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伊j 百

本， liーは II'rJ~岡干i何 1子?で十，，:舎のうちな 5十怨にあたり! :f~十'.ì同 jc' J: び :~'~-I. 引司よりれ 1':il"Jに

シよぶ外問品zkaの，)，Ij1'~と研究と脅まとめたものである。

これらの消iliiJjo'よび10JfltJIは，主として昭和十 ='''I:.Tよび昭和 1'1"1"1'(1938， 1939)，もとJ";iLi11 

伶易氏が，東京同 ，'，:p!J!fiiJ官iI米凶太 L郎氏，もしくはもとr9I'民間情。11・氏全似1)Fとして撮;;びしたの iJ!lJ

ほは，i:として附和十 ":"1'(1940) ，京都太平工IFJ;11.杉IIIL'.li:が，もと所内111内~}Ji，Jil乏をJJ)rTーとし
て jo' こなひ，のち高柳IJ重/i.lfi氏によりて製li，，~された。た\.:. ---'"剖iには，昭和11" ，"1三(1938)，水野がil!lJ:d: 

し，北野iI:J万氏によって製|川されたものもふくんてゐる。 Jィiイヰは昭和1l' "年， nCi平川'J!'Ir.r-(1938， 

1939)に徐刊誌氏がれよ製した。 な lま:(Blij'(の fJí{ 色!以，--~，日は，われわれの J111杏:iJ'にうお訂J された杉山寧氏

の枯おて拘ある。いまノト・~のために íHIi!され，却場の色彩もいくらかでも，ったへることができた

のは，われわれのふかく汗びとするところである O

本Ji の J己主l与はJ持者ー二人のjbF314jL411てあり，英女;寄m~平l士束n美術研允のためイI'.WI iJlのオックスフ

ォド大伊東ifOミ術館1'.C.吋wannli:のず・になる。

イヰElJの刊行は，本所のtl¥J以費なもと L し，交部省官H，Jjりよび京都大平の特別の配慮のもとにit

1えされたものであるの

以 l二の，ìM止ならびに諸機闘に1'-tし，心から感謝の働党さ L げるとともに，過去 l'数年間の，lJ，~1F.

と研究に有71ラ，無形，さまざまなの援助をあたへられた多くの人々に針し，さらに本容の制i慌に献

身的努力をはらはれた加藤翁太郎，陳樹11)]，助手間崎放の諸氏，その他に釘し，深誌の謝i訟を表した

L 、。
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雲同様式から龍門様式へ

北銚の孝女:'1'甘が大l'iJをすて¥.， t各協に泌都しようと11をふ、こしたのは，}

てあイうつた。 はじめ'，'市甘は|市与恒ii朝仰1梁於の征f伐比有含=企I同"札I司1し，のち， *鮮!斤下汎↓凶正のI以x:リE針Jにあつて， j市?有11征If正Eは j，>もひと氾主つた

が， 首首宇都I治各ド防l弘Jの4往j主:ぷぷtは'I]空空:.f梓皇必， f，向』品，J;冷}ヰ?十字;)付沖4中1，l将1符守れ作主大阿庇:荒古岱3にi命守翁7じてj治白h一子させた。 し古か、し I;己!:Jj'討叶Jλλ川，九ザii削'i

北族l山1\身 J宇ぷ将fイ~.治が>， このi遜援都告党己よろこ口lば工なカか‘つfたこことは守谷:半F易に祭せられる。 したがうて，これら群lXの

不j品不)]院に約して必仰せねばならぬし， klriJ地 )jの助抗にJ.]しでも， <かさへるすべが必要てあeった。

孝女:'，'甘は， ~~十八年二JJ lA.D. ，1，リ1.)，ひとまづ， 1伶陥からノ|玉城京(大[riJ)にかへ4ってきた。さうして，文

明太后党5~0tこ石山の永同 1;主に +1'泌し，さらに自 '11 の太極殿に /1王城イdl:の AtI'民をあつめ，巡都の )j

策をのべさとしてゐる。かくて IriJ年十Jj，いよいよ太刷の糾五をさドーじて半減)~(をあとにし， 1・-JJ

には治|場に到者，十二JJ にはた v ちに IH fiEの山li を b こし，ー }j ， 大ln1から移住してきた l~戸の机以

全免ずるとともに，また)j比制改革の詔車/Jを愛してゐる。;手交:'j'i'lのIN:Jj親111:は相 11:)]までつ Y くが，

j各都のt{it41・はこ%にみ;陥的となり，いよいよ北刻のj各陽"~i'代が|iHtfi されるのである。

半q判イ i);江の浩427が，このI剣山盛都にようて，大きなiU型合うけたことはあきらかである。いま

や平城(大1，d)は凶都の地位全うしなって地方都市にl陣落した。 1;列廷の }Jによる大法符は，もは

ぞのぞむべくもない。今 n みる，いくつかの-1~プ己1点目立は，この辺、激な溢都のがi栄だと角下される。 し

かし，大同にも主|刊にも岱"~f多くの寺院があり，多くの併H'l が11:んてゐた。さうたうさかんな宗教

治思/Jが，こ L にみられたのであるから，この集i'!flのbは， ，些都といふ政治的竣化て¥恨こそぎなくな

るといふものではなL、02同u錨の迩像は，溢都と、もに急に減少したが，それはその規肢が小さ

くなったといふだけで，なlまさかんにつ vけられたことは，いまにのこるイiJitr f.l'ーによって知らされ

る。 つ主り，ー1-メヱトノレをこえる大:.[IJ;:¥にかはって，六，ーヒメヱトノレ以ドの，11小;fih~ が，さかんにな

" り，大命，大{象にかはって小禽，小像が多くなったのである。 il可端諦正iFr1とか， :fj.華il'iJ外壁の小窟，

第五，第六部iJ東主主の 1治石xtr，それに::t~-I'.-ì[，q ，第十三ìlri] などの il'i] 内壁l可の小禽は，みな，この泊加の

;丘f!{-である。

しかしながら，主-阿川慌の造像様式は，治|場選者~々またないで，すでに大きな嬰化合しめして

ゐた。それは第六il，qの!司主主1]に，いちじるしくあらはれてゐる O こ L のii主像は，liW1j風の日比ililJ告さすて，



会 1:司イi)7，i第 1--e iI"J 

'1 '同U，j有の刷[Lに似せた，あたらし L汁l附JトーこれそfJj.Iii.に到しtとよぶ』ーが主流とな司てゐ

る。 )J旬にはl刊がはから襟が千・行してさがり，その1['央;に1"1火そしばうた帯がたれてゐる。呼LF形の

イiPにかミりた 1--衣のはしが，胸でメ'円形にまがり，た子にか、ってわきにたれるO かくて刈!腕iか

らたれた大衣の雨はしは，あたかも相lのやうにさがり，さらに現状にλーイiにそりかへつてゐる。 こ

の U<のず〈交l士，すっかり板紙になり，附段形に整然とならべられる o(Fig. 1) 主li(;Jrm!JJの刊Ilf象，公

明 tdit ， 第七， fI3八i[，~などでは，左子に次端i告とにぎるポゥズが多いが，見 JJIIょでは λ: 子I:ì}くま;ii 喜子にぎ

らず，つねに'字企主へにむけ，第ー， tfI:コ折以外はまげてゐる。つぎにすそはλーイiにつ上くそり， {"J，z 

J伏階段形のひだが規lllJたピしくならび，すそのしたばは波)[止をなし，わづかにJl.さきだけがみえて

ゐる。要するに，初期lては内悼のまるみが，次女;にようてほ Y あきらかであeったが，蒐IJ[i:r¥:になると

IJ~慨はまうたくかくれてしまひ，月比突の表J見が1['心になってゐる。

このやうな外形}二の服装の竣化は， l、かなる f'l¥iljによるのであらうか0 ・つは川b・式合もち

ひた主[i!;J初期の彫刻家が，勢}Jぞう LなずコたことになるかもしれなL、。また IJLj}j式の服装(土， IJlj方

1l'T，ドLi}j人にはしたしまれたらうが，波放そ多分にふくんだ北刻人には呉絞にみえ，しょせん児凶

作jであり， f'U.解しにくいことも多かったであらうつ しかし，さらばというて，托』先制作放の北)j服装

乞仰の命保にきせることはシもひも.J，'よばなかったのさすれば，仰教きへも支配Lた別JJ:'i¥"i:が，

みづから制定 Lて荒川JLた中関の抱服こそ，あたら Lい仰f裂にふさはしい服;[jlJであったといはねば

ならなL、。この:J6'へからすると，孝女サ7が見IJ[~令制定した1.(和十年 (A.D. 似6) Ii:，抱月日式仰像のは

じまりに京要な関係があることミ訟もふ。 さうして，このj制[tíljlJ の仰像~t"!lt，uiにきざみ，大イiX司令

仰が，みごとに統→ぎれた第六il，iJこそ，:(Jj'様式の同殺到1とかんがへで主い。あるひl主，それにJ:司て

本 i:ilkf'裂を製1'1ーした第十六irr~の刀、みも主要になってくる。J-'J.ド，この )Jj'段式事d更宵!二， arbJZ11441t式

とよび，それ以前のもの所第八川政式とよび，ゐ;主そす、めることに「るの

しかしwむを要することは，1.(*日ドl三が，このあたらしい像式の111脱に開係があるとしても，

かならずた和十年にはじま勺たと断定することはむつかし L、。とともに，ふるい第八洞の倣式が，

それJ-'J.後まうたく，つくられなかったともいふこともできなL、。 JJ，Iに(;j¥1-七ill~1明;22には太和十 '3re

(A.D.4R9)の仰禽があるが，その刊Ilf'裂はまだtiZ八f同様式てあり，その主るい関，ゆたかな内172，衣交

のあらはしかたは，手UJjgJの段式をたもってゐる。来日午に上るH(I:;fJI士えられないが，この禽以外にも

この式の付11像が，太和十年以後もつ〈られてゐたと1ff，祭できる υ 龍門 1'(防i同ぞみよう。そのた右段

第三)什には，それぞれ叫禽がた vしくならんでゐるのそのうち・仰をのぞく，あとヒ悼の仰定形金

仰は，いづれも第八ìl，~版式である;顔が.J，'もながて，刻がほそく，いかにも龍["1ふうであるが，D-ろ
い!日中市， 14<i腕告とだイiにはうてゐる黒liは，主だ221ih]のれii.i[oiJふうである。この像の年代は太和木ー;立

