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雲 間 石 窟 語 桑

石窟または石窟寺 (1)種類は両壁窟と借房窟であるが,

僧房箱は冨岡にないo岡堂塙は,その縫拝の対象によって塔

廟意と聾像唐とにわかれる｡(2)構造か らいふと,〔Aコ平面

楕固形,天井園頂のものと,〔B〕平面四速形,天井干頂e)ち

のとがあるOそして,前面に門口と明窓とがつ く O (3)こ

れを主筆とすれば,さらに前室 (前廊)のつ くものがあり,

また左右照癒して-封窟(一撃清)をなすばあひがある｡(4)

一髪環では前室を隠遁でつないだ第七洞と第八洞,第九洞

と第十洞のごときもの,随道のない第-洞と第二洞,第五洞

と第六洞のごときものがある｡(Fig 1)

塔願意 は制底窟 Caityacaveであるo石窟中央に塔廟,

すなはち塔柱 (方柱)がある0第-洞,第二洞,第六洞,第十

一洞,第三十九洞等O

薯像意 右肩の中心,つま り後壁に婁像をお くo 尊像は

〔A〕鳥形にはいったばあひと,〔B〕はいらぬはあ払とがあ

るo前者は第七,第八洞等,後者は第五汎 第十三洞,曇曜五

清等o

重層制 石窟生壁を まづ層位にわかち,悌寵を配列した

もの0第七汎 第八洞等｡(Fig 2)

三壁三姦制 石窟の蕗f1-壁をのぞいた 三壁に,それぞれ壁

面いっぱいの一大寵を有するもの0第三十五洞等｡(Fig.3)

北壁一姦側壁重層制 か ういふこともあ りうる｡たと-

ば二十一洞等o(Fig.41)

天井 種類は 〔A〕いくらか ドゥム的になった園環天井,

〔B〕払らたい四連形の平頂天井,これは梁で格間にしきった

格天井,すなはち藻井 になるが,唯一の例外は第二十九洞

で,格間はないOまた雲間では畢猫にあらはれ忽いが,格天

井 にくみあはされてあらはれる〔C〕三角持送 り天井,〔D〕

折上げ天井がある.第十二洞前~童では格天井に三角持途 D

と折上げ天井の手法が複合してゐる｡(Flg･5)

なげし 通常なことばでないが,側壁最上部天井に接し

て水平にはしる一帯をさす0 第七,第八洞では長方形を等

間隔にきざみ,なにか軽紐.みをしめすや うであるが,これか

らさがる三角垂鱗をしめす鋸歯文等があるo(Fig･6)

塔 (1)形制か らいふと,亡A〕木造式,〔Bコ覆鉢式,〔C〕塔

柱式の三種があるo(2)各部名柄は五戚壇,軸部,屋根部,寡

餐,覆鉢,承花,剰柱,相輪,賓環,流蘇,椿等木造塔の名稗

にしたがふ.(Fig.7)

木造式塔形 は第三十九洞方柱,第六洞周壁浮彫や,塔柱

四隅にあらはされるO

覆鉢式塔形 は第六洞塔柱四隅重層塔の四隅や,第十四

河西壁浮彫にある｡

塔柱式塔形 は〔C,〕第-,第二洞方柱,第六洞方柱の ご

とく,いちお う屋根をつ くb木造塔を模しながらも,天蓋を

つけて特別なものとしたもの,〔C2〕第七,第八洞音字彫にみ

るごとく,まった く別の重厚形式をとるもの,ともに塔制か

らでたことがあきらかである｡

偶露 程難は 〔A〕尖供寵,〔Bコ楯扶桑,⊂Cコ天蓋露,⊂D〕

屋形寵がある｡また二つ以上あはせた 〔E〕複合寵があるO

(Fig 8)

尖洪露 洪観,洪染,洪端,投柱等の部位O

楯洪寵 洪額は中央部,菱形部,翼部にわかれるDまた挨

柱 によって中央寵,右府,左廟ができ,三間構成になる｡相

鉄額の整形にをりた みゝ式のものがあるo(Fig･ll)

天蓋寛 三角固形飾,振,三角垂飾,椎等,扶柱,流森等が

ある｡

屋形轟 鴇尾,三角飾,鳥飾,屋根,斗杖,柱等があ り,中央

嘉,左右席ができるO

天蓋 (1)〔A〕固形と〔B〕方形とがあるO前者は第九洞

本尊,第十八洞脇俳にあ り,後者は第六洞塔柱,第十洞前室

西壁浮彫にみられる｡ (2)ともに梶 ぐみのある軸部と垂飾

よりなるO また上部に三角形と同形の装飾がつ くもの,読

蘇のたれるものがあり,ときは蓋旗が覆斗形であらはされ

ることもあるo(Flg 10)

