
明日香明日香明日香明日香におけるにおけるにおけるにおける歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの推進推進推進推進

～～～～明日香明日香明日香明日香におけるにおけるにおけるにおける歴史展示等歴史展示等歴史展示等歴史展示等のありのありのありのあり方方方方｢｢｢｢基本方針基本方針基本方針基本方針｣～｣～｣～｣～
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状状状状

明日香明日香明日香明日香のののの価値価値価値価値はははは、、、、

““““国家基盤国家基盤国家基盤国家基盤がががが形成形成形成形成
されたされたされたされた地地地地””””であるであるであるである

というというというという「「「「歴史歴史歴史歴史」」」」そのそのそのその

ものにあるがものにあるがものにあるがものにあるが、、、、誰誰誰誰もももも

がががが歴史歴史歴史歴史をををを体感体感体感体感できるできるできるできる

状況状況状況状況ではないではないではないではない。。。。

東東東東アジアアジアアジアアジアからからからから奈良奈良奈良奈良をををを訪訪訪訪れるれるれるれる観観観観光客光客光客光客はははは増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、現現現現地地地地においてにおいてにおいてにおいて東東東東アジアアジアアジアアジアとのとのとのとの““““ゆゆゆゆかりかりかりかり””””にににに関関関関するするするする情報情報情報情報がががが乏乏乏乏しいしいしいしい価値価値価値価値あるものがあるものがあるものがあるものが地下地下地下地下にににに埋埋埋埋もれておりもれておりもれておりもれており、、、、来訪者来訪者来訪者来訪者ににににとってとってとってとって明日香明日香明日香明日香のののの意義意義意義意義やややや歴史歴史歴史歴史がわかりにくいがわかりにくいがわかりにくいがわかりにくい 明日香村観光客数明日香村観光客数明日香村観光客数明日香村観光客数
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飛鳥京跡苑池の現状
展示する歴史のテーマテーマテーマテーマを設定

し、テーマに即した人物人物人物人物（語り部

あるいは中心人物）により、ス

トーリー性を持った展示内容と

し、具体的には、万葉文化館等

において、映像や音声等を用い

わかりやすく解説する。

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥のののの通史 通史 通史 通史 （（（（太安万侶太安万侶太安万侶太安万侶））））

 ・ ・ ・ ・国家国家国家国家のののの源流 源流 源流 源流  （ （ （ （藤原不比等藤原不比等藤原不比等藤原不比等））））
 ・ ・ ・ ・仏教仏教仏教仏教のののの伝来伝来伝来伝来とととと興隆興隆興隆興隆 （ （ （ （道昭道昭道昭道昭））））
 ・ ・ ・ ・東東東東アジアアジアアジアアジア文化文化文化文化のののの受容受容受容受容とととと変容変容変容変容（（（（南淵請安南淵請安南淵請安南淵請安）））） わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく一一一一般般般般のののの来来来来訪訪訪訪者者者者 テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定 歴歴歴歴史史史史愛愛愛愛好好好好家家家家知的好奇心知的好奇心知的好奇心知的好奇心をををを刺激刺激刺激刺激ストーリーストーリーストーリーストーリー性性性性比較展示等比較展示等比較展示等比較展示等

テーマ設定（語り部）
寺院 寺院史跡体験メニューイベント拠点施設ビュースポット 歴史物の解説のみ田んぼの中に解説板のみ単独バラバラに実施

景観・眺望のスポットという位置付け役割分担なし 寺院 寺院史跡体験メニューイベント拠点施設ビュースポット 歴史物の解説＋歴史の解説史跡の解説＋歴史の解説「歴史の展示」という概念に位置付け
俯瞰的に見ることで、歴史を体感するという位置づけ・拠点施設の役割の明確化・万文で時代の解説を行う 遺跡の復原万葉文化館飛鳥資料館 万葉文化館飛鳥資料館 キトラ公園 歴史展示の視点から「動線の整備」総合施設化総合施設化総合施設化総合施設化

