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例言

本書は「雲岡石窟』金十五巻のうち第十一巻にあたり，第十四j岡から第十六洞までの

調査と研究をまとめたものである。

第十四洞から第十六洞にいたる三洞は，主として昭和十五年(1940)，もと所員軍司舘易

氏が，もと所員戊亥一郎氏を助手として撮影した。 第十六洞の測量は，昭和十六，十七年

(1941，42)，もと所長盛岡義秋氏がまテこなったが，敗戦の際に亡失した。その他の三洞は，卒

爾闘測量の機舎しかえられなかった。拓本は昭和十五年 (1940)，徐立信氏によって作製さ

れた。

本書は著者二人の共同執筆にかミり，英文練課はオックスプオゥド大撃の東洋美術館

P. C. Swann氏の手になる。

本書の刊行は，本所の出版費をもととし，文部省営局必よび京都大事の特別の配慮の

もとに蓮成されたものである。

以上の諸氏ならびに諸機聞に謝し，心から感謝の僻をさ hげるとともに，過去十数年

間の調査と研究に，有形無形さまざまの援助をあたへられた数多くの人々に封し，さらに

本巻の編輯に献身的努力をはらはれた斎藤菊太郎，陳願明，助手岡崎敬の諸氏，その他に封

し，深甚の謝意を表したい。

1953年12月

著 者
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序章

雲岡以前の這像

1 

中園に悌殺がったはったのは， j，'そらく西暦前後にさかのぼるであらう。後漢の明帝(A.D.58

-75)が夢に神人をみ，大月氏に使者をつかはして，はじめて悌典，悌像がったへられたと L、ふ侍設

がある。 これは信じられないけれども，明併の異母弟，楚王英が浮屠耐をまつうたといふことはた

しかであらう。『後漢書』巻七二，楚王英の俸には，永平八年(A.D.65)ごろのこと h して，楚王英が

浮屠(偽)のために祷戒祭犯したといひ，明帝の詔勅にも，黄老の徴言をたふとび，浮屠(悌)の仁嗣
upasaka ~rã皿aoa

をまつるといひ，あるひは伊蒲寒(優婆塞)，桑門(沙門)の盛傑をたすけよといったといふ。これで

みると，この異閣の宗教に封して，もっともはやく反膝をしめしたのは，省時の貴族であり，天子さ

へもそれに共感をしめしてゐるのである。のみならず，これから五，六十年くだる張衡 (A.D.139 

!'i)の「西京賦J(文選，巻二)にも長安後宮の美女告とうたひ， i展季も桑門(沙門)も，たれかよくまど

はざらん」とのことばがみえてゐるo してみると，このあたらしい宗教は，かなりの程度に， '1止のな

かの注意をひいたものであるらし L、。 それに浮屠(悌)の仁耐といふかぎり，なにもない嗣ではな

く，なにか人間的な像をもってゐるやうにきこえるではないか。

板市の世 (A.D.147-167) になると，安i佐高，支婁迦識，竺朔悌など外岡f曾{自のう~朝があり，偽
Ku詞na Kani!ka 

教はま♂いお、いさかんになっていった。ときは，まさに大月氏クシヤァナ王朝の全盛期て，カニシ L カ
n 

王のでたころである。しかるに，その析帝は，つひに延蒸九年(A.D.1(6)七月，糧龍官に黄帝，老子

と浮厨(悌)をあはせまつり，華主主をまうけ，郊天の事誌を奏したといふ。黄帝，老子は民間信仰に基

盤をもち，常時ひろく信仰されてゐたのであるが，これとならんでまつられたことは異端邪教とし

てみられたのでなく，同類またはそのうちのー耐として，うけL、れられたことをしめすもので，し

1 7K野清一「中闘に品、けるf弗像のはじまりJ(悌教接術， 7)，た阪1950年刊。己の11'章(主X(それによった。

2 カ=ユシユカ=王王F巨-の年代につνい、ていてはいろいろ議論があるが， J. Marshallは T仇αr江向α，An必IIIんu拙叫8t附4官伽γ問αatedA佃側?叫>1qザfAγ開c初eolo，叩s伊fI'個J
Exc叩α叩 f伽t臼加o酎?削Lωsc悶α門m‘~ied 0刷'1ft叫 Tα叫xilα削叩.dertIμi出eOαI'de官γ開'8OJ the (}仇o柑附r

て A.D.128ー151とし亡をり， R. GhirshmanはBり古川，Hechur，h割削叫向10，伊 抑 制 ethu:!l刷抑制釦rl田 Ko師向11，8(Memoires de la 

delegation a阻h白logi4uefrancaise en Afghanbtan， XII J， Le Caire 1946， p. 106， 107にむいてA.D.144-172としてゐる。

3 r後漢書H量六要指俳，巻七桓帝紀，省一一八四域惇③
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たがうて，ともに郊天の禦てまつってもよかったのであらう。傘査はインドても，中闘でも貴族のか

くべからざる調度であり，したがって貴人のシムボルでもあった。傘蓋の座にすわった神人は，しば

しば童象鏡 (Fig.1，2)付申獣鏡にあらはされてゐる。永卒十二年(A.D.69)の漆案の掃 (Fig.3)に

も，それがあるのをみると，べつにイ y ドからもちこまれただけの風習でもなかったらしいo j，>そ

らく，この悌も華蓋のもとにすわった像であうたにちがひない。もうこのころでは，ガγ ダァラの偽

像は最盛期に注してゐたから，たとへいかにZ隆容されてゐたにせよ，それから派出した形式を想像

するよりほかはあるまい。

ついて霊帝 (A.D.168ー 189)，献帝 (A.D.190ー 220)のころになると，さらに安玄，康1'1:，康孟

詳，竺大力，曇果念どの停道借がきて，悌典なども諜出されるやうになうたらしい。 しかし悌寺悌

像のことになると記録は意外にすくなく，たしかなものとしては，たぽ窄融のj字屠(悌)耐をみるば

かりである。窄融の浮屠洞のことは陳議 (A.D.279残)の「三闘志』巻四九，劉録俸にみえてゐる。

蹴帝の初年，徐州の牧，陶識のもとにゐた年融は庚陵，下部，彰城の税還を監督してゐたが，専横に

もその殺をよこどりし，富裕なるま Lに彰城(いまの徐州銅山県系)に」寺を建立した。その時期は

中卒六年 (A.D.189)から初卒四年 (A.D.193)のあひだて，そのさまはつぎのごとく，しるされて

ゐる。

大いに浮属a洞を訟とす。銅をもって人をつくり，黄金もて身にぬり，衣するに錦釆をもoて

する。銅繋をたれること九重，したに重機，閤道をつくる。三千絵人をいれるべL。ことど

とく課して悌純をよましむ。界のうち， j，~よび労の郡の人をして，悌をこのむものあらば道

をうけるをゆるし，その他の役を復しもうてこれを招致ナ。これにより港近前後していた

るもの五千徐人。戸ごとに悌を浴し，多く酒飯をまうけ，ffI，'をi江にしき，数十皇にわたる。

民人のきたりみるもの，身よび食につくもの商人にちかく，その費は五億をもってはかる。

これは「験帝春秋j](後漢書，巻ー0三，所引)あたりによったものと止もふが，活嘩の『後漢書j]~

-0三，陶謙停にも似たやうな記事がある。銅繋九重は相輪九屠のこと，重機は屠塔のこと，聞道

は廻廊のことで，層塔を中心にし廻廊をめぐらした寺てあったらしい。 さうして，そのなかに塗金

の悌像をつくり，それに錦事長をきせたのであうた。

楚王英のj字屠嗣，桓帝の浮屠嗣は厳密にいふと，なにをまってコたかわからぬが，これはあきらか

に彫像であり，塗金の銅像である。だから貌の張長は休賭王祭天の金人について注穆をかき「悌徒

は金人をまつるなりJ(漢書，巻五五，索隠所号Dというてゐる。それにしても金銅像のうへに錦線を

きせるといふのは，どうしたわけであらうか。これでは一個の彫刻でなく，円筒人」の一種とみたわ

1梅原末治『紹興古鏡豪英」京都1939年flj，PI. 7 

2 服、岡淑人『紫浪』東京1930年刊，PI.57 

3 k谷勝.，支那にゐける悌寺造立の起源に就いてJ(束洋拳報，第一一巻)，東京1921"f刊， p.88， 89 
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序章雲間以前の迄像

けてあらう。墓などにいれる「ひとがた」とふ、なじ意味である。のちの時代ては，いまはなき懇迦

牟尼悌を形像により，しのぶと L、ふだけであるが，こ誌では形像そのものが悌であり，仰の霊威を

分有すると解するのである。こ、に，はしなくも中関人の初期の傍観念が，しめされてゐる。

これに開聯したはなしは，時代はや L くだるが.f'曾佑(A.D. 4.5.5-.518)の『出三蔵記築J(大正大

蔵経，第五五巻.p. 96)巻一三，康併合停にみえてゐる。それは呉の天子，孫附(A.D. 264-280)に閥

Lたもので，衛兵が後宮の圏中て「一立金像」たかさ敷尺のものを愛見し，孫自告に献上したことから

はじまる。ところが，この節L暴もの L天子は，これを闘中にj，'き，たまたま四月八日には滋悌と縛

して民をかけ，群臣とともに大笑したといふ。しかるに，タがたになると陰嚢がはれていたみ，わ

めきだした。大史がうらなひ，大神のた h りだといふので，諸廟にいのらせたが，苦痛はますます

つのるばかり。たまたま総女の言をきいて像を殿中にむかへ，香湯で数十岡あらひ，焼香織悔する

と，やっと平癒した。これは一種の感臆談だが，悌像そのものに霊威のあるとするかんがへをあら

はしてゐる。それに敷尺の立金像といふのは初期の悌像のありさまをったへるものとして興味が

~.、由、 L 、。

なほ康信舎については建初寺建立のはなしがある。ときは赤烏四年(A.D. 241)とも，十年(A.

D.247)ともいふが，悌合利を感得して孫権が寺をたてたといふ。似たはなしは，郊の明併が洛陽に

たてた官悌岡椋令についてもかたられてゐて，いづれも寺の縁起であるから，全面的に信ずるわけ

にゆかなし、。しかし「出三蔵記集J(大正大蔵経，第五五巻.p. 48)巻七にひく l般舟三味経記Jには，

「建安十三年 (A.D. 2(8). 歳在戊子，八月八日，許凸の寺におe~ 、て校定すJ といふ文句があり，三世

紀初頭，許白に必ける寺の存在を確貨にしめしてゐる。いづれにしても，まだ三闘のころでは悌寺

はすくなく，腐の遁貨の『集紳州三寅感遁銭J(大正大疲経，巻五二巻.p. 410)巻上によると，鎮のと

き洛陽にあった寺はたピの三寺であったといふ。その後，官悌闘精舎ができたわけであるが，この寺

も，また窄融の寺と訟なじゃうに塔を中心にした寺であったと訟もふ。「説書』穣老志によると西管

(A. D. 26.5-316)のとき「浴中の浮聞は四十二所」といふ。この浮闘も Buddhaの封昔であるが，そ

の;むは stapaである。寺をかぞへるのに塔をもってしたのは，要するに初期の悌寺がみな塔中心で

あったからであらう。ところが梁の慧岐の「高僧侍J(大正大蔵経，巻五O.p. 387)巻九によると，菅

の南波後，五胡の跳梁しはじめたころ，すなはち石氏の後越の初世 (A.D. 319-329)には，悌闘澄が

巡歴したところの州都に八百九十三の悌寺があったとったへてゐる。 これだけの寺があったとす

ると，傍像もかなりつくられたにちがひない。それに育の永和九年(A.D. 3.53).ー設には秦の建元

二年(A.D. 366)になると，敦燈の千悌洞もひらかれはじめ，偽の塑像がつくられてゐるのである。

1 r鵠香』持者忘に「浮屠の正競は悌1砲といふ，悌胞と浮聞とは聾桶ちかし，みな両方の7fなり」といひ，白馬苛り塔を解して「す

べて宮塔の制度.fJ:ほ天竺の重野献によりて.1:れを重構する，一級より三 Ii.七九に至る，世人相うけて乙れを浮聞といふ，あるびは

悌l剖といふ」と。
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かうなると，ゃうやく貨物の今日にのこるものがあるのも r~.然てあらう。

2 

現存の遺物て， f!婦像のすがたがもてコともはやくあらはれるのは漢鏡である。漢鏡とは，もとよ

り漠式鏡の謂である。前浅から菅，す左はち前二百年から後四百年にわたる期間につくられた。

そのうち悌像のあらはされたものは神獣鏡と要鳳鏡の二積しかない。 ともに漠式鏡のうちでは，

もっともあたらしい形式である。

紳歎鏡，lE礁には悌歎鏡であるが，けづきよく紳獄鏡のー聖書種にすぎぬから，こ hではiP申獣鏡と

よんでシかう。三角縁榊獣鏡に一面と給文様縁紳歎鏡に敷商ある。みなわがくにの出土で，後者

には佑製品も数回あるが，こ hては舶載品のみが問題になる。

第一は奈良県系北葛域郡馬見村新山古墳の三角縁ro申獣鏡 (Fig.4)である。 これはふつうにみる

三神三歎鏡て，三方の三神のかはりに三悌があらはされてゐる。三獣は虎であるが，その一部に納

線の蓮枝がある。例像は，かんたん念坐悌である。どれも大き怠納線の蓮肢にすわってゐる。結

伽飲坐，開定のすがたである。衣文は膝も腕も，相かさなる弧線であらはされてゐるが，むねのと

ころは三悌三様で， (a)は字Lのやうなふくらみがみえ， (b)は横車jのあひだに耕裕子文があり， (c)は

たピ斜絡子文のみである。頭部も，それぞれにちがふ。 (a)は面貌模糊としてゐるが，願上にはりっ

ぱな肉警があり，阿形の顕光がある。 i英明博訟の「項に日月光あり」といふことばが.$>もひあはさ

れる。左右に側面形の蓮華らしいものがある。 (b)は眉，限，鼻，口の浮線があざやかで，つよい粗

撲な印象をあたへる。頭上には肉撃がなく，なにか三山冠のごとき三つのとがりがある。 (c)にな

ると，この三山冠はもっとはっきりしてゐる。 (b)(けでは凶光が明瞭でない。どれも神像にみる羽

衣のやうに，肩にはねあがる細線が二三本づ Lみえる。ちゃうど細線式紳獣鏡と宇内彫式紳獣鏡と

の中間的表現である。悌像のもりあげは不充分で，それに突出した細線が，ふとぶとと全両を身ほ

ふ、てゐる。

三角縁!神獣鏡はわがくにの古境から出土するが，紀年のあるのは正始元年 (A.D.240)鏡二面

てあと了。いま新山古墳出土鏡とくらべるに，いづれを先ともいへないであらう。 ひかへめにいへ

ば，た r三岡，西管(A.D. 222-316)といふほかはないが，たぶん三図まではさかのぼらせても，さ

しっかへないであらう。 したがって，われわれは窄融の浮屠和lにもうともちかいものとして，これ

から窄融の悌像を想定しでもよいであらう。さうとすれば，これら初期の悌像は，きはめて紳仙像

1 家並， r後漢紀j(四都議刊本)，巻~O， p.5a，あるひは悌身を形容して「御身は長さー丈六N.，黄金なり，項中に且月光を倣.l:，

費化曹はまりなく，入らざるととろなし，ゆ主によく高物を通じ，kいに群生をすくふ」といふ。

2 梅原末治『漢三園六朝紀年鏡刷ii!l:j 京都1943~fリ， PI. 25， 26。
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序章雲間以前の造像

的であったといは左ければならない。 これによってガンダァラの悌像を辛子もふより，漢鏡の紳仙像

がbもひあはされる。だから， 1'1然に黄帝，老子といずコしょにまつられたり，浅鏡の岡案になったり

するのであらう。高橋健n博士は『鏡と剣と玉J(東京1931再刊，p.44， 45)のなかで，これを悌像的

な神仙像と解線した。しかし蓮座と岡光があれば，むしろ併というた方がよいであらう。悌像が

神仙像になることもあらうが，こ hではあくまで悌像といふほか念い。第四国 (b)，(c)は三山冠を

つけてゐるが，蓮座がある。結励。欽坐てあらう。閃光はかすかで羽衣がみえるが，爾予をまへであ

はせてゐるのは梯定の手である。扶手してゐるのではない。腕がほそく袖がなく，胸にあはせた

ゑりがみえないのも，きものでなく僧衣だからである。胸の斜格子文は， f曾衣のひだが，のみこめ

なかうた彪置とみてよからう。かうなるとガンダァラ式とも，なに式ともいへない偽像であるo け

れども，形式のもとづくところが，ガンダァラ併にあることは，いふまでもないことである。

給文様紘11I中獣鏡，これも正確には悌獣鏡であるが，それはさてお、いて，この式の鏡は敷耐ある。

鏡式は一定してゐるが，なかの宇内彫の悌像はすこしちがってゐる。外W~は字国方彬帯，内匪は同

学Lがあり，これをとりまいて獣形があり，そのあひだの各阪に三傘，あるひは三望書の併殺像が止か

れてゐる。

長野県長下伊那郡龍丘村iH土の一例 (Fig.5)はもっとも重像が鮮明である。 (a)阪は二主主，蓮座に

すわったのは悌であらうが，.¥'r..像は寄燈，もしくは蓮校をもうた供養天のごとくである。イ曾衣を全

身にまとひ，装身具をつけないのは偽のやうにもみえるが，天衣がまへにさがり，左:1:iの腕にか hっ

てゐるのは，やはり菩薩かともJ，>もはれる。高警で，蓮華の肢のうへに立。てゐる。坐悌は蓮座の

うへにすわり，準手形であるらしいが，型ながれのためによくわからない。頭光には蓮華文がはっ

きりとあらはされ，面貌は円鼻だちがつよく，力んだ表情をしてゐる。 kわきに一本の蓮校があ

る。したの鋳つぶれたところは花瓶てあらうか。 (c)医も二重まで，ほピ (a)匿とbなじである。闘

光の蓮事はより鮮明であり，頭上に双警がある。 l白}貌は威厳があり， f曾衣を全身にまとすコたさまは

悌にちがひないが，双警告といた Y くのは，のちの悌像にないところである。衣文はふとく，力づよ

い。蓮華陀のかはりに獅子肢があるが， ~~子のあたまは大きく，ま正面むきになって二つならんて

ゐるのは異4Zである。それに1;てわきにべつに獅子一副があり，上半身をあらはしてゐる。右わき

の立像は遊技のやうなものをもった蓮上の供養老ーである。さきにいったどとく，この積の像は悌か

菩薩か容易に断じがたいが，香櫨たもョたり，蓮枝をもうたりしてゐるのをみると，ともかく偽ては
padmapani 

ないらしい。たぜの供養天人とすれば問題はないが，菩薩だとすれば，これは蓮華子菩薩になり，
Avalokite相 a.. 

つまり観音菩薩だといふことになる。

第五岡 (b)阪と (d)阪とは三舎である。まんなかの立像は蓮座のうへにたち，右手に蓮校をもっ

てゐるのは，ともかく供養者の像で，悌てはない。あるひは観音菩薩かも知れない。しかし中央像

であるから，たんなる供養者とするのはふさはしくない。光背があり，双警がある。 (b)区， (d)匝

5 
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の右脇に坐像がある。これも (d)匿の像は蓮枝をもってゐる。蓮賂のうへに結蹴扶坐する悌像らし

いが，顔合あげて中央の像をみあげてゐる。蓮校をもってゐるというても，すわった観音像といふL
のは，まったく例がないのである。 (b)匿の坐像は一頭の獅子頭のうへにすわってゐる。双警はあ

きらかであるが，凶光がなく，子はよくわからない。 (b)区.(d)医の左脇像も坐像である。結蜘献

坐，頭を大きくかたむけてゐる。この鏡}には，外縁の給文様帯に楼閣があり，そのうちに坐悌らし

いものが一勝みえてゐる。

いま一面(Fig.6)は岡山際都窪郡庄村古墳の出土である。 (a)隠は二命，蓮上の坐像と香櫨をさ

さげた立侍の像である。前者の (a)阪に一致するが，坐像わきの蓮校がなく，立像したの蓮賊がな

い。 (c)1援はやはり前者の (c)匿に似るが，立像の蓮座をかき，坐像わきの獅子そうしなふ。一般に

模糊としてゐるが，岡光のうへに，なにか$'1まひのやうなものがある。 (b)匿と (d)匿とは三写であ

る。中君主は岡光があきらかてないが.(d)阪の双警は明瞭てある。蓮座のうへにたち，僧衣と天衣を

つけ，蓮枝をもってゐるらしいこと，さきの鏡に止なじである。 (b)匿の右脇.(d)匿の左脇はどちら

も偽のやうな坐像，しかし (d)区は蓮校をもち，首をかしげてゐる。座は蓮華康てある。 (b)匝は

また獅子に坐し，ま正面むきである。はっきりいへないけれども，右手をさげ左手をあげてゐる。

結蜘飲坐てあらう。 (b)阪の左脇と.(d)医の右脇とは，あきらかに宇蹴思惟像てある。のちになる

と，太子思惟像とよばれるものである。こ、てもさうであらうか。

いま一面は千葉県謀者津郡清川村古噴出七の紳獄鏡てある。ほとんど龍丘村の古鏡に似るが，

(a)区 (c)阪のわき立像に選時をかき.(c)阪の坐像に光背うへの$'1まひがあり，また (b)医(d)区に

字削思惟像のあることは庄村古墳の鏡に似てゐる。

要するに，二主主と三重まの配置であるが，後i止のごとき三主主像てはない。たしかに坐悌とふ、ぼし

きもの，悌とも観音ともいへる立像，あるひは菩薩とも天人ともいへる立像，それに字削思惟像な

どが，この鏡にみとめられる。

一般にこの字国方格帯のある榊欺鏡は宇肉彫の重像をもってゐる。来日年のあるものをひろふ

と，後漢和i，貯の元興元年(A.D.105)から三岡，東西雨管を混じ，南湾建武五年鏡 (A.D.498)にいた

うてとまってゐる。そのうち紛文様帯の出現は後期にあり，紀年のあるものでは西脊泰始六年鏡

(A. D.270).泰始九年鏡 (A.D. 273).南費建武五年鏡 (A.D.498)がそれである。いまこの三両

と，この榊獣鏡とをくらべてみると，ちゃうどその中間にあると必もはれる。四字Lの朕態からいへ

ば述式五年鏡にちかいが，四字Lはふるくからあるものであり，また固様その他はすっかり泰始鏡に

ちかい。建武五年鏡はいろいろな貼から例外的な存在てある。それはふつうの漠式鏡をや hはな

れて，五百年ごろの南朝の空気をつよく反映してゐる。この鏡には，さういふところがないので，泰

1水野清一「宇蜘思惟像についてJ(東洋史研究，第一審，阿披)，京都1940年刊。

2 梅原末治『紀年鏡聞説JPI. 56， 58， 67. 
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始鏡につぐ育代の作としてよいであらう。いひかへれば，三百年前後のものとしてよろしからう。

この鮎は，また悌像の様式がけうして五百年前後のものでないことからも，逆に支持されると身も

ふ。

~鳳鏡ては，まずボスト y美術館所蔵の一面 (Fig.7) があげられる。内匿の，大きくなった凶薬

庫の 4 葉に悌像がある。これは榊獣鏡とちがうて，平滑の鏡背に背景をほりさげて影像をうかして

ゐる o ちゃうど影給のやうなものである。悌はやはり蓮座のうへに坐し，固光を訟ふ。内警はわづ

かにあるどとく，頚はほそい。膝とまへにさがった衣端とがいちじるしいのは，さきの神歌鏡の諸

像と止なじである。左右にとびあがって雨予をひろげた天人がゐる。国光をお‘び天衣をひるがへ

してゐる。外縁の連弧文も，二つだけは，よこざまにとぶ飛天を必さめてゐる。

いま一面は，もとベルリンの図立博物館東洋部にあった婆鳳鏡 (Fig.8)である。外阪の連弧中

にそれぞれ固光をま?うた悌，あるひはとぴあがうたやうな天人などをみる。そのかたちはホイト氏

の奇襲鳳鏡にみるものと，ひじゃうによく似てゐる。

要鳳鏡と欺首鏡とは影倫ふうの童象て特色がある。主象石ていへば，武氏制の輩象に一致す

るやりかたである。後漢のJ中帝永嘉 (A.D.14S)，桁帝永寺，延蒸，永康(A.D.155-167)，蜜命蒸平，

光和 (A.D.I72-183)の紀年を有するものがあるが，その後もひきつ rき製作され，貌の-u'露鏡

(A. D. 259， 260)も数凶ある; これらの紀年ある婆鳳鏡にくらべると，この悌像，飛天をもった礎鳳

鏡は一歩ナ L んてゐる。第一に外縁の幾何~文平停をうし危うてゐる。第二に弧形中に護像がある。

そのうへ文撲が流麗であり，繊細である。 どうみても，紀年のあるものよりは後出の形式てある。

それにしても，東鎮の天平三年鏡 (A.D. 536)まではどうしてもくだりえないであらう。天卒三年

鏡は双頭欧文であるが，それは一種の]也龍交鏡から股化したもの，この贈龍文鏡は，その影絵的念

表現にbいて，また婆鳳鏡のながれをくむものである。だから，さういふ雄龍鏡と卒行するか，そ

れに先行するものと Lて，この悌飛天の要鳳鋭は東丙.雨菅 (A.D. 265-419)のもの，いひかへれば

二宵六十年から三，四百年にいたるもの，といふより，三刃年前後のものとみて大過ないであらう。

要するに三角縁紳獣鏡は三岡，つまり三百年代のなかごろ，要鳳鏡は管代，二百七十年どろか

ら三百年前後，給文様総面申獣鏡は菅ft，:三一円年前後とみて，そのあひだの大きな進歩をみとめるこ

とができる。つまり，身なじガンダァラ併をもとにしながらも，紳仙像まがひの悌像から，ほんたう

の悌像らしい悌像，それに飛天ができ，蓮華子菩薩(? )ができ，三ド蜘居、惟像ができて，三百年代には

や L悌像の諸形式がてそろうたと身もはれる。ちゃうど，r牟子」ゃ「四十二主主純記」の成立し，tl英明

求法侍設がでっちあげられた時期である。

1 梅原末治『欧米に於ける主那古鋭』京都1931&t'刊.Fig. 21 (21. 2 同書， Fig. 21< 1) 
3 梅原『紀年鏡開設~ PI. 6-8. 10ー12，14. 27 -29. Fig. 3. 4水野「中闘にむける悌像のはじまりJp.44 
5 h.ほ最近に危うて，<:れらの諸鏡と前後する悌像を九帳xの越磁粛のうへにみいアごした。それにういてはi且記(p.421参m~。
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雲間石窟第卜開制第十六f同

3 

この三百年間にあ、ける悌教のひろまりは，すこぶる遅々たるものてあうた。外困の沙門たちが

きて，寺もたち，悌典も持出されたけれども，一般には悌を敷ある紳仙の一人くらゐにしかうけと

らず，したがって，その{象者とつくるにしても，呉闘の偶像として，そのもとのすがたがそのま L採用

されるよりも，つよく 1[1申仙像に化せられたものであった。光背とか，蓮時とか，獅子!併と Lサ、忽l足は

採用されでも，その全挫の表現はガンダァラ様式からもとほい，猟特な中困ふうに表現されたもの

それには，このまうたく見なれない彫像への様式的無埠解もあうたにちがひなL、。とみえる。

しかし大きな獲化の機舎が到来した。それは巾闘にうつりすんだ北方民族によって阿晋がほ

ろぼされ (A.D. 316).それ以後ながく北方民族の中園支配がつぜいたからである。中園の枇舎が

動格し中図の停統は権威をうしなった。このときに，あたらしい宗教は，際原の火のやうに急;にも

悌圃~のでた石越の時代に急:激に寺の数がふえたことも怠味のあることえひろがったのである。

さうして，われわれは最古の紀年ある偽像をこ Lにみいだすのである。意i.J年像として，も

っともふるいのみならず，あらゆる現存の働殺像のうちでも，もうともふるいものであらう。

である。

そオL

は後越の石虎，建武凶年(A.D. 338)とL吐、像である。

方猷はめづらしく権どり像はが140cmの金銅偽 (Fig.9) .小さい方鉄のうへにすわってゐる。

そのなかにはパミま三つの小孔があるが，これはまんなかに香

いまその迩がかすかにみられるけれども，つぎの無銘像

があって，毛彫の唐草波紋文がある。

櫨と左右に獅子をはめたものである。

(Fig. 10)を参照すると，はっきりとその綾子がうか叫土れる。方献のうちには，つぎの銘がある。

戊
戊
八

月
甘f
1111 

建武の年続は，後i丸菅，後越，市費にあるが，四年て戊1えにあたるものは石虎の後越よりほかにな

建
武
四
年
・
歳
在

比
丘
口
議
口
口

業
道
像
口
口
口

(
六
行
ば
か
り
欠
損
)

口
三
口
口
口
口

生
口
口
、
、
、

この刻交は，まだ貨物についつまり A.D. 3:m年で，まさに{格闘澄の活躍してゐたころである。L、。

て検討したことがないから，確信をもっていふわけにはゆかないが，とくにうたがふべき理由はな

い。たぼこの像が，三百年代にた vひとつの孤立した資料である黙と，業活像といふことばが，多少

不安をあたへるが，それをふ、けば，この{象のふるいことは様式のうへから充分にみとめられる。 し

たがって造像記どほり三百年代のものとみとめてよいと止もふ。「業i立像」の意味はよくわからな

いけれども，七百年ごろの法像には.1業活像五十躯」とか「業道像七躯」とか.¥ ミふことばがみえる。

1 *.野，長成「龍門石痛の研究』東京1941年刊.11刻録録文 ~3.278

日



















序章雲間以前の治像

過去偽のやうに多数ある仰にちがひない。

づんぐりした身強，雨子はまへにあはせて禅定の相，顔はした11"そりて， p，j警はや h大きい。

さうして，こまかい卒行重Ij線の毛なみがL、れである。螺愛でもなければ，波紋でもなL、。すこしは

螺旋肢にまいてゐるやうにみえるけれども，直毛であるの これも中閥的といへょうか。髪ぎはは

尖挟形にあがってそり，腐はたひらである。限は杏1:形で大きく，険はふかく彫りこまれてゐるが，

限から険のうつりゆきはわりにのっべりしてゐる。鼻翼，口はわりに大きく，人qfはつよくあらは

され，ヰはあまりながくなL、。衣は雨后を-I>'Iまふ遁屑で，衣端が胸にたまうて弧をゑがき，そのはし

が左肩からうしろへはねかけられてゐる。手からしたには，あつい大きな袋が，地物線をゑがきっ

L卒行にたれさがってゐる。 もとより，結淵扶Fe:てあらうが，足はこのドにかくれてみえなL、。膝

がしらは，つよく左右にはりだしてゐるが，衣女;はあらはされず，腕にか Lった衣端が，ジグザグの

放をゑがきながら，そのうへに袖のやうにたれてゐる。衣文の大きくあっぽうたい袋も，中央の大

きなたれさがりも，さきの漠鏡の仰にみられた特色てある。だから，われわれは，この最初の仰殺

興隆期である後越のときにも，あたらしい同方の新様式より，奮来の俸統のうへにたった躍進をみ

るやうにま?もふ。

この像につぐものは，もと平野古陶軒戒の金銅坐偽(Fig.lO)である。これには紀年がなL、。

けれども，あらゆる黙で前者に似た像である。たがひにかぎなって三百年代の悌像を示唆するとこ

ろがある。総高21.2cm，長庄の獅子と香燈はとくに興味がふかL、。その獅子の全身にある毛彫の

線傑，博山嬢の荒にみる斜伶子欣には，まだつよい漠式の惇統をみるであらう。獅子の左右にも毛

彫の砲事態らしいものがある。あるひは波紋唐辛文をあらはさうとして，かうなったのかもI>11れな

い。去なじゃうな毛彫が， k，りのところの弧肢になった衣端にもあらはれてゐる。顔の表情は前者

よりま?だやかである。阪はつぶうたやうに一直線の葉Ij線である。けれども，輪廓といひ，納部の目

鼻だちといひ，よく似てゐる。 E貞髪の重IJ線も髪ぎはだけになり，この方が一歩形式化してゐること

がみとめられる。衣文も前者によく似てゐる。大きなひだで，まんなかに大きな弧紋の下垂があ

る。しかし，前者の合子の相に釣し，これは奉子の相てある。右手の掌をみせ，それにはめづらし

くも輸相をあらはしてゐる。九fFもめづらしく，衣端をにぎらず，うへにむけて衣端をうけてゐる

のみである。指はざんぐりと彫り，単純で))づよ L、。事肢の側面にも小孔があり，あるひは供養者

の像てもとりつけたのであらう O 後到にほぞがあり，頑光をとりつけたこと，また墓艇のうちにほ

ぞが二つあり，拳身光をとりつけたらしいこと，建武四年像にbなじである。だから，この像と建武

像とを， -I>'なじく三百年代のなかごろにお、くことはゆるされるであらう。や h赤みをあ、ぴた塗金

て，ところどころに気孔のある銅肌，そのうへ，ゅのまはりがわるく口のあいたところさへある。

1 J. Meunie， Slwtm叫 (Memoiresde la delegation 山由旬logi【luefrancai町 enAfghan回国n，Tome X l， Pari. 1942， PI. X 36.乙れ

に輸相のある手があげられてゐる。
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主主岡石窟第十悶 I問第十六洞

