
01 古代都城変遷図‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10
古代都城位置図

02 難波宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12
難波宮跡と周辺の現況

03 前期難波宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14
03 ─１ 前期難波宮の遺構配置
03 ─２ 前期難波宮南辺の門と回廊

04 後期難波宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16
後期難波宮

05 飛鳥地域の古代遺跡‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18
飛鳥地域の古代遺跡

06 飛鳥浄御原宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20
飛鳥浄御原宮Ⅱ－B期

07 石神遺跡と水落遺跡（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22
07 ─１ 石神・水落遺跡主要遺構配置図
07 ─２ 水落遺跡

08 石神遺跡と水落遺跡（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24
石神遺跡A期

09 飛鳥地域の寺院（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥26
09 ─１ 飛鳥寺
09 ─２ 川原寺
09 ─３ 吉備池廃寺〔百済大寺〕

10 飛鳥地域の寺院（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28
10 ─１ 山田寺
10 ─２ 山田寺発掘遺構図
10 ─３ 橘寺
10 ─４ 奥山久米寺
10 ─５ 檜隈寺
10 ─６ 坂田寺

11 大津宮（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥30
大津宮関連遺構検出状況

12 大津宮（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥32
大津宮中枢部推定復原図

13 大津宮（3）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥34
13 ─１ 大津宮内裏南門と回廊
13 ─２ 近江京中枢部の復元図
13 ─３ 大津京復原図

14 藤原京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥36
藤原京条坊復元図

15 藤原京の条坊道路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥38
15 ─１ 藤原京条坊道路の規格
15 ─２ 四条条間北小路と東二坊坊間西小路
15 ─３ 四条大路と西二坊坊間西小路
15 ─４ 東一坊坊間路

16 藤原宮域内の先行条坊道路‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40
16 ─１ 藤原宮内裏北官衙地区
16 ─２ 藤原宮西方官衙南地区
16 ─３ 藤原宮東方官衙北地区

17 藤原宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥42
17 ─１ 藤原宮の地区区分図
17 ─２ 藤原宮大極殿院と朝堂院
17 ─３ 藤原宮内裏東官衙地区
17 ─４ 藤原宮西方官衙南地区

18 藤原京内の宅地（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥44
18 ─１ 藤原京左京六条二坊
18 ─２ 藤原京左京九条二坊

19 藤原京内の宅地（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥46
19 ─１ 藤原京右京七条一坊
19 ─２ 藤原京右京一条五坊

20 藤原京薬師寺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥48
20 ─１ 本薬師寺推定伽藍と調査位置図
20 ─２ 本薬師寺伽藍中枢部の発掘遺構

21 藤原京大官大寺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50
文武朝大官大寺

22 藤原京小山廃寺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥52
22 ─１ 高市大寺〔天武朝大官大寺〕

推定地と文武朝大官大寺
22 ─２ 藤原京小山廃寺

23 平城京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54
平城京条坊復原図

24 平城京の条坊道路と遺存地割‥‥‥‥‥‥‥‥ 56
平城京の条坊遺存地割図

日本編

日中古代都城図録　目次



25 平城京条坊道路の規模と規格（1）‥‥‥‥ 58
25 ─１ 平城京条坊道路の規模と規格
25 ─２ 平城京条坊設定模式図
25 ─３ 平城京左京三条二坊

／東二坊坊間東小路

26 平城京条坊道路の規模と規格（2）‥‥‥‥ 60
26 ─１ 平城京右京二条三坊

／西二坊大路と二条条間大路
26 ─２ 平城京左京三条二坊

／東二坊坊間西小路と三条条間北小路

27 平城京の羅城門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥62
27 ─１ 平城京羅城門周辺の遺存地割
27 ─２ 平城京羅城門の復元図

28 平城京の羅城‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64
28 ─１ 平城京九条大路周辺の発掘調査

Ⅰ区遺構図
28 ─２ 平城京右京四坊九条大路周辺の

遺存地割と調査区
28 ─３ 平城京羅城の遺構断面図と復元図

29 平城宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 66
29 ─１ 奈良時代前半の平城宮
29 ─２ 奈良時代後半の平城宮

