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はじめに

　おはようございます。

　朝早くからお粥をいただきましたのは何年ぶりかと思います。すごく美味しくいただきました。

暑い日々が続きましたが、昨夜は、やっとクーラーをかけずに寝ることが出来ました。クーラーをかけて

いると、干からびるというか、湿気を取られるので、それ以上に体が重くなるような朝をずっと迎えていた

のですが、今日は爽やかな朝を向かえました。

　そして、今日お招きいただいたおかげで、早起きをしてまいりました。本日はこのような会にお呼びい

ただきまして、本当に有難うございます。

　途中でちょっとエネルギーが切れるかもしれませんが、しばらくお付き合いをしていただきたいと思い

ます。

平城京の建設

　西暦710年に奈良の地に平城京という日本の都が出来ました。

　その時はじめて大和の国は日本という国を名乗って、中国へ遣唐使等を派遣するようになります。その

辺のことを、少しお勉強したいと思います。

　これが700年代少し前の、100年位

前の中国の勢力図です。少し小さく

て見にくいかもしれませんが、これが

唐です。そして新羅、高句麗という国

があって、日本があります。

　それが670年頃、680年頃、700年に

近づくにつれて、唐が中国を徐々に

制圧していきます。

　そして奈良の藤原京に都があった

680年頃には、唐が国土を広げてい

きます。

　朝鮮半島に新羅という国があるのですが、これを越えますと日本です。

　これだけ勢力を拡大してくると、海を超えた国を手中に入れようという気持ちが起こってくるような頃701

年に日本は大宝律令という、中国が隋という時代に、遣隋に学んで、大宝律令、今で言いますと、刑法、

行政法、民法の総合的な法律として完成されました。

　そして、法律の完成と同じくして、中国に対抗する為には、日本の国力・国の強さを表現しなければな

らないということで、文武天皇を中心に遷都の議論をはじめます。これは今で言うワーキング会議のよう

なもので、御前会議ですが、文武天皇はすごく家臣と議論をしたというふうに続日本紀には書かれてい

ます。藤原不比等もこの遷都の議論に参加をします。そして元明天皇のもと、平城遷都の詔が発せられ

ます。
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　文武天皇が中心でこういう議論をはじめたのに、どうして文武天皇の叔母にあたる元明天皇のもと詔