三月年代の比較的幼稚な技術的段階をしめしてゐるといふべきであらう;

この停統は，そのま h五胡十六図時代 (A.D. 313-439)を遁じてb こ念はれ，四百年代までも

ちこまオL:たら Lい。 その告とはりにちかいあらはれが，夏の勝光二年(A.D. 429)中書舎人施文の金

鍋悌坐像 (Fig.11)である。顔も衣文も，さうして蔓座もすっかり建武四年像，平野古陶軒像をkそ

ひながら，板度に形式化し車純化され，ある程度は誇張され，きはめて粗野な朕態にbしこめられ

てゐる。頭髪も左右にわけ，内警にあるうづまきも，建武像のすこ Lまいたやうな肉警の髪容を去

もへば，べつに新しい要素とはいへないであらう。獅子のあひだ，香燈のかはりに，1J'はうた蓮華の

やうな花機がある。墓!事はこれでをはってゐるのである。 ところが，これはそのしたにさらに四脚

の塞があって，刻銘をいれてゐる。 たぶん，刻銘のために，わざわざ迫力nしたもので，これのない1il1

種の像(Fig.15)はいたうて多い。 どれも西北地方の出土がったへられ，しかも乾燥した繍のあり

さまから，それが信頼できるのである。 勝光二年は大夏赫連氏の最後の年続である。 始租赫連勃

々はすでに死し (A.D. 425)，赫蓮月はその都，オルドスの統高城(陳丙省横山県幕内土城)で，北貌の

太武1j'iのためにとらへられ，その弟，赫漣定は甘粛の2f涼にのがれて干i'iと稀し，年放を勝光というた

のである。 勝光二年は西暦429年である。北貌の一統 (A.D.439)にさきだつこと十年である。 し

かL，この縄の小像を，すべて大夏の像ときめることは尚早だと訟もふ。 た r四百年前後，中閣の

商北でお‘こなはれた粗製品と解すべきであらう。

とにかく，さういふわけで勝光二年の像は Lたの蔓が特別なわけであるが，それは，ゅのまは

りがわるく，一足をかき，鋲どめの脚がついてゐる。 それに脚問は，すでにのちの北貌偽で一般に

みるやうな火焔形が彫ーである。文字は左わきから正面，正面から右わきへとまはそコて彫ってある。

区

背

面
} 

平 施日巳勝

安文中春光

造鴬書正二

像合合月年

一 家 人 朔 己
右 正 左
トわ
き而き

かう Lた中園北部本来の悌像に樹し，あたら Lい呉図的なものが，三三ある。 その第ーは菩薩

の立像(Fig.12)である。険西省三原豚の出土といふ。たかさ 33cm，蓮座のうへにたうてゐたらし

いが，いまは子房があるばかり，そのうへに足をひらいてたうてゐる。 サンダんをつけた2t行の像，

経行像とい。てもよいであらう。必もさうな下裳をつけ，はだかの上世に大きな布をまいてゐる。

それが爾屑から爾腕にか h り，左右にたれて袖のやうになってゐる。 頚には板紋のかざり，鎖のつ

1 漢代以来の本絡的主主技術が中闘の混乱止、もに低下し，さういふ環境のもとに，1:.れらの悌(臨む製作が1>1:.:11:はれたのであ

る。己、に従来の体統の}Jがあまりつよくはたらきえない可能性もある。

2 足立喜六『長安史瞭の研究j(東洋文庫論叢，第二0)，東京1933年刊，Pl.167 

JO 



序章雲附以前の25像

いたかぎりがあり，腕には腕釧があるo 右手をあげて，掌をみせ，左手に水瓶をとる。水瓶告さもった

ところは繍勅菩薩かも知れない:顔は大きく，深眼高鼻で， $>とがひががっちりとびだし，口ひげが

あり異図的な風貌をしてゐる。頑愛はあんで左右にわけ，雨肩にたれるが，頂上には警をつくる。

顔も，胸も，腹も，それに雨腕も，がっちりした肉っきて，成熟した男性の韓格である。ひじゃうにガ

ンダァラ像にちかいのが，この像の特徴て，この作者はガンダァラ筏式をのみこみ，ガンダァラの技

法に習熟してゐたといへる。そのため，あるひとは，これを西方侍来といふ。けれども，両方にも

これとまったく$>なじといふものはない。とくに西方に金銅像のすくないことは，この像のrIt図製

をしめすのに充分てあらう o それにしても，この像が侠|西省の三原燃で後見されたことは，この像

の，中国西部にふ、いててきたことをものがたるかも知れなL、。時代については，なんの子が L りも

ども，三百年以前にさかのぼらせる根嫁は全然なさ h うだし，あとにのべる二例がけっして閥均.年

ないけれをくだらないといふことから三百年代のはじめ， $>そくて300-400年ごろと推定される o

いづれにしても，この像の出現は悌像の巌史にとって革新的な事件といへょう。
G.L. WInthrηp 

つぎは故ウィンスロゥプ氏の蒐集て，獅子座に結蜘猷坐の悌 (Fig.16)てある。これも，さうた

うにガγ ダァラ的の像である。ひくい践に正面むきの獅子があり，そのあひだに瓶中の蓮華があ

る。日がするどく，鼻がたかく，口ひげがあり， $>とがひが大きくはって異図的風貌である。それに

めづらしく眉聞に白星きまである。髪ぎははすこしさがり，ふっくりした髪をまんなかでわけ，左右

にあげてゐる。それがすこしづぽっかねてあんだやうにもみえる。それにめづらしいことに，肉

警にはも髪がしめされず，頂上に方孔があって，こゐになにかをbさめたゃうである。それに耳は

大きく，いちじるし L、。衣は姐肩て，衣文は平行した隆起線からなる。密接した腕のひだは三角縁

神替え鏡をみるゃうで，からだの起伏に膝じてうねり，わりに自然にあらはされてゐる。膝のあひだ

には大きく衣端がたれ，初期の仰像の源流がどういふところにあるかを暗示する。また獣耳:のやう

になった衣端は，つぎの松本徴古館の悌立像(Fig.14)にもみられ，さきの三原臓の菩薩立像 (Fig.12)

の衣端にもとづくかと$>もはれる。それにめづらしいのは左右の肩にある火焔のやうな突起であ

る。たぶん身光をあらはすものてあらう。以上のぞうな形式の比較でほ uあきらかなやうに，三原

蘇の菩薩立像につぐ像と」かもはれる。大まかにいって三百年代の働像てあらう。なlま基践の左右に

比Ji二の立像がある。河北省の石家荘方面からでたといふから，これも後越石虎の勢力圏内である。

これにつぐものは，豊中の藤木IF--氏奮戒の金銅悌坐像(Fig.17)である。まづ自の大きな，口

ひげのある，J:;、とがひのはった，異図的な風貌が注意される。頭髪をあらはす刻線があり，肉警には

渦文をみる。間光を$>ひ，結助1011¥走座，大きな右手をあげ，左予て衣端をにぎってゐる。たかさ 20cm

にたりぬ小像て，衣交は簡略であるが，平板式て，雨肩をお、lまひ，弧肢になったひだが胸からまへに

さがってゐる。さうしてびくい七成の基座が同鋳てある。困光には線彫の蓮華交がいくつかある。

1 A. GrunwedeI， Budd!tist Arl in Jndia， Lon【lon1901， p. 191ー 194
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雲間石窟第十四洞一第十六 !ldJ

これも三百年代の併というてもよいであら句。前三者A にくらべると，か在り中固化してゐる。

松木徴rtJ-官官の-JR像 (Fig.14)は，これより小さい。 たかさ lScm小さいだけに簡略念っくりであ

る。けれども，ガンダァラ的なことは前者に一致する。平行委IJ線の頭髪，つりあがったつよい目，そ

れに口ひげもある。けれども，はじめの三者ほど異闘人にみえないのは.~，とがひの米護法からで

あらうか。遁府て，衣端がショオルのやうに勝jにか h り，また雨腕にか1.~コて左右にさがずコてゐる。

左の衣端は獣王干のやうなとがりを三つつくうてゐる。衣交は平板式，弧妖のひだが平行してたれて

ゐる。足をひらいで蓮貨のうへにたっ。 これも経行像といてコてよいであらう。かんたんな箪郷の

蓮肢は別鋳である。裏腹のはしに「主主像九躯」との文字があり，過去悌とか，賢劫千悌のごときもの

であらう。やはり三百年代のものと推定される。

4 

以上て前北貌的なものを列拳Lたというてよいであらう。その賀，ーごは北貌の初頭にくだる

ものがあるかも知れないが，大勢は前北貌的である。いま北貌の偽像にうつるまへに，南朝の僻像

について一言してなきたい。

北貌の建問 (A.n. 398) に~，くれ，北線の統一 (A. D. 439)にさきだうて，東脊のゆづりをうけて

南に宋の闘がはじまった (A.D.420)。その三代目交備の元嘉十四年 (A.D.437)に韓議敬造銘の金

銅悌坐像(Fig.18)がつくられた。たかさ 29.2cm。これが南朝にむける最古の悌である。とともに形

式の完備した悌像である。もちろん，結蜘扶坐てあらうが，重々しい衣交で足はかくれてみえず，

たピまへでくんだ千がみえるのみである。遁屑て，衣交は全身をむほふが，卒板式のひだて，雨腕は

うへにむかずコた7f-行弧線，胸はしたにむかうた2p行弧線，そのうつりかはりは腕のしたにある。ゑ

りには衣端がショオルのやうにか h り左肩にまはってゐる。膝のうへは腕昔、らたれた袖のやうな

衣文がおPほひ，そのあひだには，また弧状の衣文がたれてゐる。そのだいたいは，いかに洗練され，

優美にな。たとはいへ，夏の勝光像に，また後趨の建武像に，そしてけずコきよくは漠鏡の諸像に遁じ

たものがあり，そのかぎりでは三図雨菅以来のー貸した設展をみることができる。

面貌はさらに優殊であって，中関人ふ号になうてゐる。めづら Lいのはヰが長大で屑にふ、よ

び，しかも，つよく凹闘してゐることである。顕髪は髪ぎはがまるくあがり，いくつかにたばねて

あげ，肉警にbよんてゐるふうである。毛髪はこまかい不行刻線てあらはしてゐる。この面貌は，

まうたく南朝特有て，ほかに類例はないが，頭髪の慮王型は北方の諸像とも根本的なちがひはない。

1 Lのゑり燃の弧は，ひじゃうに形式化してゐるけれども，そむもとづくと己ろはガンダァラむ悌像にある。 たとへば.A. 

Grunwedel， B山 ldh日tA吋印 lnd向.Fig. 116-118， 122 またもヮと形式化したかたちがマツヲァにある。 J.Ph. Voge 1， La 8Culp-

ture dc Mathw>，αlArs Asiatica， XV J， Paris et Bruxelles 1930， PI. XXXI， XXXII. 

12 



雲岡以前の造像序章

光背は甲車'tiな案文の闘闘を頭光とし，奉身光は，外縁に大幅の火焔をもつのみである:火焔はねも

たI:AA光岡闘のなかに

毛彫て花機をあらはしてゐるのはめづらしい。

基座は七成の須粥!弘そのしたに四脚の裏がつく。胸間には火焔の格狭間があり，右側面から

とに反抗をつなぎ，もえあがる焔に結節をもうたもので，貨に雄大である。

元
嘉
十
四
年
.

歳
在
丑
・
榔
五

朔
.
五
月
一

日

弟

子
韓
議
・
敬
造

悌
像
・
願
令

亡

父

母

雄

子

はじまずコて三面にわたる造像記がある。

兄
弟
。
値
滋

諸
悌
・
常
奥

一
一
一
実
共
合
・

だから，こ hては制五は丙午てあらうが，五月一日は丙午朔でなく，さきの四月が丙午朔である。

鉛金の嘉Bとして丙午朔と記したのであら号。

これにつぐ元嘉二十八年(A.D.45l)劉岡之像 (Fig.19)はたかさ 29.3cm.形式は元嘉十四年像

に酷似する。衣交もbなじだが，や h形式化Lてゐるのと，まんなかに弧肢の塾下がないことがち

それに小さい蓮華がふ。面貌も優雅で，耳・の最長なこと，肉警のいちじるしいことが注;なされる。

の政光をもち，そのまはりに細線の複雑な火焔が掌身光をつくる。火焔のもとに大きなわらび手

それから頭上にー鵠，左右わきにー封とIP限定の坐悌ふうの渦交があり，紘漫にせまく焔光を彫る。

憂座は，須帰路と凶脚の憂からなることも，前者に訟なじをいれたことは，はじめての例てある。

であるが，一般に簡略化されてゐる。

南朝に恥けるいまひとつの像は行悌である。いま方形の裏腹(Fig.2.">)をのこナのみであるが，

それをみると，うへの元嘉像の式でなく，隆起線のひだてからうじて膝の火文だけはうか Yへる。

むしろ，つぎの北方諸像との類似，乃至敦燈塑像との接近がかんがへられる。基liliの刻交にある。

1亡嘉二十五年 (A.D. 448).始康郡督問鯨口熊の迭像といふ。始康郡菅鰹理系は四川省成都の近傍て
~) 

それに端方の蒐集であるから，首然凶川省の出土とかんがへられる。 さういふ地理的な事ある。

情も関係があるかも知れない。選座の疋l阿は，蓮庄のつもりであらうか，蓮携のふちとりがある。

ぎごちないゃうであるが，力さうして虎のやうな獅子がうづくまり，まんなかに博山香姐がある。

さうして左側は婦人の合掌行列がある。高

あとの小さ警をつけ，ながく裳をひいたすがたて，南朝:貴族のふうであることはあきらかである。

いご像は章子のすがたである。右側は遁像記を重IJしそれが裏までまはうてゐる。

があふれでゐる。雨側面にも慈織のふちとりがある。

うちには連携の

ふちどりがない。

1 かういふ火焔がい0，ど Eで成立したかは問題であるが，7:.れは 11-1闘に沿ける故.'iの例である。

2 r陶費磁石記J径五ぅ

13 
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雲間石窟第十四洞ー第十 六洞

以上によって四百年代の初頭，南朝にかい

てお‘こなはれたものは，だいたい三園雨菅時代

のものをうけつぎ，それをさらに一段と優雅に

洗煉したものにほかならぬことを知るであら

しからば，これに封して北朝の悌像，しかもう。

直接に雲岡造像の基盤になったとkもはれる四

事
免
縄

手

・子
、
司
刊
竹
・

821久三人盆3

SHillti 

百年代初頭の北貌像は，いったい，どういふもの

5 

てあったらうか。

北貌は綬遠地方に止こり，平城(いまの大

同)に都し (A.D. 398)，中園北部を統ーした (A.

D.439)が，太武帝の太平良君にいたる四十年間

には，悌像に開する資料をすこしものこしてゐ

ない。 『貌書』巻一一四，樺老志には，もともと，

鮮卑族は悌教にしたしまず，綬遠，大同にいて，

ついて，太組道武守ifが後燕をうちゃぶるにj:，~よ

第二十五岡 石 偽韮座 (四川出土，宋元嘉二十五年)

Fig. 25. Stone Pedestal of Seated Buddha， 
(From Ssuchuan， dated A.D. 448) 

んで，そこの悌寺のさかんなさまに遭遇したら

しい。まづ天興元年(A.D. 398)悌法を台こすべ
Grdmku!a Sumeru 

きを詔し，五級悌固と者閣咽山殿，須蒲山殿， $0. 

つぎの太宗明元帝 (A.D. 409-423)も平城の四方に圃像よび講堂，蹄堂，沙門座をどまうけてゐる。

を建立したといふ。また世組太武帝 (A.D. 424-452)も二組の志をつぎ悌法をあがめ，四月八日の

しかも太延七年(A.D. 439)北涼の討滅行像には，したしく門棋にのぞんて散花供養したといふ。

によって，その図人三高戸を平城にうつしたが，そのため 「沙門悌事みなともに東ナ」といはれてゐ

こ』て急;激に北貌の悌教が興隆したことはうたがひをいれぬ。 とともに，いままでの圏内だる。

けの悌敬てはゆるされず，涼1+1の獲得により西方との往来がますますさかんになり，西方にその本

さうして，その結果が，われわれの土をもっ悌教は，大いに護展の機運にめぐまれたわけである。

最初に接する太平民君四年(A.D. 443)の悌像てある。

この金銅像 (Fig.13)はたかさ53.5cm，現存の金銅像中もっとも大である。足をひらいてたつ悌

いま Lての悌像とすっかりちがひ， 三園雨菅式の直系とはい像て，経行像といってよろしからう。

といって，いま』てにはいったガγ ダァラ式の亜流てもない。全然別個の像である。賞然，

14 
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雲岡以前の造像序章

それは，あたらしい征服地北涼からか，ある

ひは直接交渉をもった，もっと丙の図からかは，しばらく問はないことにして，とにかく西方の様式

てある。潟質的な隆起した衣文は，もちろん，ガンダァラ様式のながれをくむものである。爾肩を

あたらしい西方の影響をかんがへなければならない。

ところが，その下腹部のふくれ，太腿
Shotorak 

部のふ.くらみは，ガンダァラ像に似ぬうすい衣の感じをもっ。後期ガンダァラともいふべきショト

ラックの像や，パァミィヤァンの大像をみれば.i，'もひあたるふしが多い。
君。

像の年代は，大きくいうて四，五世紀にあると止もはれる。
の

やうな衣文，交子-またのやうになうた衣交は，まだアフガニスタンてはみない。ショオルのやうにな

i，'ほひ，雨腕にたれ，ゑりに幅のある衣端をたくはへてゐる。

諸

く
シ

ゆ

タ

で

ス
守
ん

ニ

ヤ

』

ガ

け

フ
ル
』

ア

に
ら

互

け

交
d
もてしにvb 

ム，

aそ

さういふ形式化はどこからはじまったのであらうか。雨ったゑりも，まだアフガエスタンにない。

予をまへにだL.掌をひらいてゐる。みづかきが癒著にみえる。頭髪は波肢につくってゐる。それ

の像になってはじめてみるものである。同貌はゆたかで，ナイィヴな表情ーである。あどはふかいが，

恥とがひはJいち，三原出土の菩薩像，ウィンスロゥプの坐悌像のやうなアアリア的風貌はなくなって

だから，アフガン派の影響をつよくうけながらも，鮮卑族の風貌が

はいり，かなりの程度に北鋭化，ひろくいへば中凶化されてゐるわけである。これが北貌最初の僕

この像は足 Fに蓮華座があり，また凶脚の塞座がある。

ゐる。それにヰは長大てある。

要IJ銘は裏腹のまはり式であると止もふ。

太
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常

見

諸

につぎのごとくよまれる。

悌
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治
信
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交

妻
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古
川
景
妻
侍
悌

時

この

ときの東宮皇太子は，のちの文成帝の父，太子晃てあらう。念ぜまっさきに皇太子をあげたのか，ま

た金銅の悌像て.あるのに，なぜ仁I玉:rs:薩といふのか，それはわからない。

その任Ji・村人強氏一放・の迭像である。高陽郡姦吾燃はいまの河北省博野県系の丙南にあうた。

しかし，それだからという

て，この刻銘をうたがふことはできない。文字中にも塗金があり，塗金以前の委IJてあることがあき

1 J. Meunie， Slwtorak， Pl. X-36 

2 A. et Y. Godard et J. Hackin， L副 αntig制的品川崎lhtqu酎 deBam;iyltn (Memoires巾 ladelegation archeologique francait>e en 

Afghanistan， !Il， Paris et Bruxelles 1928， PI. IX， XII. 

3 A. Foucher (.Ioumal asiatique， CC!I， 1923， p. 358)は芸岡k像より古<，Rawiik Vi'車止同時代といふ。 B.Rpw land， (J加 ulM叫

肌 dLate A nfiq/le A吋 (AmericanJournal of Archaeology， Vol. 46)，1942， p. 230によれば.，パアミヤアンた像を A.D.4r切年以前Iとし，

ベェグラアムやバィタァヴァと同時代としてゐる，

4 かういム衣女が敷燥千悌洞にはみられる。 P.Pelliot， 'Pouen-ho'uα"9， Tome IV， Paris 1921， PI. CXCIII 
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雲間平i 潤第 l' 四百4 第卜六 ìlr~

らかである。

つぎは太平良君三年 (A.D.442)の飽茶の石栴憂座 (Fig.20)である。 これには悌像はない。

正面に虎のやうなー封の獅子がうづくまり，そのあいだに香櫨をさ注げた昆裕奴の上身がある。

獅了・はうづくまって，尾をのばし，頑をふりむけて，歯をむきだしてゐる。全身にこまかい刻線があ

り，毛なみをあらはしてゐる。右側に女子の供養者.!rじ側に男子の供養者がいづれも花騰をもって

ならび.11'両にiliT件記がある。頭巾と大衣をつけ，女子は F裳，男子は袴子をはいてゐる。鮮卑放

の北方服てある。 f婚菩薩とちがひ，まったく濁自の表現方式にしたがうてゐてふ、もしろ L、。その純

野な，しかし豪放な，生々とした彫刻は営II~J;の生新な空気をしめすものであらう。

ところが，ゃうやく仰泣が隆盛をきはめるかと」かも i土れた太子長君七年(A.D. 446).太武常は

司徒箆f告の意見もあって，つひに併殺断膝の令をくだしたのであった。それから七年間，悌守は駿

棄され.f桝目はかくれたのである。さうして太武帝がなくなうて，文成帝が位につくと hもに，その

興安元年 (A.D. 452)復f郊の令がくだされた。「貌書』緯老志のいふところによると，その復悌の年

に詔をくだして帝身大の石仰をつくらしめた。すると，顔j二と足下に，たまたま黒石があらはれ，

'ii'iの黒子と紛合したといふ。ついて興光元年(A.D.454).勅して五紙大寺に太組以下五'市のため

に丈六の稗迦立像を五位鋳造した。さうして，つひに和平1じ年(A.D.460).沙門統曇曜のす、めに

よって凶郊，武州塞の地に五つの石窟をいとなむやうになったのてある。 f帰{象のたかさは.-Ii、のお‘
~l 

の七十尺とか，六十尺とかいはれ.1彫飾奇偉世に冠たり」とある。これが今日，ZE同銀にある石

窟てある。だから雲岡の五大仰，すなはち第十六洞から第二十i同までは，直接に五級大寺の五大金

銅仰にもとづくものであり，興安元年の1i'i身大の石仰にも開係がなくはなL、。これら一連の惜室

の造像は慶例以前jの悌像様式をふ、そうたものと -Ii'もはれる。それはさきの太平良君四年像，太平

良君三年格基座告と，室岡初期の{象と比較することによってあきらかてあらう。なかんづく第二十洞

脇侍の悌な像と太平良計四年像とならべてみよ。また第十九洞脇洞前の供養者たちと太平其君三

年塔芸王座のそれと比較してみよ。

しかし，これだけで安岡様式の成立を解緯するわけにはゆかない。とにかく，太延末年の北涼

討滅以後は西方との交通が直接になって，西方からの使節もしばしば記録されてゐる。また，こち
Ceylon 、~ag:llpta

らからの使者もある。「軍事::t志」によると，太安のはじめ (A.n. 4.'1.5)に，獅子同の沙門，邪脊遺多，浮
Buddhanandi 

施難促等の五人が悌{象三世を奉じて平城にきた。そのいはく|つぶさに尚ー域諸岡たへて，働の影法
N叫 dι

ま?よび肉警告とみる，外国論王相うけて，みな工l庄をつかはしその容を模せしめるに，よく難徒つく

るところのものにかよぶものなし，十徐歩さがってこれをみるも煩然たり，うた L ちかづけば，うた

1 A:合tUi館の1i悌立像(河北省探勝将来)は年代不詳@だいたい太'p.~君四年{撃に一致するが，それよりはやいとも，ゐそい

とも断定する己とは困難である。附野点「た倉集古舘牧娠の石f弗に就いてJ( 圃華.471)，東京[1~30年F九

2紺野肱i}i代rlr闘の尺皮についてJ(東作畢撤，第35:，<量.3-4挽1，東京191i3年刊， p.24.
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序章 雲間以前の治像

Kushgar 

た微なり」と。また沙勧湖の沙門が悌鉢と道{象とをもって平城にきたといふ。さうした，あたらし

い悌像様式もまたったへられたらしい。 L、ま，そのあとをしめすものが，)三安il'.聞の諸石仰てあり，

また利子元年の板仰であらうの

太安の諸石悌といふのは太安元年(A.D.45S)張永石悌坐像(京都藤井有隣館戚)(Fig. 21) ，大

安三年(A.D.4S7)宋徳輿石仰坐{象(J!i京r'I川一郎氏歳)(Fig. 22) ， -Io'よび延興二年(A.D..472)~.k伯

和石悌坐像(嬰JI~藤木正一氏奮減) (Fig.2.3)等-である。いづれも，たかさ 30-40Cmの!内定仰てある

が，衣交はよりお質的な隆起線よりなる。給制飲恨の足くびは衣にふ、lまはれず，あらはれてゐる。
Mathura 

かういふことはガγ ダァラても，アフガニスタンてもみなかったところである。たピマツラァのf弟
:1) 

坐像は二i陀紀以来みな足くびをあらはしてゐる。それにいちじるしい特色は副上の螺愛である。

いま Lてに蝶髪のあらはされたものがないところをみると，こ Lに巾インドからの影響がみとめ

られる。あるひは太安元年に，はるばるやってきたセイロ y併のf~r， f!象がかんがへあはされるかもJ.~J

れなL、。それに，この光背のこまかい区分，背凶の偽侍査象や左右脇侍の柔軟な姿韓も，たしかに

新保て，異図的なものが感じられる。この太安様は雲|司の関壊がはじまってからも，なほしばらく

そのま Lにっぽいたらし L、。

それから，もうひとつは和平元年 (A.D. 460)塗金三主主悌剣板(京都川合体1雅堂戒)(Fig.24)で

ある。方板に肉彫の三重聖者ケ彫ってゐる。七成の須繍座に結励。並走~，偏粗奉子の併，である。大きな皐
s，瓦luuan

身光があり，火焔のふちがある。天蓋があり，飛天がとぶ。脇f.)"は梯子主とふりあげたプラァフマ y

か，環をふりあげた天人かである。須婿座の左右わきには描IP子が躍動し，その在右には合掌の脆坐
Kizil 句

供養~ーがゐる。その構闘なり，主主像が rj~央アジアのキジィルあたりの墜叢に似てゐる。やはり嘗時

の新様てあり，外闘の影響をあらはにったへるものである。 この積の銅板は，この後も，しばしば

くりかへされたが，みなこの式;である。銅板告とうけて保儒があり，依儒の盛座に刻銘がある。それ

によると願主は比正法お，像は繍勅といふ。うらにも線重IJの三重まがあり，表山.によく似てゐる。

要するに，復悌以後は，このやうに西)jの感化がつよかった。ちゃうど，このときに芸岡石絡が

はじめられ，その仰像がきざまれたのである。いち-Io、うは従来の停統にもとづきながら，大きな両

方支化の影響ドにあたらしい室岡様式がてきあがうたことは L、ふまでもない。それは曇曜五窟に

あらはれ，また第七，215八洞にあらはれ， Cf51L，Zfけ寸同にもみとめられる。これら初期の諸石績に，

西方雑多の影響がみられることは， JJIj谷(第十二谷)にとくつもりであるが，単にさういふものが在

I 乙の太安元年の文字ーには疑問がある。 f主も乙酉でな〈乙未である。しかし，太安三年僚に両官似するから，いづれはその己

ろのものであらう@

2)(村丙崖『支那美術史彫E担篇』東京1915年flj，Fig. 442 己、に太千JltRIじ年 (A.D.440lのイ{悌坐像があるが，支字にい〈ら

か疑問がある@

3 J. Ph. Vogel， Lα酬 Ipfl1rede Mafkurfi， PI. XXVI， XXVIl 

( A. Grunwedel， Altbl1.ddhis/i岬 lw!(1I1t.staft♂n in Ch.i-ηe~i~r，l，.-Tu".ki.'ffan ， .Bcrlin 1912， Fig. 343 

5 己の種のものが三三例ある。
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雲間石窟第十四洞ー第十六洞

来の停統的左悌像様式に機械的に作用しただけでは，あたらしい雲同様式はうまれ在かったであら

う。太武帝以来，ゃうやく充賞してきた北貌の園力，あるひはその原動力になった自然児鮮卑族の

原始的左エネルギィ，さういふものが背景となって，活漫な季芸術的活動がk こなはれたといふ事賞

をみお、としてはならないのである。その恥からいへば，七年間の.慶悌も，けっして悌敬萎術の設展

をはむむことはできなかった。むしろ，その一時的在障碍はあたらしい刺戟と在って，復悌後の大

飛躍をうんだことはうたがふべくも在い。たぜその歴史的展開については，さらに別巻(第十三巻)

にゆづりたいと訟もふ。

主主ことくこノ-~-';:" -- ::--.~ -.> --......，-/-

4

母
ー-ーーー、-句、~、、 、

e . 
。 5 10 却 m

第二十六圃第十四洞ー第十六洞卒面固

Fig. 26. Plan of Caves XIV-XVI. 
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第十四洞-第十六洞

第一章 第十四洞

中央地区から谷をへだて L西方地区の岩山がながく凶にはしる。この西方地区は東西二つに

わかれ，東は第十四洞から第二十i同まで，商は第二十一洞から第凶十一洞まで vある(第一巻，地岡

3)0 1940年までは雲岡鎮の農民がAi・窟のなかまで住んでゐたので，宗教的な雰同紙は全然なかっ

た。それはこれら諸窟に，近年の補彩補修がまったくないことにも，うかぜはれよう。これは中央

地区と大痩ちがふところである。しかし農家が近接してゐたために，かへって，優秀な石仰の破損

がすくなかったのはしあはせであった。 (P1.1-3)

〔外壁〕 第十阿洞は西方地阪の東端にあるo 東側には谷があり，そのむかふに中央地区の諸

石窟がならぴ，西側には第十五洞以下がある (Fig.26)。第十四洞の外展は大破してゐる。ことに

上方の岩が崩壊したため東側は天井がほとんどなくなってゐる(1'1.14)。最初の門口はまったくわ

からない。しかし，よくみると，*端に柱肢のっくりだし (P1.5， 7)があり，河端にもそれ (PI.6，めが

ある。それから千両岡 (Plan1)でわかるやうに，中間に二つの角柱のあった形逃があるから，外壁は

第九，第十，第十二洞のごとくず1}柱であったことが祭せられる。 (PI.4) 

〔前室〕 窟内は南北三つにわかれる。いまこれぞ前室，主室とよぶことにする (Fig.27， 1'lan I)。

そのさかひとしては上方に，楯挟額の一部がのこってゐて，東側にのみこれをさ Lへる柱がみられ

る。これは角柱であるが，かなり不整形であり，途中に岩の裂け目がある。 こまかい千悌がほうで

あるが，ド部ては配列がみだれ，小さな尖挟禽や椴挟禽さへみられる (Pl.7， 15， 16)。いまはみられ

ないが，もとはこの角柱に釣する西側の角柱があったらしく，地下にその基部がのこってゐる。そ

のうへ東歴にも，西墜にも，この柱に臆ずるところにわづかながらっくりだし(1'1.7，8)があり，列柱

式のかまへであったことがわかるo

前室は東西にながい長方形の平面てある。東塁塁は五府にわかれる (Fig.28)。第五屠はこまか

い千仰をー凶にきざみ，その上級は天井にいたる。北側にや L大きな禽がある。尖供禽てさ色悌三

重まをほる。彼損がひどいが， jo>もながて，なで日てあるo 第六洞式の服制をしてゐる。そのしたは

岩質のわるい屠がはしる。そこに第附層の三禽がならぶ。いづれも尖挟禽らしい。中央禽は二悌

並坐，左右は坐併である。やはり第六洞式の服制てある。この三禽は一組て，賓壇は共遁し，その
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雲附石窟第十四 1同一第十六f同

