明日香村

A guide full of insights for the tourist

キ ト ラ古墳！

2016 年、キトラ古墳周辺 に
国営公園 がオープン！

Special edition

New park around
Kitora tomb opens 2016!

ASUKA VILLAGE
KITORA TUMULUS

も っ と楽 し い

A mor e
fun
K it o r a
t o m b!

キトラ 古墳
http : // naranara. jp

The cover features a suzaku (red bird), a mythical
creature protecting the
south. The only vividly
coloured suzaku fresco in
Japan, it measures 39cm
from tail tip to left wing.
With wings spread, it
seems about to fly.
表紙 を 飾 るのは、南 の 方角 を
守る神獣「朱雀」。国内で唯一
の 極彩色壁画 の 朱雀 である。

尾羽の端から左翼までの長さ
は 約 39cm。両翼 を 大 き く 広
げ、今にも飛び立ちそうだ。

‘naranara03 EXTRA – Learning to Understand
and Appreciate the Kitora Burial Mound’ is a special edition introducing the Kitora burial mound,
a large tomb or tumulus, constructed during a
period stretching between end-7th and early 8th
centuries, in Asuka village in Nara Prefecture. Discovered by local villagers, the burial mound is over
1,300 years old. The most important site remains
include, on the roof of the stone chamber in the
burial mound, the oldest existing celestial chart in
the world, four mythical creatures, said to provide
protection from the four directions - east, west,
south, and north - and the twelve zodiac signs
featuring animal heads and human bodies. These,

together with the colorful wall painting or fresco
of the sujaku (a red bird resembling a phoenix or
pheasant ), the only example in Japan, have attracted huge public interest over the years. Who
on earth was entombed here remains one of the
great mysteries. The real joy in history, however,
is freeing your imagination and using it to fill in
the gaps! Satoshi Narita, former Asuka Historical
Museum curator, helps explain the frescos and
other important aspects of the Kitora Tomb. The
more you think and learn about the Kitora tumulus
– such as ways of looking at the wall decorations
- the more insights you gain, and the more interesting the whole subject becomes!

『 naranara03 EXTRA もっと楽しいキトラ古墳！』は、奈良県
明日香村 にある、7 世紀末〜 8 世紀初頭 につくられた墳丘
型のお墓「キトラ古墳」を紹介する特別号です。1,300 年の
時を越え、地元の人々によって発見されたキトラ古墳。その石
室内には現存する世界最古の「天文図」や、東西南北を守
護する獣形 の「四神」、獣頭人身の「十二支」の 壁画 が 残
されています。なかでも、日本で唯一 の 極彩色壁画 の「朱

雀」が 発見されたことで、一躍脚光をあびました。しかし、被
葬者が 誰なのかなど、まだまだ解明されていない 謎も数多く
あります。そして、その謎について、自由に想像できるのが 歴

史 の 醍醐味。今回 は 飛鳥資料館 の 元学芸員である成田聖
さんをナビゲーターにお迎えし、壁画の見方など、知れば 知る
ほどもっと楽しくなるキトラ古墳をご 紹介します。

成田 さんと 読 み 解 く
キトラ古墳 に 隠 された
10 の 謎
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Narita-san, former Asuka Historical Museum
curator, explains how to appreciate the Kitora
Tomb. You’ll discover unknown aspects of the
tomb. Even if you’re not interested in history,
he’ll bring it to life in his own special way.
の元学芸員である成田さん。歴史を知らなくてもおもしろいと評判 の
※掲載内容は 成田聖氏の 見解をもとに作成 しています

キ ト ラ 古墳 の 楽 し い 見方

The frescos – use your imagination!
自分 の 感想、疑問 を も と に 壁画 を 読 み 解 こ う ！

The oldest existing celestial map in the world!