が発せられたのかと言いますと、藤原不比等が入って直ぐに文武天皇が亡くなったためです。そして元

明天皇が天皇の詔を発し、その２年後に奈良の平城京に遷都されます。旧暦で710年の３月10日です。

　藤原不比等が右大臣に就きますが、現在で言う総理大臣のようなものです。

　そして712年、713年、715年。「古事記」、「風土紀」が編纂されます。

　これまではいろいろな記録が分散をしていたのですが、法律をつくり日本という国を法治国家、律令

制度の国家にする為には、すべての事象をまとめ上げたもの、そういう記録集が必ず必要になるとの

考えから「古事記」や「風土紀」が編纂されます。

　710年に遷都され、この時には内裏つまり天皇陛下のお住いは完成をしていたのですが、執務される

大極殿は、まだ基礎だけしか出来ていませんでした。それから５年後、実際には715年に大極殿が完成

をいたします。

　先程天皇のところで申し上げましたが、この文武天皇が42代の天皇であります。そして遷都の詔を発

するのが４３代元明天皇です。

平城遷都の詔

　平城遷都の詔は、次のとおりです。

　「まさに今　平城の地　四禽図に叶ひ　三山鎮をなし　亀筮並びに従う　都邑を建つべし(まさにいま

　へいじょうのち　しきんとにかない　さんざんしずめをなし　きぜいならびにしたがう　とゆうをたつべし」。

　平仮名で読むより、漢字だけを追う方が簡単に理解できると思いますが「この平城の地は、四方を神に

囲まれて三山が後ろに鎮座している。それは非常に都をつくるのに条件が揃っているので、都を建てる

のだ」詔が708年に発せられ、710年に遷都されます。

　中国、韓半島を通してアジア各地の文化を取り入れ、わが国で初めて本格的な首都が誕生いたしま

す。この時代、いま奈良市に人口が約34万人ですが、ほぼ領土と言いますか、面積が変わらないところ

に、約10万人が住んでいたと記録されております。特に注目したいのは、その内４割がクルド人・中国人

を中心とした外人であったということで、商業や交易が非常に盛んな国際交流都市であったということが

伺われます。

　いま平城宮跡で行われているイベントに来ていただきますと、コンピューターグラフィックを駆使した臨

場感のあるバーチャルのシアターが12分位で、平城京の時代を映像で見ていただくことができます。

　平城京遷都から1300年。この1300年の国のはじまりを祝うと共に、これまで先人の努力により連綿と続

いた歴史に感謝をして、そしてもう一度その歴史を振り返ると同時に、その足元を見つめて未来を考え

ようというような開催趣旨で事業を行っております。

平城宮の復原

　平城宮の大きさは東西に約1.3キロ、南北に約１キロで、ちょうど甲子園球場が30個分入るぐらいの広

さです。
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　そしてこの平城宮の入り口、朱雀門が1998年に、第一次大極殿が2010年に復原されました。1998年は、

東大寺や興福寺などの寺社仏閣等伝統的建造物群と古都の平城宮跡の特別保存区域が世界遺産に

登録された年です。その世界遺産に登録された年に朱雀門が復原されております。

奈良遷都１２５０年祭

　今から50年前に奈良公園で、

奈良遷都1250年祭というイベン

トが行われました。何人かの方

は行かれたことがあるかも知れ

ませんが、猿沢池のまわり、三

条通とか、そういったような所で

お祭りをしています。

と言いますのは、この50年前に

は平城宮跡は一面田んぼで、

湿地のままでした。ほとんどそう

いう復原施設もなくて、そこでは

イベントが出来なかったわけで

す。それで奈良公園で1250年をお祝いしようというイベントを行いました。

　輿に乗っておられる聖武天皇と光明皇后に扮せられたのが、その当時の松竹の大スターの長谷川一

夫と京マチ子です。当時は映画産業も盛んで、奈良の映画館の組合とか、そういうグループが中心にな

って、手作りで1250年祭をやられたと聞いております。

平城宮跡の現状

　平城宮跡の現状は、先程言いました朱雀門が１９９８年に復原されています。

朱雀門から北に直線距離で約800メートルに第一次大極殿が復原されました。そして東に東宮跡があり

ます。その当時までは東宮とは言わずに、皇太子殿下がお住まいになるところで、奈良時代までは東院

と言っておりました。

　その庭跡が出てきましたので、庭を復原しています。朱雀門と東院庭園は1998年に復原をしています。

　昭和53年、文部省により、遺跡博物館構想が策定され、それに基づいていろいろやっておりますが、

なかなか遅々として進みません。一昨年に国土交通省で国営公園化事業が採択になりました。この大

極殿の院、大極殿を取り巻く辻塀の中、大極殿院ですが、この中の広場の整備を約３ヶ月位で、この事

業に間に合うようにやっていただきました。有り難いことだと思っております。

朱雀門と第一次大極殿の比較

　朱雀門と第一次大極殿の比較と少し裏話みたいなものを入れてくれというご依頼でしたので、お話しさ
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せていただきます。