中央に銘医があり，左右十二，三人づ hの供養者がならぶ。銘文はない。第三暦は五つの天蓋形を

ならべ，そのしたにふ、の」かの坐悌と脇侍を配Lてゐる。これもなで府， jo~ もながである。輪郭だけ

の奉身光のうへに弧肢の別の天査がついてゐる(第四巻， PI. 33)。第二府は第三屠と去なじ五世の

坐偽とその脇侍で，天蓋はなく帳幕のみがお、ほってゐる。これら二層十鱒の坐仰は一組である。第

一層は下段が方形にきりとられてをり，上段に小禽六つがのこるばかりである。ふかい禽内には

商壁ド部にみるとほり，また小さい禽形がつくられたと去もふ。とにかく，東墜と凶墜とて禽の配

摂はちがってゐる。東壁の南端に東柱がて hゐる。うへにむかふほど細くなるが，千悌小禽がのこ

ってゐるので，もとのま Lであることが知られる。この東壁の南端と同様に，西壁の南端には阿柱

の痕迩 (Pl.6，自)がある。 (PI.5， 7) 

西塁塁は東壁よりよほど整然としてゐる (Fig.28)。破損は多いが，彫刻の優秀さがまだ保たれ

てゐる。上，中，下の三屠にわかれ，上屠は左右に三暦の木造格形があり，中央はさらに二段にわか

れる。上段は三禽があり，中央に坐{弗，左右に交脚菩薩がほうである。下段は二悌並坐禽が一つだ

けあり ，1diに二慢の脇侍が立ってゐる。この上下二段は一組である。 この上暦のうへは天井に

つ rく。中府は上屠と jo>なじ禽配置である。すなはち上段に交脚菩薩と坐悌とをほり，下段は二

例並坐てある。この一l二下二段の彫刻はきはめてうつくしく，入念に彫られてゐる。 ド段の悌菩離

は瑚を破損したが，もとは優秀な製作であったら Lい(Fig..39)。坐{弟は右手をあげ，左予をたれて

膝に£吋。衣が繭府を」かほひ，まへにまはって爾腕にか1.'0てゐる。上衣と内衣とのゑりが平行し

てそろひ，内衣をしばった帯はみえなL‘。第六洞式というてよからうが，形式化せず，やはらかい ω

上段中央の坐悌は締定形て，遁肩の衣てある。蓮座にすわって，ゅーたりとしたポゥズはなかなか

うつくしい。挟額の唐草，挟端の鳥形，そのしたの化生もよくできてをり，繊細である。南側天葦

禽の変脚菩薩はいま完全にのこうた唯一の彫刻jである。三凶賓冠をいたピき，半眼にひらき，やさ

Lい口もとに微笑全た hへてゐる。なで肩て，しうかりした胸，腕をあらはしてゐる。均勢のとれ

たうつくしさでは主岡中ても典型的てあらう。雨翼の塔形は1寧暦で，これを上ドに:11.つならべて

ゐる。いたピきには三つの利柱がたうてゐる。貿壇には，中央に香櫨をjo>き，これを雨手てうけた

天人の竿身像がある。左右には正首iむきの問悼の高磐天人がてにつてゐる。この供養者列像のした

には，ほそい帯に腕坐の供養天人をあさく彫ってゐる。むかつて友は七慢，右は八位である。

下屠は上ード二段になる。上段は左心中三つに区分される。中央には尖扶禽がある。むかつて

右にはや h小形の坐偽尖挟禽が三つある。左は屋をけづりとうて，中央に菩薩の像，左右に維摩，文

殊の封問像がほうである。これはかなり自由な線てあらはされてゐるが，浮彫の技法からみて'4i，:附

末期てあらう。そのむかつて右がはに坐仰の小禽があるが，扶狐に相;賞する部分には，もとの浮彫

がたち切られてのこうてゐる。だから紺r摩交殊の部分とともに，一皮浮彫のあった墜をわざわざ切

りとうて，あとからきざんだことがあきらかである。
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第 一 章 第 十 四 洞

o 3m 

第二十七岡第十四洞縦断面略測囲 Fig.27. Ve凶α1Section of Cave XIV. 1 :ω 

下段は左右二禽から在るが，基部は土中にうまってゐる。南北雨禽は，いづれも繊細在天蓋か

ざりと帳幕とをもち，そのしたをふかく彫りこんで，内部にあらためて楯挟禽をつくってゐる。楯

挟禽は三聞にわかれ，その在かに，三段の禽がある。風化がひどいので，遁像はきえてゐるが，あき

らかにうへの二屠の製作より時期がお‘くれてゐる。 (Pl.6， 8-13) 

前室の北壁は，天井のしたに帽挟額があり，東端西端に柱があり，中聞にたピひとつ東柱がの

こってゐるだけである。栂挟額は東側に痕漣があるが，菱形部に千併をkさめ，中央の水平部や左

右の翼部に小禽をつくり，風がはりな楯挟てあるが，それが第十五洞北屋上屠の上禽に似てゐるこ
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室岡石窟第十四洞ー第十六削

七仰をほり，上級にはガァラ y ドがある。禽傍には木造重層培をあらはす。利柱は三つあるo これ

より b くになほ二三の小さな尖扶禽がある。ド屠はあれはて Lゐるが，内壁よりいへば内部に椅供

禽そもった天主主禽であらう。 (Pl.1.5) 

西壁は;東墜に相感じ，まづ IJfすは交脚菩隣禽である。いま大破して挟額は全然わからな L、。

中厨は東墜とまったく ;Ji、なじ尖十15禽て坐{怖をほる。挟額のガァラシド，そのそとがはの合学形天人

も東墜にふ、なじである。そのした，禽傍には三崎の木造塔形があり，よくのこってゐる。資壇には

供養者列像と巾央の銘医がある。銘医はきりとられてゐるσ この禽の繊細な彫法からみて，芸I司

後期の製作てあらう。下暦は破引がひどいが，天蓋飾と!阪幕のしたをふかくきりこみ，うちがはに

べつの儲挟禽をほってゐる。前室内壁下層とだいたいふ、なじ禽である。東壁ド!骨禽もこの形式で

ある。 (Pl.6， 17) 

天井は破損がはなはだし L、。いま北塁塁本掌の火焔光背が一部分みえるのみである。(1'1.18) 
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第二章 第十五 j同

[一外壁〕 第十凶i同の両隣にあり，荷悌摘と縛されてゐる o '1'滑な外壁には，もと一面に千仰を

ほったらしく， ¥、ま東西雨側に駄々とのこってをり，出iいところは明窓の商さにまで治してゐる。

明窓はわりにたばしい長方形て，そのしたの門口もたてながの長β形である。このやうなた vし

い長}j形告ともうた明窓や門口は雲間てもめづらし L、。たいていはアァチか，角まるの長 J]形てあ

る。いづれも雨側壁に千悌が整然と配置されるが，その天井には彫刻がない。 (P1.19，2り)

〔南墜J7f"1内にはいると，これまた千{仰が一面にほってあって駆倒的である。平面はたピしい

まJ~形て，ほ..，. lj形にちかい (PlanIl。天井がきはめて尚く，間援がほピ直立してゐる (Fig.29)。ちゃ

うど凶角の者iのなかにはいった感じである (Pl.21)。南援をみると，上ド二燭となり，門口のとちゅ

うにさかひ日がある。これは東河北三原にほ v共通である (Fig.30)。つまり非常に高い上層に針

し， -F婦は膝摩のやうな役日をしてゐる。上ド二暦とも規則たピしい千併，て，この壁かけのやうな

千仰を明窓と門口とが短形に切りぬいてゐる。上層の千併は明窓のしたに十九段.一段に六十の

小禽がある。東西部は四十三段の小禽があり， JVj窓のうへから天井までさらに凶段~品、のお、の約

五十四禽がある。千仰は小禽にふ、さめた糊定形の坐悌てある。明窓の千世I}はこれとまったく同形

である。いづれも'五悶末期の千141lてある。 ド貯はj，'なじく千仰であるが，禽形がや h大きい。東

西繭部て段教に多少の相違があるが，十四段)'1五十六段がみとめられ，一段に十七の小禽がある。

東部ては床にちかいところまで彫ってあるが，凶部てはべつの小禽が数個不規則に散在してゐる。

門口の千悌はこのド暦千仰と阿形てある O

かたちに大小はあるが，この上下爾惜の千{弗小禽はいづれも尖挟形ではなく，凶扶:iI手てあるこ

とが注意をひく。坐仰は矧ーのほそい， j，'もなが，なで肩のかたちで，遁肩の衣は形式的である。 (Pl.

22，23) 

〔東屋〉 東西雨壁は意匠の!li(~医した盛である。こ h も上層，ド唐にわかれ， I雷のさかひは南北

塵と一致してゐる (Fig.30)。上層の H婦は南北墜と尉序をひとしくし，その中央官官に尖tjb禽があ

り，坐仰を配置する。この禽は幅小禽十個分，高さ七個分のl自i積を占めてゐる。この尚さの壁面に

亀裂があり，かなり荒れてゐる。仰{象は西盛とj，'、なじらし L、。

ド}曾は南北二禽がたばしく配置されてゐる。ともに尖挟禽であり，上階とのさかひには天荒

がある。雨.禽のさかひは，はっきりとしきられてをり，帳幕がたがてゐる。南禽は二悌並坐である。

二仰とも予をうしなってゐるが，ふつうの奉子形であり，第六洞式の服制てあるo 頭部はだいたい
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のこってゐて，身もながで，ゃ、したむきである。扶額には十一の小坐仰があり，上縁にはガァラ γ

ドをかざる。貸壇は大破してゐるが，中央に銘医があり，その南側に持狭間のf民主主がみとめられ

る。格狭間のなかの彫刻はすうかりきえてゐる。北禽は坐併を安置する。千，腹部，見に損傷があ

るが，形式は南禽の{弗像とふ、なじである。扶額には十一般の小坐悌，扶額上紘にはガァランドをほ

る。寅壇はもと中央に銘匝をつくうたらしいが，いまは後重IJの小禽になうてゐる。右がはには裕狭

間の痕法がある。要するに，本主主をのぞいて禽の意匠は南北ともまったく一致Lてゐる。 (Pl.24-

30) 

〔西援〕 上層は東墜とb念じであるが，千悌の保存ははるかによい (Fig.30)。たピ北よりに大

きな破壊孔があうて， 215十六洞に遁じてゐる。したから第二十凶段のところに大きな尖挟禽があ

り，坐悌を安置してゐる。禽の幅は小禽十個分，たかさは七倒分て，東墜と訟なじであるが，禽tJjの

一層小さい千併がよくのこヮてゐる。坐悌は保存がよく， .io'もなが，頚のほそい彫刻ながら，端厳て

ある。第六洞式服制の禅定形である。

flfjはた Y しく三分して，南，巾，北の三部となる。南部と中部とはまうたくいlーで，-}jが他

方のうつしかと bもはれるほどである。上ド二段にわかれ，上段はさらに三間にわかれる。中央

に楠挟禽を丙日L，交脚菩薩と雨脇侍菩薩をほる。交脚菩藤は副都を損するが，なで日のきゃしゃな

身積つきで，衣文がX宇肢にまへで交叉する。五成の方Mにすわり，雨足をあさい運座にのせてゐ

る。左右の問はいづれも天蓋禽のうちに悌の立像をほる。第六洞式の服命日]であり，衣文は雨わきに

反。てゐる。これらも頭部をかく。注目されるのは南禽南端の悌立像であるo その左足わきに責
Dipaf!lkara Budrlha m五nava

子がすわり，頑を偽足に押しあてるやうに Lてゐる。これはいふまでも左く定光{弗と儒童である。

上段の Lたには寅壇があり，三つにわけられる。中央には香燈と一双の獅子，左右の問には池中に

水禽，水草，魚を配Lためづら Lい浮彫がある。この彫法は影絵ふうで，上段の悌菩薩といちじる

Lくちがってゐる。

下段は尖挟禽に坐悌三重まをほる。坐悌は頭部をうしなふが，鎖lまそく，なで肩で， :;r~六洞式服

制である。衣文は膝のまへにたれ，ひろがってゐる。挟額は上縁にはガァラシド告とかざり，過去七

悌がある。禽傍には友イiシムメトリックに一段二種て三段の供養者ーがゐる。 Lたの外側には金剛

杵をもうた執金剛がゐるのは注目されるo そのほかの五慢は比丘である。この供養者のうへには

左右ー封の飛天をあらはす。はねあげた足さきの裳がJかもしろい。この尖挟禽のうへに一帯がや

やくぼめて彫ってある。七績の奏楽天人は，胴がほそく，裳をながくひき，天衣をながく飛動させた

かたちは運動感にみちてゐる。影絵ふうの彫法て，上段の賓壇の浮彫によく似てゐる。製作がまテ

くれてゐるのでないかと想像させる。 ド段の貧壇は風化がはなはだしいが，南禽は比較的よくの

こり，中央に銘区があり，左右に凶挫の立像が正凶をむいてゐる。このす.像にはbのbの天叢飾が

あてコたらしく，したがって俗鎧供養者ーではなく，菩薩像かとb もはれる。
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北禽はまったく 意匠を異にしてゐる。中，南部が上下二段の禽て一組に在ってゐたに封し，こ

れは尖供禽一つである。坐悌は頭部，右肩右手を破損してゐるが，ふつうの事手形であり，頚ほそ

く，なで肩，第六洞式服制である。禽内雨脇に脇侍菩薩が立ってゐる。挟額には十三のJ禅定形坐191}

をほり，上縁にう つくしいガァラシドがある。禽傍にはべつに天蓋飾のしたに悌立像がある。 りっ

ぱな蓮座上にたち，頭部をかくが，衣文の彫りは繊細てある。挟額の左右の供養者は高警天人と比

丘で，合掌してゐる。入念

な彫りて，きはめてうつく

しい。そのう へに十六の小

禽をー列にならべ，さらに

うへに帳幕，天査がある。

要するに，この洞内てはも

っとも華麗な禽である。賓

壇は中，南禽とk なじく ，天

蓋形のしたに菩薩立像をほ

りならべたらしいが，大部

分が風化してゐる。(PI.31-

35) 

〔北壁〕壁面は全韓に

風化がはなはだしいう へ

に， 二僚の亀裂がよこには

しってゐる。塵面の構成は

上屠と下屠とに直分される

こと，他の二塁とお、なじて

ある。上屠は例のごとく千

併であるが，その中央に上

下二つの僻禽をつ くる(Fig.

30)。上禽はとくに大きく，

楯挟形であり，二間にわか

れてゐる。中央に交脚菩

。 2 3m 薩，左右に脇侍菩薩をほる

第二十九圏第十五洞縦断面略測圃 1・60 が， 二韓ともひどく破損し，

Fig. 29. Vertical Section of Cave XV. 本章は頭部がすっかり泊、失
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第十五洞の凶にある小石緒である。外壁は破損し，南皇室のほとんどをうしなってゐる。市墜

の東側てはIぶから約2.00mの高さまでのこり，西側ては第二屠のなかばまてのこってゐる (PI.46)。

もとの門口はその幅員だけが知られるが，その高さはわからなL、。しかし現存・する南屋西側の頂

駄あたりが門口の天井てあったらう。門口側Utiには千仰が彫られてゐたらしい (PI.41)。それか

ら，もし明窓があったとすれば，そのうへに高さ 2.00m前後のものであったかと訟もはれる。外壁は

西側でふかく北方へきりこみ，第十六洞の門口となる。 (Fig.31， 33) 

この石窟は東西にながく，奥行はきはめであさい (Plan11)。しかし整然とと Lのひ，東西北壁

いづれも三婿の悌禽からなる。北援は各層に岡大の禽三個をならぺ，総計九つの禽があるo 東西

壁は，これと同大の禽告と一例づ h 各屠にb くが，た r第一層だけは千悌にしてゐる。つまり北壁中

央を軸にして厳正なシムメトリィをつくってゐる。法f~良は L 、づれもきはめて優秀，愛すべき作品で

あるが，近代になって心なき人たちのため破壊されたことは痛恨のきはみてある。もっとも 8く破

壊されたのは商墜第三暦の働政，北壁第三暦東禽の悌頭，第二層中央の坐悌てあったが，いまではわ

づかに三韓の像が，すなはち北壁第三唐凶禽， 245二府西禽，東壁2f5二屠北側の悌がほ vその全形を

のこしてゐるにすぎない。 (PI.19， 41， 46， Fig. 32) 

〔北壁〕 第三峰は三つの禽がある。中央にや L大きな交脚菩薩繍挟禽，左右に坐働尖挟禽が

ある。この中央楠扶-禽はこの石籍の中心として，とくに華麗であるが，その本主主交脚菩薩像はいま

米岡メトロポリタ γ美術館に所賊されてゐる (Fig.35)。 うつくしい像て，三面責冠をいた rき，冠

の正面には小坐仰をほってゐる。この本君主が粥勃像てあることはあきらかてある。前髪は一風か

はってをり，ふつうみるやうにまへてわけず，ゆるい弧肢をゑがき，左右の髪をこれにそへて，かき

あげてゐる。 1日日はやさしく，したを見ぉ、ろしてゐるし，また微笑をうかべた口もとは~，貨の妙を

しめしてゐる。ぬーはほそく，府はや誌なて日だが，やせてはゐな L、。雨屑から天衣がさがり， >>白Jま

へてx字形そっくり，そのはしが雨.足にか、る。このうすい衛の感じが微妙にあらはされてゐる。

さらに注;なされるのは，犬衣のゑりのをりかへしが，左右に反樽しながら波紋にさがってゐること

で，これはめづらしい装飾意匠てある。奉子の右手はをれてゐるが，左fは膝のうへにお戸いてゐ

るo 交脚の姿勢がすらりとながく，うつくしい。また足にまとひついた裳の衣文は繊納な階段放

をしめし，雨足したに，はねた裳のすそはS字形をつらねたやうに波うってゐるo 本掌の爾わきに

は小さい章子像が.io'のふ、の二位づ、脆坐してゐる。
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るとま?もはれる。そとがはには千悌があるが，これは東側壁のものとふ、在じである。しかし，これ

も風化のため破損がはなはだしい。 (Pl.49-58) 

2 南壁

f南雪量〕 洞内は王手商椅岡形てあるが (PlanII， Fig.40)，上層とド屠てはや hちがふ。上層の平面

は椅闘形であるが，床上ては南塵と東墜とがほ Y直角にまじはり，西虚とは鈍角にまじはる。南座

は，だいたい二三滑にわかれ，明窓よりうへが上屠て，こ hには千悌禽だけをほる。門口左右は下層

で，雑多の小禽ばかり，さうしてこの中間の中婦に基本的な大禽がある。た~.，不思議なことには，

東南隅のほぼ直角にまじはうた雨涯が，とちゅうで後退し段になうてゐることである o(Pl. .59-6~) 

U:暦〉 南墜はH月窓を中心に東西部にわかれるが，大禽の配置はほぼ左右相彬である。上唐

は千仰がー凶iに整然とならび，東部は十三階，西部は十}骨，東の)jがすこし:多い。いづれも曲面を

つくって，Jl{壁西墜につ川、てゐる (Fig.43)。千{弗禽は，それぞれ尖挟形をつくり，禅定形の坐怖を

ほる (P1.62)。ヴォリュウムのある彫刻て言問初期の様式があきらかである。千悌群のうへには天

荒飾があり，天井になる。天誌は三角'@飾と，ひだとりのある縛からなる。 (Pl.59-61) 

〔中層中央部コ 中!雷は，明窓したの中央部と東西部とにわけられる。明窓した， ~'J 口うへの一

帯は三禽からなる一組てある (Fig.43→.5)。中央禽はやミ大きく， fた挟形に坐悌三君主を配iiける。

製麗な身皇子形の{弗像て量感にとんでをり，ま:同夜H羽の様式である。衣文は左肩を辛子ほひ，衣端が右

肩にか hる式である。挟額に過去七併をlまる。東西の三禽は岡大同形式の楯挟禽て，交脚菩薩を

中心に竿蜘思惟像を左右に配す。これらも量感に台いていづれま?とらぬ彫刻である。東禽本命の

三国賓冠にはE商に小坐併をほる。蒲勅菩薩をかたどることはあきらかである。繍扶額のうへに

は東西禽とも天宮がのってゐる。四aの棟に鴎尾があり，軒がふかく，正面に扉があり， 1，正右に窓

がある。営時の宵殿，悌殿をしめす好例である。中央禽の賓壇はまったく破損するが，東西禽ては

号つくしい香櫨，男女供養者，比丘，保僚がしめされてゐる o(P1. 6.5ー79)

〔中屠東部〕 南座東部には東禽がある。これは中央東禽の東に接して，より大きい。西禽と封

料的な位置にあり， fl'j大同形式である (Fig.43)。すなはち，尖扶形で坐f弗三律令安置する。{帰{袋は

中央三禽と立?なじ初期様式て墜麗てある。扶額には過去七仰をほる。準身光は火焔帯，飛天帯，坐

悌帯の三つからなり，中央に蓮華をみない。東わきに大きな孔があいてゐるのは，第十五M同北塵

の悌像をとりさったためである。挟額のうへには奏争終天人六慢をあらはしてゐる。禽傍には柱頭

形をさしあげて供端獣形をうける像儒がゐる。資壇はよこにながく，うへには五成の須掬~があ

り，その上下紘には蓮機帯のかざりがある。銘阪の部分は切りとられ，左右端に獅子がゐる。 ]i.成

の座のしたに供養者列像がある。その中央に寄燈を雨子でさ hげた天人がゐる。雨がは六人づ L
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このしたの岩質粗悪の一層をさかひにして，もう一段ド

暦がある。風化がはなはだしいが，ほ""1，，]大の三つの禽(63

-6S)がならんてゐる (Pl.62)。東禽 (63)はてた供形て坐{弗三

重まを必さめる。坐仰はす勺かり破損するが，扶額の過去七仰

はわりによくのこってゐる。禽傍左右の聞に脇侍菩薩:が立っ

てゐる。 rl'禽 (64)は複雑な構造てある。うへに級密な彫り

の天荒飾と帳慕飾をほる。そのした弘さらにふかくほり，

こ Lに楯挟禽をつくる。中の間は交脚像，左右の聞の僑像て

ある。このしたには尖挟禽形がある。左右のflllはよくわか

らないが，中央の問は坐併であるらしL、。西禽 (6S)はすこし

高く彫うであり，それだけ天蓋飾が大きく，またそのうへに

奏柴天人の列がある。帳幕のなかに栂供禽をくることrl1A

(64) にま?なじである。この種の禽形は，すでに ~ç十四洞てしばしばみたところで，その繊細な!影法

からして，末期の製作であることはたしかである。なほこの三禽のしたにも， i自重IJの悌禽がたくさ

んならんてゐる。 (Pl.89) 

〔中層西部1 南堅四禽は東禽に封縛的である (Fig.43)。訟なじく尖挟禽で坐悌三舎をあらは

す。挙手形の坐悌は1設f繭て量感にみちてゐる。挟額にはrlJ央に坐併，雨側には五世豊づ h脆坐供養

者ーがある。挟額のうへには左右に奏幾天人がしめされてゐるが，保存がよく，いきいきとした彫刻

である。資埴が五成の方座と供養者帯とからなるのも東禽にシなじてある。たピ供養者は全部比

1i:であり，左右三官豊づ Lてザあるが，雨端の依儒は三位づ hになヮてゐる。うちがはのー封の依儒は

場所に徐裕ができたためにならべたものであらう。 (Pl.90ー 103)

〔ド屠両部〕 南壁両省のしたは禽配置が混雑Lてゐる (Fig.43)。樗披でいへば，小禽(34-S.s)

となる。これらの作風はだいたい南虚東禽のしたの小禽群に相臆する。第六洞式服市Ijにちかいも

のも多いが，身控がまるまるとしてゐるのは注意するにたる。この小禽群のしたには岩質不良の

婚がはしり，同墜をとほって，北'底までつ泣いてゐる。そのうへにはTイ弟が丘層乃至八屠ほうであ

る。これは末期の様式てずある o(PL 90，104ー 107)

さらに下段の諸i禽は，この千併のしたに Lめされてゐる。門口に篠した三禽 (67-69)は尖供

形の小禽である。そのしたに三つの尖扶禽 (70，71)がある。後者ーはや、大きく，コ仰並坐である

が，ひどく破壊するのつぎの仰禽(72)から丙は，うへの盤のやうに曲|固ではなく，司王国となる。し

たがって，うへの千悌帯とのあひだに段ができる。東部でもま?なじゃうに段ができ，つひに南墜と

東援とがI~(角にまじはる結果となうたが，商摩と河盛とのあひだは，さほどのことはない。

併禽(72)は尖主15形てコ悌並坐である。その西は上ド二禽の二組 (73ー 76)となる。ともに上
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禽は栂供禽，ド禽は尖挟禽である。これらはいづれも風化はなはだしく， iZI像が明碓てないが，い

づれも繊細な彫法てあり，禽形遣像ともにきゃしゃである。末期様式とみてまちがひはなL、。 (PI.

63.90) 

3 来 援 と 両 度

〔東壁〕 さきにのベたやうに上暦には南壁から千{弗が整然とっぽいてゐる (Fig.43)。千偽の

最下段は明窓から北壁火焔光背のふちまで三十二禽ならんてゐる。最上段ては多少すくなくなっ

てゐるゃうである。千悌のしたには尖扶形の東慶大禽があり.二悌の並坐をあらはす。いくらか

破損するが，奉子形の堂々たる悌像て，豊満な傍頑も身績も量感、にみちてゐる。初期様式の作風で

ある。光背は火焔帯，坐仰帯からなる。挟額には過去七悌がある。これも一つ一つ荘重な彫刻で

ある。禽傍にはべつに廟をまうけ，脇侍菩首長があらはされてゐる。右脇侍はほとんどきえ，補修の

あとだけをみるが，左脇侍はよくのこってゐる。そとがはの子をたれ，うちがはの手を胸にあて，足

をひらいて立ってゐる。このご悌並坐大禽の右脇{寺の北には坐偽禽があるが，禽形も造像もきえか

けてゐる。寅壊にはいま三屠の千仰があり，北にのびてゐる。これは末期の作風である。しかし

寅壇には，もと六人づ hの男女供養者とそれを先導する一人づ誌の比丘とがあったことがあきらか

てある (PI.110)。もとの彫刻jをけづりとって，あとから千{弗小禽をつくったわけである。

千仰のしたには小禽(4-24)がならんてゐる。その配列は (17)(24)の雨禽をのぞいて二段に

なうてゐる。造{象は南援の.io'なじ府と.io'なじく.sIl制が第六洞式に似てゐる。た v胸まへ内衣の紐

はまだあらはされてゐなL、。このしたには，南盛からつピいてきた二段の千{婦がある。

こ Lからしたの下層壁画は突出し，しかも南慶と直角になる。南禽(62)と北禽(61)の二つが

たピしくならんてゐる。南禽(62)はうへに天蓋飾があり，左右中三つの問にわかれ，中央に尖供禽

があり，坐仰をほる。坐{弗は風化してゐるが，末期の作風をしめしてゐる。左右の問は上中下の三

段にわかれ，上段中段はそれぞれ坐併，下段は脇侍菩薩があったらしい。北禽(61)は風化がはなは

だしいが，為、そらく尖供禽て坐{弗を.io'さめてゐたらしい。 (Pl.108-110) 

〔西壁〕 上唐千悌は，その最 F段に.io'いて，南塵明窓から北星聖火焔光背の外縁まで二十附禽を

かぞへる (Fig.43)。千仰のしたの西盛大禽は，東慶大禽とまったく[百]形式て，尖供形三悌並坐てあ

る。たピ荒肢は，こちらが・屠はなはだし L、。禽傍左右には脇侍菩薩が立ってゐる。寅壇は左右端

にわづかに千側帯三屠がのこってゐる。これは東壁から推測するに，やはりもとの供養者列像をけ

づり，あとに末期l様式の千偽を彫うたものであらう。そのしたには小禽帯(56-60)が輪郭だけをの

こしてゐる。そのしたは南壁からの千悌帯がつ YいてゐたらしL、。

下層は壁画が突出してゐるが，東壁のごとく南墜と直角にはなってゐない。三禽(77ー79)がか
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らうじてみとめられる。南禽(77)は東隣の悌禽(74)とあ、なじたかさである。尖扶禽て坐f婚を安置

するo北隣の雨禽(78，79)はや Lひく誌ならんてゐる。 fnj形式の繍供禽て，三間にわけ，中央はさ

らに iド二段にわかっ。悌禽(78)はほとんどきえてゐるが，働禽(79)ては上段に交胸像，ド段は坐

f弗らしい。左右の禽は三段にわけである。この陶.禽は南座東部の仰禽(64，65)に似たもの、ゃう

である。 (Pl.ll1-115)

4 北島正と天井

〔北壁〕 中央に大悌立像が厳粛なすがたをあらはしてゐるO 波紋の副業てや L国ながてあ

る。身慢は堂々たるもので，屑I隔がひろい。第六洞式の衣は嗣屑をj.，>1まひ，階段肢の衣文が鮮明

に，しかし形式ばってあらはされてゐる。胸まへには大衣と内衣とのゑりが平行線告としめし，内衣

の紐が一端はみじかく，一端はながくたれてゐる。さながら北鶏の貴公子てある。右手をあげ，左

手ーはたれる。 下半身は破損するが，足をひらいで蓮座上にたち，衣端はひだをつくって雨わきには

ねてゐるo sf!制からみて作風はあきらかに第六洞様式に属してゐる。光背はほとんどきえてゐる

が，わづかに東西墜にちかく火焔帯の痕迩がのこってゐる。 (PI.1l6-121)

〔天井〕 楕固形の天井はすっかり風化してゐて，造像としては南墜に一二の飛天らしいもの h

痕遜があるにすぎない。 (Pl.122) 
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終章

第十四，十五，十五A洞ミ第十六洞の特徴

1 

これら凹石窟のうち，第十六洞だけはべつに論ずる必要がある。と L、ふのは，この正1.窟が巨大

な行窟てあるとともに，いはゆる曇昭五窟(第十六，第十ヒ，215十八，第十九，第二十洞の五窟)の一

つであって，第十四，第十五，tiE十五A洞の二三箆とは，$、のづから$'もむきを異にしてゐるからであ

る。北貌文成1p'の和平初年(A.D.460) ，沙門統曇暇は常に奏請してこの雲岡の岩山に石鴛五所を

ひらいた。そして各石籍に仰像ー憾づ Lをほり，その商さは七十尺，つぎは六十尺といはれてゐる。

また悌{象を形容して「彫飾奇偉， -tItに冠たり」とは『説書』搾を芯のことばである。これが曇曜五

痛の名がでたゆゑんであるが，雲附のどの石窟にあてるべきかは文献のうへに徴すべきものがな

いのもっぱら偽像の様式から判断するよりほかはないのである。第十六洞より第三十洞の五窟を

もって曇曜五績に推定したのは関野貞，常盤大常刷博士のr支那悌敬史蹟』巻二 (p.27 -28)てある。

この見解は，われわれの調査によってあらたに依認された。

第十六洞の構造は司王凶桁1図形て，周壁は概して曲由・てある。これはほかの長曜五窟と一致し

てゐる。つまり石窟が建築的てないことと，悌像本位てあることである。しかし，ほかのAi絡では

本尊E像が窟いっぱいに彫刻せられ，洞内には徐裕がすくないのであるが，第十六洞のみは本書まの

まへにかなりの徐裕がある。 さらに本君主の彫刻様式;はほかの洞の本主主といちじるしくちがってゐ

る。たとへば，第十八1日本管は立像であるが，その顔，身健がまるまるとしてをり，衣はごくうすく

て，身慢に密着してゐる。第十六i岡本主主はこれにくらべて，顔はや弘前.ながであり，身睦はあつい

衣にふ、lまはれ，しかも服伽jは雨ゑりがあり，形式ばった蒐版式てある。堂々たる鰻絡ではあるが，北

原からの浮だしかたは比較的にあさ L、。したがって，この澗本君主は初期雲同様式とはいひえないも

のがある。しからば，これを曇曜五窟のーっとすることはL、か Yてあらうか。

しかし，この石窟の東西市墜をみると，上屠の千悌，窓 F中唐の市昼中央三禽また中尉の東西

禽，東西・壁大禽はあきらかに~岡初期の様式てあり，ほかの曇隈篇の造像様式にひとしい。したが

うて，この石窟の開墾はほかの袋暇窟から，さしてあ、くれたものとはいへなL、。しかし，東西南の三

援が完成しながら，窟のrj'心たる北壁大仰があとまはしになり，未完にのこるといふことは不向然
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なことだらう。さうすると北島基本等は一度完成したか，完成しないまでもある程度てきてをり，の

