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例　　　　口

本書は『雲岡山鼠』全十五巻のうi''第十二番にあたり,第十七洞と第十八洞との調査

と研究をまとめたものである｡たゞ本文は一潮にまとめたが,矧政は枚数が多いため二柵

にわけ,第----部節十七洞,須二部第十八洞としたo

第十七洞,第十八洞は,主として昭和十五年(1940),もと所員羽飴姐氏が,もと所員戊

亥一郎氏を助手として撮影した｡第十七洞の測量は,昭和十六一十八年(1941A3)京都大

学工学部紐基準敦も講師鈴木義孝氏がおこなったが,左右の脇俳にかよばなかったo　約十

八洞の測最B･.nj:,昭和十六,十七年(1941, 1942),水野がつくったが,敗戦の際に亡失した｡

拓本は昭和十五年し1940)徐二.lrA.1.--;-氏によって作製された｡

本書は著者二人のjl,.･lHILyL筆にかゝり,英文離課はオックスフォウド大卒の東沖美術館

P.C. Swann氏の手になる｡

本譜の川行は本所の出版費をもととし,文沸省昔局および京都大学の特別の配慮のも

とに達成されたものてある｡

以上の諸氏ならびに.諸機関に封し,心から感謝の酢をさゝげるとともに,過去十数年

間の,邦査と折兜に有形,無形さまさまの援助をあた-られた数多くの人々に封し,さらに

本怨の編稗に戯身的努力をはらほれた帝藤菊太郎,陳頴明,助手岡崎敬の諸氏,その他に封

し,沫蕗の謝意を表したい｡

1954年2月

著　　者

Vll
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序　　章

雲岡彫刻の西方様式

1

雲間石窟は,しばしば指摘したやうに,初期の西方株式と末期の中開校式とにわけられるo初

期に儀するものは,畳曜五窟および節七洞一節十洞であるoこゝに酉方様式といぶのは,北魂に輸

入された西方諸地からの雑然たる諸様式を紙料したのであって,決して単-一･なる柱式でないことは
Gandl1.lira

いふまでもない｡従丸この酉方株式については,醐ヒィ./ドのガンダァラ様式から放生したとす
])                                  2'･

る見解がつよく主張せられてゐた｡酉欧誠学者の見解は概してさうであった｡しかし,その後,わ
1　　　4)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(;ltPh

が桧本文三郎,関野貞両博士は,ガンダァラ様式のほかに, rpインドのグブタ様式の好馨が,大きな
ヽl

働きをしてゐることを指摘されたo今日では,ガ./ダー,う美術の研究が一博精碑になったので,かっ

て絵本,関野両博士が考-られたガ./ダァラ実術の概念は,はなはだしく更改を要するのであるo

とはいへ,松本的にみてJBrU.JのVL1-万校式の源泉は,単純にガ./ダァラとグブタとの二様式に割りき

りうるものでもないことが,漸次わかってきたのである｡

まづ第一一にはこの雑然たる西方様式が,いかなる展史'wJ,かつ地理的経路を-て,東漸したか

を考-る必要があるとおもはれるo

北魂の国都平城にもっともちかい地方から#1--てみよう｡それは涼州であるo 『親書』稗老志

に｢涼州は張軌よりのち,世々俳教紡げ｣とある｡張軌は晋末に涼州刺史となり,前涼の関をひら
､

いた人であるから,ほゞ州帆前半からこの地方に沸教がさかえたことがわかる｡東晋の隆安三年

(A.D. 399),法期が長安を費し,北涼のrh!城である髄舵掛こ達したとき,般接王の段業が法願をとゞ
7)

めて｢ために槽越となる｣と記されてゐることも一つの讃嬢であらうo　また,つゞいて北涼の阻垢
tllla rkhl lk Kasllmir Dllammrak'a

氏も沸教を保護したo郡善を-てこの地に滞留した崩寅の低量知識汝,狙央豪速に大いに寵川さ

れた｡北魂の紳廉年間(A.D.4･21-431), Iti:租太武帝が,この高僧の名聾をきゝ召服しようとしたが,
､l

弧渠氏の,これを拒否したことも注意されようoまた涼州が･中央アジア諸国と･たえず政治綻折上

の紫舘な関係があったことは,つぎの事貨から推察できよう｡高宗文成帝の初肌および,それ以前
Soghd                                                  n)

に粟特国の商人が,多くこの地で,普,(易に従事してゐたことがつf{-られてゐるo粟*･Li国とは葱嶺
Sa]1tarka▲1d

酉,いのまのサマルカ,/ド地方にか､て,イラァン人のつくった閲である｡



雲岡石額第十七洞一一一第十八洞

この涼州の件数文化が,北魂の国都に,直接かつ弓員力なJ影響をしめしはじめたのは,なんといっ

ても世紀太武帝の移民政策による｡太妊五年(A. D. 439),骨は涼州の氏三高除家を国都に移住せし
い･＼

め,そのため僧侶も併事も,ことごとく東にうつったといふoすなはち,涼州において,過去数世紀

間に蓄積された俳故実術が,そのまゝ平城に移略したのである｡涼州より所にむか-ば敦性であ

る｡こ､に有名な千俳洞がひらかれはじめたのは,すでに東晋の永和九年(A.D.353)のことであ
H )　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KhotBLn IくtlClla X ara-shahT

る｡さらに西して,中央アジアの抄淡にはいれば,南迫に郡苔,千閑があり,北道に蔦背,貌滋があ
Kas】一gaT

り,両道が沙淡の酉で合するところには疏勤がある｡法頴が,この地方を通過したとき(A･D･40]),

都善と若者には,ともに伶四千除がをり,小乗を学んでゐたといひ,併寺のさかんであったことは推

測にかたくない｡二1欄や疏勤は一層俳教が隆盛であって,閥王がみづから大法骨をおこなったこと

が記されてゐる｡とくに下関では,侭は数蔵人をかぞ-,大系を革んでゐたといふ｡大伽藍は十四

個所あり,氏家の門前には,どこでも小塔が建立されてゐたとった-られる｡この土地にはィ./ド
KllS京na

のクシァナ朝文化が,根づよく浸透してゐたことが注意される｡大伽藍のいかに壮観美麗であった
-I:l

かは,法顕のつぎの記事から想像されるであらう｡

その城四七,八里に僧伽藍あり,王新寺と名づくoつくってより八十年,二王をへてまきに

なる.たかさ二十五丈ばかり,彫文は剰績し,金銀にてう-をおはひ,衆覚にて介成した.塔
L  :-(･  l  lL~

のうしろに俳堂をつくり,荘厳は妙好であるo梁,柱,戸崩,窓臓はみな金持をもってし,べつに
こLLl

仲店をつくった.厳戯整筋にして,言のよくつくすところでない｡巷を束の六四諸j:･は,あらゆ

る上値の安物をもって多く供養をなし,人の用にするものはすくないo

さて,これら西城諸国と北魂との交渉はどうであったらうか.政治的には,1L_i-租大武帝のさか

んな所征と外交とが,その一時期を劃したとおもはれる｡すなはち,世嗣は太延元年(A･D･435)に

使者二十額を,太延二年(A.∩.436)に使者六離,太平虎男`四年(A･ D･ 443)に使者四輩を,それぞれ
Wu-sun

西城諸岡に派遣したoまた太延三咋(A.D.437)には董現を烏孫におくってゐるが,この董現の麻朝

報告によって,西域十六閥の事情があきらかとなった｡また世祖は高度尉なる武牌をして,あるひは

1伊東息太｢支矧IJ西芸岡U)イ欄寺｣(開発,祁17弧197, 198娩),凍L,r;.: 1906'rrL･刊B

2 V･ Smlth, IJ由叫of Fine Art in India arui Ceylon, 0Ⅹford 1911･ p･ 130･ E･ ChilVanTleS･ Ml'誠oli a,rCldolnglqlLe dane la Chine呼ten-

trionale, tome 1, deux-昌me partTC, Paris 1915, p･ 306-319 A Foucher･ IJ･art greco-bquddhiq,ue d′一L (JandhGra, tome ll I Paris 1918, p 662,

663.

3枚本文三郎｢俳優の美術史iri,.]祈乳｣ (哲準研礼節1怒1既),京都1916年fEl.同氏｢人同の俳像｣ (身丈沼,r9堪6雛),京都1918

年fllD同氏｢月支祁封じに於ける印度沸教彫像の研究｣ (重文,卿-1怨, ll,12舵),京都1920年刊D

4　陸尉野点｢印度の沸教美術に就て｣(建築雑弧節34番, 400楓のち陀郡の建築と牽術』祈似,庚京1920年干Il｡

5　H･ I)eydler, Conlrlb,tdion a l触de de l'art a,IL (1YandhaLra, l}aTIS l鮎0

6 『晋苓』巻八六,娼軌体. 『挽啓』雀九九提案傾｡

7 『法願体』(大fr:大蔵私第五一懇), p･ 8571　　8. 『親書』雀九九,狙独裁頒価,堰-~･一四,揮発･LZ:0

9町規制怒一一〇二,西域倦.松田讃男｢東西交池取における居延についての裾｣(束方俸論集,苛卜)虎穴1954!lrA判｡

10 『塊別懇一一- -Fg,糟老.,,lJ･:a ll羽田亨｢敦煙の千俳洞に就いて｣(俳散発術潤4肘･ jJi者岱1925-41:frJo

12 『法敵搬』 p. 857.



序章　雲間彫刻の西方楼式

部沖を征せしめて,これを北魂の郡願にひとしいもの忙し,あるひは忠常を討伐せしめて,莫大な珍

奇輿物の戦利品を穫得し,あるひは魚苗をも討って,同様の甲締り品をもちか-ってゐる(A･D･448)o
Vileh-pLaTl

かうした北塊の武力は,西域諸因にさかんに喧博されたものゝごとく,たと-ば,悦般図は使者をか
Jualりuan

くり(A.D.448),怖蝶を束西から爽撃するために派兵を請ひ,1蜘Rはこれに同意して,輔坪討伐軍を

かこしてゐるoまた,穎組願文伸木(ca.A.D.47O),席輝が千関に侵入したとき,千関は使者,素rI

仰なるものを北魂に涯し,これを訴-てゐるoこのやうな北魂の強力な政治力のもとにかいて･西

域諸岡は北魂にたえず使者をおくり,朝式してゐるのであるoそれらのなかには,部善,欄･悪者･
Tasllkurgan

免薮,疏勘など沙洪周遊の係数圃のみならず,とほくは葱嶺の東の渦磐随とか,西の粟特とか,剛ヒ

ィ./ドの厨賓などの悌敢闘もふくまれてゐるo Lたがって北魂に朝召した西城諸国が,係数的な式

物をもたらしたことも,充分に想像されるところである｡たと-ば南京文成帝の末年(ca･AID･465)I
)

疏軌の王は使者を北塊におくり,稗迦牟尼俳の袈裟長さ二丈あまりのものを奉献してゐるoそれ
(nylon

のみではない｡高宗の大安初年(A.D.445)には,とほく南ィ./ドの帥子閥の倍が,悌像三鴨を奉じ
n

て北魂の国都にきてゐる｡これらは正史にったはった二:---の奉安であるが,:lr･史の記載にもれたも

のも,すくなくなかったことゝ想像される｡

要するに,以上に略記した北魂の東西交渉史の断片をもってしても,押域のさまざまな地方か

ら潮のごとく粁来され,雑然と集横された文物が,多かれ少かれ国都平城の俳数美術に,ひいては雲

岡石規の造営に,影響をかよぼしたことが推測できるであらうoたゞ注意すべきは, LLtr租の太妊五

年(A.D. 439)における涼州俳教文化の大移輪から,太,F･虞君七年(A･r)･ 446)の排俳致株の年まで七

年間が,国都の沸教美術にとって一期を割するものであり,またさらに文成J･Y,lの輿安元年(A･D･452)

に係数復興が宝せられてより,和平初年(A･ D･ 460)に要岡石如ミ着手されるまで八年間が,第二の

時期をなすものであるQこの二つのu~糊の係数美術は,今日その特色をあきらかにするほど作品が

のこってはゐないo Lかし,それが雲間彫刻家たちに,大きな影響をあた-てゐることは,うたがひ

がたい｡また,昔時西方から,直接,または間接に輸入された併数美術が,たえず要岡美術に活力を

あたへたことも想像できることで,この病者がとけあって,今日にみる要岡の豊富な右錨をつくり

あげたのである｡

2

う-にのべたやうに,雲間初期の彫刻様式は,まづ四方話関の様式をあっめたものであったo

それが統一されて雲岡様式といふ統合形式になったo Lかし,いまそれを分析してみると,(1)ガ'/

1 『鋭割奄Fq, iu.組紀,堰-(〕二,内域帆　桧耶事児｢魂書西域体の批判と悦股回のJj位｣ (人TE大)準や報･酔卜輯),東京1931

年川.　　　　2 『塊蕎』雀一一一四,和名ふ
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笠岡石辞第十七洞-第十八洞

ダ/ラ様式,(2)中イ-/ド様式,(3) rll央アジア楼J-〔の三種に大別できるo

まづガ./ダァラ様式から考察をす､めよう｡関野貞伸二L･の見解によれば,ガンダァラ株式は,紘

やく中開に輸入され,雨音時代にはすでに｢い剛ヒLた一つの様式を形成してゐた.したがって,こ

の中剛ヒしたガ./ダァラ様式,いはゞ雨晋様式ともいふ-きものが雷同の基礎になったのであり,
1)

雲岡には直接的なガ./ダァラ様式の影響はすくないといふのであるo　この見解は一一年は正しいが,

一半は韻ってゐるoなんとなれば,近時西撒撃者の研究によって,ガンダァラ様式はけっしてkv.-･期間

のものでなし､ことがわかり,Pq,五1牡紀のころにガ./ダァラ共楯のあたらしい接頭がかんがへられ,

それの東漸は,おそらく直接的影響となったと思はれるからであるo

ガ./ダァラ様式の起原や,その年代は,こゝではふれないが,たゞ四世紀から五世紀にかけては

どうであったらうか｡ブラ./ス調査即の踏査したアフガニスタ./におけるガンダァラ係数美術は･

大ぎっばにわけて二つの時期になる0 -つは-レニスチックな調子のつよい初期のものであり,-

っは東方化の傾向のつよいものであるo前者から後者-の輯換の時代は,もちろん遣跡地の事情に
Sass云n

よって-率になってゐない.しかし,いちおう柄者間に一線を劃する仲代的な振りどころは･サッサ
ゴ)                   Ardas】lir-

ァン貨幣の件出であるoプラ-/スの学者はこれに注目してゐるoサッサァ:/朝の始租アルダシイル･
1-召瓦heg豆n L 【lndll- K日sh S】叫r

ィ.パァベガァンは,A･D･230年ごろにヒ./ドゥ･クゥシ-をこえでガンダァラに侵入,またシャァフ
Pan河,

ル二11ヒは約-糾:･後,A･n･350年ごろ同様な粁路で侵入,いづれもパンジャァブ地方まで東征してゐ

る｡したがって,ガ./ダァラ地方にサッサァンベルシァの影響があらはれるの此三世紗I憤以降,

本格的にはむしろ剛帆r日英以降のことであるo Lかし,このベルシァの侵入,さらにその勢力の

この他かこおよんだ期間は,引悪ど長いことではないやうである｡この時代のガ./ダァラ彫刻の特

色は,一方では石彫がやうやく形式化し,蛸落の株式れめしてをり,他方,塑像は生気があり,動き
13egr血.       Pa1ほya

にみちてゐるのであるoたと-ばペグラァム附近パイタァヴァ出土の石PS-;lI像(Fig1 1)紘,三世紀,ま

たは剛拙とかんが-られるものであるが,かなり形式化してをり,グブタ初期の影響さへみとめ
1Ⅰ叫中う)

られるのに射し,これとFrf]打.I,-:代の-ツダの塑像(Figl3)は,いきいきとした製作をしめしてゐるoし
SllOtOrak

かしショトラクの遺跡から出土した多くのfl一彫は,三1Lヒ紅から州七紅と推髭されるが,すでに,いち
DJPaり1kara召Il(1dha

じるしく形式化してゐるo　たと-ば戊)と伽(Fig･2)をみると･かのパイタァヴァ俳立像の先行形式

と考-られるほど,丈がつまり重くるしくなってゐる｡
73豆mly･h

パァミヤァ./の大石俳は,束晋の沈黙,北親の米貨はみてゐなし､が,玄井はその『所城記』(大正
J･ llackln

大蔵賂第五一雀,pl873)省一に記してゐるoアッカyは35m大石併(Fig14)と,その用途話中窟群

1関野貞｢印掛こおける俳教美術に就て｣(陀都の建築と準術』所収), p 781･ 7821

2吉川逸治｢ショトラックの蓉軌(悌敦萎術,第5冊),人l牧1949年f')｡ J Hackln･ RIpartttion ,lesmonnaieLY a7tCt'ell'LeS e71ノ的hani一

如n ( JournalAsiatique, avl ll-luin 1935), p･ 287-292

3 J･ Hackm,上,oelEm ,le la鵬gah･07川rChiologl'qr･Le.fralUI･aiEqe e,i llfgha}血n, Tokyo 1933, p･ 17, Figl 28
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序章　雪洞彫刻の郎方様式

1)

に,三批紀から五l忙紀の年代を推定してゐる,すなはちサッサァ./侵入の抵後であるo　このうち,G

緒は固倹約にも装飾的にも,サッサァ./株式の膨馨のおよばない時代,すなはち三世紀の製作をし
:)

めす｡これに対しr)緒の一一･群にはサッサァ./様式の影響が輔著であり,剛牡紀乃至五世紀の建設で
I

あらうといふ｡たと-ばD絹前廊の天井には,Lfil形のなかに柿頚がゑがかれ,また図形内の連珠文

(Fig.6),三角尖り帽をかぶって額のある男などにもベルシァ的要素が指摘できる0 35m大沸石緒の
Jl

窟頂,および側壁にゑがゝれた給蓋も,だいたい同時代にあてゝゐる.たと-ば供養天人の冠飾は

サッサァ./諸手.のj:.冠に似てゐるし,うしろにひらひら垂れうごく1)ボンは,サッサァ./の貨幣や搾
Kakmk

彫にみられるものであるoカクラクの壁蓋にも弦月形や三両の固板飾をつけた冠,また左右にひる

が-った1)ボ./(Fig.7)がみられる｡この王冠はクシャソノ.サッサ7./の貨幣にもしめされて変り,

中央アジアの塵芸にもしばしばみるものである｡また,この35m大併石窟壁蓋には,月柵の像がゑ
･･＼

がゝれてゐるが,その凝結した不動の姿勢と,外衣の動態との不思議な封児も,またベルシア的特色

であり,服装もベルシア風である｡

アッカ./はこのパァミヤァ./35m大併像(Fig.4)の影響を大きくみてゐる,この宜像がグブタ

時代のマツラ様式に影響をあた-たとし,また,この_fj:像の衣文法は,中央アジア諸地の彫刻の原租
6)

となったと結論し,雲岡諸像の衣文もこゝに内水すると断定したo　この見解には二三の学者が反対
7)

してゐるが,いまは,この鮎に停滞しないで,さきにすゝむことにしたい.

3

J. Marsllall                              s)

マルァルも,またガ./ダァラ様式を二,lglに直分する.一つは初期様式で,これはガンダァラ

様式と名づけ(Fig.8,1()),一つは後期様式でィ./ド･77ガ･/様式と名づけるo前者の特色は･つぎ

の三つがあげられる｡

(1)古代ィ./ド美術の影響と,ギリシア化せる古代東方の影響によって成立したことo

(2)本生や併侍の表現にお小て,古代ィ./ド派を継承したことo

(3)石製の彫刻で,ひろい地域にひろがったことoこれに反し塑造彫刻はごくすくなく･泥像は
Kび元na

まったくみないこと｡唆するに,この様式はクシャアナ王朝初期に敬展した0

第二期のィ./r･アフガン派は四世紀にかこり,とくに五世紀に畿辻したoこの時期はサッサ

1 J rtackin, mtd･,p･22･　2 I Hackin･ lbid･ p･25-26･　3 JJlackin･ 1btd･,p 291311

4 J llackln, /bid･,p･31･　　5 J. tiackin,Jbid･pl31･

6 J･ tlackln et J･ Carl, NoJIW"es一･ee7-hes arcliologiq･Le (.Wa-mt･yan (lIIa7nOl･reS de la dBIBgaliolt areJuologi,JueJr-ise en Afga-

ni.SEalL, ll), Palls 1933, p･ 109･

7 Siren, Thchhorer, Rowlan<lの諸氏は奴刺してゐる〇 cr. H･ I)eydier･ Lbl'd , pl 1891

8 J. Marshall, raxila, 3 vol, Cambri(lge 1951･ p･ 711
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雲間石精第十七洞　貰トト八洞

I(L〔lzi(a KILS正Tla

ァyの勢力が後退して,中央アジアの輔幣の願迫により,月氏が南下し,キダIj-ラ･ク■シャアナ(小月
FJPhthallte

氏)が統治した時代であるoそしてA.D.460年,エフタル(幣曜)の侵入による大破壊の時期を下

限とするo　マアシァルのこの見解は,『魂讃rq西域倖および米貨の族行記にもとづくo Lかし,エフタ
rLlay1 1a                      Pe$11≡i 帆 ar

ルの侵入で破壊をうけたのはタキシラであって,その西のペシャァワルは,その後もなは俳事のさか
Udy.ir)a

えてゐたこと,宋雲の記すごとくであるo　ガ./ダァラの北方,鳥場閥も,また囲J+A_以丁大いに係数を
ド

尊崇し,僻事は盛大であったと,宋怒はった-てゐるo　つまり,ガyダIj･ラ芙術は,ふかくこの山岳

地方一帯に浸透してをり,エフタルがこれまで徹底的に破壊することはなかったのであるoマIj･シ

ァルのA.I).4･60年下限説は,かなり撫雌があるといはねばならか､o

この新派の特色は,塑造と泥道の追懐方式にあるo　材料の粘韻性のおかげで,形式が自由にな

り,表現に生動性がくはゝった.これは,ガ./ダァラ初期の正統的様式ではみられないことであるo

たゞし,機械的なくりか-しと慣重さの紋除によって,多蛍生産の形式主義におちいる危険もあるo

マアシ-,ルはこのやうな多量生産と,生来ある作風の美術が成Il'r.するためには,その国土が十分繁

菜し,政権が安定してゐなければならないとして,この製作時期がキダァラ･クシアナにあてはまる

と考-た｡また,かれによればイ-/ド･77ガy派では俳侍や本生を主題とする場面表現は･ほと

んど費見されなく,そのかはりに体や菩薩のあくなき反復が多くなるo　このことは,かれの調査し
1h(1r.ta

たタキシラにかきらず,フラ./ス調奄隊の費見した-ツダなど,アフガニスタy誠遺蹟にもみられ
2)

るとしてゐる｡このマアシァルの塑像の凌展についての見解は,いろいろの鮎で輿論のあるところ
II･ Deydler　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら)

で,デェディエが指摘するやうに,起蝶は三世紀,衰退は六IL帆木とみる方が正しいやうであるo　ギ
R. GlllrSllnlan                                                             4)

ルシュマ./が,エフタルの侵入は後期ガ./ダァラ美術の壊滅を結果しなかったと説くのは正しい｡

ィ./ド･ア7ガ./派の塑像の特色は,ふたゝび形式的手法から脱却して, r'相かつ流麗であるo
Mohr豆M()rこId11

たとへば,タキシラのモォラァ･モラァドゥ出土の塑像(Flg･11)の衣文は,自由であり,F慨であり･紳

軽質な動橋がしめされてゐるo衣文のひだは,こまかい凹凸の波状からなり,より後屈したものは,

非常にうすものでつくったやうになる○そして,やはらかく身膿に附宿し･つねに衣のしたに肉鯉

の起伏がみとめられる｡これは同時代に相首するグブタ彫刻に為小て,もっともうつくしく表現さ
Jaulliit-I

れた手法である｡タキシラのジョォ.)ァ州土の彫刻(Fig･9)には,このガyダァラ様式の最後の段

階がみられる｡要するに,後期ガ./ダァラ様式には,ふたゝぴガ./ダァラの最初の時期のごとき,自
L. BnclllLOfer

由で柔軟な株式がみられるoバッホォ7-ルはガ./ダァラ様式のルネッサ./スと解してゐるoもち

ろん,そこにはあたらしい要素,たと-ば蔚衣が,うすものになったといふことはあるが,ガ./ダァ

1 『洛陽伽IrJ_記Jl (大正大赦絶卿-∴-堰),各1.▲, p･ 1019, 10201

2 J Marshall, ramla, p･ 76, 514･　3 I-eydler, Co九trt･btJI,Jolt a他dJ6 de llα7･t a,a Ga7LdJLa-ra･ p･ 156･ 160･

4 H. 1)eydiel, Ibid , p･ 160･ R Ghirshman･ IJaW/tl･oniteb･-Hephtall･tes (llIEbnot-res de la d物a't'07t arC7dologul'ueJra岬iSe e･L

Afgani如,i, XIII), CalrO 1948, p･ 132. 133･
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序章　望岡彫刻の西方様式

l)

ラ様式の特色である井重な調和は,なは黙持されたのである｡

せするに,一方ではサッサァt/株式の影響があり,方1J彫は形式化し東方化し,塑像が多蛍に,か

つ大いに発展したとかんが-てまちがひはない｡塑像の登展の問題から,中央アジア様式にflをう

つす誘惑を感じるのだが,それにさきだって,この時代の中ィ./ド悌数美術に注意したい｡

4

Chandra-gupta

常時の中ィ./ドはグブタ王朝の治卜にある｡とくにA.D.375-490年の間はチャンドラ･グブタ

二世と,その後継者による文化,嬰峯の秘盛期である｡グブタ彫刻がこの時代に絶頂に珪したこと
Mathur云Kanlラka

はいふまでもない｡この先駆であるマツラァ派は,クシャァナ朝カニシカもおよびその後継者の時

代にさかえた石彫美術である｡したがって,初糊ガ,/ダァラ美術は,地甥的にちかいこのマツラァ地

方の彫刻家に影響をあた-たのであり,のちにはマツラァ派が逆にガt/ダァラ様式に影響したo　グ
2)

ブタ朝となってもマツラ7瀕彫刻家の製作はつゞき, A.D.600年以後になって衰亡した.
Jam五Ipur

ジャマプルプル発見のグブタ紀元135年,すなはちA.D.454-5年銘ある悌立像(Fig.14)紘,雲

岡石窟の初期と年代的にちかい｡これはきはめて精巧な彫刻で,螺髪の頚は雲間と興るが,通柄の

上衣がうすく,肉鰹に締蒲してゐることはおなじである｡さうして,衣文が整然と平行線をつくっ

てならぴ,一つづゝの線は紳紐をおしつけたやうになってゐる,屑がいかつく,両脇のしたがあい

てゐるo要するに,ガンダァラ的な美意識とはまったく関係のない,ィ./ド燭白のものであるo　さ

らに,固形の光背には,こまかい植物文様が帝陶をつくって彫ってある｡グブタ以前のマツラブ派俳
I(atra

像は,これほど繊紳ではなく,一博たくましい｡たと-ば,カトラ出土の菩薩と銘された坐像(Fig･

13)は,両肘を左右につよくはり,とびださんばかりの柄力をしめしてゐる｡その衣文は左rg,左腕

にかゝり,せまく細い,平行線になったひだからなる｡ガ,/ダァラ様式は,茄衣そのものゝ自然をあ

らはすのであり,その結果として衣文の表現が生ずるのであるが,マツラァ派ではこれと反封に,衣

文そのもの､形式的手法に志をもちひてゐるoつまり,清衣像に封する美意識がまったく相違して

ゐるのである｡

また端部の表現もちがってゐる｡マツラ7派の初期で此たと-ばカトラ坐俳では,剃宴の攻
Sa】1eth Mahet

上に渦巻形の貝殻のごとき形がのってゐる｡おそらく南東をまいたものであらうoサへトマへト
('1t且Ia-Gatl

出土坐併(Fig.12)とシタラ･カディのカニシカ紅年64年始俳は塊髪であり,迫肩であるQこれ以後,

マツラァ状悌像は一二の例外をのぞいて,すべて螺髪像となり,ガ･/ダァラ枝の波状の髪はまったく

みられない｡ガ./ダァラ美術では,その末期まで汲状の髪が主流であり,螺髪はマツラァ派からの影

1 L. Bachhofer, Early Jndian鹿ulpturc･ 2 vol, Paris 1929, p 79, 87･

2 J. Ph Vogel, Caねlogue oJ tfw ｡rehaeolo〆,･al Muse,LLm at Nauiura, Allahal'a(1 1910, p 28

7



雲間石塔第十七洞　一第十八洞

響により,後期にお小て,ならびおこなはれた｡グブタ株式の俳像が,マツラァ状の鳩麦をうけつい

だことはいふまでもない｡

5

っぎは中央アジアである.石製彫刻のとぽしいこの地方では,普然,雅俊に目がそ､がれるo
KE10taJl

塑像は各地から断片的に出土してゐるが,学術的調査による,もっとも附けべきものは=昭地方
Iiawak                  AI Steln                      A)