1 r規 gJ([jflt同士:井川本)'&7. p. 12h-l~a. 2 本1庄:，市川許容照 :1 !f~.--'杭;r~:~.章と ~ç ぺ径一;r; --帝琴wt，
4 長成j良部 I-J2Iil，jイili1lに於ける日1¥1まの服i1i'1にりい一ζ1(来 )j巧q干i.;1¥1 o{B 4D~) 京都 1~47{rtリ， p.4Bií

らノ'Kl!f的-， J之!長年~1$ rfliil"lイi町内研究JAu;( 1}叫1{1-:tIJ， Fig-. nl， ~)2. 
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jf:章ヨミ附様式から昔日門機式へ

明初 (A.D.500) とかんがへてよ~，。飽門に必いては，これ以外に第AiH式の働像はないから，これ

がこの形式の最終段階とみとめられる。

ーヲ
] 

つぎに刊Il̂I".i~について刷版式のあいだにみられるド叫リを泊先してみる。問題は紡助日以坐する

ド両足にか Lずった次交の彪.f1Ili.t，ならびに長時との開係である。気'}Aillib¥:(Fig. 8a) ては，火事~5r.に衛

庁Jさせ，衣のすそそ膝のしたにしいてゐる。だから火文のひだの線で，膝と足のまるみが表現され

るのてある υ 第六il，;J式の坐仰(Fig.8 b)をみると，中央;ては膝のうへから，ド11がはでは膝のしたから，

bの止の;廷のはしが，左イミにひれのやうにたれてゐる。 jL当事iillij外壁の小銃，小禽でみると ，k衣の

-~.;;ljが隔1止の'iI ~たてたれ，まるく弧たÆ'.7J:l 、てゐる。この弧が 4つの J劫あひには，足さきがかくさ

れ(第十-il，iji禽)，二つの場あひには-}jの足さきをあらはし，嗣がはにたれさがうてゐる(第十一

j同g禽)。また刷がはからたれた大火の」古1Iが!能川iにか L り，これをまるく j除のしたにしいて，そ

の布ののこりが，さらに雨。mにたれたばあひがある (a3lu;j14a禽)。そこで，選応と次端iとの閥係

が|日l足止になうてくる。 さきにみた出ノ勺同の坐仰でも，たれたひれ日人の衣は去J'I'iをふ、ほうてゐる。し

かも長座のひくいよ坊あひ(第六洞束壁， 1，:華iliTI阿部外盛結禽，また第二 1-→ I同，第二十二illl第二十

六州などの，U'f禽)ては， J<~.;(Jは自然にたれるか，またはk:{jにはねてゐる O そのよ劫あひ，嗣端にBi庖

をあらはしたもの(第十一il，~ 1議)もあるが，袋の火文だけをほり，来庭をはうきりしめさないこと

(第二十六il'iJ束凶壁諸禽)もある。これに封し， )j形のたかい岐にすわる仰i袋，たとへば第三十九ilriJ

凶虚(Fig.Bc) ，第三 l'二i"ij~じ援， U5 '.1' ]lLlì同西~，i/<í禽の千~~{~I土，その火端を IJíjI自{にながくたれ，いう

さう装飾的炊*をあげてゐる。このたれた衣端は，シムメトリヴクにあらはされて耐端がそりか

へり， :tt:'りた Lんだ衣交のはしが，リズムラヒつくってうワくしい。これが，いはゆる|もかけ庄」であ
j

。
久
ω

もかけ庄は，いふまでもなく芸!主に問題のIRWIはな L、。むしろ 1かけも!が問題なのである。

高山にか、った久交の袋仰炊*である。 4衣父女文;のつ〈る判品lJ悩『

るO な古が:い尖王走fひいて， )'，げf品':)治)，山ιt~'Jμl仁勺，ふiふ‘るまふ典別利iな脅{作俗?符fは， ~、リ，ふiふ、主てもなく，1淀支勢税t以ラ4来l長4のI小|ド1同r氏tJj放矢l附問日問lに止必戸け

る1叫仰Ly統てある oj!!Hi 

められる。とくに龍I"J貧|場 illiJ の~~帝， :.~t爪-1lh主列像は， :{I刻にようてしめされた代表的な-.f$iリてあ

る。北貌l1 !d\:の茂人美術米が{~fl教美術の製作に従:!.]fするとすれば，かれらが，このやうな脅俗の史

的傾向を，仰{裂のうへに表訓しようとするのは，むしろド1然といはなければならぬ。';.::li(i]fJJJ日jの開会

J 'J 、+士一雄 I~l<i懸 N~ 行 I (仰~(C t与術，::p; 1， iB! '" I~f 1叫川 flj， jl. -l1-1;:1. 
2 Inm"J.li'r，~v)1両党~ Fig.1;-)， 1札1$1.

，、
δ 



雲 I，(dTI J;}ì第卜三甘r~

重 IJ米が陥和二有'，1，または祖'iÍの{ð~f袋そ製作するとき，1:く端の虚1" 1'.について特りIJ の閥心をいだくこと

はなかったu かれらには内仰のもりあがりが，なによりも大切であ勺た。 次女:はこれにしたがふば

かりであり，これをあきらかにするためのものであった。これは(かけも|にt，!f魂そうちこんだた術

米と，まうたく正反釣である。裳かけ!恨のた術米l士，印?1|iや!日， )j{'!11士:m)¥'1.的にしあげても， 1.<交のおi

はH念にとりあっかひ，むしろこ、にこそ，かれらの先日像力合集中してT化したのである。ひとた

び，このやうな装飾化がこ、ろみられると，ますますこれ芳純粋化しようとする傾向があらはれ

る。それは'2J，¥司末期に開始され，龍川イ[郊の1治仰像ゼ最盛になる。 81附I，ilでは，左壁第二府第 A 禽

の耶限定Jf~^l~仰 (Fig. 8 d)が.もっとも典IW(I(Jなもかけドhそも勺てゐる O これは，主づ刷ー足をつ Lみ，そ

のあまりが・かたまりになって，大きく庄のうへにたれてくる。"，リとに小さい弧ができ， N右にた

きなびれが二重:になって唱さがって〈る。 火立;』iはーひだごとに然然と弧をつ〈り， /，:1iにさがってゆ

く。同わきに獅子がゐなかったら，もっとつ上(/ペIに尖鋭化してゐたことであらう。いったい， III-

1\邸内は龍I"J~ヒ税伐のうち，もっとも *~!(rrâな彫刻があらはれ，装飾的にも，っともすぐれた表現をみる

ところである。この坐刊11と訟なじもかけ!十:は!j'i、そら〈喫君主ぶせにもあ，ったとま子もはれるが，補修

のためいまはあきらかでな Lら この本徐立子よびλーイf幌町51肘は.「比行口:成;:!I;石X:¥行像記|によっ

て，そのIl日惣を太平日プ~ 1 .二1，1三(A.n.498)と解することができるのであるが.そのlかけも|をつ[.JrY;J第

三 1・V"Iil'iJの，それにくらべてみるのは興味がふかい。いづれも断定)阪のλ1".刊1;て，大火のは Lが A つ

の弧ぞつくるのも 1，iJ阪である。板Mkの附段Ki<交もづ士してゐる。ふ、そらく，この雨彫刻は年代

i'!(Jにノ1'1iしてゐるのであらうが，この外MI下jな十IH以にか川土らず，龍門tlil湯川の方がi!l;:bf[されてゐ

るととは符めない。能川イ Î~:rは，消防文化，すなわち中同，'1・4ぐの1w統合 I({終にうけついてゐる。こ

， 1:: 背lil"J~~独様式のl，;J，;誌があるのである。

資1;山岡本土問叩fl(Fig. 2. lle)もまた「かけも!々あらはしてゐる。これはたきな彫刻にのこって

ゐる唯一のものであらう。彫りはあさく，主へにたれた衣交の弧がとが勺てゐるほか，全慨にやは

らかみが，くは、，ってゐる。 これは正始二つ"1'.(A. n. .s0;;)から，If.光門年(A.n.52:1)にいたる!lJII1¥1の

製作とかんがへられるから:市防洞の「かげも lより，のちの党民をしめすものであらう。

つぎにくるのは，蓮不il，tlk:.{ij\~の消小禽， {lI(' tili~ 奥厚木命 (Fig・ 8 f) ，第十l'"li.日興府本命の(昔、け

も」である。これらは，だいたい，lF.j'(:.，ギ:liより北税末(A.D.520-:;34)にふ、よぶ製作である。こ L

にさ主ざ主な衣端iの耐l革~~があらはされてゐるが，た1fNliのひれ!Iえのそりかへりは漸減し，うへから

たれる山幻r~のかさなりぐあひがiJs荷Lする i頃|匂にある O

ìJli門段式が波茂するにつれ，供。11の「かけも l はさ主ざ主のかたちに唆化する。1.<交の表土~1.去

がいろいろになるのである。これは沼会衣のかさねかたにも聞係があるo '2 Ii!iJ.fJJ WIの11li}j式の府衣

1 1rfiErJHi1iiJ(7)研究.1p.100. 2 司北 p.126， 127 :1 [，iJ ，';:， p. 54，日日.60， 67--ß~ 
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jf:章ゴ， l，y，J級 点から龍 1"J様式へ

