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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、碁盤目状に区画 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)が街路樹でした。

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。

平城京の調査は奈良時代の歴史を知る上で欠かすことができません。

The Nara Capital and Palace

Thc Nara capital(710-784)was an ancicnt mctroPoliS

SPanning thc arcas oFthc rnOdcrn cities OfNara and Koriyama

Dcsigncd aFtcr thc Tang(Ehincsc capital of Chang'an,

it was built with brOad and narrOw strccts forming a grid

With thc Nara palacc at thc ccntcr ofits nOrthcrn cnd,thc capital、 vas travcrscd

frOm thc Rai5mon gatc to thC SOuth by Suzaku bOulttard,

75 mctcrs(cqu� alcnt t0 26 carlancs)widC and incd with willOw and Pagoda trccs

Thc pOPulatiOn is cstimatcd at bc弾 ミcn loo,000 to 200,000,

and as tnany as 6,500 burcaucrats wcrc hcld tO wOrk at thc Nara palacc.

As thc tOtaI POpulatiOn OfJapan at thc timc is cstimatcd at around 6 milliOn,

or onc―いvcnticth Ofits rnOdcrn lcvcl,

thc Nara caPital郡 /as truly a grcat rnctropoLs in its d耳 、

Thc invcstigation oFthc Nara capital sitc is indisPcnsablC

FOr knO、ving thc histOry ofthc Nara PcriOd as a wh。 lc

離≪i

~~0~~」

O式音階特別史跡 平城富跡
The Nara Palace Stte,a National Histonc MOnument

０

０

０

０

Ｏ

②

０

０

朱雀大路
Suzaku Avenue

朱雀門
Suzaku Gate

壬生門
Mibu Gate

兵部省
Ministry of Milkary Affairs

Ministry of Personnel ATairs

O第一次朝堂院
Former Ha‖ s of State Compound

● 第一次大極殿復原工事
一般公開施設
Formerimpenal Aけ dience Ha旧

Pubi c Exhibit Fac‖ ity

第一次大極殿 (復原工事中)

Formerimpenal Audience Ha‖

第二次朝堂院
Latter Halis of State Compound

大嘗宮
Great Thanksgiving Service Ha‖

第二次大極殿
LatterirnpeHal Audience Ha‖

⑫ 艦
Impenal Domicile

O宮内省
,� inistry ofthe imperial Household

o遣 揺農祟餡
Excavat on Site Exhibition Ha‖

o翠囁蓄訴豊報飴
Nara Palace S te h刀 useum



表 紙 :キ トラ古墳壁画 獣頭人身十二支像 (午)

南壁盗掘坑から石室に流れ込んだ泥土に転写さ

れた状態でした。鮮やかな赤色の長抱を着て、右

手に赤い房飾りをつけた鉾を持ちます。作業にあ

たっている東京文化財研究所 。
,キ 1野邊渉室長が「湿

気った塩の板の上に乗っているチョークの粉」と

表現した状態をいかに保存処理するのかが、今後

の課題です。

Cover:Kitora tomb murals,A zodiac sign(Horse)

represented with an animat head on a

human body.

監 image had transfered to he mud which had

mowed into he stone chamber drough a hole made

by 8rave robbers in the souh wall,We― g a brilght

red∝団 � 皿 outer gaanent tt holds h its right

hand a spear decorated wih a red tassel. ¶随

question relxlans of how to preserve its condition,

de�btt by Kawanobe Watam,section head tt he

Nadonal hstitute for Culmal PrOpttes,Tokyo,

who was in charge of he operation,as“ chak dust

sining on tOp ofa slab ofmoist salt."
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