天蓋装飾 かならすLも天蓋形をとらないが,軸部と垂
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雲間石窟索引

飾部からなり.(AJ石窟また (BJf<弗苦R<D上部にほどとされ，

天査の意を寓するも白。 (Fig.9) 

纏葦，纏吊，賓帳 f弗典には縮童まといふ。縮吊はそD垂飾

D ととであらう。費帳は，字義上りすれば，むしろ斗張のと

とであらう。天蓋そのも Dだけでなく，天蓋装飾にちかい。

E嬰E告，あるひは花縄 玉~B瓜;氏にうらねたもの.è とろど

とろに花形をつける。一つの弧ごとに化生とか，天人とか

が手に棒宇呂ととがある。天蓋から垂下したり，挟額から

垂下する。

光背頭光には(A.コ国光と (B)賓珠光とがあるが，後者

はまれであ呂。 (CJ身光，ずなはち撃身光は舟形形式であ

る。一殺には図光と舟形光が結合し亡複合光となる。との

とき，身光と圏光とで肩白ととろにできる三角形。火焔を

肩光といふ。 (Fig.12) 

火焔光頭光でも，身光でも，周縁。一帯に火焔があれば，

火焔光である。 (Fig.12) 

華麗(扶座) 種類は (AJ蓮座(蓮朕)e (B)須調座正が

あz。後者はそD形から五成の蓋座eもいふが，左右に獅

子があれば(CJ獅子座になる。 (DJしたに琳脚があれば座

琳といふ。しかも，そD形が明確でないときは方座(方扶).

また賓壇正も稽する。 (Fig.15) 

蓮華文 満開の蓮華をうへからみたととろ。ほとんど複

鱒で，天井格間の中心，頭光D 中心，蓮座その他にみる。た

なめにみた蓮華も主主いわけでない。 と〈に化生をとも主主7

tc蓮華はな Lめである。 (Fig.16) 

蓮韓交 複携の蓮灘を車イ立に水"f'にならべたも<D.すな

わち蓮韓交帯である。

唐草文一般に植物性文様をさすが，と Lではもっばら

パルメッ卜，牟パルメットを単位とした波状交である。そ

D結果.，;童扶D ものをくりかえす漣環交もあらはれる。

龍交，あるひは禽E訳文 唐辛文Dなかに複合的に禽烏や

獣形乃至龍文のそテイイフがいれられる。

服装併は.f官とともに僧衣(大衣)をつけるDみ，菩薩，

夫人は下裳と天衣をつけ，天:， 1*f:需は腰衣をうける。

衣文 (AJ隆起線のひだ.(B)階段朕のひだ.(C)主IJ線の

ひだの三麓がある。

かけも 中関服D悌が墓座に朕坐したとき，裳古決れさ

がって墓座を長ほひ，かげもをうくる。その座はもかけ座

とよ.s:。

貰冠簡略化した (A)三IU冠と.(B)三回賓冠とがある。
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(Fig. 13) 

三面賓冠は三国に園板かざりがあり，中央国板白うへに

新月形がある。また国放は中央蓮華，左右は車輪Dやうな

もので，そのあひだには唐草飾がある。 Dみf;r.ら十，冠帯の

うしろにはむすび紐Dゃうたも D がみえ，左右に三角巾の

やうなも Dが垂下する。また，ときに冠帯のはしが左右に

大きくひるがへってゐるととがある。

三山冠 三百に三個白山形があり，中間その他に蓮華な

ぎを配するが，冠帯をみるのみ。すっか担簡略になってゐ

る。

頚飾 lAJ板肢のもの.(B)攻獄D もの.(C)理路獄D も

のの三種がある。 (Fig.14) 

