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本論の目的は，クシャーン朝が支配した時代の西北インドにおける，仏教文化の展開過程

を解明することである。本論は 2 部から構成される。第Ⅰ部では西北インドの仏教寺院を

飾った彫刻の分析を通して，仏教文化の展開過程を検討した。そして，第Ⅱ部では，仏教文

化が展開した，歴史的な背景を探るために，建物の石積方法と，王宮の遺跡から出土した土

器を分析した。 

第Ⅰ部では，彫刻の分析をおこなった。彫刻の中でも，石彫を主要な分析の対象とし，図

像・技法・碑銘の 3 点に着目して検討をおこなった。 

 第 1 章では，ウッディヤーナ地方とガンダーラ地方における彫刻の図像の様式を検討し

た。 

まず，ウッディヤーナ地方のブトカラ第 1 遺跡，サイドゥ・シャリフ第 1 遺跡，ビール・

コート・グワンダイ遺跡の発掘調査の成果から，彫刻の年代にかかわる情報を抽出した。 

ブトカラ第 1 遺跡から出土した彫刻は，ぎこちない表現が目立つ素描派，現実味をもっ

て表現される写実派，型にはまった表現が目立つ定型派の，3 つの彫刻群にわけられた。そ

れらは，年代的な前後関係をもつ。1 つ目の素描派は，西暦紀元後 1 世紀の前半頃には現れ

ていたようだ。この 1 世紀前半頃に，ブッダが人間の姿で描かれるようになったと考えら

れる。また，サイドゥ・シャリフ第 1 遺跡の主ストゥーパの鼓胴部を飾った画像帯群も，素

描派に含まれる。この画像帯群に表された図像は，現在までに知られている仏伝物語を表し

た図像の中で，最も古いものである。2 つ目の写実派がいつ登場したかはわからない。3 つ

目の定型派についても，いつ登場したかは，正確にはわからないが，ビール・コート・グワ

ンダイ遺跡において，3 世紀の土層から出土した。 

続いて，ガンダーラ地方のバーラー・ヒサール遺跡とシャイハーン・デリー遺跡の発掘調

査の成果を検討し，彫刻が制作された年代を考察した。 

ガンダーラ地方においては，写実的な表現の彫刻群と，定型化した表現の彫刻群が確認さ

れる。彫刻の出土状況を検討したところ，前者が古く，後者が新しいことが判明した。その

変遷がおこった時期は，クシャーン朝の第 6 代の王，ヴァースデーヴァ 1 世が西北インド

を支配した，西暦紀元後 3 世紀前半頃であったと考えられる。 

問題は，ガンダーラ地方に，ぎこちない表現の彫刻群が存在したかどうかである。ガンダ

ーラ地方のスカーラー・デリー遺跡からは，ウッディヤーナ地方の素描派の彫刻と同じ特徴

をもつハーリティー立像が出土した。また，タキシラ地方から出土した彫刻のうち，J. マ

ーシャルが「プロト・ガンダーラ美術」と呼んだ彫刻群は，やはり，ウッディヤーナ地方の

素描派と同じ特徴をもつ。タキシラ地方でみつかる片岩彫刻が，ガンダーラ地方から輸入さ

れたものであるとするマーシャルの見解に従うならば，ガンダーラ地方にも，ぎこちない表

現で表された彫刻群が存在したことになる。 

このように，ウッディヤーナ地方とガンダーラ地方には，よく似た特徴をもつ彫刻群が存

在した。特に，両地方で，様式が同様の変遷をたどった点は重要である。また，両地方にお

いて，写実から定型への変化がおこった時期は同じで，西暦紀元後 3 世紀頃であった。 

 続いて，第 2 章では，石彫のうち，画像帯をとりあげ，分析した。まず，タレリ遺跡とメ

ハサンダ遺跡から出土した画像帯を，形態的な特徴や技法的な特徴により群にわけた。そし

て，それぞれの画像帯群が，ストゥーパの鼓胴部の 1 段を飾っていたと想定した。その上

で，各寺院と各地区が建設された時期の違いを参考にして，画像帯の画面に表された図像の，
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時代ごとの特徴を整理した。図像の特徴を分析した結果，画像帯において時代による変化が