ちなにかの現由て改作されたのではなからうか。いまこの H象にはなんら初期様式の痕迩をとピ

めないが，た Y一つ肩幅は相蛍にひろいのである。また首Ij鴻したどとく，本家主への空間はほかの

曇昭策よりよほど徐裕がある。これはめづらしいことであうて，こ Lになにか特殊事情があったこ

とを推察せ Lめる。つまり，最初はこれよりも大きな像が計主され，大きなプロックがのこされて

ゐたけれども完成をみず，ある時期をへて本主主がっくりだされたのではなからうか。一倒の想像

てある。けれども，かう解することにようて事態をもうとも困滑に説明しうると$'もふ。

かくみると第十六洞の開始は，もとより曇昭五窟の時代，すなはち和平年間 (A.D. 460-465) 

てあるo さうして，窟内の諸像はみな雲間初期の様相をしめすのである。たとへば1二階千悌，中層

明窓したの中央三禽，その東凶の二禽.JR盛大禽，阿盛大禽などはそれである。つまり，いまの中層

以上の壁画はいちまfう全部できあがうたとみられる。これらは友右相事事の禽配置で，整然としてゐ

る。これに態じ，本舎の製作もある程度の進行をみたものと解してよからう。

第三次の工事は，いまの本主主の時期，すなはち第六澗式の服制がはじまったころである。東丙

南の三壁でみると.F厨の上段にみる小禽群はこの時期である O 東部では悌禽(4)より悌禽(33)ま

での一帯，阿部ては悌禽(34)より仰禽(60)にいたる一帯である。これらの小禽はそれぞれ伺別的

な僧俗の寄進供養によるもので，形も大きさもまちまちである。しかし，だいたいにふ、いて悌像の

版制に統ーがある。一つは初期の服制，すなはち衣が左肩を」州まひ，右肩に衣端がか h り，右腕が

あらはれてゐる式である。西部の三禽(40)(46) (51)がこの服制の悌像である。しか L.他の一つ，

すなはち雨肩を衣がj;、ほひ，-)jの衣端が左腕にか L り，わきにひろがうてゐる式は.M倒的に多い。

これは，遁じて蜘jに内衣の帯がない鮎ゼ，本毛主にみられる寛服式より一段とまへの段階かとみられ

る。すくなくとも，この初期のまだ形式が岡定しなかった時代のものといへょう。

第三次の工事には下層の諸禽，すなはち東部では悌禽(61)から (66)がほられ，西部では併禽

(67)から (79)がほられた。この暦は造{象様式はわかりにくいが，禽配民は比較的にた Y しく，禽の

構造にはかなり複雑な形式，たとへば東部の併s禽 (62.64， 65) ，阿部の悌禽mー 79)が生じた。これ

は第十四，第十五A洞のド厨禽にもみられる形式てあり，必そらく洛陽遷都前後の禽形式てあらう。

繊細な彫刻法もまたこれの特徴とみられる。

この第三弐と第三夫との中聞には，またいちじる Lい現象がある。それは千悌禽をやたらに

彫りつけることである。東壁大禽の寅壇の供養:?;.彫刻がけづりとられて三屠の千悌禽にな。たこ

とはまへに指摘した。さうして，この積の千悌禽が束尚南墜を遁じて下滑にいっぱいほりつけられ

たのである o この時期は第一期の迭符をはなれ，年代もたち，様式もうつりかはうてゐた。この千

悌禽は明窓にも外展にもk こなはれたし，それのみならず，第十五洞て製作の最高潮に遣してゐ

る。
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なほこの石窟に£‘いては，明:容と門口の彫刻jをみのがすことはできない。 I珂窓西側では三府

の禽があり，どれも優秀である。これらと東側ド暦南禽とは第十七洞明窓の太平日十三年禽と作風

が似かよってゐる。これの年代を洞内の造像に比定することはむつかしいが，ほど第三失の治符に

あてることができる。第三弐は一方では第六洞式彫刻lがb こなはれるとともに，他方てはまだ初

期の服制をもっ彫刻がつ川、てゐる。これが一層洗煉されたうつくしさを遊揮して，第十七洞明

窓の太和十三年禽のごときものがうまれたのであらう。

2 

ほかの三洞は三洞三様である。第十問i同は北墜に主:掌大像をもうた前後ご宝の石窟であり，第

十五At同は完全に千悌禽告と累積した石窟であり，第十五洞はr-悌ノj、禽をならべた石窟てある。第十

四洞北援には本主主がいまはない。そのうへー憾の彫刻もと、、めてゐない。た広東西盛の迭像によ

うて判断するほかはないが，第十六洞によっていふと，それは第二弐の主主符に併行する。だから，た

とへ，この石窟が初期様式によって開撃されたはじめたとしても，完成はされなかうた。さうして，

第十六j同の第二期にあたるころつくられたとみられる o この正i~誌のなかで，もうとも形式のと L の

うたのは前宝内.塵のrl'唐である。これは禅定形坐偽，交脚菩薩，三悌並坐の一組であるo 作風がおミ

ほらかであると hもに優美て， )(1申経のゆきと vいてゐる貼からみて，Z15十五A洞の諸禽にきはめて

ちかいのである。二仰並坐{象の衣文は中図式ではあるが，まだ胸に紐かざりがなく，形式化してゐ

ない駄て，第十六洞の第二弐諸禽と製作がちかい。凶庭下禽はf;fC十五A洞の下屠， tfE十六洞の下暦

ード段に一致し，第三次，すなはち遷都前後の製作がかんがへられる。

第十五A洞は，整然とした石窟であり，その第三，第三肘諸禽は第二次の代表的彫刻である。悌

像は完全に兎服式て胸には紐かざりがたれてゐる。衣交は形式ばるかはりに，顔の表情は一段と

微妙になり，精紳的な表現がこ、に凝集されるのである。第六洞が今日補修補彩にわざはひされ

て，もとの微妙な彫刻精)(1申をみとめにく Lなってゐるので，この第十五A洞の彫刻はー暦貴重な代

表作といへる。製作は第二次，年代をいへば太和十年代 (cir.A. D. 4.86-496)てあらうか。これに

針して第」暦は雲間末期の製作つまり遷都前後の作である。禽形は複雑であり，繊細なかざりが

充満してゐる。第十六洞ド厨，215十四洞ド屠とまうたく 1.;]ーであり， I.~時期てあらう O

第十五洞は高{持洞の名のあるやうに，たくさんの千偽小禽告とならべた石窟である。このi'仰

はアァチの小禽からなり， I部定形坐仰はまったく形式的で?ある。これは第十六j同ド暦の千仰とな

り， IijJ窓にシよび，外壁にひろく彫られてゐる。したがって後期形式の千悌の中心はこの第十五洞

に凝結したというてもよい。この怠味て守5十五洞は後期様式の一大中心窟である。彫刻的にみれ

ばまことに皐調て，婆術的鑓化のとぼしい千仰形式た皆、一つを子段として，あらゆる接面告と執搬に
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充満してゆかうとする，Jo、そろしいばかりに不退樽の伝仰を，こ、に想像せしめる。この石窟は第

十四洞と第十五A洞にはさまれたその位置から，けっしてあまりあ、そくかんがへるわけにはいかな

い。たぶん第二次の閥態とJ;>もふが，この千仰の簡略な形式は第三失にb よんだものであらう。

第十四洞以西，公昭五絡の外壁が千仰でうづめられた時期も，やはり第三次の製作とかんがへざる

をえないであらう o

第十五洞ド府の西壁南の二禽はきはめて繊細である。悌像の服;UI]は第六i同式である。まへに

のベたやうに寅壌に池I/lの描軍司をほどこしてゐる。このr-法は龍門限式にちかい。ぉ、そらく上層

千併の完成後，すなはち遜都以後としてよいであられたピ北禽ひとつと，東度二禽はこれと止な

じてない。製作の時期は後近したかも知れぬが，第二次の形式である O

要するに，長器製五震がだいたいの結携ををはったとき，他方中央，fX・~~の治禽迭像が降盛となる O

それは孝文帝時代に第五，第六洞の大工事が進行し一気に完成をみたころが，ひとつの絶頂てあ

る。そのころは，第十六洞本主主や下婿諸小禽などが初期ふうの明窓諸禽と平行してお‘こなはれて

ゐた。これが115二期といへょう。第三期がついてはじまるが，かれらの仕事は曇曜五窟の外壁と

か，洞内下婦に局限されたものであった。
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圃 版

第 十

刊1 両方事ー地全景

阿部長地主丙望したお虞で為る。むかつて右に谷む占部

がみえ， <:: <D谷をわたる~， ，t-l央裏地がつらt:r.ってゐる。誕

地のlH耐をけっ・って外耳置をつくり， とれに石澗をほりとん

でゐる。どのイ7痛にも，明窓正門 JIとが，ひらかれゐる。議

上の建築は玉県附Yu-huang-ko，お慌の白fj[i目にはとほくに閥

帝劇 Kuan-ti-miaoがあり，っき・に財紳蹴T向 i-shen-miao，ち

かくに娘々廟 Niang-niang一mmoがあるaいづれも近|仕む建

設で、あっと，イi椅には閥係が危い。 1940年の整地以前は， ζ

と一面に民家がた曳tI.らんでゐた。

1'1. :l.第十四 第二ト例会景

阿部事地の東学を北噌した1!:~虞である。むかつて;fi';唱に

谷があり，谷にもかい石痛から順にかぞへて，第十附，第十

五，第 l'五、， -rr~ "ーた， u~-t ヒ， ~n十八.m 卜九の各州となり，

露坐大悌は第三十洞，ti.端わづかにみえるのは第二十一洞

である。第十六百4から第三十州までの"洞を曇噌一五痛とよ

..:。外局主には大きさの不そろひな明窓がみえ，その商さの

ととろに，長方-Jf~([)孔が一列に主主らんでゐる。中央諸制の

外壁にも，との績の孔がある包梁孔だらうと推iJl1Jしたが，は

なはだ大きいので，はたしごどむやろにうかったかは，わか

らなし、。刷版右端iの遵]ーには廠城の士』鮮がみえてゐる，

PI. 2. 第十P4，第卜 h¥第十 II:A，第|六作]外唆

れま世にU¥十四例がある③その外壁のうへは大きく依損し

てゐる，州 11*"品のプロックはM!Iえをなした形逃があるが，

はたして峠が彫っとあったかEろかはめからない。とのI司

には，細在がい第十五例の門口がみえ，づき'K第十五A制が

あり，諸純白いたましく破損したありさまがみとめられ

る。とのうへには，大きな長)j形の孔が二0，ノ1(/1くにならん

でゐる。てコぎは第 t.六~Iij-C'，門口， s)j窓がや、左、此にみえ

てゐる。ちへ白方，治墜のをはる.':とろに，いはゆる棲穴の

一列があり，そのちへに，械でもbいたかとむもはれる二僚

のくぼみが，水平にはしっとゐる。それからちへはお堕が
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をはり ，*Jづかばかりの石づみがある。しかし， ;..ほよ〈み

ると，いはゆる梁穴のうへ，種Yてのしたに，はるかに小さい

梁穴らしいものがみとめられる。とれは曇曜五痛の金固に

とほら-j>， Lの部分だけである。なにか，<Dちの小規模tr:.建

物を階;r-するやろである。む由円亡光端の l塀は民家むーー

剖lである。 1940&，，9月の欣態。制内にいり Eんだ民家は，い

ち1なうとり白ぞいたが，州出Iの民家は，まだそのま hであっ

1c。

1'1. 4 第 十 阿1岡全景

外壁.LJJは風化し亡搭磐があり， もとのヲ状態はよ〈恥か

ら在い。 しかし，阿部の外壁は，千仰小甑のの己ってゐるの

をみると，だいたい現品。のやうな，外景であったかとむもは

れる。つまり窓とか門口といったやろなもののたい，あけ

は左しのイi飽である。といふととは，つまり，外峡"lJ柱をも

ヮプト石痛である。 信良子まへのイ3づみむ二上壁は民家の一部

である。(前~~東川幅 7.87 m) 

1'1. r， 第 卜 四I同前室および主室東墜

己の闘では，前賓の東端の牲がみられる。また PI.8をみ

ると，その河端の牲がみとめられる。いづれも小さい千悌

寵をちめてゐたらしい。 Lれに，その中聞に，む己った牲の

北部 (Plan.I )を参照すると，第九，第十，第十三洞のごとく

外景は刈柱の石痛であった己とがbかる。 己、には前室と

主引の東壁， :t..よび ~1fヰその北墜にあたる部分がみられる，

剖I引の北壁が三列牲をもうた織れであるらしいのは， 第六

州北照を推想せしめる。さろすると，それは主告でなく，北

黙の主要施ともいへ品。いまは，そむうちにも問 fhにはい

れるといふ恥から， 乙れを主主量として2とりあうかふ乙 kに

する。(南北全長 8.25m )

1'1. 6. 第十四洞前室および主室西墜

両足註は両ij宝2己主t告との二部にわかれ Eゐる。主室町内壁

は，前'去のそれより ~'~J:が Lnll!~L してをり，北壁の大衡に漣績
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してゐる@上'1'下の三紘があるが.Hiは風化がひどく，惨

憎たる弘、態である。しかし，交脚像ゐよぴ/ピ右悌純の，の己

ってゐるのをみると，まさし〈東墜に照雄、し亡，二つの悌穏

をわきとした，交脚千年醸白紹扶純であったととがわかる。

'1'継も東~ìHこ照肱す呂坐仰の純である。尖供額ばその縁

に繊細なガァランドをもっとゐる。扶額の龍も繊細な彫刻

である。扶額内には小坐悌をならべ，甑傍には三肘培をほ

るが，いまは南側のみがの己ってゐる。格rtlには伏鉢，承花

をむき，そのうへにさつの，f.lJ牲をあらはず。衡のうへには，

坐仰を去さめた三事故0小貨を水干にならべ，さらに，光右の

接聞には合掌天人をうめてゐる。賓壇には供養者列i量があ

るが，中央銘隔は切りとられてゐる。

下IIf禽も束技に照雄、してゐるが，めづらしい形式の禽で

ある。これだけではよ〈わからたいが，前安内壁下層白二

施をみると.そのだいたいが祭せられる。うへに天蓋飾の

ほそい織をつけ，つきに小坐悌績の一帯があり，したに帳幕

がある。ふか〈彫り己んだ館内は二層にわけ，さらに各層

を三匿にわけ，うへ白中央は突脚菩醸像。栂供続，したの'1'

央は偉像不詳の尖挟復らしい。 1:厨光右のí4~ß宣は脇侍の立

像であったと1なもム。要するに，これらは会岡末期様式で

ある。

前空白同墜については1'1.8に沿いてのべるG (j南北条

長 8.25m)

1'1. 7 第十四澗部I宝来種

東墜故上の第 fi.厨は千!神@その在かに交脚菩維{製の衡が

ある。そのした第阿厨は，脆婦な岩となり，そ己に三つの小

禽がなら j~() 巾央衝は二悌並坐，雨翼績は，ともに坐像らし

い。三衡をi庖宇る費壇には，中央に鋭形の銘匝があるが，銘

文はない@その雨側に俗惚供養者が列侍してゐる。第三婦

は天蓋のもとに五仰の坐仰をならペ，坐悌Dあひだに，それ

ぞれ脇侍がたつてゐるa 第二掃は治の亀裂でわかりにくい

が.1瓜形にしぼった幕のしたに.:ta-なじく五仰の坐悌があり，

またそのあひだに脇侍がある。己の十恨の坐仰は，いふま

でもなく一組である。第一肘 i段は小寵六仰を在らべ tゐ

る， ;j;，-<から第三は二悌並坐.そのほかは坐悌である@そ

のした下段は，大きな無形が彫り Eんであるが.k右1<14"品に

帳幕のあとをみるのみで，衛内にはたにものもとビめ十，床

上にはおっ〈泥土が堆積してゐる@

むかつておのはしには東端iの牲がみえる。 うへにむかふ

ほどほそ<.すくなくとも上半は全両に千世郊を彫ってゐる。

ゐしい己とに杭頭の装飾はよくわからない。むかつてた端
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には前主北壁の角柱がみえ，その内面と，甫[白[とがよくみえ

てゐる。(居正申国 3.25rr】)

1'1. 8. 第卜四1月前主西空貢

前容の阿慢である。1-.rI'T三厨からな 1)，J:hぜはさらに

上 Fの二段になる。ろへは三つの小純があり，したは尖，J¥

形の二仰並坐簡である。三悌並坐純のん右には，それぞれ

脇侍菩極左比丘がたずとゐる. さうして，己の三段の刷費

には，浮!彫の三層』存がある。塔頂にはご三つの，f.IJ牲がたつが，

賓士宮は大破してゐる。

中府はまたJ:ドコ段となり，うへは三能，したはびとつの

三f弗並坐純である(['1.9)。鈍も隼像も k尉の配置と同様

である② 己れには究f曹を大雪〈とり. {件発州立像をほって

ゐる。

下屑l土，したがなほ 1"巾にうまヮてゐるが，下肘の下段は

ご侮よりなる@己の二衡の構迭はごたごたしてゐる③北純

は天蓋飾をつくり，流蘇をたれ，帳幕をめぐらしてゐる。さ

うして，組内をふかくほり，そのなかを I:~F三段にわかち，

その k段中央に楯供穏をつ〈ってゐる。栂供範の本管は，

たぶん交脚菩睡であったられ 1，布二聞は尖扶衡の坐働か

もしれない@さうなると，主宝京内幣ド肘のf骨髄とゐなじ

というととになる。 I持続もbなじであるが，天査が省略さ

れてゐる。

なほド肘 IJ立には，中央に尖扶衡をむき，坐{弟三曾!をほ

り，北側に 4 段び〈、三小言(，南側にー小範をほる@己由

三小簡は，もとの彫刻を切断して，ほってゐるらしい。なほ，

は仕はだしいのは，その南の暁闘で，モ乙をさらにほりさげ

て，耕一摩文疎P封問(融(PI.l3R)をあらはしてゐる@

主宰内壁と，前室内.e~との壁両の高低が，よくわかるであ

らう@例日は，壁面が突出して，己、にも伎がある.中{立に

境があって，うへは小さい千悌範，したはや、大きな千{弗衡

がある。むかつて右に，内部の角牧がみえ，その束I凶軒両の

千仰がみられる@東IIlIの下部には相供衡の一部がみえ，一

仰の供養者さへみえてゐる。(陵中M3.12m) 

1'1. 9目第卜四洞前室西聖堂中屠

画il宣告内耳置の中尉である。破損が多いが，石質が級幹;であ

り，彫刻!の技法は卓抜である。 上縁にはあさ〈彫った帳幕

があり，左右雨縁に車尉噂五個を，かさねて彫ってゐる。南

練ではこの塔列をさ hへて，さらに四つD坐悌小衡が，かさ

なってゐるが，北縁では己れがない。下線には，脆坐合掌す

る供養犬人をN翼に八開，右翼に七閥あさ〈あはらし，ちゃ



ろど縁飾のやろである。

全慨を二段にわかち.J段には中央に坐悌尖挟鎚，附糞に

交脚丹峰夫査結を四日し.-F段には，三悌並坐尖挟範が一つあ

る。坐f部は将迦悌，交脚i量は漏肋=u;:議，二併1_，1f;:坐像は開迦と

多賓とであり，己のやうな績の組合せば，二塁|前iでしばしばみ

るものである。婚制簡が二つあるのは，純生事術i'11.Jな百:附で

光山のパテンスをとるためであらう。

そのした，資曜には左右に，四i胃づ、 D高警のタミ人が正圃

をむいて虫ってゐ宅。右手を胸にあげ. Jt'cJ'ーはまげごまへ

にたれ与。 x1:形の犬衣が胸に交叉し，附足をぴらいで立

ってゐる。中央に[士香櫨があらはされ，地より湧川じた夫

人が州子Eあげて，手宰P置の~;品つい台を頭 1..1こさ、へ亡ゐ

る。 144袖のはしがとがすてたれ，雨わきには，天火がひらび

らしてゐる。地神をありは「のであらう。特色のあるポゥ

ズである。要するに， ζれhは太平日十Ii.il'-(A.D491 I前後

の製刊であらう。

rLIO. 第十四洞前室蘭聖堂中層上段三盆

11-1尉 1:.s占の弓純である@帳幕のうへには不良の治屑がは

しり， t:1:ruiがJ貝じてゐる@北簡の交脚首II士，との彩響をうけ

て上部がびど〈破帰してゐる。中央尖挑範の，Jt繍(Ruh.lD) 

にはあさい彫法で華麗な唐草がしめされ，挟端には大きな

烏がゐる。尾翼をはり，ながい頭をねぢって，ふりむいてゐ

る。扶品'M~したにはや"がたち，柱頭には蓮華がおり，蓮華か

ら宇身をだした化'1ミがぬのl止をさ、へてゐる@衛l句には柑

A!II予の坐悌がある， jjfiA-htの火をつけ，顔は破保するが，舗

がや hなが<.肩1i:.to'とし胸をはってゐる。威厳のある，よ

〈と、のった彫法である。雨手i土膝のうへに組んでゐ呂。

衣交はあさ〈線刻lせられ，着衣のー部l土膝を必ほび，弧状を

ゑがく。凶形事政l土上下にわかれ，うへは拠飾がなしした

はみごとな蓮I~毛 (Ruh. 1 H)となる。 N右に小形の脇侍菩雌

が蓮政 1:にたってゐるα 甫需Eの剣脚菩薩は，北範e.to'なじ

形式一σ，よ〈のこってゐるo (ql央純情j1.28 III ) 

1'1. 11 第卜四洞前室商壁中居上段三議南禽

うつ〈しい顔。交脚菩離が天護衛 (Ruo.1 J.:)のなかに4な

さまってゐる。三両賞冠 (Ruh.lA)をいた亡き.rlfl髪は線珂l

身慢金問のJt例はよである。 ltil士f.r.が<，!ド1I1~で微笑する。

手足は破保するが.< -，:きてゐる。い〈らか，なで]f-fである

が，胸も腕も肉つきがよい@雨肩からX字形の天火が腹の

うへで交叉してゐる③また豪序には裳のひだがうつくし〈

線刻されてゐる。雨わきには小形の合掌天人が脆坐し，ラ更
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刷版解!必 7-1:1

査の雨がはには特色のある流蘇がさが7 てゐる。

範の南側に車厨培が fiっかさなってゐる。なかに小さ h

尖挟施をほり，醐定形の坐仰をいれる。 jjfi，，/，-tと布討を火

端がまpほふ式とを交]Jーにあらはしてゐる。 li上に器i鉢I1手が

あり，その雨端に小さい浪花があり，逝鉢のうへに Ji.成政が

あり，そのほしにもう一皮浪花があり，三つの利枯となる。

隣挺した中央衡の挟額がみられる。唐4Eは波紋で.1i:り

かへった小枝陀，三割時また阿担曜の，だきあったどドパルメット

があり，その中聞に花や.'!te;hぼしきものEつけごゐる。

きはめて華麗&ものである。挟端をさ、へた化北は頭Eか

しげ，なかなか愛らしい削をしてゐる。(普E恥¥O.74m) 

Pl. 12 第十四百.Jilij室岡懐中尉下禽南tf官

PI. l:1A 第卜四1同前室両局走中婚 F禽 l'南郎

巴の績は二悌並坐である@ゐしい己とに.1晶， -iキ雌とも紙

面が破壊されてゐる。備の火はNkl1i::ta-ほび，っきに右肩

をむほひ，たれて左腕にか、ってゐる。 U~六JliJ式のプロ l

タイプであらうか。右子をあげた子をさげてゐる。脇f侍寺は

うつ〈しい賓泌をつけ.;(おi

てゐる@なで』までX字形に天火が失叉しとゐる。 I刊I止をN

右にびらいたのが円だっ。脇侍の上方には附仰の合掌天人

ι二恨のブ児童 fが小身をあらはしごゐる。いづれも，愛ら

しい組をしてゐる。

南側に塔般があり，その市ば傾剥した慌に千i品をあらは

す。いづれも肩車山形の小{晶で，泊五iの衣交であ乙。とれは

破保してゐるが，もとは外照にづ、き，杭紙をつくってゐた

とむもはれる@第寸六例外暗の千[晶と同形式であり，後期

様式である@

PI. 1:1 B. 第ト阿洞前室両壁 F層上段維摩文殊像

もとの壁耐をけつりとって，乙の彫刻lをほど己してゐる。

三仰の像は，むかつて;(iから維摩坐像，菩睡立像，文殊坐像

である。いづれも頭部をうしt.r.ってゐる。 文殊官iE歯車が病気

の維摩尉士をみまふところで，会岡では，しばしばあらはさ

れた同僚であるが，かういふまとまった構l制はめづらしい。

彫法は，北統末期のや hみだれたもので，第十三市H・1紳や，
南廷供養有のあらはしかたにちかい。しかし，きはめて自

由で動きがある。維康』ごうU'~止の中聞に菩艦J/..自民が維摩の

方にむかびながら，右手にはf立をもち， }I正予には蓮華(? )を

もち，己れをしめしごゐる。とれはめづらしいI州事である

が，これも文珠像としごよいかも知れない.



雲間石窟第トヵ:洞

1'1. 14. 第一f.pq洞前室北捜朔挟

天)1は破猟して彫刻はすっかりうしなはれてゐる。 jU!

にすぐ按して fコ伺白小範がならんでゐる。同掛から， (1) 

三f弗並坐の尖扶衡， (2)坐{輔の尖扶禽， (3)(4)交脚菩醸の栂

扶青(， (5)坐悌の尖扶禽， (6)(7)二悌並坐の尖扶寵， (81楯挟

禽の安脚菩薩， (91(101(111坐悌D尖挟寵， 021不明@

ζ のしたはたきく破獄してゐるが，柱のうへをみると，か

すかに楊挟額の菱形郁がみえ L ¥につ片きな楯挟績がほら

れてゐtCLとがbかる。そしてその繍扶額の菱形郊には千

仰の坐倣を彫ってゐたらしい。しかし，その千悌が，全部の

椛1吋にゐょんア劫為どうかについては疑問がある。一部に千

仰の坐像もみえるけれEも，悌寵も中央の水平部には，うま

〈はまっ亡ゐるやうにみえる。とにかく楯扶額にしても，特

)JIJ!.r :官民のものであった Ll:は，たしかである。東端陀は，

交脚菩薩む天蓋衡があり，同端にも， Lれにffii，l'!!iする禽があ

ヮたらしい。 Lれらの彫刻jは，いづれも顔が車問ながし頚が

な古代，きゃしゃfJ:.身側つきをしてゐる。あきらかに末期様

式のものである。」ともかく p様式のうへに統ーがあり， Lの

栂扶部としてal聾的につ〈られたやうにみえる@

1'1. lii 第卜阿洞 l:'~ 点壁

主'ilの束~はJ主肘から fJ:. る。 Eれは附Z置とほピ相!嘗した

やりかたである。 J:尉は楯挟継で交脚存離を安置する。風

化がはなはだしいが，:I;rもながの，ずらりとした奏で末期様

式である@丸一右の聞は破壊がはなはだしいが，小さい尖扶

寵をつ〈ヮ亡，坐1弗を1なさめてゐる ζ とが知られる。

中層は尖挟翁で坐悌をほる。坐悌はn~と膝む一部をめ乙

すだけで，ひど〈破損してゐる。尖扶額にはガァランドの縁

かぎりがあり，坐悌の列目駐在ほる。害E傍には， ~，'{の木造峰

形があり， HUーに三つの相輸がたつ。 Eれは内椛とよく照

隠してゐる， Lの禽も末期様式である。 hくには三段にな

づたノj、禽がみえ，したは失扶命，fJ:.かは充布に塔mがあり，

うへはご悌放坐禽である。下層の禽はほとんどbからない

第 十

1'1. 19. 第十jl:，第卜liA，第卜六f問外壁

1939&1ーまでは，第十五，第十六桝む外墜に接して民家がい

とたまれてゐた。したがっ c~"1内は農民の納用同然であっ

た。防，11阪にはそのありさまがみられる。むかヮ"c右から第

十五削，第十 fi.A澗I M~十六か~<D順に左ヮ亡ゐる。 ;rn'ii制
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までに破fll.するが，:1;>そらく楯挟mかとbもはれる。

むかつ亡右万に角牲がみえる。上半は千働の整然たる配

列であるが， '1"4三は千仰以外に尖挟禽，栂扶寵がまざって雑

然とし Eゐる。

円.16. 第十四i岡京佐阿I百千悌

主'ilと前宅とのあひだにあるご柱のうち，東方fの角柱だ

けがのとってゐる。 その同断にある千悌C群像である。頭

が小さ<，顕が友がい。いづれも通府式で， jt員のまはりの弧

放のゑりと胸まへのひだを，それぞれ二僚の刻線であらは

しごゐる。外峻の千(弗小衡と同様で，二2附末の彫刻である。

日.17. 第ト四i同l:室前墜中層禽右!協

主主同~，~":>J: ，、\当厨ある友かで，乙れは，中婦の尖~Jt純で

ある(P1.61。扶額の縁には，ガァランドむかざりがあり，挟

端む龍は， Lまかい線刻により，角や耳目をあらはず。術傍

には三層培 (Rub.1 c)がたち，第一hiは尖棋衡の三悌並坐，

第二層は樹扶衡の交脚菩薩，その光右の廟には，ながいii!l巾

をつけたfド身{説があって詑意をひく。第三府は尖挟鈍に坐

怖がある。瓦葺照根む軒からは流蘇をさげてゐる。屋Ti'iは

/LI，xの方府，覆鉢，永イE，そのうへに三本の1)1)牲をたてる。

範のしたには供養者列像があるが，破損がひどい。二ミ肘』存

<D í市側の届置が一段とほりさげられ，そ乙から古íj*~の彫刻が

うピ<， (塔尚l.50m1 

1'1. 18A 第ト阿1岡主'長天井

R. Ô1J卜阿f問主宝~I:唆

A. 天井は，風化のため，彫刻lのやうすが恥からkい。む

かつて!，ドに，本管の光背火消がみえ，そのそとに千悌の州

像が敬段ある。右上には，束性のート端があり，それに附著し

た計土地は栂扶額のー剖¥'C'ある。

H. 二iヒ'，~は地ドノkがLみでるために，令部風化してゐる。

しかし，もとは大光背をもヮ tc本曾が，彫られ亡ゐたとむも

ふ。wはまだお "'J:'I'にうまってゐる。(東内長 7.40m)

五 j同

の門口は，そのI刊がはにまた石積みむ門口があり，己れは住

民むうくったものである。第十五A仰は民家む一部にとり

かとまれてゐるため， ド剖iはi/E壁のうちに君主り Eめられて

ゐる。いま，北格rt，主婦仰簡が破捕されて，亡、に大きな孔

がある。それを農民たちは，第|六例へむ川入口とし，ほん

~ 



らいの第十六洞門口は，ふさいでゐた。だから，己の岡版で

は第 i六制の日月窓lノ由hみえJないのである。

PI. 20 第卜Id同外聖堂

ト:Jjに長方形の明窓，そのしたに縦在がの門口が品る@

町i窓も門口もするどいi直角の隅どりである。とれはほかの

訂痛ではみられない@門日の縦ながなのもめづらしい。外

壁はm t-V4~"1からひきつピい C ， 己まかい千悌を彫っτゐ

る@いちばんたかいところは明:容のあたりにやよんでゐ

る。外唱の F部は風化がは在はだしいが，もとは， ;t..そらく

全開にわたっ-C， n輔があったとむもはれる@むかつ亡N端

には第卜1iA制の」部分がみえ， その下部はまだ良裂の一

部分に立ってゐる。(門口幅1.35m) 

PI. 21.第卜五洞南墜と西壁

南些e凶授の状態がよくわかる。一[固に千[晶範がある

が， J二ド二厨にわけられる。 さかひ日は門口のとちゅうに

あり，それからしたは，むなじ千i品館でも，ゃ、大きくなっ

てゐる@内壁では，己れからしたに，べつの大街がある。う

へは綿敬阿十九段の小続がならび，そのほピ中央に繭定坐

悌を才よさめた尖挟範がある。町j窓の雨情1)，門口の隔側にも，

千悌小簡が彫っ一亡あるが，かなら歩しも，大きさはむなじで

あーい。(市壁申両日30m ) 

刊.22 第 HI洞南自主上層

南熊の千悌は1:併が州十七段，一段に五十徐11二世fz十告書

の俺をもってゐる。 すべて:t，-tJ:.じ岬定形小悌である@東西

壁との按燭が直線的で，わりにたピしい。町1窓，門口の整斉

た形Idi'怠されたい。

PI. 2:1 第卜五1岡市俊 F肺門口

F肘の千{晶はや、大きく，すくな〈とも内部で十阿段，東

部では十六段以上がかぞへられる@筒形は凶挟形といって

よ<，J'.屠とも，彫11‘にちがひはt.I，.V'。床にちかい部分は風

化してゐるが，京都は床まで刊掃がみとめられる。それに

劉し，内部はや h大きな坐仰純であったらしい。(門口幅

1.35m) 

