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平城京 と平城富

The Nara Capital and Palace
Thc Nara caPital(710‑784)was an ancient mctroPoliS

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現

SPanning thc areas ofthc FnOdCrn citics oFNara and Koriyama.

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 。

Designcd aFtcr thc Tang Chincsc caPital oFChang'an,
it was built with brOad and narrOw strccts forming a grid.

平城宮 は都 の 中央北端 にあり、

With thc Nara Palacc at thc ccntcr ofits nOrthcrn end,thc caPital Was traversed

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、

frOm thc Rai5mon gatc to the SOuth by Suzaku bOulevard,

柳や椀 (え ん じゅ)が 街路樹 でした。

75 mctcrs(equivttcnt t。

人 口は20万 人、10万 人説 などがあり

26 carlancs)widc and lined with willOw and Pagoda trees,

The POpulatiOn is cstilnatcd at bcttccn 100,000 to 200,000,
and as rnany as 6,500 burcaucrats wcrc hcld tO、 vOrk at thc Nara palacc.

6,500人 ほどが平城宮 につ とめた官人だったといいます。

As thc tOtal POpulatiOn OfJttan at thc time is cstimated at aЮ

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。

und 6 m11liOn,

or onc― ぃvcntieth OFits mOdern icvcl,

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 。

thc Nara caPital was truly a great mctroPOliS in its day.
Thc invcstigation ofthc Nara capital site is indispcnsable

fOr knOwing the histOry oFthc Nara PettOd as a whOlei

特別史跡 平城富跡
The Nara Palace Slte,a Nadonal Histonc Monument
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表 紙 :石 神遺跡出土の木簡
石神遺跡 出土 の 円盤状 の木簡 には、千支、十 二
直、日の 吉 凶、月 の 満 ち欠 けが記 され、表 面 が持
統 3年 (689)3月 8日 〜 14日 、裏面が同年 4月 13日
〜 19日 の 具注暦であると推定できます。写真 は、
その表 面 と、正倉 院 に羽 存す る天 平 18年 (746)
3月 の 具 注暦 を重 ね たものです。

Cover:Mokkan(woOden document)diSCOVered
at the ishiganli site

On this disc― shapcd

mOkkan(wOodCn

dOcumcno rccovcrcd from thc lshigami sitc arc
writtcn scxagcnary datcs, astrological signs,
divinatiOns Of fOrtunc, phascs Of the mOOn, with

cntrics for thc pcriOd frOm thc cighth thrOugh
fOurtccnth days ofthc third inOnth,689 AD on thc

frOnt, and thOsc fOr thc thirtccnth thrOugh
ninctcenth days of thc rourth mOnth On thc back.
Thc phOtOgraphs shO、 v thc dOcumcnt̀front,and
an annotated calendar for the third month of 746,

、
vhich survlves ln the Sh5soln.
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