Sites

investigations(Hei,o)

This Dcpartmcnt is in chargc of archacO10gical

invcstigatiOns at thc Nara p』 acc sitcゥ whcrc facilitics wcrc

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to ruic during thc Nara pcriod

(710-784),a10ng �th tllc impcrin domicilc and govcrnmcnt

Offlccs.Sincc 1954,cOOrdinatcd invcstigatiOns Ofthc sitc havc

bccn in pЮ gにss,�tll cxcavaiOn of nctt1/300/o ofthc 130

hcctarc sitc bcing cOmplctcd, rcsulting in many discOvcrics

iFnpOrtant fOr thc study of ancicnt histOry. In additiOn,

cxcavadon and rcscar(五 〇n tcsidcnccs Of aristOcrats, lowcr

Offlcins,and commOncrs arc caricd Out in thc surrOunding

Nara capital sitc,江 Ong with invcstigations of public lnal・ kct

placcs,tcmplcs,and Othcr dtcs,binging to iglat many

histOrictt facts whidi havc lain buricd fOr Ovcr 1200 ycals,

Excavatcd pOrtiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

public in various ways which cOn■ ky tllc originユ appcarancc

of thc Nara pttacc sitc.Thcsc indudc rccOnstructing thc

foundatiOn platrbrms �vhcrc buldings oncc stoOd, PIanting

shtubs tO indicatc thc pOsitions of a building's Plllaる , Or

rcconstructing thc ttclitics thcmscivcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn. Thc ailn Of

cxcavatお n X to dan,thc hXtOttc Past thЮ ugh thc an工ぃX Of

artlttcts and Fcaturcs that survivc in archacOiOgical sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing Of grcat

vOlumcs Of Primav data obtaincd frOm ancicnt sitcs arc �t狐

tasks which furthcr rcscarch On andcnt histO,1

|■鞘 !

復原された東院庭園

Reconstructed Eastern Palace

Garden
10



研究可iOD役害」と削巳織 Role and OrganttatiOn Of institute

1●∵

整備の進む平城宮跡 (右から整備された東院庭園 第二次大極殿基壇 復原の進む第一次大極殿 )

Nara palace site,partia‖ y advanced reconstruction(r ghti reconstructed Eastern Palace

Garden,centerireconstructed foundation platforlm of the Second lmperial Audience Ha‖
,

leftithe F rstimpeHal Audience Ha‖ under reconstruction)

発掘調査の進む東院地区

Excavation ofthe Eastern Palace Area 西大寺食堂院で出土した井戸枠

Wooden lA/e‖ frame excavated atthe site of Dining haH complex′

Saidatt teimple

`滋

iや|



[朝発 調査部(飛鳥・藤原地区)
Departrrlent of irrlperiaI Palace Sites

investigations(Asuka/Fuiiwara)

Thc Asuka/Fuii莉 4ra rcglon Of Nara prcfccturc,cxtcnding

frOm thc �llagc of Asuka tO thc civ Of Kashihara,wtt thc

histOric sctting for thc cmcrgcncc of thc ancic4t Japancsc

statc, and scrvcd as thc pOhtic江, ccOnon�c, and cuitural

ccntcr from thc cnd Of thc sixth tO thc arst part of thc

cighth ccnturics.AccOrdingtt a Varicv Of arChacO10」 cal

rcmttns lic dOrmant bcncath thc grOund,inctuding impc� al

palaccs and thc rcsidcnccs Of ehtc famihcs, thc sitcs of

numerous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

dOistcrcd Buddhist tcmplc in Japan,PIus thc rcmains Of

tOmbs, thc carthcn POdium Of a watcr clock, and a

workshoP cOmplcx fOr thc prOductiOn craFt itc■ ls.Also,in

thc nOtthcrn half Of thisに 」On hCS thC Fuihnra Capit江
,

bunt on a rcctangular grid sprcading Out avc ld10mctcrs on

a sidc and ccntc� ng On thc Fuilwara palacc,1。 catcd in thc

ccntcr ofthc capit工 and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

a10ng with httls whcrc cercmOnics ofstatc wcrc conductcd.

ThtOugh thc cxcavation Of thcsc sitcs,intcrdisciplinary

invcstigations arc cOnductcd by thc Dcpartincnt with thc

ai=n of rccOnstructing a concrctc histOric hnagc Of thc

ancicnt statc.In addition tO making thcsc rcsults pubicttly

avanablc thrOugh pubhc vicwings at cxcavations,pubhcatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main faclittt thc

Dcpartmcnt is ttsO in chargc of thc prcscwation of thcsc

sitcs and udLzatiOn for thc publc bcncat.

山田寺跡 金堂基壇と周囲の瓦敷き舗装

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂によつて、

舒明13年 (641)|こ 造営が開始された。

Podium ofthe Main Ha‖ w th a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site

山田寺金堂・東回廊 復原図

Reconstructed plan of the eastern cloister and
main ha‖ ,Yamadadera temple

１
４

薔
Ｈ
　
　
　
ｔ
望
■
Ｈ

奈良県高市郡明日香村から橿原市にかけての

「飛鳥・藤原」地域は、わが国古代国家成立期の

歴史的な舞台であり、 6世紀末から8世紀初めに

至る間、政治・経済・文化の中心地でした。そし

て今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、

最古の本格的寺院である飛′鳥寺をはじめとする寺

寺のほか、工芸品などを製作した総合工房や漏刻

鉄 時計)台、墳墓など、さまざまな遺跡が眠っ

ています。また、この地域の北半には、古代国家

の首都で最初の計画都市 。藤原京がおかれました。

ここには天皇の住まいや国政、国家的儀式をおこ

なう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、道路で碁盤

目状に区画された京域が方 5 km以上の範囲に広が

っていました。

当調査部では、これら遺跡の発掘調査を通じて、

古代国家の具体的な歴史像を復原すべく、学際的

な調査研究をおこなっています。その成果は、遺

跡発掘調査説明会や報告書類、展示室などで公開

するとともに、遺跡の保存・活用に取 り組んでい

ます。

12
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特別史跡藤原宮跡 大極殿院南門 (南から)

大極殿院に開く南門基壇を確認。北面階段の石列が残り、単層構造であることが明らかになった。奥に大極殿の基壇が見える。

Southern gate ofthe lmpettal Audience HaH Compound,Ful wara Palace Spec al H storc S te(frOm the south)

The foundat on platform ofthe southern gate,wvhich opened ontO the lmper al Audience Ha Compound,vyas ascertained A ne of stones from the sta rs

on the northern side st H remained,fronn wvhich a single ayered structure wvas discerned To the rear can be seen the foundat on platform ofthe lmperial Audience HaH
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石神遺跡 200フ 年度発掘調査区 (東から)

飛鳥の迎賓館、石神遺跡の範囲確認調査。遺跡の北限施設である石組溝と、須弥山石から200m以上延びる石組の基幹排水路がこの地点で連結する。

Ishigami s te,excavat on in 2007(from the east)

The invest gat on vyas to determine the extent ofthe lshi9ami S te,vyhich served as the official guest house in Asuka The stone ined d tch

on the ste's northern side,and the stone ined main drainage d tch extending rrore than 200 m from the llt Sumeru stone,

IOin tOgether at this point

ぷ範



石汗究所の役害」と組織 Role and O「 ganizajon of insutute

埋蔵文化財センター

保存修復科学研究室では、遺物や遺跡の保存科

学に関する調査と研究を進めています。出土資料

の材質や構造調査をはじめ、遺跡の劣化診断のた

めの測定法の開発研究と同時に実践的な保存科学

処置法に関する研究もおこなっています。

環境考古学研究室では、動植物遺存体による古

環境の復元的研究をおこなっています。また、遺

跡出土の骨に残された加工痕から、加工具を推定

する研究も進めています。

年代学研究室では、年輪年代学による考古学・

建築史学・美術史・歴史学への応用的研究をおこ

なっています。木質文化財の種類に応じた年輸年

代測定手法の開発・実用化を推進するとともに、

埋没樹幹などの年輪年代測定から、自然災害の発

生年代を解明する研究も実施しています。

遺跡・調査技術研究室では、全国の遺跡調査・

研究の質的向上と発掘作業の効率化に資するため、

文化財の調査技術や遺跡の計測・探査技術の研究

をおこなっています。

また、各研究室での研究成果は「埋蔵文化財ニ

ュース」として定期的に刊行し、情報の提供をお

こなっています。

重要文化財黒塚古墳出土鉄製品の保存修理

Conservation and restoration ofiron oblects,

national important cuitural properties,

from Kurotsuka tumulus

Center fo「 Archacological
Ope「ations

監 Conservatlon ScicIIce Sccdon conducts lcse�  ilt the

scientiflc cclnserv� cJn of創耐れts and sitts.Begilulillg with

inVeSh8五 iOns on the quality and structurc of recovered

matcttals, and togeher will devclopmental research on

invesigative methods for diagnosing he degree of

detenoratlon of sitcs, empincal studies are Лso being

conducted on conservation.

晩 Enviromnelltal AざOhacology Section cOnducts tesearch

on the reconstrucion of ancicnt envronments based on IIor江

alad fauntt remans.h addition h is pursuiIIg resett to infcr,

based oll瞳籠cs lett on bones recovered■olxl archaedogical

sites,the tools used for processing these mattnals.

The Dating Secion conducts resOarch M/hich apphes

dendI・oclTonology to the rlelds of archaeology,ltisto47,alld dle

histones of art and architecture. h addition to advanculg the

dcvdopment and application of trcc nng dating for direrent

species of wooden � 髄ts,Ioln the datlllB of buried tree

trunks and oher matenals,researcll is being conductcd to

dttitt hedates ofoccurence ofna倣 江disastcrs.

AКhacological Reseatch Mehodology Section conducts

research on he mvestlgation of ttchaeological sites,alad on

methods of surveying and prospection, ilt order to enhance

nationwide the qu� り of site investigation and resc触 ℃h,and

the erkctty ofarchaeological excavation.

h addition,he Center makesinfom〔 �cjn about its籠悦vities

pubhc by pubhshing he rescarch results of each section

regularly in the CAO News.



電気探査法による遺跡の探査

An archacological prospection by the resisi v ty meter

屋久杉円盤の年輪計測作業 (森林総合研究所にて )

Ring‐w dth measur ng ofthe Yakusugi disk at Forestry and

Forest Products Research institute

環境考首学研修でシカを石器で解体する

Butchering a deer w th stone tools,as part of

environmental archaeology training
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飛鳥資料館

飛′専地方の歴史風土の保全を目的とした特別

立法措置に関連して、昭和岡年に明日香村奥山に

開館した歴史系の博物館です。飛ォ鳥時代と飛鳥地

方を展示対象として、主に飛鳥藤原宮跡発掘調査

部 (現都城発掘調査部 (飛〕鳥・藤原地区))が飛

鳥地域でおこなった調査成果を中心に展示をおこ

なってきました。常設展示とともに春秋の 2回、

特別展示をおこなうとともに、講演会を開催して

きました。最近では研究所の研究活動を広く知っ

ていただくために、企画展示として研究所の研究

成果に基づいた展示をおこなっています。

常設展示は第 1、 第 2展示室でおこなってい

ます。第 1展示室では飛鳥時代の歴史を知ってい

ただくために、宮殿・石造物・古墳・寺院をテー

マに、出土遺物を中心に展示しています。宮殿の

展示には飛′鳥の中心部で発見された浄御原宮の出

土品や、宮殿にともなう水時計の追跡として有名

な水落遺跡の模型などがあります。石造物では石

人像と須弥山石を展示するとともに、前庭で石造

物の模造品に水を流して当時の状態を復元してい

ます。古墳では高松塚古墳出土品、寺院では飛〕鳥

寺や川原寺からの出土品を展示しています。

第 2展示室は、出土建築部材を使用した山田寺

東回廊の復元展示を中心としています。この出土

部材を含む山田寺の出土品は、昨年度、国の重要

文化財に指定されました。それらの一部も展示し

ています。

昨年度は、春期「キトラ古墳壁画四神―玄武―」、

秋期「重要文化財指定記念 奇偉荘厳 山田寺」

の特別展と、夏期「『とき』を撮す―発掘調査と

写真―」、冬期「飛`鳥
の考古学2CX17」 の企画展を

開催しました。春期特別展では、一昨年の「白劇

に引き続き、キトラ古墳壁画「玄武」を特別に公

開することができ、 5万 2千人あまりのお客様に

ご覧いただくことができました。

Asuka Histottcal Museum

Thisis a museum wih a hi帥 ∝■江 focus,wm openedin
1975 at Okuyarna n the vinage of Asulca,ln conJuncion wih

special legislative measurcs almed tt preserving he his疏

scenery and site of the Asuka region.The Asuka penod and

佗gion are the otteCtS Of tts displays,wih exhibits made

centcnng on he ttsults of �vestigations conducttd � he
Asuka area by he Department of hipenal Pttace sites

hvesigations(Asuka/F� iwaraj.h addition to he regular

exhibね here aЮ  special exhib�ons held twice yeal・ ly in he

spring and autum,and lectllres have dso been held.Recently,

ill orderto make the hsitute's rcsearch“ iv�cs more widely

known,planned exhibits based on the resett results of oher

secttons ofthe lnstimte have bcen held.

The Fegular ttbit consists ofExhibit tts l and 2.Exltibit

Han l detts with the pttaccs,stOne O荀 ∝本,mOuladed tombs,
and temples of Asuka, witll exhibits made cen俺 五ng on
祠 髄ts recovered froln hese sites,to promote ttЮ wledge of

the history of the Asuka penod. For the palaces, 劉耐f臥3ts

recovered from he Kiyomhara pttace discovered in hc

centt part of Asuka arc displayed,along with a modcl ofthc

Mizu�  site、vlaich is weu known as the locus of a、 vater

clock accompany�g he pdace.For stone otteCtS,hcre are a

stonc can/ing 、vith male and femtte images and a stone

砲pttsentation of Mt.Sumtt displayed within thc museum,

together witt replicas of stone otteCtS displtted in tte

museum's garden, some of hem spoutlng、 vatt to recreate

tllcr original condition. For mounded tombs, artifacts

recovered from hc Takalnatsuzuka molnd,and for ttmples,

itelns discovered at Asuka and Ka、 varadera ternples, are

displaycd.

Exhibit Han 2 feamles a reconsu椒 3色On using recovered

architectural蜘磯器 fro14 he C益俺m corridor of dle cloisor of

Yalnadadya tcmpleo Mate五 江s tonl Y孤執Kねdya,血 luding

hese archtectul・ al members, were designtated a natlon江

hpoltant Culm・al PrOpeny ЙЫ丘配江year.A poltion ofdae odter

mateflals艇 溢 O On displ呼 .

Duriltg he last asctt yttr there w9Ю tto special exlaibits,a

埓�ng exhibtt titled生 肘Ю Four Directiontt Dcities to14 KttXa

ICoAn:Genbu,"and a tt exhibit“ Thc Exquisitely Solern

Yalltaぬ畿魔:h Conunenloration oflts Dcsignation tt hnpttt

Culwal PropeHy."Plm exhibits w∝ held in dle s山

“
げ olt

“Taking hc M前 阻nt Excavations ttd Photographs,"and in he

walter on“The/敬hacology of As胞 2∞7."The spェ五lg

sp∝ ial cxhibtt of dle Ccnbll igLlle f04owed the∬ 碑Юusュds
displtt oftlle Byaldco laural tom he K訥研atomb,alad was secll

by more han 52,CXXl visitors.
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春の甘樫丘

Spring scenery pf Amakashi no Oka

石造物の屋外展示 (前庭)

Exhibition of stone monuments
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文化財保護の国際学術交流 international Acaderrlicrrlic Exchanges
P「opertiesRelated to Cultu「 al

Conservation

奈良文化財研究所が実施する国際交流・協力事

業は、学術共同研究、研究員交流、技術研修、保

存修復などであり、ユネスコアジア文化センター

(ACCU)な ど他機関がおこなう国際協力事業に

も協力しています。

2007年度には、次の 6件の事業を中心にした国

際交流・協力を推進しました。①中国社会科学院

考古研究所とおこなう「アジアにおける古代都城

遺跡の研究と保存に関する研究協力」として、中

国河南省洛陽市に所在する都城遺跡である漢魏洛

陽城跡の実態解明をめざした共同調査 ②「東ア

ジアにおける生産遺跡の調査研究協力」として、

中国河南省文物考古研究所とおこなう撃義市責冶・

白河唐三彩窯跡の実態解明を目的とした共同研究

③中国遼寧省文物考古研究所とおこなう共同研究

として、朝陽地区の隋唐墓の研究 ④韓国国立文

化財研究所とおこなう「日本の古代都城並びに韓

国古代王京の形成と発展過程に関する共同研究」

として、発掘調査の成果を中心とした都城制の比

較研究 ⑤カンボジア・シェムリアップ地域文化

財開発機構 (APSARA)と おこなう「アンコー

ル文化遺産保護共同研究」として、アンコール遺

跡群の西トップ寺院の総合的調査研究協力を実施

しました。

また4年 目となった ⑥「西アジア諸国文化遺

産保存修復協力事業」を東京文化財研究所と共同

して推進しました。20074度にはアフガニスタン・

バーミヤン遺跡について、遺跡の発掘調査をおこ

なうとともに、仏教石窟の建築学的調査や壁画の

材質調査、修復作業を行い、現地および日本でア

フガニスタン人の専門家育成事業を実施しました。

ベトナムのハノイで見つかったタンロン皇城遺跡

の調査研究、保存事業についても、外務省、文化

庁や文化遺産国際コンソーシアムに協力して貢献

を積み重ねています。

¶に Nara Na��』Resett hstitute for Culmral Propenles

promotes a variety of ntemational pro」 ∝偽 hCluding joint

rese諏3h,exchal18es of rcsearch μttOIulel,俺chnicn training,

and re帥∝atton and preservatton proJects, and ttso provldes

assistallce■ 1郎6grams of in債】naional coopcration conducttd

by ACCU(Asiraciflc culmal celttre for llNESCO)and

othcr organizatlons.

h tlle 2CXJ7 flscЛ  yeをL he iltstitute has mainly been caried

out the fomowng slx ITtteCtt Of mtematlond cooperatlon and

exdねngα (1)JOintinvestigation ofhe Han Wei Luり ang Si俺 ,

an ancient capita1 located in he city of Luoyang,Hellan

province,Chilta,carrled out as a pЮ ject ullder thc progralm of

“Cooperativc Rese郎 仇 Relatcd to the PreseⅣ ation and Study

of Ancicnt Capitals in Asia,"colldllcted wih he hstitute of

角仇 aedogy,Chinese Acadenv of Social Science粥 (2)Joint
research at the Huangye and Baihe kiln sites, for

producing threc― colored,glazed Tang pottery in the city of

Gongyi,Hcnan province,China,as p創 随of the prograln of

“Cooperative Rese�  on Producion Sites in East Asiar

conducted h conJuncion wida the ArchaedogК ヌ江hsitute of

Henan Pro1/ince,Chin窮 (3)Resctt of exca■/池d Mifacts

from the Sui and Tang graves h the Chaoyang distnct,as a

joint rcsearch conducted widl he A■ 脳 logical hstitute of

Liaoning PЮ �nce,(4)Comparaivc research on ancient

capitals■l Korea and Japan,as pan of the program of ``Joint

Research Regarding he Fomaion and Devcloprnent of

Ancient Japanese and Korcan Capitals" cattried out in

COnJuncion wih he Na��江 Research hstitutt for CuhttЛ

Properties,Kore鶴 (5)Comprellensive research comab∝ adon

at Westem Prasat Top in Anぶ or,Calnbodia,including

excavations, architectural investigations, and suⅣ ey for

conservation scicnce,as p� ofthe program of “Cooperative

Research Related to hc Preservation of Angkor Cultur江

Hcitage,"in cottunction with the Authonty fOr the

Protecion and ManageFllent of Angkor and he Reglon of

Siem Reap;and(6)Coopttaivc research program tt the

Ban4iJran site,Afghanistan,including ttd曙 たЛ surveying

and  excavation,  subterranean  prospect,  architectural

mvcstigation of Buddhist caves, conservation for Buddhist

murals,and tanmg workshop for Afghan stが 偽 bott in

Afghanistan akld Japall,as pan of“ COOp∝adon in he
Preservaion and Restoratlon of the Cultural Hcritage of West

Asian Naions,' catied out in conJuncdon wih the Nai嗣

Resettch hstltute for Cultural Propemcs,TokyO.¶ he insitute

nso contributes thc ongong program of mvestigation and

conservatiola for Thang Long ilmperitt pttace sitc in Hanoi,

Viet Nam,conducttd with the溌 中anese Miniさ町 Of Foreig14

Affairs,the JttaneSe Agency ofCultural A調 協とs,and the Japala

Consortium for lnternationtt Cooperation in Cultul・ al Heritage.
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アンコール・西 トップ寺院の調査

The VVestern Prasat Top,Angkor,Cambodia

中国河南省漢魏洛陽城跡

Han―Wei LuOyang site,Henan Province,China

アフガニスタンのパーミヤン遺跡

The Bamiyan site,Afghanistan
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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平城宮跡資料館、藤

原宮跡資料室、飛鳥資料館があります。

春・秋には研究職員が調査研究の成果を発表す

る公開講演会を開催し、飛鳥資料館では特別展示

等に関係して内外の講師による講演会を催してい

ます。

都城発掘調査部で実施する発掘調査では、現地

説明会を開催し、成果を発表しています。

調査研究成果を公表する刊行物には、学報、史

料、紀要、基準資料、飛鳥資料館図録、埋蔵文化

財ニュース等があります。

Publicizing the Results of
Reseach Activities

The lnstitutt publicly displays its research and sttey

results through the Nara Palace Site Museunl, the

Exhibition Room of Fttiwara lmperial Site,and he

Asuka Histottcal Museum.

Every spring and autumn, the lnsitute also organizes

public lectures in、vhich its researchers present the results

of their investigadons and surveys.The Asuka Histoncal

Museunl 江so invites specialists, from bo山  、vithin he

lnstitute and from the outside, to give lectures in

association widi special exhibitions of the museum.

Upon every,laJor excavation work,the Depattment of

lmpettal palace sites lnvestigttions presents pubhc site

viewings for those interested in ancient history

Publications issued by the lnstitute making these

research and suⅣ ey results publicly avallable include

its academic journal,annual reports,compendia of

historical materials and other basic data, catalogs of

exhibitions at he Asuka IIistorical Museunl, and a

newsletter on issues related to buried cultural properties.
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石汗努こFttC)役害」とヤロ織  Role and Organization of institute

奈良文化財研究所の麻―ムページ
http:〃 www.nabunken.80・jp

電子化された文化財に関する情報を有機的に関

連づけた各種データベースの公開をはじめ、発掘

調査現地説明会・公開講演会等の行事の開催情報

をホームページにより提供しています。

また、研究所における研究内容の紹介、刊行物

のリスト、文化財に関するニュースの配信のほか、

飛鳥資料館の3Dコ ンテンツ・蝋鶴 TVのように、

新しい技術も取り入れて文化財情報の普及に努め

ています①

Na「a CulturaI P「 operties Research
institute Home Page
http7'輛FWW.nabullken.gojp

Thc lnstitute's home pagc will be used first of all to

makc public a variety of databascs that organically

integrate digitalized information on cultural propertics,

and also to provide infomation on upcoH� ng events,such

as public site viewings atぞ rchaeological excavations,and

open lectures.

Furher,in addition to broadcasting inttoductions of the

contents  of the  lnstitute's rcsearch,  lists  of its

pubhcations, and ncws regarding cultural propcrties, the

lnstitute 、vill strive to distribute information on cultural

properties by incorporating neⅥr tcchnologies such as hc

3-D contcnts and Wcb TV components for the Asuka

Histo� cal Museum.