30 平城宮中央区朝堂院と東区朝堂院（1）‥‥68
奈良時代前半の平城宮中枢部

31 平城宮中央区朝堂院と東区朝堂院（2）‥‥70
奈良時代後半の平城宮中枢部

32 平城宮の宮殿と苑池‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥72
32─１ 西池宮
32─２ 東院楼閣宮殿
32─３ 東院庭園〔奈良時代後半〕
32─４ 東院庭園遺構配置図〔奈良時代後半〕

33 平城宮内の官衙‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74
33─１ 平城宮左馬寮
33─２ 平城宮内裏東方官衙〔 積官衙〕
33─３ 平城宮造酒司
33─４ 平城宮内裏東外郭官衙
33- 5-1 平城宮東区朝堂院南方地区

／奈良時代前半の式部省
33-5-2 平城宮東区朝堂院南方官衙

／奈良時代後半の兵部省と式部省

34 平城京内の宅地‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥76
34─１ 平城京左京三条二坊〔長屋王邸〕

／４町（６町）占地
34─２ 平城京左京三条二坊十五坪／１町占地
34─３ 平城京左京四条二坊一坪／１町占地
34─４ 平城京左京三条一坊十五・十六坪

／２町占地
34─５ 平城京左京五条二坊十四坪／１町占地
34─６ 平城京左京八条三坊九坪

／小規模宅地
34─７ 平城京右京八条一坊十四坪

／小規模宅地

35 平城京内の官衙と宮殿（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥78
35 ─１ 平城京左京三条二坊一坪〔太政官厨〕
35 ─２ 平城京左京三条一条七坪〔大学寮〕
35 ─３ 平城京左京七条一坊十六坪

〔衛門府厨町〕
35 ─４ 平城京左京三条二坊一・二・七・八坪

〔厨町・宿所町〕

36 平城京内の官衙と宮殿（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥80
36 ─１ 平城京左京三条二坊六坪〔宮跡庭園〕
36 ─２ 平城京左京二条二坊十一坪の

時期変遷図
36 ─３ 平城京左京二条二坊十一坪・十二坪

37 平城京内の寺院（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥82
37 ─１ 興福寺
37 ─２ 元興寺
37 ─３ 東大寺
37 ─４ 薬師寺
37 ─５ 唐招提寺



38 平城京内の寺院（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥84
38 ─１ 西大寺
38 ─２ 法華寺・海龍王寺
38 ─３ 西隆寺
38 ─４ 薬師寺発掘遺構図

39 平城京内の寺院（3）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥86
39 ─１ 興福寺中金堂・回廊発掘遺構図
39 ─２ 唐招提寺戒壇発掘遺構図
39 ─３ 西隆寺回廊発掘遺構図

40 平城京内の寺院（4）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥88
40 ─１ 大安寺
40 ─２ 大安寺南大門

41 恭仁京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥90
41 ─１ 恭仁京プラン復原図
41 ─２ 恭仁京プランの復原試案
41 ─３ 恭仁京復原図
41 ─４ 恭仁京復原案〔泉津周辺地域概念図〕

42 恭仁宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥92
恭仁宮中枢部

43 紫香楽宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥94
43 ─１ 宮町遺跡第29次調査遺構配置図
43 ─２ 宮町遺跡〔紫香楽宮跡〕遺構配置図
43 ─３ 宮町遺跡周辺の遺跡分布図

44 長岡京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥96
長岡京条坊復元図

45 長岡宮‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98
45 ─１ 長岡宮大極殿院・朝堂院
45 ─２ 長岡宮〔後期〕内裏
45 ─３ 長岡宮中枢部の変遷

46 長岡京内の宅地（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100
長岡京左京二条三坊十五町

47 長岡京内の宅地（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥102
47 ─１ 長岡京左京二条二坊十町
47 ─２ 長岡京左京六条三坊四町

南西宅地遺構変遷図
47 ─３ 長岡京左京六条三坊四町遺構配置図
47 ─４ 長岡京左京六条三坊三町遺構配置図

48 平安京‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥104
平安京条坊復元図

49 平安宮（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥106
裏松固禅考証　平安宮域復元図

50 平安宮（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥108
50 ─１ 平安宮豊楽殿遺構配置図
50 ─２ 平安宮豊楽院推定復元図
50 ─３ 平安宮大極殿院遺構配置図
50 ─４ 平安宮朝堂院推定復元図