PI. 24 第卜日同点墜 j:滑

丙椛と士った〈開腹してゐる。干f弗絹のまんなかに，や

や大きな尖挟形坐{晶Miがみえる。その坐悌衝は風化してゐ

て，生f抑のかたちが，わづかにわかる粍!主である。 i圃版のし

たには， "1"層諸衡の犬蓋飾のーflsがみえてゐる。
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1'1. 25. 第卜H洞東壁下層

千仰のした， -F府悌績の上縁にhiJ'< ，天蓋飾がよとたば

ってゐる。 うへに三角飾と閥形飾とを交正にならへ，した

に鱗状と繕えたの垂 H:.っくり，それから除幕になる1) f~持続

はごうともに尖扶禽で，北純は坐悌，南施は二f品並坐であ

る。腹壁は破損してゐるが， もとは供養者列燥があったら

しい。北績のした，床に接しご，二つの縞がきさーまれてゐる

が，いまは悌像をうしなってゐる。(東難幅 4.45m)

I'L 26 第十五i同 東 堂 下 層 Mi
うへに天蓋飾をあさ〈彫り， jdiに帳幕をながくたれ亡

ゐる。尖扶衡のt.rかには坐悌t::''J，i.:iltしてゐる。風化してゐ

るが，顔や胸はよ〈わかる。第六百.1式の服装で，たびらな附

段献のひだである。胸からたれた夫主ば弧放をなしCi<riJ止

をゐほ』、亡ゐる。胸にあげた右 Fも，まへにだしたN干ι
乙はれてゐる。光背は風化のためかみえない。言!il司ノrふーに

は小さい脇侍がたつてゐる@衛側にはべつにー封の脇tH年

離がある@ほっそりした身憾に X字紋の犬去が下腹で交叉

する。挟績は.J-，橡にガァランドが交叉し.• r-縁左右に香燈

をささげた飛天がつピ〈。扶額内には十一恨の紺定形坐仰

がある。扶端は破損するが，験JLがの己ってゐる。雨脇侍

菩画面と扶額との沼聞に，供養合本の天人が，ぎっしり彫りだ

されてゐるが，大部介は風化してゐる。貸壇には不規則に

小街が迫詰1)され亡ゐるが111:'脇侍答蟻の F方には，あさく格

狭間をほってあずと，同阿!の林庄のあらはされた己とがわか

る。

PI. 27. 第ト1I:潮来蛍下層南省

北禽と同形式の尖扶純である。天蓋飾bよぴ帳幕がよ〈

わかる。二f弗は叫4"1'が折れてゐるが，ほかは比較的よ〈の己

つ亡ゐる。第六制式の悌像で，光背はみえない.寵側の脇符

苦:艇はJLがみじか<，製作は北純にむ止る@挑額の従飾も，

まはりの合掌天人も北飽と [11J総である。資曜は風化がはな

はだしいが，中央に方形の銘阪があったらし<，モのわきに

格狭間の休曜があったらしい。 その新」じ衡と同様である。

P.お A，H. 第十fI:i同来型ま下層南禽左坐偽上身

NJ包の坐1晶は，内管がすとしこばれてゐるほか，傾はよく

のとってゐる。頭はほそなが<，そ白雨がはから，u.ろいゑ

りがたれてゐる。 'Jt背はみとめられない。

PI. 29 第卜五i同点墜南禽右坐{弟上身



雲岡石窟第卜11:洞

右方の坐悌は風化でいたんでゐる。しかし，そのほそい

Ij，ほそい耳はうっくしい。

1'1. 20ι 第 I-iii同東唆下対 I朝命有坐仰上身

H. ~詰卜li洞束喧下層北禽 .'IH'帰一1:身

A. 剖I開(1'1.291011:而である。第六例式の服~をし， !l!買

の雨がはから衣端のゑりがたれてゐる。才，(1)flと鼻端がf貝

じ，光背はt1:.い。 r
11.南寵のご働に似てゐるが l到の去I百が損じてゐる。

肉符はうよくまへにかたむいごゐる。

1'1. :ll. 第卜 1，:洞 l可R章一l:帰

一面白千仰である， --1'止に1i十三何，または h十四間を

ならべ，阿 l'八段ある。 KAiの隅に二f弗並坐，または三{弗並

坐が，しばしばあらはれるのは，壁而の徐裕によるのであら

う。したかb二 t.li段の'1'央部分に械一l続，縦七能分の尖

扶禽があり，結蹴朕坐の仰がゐる。完好の(弗1裂で，むもなが，

第六百"1式の服装である。火縁が胸でかさなり，たれ紐があ

z。扶額には卜・恨の小$.仰がならび，扶淵には筒形がほ

っとあり，扶牲には阿段の三悌並坐がある。下方には北寵，

中脅~， rli租の← l 部がみえてゐる， (内:，t~M 4.!iO Jll ) 

日:l2 第一卜11.!f，ij丙唆下屠南部

北衡とちがっ亡 I:'f三段(Rub.IlA)にkる。J段はさらに

三岡劃にわかれ，栂挟命受脚Fz薩γそ維をr11 -~たに，犬蓋博u弟立

像をbきに問dずる。交脚持続は，頭郎をJllするが， 1i..J此の方

践に坐し，足ドにあさい蓮l但をもっ。 x'1'恨の天火がド腹

で交叉する。 wi脇1寺は， /，・4イの間にあり，いづれも本障とむ

なじく，あさい遁W.I:にたっ亡ゐる。 N脇侍は IEiiIIをむき，

:，{j脇侍はな、め内がはにむいてゐる。ナらりとした，やさ

Lい姿である。栂挟額は，六l同にわかれ，あさい浮彫でfl~天

をあらはしてゐる。飛天の形式は，t1:.ほ第八削式といへる

が，優美である@したに朕幕がある。街，J¥額の1，イiには，阿

側づ、の合掌した天人の小身像をあらは九

両わきの天護施は，うへに三角飾と凶tf.b:飾とを，交正に沿

き，したに綿かさ・りをたれるとと，iW例目どとくである。例

む立織はいづれも損部をHl宇る。蓮l告は機がたくさんあ

り，うつくしい。右子はあげ/，子は掌をまへにたれてゐる。

衣はλ右に反っτをり， .fく企:むかさなりが.2fC六百個'1"でうう

くしい。それぞれ純内N布にあさく脇符杵薩をほる。右脇

仰の足もとにはべつに蓮践があり，童 fがひざまづき，頭を

偽足につけてゐる。あきらかに儒宜 M元I)avaであり，仰はえ:
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光悌 Dfpan.1karaBuddhaである。要 Fるにとの上段の彫刻

はきはめて繊麗で，太和末年か，それ以後のも白であらう。

費1亜は三つの聞にわかれてゐる。中央に香鳩と獅子とを

:1:1-(。獅 fは円，品，耳， Wも，乙まかく彫ヮてあるし，尾が胴

をまはって勢よく跳ねあがヮてゐるのも，むもしろい。香櫨

の雨側には，ノドパルメットの飾がある。左右む聞に， j-l'!:~.tる

と魚、とを，影繍ふうにあらはしてゐるのは，めづらしい。池

む輪廓が左;(iにLめされてゐる。たぶん，蓮花であり，水禽

である 3 との彫刻は，うへの三舗の彫刻と，かなり相違があ

り，むろん北棋ではあるが， &.t代がくだる白ではないかとむ

もはれる。

ffi'には，大きな尖扶衡があり，坐悌三館をあらはす。悌

頭は!l1.じ亡ゐるが:1:1-もたがであったと とは推測できる0

fi.J'もjl¥じてゐるが，挙手形にちがひない。点党むひYどは，

bほまかな階段AAの平行線で，隔足のうへ主主旨ほひ，したに

ひろがる。尖扶額は， J:縁にガァランドがうくられ，扶端は

渦丹えになった烏瑚である。 ヒ仰の坐悌小{現は過"j'i七仰をか

たどるのであらう。阿端にはー骨elづ hの'.ni普天人がたつと

ゐる。挟杭には第八洞南噴門口にみた蓮華叱飾(首ni.1.量， PI. 

109)があらはされてゐるが，力がとぼしい。そのしたに 1，

成む }jI主をつくり，そのまへに相1空t-，る獅 fをほる。前肢

だけでたく，後肢もそ主主へ， '1、併ながb 充1'1:Lた問蝋であ

る。織のそと光右には，さ段にtscって供養者が二何っ、た

ヮてゐるo :1iわきをみる止，第一段むl勾がはには，tJ:.がい杖

をもった比丘，外がはには右Fに金岡杵をもヮtc，日目む大き

い執金剛がたつ，頭には筈にむすんだ巾がひらひらし Cゐ

る。ほかはすべて比正紗であるが，すこしづ L顕や子のか

たち，それにむきが相迷してゐるのは， kもしろい。/ピbき

はや、監があれてゐるが，第一段外側の立像は，やはり執金

剛 Eあり，ほかは比li:である。

扶額の同協にはー何づ、の高瞥町皇子融天がある。 1ゾド身は

視で，ド'1'身に~をつける。天衣の7常勤するさまは，いかに

もいきいきし亡ゐる@まだ，第六か1式にはなヮてゐ"，むし

ろ第ノリ111J"tにちかい。足さきに裳の先端がするどくひらい

亡ゐるのは興味ふかい3

尖担E帯~(1)うへには， 会当時飛天をならべた一帯がある。貧

培は風化がはなはだしい。中央に鋭I:(があるが，倣うどはた

い。左右には立像がみな11:凶iむきに立つ。訟の主訟のの顕 k

に，1¥、天花形があったらしく，そのこつがk扶キ!のしたにの

Eってゐる。 Fると，との立仰は.:tv~ そらく悌市であらうと

訟もはれる。l:.tLは中飽にまでむびてゐる。

むかヮてk柑Hζ南階下財の千{弗小衝がみえτゐる。(市範



恥;;1.nOm)1) 

PI. :l:l第ト'tii同商墜下層中部

南の上トコ簡とまったく阜、たじ構成である (Rub.IIB)。

上段の仰i敢は三慢とも顕在損じてゐる。栂供額の飛天は南

租とひとしいが，影鱗ふうで勢がとぼしい。実Jitむ水草，水

禽，魚の浮彫もゐなじである。そのしたは，壁1(0Iζ段がつい

て，むなじく七仰の実検飛天がある。 ド段の尖挟範，同協の

供薬if.:r\~犬はまったく同一であり，むなじもむを組潟した

としかかんがへられない。(中値幅 1.42ml

1'1. :34. tii卜It:i岡両暗下婦中郎下盆

己、には ~I-I央勉 F段のみをしめず@ヒ仰の奏考書飛天帯は

南純~:t> t"じである。 lUi三開づし中央の-慨にむかつ

て，あつまっごゐ乙。第六制式であり.nr;Jがながく，かざり裳

が足をか〈してゐる。 主主がい天火はするどし、弧をつ〈り，

うしろにt1:.びいてゐる。事提'，i>>はAーから (1)鏡'!， (2)腹鼓，

(3)螺J..l.(4)合主主? (5)琵琶.(6)横笛.(7)竪簡である。 (4) 

は南nとかたちがちがってゐる。(Ij'術品I~ 1.42 m ) 

1'1. :lu 第 l'h!lriJ阿陛下層北部

尖，J¥純のなかに， _::::t宇形式目悌像をほる 3 本噂:坐仰は頭，

右肩， ii腕を破損してゐる。なで肩で，第六J'l式の』くをつ

け，火企:は附段欣のひだである。 ;(ì~J'は胸にあげ.Nfーはま

へにだしてゐる 3 Nお脇f寺は，たがひlC.施内でむきあって

ゐるが，頭部は般損してゐる。外がはの J'はたれ.1人lがはの

Fは胸にあて、ゐる。天火はX字形をなして，胸まへで交叉

する。続の両わきにはゐのむの小さい天蓋形をつくり，そ

むしたに仰がたつてゐる。仰の足下にはむっくりした蓮底

がほられてゐる。ともに顕部をうし丘ひ，そむうへ1.'6き

の仰は風化「るが. :fiのjJllはほピ完存してゐる。 m六時;J式

む{晶{裂で.，( i~f をあげ. j，予とをたれてゐる。耐がはに反ヮた

Jく，三重にかさなった弧AAのすそがうつくしい。

尖#噺 (Rub.II[，，)は繊制1¥である。 まづ，ーするどく尖った

頂聡からんイiIζ，小形む天堂 fが，ガァランドを丁今にしてな

らんでゐる。 Eれが上級である。 ド縁には'1'心IC1号姐Ii:;t" 

~， :/ムメトリックに五開づ、の高宅島天人が.-.IJになら..1:。

:X~六州ふうの形式であり，足さきが，うピ〈天人にかさなヮ

てゐる。 1)\淵には尾翼の大きた.I~jf}があらはされてゐる2

fJ:.がい瀕をふりむけ.片足をあげてゐるのは，むもしろい9

1ひなじ形式の応形は第十三J'J南陵(羽目ト1s， PI.20)にもあ

る。扶額l吋には十三仰の岬Ji.:M坐仰をほるが，大部分が頭
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を ~Rじてゐる。中央が大雪< ，末端に怠るほE小さい。

扶額のそとがほほ，方形の直劃になり，うへには繊細友天

蓋飾があさくほヮてある。すたはち，うへには字国と三角形

とを交正忙ならべ，てコぎには二段目鱗扶飾，をりた、んだ絡

むかざりがあって，ド端は帳幕となる。 ちゃうど，そのさま

はが、姥占ーの天蓋のや勺である。それから流蘇がた右にさが

ワて縁どりとなってゐる。 とれはまた第十四制の前安凶壁

(1'1.10.11)にもみられる。天蓋と尖扶額とのあひだには，

うへ .jilHuJ、さい尖挟継があり，欄2ii形の坐f婦があらはさ

れてゐる。点服は一つむきに通肩である。各施のあひだに

は供養天の上身がのぞいてゐる。害E列のしたは阿段に供養

合隼のi現があり，うへ一段は蜘l繋の比fT:，した三段は両管夫

人である。破撤してゐるのもあるが，いづれも入念にほっ

てあり，気lihがある。

1:(1)普Eの貧Ji!は，すうかり風化し亡ゐる。 しかし，むかつ

て}，端I-C，/}、形む略-，(天皇を二f問がみえ，そむしたに倒光背の

痕述がある。闘版の:1i端にみえるのは北墜の千{弗小寵で

ある。(北飽脳 2.12m)

1'1. :lr，第卜 It:i同北墜上層上命

千{弗小禽にとりか乙まれて，中央に，ゃ、大き左楯挟甑が

がみえる。己れは k厨にあるf-.-}jの禽で，まだド1りにも，ー

備範がある。三隔にbかれ，中央は交脚脊雌，N右は菩藤立

像がある。いづれもはなはだし〈破mしてゐる。楯扶額に

は通例の彫刻がな<，干悌がうめられて.?n十四糊の栂扶額

( PI.14)むごとくである。 ド縁には帳幕が弧線でしめされ

てゐる。 との犬織の上¥.五布には，千{婚がき'っしりつまり，

それは東西mの三践とまったくむなじである。楯扶施のド

方は壁がひど〈あれτゐる。天井の析も，一部はすでに落

ち，一部分はいまにも落ちさうた株ii.~で，そのためいま二-t<

の本でさ、へである。

1'1. :37 A. 第ト五f岡北壁上尾正下禽

11. 第十 IJ:!岡北墜下居

A. まんなかに尖，\\寵があり，なかに -.1;和枝 !-I~自民がある。

ほとんど風化してゐるが，な、此に，むきあってゐるやうす

が，ほ~ ~)かる。尖耕額は泊例と呉り， 1i.僚のアァチに tJ; り，

それに千{鼎列j監が満たされ Eゐる。扶制iははっきりし左い

が，特別のかぎりもなく，扶柱も千仰でうまヮてゐる③たピ

周閣の千仰とは厨{ir.li:l'tIこし，また筒形ももってゐない。

費壇は，いま，なんの池像もみられない長)j-Jfbである。よく

みると，二悌並坐禽のした端をさかひに，ド肘の千仰はや h
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大きく.Iti"rF肘の千f弗純がkきいことしまったく照雄:す

る。壁I自Iは東 )jほど，風化がはなはだしいゃうである。

B. 1剖版 A のすくしたにつロ〈部分である。ほとんど床

まで彫られてゐたとむもはれるが，風化がはなはだし〈て

よく恥からない。主主 I:I:~' にうもれて敬仰の小胞がtI. らん

でゐる。(北居正師 5.90lll) 

1'1. :附 40 第卜 liJl，tl天Jt・

長方形の犬11'v'l'心には連端文を浮きだしてゐる@二弔ー

遺構である。二本の梁が封角線にまじはって，その梁には，

繊細な術萄唐辛丈がほりだされてゐる(PI.40)。梁によって

つくられた附つの聞には，それぞれ双龍が蓮隼の}jを日買に

第 十

PI. 41.第十五Ai河会長

第十五A制の北照と内喰がみえる@ うへから第三，第二

層のほかは，良家のなかにとり己まれて，すこしもみえない

が.19:19Jj以後はすっかり剃りだされて.PI.46にみるごと〈

なった。 f弗績は整然とならんでゐる。北~&は各段弓衝であ

るが，大きな孔があ也市トJZ制jfj<主に通じてゐる。

凶按は各段・純で，いま第二肘，第三持とも南がはの扶端i

が破損してゐる。もとは市曜があり，その外照li突/11して

ゐたのである。との削の悌(撃のうち，満足に白己った白は東

墜に二惚，北塁走に:ミ恨のみで，あとは大破するか，または{弗

瀕 ldllじごゐる。 1，凋版の:li端，外馬主には H弗小績がのこっ

てゐる。もとは外壁ノ怪物に，乙の千{弗小績が彫ってあったも

のらしL。

天)HRub.IV)は.南端iが破摘してゐるが，格天)1式であ

る。中央格|問に二夜の蓮華があり，それをかとんで，八つり

格聞がある。そのひとつひとつに後期の飛だがほっ.cあ

る。制がたがく，裳のひだが足にまとひ.~にびいとゐる。

(見(f判長 4.35m)

PI. 4:l.第卜五Ailn1阿北隅

うへに北壁215三J!1'のl吋純が一部みえる。尖jj¥純で，保f弗

三等をむさめてゐる。むもながで，出量もながい。;fd'をあ

げ.;，子は膝にのせる。覧服A服.Mである。脇侍は小さく，

あさい浮彫でほってある。 したに第二財の西簡がある。栂

挟衡で交脚菩薩{c.1<.>"さめる。循扶額(Rub.IIl，けは t.w.:ーにわ

かち 1主イ叶主の飛天がいきいきとあらはされてゐる@した

しであらはさtしてゐる。落計のため， 左の聞も欠t貝してゐ

るが，の乙ってゐるかき'りでは，治質も上〈彫刻もよくわか

る。 とくに南側の聞はよ〈のとってゐる(1'1.39)。叔龍は

身惚をからみあばせ，頭や身慨や四肢には線刻lをほど乙し，

~tII占をつよめてゐる。彩色はまった〈ない。北側の聞には

龍頭がよく白こってゐる， Jf{射欣の繋のうへには， うつ〈

しい唐本がか彫されてゐる。天)1の阿!叫にはまた梁をあら

はし，それから川崎の千悌と&る。この梁はほピ方Hbの枠

左りをほ Eこし.:[，.の持のの}時劃には.1埠I珂彫の文様があ

る(1'1.40)。その曲線のぐあひからみると，飛動のbもむき

がわかり. :[，.そら〈歎形をあらはしたものであらう@いづ

れにし亡も，めづらしい，官匠の天)1である。

五 A 洞，
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に三角垂飾があり，帳幕がある。続傍には，附段に比丘供養

{患を彫る。己tLに隣接した中禽l土尖供形である。浩像はす

っかり破壊されてゐる。

7，j¥--Mから治質がわるくなる。己、はひさし〈農場fの泥

療でやほはれ亡ゐた。内組は. J:剖lに己まかい天蓋飾をほ

り，己れに阪幕をさげる。そ白したは，ゃ、彫りこんで・ぬjl共

施をつ〈り.I比額を十こさの匝劃にわけ，そのなかに毛色{却をほ

ってゐる。 乙の原書lのとりかたは特>>IJで，ち中うど，折りか

さねたやうになってゐる。 I:"Fド14縁には，idl珠文がある。そ

白うへにHlMの7IJ..わきに三仰の小禽をなりべてゐる。悌

禽は弓聞に恥かれ，中央に'"悌三空宇，左京に悌立像を彫る。

いづれもびどく損じてゐる。そのとなりの中街も. :[，-なじ

形式の樹jjt純である。これら第一lIf衝は， うへの二肘と製

作~ ~(，にし，むそらく，製約時代がくだるのであらう。

内陸沼 -H(J:千{弗をあらはし，なかに{晶勉がある。第二，

;p;三村の艇は，ともに尖挑九舎である@同H械にはみえ危いが，

第三Jtfの純は坐{弗をほり， ql図式脱出lで，頭部をうしな7て

ゐる.Ij¥額には過去七仰をほり，うへに犬賓がある。純傍It

北がはに u人の俗m?供長者と二頭の馬(1'1.451がゐる。第

二「丙施はご仰並坐で，市がはは破損してゐる。挑額もI且じ，

いま l土七f弗刈{裂がみとめられるのみで・ある。続傍は内がは

に，供長足人と比丘と Eあらはしてゐる。(内主主第二肘純幅

1.40m) 

PI. 4~. 第十五A洞北欧第二厚手商禽交脚菩薩

交脚菩帳は，右子ゐよぴ足UI¥じてゐる@端麗な，顎のと



がった傾で， '1'11はほそく，頭上に費冠をいたピくが，その賓

冠は_.商に， llJ形のかぎりをもってゐる。なで肩だが，胸は

はってをり， fi同はほそい。天衣がX"j:般にド腹で交叉し，火

端が肘ではねかへてゐる:> }jfi唱の附b雪に，獅 fをほるが，

そむ頭が床についてゐるョ yt背は全然あらはしてゐない。

1'1. 44. 第十il:Al岡京墜第二屠禽

尖扶衡に二例並坐をほる。 Lれは内墜とまったくお在じ

である，ノr.の悌顕はt員じ亡ゐるが，右の悌頭はのとってゐ

る。 bも主主がで，顎がほそい。口もとに山拙笑をた、へ，微

妙、t.r.表情をしてゐる。布手をあげ，N手はまへにだす。覧

服5¥の去をつけ，胸まへfC，たがい帯をたれてゐる。顎の雨

b きで，来端がl宇いゑりに在ってゐる白が注目される。l:.

tlは第十六州北壁本軍(1'1.1171によく似亡ゐる。光背はほ

第 十

})1. 46. ~高ト:Ií.A ，第卜六百li] 外壁

中央に第十六削の大きな明窓，そのしたに門口がみえる。

明窓はアァチ形をkし，とのそとにやはりアァチ形の扶額が

ある。さうし-r，そEには千仰ふうの!l、坐悌寵がならんで

ゐる。日月窓の/上京には矩形のふかし、孔が今えるョむかつて

kの孔は，さらにhくにきりとんだ段が二うみられるa 門

口は，細たがい矩形むある。応io:では前方自 1-.砂がまだ堆

積したま hである。外壁がはなはだしく!i¥じτゐるので，

門口内相')の悌施が破獄し，いま相~日民の側I白iがみえ亡ゐる 3

外墜の東側は，市に突Iljし，そ Eに大きな像がたってゐるら

しい， 1，Jil/裂である由、門榊であるかはっきりしない。

門口のむかつて{iに第十 Ii.A糊がみえる:> ~)十ìî. A J，'Jは

第十 パ制よりも，とぴアごしてゐる3 外居置が大破lI¥しと，来同

峻もかなり Eはれてゐるa 門口は，のとヮた外Z査で，幅む推

測はつくが，高さは恥からない。北照には;弓つの大きな破

壊孔があり. UH六刑にiliiじてゐ乙。いま第十1i.A制は南

壁の F都むみがのとってゐる③ うへには明窓もあったかも

しれない。虫ー尚北の三暁が，三府にわかれてゐのが，よ〈わ

由るる。

第十 lî 糊から第十六州の外，~には一面に千仰がきざまれ

てゐる。いま，第十六社'JI“jll~)き è. 第十JiAMむ点 )jとに

みえる③ Eれは第二寸州外壁までつピいて，丙にのびてゐ

る。 t第十六洞門 11幅 2.40m 1 
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岡版解説 38-47

ってゐない。扶績には j--憾の小坐悌をならべ，扶端には

筒形をみる。

PI. 45. 第十五A洞両日聖第三月号禽1r.脇供養者像

むかつて 1， に丙~第三暦尖扶寵の一部がみえ， 挟端の獅

fーは長1;形のZ誌にのる。寵傍には五人のf例理供養;;.が合掌

して，暦般にならんでゐる。とがり帽をかぶり，窄柚の長衣

をつけてゐる。そのまへにはご頭の荷馬が本噂の jりをむい

てあるいてゐる。 乙の人物は，いふまでもなくトラプシヤ

Trapu凪(拠調1eパリカBh乱Jlika(波手l)lであり，またその隊

商である。開惇J&遣の直後，最初に舵蜜をたてまつった供

養者たちであるト本丸第ι省， p.16.171， 

l刷版むかつて布端に合掌したif藤立i卑がみえる。l:.れは

北唆m~竺肘同範の右脇f与である，

.J-/、 洞

PI. 47 第卜六1同ド'J口東側

1.ド二段にわかれ， -1-:段には，中央に尖扶儀 (Rub.V>:) 

がある。本憶は頭部をm-!'るが，第六制式の版制をしめし，

右手をあげ，光手をたれてゐる。同光，場身光には補彩があ

る。禽[̂JiiJ.jわきには，あさい彫りで敬肘の供養者がたつてゐ

る。棋額には十ーの小坐悌，扶端には獣jr~がある。献形の

したに簸康ふうの柱頭があり，光傍杭には，たピひとつ小悌

禽がほつである。 fl¥額のうへには帳幕，そのrl'聞には左右五

開づ hの両署形供炎有(がたう， Lの禽の刷わきには， Jーか

ら交脚菩維の継があり，っきに小坐仰の純二Y'Jがあり，最後

に二仰の商事毒作躍がたってゐる。ノ任問がーつめセットであ

るE とは，あきらかである，費地はII1 ~)ç lこ無4臨む銘Jí(， N右

に六~:，づ、([;>，{;--宣言した尚鰐 n~供長天の上身をあらはす。

一F厨は天蓋飾のしたに大きな悌立像のさき宇がある。肘と

雨l止のほかはほとんど破蝋するが，全貌はほピ察知できる。

ゃ、ゐもたがで，TJ:.で肩，大きな闘光は無主である。第六百岡1

式の版制で，衣支は附段!lk.T~は両わきに勢よくばってゐ

る。子はすっかり制(!J¥するが，掛子形であるらしい。)止さき

はほピわかる。脇侍はともには左はだしい破損である。 k

脇侍では，イ干掌する予がむとっτをわ，コti脇1寺は雨.fEがのと

ってゐるのみ3 本惇光背vk，:fiには尚腎天人や比丘{裂が暦

紋にしめされ-(ゐるが，全貌は恥からなし、ョうへには，天蓋

飾が入念にほられてゐるが，下部はH¥じてゐる。 Eのご:隼

怖のしたは，なほ*までむあひだに，五11判のノl、坐悌衡があ



雲岡石慌寄I卜六 lr，iJ

る。 しかし， Uしも風化のあとがはなはだしい。(側壁悩

~.33 m) 

1'1. 48 第十六洞門口丙側

南町て町i窓のした， rU]口/diの壁がみえ，諸倒i範のもやうが

bかる。門口白天井は肘献に!i<ljii存してゐるー 1'111内側も上

ドコ段となり，下段は東側喰のごとく， '7f.蓋のしたに大きな

仰すJ現在あらはず。頭部からドN府にかけて，ほピ完好だが，

雨子はうし在はれてゐるし， ド午身は風化してゐる。第六

糊式版制で，隣段式の火文である。 f弗衡のうへはれ質のも

ろい屑がはしり，己、には小坐働範がみられる。悌衡のし

たにも，小悌衡が数111;1ならんでゐる。

上段はえ右に二衡ある。北餌は失J脚三等の相供形 (Rub

Vc)である。 f弗範はか&りふかい。方';(iの聞にはとi三踊思惟

D菩維像が相針し，そのうへに帳幕をうけた人物がゐる。

栂扶には飛天，雨世I'Jには高密の供養天，さらにそのうへはー

列に午身の供養者，帳幕となる。市街は二仰並坐の尖扶禽。

二悌とも頭部をうしなってゐる。北飽の賓壌には彫刻がな

く，市純のしたにはこ段に千{弗小衡がある。一般に，南がは

は破ll¥し，幅がせまくなってゐる。天)Jはもともとなにも

彫刻がなかったとゐもふ。(側足跡~ 2.4u m) 

1'1. 49. 第十六洞即j窓、東側

そとがはは，うへにゆくほど破損がひどい。 1.部むかつて

右端にみえる千f弗は，町j窓、のそと~，アァヂ形扶額の内がは

につくったものである。側~~は k下三段にわかれ， j:.段はrJ'

央に交脚岳「薩の楯挟衝を:1;.-き，まはりに千f掃をほってゐる。

下段には，外がはに二{晶並坐の尖扶禽と，内がはにー・組の

二仰施がある。内がはの二f持続は，うへが交脚;忠雄の繍挑

普i，したが坐悌の尖挟衝である。そのしたは二段の千{婦と

なり，床に探しτ三段めの三小飽がみえる。二{品並坐範のそ

とにも千f弗小紅白一部がみえる。法{量をたちきって上 F三

個の姐形の孔がある@己れは，近J!I:の逝作で，石箱保護のた

めに陣 fーをたてた献の一部であらう。(ド厨寵尚1.68m) 

1'1. ，，0 第卜六洞 l則窓東側上層盆

調供績は三聞にわかれ，中央に本主章一究脚{量を安世する@

頭は損じてゐる。 k身はあらはで，頭飾と1r.行からな、め

にか、った天来が線刻されてゐる。したからIfh脅の宇身{寵

が両手をあげて交仰をさ、へ亡ゐる。大地伺:紳である。そ

の1，・:{，に胡脆する比丘{曹がある@左右の聞はあさく彫ら

れ， とれに脇侍菩薩がjE1Mむきにたってゐる@庄の[裂は上
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学o::ml'るが，右 Fをあげて蓮伎をもち，kT'に水瓶たも"'

てゐる。金銅像などにみる，いはピ蓮校水瓶Ff藤，たぶん観

音像でありう。布の像は大きな It~ 光õ::;t;ひ')じHで合掌f

る。商事3のlil1は入念にしるげ，.1会身はあらはで，ドメド身に.~主

Eまとふ。 ドノド身がみじかく，比例をうしなってゐるが，左

右の犬火は入念である。あきらかに第八~IÎJ様式のながれf

〈む。三曾:のうへには帳幕があり，栂拭額となるが，これは

だ乍のみが完成し， ti小IH:.. ~;rまりのとしてゐる。そのう

へは，たぶん一七仰の'1'.1，弗併があったが，いまは長)jJL?の孔に

たち切られて， ii開しかみえ丘い。しかも.乙の Ti.慨もうE号、

ではない。

そのうへには尖扶の三施があり， ，[1央に三仰せ坐， /，お{に

主主悌をほる。あるびは，己の三純e，したの千仰にとりまか

れた交脚純とは，・組かも知れない。整然たる配it:である。

PI. 51.第卜六洞明窓東側下h華街

そとがはに尖挟衡があり，二仰が膝を接しならんでゐる。

肉替はきはだって大き<.や Lふせ円になる。顎が小さく，

口もとには，いはゆる古拙I'l'~微笑がある。ひ〈、 )， I õ:::I;.-è

し，両肘をはり，右Fをあげてゐる。掌はかなり kきい。才{

kIに衣端がす己しか、り，弧線士:の縁左りがHをめぐり，肢

をとほっごλ:肩にまはってゐる。似1滑な寵1瓜には，光背の彫

刻lはみえVlが，もとは彩色であったのかもしれ&い。第十七

制明窓にある太和卜三年のご悌並坐範と，同形式のllif量で

ある。 :J}そら〈年代も阜、なじころであらう@純白144がはに

は脇f~~，;離がたち，合掌しながら蓮伎をも7てゐる。在の

i聖は風化するが，右の像は~，'e好で，肥湖した身健に，みじか

い1止がある@挑額には七仰の鰍定形坐f却をほる@みな壁画が

ふとく肥満し，蓮座のうへにすわってゐる。扶額の獅 fーはゆ

ったりとたち，そのよ己に，蓮康にのった合掌恨の化生があ

らはされ ζゐる@供額のうへは， 1r布とも，二段白州事3形合

掌供禁止fである。\-.1;世は凶開~， -Fflt!土，三問。そのうへに帳

幕がある。資壇には銘阪があるが，匙像銘はI:r.<'治J芹ふう

に余γLとある。むかつてAには三仰の供ま主将がゐる@先頭

は比丘で，っき・の三人は日目巾をつけ.長抱eド揺をまとった

婦人である@むかつて布は奇妙にも彫刻の形泌がない。要

するにこの三仰並坐簡は，他の二簡に〈らべご，入念にしあ

げられ，すぐれた作風をしめしてゐる。(普[，Ilj1唱。m)