のラワク塔婆遭虻であるoこれはスタィンが1901坤に肪奄したものであるoラワク塔婆は現高31ft
I,mdak叩a

のT,-:)(なもので,三郎､らなり,凹かこ階段があり,そのう-に練迫の道がまうけられてゐるo塔婆

のまはりには,方形の煉瓦づみの塀があり,南西面と北東両は163ft,北西面と南東面は141ftであるo

この塀の内外壁および,その外周のもう一つの塀に,塑造の悌立像が並列されて変り･スタィンは

全部でノL十一鯉凌見したo Lかし,それは全周の二分の一一にもあたらないから･がんらいは莫大な

教であったらしい｡これは等身大の像であるが,この列像の中間には･さらに小像がならんでゐる

し,そのほか諸所に小4,).の塑像(Fig･ 15-]7)が発見された｡等身大の俳像列と[欄の小像とは製作

を姓にしてゐるし,壁l郎研削兄から判断して,小像は時代がかくれて添加されたこともかんがへら

れる｡大像はいづれも頭部をうしなってゐる｡この塔婆の雄胡-'･代については,あきらかにしがた

いが,相富数の立鉄鎖がで,脚tの貨幣がでなかったことを板腺として,だいたいA･D･5°()-Go咋
Kh瓦(lallk

までの造蹟と推定される｡カァダ1)クの退位(Flg･18)も,ほゞおなじことがい-るoさて現像の様

式は,いはゆる後期ガ./ダァラ様式,あるひはマアシァルのいふィ./ド･77ガ･/様式,フランスの
1 'arL lmnO-b()uddllL～tlque

聾者のいふイラァン沸教美郷菜式であるo衣が肉鰭に蒋蔚し,衣文はこまかい線でJTl行して弧状に

ぁらはされてゐる.グブタ株式の影響が,かなり掛､ことがわかるo Lかし,もしも-欄地方を比

のまるい俳軸をガ慮すると,もう一つの様式･いはゞ中央アジア様式とでもいふべきものを想定す

る必要があるとおもふo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　望,

これらの特徴かr,みて,ラワクの塑像はパパヤ-/I./大体とlrl･]時代と推定するひともあるoつ

まり西暦五世紀前判こ属するとし,雲間初期の大伴に先行するとみるのだが,この年代観はおそら

くみとめてよいであらうo
I:1LOLscho

なは,ほかの例としてドイツ探槍険が舶B地鮎で発見し･ベルT) I/に降水してゐる俳~llI-･像

(Fig･19)があるoこれは,ラワク塑像よ｡作風がすぐれてゐるが･だいたい,朴頂続とみてよいo

Lたがって,たゞにラワク塔婆のみならず, 1欄はもちろん,北迫の各地に,イラァン俳教様式がひ
Sh(-)rclluk

ろく博播してゐたとかんが-られるoたと-ば,ショォルチエク批tの塑像(Fig･20)は比較的よくの

1 A. Stein, An脚tKhotan, 1907, Oxrold Vol･I･ p･482-506

2 H･ Deydler, Colかib,LEIw7L a lattLde de l･ar仙(･lalldha-ra･ p･ 183
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序章　雲岡彫刻の西方様式

こった悌立像である｡塑像が犬養生産に適するといふ事情をかんが-あはせるとき,それが西北イ

1/ドから中央アジアにかけて,ひろい地域に流行したことは,この時代の大きな特色であったとい

-る｡

しかし,こ｣に注意すべきことは,高昌やラワク塑像の様式には,グブタのマツラァ派様式の調

子がつよくみられることである｡像の足の踏みかた,両脇から左右翼状にながれた衣服,さらに,

うすものゝ身鯉に密着した衣丈と,そのこまかい弧状のひだは,タキシラや-ツダの塑像より一厘

rlJインド的である｡このやうなグブタ色のつよい作風が,インド･77ガ./派の一分操として成一itIこ

してゐたことは,充分に注意されてよい｡したがって,五世紀前半には,いはゆるガ./ダァラ様式は

中ィ./ド様式と不可分の状態に混合して,中央アジアに流入してゐたのである｡
Mlr豆n

つぎに,中央アジアの壁蓋をかんが-よう｡かのミィラァソの有翼大使の塵蓋は,初期キリス

ト教の天使をおもはせるものであるo　この種のものからみても,中央アジアには,はやくから西方
Kizll

系統の壁蓋が流入してゐたことが推測される｡キジィルの壁書はすでに地方色がつよいが,初期の
Sc71atZll胡11e, Pfauen116111e, MalerI16hle

もの(財賓洞,孔雀洞,蓋家洞)にもガ./ダァラ要素のほか,イ･/ドやイラァ./の要素がまじってゐるo

風俗的にみても,女鰻の官能的な姿態(Fig.21)は,純ィ./ド的である(財貿洞)｡イラァ./的要素は

菩薩や天人の賀冠とか,冠のうしろにたれた1)ボ./にみられ,また種々の連珠文(Fig.22)もさうで
Fuss waちC71ungS llOllle

ある(洗足洞)｡また供養者や武人の前表や武装,すなはち甲田や剣は,すべてイラァ./的である(蓋
I                                                                          1:)

衣洞)｡このサッサァ･/的要素は,バァミヤァ./大悌霜の塵芸にも注意される｡そのほれキジィル窟
Casse( tenh6ll lell                         P retal16h le

の三角持造り天井は,たと-ば義家洞や持造り天井洞(Fig.23)といはれる五洞,プレタ洞などにみ

られ,バァミヤァ･/の53m大体隣接洞(Fig.24)にもあり,おそらくサッサァ./の影響であらう｡要す

るに,キジィルの石窟構造と塵芸とには,-レニスチック要素とイt/ド要素とならんで,サッサァ./

的影響のつよいことが指摘される｡

さて,以上に西方諸様式を略述したが,これらが雲岡石窟に,いかに影響したかといふことが,

われわれの主題である｡まづ第-に,曇曜五窟の京大な悌像をかんが-ようo中央アジアには石造

の京像はなかった｡京像といふ鮎で,だれしもバァミヤァ./大石僻を,雲岡のモデルとかんが-るの

は無理もないことである｡バァミヤァ./の二つの大石燐は,いづれも立像(Fig.4,5)であって,雲岡

大俳の源流とするにはふさはしい｡

雲岡第十八洞,本塵悌立像は高さ約17.00m,東西塵悌立像は,高さ約9.00mある(Pl. 107, 110,

1 A･ Grunwedel, All buddhislisehe KullBtaltelm'n ChilWS･lsche-Turkistan, Bellin 1912, Fig･ 356･

2 J･ Hackln et J･ Carl, NoLLVelle,I recher･oh-ld arC舷)lo〆q,ues a Ba-miya-7L, PL XXVIII, LXXIL
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雲岡石窟第十七洞一一-第十八洞

113)｡衣服はうすく身鯉に密着し,衣文はあさくはられ,弧状の平行線をゑがいてゐるo　バァミヤ

ァ,/大体に類似することはあきらかである｡たゞし,バァミヤァ,/では波状の頭髪があるといはれ
1)

るが,これらの雲岡像では頭髪ははられてゐない.いづれにしても,グブタ式の影響のある鮎で,

この束酉両地の併像は似てゐる｡

窮十六洞の大悌立像憐十一一巻, Pl. 117)は,鼻曜五窟では例外的に時代のくだるもので,第六洞

と平行する時期に属するとおもはれる.その頭部にはガンダァラ風の波状の琉髪がしめされてゐ

る.これはガ./ダァラ式要素の局部的な復活であらう｡

節十九洞本尊(第十三巻, Pl. 51)紘,坐俳として雲岡最大のものである｡その衣文は,第十八洞併

立像に似て,あさく彫られ平行線をゑがいてゐる｡この石窟の東西隅には約3･00mの併立像があ

るが,このうち西塵の像(第十三巷,Pl.30)はその姿勢といひ,表文といひ,グブタ初期様式のいきい

きとした再現である｡たゞ衣文のならびかたが,グブタ式のジャマアルブル悌立像ほど密でなく,神

経質でなく,むしろマツラァ派のサ-トマ-ト出土坐併像(Fig･12)の衣文にちかい｡とにかく,こ

の像には,中インドよりの直接影響が想像される.

第二十洞本尊生体(#十凶巻, Pl. 6)の表文は,またすこしちがふ.弧状の平行線のあひだに,紐

状のとびだした部分をまじ-てゐる｡起原は,すでに中国化したガ./ダァラ風と,マツラァ風との

混合したものとおもふ.さらに第二十洞の浮彫飛天をみると,両足をそろ-身鯉をよこた-てゐる

だけで,手足にも天衣にも飛行の動きはとぼしい｡この傾向はパイタァヴァ併立像光背の飛天(Fig･

1)にもみられる｡

要するに,雲岡の宜像は畳曜五箇にはじまり,中央諸窟(第五,第九,第十,第十三洞)にもおこな

はれるが,これがバァミヤァ,/大石俳と軌を一にする計芸であることは,両者のあひだに,なんらか

の影響関係をかんが-させるものである｡

畳曜五窟においては,石窟が彫像本位にほられ,壁面や天井の構造は考慮がはらほれてゐない｡

このやうに石窟内を大小の俳像,菩薩像,比丘像などをもって充満することは,イラァン俳教美術派,

あるひはィ,/ド･アフガン派の風潮,すなはち同形併像を多量生産する風潮に合してゐる｡壁面が

規則的に区切られないことが,一層この印象をふかめる｡中央アジアのラワク塔婆の,塑造の列像

をおもはせるものがある｡第七,第八,第九,第十の諸洞と根本的に計芸を輿にしてゐる.

曇曜五窟には,本生や悌侍の場面的な表現,すなはちフリィズが全然ないoこのことは,彫像本

位といふ鮎と関聯する｡個々の彫像としては併侍中の像とみとめられるものもあるが,ひとつの場

面に構成された表現はないのである｡つまり,これを西方様式にあてはめると,正系のガンダァラ

風がとぼしく,むしろ畢猫俊一これはパイタァヴァ石像や,後期塑像の特色である-の多いィ,/ド

1 A. Go(lard, Y. Godald, et J. Hackin, Antiq,Ltilas bouddhiqlueS de Ba-miya-n (MbnoireB de la diligatioIL arC7d,ologiq,ueLJrang･aise e7も

AfganisLan, ⅠⅠ ), Paris et 13ruⅩelles 1928, p･ 11･
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序章　雲岡彫刻の西方様式

･アフガ./風が濃厚なのである｡塑像を壁面にならべるには,ラワク塔婆の塑像列俳でもわかるや

うに,あらかじめ個々の塑像を型でつくり,これを壁上に,はりつけるのである｡

たと-ば,第十八洞東酉壁の十大弟子の浮彫をみよう0　両わきの方は,ほとんど磨滅してしま

ったが,東わきには,みごとな,そして風格のある彫像(Pl.125-135,138)がある｡それらは,身鰹は

あさい浮彫であるが,頭部はほとんど丸彫のどとく突出する.しかも,その顔親をみると,あるもの

は若々しく清らかであり,あるものは静かな表情をたゝ-,あるものは怪異な老相(Fig.25)をしめ

してゐる｡これらは,賓にいきいきとした表現であり,けっして単なる記憶によって彫刻されたもの

でなく,手もとに原型をもってゐたやうな製作であるo　想像がゆるされるならば,これは昔時西方

から絡来された塑像のモデル(Fig.26)が,ばらばらにあって,これにもとづいて,つくりあげたやう

におもはれる｡もう一つ曇曜五窟については,漢魂美術のモティ7,たと-ば第七,第八洞にみられ

る龍や樹木のやうなものが,ごくわづかしかみあたらない鮎が注意されるであらう｡

つぎに火焼光背をとりあげよう｡従来,これは純粋に,北魂の創意だらうとかんがへられてゐ
I)

た｡橡本文三郎博士の見解によれば,これは西方様式にはみられないものである｡たゞ多少のヒン
1_A)

トはグブタ式光背の重陶式装飾法や,それに彫られた植物文様からえられたかもしれない｡ガyダ

アラ式光背は,おほむね囲板形,素丈である.アフガニスタ･/諸地の後期様式では,たと-ばパイ

タァヴァ右俳とか,ショトラク右悌(Fig･1,2)にみるやうに,係の両局上に炎をあらはし,また拳身光

の外縁に鋸歯文,または火焔をほどこすもの(第凹怨,p･6)がある｡こ､らに火焔光背の最初の表現

が,あとづけられ艶､もしれない｡また二欄地方,たとへば,カァダ.)クやカラサイ出土の塑像にみ
Kara-sai

られる拳身光背と,それの坐備中像(Figl18,31)ち,雲岡に影響したかとおもふ｡つまり中央アジア塑

像の光背から,ヒントをえてゐるらしい｡キジィル壁蓋では,固形光背のほかに,拳身光背はさかん
Schwert(r急gerh6hle

にゑがかれてゐるが,だいたい案文が多い｡しかし,火焔光背もないではない｡たと-ば十六創もち

洞の,かまぼこ天井の頂上をみると,立俳を並列してゑがいてゐるが,併頭には囲うと背をしめし,悌

身の両脇には,足から屑にかけて六傑づゝの火焔がたちのぼってゐる｡しかし,これをかこむ拳身
■l

形の枠はまだない.ペ1)オ探検隊撮影の末費表岩鼻には,マヤ洞-この洞名はグ.)A./ヴェデル

の命名と合致しなし､-の天井頂鮎におなじ立俳の列があり,立俳は火焔と拳身形の枠(Fig.37)で

かこまれてゐる｡もちろん,これらは北魂のやうに凌屈した火焔光背とはい-ない｡けれども,火
Rug-trageLl(len/raul杷n I I6hle

焔光背の発生をものがたるものである｡さらに環くひ鳩洞の立伸は,きはめて特殊な拳身光(Fig.

38)をつけてゐる｡すなはち固形光背はなく,悌像をめぐって大きな光背がゑがゝれ,このなかに中

立俳がすきまなく,ぎっしりはめられ,しかも小立体はすべて拳身光背のそとに,こまかい火焔がほ

どこされてゐるのである｡これもまたペリオ豪農によってあきらかになった｡ドイツの聾者は十六

1紺野貞｢印度の沸教聾術に就て｣,p･784･　　　2　校本文三郎｢傭像の兵術史的研究｣,p.89.紺野良同書,p.786.

3　A･ Grtinwedel, AltbLLddhi･sli即/,e KLdtsliufen, Fig･ 112, 113･
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雲間/石窃第十七洞-第十八洞

剣もち洞をA.D.600 -650年,環くひ鳩洞をA.D.650年以後とするが,もうすこし古いかも知れな
1)and…in_ulllk

い｡とにかく,以上の例語にならんで,スタィ./が南遺ダ./ダァンウィ1)クで費見した塑像光背の小

破片(Fig.32)に火焔光背の疾逃がみられる｡したがって,火焔光背が中央アジアで,すでにおこな

ほれてゐたことは,うたが-ない｡これが北魂に輸入されて,一層洗練されたのであらう｡

要するに,藁曜五窟の造像および窟装飾は,初期ガ./ダァラ様式の影響をほとんどしめしてゐ

ない｡むしろ,後期のィ./ド･アフガ./式と中ィ./ド式とが,中央アジア式に混合して輸入されたo

Lかし,雲岡初期諸窟の彫像は,すべて西方将来の,なまな要素からなり立ってゐると結論するのは

早計であらう｡第十一巻序章でのべたやうに,四,五世紀における中国内部での,俳像様式の猫自な

登展が,この下地をなしてゐるのである｡それは株式のどの部分であるかと指摘しにくいが,一つ

の融化した形式において,表現されてゐるのである｡以下に指摘する中央諸洞の造像および窟装節

ち,おなじく混合的様式にほかならないが,その混合のしかたには,いちじるしい相違がみられる

とおもふo

中央諸洞,特に第七,第八洞の装飾意匠では,壁面に唐草文帯,重暦柱の柱頭など西方的要素が

目をひくo　これらについては,すでにのべたから,いまははぶくことにする(第LJ-L倦,p･40-42,第五

巷,p.30-36)｡また,第八洞門口側壁にたつ門神は,その頭上に翼形飾がついてゐる｡これについ
F.. Chavannes    Mercury

てはシャヴァ,/ヌはマアキュ1)ィ碑の翼であり,ギワシァ･ロオマ美術の影響にはかならないとかん
l)　　　　　　　　　　　　　　　Neptllne trident Bacchus thyrse

がへた｡門碑の右手にもつのはネプチゥンの三叉矛であり,バッカスの杖であり,このやうな混合形

の神像は,ロオマ後期の彫刻から流れをひいてゐるとした｡もちろノ舟北魂彫刻に直接-レニズム,

もしくはロオマ美術の影響があるとはかんが-られなく,これもまたガ,/ダァラその他の混合様式

の一つのあらはれであるo　それが曇曜五窟にはみられないことだけを,注意しようoおなじことは

本_/-Eおよび併侍の場面的表現法,すなはち7 1)ィズについてもし､-ることである｡本書第七巻序章

(p･6)で指摘したどとく, 7 1)ィズが雲岡ではやくおこなほれたのは,第七,第八洞前室塵何である｡

つぎは第九,第十洞である｡ 7 1)ィズがガ./ダァラ固有の表現法であり,中ィ./ドにはなかったの
2)

で,マツラァ派美術は,これをガンダァラから移入したとかんが-られる｡マアシァルの見解では,フ

I)ィズ式の本生,俳侍の表現は,初期ガ./ダァラ石彫の特徴で,塑像の多い後期ガ,/ダァラではすた
3)

れたといふ｡しかし,雲岡の71)ィズが,直接に初期ガンダァラから輸入されるはずはないから,

こ｣にも西方様式の流入が,こみ入った関係で北魂美術に結果したことがわかるのである｡

1 E･ Chavannes, MIsSion αrehiologiq,"e, tome 1, deuxi占me partie, p･3091

2 J. Ph･Voge], Calalog′LEe, p･ 30･　　3 J･ Marshal】, Taxila, Vol･ 1, p･ 515･
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序章　雲間彫刻の西方様式

しかしながら,中央諸洞における西方的要素はこれにとゞまらない｡その一つはイラァ,/的,

第二は純インド的要素である｡

たと-ば第七一第十洞,第十二洞の持造り天井である｡これはサッサァ,/の影響であることは,

バァミヤァ./石窟天井(Fig.24)からしられる｡また連珠文装飾(Fig･6)もサッサァ./系,菩薩の賓冠

のたれ紐(Fig.7)もさうである｡

純ィ./ド的モティフとしては,多頭多腎の神像がある｡第七,第八,第十の各洞の門口にはこれ
白iva                   Mahe畠vara        V i亨.? u

がある｡第八洞門口では,一つは牛にのったシヴァ柵,他は鳥にすわったマ-シュヴァラ,またはヴィ

シ-ヌ紳(Fig.27)がある｡もちろん,一つ一つの頚部をみると,かならずしもインド的ではなく,む

しろ-ツダの塑像(Fig.28)にみるやうな,愛らしいガ./ダァラふうのものがあるoしかし,多頭とい

ふ鮎では,ィ./ド的なのである｡さらに多頭多腎神は,第九洞,第十二洞主室の天井格間にもほられ

てゐる｡このやうなィ./ド的神像は,曇曜五窟にまったくみられず,中央諸洞にのみ,あらはされて

ゐるのは注目される｡

また,第八洞明窓したの,六鯉の供養天人(Fig.29)の自由なすわりかたも目をひくo　これはイ

1/ド風な坐法であって,ギワシァ･ロオマ的なものではないoたと-ば,アジャ:/タァ第二洞の壁蓋に

ゑがゝれた人物の坐法(Fig.30)によく似てゐる｡

中ィ./ド式併像は,ま-にのべたどとく曇曜五窟にみられたが,中央諸洞でも,その着衣や衣

文からみて,第九洞,第十洞前室の立俳は,あきらかにそれである｡たゞグブタ盛期,たとへばサァ
S云rn云th

ルナァト俳坐像のやうな,人鯉のなめらかなあらはしかたと,裾にのみ衣文をみせる方法とは,もち
1)

ひられてゐない｡しひてィ./ドにもとめると,マツラァ株式の俳像をおもはせるが,それは後期ガ

1/ダァラ式に脱化したものであらう.紐状の衣文,板を階段状にならべたやうな衣文,または線刻

のみの衣文,いづれもさうである｡しかし,悌像のまるい顔,目や口の特色のある表現法をみると,

中央アジア,および中国内部の蓉展が,下地にあることはあきらかである｡

最後に注意したいのは,曇曜五窟,中央諸洞を通じ,悌像の頭髪がほとんど彫られてゐないこと

である｡初期ガンダァラでは波状の頭髪であるが,マッラァ様式には螺髪のほかに,例外的に剃愛し

た頭がある｡たと-ばマツラァ博物館戒の伸立像や,カトラ出土の坐悌(Fig･13)がこれである｡後

期ガ,/ダァラの彫刻では波状頭髪のほか,いくらか螺蒙もある｡グブタ式になると螺蒙が塵倒的で

ある｡中央アジアの塑像は波状の頭髪もあり,螺髪もあるが,無頭髪が注目される｡ドイツ探検隊

が蚤見した北道の高昌Q遺跡lT.土の塑造併像(Fig.36)では,額のはえぎはに朱線をほどこすが,頭
Tumshuk

裳はなく,肉撃をふくめて漁色をぬり,帽子をかぶったやうである｡ツムシ-ク出土の木造坐併(Fig･

34)は同様の無頭髪である｡これは身腰つきからも,衣文の彫ってないことからもグブタ式にちか

い｡第三はキジィル孔雀洞前室から登見された小形木造俳数鰹であるoその-鰻の立俳は衣文も

1 V. Smith, History ,)fFilW Artin lTtdia, Pl･ ⅩXXVIII･
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雲岡石群第十七洞一一第十八洞

W

頭髪も級別であらはされ,着衣が身膿にぴったり密着してゐる｡その両肩,両腕,胴部,雨足のつく

りは,ラワク塑像列のごとく,あきらかにグブタ時代のマツラァ様式をしめしてゐる｡しかし,その

他の坐怖,I17:俳は頭案がなく,帽子をかむったやうである｡つまり,この数酷は手法を異にするもの

が混合してゐる｡これらは,おそらくキジィルの供養者が,別々に奉納したものと考-られる｡だ

から波状頭髪のものと無頭髪のものとは,作者が異なることはうたが-ないが,無頭髪のものは略
111　　　　　　Ak-Te rek

式として製作せられたのであらう｡南迫出土の例では,ラワクの塑造併頭二個,またはアク･テレ

クの塑造併頭(Fig.35)をあげうるoこれらも,みな無頭髪である｡このやうに発見例はとぼしいが,

中央アジアでこの無頭髪の併頚形式がつくられたことは,推測にかたくない｡その時代は,孔雀洞

の木彫や,ラワクの塑像から推してかんが-ると,それほど古くはないが,だいたい,玉,六世紀と

みてよいであらう｡しかも,これらの無頭髪の悌像を様式的にみると,グブタの流れをうけてをり',

しかも額貌はいちじるしく東方化し,北魂初期俳像にきはめてちかいのである｡

無頭髭形式はけっきよく,波状蒙や螺髪の省略形であることはま-にのべた｡したがって,彫刻

にかぎらず,壁蓋にもおこなはれることは,充分ありうることである｡中央アジアの塵蓋では,比較
1L)

的初期とみられてゐる孔雀洞,財箕洞ですら,すでに無或裳の悌31'iがゑがゝれてゐる｡たとへば坐

俳をとりまく菩薩は,みなその癖のはえぎはが蓮弧状にあらはされてゐるのに,悌頚は額を一線で

劃し,そのう-には一色にぬられた帽子状の頚部があるだけである｡この種の手法は,のちに唐代

の塵蓋でもしばしばみることができる｡しかし,その年代の上限については,はっきりしない｡バ

ァミヤァ./における53m大体の側壁塵蓋では,坐悌(Fig.33)を無頭髪であらはしてゐる｡しかし,
4)

カクラク石窟では,俳の再頂に螺髪の表現がみとめられる｡

要するに,雲岡石俳の無頭餐形式は,四,五世紀ごろにrl'央アジア地方に成立した形式が,影響

したものと考-てよからう｡

雲岡初期彫刻に,西方様式が複雑な様態をしめしてゐる事情は以上のごとくである｡そして根

本的には,曇曜五窟も中央諸洞も,おなじく雲岡以前の｢い因解像の凌展を下地にもってゐた｡中央

諸洞にあらほれた西方的要素も,けっきょく曇曜五窟とおなじものである｡しかし,中央諸洞の方

が,西方からの,より多方面の,より毛色のちがった要素を,混在させてゐることはあきらかである｡

しかも,この雑多な輸入要素を,うまく石眉装飾として調和させてゐる｡それのみではない｡中央

諸洞には,西方的要素にまじってrI咽古来のモティ7,たと-ば明窓の双龍や樹木や,また鳥形など

1 A･ Yon Le Llo(i, Die B,uddhistisehe Spd,lantike i7L Miuel･aSien, Vol･ I, Berlin1922, Pl･ 43･

2　A. Steill, AILCrlent KJLOlalt, Pl. LXXXIV.　　　3　A. Griinwedel, All-KEdSCIは, Pl. ⅠⅠⅠ, IV･

4 J･ Hackin et J･ Carl, No,uvelhs recherehes archgologlq,,LeS丘Ba-"煎LZ-",, PIs･ LVI-LXI･
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序章　雲岡彫刻の西方様式

が,もちひられてゐる｡つまり,こゝには,北魂初期の美術創造力がさかんで,内外のあらゆるもの

を,ことごとく抱擁しっくさうとする勢がみられるのである｡

要するに,室岡初期の美術は,北魂太武帝以後の清澄な西方交通と,それにともなった悌教徒の

往来に負ふところが大きい｡しかも,北魂民族の素朴な文化観は,よくこれらの輸入要素をすなほ

にうけとり,かつこれを中国侍束の手法と綜合することができた｡これが雲岡右俳をして,鴻臼の

様式をとらしめた所以である｡雲岡末期にいたって,この寛大な文化抱擁力が萎縮し,逆に中国内

地の停続的文化-その中心は,もちろん漠魂の古都洛陽とい-るかも知れない,しかし,もうひ

とつの中心は江南の南朝にあったゞらう-が同復しはじめ,様式上にも大壁革をもたらさざるを

えなくなったのである｡

第三十七園　キジィル,マヤ洞壁査立俳拳身光　　第三十八園　キジィJV,環くひ鳩洞壁査立快挙身光

Figl 37. Kizil, La Grotte de Maya, Wall Painting Fig･ 38･ Kizil,Ring-Bearing-Dove Cave, Wall Painting

of Nimbus of Standing Buddha･　　　　　　　　　　　ol Nimbus of Standing Buddha･
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-LJ一一一一▲--■一一■←へへ一一

､1 --▲　　ノ

一一1-_.:　　　｣._

XfX

ttLt1- ヽ　/I　/)

L

ソ. ,f調仔

･;/ia

<･舛魁丁

障れ輔
･　J　/ ,.5

､ --- -一一　　　　㍍　　､

tL ～_

七一　-.._

1　1

-J L‥

Xl･'Ll

_～)rlllL一.___ .一一　lL_1______ー　_..I_:l

第三十九牌　第十七洞一第十九洞　平面図

Fig･ 39･ PJan of Caves XVII-XIX.
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第十七洞　第十八洞

第一葦　第　十　七　洞

1

〔外壁〕第十七洞は畳畔上緒の一,束からいぶと第二洞である｡外壁は･1.を曜節-洞である'Xl;十

六洞のやうすにちかいoそれは明窓が第十八,第十九.Ilr耶こくらべて小さく,門口のほそだかい鮎で

あるo明窓のう-をとほってゐる樺穴の列からいふと,ちょっとくひちがひがあって,第十六洞とは

別群のやうにみえる｡それは丘上のhAづみにもあらほれてゐる.第十六洞,節十凹洞にわたって一

つの建物があり,第十七洞以西はべつの建物に威してゐたやうであるo柴犬も第十七洞漢-には左

右二つづゝ,四つがかぞ-られるo前庭はたひらな岩床が東西にはしり,虫曜五箱に共通であるo

たゞこの石窟は,この前庭よりもさらにふかくほりこんで,本尊の兄をあらはしてゐる｡それで,門

口に三段に切りこんだキト附があって,洞内にみちびかれる｡いまこの断面固(Fig.40)を作成してみ

ると,fI.窟開繋前の岩山の傾向が,おのづと推想されるであらう.