はワニ。龍は水の神様でワニ

現存する世界最古の天文図！

が 水辺 の 生物 なのもリンク
す る し、昔、大 陸 に は 10m

級 の 巨大 なワニがいたとい

時代背景 や 情報 を 現代 に 置 き 換 え て 、比 べ て み よ う ！

う 説 も。人々 が 恐 れ、信仰 し

ナビゲーター：成 田 聖

てもおかしくないですよね。

「 かわいいな 」
「 不思議 だな 」
「どんな 人 がつくったんだろう？」……

課程卒 博士号
（芸術工学）
。専門分野 は 近世

歴史背景などの情報だけで壁画を見るのではなく、ちょっと違う視点

日本建築史、博物館学。2009 年 より 5 年間、

で見てみると、古代人の息づかいが聞こえてきます。考古学はわから

飛鳥資料館学芸室研究員として勤務。

ないことが多いからこそ、見て、想像して楽しみましょう！
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トサカ。雄は雌の気を惹くために、派手な飾りで自分を大きく見せよう
とするもの。こんな風に壁画から想像を膨らませてみましょう。

Suzaku from only vividly coloured fresco in Japan.
日本唯一の極彩色壁画の朱雀！

四神は星の組み合わせで描かれるので、自ずと向きが決まるものなの

かも「
。 うっかり間違えたのかな 」と思ったら、親しみが湧きませんか？
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鎌倉時代に入ったどろぼうはお皿を置いていったとか ……

壁画 か ら 画師 の 人物像 が 見 え て く る ？
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Is an image of the fresco
artist visible?

Does Genbu give any insights?
Many think of Genbu as a tortoise. ‘Gen’ means
‘black’, ‘bu’ ‘armour’ or ‘carapace’. In fact it’s not
just a tortoise, rather a female tortoise combined
with a male snake. What’s your view of the
image? Does it give any insights into your feelings. Perhaps not?
玄武 と 聞 いて 亀 をイメージする 人 も 多 いのでは？ 玄 は 黒、 武 は
武具に見立てた甲羅を意味するのですが、実は亀ではなく、雌の亀と雄

C

れによって心の状態がわかるとか、わからないとか …。

午

F

は 型紙通 りには描かれておらず、描いた人は、少しいい加減 な人物だった

「 キトラ古墳の『 キトラ 』って何？」と思う人も多いのでは？ 諸説あり

のかもしれません。筆 のタッチから、書 き 手 は 左利 きだった 可能性 も 。

ますが「
、 北浦」という地名がなまったもの、玄武の 亀 と白虎の 虎

また、十二支は四神に比べて下手なので、弟子が描いたのかもしれません。

描 い た の は 、当時人気 のグラフィック 集団？

Tiger

で「亀虎」とか。もしそうなら、盗掘穴 から 覗 いて 見 える 白虎 と 玄武 が

寅

見えて伝承されたのかもしれません。
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被葬者 は だ れ ？

Who was entombed?

被葬者 は 迷信深 い ？

Was the entombed person
superstitious?

It’s possible the frescos were done by a group
called the Kibumi no Eshi, graphic designers led
by a director named Kibumi no Honjitsu. If one
imagines tombs of related dignitaries being
designed by the members, does it help us understand the interactions between the people of
the time?

It is likely they were children of Tenmu Emperor
or someone of similarly high rank. But few
records detail burials in Japan, so we’re not
sure. From expert analysis of teeth and bones,
we think it was a stout male between 50 and 60
years old, someone of lesser status than the
Takamatsuzuka.

The four symbols and twelve signs guard Kitora.
But in the Takamatsuzuka tomb, groups of
women replace these, suggesting the deceased’s
world view was that of a ‘celebrity’. Perhaps the
person in the Kitora tomb was superstitious? It’s
interesting to speculate about the characters of
those entombed.