では，大衣はごくかんたんにあらはされた。第六il，，1様式になると，衣:廷がいくへにもあらはされて

飽維になってくる。 そのうち11:11 されるのは，天龍山正i符第二ili~，第三i同の北山本望書(Fig.九，匂)で

ある。このTfiAiXiiは東独ごろ (A.D.;;11一日0)の製作zであるが，これは第六il，，)式の大衣のうへに，さ

らにもう一校衣脅かさねてゐる。 まづ，右襟の衣端が s字)1止にまがって λL腕にか、り司さらにイ~.Jii 

に，べつの大火の 4iiがか、り，イ{肘のしたそめぐって， J)主のうへ合と lまり， λ.:r-にか、ずってたれて

ゐる。この坐f弗は，きはめておtU[(Jにあらはされてゐるが，これは， l 、はピ注目六il'i)A(昆ij日)の衣に，

第八前式の衣をかさねたとみられる。この特別の形式lt，2114の諸痛にはまったくないが，龍門で

は貧|湯川本館， ht|・門i刊本命，倣宇川本命にみられる。た ¥tj.こi抱IIJの」lJあv-ほどはっきりせず，イi日

にわづかた衣の火端がか、る:f'，¥Hどである O そのほか北税，北湾にかけての造像石刻全しらべてみ

ると， [ILj独大統 1-七イlミ(A.D.551) fi'¥'.{象，北弁 kl米二年 (A.D. 5;;1) 1;判象，殺~係主1内洞mH(坐制IJめられ

る。要するに龍1")様式以後， {')IJ{袋の Ii'"i'jくがねi村{イヒしたことは，いひかへると，彫刻家が苅火の表岐

に，つよい関心をもちだしたことにほかならないのである。

つ

" 

[かけも」 l士i克門石燃にbいて，もっとも峻段な，しかも繊細1じな表Jli.をもった。北貌*から東川1

lilU，北ヲヰとなると，衣交がやはらかくなり，両党のはりがすくなくなり，しばしばn然にたれたかた

ちになる。 dく文のはしはとがらず，主るい弧がこまかくならぶやうになる。似品iな例は， }iij記阿貌

大統十七年の碑像(Fig.Rh)てある。これでは「かけも I:が半同形にまるくかさめられてゐる。か

うL寸、~展をたと。って，わが同の法陀寺金ぅ;t の糠迦坐像 (Fi宮 1， II j)に円をむけると，これはま?のづ

から北貌仰の系訓:巾に，その牧内がさだめられる。

;かけも l の設展はいつまでつ Y くか。一般にi泡門式の北霊虫干~fH士，費周式の仰{裂があらはれる

ときに，それと交作する。 j療がまるくなり ，~tiがふとくなり，なで!日がかはって，がっしりした后に

なる。峻放な料iiliqlがとほのき， i胤和lになりはじめる。たピし，雲岡初期のやうに，巧妙に|勾E11をうっ

さないので，ぎごちないJJ日仰がつ〈られ，人関への閥心のうすれはあらそはれない。それにi犯門式

にみるやうに，彫刻の級や而にはげしいパトス的興奮ももりこまれてゐないυ だから f~然に，素朴

なすなほさが，あらはされることになる。これが「かけも j の虚fII!.に J.x:I~処すれば，そのむかふところ

は，あきらかであらう。つまり，龍門式「かけも」は，湾問式仰像にbいですたれてしまふのである。

たとへば，響常山の請仰では，「かけも Jは一

1 r龍["J行協の術JtJl['1 凡40.47

!.: (). Sirt~n ， C!lincsc Scu.かt!tYl'， T.叩 d川 1 ID2;;， Vnl. II， 1'1. 170， Vn!. !I1， 1'1. 2:1:1 

3 開野氏.'i;:;盤Aょう江『支部仰す士史蹟』径三，東京 llJ2fi"l'j"]，1'1. 110. 
4 水野清-， Jdl長敏雄「健常山イi河』京都W37年1"]， p. 67証上ぴ1'1.XLVII， LVr. r ョU~I押II教史蹟」径三，1'1.83 
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雲岡石窟第卜三f同

a.雲同第七洞西壁第三層甫寵

Y血 -kang，Cave VII， West Wall， Third Storey. 

b.雲岡第六洞南壁 中央 禽

Y血 -kang，Cave vr， South Wall， Central Niche. 

c.雲岡第二十九洞西壁悌禽

YUll-kang， Cave XXIX， West Wall. 

d.龍門古陥 洞 k.MJ. 1í~三屑第一禽
Lung-men， Cave Ku-yang-tung， Lcft、，VaIl， Third Storey， First Niche. 

e.龍門賓防州本牟

Lung-men， Cave P'in-yang-tung， Main Buddha. 

f.龍門貌字削本空宇

Lung-men， ¥Veトtzu-tung， 1¥1ain Budaha. 

第八閏 「かげも」の諸形式

6 
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序章雲同様式から龍門様式へ

g.天龍山第三洞'*傘 j.法隆寺金堂稗迦像

T'ien-lung-shan， Cave III， Main Buddha. Horyuji Temp!e， Main Ha11， Sakyamuni Buddha. 

h.大統十七年碑像坐 悌 k.法隆寺金堂薬師{象

Ste!e dated 17th Year of Ta.t‘ung Era (A.D. 5(1)， Seated Buddha. Horyuji Temple， Main lIall， Bhai臼jaguruBuddha. 

し一一一一一一一一一一一一一

i.響堂山第五洞 坐 f弗 1.法隆寺献納御物四十八時悌

lhiang-t'ang-shan， Cave V， Seated Buddha. Imperia! Treasure dedicated by 1I6ry百jiTemple， Seated Buddha. 

Fig. 8. Drapery Types. 
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雲間石窟第十 三洞

すわる悌，あるひは北洞方柱の宇蜘悌にbいてのみ，その退化した「かけも」がみとめられる。

かういふ北貌式「かけも」の退化したなどりは，北費，東貌の悌像に，多少ともみることができ

る。山東省区域!騒紳通寺四門塔内の坐備も，その一例てある。したが。て，西暦六世紀後半は「かけ

も」の退化をしめした時代である。かくて北貌式「かけも」は，太和のはじめ (A.D.480)，雲岡第六

洞にはじまり，六，七十年の流行をへて，その後b とろへてしまふのである。

4 

つぎに，菩薩像の愛遷をたどってみよう。菩薩像も雲岡末期からは悌像とbなじく， j，~もなが，

ほそい顕，なで肩となる。悌像の服制がかはると同様に，菩薩の天衣と下裳の表現もかはってくる。

板挟て階段朕のひだがするどくならび， -F裳は腰の線も足の線も，すっかりかくしてしまふ。天衣

は雨肩のところで幅ひろく，しばしば雨腕までbほってゐる。 これが腹部にいたってほそくなり，

X宇肢にまじはる。このやうな特色は，すでに雲岡第六洞の彫刻(Fig.1)に，は・っきりあらはれてゐ

る。雲岡第四，第五洞のほか，龍門古|場洞 (Fig・5)，蓮華洞 (Fig.6) ，第十四j凡貌宇洞の脇侍菩薩足、

は，この X宇肢の交呆駄に，まるい環のついてゐるのが人目をひしこれは天龍山第三1fr!]束同雨壁

の脇侍にもみられる。すべてこれらの菩薩像ては，雨肩から肘にかけての天衣が，この時代の貴婦

人の服装にみられる領巾のやうてあり，そのはしが左右にそりかへってゐる。 この曲線にならう

て，左右にたれた天衣も，したにさがった下裳も，雨わきにつよくそるO 一般に雲同初期の菩薩，天

人にくらべると，できるだけ雨腕の露出をすくなくするやうに工夫してゐる。交脚坐像，すなはち

調勃像ても，宇蜘思惟像ても，その足下にそりかへる翼肢の裳のはしが，とくに目だってゐる。 た

とへば，第十一At同東壁の像(Pl.59) とか，あるひは龍門古|以f~イi星第二層第三禽の像 (Fig. 5)てよ

くわかる。 この系列に法隆寺の夢殿観音像(Fig.7)をくはへることができょう。この観音像には

X宇肢の天衣はないが，肩には天衣がふ3ほひ，左右にも天衣と下裳とが，員是正なシムメトリックに，

そりかへってゐる。

このやうな，あらたな服制がkこなはれたとき，あらたなモラルが彫刻の表現にくは Lったこ

とは否定てきない。服制は習俗てあり，習俗はモラルとはなしがたいからである o f弗菩薩の顔に古

拙的徴笑の表現が一段と強化されるのは，あらはな内簡を，すなほにあらはした彫像ては，かんが

へられることでない。衣裳や天衣によって，つ Lましく内睡をかくし，肉瞳を秘密にすることによ

って，精紳の向上をbもふ中国的なモラルが，わづかに唇の一角に，古拙的な徴笑を強化させたの

であらう。

1 Ir支那悌教史蹟』冬一一，束京1915年刊，PI. 73. 

3 Ir龍門石窟の研究JPI. 31， 40， 49， 77. 
5 Ir龍門石窟の研究JFig.93‘ 

2 本書，第一各， PI. 114. 