外壁の千体小寵は,もとより愈曜五猪に共通で,剥落はあるけれども全壁に存在.する｡(Pl.1-3)

〔イlJ窟構造〕なかにはいると,ひじゃうにせか､o　石窟のたかさは13.30mであるが,そこには

全高13･30mの本尊が肱をはり,膝をはってすわってゐる｡せまいのは塵曜五錨に共姐であるが,こ

こは交脚像で膝をはってゐるだけに,なはさらせまいのである｡東西の幅は約14..O()m,そのなかに

8.70mの本尊のひざがあり,南北は8.70m,さうして本尊の足から両壁までは,わづかに0.80mしか

のこってゐない｡南壁は,ほゞ垂直にたつが,束西塵はま-にかたむき,北壁は本尊光背のまゝまへ

にかたむき,左右が琴曲して半球状になってゐる.床の/平面は南がはがせまく,北がはがひろく,

東西塵がなゝめにはしってゐるので,ほゞ梯形にちかい｡これに封し,本尊の賀座は逆の梯形であ

る｡もとより,東西塵と北壁とのさかひは明瞭でないが,両壁とのあひだも不明瞭である｡だから

便宜的に北壁とのさかひは光背の線でし,南塵とのさかひは脇俳大鹿の線でするよりほかはなし､｡

(Pl. 24, PlanトⅠⅠⅠ)

〔門口〕外庭から石窟にはいるところに,切りだした三段の石階があるQこれは嘗初の作であ

るo　門口はたかさ6.7Omに,幅3.OOm,アァチといぶより隅まるの長方形である.天井はなんの造

横もなく,たゞ左右に迫刻の俳寵(Fig.41)のみがある.そのうち東側のう-二段(1-6)と,西側の
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雪岡石田第十七洞-第十八洞

う-一段(1,2)とは,その他のものとのあひだに,一時期の院別があるかとおもふ｡前栽は明窓の太

和十三年森のグルゥプで,太和十年代(A. D.486-495)の作とかんが-られるが,後者は第五,節六

洞外小窟の株式で,洛階遷都以後(A.D.494)のものとみとめられる.前者のうちには左右に双塔を

もったもの(5)があり,それが太和末年に多いことは,すでに雛十一,第十二洞(節八･九雀,p･22)で

指摘したとほりである.後者は,もとより中開衣冠の服装で,きゃしゃな鱒格であるが,二俳並坐と

交脚菩薩釦王座倒的に多い｡さらに味にちかい最下軌も枝式的にはあまりちがはねが,小食ばか

りで,さらに一時期かくれてゐることが知られるoそれにしても,味のぎりぎりまで(Pl･72)迫剥き

笥四十閲　第十七洞縦断面略測固　Fig. JO･ Vertical Section of L'ave XVII･　　　1:200

れてゐるのは,右隅の切りこみが,けっして後世のものでないことをものがたるものである｡(Pl･4-

9,PlanII,Ill)

〔明窓〕明窓はたかさ5.50mに,幅4.90mある｡節十八洞の明窓よりは,はるかに小さく,節

十六洞よりはやゝ大きい｡これは,ほゞア7チ形をなすが,天井の造構(Pl･24)は全然不明である○

左右塵は迫利の愈(Fig.43)をみるが,西側二鹿(1,2)と東側上轟(1)紘,したの太和十三年在(2)と

様式的な相違がある｡前者は,いくらかつりあひを大した,しかし力にみちた威厳のある作で,盛曜

五窟特有の形式をもつ｡後者は,それが洗練され,このう-なく優雅になったものである｡望岡に

お小で,もっとも形式のとゝのった作品である｡いi,後者がその記鉄のしめすとはり,太和十三年

(A.D.489)の作とすると,前者は,それより,さきだつものであること疑をいれない｡これらに,ち

っともちかいものは,この洞では南塵東西部の四大愈(7,14,15,19)であり,節十六洞では南塵中盾
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第一章　第十七洞

東　側　t･:astReyeal

圃圃'. -･.

l　1　1

‥.__し

../～

西　側　West RcycAl

第四十一尚　第十七洞門口東西側轟配置固

Fig･ 41･ Distribution or Niches on Revea一s of Entrance Gateway, Cave XVII･

の諸大鹿であらう.外壁千体の小食にいたっては,太和十三年以後の造作であるにちがひない｡

(Pl. 10-23, Plan lI, ⅠⅠⅠ)

2

〔南塵〕南塵のたかさ15.80m,幅9.60m,う-ほどせまくなってゐるが,平面的にも,垂直的に

も中央部がつよくふくれてゐる｡これは雲岡石窟の一般的特徴である｡東西壁上部を千俳列鹿で

うめたのは,もとより昔初の計去(Fig.43)であらうが,その施行されたのは,かなりのちであったや

うにおもはれるoすくなくとも,上部の諸鹿(1-6)以後であったとかもはれる｡ (PlanIV)
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雲開石額第十七洞一第十八洞
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第四十二固　第十七洞明窓束丙側愈配IRl_脚　Fig･ 42･ Distributio･10rNichcs on Windo､v RcveaTs, Llave XVII･

南壁で最初につくられたものは,東西の四大愈(7,14,15,19)であったらうo　これらは,いちおう

シムメト.)ックに配LrFiされてゐる.しかし,このう-としたとの鹿は,多少おもむきを異にしてゐ

る｡う-の二尭(7,14)は,やゝプロポォショ:/のわるい肉鰭を忠貨に露呈したもので,ヴォ1)ゥムは

あり,長曜五餌に多い形式である.したの二森(15,19)は,それよりはるかにとゝのひ,均衡のとれ

た重態である｡しかし人膿のヴォIJゥムにつよい関心をもち,iYd衣のうすいとりあつかひは一致し

てゐる｡いづれにしても,このしたの二食の照鷹は,ことのほかいちじるしいo俳像ばかりでなく,

光背も,俳鹿も一致し,そのう-彩色のもやうまで共池してゐるのである｡このあたりの彩色は,北

魂の昔初にさかのぼるのであるが,一部には中世補修の際におけるものがあり,東部大森(15)の蓮

座のごときは,まさにそれである｡

この四大鹿をのぞくと,あとは不規則で,一個一個の迫剥がかんが-られるoそのうち西方上

部の二森(5,6)は,比較的に,はやいものかもしれない0校式上そのしたの沸点(14)にちかい.それか

ら,門口直上の七俳列愈(17)が,はやいかもしれない｡それは様式的にかんが-られるのみでなく,
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第-章　第十七洞

第四十三脚　第十七洞南壁愈配置固　Fig･ 43･ Distribution of Niches on South Wall, L'ave xvII･
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雪岡石絹第十七洞一第十八洞

第四十四囲　第十七洞東壁轟配毘醐　　　　　第四十五臓　第十七洞西費轟配置固

Fig1 441 I)istribution of Niches on East WalI, Llave XVm Fig･ 45･ IJistribution or Niches on West Wall･ Cave XVIL

敦畢的にも過去の七俳として,本尊の交脚菩薩一輔動菩薩-変相かぎなふべきものだからで

ぁる.このう-の中央大鹿(10)は,その位樫からすると,IXl;一次の造営かとおもはれるが･その節六

洞式の服装と,きゃしゃなつくt)は,どうしてもあたらしい迫刻である.その他の諸鹿は･そののち･

漸次迫刺されたものであらうoこれらは-掛こ,明窓の太和十三年在.門口の上悼諸轟と枝式上の

一致がみられ,I,T,二次の迫刻である｡たゞこのうち南壁中央の二伸並坐尭(10)と,その束したの二

伸並坐鹿(9)は,きゃしゃな節六洞形式であること前述のとはりで･なほそのつぎの埠割とかんがへ

られる｡たぶん太和末年(A.D.490-499)の作としてよいであらうo

さうして,なほ最後に最下盾の諸森(20,31-36,38-40,55-59)が彫られたもので,これらは門

｡下部,あるひは,東西両脇寵の低位に彫('れた諸併鹿に･共通する時期であったらうo (Pl･ 24-40)
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第･一･章　第十七洞

〔東梶〕東壁は,南がははほゞ垂煎であ

るが,北がはは本尊光背の線をさかひとする

と,いきほひう-ぼそりの魔両になる.左脇

大鹿は,東壁の大部分をしめ,酉壁の右脇大鹿

に磨じ,北壁本尊とで三尊を形成する｡普初

計蓋のうちにあったことはいふまでもない｡

上部の千俳列森も南壁から連梼するもので,

これも常初計嘉のうちとみとめられる｡千俳

列鹿と天井とのあひだには,柴天鹿もなく,舵

幕もなく,なんのしきりもない｡(Fig.44,Plan

V)

千体列轟といっても,すべてがおなじで

はない｡全鱒十段あるが,う-三段は大きく,

たかさ約.40m,したの七段は約0.27mである｡

した七段のほゞまんなかに,牌白をもった二

俳並坐の食があるのをみると,いちおうこれ

だけが一組かとみられる｡このしたの二併並

腔-I IJ:)〓吾川

ノ

㌦1.....

′

～-･

第四十六樹　第十七洞本尊交脚菩薩復原園

Fig･ 16･ Restration of Main Bodhisattva or Clave XVII･

坐の大鹿は,またべつものであらう.このわきに小さい二俳並坐轟と坐悌鹿がつくられてゐるo　こ

の大きな二俳並坐鹿は,様式上南壁の俳愈(7, 14)と一致し,第一次の俳鹿であることはあきらかで

あるo　これに封し,光竹にくひこんだ,このかくの交脚菩薩と坐俳の二鹿は,節二次の-封鹿であら

う｡

左脇大鹿は,たかさが7.80m,幅が4.00mあまり,四壁の右脇大鹿のどとく,楯状額が壁面より

でゝゐる｡帽扶義則ま鹿に封してわり忙中さいが,異常なはりをもった枢ぐみで,類似のものは:j'T,十

六洞南壁中央(節十一雀,Pl.78A)にみられる,それに,はみだしきうなヴォ7)ゥムのある飛天が,紘

まってゐるので,けっして貧弱といふことはか､｡さらに,左右のう-につくった小さい柴天も,幼

稚にみえるが,力はあふれてゐる｡金円は,酉の立像に封して,5･45mの俳坐像である｡一般には一

体二菩薩の三尊であるが,この石窟は-菩薩,二俳で,尋常の三尊でないことがわかる0本尊はと

もかくとして,二俳を脇侍としたことは盛曜五窟の通制<あって,tjll;五洞にも一致する｡あるひは

本尊交脚,左右二俳といふ鮎からは,第七洞北壁上愈(節四番,PL32)と完全に同一であるo　とにか

く,五成の須鮒座のう-に結謝鉄坐したこの俳は,賓に堂々たるすがたである.額はたひらであるo

鼻はまるみはあるが,鶴とおなじ両に傾斜してさがってゐるo眉はなゝめにあがり,眉じりで急に

水平になり側面に引まってゐるoそのひろい,たひらな如三雲岡像のひとつの特徴である0日はほ
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雲間石田第十七洞一第十八洞

a.第七洞　北堆本呼　CayeVIT, MAin Buddha･　l一･ ;i;九洞　前や北碓東海　cave TX･Ante･R00ru

第四十七観　望岡交卿菩薩像各種小,C･

そく杏仁形,もちろん全掛ま充分にまるくふくらんでゐるo膚もひじゃうに鮮飴につくられて･み

ごとである.とくに頬が大きくゆたかで潤にはくびれの輪ができてゐる0年は単調にひらたく･

長大で屑にとゞくほどである｡

この食はとくにふかく彫ってあるので･坐俳はほとんど丸彫のごとくになってゐるoそのヴォ

1)ゥムのある鯉躯はかどろくべきこと<ある.ことに,その手と足の･均衡をはづれた力づよい表

現は注意される｡衣のひだも異常であるoたひらな幅のある降起したひだで･似たものは第二十洞

にあり,,節,七,IjJi八洞にもあるが,まったくかなじ形式とはい-ない｡本尊の偉容に封し,光背もま

たみごとであるoわりあひにこまかい彫t)で･本尊をうきたゝす放栄は充分に発揮してゐるo外鉄
cintal11叩L

の大火脇と,内縁のマニ貿珠欠航とをかさねた重光はめづらしいo光珊わきの供養天は･最下が脇

侍ともい-る貿冠菩薩であり･つぎの三段三腔が責苦能生の天人であり,最上はとびあがった飛天

である｡これらは光冊の講像よりは,いくらかたかい搾彫になってゐるo

この大如;ほとんど東壁を全部占領してゐるので･あまったところは,たゞこの北がはと下方

とである.そこには首初の計豊による伴食はない｡みな迫刻の小夜ばかりであるo時期は上部の

二鹿,あるひは南壁の大部分のごとく太和十三年鹿の前後であらうoたゞ最下部と脇轟円の諸在

紘,それよりあとの節三次迫刻とみられる｡(PL41-54)
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第･章　第十八洞

C.第四洞　東壁(1aye lV, F,ast Wall1　　　　　　　　-第十七洞　本尊　caye xvTl, Ma.n fhddlla･

a　　　-･---　h　　　　　一一　c

lllig. 47. Bodhisattvas ､､･ith Ankles Crossed in Yiln-hng ; a, b, C･

〔西壁〕西壁は,まづ東壁に照臆して,右脇大鹿が壁面いっぱいにあり,あまった上部に千併列

痕がうめられるoいづれも第一次の造営で,第二次とみとめられるものは,大鹿わきの小森(Pl･64)

のみであるoなは大在内の,また大食外の下部(Pl.61)には,これ以後の第三次とみとめられる小森

が迫剰されてゐる｡ (Fig. 45, PlanV)

西壁の千俳列鹿も大きさからいって,いくつかのグルゥブにわかれる.う-五段は約｡･38mで

やゝ大きく,つぎの三段,したの十段は,いづれも約0.271mである｡した十段のほゞまんなかに,二

俳並坐の鹿をつくること,束壁におなじであるoふ･くの二併並坐鹿は,また別群であらうo

脇併大鹿の構成は,まったく東壁大敵こかなじである｡たかさ8.20mに幅4･30m,先安した楯

扶鶴があり,せか､椎幕があるoけれども五成の糞塩はなく,約6.40mの俳-l'L像がたつo鹿内足下

には蓮座(Pl.56)をつくってゐるが,蓮非は肉のあつい,みごとなものである｡たゞ中古補修の際か,

故意に切りとられたあとがあり,雨足にも大破損があり,残念である｡一般に,下平部は風化がはな

はだしいが,立像はみごとである｡ヴォ1)ゥムがあt),威厳があt),第十八洞脇俳よりも粗撲な力が

あふれてゐる｡姐屑の衣は東壁の坐像とちがひ,階段状のひだである｡それは本尊交脚菩薩にも一

致し,節十八洞三体にも合致するものである｡ Hに,はまった果軸陶器の玉眼は中古のものである｡

本水は,第十八洞のやうに玉眼はなかったのである｡
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ふかく繁られた寵底には大きな光背をつくり,光背わきの飴白には一列に供養天を彫ってゐ

る.これも東壁におなじであるが,たゞ,飛天山,能生供養天三のしたの,脇侍ともみられる立った

供養者がこゝにはない｡それがもとからさうなのか,迫剰小魚のためにけづりとられたのか,その

鮎がわからない｡うと幣は火焔の身光と牛パルメットの軸光とをかされたもので,みるからに堂々と

してゐる｡したがって,いまはなき,この洞本尊の大光背を推想するよすがともなるであらう｡(Pl･

55-64)

3

〔北壁〕前述のごとく,北壁にはたかさ16.30mにかよぶ交印菩薩像が彫られてゐる(Fig･46,

47)｡これが,ほとんど丸彫であるから,この錯内空間の全膿を占有してゐるわけである(Fig･48)0

まこと北壁とい-るものは,本尊をとりまく光背だけであるo　その光背は,う-にゆくほど琴曲し

て,それが石筒のかたちを,おのづから形成してゐるが,天井になると急に折れてたひらになり,ほ

とんど天井の大部分をおほうて,光頂は商量にせまってゐる｡北壁だから,ほとんど剥落して,いせ

のこるものは左がは欠航と坐俳帯の一部(Pl.73)のみである｡要するに,大きな光背であるから帝

陶のかずも多いoまづ畢身光外縁の火焔はふつうであるが.内院に蹄定俳の帝が二催(Pl･65)ある｡

/ ､T:さllJ二:

第四十八固　第十七洞8･00m高横断鵬　Fig･ 48･ rlorizontal Section at 8･00m･ Heif;ht, LIave XVII.

_16



Fr1....‥､.rー

巨ー.I.

第一章　第十七洞

執光外縁は牛パルメットの唐革帯である｡そのうちに合掌疏坐の供養天帝と樺定の生体帯があっ

て,中心の蓮華文になる｡各区の界線はみな固形の珠をつらねた連珠文である｡拳身光内直の節一

掃先供帯では,ら-の三角形にとがったところに,外線同様の火焔をうめてゐるoそれより内部の

虞理については,わからない｡ことに眉光の有無も知ることができないのは,おしいことである｡

それより下平部は迫刻の小森一第二次,第三次の-が多く,光背の状態をつきとめがたい

こと,西塵の大金におなじである｡そのう-,こゝは風化もはなはだしく,その迫刻の中底すら,ち

うらうたる状態である｡

本尊のたかさに封し,腰をおろした賓座は不釣合にひくい｡約2･20m,五成の賛座で･左右に獅

子がゐる｡獅子の毛なみのいちじるしいところが特徴であるが,第七洞,第八洞の獅子(第四巻,Pl･

39-41,第五怨,Pl.37)にくらべると,こちらの方がほっそりしてゐるo

北壁の最下部はとくに風化がはなはだしい｡しかも,多少の湧水さ-あるo　あるひは,こゝに

隊道をつくって,像をめぐらうとしたのではないかとおもはれる形速はあるo Lかし･はっきり,さ

うだと断定するだけの,根嬢のないのが遺憾である. (Pll65-73,PlanVII)

〔天井〕東西6.30m,南北4.40m｡すっかり剥落して,なんのすがたもとゞめないのが,こ､の天

井である｡しかし,たしかに察せられることは,本尊の糞冠が天井についてゐて･北がはが複合弓の

やうに二つの琴曲からなること,光背が天井いっぱいにひろがって,光頂は南塵ちかくにかよんでゐ

ること,したがって,天井プロパァの意匠のほどこしうるところは,東南と西南の小院にすぎぬこと,

さうして,この意匠が,今日では全然わからないこと,側壁との境界になんの装飾もないことなど

である｡ (Pl. 74)
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第二章　第　十　八　洞

1

〔外壁〕外壁は第十七洞のつゞきであり,西隣に第十九洞がある｡崖のたかさは石づみでそろ

へられてゐる｡外壁表面は子供の小金があったらうが,し､まはすっかり風化して,どこにもそのあ

とをとゞめない｡いはゆる柴犬も東に二つ,西に-つみえるのみで,このあたりの風化ははなはだ

しい｡明窓は門Ejよりはるかに大きい｡大俳の全容は,大きな明窓をとはして,わづかにうかゞは

れる｡前庭にはなは若干土の堆積がある｡たぶん0･20-0･30mで岩床に達するが,その岩床はほゞ

門口から南11.00mのところまでつゞいてゐる｡これと崖のうはゞとをむすぶ傾斜が,開整前の山

容である｡ 1940年までは,このま-にも民家があり,窟内は炊事場と株場であった｡(Pl･75,76)

〔門口〕門口はせまくて,たかい｡ほゞアァチ形をなすが,天井は崩壊してゐるo側壁は幅約

1.70mで,せか､｡といふのは,南塵が入口にちかいところで変れ,ま-にでゝゐるからである｡な

ぜかういふことにしたか,それはわからないが,ほかに例のないことである｡門口上部の石質がわ

るかったためであるかも知れない｡

天井は崩壊してゐるが,もとよりなにも彫刻はなかったらしい｡側壁は迫刻の愈(Fig･50)ばか

りである｡いづれも痩身長躯の像のみで,轟の組合せも複雑である｡だいたい第六洞外小窟の式だ

が,円衣のたれ紐はみえない｡南がはは外壁の破損で一部分けづりとられてゐるし,下修は一般に

風化がひどい｡
Jll-ju

中幡は,東側の複雑な寵(4)がめづらしく,また西側の茄々云云とある銘文の姦(2)がおもしろ

い｡上腎は一般に保存がよいし,形式もいくらかふるい｡つまり,う-からした-と,自然に彫られ

ていったものらしい｡たゞ東側上層の-愈(3)は,南壁との角がとられて,なゝめむきにあらはされ

てゐるのが異例である｡それから門口のう-,北面の壁面-それは南塵よりおくまってゐる一に

は未完成の俳轟が西方にも東方にもある｡しかも,そのま-東西にわたって,右を切ったあとがあっ

て,この門口のう-に大きな木材でも,わたしたものかとおもはれる｡それは,もちろん,こ､の脆

弱な石犀を,おぎなふためのものであらう｡(Pl.77,78)

〔明窓〕明窓はいたって大きい｡頒lJ塵の幅も門口よりはるかにひろい｡しかし,天井の崩壊す

ること,南がはの破損することは,門口におなじである｡アァチ形でなく,隅とりの方形(Pl･91,92)で

ある｡悌金の数はすくないが,わりに小さく,配置(Fig.51)は不規則で迫刻の轟であることはあき

らかである｡さうして,そのあひだに,ぎっしりと千俳の中東を彫ってゐる｡しかし,これも天井に
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紘,かよばなかったものらしい.第十九洞,第十九洞東脇洞の明窓が千体の小食ばかりであり,第十

六洞,節十七洞の明窓が俳愈ばかりであり,こゝのはちゃうどその中間で,千体鹿もあり,その他の

併載もありといったありさまである.が,要するに,昔初の計蓋でなく,のちにくは-られたもので

ある｡二伸並坐鹿,交脚菩薩寵が多く,ほとんどかなじ様式である｡第十七洞でい-ば,束壁上相木

尊大う仁術に,くひいった悌鹿などとおなじころの作であらう｡門口上槍の迫利点よりは,はやいと

おもはれる｡

束側にも大きな亀裂があり,

西側にもより大きな亀裂があり,

木のかすがひをはめてゐるoお

そらく,閑等嘗初の亀裂かとおも

はれるのは,悌愈製作に亀裂をさ

けてゐるとおもはれるからであ

る｡また西側下部は,破折をかぎ

なって方形の石塊を傭人(Pl. 92)

して小俳鹿を彫ってゐるが,ひじ

ゃうによくなずんで,傭人がみと

めがたいまでになってゐるo(Pl.

79-90)

〔内部構造〕味はさがって

ゐない｡平面はかなり不規則で

ある｡南壁はほゞ直線であるが,

東酉北の三塵は連綿して局固形

となる｡だから束西北の三壁は

院別しがたい｡う-にゆけば,i

た合して牛ドォム状になる｡味
patl nl五san a

上は北と束西に,大きくひくい連

座をつくる｡これには大小三鯉

の併{L像がたつ｡その中間に簾

JLの座をおき,各-鯉の菩薩立像

を彫る｡この菩薩と本尊俳との

あひだに,小さい供養者_LtlJ.像があ

ったらしいが,東がはではまった

第四十九聞　第十八洞縦断面略測固

Fig･ 49･ Vertical Section or L●ave XVHI･　　1 :120
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ミJ ui, f

東　側　EasIReyeal

:

まl　　:31

内　側　West Reyeal

第五十固　第十八洞門口東南側鹿配置固

Fig･ 50･ Dist..it-ution or Niches orL Reveals of Entrance Gate､､･ay･ Cave VIII･　1:50

くわからない｡脇菩薩のう-紘,それぞれ五腔の俳弟子をつくり,そのう-には,また五線の供養天

をあさく彫る｡これだけは北,東西壁にわたって緊密な構成をとr),この石窟の基本専像であるこ

とが明瞭である｡ (Fig. 49,Plan VIIり

2

いまは便宜のため,左右脇大体のところを,東西塵として説明することにしたいo

〔甫塵〕南壁の俳在配置(Fig.52)は不規則で,石窟の構成からいふと緊密を放いてゐるo嘗初

の計量にあったものとしては,最上修の三角垂飾の緒蓋と,二掛こなった生体列像のみであるo L

たがって,その他は,迫副の沸点といふほかはないが,いづれも様式的にふるく,この石窟の根本諸

寄にちかい.だから,ほゞ併行してつくられたものにちがひない.ところが･その悌森をみると･ほ
A如ka

とんど全部が二俳並坐森である.そのほかは交脚菩薩の鹿がたゞ二つ(10,43),それにアショカ困橡
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Fig･ 51･ Distributiun or Niches on Win(lo､V, Reveals Cave XVllI･　　l:50

の俳立像(44)が一つあるのみであるo坐俳庇は,やゝおくれたとおもはれる西部~F即勺口わき(48-

50),東部下僚門口わき(21)と最下盾(26,33-36,38)のみで,はやい造像にはまったくないoかくの

ごとく,二伸並坐と交脚菩薩の多いのは,北壁本尊の併立像一一それはたぶん樺迦像であらうが一

女おぎなふ意味の造営であらうか｡これら不規則に配置された間隙には,千俳の小森がある.それ

は大きさといひ,様式といひ,明窓および外壁の子供小我のつゞきである.たゞ西部最上盾と西部

3Ⅰ



雲岡石窟第十七洞一第十八洞

下値(45)の千体寵はちがふ｡前者は俳寵なく,大きさはほゞ相似てゐるが,後者は密も大きく,像客

もよりとゝのってゐる｡

なほ無寵の小像のみであるが,俳の_-l'(.像が,凹鰹(5,6, El, E2)まで東部上健にきざまれてゐる

のは,注意をひく｡いづれも同形で,右手を胸に,左手を陳にたれてゐる｡その鮎,本尊の伸立像,

ァショカ困枚の併立像(44)とちゃうど反封である｡アショカ因縁像は,僻の右の手にすがる小妃群

によって特徴づけられるo節十二洞(節九各Pl･41)前室にもあるが･この方が古式で･はるかにす

ぐれてゐる｡その土を供養してゐる小鬼がアショカの前身で,この話は慧畳等謬閥愚経』(大正大

蔵経,節凹巻,p･368)にでゝゐ･る｡俳の右わきにある供養天人の像が軽快で注意をひくo東部の小

さい悌立像は,たぶん樺迦僻であらう〇二併並坐は･もとより揮迦俳と多賀僻,交脚菩薩は輔靭菩薩

であらう｡

要するに,南壁の諸轟は,門口東西の二群(18-22,49-52)をのぞくと,すべてが古く･第一次の

造作である.そのうち,西部中値の二寵(45,48)は,やゝおくれて第-一次の終末とかんがへられるo

西部最t:の諸露は,ほとんどすがたをみないが,もとよりこれ以後の作,東部最卜の諸轟(26-38)ち

これとr"･膿であらう｡また,東部中位の東隅に未完成の二轟(13.14)があるoそれから門口東西の

二群(18-22), (49-52)はさらにおくれ,第二次の製作で,明窓および門口の上部に一致する時期で

ぁらう｡さらに,これらのあひだに切りこんだ諸姦(24･25,27-32,46,47,53-57)にいたっては･そ

れよりもおくれ,第三次の作,門口下部の諸轟に一致する時期であらうo(Pl･9ト106)

〔東壁〕大部分を左脇大体がしめてゐる｡ひくい蓮華座のう-に,毅然としたすがたで･たっ

てゐる｡ほとんど丸彫像のどとく,ふかく彫られてゐる｡轟形がなく･わづかに小さい天蓋が牛図

形に突出してゐるo天蓋のう-は二併並坐の轟･それは両壁の諸鹿におなじであるo最上に両壁か

ら連横の給意があり,また坐俳の列像が1-･修ある｡ (Fig･ 53)

A三脇大体は肩がはり周が大きいoそのわりに腰がほそい｡右手を胸にあげ,左手をさげで衣

端をにぎってゐるが,掌は大きく,三指をのばし,二つの指で輪形をつくってゐる｡衣は通鼠全身に

かゝり,腕からさがる袖のやうな衣端は大きい｡頚には帯状のゑりがめぐり･衣文はひらたい階段

状のひだである｡卜平身はかなり風化してゐるけれども,上鰹は完存し,ことに頭部はうつくし

い｡頭上は黒,衣は米傾面は白,それに緑青のひげが彩色でのこってゐるo眼は黒い陶器が欣入さ

れてゐるが,これは中古にはめたものである○ひたひはひろく,鼻すぢとほり,唇や眉目がうつくし

い｡像の背後に大きな琉光がある｡せまい唐草文の外縁に,坐併帝がつぎ,中心は大きな蓮華文に

なる｡天蓋はまづ植ぐみがあり,それから三角垂飾がさがり･折り目をつけた緒布がたれさがり,梶

のなかには,飛天と化生とが交互にはいってゐる｡(PIT 107-109)

〔西壁〕西塵も東壁に照臆して,右脇大体が大部分の壁面を占有する｡ひくい蓮座,丸彫のや

ぅな大きな像,これも東壁におなじである｡匝博のあさし､彫りの頭光,牛固形の突出した天蓋があ
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第五十二捌　第十八洞南壁愈配置固　Fig. 52. Distribution or Niches on South Wall, Cave XVIII.
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って,二併並坐の寵になる｡このう-に二俳並坐の寵があるが,三つ連糖して本尊大俳の光背にい

たり,北壁とのさかひがはっきりしない｡作ゆきは南壁諸轟と同類である｡それから最上層は,三

角垂飾の給蓋と坐併列像(Fig. 53)とである｡

こちらも俳の下半身がひどく風化し,上鯉はやゝ保存がよい｡面貌,衣相もまったく東壁とお

なじである｡たゞこ､では,やゝほそい指に,みづかきのあるのが注意をひく｡天蓋の南がはに二

俳並坐の藷がある｡線彫りの草花が,光背のわきにあるのは注意をひく｡(Pl･110-112)

3

padm豆sana

〔北壁〕北壁には,東西壁よりもはるかに大きな蓮座があり,大俳の立像があるoそれが,ほと

んど窟いっぱいになってゐる｡左右脇大俳とのあひだの谷になったところに･脇菩薩の立像があり,

本尊にそうて小さく供養老の立像がある｡菩薩のう-に十大弟子が左右に五鯉づ､あらはされ･そ

のう-に,また供養者の浮彫が五鯉づゝあらはされ,さうして,う-は本尊の大頭光になってゐる｡

頭光のわきには,左右壁の二併並坐釦三つゞき,また鰭蓋のかざりと坐俳列像がつゞいて天井にな

る｡光背はすっかり風化してゐるが,天井までのびてゐることはたしかである｡左右したわきにむ

きあった疏坐供養者の浮彫があり,それを左右両手でうけた傑儒像がある｡ (Fig･53)

こゝまでは,北東西の三壁が完全に緊密な構成をなし,一分のすきもない｡この曹像と供養者

に封し,三角垂餅の贈蓋と数層の生休列像の荘厳があり,これで基本の造像が完結するのである｡

さうして,この基本造像からとりのこされた両壁の全面と,脇俳天蓋のう-と,十大弟子のう-が悌

寵によって別号はれることになる｡ところが,それがほとんどすべて二併並坐の寵である｡あるひ

は二併並坐の轟を中心にした千併置である｡いま東壁から北壁にかけては二俳並坐の亀二俳並坐

轟をもった千俳画,それからまた二併並坐の金になるoその間しだし､にたかさが減じ,う-の坐俳

列像の暦がそれに磨じて多くなるo西壁から北壁にかけては二俳並生食が三つあり,それもしだい

にたかさを減じ最後には二俳並坐釦;かさなってゐる.また東壁では天蓋のうちがはに潤壁で

は天蓋のそとがはに,小さい二俳並坐轟があり,要するに,この部分に関するかぎり,けっして左右

がシムメト.)ックでないのであるo Lかし,これらはその像客からいって,最初の造像であること

ぅたがひなく,おそらく南塵大部分の併寵とともに,第一一次の作で,この石窟諸寄の意義をおぎなふ

ものがあるであらう｡

さらに,北壁から東西壁にかけて,各尊像の間隙に小俳寵がきざまれてゐる｡下方は大部分が

風化して像容をみとめがたく,その迫刻の時期を一々推定することはむつかしいが,だいたい南壁

の終末と一致するものと解してよからう｡

〔本尊併立像〕常は大きく,屑がはり,貨に堂々たる大像であるo右肩をぬぎ,いはゆる偏祖右
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第五十円闘　第卜八洞北壁

束側大弟子(4, 5)

Fig･ 54･ Cave XVlH, North Wall, East

Part, Great Desciples (4, 5).

局,右手をながくたれ,左T･を胸にあげてゐる.たれた宥刊ま

折れて手さきがなくなってゐるが,左手は衣端をとりつト手

の甲をみせてゐるo指には明日にみづかきがついてゐる｡衣

はうすく,身鰹に甥-JTi'･し,たひらな階段状のひだをもつo　とこ
aupap五･luka

ろが,上鰹にはひだごとに生体列,化生列があるo主として生

体列であるが,その複雑な位控のちがひにもかゝはらず,顔は

みな本尊iE両の方向にむいてゐる｡化生の列は襟のtJq健と袖

口三保とにあり,さらに手r11の衣端に十傑ある0　円衣の襟に

はせまい唐草文帯がある｡~F鯉はすっかり風化してゐるが,そ

の脆弱な石の部分には良質の石塊を挿入してひだを彫ってゐ

る｡また中古修理の木釘孔が鮎々とのこってゐる｡左右にひ

らいて安定した足つき,たゞおしむらくは足さきをうしなひ,

迎雑を放いてゐるo

額もかなり剥離机傷してゐるが,その充拝した丸執まカ

にみちてゐる｡大きなひたひ,大きな机大きな隙,それにす

るどい眉口や膚の線,賢に牡重であるとともに,うるほひがあ

る｡また耳はながくひらたく,すっきりとみごとである｡tl)1･

113-132)

〔左右菩薩〕本尊と左右脇大俳とのrI叩1F]の谷まのやうな

ところにあるo簾JLの旅にたってゐるのは,第七,第八洞明窓

(節,四雀,Pl. 101, 102,節五番,Pl. 76,77)にみたところで,嘗健

保をたかくするための手段であらう｡どちらも,かなりいた

んでゐるが,石器薩はとくにひどい｡左菩薩のifjri部は,いちば

んよくのこつてゐるo　うすい天衣とイ裳とが身鯉に簡)Tj'･し,

ゆたかな肉鰹がもりあがってみえるo要郎糾ますっかり風化し

てゐるが,ふつうみるところにおなじであらう｡どちらも,狗

にあげた:7;･に,蓮の菅のごときものをにぎってゐる.面貌ゆたかで,本尊,!':jjlJ脇俳ともよく似てゐ

るが,日,口などやゝ-,F病的で,すこしやさしくみえる｡暗に紘;i!lf･のひげがみえる｡ながい耳朱から

大きな嘩格がたれ,冠はりっばな三両冠であるo貴冠の正面に押定俳が小さくあr)はされてゐる.