訪
挙
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アジアの文化遺産
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奈良文化財研究所 本館 insutute Headquarters
630‐8577奈良市三条町2‐ 9‐ 1 2-9-1,Ntto― chO,Nara City 630-8577」 apan
Te1 0フ 42‐ 30‐ 6733(管理課)0742‐ 30‐ 6フ 53(文化財情報課)Fax.0742‐ 30‐6フ 30(管理課)0742‐30-6750(文化財情報課)

機械棟
Machinery house

奈良文化財研究所の本館・埋文研修棟 東から
Headquarters Bu‖ ding,Training Facility
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本館

3階

MAIN BUILDING

THlRD FLCOR

企画調整音[          Depanment Of PIanning&Coord nation

】を化X董擢差音[           Depanment Of Cuhural Hetttage

埋蔵文化財センター  8認lζ;解ざ
AЮhaedog c創

2階
所長室

都城発掘調査部

(平城地区)

1階

管理部

図書資料室

SECOND FL00R

D‖ector General`room

R9圏勝怒愚脳評
』Pttace S te

FIRST FLOOR

Administration Oflce

Reference room

平城富跡資料館 周辺 Nara Palace Ske Museum

Prefectur』 road(Nara Ta� da rOute)

至 西大寺

第4収蔵庫
Storage No 4

駐車場
Parking lot

処理棟
Artifact
building
硼督ξ更資材保管

加工棟
Archifectural matenals
pЮcesSng and storage

整備棟
Maintenance bu‖ ding

平城宮跡資料館と保存科学棟・収蔵庫郡 南東から
Nara Palace Site Museum,Storage fac‖ ities

平城宮W,資料館  NARA PALACE SITE MUSEUM
展示室      ExttbmOn rOOm
講 堂     Audbttum
/」 講ヽ堂         Smal audlolum

第3収蔵庫     STORACE No.3
2日曽           SECOND FLOOR

保存科学室   COnservaion ssence room

木器整理室    WoOden mwemettS room
土器整理室    Eanhenware room

瓦整理室     Roj‖ e room

l Htt            FIRST FLOOR

警備室     secuny rOOm
保存科学室など  COnservttbn Sdence room

第3収蔵庫
Storage No 3

平城宮跡資料館
Nara Palace Site Museum

第5収蔵庫 写場
StOぬgo No 5,phOtO studio

文化財資料棟
cunuttl prOpertiee storage
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爾Tg電可iCD瀬噺投 institute Facilities

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)Department ofimpettal Pttace Shes invesugadOnslAsuka/Fuittaral
634‐0025 橿 原市木 之本 田」94-l Tel.0744-24-1122/Fax.0フ 44‐21-6390
94-1,Kinomoto― cho,kashihara City 634-0025」 apan

嘩蜘

強
兼
謂
め，一蔀
譴
勤
脚
錐
諭
抑
三曇
ζ
‥
丘

Ｎ
ｌ
川
川
呼
―
―
―

第2収蔵庫
Storage No 2

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)庁舎 北西から
Department of imperial Palace Sites investigat ons(Asuka/Ful wara)

収蔵庫 (2)
Storage(2)

屋外作業場
Outdoor workshop

収蔵庫 (3)
Storage(3)

基準資料室

講 堂   Research matettals room

藤原京の道路表示 Audlonum

Histottc markerforihe rema ns of a road
ofthe Fu,wara Caphal

遺物処理棟

庶務室
General arairs rOOm

第 1収蔵庫
Storage No l

学芸室
CuratottaI Section

屋外展示棟
Outdoor

奎 桜井

藤原京の
建物表示
H sto�c marker
for the remains of

a bu‖ding or the

Fuliwara capta

展 示 室
Exh bК ion room

至

明
日
香

飛鳥資料館 Asuka Histottcal Museum
634い0102奈 良県高市郡明 日香村奥山601 Te10744-54-3561
601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi County,Nara Prefecture 634-0102

/Fax.0744‐54-3563
」apan

″

／
〃
β
Γ
′
―

通用門

飛鳥資料館全景 東南から
Asuka Historical Museum

Back

第2展示室
Exhibnion rOom

第 1展示室

ロビー
Lobby

須弥山石の復原
Restored Shumisen Stone

地階

第3展示室

書庫

収蔵庫

Basement fioor

Exh bhion room No 3

至 種原 県道桜井・吉野線
PreFectural rOaO(Sakura Yoshino route)

猿石の復原
Replica of Saru― ishi Stone

酒船石の復原
Repnca Of

Sakafune― ishi Stone

呻
呻

ヨ

ー

売札所
Ticket,se‖ ing bOoth
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トビックス

国宝高松塚古墳
保存修理のための石室解体

国宝高松塚古墳壁画の保存4妖理に伴う石室の解

体は、2007年 (平成19年)4月 3日 から8月 21日

にわたって実施された。当初の計画では、床石を

除く天丼石、壁石がすべて検出された段階で、解

体作業を開始する予定にしていた。しかし、地震

による影響が大きく、発掘作業に危険が生じるこ

となどから、発掘調査と平行して、石室解体作業

が進められた。まず、壁画に関与する天丼石 (4

石)、 東西壁石 (6石)と南北壁石 (2石)が取

り上げられた。その後、解体作業をいったん中断

して、床石底部まで発掘した後、床石 (4石)の
取 り上げを再開して、石室を構築する16石すべて

の石材の取り上げが無事完了して、仮設保存修理

施設で保管されている。今回の石室解体にあたっ

ては、ほぼ 2カ 年間にわたり、石室解体のための

装置の開発と改良、石室解体シュミレーションや

環境制御法の研究と安全陛に関する検証などをお

こない万全の体制で取り組んだ。しかし、個々の

石材の寸法と形状、東西壁石の設置の方法、さら

に隠れた亀裂が発見されるなど、予想以上に困難

な作業が待ち受けていたが、関係した各チームの

協力と適切な判断により、無事にすべての石材を

取り上げることが出来た。

現在、取り上げられた石材の中で、断裂してい

るものはベルトで拘束 。固定して応急的な処置が

実施されている。また、取 り外した石材片につい

ても含浸強化処置がおこなわれ、もとの位置に戻

す準備が進められている。

最も危険な天丼石 1(南側)は、IⅢ型治具と補助治具を用いて、四方
から石材を拘束して、地切り・移動した。

The most fragile ce‖ ing stone(no l,the sOuthernmost),is

separated from its setting and moved with specia‖ y designed,ig,

after holding the stone and lift up

Topics:

The dismantlement of
Takamatsuzuka stone chamber to
preserve rrlural paintings.

Dismal■tling hc stone chamber, in cottunctiOn wi血

conservatlon of he Takanlatsuzuka murtts which are

deSignatcd as a Nationd Treastlre,was coltducttd froll1 3 Ⅲ lJ

to 21 August 2∞7.h thc � ial plall,dismrantling was to begin

once excavation had exposed a1l of the stones except for thc

a。。r stones.However,a lot of cracks caused by carthquakes

on he tomb has been great,4and due to dangcr attending the

excavatlon work,thc dismanding、 vas carmed out in pa髭 1lel

、vith the progress Of he excavadon itseli First the stones

related to he murals,bei148 hC fOur ceil� g stoncs,hc s�

stones of the eastern and、 vcstenl、vaus,and the h� o stones of

thc southem and nortllem waus,vere removed.正 )ismand�g

was then suspendcd temporarlly, ・alld once excavadon was

conducted to he base of tlle floor stones, removal

recommcnced with tlte foば ユoor stones,and tt slxteela stones

CO14pisng he chalnber were successfuny rellloved and

placed in a telnporaり facdity for storageそnd conserv�ion

work,mte lx)ccss Of diSmantling took nearly t、 vo ycars as au

possible measures 、vere taken, including developing and

improving devises uscd for dismantling, and conducting

smulations of the dismantling itselt pluS invesigations of

Stteり and rese鉗 3h on lnethods for envrorllnelatal colttrol.

D測沌ulies far greater han anticipated ltt in store,sutt as thc

dilferent slzcs and shapes of each stolae,the placcnlent of the

stones of the easkrn劇 働d wcste14 WauS,and thc discovery of

more llidden flssures � the stolles,but with the cooperatlon

and corttct juSttcnts of each of thc teams involved ill the

VヽOl・k, it vヽas possible to remove all of tl■ e stones without

mishap.

Currendy,缶誕何砲d stoncs are bound togethcr witt behs as

an cmergency measurc.h addhion,徹 喀mcxlts hat were also

俺covered are being strenghelaed tlu・ough inlpre811atioll,alld

prepttations arc bc� g made for replacing thenl in ther origillЛ

posl位ons.

東壁石3(女子群像)は、床石と壁石の間と上部の相欠き部の隙間に
先端刃を挿入して

「
型治具を取り付けて、地切りと移動をおこなつた。

Stone no 3 ofthe eastern wa‖ (bearing images of a group Of
women)is separated from its sett ng and moved,aterinsert ng the

tips ofthe blade with “
「

'' ―shaped jig in the interstices with the
fioor stone and in the upper halving ioint
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1調査と研究

飛鳥藤原京の発掘調査

都城発掘調査部が飛鳥藤原地区において2007年度に

実施した発掘調査は、藤原宮跡 6件、藤原京跡と飛鳥

地域 9件である。また2006年度からの継続調査 として、

石神遺跡の調査を5月 まで、高松塚古墳の調査を9月

まで実施してきた。これらも含めて、以下、主要な調

査成果について概要を述べる。

藤原宮では、まず大極殿院南門の学術調査を実施 し

た (第 148次 )。 基壇は東西40,lm× 南北14.4mに も及

ぶ巨大なもので、戦前に日本古文化研究所が想定して

いたものよりも一回り大きい。基壇の南北中央部には、

幅24,7m× 出1.2mの突出部があり、巨大な階段が設置

されていた。基壇の築成に際しては、掘込地業と版築

をおこなっている。礎石据付掘形はすべて失われてい

たが、北面階段中央部の内側へ延びる抜取溝を手がか

りに、桁行 7間 (約35m)× 梁行 2間 (約10m)の 門

として復元できた。入念な基壇造成をおこなっている

こと、文献史料にみえる「重閣門」との関係から、重

層門の可能性も考えられたが、建築学的な観点を重視

して、単層門の可能性がより高いと判断した。

さらに、この調査の最終段階では、南門と南面西回

廊の取 り付き部付近から、地鎮具として埋納された平

瓶が出土した。平瓶には口縁部に富本銭 9枚、内部に

は水晶 9点 と液体が入っていた。富本銭は飛鳥池遺跡

で鋳造されたものとは字体や成分が異なるが、古銭の

収集界に伝存 していたものに類似品がある。

また農業用水路の改修工事にともなって、藤原宮朝

堂院東地区の発掘調査を実施 した (第 149-10次 )。 総

長■4mにわたって、幅1.5～ 2mの トレンチを入れた

結果、 5世紀中葉の古墳周濠や、藤原宮期とみられる

掘立建物を複数検出した。建物のうち 1棟は、 1辺
1.5mの 巨大な掘形をもつ庇付の東西棟と推定される

ものである。

藤原京域では、工事にともなう事前調査として、右

京一条五坊および右京入条二坊の発掘を実施した (第

149-5・ 7次 )。 前者の調査では、藤原宮期の建物など

のほか、横大路の南側溝が 2時期分検出された点が特

筆される。 2条の溝の重複関係や、出土遺物の分析か

ら、平城遷都後も道を改修して使用し続けていた点が

裏づけられた。後者の発掘調査では、期待された人条

大路北側溝は削平のため検出できなかったが、弥生時

代から中世に至る活動痕跡を確かめることができた。

飛鳥地域に目を転 じよう。昨年度から1lヶ 月の長期

に及んだ高松塚古墳の調査は、石室解体 という厳 しい

局面でのものであった。通常の発掘調査における実

測・写真撮影に加えて、ビデオ撮影、3D。 写真測量、

拓本採取、土層の剥ぎ取 り転写、梶棒・杭坑の型取 り、

地質学的な調査をはじめ、可能な限りの記録や保存に

努めた。こうした地道な作業を通じて、石室の組み立

て形や墳丘の築成過程が明らかになるとともに、壁画

保存環境の劣化原因を解明する手がか りが得られた。

石神遺跡では、北方域の学術調査を 2ヶ所において

実施 した (第 145・ 150次 )。 最初の調査では、念願で

あった阿倍山田道の検出に成功 した。敷葉工法をとっ

て路面を構築 し、側溝位置を複数回変えながら、 7世
紀中葉から藤原宮期まで使用され続けたことが判明し

た。出土遺物も豊富で、 7世紀中葉の良好な土器の一

括資料、日本最古級の木簡が特に注目される。

もうひとつの調査では、石神遺跡中心施設群の東北

部を対象とし、石組溝・暗渠や掘立柱建物・塀などを

複数検出した。石神遺跡の東限に関わるとみられる建

物もあり、次回の調査によって詳細を確かめる予定で

ある。今後の重要な課題は、石神遺跡の範囲を確定し、

史跡指定のための条件を整えていくことである。

甘樫丘東麓遺跡でおこなった学術調査では、 7世紀

代の建物や塀を多数検出した (第 151次 )。 蘇我氏の邸

宅との関係が指摘されている場所であるが、今回 7世

紀中葉の土器を大量に含む土坑の下層において、建物

を検出することができ、 7世紀前半代から土地利用さ

れていたことが具体的に確かめられた。比較的小型な

建物が多 く、蘇我氏の邸宅であることを直接裏づける

ような発見にはいたっていないが、今後もこの一帯の

継続調査を通 じて、遺跡の性格を明らかにしていきた

いと考えている。

最後に、2007年度の発掘調査に伴って実施した現地

説明会・見学会を示してお く。

飛鳥藤原第148次 (大極殿院南門)

現地説明会 2007年 9月 8日  高田貫太

飛鳥藤原第150次 (石神遺跡)

現地説明会 2007年 12月 15日  黒坂貴裕

飛鳥藤原第151次 (甘樫丘東麓遺跡)

現地見学会 2008年 3月 29日  豊島直博
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平城京の発掘調査

2007年度の発掘調査は平城宮跡 4件、平城京跡 8件

の計12件 をおこなった。主な発掘調査 として、平城宮

跡では東院地区 (第421次 。第423次)お よび東方官衛

地区 (第 429次 )、 平城京跡では西大寺薬師金堂 (第

422次 )の各調査があげられる。その他の調査は、い

ずれも小規模なものであり、詳細については『奈良文

化財研究所紀要2008』 を参照されたい。

平城宮の東部には南北750m、 東西250mの張 り出

し部があり、その南半部分 (南北350m)を 東院地区

と呼んでいる。都城発掘調査部では2006年度以降、東

院地区中枢部分の本格的な解明を目指 して継続的な調

査を実施している。今年度は春と秋に分けて 2回の調

査を計画 し、 1回 目の発掘調査 (第 421次)では東院

地区の内郭ともいうべ き中枢部分を囲う区画施設を確

認した。この区画施設は東院内郭の西南隅部分にあた

ると考えられることから、東院の中心施設が第421次

調査区の北東方向に展開することがほぼ確実 となっ

た。また、昨年度の調査 (第 401次)に引き続き複雑

に重複する掘立柱建物や塀の遺構がみつか り、少なく

とも5時期にわたる遺構の変遷が確認できた。その結

果、東院の建物配置が東院南門 (建部門)の南北中心

線により左右対称となるのは一時期のみで、他の多 く

の時期は左右対称の配置を取 らないことが判明した。

2回 目の発掘調査 (第 423次)では、多数の大規模な

掘立柱建物 (一部は総柱 )、 縦横にはりめぐらされた

石組溝とそれにともなうバラス敷きなどを検出し、第

421次 調査 と同じく少なくとも5期 にわたる遺構の変

遷が明らかとなった。第423次調査で出土 した遺物は

土器や瓦の他、緑釉碑や凝灰岩切石、地鎮具の可能性

がある灯明皿 。さし銭など東院の性格を示すと思われ

るものが多 くみられる点が特徴的である。今後の東院

地区の調査においては西半のみでなく、東院地区全域

の調査を進める必要がある。

第二次朝堂院と東院地区にはさまれる地区は、そ

の立地や周辺の発掘調査の成果から重要な官衡区画の

存在が推定されることから、東方官衛地区と呼んでい

る。都城発掘調査部では東方官行地区全体像の把握を

目的として、2006年度から6m幅の トレンチによる試

掘的な調査を実施している。本年度はその 2年 目にあ

た り、昨年度の調査 (第 406次 )の南側に南北100m、

東西130mの トレンチを配して発掘調査 (第429次)を

おこなった。第406次調査に引き続 き、大型の礎石建

物や掘立柱建物がみつかってお り、当初の推定通 り、

大規模な官衡建物が整然と並び建つ姿が判明しつつあ

る。

西大寺薬師金堂の発掘調査 (第 422次)は建物建設

の事前調査として実施 したもので、昨年度の調査 (第

409次)の西側に隣接 した調査区を設定 しておこなら

た。薬師金堂の基壇が良好な状況で残存 してお り、身

舎を囲う入側柱の北狽1柱筋と庇を検出した。礎石の下

に凝灰岩の切石 2基を並べて据え付ける特異な工法を

用いていることが半J明 した。限定的な範囲内での調査

ではあるが、西大寺の中心建物である薬師金堂の状況

を実証的に明らかにできた意義は大きい。

2007年度の発掘調査にともなう現場一般公開、現地

説明会は以下のとおり。

第422次調査 (西大寺薬師金堂)

現場一般公開 2007年 5月 8日 ・ 6月 12日

林 正憲

第421次調査 (東院地区)

現地説明会 2007年 9月 1日  山本 崇

第423次調査 (東院地区)

現地説明会 2008年 1月 19日  浅野啓介

第429次調査 (東方官衡地区)

現地説明会 2008年 3月 30日  今井晃樹

企画調整部の研究活動

企画調整部は、地方公共団体等の埋蔵文化財発掘技

術者に対する研修、写真を含めた研究所関係の調査研

究成果や文化財に関する情報の発信 と展示公開普及、

文化財情報の収集 。発信システムの研究と情報の整備

充実、国際的な文化財の調査・保護活用に関する協

力・援助と国際研究交流あるいは研修等についての企

画調整、飛`鳥資料館 。平城宮跡資料館等での展示公開

普及を中心にして、奈良文化財研究所がおこなう研究

に係る事業について全体的 。総合的に調整し、事業成

果の内外への情報発信・活用を担当している。

坦蔵文化財発掘技術者研修については、企画立案し、

高度で専門的な研4歩 を実施 している。2007年度も遺跡
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の発掘調査における必要性が高く、さらに保存活用に

ついても専門性の高い知識・方法が求められる課題に

ついて実施した。保存科学、写真撮影、遺跡保存整備

について継続的に実施し、古代 。中近世瓦と初めて竪

穴建物遺構についても取 り上げた。

文化庁の高松塚 。キ トラ古墳の壁画保存対策事業な

ど国・地方公共団体がおこなう事業については、全所

的に専門的・技術的な協力・助言をおこなっている

が、企画調整部としてはこれらの所内および姑外的な

調整を担当した。

文化財情報の電子化およびシステム構築について

は、研究会等においてそれらの研究成果を公表すると

ともに、国内外の研究状況について学会に参加するな

ど情報の1■集を図 り、今後のシステム構築、改良等の

検討材料とした。日常的には遺跡・図書・写真データ

ベースおよび航空写真データの入力、NARSフ ィル

ムのマイクロ化、NARSフ ィルム、ガラス乾板、大

判フイルム、航空写真のCD化などを継続 しておこな

っている。

企画展示室では、飛鳥資料館での展示・研究事業、

平城宮跡資料館などでの展示公開事業を統括的に実施

している。このうち飛鳥資料館については、別項にま

とめているので参照されたい。平城宮跡資料館につい

ては、継続 して常設展の改善・整備をおこなう一方で、

常設展示のリニューアルについても基本構想を策定

し、遷都1300年に向けて具体化を目指 している。また

特別企画展として「地下の正倉院展」を開催 し、平城

京跡出土の木簡を取 り上げ、展示 した。さらに都城発

掘調査部が実施 した平城宮の東院地区や東方官衛地

区、西大寺薬師金堂跡の発掘調査成果を速報展で取 り

上げた。

文化財の調査・保護活用に関する国際協力と研究交

流あるいは国際研修等についても、別頂に記 した。

写真室では、都城発掘調査部の平城地区と飛鳥藤原

地区での発掘記録を継続的に作成しているが、昨年度

に続き文化庁による高松塚、キ トラ古墳の壁画解体保

存修復とそれに伴う発掘調査作業などについて写真記

録を作成した。また、飛鳥資料館で開催 した企画展示

「『とき』を撮す」を実施するとともに図録を作成した。

埋蔵文化財発掘技術者研4グでは、「文化財写真 I」 「文

化財写真 Ⅱ」課程などを担当し、地方公共団体等の依

頼に応 じ専門的・技術的な協力・助言もおこなった。

なお、このほか全国の埋蔵文化財の調査・録存 。活

用などに関する情報収集、協力助言をおこなった。ま

た、前年度に続いて全国・各時代の焼失竪穴建物を集

成してきたが、本年度は北海道と岩手 。宮城・栃木・

石川・愛知・広島・鹿児島の各県についてデータベー

スを作成し、報告書『全国各地・各時代の焼失竪穴建

物』を刊行した。

文化遺産研究部の研究活動

文化遺産部は、歴史研究室・建造物研究室・景観研

究室・遺跡整備研究室の 4室からなる。各室では、古

都の寺社などが所蔵する古文書・古記録などの歴史資

料や書籍資料、古代から近代にいたる歴史的建造物や

発掘建築遺構、歴史的庭園や今 日に残る文化的景観、

発掘された遺跡の保存整備活用などについて、それぞ

れ専門的な立場から文化遺産の実物に即 した調査研究

をおこない、その歴史的な意義を追究するとともに、

関係部局とも協力しつつ、情報の収集整理・公開や保

存修理策などにも資する総合的研究を進めている。

●歴史研究室の調査と研究

歴史研究室では、世界文化遺産に登録されている寺

社所蔵の書跡資料について、南都を中心として継続的

な調査研究をおこなっている。さらに奈文研に寄贈さ

れた歴史資料についても調査研究をしている。

2007年度の諸寺社の調査は、興福寺・薬師寺 。東大

寺・唐招提寺・氷室神社大宮家、京都の高山寺所蔵の

書跡資料についておこなった。興福寺調査では、従来

把握されていなかった画の調査を進め、かつ、調書を

作成 した画の目録刊行を準備中である。2007年度は、

東金堂文書画等の調書を作成 した。東金堂文書画は、

近代に東金堂の天丼裏から発見された鎌倉時代から室

町時代にかけての東金堂関係文書であり、極めて興味

深い内容を有している。また、第89函65号の、文書が

板に挟んである資料を『奈良文化財研究所紀要2008』

に報告 した。写真撮影は、東金堂関係文書等をプロー

ニー版で撮影 し、第89函 をマイクロフィルムで撮影し

ている。薬師寺では、第31函～第53画の調書作成をお

こなった。写真は第24画 を撮影している。

東大寺では、東大寺図書館収蔵庫第 4号室収蔵の新
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修東大寺文書聖教の調査を、科学研究費補助金も充当

して実施した。主に中村準一寄贈文書を調査 し、第35

画 。43画 。44函・56画・75画・93画・98面の目録デー

タをパソコンに入力 し、一部写真撮影をおこなった。

幕末の興福寺の動向が判明する日記などを見いだすこ

とができた。唐招提寺所蔵資料については、惣倉所在

の近代書類を調査 し、かつ、唐招提寺弁天堂の弁才天

板絵の写真撮影をおこなった。

また、京都の高山寺の調査を実施 し、第309画・310

面の調査成果を、高山寺典籍文書綜合調査団編『高山

寺経蔵典籍文書目録』完結篇 (汲古書院、2007年)の
一部として刊行した。さらに、氷室神社大宮家文書に

ついて、奈良市教育委員会との間で協定書を締結 し、

共同研究を開始した。未成巻文書の調書作成 。写真撮

影を行ない、成巻文書 1巻～10巻のデータベースを作

成・公開した。

奈文研所蔵の資料については、「関野貞日記」の翻

刻作業を進めているところである。

その他、調査協力の依頼を受けて、滋賀県石山寺聖

教調査、文化庁依頼の醍醐寺聖教調査などに協力した。

また、文部科学省科学研究費「カンボジアにおける中

世遺跡と日本人町の研究」に協力し、カンボジアのア

ンコール・ワットに残る17世紀前期の日本人墨書銘を

調査した。

●建造物研究室の調査と研究

建造物研究室では現存建築、古材、発掘遺構・遺物

などの現物資料を中心に据えて歴史的建造物及び伝統

的建造物群などの調査研究を進めている。

2007年度は受託研究として高知県中芸地区森林鉄道

遺構調査 (旧魚梁瀬森林鉄道)と 京都府近代和風建築

総合調査を実施した。高知県中芸地区森林鉄道遺構調

査は、明治44年に開設され、昭和38年 の魚梁瀬ダム建

設を契機に廃止された本森林鉄道を近代化遺産の側面

から価値評価をし、国指定を目指すための基礎的調査

で、2006年度、2007年 度の 2カ 年計画で実施した。調

査では、中芸 5ケ 町村に跨 り所在する路線沿いの軌

道・跨線橋 。擁壁・隧道・建築物など、計260物作に

ついての現地調査、古地図・書籍等の資料収集などの

文献調査をおこない、本森林鉄道の近代化遺産として

の価値評価をおこなったうえ、保存・活用の方策につ

いて研究し、成果を調査報告書に取 り纏めた。

京都府近代和風建築総合調査は、明治以降、昭和20

年代までに建設された和風建築を対象として、京都府

が文化庁による国庫補助を得て平成18年度から3ケ 年

計画で実施している総合調査である。当研究所が受託

した本調査は、 2年間にわたり計画されている二次詳

細調査の 1つ にあたる。調査に際し、住宅建築、宗教

建築、商業建築など153件、214棟 をあらかじめ選定し、

建物平面の実測、写真撮影等の現地調査のほか、文献

調査、関連建物調査等をおこなった。

このほかに、国内では島根県所在の出雲大社境外諸

社殿12棟の現地調査を、国外では当研究所が海外関係

事業としておこなっているカンボジア・西 トップ寺院

遺跡の現地調査をおこなった。以上の調査研究の成果

は奈文研紀要2008で発表した。

調査研究の一環として研究所保管資料に基づ く建造

物乾板写真 目録、現状変更説明 (本文編 。図版編の各

1冊)の刊行と、同乾板写真のデジタルデータ化を近

年継続 している。2007年 度刊行物 として、1965年～

1967年分と1968年～1970年分の現状変更目録 (各本文

編、図版編の分冊)を刊行 した。

技術の視点から古代建築の構法を再検証することを

テーマとして2006年 度に立ち上げた研究では、日韓古

代寺院建築の発掘遺構資料を可能な限り収集し、発掘

遺構 と上部構造の関係の再考を進め、研究成果を2008

年 3月 に開催 した研究集会などで発表した。

このほかに、現在進行中の大極殿正殿復原工事に関

し、扁額と金具を中心 とした詳細意匠の検討のほか、

全国各地で実施されている文化財建造物等の修理事業

(京都府・二条城建造物、奈良県・正倉院正倉ほか)・

史跡等整備事業 (愛 知県・名古屋城本九御殿、奈良

県・依水園庭園ほか)での修理・復原・整備等に関す

る援助・助言をおこなった。

●景観研究室の調査と研究

2004年 5月 の文化財保護法改正により、文化的景観

が文化財として位置づけられるようになり、これに対

応するため翌2005年 4月 本研究室が設置された。

2006年 度からの 5カ 年計画の中で、現地調査などを

含め具体的に取 り組む文化的景観の調査研究対象を高

知県内の四万十川流域 とした。高知県内同流域 1市 4

町は文化的景観保存活用事業として国の補助事業が開

始され、“四万十川流域の文化的景観"と して重要文
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1調査と研究