2 点確認された。1 点は，画像帯の画面において，場面の区分に用いられた仕切りの変化で

ある。古い時期には主に円柱や人物が仕切りとして用いられたのに対し，新しい時期には主

に角柱が用いられた。もう 1 点は，画面に表された場面の変化である。古い時期には成道後

から涅槃前にかけての場面が欠落するのに対し，新しい時期には成道後の場面が多数表さ

れた。古い時期とは，タレリ寺院が創建された西暦紀元後 2 世紀後半頃までであり，新しい

時期とは，メハサンダ寺院の創建時期，つまり 3 世紀前半頃である。 

 また，時代にかかわらず，涅槃の場面がガンダーラ地方の寺院で好まれていたことも明ら

かになった。在俗の信者だけでなく，僧も涅槃の場面を好んだようだ。涅槃を表した画像帯

が僧房からも出土しているためである。また，西暦紀元後 3 世紀前半には，ジャータカ物語

などの因縁物語が好まれていたようである。 

 次に，第 3 章では，石彫のうち，彫像をとりあげ，分析した。本章における主な分析項目

は，単独像の腕の接合方法である。接合方法には，大きくわけて 4 種類のものが存在した。

単独像の出土地などを検討したところ，以下のことが明らかになった。まず，腕を接合して

制作された単独像の出土地は，ほぼガンダーラ地方に限定される。つまり，腕が別につくら

れる単独像は，主にガンダーラ地方で制作されたのである。また，ガンダーラ地方において，

それぞれの接合方法が使用されるようになった時期は異なっていた。まず，西暦紀元後 3 世

紀前半頃までは，腕はほぞや金属軸によって接合された。そして，3 世紀前半以降には，か

すがいと接着剤で接合されるものや，蟻継によって接合されるものが現れた。 

 続いて，技法的な特徴の分析から得られた彫刻の年代観が正しいかどうかを検証するた

めに，単独像の図像的な要素との関係を分析した。すると，技法の変化が，衣文表現や頭髪

表現，台座正面の文様などの変化と相関することが判明した。つまり，技法的な特徴は，彫

刻の分析項目として有効である。 

 そして，第 4 章では，紀年銘が刻まれた彫刻が制作された実年代を検討した。まず，紀年

銘をもつ彫刻の衣文の特徴から，彫刻が制作された時期を検討した。時代ごとに，衣文の特

徴が異なっていたことは，第 1 章で示した通りである。検討の結果，パーラ－トゥー･デリ

ー遺跡出土のブッダ立像（「284 年」銘），ママーネ･デリー遺跡出土の「帝釈窟説法」彫刻

（「89 年」銘），ローリヤン・タンガイ遺跡出土のブッダ立像（「318 年」銘）は，この順番

で，いずれも西暦紀元後 3 世紀前半以降に制作されたものであることが判明した。 

 次に，西北インドから出土した，紀年銘をもつ彫刻以外の資料を分析した。その結果，西

北インドで主要に用いられた暦法が，インド・サカ王国の王，アゼス 1 世が創始させた暦

法，アゼス紀元であったことが判明した。近年の研究によれば，アゼス紀元の元年は，西暦

紀元前 47／6 年である。この暦法を用いて，彫刻の紀年銘を計算した。すると，パーラ－ト

ゥー･デリー遺跡出土のブッダ立像は西暦紀元後 237／8 年に，ママーネ･デリー遺跡出土の

「帝釈窟説法」彫刻は西暦紀元後 242／3 年に，ローリヤン・タンガイ遺跡出土のブッダ立

像は西暦紀元後 271／2 年に制作されたことになる。 

 もう 1 点の紀年銘彫刻であるスカーラー・デリー遺跡出土のハーリティー立像について

は，第 1 章の衣文表現の分析からの検討が難しい。ガンダーラ地方に存在したとはっきり

と指摘することのできない，ぎこちない表現をもつ様式の彫刻であるためである。また，紀

年銘の読解も定まっていない。判断の難しい資料であるが，紀年銘を「179 年」と読み，ア
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ゼス紀元で計算して，西暦紀元後 132／3 年に制作されたと考えるのが，現段階で最も妥当