4外村太治良1¥Ir天龍山石窟J1922年刊，PI. 18， 19. 
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序章雲同様式から龍門様式へ

なほ脇侍菩薩の光背も，固形から賓珠形にかはってくる。第八洞式の本掌悌像には，火焔形の

とがった光背がふつうであったが，菩薩や天人は，も。ばら固形の光背てあった。 ところが，第五洞，

第六洞になると，悌菩薩の服i同，ならびにその精神的表現がかはるとともに，脇侍菩薩にも，もえ

あがる火焔をかたどってか，寅珠形の光背があらはれてゐる。しかし，なほ比丘の脇侍や天人ては，

固形光背がb こなはれてゐる。そののち，この賓珠形頭光は，主同末期の石窟から龍F'j北組窟にひ

きつ Y き，さらに天龍山，龍門の唐代石窟にまでb ょんてゐる。

5 

天衣や裳の表現は，さらに天人に企いていちじるしい。雲岡初期ては，天人は向警形と逆髪形

とがあった。前:者はながい+ド裳をつけ，後者はみじかい腰衣をつけてゐるが，ともに足の線がはっ

第九回逆髪飛天(雲間第六il，i)) 第十民i高岳地天(雲間第六il"J
Fig. 9. Flying Celestial with Flaming Fig. 10. Flying Celestial with High 

Hair (河Y引Yu九河un口n-ka王じu山叩a訂叩1江111略L

きりとあらはされてゐる。

上半身はあらはで，ながい

天衣が雨腕にまつはるが，

雨腕はだいたい露出してゐ

る。 したがうて，飛天にな

ると嗣子雨足のさまざまな

委態がしめされ，その愛化

に彫刻家の興味がむけられ

る。天衣や裳の表現が，副

次的になるのはやむをえな

いことてあらう。

ら仏，天人の表i現J見Laカが:す勺カか、り捷化する。 Jテもなが，ほそい頭，なで肩， X宇形の天衣など，-5薩像と同もま

であるが， "){衣と裳との表現は，とくに飛天に長いてより目だってくる。典型的な例は第六洞の飛

天 (Fig.9，10)てある。 こ』てはi屯警形飛天と， )主妥形飛天との二種をあげたが，前者は宝岡初WIの

ものとちがりて，上半身に袖のある上衣をつけ，襟が三角形にひらき，胸わきでふくれて弧をゑがい

てゐる。下半身はながい下裳にようて，足さきまで、す。かりつ Lみ，その末端は特別lz翼肢の尾を

ひいてゐる。これは足にか与った裳のはしを，美化したものである(Rub.IH-o，IVc， Vc， VA，B， VIIn)。

1 天龍山の唐代イi窟では{効苦;催の頭Jtはほとん左:t1球形であるc たとへば， 0ぎの例をみよ。Ir支那怖敦史蹟」ぇ~三， PI. 50， 

54-56，58，61. Ir龍門;u鰭の研究.J]PI. 60， 61， 67. 

2 長成敏雄『飛:天の差芸術」大限 1949年刊，第四葉「北シナイJ錆寺と閉hj;飛天Jp.65-119. 
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雲間石窟第十三 洞

憂陀にたれか Lった交脚菩薩の下裳とむなじ形式である。 このやうに衣裳が，すっかりかはったば

かりでなく，衣裳の表現が重視されてゐるのである。 さらに天衣は頭上に尖頂の弧をゑがき，雨肘

にか Lって左右に飛動してゐる。雲岡初期の飛天には多く岡光があり，その背後に，天衣はふくよ

かな弧をゑがいてひるがへってゐた。 これに討し， 23岡末期では飛天にl司光なく，ひるがへった天

衣のさきが，費珠形光背に似てとがってゐる。

逆髪形飛天はかはってゐない。上半身があらはて，腰にみじかい腰衣をまとふのみで，雨足が

はっきりあらはされてゐる。岡光背があり，天衣はそのうしろをとほり，雨肘にかl..，，?て左右にな

びいてゐる。しかし，これは第六洞あたりを境にしてしだいにi1'i減し，龍門時代には，完全になく

なるのである。

第十 一岡 天井 飛天 (龍 門賓 陽 i同)

Fig. 11. Flying Celestials (Lung-men， Cave P‘in-yang-tung) . 

~岡末期の高警形飛天は運動性にbいて，初期の飛天とま勺たくかはってゐる。 それは内慌の

飛動よりも，天衣と裳の飛動を強調する。いったい漠代以来，中岡美術ては想像にみちた運動の表

現が，いちじるしい特色てあった。とくに惇顧惜之の『女史筏岡巻』や，石刻主にみられる婦人像の

領巾の浮動するすがたは，ひとびとの注日するところである。この博統的な運動性の表現が，雲岡

末期の併殺美術にとりいれられた。さうして北魂が，惇統文化の中心である洛|切に遷都し，龍門諸

窟が遺骨されると，いっさう，この傾向が強調されたのは，むしろ宮然といふべきであらう。たとへ

ば龍門古l場洞右星第二暦第一禽の尖挟々額の刻主，賓|引同，蓮華洞の天井飛天 (Fig.ll)などをみれ

ば，その事情はよくわかるであらう。あたかも，疾風をついてとぶごとく，天衣はよこになびき，な

がくするどくなり，飛天のしたにとぶ雲や唐辛さへも，これとうごきを， j;，-，なじうしてゐる。そし

1 r龍門石矯の研究JFig. 14， 47，101，102. 

10 



序章雲同様式から龍門様式へ

て龍門説宇洞天井，さらに天龍山第二洞天井の飛天(Fig.12)はその設展にほかならない。

飛天もまた，悌菩薩像と訟なじく，北費時代には韓換する。翼肢になった裳すそはかはり，ふた

たび足さきを露出するやうになる。顔はまるく，からだもふくよかになる。 i字彫は，ふた Lびまる

みをbびてきて，龍門北説窟のやうなはげしいするどさは，なくなってくる。運動性の表現もJ，~ち

ついてくる。 こ Lに陪庖のJlを天形式の先駆がみとめられるのである。法隆寺玉晶厨子の須繭座正

面の飛天から，法隆寺金堂盟主の飛天にいたる・一連の系列は，この龍門様式から費周椋式，陪唐抜

式にいたる中国の設展に相躍してゐるとbもはれる。

以上要するに，龍門版式は雲間の末期J，すなはち，孝文常治下の第六洞遺骨ごろからはじまり，

束貌のをはりまで，ほ ν六，七十年間のあいだ，降J盛をきはめたのであった。この美術をもって，はじ

dグ

第 十二同天井飛天(天龍山第二洞)

Fig. 12. Flying Celestial (T‘ien-lung-shan， C乱veIT). 

めて西方様式の模倣から脱却した純中国的な悌殺美術が確立した。 j美貌の惇統的な美術精紳はい

きいきと復活したのである。官能的なまるみや，なめらかさや，鮪感のたのしさを排して，するど

い精神的な線や，運動に熱烈な表現をもとめたのである。その線や運動は，すなほにあらはされ

ず，J;、ほらかにしめされてゐない。抑監されてJ3;に噴出し，すきをねらって疾走する。感質的な情

熱ではなく，神秘的な印、められた情熱てある。この特異な'性格は龍門様式に同有のものであり，そ

れがマシネリズムにふ、ちいるときは，たえがたいグロテスクとなり，宗教美術としては邪道とな

る。それは，とほくわが飛鳥様式にまで設展する，ひろい停播をも勺て極東一同をJ，~ほったのであ

るが，その特異な美術精雨rllは，それ以上に展開する道がないま1.，やがて費周様式にかはることに

よって，轄換したのである。

1 r響堂山イi錆JPl. 22，彫刻例 5. :1 r飛天の袋術JPl.l-l0. 
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雲間石窟第十三i同
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Fig. 13. Plan of Cav凶 XI-XIIland XlIIA， R. 
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第十三洞

第一章 第十三洞外景ミ南壁

〔外景コ 第十三洞は，雲間中央群石窟のーってあり，五辛洞のうち，西三洞の一つである。す

なはち東隣の第十一i同，第十二洞，西隣の第十三A洞と外壁がつらなってゐる。第十三A洞の西端

に岩山がつきで...，相Iのやうになり，これが中央群の西端になる。これをまはると岩山は後退して

谷になり，谷をすぎると，そこから第十円洞以下の両方群石窟がはじまる。 CFig.13)

第十三洞の前庭にはなんの設備もない。たピ明窓と門口をひらくだけである。明窓のうへに

は長方形の孔が三つならび，そのうへに水平のくぼみがみえる。かつては，これに木材の架構があ

り，それはながく第十二洞，第十寸同につ川、てゐたものらしい。外壁には多くの小禽が彫ってあ

るが，これは位目も自由てあり，大きさもまちまちである。雲岡末期の彫刻であり，第十三洞遺骨

には直接関係がない。これについては第四章で詳述するつもりである。 (Pl.1) 

門口のうへには水平に備が彫ってあった。いまはた皆、西端の一部 (Pl.4A)がのこってゐるだけ

であるが，波紋・唐草をめぐらし，なかに跳躍する電子形をならべた，にぎやかなものであったことが

わかる。門口左右にも，第九，第十洞のごとく，これにふさはしい装飾柱があったものと止もふ。

〔門口〉 高き 3.30m，幅 3.00m，水平の天井であるが，破損してアァチのやうになってゐる。雨

側壁は I二下二段になり，上層には楠挟禽を主うけ，なかに坐悌像があるが，いまはひどく破損して

ゐる。飛天をうめた楠挟額も，ことさら角形にきりとられてゐる。禽の奥行はふかく，雨がはに二

睦の脇侍菩薩がたつ。禽傍には重層塔があり，楯挟額をうけてゐる。その貼，西三洞外壁の双塔禽

(第十一f禽，第十二a，e禽)に一致し，その時代も雲岡の後期に属することが知られる。下層には門

n神がたってゐる。 これもひどく破損するが，そとがはの子をふりあげて消をつき，うちがはの子は
Varja 

腰にあて L金剛杵をにぎってゐる。その貼， tr~ :fL，第十洞とkなじ形式である。裳の衣文は第八洞

のものとちがってゐる。側壁のうちがはに角柱があり，唐草文帯(Pl.4 B， C)がほってある。一種の

環つなぎ唐草文であるが，第十洞扶門の文様にくらべて，かんたんである。天井は大破してゐて，

原形をしりがたい。側壁のそとがはは，また大いに風化して，まったくわからない。しかし，うちが

はにみるやうな唐草文の角柱があったものであらう。 (Pl.2-4， Plan m) 