1'1. ，，2 第十六洞切I窓東側下層上北禽

コ例i並'J!:ーの筒(1'1.51)の北がはにある。調挟純(Rub.VlI 

けのなかに交脚色ニ隆{撃をほり，小さいが常々としてゐる。



胸をはり，屑をはっ亡，右手は胸に.;，子は膝にのせ，水瓶を

もってゐる。捕革JJ菩藤 Maitreyaである。ヲミ火を左肩から右

わきにかけ，預かさりを胸につけてゐる。費iぽのかざりは

略されてゐるが，首可愛がもりあがり，前方をみる目っきと小

さい IHこl土威厳がある。ぴ〈い事席の雨わきに獅子があら

はさtlてゐる。索中卜だが， まるまると周5りとまtlてゐる。

翻底には，光背も天火もみない。もとは彩色でめったのだら

う。続f~~には. :t..~のむの三骨理由I向脅菩厳が，杭般にかさ怠つ

ごゐる@紋 Fのf世ば脇侍ふうでibる。粗野な彫りで，調扶

額はゆがみ./，J直に聞きられた栴!人lには.fJ:.にも彫られてゐ

ない。たほそのうへ， 1r..わきには二仰，右わきにはー偲，ゐ

そ()<供養天人のつもりであらうが，輪廓だけの彫刻があ

る。資1唖[土彫刻Jがまったくたく，むかつて;{Iytfi'1に務Sめいた

余チの線五)Jがある。これは市がはの二f品並坐範 (Pl.51)に

あった文字とむなじである。(純s自iO.5~ m) 

1'1. 6:1 第卜六綱明窓東側下層下 北禽

二悌並坐の純(1'1.51)の北がはにある。両iJj事の交脚菩薩

(Pl.52)のしたであり，それ正一組になるらしい。尖換の

坐f晶純である。肉暑の大きな坐仰で，例w買は入念&しあげ

だが，身慨は粗末である。す己ししたほそりの頑，それを

や、ふせ円にし，止、のすた円鼻だちをもっ。 e(C六洞fl:の

版制だが，ゑりと頒とのI凋係、が不自然なうヘに，胸まへのコ

僚の帯が妙なぐあひになっ亡ゐる。 144]漆は身慨に比例して

小さしそのうへを火端がむほふてゐる。光背は彩精白頭

光，事身光があったらしい。施。刊にl士.144脇侍菩耀が合掌し

てたつa肥満してを 1)..1プj三身l土あらはで..F半身に裳をつ

けてゐる。つまり，となりの二悌並坐純，うへの交仰I'f-薩禽

とt なじ形式の脇侍である。挑額 (Ruh.Vll s)にはヒf掃を

ほり，扶端には獅 f-を粗雑にほる。そのうへに，埠!のご左〈

商事言の供養夫人を.k1it，.のto'の内惚っ、ほり，さらに帳幕

をほヮてゐる③ T空域l土，中央に無銘の銘附〔をはさんで，三開

づ、の供長Aがたつ。しかし，輪郭だけの，粗末な彫刻lでお

る。 いづtlも，先頭に比止がをり .kわきl土袴 (，0:うがった

男子， ;(~.わきは裳をつけたk子燥である。(縞l出'i 0.7411¥) 

PI. 64 第卜六桐明窓西側

東側に〈らべて， よほEよくと、のっとゐる。さつD筏

が.J二Fにほピたピし<.ならんでゐる。うへの二続は一組

であるa 上紙は損傷がは危はだしいが，帽供形<':推定され

る。三聞に戸川('~'られて，中央に交脚菩雌像 . !diの聞に牛胸

菩帳{事があったらしい。優秀な作1ihであったことは，交胸像
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の腹部.JEさき，また'1'蜘像の足さきから，しのばれる。作

風は第八~'Jふうである。乙の簡の南がはは，すぐ明窓のア

ァチ形供額である。それが，ほピ中勉のあたりまで彫りさ

げられ，そのアァチ形扶舗の，うちがはにある千悌績が，己

、からみとめられる。千1輔がうへに三段，すとしは在れて，

したに二段ばかりみえてゐる。

中街は尖供坐悌三時形式 (Pl.55)である。とれ上りそと

がはは，ぴe<損傷し亡ゐるμ，したの千悌衡がつピいてゐ

たとむもふ。 F緬i土」、た、び楯扶庁長の交脚;':，艦砲である@

乙の交脚f撃は上貨の像と形式がちがふ。ゐそらく製作がむ

くれ亡ゐるのであらう。 ド簡のそとが[土にJ士.f-f，品昨U'.い

まなほ八段のこっごゐる。 しかし. c， しで側町のもとの帆

を推察するととはできない。('1'肘純i再i1.12m)

PI. ';5. 第卜六糊明窓両側中局華街

尖扶縄にl土坐悌三曾がほっ-rある。 きはめ亡}Jの光賞し

た彫刻lである。供額にはヒ仰の蝉定{輔があらはされ，略式

の蓮1事にすわってゐる。己れはまた，まる瀕，塑i晶な身惚つ

きである。版制lは.lfl-!I.とがi画1，1.それから1.:1iに布kl~j;，，.ほ

ふ式と交互にあらはしてゐる。 1訟のt.，.の身光左側光とをか

さねてするど〈線刻してゐる@扶;端の1(;晴子はH鼻耳:r I等と

まかく浮彫し tゐる。続側はk右に--jNのfi<t占があり，双

手をあげて板放のものをさ、げてゐる。た ~rt{がはの像

は.ほとんどなくなってゐる。計七舗のまはりには供養天人

が合掌してゐるが，通例のごとく高脅形，t，: 0.，:中央の・怖だ

けが，貨冠をいたピいてゐるのは，めづらしい。いつれも神

経のゆき<，:"いた，みごとな彫刻lである。さらに，そのうへ

には帳幕がある。資壇はkか1;1'損じてゐるが，六仰の小坐

f弗首~h'の己ってゐる@これはず'1'1副がまったくちがひ，そとが

はの千悌小胞に類するものである。だからも止の貸曜には

供養占の彫刻がなしそののち，乙の千i晶小簡がほられるに

いたったものであらう。 乙のしたに接する七仰小宮E帯は.

したの悌簡に屈し，作風がちがってゐる。 t衛局i1.12m)

1'1. i; G. 第十六ll，~ II}j i名問側下掛街

'1'舵，PI.55)のしたにある据挟範である@交脚昌一維の三

得:0:ほる。 本書宇はふか〈ほり，光右脇f寺はあさくほっ亡ゐ

る。一 1:身は.N.清から Æi~，きに天火をかけ."F午身i土裳をつ

けてゐる。それは!j(側の栂扶範(PI.以J)に似た形式である。

楯挟瀬 (Ruh.Vn)は六阪にわかれ.11'央二阪に蓮華文，た

布。各1民社ζ宣ff予飛天をあらはす。 ji~倫ふうの彫t去で，北が

はの飛天にのみ線五)Jで火文がほど乙されてゐる。そのした



さ言問石~第十六 i同

の帳幕も，北端のもののみ線草IJでひだがあるが，ほかには線

刻が在い。そして弧状のひとつひとつに帯7状の隆起がある

のがめつ・らしい。楯挟額のうへにはー列に寸慢の高腎供養

天をほる。績の左右上三方は小坐骨骨髄でかとまれてゐる。

うへほー列七禽，N脇は五貧，右脇は阿禽である。そのた

め，右がは小禽の尖扶額は，ポペコりあひに大きい幅をもっτ
ゐる。小さいがまる剖で大きな身慢である。服和lはlili肩と

:J<端で右Jí1 をbほ bj~とが，交互になっ亡ゐる。資』車は彫

刻がなく，全然ほりの ζ されてゐる.(偏向1.38m) 

PI. 57 A. 第十六洞 l明窓西側中層禽坐悌

B. 第十六桐明窓両側下層禽交脚菩薩

A 常々たる{弗像である。大きな肉聖書をつけ，はちきれ

さうにまるい傾をあらはしてゐる。 f耳目，鼻，牌，さらに顎

には，まだ初期様式の遺風がつよい。さういふ書出で，東側の

三悌並坐像よりは，様式的にふるいといへる。爾肘をはり，

右手をあげ，左手で衣端をとる。右肩にすとし衣端がか、

り，そEから右肘をまはってld'にか、ってゐる。1l¥吠の衣

端，肩からさがる線重IJの衣交は， i" 1:. ~;る明快である。右足

をうへにして，紡蜘欧坐する。，.1:. t..足が損じてゐるほか，

党主fである。要するに，1:.の悌(阜の製作は第十ヒかl明愈，太

和十三年織にちかいが，ゃ、さきだっかと1ひもはれる。光

背は彩績で，自然，衡背は平滑である。

B 交脚千年薩1裂はうっ〈しい費冠をいたロいてゐる。や

やムせ目白顔は顎のととろで，とがヮてゐる。優美lJ:.表情

である。腕はふといが，そのdつりあひに胸がひろく t:rい。

天衣がIi.肩からtiわきにまはり，またべつに，岡肘にか、っ

てゐる。しかし禽背には天火の彫りはないし，光背もない。

光背はbそらく彩績であったらう。

第八百回1式の微だが，つぎの段階にいたる池波が，との線111J

の強調で察せられる。~星座の嗣わきに獅イが刷足をまへに

してたち，胸毛をたらし，査員をよ ζにして，本館をみあげ亡

ゐる。とれは第八~'Jふうの獅子である。 Ii.脇侍の顕上に困

形の浮彫があるが， とれは右脇侍のうへには在い。日月の

シムポルか，それとも蓮華文をあらはずうもりが，未完成に

をはったためかも知れない。

1'1. 68ι 第十六洞明窓東 側下層南禽右脇侍

B. 第十六洞明窓東側上屠禽有脇侍

C 第卜六洞明:名西側中層禽左脇像儒

A. 豊浦なからだで，肩幅ひろ<'0同がふとし、。上半身は

あらはで腰をひねり，下宇身に裳をまとふ。雨肘を左右に
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はり，fT掌した指さきに蓮枝をもってゐる。天衣は簡素なが

ら力がともり，雨わきに波をうヮてたれた形もゐもしろい 0

~同初期様式の)Jづよさが，たもたれてゐる o(PI. 51) 

B. 市I考とくらべると，かt:rりちがヮてゐる。高瞥がた

か<.:t-もながな劃'1，ながい頒にふさはしい。 hで屑で，合

掌するが腕はほそし、。頭に到して身慨が貧弱である。下裳

の線刻jのひだは，ノピ右のJEで1訟の1訟のちがヮてゐる。天火

は絢者とくらべ亡刻線がふえてゐる。 (Pl.50)

C. まるまるとした裸形の依儒である。大きえにまるい顔

をまげ，な、めうへをみあげてゐる。逝髪で，下層から顎に

かけて，教僚の騒が線刻されてゐる。まるいfL1瓜献の周は

子供っぽい。 うへにあげた両手は，すらりとしてをり，干さ

きの彫りは簡潔でもある。腰をひねり，ひ<"股去をつけ亡

ゐる。まげた両足はふと〈みヒかい。肩から波うつτたれ

た天衣は簡素で}Jづよい。~惚に雲岡初期の迫 )J がみ主主す

ってゐる。 (Pl.55)

})1. 59 第十六f同商墜上 部

'1'央に H月窓があり，そのしたに三縄がたら~;。三寵のし

たは門口とhる。町j窓の左右には千[婦が整然とぼられてゐ

る。rJtjがはより東がはの方が鮮の宰いととが恥かる。すな

はち，東は十三府，丙は十屑であるョ明窓の天JIはEはれて

ゐるが，だいたいのアァチ形はたもってゐる。千仰のした，東

西にシムメトリックに一つづ L禽がある。

PI. 60. 第十六洞南墜上部東牢

明慾から東の部分である。千f掃が南壁から東需にかけて

ゆる〈カァヴしたがら，ワピいてゐる。 F有馬置と*~置との，さ

かひはbかちがたい。千f弗の k線には天蓋飾がかすかにの

乙る。 ifj~，~の中屑束端 iこ大きな破壊孔が三つある。己れは

m十五 λ州北唆の三{卑を，ぬすみとったときに，あけたので

ある (Pl.46)。一番うへの破境孔は東禽の右bきをも損じ

てゐる。己の東衝は尖挟鑑で，本隼は坐悌である。

1'1. 61 第十六f阿南墜上部丙宇

町j窓から刊の部分である。千悌の墜街が南壁から阿壁に

かけ'C，ゆるくカァヴするのがわかる。明窓したの，中央三

貨と同組とのあひだには，二列八段の坐悌tl、禽があるが，東

寵とのあひだにはない。

1'1. 62. 第十六i岡 商慣下郎東半

.I./ffl'の構造が整然としてゐたのに針し，ド屑は，かなり錯



、

雑してゐる。解説の簡便のため，い士各飽に番械をつけた

(Fig.43)。東純資I曹のしたに六倒の尖供純 (27-32)があ

り，その内，門口に接しごや、人;きな掘挟純(33)がある。交

脚斉藤の:主隼を1二・さめるが， 本型車白頭部は破壊してゐる。

Jくのゑりが煩から腹にまっすぐにたれ亡ゐる。』く文i士階段

欣である。うへの中央*飽交脚像にくらべ C. すとしむ〈

れるやうである。東がはの小縫群とやなじ時期のものであ

らう。雨わきに獅子をほっとゐる。 己れはな、めむきにな

り，頭をまげて本維をみあげてゐる。ノ|き'1'きとした彫刻

である。光背はいまなしもとは彩紛であったとやもふ。栂

扶額には彫刻がts:.い。そのかはり，そのうへ・列に，坐悌の

七衡があり，また左右に土rの:t.'<7:)ー列の坐悌壬..衡がある。

Eの栂挟簡のしたに， ~;;;nの隠そい..mがあり，これをさ

かひにしと，したにはまった〈趣のかわった千悌阿暦があ

る。己れは門口にちかづくほど，間層から三層，三厨から二

勝正念り，黙の本白がふえる。己れは， ζ の部分のね慣がも

ろく，彫刻には不適設であったためである。千仰のした二層

は，またカァヴしt..がら京墜にまでのびてゐる。

下肘ド段では市壁の計劃がかばってゐる。上肢ではI南墜

と束照とが，曲面1のま、につじいてゐるが， ζ 、では南慌と

;東壁とが.はっきり隅でまじはっ亡ゐる@つまり，千{弗のし

たで.ìli~正来日そとも，す乙しまへにで、ゐる (PI. I09)。

とのと己ろに三i施がならんでゐる。東鈍(63)ば尖撚片品，

中範(641と図書((65) とは天誼飾のしたに楯供~'> (Rub. VI 

B.りがある。東継には坐世H:Iまるが，風化がはなはだし

く，やっと形がわかるf'M~である@施傍1F."i干の間に脇{寺子子

離がたつが，己tLもひどく風化してゐる。扶額には，七働が

よくの乙り，禅定形で，なで肩である。挟額の両わきは千悌

衡になり ，Ji.わき六段のうち，最上段はli範，最ド段は二s

で，合員!卜八円坐悌小範をつくる。 したがって，この純は，

うへの千側帯e同叶吋tと才rもふ。

巾街(白4).内純(向日)はともに，なかl.f以上が風化してゐる

が，構浩は権雑かつ繊細である@中値(64)は天誰飾がある。

ずなはち.1百1ーが困Jnと三角形とを交正に自己したかさ・り，つ

ぎは三角垂飾と袈かぎり，つぎは悦幕だが，左右ーの幕l土はな

はだしく幅がびろし垂々しい。帳幕のそとには，天査のI貞

から，綿かぎりがたれてゐる(PI相)。帳幕のうちがはは，

t かく彫りこみ 1:下二段にl耳切って， うへに樹挟簡をつく

り，したに尖挟禽をつくる。栂扶禽はふとし、牲をさかひに

三聞にわけられる。治像はとけてゐるが，:t-そらく中央は

交脚普藤倣，ノr右は斗》帥菩帳(~であらう。楯挟額のうへに，

とまかい立(婦の列像がー帯ある。したの尖挟績は阜、そら〈
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坐f品l睡であらう。 /ι右の間は，二段になっτゐるらし<.う

へのi車だけが頭をの己してゐる。内結(65)はず己したかh

と己ろから彫りはじめてゐる。機治も技法も't'純とひとし

い。天蓋飾のうへに十三仰の小範をあさ〈彫り，それに E

まか〈秦柴犬人由宇身像をあらはしてゐる@乙の二禽白線

雑な構造ーと織細な彫訟とは，あきらかに第卜凶酔lや，第十五

A a~の下屑禽に一致するものがある。たぶんi有~J:でl土最後

にひらかれたものとゐもはれる@

床に援して，さらに小範約十1舗をみるが，これもやっと禽

形と偉{望とを指摘しうる開度である。(市古完全長約 11ωm)

日.6:l. 第卜/，ifnJ南墜下部両学

東'1'とむなじ<.衛配置が混乱してゐる@ ド厨中央に，岩

質のもろいー -ij手がよとにはしり，その一端は，門口側壁にも

あらはれてゐる。しかし，そのもろい岩而にも，己まかい千

仰をきさ・んだあとがある。 1年にちかづくほど風化がめだっ

が，壁の長世L部にも.'J仰衡がならんでゐたととはたしかで

ある。(南壁全長約11.00m) 

1'1. 64 第十六洞南盤上層両郁子偽

上尉は南壁から四壁にかけて壁崩がカァヴし，はっきりし

たさかびはないa そして干悌が一両にほどとされてゐる。

岡版充ド隅に，市喰内紅白帳幕がみえ，千悌ダIJA十段のうち

七段がみえる@上下とも，製刊にすこしのゆるみもな<，し

かも決して機織的でもない。:t'ちついた;];1司初期D作風は

すばらしい@補修もなし大部分がよ<1社存され亡ゐる。

まるい頭，塑揃な身何，服申lは~ll :rtと，布kJに火端1 <7:)か、

る式との，二種が交互に配されてゐる@

Pl. 65 第卜六if'Il有壁中央三議

日月窓のしたの三紅は，北捜本館に相針し，たピし〈シムメ

トリックに配置されてゐる。 中飽はより大きな尖供形の禽

で，坐悌三時:がある。扶額のうへは帳幕があるが，すぐ明窓

の床になっーとゐ与。 費壇は l二縁の乙圭かい蓮鍵帯がのとっ

てゐるのみで，費壇そのものは大破してゐる。そのために

門口の天)1も!Jj(扶をとマめてゐない。 J，・右飽はともに欄供

般の交関l菩撞簡で，楯fl~額のうへに，天宮形があるのもむな

じである。 rp央純よりはや、びくし、。乙の二績のしたでは

毎回d世がν ムメトリ γタではない。門口の来ーは大きな栂扶

範(33)だが，両は大小雑多な持続がほられてゐる@つまり，

下厨との様式のちがひ，したがって，開盤キイtのちがひがか

んがへられる。(三禽全幅 4.81m) 

• 



雲間石窟第十六1同

1'1. Gfj. 第卜六f同商聖書中央中禽

尖j!t寵のなかに，鞭湖な悌が.Uoってゐる③頭は大きし

はちきれるやう ts..まるい剤である。肉慢もまるいが.iil1も

まるしそれはZf'~仁， í;(~ 八百1111'( 似る。あげた:右手は指がjJlじ

てをり.!<立闘をとる庁予も亀裂がある。 tiBに， J'()~:がか、

り，右肘をめぐって}，府にまはる。その縁に波紋のかぎり

がある。火端はさらに足をめぐヮて芹右にE人ろがってゐる。

衣交はあさし附段献である。金問の比例からすれば.lt員が

大きく，頭がみじか「き'るが，量感にみちてゐるa 闘光，身

光は彩檎て"あったらしい。 n内芹tiに，脇fj='-j作権がむきあヮ

てゐる。足下のZ寄席は線凡らしいが，そのすそには，波紋の

ひだがあづて，絡をかけたゃうである。 k脇侍は，そとがは

の子に水瓶をたれ，うちがはの予を胸にあて、ゐる。資jtL

をつけた頭は kき<.府脳はひろ<.下"f'身にむかふほど，

すほ・まってゐる。'IJt額にはヒ憾の坐悌がある。扶額の獅ニF

をうけて，そのしたに柱頭がある。イ¥iをたばね，中間をく、

った形式で，したには葉般になった衣端が，五つきがってゐ

る。左の挟柱のしたには，まるい礎布ーがあり，そのしたには

方形の基盤があり，それらを隔手と頭でさ、へた化生がゐ

'tc"';;しい包い全はとれだけしかのとってゐないが， 出J符形

7z人の小身があったのである。隣持する束!可衝とのあひだ

の細ながいツ;さ内にも，小翁坐f弗がかさねられてゐる。 Eれ

は，外峨同様の千仰である。年代がくだる ζ とはあきらか

である。馬主両右うへから Aーしたにかけた亀裂が目だう。

(侮li:~j 1.46 m )。

1'1. 67 第卜六i同南墜中央中禽坐悌上身

禽背からかなり浮きだした彫刻jである。まる査員で頚がふ

とし耳がながい。肉慣，頭髪のためらかなまる味に劉し'

曹びしい額圭鼻が1M!附を左し.t.r;がい屑，微妙な限Jl(.微笑

をた、えた口もとが. '"れに優美をそへてゐる。臓は後!吐

に搬入したもので， もとは険の線刻だけであった。衣士の

線刻lはごくあさいが，入念である。 A肩かb右の手になが

れた阿保の線は，い-J!<のゑりをあらはずのだが，ていねいに

彫つである。全骨慢の宮崎がすばらししそのために，う「命

の感ヒが3訟のづから明瞭である。(頭高O.53ml

I'1. 68A. 第卜六i同南居豊中央中翁右脇侍

ll.第卜六i同商墜中央中命右挟柱

A. 右脇1:.0は.(-1院のやう主主士るい額で，頚もふとい。資

泌は三l白iに同阪をたて，凶桜には織かぎりがうき，うへには

弦月 )f与がある。jtLのNoIiに織がたれてゐるのも型のごとく

60 

である。豊満な身慨はや、頭にくらべて小さいが，上身，下

身D比例はよい。 N-lは胸にあて，右手はまげて天火のは

しをとる。天衣は方肩からな、めに右足にか、り，胸には

-'1'恨の'l'Iiかぎりと，先端に駅首のついた凱かぎりがある。

費珠Jf~の頭光が彫ヮてある。両足をそとめにひらき，下裳

のすそが岡JEの光右にtJ:びいてゐる。事肢はEはれてゐる

が.11脇侍とゐなじである。(i'現高0.90ml

B. むかつて右に衛内:Ai脇侍の側面がみえる。頭部はま

へにで，すそはあさく彫つであるのがよくわかる。扶端の

獅子ーは目，鼻，口，耳が入念、に線刻され，また雨込もていねい

に彫られ亡ゐる。柱頭は中聞の紐〈、りをさかひに， うへ

は平閥的に，したはなかくぼみの彫りである。初、牲の内外

に坐悌小衝がならんでゐる@むそら<.あとから，彫り乙ん

だものであらう。むかョて正方には，中央東甑内の牛胸菩

麓{輩がみえてゐる。<1車両O.90m)

1'1. G9A. B. C 第十六洞南捲中央中翁挟額

A 扶額の中央部介である。綿定仰七仰のうち，竺悌が

しめされてゐる。中央坐悌は通肩j¥;. その左右は:Ailr'T1i:衣

端で:l:>ほふAである。通例のごとく，己の三形式が交正に

くりかへされる9 小形にか hはら久堕湖で世々たる{地倣

である。闘光，皐身光ともに整然と線刻lされてゐる。(中央

悌尚 0.:17m 1 

ll. 扶額のお宇の三悌がみえる。(右端i悌高0.29m) 

ι. 扶額の左端，坐仰のしたに獅子司がほってある。円，鼻，

口，耳がとまか〈浮彫されてゐるが，胴や.lÈは筒井~t.f.彫りで

ある 9 うちがはに主脇侍o:>.l:身がみえる。寅;ぱは三面lζ闘

桜と綿かぎりがあり，その中聞に三重Eの唐本がある< (11'端

悌l1i0.3:2 m) 

1'1. 70 第卜六I阿南墜中央束禽

楯扶寵のなかに本館の交脚菩藤，すなはち獅革i}J， NAiに小

形の半世1U.'思惟菩瞳と獅子がゐる。 *障の立iJr¥.!.主貫主Zには11:

面に坐悌をほる。大きなまるい顔であり，胸をつきだし，腹

をひき，右手をあげてゐる。その指さきはすとし獄じてゐ

る。左手はかるく膝にあて水瓶をもヮてゐる。 λ:府から右

bきにたれた衣士，士へを:l:>ほった下裳は，あさい線刻から

主主る。交脚の足はみごとに主主形されてをり，床にふれた足

ゆびには，爪までとまかくあらはしてゐる。第七，7X~八か1の

浩{現にくらべて.:i，-t.r;じ初期様式ではあるが，紳艇のゆきと

どいた彫刻である。足をむほふ衣交も自然で，やはり線刻

だけである。注目されるのはとの F裳のすそが，長座に按



して手のEんだ波紋の縁飾に在ってゐるととである。両腕

にか、ヮた犬』くは雨肩のうしろにまはっτゐる。光背のあ

とはのとヮてゐ左いが，もとは彩檎であったらう。栂扶額の

Lたには，あさい帳幕があり，11:右でむすんである.揃勅菩

画監は将来の/11現在期してトゥシタ天 Tu~ita の天宮にゐる。

そのE とから，瀬勅{離のうへに，天宮取がう〈られるのであ

らう。 クマラヂィヴァ Kuma目 ji帽(鳩康維fI理「大智!It論』

(大IF.A蔵粧，第三五巻， p.126lにも「車腕力青i極λ;懇悲あり，

天宵にあり，己の聞に来ら宇」とある。 d最高 1.42Il1 ) 

PI. 71.第十六洞南墜中央東命交脚菩薩上身

受脚織の k身である 3 まるい，量感にみちた頭部は値背

からかなり浮きだしてゐるo itIからたれた三角rlJの彫りに

もあっみがある。資itl(Ruh. Vln)は三I耐に蓮華ーをほり ，N

右には綿かさり，正rirlには岬犯の坐怖がある。つまり瀬助

隊である 3 額の髪は，まるみをもって浮きだし，数保の刻線

が左右にたがれてゐる。まととに簡素で清滞な表現であ

る。.の髪は，耳のうしFうから肩にたれ，ほとんど腕飾にま

で速してゐる 3 きびしい額，ながい府，主垂直の鼻@臓は後|吐

白磁入で，もとは，ほそくながい紡錘耳主である。うすい屑が

徴笑してゐる。煩から顎のゆたかなまる味が，頚のながさ，

ム止さとたくみに調和して，雄大さをしめしてゐる@腕環

には，1:.まかい禍文の飾があるのもめづらしいa また，腕と

胸止にみごとた立惚腕があらはされてゐる。雲岡初期様式

のりヮば左

]'1. 72A 第 十 六 湖 南 墜 中 央 東 翁 有脇侍

R. 第卜六f司南墜中央東禽左脇侍

Aーや、ふし目になヮた創に，額の髪がゐもくふくれ，そ

のうへに童話装飾のj通がある。顔には鼻や頬にすE し傷があ

る。右足をたれ，左足をまげて，そのうへにおく。左予はま

げ，第三指を顎にあて，右手はのは・して左足にのせてゐる3

ゆたか左身問うきで，爾肩に幅ひろい天点がか、り，それが

肘を〈ピってわきになびいてゐる。胸には瀕かすりと X字

形に交3えする紐がある。ゆったりと tbヮた姿である。光

背はのEってゐない， (像直j0.64. m 1 

H. i-i!ド蜘官製と反聖すに，左足をたれ，右足をまげてゐる。

だからシムメトリック左姿勢である@ そのほかはまったく

bなじである。身慨に〈らべ亡)fJ1がや、 kきい!占がある，

手はbりにほそい。 (1最高 0.65m1 

1'1. 7:l A. 第ト六I阿南日置中央水禽右脇獅f
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B 第十六洞南里豊中央東禽左脇獅子

一割の獅子が本隼の隔がはにゐる。後肢はみえない。前

肢をtr.右にはり，顕在木維のむにむけてゐる。身慨は正面

にむき，胸毛は小心にーうの後線をつくりつ、さがる@か

んたん&身憾の彫りにくらべて頭部の彫りは己主かい。目

や鼻，大きくひらいた口が，漢鈍様式を畑、起せしめるやうに

彫られてゐる。(獅+，密j右 0.37m， 11' 0.32 m 1 

1'1. 74A 第卜六洞南墜中央東禽栂挟額

B. 第卜六洞南喰中央東禽賓培

A 帽扶額 (Rub.VA)は九F置にbかれてゐるが，なかに

ま量i鞍はない3 栂棋のうへに阿tt:式の建物があり，大き念場

尾が練と屋根の雨端とに合計川つついてゐる。瓦はあらは

されてゐない。建物は軒をふかくとっ亡相をたて，三聞の

中央に入 ~J がある。入口はうへに欄，したに閣をつくり，二

枚の舟があるが，原のうへをすE し彫り，Jr.扉をす乙しあけ

たかたちにしてゐる。/ピホ聞にはtiJ移の窓を!;IJヮごゐる。

Eれは常時の働般をしめしたものであらう。棟のほか，摘

挟の雨端にも鳩尾があって，此づらしい。 1げ，には，直i管の

天人が蓮の官?を両手にもち，ひとつはさしあげ，ひとつは腰

にあて、ゐる。天』くはん清か'O:{.，.腰にまはり，身仰のうし

ろや附b きに自 ILJIζ反縛してゐる。己れもか彫のまるみを

うまくあらはした彫刻lである。(栂扶長1.46m) 

B. 資壇(Ruh.VA)は'1'央に kきなf岳地がある。左右三

旬づ、供養者がたつ.cゐる。-惚の比丘が先導し，むかつ

て右は'}j(.(，甑，Nは女子像』巳ある。リj子はTiiJーがうしろに

たふれた頭イ)iをかぶり，えにがい砲をつけてゐる③抱にはふ

ちどりがあり，腰はほそい帯でしめ，そのはしが充恥きにさ

がっ.cゐる。両手はながい袖にう、み，扶Fし，耐j止はなが

い袴 Oc樽をはいてゐる。比Ji:がiMJ止をひらいで常々と立

つのとはちがひ両足をそろへ，ゃ、まへかピみの姿勢に，敬

虚の]まをあらはしてゐる。うしろの男子像は~J1だけをのE

し，身仰をうしなヮてゐる。

うへには本軍交脚{裂のよ己と!設のかさ・り，獅子の 部がよ

くみえる。賓壇のしたには七つの坐f弗小衡がータ1)に主主ら

;;。いふまでもなく過去ヒ悌で，したの楯扶衡に魁するも

のである。 t壇高0.38m 1 

1'1. 76. 第十六I同商援中央束禽資埴供養者

資j~曹にある供養荷列像のうち，むかヮて!iの三特である。

比丘を先頭とし，二人の婦人がとれにしたがず亡ゐる@比

丘は，まるい斉:J~，大雪危頭，ながい耳をあらは F。内火のか



笠間平{旗第十六洞

さねたゑりがみえ，そのうへに ).;Jえをつけてゐる。大火は

左肩からtr.'I'身!i:$，-ほび，右肩から右腕をつ、んでしづか

にたれ，すそEきっちりそろへてゐる。大火のしたに内火の

すそがみえ.Tl4足をひらいで立す亡ゐる。瞥t繭t1:.身慨を簡素

な彫刻でみご去にひきしめとゐ乙。婦人はいづれも rl1j形で

ある。たかい頭巾をかぶり，年袖わながい他をつけとゐ呂。

雨予は袖Dなかに扶手しごみえない。外砲をつけた貼は児

子服とちがは11:.いが，帯をむ「ぱ久したにながい裳をひい

たのがちがふ。下裳のびだは簡素な線刻jであらはしてゐる。

要するに.I'r-彫のやはらかなまる味に，ごくわづか&線彫り

でアタセン 1.!i:くはへっし簡潔，情聖書な彫刻にしあげ亡ゐ

る@香櫨は博山燐ふうで，査には，まるみ白あるj車山Eあら

はし，器胴には蓮華に似た文様を彫る。ほそい足はまた漣

山にかたEり，まんなかをほそくしぼってゐる。足のした

には大きな繋がある， (埴l商0.38IU) 

Pl. 76. 第十六i岡南管中央商禽

栂挟形の範で，交問答薩を本音字とし.ktiに4・蜘足、椎苔撞

と獅子とをほZ。だいたい中央来続と同形式である。楯供

額のh'端がk岐し，そこから在、めに亀裂があり，右脇侍の

賓泌にいたヮてゐる。本憶も顎，手をいためてゐる。交脚Er-

薩の貧冠はかぎりがなし前髪のと己ろでわれてゐる@慣

は後IU:臥入したもの。あれではゐるが，まるい顔，端麗な1百

円や l~ もと，また身仰の委勢からJt.さきにいたるまで，点能

によく似てゐる。 t~ ピ賊髪の線弗]は求書Eほど簡ぷではな

い。それに，めづらしく先手は掌をひらいて，膝のうへにむ

いてゐる。ノ比瓶をみない。また，足さきまで，裳の縁かざり

が，たれさがってゐるのも相違駈である。同膝のしたに，Jj 

座のふちが線刻でしめされてゐる。光背はのEってゐない

から，もとは彩績であったらう。(像情i1.37m) 

Pl. 77 A 第トノ号制南熊中央由.禽lItJ撚額右部

R 第十六澗南壁中央商街左脇侍

A. 樹tJ¥額の右端にほられた商事毒形の供養ペ人である@

ゃ、 t1:.，めにむき，雨子で士るいものをさ、げてゐる。 tr.