な見解である。 

 以上の第Ⅰ部では，彫刻を分析し，彫刻の各要素の変遷を検討した。その結果，ヴァース

デーヴァ 1 世の治世にあたる西暦紀元後 3 世紀前半頃に，彫刻のさまざまな要素で変化が

おこったことが明らかになった。人物の衣文表現，画像帯の仕切り・場面の選択，単独像の

技法・頭髪表現・台座の文様など，多様な要素が，この時期に変化した。西北インドの彫刻

の歴史における 1 つの大きな画期は，西暦紀元後 3 世紀前半頃であった。 

 続く第Ⅱ部では，第Ⅰ部で明らかにした彫刻の変遷の背景を探った。 

 まず，第 5 章では，ガンダーラ地方の建物の構築に用いられた石積方法の分析をおこな

った。従来，タキシラ地方では石積方法が時代とともに変化したが，その他の地方では変化

しなかったと考えられてきた。しかし，近年のガンダーラ地方の遺跡の発掘調査の結果，同

地方でもいくつかの遺跡で，石積が変化したことが判明した。本章でおこなったのは，石積

の変化がガンダーラ地方全体で認められるかどうかの確認と，変化がいつ，どのようにおこ

ったかの検討である。ガンダーラ地方の各遺跡における，遺構の石積を分析した結果，ガン

ダーラ地方全体で，古い時期には野石積が用いられていたこと，ある時期に地文様積が採用

されたこと，そして，またある時期に半切石積が現れたことが判明した。西暦紀元後 1 世紀

後半頃までは，建物の構築には主に野石積が用いられた。2 世紀初頭頃になると地文様積が

現れ，また，3 世紀前半頃には，半切石積が登場した。また，ラニガト遺跡では例外的に，

4 世紀以降のある時期から，切石積が用いられたようだ。 

 次に，ガンダーラ地方の石積編年を，タキシラ地方やウッディヤーナ地方の石積編年と比

較した。石積方法が登場する順番は，3 つの地方で共通する。しかし，その登場した時期は，

地方ごとに異なっていたようだ。 

 そして，第 6 章では，ガンダーラ地方のチャナカ・デリー遺跡の検討をおこなった。特

に，下層でみつかった王宮に着目した。発掘調査時の遺構の検出状況の検討や，出土土器の

分析から，王宮が建立された時期と，廃棄された時期，そして廃棄された原因を検討した。

その結果，王宮は，西暦紀元後 1 世紀後半以前のある時期に建立され，紀元後 200 年前後

に大地震によって破壊され，そのまま修復されることなく廃棄されたことが明らかになっ

た。 

王宮が建立されたのは，西北インドをインド･パルティア王国が支配していた時代か，ク

シャーン朝が支配していた時代の最初期である。ただし，王宮の建立を命じた者は，西北イ

ンド全体の支配者でなく，この地域の支配を任された，地方の有力者であった可能性がある。 

 王宮が廃棄された原因となったのは，西暦紀元後 200 年頃にガンダーラ地方を襲った大

地震の発生であった。地震の規模は，王宮の堅固な壁を崩壊させる程の大きなものであった。

この地震災害の発生が，クシャーン朝による西北インド支配にとって大きな痛手となった

ことは疑いない。 

 以上が第Ⅱ部でおこなった検討である。ガンダーラ地方において，彫刻だけでなく，建物

の石積方法においても，西暦紀元後 3 世紀前半頃を境に変化がみられた。また，紀元後 200

年頃には，ガンダーラ地方を大きな地震が襲ったことも明らかになった。ガンダーラ地方に

おいて，3 世紀前半頃に新たな石積方法が採用され，また，新たに彫刻が制作されたのは，

この 200 年前後に発生した地震による災害が原因であったと考えられる。 
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 以上の 2 部にわたる分析により，西北インドの仏教文化の展開過程について，以下の 3 点