L明窓〕 高さ 455m，幅 4.lOm，アァヂ形をなす。雨壁には立派な大菩薩像が相封しでたってゐ

13 
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Fig. 14. Distribution of ~iches in Cave XIII. 第十三洞餅;寵画日置岡第 十四岡

ド裳の紘刻の衣丈る。補彩はなく，保存はわりによい。賓冠をつけ，胸には理務がさが。てゐる。

i手彫があさく，顔や身睦っきからみてお3八洞椋式をうけついてゐることがわかる Oがうつくしい。

菩薩像のわきに山岳形を彫。てゐるのも，第七，第八洞，第九洞に遁ずるところである。上方には天

蓋があり，さらに天井には飛天をあらはす。天井の頂は破損してゐるが， j，~そらく蓮華文が大きく

あらはされてゐたことであらう。 (Pl.5-7， P!an IV) 

洞内にはいると，北壁の大瀬勃像が窟いつは.いを占抜し，その光背がまるく東丙壁に

連績してゐる。南壁はほ Y垂直にたち，東西壁とは直角にまじは。てゐるO

C南壁〉

したがって平面は北壁

東西の幅約1O.OOm，南北の幅約8.30m，である o (P!an の方がまるく，南壁がはが方形にな・ってゐる。

v， Fig. 14) 

東部は上ドの上層は明窓、の東西てある。南壁は上中下の三屠にわけられる。C南壁上層コ

うへは帽扶禽て三間にわかれ，中央は交脚菩薩と獅子と半蜘忠二禽，しかしこれは一組である。

惟像て，定形である。左右の聞には合掌する脇侍菩薩がたうてゐる。棺ttt額はめづらしい形式て，

権部が退化し，た Y長方形の連続となり，したに三角垂飾と帳幕とをもっ。挟額の雨脇には奏柴飛

この勤，西三洞内の悌寵に往々みるところである。寵のしたに坐悌をj，~さめた七寵が天がゐる。

坐併はひくい墓座上にすわり，これは，むしろ，したの坐僻尖挟禽の上居合、ざりである。なら」二。

上階禽の諸像とともに，わりにまるみをもち，服制も第九第十洞式である。大偏祖右肩である。

きな買壇には造像記も供養者像もみあたらない。寵の雨わきは，それぞれ四段にわかれ，左上段の

この寵のしたには，あさい帳幕があって，五供養天人と最下の依儒とをのぞけば，みな紳像である。

これは，

それから，これらの諸禽と束壁とのあいだには，三角形の壁面

つの尖挟禽がならび，一つの二併並坐禽をのぞけば，あとはみな蝉定形の坐僻寵である。

うへの悌禽とはべつのものである。

14 



第ー章第卜二例外景と市 1:主

がのこるが，こ L に三つの小禽を彫ってゐる。 (PI.ll， 10， 12) 

丙j~11は UI' ドの三段となり， I-.段は東部ヒ禽に1Hl奮した開扶禽‘ J;、なじく二〈つの問にわかれて

ゐる。中央に交IJ相在i薩があり，雨脇に獅了・と字訓忠'~H裂とをあらはす。九:イiの川J士， fT呼:して IE而

にむいたIUM年j千I研の ¥'r.像そ配する。供1fJiは長方形と lJF)惨とを交正にほり，そのしたに限慕があ

る。 rjl段はN布三つの<Jミ快禽からなる。!R禽は二仰，lr~坐， l雪培に八人の1J七五‘持がゐる。丙禽は禅

定形の坐悌， :t共額に九仰の小λr~仰があり， i:空壇にはなにもない。 この 1禽は!J爾可;iJ禽と，多賀仰料!迦

偽禽と， ff迦刊Il禽とを~Gfl味し，一組の刊Il禽昨である。下段は三命であるが，めづら Lい形式の三間

からなる。 rjl央l士尖扶禽で，11;;'刑イiJ日の仰を蓮fr~ ト‘にあらはし，左右 l士~ì隊禽で交脚菩院を獅子座

J:にあらはしてゐる。 これらの三主主は，いづれもJりもながて，!stiがほそく，きゃしゃになってゐる

が，なlま第九，第 I'ilrqJO¥:をうけついてゐる。 (PI.11， 12) 

最.L貯には，東阿とも奏飛天人の初j禽があり，三角産自信があり，天井に按してゐる。

〔中府J J切窓と門口とのあひだの.よこながの官官分には仰の立像をならべてゐる。七時，これ

を三脚とて.仰と三慨にまとめて，それぞれのうへにIi~形をほってゐる。用根には鴎応と fD71多，三角

frf!iがある。刊Il像は，いづれも蓮座のうへにたち，あさい天査をいたほ〈。た v中央ので1憾だけは天

荒な(， il庁に限慕がさがってゐる。や1.<がもながで，なぜ日である。イiT'-は弟子形，た子はたれ，tF5

六ilrl':¥:の月比ifj-りをつけてゐる。すなはち，大衣が必もbもし〈全身にか h り.すそでひらいてゐるo

/(i子と定子にか Lった話UijliはMIのやうに大きくさがうてゐる。衣文は，すべて板肢の階段式で，内

火事T しめた市は，まへにたれさがりてゐる。身L身光[士大#'1'λI~， 1r持， fJEZ毛布「の帯をならべ，なかに蓮華

と!日光がある。~するに， J二/(サ諸禽の干ðll1象とま勺たく他がかはうてゐる o (Pl. 13← 17) 

じ下府〕 門J1全ふ〈むド!停は三部分にわかれる。東WIIと阿部には同形式の尖供禽がある O 東

禽は I二紘にあさい中~f1ì);，ガァラ γ ドを fにした飛天併をあらはす。左イiには柱~走に1)1，1走者群をあ

らはし，それと ~t共禽とのあひだに供仰の小禽をならべる。挟告J(には，七つの小坐仰のほかに，飛

天があらはされ，きはめて昔記事マある。本命坐刊Ilはまる額で， Imi的なからだっきを L，あきらかに

第八irむにであるが，むしろ第九， :;j'i I 'il，iJにちかい。 FJJbi，子足など修J1Jlされてゐるので，衣文はわか

らないが，わりにまるみをあ、びた像である。雨fl.iM寺斧薩は小形で，そのうへにー封の飛天がまるま

るとぼられてゐる。資地は丘1戊のwで， l、まは泥墜にま?ほはれ， J: 下級の!白平常と Ji1~r とが，わづ

かにみとめられる。;1'151爾座のしたに，なlま供養1，-列{象があることは丙禽にふ、なじであらう。しか

し，めづらしいことに，これはそ粍おをも勺た奏然供養者ーであるらしい。 (P1.9， 18， 20) 

この禽と東墜とのあひだには，上ドI'LIつの小禽がならぶ。 うへ三つは ~jJ~禽に也例;71君主を彫

り，禽側に比打:がゐる。 いづれも，したに供養#列像を lまり，うへの三つにはm像記のための銘1&

がある。最ドの禽は1'lijtJ~.Jf~で，交!則存隣が五成の{;I'iにすわってゐる。いづれも， Iまu大禽の形式を

.10>そうてゐる。
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f1"I部下!母禽は，束昔1¥とまったくま?なじである。たピ坐仰は，この方がはるかに保有・がよい。偏

祖イiJえの式であるが，ゐ・子は足のうへにふせてあって，いは1:/1紛地の印相である。 (P1.19， 21-24) 

これら東川禽のしたは，ひどく風化してゐるけれども，供養者の列像がみられる。いづれも男

子像て，虹fo卑)J[をつけ，ぎごちないからだっきをしてゐる u (1'1. 2:;) 

中央部，門口のうへはすっかり綜式がちがふ。以上の諸仰禽とは，まうたくべつに，また， ;f，~く

れてほられたものであらう。たて三つにわかち，二禽づ h 六禽よりなる。 うへは附供禽，交脚菩

薩，したは尖扶禽，坐仰と二仰並̂ 1".像である。(1'1.17 H) 

第二辛 第十三iliiJ束壁三内-壁

東屋はだいたいよくのこってゐるが，四壁はほとんど破嘆し，いまUt壁そぬ 1)，後補のìJ~{j象と

紛にお、lまはれてゐるo J-.1母は，*~可庭とも Jかなじ計査でつくられたことた );11 るが，その他はとうい

ふふうであったか，たしかめられなL、。全位にI持墜とま?なじくぷ々しい納彩がある。 (Fig.J4) 

C%壁〕 大小の禽が雑然とならんてゐるが，だいたいiL.!(;千と最ドの脱原とからなうてゐる O 第

五，第四M'は南壁の上府にあたり，第三，第二府は I~~ Itr，第一府と服屋は下府に~:Il常する。そのうち

腰壁の俗形供養者列と，主主上府の楽天列禽とは市墜にまでまはってゐる。 しかし仰禽の?引けは，か

ならずしも域密にはl持墜と1111肱しない。ま 4ったく ['1FI1である。 tf~九，第 h'，~ては点I川墜と lyjWてとの

府}fが，いつも相iili縦してゐたが，この洞ては多少ともくひちがうてゐる。(1'1.8， 9) 作肘Jlllの装飾

帯は， )J史壁の上紘に蓮華文帯があるだけで，ほかにはない。 l付壁は垂直にたってゐるが，北限は大光

背のま hに，まへにかたむいてゐる。そのため，東川取は 1"f;.ifよりもりぽほど，禽のかすがすくな

いのである。 (P1.26-28， PIan vr) 

uU度第五!首コ 一面に千俳禽がlまられ，八段十七ダIjに;f，'よぶ。そのうち q~jとの JÎ_段ヒ列分の

;助しょに尖扶禽をつくり，五成の須焔陸に偏i!l.右日の坐仰をlまりてゐる。扶端には以7院をみるが，

扶斜には装飾がない。最上層は天井に践して三角主;飾があり，突然天人の列禽があり， I何墜にまで

つピいてゐる。(1'1.29) 