明日香明日香明日香明日香におけるにおけるにおけるにおける歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示のののの現状現状現状現状とととと将来像将来像将来像将来像のののの概念図概念図概念図概念図　　　　　　　　※破線：動線　　矢印：人の流れ 県立万葉文化館を「飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館」と改称し、「歴史歴史歴史歴史のののの総合展示施設総合展示施設総合展示施設総合展示施設」とするとともに、 「明日香明日香明日香明日香ののののゲートウェゲートウェゲートウェゲートウェイイイイ」と位置づけ所要の整備を行う展示施設展示施設展示施設展示施設のののの役割分担役割分担役割分担役割分担［（［（［（［（仮称仮称仮称仮称））））飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館飛鳥歴史文化館］］］］
遺跡遺跡遺跡遺跡のののの復原整備復原整備復原整備復原整備 飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池飛鳥京跡苑池等の飛鳥時代における重要遺跡を復原する

明日香歴史回廊明日香歴史回廊明日香歴史回廊明日香歴史回廊～～～～歩歩歩歩いてわかるいてわかるいてわかるいてわかる明日香明日香明日香明日香のののの歴史歴史歴史歴史～～～～　　県立万葉文化館を中心に、明日香の歴史テーマを回廊形式で展示するエリアエリアエリアエリア１１１１ エリアエリアエリアエリア２２２２ エリアエリアエリアエリア３３３３ エリアエリアエリアエリア４４４４６６６６ＣＣＣＣ末末末末 ７７７７ＣＣＣＣ中頃中頃中頃中頃 ７７７７ＣＣＣＣ後半後半後半後半 ７７７７ＣＣＣＣ末末末末推古朝推古朝推古朝推古朝のののの政治政治政治政治 大化大化大化大化のののの改新改新改新改新 壬申壬申壬申壬申のののの乱乱乱乱 飛鳥京飛鳥京飛鳥京飛鳥京かかかからららら藤原京藤原京藤原京藤原京一般一般一般一般のののの来訪者来訪者来訪者来訪者にはにはにはには「「「「わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく」」」」ををををコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにににに、、、、解説板解説板解説板解説板をををを中心中心中心中心にににに、、、、歩歩歩歩くだけでくだけでくだけでくだけで歴史歴史歴史歴史にににに興味興味興味興味をををを持持持持ってもらえるようなってもらえるようなってもらえるようなってもらえるような展示展示展示展示をををを各各各各エリアエリアエリアエリアでででで行行行行うううう。。。。またまたまたまた、、、、歴史愛好家歴史愛好家歴史愛好家歴史愛好家にはにはにはには｢｢｢｢知的好奇心知的好奇心知的好奇心知的好奇心をををを刺激刺激刺激刺激｣｣｣｣すすすするるるる展示内容展示内容展示内容展示内容をををを検討検討検討検討するするするする。。。。
展示場所展示場所展示場所展示場所時系列時系列時系列時系列場面場面場面場面 拠点施設（県立万葉文化館の館内あるいは館外）

飛鳥京跡苑池（H11発掘説明会での様子）
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歴史展示の推進により

明日香の価値を高める 明日香＝中南和観光の拠点明日香を拠点に桜井・吉野・宇陀地域等へ ポスト1300年祭における

奈良奈良奈良奈良のののの

観光力観光力観光力観光力のののの向上向上向上向上

奈良県奈良県奈良県奈良県がががが主体主体主体主体となりとなりとなりとなり明日香明日香明日香明日香のののの価値価値価値価値であるであるであるである「「「「歴史歴史歴史歴史」」」」そのものをそのものをそのものをそのものを展示展示展示展示するするするする

～～～～国内外国内外国内外国内外、、、、特特特特にににに東東東東アジアアジアアジアアジアからのからのからのからの来訪者来訪者来訪者来訪者にもにもにもにも分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示をををを進進進進めるめるめるめる～～～～

「明日香における歴史展示等のあり方基本方針」の作成と実施
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寺院寺院寺院寺院・・・・遺跡等遺跡等遺跡等遺跡等におけるにおけるにおけるにおける歴史展示歴史展示歴史展示歴史展示「歴史」の解説板の整備。イラストや写真等を使用。日本語・英語･中国語･ハングルの４ヵ国表記を基本とする

ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築

奈奈奈奈　　　　良良良良　　　　県県県県
歴史展示解説日本日本日本日本でのでのでのでの仏教発祥仏教発祥仏教発祥仏教発祥のののの地地地地!!!!???? 「「「「飛鳥五大寺飛鳥五大寺飛鳥五大寺飛鳥五大寺」」」」のののの一一一一つですよつですよつですよつですよ坂田寺坂田寺坂田寺坂田寺ってってってって、、、、何何何何？？？？ 渡来人渡来人渡来人渡来人ゆかりのゆかりのゆかりのゆかりの地地地地だよだよだよだよ渡来人渡来人渡来人渡来人のののの司馬達等司馬達等司馬達等司馬達等はははは、、、、私的私的私的私的にににに仏教仏教仏教仏教をををを信仰信仰信仰信仰していたがしていたがしていたがしていたが、、、、蘇我馬子蘇我馬子蘇我馬子蘇我馬子のののの依頼依頼依頼依頼をををを受受受受けけけけ、、、、娘娘娘娘のののの嶋嶋嶋嶋らららら３３３３人人人人のののの女性女性女性女性をををを出家出家出家出家させさせさせさせ、、、、日本日本日本日本でのでのでのでの仏教興隆仏教興隆仏教興隆仏教興隆にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを果果果果たしたたしたたしたたした。『。『。『。『扶桑略記扶桑略記扶桑略記扶桑略記』』』』にににに「「「「鞍作村主司馬鞍作村主司馬鞍作村主司馬鞍作村主司馬達等達等達等達等、、、、大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原にににに草堂草堂草堂草堂をををを営営営営むむむむ」」」」とありとありとありとあり、、、、このこのこのこの地地地地がががが日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける「仏教発祥の地」なのなのなのなのかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。Packhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, three

women including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become a

priest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise in

Japan.Japan.Japan.Japan.소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.　　　　司馬達等司馬達等司馬達等司馬達等のののの子子子子のののの鞍作多須奈鞍作多須奈鞍作多須奈鞍作多須奈、、、、またはまたはまたはまたは孫孫孫孫のののの鞍作止利鞍作止利鞍作止利鞍作止利がががが寺寺寺寺をををを建立建立建立建立したとのしたとのしたとのしたとの記録記録記録記録がががが残残残残ってってってっておりおりおりおり、、、、坂田寺坂田寺坂田寺坂田寺はははは渡来系氏族渡来系氏族渡来系氏族渡来系氏族・・・・鞍作氏鞍作氏鞍作氏鞍作氏のののの氏寺氏寺氏寺氏寺であるであるであるである。。。。司馬達等司馬達等司馬達等司馬達等はははは、、、、６６６６世紀頃世紀頃世紀頃世紀頃にににに馬具馬具馬具馬具のののの製作製作製作製作技術集団技術集団技術集団技術集団をををを率率率率いていていていて、、、、朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島朝鮮半島からからからから渡来渡来渡来渡来したがしたがしたがしたが、、、、中国中国中国中国のののの梁梁梁梁というというというという国国国国のののの出身出身出身出身とのとのとのとの伝承伝承伝承伝承もあもあもあもあるるるる。。。。 The record that Kuratsukuri-no-tasuna of the child of The record that Kuratsukuri-no-tasuna of the child of The record that Kuratsukuri-no-tasuna of the child of The record that Kuratsukuri-no-tasuna of the child of

Shiba-tatsuto or grandchild's Kuratsukuri-no-tori erected aShiba-tatsuto or grandchild's Kuratsukuri-no-tori erected aShiba-tatsuto or grandchild's Kuratsukuri-no-tori erected aShiba-tatsuto or grandchild's Kuratsukuri-no-tori erected a

temple remains. Sakatadera is person Kuratsukuri's intemple remains. Sakatadera is person Kuratsukuri's intemple remains. Sakatadera is person Kuratsukuri's intemple remains. Sakatadera is person Kuratsukuri's in