51 平安宮（3）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥110
51 ─１ 平安宮内裏遺構配置図
51 ─２ 平城宮内裏遺構変遷図

〔奈良時代後半〕

52 平安京内の宅地（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥112
52 ─１ 平安京左京一条四坊三町

〔花山院（平安時代末期）復元図〕
52 ─２ 平安京左京北辺二坊一町

〔一条院（第Ⅰ期）復元図〕
52 ─３ 平安京左京四条一坊二町

〔大江公仲邸復元図〕
52 ─４ 平安京右京一条三坊九町

53 平安京内の宅地（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥114
53 ─１ 平安京右京六条一坊五町
53 ─２ 平安京右京二条三坊十五町
53 ─３ 平安京右京三条三坊四町

54 平安京の東寺と西寺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥116
54 ─１ 平安京東寺伽藍配置図
54 ─２ 平安京東寺中門跡
54 ─３ 平安宮西寺伽藍配置図
54 ─４ 平安京西寺食堂跡

※日本編で使用している図版のうち、特に出典が明記されていない
ものは、井上が作図したものである。



01 隋大興城・唐長安城‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 120
隋大興城・唐長安城復原図

02 長安城の現状地形‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥122
唐長安城実測復原図

03 長安城の城門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 124
唐長安城各門実測平面図

04 長安城皇城含光門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥126
04 ─１ 唐皇城含光門跡平面図
04 ─２ 含光門跡横断面図

05 長安城明徳門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 128
05 ─１ 明徳門跡位置実測図
05 ─２ 明徳門跡断面図
05 ─３ 明徳門跡実測図

06 長安城大明宮（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 130
大明宮跡実測図

07 長安城大明宮（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 132
含元殿跡位置図

08 長安城大明宮 内重門・玄武門
・重玄門・含耀門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥134

08 ─１ 内重門平面図
08 ─２ 玄武門平面図・断面図
08 ─３ 重玄門平面図・立面図
08 ─４ 含耀門平面図・断面図

09 長安城大明宮麟徳殿‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 136
麟徳殿平面図

10 長安城大明宮 清思殿
・三清殿・翰林院‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥138

10 ─１ 清思殿跡平面図
10 ─２ 三清殿跡平面図
10 ─３ 翰林院跡平面図

11 長安城大明宮含元殿（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 140
含元殿遺構平面図・断面図

12 長安城大明宮含元殿（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 142
12 ─１ 含元殿跡発掘前地形図
12 ─２ 含元殿周辺の瓦 窯址
12 ─３ 含元殿通乾門周辺遺構平面図
12 ─４ 含元殿翔鸞閣遺構平面図
12 ─５ 含元殿栖鳳閣遺構平面図

13 長安城興慶宮（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 144
13 ─１ 興慶宮位置図
13 ─２ 興慶宮跡

14 長安城興慶宮（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 146
14 ─１ 興慶宮建物配置図
14 ─２ 興慶宮勤政務本楼跡平面図

15 長安城興慶宮（3）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 148
15 ─１ 興慶宮２・３・４号房跡平面関係図
15 ─２ 興慶宮６号基跡回廊の台階
15 ─３ 興慶宮９号房跡平面図

16 長安城芙蓉園・曲江池‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 150
16 ─１ 唐芙蓉苑・曲江池実測図

17 長安城朱雀街と側溝・西市‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥152
17 ─１ 長安城復原図
17 ─２ 長安城西市跡平面図
17 ─３ 長安城朱雀街西側溝断面図

18 長安城安定坊‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 154
18 ─１ 長安城安定坊内小十字街位置図
18 ─２ 長安城安定坊小十字街平面図

19 長安城青龍寺（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 156
青龍寺跡全体推定図

20 長安城青龍寺（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 158
20 ─１ 青龍寺３号跡前期殿跡平面図
20 ─２ 青龍寺３号跡後期殿跡平面図
20 ─３ 青龍寺４号跡東院殿跡平面図
20 ─４ 青龍寺２号唐基壇平面図・断面図

21 長安城西明寺‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 160
21 ─１ 西明寺跡市図
21 ─２ 西明寺跡平面図