化的景観の選定を受けるべ く準備を進めている。その

うち、四万十市・梼原町については2006年 度から、四

万十町については2007年 度に、それぞれ保存活用事業

に関わる受託調査を実施してきた。

四万十市の河川地区では四万十川で行われる伝統漁

法の風景、洪水時には水面下に没することがある沈下

橋の景観などの現地調査をおこなった。また、最河口

部の下田地区は陸逗が盛んになる前、流域の物資が舟

運によって集積 した集落であ り、民家の亀甲積みの石

垣や煉瓦塀などに栄えた頃の面影をみることができ

る。河口部で堆積 した砂利を用いた “バラスブロック"

がかつて作 られ、現在も町中に多 く残 り、独特な景観

を呈してお り、保存計画を提案した。

梼原町は、四万十川最大の支流、梼原川の中・上流

部に位置する山間の町である。河川地区には小規模な

沈下橋が分布する。沈下橋が架けられる前は一本橋が

あり、出水で流されるたび橋桁に橋板を戻すことにな

るが、戻 しやすい水量を計る計 り石なども多 く残され

てお り、川と生活の関わりがわかる。また、棚田オー

ナー制度発祥の地となった神在居の棚田の現地調査も

おこなった。

四万十町は、四万十川中流部に位置する。ここでは、

本流に堰を設けて灌漑をした台地上の水路の調査、舟

運の安全を祈願した四万十川最大の中州・三島の調査、

国有林の伐採で栄えた集落の調査などをおこなった。

古代庭園に関する研究の 5カ 年計画全体では、平安

時代の庭園を対象にしてお り、 2カ 年目である2007年

度は平安時代前期の庭園遺構に主眼をおいた研究会を

実施した。報告内容は、①嵯峨院 (大覚寺)、 ②冷泉院、

③斎宮邸宅、④賀陽親王邸宅・初期高陽院、⑤平安京

の貴族邸宅と庭園―前期を中心として一、⑥奈良時代

の宮殿・邸宅と庭園、⑦寝殿造邸宅と庭園、である。

●遺跡整備研究室の調査と研究

遺跡整備研究室は2006年 4月 に発足 した研究室で、

研究員 2名で構成されている。

本研究室では、遺跡整備に関する調査・研究をおこ

なうとともに、整備された遺跡の公開 。活用のあり方

にも重点を置き、遺跡の保存・整備計画段階から整備

後の遺跡の公開 。活用にいたるまでの調査研究を進め

ることを主たる業務としている。

2007年 度は、第一には、遺跡の公開 。活用面に関す

る調査研究活動の一環として、保存された遺跡の管理

や活用がどのようになされているかについて情報収集

を進め、2008年 1月 に「遺跡の保存管理 。公開活用と

指定管理者制度」をテーマとし、第 2回遺跡整備・活

用研究集会を開催した。

この研究集会では、遺跡や文化財施設等における管

理・活用に関して2003年度に導入された指定管理者制

度の内容、それを導入 した遺跡等における公開・活用

等の具体例について報告をおこない、指定管理者制度

導入の実態や問題点について具体的事例を取 り上げな

がら議論 した。

また、前年度に開催 した「遺跡の教育面に関する活

用」の研究集会の報告・討議内容を報告書 として刊行

した。

第二には、遺跡の整備手法の一つとしておこなわれ

ている遺構の露出展示に関する調査研究を進めてい

る。今年度は、遺構の露出展示を伴う整備状況につい

ての情報収集を継続するとともに、その問題コ点の把握

と今後のあり方についての検討に着手 した。

第三には、本研究室の前身である旧遺跡研究室がま

とめた「大規模遺跡の整備・管理・活用に関する調査

研究」の成果について、今後の遺跡整備事業における

参考資料として情報提供をすべ く、独立 して起動する

データベース形式でファイルを1え納 したCDを 制作・

発行した。

このほかに、遺跡活用に関する研究の一環 として、

景観研究室と共同で「宮中儀礼の復興と文化遺産の活

用」をテーマとする講演会を 3月 に開催 し、儀礼や行

事などの復原を踏まえた遺跡活用のあり方について検

討した。

また、地方公共団体からの依頼により、各地で進め

られている遺跡の保存・整備・活用にかかわる事業に

ついて、援助・助言を継続的におこなっている。

埋蔵文化財センターの研究活動

埋蔵文化財センターの 4研究室では、各研究室の調

査・研究を計画的に実施していくとともに、国や地方

公共団体等の求めに応 じて、専門的な協力と助言をお

こなっている。
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●保存修復科学研究室の調査と研究

保存修復科学研究室では、出土遺物をはじめ遺跡の

公開と活用に資するため、保存科学および保存修復法

に関する技術開発 と研究をおこなっている。

出土遺物の調査法については、従来から継続 してい

るデジタルラジオグラフイを用いた手法の開発研究を

進めており、研究開発段階から応用段階へと進んでい

る。特に、コンピューテッドラジオグラフイ (CR法 )

やオー トラジオグラフイ (AR法)は、画像処理技術

の進歩により将来が期待される方法である。

遺跡の保存整備にあたって、科学的な調査が十分に

なされているとは言えない現状にあり、当研究室では、

遺跡の現状を把握するための劣化診断技術の開発やモ

ニタリング法の実用化を目指 した研究を進めている。

特に、遺跡の露出保存を目的とした場合は、土壌水分

の移動と含水比の変動および遺跡をとりまく気象環境

などのデータを正確に把握する必要がある。遺構の安

定した露出展示法を確立することを目的として、今後、

これらの環境が遺跡の劣化にどのように関与するのか

調査を進め、実用的な保存対策のシミュレーションを

おこなうことにしている。

一方、外部機関からの受託事業として、「重要文化

財黒塚古墳出土鉄製品の事前調査と保存修理」 (文化

庁)、 「漆下遺跡漆関連遺物の調査」 (秋田県教育委員

会)、 「万蔵寺廻り遺跡出土炭化糸の調査」 (群馬県教

育委員会)、 「史跡ガランドヤ古墳の保存整備に伴う環

境調査」 (日 田市教育委員会)、 「長野県千曲市社宮司

遺跡出上の六角木唾保存修復委託事業」 (長野県教育

委員会)の 5作を実施した。

また、国宝高松塚古墳壁画恒久対策の一環として、

高松塚古墳の石室解体をおこない、すべての石材を無

事に仮設修理施設に搬入した。

2007年度の保存科学研究集会では、「壁画古墳の保

存に関わる諸問題」と題し、高松塚古墳壁画を保存す

るためにおこなった石室解体と各地域の装飾古墳の保

存の現状と課題に関する報告をおこない、わが国の壁

画古墳の保存について討論をおこなった。研究集会で

は、高松塚古墳石室解体に使用した治具や特殊搬送車

輌の展示公開、ならびに実大の石材を用いたコロを用

いた地切りの実演などもおこなった。

昨年、宮崎において開催した日中韓による「東アジ

ア保存修復国際会議専門家会議」に引き続くものとし

てソウルにおいて開催された「東アジア文化遺産保存

国際シンポジウム」において日本側事務局を担当した。

同シンポジウムでは、「東アジア文化遺産保存学会」

が設立され、奈良文化財研究所に本部事務局をお くこ

とが決定された。

●環境考古学研究室の調査と研究

前年度に引き続き、韓国慶南考古学研究所の発掘 し

た金海会蜆里貝塚の報告書作成のための指導、協力を

継続 し、 3回韓回を訪問し、12月 1日 から2月 末日ま

で研究員丁太振氏を貝塚研究の研修のために奈良文

化財研究所に受け入れた。金海貝塚の出土動物遺存体

の整理によって、前 1世紀には石器はほとんど用いら

れず、金属器に置き換わっていたことと、それにもか

かわらず、金属器自体の出上がほとんど見 られないこ

とを明らかにすることができ、今後の日本の弥生文化

との対比に大きな成果となる。 7月 に中国河南省で開

催された考古科学国際会議に出席 し、居徳遺跡出上の

動物骨、人骨に見られる傷跡について発表をおこない、

河南省出上の動物遺存体、骨角器の観察をした。その

結果、青銅器時代の利器の鋭さを確認し、鉄器と遜色

ないことがわかった。 9月 には米国オレゴン州のコロ

ンビア川河畔のサンケン・ビレッジ遺跡の発掘に参加

し、水漬けの ドングリ貯蔵穴を発掘 し、縄文文化のそ

れとの共通性を論 じる資料を得ることができた。第 1

次中期計画の成果品、F動物考古学の手引き』とその

央文編 Fun♂amentaた oF ZοοarchacoFο gyれ 力pan

anご fasと A詭とを、日本学術振興会科学研究費補助

金 (研究成果公開促進費)を 受け、『動物考古学―

Fun」amen勉た oF豹
"rc・

F2aCOFogyれ Japan』 として、

日英併記で京都大学学術出版会から公刊することがで

きた。

大分県埋蔵文化財センターの発掘 した大友宗麟館跡

から出土 した動物遺存体および骨角器の分析、報告を

行い、従来、民俗例でしか知られていなかった、街を

使わず、鼻を挟む棒の締め付けの強弱で馬を制御する

馬具、オモゲーが、中世に鹿角製品として存在 したこ

とを証明することができた。また、同様の馬具が 2年

前に調査 した英国シェットランド諸島の泥炭切 り出し

に従事 していたポニーにも使われていたことを見出

し、ユーラシア大陸の東西端で同様の馬具が使われて

いたことを明らかにできた。
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0年代学研究室の調査と研究

考古学関連 7府県下 9遺跡から出土 した木材試料の

年輪年代調査を実施 した。なかでも、青森市新田 (1)

遺跡出上の井戸枠の年輪年代調査では、調査対象とし

た30点の部材の中に樹皮直下の木材組織を残すものが

あり、1372年に伐採されたヒバ材が井戸枠に使用され

ていたことが明らかになった。

建築史関連 国宝 1棟・重文 2棟を含む 7府県下 8棟の

建造物に対 して、年輪年代調査を実施 した。特筆すべ

きは、長野県大桑村の池口寺薬師堂解体修理にともな

う年輪年代調査である。調査対象とした17点 の部材の

中に面皮つきの板材が含まれてお り、1289年 に伐採さ

れたヒノキ材が用いられていることが明らかになった。

美術史関連 国宝 3点・重文 1点を含む 6府県下の26

躯の木彫像ならびに 4点の工芸品に対 して年輪年代調

査を実施した。特筆すべ きは、滋賀県栗東歴史民俗博

物館に寄託されている重文善勝寺千手観音立像の年輪

年代調査である。従来、美術史的な所見から10世紀末

から11世紀初期の造像と見られていたところ、年輪年

代調査によってlolo年 を上限とする11世紀初期のもの

であることが明らかになり、造像時期を絞 り込むこと

になった。

埋没樹幹関連 滋賀県甲南町で発見されたヒノキの埋

もれ木に対 して年輪年代調査を実施 し、664年 に伐採

されたヒノキ樹幹であることが明らかになった。甲賀

柚の存在を示す資料として貴重な成果である。

技術開発 。国際協力関連 当研究室で世界に先駆けて

開発 したマイクロフォーカスXttC T装置を用いた非

破壊による年輪年代測定技術は、文化財における年輪

年代調査の可能性を拡大する画期的なものとして海外

の研究者からも高 く評価されている。ウィーン天然資

源・応用生命科学大学との共同研究として、世界遺産

に指定されているオース トリアのハルシュタットから

出土 した青銅器時代、鉄器時代、およびラテン時代の

木製品30点に対 して、当研究所にて非破壊年輪年代調

査を実施した。

●遺跡・調査技術研究室の調査と研究

遺跡 。調査技術研究室は、2006年 4月 の機構改編に

より、遺跡およびその調査法の研究と文化財の調査技

術の開発・応用を主要な業務とする研究室として再出

発 した。過去に存在 した集落遺跡、測量、発掘技術、

遺跡調査技術、遺物調査技術の各研究室の伝統と蓄積

を継承した研究の推進を目的としている。

2007年 度は、遺跡およびその調査法の領域では、前

年度にひきつづき、古代の官衡関連遺跡と豪族居宅遺

跡などの資料を収集整理するとともに、遺跡の性格を

認定するための指標や、発掘調査で抽出すべき基本的

属性についでの研究をおこなった。収集 。補訂 した資

料はデータベース化 し、遺跡の性格や所在地、文献目

録、おもな遺構 と遺物、建物の詳細データと、地図や

遺跡全体図、建物図面などの画像データを、奈良文化

財研究所のホームページ上で公開している。

また、前年度の研究集会で扱った古代の豪族居宅の

構造と機能についての研究を進め、論文報告集を刊行

したほか、国 。郡 (評 )。 里制成立の画期と在地社会に

おける意味をめぐり、「古代地方行政単位の成立と在

地社会」のテーマで研究集会を開催 した。さらに、文

化庁の委託を受けて『発掘調査のてびき』の作成作業

にもあたっている。

一方、文化財の調査技術の領域では、測量、計測、

探査を中心に活動をおこなった。測量分野では、国内

の埋蔵文化財担当者を対象とする平城宮での研修のほ

か、ベ トナムのタンロン皇城での測量 と現地研究者ヘ

の実地研4易 を実施 した。計測分野では、中国途寧省な

どで三次元デジタイザとデジタル写真を用いた遺構・

遺物の三次元計測をおこない、第 2回 DDCH(文 化

遺産のデジタル ドキュメンテーションと利活用に関す

るワークショップ)を主催 した。また、探査分野では、

平城宮や藤原宮のほか、地方公共団体 と連携・共同し

て、地中レーダ探査、電気探査、磁気探査、電磁探査

を日本各地でおこなった。これらの調査技術は、いず

れも文化財の詳細かつ多様な情報取得手段 として重要

であり、より効率的な作業と分析方法の確立が望まれ

る。今後、実際の調査過程への導入を視野に入れつつ、

関係機関等と連携 して研究を進めていきたい。

国際学術交流

奈良文化財研究所では、現在、中国、韓回、カンボ

ジアの 3カ 国の研究機関と以下の項目に述べるような

学術共同研究を実施している。このほか、アフガニス

タンとイラクを対象とする西アジア諸国等文化遺産保
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存修復協力事業や2006年 6月 に発足 した文化遺産国際

協カコンソーシアム (事務局は東京文化財研究所に設

置)のおこなう支援協力事業にも協力 している。2007

年度の各事業の概要は以下の通 りである。

●中国社会科学院考古研究所との共同研究

2007年度は、まず漠長安城桂宮跡の日本語版発掘調

査報告書作成に着手した。2007年 に出版された中国語

版発掘調査報告書『漠長安城桂宮』の翻訳作業を進め、

本格的な編集作業のための準備に取 りかかった。報告

書は2008年度に編集作業をおこない2009年 度に刊行す

る計画である。また、唐長安城太液池跡の発掘調査報

告書作成に向けて、昨年度に引き続き遺物調査をおこ

なった。 9月 に 4名 の研究員を西安市に派澄 し太液池

跡出上の陶磁器、石造物、瓦碑類、金属製品を調査 し、

写真撮影を実施するとともに、西安市碑林博物館に所

蔵されている石製灯籠など関連する資料の調査と写真

撮影をおこなった。

漠魏洛陽城跡については、 7月 と11月 に延べ 4名の

研究員を北京と洛陽市に派遣し調査研究方針などにつ

いて協議した。その後、日中共同発掘調査の申請が中

国国務院により批准されたことを受けて、 3月 に中国

社会科学院考古研究所の王所長他 2名の研究員を招聘

して、2008年 度からの日中共同発掘調査に関する協議

書を取 り交わし、2008年 度の洛陽城宮城跡における具

体的な共同発掘調査計画を協議 した。また、共同発掘

調査のために必要な測量等の関連する準備作業をおこ

なった。

●遠寧省文物考古研究所との共同研究

2006年度から始まった共同研究「朝陽地区隋唐墓の

整理と研究」の 2年 目である。2007年度は10月 に 6名、

3月 に 8名の研究員を派遣して、出土 した墓誌によっ

て年代が明らかな楊律墓、勾竜墓、左才墓、韓相墓、

孫黙墓、韓貞墓をはじめとする、計15基 の唐代の墓か

ら出土 した鏡、帯金具、土器、陶桶等の遺物について

共同調査をおこなった。調査は前年度と同様、観察、

調書作成、実測および写真撮影で、複雑な形状を呈す

る陶桶等については、 3次元デジタイザを用いて効率

的にデータを取得 した。これまでの調査で、同じ籠か

ら作 られた陶偏でも、二人差とでもいうべ き製作技法

の違いが存在することが明らかになりつつある。この

ほか、 3月 の調査では、次年度に予定している陶桶に

施された彩色等の理化学的分析に向けての予備的な調

査もおこなった。

これに対し、11月 には遼寧省から6名の研究員を招

聘し、関連する遺跡 。遺物の共同調査を実施した。

また、天理大学附属天理参考館が所蔵する武士備、

武官偏、文吏偏等の陶偏のなかに、中国遼寧省茶須達

墓出土陶桶のいくつかと酷似するものがあることが判

明した。この資料に関しては、比較研究のため、 2月

に天理参考館の協力を得て、観察・調書作成および写

真撮影をおこなった。

●河南省文物考古研究所との共同研究

2005年度からの第二期共同研究を継続。中国側が主

導する発掘調査は、第一期の主対象である撃義市大・

小黄冶地区の南上流、白河・水地河地区に移った。水

地河地区は白磁の窯跡として広 く知られる地域である

が、発掘に先立つ聞き取 り、踏査、ボーリング調査に

よって、川の両岸で唐三彩生産に関わる遺物が確認さ

れていた。水地河地区における発掘調査は、唐三彩生

産の範囲、大 。小黄冶地区との関係、白磁生産と唐三

彩生産との関係など撃義の唐三彩生産の全体像把握に

欠かせないものである。2007年度は発掘調査の最終年

度として、2006年度調査区 (Ⅲ 区)を周辺に拡大する

形で 6つの トレンチを設けて実施 し、調査面積は1200

だに及ぶ。調査では新たに 3基の窯跡や多数の上坑を

発見し、北朝青磁、唐三彩、窯具など大量の遺物が出

土した。特筆すべきは、唐三彩の大型偏 (馬)の発見

である。墳墓から数多 く発見される大型の桶は種々の

特徴から撃義の製品と目されながら、黄冶地区を含め

て調査では確認されていなかった。ここに調査の重要

課題の一つを解明する手懸 りを得たことになる。また、

唐青花盗の発見により輩義窯での唐青花生産が実証さ

れ、北魏の青磁、白磁の窯跡からの発見は、早期白磁

の起源研究にとって重要な実物資料となるなど、多 く

の重要な成果が得 られた。

5～ 6月 には日本側研究員 6名 を派遣。水地河地区

の発掘現場を参観するとともに、撃義における北朝陶

磁器の参考資料として、河南省北部で発掘中の北朝の

墳墓群とその出土遺物、河北省磁州窯博物館などを見

学し、近年の発掘調査で安陽市相州窯から出上した飛

鳥地域出上の鉛釉高杯に類似 した高杯などを熟覧 し
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た。10月 には中国側研究者 5名 を招聘 し、趙志文「河

南撃義黄冶・白河窯跡2005・ 2006年度発掘成果報告」、

買連敏「近年の河南省考古重要新発見」の成果報告会

を開催 して学術交流を深めた。12月 には日本側から 3

名の研究者が訪華。水地河地区における発掘の最終段

階を確認した。これには飛鳥資料館学芸員ほかが同行

し、来年度に開催予定の企画展「撃義黄冶窯唐三彩展

(仮称)」 の準備作業をおこなった。なお、2008年 3月

に黄冶地区における唐三彩窯跡の発掘調査概要の中文

版が『華夏考古』誌上に発表された。

●韓国国立文化財研究所との共同研究

大韓民国国立文化財研究所 とは、2005年 12月 より

「日本の古代都城並びに韓国古代王京の形成 と発展過

程に関する共同研究」という課題のもとに共同研究を

すすめている。2007年度は合意書にもとづき、前年度

までの共同研究成果を『日韓文化財論集 I』 (奈良文

化財研究所学報第77冊 )と して出版した。本書には、

研究細目として掲げた 4テ ーマに則した都城制・庭園

史・考古資料・古建築・遺跡整備などに関する12篇 の

論文を収録した。また、本書は日韓同時出版とし、韓

国語版 F韓 日文化財論集 I』 を韓国目立文化財研究所

より出版している。

2008年 3月 には、次年度以降の共同研究についての

協議を主目的として研究者の韓国派遣をおこない、合

わせて国立加耶文化財研究所において成安城山山城出

土木簡の調査、同現地見学、国立扶余文化財研究所・

国立扶余博物館において扶余王興寺址現地見学・出土

資料見学等を実施し、意見交換をおこなった。

2006年度より開始した国立慶州文化財研究所との発

掘調査交流では、日本側からは研究員を2か月間、同

研究所に派遣し、慶州四天王寺址および月城咳子の発

掘調査に参加するとともに、資料調査、学会出席、口

頭発表をおこなった。韓国側からは、 2名 の研究員が

延べ 2か月間当研究所に滞在し、飛鳥甘樫丘東麓遺跡、

平城宮第二次朝堂院東方官衛地区の発掘調査に参加

し、合わせて都城関連遺跡、古代寺院遺跡の視察をお

こなった。

●西アジア諸国の文化財修復保存協力事業

アフガニスタン、イラクを対象とする文化遺産録存

修復協力事業であり、東京文化財研究所と共同で実施

している。

アフガニスタンに対 しては、世界遺産バーミヤーン

仏教遺跡群の保存修復協力を実施 している。この事業

では、遺跡の範囲確認に重点を置き、本年度も遺構の

広が りを把握するために、西大仏の南西にあたる平地

部分での試掘調査を続行し、土壁及び石積みの基底部

と考えられる遺構を検出した。また、発掘区内の堆積

物に対する花粉分析の他、土器の整理作業、石窟の詳

細な測量や壁画の保存処置もおこなわれている。

イラクに対する緊急援助事業は、本年度も現地の専

門家 4名 を日本に招聘 して実施し、奈良文化財研究所

では、水浸出土木材の保存処理全般についての研修を

おこなった。

●カンボジアAPSARAと のアンコール遺跡群西 トッ

プ寺院の共同研究

2002年 度の覚書調印によって、アンコール・ トム内

の西 トップ寺院を封象とした 4カ 年計画が発足 し2005

年度で第一フェイズの調査を終了した。その後2006年

度に新たに覚え書きを交わし第二次フェイズとして新

たな調査をおこなってきた。

現地調査は 8月 と12月 におこなった。いずれも中央

祠堂の地下構造把握のために、中央祠堂の周囲に トレ

ンチを設けて発掘調査をおこなった。 8月 には中央祠

堂西側で調査をおこなった。12月 には中央祠堂東側の

北小塔東側で調査をおこなった。これらの調査によっ

て、まず中央祠堂には現段階では掘 り込み地業が確認

されないことが明らかとなった。さらに大きく2層の

整地土層があ り、下層からは12世紀代の中国陶磁が、

上層からは14世紀代の中国陶磁が発見された。特に今

見る中央祠堂の地覆石は上層の整地上層にのってお

り、その時期としては14世紀以降に下るという結果と

なった。

招聘事業では 3月 に王立芸術大学を卒業した着手研

究者 2名 を招聘し、研究所の視察や、奈良 。京都の世

界遺産の視察をおこなった。また 7月 と12月 にはユネ

スコが主催する、国際調整委員会に出席し、事業の概

要を説明した。

また2007年 度も科学研究費補助金の特別推進研究

「カンボジアにおける中世遺跡と日本人町の研究」に

協力するとともに、前年度より始まった大阪大谷大学

のクナポ窯跡調査への協力をおこなった。
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海外からの主要訪間者一覧

0中 華人民共和国/中 国吉林省文物考古研

究所 属↓所長 宋玉彬 外 4人 //07419/渤海

西古城遺跡研究報告会、平城京出土渤海関

係遺物見学、平城京視察

●ベ トナム社会主義共和国′′
′ハタイ省文化

遺産管理事務所 管理専門官 Le Liem 外 2

名/07828～ 831、 96,7,26/文化遺産保護に

資する研修劾07(ACCU個人研修・ベトナム)

(講義名 (講師名):文化財4笏理技法概説 (窪

寺)、 町並・集落保存概説 (島田)、 町並保存

の実務 I(清水)、 町並保存の実務I(大 441、

町並保存の実務Ⅲ (島 田)レポート作成 (島

田))受講

0ベ トナム社会主義共和国/ベ トナム文化

情報省文化遺産局 副局長 グゥエンコクフン

外 1名 /07926/所長表敬訪問

●イラク共和国/イ ラク国立博物館中央修

復研究室 保存修復技術者 Fae夕a MJunaah

外 3名 /071119～ 122′ /イ ラク人保存科

学研4多 (ユ ネスコ・イラク/西アジア)(内

容 :木製品の保存修復)