を明らかにした。 

 まず，1 点目は，西北インドの彫刻や建物において，地方をまたいだ共通性と差異性が存

在することである。彫刻については，異なる地方において，図像の様式は共通するが，技法

は異なる。石積方法については，用いられた石積方法と出現順は共通するが，出現した時期

は地方ごとにばらつきがある。このような地方間の共通性と差異性が何を意味するのかは

わからない。 

 次に，2 点目は，西北インドが，仏教文化の展開において，重要な役割を果たしたことで

ある。西北インドにおいて，ブッダが人間の姿で描かれるようになったことは，これまでに

も認められてきたことである。本論では，ブッダの人間表現が出現した後の段階で，西北イ

ンドでもう 1 つ大きな展開があったことを示した。それは，画像帯に表された場面の変化

である。古い段階においては，成道後の場面をほとんど表さないのに対し，新しい段階には

いると，成道後の場面が集中的に表された。仏教信者の好みがかわった結果，画像帯に表さ

れた場面にこのような変化がみられたのだと考えられる。 

 また，仏教文化のその後の展開を考える上でも，西北インドの画像帯の場面の分析が重要

であることを示した。西暦紀元後 2 世紀後半頃に創建されたタレリ寺院では涅槃の場面が

好まれたのに対し，3 世紀前半頃に創建されたメハサンダ寺院においては，燃燈仏授記や施

土供養の場面が好まれた。涅槃の愛好は中央アジアの仏教文化につながり，燃燈仏授記と施

土供養を一対に表す組みあわせは，後にインドや北魏時代の中国に受け継がれた。 

 さらに，西北インドにおける過去仏の礼拝についても議論をおこなった。これまで，西北

インドで過去仏が描かれるようになったのは，西暦紀元後 3 世紀以後と考えられていた。

しかし，タレリ寺院の画像帯に過去仏を描いたものがあるので，その登場は，2 世紀後半頃

にさかのぼる。 

 3 点目は，地震の発生が西北インドの仏教文化の展開に大きく影響を与えたことである。

この点が明らかになったことにより，仏教文化の展開を，西北インドの歴史の中に位置づけ

ることが可能となった。 

ガンダーラ地方で制作された彫刻の図像の様式や技法は，ヴァースデーヴァ 1 世の治世

頃，つまり西暦紀元後 3 世紀前半頃に大きく変化した。この頃に，人物の衣文は二重平行線

や翻波式など，型にはまった表現で表されるようになり，単独像の腕の接合方法は変化した。

ストゥッコ彫刻が本格的に制作されるようになったのも，この頃であったと考えられる。3

世紀前半頃におこった変化は彫刻においてのみ認められるわけではない。建物の石積方法

にも変化があった。 

これらの彫刻の各要素や建物の石積方法において，同時期に確認される変化は，西暦紀元

後 200 年頃にガンダーラ地方を襲った大地震を原因としておこったと考えられる。ヴァー

スデーヴァ 1 世の治世の前半頃に大地震があり，ガンダーラ地方は荒廃した。地震が発生

した段階では，クシャーン朝は依然として権力や経済力をもっていた。そのため，地震の発

生後に，寺院の早急な修復が可能であった。その結果，震災を受けた寺院は修復され，彫刻

は新たに制作された。 

その後，西暦紀元後 226 年に，西方のイーラーン高原でサーサーン朝が勃興すると，ク

シャーン朝は圧迫され，ついには，北方の支配領域を手放すこととなった。サーサーン朝の
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支配下にはいった後も，西北インドにおいて仏教活動がおこなわれ続けたようである。 

よって，西暦紀元後 3 世紀前半頃における，彫刻の各要素にみられる仏教文化の展開は，

支配者の交代とは関係がない。西北インドにおける仏教文化の展開は，クシャーン朝の治下

でおこったものである。 