　朱雀門は間口が約25メートルで、大極殿はそれに比べて44メートルです。ですから約倍の広さがあり

ます。高さにつきましても、朱雀門は22メートルで、大極殿は27メートルで、約５メートル程の差があり

ます。

　そして何よりも費用ですが、1998年の朱雀門復元に34億円くらいかかりました。

　また、この第一次大極殿は180億円という事業費を投入しております。

　私が最初に担当した頃は、まだ原野で、それをユンボで地ならしをし、基礎をつくり、免震装置を設置

してと、12年間この過程を見てきていますので、出来上がった時には少し感慨深いものがありました。

しかしこれは県ではなくて、文化庁の直轄事業です。

　なぜ、そんなにお金がかかったかというと、一本一本の柱が樹齢250年位の国内産の檜です。ですか

ら、今からあと300年、500年はこのような建物は建てられません。外材を持ってきたら建てられますが日

本のそういう木材を使ってはもう建てられないというように、日本にあるそういう木は殆どこれに使ったと言

われています。樹齢250年の通し

柱が、１本約2500万円で44本使

われています。

　そういう国内産の木材にこだわ

りました。その６割くらいが奈良県

産材です。ただ、それだけではや

はり足らなくて、全国に活路を見

出して、九州からも何本かもって

きています。それが44本というこ

とです。

遷都1300年を祝うイベント

　この地で1300年をお祝いしようというイベントが、2009年の12月31日からのカウントダウンではじまり、

2010年の1月1日から365日間、会期と定

めて2010年のイベントが開始されました。

　四方を守る「四神」になぞらえて、奈良

公園を玄武、室生寺を青龍、信貴山の

朝護孫子寺を白虎、そして吉野山の金

峯山寺を朱雀の中心とし、奈良県の４つ

の地域で、この1300年をお祝いするイ

ベントを行います。

　9月１日からはこの吉野山金峯山寺の

蔵王堂に安置されている秘宝・秘仏、蔵

- 4 -



王権現立像三体が特別開帳、百日間開帳されております。

　奈良県全域で1300年をお祝いするいろいろなイベントを行っております。

　信貴山の朝護孫子寺は、行かれたことがある方もいらっしゃると思うのですが、虎を神様として祭ってお

ります。今年は虎年ですので、そういうこともあって、12年に１回、信貴山で大きなイベントをします。ここを

中心にこのオープニングのイベントを組み立てました。

現在の来場者の様子

　先ほどから何度か申し上げております平城宮跡事業は、４月24日からスタートをしております。そして9

月14日現在、延べ144日で、来場者が230万人です。これは198日間で250万人という予測を立てており

ましたので、多分９月中にはその250万人を達成するのではないかと思っています。

　夏は暑いですので、ご覧いただければ一目で分かるように殆ど日陰がありません。そして、例えば朱

雀門からこの第一次大極殿まで行くには、真ん中に走っている私鉄の踏み切りを渡って行かなければ

なりません。ふつうの方の歩幅ですと10分強で、少しお年を召された方だと15分くらいかかるようなところ

です。

　私たちは盆前後には、多分夏枯れしていくだろうと、1000人、2000人という想定をしていたのですが、

豈に図らんや、お盆の時期には３万人の方が来られました。私たちも警備を手薄にしておりましたので、

急遽、警備を強化したことを覚えております。

イベント紹介

　イベントの内容を少し簡単にご説明をしたいと思います。

　メインの通りから朱雀大路を入っていただきますと朱雀門があって、その西北にエントランス広場という

のを設けております。ここは観光バス等の発着であります。

　最寄駅は近鉄西大寺駅と、JR奈良駅があるのですが、そこから無料のシャトルバスを運行しておりま

す。その発着場と、フードコート・飲食物販施設、そして総合案内所等があります。

　パビリオンが殆ど建っておりませんので、想いを巡らしていただいて、「今立っている所の地下には、こ

んなものがあったのだ」というような事を、来場者に対しガイドさんがその裏側にある物語を説明しながら

巡るガイドツアーがあります。

　交流広場は、市民参加型のイベントをする為に、300人位収容のステージをつくっております。そして、

奈良県に所縁の都道府県、各市町村、もしくは中国、韓国などのウィークをつくって、交流広場で色んな

企画展開をしていただきます。４月24日から１週間は中国ウィークで、シャンハイの雑技団の方々も来ら