頭光は文枝なく貴珠形である. (Pl. 121-126, 136)

〔十大弟子〕 -/,･:右の菩薩のう-に,それぞれ五鱒づゝの比丘形がはってある｡絶数十腔あるか

ら樺迦の十大弟子とみてよいであらうo　これも_-Ill-.像であるが,中空にたってゐることになり,その

36



第二章　第十八洞

すそはあらは,されてゐなし､ものがある｡やはり,右がはの五鯉は風化がひどく,左がはの五鯉は保

存がよい｡ (Fig.53)

僧衣を全身にまとったものが,ふつうであるが,束下段の-醍(El)は肩布と-下裳であるらしい｡
^rlan(1a

左手をさげて水瓶をもってゐるo顕がもっとも若々しいのでアァナンダ(阿難)とおもはれる｡この
口rna                                        llSnisa

像は塞ぎはにFt毒らしいものをつけてゐるo上段東端の像(E2)は由撃のやうなものをつけ,中間

の像(E3)と西端の像(E4)はFl毒のやうなものをつけ,下段郎'.品の像(E5)は髪ぎはに肉腫のやうな
aTllat

ものをもってゐる｡やはり日義とか肉撃のたぐひで,尋常の人と其なる大阿羅漢であることをしめ
Mah云-K瓦島yapa

すのであらう｡この下段西端の像(E5)は,いちばん老年の相をしてゐるので,マ-ア･カァシャパ(大

迦葉)と郁すべきであらう｡首をまげ,中空をのぞみ,しかもRをとぢ,歯をあらはしてゐる｡上段

rp位の像(E3)も日をくぼませ,頬をこけさせて,やゝ年老けた相につくってゐるが,名は推定できな

い｡IT･･にもったものも不明であるQ束端の像(E2)はみごとな蓮の菅をもってゐるが,董をのばきず,

たれさせてゐるのがやさしく,しかもその五指の表情とよく調和してゐるo(Fig154)

西がはの羅漢たち(Wト5)ち,日豪があったり,内陸があるo Hをくぼめた老成の相もあるo

だれだれと比定できないけれども,それぞれその個性をあらはさうとしてゐる｡それにしても,賓

に典雅な,よくと､のつた作品である｡それぞれ個性的な表棺のある,しかも完全に丸彫になった

頭部に封し,まるい大きな,あさい,文枝もなにもない光骨が,みごとなコ./トラストをしめしてゐ

る｡ (Pl.127-135, 137, 138)

〔供養天〕本尊と脇菩儀のあひだに,左右-封の供養者:.T.像があるが,これはまったく風化し

てしまって,たゞその輪廓だけがみとめられる｡さきの十大弟子のう-には,搾彫の天人たちが,上

身だけをあらはしてゐるが,合掌して頭をやゝま-にかたむけてゐる｡大きな,まるい素文の頭光

をおふが,蕨はそれぞれ壁化がある. (P】･ 139)

〔天井〕北,東,西の三壁は,う-ほどま-にかたむくので,天井はせまい0両がはは,いくらか

一直線になるが,三方は屈固形である｡し1くらかドォム状にみえるが,天井そのものはほとんどた

ひらである｡彫刻は完全に崩落して,なにものもとゞめないが,本尊の頭光がかなりの部分まで,

ひろがってゐたことはあきらかである｡南がはのふちにそうて,二三飛天の頭部がのこつてゐるo

(pl.140)
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終　　　　章

第十七洞第十八洞の特徴

1

第十七洞と第十八洞とは,曇曜五窟のうちの二洞で,もとより一連の造常にかゝるo曇曜五窟

とし､ふことをはなれていへば,二洞の共通性よりも,むしろ相違鮎の方が注意にのぼる｡まづ,その

相違する鮎をあげて,その相互の関係をかんがへてみたい0

第一｡第十八洞は曇曜最大の石窟である第十九洞とほゞおなじ床面にあるo箪二十洞はこれ

よりたかく,第十七洞はこれよりひくし､｡第十七洞のひくいわけは,壌定をこえて本尊をふかく彫

りさげなければならなかった特殊事情がかんがへられる｡

窮二｡第十八洞は本尊が俳の立像であり,第十七洞は曇曜五窟における唯一の交脚菩薩像であ

る｡俳の立像はなは曇曜五霜の第十六洞にみられるが,その像客は全然ちがったものであるo衣裳

がちがふだけでなく,ヴォリゥムがまったくちがってゐる｡そのちがひは,ある意味において第十七

洞と第十三洞とのちがひに封比できる｡第十七洞のヴォ1)ゥムは,はるかに第十三洞をひきはをし

てゐるのである｡

第三.本尊が洞内を大きく占有することは同様であるが,第十八洞は脇俳も洞内を占めるに

封し,第十七洞の脇俳は禽内におさまってゐる｡しかし,この愈形が第十八洞の脇僻の天蓋とおな

じやうなものにすぎぬことは,その壁面がこの寵形の表面より,はるかに後退してゐるところから

察せられる｡しかし,それにしても,節十八洞は三俳のほかに菩薩脇侍をくは-,大羅漢の脇侍をく

紘-,完全に尊像だけで石窟を構成し,全然悌鹿をつくってゐない｡

第眺第十八洞には天井とのさかひに給蓋がある｡贈蓋のあるのがふつうだが,第十七洞には

これがない｡

第五｡両壁その他の俳寵については,第十七洞は,いくらか統制をくはへたかのやうにみえるo

それに封し,第十八洞はまったく不規則で,さういふ意国が全然みとめられない｡しかし,後者の諸

轟は様式的にまったく基本尊像と一致してゐるので,その間に製作の時間的な差はかんがへられな

い｡それに反し,前者は南塵西部上胤東部大鹿(7)をのぞくと,その他はいくらかきゃしゃになり,

主尊三鰹よりはおくれると,かんが-られる.すくなくとも,第十八洞においては両壁西部下唇を,
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雲間石謂第十七洞-第十八洞

第一期の最終とみるならば,おほよそ,そのころが第十七洞南壁三大姦(14,15,19)の時期とかんが

へられる｡さうして,第二次の造幣としてその他の諸寵,それから明窓の諸藩,および門口上部の諸

轟が第十八洞では擬完される｡第十七洞では両壁下部の諸轟,明窓の諸寵,それから門口ではその

上碑の諸寵が,それとrn-1時期とかんが-られる｡
Sllkyat-lun主 liu(1dha

第六o第十八洞の悌立像は,I.三才iに十大弟子をもつことによって,あきらかに程迦像であらう0
Maltreya l如tlhlSatlva

第十七洞の交脚菩蘭像は,もとより紳助菩薩である｡けれども,これはふつうの溜勘菩薩ではないo

いま五霜をつくり,五酷の大像をつくるについて,たまたま,その壁化をもとめたためであるとお

もふoふつうの輔勤像であるならば,第十八洞の南壁の二轟(1(),43)にあるやうに,また第七洞その

他にもあるやうに,交脚菩薩を脇侍とすべきだとおもふ｡曇曜五錆は脇侍を俳とすることによって

-i-fしてゐるのであるo

2

節七十大弟子をあらはしたことは第十八洞が唯一の例である｡雲岡の大洞では二掛英を脇

侍とすることはなかった｡いはゞ体,菩薩,羅漢といふ五奪形式が,まだ成-;I-･してゐなかったのであ

る｡だから,そ-ることも,とることも,そのとき,その窟轟の自由であった｡したがって,こ､でも

二牌の阿羅漢に凝集されることなく,十大弟子がそのか添加されたのであるoそれにしても,十

大弟子を,かうまとめて表現するやうにしたのは,いつからであらうか･どこにあったのであらう

か｡まだあきらかにされてゐない｡

第八｡第十八洞の本尊は十大弟子のあることによって,いちおう樺迦牟尼像と解される｡しか
VairocaTlこ■

し,それにしても,衣のう-の諸俳,諸化生はなんであらうかo松本菓-氏は･これを虞合邦俳と解
り

し,十方諸伸を悌身にあらはしたものとされた｡それでは化生はなんであるかo化生の解樺がで

きなければ,とくに度合郵俳と解する必要もなささうである｡ 『大智度論』(大正大蔵経第二十五

巻,p･112)によると,俳,すなはち樺迦僻が三昧王三昧にはいって･一身に無老身を生ずるといほれ
1-1ah豆ptlrきa

てゐるo三昧王三昧にはいった樺迦俳とみてもよいわけである.俳を大人とよぶことは併典のい

たるところにみえるが, 『大智度論』洞怨,p･58)には俳が紳カをあらはし金色光明をはなち, ｢大身

を示現す｣といってゐるのは,大体のかんが-をうかゞはせるo

1枚本栄一『炊煙童の研究, lpW象篇』,東京1937年刊, p･ 313-314･
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序章　第十七洞第十八洞の特徴

3

第九｡曇曜五窟は,もとより和平初年(A.D.460)沙門統曇曜の奏請にはじまるo　それは第十

八洞,第十九洞あたりにはじまってゐるとおもふo第十七洞も･その主音三備に関するかぎりは,そ

れよりかくれてゐるとはい-ないoけれども,上述のごとく両壁諸寵が第十八洞のそれよりすこし

でもかくれてゐるとすれば,やはり第十七洞の進行は若干かくれてゐたと解すべきであらう｡しか

ち,その下部足さきの未完成は,かなりの時期まで,この窟の工事がひきつゞいてゐたことをかんが

-させる｡

第十｡しかし,われわれは第十七洞の明窓に太和十三年(A･D･489)の悌寵をみ･第十八洞門口

に茄々云々の悌轟をみるoこのあたりの,この作風の悌寵が太和十年代につくられたことは･これ

ら二窟の造営が,いちおうは,はやくをはってゐたことを,かんが-させるとともに,明窓,門口等の

迫劉備轟が,なは北魂の大同時代いっぱいにおよんでゐたことを明示するものである｡
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圃　　版　解　　貌(1)

第　十　七　洞

pl. i.第十四洞一一第十九洞外壁

西方群努頭の六洞一第十四,第十五,第十六,第十七,第十

八,第十九洞-である｡第十四.Wと第十五洞と第十五A洞

は小さく,右端に群在するが,他の第十六,第十七,第十八,

第十九洞は大きく左にみえ,上下に門tlと明窓とをひらい

てゐる｡崖のたかさは第十四一第十六洞が一群をなして払

くし,第十七洞以下が別群となってたかい｡とくに,第十七

潤,第十八洞では割石をつみあげて,たかさをそろへてゐ

ち.その状あたかも第十-,第十二,^節'十三洞あたりのごと

くであるQ樺穴は,たかいところに通じて一列みられるが,

第十四一第十六洞のう-のものは,第十七洞,第十八洞のも

のに射し,ほんのすこし,たかいやうである｡いはゆる梁孔

もあるが,現れ痕逃のみとめられるものは八個である｡こ

れは,第七洞から第十三洞にわたって,みとめられるものと

おなじ長方形で,ラ-の方にぬけてゐないo全敗宙には,た

かいところにいたるまで,こまかい千俳の寵があったこと,

P1.3にもしめすごとくである｡

pl.2.第十七洞外壁

こ｣には丘のう-の石づみがみえる.種火のう-には棟

木のとほったらしいくぼみがみえる.明窓の右には二つ,fr-_

にはひとつの大きい柴犬がみとめられるo　これでみると明

窓が門口よりはるかに大きく,完好なアァチ形をしてゐる

ことがわかる｡門口には,岩磐にはり亡んだ三段の石階が

あって,洞内のひくまった休にみちびかれる.前庭は1940年

に清掃したが,まだ若干の土の堆積がある｡ (門口高5･75m)

pl.3.第十六洞,第十七洞間外壁

外壁は,いくらかの凹凸をそのま｣にして,小さい千健の

名像を彫ってゐる｡これは曇曜丘満の仝【宙にわたって,まっ

たくおなじである｡かんたんな縛定俳である｡全部一枝に

みえるが,シムメト7)ックに通肩なものと,右肩に大きく大

衣をかけた式と二櫨の沸像をふくんでゐるo　わJ)あひに細

づく　りで,いちおう右肩の造腎がをはったころ彫ったものと

おもはれる｡

pl.4.門口東側

pl.r).門口両側

第十七洞の門口は,ほそくてたかい｡隅まるの長方形,天

井にはなにも彫ってゐない｡ノ己右の側壁に追刻の寵がいっぱ

いある｡上下で様式上多少の壁化があり,したがって時代の

ちがひもあるらしい｡戸別別のう-一段,東側のうへ二段は

おなじで,もっともはやく,中段はこれにつぎ,下段はもう

ひとつ時代がさがってゐるらしいo　内部はひくし,こ＼に

三段の階段が岩盤に彫りこまれてゐる｡いま貰;展にみえて

ゐるのは近時のまにあはせである｡ひじゃうにせまい'ifで

あるから,甫壁にせまって本尊の脚がみえてゐる｡

pl.6A.門口東側諸轟(卜4)

最上の四悌寵は,猫立してゐるやうでもあるが,そのした

の二併寵の附属かも知れない｡同大の尖扶寵でなかはみな

拳手形の生鮮である｡わりあひに丸朝のまるみのある俳像

で,寵内左右に,小さいながら合掌供養の脇侍がある｡扶額

には,みな七俳をうめ,まはりに合掌供養者の群像を配する

那,沸端はおくから第二寓が獣形,その他は抹梁をまきか-

しただけらしいo　全面に朱があり,そのうへに,黒い色がつ

いてゐる｡賓塵にあたるところに,三角垂飾のかざりがあ

るのは,したの悌寵の天蓋にみたてたためかも知れない｡

(側壁幅2.22 m)

pl.6B.門口束側語義(5,6)

うちがはは二伸並坐の寵(5)である｡尖秩額には七俳を

つくり,そのうへ,惟幕のしたに合掌供養者を彫る｡寵内に

脇侍なく,寵外の左右に,立侍の合掌供葦者がゐる｡本尊は

優美で,よくと｣のってゐるが,や＼ほそく,明窓の諸寵よ

りは,形式的におくれてゐるとみられる｡脇侍も,朝が小さ

く,ほっそりとしてゐる.秩端は,ラ-の第-義,第三寵の

ごとく,まきかへしである｡

そとがはは坐悌免(6)で, Zl:.右に双塔(Rub.Ic)をもった形

式である｡いま,たがはの塔形をうしなふが,塔は木造構架

式の三暦である｡頂上に五成の壷があり,復鉢があり,唐草

かざりがあり,相輪をもった三本の利枝がある｡御厨は坐俳
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尖妖艶二膚は二俳並坐寓,三暦は生体寵二といふふうにな

り,軒から大きな流蘇がさがり,屋上に鴫尾やうのものがあ

るo　こまかく,ひじゃうに正確な表現であるo本尊は顎をす

こしいためてゐるが,うつくしく,太和十三年寵にせまるも

のがある.しかし,衣文は第十六洞式の迫肩で,右肩にか＼

った衣は,漢-から左腕にかしり,そのはしが大きくはねか

-ってゐる｡ひだは,ひらたい階段状で,襟のあひだに内衣

がすこしみえてゐるが,妻帯はあらはされてゐない｡横顔に

は七俳がならび,扶端には小さく獣形がうづくまってゐる.

うちがはの二悌並坐寵(5)と,-一組となるやうであるが,大

きさも,様式もちがふから,粂然別個のものであらうo

二俳並坐寵(5),および,ち-の列寵(1-4)のうちがは

は一様に一列の千俳寵があるo　また二悌並坐寵(5)のした

に二列,そのした仝鰯にわたって-列の千併寵があるoこれ

は外韓にあるものとおなじで,その延長であるとみられる｡

したがって,この千俳の製作は,これらの諸悌寵(1-6)以後

につくられたことがあきらかである｡ (側壁隔2･22m)

pl.7.門口東側中部譜轟(7a-h)

これは諸俳寵の給食からなるマンダラma,)dalaのどとき

ものである｡う-は交脚菩薩の楯扶寵(7a),したに二悌並

坐の尖洪庵(7b)o賓座はこの周版ではわからないが,Pl･4

をみると,あさいながらに,供養者の列像が,型のごとく膨

白の左.右に彫ってあったとみえる(RubJ B)o　いづれも繊

細,きゃしゃなつくり,身丈もすっかり第六洞式であるo内側

中部の諸寵とともに,第十五洞内下部の諸寵に一致し,時代

のおくれたものであることはいふまでもないo

うへの稲扶寵は,左右の間に坐俳の突抜寵をもってゐる｡

扶葡円にはなにもなく,扶端もかざりのない,単純なもので

ある｡うちがはの方(7C)は,ノJ:茄に荷をつんだ馬と絡蛇が

あらはされ,二商主献資の光景(第五省,p･16)であること

がわかる｡そとがはの一部(7d)払ほとんど消滅してなく

なってゐる｡扶癖･L･の飛天はひじゃうに繊細で,かろやかに

とんでゐるD左右南端の梶内には日月をあらはしてゐる○

したの寵(7b)は二悌並坐であるo挟額は大いに損じ,戟

面もうしなふが,細手の第六洞式であるoノllわきはすっかり

こほれてわからないが,右わきは上下に二条あり,うへは坐

俳の楯扶寵(7e),したは坐俳の失扶禽(7g)であるoこのあ

たりの坐俳は,いづれも奉手形であるo

ぅちがはのはしすこし不規則にのこったところに,外壁

とおなじ千俳小鳥が不規則に,しかし,いっぱいに彫られて

ゐる｡ (側壁幅2･15m)

i)1.8.門口西側上部譜轟(1,2)

門rl丙側の上部二寵(1, 2)紘,束仰LL部の諸寵に一致し,

大和十三年の悌寵に似る｡けれども,寵があさく,彫像もあ

さい｡ぎこちなく感ぜられるところがある｡それは第九洞,

第十洞の良tl一発北壁の二俳並坐像し第六雀, PL 13, 14,第七馨,

pl.20,21)にもみられたQ二つとも二俳併坐の尖扶寵であ

る｡洪額には七俳があり,秩端には獣形があらはされてゐ

る｡まはりの合掌供養老群も,うへの椎幕も,粗雑である○

姦J=Ij;A;にあたるところは,うちがはのはしとともに,外壁同校

の千俳寵が彫られてゐる｡ (側壁幅2･32m)

pl.9A.門口西側中部諸轟(3-5)

中部は,上下の二段になってゐて,みな第六洞外小浦の式

である.上段のそとは坐俳の尖秩寵(3),うへの惟幕下にな

らぶ坐俳が,この種の形式としてはめづらしい｡つぎは交

脚菩薩の楯棋寵(4),足下に獅子があり,寵傍に合掌の供葦

脇侍がたつ(Rub.IA)oう-の三体の列像は,左右の寵に

ならったものであらうo中央は端然と正面をむき,左右はそ

れぞれ中央俳をみてゐるoさういふ鮎がいかにも緊確な構

成である｡

っぎ札や｣大きい楯抹寵(5),あかには交脚菩薩像,細手

の部で,膝からたれた衣文がうつくしい｡寵解の杜には,塔

柱の上部をかざるやうな装飾があり,そのなかに化生とみ

える介掌供養者像をつくる(Rub.IA).左右廟における脇

侍は細手であるが,わりに精細な作である｡楯秩額は理路

がさがり,しぼった幕がたれ,そのう-に小さい九骨笠の坐俳

があり,また惟幕になる.賓壇は線刻で四脚式の座であるこ

とをしめしてゐるが,そのしたの岩の破粗ははじめからあ

ったもので,そこをさけて俳寵をつくってゐることが,下段

の悌寵･(7)をみることによってよくわかる｡(側壁幅2･35m)

pl.9B.門口西側中部諸鹿(6,7)

中部下段にも二つの俳寵がある｡そとは二悌並坐の尖扶

戟(6)であるo秩額に払小ぢんまりした群定俳がならぴ,

抹端にも小さい獣形がある.傍桂はほそく,左右の脇侍払

いたんでゐる.寵内の二俳は五戊の藁座にすわり,左の俳

はまったく損じ,右の俳はわりにのこってゐる｡菱白はほそ

く,衣文はこまかいo

うちの俳寵(7)は交脚菩薩の楯洪寵である｡耕解は十堪

にわかち,-つの梶内に,-照づ＼秤定俳を彫ってゐる｡本

尊,左右脇侍,ともにいたんでゐるが,ラ-の三寵(4,5)によ

く似たものである｡脇侍の鼠I二に払なにを意味するか,蓮
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華のやうなまるいものがある｡寵の最上暦に十一絹の推定

俳の列像があるo

これ以下の悌寵については, Pl･5を参照されたい｡レ､づ

れも,おそい追刻であることがわかる｡ (側壁幅2135m)

I)1. LO.明窓東側

pl.Ll.明窓西側

明窓は大きく,完好な排門をなす｡天井部は破損して,良

にものもみとめられす,東沖の側面にそれぞれ俳寵があるD

東側は三番のうち,したの二つが一組,内側は二寵で一組で

あるQ　あとは外壁とおなじ小さい千悌寵であるo東側では

十四段あり,そとがはは投じてゐる｡ところどころ刷りとっ

た逃があったり,長方形の穴があるのは,明窓に障十をはめ

たためである｡

東側のLL寵(1)紘,かなり破損してゐるが,交脚菩薩を本

尊とする楯状寵であることがわかる｡扶額の梅内には飛天

が彫ヶこあったらしいo禽内の脇侍は牛伽の菩薩像である｡

/r-_右廟の脇侍は,ひどく破損するが,ゆたかで,尤脇侍の手

にある蓮華がみごとである｡ひくい遺産には,まるみのあ

る浮彫の供養者列像があった｡いもわづかに樹形一姫と男

千二胴をのこすのみである｡作ゆきが敦横重厚で,したの

太Gll十三年寵よりは71-い｡

pl. 12.明窓東側太和十三年金(2a,b)

この上トド二寵,造像記の壷嬢をもった一群は,その刻史に

よって太和十三年(A.D.489)の作であることが知られる｡

しかも,造像記には禰執,者賓,鐸迦の名もみえて,うへが禰

勤菩薩,したが多賀怖,搾迦俳の像であることが知られると

ともに,そのくみあはせの意味が推されるので貴頚-.であるo

Lたがって,年代的にも,圃像撃的にも,一個の避準をしめ

す代表作である｡ (名高2･24m)

pl. 13.明窓東側太和十三年上轟(2a)

破損してゐるけれども,もとより,これは楯状寵である｡

扶額のうちに飛天がゐたことはたしかである｡そのうへの

合掌供養者群も,多く破損してゐるo qj尊は交抑菩薩,左右

寵内に合掌の脇侍がゐる.足下に獅子が舌をだしながら前

脚をひらいて侍す.顎から胸毛のたれさがったかっこうが,

賓に,このころの臓物の獅子の-特徴をなし,いたるところ

にこれをみるのである9左右廟には牛足れ思惟の菩薩像があ

る｡よくある寵形式ではあるが,寵のひろさと三嘗薩の大

きさとに,ゆとりのある,うつくしい構成をみせてゐる｡

固版解詮7-L6

pl. 14.明窓東側太和十三年上姦(2a)交卿菩薩像

光背はゑがいたらしく,彫ってない｡本尊はよくと｣のっ

た作で,どこにもすきがない｡均衡がよく,衷情が優美であ

るo　頭上には三面冠をいたゞき,顔は端麗であるo　頭髪に

は,安宅をあらはす割線なく,たがい耳菜には耳かざりをつ

けてゐる｡蓮雛形の板状致かざりと,玉をつらねたらしい

紐状の頚かざりとがみえるo　上将と手くびに,かんたんな

腕輪があるo上鰭は裸形で,左肩から天衣をたれ,な性別の

天衣かとおはれるものが,背後をひとまはりしたうへ,/r-_右

の腕にかしってたれさがってゐる｡そのたれさがった布のざ

んぐりとした切り口が,素朴だが,いかにも量感がある｡ i

裳には刻線の衣文がはしってゐる｡そのしたから足くびが

すらりとのぴて,まじはってゐる｡右手はあげ,左手はノー三膝

にのせてゐるが,その指のあひだに水瓶をもってゐるらし

く,御子の頭上にまるいものがのってゐる｡すこし石の肌が

あれてゐるが,賓にうつくしい作である｡ (像高0･64m)

I,1. 1bA,B.明窓東側太和十三年上島(2a)左右脇侍

年別像

本尊に相かなふ秀作である｡かんたんな三両冠,上身を

かたむけ,手を嬢にあて＼ゐる｡一足を,他の足のうへにの

せ,それにべつの手がそうてゐるo肩にかしる天衣はなく,

背なかにまはり,左右の腕にかしる天衣がさがってゐる｡上

髄は裸形,小づくりの下甘削こは裳をつけてゐるD衣文は,ど

く大まかで,足のくみかた,衣文のつlみかたが,いかにも

やはらかである｡腰のしたには藤椅子のごときものがみら

れるが,それになにか布のやうなものをかけてゐるらしい｡

そのあっVt,大げさな表現がまた敦撲な感をあたへる. (A･

像高0.45m, B.像高0.46m)

pl. 16.明窓東側太和十三年下尭(2b)

尖洪亀,それにちょっとした惟幕がついてゐる｡寵内の

二俳はどちらも挙手のかたち,横顔の七俳は縄先の俳,洪端

の虎形はみごとであるo足下に布をまいたやうな柱頭飾が

あり,桂もづんぐりして力づよい｡まはりにある食草の供

養天人はみな高繋であるが,寵傍の立像は,たかい三両冠を

つけてゐるo　レ､づれも,ふくよかな肉づけで,表情もやさし

い.基底の供養者は,いくらかあさい彫りであるが,/E右k:

四頒づ｣の比丘形がある｡右肩からたれた衣に両手をつl

み,おもひおもひに首をあほむけたさま払なかなかうとき

があっておもしろい｡ (寵高1･25m)
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I,1. 17.明窓束側太和十三年下底(2b)右俳坐像

pl. 18.明窓東側太和十三年下底(Lib)左俳坐像

1,1. L9A,B.明窓束側太和十三咋下底(2b)右および

左俳坐像頭部

この二つの本尊は,瓜二つといってよいほど,よく似てゐ

る｡ポゥズも,均衡ち,表情もよく似てゐるoけれども,仔

細にみてゆくと,すこしづゝのちがひがある｡まづ･衣5,I,[.王を

にぎった左手である0 -一方は,そのまゝ膝のうへにおき,四

本の指をまげてゐる(Pl･17〕○　まげたF岬の指と栂指のあ

ひだから,衣端がやはらかくをれさがってゐる｡他方は,翠

をうへにして膝におく(Pl･18)0第二指,第五指はのばす

那,第三指,第州旨はやゝまげられ･とくに第三指と栂指と

でつよく衣端をはさんでゐる○その衣のはしは,まっすぐ

にのぴてゐる｡まったく同形の坐俳が,左手だけを,かへて

ゐるといふことは,壁化をもとめた工人の意志こともみられ

るoさらに膚をみると,-jfの古拙笑は轡曲がつよく,眉は

っりあがり,鼻翼はまろく,おとが仏も角ばらす･髪際がま

っすぐである(Pl･17)o　また,着衣を比較すると,衣文はよ

く似てゐるが,内水のゑl)がちがひ･をりか-した大火のゑ

1)がちがふ｡同-の敏和こありながらも,同一人の作とは

みとめがたいやうである｡

それにしても,この二つの像は･笠岡初期の形∫陀もった

代表作であって,それが,この太和十三年まで存続したこと

をしめす貴重な卿汁であるo風雨のため肌がかなり御tて

ゐるけれども,破損もなく,のちの加彩もなく,雷初のすが

たXJ,そのまゝとゞめてゐるのは-jf-:であるo(A･像高0･60m･

B.像高0.59m)

pl.h2OA.明窓束側太和十三年下轟(2b)看上部供

養者那

扶額の一弘まんまるい触とまるいさ柑TLつきをした躍起

俳二骨指が注意される.つぶらな目,小さいLlもとが,かはい

い.光背は刻線でゑがゝれてゐるo休養着たちは上身をの

りだして介掌してゐるoたかい繋,それに柔軟なからだつ

き,うすい衣がそれをまとってゐる○配置も自由,姿態も型

にはまらないところが注意される｡

1,1. ･20B.明窓東側大和十三年-･下鳥(･2b)右脇侍

ゆたかな肉つきの,丈の払くい立像である｡大きな三面

冠をつけ,大きな瀕をしてゐるo眉はつりあがり,目は一本

の刻線である｡ Uはほそく劉もし,おとがひがするとく,咽

喉がふとい｡分掌した手は単純にあらはされ,天衣,執かざ

わ,下裳も身鰭に締着してゐる｡静寂敦僕な彫像である｡

(像高0.39 m)

pl.2L　明窓束側太和十三年下鳥(2b)造像記

銘擬の約三分二ばかりをうめて,つぎの刻文があるo

大代太和十三年｡歳

在己巳｡九月壬第号札

十九日顔中此丘尼息

に｡身魚蒐息｡蓉願造

搾加多賀摘勤倹三

鼠願患泊除｡戯現Iu:

安隠｡城行猛利題心　　　　.