L東経第~'I!(;す〕 三つの翁がならんてゐる。 IH禽と中禽はよく似て， 42E禽かも知れない。市

禽は尖扶形て，二世jl並坐。 J15額の中央に交脚iZ薩をほり，左右に，それから両わきに，ぎてコしり小形

の合掌1Jt発天人をならべてゐる。したの貿塩は，ちかごろの紛である。巾禽は尖扶禽で，あさい蓮

陸上に坐仰をほるが，いまは後補の ìJË像てある。主~必lには十ーの小坐仰をならべてゐる。 IH禽と

中禽とは，ともにあさい帳幕と，ガァランドをもった天人列とをあらはしてゐる。資壇は，これもi丘
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立3:章第ト三柿]点時と vLjr.，¥，: 

HFのが?である。北翁はや L 小川の尖扶]1ラで，二f.J1l>ìf~:I"，{裂であるが，いまは後怖のUt像である。 Jlb額

は Jj-~::!'II(文書f もうてうめ，翁のそとまはりには T仰禽を配したらし L 、o 't賢岳fには以全地につけた1)1;益

:.l<;'ーたちがゐる。この禽の」凶三は般fUしてゐるが，このilriJの本1:;':}(Ye'/'i'とのあひだの空l'Iも風化し

いまはVtJS，そに彩占てある。この間，.うへの第五府もふ、なじである。 (PI.29) 

uu.昼主治ミ)(;十J jo'、必じく三つの翁がならぶが，うへのみ(51凡-11ぽ，したの第二二R1?と!日{敗、してゐな

い。 l-ii禽がもうとも川ひろく，二刊11並坐の尖扶禽，翁jJlU左右に'tt;止をつけたIMM年i寺院がゐる。1¥1禽

は交)jJ.~菩薩の杭jJjb省。繭わきに獅子.4三跡忠似 i袋があらはされてゐる。 Jjh街iには六つの区劃jに飛

14をほる。」七詣は尖供禽て.i/liilJioJI:;坐世i他方r:J必のjJ'd&座にのせるが，坐仰のJiJ'i;¥11は後補てある。三

禽を泊じてl~t庄があり， I¥j火のi{;[，¥正をはさんで.1共走者のながいタリi象がある。 たぶん，it:像記はな

いであらうが，二議一五11はあきらかである。北端の主主mに，:13，仰の小さい'jミ供議が二つあるが，こ

れも仙山J.，.(iiJlよて，わりにまるみがあり."~d~ もほ\:' j~"" なじころのものとbもふω(PI. 29. :;0) 

uu.盛CJS二MJ ほ~' -Ii、なじjえきさの三禽がならんてゐる。 IH盆と北禽とは14X5禽て，侃i宇"右

hJの坐仰よ主主を iまる。中禽は二1~11)]f~坐の尖扶禽である。11-禽のしたには，べつへつにili像記念い

れる)jJ段以と，それをとりまくflb走者ーとがある。 よ禽一組とはL、へないまでも，たがひに!!日肱させ

てつくうたことは， ，、ふまでもない。北端，本i$の大光1'i'に峻して i二lごの二禽がある。 ともに尖扶

禽，うへは二世11並I，V，，したは坐仰， ，、づれも偏机イ;J日の仰i象である。 (PI.30) 

しJR'笠第ー居〉 この!ほはや、こみいってゐるo j両端iに上ド二つのとた扶禽があり，ともに坐仰の

三:1'Jを-Ìi>さめてゐる。上翁はJ共也~に←七仰を，ド盆は九仰をきざんてゐる。 いづれも貨控に1Jt主主将

をほる。つぎも上下二詣である。 うへは左イミに三M'.t;'tがあり， ~Rな1'11日扶抱:i をいた泣く。坐骨11の

わきは交脚芸能ー封と 116M一年菩薩ー針があり，貿挫には連事時文flF と flb発~'fj裂をほる。 とにかく，繊料i

な袋伺i的な禽である。 したはとた扶禽てある。二世1)並坐て，翁外のi4<iわきに，うへは持経交脚{象，し

たは在除古:1~ をほうてゐる。(1'1. :30， 32B) 

第三は大きな十!日以i議が一つである。二二.つのn:jにわかれ，中央に交IJ却普段ーがある。資!t:t.M日\~の岐l

絡，衣文もうつくしくあらはされてゐる。耐わきにill!p[-がゐる。左イiのl!llには，り叩ばな脇侍ilt一助:

がたってゐる。二主主の杭i扶)阪で，以車両には.J二!砕に~X. ド府に炎柴飛xを何日してゐる。そのしたに

ガ 1'7ンドをもった飛天併がある。 この禽は，この石川内て，もうとも豪半であり，彫刻もお1八i同式

である u(pl.:n)なら1"1はふた Lび上下二!什となる。 うへは柿i扶禽で，交}jl~ !'¥:躍とh:-:ti脇侍をあらは

し，したは尖扶禽で，コ利11 ，lf~h)~ をあらはす。 中川にiilj機文イ1Fがあり..1二高の!十:のごとくになる。 あ

きらかに上ド-ff.llてある。(1'1..'B) 

北宿本tr-Yt千?に持して，せまい空}~í'があり，なほ二ダIJの禽がある。一列は，うへに尖供禽の坐

仰，なかにf.Ê形禽の交脚 ji-除，したに7JJA議の二1~r" ìfe'I'， .1也はうへに tlii扶禽の交脚 i予防~，なかに尖扶

高の坐制!}，したに尖JJE自の生仰たあらはしてゐる。 このうちliij:.l';'の列はrl'禽.-j-'禽がーまIIて， 1-主将

r" t 



雲間石窟第十三洞

第ト~1I:闘 *'埜腰壁脆坐供養天

は，うへ二禽が一組てあらうが，この二列は像式がかなりちがふ。前者は第八洞式て， rfUL，第十洞

にちかく，後者は第六洞式で，より繊細iであり，しかも，この洞本草の大光背中にほりこんでゐる O

(P1. 33-36) 

以上，要するに東壁の悌像は，第一層第二下禽の賓座にある後刻三小禽をのぞき，第六洞式が

まったくあらはされてゐない。第八洞式，た Y しくは第九，第十洞にちかい彫刻である。補彩が毒

々しいので，みたところの印象はよくないが，もとはまるみのある，かなり充費した彫刻であったも

のと bもはれる。

〔東壁腰壁) 第一層のしたに蓮排文帯があり，腰壁になる。腰壁は上下三崎にわかれてゐる O

うへは，ひざまづいた供養天人(Fig.15)がならび，北壁の方にむいてゐる。ゆたかな委態は第七，

第八洞南壁の彫刻を止もはせるが，量感、はかなりj，~とってゐる O ところが，このしたの俗睦供養者

の列像は，さらに彫刻が粗雑になってゐる。 よこにつ皆、く帳幕があうて，俗惜の供養者ーたちは，南壁

腰壁にまでつらなってゐる。 (Pl.37， 38) 

〔西壁〕 天井の下縁に，三角垂飾と奏飛天人の列寵があり，これはI持壁につ川、てゐる。その

したには千f弗禽をともなった坐悌大寵がある。これは東壁第五唐に照臆し，しかも，それと」ゃなじく

八段，十七列であり，中央の大寵は五段，七列分をしめてゐる。尖扶額の偶;禽て，本牟坐f弗は破損

しいまはi尼壁泥像である。千悌の北がはも紛である oT1I壁に接して七層の瓦葺層塔が彫ってある。

うへ二唐は坐悌，つぎの三層は二悌並坐，つぎは交脚菩薩，最下層は坐併である O 塔mは複雑な意匠

て，すなはち中央と左右に，ふとい剃柱をたて，伏鉢の雨わきから鈴のやうなものがきがずってゐる。

千悌のしたは，まったく壊滅し，泥壁のうへに近世の紛があるのみ。東壁の第四唐に相官する

ところは，南端に二寵をかさねてゐることだけがわかる。 それについで，また上下のご唐がある。

この四つは尖挟禽の坐悌制らしい。つぎの，や Lはなれた尾形告は檎ばかりであるが，なにか，も
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第三章第十三洞北壁と天井

Fig. 15. Kneeling CelestiaJs of Bottom Storey， Cave XIII. 

とづくところがあったのであらうか。第三府は三つの禽がならぶ。市から，二悌並坐の禽，宇蜘菩

薩の禽，坐仰の禽てあるが，みな V~像，その他は粁?である。 (Pl. ;)9-41， Plan vn) 

第二階と第-hfも禽形だけはわかる。第二貯は，南禽が情形寵の，たぶん交脚菩薩てあらう。

北禽は尖扶禽の二悌並坐てある。寵のしたには， j:，~のま?の供養者列f裂があらはされてゐる O もちろ

ん，岡像も寵飾も後補のv己像と紛である。第一層は三つの尖挟禽で，南寵は二悌並坐，中禽は悌侍

像，たぶん交脚菩薩{象て、あ。たらう。北寵は坐仰である。各寵のしたには，供養者の列{裂がある

が，しかし，いまはすべて後補の泥像と給ばかりである。

そのした腰壁に，補彩の蓮勝文帯があるのは，束壁に相肱ずる。腰壁は，上府に供養天人の脆

坐像をならべ，下階に俗醸の供養者列像をほうたことであらう。いまは，すっかりでたらめの檎に

なってゐる O

第三章 第十三洞北壁三天井

じ北壁〕 この石窟の本牟は交脚菩薩の大f裂である o(Fig. 16)天井に接して貴冠をつくり，ま

るい顔と堂々たる幅ひろい日があらはされてゐる。右手は奉子形，左手は左膝のうへにbいてゐ

る。胸には板挟の!l'1iかさり，珠をつらねた飾がある。 bそらく獣lij{の!f1$iかざりでもあったて、あらう

が，いま補修の況でかくれてゐる。雨腕はあらはで，雨足には衣文が密着してゐる。像全膿があれ

て，表面は泥の補修ばかりである。そのため，もとの衣文はわからない。顔は金紙て補修しであ

る。しかしまるい顔，ひろい胸や雨腕の形，雨足のひらきぐあひからみて，周壁の諸像とともに第

19 



圃圃買ーーーヲ

雲間平i窟第十三洞

九，第十洞ふうの像容と訟もはれる。 (PI.42-46， Plan vm) 

光背も風化してゐるが，東西皇に接し天井までのびた大奉身光である。そとから火焔帯，唐辛

帯があり，岡光になって飛天帯，そして坐悌帯，中心に蓮華があったらしい。天井にか Lずった部分に，

もとの形がみとめられる。火焔はあさい彫りで，まるくもりあがるが，唐草はなかをくぽめた彫り

かたがのこってゐる。光背のいたむきに，さらに弧形の唐草帯(本書，第七巻， p・.52)がbほひかぶさ

/ 
o ¥() 20 ;~() ]0 .i()Clll 

ト ー 一 一 一 一 一 一 一 一

第十六闘 第卜三i同本写蓮座測闘

Fig. 16. Lotus Pedesta! of Main Figure， Cave XIlI. 