れて、ここで演技をされました。

　私によく似たマスコットキャラクターの「せんとくん」というのがいますが、その「せんとくん」はここで１日６

回位、グリーティングと言いまして、ブラブラ歩いていますので、運がよければツーショットの写真が取れ

るというような広場であります。
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第一次大極殿

　メインであります第一次大極殿は先ほど申し上げましたが、180億円かけており東大寺の大仏殿よりは

ワンスパンだけ、柱の数が１列足りません。ですから、東大寺の大仏殿の方が少し大きいのです。世界

最大の木造建築というのは、大仏殿です。

　大極殿院は築地塀で囲っておりますが、仮で造りました。

　門は、実際には高さ７メートル位です。これを全部、第一次大極殿を復原した工法・材料で造りますと、

いまの試算で約600億円かかると言われています。

　それを復原することは、国土交通省の計画にかかっているということであります。

体験広場

　第一次大極殿前の南門広場では、天平衣装を着ている女性が何人かいらっしゃると思います。これは

男性のものもあるのですが、天平時代の衣装を一時間300円で貸し出しています。それで、こういう天平

衣装を着て大極殿の中に入って、そして写真に収めるとか、一時天平人になったような気持ちで歩いて

いただくというような事もしていただけるようになっています。

　そして今までのお話では子どもさんが遊ぶものは殆どなかったのですが、体験学習広場の北側には

遺構展示館といいまして、文化庁の施設ですが、

発掘現場をそのまま囲んだ施設があります。その

隣に、発掘の体験をするなどの体験学習広場と

いうものをつくっております。

　発掘体験では、砂のように見えるのですが、非

常に細かく砕いたゴムのチップで、触った感じは

サラサラした砂みたいな現場です。発掘体験が

終わって外へ出ると体にくっつかず、ひと叩きで

全部落ちてしまうようになっています。

　体験広場では、天平衣装を着て、クロマキーの前に立って撮っていますが、大極殿の前で記念写真を

撮ったような合成写真を作ることができます。

　時の官僚（公務員）や庶民は、昔は紙が非常に貴重だったので、日記とか、それから行政の文章もす

べて木に書いておりました。木簡と呼びますが、その作成体験もできます。

平城京歴史館と遣唐使船

　最後になりますが、朱雀門の少し南西の方に平城京歴史館があります。先ほど触れましたが、この歴

史館の中でバーチャルシアター等を楽しめる展示館があります。

　この歴史館は特別保存区域（復原施設以外は基礎などは打てない区域）から離れておりますので、こ

こには半永久的構造物が建てられます。そこに平城京歴史館と、そしてそれに併設して遣唐使船を復

原しました。
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　「海のない奈良に何で遣唐使船やねん」。しかし平城京から遣唐使が派遣されたことは事実ですの

で、遣唐使船を復原しました。全長30メートル、幅10メートル、マストの高さが15メートルです。これは金

具類を一切使わずに、三島にある造船会社に2年間かかって造っていただきました。船底を造っていま

せんので海には浮かびませんが、それ以外はその当時の実物大であろうと言われています。そしてこの

ちっちゃな船で何と150人の方が乗って、四艘仕立てで遣唐使が派遣されたと言われています。

　遣唐使は奈良時代の少し前から平安時代に入っても約100年間続き、「白紙に戻そう遣唐使」で覚え

ましたが、894年で廃止されます。

　その内20回計画されて、15回遣唐使が派遣されております。その中でも一番有名なことが吉備真備

が鑑真を連れて帰った753年の遣唐使です。しかし15回行っているのですが、４艘で600人行き、大体６

割位の方しか帰って来られなかったそうです。４艘のうちの２艘位は沈没して亡くなられたというふうに記

録されております。

大極殿完成記念式典と平城京歴史館

　イベントの内容ですが、先ほども何度か言いましたが、大極殿の完成記念式典は皇太子殿下ご臨席

のもと4月23日に行いました。そして10月８日の１３００年記念式典には、これはもう内諾をいただいており

ますので発表してもいいと思いますが、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、駐日大使も今のところ65名出席