those who introduce system clan's temple.those who introduce system clan's temple.those who introduce system clan's temple.those who introduce system clan's temple.시바타쯔토 의시바타쯔토 의시바타쯔토 의시바타쯔토 의    아이의아이의아이의아이의    쿠라쯔쿠리노타스나쿠라쯔쿠리노타스나쿠라쯔쿠리노타스나쿠라쯔쿠리노타스나,,,,또는또는또는또는    손자의손자의손자의손자의    쿠라쯔쿠쿠라쯔쿠쿠라쯔쿠쿠라쯔쿠리노토리 가리노토리 가리노토리 가리노토리 가    절을절을절을절을    건립했다라는건립했다라는건립했다라는건립했다라는    기록이기록이기록이기록이    남아있다남아있다남아있다남아있다.  .  .  .  사카타절은사카타절은사카타절은사카타절은    도도도도래계래계래계래계    씨족의씨족의씨족의씨족의    쿠라쯔쿠리씨의쿠라쯔쿠리씨의쿠라쯔쿠리씨의쿠라쯔쿠리씨의    씨절이다씨절이다씨절이다씨절이다. . . . 시바타쯔토는시바타쯔토는시바타쯔토는시바타쯔토는, 6, 6, 6, 6세기경에세기경에세기경에세기경에마구의마구의마구의마구의    제작제작제작제작    기술자집단을기술자집단을기술자집단을기술자집단을    거느리고거느리고거느리고거느리고, , , , 한반도에서한반도에서한반도에서한반도에서    도래했다도래했다도래했다도래했다....

①①①①大官大寺大官大寺大官大寺大官大寺　　　　DaikandaijiDaikandaijiDaikandaijiDaikandaiji

templetempletempletemple

                                                대관대 데라대관대 데라대관대 데라대관대 데라②②②②豊浦寺豊浦寺豊浦寺豊浦寺
ToyuraderaToyuraderaToyuraderaToyuradera

templetempletempletemple토유라 데라토유라 데라토유라 데라토유라 데라③③③③飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺飛鳥寺
Asukadera templeAsukadera templeAsukadera templeAsukadera temple

    아스카아스카아스카아스카    테라테라테라테라④④④④川原寺川原寺川原寺川原寺
KawaharaderaKawaharaderaKawaharaderaKawaharadera

templetempletempletemple

    카와하라 테라카와하라 테라카와하라 테라카와하라 테라現在地はここだよ。The presentThe presentThe presentThe presentplace is here.place is here.place is here.place is here.现现现现在地是在地是在地是在地是这这这这里里里里현재현재현재현재    땅은땅은땅은땅은    여기여기여기여기입니다입니다입니다입니다....舶来人司舶来人司舶来人司舶来人司马们马们马们马们等等等等，，，，私人信私人信私人信私人信仰着佛教仰着佛教仰着佛教仰着佛教。。。。受到受到受到受到苏苏苏苏我我我我马马马马夫夫夫夫的要求的要求的要求的要求，，，，让让让让女儿女儿女儿女儿岛们岛们岛们岛们3333个女个女个女个女性出家性出家性出家性出家，，，，在在日本的佛教在在日本的佛教在在日本的佛教在在日本的佛教兴兴兴兴隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用。。。。司司司司马们马们马们马们等的孩子的鞍作品多等的孩子的鞍作品多等的孩子的鞍作品多等的孩子的鞍作品多须须须须奈奈奈奈，，，，或或或或孙孙孙孙子的鞍作品止利子的鞍作品止利子的鞍作品止利子的鞍作品止利修建了寺院的修建了寺院的修建了寺院的修建了寺院的这样这样这样这样的的的的记录记录记录记录残残残残留着留着留着留着。。。。坂田寺院是舶来系氏坂田寺院是舶来系氏坂田寺院是舶来系氏坂田寺院是舶来系氏族的鞍作品先生的先生寺族的鞍作品先生的先生寺族的鞍作品先生的先生寺族的鞍作品先生的先生寺院院院院。。。。司司司司马们马们马们马们等等等等，，，，6666世世世世纪纪纪纪左右左右左右左右带带带带领马领马领马领马具的制造技具的制造技具的制造技具的制造技术术术术集体集体集体集体，，，，从从从从朝朝朝朝鲜鲜鲜鲜半半半半岛岛岛岛舶来舶来舶来舶来。。。。 ⑤⑤⑤⑤坂田寺坂田寺坂田寺坂田寺
Sakatadera templeSakatadera templeSakatadera templeSakatadera temple