日埼o誓不温轍,以此

造像功徳】速及七111:

父母｡梁上b諸帥o先達

衆生｡成同期慶,

魚は遇の異字であるo iF.膏とはい-るけれども,碑文字ほ

ど峯iF.でなく,また起筆,終繁も大きくない｡比丘尼恵定が

病気のためにつくったとレ､ふが,粟帥俳でもなく,観音菩薩

でもなく,やはり柁迦,多賓,禰軌である鮎が,いかにもその

時代らしく感ぜられる｡し銘慣高012Sm)

rl.･22.明窓西側語義(L,2)

上寵(1日も獅子をともなった交脚菩薩であるが,表面が

ひどく刺落してゐる.しかし,堂々たる像容で,~F寵(2)お

よび東側上寵(1)とともに,第十六洞南壁中央の諸寵との一

致がみとめられるo東側太i･rl十三年寵とは形式をおなじう

するが,Tで,Zb-さきんじたものであるとおもはれる｡下寵は,

うへの鰯軸菩薩に封する搾迦価である｡これも面貌をうし

なふが,捌掛ま厳正でおちつきがあるo内衣のゑりが･三線

からなり,人火のをりかへしがヂグザグになり･足のあ払だ

からたれた水端が,平行波状の刻線で,座休上にひろがって

ゐる恵と,ふつうのことではあるが,よくと｣のケこゐるo

光背は,たぷん,彩色料ナでつくられたのであらう｡その痕

逃が,いまもみとめられる｡左右寵内の脇侍は破掛し,わづ

かに寵傍の逆髪保儒がみとめられる｡保偏は秩端の板をさ

しあげ,秩端の板は,首をめぐらした鳥形をうけてゐるo抹

額には,わりに大きな七帆そのまはりに合掌供養者群を配

すること,このあたl)の併寵におなじである｡

なは,この寵のしたに五段,そとがはに二列の千併寵があ

るo　それからそとは凹凸があり,破損があり･千俳をみな
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い｡たゞ斜線の整あとだけが顕著にのこってゐる｡またこ

れからそとには,外壁からつゞく千体寵が,きえながらも,

いくつかのこってゐる｡そして,との斜線で,たひらにとし

のへられたところは,-一光のはゞをもって,うへまでのぼっ

てゐるやうにみえる(Pl.ll)9　明窓のためになにかの施設

をしたのかも知れぬ｡第十六洞と同校に,こしの明窓にも,

なにか扶鰯やうの彫りこみはあったらしいLPl･2)｡ (第二

寵高].65m)

pl.23A,B.明窓西側下鳥(･2)右および左保儒

保儒はたちあがって扶端をさしあげてゐる｡輝子と天衣

のほかは全裸,たゞ腕輪と頚かざりをつけてゐる｡腰をま

げ,胸をはり,両手をう-にさしあげてゐる｡そのまるまる

i=ふとった身照につりあふやうに,あつい席,大きな鼻,大

きな目が,異様であるとともに,ユウモラスな印象をあたへ

てゐる｡左の像は,税じてよくわからぬけれども,右の像に

は礁髪が焔のごとくたちあがってゐる. (A.像高0･39m,

刀.像高0.40m)

pl.24.両壁(東北隅より)

内部にはいると,かういふやうにせまいo浦壁は重商で

あるが,本尊の瀕はまへにかたむき,束内壁もまへにかたむ

く｡それで,天井は自然に小さくなるが,南壁の胴ぼりはと

のやうにつよいo交脚にした本尊の膝で下部胸壁はみえな

い｡右端には破損した左腕がみえ,その支柱がみえてゐるo

上部の千悌寵,凍内壁の脇俳人寵などは,嘗初計喜たること

うたがtlないが,南壁の細部になってくると,あとからの迫

刻が,かなりあるらしいo明窓と門口とのあひだにある,中

央部には,まんなかに大きな二悌並坐寵(10)があるDこれ

紘,わりにほっそりしたつくりである｡衣~丈も,こ｣にめづ

らしい第六洞式であるoそれに,めづらしいのは寵傍,象L

一面にわたる′トさい千体坐像である｡耕額内には小さい九

絹の坐俳をおさめてゐる｡このした門口の慮上にあたって

七俳の寵列がある.これはたかさ約0･40m,小形である

が,かう本尊に正しく相射しておかれるのは,本尊の解凍俳

に判する過去の七俳と解される｡その鮎,第十洞(第七巻,

pl.49, 66),第十三洞(第十雀, Pl.13,42)に例がある｡

この中央寵の東にはJrF二つの二俳並坐禽(8,9)があ

るo　う-は太和十三年寵とおなじ服装だが,身絹はきゃし

ゃである｡これに射し,したは中央寵とおなじく,第六洞式

の俳像で,衣も傘身をあほふ中圃式,身絹はほっそりしてゐ

る｡脇侍も,ほっそりした立侍供養者で,その右端に,また

陶版解説17-26

ペつの俳立像(Pl.3873 )が附隠してゐる｡これもH,r六洞式

である｡

中央寵の西には坐俳二寵(ll, 12)と交脚菩薩の-寵(13)

とがある(Pl.26).いづれも秩額の費達しない俳寵で,その

うち,東の坐梯寵(ll)は第六洞式の俳であるoこの三億は,

たが仏に連絡なく彫られてゐるが,そのク.-s｢別ま,外壁とおな

じやうな小さい千俳名でぎっしりとうめられてゐるo　もち

ろん,千体寵の方があとから彫られたのであらう｡そのう

ち,下方の四小魚だけは,-寵中に二俳がみとめられる｡

なは11つ口直上七俳列寵(17)の左右にも俳寵がある｡束が

はは,めづらしく僑坐俳の尖挟寵(16)で,わきは椅子に陣

をかけた比丘恰である(Pl.3873)｡西がはは,二俳並坐の尖

扶禽(18)であるo作ゆきは,だいたいなかの七排列寵に一

致するoなほこれら諸寵のした,門口のまはりには,小さい

千価の寵が,すきまなくうめられ,なかには二俳並坐のも

の,鶴形をもたない列坐のもの(Pl･39)などかある｡ (明窓

高5.52m)

pl.26.南壁上部東平

明窓よりうへには0.28乃至0.38m大の千体寵がある｡そ

れは第十六洞でも第十八,第十九洞でも患なじであって,雷

初計蔓とおもはれるoけれども,その下部に彫られた迫刻

らしいVq寵(1-4)が,けっしてそのあとから彫られたとい

ふ形速はない｡もし,いったん千俳寵が彫られてゐたなら

ば,その癖迩をのこさずに,かういふ俳亀はつくれないはず

であるoだから(a)千俳寵を彫りながらも,これだけのtil弓師

をのこしてゐたか,あるひは(b)千俳寵よりさきに,この俳

寵を彫ったか,といふことになるo前者のやうにかんがへる

こと仇や1不自然であるから,おのづから後者のばあひが

想定される｡それにしても千俳寵が常初計妾にあったとす

ること払さしつか-ないであらうo　これらの俳寵(1-4)

は,三つまでが楯排の交脚菩薩寵で,たゞひとつ坐俳の尖秩

鶴(2)がある.坐俳の尖扶寵は,このあたりの追懐様式とあ

まりかはらぬが,交脚菩薩の方はほっそりした,きゃしゃな

惜躯で,はやくとも,明窓の太和十三年寵にちかレ､ものとか

んがへられる｡

そのしたは二伸並坐の尖扶寵(7)である｡たかさ約2･36

moゎりあひあさい寵に膝をつめてすわってゐる｡骨琵躯は

がっちりとして角ぼり,しかも,うすい衣は身掛こ*.'着して

ゐる｡二俳はまったく同形で,右手は拳手,左手は腰にあて

衣端をにぎってゐる.その手の指が払どくながく,異常な

印象をあたへる｡寵傍左右Lk:小さい食草の脇侍をあさく彫
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雲岡石瑞第十七洞

ってゐるが,これはう-の小寵(2)の脇侍によく似てゐる｡

扶端の獣形は小さく,扶額はせまい｡秩額のなかに,七俳坐

像があり,そのう-に供養者たちの頭部がみえてゐる｡

pl.26.南壁上部丙午

こ｣も最上部は千怖列寵である｡つぎが二悌並坐の尖挟

寵(5)と,一･併畢生の尖扶寵(6)とである｡レ､づれも,この石

有初期の作である｡そのしたにやし大きい一体畢坐の尖扶

寓(14)がある｡この人寵は東部の二悌並生命(7)と照艦

する位置につくられてゐる｡厳密には照臆してゐないけれ

ども,作ゆきはおなじく,この石窟初期の作ふうをしめすも

のである｡寵傍左.右に合掌起立の比丘倍がある｡

pl.27.両壁下部東平

甫壁左右の大禽(15,19)は,彩色がのこって,くろすんで

みえるo束の大寵(15)め,右脇侍のしたに彫られた小さい

方形の寵(20)は,あきらかに後刻の寵で,ほっそりした第六

洞外′ト清の式である(Pl･29,3紬)｡このしたには,饗によ

くと｣のった二俳並坐寵が二つ('21,22)ある｡せまい扶額

には七俳の列坐がある｡寵傍には合掌供養者をかさねた桂

があるo養劇,Cは,きまりの銘筒と,その/.三石に供蕃者の列

像がある｡そのうち束寵(21)はあさい立侍の供養者列だ

が,西寵(22)はふかふかと彫られた脆坐の供養者列で･どう

したわけか,右の年分はけづりとられてゐる○とにかく,塗

曜三滴における様式の一一-それは第八洞式でもあるのだ

那-いちおう完成したすがたをあらはすもので,もちろ

ん,明窓の太和十三年寵にさきだつものとおもふ｡

この二寵(21,22)のしたに,めづらしく交脚俳と侍坐俳

との二寵(25a,b)がある｡どちらも,せまい,かざりのない

尖扶額をもち,まはりに供養者を配し,-托して惟幕でつし

んだところは,一組の寵であることをしめしてゐる.交脚

俳と倍坐俳のくみあはせは,はたして樹像畢的に,いかなる

意味をもつものか｡禰軌俳と関係あるものであらうか｡そ

れぞれ寵内に分掌立侍の脇侍をもち,禽傍に倍坐の比丘僧

をもってゐる｡扶形がつよくおしつけられて,ほとんど水

平になってゐるのは,この時代の特色とはい-,極端な例で

ある｡いま下段の束がはに二つの坐悌寵(24, 25)がみえ,爾

段にわたる西がはに坐俳寵(23, 27)が二つあり(Rub･ IIF),

その他の察白は千併列寵である.

最低部は,まづ大きな二悌並坐寵(37)があり,その東がは

に,また,二憐並坐寵(29)があり,坐悌寵が二つ(34,35)あ

る｡これらはほそい,やせた形式で,ひとつのグルウプとか

んがへられる｡そのうち,したの二寵は,まったく第六洞外

/ト布の式で,ラ-のグルウプ(15,21,22,25,26)とちがって

ゐる｡まね.その抹形の緊張もすっかりちがってゐる｡これ

らは,この麻のしだいにふかく馨られ,整られるにしたがっ

て,造像を追加していったさまがしのばれる｡内がは,門口

わきに小さい俳寵(38,39)が上下にかさなり,一組の辻像

がつくられてゐるo　これはふつうにみる交脚菩薩の楯扶寵

と坐俳の失挑寵で,ほそい第六獅外小箱の式である｡うへ

の俳寓(20)と同類で,このあたりの造幣時期を,もっとも端

的にしめすものであらうo　なほこれら諸寵のあひだの卒白

には,省くの小さい俳寵がきざまれてゐるo

pl.'28.南壁下部酉年

西部大寵(19)のしたがこのとほりである｡五段になり,

第一段にはや1大きな二伸龍坐の尖扶寵(42),それから今

像不明q)大蓋の寵(43),二伸並坐の尖扶寵(44)がある0第

二段には交脚菩薩楯扶寵(45),坐併尖扶寵-料(46, 47),衣

脚菩薩楯扶寵(48),節三段には坐併尖秩寵二(4LJ, 50),交脚

菩薩楯状寵二(51, 52),節rLJq段には二悌並坐尖秩寵(悶),坐

悌楯扶寵(54),第7L段には坐俳尖扶寵(55),交脚菩薩楯秩

寵(56),坐悌尖秩寵(57)があり,小さい坐悌列像三し59)な

どがある｡いづれもはそい,さうして中国式の,第六洞ふう

である.たゞ上部の三苦薩像(45,48,51)は,それぞれのあ

ひだに服炎のちがひがあり,ことに仲南(51)と併寵(52)と

は,ほとんど-償寵とい-るほどの斯似をしめしながら,脂

盤だけは第八洞式と,約六洞式との二校になってゐるのは

注意される｡しかし,一般に東部の最低部と一致する悌寵

であ7Jから,この彫りこまれていった搾路も時期も,ほゞ推

察される｡

pl. 29.南壁東部大鹿(Lr))

西部の大鶴(19)に鷹ずる大寵であるo失秩額,坐俳,ノT:.

右寵外にある薄肉彫の脇侍菩薩,さうして蟹座の供葦者群

が任意される｡食掛こ,常初の彩色がのこってゐるが,とく

に挟殺には縛定伸を彩書であらはし,衣と肉身は朱をぬり,

内衣に格子文をゑがいてゐる｡練青でかlれた蓮華座はあ

とからの追加である｡扶梁は,もちろん,つよくおしつけら

れて水平にちかく,扶端は,教頭をまいただけの簡素なもの

である.本尊坐俳は,初期の生硬さからはやうやく脱し,図

滴なプロポォションをしめし,やl胴U)ながい身i招つきのう

ちに厳格な規律がみとめられる｡衣文もわりにゆったりと

ながれ,作ゆきにものぴがある｡左手は破損してゐるが,翠
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手の右手はほっそりして,うつくしい｡ 【前貌は鬼すぢよく

とほり,眉目がながく,席はちひさく,よくと｣のってゐるo

黒い目は,いま黒粕陶質のたまがはまってゐる｡光背には,

弧状の大きなあほひがあるが,それには-文枝は彫ってないo

(寵高3･12m)

p1..30.両壁東邦大金(Lr))光背左部

光背は一発の火燐光で,拳身光のふちと肩のところに焔

光(Rub. ⅠⅠIA)がある｡燐の形はほそい平行の格がノー=_右に

ゆれながら妨｢こする形式で,おとなしい｡火格のうちがは

郎革起俳の一帯がある｡拳身光にも頭光にも一帯づ＼みら

れるが,それはあさい彫りの,まるまるとすわった俳であ

る｡頭光中心には,これもあさい彫りの,蓮瀬がある｡もと

朱と株がぬってあったらしい0

1,1..r･,i.両壁東部大鹿(i.b))魔壁左側

うへの光背につゞく部分である｡そのそと寵抑こは八段

になった千膿価があり,二伸または三俳が坐してゐる｡顔

は小さいが,わりにがっちりした贈格の僻で,衣文は平行に

っよく彫られてゐるo　もとは,これにも朱の彩色があった.

こ｣からみえる寵傍の脇侍はあさく,興味がある｡

pl. :ill.南壁東部大鹿(Lil)右脇侍

pl.3:i.南壁東部大鹿(lr))右脇侍上身

まれにみる脇侍中の堆作であるo彩色は刺落してゐる

が,石の肌はあまりあれてゐないo三癖実施のir:J宙に,縄定

の化価がゐる｡賓冠の化僻といふ鮎からい-ば観世音菩薩

Avalokiteもvaraである｡図枚のう-に新月形があり,あひだ

に合掌の飛天があほむきにとんでゐる.賓冠からは左右に

三角巾がたれ,冠の払もは/rE右にはねあがる.光背は賓珠

光で,彩色のこまかレ､火焔があったらしいo　この預光のう

へにも,おはひやうのものがみえる｡さきのとがってゐる

のは,光背からおもひっいたもので,初期の形式とはおもほ

れないo

顔の彫りは身牌よりふかいが,それでも,あまりふかくは

彫られてゐない｡ゆたかなまる朝で,眉目はながくとはり,

鼻も,席阜きりっとしまってゐる｡巌とした面もちのうち

に,やさしさをたし-てゐる｡

胸には,板と理路と戯頭の,三煙の頚かざりがある｡腕に

は上伸と手くびに腕輪がある｡右手をたれ,衣端をとり,trT三

手をあげ,蓮華の皆らしいものをもってゐるo　その手つき

が優美で,指がうつくしい｡左肩にかけた領巾が,大きく上

闘版解説26-35)

骨護をおほひ,背なかにまはった天衣が, /I:_右の腕にか1って

たれさがってゐるo pF裳は,腰のところで,をりか-してひ

だになり,すそが披状に扱うってゐる｡衣はあくまでうす

く,肉細はゆたかで柔軟である｡すこし腰を払ねりながら,

払らいた舶方の足に,しっかりとノ)をいれてゐる｡

この周版では,むかって右に,寵内右牛の光背や千俳がみ

え,むかってノⅠ三に水曜大鶴内の供養音便の搾彫がみえ,その

彫り方が注意される｡むかってノ■三方にみえる浮彫の供養者

たちは, 7.I_脇悌大審の諸像である｡ (懐高1.30m)

pl.34.南壁東部大鳥(lr))左脇倖

さきの右脇侍に封するものである｡こ人じゃうによく似て

ゐるけれとも,いさしかこちらの方がかたいo　あきらかに,

作者がちがふo　これは頭光だけで,そのうへのおはひはな

い｡賓冠には,まnL-.｢店l'に水瓶のごときものがあるが,火焔が

とりまき,摩尼賓珠cintfTlmaT)iであるかも知れない｡水瓶と

すると,オ脇侍の化価と相射し『観無巌詩経』 (大nT.大蔵経,

第十二雀, p.343, 344)による観世音芽薩と大勢寅菩薩とい
1)

ふことになるのである｡摩Jti楽珠だとすれば,トヨク･マザ
1'】

ルToyuk Mazarの^4,r六寺陳述両側に,その類例があるo

Fq-がはの基所には小さい千悌寵をうめてゐる｡この脇侍

像の,ぎりぎりのところまで彫りこんで,足のしたの無銘の

ものにまでふよんでゐるのをみると,その迭懐古欲のほど

がうかゞはれるo　それとともに,その時期が,この大食の製

作より,おくれてゐることを明示してゐる.(像耗1･30m)

1水野清一｢雲岡〃阿珊陀像について｣ (支那沸教史拳,解5番,

f!班),京都1941年刊, P･ 178.

L'A. Gr血wedel, AZtbzdd/zlSlLSC/ze Kultsta-lten C/mesz∫C/i- Tu,'A2-

∫ta〝, Berlin 191fZ, FIE. 644.

pl..0,r).南壁東部大鹿(1.3)賓墳

この俳は,給にかいた連座のう-にすわってゐるが,これ

はli一石の給である｡蓮座をうけて四つ脚の賓壇(Rub･ lIG)

がある｡それはちゃうと,金銅俳にみるやうな座休(第十一

港,Fig･13,19)で,脚間には波頭文とでもいへるかざりがあ

る｡さうして,脚聞長方形の基白に,博山嬢をまんなかにし

て,左右に供養者がならんでゐる｡レ､づれもすらりとした

身g3.である｡たくまず,無造作に彫った列像であらうが,そ

れぞれに小熊があって,うどきが感ぜられる｡先頭は首をの

べた恰二甘課. ∠】三はつゞけて男子四昭,脚をあげた男=(-,首を

かゞめた9ユ子がある｡右はつゞけて,裳をひいた婦人五招｡

それぞれに襲化がある｡粗僕ではあるが,生気のある作品
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であるo (焚増高0.41711)

Pl.36.南壁東部大鹿(1r))窯場中央部

まんh:かの悼TTI煙は山崎が度盛としてゐるo　左右の僧侶

は四人,長靴をはいてゐるらしい｡大衣をまいて,両手をつ

つんでゐる｡その鮎,俳の着衣と,まったくおなじである｡

ことに左の二人は大衣の田相が部署にみとめられるQたゞ

面貌はいっさいつくらず,略されてゐる｡ (扱高0.23m)

pl.37A.両壁東部大義(1r))賓垣右部

と｣は女子の像である｡下裳をひき,左杵の外資をきて

ゐる｡袖はほそい｡頂上のわかれた,たれのある頭巾やう

のものをきてゐる｡これが常時の女子の服装であったらし

い｡ (像高0.24m)

pl.371う.南壁東邦大鳥(lr))貿垣左部

女子は五人ゐたが, DlLr-はr/g人である｡ほそながい椅子

をはき,ほそい左杵の外書をきてゐるo　帽子は,烏帽子のや

うに,ふくらんですこしをれ,大きなたれ布をつけてゐる｡

さうして,その背地には,いき腔ひのよい繁あとがある｡

こしでは,休座の脚間をかざる波頭彬がよくみえる｡ (像

高0.24 nl)

Pl.38^.南壁東部大食(lrJ)右下部迫刻小姦(20)

小さい楯扶寵である｡雅のごとく三間にわかれ,まんな

かに交脚菩薩,左右に牛臥臥性像が彫ってある｡相撲のう

-に七俳の列寵があり,賓増に僧形と男女の供葦者がある.

粗略ではあるが,その習熟しきった彫法が,稚妙な風格をあ

た-てゐる｡楯状額には奇妙なをり郎風式の意匠がみとめ

られるo　まったく第五,第六洞外の小箱にみる形式である｡

(寵高0.62m)

Pl.3紬.両壁東部大鳥(Lr))左上部供養者群

脇侍のう-に分掌蛇坐の供茸者が二人ゐるD食草といふ

より,なにか手中に奉じてゐるらしい｡高繁をもち,測光を

患ふo　胴のながい,いくらかプロポォショ./のわるい像であ

るが,その柔軟な膿胸がいちじるしい｡う-に,三人の列政

がある｡上謂をかゞめ,敬重の意をあらはしてゐるごとく

であるo　たゞ,としは本雑石がわるかったため,一塊の長方

形の石をはめこんで,それに彫刻をほどこしてゐる｡この

手洗はH,r十八汎第十九洞h:どでもみとめられるo　友:ほ扶

額にみる彩鮪の粥粒体が,かすかにみとめられる｡

lj1. 39.商壁西部大鹿(19)

南壁と西壁とのうつりゆきがあいまいである｡丙万人寵

の寵傍からまがり,方向がかはってゐる｡右端にみえてゐる

のは,内壁の脇俳人寵である｡小さい獣類の扶端,扶梁はつ

よくうへから摩縮されて-庫線にちかくh:ケ⊂ゐるo　扶額

には締滋俳の槍があったらしい｡ JI三右の脇侍はあさく,し

かし,みごとに彫りだされてゐる｡賓楓および脚間の供養

者たちは,肉彫でなく,影給彫のどとくで,東方のそれより

も粗略にしあげられてゐる.碓定の本尊については,つぎ

の胤奴をみられたい｡ (寵高8.10m)

pl.40.南壁西部大鹿(19)本尊俳坐像

仝抑こ,彩色があったらしいが,おしくも剥落してゐるo

肩をはり,肱をはり,膝を左右にはりだして,足を水平にく

み,そのう-に手さきをかさねてゐる｡端然たる結軌妖坐,

みごとな葵勢である｡あまt)ふとってはゐないが,茸に,か

っちりした均衡のよい骨朋陸で,とくに,肩から胸にかけた肉

つきが,いきいきとしてゐる｡寵壁からつよくとびだして

をり,またとしのった眉,目,凱席が鮮鍵に彫りあげられて

ゐる.耳はづっとふかくつけられてゐる｡くろいRは黒粕

陶製で,これを粘-l二でうめてゐるのであるo

衣食もこまかく,ていねいにつくられてゐるが,拳身の光

管(Rub.III Tllもさうである.一束の火燐光で,国光には

二保の,身光には一･陳の坐俳帯がある｡めづらしいのは肩

光が二碇にあることであるo J鐙に精細な光背である｡

pl.41.東壁上郷

束壁の上部は千排列寵である｡南壁は,ほゞ垂直だから,

いちおう,境界をなしてゐるが,北壁は本尊の光背がま-吃

のめってゐるから構造的には境界がない｡たゞ便宜的に,本

尊光背との項を,境界線とみておかう.天井とのさかひも,

いまは別落してしまって,はっきりしない｡

千俳列寵は九段からなるが,最上段はたかばきえてゐる｡

かなり大きく,約三,四十センチ大である｡まんなかに二俳

並坐の寵があり,そのしたに,追懐記をいれるやうな方形の

茶所がある｡刻'丈はないらしい｡

列寵のしたに,大きな二俳並坐の尖挟寵がある.しぼった

弧状の椎幕で慣ぎり, -大きな尖扶額がある｡扶端は,殿形で

ある｡くろぐろとゑが｣れた耕額の雲形は,のちの-たぶ

ん遼ごろの-加彩である｡二俳は,とくに鮎が大きく,身
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牌が大きく,足が小さい｡足には力をぬいてゐる｡形式は,

南壁の四つの人寵(7,14,15,19)によく一致する｡寵傍の

供養者も彫りはあさい｡プ.]ポォショ./はすこしわるいが,

粗野な,しかも,清純なすがたである｡まはりの合掌脆坐の

供養者たちも同相である｡

この寵のあくに,なほ,二つの寵があるo　う-は交脚菩薩

で,したは坐俳,一組の寵である｡この二つの寵はすこし本

尊光背にくひいってゐる(Pl142)o　本尊光背は,こ｣をな＼

めにうへ＼あがってゐる｡光背のふちは大きな火焔があ

るo火鳩は南壁人寵でみたやうな単純なかたちであるoゆ

らいでたちのぼる焔,それをひとつおきに,ねもとで連結し

てゐるのである｡焔は,それぞれまるみをもち,まんなかに

刻娘を一本いれて,その稜線を強調してゐるQつぎに,椎iE

俳の←帯がある.界線は,固形をつらねた連珠文,その頂上

の三角部にまた火焔をいれ,南壁内郷入鹿(19)の北-背に-

致してゐる｡さらに,頭光のふちには,C字形つなぎの牛パ

汁,メット唐草文がある｡

なほ,二伸並坐大鶴の南がはに,小さい二つの二価並坐寵

と-悌畢坐の寵があるo　そのしたは茶白である｡この峯所

は,いろいろの鮎で指唆するところが多い｡つまり,かうい

ふ/riS白が,ところどころにあったとして,かんがへると,こ

のふくの二寵なとも,それが,のちにうめられたかたちであ

ることがわかる｡

i)1.42.東壁上部北部譜鹿

この一組の俳寵は,からだつきのゆたかな像をおさめて

ゐる｡南の大衆の形式よりは,やしおくれてゐるが,明窓の

太ill十三年寵よりは,はるかにつよいものをもってゐるD構

成も紫#.'で,間然するところがFJ:い｡したの寓内には,左右

うへから,分掌供養の飛天がむきあってゐるし,ラ-の寵で

は秩額がしきってなく,二つの飛犬が掴むかってとんでゐ

る｡楯扶左右の脇侍も,あさい搾彫で,蓮枝のう-にたった

のが,かはってゐる. (尖秩寵高0.85m)

Pl. 43.東壁左脇健大鹿

これは束壁いっぱいにひろがる大きな寵である｡俳は坐

像,たかさ5.45m,楯扶寵ではあるが,尋常の楯状寵ではな

い.帖のせまい楯妹と,賓増があるのみで,そのほかの造横

はない｡楯供のしたには,わづかに惟幕がみえ,賀壇にはこ

れをさしげた保儀がゐる｡賓増はii戒であって,保儲U)め

ひだには供尊者の像(Pl.27)がある｡本尊は一大きな丸彫で,

ふかぶかと怖寵におさまってゐる｡ヴォリゥムのある肩,ち

樹版解故.016-46

りあがるやうな腕,ふとい手,充分にはりだした足,党々た

る結蜘扶坐,椎JjiIの俺谷である｡衣のしたの肉塊もさるこ

とながら,とくにその節量した止,辛,粥のもりあがる迫ノ)

には憾倒されるo衣は通府で,大きな幅の払ろい衣文が,香

妙にまはってゐるo　ひだは,JFlL'll-的にうきだし,それに教本

の測線が,平行してゐる｡をりか-した衣のひだが,梅皮に

便化されてゐるo　この鮎,西方大寵の晩ともちがti,また本

尊大儀ともちが払,堂曜1i清でも,その例がない｡

光背は大きく二重の火焔光である｡ (像高約5.45m)

pl. 44.東壁Z.-:脇俳大鹿俳坐像頭部

さて,この人寵l勺大像の頭部である｡まんまるではない｡

すこし長手の槻筒状,いな,角をまるめた直方憾とでもいほ

うかo鏡餅のや1-)A:頭部,耳はながく垂直にさがって,肩に

つきさうである｡髪際はかすかにカァヴし,ながい眉のはり

はつよい｡すこし尻あがりの,ほそい日｡左脱の白いもの

は,後lll.-にはめた;浩粕陶質のもの,破損してその内部の自胎

をあらはしてゐるのである｡鼻すぢはとはり,鼻翼ははり,

盾の轡曲はつJ:い｡おとがひに,大きな輪をきざんでゐるo

充伴した堂々たる頻で,ながいまっすぐの耳が,これにつL'

いてゐる｡頚がわりにはっきりしないのはイ1-質のわるいせ

ゐかも知れないo襟もとの奇妙なひだのゆききをみよ｡

こしには拳身光の外線はみえす,頭光の内縁(Rub.lVA)

がみられるが,これはいくつにも宙ざられて,仏とつの火格

にならす,各直の焔は摩厄賓珠cint瓦111api　を小心にもえあ
り

がってゐる｡摩IE3貨珠は古式な六方鰐の切+であるo　その

うちに飛犬帯,さらにうちは蓮華文である｡準身光のうち

は鞄坐供葦着帯,そのう-の三角形のあきまには,こ｣にも

摩尼賓珠をめぐる火煩がある｡さらにこの路坐供養着帯U)

うちは,三角形の屑光がある｡これはあさい彫りで,こまか

い焔である｡

1 P･ Pe】1iりtI '/'J〟f"-/iOli"ng, tome IVタParis 1921, Pl･193･

Pl･46,46,東壁左脇俳大鹿光背左右頂部

頭光の火焔が,分断された摩Jti賓珠の火焔であるに射し,

拳身光の火鰍まねもとをつないだ火燐(Pl.49, Rub. ⅠVA)

である｡焔は,わりあひに幅ひろく,さうして結癖がある｡

大まかな,党々たる火燐である｡光背のそとに飛天がゐるo

飛天は大きな摩帖賓珠をさ＼げ,なほ,その摩尼賓珠のうへ

には,本間をうめるためか,二つの楕図形がとんでゐる｡あ

るひは,これも観帖賓珠なのかも知れない｡
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1'1.47.東壁左脇俳大鳥光背右頂郎飛天

光背にそうて,身i渦をのばしてゐる.上111L琵をおこし,胸を

はり,脚をかろくまげてゐる｡右手はなにかもちながら,腰

のあたりにひき, ZrJ:fT2L,のばして摩旭賓珠をさしけてゐる.