される予定ですが、国会が会期中でなければ、衆参両議長、それから最高裁長官と、三権の長の出席

の通知をもらっています。実は三権の長が地方のイベントに集まるというのは、初めてらしいです。

　そして、先ほど何度も言いました平城京歴史館はアニメーションと、それからバーチャルシアターで出

来ています。アニメーションでは、つい最近NHKの衛星で「大仏開眼」という、吉岡秀隆君が主役のドラ

マがあったと思いますが、それと同じような物語をアニメーションでつくっております。

　そしてこのバーチャルシアターは、平城京をコンピューターで庶民の家一戸一戸を復原しまして、これ

も丸々２年間かかって電通と凸版印刷の技術の粋を集めてつくっています。いま多分全国また世界でも

指折りのバーチャルシアターであると思います。

　平城京を、ちょうどヘリに乗って空から見えるような、そういう体感ができますので是非一度お越しいた

だきたいと思います。

平城京探訪ツアー

　体験系では、130ヘクタールの中に企業パビリオンなども建ててという博覧会ではございませんので、

平城京探訪ツアーを体感していただけます。１時間半と２時間半のコースがあります。朱雀門から朝堂

院へ行って、第一次大極殿まで行って帰ると、ちょうど１時間半です。モニター、イヤフォンをつけてい

ただいて、解説員が、自分が例えば阿倍の仲麻呂になったような感じで当時のことを皆さんに説明をし

ながら歩いていただきます。

　このツアーは非常に好評で、参加者の約40％が20代、30代の女性で、海外の方が全体の約5％です。

外国人のボランティアもいますので、海外の方の対応もでき、かなり好評を博しております。この写真が
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そのツアーの状況です。赤いユニフォームに白い帽子の人がボランティアガイドの方で、お客様には

１時間半くらいのコースを巡ってもらいます。

　参考までに、海外の事例で、韓国の景

福宮のガイドツアー、もしくはイタリア・トリ

ノのガイドツアー、ミラノのガイドツアー、

これらは全て企業が経営しているので、

少し高い料金になります。こういうツアー

を生業にしている会社に比べて私どもの

方は、２年間勉強したボランティアの方で、

奈良ソムリエ検定などに合格した方々な

どがボランティアで来ていただいている

ところが大きな違いであると思います。

イベントの予定

　それから若干宣伝をしておきますが、「まほろばステージ」では市民参加型のいろいろな催し物をやっ

ています。秋、10月９日から11月７日まで、この１ヶ月は毎日何らかの催しをしております。

　そして平城京所縁の地の出展参加等も、毎日やっております。また、衛兵の交代式は、朝・昼・夕の３

回。２回は朱雀門の前、１回は大極殿の南門前で行います。

　そして天平時代の衣装や、シルクロードを伝わってきた壷とか、そういうようなものをもって歴史の変遷

を見ていただく「あをによしパレード」を毎日行っております。

　これは終わってしまったのですが、春には会場を花と緑で包もうということで４月24日から５月９日まで

行いました。この春のフェアには、何と55万人の方が訪れて春のひと時を楽しんでいただきました。

　最近では８月の20日から27日まで、夜に

限定して、６時半から９時半まで３時間、夜

のイベントを行いました。大極殿の後方に

花火を上げましたが、特別保存区域の大

極殿の後ろに花火を上げるなんて、大変

なことをしてしまったと、いまだに思ってい

るのですが、非常にきれいな絵が撮れま

した。

　そして10月８日に記念祝典を開催して、

９日以降に秋のフェアを開催します。１０日からは、大極殿の前庭に特設の舞台を組んで、いろいろな

コンサートをします。コンサートの初日は宮内庁雅楽ではじまって、女性コンダクターの西本智実さんの

クラシック系、葉加瀬太郎さん、東京スカイパラダイスオーケストラ、スターダストレビュー、そして谷村

新司さんとアジア・中国の新人歌手というような６本立てになっています。
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　東院庭園は先ほど紹介しましたが、東宮跡のお庭を再現したところに、300人位しか入れませんが、こ