●中華人民共和国/中 国ユネスコ国内委員

会プログラム担当官 HOU」 ian o71116/

見学及び意見交換等

●大韓民国/韓国ユネスコ国内委員会 財政

課長 HWANG Tachak′ 07.1116′ /見学及

び意見交換等

●タイ王国/タ イユネスコ国内委員会 対外

関係官 YAMOLANAN Komutee/071116
メ
見学及び意見交換等

●ドイツ連邦共和国//ド イツユネスコ国内

委員会パブリック・プライベー トパー トナ

ーシップ長 Stefan RENNICKEァ
′
07.11.16/

見学及び意見交換等

0フ イリピン共和国/フ イリピンユネスコ

国内委員会開発マネジメント担当官 Emmy
Anne BYANGA 0711.16/見学及び意見

交換等

0大韓民国 羅同国立文化財研究所 研究者

曹美順 外 2名 /071123´ 平城宮跡視察

0大韓民国/慶南考古学研究所 チョン タジ

ン/07121～ 08229/金海貝塚出上の動物

骨の同定の研修受講

0モ ルディヴ共和国/回立言語 。歴史研究

センター研究員 HAFIZ ALI 外 1名 ′/

07123～ 127/′ 文化遺産に資する研修2007

(ACCU個 人研修)(博物館実務研修の一部

を担当 :飛鳥資料館 (杉 山外)講義名 :遺

物収蔵・借用の実務 I・ ■、展覧会準備の実

際、臨地講義)受講

●中華人民共和国 /中 央研究院歴史語言研

究所考古学問 助理研究員 邸敏勇 (Min_

yung Chiu)′ ア07123～ 12,13/動物考古学の

研修受講

●大韓民国 /韓国国立全南大学 教授 鄭雨

陽 外 2名 //071217～ 1219/施設見学・意

見交換

●オーストリア共和国ァイウイーン天然資源・

応用生命科学大学 材料科学・処理工学科 木

材科学技術研究所 博士 ミヒャエル・グラブ

ナー/082.5～ 223/「青銅器時代および鉄

器時代のオース トリーハルシュタットの木

器の年輪年代測定」に関する共同研究

0中 学人民共和国′/太原市文物考古研究所

所長 李非 外 1名 /08222アン
高松塚壁画保

存研究状況など視察

●ケニア共和国ァ/世 界遺産委員会ケニア代

表団団長 ジョージ・アブング/08321′イ平

城宮跡視察

海外からの招鴨者一覧

●華玉水 (Hua Yubing)(遼寧省文物考古

研究所副所長)ァ 中華人民共和国 ′′07116
-11,17

●方殿春 (Fang Dianchun)(遼寧省文物考

古研究所研究員)/中 華人民共和国/イ 07116

～1117

●白宝玉 (Bai Baoyu)(遼寧省文物考古研

究所考古隊員)/イ 中学人民共和国 /07116～

1117

●徐詔鋼 (Xu Shaogang)(遼 寧省文物考古

研究所考古隊員)/中 華人民共和国/07116
-1117

●熊増蛇 (Xiong Zenglong)(遼寧省文物考

古研究所考古隊員)/中 華 人民共和 国 ィ

07116-1117

●呉炎亮 (Wu Yanhang)(遼 寧省文化庁文

物処処長)/中華人民共和国 /07116～ 1117

●焦南峰 (JiaO Nanfeng)(映西省考古研究

院長)/中学人民共和国/07■ 1～ 1110

0司治平 (si zhi ping)(河 南省文物管理局

文物処長)/中 華人民共和国 /071021～

1031

●賣連敏 (na Lian Min)(1可南省文物考古

研究所副所長)′ 中華人民共和国/071021

-1031

●丁清旭 (ding qing xu)(河 南省政府み公

庁四処副主任科 員)/中 華 人民共和 国 /

071021´▼1031

●趙志文 (zhaO zhi wen)(河 南省文物考古

研究所副研究員)/´ 中華人民共和国/071021

～́1031

●李秀洋 (Li Xiu Ping)(河 南省文物考古研

究所研究館員)/中華人民共和回/071021
-1031

●表乗宣 (韓 国国立文化財研究所建造物研

究室長)/大韓民国 /0795～ 97

●姜賢 (韓 回国立文化財研究所建造物研究

室研究員)フ
イ大韓民国 /0792～ 9,6

●李容準 (韓国国立文化財研究所建造物研

究室研究員)/大韓民国/0792～96

●沈陽 (中 国文物研究所古代建築与古跡保

護 中心高級工程師)/中 華 人民共和 国/
0792^-96

●丁燕 (中 国文物研究所古代建築与古跡保

護 中心高級工程師)/中 華 人民共和 国/
0792´ヤ96

●陳青 (中 国文物研究所文物保護科技中心

副研究員)//中 華人民共和国/0792～96

●安家瑶 (中 国社会科学院考古研究所西安

研究室主任)/中華人民共和国/07.1127～

124

●楊勇 (中 国社会科学院考古研究所助理研

究員)中 華人民共和国 /071127～ 124

●何歳利 (中 国社会科学院考古研究所助理

研究員)/′ 中華人民共和国/071127～ 124

0Lam Sopheak(奈良文化財研究所カンボ

ジア事業現地事務所長),オ カンボジア王国/

08128-23
0Loeung Ravattey(奈 良文化財研究所カン

ボジア事業現地事務所総括担当)カ ンボジ

ア王国 /08128～23

●李柱憲 (韓 国国立慶州文化財研究所学芸

研究官)大 韓民国/08121～ 210

●縦洪植 (韓回国立慶州文化財研究所研究員)

/大韓民国/082■ ～39

●工魏 (中 国社会科学院考古研究所所長)/

中華人民共和国/08312～ 317

●朱岩石 (中 国社会科学院考古研究所漢唐

研究室主任)/中 華人民共和国/08312～

318

●銭国祥 (中国社会科学院考古研究所研究員)

/中華人民共和国′フ
′
08312～ 3.18

●Heang Sophal(プ ノンペン王立芸術大学

卒業生)/カ ンボジア王国/08322～ 328

0Huot Nora(プ ノンペン王立芸術大学卒業

生 )′

/カ ンボジア王国/08_322～ 328

●安泰旭 (韓回文化財保護財団文化事業室長)

/大韓民国 /08326～330
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奈文研研究者の海外渡航一覧

●金田 明大 :ド イツ連邦共和国′/074,2～

48/国際学会CAA(Computer Applications

and Quantitative methods in Archaeology)

での発表及び参加//運営費交付金

●松井 章 :大韓民国/07415～418/金海

貝塚出土動物遺存体の研究指導/先方負担

●窪寺 茂 :中華人民共和国/07418～ 422

/中 日韓古建築模型学術交流活動準備会議

への出席 (中 国文物研究所からの招聘)、 建

造物研究室特別研究「古代建築の構法」研

究に関する現地視察/渡航費 :運営費交付金、

滞在費 :先方負担

●箱崎 和久 :中華人民共和国/07.418～

422/中 日韓古建築模型学術交流活動準備

会議への出席 (中国文物研究所からの招聘)、

建造物研究室特別研究「古代建築の構法」

研究に関する現地視察′/渡航費 :運営費交

付金、滞在費 :先方負担

●加藤 真二 :中華人民共和国/07422～

427/平成20年 度秋期特別展開催に関する

調整・調査 //運 営費交付金

●西日 紀子 :中華人民共和国/07422～

427/平成20年 度秋期特別展開催に関する

調整 。調査/運営費交付金

●島田 敏男 iベ トナム社会主義共和国/イ

07429～ 55/文化庁が行っているベ トナム

ヘの集落保存協力の一環としての現地協議

/他機関負担

●西口 壽生 i中華人民共和国/07517～

5,27/河 南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●玉田 芳英 :中華人民共和国/07.517～

527/′ 河南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●森川 実 :中華人民共和国/07517～527

/河南省文物考古研究所との共同研究/運

営費交付金

o小 田 裕樹 :中華人民共和国/07517～

527/河南省文物考占研究所との共同研究

/運営費交付金

●川越 俊一 :中華人民共和国/07522～

5,27/河南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●巽 淳一郎 :中華人民共和国/07522～

527/河南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●内田 和伸 :中華人民共和国/07524～

5.30/大極殿院の思想と文化に関する研究

のため (儒教建築の構成と活用に関する調

査研究)ィ /科研費

●森本 晋 :ロ シア連邦/07527～ 65/電

子文化地図学会に出席 。発表/運営費交付

金

●松井 章 :大韓民国/07528～ 61イ慶南

考古学研究所において金海貝塚出土動物遺

存体の研究指導/科研費

●石村 智 :ア フガニスタン・イスラム回

/0768～ 7.14//バ ーミヤーン遺跡の調査/
運営費交付金

●森本 晋 :ア フガニスタン・イスラム国

/0769～ 6.20/バ ーミヤーン遺跡の調査/
運営費交付金

●森本 晋 :ニ ュー・ジーランド/07621
～73ォ

′
第31回世界遺産委員会出席/他機関

負担

●関広 尚世 :エ ジプト・アラブ共和国ァイ

07612～ 620/ヌ ビア文化の研究に関する

遺跡・博物館の見学/私費 (研修)

o杉 山 洋 :カ ンボジア王国/076.18～6.22

/西 トップ寺院の調査研究/運営費交付金

●岡村 道雄 :カ ンボジア王国/0773～ 77

/西 トップ寺院の調査研究′/運営費交付金

●安田 龍太郎 :カ ンボジア王国/07,73～

77/西 トップ寺院の調査研究 /運営費交付

金

●杉山 洋 iカ ンボジア王国/0773～ 77//

西 トップ寺院の調査研究/運営費交付金

●森本 晋 :カ ンボジア王国/0774～ 77//

アンコール遺跡保存国際調整委員会出席/
運営費交付金

●金井 健 :ア メリカ合衆国/07712～
1116/フ ルブライト交流プログラム海外研

究歴史的建造物保存の方策と実践に関する

研究/フ ルブライト交流プログラム

o松井 章 :中華人民共和国/07712～717

/動物考古学会「Chinese perspecives

and giobal developments」 とこ出席、発表、

研究討議。遺跡出土骨の観察及び記録、中

国研究者との研究討議/科研費

●石村 智 :カ ンボジア王国/07717～ 727

/西 トップ寺院の調査研究/運営費交付金

●豊島 直博 iカ ンボジア王国/07717～

727/西 トップ寺院の調査研究/運営費交

付金

o杉 山 洋 :カ ンボジア王国/07.717～727

/「 カンボジアにおける中世遺跡と日本人町

の研究」現地調査/科研費

●加藤 真二 :大韓民国/07718～723/古

墳壁画 (獣頭人身十二支像)の調査・研究

/運営費交付金

●山中 敏史 :大韓民国´07724～ 726/大

韓民国国立文化財研究所が主催する研修教

育で講演/先方負担

●山崎 信二 :中華人民共和国/07.7_26～

728/中国社会科学院考古研究所との共同

研究 /運営費交付金

●小池 伸彦 :中華人民共和国 /07726～

728/中国社会科学院考古研究所との共同

研究/運営費交付金

o今井 晃樹 :中華人民共和国/07726～

728/中国社会科学院考古研究所との共同

研究/運営費交付金

●石村 智 :サモア独立国/0784～813/

サモア独立国における考吉学調査・ワーク

ショップの開催 /福武学術文化振興財団助

成金

o杉 山 洋 :カ ンボジア王国、タイ王国/
07815～ 8_22′/西 トップ寺院の調査研究、

タイ国内クメール遺跡の視察 フ′運営費交付

金

●丹羽 崇史 :中華人民共和国/07818～

828′ /青銅器および鋳造関連遺物の調査 /ン

高梨学術奨励基金

●石村 智 :ス ウェーデン王国/07819～

827/ン スゥェ_デ ン・ゴットランド大学にお

ける国際学会「VH hternadonal conference

:Easter mand and the Paciic」 で研究発表

/科研費

●平澤 毅 :ベ トナム社会主義共和国、中

華人民共和国/07821～ 831//ベ トナム・

ハロン湾の文化的景観に関する現地調査、

ベ トナム・中国回境地帝少数民族居住地の

文化的景観の現地調査 /́他機関科研費

●橋本 裕子 :ヨ ルダン・ハシミテ王国/′

07821～ 925/発掘調査/科研費

●山崎 信二 i中華人民共和国/07825～

831/中国の南朝および隋唐代の瓦調査/
運営費交付金

●石田 由紀子 :中学人民共和国/07825
～95/中 国の南朝および隋唐代の瓦調査/
運営費交付金

o小澤 毅 :中学人民共和国/07825～ 95

/古代東アジアの造瓦技法の比較検討/科

研費

●黒坂 貴裕 :大韓民国/0792～ 9,7/第 4

回日韓文化財建造物保存協力協議会/文化

庁

●森本 晋 :チ ェコ共和国/0793～910/
ヨーロッパコンピュータグラフイクス学会

文化遺産分科会出席/運営費交付金

●高瀬 要一 :フ イリピン共和国/0795～
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910/世界遺産フィリピンコルディラ棚田

の保存管理の現状と課題調査/運営費交付

金

●松井 章 iイ ンドネシア共和国/0796～

9■′/イ ノシシの調査//他機関科研費

o大河内 隆之 :タ イ王国ンア0798～ 917/国

際学会 (The First Asian Dendrochronology

Conttrence and Workshop))に 出席、及び

発表のため/運営費交付金

o金田 明大 :ス ロバキア共和国/07910
～917/国際遺跡探査学会発表のため /運

営費交付金

o西村 康 :ス ロバキア共和国′07910～

917ァ
′
国際遺跡探査学会発表のため/´ 運営

費交付金

●高瀬 要一 :大韓民国/07912～915/大

韓民国国立文化財研究所主催「第16回 文化

財研究学術大会」にか加・発表′/先方負担

●松井 章 :ア メリカ合衆国/07914～928

/北西海岸先史文化のオレゴン州サンケン・

ビレッジ遺跡の発掘に参加し、縄文文化に

関する情報の供与と、発掘技術の指導を行

う/科研費

●吉川 聡 :中 華人民共和国/07917～921

/中 国雲南省イ族土地関係文書料紙調査/
他機関科研費

o和 国 一之輔 :中学人民共和国 イン07917

～928ン/太液池出土遺物の調査/運営費交

付金

o今井 晃樹 :中学人民共和国/07917～

928/太液池出土遺物の調査/運営費交付

金

●廣瀬 覚 :中 華人民共和国/07917～ 928

//太液池出土遺物の調査/運営費交付金

●牛嶋 茂 :中 華人民共和国//079,17～ 9.28

//太液池出土遺物の調査/′ 運営費交付金

o中川 あや :大韓民国/07918～ 1115/

慶州国立文化財研究所との研究交流//渡航費 :

運営費交付金、滞在費 :先方負担

o杉 山 洋 :ア メリカ合衆国//07921～ 927

/ア メリカ所在のクメール陶器の調査研究

及びスミソニアン研究機構においてクメー

ル陶器に関する意見交換を行うため/私費 (研

‖笏)

o降幡 順子 :ア メリカ合衆国/07922～

101//第 4回 フオーブスシンポジウム参加・

発表 /科研費

●児島 大輔 :中華人民共和国/07.925～

10.3/河南省龍門石窟における調査のため

/科研費

●金田 明大 :ギ リシャ共和国/07101～

108フ CIPA国際シンポジウム出席/運営費

交付金

●肥塚 隆保 :中華人民共和国/07103～

105/石造文化財の劣化状態調査法に関す

る研究会/科研費

●高妻 洋成 i中華人民共和国/07103～
105/石造文化財の劣化状態調査法に関す

る研究会′
′
科研費

●本寸上 隆 :ド イツ連邦共和国/07103～
10,12/国 際会議における招待講演、科学研

究費による調査・研究′/先方負担 (内 108

～12滞在費 :他機関科研費)

●松井 章 :大韓民国′07.1010～ 1013/韓

国慶南考古学研究所において金海貝塚出土

動物遺存保の研究指導/科研費

●小林 謙一 :中 華人民共和国/071010～

1013//日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

●金田 明大 :中 華人民共和国/071010～

1017/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

o小池 伸彦 :中 学人民共和国/′ 071010～

1020/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

●牛嶋 茂 :中華人民共和国 /071010～

1020/日 中古代墳墓副葬品の比較研究 /′科

研費

●豊島 直博 :中 華人民共和国/′071013～

1020/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

●小澤 毅 :大韓民国/071013～ 1017/新

羅の都城と寺院の立地に関する資料収集 /′

科研費

●加藤 真二 :大韓民国/071022～ 1026イ

慶州における獣頭人身十二支像の調査と写

真撮影/運営費交付金

●井上 直夫 :大韓民国/071022～ 1026/

平成20年 度飛鳥資料館特別展「キ トラ古墳

壁画異貌の十二支神像」展における展示、

及び図録用写真撮影/運営費交付金

●岡田 愛 :大韓民国/071022～ 1026/平

成20年 度飛鳥資料館特別展「キ トラ古墳壁

画十二支―子・丑・寅―」展における展示、

及び図録用写真撮影/運営費交付金

o松井 章 :中 華人民共和国/071028～
l14/遺物調査、田螺山遺跡関連資料の収集、

余銚田螺山遺跡出土品の調査/他機関科研

費

o田辺 征夫 :大韓民国/07.1031～ 112/

2007年東アジア文化遺産保存シンポジウム

ヘ出席/先方負担

●森本 晋 :カ ンボジア王国/071031～

113//西 トップ寺院関係資料の調査 /科研

費

●杉山 洋 :カ ンボジア王国、中華人民共

和国/071031～ H8/′ ソサイ窯跡出土土器

の調査、東南アジア陶磁器の視察/科研費

o清水 重敦 :大韓民国/0711.1～ ■4/夫

韓民国における文化遺産のオーセンティシ

テイに関する現地調査ノイ科研費

●肥塚 隆保 :大韓民国/0711.1～ 115/東

アジア文化遺産保存シンポジウムヘの出席 (研

究発表)な らびに石造文化財の劣化状態調

査法に関する資料収集/先方負担

o高妻 洋成 :大韓民国イ07.111～ 115′ /東

アジア文化遺産保存シンポジウムヘの出席 (研

究発表)な らびに石造文化財の劣化状態調

査法に関する資料収集/科研費

●降幡 順子 :大韓民国/07.111～ H.5/東

アジア文化遺産保存シンポジウムヘの出席 (研

究発表)な らびに石造文化財の劣化状態調

査法に関する資料収集フ/科研費

●脇谷 草一郎 :大韓民国/07111～ 115/

東アジア文化遺産保存シンポジウムヘの出

席 (研究発表)な らびに石造文化財の劣化

状態調査法に関する資料収集/科研費

●小澤 毅 :大韓民国/ア 0711_1～ 1110/古

代東アジアの造瓦技法の比較検討/科研費

o高 田 貫太 :大韓民国/07.111～ 1110/

占代東アジアの造瓦技法の比較検討/科研

費

●林 正憲 :大韓民国//07.114～ 1110/古

代東アジアの造瓦技法の比較検討/科研費

●箱崎 和久 :中華人民共和国/0711.7～

1116/河 北省における塔婆建築を中心とし

た古建築の構造と意匠に関する調査/科研

費

o今井 晃樹 :中 学人民共和国/071120～

1123/洛陽との共同研究のための事前調査

/運営費交付金

o杉山 洋 :カ ンボジア王国/071126～

1130/国 際会議出席と西 トップ寺院の調査

成果発表/運営費交付金

●石村 智 :フ イジー諸島共和国/071129
～1212/フ イジー諸島共和国、ボウレワ・

ラピタ遺跡の発掘調査/科研費

●玉田 芳英 :中華人民共和国/07125～

12.11/河 南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●森川 実 :中 華人民共和国/07125～
1211/河 南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金
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1調査と研究

●降幡 順子 :中学人民共和国
´
07125～

1211/河南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●加藤 真二 :中華人民共和国′
イ
07.125～

12.19/河 南省鄭州 。洛陽における唐三彩・

十二支偏の写真撮影、山西省太原における十

二支壁画の調査/運営費交付金

●牛嶋 茂 :中華人民共和国/0712.5～ 1219

/河南省鄭州・洛陽における唐三彩・十二支

偏の写真撮影、山西省太原における十二支壁

画の調査/運営費交付金

●森本 晋 :フ ランス共和国/07125～ 1213

/フ ランス極東学院所蔵、西 トップ寺院関連

資料の調査/運営費交付金

●肥塚 隆保 :ベ トナム社会主義共和国/
07129～ 1214/ベ トナム・タンロン遺跡の保

存に関する調査/他機関負担

●高妻 洋成 :ベ トナム社会主義共和国/
07129～ 12.14/ベ トナム・タンロン遺跡の保

存に関する調査/他機関負担

●豊島 直博 :大韓民国/∝1212～1214/′「弥

生・古墳時代における日韓墳墓出土鉄製武器

の比較研究」に関する資料調査//科研費

●日辺 征夫 :大韓民国/071216～ 12.19′ 古

代都城遺跡発掘現場交流の状況および今後の

推進の仕方につての協議/先方負担

●安田 龍太郎 :大韓民国//071216～ 1219/′

古代都城遺跡発掘現場交流の状況および今後

の推進の仕方につての協議 /́先方負担

●松村 恵司 :大韓民国/フに lZ16～ 1219/古

代都城遺跡発掘現場交流の状況および今後の

推進の仕方につての協議/先方負担

●吉川 聡 :カ ンボジア王国 /071217～ 1221

/ア ンコールワット遺跡所在日本人墨書銘の

調査 /́科研費

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/071217～ lZ27

/ソサイ窯跡の調査研究 /科研費

●井上 直夫 :カ ンボジア王回/071217～

1227/ソ サイ窯跡より出土した遺物及び窯

跡の空撮のためノ/科研費

●林 正憲 :カ ンボジア王国/071217～ 1227

/西 トップ寺院の調査/運営費交付金

●石村 智 :カ ンボジア王国 /071217～ 1227

/西 トップ寺院の調査/運営費交付金

●島田 敏男 :カ ンボジア王国/08121～
■26/西 トップ寺院の調査/運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/08121～ 126

/ア ンコール遺跡群共同研究西 トップ寺院調

査/運営費交付金

o清水 重敦 :カ ンボジア王国/08121～
126/ア ンコール西 トップ寺院遺跡の建造物

調査/運営費交付金

●窪寺 茂 :大韓民国 081.22～ 124/韓国

目立全南大学校主催のシンポジウムで発表 昭

聘)/先方負担

●杉山 洋 :カ ンボジア王国ィ/0827～ 216/

アンコール文化遺産保護共同研究現地調査の

ため/運営費交付金

●森本 晋 :ア ルメニア共和国/0829～ 217

イ壁画遺構の保全状況調査//運営費交付金

●馬場 基 :大韓民回/08212～214/国際

シンポジウム「吉代東亜細亜世界の物流と木

簡」報告のため/先方負担

o小澤 毅 iベ トナム社会主義共和国/
082.19～225/タ ンロン皇城遺跡発掘調査支

援//他機関負担

●井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国/
08219～ 31//タ ンロン皇城遺跡発掘調査支援

/イ 他機関負担

●小田 裕樹 :大韓民国フ/08.225～ 229/扶

余・慶州地域における火葬墓関連資料、遺

跡の調査
ア
科研費

●次山 淳 :大韓民国′/0837～ 39/日 韓共

同研究の一環として、国立加耶文化財研究所

における成安城山山城出土木簡の見学ならび

に研究交流をおこなうため/運営費交付金

o高 田 貫太 :大韓民国r/0837～39/日韓

共同研究の一環として、国立加耶文化財研究

所における成安城山山城出土木簡の見学なら

びに研究交流をおこなうため′′運営費交付金

●竹本 晃 :大韓民国/0837～ 39/日 韓共

同研究の一環として、日立加耶文化財研究所

における成安城山山城出土木簡の見学ならび

に研究交流をおこなうため′/運営費交付金

●馬場 基 :大韓民国 /0837～ 39/日韓共

同研究の一環として、国立加耶文化財研究所

における成安城山山城出土木簡の見学ならび

に研究交流をおこなうため/運営費交付金

●浅野 啓介 i大韓民国//0837～3.9/日 韓

共同研究の一環として、国立加耶文化財研究

所における成安城山山城出土木簡の見学なら

びに研究交流をおこなうため/運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/08.37～ 312フ/

飛鳥資料館企画展示出陳交渉/運営費交付金

●森本 晋 :タ ジキスタン共和国、ウズベキ

スタン共和国/083B～ 317/′ アジナタバ関連

資料調査、文化遺産専門家会議「日本と中央

アジア」出席と関連資料の調査/運営費交付

金

●田辺 征夫 :中華人民共和国/08.38～312

/朝陽地区隋唐墓の整理と研究 /運営費交付

金

●小林 謙一 :中華人民共和国 /083_8～315

日中古代墳墓副葬品の比較研究/´科研費

●加藤 真二 :中華人民共和国//0838～ 315

/朝陽地区隋唐墓の整理と研究/運営費交付

金

●児島 大輔 :中学人民共和国//08310～

322/中 国四川省における唐代仏教摩崖造像

の写真撮影および関連資料収集/他機関負担

●降幡 順子 :中華人民共和国/08312～
315′

/朝陽地区隋唐墓の整理と研究/運営費

交付金

●脇谷 草一郎 :中 華人民共和国ァ/083.12～

315ァ/朝陽地区隋唐墓の整理と研究 /運営費

交付金

●牛嶋 茂 :中 華人民共和国/083.12～319

/朝陽地区隋唐墓の整理と研究/運営費交付

金

●中川 あや :中華人民共和国/08312～

319/朝 陽地区隋唐墓の整理と研究/運営費

交付金

●和田 一之輔 :中華人民共和国/08312～

319/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科研

費

o金田 明大 :中華人民共和国/08312～

319/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科研

費

●島田 敏男 :ベ トナム社会主義共和国ィ
ン

08313～317/ベ トナム回ハタイ省 ドウオン

ラム村におけるワークショップ参加 /運営費

交付金

●黒坂 貴裕 :ベ トナム社会主義共和国/
08313～ 317ノ ベ トナム国ハタイ省 ドゥオン

ラム村におけるワークショップ参加´́運営費

交付金

●巽 淳一郎 :大韓民国/フ 08319～ 323//21D8

年度以降の共同研究の計画、具体的な研究課

題の選定、研究員の派遣日程などについての

協議をおこなうため//運営費交付金

●次山 淳 :大韓民国 08319～323/2008年

度以降の共同研究の計画、具体的な研究課題

の選定、研究員の派遣日程などについての協

議をおこなうため
′
運営費交付金

●小田 裕樹 :大韓民国//08319～323/2CX18

年度以降の共同研究の計画、具体的な研究課

題の選定、研究員の派遣日程などについての

協議をおこなうため /運
営費交付金

●高田 貫太 :大韓民国//08.319～ 3努 2CX18

年度以降の共同研究の計画、具体的な研究課

題の選定、研究員の派遣日程などについての

協議をおこなうため′/運営費交付金

●馬場 基 :大韓民国
/́08319～

323/2008年
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度以降の共同研究の計画、具体的な研究課題