壁画は、黄文画師
（きぶみのえし ）という集団が描いた可能性があります。

被葬者は、天武天皇の皇子もしくは側近の高官の可能性が高いと見ら

キトラ古墳では、四神と十二支が被葬者を厳重に守っています。高松塚

今で言うグラフィックデザイナーの集団 で、アートディレクターは 黄文

れていますが、日本にはお墓の主を示す墓誌の文化が根付かず、わかり

古墳は、十二支の代わりに女子群像を描くなど、被葬者が生きたセレブ

本実（きぶみのほんじつ ）。国 の 高官 のお 墓 をそのメンバーがデザイ

ません。歯 や 骨 の 鑑定結果 から 50 〜 60 代 のがっちりした 体系 の 男性

な 世界観 を 表現。キトラ 古墳 の 被葬者 の 方 が 迷信深 い 人物 だったの

ンしたと想像すると、当時の人々のやり取りが見えてきませんか？

で、出土品から高松塚古墳よりも身分が低い人物と推測されています。

かも。壁画の違いから、被葬者の性格を想像するのもおもしろいですよ。

基本情報

Discovered by the locals living
in Asuka Village!

What are the Kitora Tomb frescos?

What is Kitora Tumulus?

キ ト ラ 古墳壁画 と は

キトラ古墳とは

DAT E

A burial mound built between end7th and early 8th centuries. Vivid
frescoes were discovered on the
chamber walls in 1983.

Chronology

The Kitora tumulus frescos, with their vivid
colours, and designed to protect the deceased,
are based on the ancient Chinese yin-yang and
five elements concept, whilst viewing the stone
chamber as a cosmos. There are four mythical
creatures guarding the four directions, twelve
symbols decorating each wall, and a celestial
map on the ceiling.

E

Horse

Many wonder what the Kitora tumulus ‘Kitora’
refers to. There are various theories, including a
similarity to the place name Kitaura, and the ‘ki’ or
shell of the genbu, being combined with the ‘tora’
of white tiger. If these were true, it could be that
it was the white tiger and genbu that were first
glimpsed through the hole opened by the robbers.

朱雀は、体の前半分は型紙に沿って丁寧に 描 かれているのですが、後半
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「 キトラ 」の 名 前 の 由 来 は ？

Why the name Kitora?

The front of the red bird follows the stencil,
but the back doesn’t. Obviously a laid back
artist! From the brushwork it seems they were
left-handed. The zodiac signs are not as skilfully portrayed as the four mythical creatures,
suggesting they may have been done by a less
skilled artisan.

Were they done by contemporary
graphic artists?

玄武 を 見 る と 、精神状態 が わ か る ？

の 蛇 のつがいのこと。あなたには 2 匹 の 関係 がどう 見 えますか？ そ

Key information
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Perhaps a thief who got in during the Kamakura Period left a platebehind, or ...

ですが、白虎 は 通常 とは 逆 の 右 を 向 いています。それはなぜか？ 壁画
はまず型紙を使って下書きをするので、型紙を逆さまにしてしまったの

Is the red bird male or female?

キトラ古墳の朱雀が雄か雌か、考えたことがありますか？ 正解はわか

古代人 の う っ か り ミ ス ？

The four mythical creatures are depicted with
the constellations. Their orientations are thus
determined, but the white tiger faces right,
opposite to normal. Why? The murals were
drawn using stencils. Perhaps it was upside
down? Interesting to think that it may have been
a simple error!
B

りませんが、僕は雄だと思っています。その根拠は、頭についた見事な

D

An unwitting oversight
by the ancients?

朱雀 は 雄 o r 雌？

Have you ever wondered whether the Kitora
tumulus red bird is male or female? We’re not
certain, but I imagine it to be male. Why? Because
of the fine comb, displayed to attract the females’
attention, on its head. The frescos come alive if
you only use your imagination.

の天文図は、朝鮮半島から見たものだと言われています。

龍 の モ デ ル は？ 僕 の 仮説 で

Try swapping those days with now!

1980年、福岡県生まれ。九州大学大学院博士

そう考えると、
コンパスってすごい発明ですよね。ちなみに、
キトラ古墳

虎 はホワイトタイガー、では 青

も し 自分 が 作者 な ら …… 仮説 を た て て み よ う ！

Rather than looking at the walls and thinking ‘That’s
nice’, ‘That’s strange’, or asking ‘I wonder who made
that?’, looking at the frescos in a different way could
bring the lives of the ancients to life. Not having a
deep knowledge of archaeology means you can enjoy
using your imagination!

