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平城京遷都1300年を迎えて

2010年 4月 23日 は旧暦 の 3月 10日 にあた りま

す。 この日、710年 (和銅 3)3月 10日 に都が藤

原京から新都・平城京へ遷されて1300年の記念す
べき時にあわせ、平城宮第一次大極殿完成記念式

典が、皇太子殿下の御臨席のもと、厳粛に挙行さ

れました。その日から11月 7日 まで、平城宮跡を

主会場として、奈良県が主催する遷都1300年祭が

くりひろげられました。およそ200日 間の会期中、

国の内外から363万人におよぶ人々が平城宮跡を

訪れました。

奈良文化財研究所 も幾多の側面で支援を展開

しました。大極殿を訪れるわが国や外国の要人の

案内をはじめ、たび重なる講演会や報道取材への

対応、平城京を題材 としたテレビ番組制作への協

力と、多忙な日々を過ごしました。また東院地区

で進めていた発掘調査を連日公開し、好評をいた

だきました。発掘現場だけでなく、平城宮跡の要

所々々で、来訪者にわか りやす く案内解説を続け

たボランティアガイドの皆さんに対する賞賛と感

謝の言葉もしばしば聞かれました。

平城宮跡資料館は 4月 に改装オープンして以来

多 くの入場者を迎えましたが、さらに 9月 25日 か

らは特別展示「天平人の声 をきく―地下の正倉

院・平城宮木簡のすべて」を開催し、木簡研究の

最新の情報とともに、日頃目にすることがまれな

多 くの実物の木簡を展観に供 しました。研究成果

といえば、平城京研究の集大成ともいうべき『図

説平城京事典』を研究員総がかりの執筆で刊行 し

たことも特筆しておきます。

会期も終盤に近い10月 8日 、天皇皇后両陛下を

お迎えして、大極殿の前庭で記念祝典が開催され

ました。天平の時代を紡彿 とさせる舞踊や管弦の

後、天皇陛下より、平城宮跡を守 り伝え、研究を

続けてきた関係者に対 しての厚いねぎらいのお言

葉が述べられました。

明けて2011年、新年にあたり宮内庁が発表した

天皇陛下が昨年に詠まれたお歌のうちに次の 1首

がありました。

《邁都1800年 にあたり》
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大種殿をこ覧になる天皇皇后両陛下

Their Majesdes the Emperor and Empress view the Formerimpenal Audience Ha‖