の選定、研究員の派遣日程などについての協

議をおこなうため/運営費交付金

●松井 章 :ア メリカ合衆回、カナダ/
08.320～330/カ ルフォルニア大学バークレ

ー校のシンポジウムで発表、ワシントン州オ

リンピア市ピュージェット・サウンドコミュ

ニティー・カレッジでデール・クロース教授

とサンケン・ビレッジ遺跡の共同研究の打ち

合わせ、バンクーバー市で開催されるアメリ

カ考古学会で研究発表/先方負担 (内、23～

30の滞在費は科研費)

o小澤 毅 :中華人民共和国/08325～328

/中国の造瓦技法の変遷に関する国際シンポ

ジウム/科研費

●山崎 信二 :中華人民共和国/083.25～

328/日 中都城の比較研究/運営費交付金

公開講演会

第¬00回 公開講演会

2007年6月 16日

◆大河内 隆之 i年輪年代学とデジタル画像

技術

年輪年代学において、デジタル画像技術

は重要な役割を果たしている。高解像度の

デジタルカメラによる鮮明な年輪画像をコ

ンピュータで画像計測する方法は、年輪デ

ータを効率よく取得するのに効果的であり、

近年ではこのような年輪年代調査方法が広

がりつつある。また、マイクロフオーカス

XttC T装置を導入することで、表面の劣

化や彩色などの影響で対象表面では年輪の

観察ができないような場合でも、非破壊で

年輪年代調査が可能になった。このような

現状とこれを支えているデジタル画像技術

の概要について、事例を交えながら紹介した。

西大寺食堂院の事夕Jで は、デジタル画像

による年輪年代測定によって、767年 に伐採

されたヒノキ材が井戸枠に用いられている

ことが明らかになった。また、マイクロフ

ォーカスXttC Tを 用いて木彫神像を非破

壊年輪年代瀕I定した事例についても紹介した。

◆林 正憲 :「西大寺旬1藍に迫る一最新の

発掘調査成果から一」

本講演では、これまで注目されることの

少なかった西大寺の伽藍配置について、最

新の発掘調査成果を交えながら、新たに明

らかとなった知見とそこから導き出される

見解について述べた。伽藍の中で最も初期

につくられた四王堂では、創建当初の状況

を明らかにするとともに、平安時代におけ

る再建の状況も知ることができた。伽藍の

中心建物の一つである薬師金堂では、巨大

な凝灰岩を柱穴に据えるという特殊な正法

を確認するとともに、柱穴の配置から建物

構造を復元することが可能となった。伽藍

東北域にある食堂院では、広範囲にわたる

発掘調査の結果、多くの建物の存在とその

整然たる百E711構造を明らかにすることができ、

井戸から見つかった多量の木簡から食堂院

の機能について多数の知見を得ることがで

きた。そして、これらの知見を総合して、

西大寺の全体の伽藍配置が極めて計画的に

整備されたことを説明した。

第¬01回公開語演会

200フ年 10月 20日

◆降幡 順子 :キ トラ宙墳壁画の保存

キトラ古墳 (7世紀末-8世紀初頭)で

確認された四神、十二支像、天文図の壁画は、

壁画を取 り外した上で充分な修理をおこな

い保存する方針となった。取 り外した壁画

については、保存修理を進め、白虎と玄武

については2006年春および2007年春に一般

公開をおこなっている。これらの壁画につ

いて、実際の取 り外し作業や保存修理作業

の様子を紹介し、さらに作業をおこなう上

で必要な漆喰の現状を知るための科学的な

調査を実施しているので、その結果につい

て紹介した。

壁画の取り外し作業は、壁画表面の保護 (表

打ち)、 取り外し、壁画裏面の保護 (裏打ち)、

表打ちの除去という行程でおこなわれている。

取 り外した壁画は、緩やかに乾燥を進め、

事前調査のあと、保存処置 (強化処置)を

おこなっている。この処置は、裏面からメ

チルセルロース水溶旗、低濃度のアクリル

樹脂 (B-72)を 塗布し、最後にアクリル

樹脂とアリレー ト繊維のフイルムを酢酸エ

テル溶液にて貼 り付けて全体を強化する作

業である。現在は、展示・保管をするために、

裏面にはさらに緩衝材を設置し、展示用仮

パネルにセットしている。

キ トラ古墳の漆喰は、発掘中に出土した

資料を用いて定量分析および薄片資料の観

察を実施した。分析の結果、高松塚古墳の

漆喰とよく似た組成を示し、ほぼ同質であ

ると考えられる。しかし、酸化鉛の含有量

については、キ トラ古墳の漆喰には極微量

しか含まれず、高松塚古墳の漆喰とはまっ

たく異なる結果が得られた。薄片資料を偏

光顕微鏡下で観察した結果、断面方向の観

察では、ほぼすべては方解石の微晶集合体で、

005111111大 におよぶ石英や斜長石がごく僅か

に観察された。漆喰表層付近には空隙があり、

それが内部にまで虫食い状に連続している

ところも多く、漆喰自身の脆弱化は顕著に

現れていた。しかし、高松塚古墳の漆喰で

指摘されているような、表層付近における

二次的な結晶成長の痕跡は今回の試料片で

は見られず、また明らかに亀裂と判断でき

る部分は、直線的で二次的に大きな結晶が

成長し充填しているところもあった。

壁画上では線状の窪みと赤色顔料を確認

している。下書きの方法としては念紙を用

いて尖筆などでなぞったことが考えられ、

下書きの方法を考える上で有用な情報を壁

画面から得ることができる。

また白虎部分の赤色顔料については、水

銀朱 (HgS)、 窪みの赤色部分からは鉄を

顕著に検出することから弁柄 (Fe203)の

可能性が高いと考えられることなど、壁画

の保存修理の一端を、写真や動画を用いて

紹介することができた。

◆平澤 毅 :文化遺産としての風景の保存

歴史的庭園や自然の峡谷、海浜、山岳を

はじめ、棚田や里山、伝統的な集落や町並

みなど、日本には愛すべき様々な風景が存

在する。これらは現在、文化財保護法にお

いて、名勝地、文化的景観、伝統的建造物

群など、貴重な文化財の類型として広く認

知されている。こうした風景は、可視的な

モノとして理解される側面を有するが、実

際のところそれを感じる人々の文化の枠組

みや生活の営み無 くして存在しないもので

ある。また、種々の様態を示す風景には、

朝夕・昼夜、季節によって、あるいは年を

経る中で常に変化を続ける性質もある。

こうしたことを踏まえ、講演においては、

「風景/景観」、「遺産と風景」、「遺産保存

の歴史と風景」、「『文化的景制 ということ」

などの切 り口から、国内外の様々な事例や

考え方を示しつつ、「文化遺産としての風景」

の捉え方とその保存の観点、あるいはそれ

らの取組がどのように発展してきたかなど

について解説した。
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研究集会

◆苗代官衝・集落研究会

2007年 12月 ]4～ 15日

「古代地方行政単位の成立と在地社会」

をテーマに開催した。研究報告は、清野陽

―「常陸国の古墳分布と郡領域」、大橋泰

夫「国郡制の成立と官衡」、日尾誠敏「令

制国の成立と土器流通」、木本雅康「筑後

国御原郡の郡界と筑後・肥前国境」、円井

直哉「歴史地理学から見た郡域編成の成

立」、市大樹「木簡から見た国評制の成立」、

荒井秀樹「文献史学から見た国郡制の成立」

の 7本である。考古学 。文献史学・歴史地

理学の諸分野から、日本古代律令国家の

国 。郡という行政単位に基づく地方支配が

いつ、どのような形で成立してきたか、そ

の行政単位はどのような性格を持っていた

のか、また、その行政領域は在地社会の生

活圏といかなる関係にあったのかなどにつ

いて、研究の現状や論点を報告して総合討

議をおこない、課題の共有化 を図った。

参加者は地方公共団條・大学関係者等158

名で、アンケー トでは97%が有意義であっ

たと回答が得られた。この研究会の報告論

文集は2008年 度に刊行する予定である。

(山 中 敏史)

◆遺跡整備・活用研究集会 (第2回 )

2008年 1月 25日～26日

本研究集会は2006年度から年 1回継続的

に開催しているもので、第 1回 は「遺跡の

教育面に関する活用」をテーマとして2007

年 1月 25・ 26日 に開催し、教育面からみた

遺跡の活用に関する実績 と課題について

様々な角度から検討をおこなった。

第 2回 となる本年度は、遺跡保護の体制

の在 り方について検討することとし、特に

地方自治法の改正により2003年に「公の施

設」の管理に導入された指定管理者制度と

の関わりを具徐的な論点に据え、テーマを

「遺跡の保存管理・公開活用と指定管理者

制度」として開催した。

基調講演においては 《指定管理者制度と

文化財・遺跡・公園》を主題とし、 2本の

講演を通じて、指定管理者制度を巡る基礎

的事項のほか、公園や遺跡を管理する上で

の制度の捉え方などが示された。事例報告

では、《指定管理者に採用された立場から

の創意工夫》、《文化財保護行政と指定管理

者制度の接点》の 2つ の観点から、各 3本

の報告を通じて、取組の実際と課題が示さ

れた。総合討論では、指定管理者の業務、

制度運用における組織、住民との連携、専

門・技術の継続性、管理業務の評価などに

ついて議論され、今後における遺跡の保存

管理・公開活用の在 り方そのものを検討し

ていく上でも重要な観点が示された。

(平澤 毅)

◆第 11回古代瓦研究会

飛鳥白鳳の瓦づくリー藤原宮式軒瓦の展

開―

2008年 2月 2日 ～3日

1998年 以来、飛鳥白鳳期の古代瓦を、実

物を見ながら議論し、造瓦技術の変遷と伝

播について検討する研究集会をおこなって

きた。第11回 目となる今回は、藤原宮式や

本薬師寺式軒瓦の展開をテーマとして開催

した。近年の発掘調査により蓄積 しつつあ

る藤原宮跡出土瓦、各生産地、同範瓦が分

布する地域の様相、また、藤原宮式軒瓦と

意匠を一部共有し、製作時期が重複する本

薬師寺創建軒瓦、各地における本薬師寺式

軒瓦の様相、藤原宮式軒瓦との時間的前後

関係が注目される九州の老司式軒瓦につい

ての報告がなされた。

報告を踏まえた討議では、①藤原宮式軒

瓦の属性 (本薬師寺式軒瓦の位置づけ)の
検討、②藤原宮式軒瓦の生産 。供給体制の

再整理、③藤原宮式軒瓦 。本薬師寺式軒瓦

の在地における展開、などの論点を中心に

議論をおこなった。資料の蓄積や新出資料

により新たな知見が得られるとともに、丸

瓦・平瓦も含めた総合的な検討の必要性も

今後の課題として浮き彫 りになった。参加

人数205名であった。

(中 川 あや)

◆「遺跡出上の建築部材に関する総合的研

究」シンポジウム ー出土建築部材の調査

方法と視点―

2003年 2月 15～ 16日

2006年 度からおこなっている、「遺跡出

土の建築部材に関する総合的研究」の一環

としておこなったもので、今年度は表記の

テーマを設定 し、宮本長二郎先生による

「出土建築部材研究の展望」と題する基調

講演の後、 3つ のセッションを設定した。

セッション 1「情報の収集と公開」では、

西田紀子「全国遺跡出土建築部材データベ

ースの構築をめざして」、山桝雅美「青谷

上寺地出上の建築部材―データベースの整

備をめざして一」、セッション2「出土建

築部材の調査方法」では、黒坂貴裕「出土

建築部材における実測方法の課題と現状」、

中川律子「出上部材の調査方法 ―現状と

課題―」、セッション3「 出上部材の調査

と視点」では、榎本剛治「胡桃館埋没家屋

の部材とその調査」、加治屋嘉文「熊本県

麦島城跡の出上部材とその調査」の各発表

の後、関連する研究者のコメントとともに

討議をおこなった。

討議の結果、基礎的なデータベースの作

成と同時に、調査現場に資するような類例

索引的な事例集の作成が急務であることが

明確となった。調査方法については、考古

学・建築学それぞれの視点から意見が出さ

れ、今後、調査マニュアル的なものの作成

を目指すこととなった。なお、今回のシン

ポジウムの参加者は約70名 、その内容は、

2008年度に冊子に纏める予定である。

(島田 敏男)

◆保存科学研究集会

2008年 2月 2フ～28日

今年度の研究集会は、「壁画古墳の保存

に関わる諸問題」と題しておこなった。近

年、高松塚古墳壁画およびキ トラ古墳壁画

保存の問題が大きくクローズアップされて

おり、特に今回は、国宝壁画を守るために

高松塚古墳の石室解体というこれまでに類

をみない作業もおこなわれた。古墳壁画の

保存には環境をはじめとした様々な問題が

存在するが、研究集会では、壁画を有する

古墳の保存問題に焦点をしはり、高松塚古

墳壁画の保存修理のための石室解体に関す

る報告とあわせ、壁画装飾されたいくつか

の装飾古墳の保存の現状についての報告を

おこない、これまでの取り組み、これから

の対策などについて、情報の交換と討論を

おこなうことを目的とした。

研究集会は 5部構成とし、それぞれ「第

二部 高松塚古墳石室解体にともなう墳丘

の発掘調査」、「第Ⅱ部 石室解体に用いた

機材の展示公開」、「第Ⅲ部 高松塚古墳石

室壁画の保存修理のための石室解体」、「第

Ⅳ部 各地域における装飾古墳の現状」、

「第V部 質疑応答・討論」をおこなった。

高松塚古墳の石室解体に至った経緯、石室

解体の技術的な報告がおこなわれるととも

に、実際に石室解体で用いられた治具や搬

送車輌の展示・公開、実大の石材のコロを

用いた地切 りの実演などもおこなわれた。

また、熊本県、福岡県および茨城県の装飾
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古墳の保存の現状と課題の報告をおこなっ

た。総合計議を通して、壁画古墳の保存に

ついての問題点を共有することができたこ

とはきわめて有意義であった。

(肥塚 隆保)

◆請演会 宮中儀礼の復興と文化遺産の活

用

2008年 3月 29日

平城宮第一次大極殿完成後の遺跡の活用

プログラムを念頭に置いて、文化遺産部景

観研究室・遺跡整備研究室が合同で開催し

たものである。昨年は関係者や関係機関を

招いて研究会として実施したが、平城遷都

1300年 事業協会が催事として年中行事の再

現なども計画しており、内容の具体化、市

民への周知の必要性を感じ、公開でおこな

った。

韓回ソウルの朝鮮時代の王宮、景福宮な

どで守門将の交替儀式や、大射礼、即位儀

と朝会儀礼などをおこなっている、韓国文

化財保護財団の安泰旭文化事業室長を招

き、儀礼の再現の方法、事業を行う上での

現】犬と課題などを報告してもらった。また、

内田は、宮殿の造営も年中行事も本来的に

は天の思想と関わることなどを報告し、い

くつかの年中行事を提案した。

(内田和伸)

科学研究費等

◆カンボジアにおける中世遺跡と日本人町

の研究

代表者・杉山 洋 特別研究促進費 継続

カンボジアにおける中世遺跡、わけても

プノンペンとピニャールーの 2カ 所にあっ

たとされる日本町を対象とし、カンボジア

における中世遺跡との関連を明らかにする

とともに、当該期の日本人町について、日

本出土遺物と関連する遺物の出上を元に、

その生産流通関係を考察する。一方で、カ

ンボジアにおける中世期の調査研究のため

に、クメール陶器の窯跡を調査し、クメー

ル陶器の編年研究を推進する。

日本人町の調査としては今年度はこれま

での調査によって出上した資料の整理を行

った。12月 にはソサイ窯跡群の第 6時発掘

調査を行った。今回の調査で窯体のほぼ全

容を明らかにすることができた。

これらの成果を受けて 3月 には報告書を

刊行した。

◆文化的資産としての名勝地の概念とその

適用に関する基礎的研究

代表者・平澤 毅 特別研究促進費 (基盤研究

(C)相当)新規

本研究は、記念物の一類型である「名勝

地」について、その概念の具体的資産への

適用と保護の在り方を検討するための総括

的資料の作成を含む基礎的な研究をおこな

うものである。

今年度は、資料の収集・整理・検討を進

めるとともに、基礎的情報の収集について

関係機関等と協議をおこない、全国的な調

査に係る準備作業をおこなった。また、関

連する一部成果を学術雑誌に掲載した。

◆推論機能を有する木簡など出土文字資料

の文字自動認識システムの開発

代表者 。渡遇晃宏 基盤研究 (S)継続

5カ 年計画の最終年度にあたる。昨年度

ヴァージョンアップしてWEB公 開した文

字画像データベース「木簡字典」の地域

的・時代的データの充実を図る一方、F平城

宮木簡』所収木簡を対象とした印刷版の木

簡字典『日本古代木簡字典」を刊行 した

(親字数940文字、延べ5000文字を掲載)。 ま

た、木簡の文字釈読支援システム「MOkkan

shop」 について、字書の入れ替えと、候補

表示の文字コー ドから字形そのものへの変

更など、使用意見に基づく改良をおこなっ

た。

5カ 年間の研究により、「木簡字典」と

「Mokkan shOp」 の実用化という形でほぼ所

期の目標通りの研究成果を上げることがで

きた。いずれも奈文研のホームベージ上に

開設した木簡に関する総合情報サイト「木

簡ひろば」において公開している (http:

//hiroba nabunken.go.lp/)。

なお、出土文字資料、特に木簡のもつ情

報のデータ化のあり方を考えるため、「木簡

の情報解読・発信・保存・活用に関するワ

ークショップ」を開催し (20∝年 1月 8日 )、

また公開シンポジウム「木簡研究の最前線

―地下の正倉院文書をよむ」を実施 した

(2007年■月23日 )。

◆日中古代墳墓副葬品の比較研究

代表者・金田明大 基盤研究 (A)継続

遺西地域の唐墓から出土した偏は、施釉

焼成式 (陶桶)と 加彩乾燥式 (泥偏)に 大

別でき、前者には中原地域と同じ籠型から

作られた可能性が高い陶桶が含まれる。ま

た、一墳墓から出土した同拒の偏にあって

も、製作技法の違いから、複数の技術者が

関わつて製作されていたことが明らかにな

った。

◆苗代東アジアにおける造瓦技術の変遷と

伝播に関する研究

代表者・山崎信二 基盤研究 (A)継続

本研究は、日本・韓半島 。中国の 4世紀

から8世紀までの瓦について、国ごとに文

様や製作技術の変遷を把握し、国を越えた

技術伝播の様相を解明することを目的とし

ている。 3年 めにあたる本年度は、韓国の

公州・扶餘・織 山地域から出上した百済熊

津・涸洸時代の瓦と、中国の隋唐時代の洛

陽城・長安城出土瓦の調査を実施した。ま

た、中国の研究者を日本に招聘して意見交

換をおこなったほか、北京で中国の造瓦技

法の変遷に関するシンポジウムを開催 し

た。

◆遺跡出上の建築部材に関する総合的研究

代表者・島田敏男 基盤研究 (A)継続

今年度は4ケ 年計画の 2年 度目で、全国

の出土建築部材のデータベースの作成を推

進するともに、飛鳥・藤原地区出上の出土

建築部材および他遺跡出上の建築部材を調

査し、調査を通して出土建築部材の調査手

法の検討もおこなった。そして、研究会集

会を開催し、全国の研究者と連携をはかる

とともに、出土建築部材の調査研究手法に

ついて議論をおこなった。

◆東アジアにおける家畜の伝播とその展開

に関する動物考古学的研究

代表者 。松井章 基盤研究 (A)新規

前年度までの課題 (基盤A)に 続 き、

2007年度から「東アジアにおける家畜の伝

播とその展開に関する動物考古学的研究」

(基盤A)が 4年 間、採択された。本年度

は中国浙江省田螺山遺跡、韓国金海会蜆里

貝塚の発掘資料の観察、整理をおこない、

国内では、佐賀市東名遺跡 (縄文早期)、

大分市横尾遺跡 (縄文早期・前期 )、 大分

市大友氏館跡 (中 世)か ら出土した動物遺

存体を分析した。

◆富本銭と和同開弥の系譜をめぐる比較研

究

代表者 。松村 恵司 基盤研究 (B)継続

最終年度となる今年度は、西日本の和同

開弥の出土集成をおこない、全国集成を完

成させた。 3月 1・ 2日 の両日、研究集会

「和同開弥をめぐる史的検討 (2)」 を開催

し、考古学、文献史学、冶金学、貨幣学の

研究者と連携して、和同開弥の出土状況か

ら流通実態の解明に迫る方法について議論

をおこなった。また藤原宮から出上した新

種の富本銭の材質分析、銭文の比較、字体

の類例探しなどをおこない、富本銭の変遷
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に関する見通しを得た。 4カ 年に及ぶ研究

の総括として「富本銭と和同開弥の系譜を

めぐる比較研究 (下 )」 を刊行した。

◆霊廟建築における荘厳手法の総合的比較

研究

代表者・窪寺 茂 基盤研究 (B)継続

本研究は、全国各地の霊廟建築を対象と

した構造・意匠・装飾技法面の調査研究か

ら、霊廟建築の荘厳に関わる設計理論 。手

法を明らかにし、当時の建築文化の実像を

究明することを目的とする。 3年 目にあた

る本年度は、仙波東照宮 (埼 玉)、 上野東

照宮 (東 京)、 徳川家霊台 (和 歌山)ほか

の霊廟建築調査などを実施した。

各建築の実体を把握するにあたり、過去

の保存修理により建築の様相 (と くに塗装、

金具)が建設当初から変化している点が、

これまでの現地調査で問題となっている。

現在この点に注意して現地調査結果を整理

し、社殿形式等による建築構造、建築仕様

などの設計内容や、荘厳手法の類似・相違

点などの解析を、研究分担者間で討議しな

がら進めているところである。

◆「灰欧法」の実証的検証に基づくわが国

における金 。銀の製錬技術の技術史的研究

代表者・村上 隆 基盤研究 (B)継続

わが国における約2500年の金属利用の歴

史の中で、特に金・銀に注目し、その純度

を高める精錬技術の技術移転と定着、さら

には技術発展に関して実証的な検証をおこ

なうことが、本研究の目的である。わが回

における鉱石の採鉱から金属の製・精錬に

至る技術に対する従来の研究は主に文献史

料調査に基づくため、文献史料自体の存在

が希薄である古代の実状は詳らかでない。

本研究は、最近の考古学的発掘によって新

たに出上した実資料に対する科学的調査の

成果に基づき、古代からの技術の変遷を実

証的に検証する手法をとることを大きな特

徴とする。金・銀の純度を上げる灰吹法の

原形と呼べる方法が、 7世紀後半にまで遡

ることを、本研究における昨年度の成果と

して報告した。今年度は、さらに日本にお

ける鉛を用いた金 。銀を精錬する技術に

は、①古代タイプと②近世タイプの二通り

の系譜がある可能性を示唆することができ

た。これまで1533(天文 2)年に日本で初

めて導入されたとされてきた灰吹法の原形

がすでに古代からおこなわれており、さら

に灰吹法に用いる炉の形態にも歴史的変遷

があることが実証されたことは、日本の科

学技術史を書き換える重要な知見となると

考えられる。

◆打音試験法及びアコースティックェミッ

ション法による石造文化財の劣化診断技術

の開発

代表者 。高妻 洋成 基盤研究 (B)継続

昨年度試作した打音試験装置にさらなる

改良を加え、石材の浮き・剥離・強度に関

する基礎的なデータ収集をおこなった。ま

た、アコースティックエミッション法では

石造文化財の移動・搬送におけるモニタリ

ングシステムとしての実用化に取 り組み、

データを集積した。

◆南都における廃仏毀釈後の資料動態に関

する調査研究

代表者・吉川 聡 基盤研究 (B)継続

本研究は、南都の古寺社が所蔵してきた

歴史資料について、本来伝来した場所から

流出した状態で現在保管されている資料群

の性格を明らかにする。 2年 目の本年度は、

引き続き新修東大寺文書聖教の中村準一寄

贈文書の調査を続行し、江戸時代後期から

明治維新期の日記や、絵図等を確認した。

また、明治維新期の日記の一部を翻刻した。

江戸時代から明治維新にかけての奈良・興

福寺に関する貴重な史料といえる。

◆大種殿院の思想と文化に関する研究

代表者・内田和伸 基盤研究 (B)継続

『文選』賦篇や『旧唐書』志第二の明堂

の記載、『記紀』の国産み神話などを検討

し、奈良時代の第一次大極殿院が宇宙の構

造をなぞらえ、そこに設置された高御座は

天の御柱を意図して設計されたことなどを

発表した (奈良女子大COE講演会、『古

代日本の構造と原理』青木書店)。 また、

復元整備の進む平城宮跡での活用のあり方

として、いくつかの年中行事を提案 した

(宮 中儀礼の復興と文化遺産の活用講演会、

『埋蔵文化財ニュース』第130号 )。

◆マイクロフォーカスXttC Tを 用いた非

破壊年輪年代法による木彫神像の研究

代表者・大河内隆之 基盤研究 (B)新規

本研究は、マイクロフォーカスxttC T
装置を用いて調査対象の断層画像を撮影

し、得られた画像をもとに非破壊で年輪年

代測定する技術を木造神像彫刻の調査に応

用するものである。本年度は、奈良国立博

物館所蔵の神像、栗束歴史民俗博物館寄託

の神像群などを奈良文化財研究所に輸送

し、同法による非破壊年輪年代調査を実施

した。また、本研究の先行調査として昨年

度に実施した園學院大学榊道資料館所蔵の

木造僧形坐像 (伝僧形八幡神像)の事例に

ついて、第24回 文化財科学会大会などで発

表した。

◆苗代の宮殿および官衝の占地に関する復

元的研究

代表者 。小澤毅 基盤研究 (C)継続

本研究は、近年の考古学的調査の進展を

承けて、 7世紀以前の宮殿の所在を具体的

に推定し、占地上の特徴の存否ならびに時

代や地域による変化を把握することを目的

としている。最終年度にあたる本年度は、

文献史料との整合性や占地の面から、具体

的な候補地についてそれぞれの妥当性を検

証し、宮殿としての通有の特徴や時代・地

域による変化をとりまとめた成果報告書を

作成した。

◆古代冶金I房の基礎的構造に関する考古

学的研究

代表者 。小池伸彦 基盤研究 (C)継続

本年度は、 7世紀以降の冶金工房の 3類

型 (伝続的工房・大規模集約型工房・新技

術による工房)と 、古墳時代の冶金工房の

類型との比較検討を進め、関連性や系譜を

辿 り、展開過程の跡付けを試みた。その中

で新たに古墳時代の一類型として大県遺跡

型を設定し飛鳥池遺跡 との関連性を追究

し、初期大規模官営工房の成立過程につい

て考察した。また、文献資料を検索しデー

タ入力を実施した。

◆東アジアにおける武器・武具の比較研究

代表者・小林 謙― 基盤研究 (C)継続

5世 紀の日本列島に出現する騎兵装備、

そのなかでも主要な防禦具である性甲は、

高句麗を含む中国東北地方を源流とするも

のであった。それは系譜的には、さらに遡

り、前漢代に成立していた形式を異にする

2種 の鎧甲の要素を合わせ持っていること

が明らかになった。

◆日韓出土土器による 3・ 4世紀国際交流

の研究

代表者 。次山淳 基盤研究 (C)継続

東大寺図書館での文書調査風景
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本研究は、土器を主たる材料として、日