がい1月をひき，小さい口，とがった顎をしてゐる， u凶光は線

刻。そのしたにゆれる天衣も輪郭だけを線刻jしてゐる。供

養者のし7心椋扶額の右端iは，菱形部となるところが斜線で

tr.<.翼部とつらなっ亡時曲してゐる。隣持する'1'央11'衡，

尖扶額の一部と，供養者がみえる。(像高0.48IU) 

Jl. 純内A脇侍のヂド蜘d也惟1犠である。大きな費泌をいた

だくが，かぎりは彫ってゐない。五足をたれ，右足をくみ，そ
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のうへに右手をまげて.vjせてゐる。その-Ld'は，第二t旨を

のばして顎にあて，右脇侍と訟なじである。

むかつて右端に，坐悌小純がみえる。小さいが，なかなか

量感にe:んでゐる。己れは J:厨千1弗HiiJ形式で，初期t正式

である。(('製高 0.69m) 

Pl. 78A 第十六湖南墜中央商議相挟額

B 第卜六1同南堕.中央商議資峰

A. 欄挟額(土七つの同書lから11:.り，そのうへに天宮形が

ある。れが大破してゐるが，だいたい中央東純の屋形に似

てゐる。 F手.根は阿itで.k.棟に一双山崎尾をかざる@三聞

の中央に人口があり，そのλ 右のh~には~がある。栂挟右

両日の供養者は浮彫であるが，左端はまった〈線刻lである@

しかも傾の輪郭のみで.1，百円はない。そのうへには，岩のま

だあら彫りのま、のと己ろがみられる③(楯扶長 1.2日m)

H. うへに本樟交官司lfF越のMj"!J!.がみえ，その両わきに，獅

二[.がゐる。己れは胸毛もあり..1-.1曹にも旋毛があり，束禽の

よりよほど入念にできてゐる。乙とに頭の表現はた〈まし

い。大きな牙ーや呂の表現は，いきいきとしてゐる。

資壇は，大きた昏姐在中心に 人づ、の比巳がたち，その

そとにー針の保儒がゐて，費地のj縁をさ、へてゐる。比

丘はIc;(，で版it;11のちがふのがけ“立される。質壇のしたに坐

{崎小純のF ー帯があるが，とれば，外F置の千悌形式と:t，.tr.じも

ので，末期様式である@殿絡にいふと尖扶ではな<.た亡の

闘挟形である。三慢の服装だが.まったく形式化してゐる。

(壇高0.35lll) 

Pl. 79A 第卜六f同南壁中央凶禽貧壇右半

B. 第十六/ldJ南壁中央西禽賓埴左宇

A. 費Jilの;1，牛である@比丘は<1'央香漉にむかひ，まる

い頑とゆたか11:.身慨をしめしてゐる。 L身はあらはで，合

掌し，下ヤ身には3症のやうなものがみえ，そのすそは二僚の

糠であらはされてゐる@内火のすそであらう@腰からうへ

の火はわからない，W4Jt.をひらいでたつが，火はJ，'If:Jから

右わきに，だんだん隔をひろげながら，あらはされてゐる@

びだは三i慌の線車Jより止る。

fま儒は比丘の倍以上の).;きさである。頭と 1..身は大き

く，足はみじかし、。遺髪の頭をかたむけ，雨子をあげて上縁

をさ hへてゐる。傾はまるく，きはめて子供らしい表情で

ある。附子から波形にたれた天火が，乙の像にますます生

動惑をそへてゐる。かんたんな掛かぎりをつけ，腰にみじ

かい腹布をつけてゐる。(像高0.34m) 



R さきの比Ii:とちがって，J，;.衣が全身をゐほひ，雨下を

くるんでゐる。大火のしたに内衣のすそがのぞいてゐる。

雨足をひらき，からだはまへにかたむいてゐる。

1*儒は市I聞とまったく照臨するポゥズである。たピEれ

は，のばした方のnR:.l"，主り t.;.がくしてゐるので，全慌の

比例は前者ほど奇異では在い。 u争直iO.3nm)

1'1. 80. 第卜六湖南喰東禽

南Z在中層の東部にある尖扶の大禽で，坐f弗をむさめてゐ

る。坐仰は困光をむひ，火焔の耳障身光(Rub.VIIr Il)をj;;-t 。

続内!U.， きには，小形の脇侍r~:障がたち，そのうへに腕坐

の供養夫人がゐる。さらにそのうへには飛天をほる。との

やりおは第十ヒ州左ti脇禽にみられるD 尖扶額には七純白

坐悌があり，いづれも小さいながら，量感にみちてゐる。 b

のむの場身光が，はヮきりあらはされ，扶端は龍形とkる。

費増は五)，J(の庫で，そのしたに供養者一列像がなら.s;。扶額

のうへには帳幕がしめされ，その左;{iのラ:ち聞に，六憾の供養

天人が奏換してゐる。帳軍事のうへには，坐{ルl、街十二個を

たらペごゐる。己れは k暦の千悌とはちがひ，より小形で

ある，"C.OコJj、f弗禽帯は阿にのびて，さらに三個を〈はへ， a月

窓のしたに達するむ

1'1. 81 第十六1阿南俊東翁 :'~f!姑

まるい頓に，大きな扶H轄と髪部をみる白顎がや、とがヮ

てゐる。たがいf目，ほそし、n，うすい騰である。醸は If'古に

儀入した陶器である。右肩に点端のか、った服申]で，左肩

からたれた火端の波紋になヮプとびだが，あざやかである。

衣文はあさい階段式である。あげた右手は指さきを損じ，

光子は衣端をにき・っ亡ゐる。光背は三帯からなり，そとは

火焔帯，つぎはJl哲夫帯，つぎは坐f弗帯ても，中心は無文である。

浮彫の光背(Rub.VIIl il)IC彩色してゐる。岡版の1.'.1..隅に

まるまるとした飛天の彫刻がみられる。

l'l. 82. 第十六i岡南墜東禽挟額左 宇

尖扶額のlr.宇である。坐悌は鞭t繭な身仰で， iili肩式と右

肩を火端でつ、んだJ~とを交正にほる。通肩のJく文がまだ

形式化してゐ左い。事身光，閥光ともに輪郭だけだが，明快

にほっ亡ある。帳幕とのあひだに三慌の奏当時夫人がゐる。

むかつてたから核筒，排管，腰識である。 すべて天章子だ

が，:l訟の1訟の髪形がちがヮ亡ゐる。第ーは前だちがあり，第

二はまんなかからわけ，第三はbけたうへIc，線車]で髪毛を

あらはしてゐる。
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岡版解 説 76-84

1'1. 8:1 A・第十六f同 南 竣 東 禽 左 挟端

B 第ト六11，]南墜中屠東盆左挟柱像儒

A.尖扶範の1r:挟端である。龍の彫刻で，目，鼻， rl，耳，角

を浮きだし，線車IJをほど乙してゐる。そのしたは短縮され

た挟柱がある。柱頭は渦交の中聞に， 'J、さい」をがった縛を

もち，三:.!lS交ともいひうる。性身はほとんど在<，柱接はま

た渦宜である。

B. 前者のしたにつ~< 1*儒である。両手をあげて柱基

をさ、へてゐる。漣髪のまるい傾で， Hがまるく， -f供らし

い削っきだが， -f屑から放射般に，線刻の揺があらはされて

ゐる Q 耳がかなり大きい。腰布をつけたじけで，裸純であ

る。足は比較的ながいが，それでもまだ上慣が大きい。

PI. 84. 第 1.六1同商望在来禽賓塙および下層禽

(27-32) 

うへに悌の安坐する五成の方座(Rub.vr 引がみえる。中

央の一部分はどうしたわけか，平iを短形に切りとってゐる。

力感の耐bきの獅子は， Nv~の a方だけがの己つ亡ゐる。

J;麿のしたには，さらに一段あって，杏1置を中央にして供養

者の列像がーすってゐる。雨がはとも比丘が先導し，そのあ

とに四人の供養者がつピいてゐる。むかつて右はリ}--(-， Ir:は

女干Aである。雨端には保儒をほるが， t本儒は耐子で }j座を

さkへてゐる，"C.のしたには，尖扶禽(27-32)六仰をたピ

し〈ならべてゐるc むかつて1rのー衡は破壊され，J，;.きな

孔があいてゐるが，籍出]はいづれも一致し，坐f弗をゐさめて

ゐる。坐{弗は:{，手をあげ，左手をまへにだしてゐる。身穂

はゆたかである。ホ;はI判肩にか、ヮてさがり，布肩の衣端

はまへにたれ，また左腕にか、つ亡ゐる。 A虫:は平行線を

kし，あさい階段式である。乙の服制は第六恥1式に主rなじ

であるG 扶楠にはいづれも七純白坐仰をほ.Q~ :11端のご禽

(31.-32)には丘右脇侍があり，また禽傍に比Eの立像があ

さ〈ぼられてゐる。働続(28-301は挟れに綴座ふうの彫り

があり，したに供養者はゐない。扶額のうへは，比丘半身の

供凄倣でうめてゐる。 ζ の六億は，うへの東貧より，年代の

くだるのはもとよりであるが，したの千仰群よりは，模Jt.f:

ゃ、早い。 E の六純の仰は，北~It 本噂!と版制をひとしうす

るから，製作もほじ相ちかいものであらう。

六衝のしたに~1~ 1.主ー併があり，そのしたに，下屑の千悌

小寵がV4厨ある。別に中心に，よ己fi禽，たて二段分の楯挟

交脚寵がある。 Eれは三聞にわかれ，中央の聞に交脚菩睡，

hそ右の聞に立待の菩嵯をいれてゐる。いづれもすらりとし

たほそい浩形である。楯扶額には医劃jも浩{最もない。



*悶干i~ 第十六!f，~

千仰のノj、簡は，尖jJtiWC:t..:: <アァチ形で，IJ、坐仰はof'iが小

さい。火文は形式的たjJli肩?あるが，と己ろ E己ろに，火端

で右肩をつ、む式がある。とのしたは幣I厄がすとし'先111し

て，束Z置と直角にまじはり床になる。(第32錨l白;O.54m)

Pl. SUA， B. 第 l'六かl南壁*禽貨壇供養1'，'列像

A. 中心に，i'lHで吾焼をさしあげた高管形の夫人がゐ

る。腹以 Fは大きな蓮植のなかにある。犬dえは五才{にAき

な弧をゑがき，それがI咽肘にか、って，そこからまた左右ーに

幅ひろくびるがへってゐる。豪快な意匠である。 それに祷

婚はとの段だけでをはらや，五成度の下線にむよんで，博IlJ

jl1-が彫られ，供養者の頭上よ t，たかいのが庄立される。香

耀の充右に，二人づ Lの比丘がたつが，顔l土磨滅して目鼻が

ない。いづれも扶f'し，綱手を衣のしたにつ Lんでゐる。

僧衣はゑりをひらき，1， をまへにし，それが左腕にか、って

たれてゐる。 さうして，すそが1)(樽するが，むかつてん'<1>二

像て、は，f<W方のすそが反持してゐる。そのしたに内火のす

そが水平にみえる。爾I止をひらいて，ゃ、身慨をまへにか

たむけながら泰然と立つ。

s. 供養者のうち，むかつ亡先がはの婦人問問である。

先頭は合掌し，っき・は供手し，また合君主L-，扶，Tーしてゐる。

頭巾をつけ，長砲をき，そのしたからすそが地にびき，すそ

には平行のひだが線刻されてゐる。列像のうしろにはえき

な依儒が隔予をあげ， iill!立をひらい亡立ってゐる Q むかつて

京高市の依儒J己主rJHJl¥'.である。

1'1. 86 第 1'六i阿 南 壁 束 盆賢壇供養者列像

供養者タIJf'裂のむかつて右宇，男イ僚が内1m，先導有の比丘

が寸理みえる。いづれも目鼻をつけてゐない。比丘は大火

と内氏とをつけ， λ;火I:l:簡単tr.<<丈を線刻lし，すそは五まへ

にして反附してゐる。雨手は火でつ、み，胸まへで水平に

やき，隔!Eはひらいで立ってゐる。先頭の男子(土合掌してゐ

るが，っきは附子をポ袖につ、み，胸まへに水平にむく。己

の二つのポウズが，交正にしめされてゐるのは，姉人{量(1'し

85Il )とむなじであるG いつれも長他をつけるが，ゑりがひ

ろくあき，Ifiまへにかさね，その縁が搬までつピ hてゐる。

腰には帯がある。ノrから第九第三の像はl己をひらいてゐ

るが， ?-(~二と î.()附は雨足を前方にむけてゐるロ身慨をや、

まへにかたむけ，恭倣の;立をあらはずのは，阜、なじである。

うへに:1i.r占の Jj[主の蓮縄文帯がみえる。

1'1. tl7 第 1'六百4南壁束禽賓地左端
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質嵯のむかつて.i端で可ある。 うへに lild点の可1嫡座のは

しがみえる。葛石と地覆にあたる十:ドの了足立にはかざりが

なく，つぎに仰蓮韓基と附蓮雛との二段がるり，まんなかは，

またかぎりがない。附には獅fーがゐる。 前肢をふみた'C，

そのあひだに胸モを簡略にあらはしごゐる。~~はよこにむ

け，口をひらく。阪は大きくまるい。簡潔によく J士、のった

彫刻である。

そのしたは地髪の11、出jである。まるいf穎Eまげ， Tl4 T'で

議1車をさ、げとゐる。戦t繭在情1形で，足はみじかい。雨肘か

らたれた天Aは，したほど幅ひろく，勢上<I川事してゐる@

1'1. 88A. 第ト六II"J南壁米郎下厨禽(:n，:υ) 

s，第卜六和11有償東部下層禽(29，::0) 

A，悌施。別であるが.f~持能(3]) もー覗l分がみえてゐる。

悌普((31)の坐f弗は頭部を損じてゐる。 f持箱(32)は頭がたき

し傾の表情はつよい。服{UI!はむなじだが，衣文の線は簡素

である。扶額 (Rub.V..)の過去七悌は頑もまるく，身開も

まるい。書E傍には比庄の合掌像をかさねてゐる。挟額のう

へにもltU'の合掌院坐するかたちをあらはず。悌施(3:!)と

(33)は，己れらの離で、たがぴに共通するが，仰純(2~ )と(:lO) 

はちがっ亡ゐる。(第32純!:';jO.li4 III ) 

Il， iti~&京禽 1:の六{晶衡のうち.1，晶範 (2H ，:lO)である。 h

づれも尖挟形 (Rub.VFlで扶額には過去七仰をほる。悌

衝(2U)の挟柱は5:1;ともにえきな線JLで，二禽共通だが， f~婦

徳(30)の内がはではごつの織凡をならべてゐる。徳内には

坐怖を安凶するが，;{;子はあげ， 1，"'fは掌をまへにたれてゐ

る。身慨は鞭満だが，蝋l土ほそく，顔もほっそりしてゐる。

嗣ゑりが瀕からさがり， :tiゑりのふちはのびてir.':1'にか、

り，またまへにさがって足をゐほふ。まへにさが7た衣文は

弧状を呈ーするが，ひだは附段月比の平行線である。つまり，第

六例式で，た '-'1刊衣の純がさ Jj{ってゐないのみである。悌

衡(29)も阜、なじである。これは頭がや h小さく，身il¥'lはす

己し大きい。頑のJ宅情はまったくゐなじである。史、するに，

己の六小衡の製作は， .1'，肘よりむくれるが，ド厨3昔純よりは

はやいものと推測される。 (;MO能高 0.54m)

1'1. 89，第卜六湖南竣束i部下層禽(6;;)

下層の床にちかい三範のうち，門口にちかい衡の天蓋飾

(Rub， VI仁)である。うへには尖挟箱十三Eならべ，奏楽天

人をほる。むかつごAから(1)鞍i九 (2)腹鼓， (3)琵琶， (4) 

@篠， (5)螺凡 (6)(7) (8)合掌， (9)琵琶， (10)横筒， (11)蕨

笛， (12)鼓， (13)腰鼓となる Q



つぎに，犬援flf~の頂上に三角形と'ド凶般とを交正にほり，

中央三角飾の充才{と耐端iとに杵形のかぎりをたてる。さら

に両附には，獅子が l二身をあらはしその日に減蘇を〈はへ

てゐる。流蘇は，第十五八制などでみたもの(PI.42)とむな

じである。

っき・にせまい一帯は問医にわけ，それぞれ波紋の簡が，中

央にむかつ C，ながながとよこたはり，中央には双龍の煽に

はさまれて小さな昏婚がある。 まったくめづりしい宣伝主で

ある。 つぎに二三f'J垂飾と，ひだかぎりがあって，したに幌幕

を入念にほる。幕。むすびfiには，欺師をか彫する己と，第

七， m八J，l~じ壁(羽内径， PI. 42， 43，第五巻， PI.381にみたご

とくである。帳幕内N右は幅がびろい。そのしたはふかく彫

りこんで，伺扶純と在るが，風化がはなはだしい。栂扶舗の

うへには，方座に惰坐する悌像が数1恨みえる(PI.63)，梼挑

額の中心には小坐悌がみえ，そのまはりに特殊な枠がみえ

る。その立肝ーはif';十九A州第一1針(PI.42)とむなじである。

安ーするに，きはめて繊細&彫刻]をもった施で，第十四，W;十

五A恥1ド範と品、なじ雲|喝未朔の製作であらう。(衛恥a28m)

P1. 90 第卜六IrriJ南盛岡部

中央三館に持して阿純があるa これは束純正問臆してゐ

る。 さらに椛がカァヴして，しだいに河墜となり，己、にb

たじ〈らゐのた縞がみえる。 rii壁内緒の京わきに三列八段

の小編がある。阿わきにも，己れとよrなじ小衡があっ亡，J: 

暦とちがび， -，ご尉止もがっ介 H弗群である己とがわかる@

た~，とのうへ二段だけは.J....肘干仰のつずきである。

乙の匹l施よりドははに雑然と渚小悌簡が彫りだされとゐ

る。己れは京都止り以 1:の混雑である Q いまれ質の粗官官な

一好をさかびにしご，上下二肘にわけられる。乙の不良の

一掃にも，ほビ七lげにわたって千悌小簡をほりつけて，それ

が同照までのびてゐる。乙の干{州小純は東部にもみられる

が，肘の敬はJななじでt:r..¥.Ao ζ の r'f，品群。うへにf品衛 (34)

からも相続(00)まであって丙墜にむ上ぴ， したに悌禽(67)か

ら働施(79)まであっご，同居主にむよんでゐる。さらに床にち

かく，ほとんど消えか、った悌能川1)から悌施怖がまでが

ある。悌純(72， 73)のうへは，壁が切り E まれてゐる。ゃな

じことは悌範(77)のうへにもある。 lti雄東部でもみたどと

し符曲した上肘提出ーに針し，下財は，より i直線的にあらた

めようとしとゐる。しかし，己、では京市隅ほど市..，岡崎

の接線がはっきりしごゐない。

さて F肘の諸艇であるが，1，晶範 (12)がや、えきし仰Il

(67-69)の三つは;.イi士会j斉に反ら.;;。いづれも尖1)切手で坐
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悌三曾:をほる。したにす己し広I可をむいて，悌紘(70，711と

なる。ともに尖flt純で，前者は坐悌三智後者l土二悌並坐で

あり，後者のしたには費摘があったらしし、。倒3編(72)はかな

りえきい。 尖fJ切手で二{弗並坐である。挟額 i二鰍にはカ'アラ

ンドがとまかく彫られ，うへには天吉正飾がある。つぎは，二

番((73，75);:f-.Tにかさね，前Kは栂挟約で交脚三尊，後者

は尖扶形で坐仰さ待bしい。 ζ の二ヮi土ゐなじ入;きさであ

る。つぎのプ:WIi(74，76)も，己れと;f，'なじ配位であり，うへ

が槻挑形交脚二弓隼，したが尖-tJtlf主坐悌三骨:である。以上，悌

稲(71)から悌施(77)は，簡のド縁をそろへである。たピ施

円上縁l土，わづかっしちがびがある。しかし一般に風化が

はなはだしく，施H会も士監像もひどくHl似してゐるG だいた

いに於ご，見〈制l卜肘と;fo'tr:じく，彫りが織細で， i1!!fl撃がき併

しゃになってゐる。床にちかい{弗~li (柿一時)は，まった〈と

けてしまっごゐる白

1'1. 91.第卜六II"J南壁西禽

南壁束衡にH明、峰、-;-る {I~院であり J [ri]形式の尖挟純である。

坐悌三維をゐさめ亡ゐる。坐f却は， W1-f'をうしなふほか，胸

にも傷がある。堂々とした彫刻で，ゆたか&胸をはり.Ji-Jを

ひき，雨肘をすこしそとにはる， Aifはあげ，N予はまへに

だし， j文端をにぎってゐたらしいらぶ肩に火品鳴がか、り， ;(i 

肘のしたをまはっ-c，左!i1にか、る。ゑ 1)の波紋のひだは東

純に:tt.i:じである3 衣文ばあさし階段欣にほってあり，中

聞にー僚の却j線をくはへである。 JLにも入念な火文があら

はされ，火糊がl己のあひだから，まへにたれてゐる。塁審身光

背 (Ruh.Vln A) はI'f.彫にされてゐるが，外区から火焔，~

天，坐仰が帯献にならび，なかに蓮 1(<;がある。 N~干に脇f寺再

艇がむきあって彫りだされてゐるが，円だ、たい浮彫であ

る@うへに飛天が二鱒ある Q 言Uiiがほとんどたぴらになっ

亡ゐるので，うへの飛天はしたむきになってゐる。

挟額には中央に坐働.N.イzに品、の必のli惚づ、のr.'li将夫

人が，合主主脆坐してゐる。そのうへは，1.'::1，六骨量づ hの商事3

夫人をほるが，それはまんなかの二慨をのぞいて，みな奏型軽

してゐる。そのうへは帳幕である。扶品:Ji土えきな簡をほ

り，したに商事唱の化生が雨予をあげて皿i縦をさ、げてゐる。

己れは東墜にはない。肇康はJi.成。}j!車で，刷端に獅 fーが

ゐる。そのしたは供養:jf列像で， 144端にむの;f，'の二悦づ、

の依協がゐて，耐子をあげ亡.';':1"をさ、へてゐる。供養昌一

はli，;fi主人づ、である。

己のしたは小簡が雑然とならび，己、には悌施 (411から

悌範(49)までみえてゐる。
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l'l.!凶 第卜六1同南塁走内.鎚坐仰上身

6#.悌は丸彫のやうに煙からとびだしてゐる Q 剣l:顎のは

ヮたまるい顔である。 ながい府は弓つくしく，はじめは，ほ

そく，たがかヮた円に， J ['-(i由迅ら大きな帽を搬入した。日も

とは小さ〈うう〈しい。肩幅がひろく，塑i梢主主身慢の量感

が上〈うかピはれる。火は1f.frlにか、り，右肩に衣端がか

、る。そのゑりの波紋のひだが花一昔される。光背は浮彫の

うへに，と乙ろどEろ彩f似 1

1'1. 9:¥. 第卜六I同南署世阿禽挟額中央

扶績は保守がひじゃうによいが，己れはその中央である。

まんたかに耳障身光をうけた坐仰が浮彫でし此されてゐる。

倒も身惚も，まるまるとしてゐるu 右手はあげ，克子は足さ

きにbき火端をにぎるが，右手はとくにみごとにできてゐ

る。 i立がす乙し小さいが，上身の浩形は，よくと、のってゐ

るb 服制は，右肩に火端がか、る式で"左肩からたれたゑり

の波紋のひだ，ゐよび火文は，簡潔にしめされてゐる。 kき

t.r.耳障身光には，彩捕のあとがあり ，N右に高普天人が路坐し

てゐる忌去の1なの両手で危にかをさ、げ，供養してゐるさ

まをしめれ二F供らしい，あかるくま乙い瀕て、，身慨は県浦

である。←l:身はあらはで，左肩からな、めに，天火があらは

され，したに裳をつけてゐる。筒井;な線刻が，表現をひきし

めてゐる。

1'1. 94. 第ト六!Iri]南壁画i，m挟額左牢

自If聞につピ〈扶額の1"ドドである。商慣天人の坐法は胡脆

l:長協と交正に配してゐる。扶額のうへ，帳幕とのあひだ

に六惚の高普天人がたつごゐ亡，先頭のー慨をのぞけば，み

た奏者唱してゐる。つぎは(1)排管(粛1，(2)鼓， (3)製1&， (4) 

竪笛， (5)腰鼓である。奏壌のL，，;りがよく bかり興味がふ

かい。 (5)の奏者は腰鼓を完わきにか、へ，右手でうってゐ

るc 己tlに到し， !(鼓は左右阿手でた、いてゐるc 夫人の

額や身慨は，扶額のものと，まヮたくゐなじで，あかるしの

びやかである。

PI. 95. 第ト六{岡南里豊岡禽挟額右宇

前聞に聖母照的主主挟額の右斗主である。 脆坐夫人はまったく

あ念じであるむ帳幕とのあひだの奏業天人も左半と照J!Iti，し

てゐる。先頭の夫人はやはり型軽器をもたない。つぎは(1)

銭， (2)琵琶， (3)腹鼓， (4)桜笛， (5)螺貝となる。 *1J'赦態が

より良好なので，天人はー屑うつくしく，奏型軽の手，.¥:りもす

r:.，.¥;る趣に富んでゐる。腹散は内端のと異り，隔手でた L
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いてゐる。

1'1. 96 第卜六洞南壁丙禽右挟端

扶額のはしの高普天人がみえ，扶端の獣1診が大きくあら

はされ.cゐる。末端の天人は.Jj膝をついた愛らしいすがた

で，両手を胸にまげ掌をまるくして，逼の位らしいものをさ

さげ Cゐる。まる頬で目と [Jでほ hえんでゐる。天衣は闘

光のう bをとほり，両腕にか、って左右にひるがへる。験回目

はkきなn，角，耳に 1)づよい彫刻をし此し，大きな口をす

としひらいで幽t..みをみせてゐ'.5，島tの1同に鱗はない。足

もみごとなできばえである。むかつてホ端に布脇待苓薩が

みえる。三両賞j話をつけてゐる。お肘をそとにはって，手に

水瓶をさげてゐる。脇符のうへに飛天がみえる。上身があ

ちはで，うす布のー1・裳をうけてゐる。雨足はそろへ，さしだ

した腕にまるいものをもっー自由友姿勢で，腰をひねり，し

づかにとんでゐる。ま乙とにりつばtr.諮形で，雲附初期の代

表的え工作品である。禽の内外に彩捕の痕述がのとってゐる。

むかつて左端には， tl、寵が四ったてにならび，千悌の一部

があらはれてゐる。坐仰は制も身慨もまるまるとし，服制

はii!iTrlと，右肩に衣捕のか、る式を交互にあらはしてゐる。

1'1. !17 A， B. 第卜六百，]南噌商禽左挟端

A. 扶額の丙端の高聖書天人がみえる。市I1耐とまヮたく照

腰、するが，とれは蓮座主簡略にした皿Lfr~の事座にのっ亡

ゐる。闘光，古iji，肘のあたりがーー様に風化してゐる。

B. !f扶端iの獣形は，足の部分の，不良の岩質にわざはひ

されて，いたんでゐる。 しかし，その他は東側の獣形とまっ

た〈沿なじである。

日.!18. 第十六瀞]南壁阿禽扶額と千{弛盆

むかつて右したに， 1珂寵の帳幕挟額がみえ，奏事普天人帳幕

がみえる。そのうへは上肘干悌禽になる。そのーヮーつの

小尖扶禽には，扶刈iに蓮鱗一葉をうけてゐる。坐f掃は締ユi!