天 文 図 を よ く 見 る と、中 心 に 古 代 人 が 使っ た コ ン パ ス の 穴 が！
1,300 年もの間、コンパスは丸を描くために使われ続けているんです。

E

朱雀は雉か山鳥、玄武は亀と蛇、白

If you’d created them, what then?

Born in Fukuoka Prefecture, 1980. Graduated from Kyushu University Graduate
School with a doctorate in design. Special
fields; the history of modern Japanese
architecture, museology. For five years,
since 2009, worked as a curator in the
Asuka Historical Museum.

If you look carefully at the celestial map, you’ll
see an aperture for a compass. For 1,300 years,
a compass was used to draw circles. Compasses
are an amazing invention! The sky, by the way, is
said to be a view from the Korean Peninsula.

The red bird is a common or a copper pheasant;
the Genbu a tortoise/snake; the white tiger; but
what is the azure dragon? Maybe a crocodile?
The dragon is the spirit of water, whilst crocodiles live on river banks. There were giant 10m
long crocodiles on the continent in the past.
People feared and revered them.

成田流の見方で、思ってもみなかったキトラ古墳の表情に出会えるはず！

Navigator: Sa toshi Nar i t a

7 世紀 に も コ ン パ ス あ り ！

There were compasses in the 7th century!

What was the azure
dragon modelled on?

今回、キトラ古墳の楽しい読み解き方を教えてくれるのは、飛鳥資料館

See the Kitora Tomb in a new light
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青龍 は 何 を モ デ ル に 描 か れ た の ？

石室 をひとつの 宇宙 と 見立 て 、被葬
者 の 魂 を 鎮 めるため 、古代中国 の 陰
陽五行思想 に 基 づき 構成 される 極
彩色で描かれたキトラ古墳壁画。東
西南北 を 守護 する 四神、そして 各壁
面 にぐるりと 配置 される 十二支、天
井には天文図が描かれています。

A Red bird (Overall length 39cm )

D White tiger (Overall length 42cm )

Guardian of the south, vermilion colour, symbol of
summer. Spreading both wings, its tail is fully extended as it rises in the air. Suzaku from only vividly
coloured fresco in Japan.

Guardian of the west, white, symbol of autumn.
Faces north, opposite to the white tiger in Takamatsuzuka tomb, with long tail raised. Two legs extend
forward. Large mouth and eyes.

朱雀［ 全長 39cm ］
南を守る神獣で、色は朱（赤 ）、季節は夏を象徴。両翼を大
きく 広 げ、長 い 尾 をなびかせている。日本唯一 の 極彩色
の朱雀。

白虎［ 全長 42cm ］
西を守る神獣で、色は白、季節は秋を象徴。高松塚古墳の
白虎 とは 反対 の 北側 に 頭 を 向 け、長 い 尻尾 を 上方 に 立 て
る。両足を前に突っ張り、口と目を大きく開いている。

1983 Start of investigations using fibrescope
Genbu is discovered

d i scover
T h e 第一発見者 e r

1998 The azure dragon, white tiger, and
celestial map are found using a miniature
camera

7 世紀末〜8 世紀初頭 につくられた 古墳 です 。1983 年、
古墳 の 石室内 に 極彩色壁画 が 確認 されました 。

明日香村 の 地元住民 たちが
キトラ 古墳 を 発見！

2000 Designated a national historic site
2001 The red bird and 12 zodiac signs found
2004 Fresco images were skimmed off, and

B Azure dragon (Overall length 42cm )
Guardian of the East, azure colour, symbol of spring.
Whole figure not extant due to damage from water
ingress, but part of upper jaw, extended and curled
tongue tip, and tip of front leg have been ascertained.