ってゐる o(PI. 47， Plan vm) 

〔天井〕 北壁本草大光背のいた Y

きが，天井のなかば以上をしめてゐて，

みかけの天井は，南よりにほそながく

帯肢にな勺てゐる。たひらな天井て，隅

はまるくなってゐる。双龍がシムメト

リックに大きくあらはされ，中央てから

みあひ，その間隙には雲文と天人とが

あらはされてゐる。 しかし，全睦が風

化剥落し，補彩が ~!J 々しくのこってゐ

るo(Pl. 48， 49， Plan IX) 

第四章 第十一洞-第十三洞外壁窟禽

五華i同(第九一第十三洞)のうち，第十一洞から第十三洞までの西三洞の外壁は，共通のきりた

。た壁画てある。 この外壁の東端は，第十洞を開撃したときに切断され，第十洞の正面と分離され

てゐる(本書，第八巻，第一章)。この切りたった丙三洞の外壁にはパ、ま多くの仰禽が彫ってあるが，

その位置，その大きさ，その形式は，まちまちであって，すこしも統ーがない。丙三i同の外観には，ま

ったく開係なくつくられてゐる。 これらは，のちに述べるごとく，だいたい雲岡末期の彫刻である

が， j，'"なじ末期のものでも西端諸洞は，まったく，あたらしい地区に開撃されたのに，これらは既存

の石窟外壁を利用したものである。このことは，五華洞をふくむ中央地直が，雲岡石窟の初期から

末期まで，多かれすくなかれ，彫刻家のしたしんだ仕事場であったからであらう。いまこの外壁の

窟禽を，便宜上，第十一，第十二，第十三洞の三つの群にわけ，大なるものは洞とよび，小なるものは

窟もしくは禽の名様をあたへて，東から西へ順に a，b，cとかぞへてゆくことにし上う。すなはち，

(1)第十一洞外壁の窟寵A，a-p， (2)第十二洞外壁の窟寵 a-p，(3)第十三洞外壁台よび以西の窟
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第四章第十~~同一第十三 i岡外壁

禽A，B， a-z， a'-i'の分布は第十七回をみられたい。 (PI.50) 

1 第十一洞外壁の窟寵

第十一洞明窓，挟門の東には密集して， A洞以下， a-kにいたる窟禽がある。外車の風化のた

め，いづれも寵口の肢態がわからなくなってゐるが，首初に比して窟禽のあさくな。てゐるのは，

もとよりやむをえなし、。明窓のしたには!禽があり，明宏、の西には m禽， n禽， 0禽， p禽がある。

(PI. 50-52) 

〔第十一A洞〕 西三洞外壁窟禽のうち，もっともよくのこり，もっとも整然とした石窟である。

平面ほ Y方形て，円壁があり，天井は平面の格天井である。 (PlanX) 

南墜は方形の窓をひらくだけで，べつに門口の設備はない。窓枠にあたる左右のせまい壁面

に，蓮座をふんだ，すらりとした長身の悌立像ー封をあらはしてゐる。 k もなが，なで肩，第六洞式

の服制であるが，内衣の帯がみえない。舟形の皐身光は，黒味をま?びた未色，そのうへにまるい輪

と火焔とを総背でゑが〈。東がはの悌像では，蓮座のしたに合掌脆坐する章子がある。章子の頭
M五nava

髪はながくのびて，蓮座のうへの{弗の足下にbよんでゐる。 これはあきらかに儒童(PI.55B)であ
Dipa"，kara Buddha 

り，悌は定光悌(PI.55A)である。儒責に接L，こはれながらにも，供養者の像があさく彫ってある O

両がはにも，その腰壁には西塵からつ川、た供養者の列像がある。たった悌像のうへは，西がはに
Vimalakirti Manju5ri 

経摩像があり，束がはに文珠像がある。前者は片足をなげだし，片足をひざにのせてゐる。後者・は

大きな賓珠形の頭光があり，足をまげ，ひくい憂座に腰をかけ，雨手をあげて，あたかもはなしかけ

てゐるがごとくである。雨像とも大きなj休座のうへにゐる。しかも，その肱座には，なにか依昇の

ごときものが背後にみえる。 この窓のふちには，左右にそれぞれ四つ，うへに二つ三つの小孔があ

り，なかに木質がのこ。てゐる。かならずしも営初のものとはいへないが，扉のあった詮撲である。

(P1. 53-56， Plan XIIa) 

北壁は大きな尖挟禽があり，なかに二悌の並坐がある。右の悌は，頭部と左手が扶けてゐる。

のこ勺た左の悌頭をみると，南壁の立像とよく似てゐる。三睦とも第六洞式の服制て，裳が膝から

たれ，座の前面いっぱいにひろがり，こまかい衣文をきざんてゐる。挟額にはff~定形の七悌をあら

はすが，胸に弧肢のひだをもった遁肩式と，襟を左右にたらした式とを，突互にあらはしてゐる。挟

端iの獣形は力づよく，頭部が大き L、。した二二段に，蓮座のうへに脆坐合掌する比百二形を彫ってゐる。

挟額のまはりには，高警合掌の供養者たちを，いっぱい彫ってゐるが，なほこのあたりは一様に黒ず

んだ米色をぬりこめてゐる。 この北壁に封する脇侍菩薩は，東西壁の北端にあらはされてゐる。

ともに賓冠をつけ， j，">もなが，長身で，腰を北壁の方にひねり，脇をふかく彫りこんてゐるのが優美

にみえる。内がはの子は伸子(第八巻序章参照)をさ Lげ，外がはの手は天衣をつまんてゐる。 こ
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雲岡石窟第卜三洞
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白白

第 ト 七 回 第卜~ i同第十三 ilii]外壁窟寵配世間

れら脇菩薩の蓮座のしたには，これをさ Lへる・依儒の上半身が，筒潔な要iJ線で彫られてゐるO

には，雲岡末期特有の純朴て直載な彫刻子法がみとめられ，壁曲.には朱彩の色がのこってゐる。

こ L

費

壇には供養者の立像があさく彫ってある。 中央には遣像記をいれる方形の枠があるが，委IJ文はな

し、。 東がはは，東壁にかけて男子の列像をあらはし，西がはは，西壁にかけて女子の像をつ Yけて

ゐる。男たちの先頭には比丘が香櫨をも。てたち，女たちのまへにも比丘が敷人ゐるらしいO 男

は冠をつけ，襟をあはせ，ひろ袖の衣と，ながい裳とのあひだに幅ひろい帯をしめ，大きな履さきを

裳のしたからのぞかせてゐる。 三番目の人物は，ながい柄の蓋をと。て，さきの人物にさしかけ

てゐる。 (Pl.57，62，69， 70A， Plan XIB) 

東壁は栂挟寵(Rub.VHG)て，交脚菩薩が筒阜な長方形の墓座に腰をかけてゐる。 雨膝の角度

は，雲岡初期とちがって，すとし念になり，胴がほそく，長身である。 ま?もなが，なで肩，賀冠は三面

に蓮華をのせた三角形をたて，そのあひだに三つ莱をあしらうた簡素なもの (Rub.VIIJ)，これも第

六i同に多いものである。右子は掌をひろげてあげ，左手 (Pl.61 B)は掌をまへにしてたれ，第三指以

下をかるくまげてゐる。 賓にやさしい，表情のある手つきである。 X宇形にまじはる天衣に，裸

形の肩をすっほ。りとつ Lみ，ながい下裳は腰てしづかりとしめる。 下裳のすそは膝からたれ，墓座

の前面に，ひれのやうにひろが。てゐる。 いはゆる裳かけ座である。 天衣には黒ずんだ朱彩があ

り，賓冠にもある。賓冠の三つ葉は，総青がぬってあてコた。 下裳のひるがへ。た裏には，一部に未彩

をみるが，下裳そのもの L色彩は不明である。 頭髪は朱，額もヰ采も朱てあるのをみると，肉身全

部に，未がぬ。てあ。たのであらうか。

光背は彫刻てなく，めづらしくも彩査である。 全世に黒ずんだ米をぬり，それに墨と総古‘てゑ

がL、てゐる。 まづ外縁に火焔帯，つぎには連珠帯，つぎに重圏帯，事身光のうちがはに坐悌帯をみ
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第四章第卜ー洞一 第十三洞外壁

Fig. 17. Distribution of Niches on Outside WaIls of Cav明 XI-XIII.