本列島の弥生時代終末から古墳時代前期に

あたる 3・ 4世紀における日本列島と朝鮮

半島との交流のありかたを検討するもので

ある。今年度は、韓国における資料見学等

をおこなうとともに、土器の分布からみた

当該期の交流形態について「古墳時代初頭

の瀬戸内海ルー トをめぐる土器と交流」と

題して考古学研究会第53回 総会において報

告し、内容を『考古学研究』第54巻 第 3号

に発表した。

◆蓄積型自然放射線量とX線分析による吉

代ガラス・セラミックス材質の考古科学的

研究

代表者・降幡順子 基盤研究 (C)新規

本研究は古代ガラス・セラミックスの材

質調査から当時の流通・技術伝播や権力構

造による分配の構造を明らかにしていくこ

とを目的としている。アジア全体での産地

の変遷と、日本国内での材質の変遷を併せ

て考察していくことにより、当時の産業・

技術史的な流れを解明していく。

本年度は、材質の時代的な変遷や加工法

を調査することにより出土遺物を分類して

いくことをおこなった。ガラス、陶磁イ洋片

のイメージングプレー トを用いた構造調査

(CR法 )、 蓄積型自然放射線量の測定 (A

R法 )を取り入れて迅速かつ多量の遺物の

分析をおこない、さらに標準試料を用いた

蓄積型自然放射線量の数値化のための基礎

的実験をおこなった。

◆律令国家の国郡制成立過程に関する考古

学的研究

代表者・山中敏史 基盤研究 (C)新規

今年度は、前期評段階の官衡遺跡やミヤ

ケ関係追跡の発棚調査資料を収集し、掘立

柱建物の平面規模・構造・変遷等について

データベース化を進め、後期評術や郡術の

建物規模・構造等の比較検討を始め、前期

評と後朗評段階との間における画期の存在

を再確認した。また、国街遺跡の初現期の

政庁遺構は郡庁構造 と大差ない構造であ

り、同行としての格式を整えた国庁成立時

期は 8世紀に下ることが判明した。また、

筑後国御原・御井郡の官街関係遣跡や、三

野国ム下評大山五十戸・刀支評恵奈二十戸

の比定地などの現地踏査をおこない、評成

立における歴史地llI的 環境について検討し

た。そして、これらの地域にはミヤケやア

ガタといった大和工権の王領の地が存在し

ていた可能性があり、それが一早い立評や

五十戸編成と結びついていることを推察し

た。また、郡界線を挟んで隣接する郷比定

地や、近江同覇流村墾田地図にみえる郡界

線と現地との関係について検討し、郡界線

が自然地理的環境や在地の生活圏とは無関

係に設定されている状況を明らかにした。

◆弥生 。古墳時代における日韓墳墓出土鉄

製武器の比較研究

代表者・豊島直博 若手研究 (B)継続

近年資料が増加している馬韓地域の武器

を調べるため、日立全州博物館で調査をお

こなった。また、日本の前期古墳から出土

する鉄剣とヤリについて論文を執筆し、研

究成果報告書『古墳時代前期の鉄製刀剣』

をまとめた。

古墳時代の開始期には、畿内を核とする

鉄製武器の再分配が始まる。武器の授受が

支配者層の連携に重要な役害1を 果たしたと

結論づけた。今後は中国大陸の武器と比較

研究を進めたい。

熊本県天水経塚古墳出土鉄剣の把

◆古代東アジアにおける木造塔の構造と意

匠に関する研究

代表者・箱崎和久 若手研究 (B)継続

中卜II可北省に残る、定州開元寺塔をはじ

めとして木造の意匠をもつ10塔あまりの調

査をおこなった。いずれも簡造で、木造の

意匠をもつものもあるが、横架材の筋が過

らないなど木造の構造では合理的でない部

分がある。これまでの研究を通じて、人角

平面の塔の構造的特質や、方形平面の塔と

の差具があるのかどうかなどが今後の分析

課題となった。

◆古代中世の建築用語とその規格一造営史

料と建築部材の検討を通して一

代表者・西田紀子 着手研究 (B)継続

昨年度にひきつづき、東寺百合文書・教

工護国寺文書所収の造営関連史料から建築

用語を収集した。今年度は、束寺百合文書

イ面からキ面について、日録および写真帳

をもとに造営関係史料を集め、建築用語を

データベースソフトに入力した。

3カ 年の研究により束寺以外の社寺関連

史料からも、同様の建築用語の事例が蓄積

されつつある。こうした成果により、今後

の中世建築用語研究を深化させる道筋をつ

けられた。

◆飛鳥藤原出土木簡の資料的検討と官司運

営の復元

代表者・市 大樹 着手研究 (B)継続

前年度に引き続き、飛鳥・藤原地域から

出上した木簡の資料的検討を進めた。その

成果の一端は、『飛鳥・藤原宮発掘調査出

土木簡概報21』 、『奈良文化財研究所紀要

2008』 、『木簡研究29』 に報告 した。また、

藤原京跡出土木簡などを使った衛門府の官

司運営の実態は「門膀 制の運用と木簡」

「大宝令施行直後の衛門府木簡群」「右大殿

付札考」と題する論文にまとめた。このほ

か、木簡の比較検討という観点から、「慶

州月城咳字出上の四面墨書木簡」「平城

宮・京跡出上の召喚木簡Jと 題する論文を

執筆し、木簡が出上した遺跡である藤原京

跡について、同題の一文をとりまとめた。

◆古代東アジアにおける火葬習俗の伝播に

関する基礎的研究

代表者・小田裕樹 若手研究 (B)継続

本研究は日本古代の「火非Jの歴史的意

義を明らかにするために、東アジアにおけ

る火非の位置づけとその伝播過程の解明を

目的としている。研究 2年 日の今年度は、

韓半島を対象として、昨年度集成した報告

書データをもとに、資料調査・遺跡船査を

おこない、韓国の研究者と意見交換をおこ

なった。また、従来の研究成果を論文にま

とめた。

◆東アジアにおける文化遺産のオーセンテ

ィンティに関する比較研究

代表者・清水重敦 若手研究 (B)継続

今年度は対象を韓国に絞り込み、20世〔紀

前半における日韓の建造物保存4歩 復を、修

理方針、技術者、修理技術から比較した。

束アジア各国における建造物のオーセンテ

イシティに関する微細ながら本質的な差異

として、建造物の屋根構造が規定する修復

方法が、オーセンティシティ概念を拘束す

る面があることを指摘した。

◆倉の立地から見た集藩構造とその景観文

化 :群倉型集君を事例として

代表者・黒坂貴裕 着手研究 (B)継続

住居が立地する集落とは別のところに倉

を密集させて建てる習俗は、一般に火災の

類焼を防ぐためとされている。しかし、調

査からは当該集洛の農地は狭小で、焼畑を
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含む畑作を農業の中心としていた場合が多

いことが手巴握できる。耕作形態と集落構造

の関係について、各集落の耕作地・住居・

倉の立地状況を中心に、引き続き分析をお

こなう予定である。

◆古代都城儀式の歴史的変遷にかんする研

究

代表者・山本 崇 若手研究 (B)新規

本申請研究は、古代都城の中枢に位置す

る大極殿とそこで行われる儀式の変遷を、

成立から終焉段階までを対象として再検討

せんとするもので、F大内裏図考証』 (1788

年)の全面的改訂による史料集の完備とそ

れを踏まえた都城の活用方法の検討を課題

としている。今年度は、既刊史料集 (稿 )

を補訂する史料収集を続けるとともに、申

請者が執筆を担当する大極殿関係刊行物の

準備を進めた。

◆定住民と遊牧民における埋葬体系の比較

研究―ヨルダン南部を例として一

代表者・橋本裕子 若手研究 (B)新規

本研究は初期遊牧民人骨における形態学

的な特徴を明らかにし、同時期の定住民と

の形態学的な異動と埋葬体系を明らかにす

るものである。本年度はヨルダンでの発掘

調査と初期遊牧民人骨の研究を中心に行っ

た。眺望のよい場所に位置するケルン墓群

出土人骨は、二次葬で上肢の筋肉が発達し、

遊牧に特化した生活状況が指摘できた。一

方、砂漠地の平らな場所に位置するケルン

墓出土人骨は、一次葬で上肢の筋肉が発達

し、遊牧生活を基本とし、季節的に農耕な

ども取 り入れていた生活状況が指摘でき

た。

◆銅鋳にみる古代東アジアの文化交流

代表者・中川 あや 若手研究 (B)新規

本研究は、古代東アジア (9～ 12世紀前

後)に おいて盛んに製作され、各国間で影

響を与え合った銅鏡に焦点を当て、その背

景にある各国間の文化受容の一側面を解明

することを目的とする。本年は、日本と韓

国の出土鏡、平安時代の文献史料にみえる

鏡関連記事の収集 とデータ化をおこなっ

た。また、成果の一部については大韓民国

目立慶州文化財研究所において口頭発表を

おこなった。

◆縄文時代における、縄文原体からみた社

会構造変化

代表者・石田 由紀子 若手研究 (B)新規

本研究は、縄文土器にほぼ普通的に存在

する施文具である縄文原体の動向から当時

の社会構造変化を探るものである。研究初

年度の今年度は、本研究の根幹となすと思

われる西日本の縄文時代中期末から後期前

葉の上器編年の再整理を行った。また、報

告書をもとにして、主に中国、山陰、九州

地方の資料収集を行い、縄文原徳の撚 り方

向および撚 り方のデータの蓄積をおこなっ

た。

◆石造文化財と水に関する研究―溶出実験

から捉えた化学的風化―

代表者・脇谷 草一郎 若手研究 (スタートア

ップ)継続

昨年度の研究成果により屋外に位置する

石造文化財の保存処理法として撥水処理が

非常に重要であることが示唆された。そこ

で本年度はこれまで個別に評価されてきた

既存の撥水剤を比較検討すると共に、別府

大学の山路氏によって新たに開発された綾

水剤の評価をおこなった。その結果、各撥

水剤の差異をより明確にすることができ、

撥水剤の選択において有効な知見が得られ

たものと考えている。

◆島嶼環境におけるラビタ人の拡散・適応

戦略を探る考古学的研究

代表者・石村 智 若手研究 (ス タートアップ)

継続

本年度は12月 に、サウスパシフイック大

学 。フイジー博物館と共同で、フイジー諸

島共和国でボウレワ遺跡を発掘調査し、杭

上住居と考えられる遺構を検出するなど、

ラピタ人の集落の実態解明へ向けての成果

をあげることができた。また8月 にはスウ

ェーデンで開催された国際学会「VII Inter_

national Conference on Easter lsland and

thc Pacific」 で発表をおこない、これまで

の成果を公表した。

◆加飾壺の成立・展開からみた吉墳祭祀の

創出過程

代表者・廣瀬覚 着手研究 (スタートアップ)

新規

本研究は、古墳出現期に盛行する加飾壷

の成立・展開過程を明らかにし、古墳祭祀

創出をめぐる地域関係を解明することを目

的とする。本年度は、西日本各地の関連資

料の集成を進め、岡山西部から広島・愛媛

といった地域に、特徴的な口縁部形態を有

する加飾壺が分布する状況を確認した。実

見の結果、これらの壺は製作・施文技法に

おいても高い共通性を有することがわか

り、加飾壷の地域的展開・伝播経路を捉え

る上で重要な事例となることが判明した。

◆東大寺の成立過程の研究

代表者・児島大輔 特別研究員奨励費 新規

本研究は、現存する仏像群および文献史

料を主とする資料から東大寺の成立過程を

明らかにすることを目的としている。

本年度は、年輪年代法の基礎となる現生

ヒノキ資料の年輪計測をおこない、本調査

に備えるとともに、「正倉院文書」、『続日

本紀』、『東大寺要録』および関連諸経典類

を精査した。また、中国・龍門石窟におけ

る慮舎那仏像造像との比較検討もおこなっ

た。

◆動 物 考 古 学  Fundamentals of
Zooarchaeology in」 apan

代表者・松井 章 研究成果公開促進

これまで奈文研で作成した現生動物の骨

格標本の中から主要種を選び、実測図によ

って遺跡出上の動物骨が同定できるよう意

図した。本書のもとは埋文ニュース連載の

『環境考古学』No.1～ 7で 、第一次中期計

画の成果が結実した。

◆目録学の構築と古典学の再生―天皇家公

家文庫の実態復原と伝統的知識体系の解

明―

代表者 。東京大学史料編纂所教授 田島 公

(渡遇 晃宏)学術創成研究費 新規

禁裏 。公家文庫収蔵史料のデジタル画像

の集積と目録化をおこない、日本独自の目

録学の構築を図る学際的研究である。都城

発掘調査部史料研究室の渡邊晃宏が研究分

担者として参加し、研究補助ッールの充実

を図るため、主として木簡など出土文字資

料による『日本古代人名辞典』の増補・訂

正と、データベース化などを担当している。

今年度の成果は、 a木簡データベースか

ら人名データベースを作成するための基本

ツールの開発、 b平城宮・京出土木簡の年

代を特定するための基本資料の整備の 2点

で、特別研究員古藤真平を採用してこれに

あたった。

◆太平洋島嶼国における考古学教育とパブ

リック・アーケオロジー

代表者・石村 智 働福武学術文化振興財団歴

史学・地理学助成 新規

本研究では、太平洋島嶼国における考古

学教育の発展に向けて、特に一般の住人と

の関わりを重視した草の根レベルの考古学

教育の実践を目指した。そこで、サモア独

立国の離島マノノ島にて、一般住人の参加

による考古学ワークショップを開催するプ

ロジェクトを実施した。そこでは現地語に

よってセミナーを開き、現地語で書かれた
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考古学関連書籍を計400部 配布し、さらに

小学校に中古のラップトップ・コンピュー

タを10台寄贈した。本プロジェクトは、草

の根レベルの考古学教育のテス トケースと

して一定の成果をあげた。

◆春秋戦国時代における青銅器生産遺跡の

研究一侯馬鋳造遺跡を中心として一

代表者・丹羽 崇史 働高梨学術奨励基金 新

規

本研究は、中国春秋戦国時代における青

銅器生産遺跡出上の籠 (鋳型)・ 模など鋳

造関連遺物、ならびに青銅器の製品を対象

として、青銅器の製作技術、および生産活

動の実態を明らかにすることを目的とし

た。 8月 に中学人民共和国に渡航し、山西

省考古研究所、同侯馬工作姑、山西博物院、

長治博物館などで資料調査をおこなった。

また、東京国立博物館、泉屋博古館所蔵の

関連遺物の調査もおこなった。

学会・研究会等の活動 る 。

活用事例として年輪年代学での画像による

調査を大河内氏が発表。また、新しい印刷

技術に対応するための基礎知識と応用を宮

内氏 と中村で発表をおこなった。今回の

「文化財写真私の場合J少 し趣向を変えて地

方の文化財写真の現状を報告する形で富山

県の文化財調査担当者有志が結成した「と

やま埋文写真研究会Jの メンバーによる富

山県での文化財写真事情を報告した。

(中小寸一郎)

◆東アジア文化遺産保存学会

2007年 11月 1～ 2日 、ソウルにおいて開

催された「東アジア文化遺産保存シンポジ

ウム」において、「東アジア文化遺産保存学

会」 (国際学会)が設立された。本学会は、

東アジアにおける文化遺産の保存に関する

学術的研究の発展をはかり、併せて東アジ

ア独自の文化遺産保存技術の開発研究とそ

の普及・啓発を目的とするものである。

日本、中国および韓国の文化遺産の保存

に携わる専門家によるシンポジウムが2001

年北京、2006年 宮崎にて開催されてきた。

2006年の宮崎では、東アジアにおける文化

追産保存のための国際学会設立を目指 し、

各国において準備委員会を発足させ、2007

年ソウルにて設立を期すことが採択されて

いたものである。

本学会の設立により、東アジアにおける

文化遺産の保存について、その考え方に関

する相互理解、共通の課題に関する共同研

究などが大きく進展していくものと期待す

(肥塚 隆保 )

◆日碓

「遺跡コンソーシアムー地域連携」をテ

ーマとする日本遺跡学会2007年 度大会が、

2CX17年11月 23～ 25日 に九州国立博物館を中心

に開催された。九州日立博物館との共催で、

九州各県および 9市 町の各教育委員会など

関係各機関の後援を得た。基調講演は西山

徳明氏 (九州大学大学院芸術工学研究院教

授)「文化遺産マネジメントとツーリズム～

アジア・太平洋と太宰府・萩の現場から」、

平塚勇司氏 (国土交通省九州地方整備局建

設専門官)「九州の歴史的な連携の輪づくり

戦略会議について」、毛利和雄氏 (NHK解
説員)「歴史遺産の活用と地域振興」であっ

た。シンポジウムでは大会テーマに関わる

6本 の事例報告と総合討議がおこなわれ

た。 (内 田 和伸 )

◆木簡学会研究集会

2007年 12月 1・ 2日 、第29回 木簡学会総

会・研究集会を平城宮跡資料館講堂におい

て開催した (参加者166名 )。 1日 は総会の

あと、栄原永遠男氏 (大阪市立大学)「歌木

簡の実態とその機能」、馬場基「荷札と荷物

の語るものJの 2本の研究報告があった。

栄原報告は、歌を書くために専用に作られ

た木簡の存在を各地出上の木簡から考証す

る。馬場報告は、荷札木簡の機能をその使

用方法に則して総合的に考察する。ともに

ものとしての本簡という視点からの斬新な

研究であった。 2日 は山本崇「2007年全国

出土の木簡」で全国の木簡出土状況を概観

した後、滋賀県塩津港遺跡出土の起請札木

簡について濱修 (側滋賀県文化財保護協

会)。 大橋信弥 (安土城考古博物館)両氏、

また新潟県延命寺遺跡出土木簡について田

中一穂氏 (m新潟県埋蔵文化財調査事業団)

の報告があった。

今回の研究集会では、2007年 1月 の韓国

木簡学会の創設を受け、同会の朱甫欧会長

(慶北大)と ヂ善泰総務理事 (東 回大師範大)

の招聘が実現し、朱会長には「韓国木簡学

会の出帆と展望」と題するご挨拶をいただ

いた。今後も積極的に学術交流を進めてい

きたいと考えている。なお、『木簡研究』第

29号を刊行した。

◆条里制・苗代都市研究会

(渡邊 晃宏)

2008年 3月 1日 ・ 2日 の両日、第24回条

里制・古代都市研究会大会が奈良文化財研究

所平城宮跡資料館講堂で開催された。 1日

は、「三関と古代交通の再検討」をテーマに、

森川幸雄「鈴鹿関跡をめぐる諸問題」、人賀

晋「不破関跡をめぐる諸問題」、川村俊彦

「愛発関跡をめぐる諸問題」、舘野和己「古

代の関と三関」の 4本の研究報告と質疑討

論がおこなわれた。鈴鹿関跡の発見と調査

成果をふまえて、古代の三関の意義や立

地・構造を再検討しようとするものだが、

愛発関の位置が未確定であることに示され

るように、なお今後の研究が必要な部分も

大きい。 2日 は、平城京の十条大路を確認

した「大和郡山市下三橋遺跡 (第 2次調査)」

や『続日本紀』の「田原道」とみられる道

路を検出した「大津市関津遺跡の調査」を

はじめ、「かつらぎ町西飯降Ⅱ遺跡の調査」

「小浜市西縄手下遺跡の調査」「太田市天良

七堂遺跡 (新 田郡庁)の調査」の 5本 の調

査レポー トがあり、それぞれ活発な質疑討

◆埋蔵文化財写真技術研究会

2007年 7月 7～ 8日 に第19回 総会および

研究会をおこなった。

7月 7日 :総会 参加者96名 (含委任

状)。 講演 参加者75名 「文化財行政と文化

財写真」 (坂井秀弥氏 1文化庁記念物課)

7月 8日 :参加者83名・発表  「年輪年

代学におけるデジタル画像技術の活用」 (大

河内隆之氏 ;奈良文化財研究所)

発表  「CTP工程の最新技術と校正方法J

(宮 内康弘氏 ;岡村印刷工業)

発表  「ネガフィルム入稿による白黒写真

印刷J(中村一郎 ;奈良文化財研究所)

報告  「富山県の埋文写真事情」 (と やま埋

文写真研究会)

一日目は総会をはじめ、基調講演として

文化財行政を主導する立場の文化庁記念物

課の坂井氏に、文化財行政の中で埋蔵文化

財写真を取 り巻く状況や、全国的にどのよ

うな写真が求められているかの現状を講演

いただいた。 2日 日はデジタル画像技術の

サモア・マノノ島の小学生たち

論がおこなわれた。 (/1ヽ イ幸易つ
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1調査と研究

文化庁が実施する宮跡復原整備事業等
への掲導・助言・協力等

●平城富跡の整備

第一次大極殿復原事業について、文化庁および文部科

学省大臣官房文教施設企画部参事官付平城宮跡整備事務

所に姑 し、施工・監理業務に関する指導・助言をおこな

った。

2007年 度は主として、瓦・鴫尾 。金具類の製作に対 し

て協力をおこなうとともに、扁額検討会を開催 して、扁

額の設計協力をおこなった。また、2007年 H月 2日 ～H
月 4日 に開催された、第一次大極殿復原工事現場見学会

に協力 した。

なお、大極殿は2008年 3月 現在、上層・下層の屋根葺

中。2008年 度からは、壁や扉の造作工事を開始 し、2010

年春の完成を目指している。

作業は北端の天丼石 4の取 り上げに始まり、北壁石→天

井石 3→西壁石 3→東壁石 3→天丼石 2→天丼石 1→東

壁石 2→西壁石 2→南壁石→東壁石 1→西壁石 1→床石

4→床石 3→床石 1→床石 2の順に取 り上げ、 8月 21日

に無事に解体作業を終えた。その後、床石下の版築およ

び地山開削状況を調査 し、 9月 6日 に発掘調査を終了し

て埋め戻 し作業に入った。

本事業は、発掘調査班、石室解体班、壁画養生・修復

班、環境・生物調査班、整備班 というプロジェク トチー

ムを東京文化財研究所 と一体 となって編成 し、相互に連

携、協力 しながら事業を遂行 した。作業は、石室の露出

に備えて摂氏10度、湿度90%に環境制御された断熱覆屋

内でおこなった。

解体作業は、発掘調査で石材の正確な寸法や、亀裂な

どの損傷が判明する度に、治具の改良や梱包フレームの

製作、取 り上げ方法の再検討をおこなうなど、予期せぬ

事態に臨機応変に対応 しながら準備を進めたが、特に治

具の設計と製造は、タダノ技術研究所の全面的な協力の

もとにおこなわれ、石室解体実施作業は飛鳥建設株式会

社が中心 となって実施 した。取 り出した石材は特殊搬送

車両に積載 し、500m離 れた仮設修理施設に搬入した。

持雲

汁|すア
~T― 一本下

解体中の石室 (北から)