    사카타 테라사카타 테라사카타 테라사카타 테라
　　　　　　　　　　　　　　　　Explanation of history exhibition　　　　　　　　　　　　　　　历史展示解说　　　　　　　　　　　　　　　　　　역사전시의 해설　　　　　　　　　　　　　　　　　What place is the Sakatadera temple?　　　　　　　　　　　　One of ASKA of five minsters

                                 　　　　　　　坂田寺院是什么吗？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 飞鸟的五大寺之一　　　　　　　　　　　　　　　　　사카타 테라 말야 어떤 곳입니까?                            　　　　　　　 아스카의 5대사원의 하나　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  It is a Buddhism birthplace in Japan !?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在日本的佛教发祥地 !?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  일본에 있어서의 불교발상지다 !?  Those who introduce relation ground          舶来人因缘的地          도래인 연고지日本日本日本日本でのでのでのでの仏教発祥仏教発祥仏教発祥仏教発祥のののの地地地地!!!!????渡来人渡来人渡来人渡来人のののの司馬達等司馬達等司馬達等司馬達等はははは、、、、私的私的私的私的にににに仏教仏教仏教仏教をををを信仰信仰信仰信仰していたがしていたがしていたがしていたが、、、、蘇我馬子蘇我馬子蘇我馬子蘇我馬子のののの依頼依頼依頼依頼をををを受受受受けけけけ、、、、娘娘娘娘のののの嶋嶋嶋嶋らららら３３３３人人人人のののの女性女性女性女性をををを出家出家出家出家させさせさせさせ、、、、日本日本日本日本でのでのでのでの仏教興隆仏教興隆仏教興隆仏教興隆にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを果果果果たしたたしたたしたたした。『。『。『。『扶桑略記扶桑略記扶桑略記扶桑略記』』』』にににに「「「「鞍作村主司馬鞍作村主司馬鞍作村主司馬鞍作村主司馬達等達等達等達等、、、、大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原大和国高市郡坂田原にににに草堂草堂草堂草堂をををを営営営営むむむむ」」」」とありとありとありとあり、、、、このこのこのこの地地地地がががが日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける「仏教発祥の地」なのなのなのなのかもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。Packhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, threePackhorse driver Soga's request was received, three

women including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become awomen including daughter Shima were made to become a

priest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise inpriest, and it played a major role to the Buddhism rise in

Japan.Japan.Japan.Japan.소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하소가노마코 의 의뢰를 받고, 딸의 시마들 3명의 여성을 출가하게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다.게 해, 일본에서의 불교번성에 큰 역할을 다했다. 舶来人司舶来人司舶来人司舶来人司马们马们马们马们等等等等，，，，私人信私人信私人信私人信仰着佛教仰着佛教仰着佛教仰着佛教。。。。受到受到受到受到苏苏苏苏我我我我马马马马夫夫夫夫的要求的要求的要求的要求，，，，让让让让女儿女儿女儿女儿岛们岛们岛们岛们3333个女个女个女个女性出家性出家性出家性出家，，，，在在日本的佛教在在日本的佛教在在日本的佛教在在日本的佛教兴兴兴兴隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用隆里完成了大的作用。。。。歴史解説板のサンプル

｢｢｢｢歴史物歴史物歴史物歴史物のののの展示展示展示展示｣｣｣｣はあってもはあってもはあってもはあっても、、、、「「「「歴史歴史歴史歴史のののの展示展示展示展示」」」」がががが不十分不十分不十分不十分

奈良県立万葉文化館

観光客数観光客数観光客数観光客数がががが昭和昭和昭和昭和50505050年年年年代代代代のののの年間年間年間年間1111８０８０８０８０万人万人万人万人ををををピークピークピークピークにににに､､､､現在現在現在現在はははは８０８０８０８０万人前後万人前後万人前後万人前後でででで低迷低迷低迷低迷

明日香における賑わいの形成を図る

明日香における

歴史的風土の維持･向上を図る

明日香での歴史展示を

奈良全体に展開し、

明日香･奈良の魅力向上歴史展示拠点 北…奈良エリア、南…明日香

ポスト１３００年祭 南部を元気にする

飛鳥京跡苑池イメージ図(奈良県立橿原考古学研究所作成)