摩厄賓珠は磐のう-にのり,火焔にとりまかれてゐるが,外

形が火煩と知られるのみで,刻線の末規はないo寅珠も,初

子であることはわかるが,角ぼった六角形でなく,楕固形で

ある｡上/,1倍は脚Iラで,身皆勤ゝぎりが線刻であらはされ,うす

い下裳も線刻である｡要するに,金管等が,裸形のやうに内管淀

がうねり,人骨寛としてのプt2ポォションに,忠賛であるより

株,かれらの激情をぶちまけるやうにみえる｡まるい頻は

やさしく,あどけなく,襲撃はわt)に小さい｡両腕にかしっ

た天衣が,力づよくひるがへり,うしろに減光をおふ.

pl.48^.東壁左脇俳大鹿愈壁右側供養天

う-の飛天のすぐしたの供蕃者たちである｡確聞とした

長方形の座休をつく　り,そのう-に,-絹の天人がひざまづ

く｡片膝をたてた胡路,両手には,なにかさしげてゐる｡天

衣が,大きく背後にゆらいでゐるので,つよいうどきが感ぜ

られるo顔と身照は,な＼めにむかひ,あたかも本尊を凝視

してゐるかのどとくである｡ JlJ肩の天衣も,下照の裳も, lF一

行別線のひだをもち,ゆたかな身骨課のうどきが,よくうかゞ

へる｡

したの供葦天は,ほゞおなじ賓勢であるが,右手を腰のあ

たりにおき,左手をさしだして,大きなI馴1香淀をさしあげ

てゐるo下骨汚はな＼めむきであるが,上絹は,ほとんど正面

むきで,顔は,またなしめである｡天衣が大きくひるがへっ

てゐるのと,四肢の大きなうときが,括礎な運動をおもはせ

る｡肉硯のゆたかさは,ラ-におなじく,朝は案外小さいo

光背のオ脇は,かなり風化して,外線の火fEvIも払どくいた

んでゐる｡

pl.4871.東壁左脇俳大鹿轟壁右側供養天

うへとおなじ供養天でありながら,すっかり正面むきに

なってゐる.したの像になるほど,jT:而形になってゐるの

は,意識してつくったものとおもふD　右手を腰に,左手を胸

にして,なにかつまんでゐる｡精はのびのびしてうつくし

く,瀕もきりっとしまってゐるo　天衣と下裳でおははれた

身皆18.つきは,いたって整備で,ふみたてた71=T凪は,巧背を無

硯して白由であるo

このした,長方形の休座のしたにみえてゐるのが,この大

鳥に判する右脇侍であるが,保存がわるいのは遺憾であるo

pl.49.東壁左脇俳大姦姦壁左側供養天

国版48Aに照廠する左脇供養天である｡飛天の足さきが

みえ,したに三段の距坐供養天がみえる｡光背のなかにも,

-一膝の脆坐供養天帯がある｡そのあひだに外縁の火煩帯が

ある｡頭光の光焔帯の火焔賓珠もよくみえる｡また身光供

養天背と頭光とがきりあってできる三角形の部分にある火

焔賓珠も,よくうかゞはれる｡彩色も,かなりのこってゐる

が,表面は風化していたんでゐるo

pl. r)OA.東壁左脇俳大鹿姦壁左側供養天

身光供養天背最下の天人である｡胡脆し,両手に,なにか

いだいてゐるo裸形にちかいうすもので,腰をつよくまげ,

首をつよくおこしてゐるo　すこし均衡を失した照姫が印象

的である｡この像でも,やはり天衣は大きく,背後に輪をゑ

がいてゐるo

pl. 60fi.東壁左脇俳大鳥轟壁左側供養天

この像は,正i幻にむかって安坐してゐる｡右膝をたて,右

腕をのせ,なにかつまみもって,本尊の方に顔をむけてゐ

る｡とくに鵬,陳のふくれたまる穀で,毅然たる表情であ

るo頚飾,腕剣,天衣,下裳などをあらはす刻練がみえるが,

そのしたに充賛した肉照がもりあがってゐる.腰にあてた

ノ,:_腕のつよい表現,単純な足くびの,しかし要所に力のぬけ

てゐない表現は,なかなかたくみであるとおもふ｡

Pl.r)i.束壁左脇俳大鹿姦壁左側下部

うへの二天については前固版で説明した｡最下にある立

侍の供養者は小さいが,脇侍とよんで,よいかも知れない｡

しかし,うへの脆坐供養者たちと,同様の,薄浮彫りである｡

なほこの光背供養天と光背内供黄天とにはさまれた火倍

の一帯はけづられて,追刻の三寵がみとめられるo　う-は

交脚菩薩の楯状寵,なかは坐俳の尖扶寵(Rub･1In),したは

未完成の坐俳の尖挟寵(Rub･IIF･)である｡レ､づれも第五,

第六湘外の小筒式で,あきらかに,あとからの追刻である｡

同様な悌寵は,なほ立像のしたにもあり(RubJIc),すぐわ

きの甫壁束方夫寵(15)の右下にもあるo未完成の俳名は,

扶額とそのまはりの千悌寵が,完成してゐるだけであるQ

寵内本食はあら彫りのま＼ ,寵外fr三右の脇侍は,その輪廓を

彫ったのみである｡彫刻のプロセスがわかって興味がある｡

pl. r)2.束壁左脇俳大鳥左脇侍

像高約1.34m除｡脇侍といふには本尊に封しあまりに/ト
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さいが,脇侍であることにちが弘はない｡う-の供養天人

よりは,あきらかに入念につくられ,しかも賓冠をつけてゐ

るo貿冠からは三角巾がたれ,冠のひもは,左右にひるがへ

ってゐる｡あさい彫りであるが,うつくしい大きい教,耳は

ながく肩におよび,大きくふくれた限葉にも,ながい眉にも

-･本の割線を払く｡免はまっすぐにとほり,鼻翼と序とは,

わりに小さい｡これに,やし払づんだ固形の頭光がつき,天

衣が弧状にひろがってゐるo　やはらかさうな,ゆたかな肉

甘語が,刻線のみであらはされる天衣と下裳U)したに,もりあ

がってゐるo　足をひらき,や＼右足に,おもみをかけながら

たってゐる｡のばした左手,胸にあげた右手,その指はつよ

く,うつくしい｡また腕にかしった天衣が,払ろい幅で左右

にさがってゐる｡

1'1. r):3.東壁左脇俳大鹿相撲額

この楯状額(Pl.41,Rub.IIA)は,中東u)水平部はある

が,南端の翼部はない｡それに菱形部も,糞形をなさず,梶

が奇妙に幣曲してゐるo　中央の水平部は, Vq画にわかれ,秦

部で六頂からなるo各頂は大小まちまちだが,一骨汚づ＼の

飛天があり,その飛天は梶内いっぱいに充満してゐる.その

ため,身絹の轡曲程度はまちまちであるが,だいたい腔から

太腿あたりを最低位にし,上7,t毘をおこし,足さきと手をたか

くあげてゐる｡頚かざり,腕輪も,~F裳のひだもみな刻嬢だ

けであらはされるが,かういふものに無関係に,はりきった

肉情が自由にうどいてゐる｡頭髪も,まんなかでわけ,中央

でつかねて大きな撃をつくってゐる｡惟幕は弧状にしぼる

が,その轡曲はとくにすくなく,退化形式である｡弓なりに

なった菱形部の群のうへに,幼稚な彫刻であるが繁天がゐ

る｡こ＼にみえてゐるのは拭笛,小鼓,庶政の三榎であ

る｡南がはには排管(節)と琵琶らしいものがみえる｡

(高0.らsm)

T'1. r)4.東壁中部北部諸姦

こしにLい部諸寵といふのは,上部でもなく,~ド部でもない

からで,メ.:.脇人寵の,すぐ右がはにあたるところである｡そ

れがこの剛枚の中央にみえ, FL'･Jj版の左端は,北壁本尊の身光

内演の碓起休符である0分計四寵あり,したは,二伸並坐の

尖挟寵であるo /.I_右の,柱頭飾にのった獣形がうつくしく,

また,本尊二脂も風化は払どいが,としのった作である｡明

窓の太卸十三年寵よりは形式化し,退化してゐるとおもふ

が,甫壁ならば第八寵(Pl･25)あたりと同時期であらうか｡

うへは,むかって右に坐俳の尖扶亀ノl三に交脚菩薩の楯秩

闘版解説47-57

寵と坐俳の尖扶寵とがある｡いづれも細手で,第五,第六洞

外/ト靖にみる式であるo　これらはみな,あとからの追刻で

ある｡おそらく,このところにあった~木像身光の外線火焔

背をけづって,彫ったのであらう｡

なはしたの容所に,外壁と患なじ千俳列寵を彫り,さらに

くだって,同種の俳寵(pl.68)をいくつもつくってゐるo(二

悌並坐寵高1.19 m)

1'1.56.両壁上部

西壁上部も,千悌寵が十九段ある｡南壁は,なかぶくれガ

から,うへにゆくほど,南にくひいってゐる｡天井とのさか

ひは,わづかにみとめられるが,栃もなければ惟幕もないら

しいo千俳寵のかさなりぐあひは, JfFたがひちがひにつ

んだものもあるが,こしでは,整然と上下にとはってゐると

ころが多い｡う-と,したとから彫ってきたためか,中間に

はそながい三角形の笠白ができてゐるo千俳列敵い二仰所

に,二俳並坐の尖摸寵がある｡これ払どちらもおなじ形式

で,小さい獣首排端をみるのみで,尖秩額にはかざりがな

いo　二価はどちらも,やしながい照躯をもち,いくらかきゃ

しゃであるが,初期のグルゥ78に展する｡

本館の光背,右脇年分はひどくいたんで,こ｣にみえるo

pl.56.両壁右脇俳大鹿

東壁の坐俳に封する西軍是の立悌楯扶寵である｡ほとんど

西鍔いっぱいにとってあることは:,東壁と同様であるo寵内

にひくい建座--いまは南の咋分がかけ,ラ-年分がこはれ

てゐる一一一一があり,大きな光背があるo完好な牛回状にまは

った光背は,貨にみごとである｡楯状額も,だいたい束の人

寵に一致してゐる｡俳像は,ほとんど,丸彫のどとく頭部が

とびだし,肩と肱は大きくはってゐる.通肩の衣は,両肩か

ら全身におよび,しづかにすそに逢してゐる｡たゞ,おしい

ことは,下年部が風化し,足の破現してゐることである｡衣

のひだ払おはまかな階段式で,その一段ごとに-一本の刻線

がはいってゐる｡目のなかにのこってゐるのは黒粕陶質の

破片である｡これは,もとより常初のものでなく,･Ij7i修理

の際に,はめたものにちがひないo (像高約6138m)

pl.FJ7.両壁右脇俳大鹿光背頂部

大きな光背の尖頂部(Rub.ⅠVB)がみえる｡この撃身光

の火焔は,連結してゐない｡ひとつひとつが瑞立して,その

かたちは,結癖のある岩塊のどとく,そのう-にゆらめく三
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っの焔がたちあがってゐるo　預光は叩パ′レメットつなぎの

唐草史私大まかな,のぴのある唐革で,そのおもむきはgJr

八抑こ似る｡ iF.の横断L'nJはふくれてゐるが,唐草のはくぼ

み,そのふちがするどくとがってゐる｡豆軒氾内16.は,押定俳

の一帯で,十一昭の坐俳がみられるoシムメト1)ックな通肩

と,右肩右腕をひとつにつゝんだ式との二唾からなり,レ､づ

れもまるまるとしたヴォ.)ウムのある俳である｡その光背

は線ぼりで二敏光軌さらに,本尊光背の中心は,蓮華であ

ち.や＼肉あつにつくられたのは.こしでは異例であるo

pl..R'8.西壁右脇俳大鳥俳il.像右手

右の手は,胸にあげて掌をひろげてゐる｡肉のあつい,頑

丈さうな手であるo　ひじやうに簡潔な彫りであるが,節--

線第五指にやはらかな形があらはされ,偉丈夫にふさはし

い表情のある手である｡

ゑりにまいた衣端は,ゆるやかなU字状をつくり,それ

に四本の刻線があって,ひだをあらはすo胸にたれる衣は,

より急なU宰状のひだをかさね,そのひとつひとつのひだ

が段とtj:り,なかに測線をいれ,したにゆくほどもりあがっ

てゐる｡きはめて整然とするが,これこそ･のちにひじやう

に蓉達する階段状のひだであるo

p1..的^, T}.西壁右脇俳人轟光背頂部左右飛天

光背のそと左右にゐる飛天であるo東壁のノ脇俳人寵の

ばあひとは逆に,そとむきにとんでゐるo手足をのばし,自

由にとんだ姿態である○下裳にはJf才げろ刻線のひだがつ

いてゐるが,ほとんど裸形にひとしく,第八洞あたりの飛天

に似る.こゝでは,天衣が背後から友和こかけて,大きくは

でにゆらいでゐる｡手にもってゐるのは･はっきりしないけ

れども,蓮華ではないかとおもふ0

1,I. 60.両壁右脇俳人名義壁右側供養天

さきの飛天U)したに,この三人の路盤供養者(Pl･26)が･

かさねられる｡称かこ払なにかさゝげっゝ胴旅してゐるo

肩からか､った酬Jと1頂が,身掛こIJ轢溝してをり･充貸し

た肉照のまるみがぢかに感ぜられるo大きな憩に大きな頭

光をおひ,大きく天衣を払るが-した,清新な括嵐にみちた

像である｡

本尊の右手がみえ,身光外縁の火焔帯がみえるo火焔帯

の下部を切りこんだ小さい二憐並坐の尖瑛額があるo y,一六

洞外小満式の休寵で,火焔をこはしての迫刻であることが

あきらかである｡

pl. 6l.西壁右脇俳大鹿愈壁オi側下郎

さきの樹版につゞく下部である｡こ＼はもっぱら迫刻の

/ト寵ばかりである｡囲きってい-ば,三段にわけられるが,

うへ第一段は,三つの坐悌尖拭寵と,やし人きな二悌並坐の

尖扶桑である.第二段は,交脚菩薩らしい焔秩寵と,その他

の小さい相撲寵であるo節二段は,専像不明の楯扶寵と,尖

抹寵がみとめられるoみな,第六洞外′ト清の式で,あさい迫

刻である｡

なは,この間取によると,右脇俳人寵の下部がみえる｡こ

こには,なんの造棒もなく,迫刻の′ト寵のみである｡

pl. 62A,B.両壁右脇俳大鹿轟壁左脇供養天

う-から第二,第三の供養天である｡ポゥズ,その他はま

ったく右脇のと同様であるが,相貌は,-人一人ちがってゐ

るo　こしにも,光焔~史帯を切って,後刻の小寵がきざまれて

ゐる｡

pl.63.両壁右脇俳大底稲枝額

この楯状額(Pl.55,Rub･lIli)ち,火曜の人徳に似て,やし

典例の楯状である｡異常な劉禍は惟幕のゆるい弧形が一

致してゐるo六直にわけた析伽こは.それぞれ飛天がゐるo

足をあげた同様な姿勢であるが,軸は,-･蚊にこの方があど

けない41･情をしてゐる｡射惇部U)ラ-が繋天でなく,こ｣

では分掌の供寒天である｡ (高0151m)

pl.64.両壁中部北部語義

こ｣も入鹿のわき,本尊光背とのあいだに,追刻の小瓶が

ぁる｡う-から坐俳尖扶免二俳並坐尖扶寵,つきが坐俳尖

挟寵と二伸並坐尖拭寵であるo茶所には外壁同校の小さい

千体列寵もある｡風化がはなはだしく,ほとんど,面貌はう

しなはれてゐるが,むかって左下の一編はほゞのこってゐ

るoとにかく,節八洞式の盟満なタイプで･南壁東部ドjjV)

諸悌寵(Pl･27)と-増し,東壁の･この怖分の小龍よりも,い

さしか市いとおもはれる｡ T3こほ,これからした･これよりふ

くにも,小寵の追刻がおこなはれたことは, Pl･69によって

知られたい｡

pl. 65,66.北壁本尊交卿菩薩像

本尊交抑菩薩像は総高16･25m,イ欄いっぱいに彫られて

ゐる｡賓冠は大井につき,足はとくに休を馨りさげてつく

られてゐる(Pl･69).だから,この右掛ま,公昭J淵のどれ

よりも,ひくい床になってゐる○本尊をつゝむ光背は,北壁
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仝rb1-にひろがって,半球状をなし,束四の壁にのぴてゐる｡

北壁令骨即こ,風化はなはだしく,本尊の表面もかなりにあれ

てゐる0両JE-17のいかつくはり,繭膝のはった像で,その金満

を郎するやうIJ:偉谷はわすれがたいo (扱高16.25m)

I)1. 67.北壁本尊交卿菩薩像頭部

大きな賓冠だったといよことはわかるが,このやうにす

っかり乳化してゐると,それ以上はなにごともわからないo

客白きはの頭髪も,部分的にのこるのみで,これからは想像し

がたいo　顔の前面などは故意にうちかいたらしいあとがあ

り,修理のとき,うはぬりの容易なために,やったことかと

おもはれるo　仝骨8.にまるく,大きく,やし囲筒状のブロック

である｡これにR鼻たちをつけ,大きな暁の輪を彫ってゐ

るo　とにかく,棚のゆたかなことが,この後の特色であるo

耳は大きく,あさく,うしろから銀髪がたれさがり,肩にお

よび,そのうしろに三角巾がさがってゐる(Pl.69)｡たぶん

冠の紐が光背のう-にひるが-ってゐたであらうo　預はわ

りにみじかく,胸前に頬かざりがや＼みとめられるが,との

あたりは蜂の巣のごとく小さい穴があいてゐる｡これはみ

な, 111r古の修理にもとづく,人釘の穴である｡同州かこ大きな

固有を貰ってゐるのも,こしに陶器の玉日比をはめたためで

ある｡ (主軌萄4.61m)

i)1. 68.北壁本尊交卿菩薩像胴部

この靖で,全身を-一一度に撮影することは,不可能である｡

これが,門Uから正面に,戯fTJで撮影した-本尊の仝容であ

るo　これでも,頭,Wはかくれてみえない｡袖肩のJflぼり,柄

膝のつよくはりだしたのが目だってゐるD　液のしたのきれ

とみも随分ふかレ､｡腰以下はrll-裳をつけ, i.骨笠は裸形であ

るが,左肩から右した-幅ひろい領巾をかけ,胸にはノr-_右か

ら連鵬形の板状洩かざり一一これにはまるい鈴がくっつい

てゐる一一玉をつらねた頚かざり,それから,ばねじかけの

金屋懲らしレ､獣頭U)茸かざりがあるo戯頭はたしかに虎虎

で, LILLlに玉をくはへてゐる｡腕には腕輪がある｡偏平な

もので,五健になり,なかの一俵は連珠文になってゐる｡こ

こに預髪が,ひとすぢたれてゐるのがみえる(P1166)｡腕さ

きは崩壊して原形を察しがたいが,たぶん,まへで両手を招

じた形式(第八･九雀, Fig.40)かとおもふo左手は補強のた

めに,そのしたに支柱がたってゐるo　小柱であるが,その意

匠は一種の篠凡のごときものであるo　これに似たことは第

十八洞本尊の指預(Pl.116)のばあ弘にもみられるo脚は

全曲的に,うすい衣につしまれてゐるが,ふとい脚の発寒し

固版解説r)8-71

た肉塊(Fig･48)は,そのうへから充分にみとめられる｡衣

文は,右脇大像に似た形式で階段状になり,すそはつしまし

く足くびをつしんでゐる｡

Pl.69,70.北壁本尊交卿菩薩像足部

且もとは土でうまってゐた｡これは1940年の蟹掘のあと

である｡掘ってみると,長曜五清の:)与通な外庭より,石階二

段分払くい｡門口に,常時きりだした石階があった.しかし,

まじ-た足さきの部分は,このとはり未完成である｡なぜ,

この部分だけが未完成なのかo　それは永久にとけない謎か

も知れない｡けれども,これこそ,また石靖造営の謎をとく

鍵でもあるだらう｡このやうすでは,休もとしの-られて

ゐないのであるo足くびのまはりを整って,足くびを彫りだ

していった順序は,わかるであらうo　しかるに,この手まへ

の右足は,すっかりこほれてゐる｡レ､まのこってゐる指の部

分は,あきらかに様式がちがtl,申茄の補足である｡爪もま

るく偏平であって,おそろしくったない.それでは,左足は

といふと,これもこはれでゐる｡あるひ!は,この部分の石

が,劉離しやすい脆必なものであったために,末光成でをは

ったのであらうかo　しかし,みかたによれば,足だけはとも

かく完成したが,たゞ床は未整規のま＼ほっておいた,とみ

られぬこともない｡では,いまある方の足指は,どうであら

うか｡これは北魂のものとみとめてよいo　しかし,この人

本尊に封し,すこレトさすざるやうにみえ,またきゃしゃす

ぎるやうにおもふ｡どこか,間にあはせに,よそからもって

きたものでないかとおもはれるoしかし,どこからもってき

たか,それはわからないo　とにかく,この偉大な本尊に,良

さはしくない足だといふととだけは,たしかである.

この足のむかふに毒瞳の獅十(PL70)がみえる｡それに

ついてはつぎの臓版にとくが,こ｣では,いかに不釣介に小

さい養座であり,獅子であるかといふことに,心をとめられ

たい｡

pl.71^,B.北壁本尊賓増右獅子

養座はひくい五成の),貞減産らしい｡左右に獅子のゐるこ

とは一般の交脚像におなじである0 9,Tl禰権の角にあらはさ

れることも第六洞方柱(第三雀, Pl･138)に,その例がある｡

tF_両からみると,頭をのぼした獅子で,両脚を左右にふんば

ってゐるらしい｡勤はわりに′トさく,毛なみがゆたかで,胸

からしたに,稜線をつくって毛のさがってゐることは,これ

も一般の交脚像にそふ獅子　たと-ば太卸十三年龍一　に

おなじである｡側由1-にまはると,その毛h:みゆたかな縄張
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那, tJ:＼d)にさがってきて,腰をおろしてゐることがわか

るoおしいことに,いまこのあたりは破損がひどく,なにも

みえない｡

鎖捕虜のふちには迫刻の小寵　それは第六洞外小筒式

-　が彫られてゐたらしい｡

pl.72.北壁本尊感光左牛

この部分は,ほとんど風化してゐる｡いまそのなかに,か

らうじてたどれることは,外囲の牛パルメット唐草文帝,内

債の合掌路盤供養天帯,碓定盤悌帝と中心の蓮華文であるo

その構成は,内壁の右脇俳にやしちかいが,供養天守だけは

このjJ'が一多い｡しかし,蓮華文の彫りはあさく,むしろその

新は東壁のZl三協俳にちかい.ちゃうど, 5泣帝がひるがへつて

ゐるあたりが,とくに破現して,その存在をたしかめがたい

のは遺憾である｡

1'1.73.北壁本尊身光左部

これは拳身光の/I:.端である｡外縁の火格背がみえ,内擬

の稽定休帯がある｡これをわかつさかひ払連珠文であるo

碓定の坐体は正坐し,すこしく顔を本尊のjjにむけてゐる｡

まんまろい頭と肉質とが,特徴的である｡火はうすく,衣文

は単純で,骨汚格はがっちりしてゐる｡

Pl.74.天井

南がははまっすぐである.北がはと東西は光背の轡曲に

したがってまるくなってゐる｡だから,かたちは一棟猫卒寿な

ものがある｡しかし,天井そのものは,案外水平である｡お

しいことに,いますっかり剥落し,なにもみえないo　たゞか

らうじて,光背の終末をたどると,ほとんど,その南がはの

中央に達するらしい｡したがって,純粋に天井として,その

本水の意匠を要求されるところは,東南隅と西南隅の三角

形になった,ほ/i,のわづかな部分のみである｡ところが,こ

こにもいま,なにもみえないのである｡
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第　十　八　洞

pl.7r).第十八洞外壁

これは1940年の寒地以後の光景である｡このま-にた

ちふさがってゐた民家は,とりのぞれたが,まだ,いくらか

瓦磯の堆積がある｡手ま-の石塊のあるあたりに岩木のは

しが東西にはしってゐるo　もとはこのあたりまで岩ILlが傾

斜してゐたのであるo垂直に切りとった外壁には,なほ頂卜

に,若干の石づみがみられる｡藍をたかくしたのは,雨水が

前面にながれおちないためである.外壁には大きな明窓と

門口とが口を払らいてゐる｡門口は小さく,アァチ形,明窓

は大きく,隅とりの方形であるo　この明窓のわきに,/L三石に

一つづ＼長方形の梁孔がある｡槻木の溝,横穴の列のある

あたりは,風化してゐてよくわからh:い｡ (門日高約5･00m)

pl.76.明窓とfJE]｢J

もう一歩ちかづくと,榊L勺本尊の仝貌が,うかゞはれるo

右手をたれ, /.I_手を胸にあげて水城をにぎった立像で,堂々

としてゐるo F牛身より,上牛身がやし大きいのは,したか

らみあげる効果を,かんが-てのことであらうかo　明窓は

大きく,門口は小さい｡そのいたいたしい,風化破損の状態

をみJ:.第十六,第十ヒ洞よりも風化の皮がはIj:はだしく,

外壁の千俳はどこにもみとめられない｡ (窓高約7･50111)

pl.77.門口東側

この門口は細くたかいo Lかし,;jTト七洞のごとく,洞L勺

が掘りさげられてゐないから,こゝには階段がない｡門Ll

としての特別な造棒はなく,迫刻の沸寵ばかりである｡ほ

ぼアァチ形をなすが,天井には迫刻もない｡それより,上部

の崩壊がはなはだしく,秩門のう-は,やせほそってゐろo

しかも,これを補弘するためれZJ-･..右に材木をわたしたらし

いきりこみがある｡これもよくみると,建設常初の北塊の

ものらしいのは,もともと,このあたりの岩が脆弱であった

ためであらうo

尚壁は,つぎの粗放でもみるやうに,とちゆうでをれて,

まへにで｣ゐる.それだけ鉄門のわきは,ほそくなってゐる

のであるo　そのうへ,そとがはは,風化で三分の一ぐらゐは

なくなってゐる.

いちばんよくのこってゐるのは,中段のうちがはで,三範

になった俳寛ぐ4)であるoあさい天蓋ふうのかぎり,それに

七悌列寵,つぎは理路のさがった楯扶寵,それが五間にわか

れ,交脚菩薩に,牛蜘思惟に,伶生体といふふうになってゐ

る｡それに交脚菩薩は,地母柵が納脚をうけてゐるし,∠ド伽

思惟像はうへに天人がとんでゐる｡つぎの寵(4b)は,まづ

三間にわかれ,そのまんなかに,生休の尖抹寵がある｡ノー二右

の闇は上下二段にわかれてゐるが, /I:_の間は破扱,茄の問は

坐俳と倍生体がみえる｡したの寵(4C)ち,三間にわかれ, [い

央は坐併尖扶寵,左右の間の上段は,はっきりしないけれど

ち,練磨と-文殊の封開陳であるらしい｡こまかい複雑な作

で,そのすみすみにいたる入念な彫刻と,あらゆる専像の形

式をとりまぜた,マ./ダァラfI勺なくみあはせとは,興味をひ

く｡これらの南にほおなじやうな,しかし,すこしせまい併

寵(2)がJ./F三段にならんでゐたらしいが,これも坐俳尖

抹寵の_L寓だけが,わづかに判別できるだけである｡

最下層は,二寵がならんでゐるけれども,これも破損がひ

どく,うちがはの生休尖挟寵(5)那,みとめられるのみであ

る｡

さて,払るがへって土居であるが,これはそとがはに破損

した楯状寵(1)があるo内部が生体であるのはめづらしい｡

うちがは,つまり,那四寵のう-は,また1勺がきりとられて,

南壁のガにまはってゐる｡南壁とも門H側ともい-る部分

であるが,こ｣に保イf-･のよい,交脚菩薩の楯状寵(3)がある

(Rub.VF)｡放上に七悌列亀つきに楯状額があり,寵内交

脚像は,地母碑が脚をうけ, fL:_右に路坐の供養者がゐる.ノ1ミ

右廟には,すらりとした脇侍がたち,五成の座には銘lS･があ

り,Zl=_右に獅子が上身をのばしてゐる｡さらに賀壇があり,

博LLr臆削心にして,俗形男女の供養者がならぶ｡筆的･峯

然たる併寵で,したの節三寵と,共通したところが多い｡こ

の寵のそとがはに,小さい千悌寵十tlLAをうめるが,そのうち

の七寵までが二悌並坐寵である｡

なほこのうへ,北rbl-した部分は南壁でなく,それより-1磯

と,おくまってゐるわけであるが,そこには未完成の二つの
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軍閥石窟第十八洞

命がある｡たゞ寵形と坐俳の輪廓だけを線刻してゐる｡

(節三寵高約0.88 m)

1'1.78.門口西側

こしにも,上部の崩壊のあと,補強材をよこたへた切りこ

みのあとがみられる｡せまい西がはの軌b1-には,最上部に

交抑菩薩の楯状菟(1)がある｡う-に′トさし､坐俳列寵をな

らべ,三間にしきったノ】三右にはl分掌の立侍がゐるo　立侍の

うへの飛天は,おしくもこほれてゐるo本尊の面貌は,こは

れてゐるが,手はうつくしく,獅子が大きく堂々としてゐ

る｡本尊は脇侍とともに,ほっそりとし,第六洞外′ト碍式の

衣'文であるD

中段は,二俳並坐の尖挟轟く2)であるが,崩壊ははなはだ

しく,第六洞外小満式の衣裳であることが,やっとわかる｡

しかし,これには焚増の銘麻があって,つぎのどとき刻文が

ある｡

大茄茄､､､

可敦E]､､､

道斯故2､､､
?

