へ い じょう きょう

へ い じょう きゅう

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の首都です。
唐（中国）の長安城を手本に、大小の道路で碁盤目状に区画しました。
平城宮は都の中央北端にありました。
平城京の正門である羅城門から平城宮の正門である朱雀門まで約 75 メートル幅の朱雀大路が通じ、
えんじゅ

そこには柳や槐を植えて街路樹としていました。
人口は 10 万人ほどと考えられており、
約 6,500 人が平城宮につとめた官人でした。
当時の日本の総人口が推定 600 万人。現在の 20 分の 1 ですから、平城京は巨大都市だったといえるでしょう。
奈良時代の歴史を知る上で、この平城京と平城宮の調査研究は欠かすことができません。

大宝元年の幢幡遺構
藤原宮朝堂院の発掘調査で見つかった幢幡遺
構を南からみたところです。画面中央にある赤
い柱が大極殿院南門を示しており、奥の森が大
極殿です。南門のすぐ南側で新たに見つかった
３基の大 型柱穴は、第 153 次調査（写真右手）
で確認されていた４基とあわせ、合計７基と
なります。この７基の柱穴は、大宝元年（701）
元日朝賀に「正門」に樹立された７本の幢幡に
関わる遺構と考えられます。宮中軸線上に位置
する１基（中央手前）が烏形幢にあたり、その
東に日像と青龍・朱雀幡（写真右手）を、西に
は月像と玄武・白虎幡（写真左手）をそれぞれ
三角形に配したものと復元されます。
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Banner Feature of the First Year of the Taihō Era (701)
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This is a view of the banner feature discovered in excavation of the Fujiwara palace State Halls Compound,
as seen from the south. The red pillars at the center of
the image indicate the southern gate of the Imperial
Audience Hall Compound, and the grove of trees to
the rear is the Imperial Audience Hall itself. The three
newly discovered large post holes just south of the
southern gate comprise seven such items together with
the four confirmed in excavation No. 153 (on the right
side of the image). These seven post holes are thought
to be a feature related to the seven banners erected at
the “main gate” for the ceremonial New Year’s greetings
to the emperor in the first year of the Taihō era (701).
The single item on the central axis of the palace (center,
front) is reconstructed as the banner of the crow, with
those of the sun, Seiryū and Suzaku to the east (right
side of the photo), and those of the moon, Genbu and
Byakko to the west (left side of the photo), placed in
triangular fashion.
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特別史跡平城宮跡

す ざくおお じ

1

朱雀大路
Suzaku Avenue

2

朱雀門
Suzaku Gate

3

壬生門
Mibu Gate

TheNaraPalaceSite,aSpecalHistoricSite
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す ざくもん

み ぶ もん

ひょう ぶ しょう

兵部省
Ministry of Military Affairs
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しき ぶ しょう

式部省
Ministry of Personnel Affairs
ちょうどういん
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中央区朝堂院
Central State Halls Compound
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第一次大極殿
Former Imperial Audience Hall
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だいごくでん

ちょうどういん

東区朝堂院
Eastern State Halls Compound
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だいじょうきゅう

独立行政法人 国立文化財機構

大嘗宮
Great Thanksgiving Service Hall

い こうてん じ かん

13 遺構展示館
奈良文化財研究所概要
2017
Excavation Site Exhibition Hall

10 第二次大極殿
14 日東院庭園
発 行 日：2017 年７月 14
Garden at Eastern Palace
Latter Imperial Audience Hall
編集発行：独立行政法人国立文化財機構
奈良文化財研究所
だいごくでん

だい り

11 内裏
Imperial Domicile
印
く ないしょう

へいじょうきゅうせき し りょうかん

15 平城宮跡
〒 630︲8577 奈良市佐紀町
247︲1
TEL0742︲30︲6753（連携推進課）
資料館

Nara Palace Site Museum
刷：能登印刷株式会社

12 宮内省（推定）
16 奈良文化財研究所（仮設庁舎）


Ministry of the Imperial Household (presumed)
Temporary office of Nara National
Research Institute for Cultural Properties