C

B

D

A

青龍［ 全長 42cm ］
東を守る神獣で、色は青、季節は春を象徴。石室に流れ込
んだ 泥 により 青龍 の 全身 は 残っていないが、上顎 の 一部
と長く伸びて先を丸めた舌、前足の先が確認できる。

E Celestial map

work began on repair and preservation

Three circles in the middle of the roof depict inner,
central, and outer latitudinal lines. Also, an eccentric
circle depicting an ecliptic, a gold leaf sun, the moon
in silver leaf, and 350 stars and 68 Chinese-style
constellations joined up by a red line.

2013 End of archaeological survey of the tomb
Start of reinstatement of mound
2014 Exhibition at Tokyo National Museum
First public exhibition in an area other
than Asuka

天文図
天井 の 中央 に 内規、赤道、外規 を 表 す 3 つの 同心円 と、黄
道を示す偏心円。金箔の太陽、銀箔の月、朱線で結んだ 約
350 の星と 68 の中国式の星座も示されている。

Guardian of the north, black, symbol of winter. Depicted as a tortoise entwined by a snake, its shell
has hexagonal patterns. The back of the snake has
an oblique, fish scale pattern. The only pair among
the 4 mythical creatures.

て生まれる。畝傍高等学校卒業後、家業に

年表
1983 年 ファイバースコープにより 探査開始

F

玄武［ 全長 25cm ］
北を守る神獣で、色は黒、季節は冬を象徴。亀に蛇が絡み
ついた形で表され、甲羅は六角形の亀甲模様、蛇の背中は
斜格子紋で鱗が表現されている。四神の中で唯一のペア。

F Signs of the zodiac
It’s body is human, but the head is a creature. It is
thought there were three signs below each of the
four mythical creatures. Six have been ascertained,
including the mouse, tiger, dog, and horse.
十二支
体は人間、頭は動物の十二支。四神の下に、それぞれ 3 体ず
つが 描 かれていたと 考 えられる「
。 子（ね ）」「
、 寅（とら ）」、
「戌（いぬ ）」「
、 午（うま ）」など 6 体が確認されている。

上田俊和 さ ん

1940年、明日香村檜前 の 農家 の 長男 とし

玄武を発見

C Genbu (Overall length 25cm )

Toshikazu Ueda

1998 年 小型カメラにより、青龍、白虎、天文図
を 確認

2000 年 国の特別史跡に指定
Tumulus:
Two tier construction.
Dimensions:
Upper tier 9.4m x 2.4m
Lower tier 13.8m x 0.9m
Stone sarcophagus
2.4m x 1.04m x 1.24m

2001 年 朱雀と十二支像を確認

古墳：
二段築成造 り
サイズ：

上段

9.4ｍ×2.4m

下段

13.8m ×0.9m

石棺

2.4m ×1.04m ×1.24m

Toshikazu Ueda, who grew up surrounded the Takamatsuzuka, Marukoyama, and Kitora tombs, discovered
Kitora. Interested in archaeology, he made copious
notes about local history in middle school. He began
surveys, with seven others, of remains in Asuka, wanting
to ‘bring Asuka’s cultural treasures to the world, and to
conserve them’. When possible tomb sites were located,
they contacted NHK and the experts. Research continued using the latest technology. Excitement at finding
the Genbu was unforgettable. Surprisingly, it was the
same group which catapulted Asuka into the limelight
with the discovery of Takamatsuzuka. Discovery of the
Kitora tomb was the find of the century, and is warmly
remembered by the locals who love Asuka so much.

2004 年 壁画をはぎ取り、修復・保存の開始
2013 年 石室の考古学的調査の終了。墳丘の復元
整備を開始
2014 年 東京国立博物館で展示。飛鳥以外の地で
初の公開

従事。青年団活動の中で、網干善教氏らに

第一発見者 は、明日香村 にある 高松塚古墳・マルコ 山古墳・キトラ 古

教 えを 受 け 、高松塚古墳、中尾山古墳、牽

墳 の 3 つに 囲 まれて 育 った 上田俊和 さん。幼 いときから 考古学 が 好 き

牛子塚古墳、マルコ 山古墳、キトラ 古墳 の
発掘 に 参加。地元 の 有志 6 名 と 結成 した
飛鳥古京顕彰会に所属。
Born 1940, the eldest son of a farming
family in Hinokuma in Asuka. After graduating from Unebi High School, he worked
in the family business. Taught by Yoshinori
Aboshi during youth activities, he participated in the excavations of the Takamatsuzuka, Nakaoyama, Kengoshizuka,
Marukoyama, and Kitora tumuli. Involved,
with six local enthusiasts, in conservation
work by the Asuka Kokyo Kenshokai.