准口､､､

□乃口､､､

淵口､ ､ ､

賊之rJ､､､

何掌平､ ､､

以玄左横書幅?､ ､ ､

'ii揮口人､､､

二方妙仁コ[コ､､ ､

[コ[コ､ ､ ､

大茄茄は,鮮卑族についで,ゴビ高原に雄飛した北方遊牧民

である｡たぷん蒙-I.一族であったとおもふが,粍蝿ともか1
1)

れ,『銀器』雀百三にその博がある｡大牛摩滅して文意の通
i))

じがたいのは硬念であるが,なかに可敦とか, (吐)谷洋の文

字がみえるのは興味をひく｡

下段は,天蓋をもった大寵(3)があり,そのうちわきに三

鶴(4-6)がたてにならんでゐるo　いづれも繊細なつくり

で,あとからの迫刻であることがわかる｡天蓋大寵(3)め

内部はわからぬが,第十円洞から第十六洞の下府に多かっ

た特殊な形式であるのは作意をひく｡

なほ,こ｣にも,門上北面のところに坐俳の寵が二つある

(pI.94)｡これによっても,この門上架木のきりこみが,北魂

時代にさかのぼることを推測できる｡ (幅1･80m)

]藤田登八｢様々山国鮮及び吋汗餅につきてJ (東洋畢執欝13番,

1艶,のち『東西交渉史西域常』所収),東京19..03年刊｡

Ll松田孝男｢叱谷津遣位考｣ (史畢雑誌,歩48桐, ll, 13雛),東京1937

年刊｡

丁'1.79.80.明窓東側および西側

明窓は大きく,たかく,側壁の幅も門口より大きい｡天井

は崩壊してゐるが,もとよりなにもなかったかも知れないo

側壁の追刻の寵は束に四つ,丙に三つであるれそのあひだ

をうめて,整然と小さい千怖寵がある.

こ｣では,なは内壁の上部と,本尊の伴立して前壁にせま

ケこゐるさまとを,注意されたいo

I)1.81.明窓東側

風化と亀裂で葦に惨塘たるありさまである｡上部にみえ

る外壁からの切りこみは,いはゆる梁穴であるが,いかに大

きなものであるかゞ,これでわかるであらうo壁面は,わり

あひに整然と峯理されて,上段とT段が,外壁とおなじ千体

寵,中段が四つの迫刻寵,そのうちしたの二つはたしかに-

封寵(3a,b)で,共速の天蓋かざりがあるo　みなきゃしゃで,

第六･mm-]外小箱式の衣史をもち,時期も患なじであったこと

が知られるo

pl.82.明窓東側二俳地理姦(1)

この寵は南の寵よりすこL小さい｡だから-封でないや

うである｡わりあひに保存がよく,紋損は,明障+の梶をは

めた穴だけである｡うつくしい弓なりの尖扶額と,四脚の

林座をうつした賓増が目をひくo　なかは二俳並坐で,どち

らも右手をあげ,左手を膝う-にたれてゐるが,Zli手の畢は

たが仏に反射のむきである｡また,左の坐像の右膝が,右坐

像のために,かくれてゐるのも,めづらしいことであるo　な

で肩をした照躯で,衣文も第六洞式であるが,内衣をむすん

だ紐は,みえてゐない｡まはりの分掌供養者たち,すわった

七俳,それに弧状の惟幕,みなほっそりときゃしゃなタイプ

で,頭光もそれに廠するやうに,固形でなく,さきとがりの

火焔形になってゐる｡寵内外のつりあひもよくとれて,貨に

整然とした悌寵であるo賓壇には供養者がなく,たゞ,中央

に無手の銘庫がある｡状端の獣形は,萎縮してをり,ノC:端に

小さい一瓢頭がみられるのみである｡ (節-寵高1･40m)

pl.83.明窓東側安坐菩薩愈(2)

糖のたれかざりと,楯耕額よりなる寵であるが,そとのJr-.

廟がなくなってゐるo　貿増には,北龍によく似た,四脚休座

がみえるが,こはれて,よくはわからない｡まんなかの本尊

は,交脚形式でありながら,岬をまじへてゐない｡ J■三脚をた
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て,右脚はrll谷にうかせでゐるQ　この形式のものは,称千一

洞f,A)に二例(第八･九雀,Pl･5fi,43)あった.さうして,こま

かレ､弘だをもった衣文が,払れ状にするどく,ひろがってゐ

る｡ ZLi右の隅に,獅十の頭だけが,大きくあらほれてゐるの

は興状であるo右麻には二人の介掌天人が彫ってある.こ

れも長身痩躯で,よく本軌てつりあってゐる.楯株の梶の

飛天と化4:_,そのう-の合掌比丘群,いづれも繊細で軽妙な

作である｡

pl. 84.明窓東側交卿菩薩金(:ia)

うへの二鳥からうつって,この寵(Rub･VA)をみると,た

しかに別人の作であることがわかる｡う-の二寵は同一人

の作でないにしても,きはめてちかV,｣二人の作である｡こ

の俳寵の方が,すこし古いのかも知れIj:い｡楯供をみても,

この方がかっちりして,あれほどに繊細軽快なところがな

いo楯桃内の飛天は,古式の塞+形である.楯状のしたに,

三角垂鮪があり,弧形にしぼった幕がある｡三間にわかれ

た寵州,Cは,交脚許薩像と,左才での脇侍がゐるo脇侍はすら

っと立った長身ではあるが,レ､くらか立伊那勺な観照があり,

あれほど乎ln-的に徹底してゐない.楯状上の供養者像をく

らぺてみても,この方が不徹底であるo

楽壇には,無′ナ二の銘演を中心にして,左右に供養省たちの

平板な浮彫があるo　なか阿片劉ま比丘,あとは9王女の俗形で

ある｡女-(･はpF袋, 91-1･は袴+をつけ,みな- ･枝に分掌して

上骨控をまへにまげてゐる｡天蓋はまづ屋根形があり,その

うへに,三角形と捗il形,とのかきりが交Lklにたち,したに三角

形と鰭のたれかざりがあり,隅ごとに流蘇がさがってゐる｡

固形かぎりは,もちろん連射恥軒形U)硬化である. (寵高約

1.()Om)

pl.8.I),明窓東側交脚菩薩寵(3a)本尊

かざりをひじゃうに簡略化した交脚像であるo Lかし,髄

は,念いり忙しあげられてゐる｡やりまそおもての,と㌧の

った朝であるo　免すぢはとはり, Uはひきしまって古拙笑む

うかぺ,/1割ま弓なりにながく,眼はほそく,あかろく,耳はこ

のうへなく長大であるoした顎のiE面が角ばヶ⊂ゐるのは,

このあたりの像に共通してゐるo　冠は三m-先fといってもよ

いが,簡略になって三角形を三[宙にたてた,いはゞ三山冠で

ある｡手もかたちはよいが,指は彫りわけないましだし,腰

の下裳も略されてゐて,わづかに膝の左右に,ひれ状の奴縛

をみるのみである｡

ひくい,かざりのない椅子に,腰をおろしてゐるわけであ

刷版解蕊78-88

るが,その左右に獅(･がゐる｡首をあげて,前脚をふみひら

いた,もっともふつうの形式で,卜寵の獅子とすっかりちが

ってゐる｡

pl.86.明窓東側二俳並坐姦(:3b)

これはおしくもこほれてゐるが,二伸並坐の尖挟寵であ

る｡瑛額の七俳も,秩額上の供養演･も,すっかりいたんでゐ

る｡ほそい傍杖のう-に小さい扶端の獣形がある｡寵内は

ゆったりとし,右の本尊は比較的よくのこり,軸は北寵(3a)

によく似てうつくしい｡衣は垂帯のない式で,わりにかん

たんである｡寵傍の,腰をかけた分掌の比丘像も,比較Lrl'･)よ

くのこり,伶衣の田相がうかゞはれる｡銘直に文字はなく,

そのわきは,竹形と女イイ象の,ひらたい浮彫である｡ (寵高

1.50m)

Pl_87.明窓西側

こ｣の三寵はわりに敬愛的におかれてゐる｡あとはぎっ

しりと小千体を彫る｡ほゞ中火の_LA卜-直線にならんだ長

方形の穴は,明障十の梶を,はめたものである｡なしめには

しった亀裂に,水の棟が二本いれてある｡これが,どのくら

ゐe)故J)のあるものかわからぬが,おそらく,この他裂は首

初のもの,したがって,襖の穴もまた倍初の施設をしめすも

のであらう｡う-から二つ目の坐lLjP'寵(2)は,この鮎裂をさ

けて彫ったやうにみえる.

pF部は,六段に方形の石塊をつめて,確面の胞表題部をおぎ

なひ(Pl.92),そのうへに千俳小寵を彫ってゐるが,よくな

づんでゐるので,巌人かどうか,わからないほどである｡

Ill.88.明窓西側中部諸魔(卜.i)

う-の二俳並坐の寵(1),したの二俳並坐の寵(3)は,ほ

ゞ一致して,東側の諸寵,とくにう-の悌寵に似てゐる｡こ

れに反し,坐俳の尖扶寵(2)はやしちが払,丸潮の第八洞式

で,箭十三洞南壁あたりの沸寵(芽一十各, Pl.21)に似て,古

式であるoよくみると,/ト千俳はこの寵をさけて彫ってゐる

形逃があり,この寵は,またしたの亀裂をさけて彫ってゐる

らしい｡したがって,この寵あたりが,いちばんさきに彫ら

れ六二やうである｡

なほこの千併小鳥には,まるレ､ふくれた秩額のなかに,さ

らに線刻で尖扶額を_,つくったものがある｡してみると,こ

れが本衆のもので,ないものは略されたものとかんが-ら

れる｡つまり,この時代では,尖伯をもたない凶排額といふ

ものは,まことに典例なものであった｡
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pl.鮒.明窓西側二俳並坐蔑(1)

完好な尖抹額と大きな賓増とが封癒してゐる,尖排額に

は硝淀の七俳があり,棚端の二伸だけは,抹端の獣頭がくは

へた蓮華のう-にすわってゐる｡楽壇は無字の銘庫を111心

にして,左右にあさレ､浮彫の供養者たちがゐる｡僧形が-,

その他九人は升J'･修,みな･分掌してまへにかゞんでゐる○

煎餅分掌の脇侍供養者は,そとがはの-鰐を,うしなってゐ

るが,長身で,軸が小さく,足の大きいところ払東側の上亀

(1)に似てゐる｡寵内はゆとりがあり,二年がなしめに相む

かふ｡同形であるが,左手の掌だけは,たが弘にむきをかへ

てゐる｡さういふ鮎が,衣文の簡素なところとともに,東側

の_L寵(1)によく-鼓して,同類とおもはれるが,面貌の表

情だけはすこしちがふ｡

pl.90.明窓西側坐俳轟(2)

天蓋かざり,それから飛天のさしげろ理路かざり,そのし

たにがっちりした尖扶寵がある｡尖扶寵のそとには合掌の

供養者たちが-まはりとりまくoそのうち左右の二鰐だけ

が恰形である｡その固形光背,もしくは同形にちかい光背

が,すでにうへの俳喬(1)とかはってゐる｡身倍もむっくり

としてちがふo　ことに本領は,肉鰍こまるみがあり,衣文も

しなやかで,大和十三年の寵(第十一巻, P】･ 17,18)に似るo

寵内*-.かこ介掌の脚仲子T.億があり,その路上に飛天がとぶ｡

さういふところが,第十三洞南環悌寵(第十巷, Pll21),また

第十七洞東壁の悌寵(Pl･42)に似てゐる｡

尖秩親も七俳がならぴ,傍梓のうへに虎形がたち,ひじゃ

うによくと｣のってゐる｡賓噂は無字の銘庫を中心に,左右

に六骨護の供養斉と,-封の獅r-がゐるo　とにかく,装飾的に

完備して,間然するところなき好例である｡

I)1.91.両壁上郎東牛

こ｣からみると,明窓は, 7ァチといふより,隅とりの方

形である｡明窓のう-に,-一列の坐俳があり,そのうへに三

角形の垂飾と,鰭のたれかざりがあって,天井になる○

明窓は大きいから,明窓のわきは,自然せまくなる｡坐悌

列のしたにもう-一一列の坐俳をおく｡そのしたから明窓の底

面までは禿段の怖寵があるoそのうち二俳並坐寵がTLつ(1,

3,4,8,9)あり,そのしたに交脚菩薩の三尊寵(10)があり,

こ｣で明窓のしたばになる｡なは坐俳の寵(2)が最上の第

五膚にあり,俳立像(5,6, El)が第三暦と,第二暦(E2)にあ

る｡なほ小さい二伸並坐寵が,節-暦のわき(ll,12)にあ

り,さらに小さい-一例(7)が第三犀にある｡このうち立件

像の二例(El, E3),二俳並坐の-一例(E5)は,むしろ東壁であ

るoいづれも,堂々たる威骸のある悌像で,小椋に初期の製

作であることは,うたがひがない｡ことに四甘:.護の俳立像は,

ほゞ一枝で,この石満本尊の像容に一致し,′ト像にもかしは

らす,葦感があふれてゐる｡二俳並坐寵の偏平な扶顔には,

たくさんの椎定価をならべ,そのう-には,供養者の頭部を

A:らべ,にぎやかである｡また第三層の二併並坐寵(4)帆

棄権に香煙をltl心にした供養者像が十二醍ある.みな北方

系の服淡である｡第-厨の交脚菩薩寵(10)のまはりには:･

小さい千俳寵をうめつくしてゐるoこれはあきらかに冨岡

末期の迫刻である｡

Ⅰ'1.92.南壁上部西牛

両年は,末年とちがって,天井に接した最上坐排列のした

は,寵のなレりトさい千俳である｡合計二十七段,一段最大二

十五皆詮で,さうたうの数にのぼる｡つぎは二俳並坐寵(39)

で,淋疾形式の四脚の賓壇がある｡ /r-.右は壁をけづりとっ

て,六人の,大きな供尊者とも脇侍ともいへるものを,あさ

く彫ってゐるので異色がある｡つぎの二俳並坐寵二つ(40,

41)は大きさがちがってゐる｡この二つの俳寵は,洪頻のう

-に,比較肘大きな脆坐供養者像のあるのがめづらしい｡

たゞ内の寵(41)では西壁にまはって,もう-牌,蓮枝をもっ

たものをよぶんに彫ってゐる｡ -Jぎの小さい二俳並坐寵

(42)は, iiB肩の中国式衣文で,やゝちがふ｡しかも,これに

は尖耕額もないが,よくみると,左肩にあさい彫りの縄定俳

がひとつあって,これが尖秩額のなごりを,しめすものかも

知れない｡つまり,このあたりを,後刻の千俳寵でうめる際

に,かういふ破壊になったのであらうか｡

このしたに,攻囲半薩の楯排亀(43)があるoこれは鹿部

%L･暦の交脚菩薩寵(10)に照燃し,作ゆきはすっかりおな

じである｡このすぐわきに俳の立像(44)がある｡これは童

十たちの供養する像で,アシヨカ王因縁をあらはすもので

ある｡なほ,この石積の本尊によく似た侠客であることも,

注.iT:される｡

pl.9:i.両壁下部東牛

こ｣にも二悌並坐の寵は多い｡そのうち,上層二寵(15,

16),申厨二寵(17,23)払最初進達のグルウ7Bである○まは

r)の浮彫小像も吐き/1:_きとして結束がある｡上層には門tj

にちかい西部に,これよりや1おくれた一群がある｡門口

側壁上潤め寵(鹿1,2,押1)と,ほゞおなじ時代であらうo

ぅへに二俳並坐の寵(18),したに坐俳の寵(21),掛こまた
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二俳並坐の寵(22),そのあひだに,また小さい二併並坐の

寵が二つ(19,20)あるoこれらはたゞちに,一群といへない

かも知れぬが,退避に際しては,輯接な関係のあったととは

うたが-ない｡

なは中層には,東端に寵をもたない坐俳(26)がある｡下

厨にも,風化してゐるが,同様な坐俳が四髄(33-36)なら

んでゐる｡それから交脚菩薩の寵(37),坐俳の寵(38)があ

るが,これらも風化がはなはだしい.

それから中層には,東壁脇価の千･のしたに,あたらしい追

加の小鳥が二つ(24,25)あり,また二悌並坐寵(17)の賓壇

をけづって,いくつかの′ト禽(27-29)が追加され,しかも未

完成にをはってゐる｡未完成の寵払なほ,ラ-の千体′ト寵

のなかにも二つ(14,15)ある｡これらはみな坐俳だが,価

寵(23)のしたには,交脚禽二つ(30,31)と,二悌並坐寵一

つ(32)がある｡それから,風化して,一々かぞへられないけ

れども,小さい寵が床にちかいところまで,いっぱいに彫ら

れてゐる｡

pl.!)4.商壁下部丙午

下部畔ドの大部分は千体喬からなり,そのまんなかには,

二悌並坐の寵(45)があるo　この寵はやし大きく,寵のうへ

に左右から頚をさけた伏葦像が彫られてゐる｡つざは門口

にちかい部分に,一段をれまがって,大きな坐悌尖妖魔(48)

がある｡このう-,三段の小坐悌列寵は,直接この俳寵にむ

すぴつくものであらう｡これらは初期のグルゥプに脇する

最末期のものである｡

これについで,門口にそうた,たての一列に坐仇尖扶寵

(49),坐俳尖挟寵(50),交脚菩薩寵(51),交脚苦薩禽(52)

が彫られ,さらに忠くれて俳寵(48)の寅矧こ交抑菩薩(?)

楯状寵(53),交脚三洋薩楯状寵(54),交脚菩薩(?)楯扶寵

(55),坐俳尖扶寵(.56),尖洪庵(57)が退JJnされ,憐寵(45)

の西おくに二俳並坐尖拭寵二つ(4=6,47)が追加された｡下

層も,なはたくさんの俳寵が彫られたらしいが,風化がはな

はだしく,いま←一々かぞ-ることはできない.

pl.95.両壁東部中層諸愈(10--L6)

うへは交脚菩薩の楯秩寵(10)である｡楯状毅は性そな

がく,菱形部が特殊な轡曲をし,弧状にしぼった幕も, iFLも常

なふくらみをもってゐる｡全長を十三の格問にしきり,その

なかに飛天と他生とを交互に彫ってゐる｡交脚菩薩は/rJ_右

に獅イ･を弘か-,また年臥臥惟像を脇侍とすること,つねの

ごとくであるが,三間にしきってゐない.寵r勺はゆとりが

固版解説89-96

あり,各像はどっしりと竪満な照脂をもってゐる｡身照は衣

文などあらはきない簡略なものであるが,瀕は入念につく

ってゐる｡それは,ゆたかであるとともに,充貸して誇張さ

-ある｡もちろん,その面貌は,このあたりの初期の俳寵に

-jl,:通なものでありながら,より徹底してゐる鮎が,みのがせ

ない｡

そのわきに二俳並坐寵(ll,1L2)が二つあるが,う-(ll)

はかぎりのない,ほそい尖=供額をもってゐる｡尖扶額のう

へに,供養者たちの頭部だけあらはした,ほそレアァチ形が

あるが,これはあきらかに,覆鉢形の封二i二である｡このうへ

に,さらに貿増があり,その南端に,階段状の突起がある.

喫定のあひだに,固形のものがみえるのは,かういふばあひ

によくあるごとく,化生の頭部であらうか｡毒のうへに,

三本の利杜がみえてゐて,塔形であることが,あきちかであ

る｡つまり名賀俳の多賀塔である｡

そのしたの,二つの二悌並坐寵(13, 14)は,未完成である

ことが注意される｡束免(13)は,本尊二俳が完成し,扶額は

完成せず,ほそい練彫りの輪廓が,あらい壁面にみえる｡内

寵(14)は,状額の輪廓なく,また,本尊頭部も完成してゐな

い｡できあがった胴照に,あらけづりのま｣の,大きな労郎ミ

ついてゐる｡

したにある二つの二沸並坐寵(15,16)は,これによく似た

悌寵で,あらゆる鮎がほとんど一致してゐる｡しかし,西嶺

(16)の俳はとくに大きく角ぼって,ヴォリゥムがあり,膝に

おいた左手も,どっしりしてゐる｡この手は未完成らしい｡

それに顔も人きく角ぼってゐる｡別人の手になることはう

たがひをいれない,東寵(15)は膝に衣'交なく,とくに略し

たやうにもみえるが,寵傍の供養者などあらい表面からな

り,未完成の感もある｡尖扶額はせまく,それぞれ,九骨程の

坐俳を彫ってゐる｡布をく1ったやうな柱頭飾,それに小さ

い獣頭秩端がのってゐるo

pl. 96.両壁東部下僚譜轟(i.5-17)

この中央部の,二憐並坐寵(17)は,おしむらく頭部をうし

なってゐるが,手のはりはうるほしいo　せまい扶額には,坐

俳の列がない｡挟端の獣頭は小さく,杜頚飾は日だしたい｡

左右の藤椅子に腰をおろした比丘合掌像は,すぐれてゐる｡

豊満な骨畏服を田相のはっきりした僧衣でつ｣む｡そのうへ

に二段の脆坐供養者があり,最上には,ダィヴィングのどと

きかっかうの,合掌あるいは奉華の飛天を,シムメトlJック

に配してゐるのが,めづらしい.この賓増には,あさい彫り

であるが,香臆を中心にした供養者の一群があったらしいo
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いま,わづかに竹形二人しかのこらす,あとはみな迫刻の小

怖寵(27-29)によってけづりとられてゐるoそのうち東端

の--坐俳寵(27)は末光戒であるoなほ廃端の′ト寵(24,

･25),内隣U)小鶴(30,31)は,みな貿機の迫刻小寵(27-29)

と,ほゞ同時の迫刻である｡

東端無寵の坐俳(26)は,大きな拳身光をおふ｡かなり風

化してゐるが,したの四俳(33-36)よりは保存よく,通茄

のこまかい衣丈がみえ,それに手中にも,なにかもってゐろ

らしい｡

1)I. 97.南壁束部下盾諸姦(18-2:i)

この中心には,二伸並坐寵(23)がある｡やしひろい無文

の秩執供葺者のう-の弓瓜状の幕,しなやかな/r-一右の供養者

の像,渦文のくりがたを練かざりにした休座など,注意をひ

く｡本尊は,あはれにも頭部をうしなふが,膿矧まやはらか

く丸みをあらはし,よくとゝのってゐる.南壁初期の諸寵

IIl,いちばん蓉過した形式である.

ぅへの二併並坐の寵(22)はこれとはちがひ,もう一段お

くれてゐる(Rub･V｡J)o本酎よおしむらく頭部をうしなふ

が,第六洞式の服装をし,みごとなできであるoそれに売好

な紺に俳のある鉄瓶ふっくりとバランスのとれた脇侍,規

則たゞしい弧状の惟幕なと,完成した怖寵の形式である｡

杜粥飾をふま-た扶端の黙形,賓壇にならぶあさい搾彫の

供養者群も日を払く｡銘掛こは文字がないo東隣の二悌並

坐寵(18)は,これとはゞおなじ時期(Ruh･Vl･･),.1周の二伸

並坐寵二(19,20)はそれにつゞいたものとかんがへられる｡

そのしたの生体楯鉄条(21)は,これらよりやLIi■.-いものと

みとめられる(Rub.VD)oその第八洞式の表文もさること

ながら,その堂々たる鰹格なり,面貌は:,この洞の,初期の二

併並坐寵(15,16,17,23)にせまるものがある｡だから,こ

こに払まづ,生体寵(21)ができ,つぎに大きな二俳並坐寵

(22)ができ,つぎにう-の二梯並坐寵(18)ができ,最後に

その中間が,二伸並坐の二小龍(19,20)でうめられたものか

とおもふ｡

二俳並坐人寵(23)のしたにある小さい二伸並坐寵(3'2)

は:,もとより改諾JEの悌亀を側除してつくられたもので,右し

たの諸寵(30,31)と同時期の作であらう｡ (第二十二寵高

約1.00m)

I,1. 98.南壁西部下庸二俳並坐姦(4T))

これは西部ド櫛の大部分であるo放下の,まったく判別で

きない諸悌寵をのぞいて,ラ-に,十五寵十二段の千俳寵が

あり,その中央に十寵分の二悌並坐髄(45)が彫られてゐるo

それで,悌寵の密教は百七十になる｡この並坐二伸も, r軒貌

が刺落しで追想しがたいが,耶呈胞衣文のしめすところで

は,東部の二悌並坐寵(23)あたりに並行する作L仏とかんが

-られる｡しかし,めづらしいのは,その手である｡右の坐

像は挙手のかたちであるが,ノt:.の坐像はTIJ手をま-にだし,

あたかも,右の坐像の手にふれてゐるかのごとき感があるo

寵傍六･:右は立付の比丘,さらに合掌の天人である｡また,鶴

上に,四人の分掌供賓者がゐる｡

pl.99.両壁西部下層交卿菩薩姦(43)

文部の交脚菩薩寵(10)によく似て,楯珠は額ながく,潤

特の屈曲をなし,弧状の惟幕は,特異な弧線をかさねてゐる

(Rub.VR)｡楯拭毅の梅内には,飛天と化生とを交互にお

く｡交脚浮腫と牛軌思惟像は,束寵よりも,やしつめて彫っ

てめt),そのあひだに,獅子が挿入されてゐる｡俳寵の構成

は,いたって紫糖である｡諸像はプロポォションに,あまりと

らほれず,尤貸した,やし角ぼった'm.格をしめす｡本尊女神

像については, I一l.100で桝詮する｡牛伽思惟像は篠約十に

かけ,まへにのりだしてゐるo交抑菩薩と咋蜘思惟像とU-)

三尊は,冴ゝヒ洞北壁上寵(節四谷, 1'1.32)にもあらはれ,芸rl糊

で,もっともさかんにねこtj:ほれたもの1-･つであるが,こ

れは束寵(10)とともに,そのもっとも,はやいもの＼一例で

ある｡郎貌は完全になめらかにしあげてゐるが,その他は.

まだ整あとが,歴々とのこされてゐて,いかにも新郎なJJづ

よさを感せしめる｡

楯状額のう-に左右三人づ＼の供養者をいれてゐる｡小

さい千体寵のうち,たてにならんだ東隣の三寵は,二伸並坐

寵ばかりである｡ (寵高約0.97111)

pl. loo.南壁西部下唐交脚菩薩姦(4:i)本尊

pl. 10L　両壁西部下牌交卿菩薩轟(43)本尊血祁

まんまるい顔で,そのJEiT梁,鼻すぢの根もきはだケこす7J

どレ､｡舟巽は大きく,席はうすく愛らしレ､｡目はきれなが

の布仁形で,/.I_才1-が人きさをちが-てゐる｡それに,こまか

くしあげた右の肌が,うつくしレ､｡矧d:三rn一賀誠, -Jt=iT帥こ相

定の坐俳があり,頂上に新月形がある｡関税のあ弘だに,宿

草かざりがあること,ふつうみるところのものに,おなじで

ある｡つまり『翫捕物卜生兜傘大群』 (大正入城晩節川叫

巻,p.419)にいふ禰軌菩薩で,新月形は,イラァン系統uL)璃

冠を暗示する｡この頚からう-の,轍貸iなしあげに射し,身

fluI,b-のJJ.は,すこし粗雑である.枚のやうな洩かざり,理格の
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洩かざり,獣首の頒かざり三軽と, 1時と手首の腕輪は,ふ

っ71)みるところのごとくであり,嬢刻とあさい浮彫から

なる｡まだJJ痕がのこってゐて,瀕ほどに入念にはしあげ

てゐh:い｡両手はほそく,胸でくみ,なにかさしげてゐる｡

天衣はHAjJI了の背後にまはり,そのはしはpTAj腕にかしってゐ

るo胸はほそく,nlrLlはよりほそく,わきのしたをふかく彫

るoド袋は,まじ-た脚をおほふが,ひだの刻線は奔放で,

すそはいくぷんあいまいである,足はすっかりのばし,描

さきのところで,つよくをりまげてゐるのは,造形的な紫張

を感ぜしめるo下咋部の彫りが,一般に粗略であるのは,東

部の交脚寵(10)にも･一致し,このあたりの俳寵に往々みる

ところである｡

Ill. 102.両曙西郷下府交卿菩薩寵(4:i)胡扶額

左郎

一般に完備した楯状額は,水平の中央部と,それから一段

さがった両端繋部があり,それをつないで菱形部があるが,

これは,禦部と菱形部が連持して,弓なりに轡曲してゐるの

である｡そのと＼のはない板の練が,いかにも,この寵の素

撲さといきいきしさをあらはしてゐる｡それに弧状にしぼ

った幕が,また奇妙な曲線を具し,その不手ぎはさが,また,

いひ知れぬづぶときをあらはしてゐる｡ことに,その線が,

単なるほそい刻線でなく,大きな谷彫りである鮎も,その感

をふかめてゐる9　析ごとに,飛天と化/1-1とを,かほるがはる

彫るが,表現はきはめて素横である｡飛天は,つよく轡曲し

たかたちで,衣裳の鯛棒はない｡隅う-に,供養者三人をい

れるが,路盤する鮎が,このばしょとしては典例である｡目

鼻たちも,炎史もつけh:いほどの簡素さをみる｡

1'1. loョ.南壁西部下府俳立像(44)

俳の立像で,これには寵がない3たゞまるい光背があり,

蓮華座があるのみである,蓮華座はまるまると肉のあつい

蓮解をもつ,づんぐりした身JlITZつきに偏神右肩,のこった

衣端が,わづかに右肩にかしってゐる｡左手をあげ,右手を

さげて,この箱の本尊とおなじ姿勢である｡左手には,衣端

をとるが,jl一手には,悌鉢とおぼしきものをもってゐる｡衣

は身分rFに凍若し,刻線のひだがあるo内衣がすこしみえ,上

衣のをt)か-しが大きく,すそが三重になってゐる｡足はと

くに大きく,こまかい細工のない鮎が,レ､かにもたくまし

いo　悌鉢にすがるやうに,三人の童子が相かさなってゐる.