初重内部空間 基壇上より

|―
・  i簿・

(200フ年 11月フ日撮影)南西から

0高松塚古墳石室の発掘・解体事業

高松塚古墳の石室を解体 して古墳から取 り出し、壁画

を保存4多理するための国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策

事業。文化庁の委託を受け、2006年 10月 より発掘調査を

実施 し、2007年 4月 5日 から解体作業に着手 した。解体

■
糞
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発掘調査は解体作業と並行 して実施 し、石室の構築方

法や、石材の損傷状況、壁画の保存環境に関する調査を

おこなった。特に石室組立時の作業面や、床石の水平加

工時に使用された水準杭の跡、看材移動用の梃子穴など

を検出し、石室の構築工程復元のための貴重な資料を得

ることができた。また地震による地割れが石室背面に達

し、そこに植物の根が伸張するとともに、石室に侵入す

る虫類が生息 し、石室外面にカビが密生する状況を確認

した。

●キ トラ古墳の調査

出土遺物の分析や発掘調査報告書の作成、編集作業を

おこない、『特別史跡キ トラ古墳発掘調査報告』 として

刊行 した。本報告書は2002年 度から2004年度の 3ケ 年に

わたる調査の正式報告であり、遺構、遺物の記載をはじ

め、関連調査 として金属製品やガラス玉、人骨、漆喰、

石材等の分析をおこない、キ トラ古墳について総合的な

考察を加えたものである。また、壁画については概要を

まとめるとともに、フォトマップによる画像 と図像の大

きさを提示 した。報告書の作成を通 じ、金属製品や漆膜、

漆喰等の分析でさまざまな知見が得 られた。漆膜の分析

では、漆塗木棺は外面も赤色の可能性が高いという興味

深い結論となった。また、同時に棺台があったことが想

定でき、床面フォトマップの検討からは棺台の位置を推

定することができた。漆喰の分析では、高松塚古墳の例

と比較 して鉛の合有量が極めて少ないことが判明し、鉛

白の混入はしていないらしい。また、黒漆塗銀装大刀に

ついては、全体像を復原 した。

●高松塚古墳シンポジウム

高松塚古墳石室の解体作業が終了 したことを踏まえ、

2008年 1月 26日 に文化庁、奈良文化財研究所等の主催で

一般市民を対象にしたシンポジウムが奈良県橿原市で開

催された。

第一部「石室解体 レポー ト」では、発掘調査、解体作

業、カビ等の生物被害対応、修理の状況など一連の作業

報告をそれぞれの担当者がおこなった。

第二部では関係者が今後の文化財保存のあ り方につい

て、パネルディスカッシヨン形式で討議 した。

4時 間にもおよぶシンポジウムであったにも拘 らず、

会場 を埋める850人 の参加者は熱心に聞き入 り、壁画保

存事業への関心の高さをうかがわせた。

発掘調査環地説明会 。見学会

◆200フ年9月 1日 (上 )

平城第421次 (東院地区中枢部)発掘調査

都城発掘調査部史料研究室 山本 崇

参加者人数 :750名 調査面積 :1,560∬

◆200フ年9月 8日 (土)

飛鳥藤原第148次 (藤原宮大極殿院南門)

都城発掘調査部考古第二研究室

都城発掘調査部遺構研究室

参力H者人数 :lv3名      調査面積

◆2007年 12月 15日 (■ )

飛鳥藤原第150次 (石神遺跡第20次)発掘調査

都城発掘調査部遺構研究室

参加者人数 :867名      調査面積

◆2008年 1月 19日 (上 )

平城第423次 (東院地区中枢部)発掘調査

都城発掘調査部史料研究室

参加者人数 :819名      調査面積

◆2008年 3月 29日 (土 )

飛鳥藤原第151次 (甘樫丘束麓遺跡)発掘調査

都城発掘調査部考古第一研究室

参加者人数 :2,100名 調査面積

◆2008年 3月 30日 (日 )

平城第429次 (東院朝堂院東方官衝地区)発掘調査

都城発掘調査部考古第三研究室     今井 晃樹

参加者人数 :453名      調査面積 :1,314�

高田 貫太

箱崎 和久

1,560笛

黒坂 貴裕

約4CXl∬

介啓

？ｍ
謝
‐，３７９

豊島 直博

95Cl∬

パネ,レディスカッション
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2研修・才旨導と教育

埋蔵文化財担当者研修と指導

文化財の保存・活用を推進し、国民に対するサービ

スの向上を図るため、地方公共団体等の埋蔵文化財担

当職員の資質向上を目的とする研修を実施している。

今年度は、一般研修 1課程、専門研修12課程の合計13

課程の研修を開催した。研修総日数132日 、研4笏生総数

155名であった。

また、埋蔵文化財センター及び各研究部では、要請

にしたがって地方公共団体や関係機関が実施する発掘

調査、遺物の保存、遺跡の保存、遺跡整備等に関して

の指導、助言等の協力をおこなっている。2007年 度の

主なものの一覧を別表に掲げた。

このほか、文化庁、各公共団体、関係機関からの依

頼を受けて、発掘調査、動物遺存体の同定、年輸年代

測定、遺物の保存処理・分析等の受託研究もおこなった。

京都大学 (大学院)との連携教育

京都大学大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻

一文化・地域環境論講座の文化遺産学分野の客員教員

として、修士課程では、文化財調査法論 1と 文化遺産

学演習 1(山中敏史・松村恵司・窪寺茂)、 環境考古学

論 1・ 文化遺産学演習2(光谷拓実・肥塚隆保・松井章)、

文化・地域環境基礎論 (松井)を担当した。博士後期

課程では、全客員教員が共生文明学特別研究や文化遺

産学特別演習を担当した。

授業では、都城・寺院・官衡・集落遺跡を姑象とし

た考古学や、建築史学、年輸年代学、保存科学、環境

考古学などの講義・演習・実習などをおこない、当客

員分野所属の院生 (修士課程 1名、博士後期課程10名 )

などの教育指導にあたった。

奈良女子大学 (大学院)との連携教育

奈良女子大学大学院との連携教育では、大学院人間文

化研究科比較文化学専攻文化史論講座の客員教員とし

て 3つ の科目を担当し、博士後期課程の大学院生の指

導を行っている。すなわち、小林謙― (客員教授 )「 日

本考古学の諸問題」、次山淳 (客員助教授)「歴史考古学

特論」、渡邊晃宏 (客員教授)「歴史資料論」である。

いずれも、飛鳥地域、藤原宮 。京跡、平城宮・京跡

など莞地の遺跡とその発掘調査、及び瓦や土器、木製品、

木簡をはじめとする出土文字資料などの遺物の調査研

究に密着 した授業であり、大学における通常の授業で

は経験できない、奈文研ならではの特色ある教育を実

践する場となっている。

2007年度 日本各地の遺跡・建造物等に関する指導。協カー覧 倭員の委嘱を受けているもの)

(青森)三 内丸山遺跡               |(滋 賀)安 土城跡 彦根城跡 大津市伝統的建造物群 |(島側  石見銀山遺跡

(岩手)志 波城跡 平泉遺跡群 金ヶ崎町伝統的建造 1     下之郷遺跡 多賀神社奥書院庭園      |(広 島)備 後国府跡

(京都)恭 仁宮跡 井手町内遺跡 恵解山古墳 京都 |(岡山)鬼 城山 西高月遺跡群 備中松山城跡 美作

欲D筵山ダム建設工事    1鰯)葎
ほ民路風蓬憂幣目摯跡螺 聰 1硼

山
豊無掌跡紹謎

(宮城)多賀城跡                 十     二条城建造物 長岡宮跡          |(山 口)周防灘干拓遺跡

(福島)根岸官螂 (大阪)堺土塔 新堂廃寺等 百済寺跡 高槻市史跡 |(徳島)阿 波国分尼寺跡 阿波国分寺庭国

(栃ホう 馬屋久保遺跡 上神主・茂原官衡遺跡    1     高井田横穴                |(香 川)丸 亀城跡 快天山古墳 屋嶋城跡

(茨城)常 陸国衛跡 水戸市台渡里廃寺・大串遺跡等 |(兵庫)赤 穂城跡 篠山城跡 法隆寺領播磨国鶴荘史 |(愛媛)宇和島城 久米官衛遺跡群

(新潟)佐 渡金山遺跡               1    跡 新宮宮内遺跡 茶すり山古墳 姫路城跡 |(福岡)大 学府史跡 下高椅官衛遺跡 鴻腹館跡 三

(福井)一乗谷朝倉氏遺跡             1     田淵氏庭園 池田古墳 和田岬砲台 山陽道 1    雲遺跡

(富山)王塚・千坊山遺跡群 上市黒川遺跡群    1     野磨駅家跡 (佐賀)名 護屋城跡陣跡 天狗谷窯跡 東名遺跡群

(長野)塩 尻市伝統的建造物群 柳沢遺跡      |(奈 良)I日大乗院庭園 藤ノ木古墳 平城京左京三条 |(長崎)原 の辻遺跡 鷹島海底遺跡 旧円融寺庭園

(岐阜)美濃国分尼寺跡 恵那市伝統的建造物群   十     二坊宮跡庭園 中宮寺跡 橿原市伝統的建造 1     北零藩主宗家墓所 矢立山古墳群 金石城跡

(静岡)新 居関跡 興国寺城跡 長浜城跡 遠江回分 1    物群 大安寺I日境内 市尾墓山古墳     |(大刃  積尾遺跡

(愛知)を警査城跡       lm歌的魯占蘇
キトラ古墳 宇陀市松山地区伝統的建造物群 |(宮崎)本 野原遺跡 生目古墳群

(三重)上 野城跡 天白遺跡 伊勢国府跡 伊勢国分 |(鳥取)妻 木晩田遺跡 伯者古代の丘 栃本廃寺跡

寺跡 斎宮跡 亀山市伝統的建造物群    1     青谷上寺地遺跡
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200フ年度 埋蔵文化財担当者研修課程一覧

区分 課  程 実施期日 定 員 対 象 内 容 担  当 室 研修日郵 1込者弱受講者努

一
般

研
修

遺物観察
調査課程

6月 4日

ぞ

6月 29日

16名

地方公共団体の埋蔵文化
財担当職員若しくはこれに

準ずる者で、発掘調査の経

験が十分でない者

各種の遺物調査に必要撼

礎的知継 技術の研修
遺跡・調査技術研究室 26日 6名 6名

専

研

修

文化財写真 I

(基礎)課程

7月 9日
?

7月 25日
10名

地域の中核となる地方公

共団体の埋蔵文化財担当

職員若しくはこれに準ずる

者

埋蔵文化財の写真撮影等
に関して必要な基礎的知識

拗
写真室 17日 6名 6名

文化財写真コ

(応用)課程

7月 25日
ぞ

8月 8日
10名

埋蔵文化財の写真撮影等
に関して必要な専門的知識
と技術の研修

写真室 15日 6名 6名

古代・中近世

瓦調査課程

9月 6日
ぞ

9月 13日

20埼ζ

古代。中近世遺跡出土瓦の

調査研究に関して必要な専
門的知識潤髯柿う研修

考古第三研究室 8日 20名 20名

地方官衛遺跡
調査課程

10月 1日

t

10月 5日

12名

地方官衛遺跡の調査研究
に関して必要な専門的知識

験 術の研修
遺跡整備研究室 5日 14名 14名

保存科学 I

(無機質遺物 )

課程

10月 16日

?

10月 24日

10名

遺物・遺構の保存科学的な

調査法および保存修復修理
に関する基礎知識 技術の

習得を目指す研修

保存修復科学
研究室

9日 8名 8名

保存科学Ⅱ

(有機質遺物 )

課程

10月 24日
t

11月 1日

10名

遺物・遺構の保存科学的な

調査法および保存修復修理

に関する基礎知識と技術の

習得を目指す研修

保存修復科学
研究室

9日 8名 8名

報告書作成
課程

11月 7日

?

11月 16日

20名

見やすく読みやすい報告書
の作り方と、図録・学術誌編

集の基礎に関する研修

企画調整室 10日 18名 18名

遺跡地図
情報課程

11月 27日

ぞ

11月 30日

16名

埋蔵文化財の調査研究ヘ

のGISの応用に関する基礎

的知識の研修

文化財情報研究室 4日 15名 15名

測量外注課程

12月 10日

?

12月 14日

10名

測量夕博主管理に必要な基礎

知講 仕様書作成の実際に
つしてり珈多

遺跡・調査技術
研究室

5日 14名 14名

遺跡整備
活用課程

1月 15日
?

1月 25日

12名
遺跡の保存・整備に必要な

専門的知識H髯権斬用多
遺跡整備研究室 11日 19名 14名

竪穴建物遺構

調査課程

2月 4日

を

2月 8日

12名

古代を中心とした竪穴建物
の調軸 立要な専門的

知誰 技術の研修

企画調整部 5日 10名 10名

地質環境
調査課程

2月 21日

ぞ

2月 28日

12名

環境考古学の期 す
る地質環境分野の最新の研

究法とその成果についての

専門的知識湧斯M勇潮笏

環境考古学研究室 8日 17名 16名
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3展示と公開

飛鳥資料館の展示

◆春期特別展「キトラ古墳壁画四神玄配

2007年4月20日 (金 )～6月 24日 (日 )

キ トラ古墳壁画「玄武」特別公開 2007年 5月 11日

(金)～27日 (日 )

玄武が特別公開されるのを記念 して、古代における

玄武の種々相を展示するよう計画した。

◆夏期企画展写真「『とき』を撮す―発掘調査と写真―」

200フ年8月 1日 (水 )～9月 2日 (国 )

発掘調査に関連する写真資料を広くご紹介するため、

このたび、飛鳥資料館では、奈良文化財研究所写真室

でおこなう文化財写真業務の展覧会を企画しました。

本企画展では、キトラ古墳や高松塚古墳の調査に用い

た撮影機器の展示を交えつつ、当研究所が所蔵する写

真資料についてご紹介した。

◆秋期特別展「奇偉荘厳 山田寺」

2007年 ]0月 19日 (金 )～ 11月 25日 (日 )

山田寺後出上の遺物一括が2007年度に新たに重要文

化財に指定された。この新指定を記念 して、これまで

一堂に展示されることのなかった遺物を、できる限り

多く展示するように試みた。さらに展示に当たっては

当館第 2展示室に復元した東回廊の中に順路を設け、

回廊を通りながら出上部材を見学できるように考えた。

◆冬期企画展「飛鳥の考古学2007」

2008年 1月4日～2月 3日

飛
`鳥

において2006年度中に発掘発見された注目すべ

き遺物遺構について展示をおこなった。

◆巡回展「絵で見る考古学」

2008年 2月 9日～3月2日

考古学イラストレーターとして著名な早川和子氏の

作品展を開催した。

平朝宮跡資料館の展示

通年の常設展示のほかに、以下のような特別企画展

1作、速報展 3件、合計 4件の展示を実施した。

◆特別企画展「地下の正倉院展―平城宮木簡の世界」

2007年 10月 23日～12月 16日

重要文化財指定をうけた平城宮跡内裏北外郭官衛出

土木簡1,785点 のうち、約80点を展示した。

展示は 4つ のテーマにわけ、 2週間ごとに展示替え

をおこない、展示ごとにギャラリー トークを実施した。

I 天皇の食膳  10月 23日 ～■月 4日

(ギヤラリー トーク 10月 28日 )

Ⅱ 宮廷の生活  ■月 6日 ～■月18日

(ギヤラリー トーク 11月 11日 )

Ⅲ 木簡の諸相  ■月20日 ～12月 2日

(ギヤラリー トーク 11月 25日 )

Ⅳ 宮城のまもり 12月 4日 ～12月 26日

(ギヤラリー トーク 12月 9日 )

期間限定ではあったが、木簡の実物を公開できた。

木簡の面白さをアピールし、好評を博 した。

なお、この展示にあわせて公開シンポジウム「木簡

研究の最前線―地下の正倉院文書を読む―」 (2007.■ .

23、 平城宮跡資料館講堂)も 開催された。

◆速報展「平城宮跡東方宮衝の調査」 2007年6月 1日～フ月1日

東方官衛地区の調査成果について、写真、図面、出

土遺物を展示 した。

◆速報展「西大寺薬師金堂の調査」 2007年 8月フ日～9月 4国

薬師金堂跡の調査成果を遺構の写真パネルを中心に

展示 した。

◆速報展「平城宮跡東院地区中枢部の調査」

2007年 11月 13日～ 12月 16日

東院官衛地区の発掘成果について、遺構写真、図面、

出土遺物を展示した。

用途別床面積 (飛鳥資料館)

用 途 名 面積 (♂ )

展示部門
展示施設 976.0

収蔵庫等 620,0

管理部門
研究室 125.0

事務室等 619.0

共通・サービス部門・その他 2,041.3

合  計 4,381.3
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解説ボランティア事業

平城宮跡を訪れる観光客に案内や解説をおこなう「平

城宮跡解説ボランティア」事業を1999年 10月 から実施

している。

ボランティアの募集はこれまでに4回おこなわれ、

2008年 4月 1日 現在131名 (1期生46名、 2期生20名、

3期生37名、 4期生28名)が登録されている。ボラン

テイアに登録された者は所定の研修を受けた後、各人

概ね月 2～ 3日 の活動をおこなっている。

2007年度は、 1日 当り7～ 10名が毎日 (休館日をの

ぞく)、 平城宮跡資料館、遺構展示館、東院庭園、朱雀

門、第一次夫極殿復原工事現場の公開施設等を拠点に、

図書資料 。データベースの公開

(図∋

図書資料室では、文化財資料のナショナルセンター

となるべ く、 歴史・考古学分野を中心に図書及び写真

資料を収集している。本庁舎図書資料室を一般公開施

設として所外の研究者および一般の方々に図書資料の

閲覧・複写のサービスをおこなっている。遠隔利用に

ついては、日立情報学研究所の提供するNACSIS‐LLを

通じての複写サービスを実施している。

また、研究所の刊行物についても、リポジトリにて

画像データとしてインターネット公開をおこなっている。

(データベース〉

本研究所では、文化財情報の電子化をおこなうとと

もに公開用の文化財関係データベースの作成を継続的

に実施してお り、そのほとんどをインターネット経由

で公開している。

延べ 7万 9千有余名に解説をおこなった。

この解説ボランティア事業は、文化庁の「文化ボラ

ンティア通信」をはじめマスコミ、奈良県のHP、 観

光情報誌等に何度も採り上げられ、熟達した高度な文

化解説に来訪者からはお礼の手紙が多く寄せられている。

また、ボランティアの高い学習意欲と熱意により、「ボ

ランティアだより」を作成している。

奈良文化財研究所は、ボランティア全員に活動着を

配布するほか、ボランティアの知識向上に資するため

に研究所員による速報展等の説明会や学習会を開催す

る等、積極的な支援をおこなっている。

2007年度 平城宮跡解説ボランティア活動状況

ボランティア

活動のべ人数

解 説 を受 けた来訪 者 のべ 人数

団  体
個  人 計

学  生 一  般

2,774 28,807 13,517 36,750 79,074

公開データベースー覧
2007年度
アクセス件数

木簡データベース

木簡画像データベース 〔木簡宇典I(8月 以降)

全国木簡出土遺跡・報告書データベース

軒瓦データベース

遺跡データベース

地方官衛関係遺跡データベース

官衛関係遺跡整備データベース

斜面保護データベース

発掘庭園データベース

Archaeologicaly Excavated」 apanese Gardens

OPAC(図書データベース)

報告書抄録データベース

薬師寺典籍文書データベース
｀
大宮家文書データベース似008年 3月 公開)

学術情報リポジトリ

20,427

6,806

884

1,079

14,932

1,445

549

411

826

604

12,837

3,500

489

(総件数未算出)
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4その他

4その他

干」行物
第31冊 飛`島

・藤原宮発掘調査報告Ⅱ(1977)

第32冊 研究論集Ⅳ (1977)

第33冊 イタリア中部の一山岳集落における民家調査

奈良文化財研究所学報                      報告 (1977)

第 1冊 仏師逗慶の研究 (1954)            第34冊 平城宮発掘調査報告Ⅸ

第 2冊 修学院離宮の復原的研究 (1954)            宮城門 。大垣の調査 (1977)

第 3冊 文化史論叢 (1955)              第35冊 研究論集V(1978)

第 4冊 奈良時代僧房の研究 (1956)          第36冊 平城宮整備調査報告 I(1978)

第 5冊 飛`鳥寺発掘調査報告 (1957)          第37冊 飛′専・藤原宮発掘調査報告Ⅲ(1979)

第 6冊 中世庭園文化史(1958)            第38冊 研究論集Ⅵ (1979)

第 7冊 興福寺食堂発掘調査報告 (1958)        第39冊 平城宮発掘調査報告 X

第 8冊 文化財論叢 I(1959)                 古墳時代 I(1980)

第 9冊 ,H原寺発掘調査報告 (1959)          第40冊 平城宮発掘調査報告 XI

第10冊 平城宮跡第一次・伝飛鳥板蓋宮跡発掘         第一次大極殿地域の調査 (1981)

調査報告 (1960)               第41冊 研究論集Ⅶ (1984)

第11冊 院の御所と御堂―院家建築の研究―(1961)   第42冊 平城宮発掘調査報告 XⅡ

第12冊 巧匠阿弥陀仏快慶 (1962)               馬寮地域の調査 (1984)

第13冊 寝殿造系庭園の立地的考察 (1962)       第43冊 日本における近世民家 (農家)の系統的発展

第14冊 唐招提寺蔵「レース」と「金亀舎利塔」に関する       (1984)
研究 (1962)                 第44冊 平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告 (1985)

第15冊 平城宮発掘調査報告 Ⅱ             第45冊 薬師寺発掘調査報告 (1986)

官衛地域の調査 (1962)            第46冊 平城京右京入条一坊十三・十四坪発掘

第16冊 平城宮発掘調査報告Ⅲ                調査報告書 (1988)

内裏地域の調査 (1963)            第47冊 研究論集Ⅷ (1988)

第17冊 平城宮発掘調査報告Ⅳ             第48冊 年輪に歴史を読む

官衡地域の調査 (1965)                一日本における古年輪学の成立―(1990)

第18冊 河ヽ堀遠州の作事 (1965)            第49冊 研究論集Ⅸ (1990)

第19冊 藤原氏の氏家とその院家(1967)         第50冊 平城宮跡発掘調査報告書 XⅢ

第20冊 名物烈の成立 (1969)                 内裏の調査Ⅱ(1990)

第21冊 研究論集 I(1971)              第51冊 平城宮跡発掘調査報告書XⅣ

第22冊 研究論集Ⅱ(1973)                  平城宮第二次大極殿院の調査 (1992)

第23冊 平城宮発掘調査報告Ⅵ             第52冊 西隆寺発掘調査報告書 (1992)

平城京左京一条三坊の調査 (1974)       第53冊 平城宮朱雀門の復原的研究 (1993)

第24冊 高山一町並調査報告―(1974)         第54冊 平城京左京二条二坊・三条二坊 ―長屋王邸・

第25冊 平城京左京三条二坊 (1975)              藤原麻呂邸―発掘調査報告 (1994)

第26冊 平城宮発掘調査報告Ⅶ             第55冊 飛′烏・藤原宮発掘調査報告Ⅳ

内裏北外郭の調査 (1975)               一飛鳥水落遺跡の調査―(1994)

第27冊 飛ィ島・藤原宮発掘調査報告 I(1975)      第56冊 平城京左京七条一坊十五・十六坪発掘

第28冊 研究論集Ⅲ(1975)                 調査報告 (1997)

第29冊 木曽奈良井―町並調査報告―(1975)      第57冊 日本の信仰遺跡 (1998)

第30冊 五條―町並調査の記録一(1976)        第58冊 研究論集 X(1999)
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第59冊 中世瓦の研究 (1999)

第60冊 研究論集 XI(1999)

第61冊 研究論集 XⅡ (2000)

第62冊 史跡頭塔発掘調査報告 (2000)

第63冊 山田寺発掘調査報告 (2001)

第64冊 研究論集 XⅢ (2001)

第65冊 文化財論叢Ⅲ 奈良文化財研究所

創立五十周年記念論文集 (2002)

第66冊 研究論集XⅣ (2002)

第67冊 平城京左京二条二坊十四坪発掘調査報告

旧石器時代編 [法華寺南遺跡](2002)

第68冊 吉備池廃寺発掘調査報告

百済大寺跡の調査 (2002)

第69冊 平城宮発掘調査報告XV
東院庭園地区の調査 (2002)

第70冊 平城宮発掘調査報告XⅥ

兵部省地区の調査 (2004)

第71冊 飛鳥池遺跡発掘調査報告 (2004)

第72冊 奈良山発掘調査報告 I

石のカラト古墳・音乗谷古墳の調査 (2004)

第73冊 タニ窯跡A6号窯跡発掘調査報告書 (2004)

第74冊 古代庭園研究 I(2005)

第75冊 中国古代の銅剣 (2006)

第76冊 法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告 (2006)

第77冊 日韓文化財論集 I(2007)

奈良文化財研究所史料

第 1冊 南無阿弥陀仏作善集 (複製)(1954)