耳飾耳柔から理路がたれて肩にいたる。

腕釧，また腕環 腕ゐ上び手くびにうけ，ときには足くび

にもうける。

傍 (1) i!弗のあらはされるも Dは寝迦悌が屋倒的で，多

賓併，定光傍(燃燈傍)がとれにうぎ，阿調陀悌，薬師悌もあ

る。と D うち多賓(弗は，かえ主らす寝迦偽2己主主坐し，定光f弗に

は儒童がともなふDでこE亘別できる。 (2)像容は立像，坐像，

僑坐像，交脚像がある。

七悌 趨去の七併は毘婆P.P棄，毘舎浮，拘留孫，倶那

含，迦葉，寝迦牟尼。容迦f弗までいれてゐる。皐なる七時D

併Jか，過去の七怖かといふととは，未来f弗たる5間勤菩薩との

関係がたければ判定がづかたい。

三十二相八十種好者美を具した悌身の特徴であるが，と

れがま圭形的にあらはされるDは肉髪，白書のみで，網慢相が

ときどきあらはきれz。

干併 とれは雲岡に宕いては重要注モテイイフになヮて

ゐて，いたるととろに主主像されるが，さて十方諸傍，また十

六悌，二十五併，玉+三備などD ちがひは巌密には判定でき

ない。

菩薩(1)蹄鞍，観世音，大勢歪，文殊等をみる。 l繭勤は交

脚であらはされ，文殊は獅子にのる。観音と大勢歪とは[iiiJ

E震r~<D脇符としてあらはされるが，そD他は刻文D明言己が

なければ，訟に菩薩かの$ljJEはできない。た Y寵内濁奪D

菩薩立{監は騒音像であzらしい。 (2)像容は立像，交脚，牟

蹴，安坐<DZIJがある O 交関1はもヮばらI爾勤菩薩，宇蜘はもと

もと太子j層、惟形匂ある。安坐はきはめてまれであるから，

菩薩はもヮばら主容だといふととになり，しかも濁隼像は

まれであるから，主として脇侍菩薩だといふととになる。



天,または天人 立侍の天,とんでゐる天 (飛天),奏饗の

天 (禦天),みな菩薩よりも巌身具がすくない｡とくに冠な

く,高鷲 (賓警)に天衣と下豊をつけるのみo

飛天等,半天等 飛天,また繋天を配して帯状にした ものo

楽天列姦 楽天をおさめた小乗をならべ,普-に欄楯を

つ くったもの0第九,第十洞等k:ある｡

繭,または守護神 〔A〕金剛杵をもった沖,すなはち金剛

力士,雲岡ではかならす門碑である｡ 第九洞前童にのみ甲

腎をつけた神像がある｡亡耳〕甲胃をつけた神は,帝王とれ

帝鼎の名にあたるもの,たいてい門神である｡ 雲岡初期で

は,四天王にも甲腎をつけないものがある｡〔C〕多面多膏

の蹄は,往々にして禽獣をしたが-てゐるO 門口や天井に

ある｡

マヘシュヴァラ,すなわち大自在天 多面多腎,鳥にのる｡

ヴィシュヌ,すなはち毘寿丑天 多面多腎,単にのる｡

アスヲ 多腎秤のうち,手に日月をもつものは,おそらく

アスラ示串であらうo

究天 保儒形にて梯子をもつ0第十洞前童本生浮彫にみ

える｡菩薩天人形にて梯子をもつ0第十一A洞北壁脇侍｡

化生 化生,胎生,卵生,漫生のうちの化生,ひらいた蓮華

中に生じ.はじめより身相智慧の具足するもの｡ 蓮中より

語 曇

上半身をあらはし,童子の相貌を呈する｡(Fig16D)

倖儒 ′トぴとであるが,こ Lでは道警異貌の童子形をさ

す｡腰衣ひとつの裸形で,多 くのばあ払,重いものをさしあ

げ力んでゐるo

羅漢 燐の教をうけ阿羅漢異をえたもので,俳に側侍す

る僧'形は3:くに凝漠とみてさしつか-ない.そのうち老若

二相,左右に侍すものはマハァカァシャパ (大迦菓)とアァ

ナンダ (阿難),たとえば第五A洞｡左右に十人をかぞ-ち

ものは+大弟子 (シヤアl)プ トラ,マウ ドガl)ヤァヤナ,マ

ハアカァシャパ,アヌルツダ,スブゥティ,プゥルナ,マ-ア

カァティヤァヤナ,ウパァ7),ラ77ラ,ア アナンダ)で,た

とへば第十八洞にある｡

樹下碍定借 羅漢とはかぎらない｡ 大衣ですっぽ り身首

をつ しみ,頭陀袋と水瓶を急いて,塵肺 のうへにすわってゐ

:I:1:

比丘,または倍,または儲弟子 大衣をつけて立侍するO

また列をつ くり,あるひは先頭にたって続道の儀 を修して

ゐるQ大衣には田相E:しめすものがあるo

供養老,また寄進者 昔時のことばでいふと邑義である.

石窟膜壁,沸寵基壇に男女をわけて行列をつ くるD はじめ

は北方人の服装をするが,のちには中国の服装になるO
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