22 長安城南郊の圜丘（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥162
22 ─１ 長安城と圜丘跡の位置関係
22 ─２ 西明寺跡平面図
22 ─３ 圜丘跡調査地区割図

23 長安城南郊の圜丘（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥164
23 ─１ 圜丘跡平面図
23 ─２ 圜丘跡断面図
23 ─３ T15・T11・T7西壁断面図

中国編



24 長安城南郊の圜丘（3）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥166
圜丘遺構細部図

25 隋仁寿宮－唐九成宮（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 168
隋仁寿宮・唐九成宮37号殿跡位置図

26 隋仁寿宮－唐九成宮（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 170
26 ─１ 37号殿跡平面図
26 ─２ 37号殿跡基壇正面図・側面図
26 ─３ 柱礎石No.３と唐居敷平面図・断面図
26 ─４ 基壇南壁階段平面図・断面図

27 隋唐洛陽城‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 172
唐洛陽城坊里復原図

28 洛陽城の現状地形‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥174
唐洛陽城実測図

29 洛陽城応天門・円璧城南門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥176
29 ─１ 応天門跡実測図
29 ─２ 円璧城南門跡実測図
29 ─３ 円璧城南門基壇断面図

30 洛陽城宣仁門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 178
30 ─１ 宣仁門南門道平面図
30 ─２ 宣仁門位置図
30 ─３ 宣仁門南門道断面図
30 ─４ 宣仁門南門道断面図

31 洛陽城皇城右掖門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥180
31 ─１ 右掖門平面図
31 ─２ 右掖門東門道門敷居正面図

32 洛陽城永通門‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥182
32 ─１ 永通門跡位置図
32 ─２ 永通門跡平面図・断面図

33 洛陽隋唐含嘉倉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 184
33 ─１ 含嘉倉城位置図
33 ─２ 貯蔵穴No.30断面図
33 ─３ 含嘉倉城の範囲と貯蔵穴分布図

34 洛陽城永寧寺（1）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥186
34 ─１ 永寧寺跡平面図
34 ─２ 永寧寺南門基壇跡平面図・断面図

35 洛陽城永寧寺（2）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥188
35 ─１ 永寧寺西門基壇跡平面図
35 ─２ 永寧寺塔基壇跡平面図・断面図

36 洛陽城上陽宮園林‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥190
36 ─１ 上陽宮園林跡位置図
36 ─２ 上陽宮園林跡平面図
36 ─３ 上陽宮園林跡断面図



09 飛鳥地域の
寺院（1）

欽明天皇の時代、552年ある
いは538年に百済の聖明王が、
わが朝廷に仏教を伝える。そ
れから数十年の後、588年に当
時の最高実力者であった蘇我
馬子の発願により、わが国で
初めて七堂伽藍を備えた本格
的寺院、飛鳥寺の造営が始め
られる。発掘調査の結果、飛
鳥寺は塔を中心にして東西と
北に３つの金堂を配置する、
わが国ではまれな伽藍配置を
とっていたことが明らかにな
った。伽藍造営技術の多くを、
百済から派遣された寺工、露
盤博士、瓦博士、画工などの
専門家に負うたことは、瓦当
文様が百済の最後の首都、扶
余周辺の寺院跡から出土する
ものと酷似していることにも
如実に現れている。
飛鳥寺以後、１世紀の間だ

けをみても、飛鳥地域の周辺
では多くの寺院の造営が進め
られる。近年の発掘調査で、
舒明天皇の時に造営された百
済大寺と思われる巨大な伽藍
の跡が姿を現しつつあるが、
豊浦寺、川原寺、坂田寺、桧
隈寺、山田寺、奥山廃寺など
の発掘により全容または一部
の状況が初めて明らかにされ
た寺院跡も少なくない。

１　奈良国立文化財研究所『飛鳥寺 飛
鳥資料館図録第15冊』1986

２　奈良国立文化財研究所『飛鳥寺 飛
鳥資料館図録第15冊』1986

３　奈良文化財研究所『奈良文化財研
究所紀要2001』
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１　飛鳥寺（1：2000）

２　川原寺（1：2000）
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３　吉備池廃寺〔百済大寺〕（1：2000）