こでも小さな音楽イベントを７本ばかりやります。「世界の車窓から」という番組で有名なチェロ演奏者の

溝口肇さんも出演されます。

　虫の音しか聞こえないような、そういうお庭ですので、そこで静かな雰囲気のイベントを行います。

　そして、お茶といえば平安時代にはじまったと思われがちですが、奈良時代以前に、既に天平茶とい

うお茶があったといわれています。その当時は、庶民がたしなむようなものではなくて、薬のようなものだ

ったらしいです。それを再現して、来られた方々に振舞おうと考えています。

　それ以外に古代行事の再現では、節会(せちえ)、節ごとの会とかいて節会と読みますが、要するに節

句です。７月７日とか５月５日とか、３月３日とか。その節句ごとに宮中で行われていた古代行事を再現し

ようと考えています。

　相撲の節会と書いて「すまひのせちえ」と読みます。騎射、それから曲水の宴、射礼（じゃらい）、蹴鞠、

平成散楽、いろいろな古代行事を再現しようと思います。これは一日で、しかも一回限りですので、お見

逃しのないようにお越し願いたいと思います。

　11月７日には、この平城宮跡のイベントが終わりますので、参加された方々が全員で集まってフィナー

レの踊りで盛り上がろうというのが「平城京カーニバル」です。

平城宮跡へのアクセス

　平城宮跡には車で来られますと非常に混雑しますので、近鉄西大寺駅、もしくはJR奈良駅、そこから

無料のシャトルバスで約10分位ですので、シャトルバスをぜひご利用いただきたいと思います。しかし、

どうしても車でとおっしゃる方には、大阪から、それから県南部から、京都から、それぞれパーク＆バス

ライドシステムを導入し、車を停めていただいてバスで輸送するというシステムをつくっております。

　会場の中は非常に広いので、交通弱者の方、75才以上のお年寄りの方とか、お体に障害等をおもち

の方、それから乳児、そういう方々には電動のバスとトラムが走っておりますのでご利用ください。

県内、その他のイベント予定

　１３００年祭では、県内の各地でいろいろな事業を行っております。奈良歴史探訪街道と銘打ちまして、

県内各地でイベントをしております。その中でも

「巡る奈良」があります。これは奈良といえばお寺

ですが、観光地として、一寺一寺は非常に観光

客が多いのですが、奈良の寺社が必ずしも連携

しているとは言えません。

　この1300年祭を機に連携をお願いし、社寺の

秘宝・秘仏、52カ寺が同時開帳をいただくことに

なりました。

　その内の３カ寺、特に室生の五重塔とか、それ
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から當麻寺の三重塔とかは創建以来はじめて厨子を開けます。そういうようなこともご協力を願って、52

カ寺で一気に秘宝・秘仏の公開をしております。全部まわっていただくと、早くて２週間ぐらいかかりま

す。そういう所をこの機に巡っていただこうということす。例年より観光客が５割位アップをしているという

ことです。　

　近年「歴ギャル」とか「仏像ガール」と呼ばれる歴史ブームがあります。そういうブームも追い風になって、

お年を召した方の歴史好きはもちろんですが、若い方の参加が非常に多いというのが特徴的なことだと

思います。

　そしてこのイベントの締めくくりは、12月５日のフルマラソンです。「大阪でもマラソンやるんや」と、橋下

大阪府知事がおしゃっていますが、あれは来年です。

　今年の12月は奈良でフルマラソンを走っていただけたらと思います。大仏殿の周りを走る10キロのロー

ドレースはあったのですが、奈良でフルマラソンというのははじめてです。奈良は主要な幹線道が少

ないので、道一本止めるとすごい渋滞が起こってしまうのですが、この1300年を機に一度挑戦してみよう

と考えております。何とかマラソンを実施したいということで、キュウちゃんこと高橋尚子さんの特別参加も

決まっております。

　そして、国土交通省の事業で、全国都市緑化奈良フェアが９月18日から11月14日まで、平城宮跡や

藤原宮跡、国営飛鳥歴史公園、馬見丘陵公園の各所で「花のもてなし」というテーマで、奈良県各地で

行われます。

　また１３００年を祝い・感謝して・そしてこれを次代に繋げようということで、東アジアの未来を考えるよう

な、きっかけ作りも奈良の地から行おうということで、「東アジア地方政府会合」、「日本と東アジアの未来

を考える委員会」を開催します。松岡正剛さんや川勝平太さんが中心になって、奈良からアジアを考え

るということで、「ナラジア」という新しい造語をつくっていただきました。その言葉を中心に誰でも受け入

れるという弥勒の心を入れて「弥勒プロジェクト」という銘々をした「日本と東アジアの未来を考える委員

会」をつくりました。この３年間のうちに提案をいただくことで進めております。

　「東アジア地方政府会

合」は、中国、韓国を中

心に地方政府の首長さ

んに集まっていただきま

す。そしてAPECの観光

大臣会合とか世界歴史

都市会議、東アジア比

較文化国際会議、世界

宗教者平和会議、国際

コンベンション系が目白

多しであります。

　奈良で国際コンベンションを実施するのですが、ホテルは大阪・京都のお力を借りる、ちょっと寂しい
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状況です。しかし、この奈良の地で国際コンベンションが出来ることで、関西も一緒に元気になってい

こうと、ちょっと負け惜しみも含め、そう呼びかけています。

　ご静聴、有難うございました。
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