第 2冊 西大寺叡尊伝記集成 (1955)

第 3冊 仁和寺史料 寺誌編 1(1963)

第 4冊 俊乗坊重源史料集成 (1964)

第 5冊 平城宮木簡 1 図版

(平城宮発掘調査報告V)(1966)

別冊 平城宮木簡 1 解説

(平城宮発掘調査報告V)(1969)

第 6冊 仁和寺史料 寺誌編 2(1967)

第 7冊 唐招提寺史料 I(1970)

第 8冊 平城宮木簡 2 図版

(平城宮発掘調査報告Ⅷ)(1974)

別冊 平城宮木簡 2 解説

(平城宮発掘調査報告Ⅷ)(1975)

日本美術院彫刻等4笏理記録 I(1974)

日本美術院彫刻等4妖理記録 Ⅱ(1975)

日本美術院彫刻等修理記録Ⅲ (1976)

藤原宮木簡 1 図版・解説 (1977)

日本美術院彫刻等修理記録Ⅳ (1977)

日本美術院彫刻等4妖理記録 V(1978)

東大寺文書目録第 1巻 (1978)

日本美術院彫刻等修理記録Ⅵ (1979)

平城宮木簡 3 図版・解説 (1979)

藤原宮木簡 2 図版 。解説 (1979)

東大寺文書目録第 2巻 (1979)

日本美術院彫刻等修理記録Ⅶ (1980)

東大寺文書 目録第 3巻 (1980)

七大寺巡礼私記 (1981)

東大寺文書目録第 4巻 (1981)

東大寺文書目録第 5巻 (1982)

平城宮出土墨書土器集成 I(1982)

東大寺文書目録第 6巻 (1983)

木器集成図録一近畿古代編―(1984)

平城宮木簡 4 図版 。解説 (1985)

興福寺典籍文書目録第 1巻 (1985)

山内清男考古資料 I(1988)

平城宮出土墨書土器集成 Ⅱ(1988)

山内清男考古資料 2(1989)

山内清男考古資料 3(1991)

山内清男考古資料 4(1991)

山内清男考古資料 5(1991)

木器集成図録一近畿原始編―(1992)

梵鐘実測図集成 (上 )(1992)

梵鐘実測図集成 (下 )(1993)

山内清男考古資料 6(1993)

山田寺出土建築部材集成 (1994)

平城京木簡 1(1994)

平城宮木簡 5(1995)

山内清男考古資料 7(1995)

興福寺典籍文書目録第 2巻 (1995)

北浦定政関係資料 (1996)

山内清男考古資料 8(1996)

北魏洛陽永寧寺 (1997)

発掘庭園資料 (1997)

山内清男考古資料 9(1997)

第 9冊

第10冊

第11冊

第12冊

第13冊

第14冊

第15冊

第16冊

第17冊

第18冊

第19冊

第20冊

第21冊

第22冊

第23冊

第24冊

第25冊

第26冊

第27冊

第28冊

第29冊

第30冊

第31冊

第32冊

第33冊

第34冊

第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

第41冊

第42冊

第43冊

第44冊

第45冊

第46冊

第47冊

第48冊

第49冊
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4その他

第50冊 山内清男考古資料10(1998)

第51冊 山内清男考古資料■ (1999)

第52冊 地域文化財の保存修復 考え方と方法 (1999)

第53冊 平城京木簡 2 長屋王家木簡 2(2000)

第54冊 山内清男考古資料12(2000)

第55冊 法隆寺古絵図集 (2001)

第56冊 法隆寺考古資料 (2001)

第57冊 日中古代都城図録 (2002)

第58冊 山内清男考古資料13(2002)

第59冊 平城宮出土墨書土器集成Ⅲ(2002)

第60冊 平城京条坊総合地図 (2002)

第61冊 撃義黄冶唐三彩 (2002)

第62冊 】ヒ浦定政関係資料 松の落ち葉 (2002)

第63冊 平城宮木簡 6(2003)

第64冊 平城京出土古代官銭集成 I(2003)

第65冊 】ヒ浦定政関係資料 松の落ち葉二 (2003)

第66冊 山内清男考古資料14(2003)

第67冊 興福寺典籍文書目録第 3巻 (2003)

第68冊 古代東アジアの金属製容器 I中国編 (2003)

第69冊 平城京漆紙文書 (一 )(2004)

第70冊 山内清男考古資料15(2004)

第71冊 古代東アジアの金属製容器 Ⅱ

朝鮮 。日本編 (2004)

第72冊 畿内産土師器集成西日本編 (2004)

第73冊 黄冶唐三彩窯の考古新発見 (2005)

第74冊 山内清男考古資料16(2005)

第75冊 平城京木簡 3 二条大路木簡 1(2005)

第76冊 評制下荷札木簡集成 (2005)

第77冊 平城京出土陶硯集成 I(2005)

第78冊 黒草紙。新黒訊紙 (2006)

第79冊 飛鳥藤原京木簡一 一飛鳥池・山田寺木簡一

(図版編)(2006)

第79冊 飛鳥藤原京木簡一 一飛鳥池・山田寺木簡一

(解説編)(2006)

第80冊 平城京出土陶硯集成Ⅱ(2006)

奈良文化財研究所基準資料

第 1冊 瓦編 1 解説 (1973)

第 2冊 瓦編 2 解説 (1974)

第 3冊 瓦編 3 解説 (1975)

第 4冊 瓦編 4 解説 (1976)

飛鳥資料館図録

第 1冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 (1976)

第 2冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 銘文篇 (1976)

第 3冊 日本古代の墓誌 (1977)

第 4冊 日本古代の墓誌 銘文篇 (1978)

第 5冊 古代の誕生仏 (1978)

第 6冊 飛鳥時代の古墳

瓦編 5 解説 (1976)

瓦編 6 解説 (1978)

瓦編 7 解説 (1979)

瓦編 8 解説 (1980)

瓦編 9 解説 (1983)

一高松塚とその周辺―(1979)

日本古代の鴫尾 (1980)

山田寺展 (1981)

高松塚拾年 (1982)

渡来人の寺―桧隈寺と坂田寺―(1983)

飛鳥の水時計 (1983)

小建築の世界一埴輪から瓦塔まで―(1983)

藤原一半世紀にわたる調査と研究―(1984)

日本と韓国の塑像 (1985)

飛`烏寺 (1985)

飛鳥の石造物 (1986)

高葉乃衣食住 (1987)

壬申の乱 (1987)

古墳を科学する (1988)

聖徳太子の世界 (1988)

仏舎利埋納 (1989)

法隆寺金堂壁画飛天 (1989)

日本書紀を掘る (1990)

飛鳥時代の埋蔵文化財に関する一考察 (1991)

飛鳥の源流 (1991)

飛鳥の工房 (1992)

古代の形 (1994)

蘇我三代 (1995)

斉明紀 (1996)

遺跡を測る (1997)

それからの飛鳥 (1998)

UTAMAKURA(1998)
幻のおおでら一百済大寺 (1998)

第 5冊

第 6冊

第 7冊

第 8冊

第 9冊

第 7冊

第 8冊

第 9冊

第10冊

第11冊

第12冊

第13冊

第14冊

第15冊

第16冊

第17冊

第18冊

第19冊

第20冊

第21冊

第22冊

第23冊

第24冊

第25冊

第26冊

第27冊

第28冊

第29冊

第30冊

第31冊

第32冊

第33冊
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第34冊 鏡を作る 海獣葡萄境を中心として (1999)

第35冊 あすかの石造物 (1999)

第36冊 飛鳥池遺跡 (2000)

第37冊 遺跡を探る (2001)

第38冊  `あすか―以前'(2002)

第39冊 AOの記憶 (2002)

第40冊 古年輪 (2003)

第41冊 飛鳥の湯屋 (2003)

第42冊 古代の梵鐘 (2004)

第43冊 飛鳥の奥津城

―キ トラ・カラト・マルコ・高松塚 (2004)

第44冊 東アジアの古代苑池 (2005)

第45冊 キ トラ古墳 と発掘された壁画たち (2005)

第46冊 キ トラ古墳壁画四神玄武 (2007)

第47冊 奇偉荘厳 山田寺 (2007)

飛鳥資料館カタログ

第 1冊 仏教伝来飛鳥への道 (1975)

第 2冊 飛鳥の寺院遺跡 1-最近の出土品 (1975)

第 3冊 飛鳥の仏像 (1978)

第 4冊 桜井の仏像 (1979)

第 5冊 高取の仏像 (1980)

第 6冊 橿原の仏像 (1981)

第 7冊 飛鳥の王陵 (1982)

第 8冊 大官大寺―飛鳥最大の寺―(1985)

第 9冊 高松塚の新研究 (1992)

第10冊 飛鳥の一と一最近の調査から―(1994)

第11冊 山田寺 (1997)

第12冊 山田寺東回廊再現 (1997)

第13冊 飛鳥のイメージ(2001)

第14冊 古墳を飾る (2005)

第15冊 うずもれた古文書 (2005)

第16冊 飛鳥の金エー海獣葡萄鏡の諸相―(2006)

第17冊 飛鳥の考古学2006(2006)

第18冊 「とき」を撮す―発掘調査と写真―(2007)

第19冊 飛鳥の考古学2007(2007)

その他の刊行物 (2007年度)

奈良文化財研究所紀要2007

奈文研ニュースNo.25

奈文研ニュースNo.26

奈文研ニュースNo,27

奈文研ニュースNo.28

埋蔵文化財ニュース130

埋蔵文化財ニュース131

埋蔵文化財ニュース132

埋蔵文化財ニュース133

平安時代庭園に関する研究 1

古代豪族居宅の構造と機能

遺跡の教育面に関する活用 ―平成18年 度遺跡整備・活

用研究集会 (第 1回)報告書一

高知県中芸地区森林鉄道遺産調査報告書

遺跡整備調査報告―管理運営体制および整備活用手法

に関する類例調査―

重要文化財建造物現状変更説明1968～1970(本文編)

重要文化財建造物現状変更説明1968～1970(図版編)

重要文化財建造物現状変更説明1965～ 1967(本文編)

重要文化財建造物現状変更説明1965～ 1967(図 版編)

飛`鳥藤原宮発掘調査出土木簡概報21

平城宮発掘調査出土木簡概報38

地下の正倉院展一平城宮木簡の世界一

日本各地 。各時代の焼失堅穴建物跡
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4その他

人事異動 に007.4卜 20083.31)

●2007年 4月 1日 付け

副所長

兼・都城発掘調査部長

管理部長

管理部文化財情報課課長補佐

管理部管理課会計係長

管理部管理課庶務係

都城発掘調査部副部長

文化遺産部景観研究室長

都城発掘調査部考古第三研究室長

都城発掘調査部上席研究員

文化遺産部主任研究員

企画調整部展示企画室

兼・飛′島資料館学芸室

都城発掘調査部考古第二研究室

文化庁文化財部記念物課

文化庁文化財部参事官付

文化庁文化財部伝統文化課アイヌ文化振興専門官

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター庶務係長

京都大学財務部財務戦略・分析課専門員

京都大学医学部附属病院経営管理課専門職員

本部事務局総務企画課人事担当

●2007年 6月 1日 付け

都城発掘調査部考古第一研究室

都城発掘調査部遺構研究室

文化遺産部特別研究員

都城発掘調査部特別研究員

●2007年 9月 9日 付け          イ

文化庁文化財部記念物課専門官

●2007年 9月 10日 付け

管理部業務課長

●2007年 9月 30日 付け

大阪大学国際部国際連携課国際連携係長

●2007年 10月 1日 付け

管理部管理課会計係長

管理部管理課用度係長

●2007年 11月 1日 付け

都城発掘調査部特別研究員

02008年 1月 16日 付け

都城発掘調査部特別研究員

●2008年 3月 31日 付け

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

辞職

巽 淳一郎

西村 博美

永井あつ子

浅井 久敬

廷原 由紀

山崎 信二

内田 和伸

深澤 芳樹

玉田 芳英

平澤  毅

西田 紀子

丹羽 崇史

中島 義晴

清永 洋平

鈴木 修二

小野栄津夫

永田 裕美

及川  厚

高田 幸恵

城倉 正祥

呑   光

恵谷 浩子

青木  敬

佐藤 敏明

博信

浅井 久敬

江川  正

柳生 弘和

古藤 真平

加藤 雅士

巽 淳一郎

岡村 道雄

高瀬 要一

安田龍太郎

光谷 拓実

岡田 祐一
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予算 (予定額)

土地と建物

※平城 宮 跡 資 料 館 地 区 の土 地 は文 化 庁 所 属 の 国有 地 を無 償 使 用

その他

単 位 :千 円

予算等

科学研究費補助金にoo8年 5月 14日現在)

受託調査研究 千 岡単 位

2007年 度 2008年 度 (予定額 )

文部科学省からの運営費交付金 (人件費を除く) 1,007,566 971,548

施設整備費 26,250 O

自己収入 (入場料等 )
29,042 29,332

計 1,062,858 1,000,880

土  地 建 物 (建面積/延面積 ) 建 築 年

本館地区 8,860.13 2,754.25/6,754.86 1964年イ也

平城宮跡資料館地区 ※ 10,630.53/16,149.67 1970年 他

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区 ) 20,515.03 6016.41/9,477.43 1988年イ也

飛鳥資料館地区 17.092.93 2657.30/4,403.50 1974年イ也

研 究 種 目
2007年 度 (参 考)2008年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

特別研究促進費 2 7,000 0

基盤研究 (S) 1 21.060 1 37,310

基盤研究 (A) 4 46,410 4 38,480

基盤研究 (B) 7 31,200 6 22,880

基盤研究 (C) 6 7,180 10,630

若手研究 (B) 12 9,580 16 20,436

若手研究 (ス タートアップ) 3 3,110 1 819

特別研究員奨励費 l 1.100 1 1,100

研究公開促進費 (学術図書 ) 1 4,100 0

区 分
2006年 度 2007年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

研  究 17 62.174 17 71,973

発 掘 52,368 10 27,460

計 22 l14,542 26 99,433
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4その他

職員一覧 (独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所)

上席研究員

主任研究員

宿事咽翌:隣曼
西村博美

企画調整部長
小林謙一

者1婉発掘調査部長
松付恵司

埋蔵文化財センター長
肥塚隆保

管理課長

一

課長補佐
仁木俊二      廣中保彦

清水 尚

業務課長 ――――一 課長補佐
東 博信      今西康益

庶謝系長 ――― 係員
(兼 )廣中保彦  井手真二

会計係長
江川 正

用度係長 ―――― 係員
柳生9Am    大村尚江

専門職員
松本正典

専門職員
(兼 )飯田信男

研修・事業係長 ― 係員
石田義則    三本松俊徳
施設係長
志野愛由美
専F目職員
飯田信男

普及・資料係長
桑原隆佳

図書 '情報係長
大田 仁

専門職員
車井俊也

大西和子/岩永恵子

新宮恵子/松森左千子

井野由宜子/上村敬子
永井和代′/山 口由佳
港 悦子/幸田恵里子
竹田恵美

事務補佐員

事務補佐員

事務補佐員

文化財情報課長 ――

平石憲良

考古第二研究室長

考古第二研究室長

史料研究室長

遺僑研究室長

献
■

考古第一研究室長 [平 ]難波洋三十一― [平]和田一之輔ノ城倉正祥′/回武貞克
E藤]豊島直博//廣瀬 覚´青木 敬

[平]神野 恵 オ́
森川 実

[藤]小田裕樹ァノ丹羽崇史

[平]今井晃樹′林 正憲
[藤]中川あや′/高田貫大

[平]馬場 基/イ 浅野啓介

[平]大林 潤 /高橋知奈津
[藤]黒坂貴裕 /番  光

事務補佐員

事務補佐員

岡本倫子/内海真理

伊藤久美/上野文絵

特別研究員 恵谷浩子

特別研究員 [藤]木村理恵

任期付研究員 [平]加藤雅士

特別研究員 [藤]関広尚世/若杉智宏

特別研究員 [藤]石田由紀子

特別研究員 [平]古藤真平

※[平]は平城地区、

[藤]は飛鳥・藤原地区を示す

小池伸彦

森本 晋

井上和人  一―一 石村 智

(兼 )森本 晋 /窪寺 茂

杉山 洋  一―― 西田紀子

供)椰謙一ェ 要:感
剛道

加藤真二

吉川 聡

窪寺 茂

内田和伸

平澤 毅 ――― 栗野 隆

清水重敦

[平]渡遇晃宏―――

[平]島田敏男―――

特別研究員 脇谷草一郎

[藤]井上直夫       技能補佐員 [藤]岡田

牛嶋 茂 ――主任 中村一郎 技能補佐員 鎌倉 綾

[藤]玉田芳英

[平]山本 崇

専門職員

[藤]次山 淳´箱崎和久

(兼 )[藤 ]松本正典

市 大樹 /降幡順子

保存修復科学研究室長

環境考古学研究室長

年代学研究室長

遺跡・調査技術研究室長

主任研究員

高妻洋成 ―― (兼 )降幡順子

松井 章 ―一 山崎 健

(兼 )丹E塚隆保

小浮 毅

金田明大ァ大河内隆之

事務補佐員 [藤]吉岡佐和子

技能補佐員 [藤]木寅貢志 イ山田昇司

事務補佐員 大谷照子/米川まち子
辻本あらた

奈良文化財研究所長

58

廟嫌¬ず琶嬰 蹴藍F拠井馳

200841現在



関 連 地 図 。年 表
Maps and Chronological Table
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60 4km

奈良地区と飛鳥・藤原地区地図 Maps ofthe Nara and Asuka/Fujiwara Areas

最

奈良地区と
飛鳥・藤原地区地図
Maps ofthe Nara and
Asuka/Fuliwara Areas

奈良文化財研究所
Nara National Research
institute for CulturaI PЮ perties,

企画調整部
Department of PIanning and
Coordination

文化遺産部

都城発掘調査部 (平城地区)

Department oflmperiaI Palace Sites
investigations(He可 o)

埋蔵文化財センター
Center for Archaeological
Operations

8世紀の平城宮・平城京の跡を発掘調

査する。諸社寺の古文書・古建築等を調

査研究する。地方公共団体等の発掘調

査に指導助言し、専門職員を研修する。

Excavatcs thc Nara Palacc md caPital

sites OF thc clghul cenmtt mvcsugates

Ori8intt histOic sour∝ s al■daにhitcctu』

histOっ1 81VCS ttWiCCs tO 10cal aud10r� cs

in cllargc of cxcavationsi trttns local

釧ha∞ 10gists.

都効発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)

Department ofimperiaI Palace Sites
investigations(Asuka/Fuliwara)

6。 7世紀の宮殿 。役所や寺院の跡

などを発掘調査する。

Excavatcs the sitcs Of Palaccs,

卸 CmmCn』 orlces,temPles,and Othcr

PartS Of thC caPitユ Of thc s� th and
scvcndi ccnturics.

飛鳥資料館
Asuka HistoHcal Museum

6・ 7世紀 (飛鳥時代)の飛鳥地方に関

する総合博物館

Exhibits archaeo10gical discOvcrics of

the slxth and scvcnth centurlcs in thc

Asuka area
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公開施設

7AN開
日瞬没 Facilities Open to the Pubtic

Facilities(Dpen to the Public

奈良地区 Nara Area

平城
Nara P

館料

ｅｕｍ

資
雌

跡
ｓｉｔｅ

濾

ａ‐ａｃｅ
1959年 から継続されてきた発掘調査 によって出土 したさまざまな

遺物や、建物の復原模型を展示 しながら、平城宮 についてわかりや

すく説明しています。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。

公開/休館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:00ま で)(無料)

休館日/月 曜日(月 曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始

お知らせ/ボランティアによる解説をおこなつています。(無料)

お問合わせ/奈良文化財研究所管理部文化財情報課 :0742‐30-6753・ 6フ56

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

発掘調査で見つかった遺構をその

まま見ることができるほか、第一次

大極殿や内裏の復原模型を展示 し

ています。公開、休館 日とも平城宮

跡資料館と同様。

朱雀門
Suzaku Cate

朱雀大路に向かって開く平城宮の正門。

発掘調査の成果にもとづいて30年あ

まりの年月をかけて研究を進め、

1998年に建物が復原されました。公開、

休館日とも平城宮跡資料館と同様。

東院庭園
East Palace Carden

平城宮東南隅で発掘された奈良時代

の庭園跡。広いところで60mもある複

雑な形の池を中心にして、橋や周囲

の建物を復原しています。公開、休館

日とも平城宮跡資料館と同様。

奈良文化財研究所では、平城宮跡の公開活動を支援するため、文化庁所有施設の公開に協力しています。

関連公開施設に関する間合せ先 :文化庁平城富跡等管理事務所 0フ42-32-5106

藤原地区 Fttiwara Area

藤原宮跡資料室
Exhibition RooR1 0f Fuiiwara lmpenaI Site

飛鳥・藤原地域の宮殿、寺院、古墳などの遺跡の発掘や、

出土遺物 (土器、瓦、木簡など)の調査・研究をおこなう

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)が調査・研究成果

の一端を見ていただくために構内に設けた公開・展示

施設です。藤原京がつくられる過程、完成した都の様子、

住民の暮らしぶり、平城京に移つた後の姿などについ

て遺物や模型・パネルで説明しています。

公開/平口9:00～ 16i30(無 料)

体館日/国民の祝国・体日、年末年始、土、日
お問合わせ/都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区):0744-24-1122

飛鳥地区 Asuka Area

飛鳥資料館
Asuka Histoncal Museum

日本に仏教が伝わった6

世紀から藤原に都が移っ

た7世紀末までの歴史を

発掘資料を中心に、最新

の成果を展示し、考古資

料・美術資料・写真パネル

などで解説しています。1

階には図書閲覧室もあり

ます。主要展示品は宮殿、

寺 院、石造物 、古墳 と高松塚 古墳 の出土 品、水 時計

の水 落遺跡のほか飛鳥寺 、山田寺、川原 寺 など飛 鳥

を代 表する遺跡 の出土 品と槙 型 があります 。

公開/休館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:00ま で)

観覧料/個人:一般260円、高校・大学生180円 、小・中学生無料

団体(20名以上):一般170円、高校・大学生60円、小。中学生無料

休館日/月曜日(月 曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始、展示替え期間中

特別展情報/春と秋には飛鳥に関連したテーマの特別展を実施

(特別展会期中は無休)

お知らせ/解説をおこなっています。(事前申込制、無料、平日のみ)

お問合わせ/飛鳥資料館 :0フ44-54-3561
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所在1也  Location

所在地 Locajon

奈 良 地 区
Nara Area

奈良文化財研究所本館
Headquarters of institute

630-8577 奈良市二条田丁2-9-1

管理部   管理課    Tel o742-30-6フ 33
業務課     Te1 0742‐30-6739
文化財情報課 Te10742-30-6フ 53

企画調整部 文化遺産部 埋蔵文化財センター

Te10742-30-6852
都城発掘調査部 (平城地区)Te10742-30-6832
2-9-1, N晰 o―chO,Nara City 630-8577」apan

ホームページhttp://www.nabunken.go.jp

Fax 0742-30-6730
Fax 0742-30-6730
Fax Oフ 42-30-6フ 50

Fax Oフ 42-30-6841
Fax 0742‐ 30‐6830

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)

Department ofimperiaI Palace Sites investigations(Asuka/Fuiiwara)

634-0025橿原市木之本町94-1

Te1 0フ 44-24-1122/Fax 0744-21-6390
94-司 ,Kinomoto―cho,Kashihara City 634-0025」 apan

飛鳥資料館
Asuka Histottcal Museum

634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601
Te1 0744‐ 54‐3561/Fax Oフ 44-54-3563
601,Okuyama,Asuka Vi‖ age,Takaichi Countyj Nara Prefecture 634-0102」 apan

卜modett  http:〃 asuka nabunken ip/i/
j―phOnett http:〃 asuka nabunken ip/i/
ezwebtt   http://asuka,nabunken.jp/ez/

飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fuliwara Area
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表 紙 :藤原富大極殿院南門出土 地鎮具

大極殿院南門にとりつく西回廊に埋納されてい

た地鎮具。須恵器の平瓶の口縁に 9枚の富本銭が

詰められ、内部に 9点の透明水晶が納められてい

た。富本銭は飛鳥池遺跡の出土品とは異なるタイ

プの富本銭であることが判明。藤原宮の平安と長

久を願った地鎮供養にともなう鎮め物と考えられ

る。平瓶の体部最大径20.2cm、 現存高13.6cm。 富

本銭の径2 4cm。 水晶の長さ2.1～ 4.lcm。 写真は発

見時の平瓶と取 り出した水晶を合成したもの。

CoveriEarth‐ placating goods recovered from
the southern gate,Imperial Audience Ha‖

Compound,Fuliwara Palace

狂■ese eanh‐placa� ng goods were bu� ed beneah

the west doister comectm8 Wih he souhern gate of

he hipe� al Audience Hall Compound, Nine

Fuhonsen cons、 vere stured � 血e moutt of a Sue

ware a�  Jug,and nlne pi∝ es of dear quartz crystal

were placed in the body of the jug.he F� onsen

coins are of a direrent type from those recovered

from the Asukaike site. 晩 y are hought to be

offerings accolnpanying an eanh― placatng itual

made to pray for the peace and longevlty of he

Fttiwara Pttace.田 随 Suejug is 20.2cm at hs greatest

wid血,and curently stands 13.6cm hgh.The
Fuhonsen cons are 2.4cnl n diameter.晩 quartz

crystals ate between 2.l and 4.lcna long.監 photo

is a composite of theju8航 he time ofrecovtt and

he quartz crystals taken from五 .
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