形で，小さいながら堂々としてゐる。服iIliJは遁}fj式と，tiJ甫

を衣端でbほふ"t~との二つで，乙れを交瓦にほる。光背は

まるく彩摘されてゐる。 1'4寵の東bき，町j窓上りに，たて二

列の坐{がj、簡があるb 上掛千悌よりも小さいが，様式はb

fI.じである。ごうの版制のあるとともむなじである。

1'1. 99 第十六刺南健西禽賓墳と下屠禽

戸l禽坐悌の下部がみえ，したに五成の彼自開座，供養者列像

がある。中央の香燭は，尖I白が五成座の蓮事事帯にくひいれ



承盤は，高密夫人にさ、げられてゐる。来館とむなじだが，

す E し風他してゐる3 点 ~ì三線づ、の供養x-は全官官比丘

で，東'ドは保(fがわるい。 ド再予は挑予して火でつ、んでゐ

るが，)ぇ火のすそは左右ーとも反樽し， I荷足はIr.右にびらい亡

ゐる。雨端iの{ま儒はさ~I舗にしめれ

己白内績のしたには小簡がならぷ③ f帰結ゆがから悌街

(49)までがみられるu このー併のしたLtn質がもろ<.風

化がめだっが，千1部小衡をーl併にほった乙とがわかる Q

刊， 100 第卜六湖南畦丙盆賃上司右端

資壇。点。はしである。"1.届がや、あれごゐるo I判手を

あげた高密化4:は，その 1:身をまるい蓮華からのりだして

ゐる。 そのしたの獅子，11";儲l士東がはのと，まった〈ゐなじ

であるQ 干Lt夜寝のしたに，それをうけた保儒~，獄じたE買が

みえる。

1'1. 10 1.第十六i同南墜阿禽賓極左端

市I闘e:f.t締(t'Jな何の部分である。まんなかに{i成の方鹿

がある J:ード白蓮測定帯はEっしりしてみごとである。そ

のbきに胴のながい獅子がゐる。まる〈えき td1. びらい

たkきな W，鼻，耳が入念にあらはされとゐるら胸壱は三僚

の線でしめされる。ふみだした前肢白一つは'ド|同併の高度

にのせである。 ijTlは頭部とちがって，まったく線五1)がなし

なめらかであるG 獅 f・0 うへには，高符佑'1ーが隔手をあげ，

皿肢をさ、げてゐる。 上身だけが蓮華の々かからのびだし

てゐる。必、めむきになった頑l士気品がある。 断討にか、

った天火は狐i\::~がき，また，したにひるがへってゐる。 己

の天火の形式は，したの保儒， 11'央内胞の依儒(PI.79)，束布

賓壇の他'1:と像情(刊 85)にもあらl土されてゐる。五成度

のした.モ./L!i:うけた依儒は，頑をかしげ，腰をひねり，いか

にも動的なすがたがうるはしい。活愛で，子H供らしいまる

い剤に，愛らしい央情があるc 胸，下腹，皆，膝などに，まる

い肉がもりあがり，ま己とに竜感にとんでゐる。まった〈保

存もよい。それに天火の始動もうつくしい。

1'1. 102， lü~. 第卜六1I1iJ南高童図譜賓地右および左

像情

PI.102には東端i(/)U;f:据， PI.103には河端。1*儒がみえ

る。東側の二慨は保イfがわるい。身何っき，頭口むけかた，

ともに東内照舷しごゐる。たきな耳のしたにまるく突Il¥し

たかぎりがある。たピ;東l刊がは ~f~は額に二僚のしわEあ

らはし，老成の相をしめずが，身惚っきは童 fーであるG 頭E
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かたむけ，腰をひねり，足をまげた姿勢は，天火山浮動」と相

まって，いきいきとした，;bもむきをあたへてゐる。

P1. 104. 第十六i同南壁阿部下屠禽(:14-40)

門口下好から悌緬群がはじまる。と、には中暦内純白井〈

し?とで， (，持能(34)からf品衛(40)にいたる部分がみえる。側

首((34)は尖挑形で，糊定形υ〉二悌並坐<<:;j;，-さめてゐる。 f弗

像にも，挟額にも彫りがなく，未完成のゃうである。むかつ

て左の悌はiiIiげ，右の(弗はイi肘を火端がゐほふ。彫りのな

いため，どっしりした身憶が，一層よ〈わかる。供番Eと帳幕

とのあひだに，左右三惚づ、の高脅天人を膨る。五2うへの

像は，合掌のかたちゃ，衣文をつ〈り，ほピ完成するが，その

他はまだ輪郭だけである。小継の製作一過程をしめず注意す

べき例といへょう。己目した費壇にも，千悌ノI、衛白製作過

程をしめず，輪郭だけの線彫りが二つある。

悌続(3目)も尖挑形でや、えきく，坐{弗三隼をむさめる。

坐悌はゆたかt:r.身慌で，す己しふし日になってゐる。火は

i畠屑で，胸まへに1'.りがさがる。右子はあげ，その腕にか、

った火端が，まへにまるくさがり，膝にか、り，さらに>>1)'" 

衣端を左手にに~.ってゐる。衣文は平行線できちんと線刻

し注意される。扶額も，籍側もなにも彫って危いが， f民端に

は筒形がある。挑額のうへには左右各阿惚の供養;(f.をほ

札幌幕が型どほりにある。費曜は;J、さい千{弗列純になっ

てゐるが，その製作年代はさがるとゐもふ。

f弗範(36)は悌範(34)のしたにあり，尖扶需Eで坐仰をほる。

脇侍はないらしいG 坐悌はゆたかな身憾で，ふし円である。

服制は悌禽(35)に似るが，Ji予は』車内うへにふせてゐる。

扶額も純側も，なにも彫っ亡t.;.いが，それは未完成のためで

あらう由、

己れに隣接しでも申書!i(37)もまた尖扶形であるc. f~弗寵(36)

よりす乙し小さい。坐悌はf掃衡(36)円坐悌とまった〈阿形

式である。髄傍k宇治に，脇f与の高慢苦薩が合掌し， jEruiむき

にたっ亡ゐる。 1:身があらはで，型のごと<， Ir.Mからな、

めに天衣がたれ，耐わきにもめぐってゐる。 簡略だが，まだ

芸岡初期白様式Eたもつごゐる。供額は本白， うへに帳幕

があり ，N布に二r.理づ、供養者ーがゐる。

悌施(:18)は小さい二(掬並坐の尖扶形。そのしたに悌禽

(3自)がむなじく二悌並坐の尖扶形でるる。二施とも絹~形

の悌で，一つはi函府，一つは~i汀に火端がか、るパである。

下鉱山}jは，髄傍に商腎の脇侍が介掌して立ち，己れも初期

+正式のなごりをとピめてゐる。

f品範 (40)は坐{曲。尖供形である。世相施。甘)に接しすぎ
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て，禽傍に徐裕が主主い。坐仰はゆたかな身刊で，偏和布日の

服制て・ある。小さいが堂々在した初期様式の像である。供

績には彫刻はな<.そのうへに帳幕がある。以 1:七施の用j

闘の指1'1，ととに資判iiの部分には，千悌 j、貧がすきまな〈彫

ってある。めづらしいのは-*"品にみる二悌並坐の小衝であ

る。

1'1. 105 第卜六I阿南峻両部下 層 禽(41-49)

小仰禽 (41，42)は並坐の二仰を草子さめてゐる。己、には

その庄司乏しかみえない。大きさからいっても，形式からいっ

ても Lれはむしろ千例ふうの禽である。悌飽(43-45)は

尖扶形でいづれも脚定の坐悌をほる。 f弗衛 (43，4fi)では遁

肩の服i¥lI)，悌禽(41)では1iJiHd<端のあほふ式である。隔

手UI)の!<端て;'01.んでゐる。偽有[(45)は尖挟額のうへに

凶仰の供養夫人をしめし，したには費壊がほつである o賓壇

中央に香婚を雨手て唄頭J二にさ、げた向哲夫人をあらは九

Eれは，うへの内毎の香櫨をさ、げた寅増夫人(PI.99)と同

様である。1，・'1iには，三間づ、の比丘がたち，扶手G，衣端を

つ、んでゐる9 悌禽(43)坐怖はとれと同形式の手である。

f弗純(46.47)は l、段にT.J:.る。ともに尖挟形で，雪量Fの坐仰

をあらはす。{弗鈍(46)の坐倒1は右肩にめづかに衣端iのか、

ヮた版制て・，初期械式をよくたもっτゐる。{晶禽 (47)の坐

怖も同形式であるが，衣文の!彫刻が左い。制がたが<'H.が

小さく，むしいEとに頭部をil¥じてゐる。

悌飽(48)は悌禽(4日)に隣，t:!し，ゃ、たきい。尖挟形で，耳障

手形の坐悌をほる。顎がや、ほそく，頚がfらりとなる。服

l¥il)は，まへに刷ゑりができ， ~Î肩からさがった衣端が右手に

か、ってまへにさがり， /，予のうへをとえて，はねかへった

式である。うまり世相寵(:1時)の形式(P1.1041である。 tく支は

平行線をAが曹，ιィ子にか、った衣端は柚のやうに左ヮ Cゐ

る。第六;t"式にちかいが，完全h第六澗jtでもたい。それ

忙いたる前I段附かもしれないa いづれにしても，小さい在

がら，清楚な彫像である。施傍Nti'ζ脇n夫人が合掌する

が，jく交の線刻がなく，未完成かもしれない。ゆたかな身惚

で， .1'.身はあらは，下裳をつけた形式らしい。撚額のうへに

帳幕が;bIJ，そのあひだに， /，右五矧づ、の合掌供養天をほ

る。いづれも線五1)のしあげを快音，費地には;;t岡末期の千

悌タリ禽がある。

その阿にある悌施(49)はーIt手kきい栂扶fl古で，ノ主開l去一躍

の三骨形式である③交脚イ哉は，費泌をいたピき屑脳ひろ<， 

頭が kき〈，';佐々 とかまへてゐる。:ii手をあげ，左手は膝に

のせる。上牛身はあらはで，下裳にはまへだれがついてゐ

6R 

る。下裳-lliりかへしのー境1践で，初期様式の特色である。

方肢の両わきに獅子がIEliIiむきにほられてゐる。頭部は第

七，八州市阜の獅子を訟もはせる。寵傍k右の聞は，あさく

なり，脇f!f供養{卑をあさくほる。合貫主し，上身はあらはで，

下3主主ヲけとゐるが. 1J白ない彫刻であるa 樹供額には彫

刻がなく，そのうへは中央'特，左右一六何づ、の供養犬をあ

らはす3 そのうへは帳幕とたってをはる。

Eれら悌禽群のしたは末期様式の千悌小禽がうピ〈。若

質がわるしひど〈損傷するさまが，よく恥かるであらう。

1'1. 106. 第十六i同 南 墜 両部下層盆(50-55)

悌勉(財)， 51)は南壁内会寵賓壇と丙壁k貨の中間にある@

ともに尖挟禽で坐仰をあらはす。悌禽(50)は耐え:形で，雨

予を火端でつ、み， f弗禽(44)と同様である。{弗続(51)はの

ちPI.107にのべ品。

己のしたにはご厨に在った鼠形がある。 1:暦原形は内禽

の内端のしたに位置し，六時の締定坐悌をあ bはす。 F屑

用形は凶に中れて，悌範(51)のしたに友り，十五憾の同形の

坐悌をほる。坐仰のしたには蓮携帯があらはされてゐる。

服制は沼尻j¥，;.!:，右肩に衣端のか、る式とのごillJりである。

乙の坐仰の作風は，すぐうへにある悌純(切)の仰と沿なじ

である。 ζ のゆがんだ二財服形は，沿そらく，本i'itc利mし

亡できたものであらう。合計三寸ー慨の坐悌は，やはり千

悌思惣にもとづく。しかし，その主主{車線式は常々としてを

り，むかつご:iiうへにみえる末野IIJ<式の千悌と，まったくち

がヮ亡ゐる。 bそらくI"i禽や，悌範(50，日11と3なたじ&j代K

Itiするものであらう。したの悌貧(52-55)よりは，はやい

とやもはれる。

仰髄i52-fi5)はー列に主主らんである。悌寵(52)は尖扶形

で，位悌三憶をほる。坐{却は右手をあげ， 1王Fをまへにだし

て膝に;t~ <。服1M)は悌禽(36) に ~T.J:. 1.: <.両肩と剛腕tc~

ほってゐるョまた悌貧(48).!:もむたじである 3 酬はまるい

が，鎖がや、たがい。脇f.'j:は合主主形で，すらりとしごゐる。

!J:i'fるに様式的に第六制stの原型lともいへる。扶頼の中央

に未完成の坐悌がある。{弗書~(5:3)は指m形 (Rub.V n)でや

や小さ<，交倒l三偉形式である。交脚fbf薩はむもな!J'で.T.J:.

で府に X'j'形の天火をま左ひ，天』くは雨肘で，ん右にはねあ

がヮてゐる。 Jく交が己主かく彫ヮであり ，N右の悌縄に似る

が，それよりは， ，、〈らかむくれたものであらう。耐bきに

獅千があるが， t且じてゐる。N[悦lli才fの聞に，脇f寺蒋脱が合

掌し，ずらりとたっ。栂挟額は六阪にわかれ，彫刻jはない。

しかし，したに帳幕があり，うへに比丘の供養者をほる@そ



のうへ最 kに，さらに，帳幕がある。とのやうな榊艇のとま

かい民宮町担、は，あきらかに中期以後の作風である。

悌f¥(54)は尖tJl<形で，坐(弗三隼をあらはす。尖挟績は，う

への蓮繍帯をけづりとって彫ってゐる。主主悌はE買をうしt.r.

ふが，;t，.もながでjTtiのt.r.がいととが恥かる③右子はあげ.Jf

予は膝にむく。『如府に火がむほひ，胸にゑりができてゐる。

悌貧(fi2)円坐f弗.'::lC-Il:l:版制であるが，衣究は一層Eまか

い3 訟で~jで，腕のあらはしかたもやさ Lい。とれも第六

制にちかい時期の製作であらう s 脇fJは小さ<，円だ¥t.r.

い。扶額は過去七f弗をほり，そのうへには，Ii.右V4官官づ、の

供養者がしめされてゐる。(第fi3命的iO.36m)

f弗禽(目的は尖扶形で~l~仰のみをほる。壁画がひどくあれ

てゐ亡，衣交はまヮた〈きえてゐる。むもたがで，頚がなが

い。布手はあげ左手は膝のうへにやいてゐるらしい。服制

ははっきりしないが，胆のまんなかに，コ僚の紐がたれてゐ

るらしいので，完全に第六洞式の服申lて、ある Eとを知る。

いづれにしても中期以後の製作である，扶額には彫刻がt.r.

い。

1'1. 107 第十六湖南壁阿部下層i帰禽(Ol)

尖供甑に曹j簡な坐仰をあらはす。c1dーを胸までつきだ

しん干はそれにすうかづけながら衣端をにする。とのかた

ちは興味ふかい。まるい傾で型慣がみじかい。衣は右肩にす

としか、り，右手したをめぐって左肩にi主「る。ゑりの波

紋のひだが線五IJ~ れ，衣女はあらい平行線である。禽傍に

は脇f~h~;:薩が合本してたう。小さいがよく身憾の均斉が.':

れてゐる。扶績は彫其IJな<，撚端は禍容にまき，そのしたに

線1告をほる。挟額のうへにはk右宅問づ、の合掌供養天が

ゐる。 111をふかくまげたかたちが印象的である。うへに帳

幕をほる。貨壇は四脚の休形で，そのしたに香煉と，左右三

惚づ、の供養者がt.r.ら..:。ゃ、せまいう:三聞のため.みん左

媛小にう〈られてゐる g むかヴ亡kから二人目白人物の周

聞に，線刻で鳴尾のかたちをほヮたのは，した白尾形をかき・

る鳴尾で，1:.の悌継はそれ主 Pさきに彫られたのであらう。

うまり，中央三衡ほどでないが，初期様ベに属するものであ

z" 

1'1. 108. 第十六i同東墜上司ミ

}布喰からカァヴして東授にうつりゅ<1:.とがよく bか

る。上婦はl市煙からつピいた千悌t三段がある。そのうへ

はヨ角垂飾となり，天盆飾をうくるらしい。それからうへ

は天)1である。むかつてk隅に. .It院本館の火煙iJe背のー
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部がみえてゐる。

車Z走中央，千仰のしたに尖tJ¥形の大衡がある。二悌並坐

である。三f掃のあひだにはk孔があり，第十瓦糊の東壁が

みえてゐる@坐f婦は右 Tをあげ， 11:τ4は火端をにき・ってゐ

るらしい。二悌とも k'F1d員じ Cゐる。右がはの悌は右頬

.':右腕を娘じてゐる。聞は中tI上の搬入である。傾をや、し

たにむけ，墜満足主身慢で，量感にみちてゐる。右肩にす Eし

衣端のか、った服Jl;IJで，衣士はあさい階段形，ひだごとにー

僚の剖IJ!息をいれる。うすい布をまとった感じである。耳障身

光 (Rub.VII A)は間帯からkり，そとは火焔帯，つぎの三帯

は坐悌帯。開Jetcは， 大~tJ:運機帯ともいへる蓮華量とがあ

る。害E傍に充右の聞をう〈り脇1寺菩離をあらはず。 iiの脇

f寺はtft傷がはなはだしいが，1，はほピ全仰がのとってゐる。

附足をひらいでたち，均持の止れたすがたである。モとが

はの手をたれて水瓶をとり， うちがはの子をまげて胸にあ

て、ゐる。資Jt，f， tr.tiの紐かぎり，貸珠形光背も内壁の者一薩

と1止なじである。扶;額には七仰の岬)，E形坐働をほる。いづ

*1も'世々 Jとしてゐる。

との大禽の北に三つの禽(1， 2)がからうじてbかる。風

化がひどいが，尖挟純であるらしい。南街 (2)は坐悌，北街

(11は二例l31宣坐らしい。 とまかい1:..':はbからないが， 初

期様式の浩像であらう。 Eのさきは」ヒ樫本館の火焔光背に

たる。 T!i墜にむかふ轡dli官官に尖挟禽があり，二f弗並坐をあ

らはす包施傍の1r.;fi脇15は腕時，俄である。扶額には例のど

止〈過去七仰の坐像，そのうへに帳幕があり，あひだに供養

手fをあらは九

大継のしたは三村の千{島列禽があり，そのしたは小悌飽

の->Itr(PI.ll01となる 3 北息苦にちかい悌寵 (4)からf品衛

(241にいたるうち，悌寵(10)以北はほとんど風化しきって，

ゃっ正紅白存夜を指摘しうるだけである。そのしたにまた

ご肘の千悌列禽があ呂。上 Fの千働は，ともに末期様式D

製作で，外授にみられるものとbなじである。千悌列禽の

Lたは墜がでばり，それから壁が直総IctJ:る。 l!i~l.でも荷

主主じで， .1".厨ではカァヴしτゐたものが，己、では班J'Jlcま

じはり，東時と市惜の阪別があきらかになる(Pl.1091。

Pl. 109. 第卜六i同束俊一F宇

うへに二悌並坐の人ょ衡がみえ，むかつて右 Fに，南壁がみ

える。ー1，屑では詩的してゐるが，ド梓になると，東授と市墜

とが[1'[角にまじはる。市堕ド梓では三k.寵(63-1lfi)がある

が，東照では三てコの寵 (61，62)が主主らぶ。ともに風化がひ

どく，北禽 1611はやっと尖挟純であることと，坐仰のあった
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ことがわかるにすぎない。南布川2)はそれに〈らべて，い

くぶんよくわかる。まづ}j形のたきなI同劃があり， うへに

内外二重の天蓋飾 (Rub.VI A)をほる。いづれも雨わきに鳴

尾ふうの隅かぎりをつ〈り，通例。ごとく小闘と三角飾と

を交互に :t~- <， 7k干のなげしに飛天をシムメトリックに浮

彫するが，とれは身慨をほそ<.天火と裳をなが〈飛動させ

たもので，あきらかに末期様式である。龍門の飛天に似る。

めづらししのは.，ξ査を丘、めうへからみた遠近法である。

楯のしたに帳幕をつけ，そのしたにさ聞をつくる。中央の

聞は尖扶純をほり，坐偽が'A'置されてゐる@令然風化して

ゐるが.~賓がながく，;1"，;"もながで末期様式である@扶績には

十憾の坐悌をほる。 N右の聞は，上中下三段にAぎり，下段

はわそらく脇侍菩薩の立i睡であらう。 1:中三段l土問形D小

尖fJli禽で.1:tしもまた三聞にわけるが，中央に坐悌を，11右

にまたJ:中下三段の尖供純をほり，坐悌をむさめてゐる。

床にちかい賓壇には，止にか彫ったらしいが，箱形も迭像

もまった〈わからない。(第62飽幅1.80m)

l ホ野，長関『融門石窟ω研究』東京 1剖6年刊， PI.78 

PI. 110. 第十六湖東墜下層禽(11，12，16-24)

うへに*壁k純白三悌IDJEがみえ，そのしたに，三勝目千

f弗列縄がある。己の干悌の糊定形坐仰は， ~耳がほそ< .闘が

tJ:.がい。あきらかに末期様式である。千悌列甑の最 Fのふ

ちをみると，むかつてボ子には，袴了をうがった二本山足が

六何分ならび，左手には婦人の裳のはしが三何分tJ:.らんで

ゐる。これはあきらかに供養者男!t:.1D列{撃である@それだ

けで在<，中央には香櫨の壷らしい線がるり，その両がはの

ひらいた両足は，比丘の立像にちがひない。 したがって，乙

れはもと二悌並坐誕の賓壇で，リ}女六人づ、の供養者がな

らび，一人の比丘が己tLO:先導してゐたことがわかる@初

期の建計現在けづりとって，末期の干1弗をほりつけたらしい

が，その現出はわからない。しかし，1:のJ~に恥ける;生命

の線維なプロセスをしるうへに.it:意すべき者料である。

ド厨悌禽の南端は仰純(24)である。乙れは尖供形で・二悌

並坐をいれる。頭部はかけてゐるが，附周を火が:t>ほふ式

で，衣縁が胸まへて吹父する。内壁k鈍'=;t"なじ形式であ

る。尖挟額には十・恨の坐{弗をあらは九{品衛(18-21)は

同1¥生の尖扶禽，問!砂の禅定坐悌があり，うへに共湿の帳幕が

つ〈られてゐる。悌香!i(19)1Dみはふつうのiilikl.悌鈍(21) 

は扶子のかたちに. ß.J~品がか、ってゐる。その他は右府E

衣端でゐほび，右子をまへでつ、む式である。いづれも頭

がほそく，き...しゃなっくり@そのしたは二つの尖扶;穂(22，
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23)がなら.$~I)坐仰はまったく同形で，u品衛(23)は未完成で

ある@右下をあげ.11-=手は膝にのせ， T¥4IrH:火がむほひ胸で

交叉するitで，1弗範(24)にゐなじである。{神衛(22)には，挟

額に七悌坐{車をほってゐる。働組(17)は栂扶形でや、えき

い@三聞にわかれ中央に坐悌をほる。となりの仰施(22)'= 
b品、じ形式である。頭部はうしなはれ.Iai山聞に時i'寺山

脇f~立像がすんなりとした Fがたでたっ。楯挟額は六阪に

~，かれるが彫刻lはない。ノピ右に二惚っ、の比丘が介掌「

呂②うへには -71Jに柄1定~:~のヒ仰俄像をほる。事政には中

央に銘T.rA.N右に問問づ、の供養:xがゐる。先頒の一人は

比 ri.て・あるc) f~弗純(12) は南の内積(1均一 211 とゐなじらし

い() f~弗能、 1耐)は尖扶形で，坐悌のみをほる。様式は，となり

の仰能(17)とむなじである。必F座に六仰の供養有をほって

ゐる Dがわかる。

安するに，己れらの悌縞では，坐仰の服;611がみな同一であ

る。己れは南照東部の小純群(28-32)にみられ，また西部

の悌禽(36，37，48，02，04)にもみられた共通性である。最下

厨の遁f事は末期様式"=むもはれるが，下厨上部の己れらは，

それよりはやいであらうし，また 1:'ドの千仰列無上りも，ま

たはゃいであらう。

1'1. 111.第十六湖西吹上竿

Jtj"走の H弗績がカアヴしっ、同時にむ止んでゐる。最 h

H華l土風化してゐるが，その北端に，北壁本隼の火焔光背をみ

とめる。それをた左ってくだると，光背と千悌のさかひが

わかる。うへには三角垂飾がみえ，そのうへは，わかりにく

いが，倒的して天井になってゐる。

1'1. 112. 第十六i同商噌下半

うへに三悌並坐の尖扶紅がある。南壁問書Eと:t>なじであ

る。米経k継'=針股!;L..ほピ同形式である。坐悌は，胸から

したのH¥傷がはなはだしい。供額は北がはほど風化がひど

く，南端に二恨の坐悌がのこってゐる。東曜のごと<，なそ

らく七悌坐像であったらう。扶端には獅了ーをほる。能傍左

右の聞には，脇↑寺普薩がたち.j，し脇侍はすっかりきえてゐ

る。右脇1~，のうへとよ己とに，上尉f-悌よりや、小1[1. VJ千

{弗縄がヒ肘あり，合計二トヒ仰の小結がとりまいてゐる。

三f弗並坐のJ(飽のしたは，磨滅がはなはだしいが，右脇侍

のしたにさ尉の千悌列胞がのとつとゐる。 これは末期様式

の製作である a 東~Æでみたやうに，乙、にも，もとは賓壇が

つ〈られ，供養者の列{輩がならんでゐたらしい。そのした

の層は悌禽群があるが，いまは悌禽(日6-60)が指摘しうz



にとピまる。したは，また1市墜からうピ〈千(弗列砲が，数居

あヮたらしい。そ Eで壁耐のカァヴがかはる@したがって，

Jti 'i~最下肘では，悌禽(73.75)あたりで，按i酎が鈍角を主が，

いて!j[，旬をかへ，阿慢になる。 しかし，束峻ほどはっきりし

たさかびはない。

内峨ド掃には三つのた禽(77-79)がある。悌範 (7月.79)

はや、v.<、主主らんでゐる。 Eれはうへの不良の岩府をさ

けた、此であらう。いま三首["=も，ほ2とんど，かたちをうし

なってゐる。

悌飽(77)は三間にbかれ，中央に尖挟寵があり，本尊は坐

悌であり .IUiの聞に脇1寺立織がある。f持続(78)ははっきり

しない，悌命(79)は三聞に恥かれ，中央をさらに 1-.下にb

ける。うへは街扶の交脚像，したは尖棋の侍坐像らしい。

/仁:{，の聞は上中 F弓段で， うへは侍坐f弗，なかは坐悌，した

は仰の了'f.像らしいい。づれも末期様式2となもはれる。(洞

1í~は之内航 m)

1'1. 11~. 第十六i岡両E堂大命右坐偽上身

三悌並坐のうち，ヰ{がはの悌{聖上身である。胸からした

はk破してゐる。耳障子形の右手も損じてゐるが，腕白かた

ちは，だいたいわかる。損傷し亡はゐるが，量感にみちた雄

kな風貌は.-1'己しもかはらない。まるい頭部には，きとFし

い額，簡単fJ:.肉筈がしめされ，ながい屑はきはめてうつ〈し

い。鼻梁，鼻高指カサ¥，じてゐるが，口もとはよくひきしまって

ゐる。聞は中，'iの阪入である。 Jくは，右のkき主主耳のした，

肩から右腕主よ乙ぎつ亡，したにまはる。ゑりの線認l士織

がつよい，!i.周にみえる火交は，あさい階段献で，中関にー

僚の線刻jがしめされ亡ゐる。

1'1. 114，第 卜 六1岡両喜重大命左坐{弗

百I岡のイ1坐{掬に1討する左坐悌である。?::tJ，は一層風化が

ひどい。しかし，たくましい上半身は惣像できょう。頭部

は目からしたの表面があれてをり，顎は損じてゐる。 kが

い府.tcピしい鼻梁，響曲した口もとは1hlりjのできばえを推

忽せしめる。

l'L 116. 第十六川両墜大盆右脇侍

脇侍菩蟻は費泌をうけ，胸をはった堂々たる惚格である。

;[;肘をす乙しまげ，天Jくのはしをにぎヮた手を，腰にあて、

ゐる。うつ〈しい腰の線をみよ。 7王子はまげて胸にあて

る。れの亀裂はむしいが，まるいも D をもヮたJoっきは，質

感がある。附足はなが<.すらりとのび，ひらいてたってゐ
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る。 F設はグ/タ式彫刻や，中央アジア顎像のやうに，足の

輪郭をしめし亡密訴してゐる。すその線がのびやかな波紋

をしめし，まんtscかにさがる被?状の線が1なもしろい。胸に

は三持者の頭飾がみえるが.J仁肩からの天火は.?::れを乍ばゐ

ほひながら.'Ai肢にむかつてたれてゐる。点支の線は.J;ま

かで，身憾のまるみが，よくあらはされ Eゐる。関は身惚と

うまく均衡がとれてゐる。ふくれた前髪があり，まるい顔

には，ながい)百と."=ほヮ10鼻，限、えんだ口があり，ほそい

目は微妙な表情をた、へてゐる。すぐれごf闘門的h風貌で

ある。寅iifには彫刻jはないが，附翼に紐かざりがなびいて

ゐる。無地質珠Jf~の光背をつけてゐる。

闘版右端に扶端の獅子がみえてゐる。J(きな目をみひら

寄，うへをあほ'1"，勢のあふれた彫刻である。そのしたに簸

凡柱顕がある。扶牲にはい叶まい小衝がうまってゐるが，あ

とから迫刻したものであらう。 1i.段あり，したから三段目

は三悌並坐の禽，そのうへは坐悌貧，最上段がごf弗並坐禽で

あうたらしい。

脇符のうへに帳幕があり，そのうへと右bきに，ゃ、 kき

t.J:.T悌範がみえ，初期の様式をしめしてゐる。脇侍のすぐ

bきには，小さい千悌範があヮ乙あとからの迫要oとbもは

れる。

1. A. von I，e Coq，ρ'u suddhisllUh辺、.triめUllikt/11 Afittlasu" 

Vol. T， Berlin 19.2.2， PI. 38. 

1'1. l16 第 卜 六 湖 北 熊 本 写 悌 立 像

北聴には立悌のtJ裂がある。 Eのほか脇侍も泣く，それ

以外の空宇像もたい。闘版は I'.-Fコ枚のお虞をIr.手のしたで

うたいだものである。上半はや、あほいだ閥係で，頭部は

主主際上りすEし小さ〈なってゐる。 堂々 たる身慌で11-1幅が

ひろい。右手をあげ左手はたれてゐる。両足をひらいて蓮

庫のうへに.eヮしりとたヮてゐる。 服制はすっかり見服え

になってゐる。i'Iiの雨がはからゑりがさがり，ゑりのあひだ

から内衣がみえ.f人11くをむすんだ帯が.?::、からたれさがつ

てゐる。帯のはしは

る。右腕にか、ヮた火は充JJj~tc めたり，たれさがってゐる。

衣セは階段式のノf1i線であらはされてゐるが，段と段との

間隔がひろいのは注意をひく。

F小身はお質がbるいので..A.:部とけてゐるが，附足をす

らりとのぼした形がほ、 bかる。 ド裳の火生:は階段51:で垂

直にさがってゐる。 すそが/に;右にひらいてゐるのが，.i;，ぼ

ろげながらbかる。

頭髪は波紋につ〈るが，己れは己白州内のみでなく，曇暗



雲岡干ir.;(第卜六 lr，，]

五痛を通じてめづらしい。査員はすとし;J;，'もながであるが.

ひきしまってゐる。胞はなが<.口はみひらしとゐる。障

を上下の験にまで彫りこんでゐるのは，常初のものでない。

鼻梁がほそ<.鼻翼が2とりつけたやうに，うきだしてゐる。

口はえきく.f付端がそりあがり，微笑をみる。頚はや、ほそ

くなっとゐる。

との諸特色をかんがへると，との本尊は，初期の様式とは

いへない。己白州内でも，上肘諸経l土，より古い形式をもっ

てゐる。版制]をみる正，本体は第六糊様式である。上層の

迭傾にはその例がない。しかし，堂々たる身仰っきは， f量感

にみちてゐて，初期のもの、底流が感じられる。己の混合

した怜質からみて，この本増:の製作l主，石窟開盤のw;一期に

はじまり，m)号制様式の創始されたのちに.しあげられたも

のとbもはれる。(洞東内長 12日urn)

P1. 117. 第十六洞北壁本管倒立像上身

己の立像が，うしろの墜からJ込なり I向(Iまりだされてゐ

る乙とがよ〈わかる。階段欣の」見交の線は， -{薩づ、ふか

〈垂直にきり Eんでゐるので，肉憾のうへに，あつい火が阜、

ほってゐる感じである。

岡版斤端に火岸i飾の A 部がの乙ってゐる。

P1.IIR 第十六洞 ~t高堂本律保立像Jij(部

波紋の煩繁は耳のうへでは. :t" くまで彫ってゐないらし

い。髪際のぼりは. _H百諸λ二施。{晶頭にくらべてあさい。

屑のしたe，鼻梁の隔がははするど〈彫り己み，そのために

限棄がきはだっτみえる。鼻翼がとりつけたやうにみえる

のは，鼻梁をするどくしたからであらう。験。線は，したが

たひらで，うへがつよく響曲してゐる。ながい耳のしたで，

Jく丈の線をふかく，垂直にきり己んでゐるのがよくわかる。

1'1. ll!JA. n 第十六制北壁本律僚立像子

A. あげたお手でるる。小指がHI.じてゐるほかは完全で.

きはめてうつ〈しい。榊指のつけねEはってゐるが，その

ために弔問にゆるみをみない。指と指と 0あひだにみづか

きがある。掌をよ己ぎった「る Eい裂雌は，故相Jに，1:tしだ
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けの石塊をつきたしてゐるのである。

Jl.たれた左 Fである。己れもきはめてうつ〈しい。 m
二指を掛じてゐるが，もとは，のばしてゐたものであらう。

栂指は第三指にあて，司m指もまげてゐるが，次端をもた左

い。かういふかたちもW;)，何様式から:tく在る。子首にあ

る二僚のひだは火定である。

1'1. 120 第卜六糊 ~t捜本毒事偽立像下身

北慣には，ノ'K'f'fこ計質不良の尉がいくつもある。本待。

足には， .1:ド二うの屑がとほってゐる。 そのうへ，風イ化恒破損

がは1在kはだし<.{修陪王珂甲

』太三衣白すモはぴろがり， こまかいひだをつくってゐる。|剖

版左上に光背の火焔がみえ，そのそ eに，阿.l:1t::rJ)千f弗がみえ

てゐる。(蓮民主直体 7.92m)

P1. 121 A， B 第十六洞北種本容悌立像進座

A 蓮戚はさド阿形で北壁に侵してゐる。運機帯にとりか

こまれ，たひらな夫I白IにふみひらいたNiJt.をほる。雨Jt.は

いづれもlIl.じてゐるが，k.!i'.はfi指がの乙ってゐる。 墜す

るに，全開として恥りに小さい感じが「る。事座には刷lE

白内外に溝が数僚みられるが，い」、までもなく岩を切り乙

んでいったあ eである。 しかし，そのかたちをよくみてゐ

ると，最初に;tJ査された，もうひとまはりえきなl止の輪廓が

うかずへるやうにもゐもふ。己の岡版から北壁のゆるく管

幽した様子がよくわかる。(直係7.82m)

B.蓮燐帯の一部がみえてゐる。 わりにあさ(，わりに

さきのとがった蓮鱒である。第十八制のそれに〈らべると

肉のうすい，やはらかい蓮鱒であるといへる。

P1. 122 第十六制天井

天井は東川にながい絡凶形である。南がはに町i窓がみ

え，北がはに北度本称。頭部がみえる。東北，西北のI咽隅に

本曾光背の火焔飾がかすかにの己る。これから判断すれ

ば，光背の頂Jは，天井の部分に:ぴろがってゐtce :to'もはれ

る。もとの犬JIの彫刻lについては，ほとんど，予古川りがな

い。周壁の千怖のうへは犬蓋飾がほってある。