で 、中学 2 年生 のときの 自由研究 ノートには、明日香村 の 歴史 と 研究
がびっしり。そんな 上田 さんは 、
「 明日香村 にある 文化財 を 世 に 出 し
て 、保存 につなげたい 」という 想 いから 地元 の 同志 6 人 と 共 に 明日香

村 の 遺跡調査 を 開始。古墳 である 可能性 が 高 まった 段階 で NHK や 専
門家 に 依頼 し 、当時 の 最新技術 を 駆使 して 調査 を 進 め、古墳 を 発見。
最初 に 玄武 を 見 つけたときの 興奮 は 忘 れられないという 。実 は、明日
香村 を 一躍有名 にした 高松塚古墳 を 発見 したのもこのメンバーとい
うから 驚 きだ 。キトラ 古墳発見 は 、飛鳥愛 に 溢 れる 地元 の 人々 の 熱 い

想 いに導かれた、世紀の 大発見だったのである。

NEWS

2016 年、キトラ 古墳周辺 に国営公園 が新 しくオープン！

A new park opens in the Kitora area in 2016 !
Location: Oaza Abeyama and Oaza
Oneda, Oaza Hinokuma, Asukamura,
Takaichi-gun, Nara-ken
Area: about 13.8ha
位置：奈良県高市郡明日香村大字檜前、大字
阿部山、及 び 大字大根田
面積：約 13.8ha

A new park is to open in the Kitora tomb area in
2016 to pass on the history and culture of Asuka
to future generations through experience, learning, and sharing.

体験・学習・協働 を 通 じて、次世代 に
飛鳥 の 歴史 と 風土 を 継承 するため、
2016 年、キ ト ラ 古墳周辺 に 新 し い
国営公園をオープンします。

about a new park
Features of the park
The park is aimed at giving visitors a positive experience; Asuka history and culture can be studied, with
an area linking special archaeological remains, the
Kitora tomb, and the Hinokumadera remains.

The Workshop

公園 づくりのポイント

飛鳥 の 技術 や 文化 を 学 べる

体験工房

The workshop is the place to study Asuka technology and culture. You can learn ancient glass-making
techniques. Have a go at a unique glass-making art,
under the watchful eye of a specialist instructor.

飛鳥 の 歴史 と 風土 を 楽 しく 学 べるよう 、特別史跡・キトラ 古墳 と 史跡・檜隈寺跡 を

のが 体験工房 です。古代 ガラ

一体的 な 環境 として 保存 し、来園 される 方々 に 感動 を 与 える 公園 づくりをすすめ

スづくりを 体験 することが
できます。専門 のインストラ

ています 。

クターの 指導 のもと、世界 に
ひとつだけのガラス 細工 を
つくってみましょう。

Fields where you can experience
the land and village life
里地里山体験 フィールド

Terraced rice fields brought back into use by rice
planting and vegetable cultivation, a practice
sensitive to, and in harmony with, the local farming landscape.

Hands-on learning space
体験学習広場

地域 の 農景観 との 調和 を 大

Recreating ancient customs and practices, and
planning events where you can learn about heavenly
observation based on constellation charts. There’ll
be a space where you can spend time relaxing.