これはすでに第十二洞前宅の天井qr上部桝側(第八･九雀,

p.63)でのべたやうに,アショカA昌oka∃三の因縁像である｡

固版解詮97-106

童子の肩にあがってゐるのがアショカAbka壬の13JfJ身,した

の童子がその大田たちの前身であらう｡食物にみたてた七
1)

を奉施してゐるところで,素僕単純な小児像である｡

Ljl■がはには,この像を讃款し供養するかのどとく,三大人

を彫り,またあさい彫りで,化4:.のゐる樹木をあらはしてゐ

る9左がは,千体の壁面とのあひだに高低があり,その段に

なったところには,よこむきに千俳/ト寵の三四を彫ってゐ

ろ｡これをみると,たしかにこの悌立像がさきにでき,あと

で壁面の千悌小寵のつくられたことが解せられる｡レ､ま蓮

座のした,光背のう-忙中破損があるが,これもあとからの

加｣-.のために,生じたものとおもはれる｡

'水野清一｢雲間石窟における二三の困線像｣(羽田博士盛幕記念

東洋史論文集),京都1950年刊, p･ 867-869･

1,1. 104.南壁西部下膚俳立像(44)政郎

まんまるい朝で,東隣の菩薩像(43)にも,よく似てゐる｡

眉梁,免すぢがするどく,鼻翼がはり,庸はうすく明噺であ

る｡目はほそい杏仁形で,まったく衷情がない｡繋ぎはは,

ほとんど一博線である｡患ほどかながら,佃性のつよい,ひ

じやうによくと｣のった朝である｡

I)1. LO5.両曙関部下盾俳立像(44)飛天

この搾彫は,しあげを略したのか,あらい整あとが歴々と

してのこってゐる｡あるひは未完成とでもいふべきであら

うかo三腰のうち,したは脆坐,fj:にか香匝のやうなものを

もってゐるらしい｡つぎは,雨脚をのばしてとび,胸のブ仁手

にも,なにかもってゐるらしいが,うしろにひいた右手には,

柄香煙をもってゐる｡そのう-に波状に彫った一本の刻線

紘,たちのぼる香煙を,あらはしてゐるのである｡最上の供

養天も,繭脚をのばし,身縄を弓なりにまげてとび,左右の

手に大きな唐草をもってゐる｡レ､づれも衣文をあらはさな

いが,-ド裳はつけてゐるのである｡ほそい,さうして未成熟

のやうな柔軟な肉付馳言,初期の天人に通性である,冠が大

きく,耳と耳かぎT)がいちじるしい｡

pl. 106.南壁西部下府俳立像(44)化生樹

アショカ因縁像の右わきにあるが,そのはなしと,どう関

連するのかわからない｡アショカ壬の童子形とか,特!l:.と

いふことから,過想した附加物かも知れない｡あさい浮彫

であることも,すっかり調子のちがったものである｡うねっ

た木,それに二校あって,どちらにも蓮上の他生(Rub･Vl)

がついてゐる｡木のまたのところにも,べつに一骨H.ゐるや

うである｡それから,水の柴のやうに,午,1ルメットの唐草
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形が,三カ所についてゐる｡これに似たものは,わがくにの

･『取締砂』(大TLT.入城腔,陶使節四谷, Nol36)にみえる｢ lL+I

身像｣なるものである｡それは天竺の鄭頭摩寺, iL通菩薩の

請によって,阿摘陀俳の示現した樹燃上のTL十二菩薩であ

る｡なるほと,構成は似てゐるけれども,この菩薩ならぬ小

童を配した樹L像とは,かたらずしも,同一視しがたレ､oこ

このは,たゞ天上に化!L･/㌻るといふだけの意味とおもふが,
り

それが,たまたま樹枝のうへにあらはされたのであらうか.

(樹高0･29m)

J松本祭-一一『教櫓妾の研究,賦像篇』東京1937年刊'p･480以下o

Ill. 107.東壁

南壁は垂直にたヶ⊂ゐるから,東壁とのさか払ほほゞ明

瞭であるが,北壁は徐々に東壁に移行するから,そのさかひ

はない｡東脇大体のしわてゐる範囲が,ほゞ,ひとつの単作

で,まづこれを東壁としてよレ､であらう｡左脇,すなはち束

脇の大俳はづんぐりした立像で,あさい連座のうへにたち,

わ[)に′トさい天蓋をいたゞく｡天蓋のう-げ11114)は,宿

よりに二伸並坐の寵があり,つぎに千体庫(Pl1116,127)那

ある｡さうして,このう-揺,生体V)列像が三段ある｡その

うち,した一段(l'1.91)は,鬼壁から北軍畳にかけたものであ

るが,うへ二段は,南壁にまでまはってゐるoこれより三角

垂飾になることは,南壁と息なじで,そのう-は天料'Cな

る｡これらは緊韓な構成で,最初の造作になることは,あき

らかである｡千俳風も牛分くらゐが,脇僻のうへからはみ

だして,北壁の方にまはってゐるが,まんなかに,二伸並坐

の寵があり,そのした協俳天蓋のよこに,また二併並坐の寵

を彫る.これも,初期の作であることは,あきらかであるo

なほ脇俳袖したと,協菩薩とのあひだの基白に,大′川qつば

かりの迫刻悌寵がある｡これなどは,かなり風化もあり,追

刻の時期をきめがたいが,節一期最終とみられる南壁束部

下暦の併寵(23)あたりにつぐものと,かんがへてよから

うかとおもふ｡

さて石環11勺の休は,こしによくあらはれてゐるが,かくの

ごとく凹凸ふそろひである｡

γL lo§.束壁左脇俳上身

頭部だけが約二メ-トルあるといふ柴々たる大俳である｡

顧がまろく大きく,絹はゞがはり,腕はふとい｡そのわりに

腰がほそいoゆたかな大腿がうすい衣をとほしてよくみえ

るo柔軟なからだにぴったりとそうて,うすい炎が全身をお

旺うてゐる｡こ人らたい階段状のtlだが,たゞしくそろひな

がら,おはまかな繰のはこびになってゐるは,なめらかな辞

柴のやうにうつくしい｡ゑりに,払ろいはゞの衣端が,弧を

ゑがいてゐること太平展君四年(A. i).443)の金銅悌(第十

一巻, Fig･ 13)におIJ:じである｡

右手は胸にあげ,栂指と第二指で輪形をつくり,他の三指

をたて＼ゐる｡法輪のシムボルであらうか｡ノ■=_手はたれて

衣端をにぎってゐる｡右手,掌の破損は,こ｣に脆弱な前脈

があるためである｡粂身は朱ぬり,触だけは円く,頭上は黒

くぬってある｡

下矧で比して,はるかに大きい頭部は葦にまるく,罷感も

ゆたかである｡眉梁,鼻すぢが切れるやうにするどく,膚の

線は貨に鮮銃で,しかもやさしい｡目は杏仁形であるが,ま

るい眼球につれて大きく響曲し,うは肱のねもとは,するど

い一直線になる｡くろい陶球は,もとより中古の朕入,その

ために,まはりを粗雑にうちかtJlでゐる｡鼻したと顎に,鮎

隼をあらはす根岸の曲線がある｡おそらく常初のものとか

んが-られる｡耳は,こ｣にはよくみえないが,友人で,ほ

とんど肩に返してゐる(1)1･91)｡

さて光背(Rub.VHH)はかなり風化してゐるo摘■年がく

ろすんでゐるのは,娘近まで,この石清の隅に民家の苛があ

って,くすべたからである｡外直は, -午,i/レメッ1･唐草のC

字形つなき,つぎはIllq'･T光坐僻,小心は蓮71.I/史o蓮華文の大き

いのが,ひとつの特徴である｡こ｣にはみえないが,光背南

がはに繰刻の花枝がある｡ (光背高約3.30m)

pl. LO9^束壁左脇俳天蓋

ま-ろく蟹碓的につくりだされた天蓋(Rub･VlL3)であ

る｡まづ桝ぐみ,その1-fi Lは平面である｡耗内には,素僕IJ:

彫刻の飛天と化生とを,交瓦にうめ,そのさまは南壁の交脚

戟(10,43)の楯技に似る｡そのしたに三角形の垂飾あり,そ

れから,ひだをとった鱈U),たれかざりがあるo　まさに軽典

にいふ鱈蓋の譜にあたる｡ (高削o.90m)

pl. LO9B東壁左脇倣連座

ひくい連座である,蓮毒は大きく,それにひらいた足がの

ろ｡足は破損があるが,壁に,先賢した最感がある｡建部削ま

肉あつく,みごとである9 (両得4･90m)

pl.LLO.両壁

こしでも南壁とのさかひは,からうじてみとめられる.

北壁へは徐々に移行するため直ぎりがないo右脇人体のし

める範囲を,いちおう,西壁ときめておく｡その立像のうへ
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に,二伸並坐の寵がある｡これはかなり大きく,その二つFl

は,北曙までく払⊂んでゐる｡これらは,もとより,初期の

作であるo　そのうへは南曙からつゞく天窓と坐柵の列像二

段(Pl.92)である.天篭(/Rut).ⅤⅠ^)は東壁のとほとんど

おなじである｡その南わきの恭W･に,また,二伸:jE坐の寵が

あるo　これは常初のものである.それから,本'@光背のオf

わきに,いくつか俳寵があるo寵形のたい坐帆交脚き!{鐘寵

tJ:ど,南壁の連柏で,作ゆきは-/]-い.この人俳の右肩に孔が

あって,光根がはいってゐるU)は, Ij'lA十九洞/l･'_脇洞の[-^1邦か

らである｡

右脇伸は,炎壁の脇仇に厳する,づんぐりとした17_像であ

石O和,からだもよく似てゐて,一番ナとしてふさはしい｡丁

年は,風化がはなはだしいが,上牛はよくのこケこゐる｡こ

とに頭部は保イ/がよい｡ (天蓋息約0.93m)

pl.111.西壁右脇俳上身

払じゃうに大きな軌明噺な目録たち,それに耳,どっしり

した肩幅,みごとな手,/,三協侍とよく似てゐろ｡衣焚なども

同様で,ふとったやはらかい肉つきに,ぴったりとついた,ラ

すい作けくであるo　胸もとに弧状のゑりがあることも同校で

ある,ひらいた11一手には,はっきりみづかき,いはゆる網綬

相がみとめられる｡ -!くの朱,軸の白, BlBJ-_の黙,ひげの緑青

ち,ノ1--J脇柵におなじく, iJbi入した.照色陶器の目も,こしには

先Ifしてゐる｡

光背は,図形の輔光(Rub. VIIA)で,外縁はC字形叩パル

メッ1､唐草のくりか-し,つぎは碓kI坐俳,つぎは中心の蓮

華丈である.建都韓は大きく,わりにあさいが,そU)メ)づよい

こと,のぴのあること,外線の唐草とともに,第八洞に匹敵

する,とにかく,この弼光を背にした大きな頭部は,賢にす

ぼらしいできぼえで,ノrJ.人体とともに冨岡U)一･傑作である｡

光背の右わきには,ク告白をうめるやうに,根刻で大きな花枝

(Rub.VTI)をあらはしてゐる｡ /I:わきは風化のため,あった

かどうか不明である｡ (光背息約3JjOm)

Pl. ll.2^,fi.両壁右脇俳連座

連座のいたみ方は,このとはりである｡しかし,その内の

あつい豪華な蓮輔は想像す,11Jことができる｡人きな蓮茎の

ラ-にたった,たくましい足も推察することができよう.

(直稗4.70m)

Pl.113.北壁本尊俳立像

総高17.90mあまりの大俳が,北壁に作正してゐる｡これ

LY'･I倣解総107--117

はしたからみあけたもの,洞内はせまく,かうみあけるより

ほかに,みやうのなレ､ものである｡才T'手をたれ,ノl:手削向に

あげた,めづらしいうlIJ_像であるo肩がはり,脚がふとく,栄

々た,tlJ欄脂に,うすい大がぴったりと,くっついてゐるo i

牛部はかなり風化してゐるが, ｣._′ド身はよくのこって,石の

肌はなめらかであるo膝のう-の,イiのよわいところは,べ

つにイ7-をはめこんで,像をおざtj:ケこゐる.

pl, 114.北壁本尊俳j_tr.像側面

内がはからみあげたところである.南軍.官とのせまりぐあ

ひが,よくわかるであらう｡折れてゐるが,ふとい腕がすぼ

らしい竜感をしめす｡肩のはり,胸のはり,それから腹鵜

太腿になるが,肉づけはわりに単調であるo ~FI'I:塊の迫プ)那

ぐんぐんとせまってくる,たくましい像であるo

こしからは氷壁の_卜部がよくみえる｡

pl. 11占.北壁本尊俳立像上身

本尊の上身は払じゃうに保llLがよい.たゞ顔rrl1Aの剥落が

第十七tq.･7本尊に似てや＼多いのはおしいo鼻には^･があて

てあり,粕には泥がのこってゐるのむみると,小石には土で

顔｢雨を補修してゐたものとみえる｡北軍からまるまると突

.附し,よくみるとiF.rt'11'と側rt'r1-とのうつりかはりが角ぼって,

つよく塊馴勺である｡眉と目は破損がひどいが,限城のむ

っく　りとふくらんだところは,特徴的である.膚も一大きく,

稜硯がくっきりして,饗にやさしく,うつくしい｡古拙笑と

いはれる幣曲は,あまりつよくない｡賊が大きくふくれ,顎

がまた大きく,堺のわが大きく娘刻されてゐる｡頚もふと

く,低頭凶錐形といってもよいほど幾何準的で.のどや胸と

の接嘱瓢がするどい一線からできてゐる,頚の中間に一本

の刻線のわがはいってゐる｡それに耳が長大である｡ほと

/i/ど肩にまで過しようとする耳が,偏平にさうして垂直に,

こまかい造作なしに,貨に単純にしあげられ,なんともいへ

ない堂々たるすがたをしてゐる｡

こしからは天井の崩壊がよくみえ,～J｡頭光ELTJDの蓮華も

みえてゐる｡そのまはりに,椎に体の一帯があり,飛天の一

帯が,からうじてうかゞはれるo L7tiがはをみると,そのそと

に,なほ唐草史帯と火焔史帝とが,あるかのごとくみえてゐ

る｡

I)1.116.北壁本尊俳立像左手

pl.117A,】壬.北壁本尊俳立像左手

ノ】ミ手は胸にあげて欠端をとってゐる9　申指と杓指でかる
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くもつ程度で,小指はかろくまけ,卿l肘旨はつよくをりまげ

てゐる○　その指がやはらかく,その蟹[とがうつくしい｡そ

れに手のLjlは大きく,肉がゆたかで,血がかよってゞもゐる

やうである｡網綬相とよばれるみづかき(麟)は,不.q射こ

みえない程蛙に,うすく指をおほふてゐる｡衣端はよせて,

たてにひだがはしってゐるが,弘だことに,化俳と化生の列

をつくってゐるo　よこからみると,小指のしたに,補弧のた

め篠凡やうの支柱をつくってゐる｡また,衣端のよこ,栂指

のおくに,本尊とおなじやうな俳の立保がある(Pl.117A)0

その中像は右手を胸に,fl=_手をたれ,左手のさきからは衣端

のやうなものが,ながくたれてゐる｡それがまた,賀珠光で

あるのは,本尊の頭光を推察せしめるに足るとおもふ｡

腹部よりう-のひだには,それぞれ-一列に坐俳,あるひは

蓮上の化生を彫ってゐる｡さうして,内衣のゑりには,連珠

文帯と唐草文帯とがある｡唐草女帝は攻つなぎの唐草文で

ある｡

pl･ 118.北壁本尊俳立像左腕

左手の前膝である｡まことに充'iJ-i'した肉つきである｡患

どろくほどの塊畳がある｡手くびまで衣がかし　り,あたか

も袖があるやうである(Pユ.116)o袖口にあたる衣のはしで

紘,峯然とジグザグに衣の轟飛樽をあらはしてゐる｡腕のう

-に,垂直にはしる階段状のひだには,坐俳の列像を彫る｡

たゞ手首の二催だけは,蓮上化生の合掌形(Pl, 117)である｡

なほ腕したに,奇妙ではあるが衣端がたくれてゐるらしく,

波状に祈りた＼んだひだが,水平にあらはされてゐる｡

PLl19A,B.北壁本尊俳立像腰部

右腰の部分(Pl. 114)であるo JJ=眉からさがってきた内衣

紘,こ｣でおさまる｡ LLl衣のゑりにある連珠文の珠文が,二

重になってゐることがわかり,唐草文が牛パルメットのC字

形つなぎであることがわかる｡大衣のゑり(Pl.116)ち,折

りか-して,帯状になってをt),ヂグザグの衣端がみえる｡

さうして,その内部のひだには,生体列か化生列を彫ってゐ

る｡その状あたかも,衣のうらと,おもてがちがふやうに配

起されてゐる｡たてに在がれる弘だにも坐俳列がある｡そ

れは,ちゃうど腰までゞ,太腿のところ(Pl.116)にはない｡

みな通肩の推定俳で,運上に坐し,刻練の威光と身光をおふ

てゐる｡しかも,瀕は,みかい央の方にむけてゐる｡

pl. 120.北壁本尊俳立像表文坐梯(腰邦)

前幽(Pl･119B)の,むかって右したにつゞく一部であるo

衣胤まかなりあれてゐる｡油層の締)iZ俳はあまりふとって

はゐないo　わきのしたはあき,令手の手は,衣につlまれて

ゐない0 -校に刻襖の仏だがあり,食事の手のしたには,往

々略されがちであるが,流水形の刻煉衣文がある｡挺l形5煎

光と梢図形身光とe)二重光背である｡こ｣のひだは階段秋

をおもはせるが,そのひだのはしは　ま之ろをも九ゼてたる

rl. 1121^.北壁本尊俳立像表文化生(左手首)

これは左手の,手首したがは(Pl.113)にある,袖口C=蓮上

化生である｡いま,劉離してゐるけれども,うすいしっく仏

様の補修があT),そのう-に朱がある｡たぷん, ll.jl]e=修f当1.

によるものとおもふが,そのためにもとの刻斬はみえたいo

おしいことに,小満すでに,ある桂皮の風化をかうむってゐ

たのである｡大きな運上で,合掌した童子である｡膝は,連

中にうづまって,あらはされてゐない｡

pl. 1･2lB.北壁本尊俳立像表文埜俳(腰部)

腹部(Pl.113,122)のふくらみにそうで,よこにはしって

ゐる｡風化はかなりあるが,肌があれた程度で,かたちはほ

ぼのこってゐる｡軸はみな小火の方をむいてゐる｡

pl.122.　北壁本尊俳立像下身

pl.12:iA.北壁本尊沸立像足部

Ill.123Ti.北壁本尊俳立像連座

いたんだ下年部にある小孔は,レ､ふまでもなく,小7了の修

理につかった伐のあとである｡たれた右手は衣端をにきっ

てゐたのであらう｡衣縮かとおぼしき一端が,ほんの,わづ

かばかりのこってゐるoそのしたの風化した,井右一封の石

の核は,!l:_右に侍した供養者たちであったらう.こ｣には生

体の小像なく,すそが二重になって,Lすこしひらいてゐる｡

足はすこし払らいて連座をふみ,堂々たる歩行,つまり経行

の像である｡足も,かなり破損し,右足さきはうしなほれて

ゐる｡くさびでついだあとはあるが,その木川ま,もはやな

い｡ひくい蓮輩座も,ひどく,いたんでゐる｡わづか一部に

蓮湘こしPl.12311)がのこってゐるのみである｡とにかく,この

足の力づよい衷硯には,歴倒されるおもひがする｡ (蓮盛碓

7.95m)

pl.124.北壁東都

北壁東部は,けっきよく,本尊と左脇俳との谷間である｡

rpJL.に東の協菩薩がたってゐる｡脇菩薩のう-は五大弟子

である｡そのうへに,また,五照の供養者の上身がある｡さ
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うして,それからう-は,本簿嫡光になる｡この紫津浪構成

比舟雅とことごとく船艦し,もとより常初のものである｡

脇菩薩は,篠椅子のやうな,たかい名のう-にたつ｡これ

は,たかさを調節するためであらう｡背なかに,賓珠形の光

背をおふてゐる｡からだは,わりにほそいが,府はゞはひろ

く,腕はふとい｡天衣と~ド嚢はからだに祷著してゐるので･

肉櫓の至るみが,そのま｣うかゞ-る｡右手は胸にあ帆蓮

の雷のごときものをもち,G.手はたれて指をかゞめてゐるo

全般に,風化がはなはだしいので,胸のかざりも衣のひだも

よくみえない.これに反し,頚部だけは,みまちがふやうに

よくのこってゐる｡

pl. Lt25.北壁左脇菩薩像上身

やはりまるい顔であるo Lかし協悌ほどはふかく彫りだ

してないためか,顔がや＼ひらたい.脇悌(Pl･10S)よりは,

いくらか平面的な目鼻たちやあるが,よく似てゐる｡また,

ァショカ閃縁像(Pl.104)とも朝のまるみがよく似てゐるo

口もとはゆたかで,脇俳のやうに,練肴の嶺啓があったらし

い｡目は,これも熊粕の陶器である｡おしいことに,鼻のあ

たまがこほれてゐる｡

耳菜に,嘩牌のかざりがあり･肩におよんでゐるoその耳

に接するところと,肩に揺するところには･蓮華の座がつい

てゐる｡繋際はまんなかでわけて･尖株様になり,毛なみは,

こまかにあらはされてゐるo熱延は･よくのこってゐるが,

っぎの剛振(l,】･1'26はみられたい｡うしろに,三角巾がさ

がってゐろが,起帯とおもはれるI吏樽した鰍まみられないo

pl. 1126A, ri.北壁左脇菩薩像貿冠

三方に図枚をならべた三両賀旭(Rub･V,i)であるo固板

のあひだ-には,唐草のかざりがあり,そのしたに理路のやう

なものがみえる｡ -Ll三向の囲板は,まんなかが蓮華,つぎが光

の旋回丸つきが連珠丸そしてまた旋回文になる｡そのま

へに押定の坐伸があり,頂上に新月伽;ある｡妃展に白く

みえてゐるのは白線であるo左右の図枚は,そとから旋回

文,連珠丸そのなかは素文で,こゝに,ふさのやうなものが

さがってゐる｡これは伎封側までつきぬけてゐる芹のごと

きもので,そのはしのふさかざりであらう｡まったく,中央

ァジアの賓掛こもとづく形式であるo (高約0･50111)

pl. 127.北壁東部上瀞

脇菩薩の頭の皇はりに五大･茄子がある.した二矧ま全身

をあらはしたものらしいo　東端のアァナンダAnan(1a(阿

図版解説118-ltr泊

難)とおぼしき一一皆割ま全身ほとんとlLi:存してゐる｡これに

圧し西端のマ-丁カァシャパMalふK1-I;Papa (人迦三虻)とお

ぼしき-駅‡は,たヾとびだした頭だけが,のこってゐるD　う

への三十掛土膝からう-の立像である｡頭部はま-につきだ

し,それだけ,壁からはなれてゐるのである｡みな素文の脚

光をおふ｡このうへのtL骨霞の供養者たちは,もちろん,天人

である｡ _-LL人弟十の光背のうしろから上身をあらはし,し

かも,あさい彫りである｡みな,本尊の方をむいて供養して

ゐるが,面貌には二三襲化がしめされてゐる｡

これよりうへに,やし大きな二沸並坐寵がある｡風化は

してゐるが,堂々たる㈹格をしめし,初期の作たることはあ

きらかである｡さらに,ラ-は三段の坐俳列になり,三角飾

があり,天井になる｡なほ,二悌並坐寵と本尊頭光とのあひ

だには蛇坐の供養肴,また,それをさ1ける保儲の浮彫があ

る｡もとよr)北堆は,こしでも破損が仏といので,これ以上

のことはわからない｡

I一l.128, 129.北壁東邦大弟子(卜占))

十人弟二(-の牛ぶんのLt-_人である｡ひどく破損してゐると

はいふもの｣,部分的にはよくのこり,資にうつくしい#.漢

たちのすがたをとゞめてゐる｡それぞれ五人が五校の面相

で, --一円それとわかるのは下部瀬端のアァナンダ瓦nanda,

それは,わかくてうつくしい｡それとIfr部内端のマ-アカァ

シャパMah克-K豆;yapa,これは最年長の弟十である｡う-≡

人はだれとも推先iできないが,うつくしく,それぞれ相貌に

個性をあらはしてゐる｡

pl. I.(3U.北壁東邦大弟子(I)

下列東端の像｡アァナンダ瓦nandaであらう｡連座のう

へにたつ令身像である｡から矧′ま,あさい浮彫だが,頭は丸

彫のやうにふかく,粂身は,大きくまへにかたむいてゐる｡

右手は胸にあげ,柑指と中指とで,愛らしいパ′レメットふう

の唐草をもち,左手はすらりとたれて,大きな水瓶をさけて

ゐる｡手さきはすっかりノJをぬききって,夢みるやうに無心

の表情である｡柔軟さうな躯幹のわりに,肩はしっかりと彫

られてゐるo足はよこにひらいて,どこかにどっしりとした

ところがある｡冊衣といふより,菩薩,天人などにみるごと

く,下袋とJF=Jf布とをつけてゐる｡身RB.炎飾はもとよりなく,

頭は剃髪,髪際に自重とおぼしきものをもつ｡眉,日もと,

は轡曲してやさしく械笑し,鼻はとほり,盾はあざやかであ

る｡大きな国光をおひ,賓にすがすがしい面相をしてゐる｡

衣丈にはかなり朱の色がのこってゐる｡
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雲岡石窟第十八洞

Pl.131.北壁東邦大弟子(.2)

_L列東端の像,尊名不詳｡つよく上身をのりだしてゐるo

樺迦の内覧のやうなものをつくり,自宅は快く｡頻がはり,

顎がやし角ぼってゐる.鼻すぢはよくとはり,目がやしひ

らき,きれながである｡耳も長大で,まさに俳頭のやうであ

ち,全身は,門相のある僧衣でくるみ,ゑりに弧状のをりか

-しがある｡右手を胸にあげて,掌をみせ,左手をまげて腰

にあて,蓮のつぼみをもってゐる｡その手がいかにもやはら

かさうで,うつくしい｡瀕のくろいところは朱色,衣も朱色

である｡

Pl. 132.北壁東部大弟子(3)

ll列の中間にある像,尊名不詳｡全身をま-にかたむけ,

頭はまる彫りにちかい｡剃髪の髪際に,自重iirTaがあるo

ふかく彫りとんだ限寓,そこに,まるい目がみはってゐる.

戒はこけ,顕はとがt),口盾はつよく轡曲してゐる｡それに

耳は,特別に分あつく,ながくつくられてゐる｡老成した顔

たち,一見して特徴がいちじるしい｡頚はふとく,や1なが

く,からだには恰衣をまとふ｡僧衣には,EEl相がはっきりと

あらはれ,ゑりには衣端がをりか-って,幅払ろい弧状を呈

してゐる｡両手は,かさねて胸にあて,なにか名状しがたい

ものをもってゐる｡光背,その他壁面はかなりあれてゐる｡

I)1. 133.北壁東部大弟子(4)

上列西端の像o　これも尊名不詳である｡かなり風化して

ゐるうへに,顔の下牛をうしなってゐる｡剃髪のまtF_面に,

自義正n)aがある｡目は,さきの像ほどおちとます,眉もお

となしく弧をゑがき,わかわかしい相貌である｡たゞし,耳

は分あっにできてゐる｡ /r-.手はたれてゐるらしい｡右手は

衣端をとって胸にあげてゐる｡指はのびのびとして,やは

らかさうである｡ (頭高約0･60m)

pl. 134,13r).北壁東部大弟子(.5)頗部

下列西端の像｡すっかりこほれて,頭部をのこすのみで

あるが,その老成した彦目つきは,最年上のマ-ァカァシャパ

MahえーK瓦;yapaと推定せしめるに充分である｡剃髪のま正面

吃.なんだか大きh:.しかしひらたい肉腫のやうなものがあ

るo眉のしたを彫りとみ,目はくぼみ,ひたひ,こめかみ,頬

もこけてゐる｡それに,口もおちとみ,すっかり老人の相貌

である｡目はとぢ,鼻はとがり,口からは歯をのぞかせ,し

かも頚を大きくねぢってゐる｡それに耳も,いままでの帆

菩薩の耳でなく,耳乗の費達しない小さい耳である｡眉も

つよく隆起し,まんなかでは,蕨手になったはしが相射して

ゐる｡背に,面貌の個性がつよくあらはされ,わすれがたい

彫刻であるo (頭高0.45m)

Pl. 136.北壁西部

pl.137.北壁西部上膚

こ｣は,本尊の右わき,右脇俳とのあひだである.ま正面

に菩薩の立像がある｡東部に鮭するやうに大きな藤の座に

たってゐる｡しかし,すっかり風化してゐる｡たゞ胸のとこ

ろがいくぷんよく,つぼみの蓮をもったやうなノ]:.手が,こ｣

にある｡獣頭かざりの頚飾もみえ,理路の頚飾もみえてゐ

る｡右手はたれるが,さきは折れてゐる｡頭上にのってゐ

るのは菩薩賓冠の一部である.すっかり保存状長軸ミちがふ

のは,ラ-だけ落下してべつのところにあったものが,のち

こしに,ふた1ぴあさめられたのだとも解される｡しかし,

よくかんがへてみると,貨は,これだけ石がたりなかったの

で,雷初から,別石でつくられたのであらうとおもふ｡した

がって,それは背rLrTl-の壁から隔離してゐるため,保存がよか

ったのであらう｡

菩薩のう-に,十人弟子の五憎があることは,東部におな

じである｡保存は,鹿部にくらべてはるかにわるく,上列東

端と,なかの二膿が,や＼弼郷をたもつのみである｡このう

-に,五人の供葦者の上骨控だけが,あらはされてゐる｡これ

からう-は二俳並坐寵が二つ.それから本尊の光背になる｡

すその方には,若干の小鳥がひらかれてゐるが,どれも迫

刻の寵ばかりである｡たゞ菩薩の束がは,本尊とのあひだ

に,一骨票の立像があったらしい｡わづかに,そのかたちがう

かゞはれ,たぷん,供養天人であらうとおもはれる｡

pl. 138.北壁西部大弟子(3) (4)

ーL列東都の二絹であるo　いづれも片手をあげて蓮の背を

もってゐるらしいが,たゞ,そのもつ手つきをか-てゐるo

R一端の像は髪際に自重をもち,眉目はおだやかで,瀕もふっ

くらして子供のやうに若々しいB　中位の像は髪ぎはがH.右

にはげあがり,まんなかに,ひくい肉陵のやうなものがみえ

る｡それに目がくぼみ,鼻がほそく,とがってゐる｡や1老

けた相をあらはすものとおもはれる｡

したの菩薩賓冠をみよ｡東部の菩薩賓冠とよく似てゐる

ことがわかる｡

Pl. 139.北壁西部供養天

脇菩薩と本尊とのあひだにある立像である｡すっかり破
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現してゐるが,片足だけはやし完存してゐる｡どっしりし

た立像で,供養者の像であることは,うたがひh:い｡たゞこ

れにつりあふ東部の像(Pl.124)紘,まったく痕逃をとゞめ

てゐない｡まはりに追刻の/ト寵がいくつもみとめられる｡

Pl.140.天井

壁が束,拷,北の三方からのめってゐるので,天井は小さ

くなってゐる｡東西にほそながい楯固形である｡本尊の頭

囲版解説131-140

光はわりに小さいから,前方部は基隙があり,飛天などを彫

ってゐたらしい｡崩落した天井の-一部に,飛天の頚部がのと

ってゐる｡甫壁,東西壁にうつって三角垂飾になり,坐俳の

列像になってゐる｡

こ1からは,本尊の偉大h:頭部がみえる｡胸のはり,腕の

はりが,注意されるとともに,明窓の天井の崩落したさまが

すさまじい｡
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