切 にしながら、田植 えや 野菜
づくりを 通 して 棚田風景 を

再生 します。

古代 の 風習 や 行事 の 再現、星

The Practical Study Centre

宿図 にちなんだ 天文観測 な
ど、飛鳥 を 感 じる 催行事 を 企

体験学習館

画。ゆったりと過 ごせる広場
をつくります。

A place to study the history of the Kitora tomb and
its links with East Asia. The Cultural Affairs Agency
facilities for managing the Kitora frescos are on
the ground floor. See the exhibition to appreciate
the magic of old Asuka.
キトラ古墳の歴史的な価値や

東 アジア と の つ な が り を 学
べ る の が、
「 体 験 学 習 館 」で
す。1 階 にはキトラ 古墳壁画

Tumulus Viewing Site

を 管理 する 施設 が 文化庁 に

古墳鑑賞広場

よって 整備 されます。古代飛

The Tumulus Viewing Site is the place for an overview of the Kitora tomb. You’ll appreciate, in full,
the ancient remains of the Kitora tumulus. Let your
mind drift back to those bygone days.

鳥 のロマンを 感 じる 展示 を、
ぜひ、見にきてください。

キトラ 古 墳 の 全 容 を 見 渡 す
なら 、ここ「古墳鑑賞広場 」。

特別史跡 キトラ 古墳を心ゆく
まで眺めながら、往時の風景に

思いを巡らせてください。

ACCESS to Asuka
From

Tokyo
↓
Kyoto
or
Osaka

about

80

min

about

60

JR 京都駅

Narita International Airport

関西国際空港

※a limited express

AC C E
S

飛鳥駅 からキトラ 古墳周辺 まで 歩 いて 25分！
自転車 で 10分／ バスで 10分

Kansai International Airport

成田国際空港

Kintetsu Kyoto Sta.

25 minutes from Asuka station to the Kitora area on foot！
10 minutes by bicycle / 10 minutes by bus

JR Kyoto Sta.

JR 東京駅

国営飛鳥歴史公園館

Kintetsu Asuka Sta.

Kintetsu Kashihara Jingu-mae Sta.

近鉄 京都駅

St
o

Asuka Historical
National Government Park
近鉄 飛鳥駅

近鉄 橿原神宮前駅

Takamatsuzuka Tumulus

min

about

80

min
about

70

min
about

60

min

From

Nara

about

60

min

Kansai International
Airport Terminal 1

関西国際空港第 1 ターミナル

Kintetsu Yamato-Yagi Sta.
近鉄 大和八木駅

近鉄 橿原神宮前駅

JR Kansai Airport Sta.

JR 新大阪駅

JR Osaka Sta.

Imperial Mausoleum
of Emperor Monmu

Kintetsu
Asuka
Sta.

JR 関西空港駅

JR Shin-Osaka Sta.

高松塚古墳

Kintetsu Kashihara Jingu-mae Sta.

Tennoji Sta.

Kintetsu Osaka Abenobashi Sta.

天王寺駅

文武天皇陵

Hinokumadera Site

近鉄 飛鳥駅

近鉄 大阪阿部野橋駅

Kyoto

※Change train from JR to Kintetsu Line

檜隈寺跡

Tokyo

Hiroshima Osaka

Kintetsu
tsubosakayama Sta.
近鉄 壺阪山駅

JR 大阪駅

Kintetsu Nara Sta.
近鉄 奈良駅

Kintetsu Yamato-Saidaiji Sta.
近鉄 大和西大寺駅

Kintetsu Kashihara Jingu-mae Sta.
近鉄 橿原神宮前駅

Kintetsu Yoshino Line

80

Kitora tombs
キトラ古墳

R169

Osaka

about

ea
a ar

From

or

min

JR Tokyo Sta.

it

Kyoto

min

K

From

about

140

[ ASUKA NAVI ] http:// www.asukanavi.jp

Portal site ASUKANAVI has full and detailed information covering Asuka Village. In four languages: Japanese, English, Chinese, Korean. Essential reading ! 明日香村 の 情報 を 網羅 したポータルサイト「 あすかナビ 」は 、4 カ 国語（日・英・中・韓 ）に 対応 しています 。ぜひご 活用 ください 。
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