る。彫刻でみられ在いのは火焔帯のうちと，連珠帯のうちにある境界線に，封葉の樹枝をみるやう

な，せまい帯版文があることである。 (Pl.58-64， Plan. XIA) 

雨脇侍菩薩は，線刻の蓮座上にたってゐる。天衣と下裳の菩薩で，賓冠も本章と同様である。

黒ずんだ朱は，こ Lにもほ Y全身にbよんてゐる。楠扶額は六直にわかれ，あさい浮彫飛天があら

はされてゐるが，これは天衣と，ながい裳をはねた飛捌型で，身鵠はきゃしゃ，たかい警をつけてゐ

る。雲岡末期特有で，龍門の飛天に通ずる流動的な形式である。帽挟額のうへには，左右四韓づ L

の合掌した比丘が，上半身をあらはして，天蓋飾のもとにならんてゐるO こ』は一様に黒ずんだ米

があり，最初の彩色はかくのごときものかとb もはせる。貫壇には供養者列像がある。 これは北

里につピく男子像である。みな冠をつけ合掌してゐる。肩のところに文字をいれる長方形がある

が，文字はほってない。 (Pl.58，63) 

西壁は尖挟寵のなかに坐悌があらはされてゐる。 b もなが，なで肩，全身にか L る衣も，第六

洞式である。鼻と右手に傷がある。膝の彫りかたが喜庄のやうにあっく，大きく，人韓の比例をこ

はしてゐる。第六洞式の服制で，胸の帯はみえない。裳は右足のうへからと，したからとたれ，大

きく左右にびろがって，まさしく裳かけ陀の形式をとってゐる。悌傑にも朱彩があったわけだが，壁

にもやはり米彩があり，そのうへに患と総青，それに紫色をまじへて光背をゑがいてゐる。同光に

は，うちに重閏帯，つぎに連珠熱:あり，奉身光には，うちから重圏帯，坐悌帯，火焔帯がある。光背

火焔のそとは，蓮華と荷葉との茎をならべてゐるが，蓮華のうへには，小さい化生が，天衣をひるが

へしながらすわ・ってゐるらしい。 それら流麗な曲線は，敦燈石窟第120N洞の北貌式壁査や，龍門

古r;.易洞の線妻IJ文様是想起せしめるもので，まさしく北説の原主である。なほ，その最下に比丘像が

ある。この禽は，さらに左右禽傍の脇侍菩l華と合して五寧像となる o(Pl. 65-71， Plan XIIB) 

1 内圏のなかは蓮華文になってゐるゃうでもあるつ 2 rr龍門石痛の研究JIRub. XXII-XXVII. 
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り~liJiには I[\\ït定}~じ仰をならベ， 1共判jliには界人形を!形る。そのしたは， f:恋村:をP'lfltにわけで，それぞ

れ比仕合掌の{象をあらはす。なほ，そのわきにk;J，二」封の脇侍菩離がたってゐる。たど左JlfM与の部

分は，大きな孔があき，第十一ir，~の-*壁にぬけてゐる。扶似のうへは， λーイ[にいI ll:監づ込 fTf手形の[':-:;

嘗天人がひざまづいてゐる。資壇には，北尽からつぜいてきたム働 f角のflh主主将がならんてゐる。:美

容はよくわからぬが，ひろ袖の lニ火と，ながいド尖とはあきらかで，版さきはあらはしてゐない。

ひろい袖から，子IViーだけをだし合掌してゐる。 とがうた引の在日には，ほそい紋て~fiíl\ï!. な hï I1と1-1全

いれてゐる。裂するにこのiHは，二世11並!.Io.禽(多佐官11と枠泡!牟!己仰)と交脚JZ雌禽(5爾J防法隆)，坐悌翁

(楳;@it.尼偽)とを組みあはせたもので，第一l'二il司によ〈みられる三議形式て?ある o (1'1 .65，69， 

70) 

A)ドは不正の方形(Ruし.VIJll)て， ~I:~と京盛がはがせまく，そのうへ北壁と IJ可壁がはが吟山

してゐる。 各E豆の故上!ぽに， -，-_.角一佐官iji1，'1宇がめぐり，そのうへにほそい栄l天井.1，;:}IJI)があ勺て天)1:に

なる。天)1'.は桁天井て，米凶と 11'j北とに，それぞれ二本づ Lのほそい梁がとほうてゐる。 ベ刀ーは A

4主に黒ずんだよドてぬうてあるが，そのうへに総)ltて7311:がある。まづ，まはりの梁には，綴つなき!Eli

:~(文，伶子の梁に波紋!き平文，それから，その交父駄にそれぞれ~半文をゑがいてゐる。 これはあ

きらかに北線の山中:文て，聞製11;夜jの彩主である。九つの作間はあさく，凶附には大越辛，その1¥'

問の格問には一位づ誌のm天，いちばん中央の格lillには，双能のからんだものを彫る。彫刻はあさ

いか彫て，そのうへに古い彩色がのこり，保存はよいo :f}色は二三和の米てあるが，総jiJもつかひ，

また一部には(1色もつかってゐる。凶.がは中央の飛天の顔，子はI11与をぬってゐる。またj宇!彩の地

にも，あちこちに彩査の文様がのこってゐる。凶形(たぶん蓮華)，十字花などのちらし交政である。

めづらしいが，たしかに北到の文様である。双能はj免税以来の侍統があきらかで， 1民ぞ牙，鱗が和11備

に線刻しである。飛天は尚警形て， -I>'もなが，身位がほそく，以上の三角をゑ古代天火や J止さきの

はねかへる裳が流動感をたかめ，すぐれた*飾的効果を愛知してゐる。手間木JlJIの飛天として代

表的な優秀作てある o(P1. 72-77， Plan XB) 

L第十----':1禽〕 第十一Aìl，~と-Ì>'なじ高さで，その東)jにある。外壁はひどく彼壊しパ、まな弘

めに ~j をひらいてゐるo /.Ulmの組禽て，や Lふかし 11は小さかうたらしい。左右に二位の干1"仰を

彫ってゐる。 C禽に似た二仰並坐の犯であらうか。 j"もなが，なて)，1て，第六il，h¥:の仰i象て拘ある。

いづれも{j子は誕二子，J，:.子は子首をたれてゐる0(1'1.ユ2)

じ第十一 b禽〕 外援がすっかり剥落し，ゃうやく坐仰だけがのこうてゐる。第六il，1式の坐仰

である。右脇1年芯離が禽内にのこり，禽外にも右Jllilt-がたうてゐる。 d禽に似たあさい仰禽て， j".:i" 

なじゃうな尖扶似て。あったらしい o(1'1. .'>2) 

L第十 -c禽〕 禽は/.Ullfiでかなりふかνが，X~内い叶fいに:仰が並坐する。第六il"LAの f')11l%ç

て¥禽外左イiIて )JJ:形の占:像(1'1.81)がある。仙川はひど L、。 }J1:僚の号ちがはに傍よi:;がみえ，!吹
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形がのずってゐるから尖供似てもあったらしい。 (PI.52) 

ftG十・ d禽 l尖Jjh禽に三和1;)]((.1'16.をほ勺てゐる。」かもなが，なで)ふ第六il'i]式のIJlljUiJ。二{')Ilの

rI11!¥11::' L、ま孔 (PI.53参!!日)があり， Ail，~に混じてゐる。 これにより，丙~ 1.'がいかに慌岐してゐるか

合知ることができる。以創には七仰の供{裂をあらはす。禽のおがはは破似してゐるが，1.-:わきに

は:ベtt飾のしたに脇i寺5院がたってゐる。イi脇にもJ;、なじIIM!fがあ4ったことであらう。 'Jミ41b似の

うへには天:;長官I[iが一部分(1'1.52)みえ， ."1-':天)1にうつ Lてゆくさまがわかる。この禽の氷川にも，小

さい側度があったらしい。いま-*躍に日Il命の一部分(PI.B2)がのこり，しかも，その北端にお行する

コfiの文字がある。

太平'11十 :.{I~. tJ J 1-二 11

倣22

Lかし.北議イ'i.f:の-j¥:/I(PI. 5:1参J!i()は， Ail，ijの11目撃にあたり，けづりとられたとふ、もはれる U

したがって， Jj、なじ主|刊本!lJlの作てありながら， d禽はAil'iJよりも一小くひらかれたことが);11られる。

なほこの禽のしたには，彼1[1してゐるが，供1EJfのダIj像があったらしい。 そのまんなかに方形

の目立像J己があうた。います勺かり j札化してゐるが，令山.に文'j:があうたらしくみえる o(1'1. B2) 

[お|・ーじ命〕 五当匂I"J外照小禽Iド，これだけがた Y一つの第八i同式恨併である。主るお1に，HI

容告とた、へ，ゃ、したそむく。ヰlr形のお fはのこってゐるが，1.-:目立{，削nしてゐる。 d<lt;;Jのほん

の.;，/1がみえ，これそにぎ。てゐたと訟もはれる。 144)J奈はす勺かり似jLiしてゐる。同光ーには蓮華

文， '1ミパノレメットElt:IJtf特，火t制作があり，米身光には局光， J，lf氷filh，坐刊|;21h，火hfpIt1hがある。車IIPMな!彫

刻がよくのこり，補彩が全然な L、o *i:まがお八洞よて拘あるだけ，火焔もふとく， i油絡もいかつい。

府IJL文引干のあること，重l制女;のないことも古式の要素ー(Rub，IVE)とみとめられる。光背のそとは，

いまイiわきだけにとほまるが段になうて合千:の正:j警天人がゐる。ゆたかな|勾つきで，五Hi':のう

へにひざまづき， ULlatdillの脆1'1".天人にせまってゐる。泌するに，この禽は約九.第 hl，~の禽と似

て，まはりの仰禽より/1~J 代のさかのぼることが)，JI られる。 (PI. 7B-BO) 

L第十一f禽J d禽のましたにある。 λ二イiにj，:)(サのがur3併がたち， 1干Jffに坐{州議事三二つづ、注

らべてゐる。軒には)ULと悼とが，ていねいに彫ってあり， mu三はμ盤，tkイヒ，伏鉢，相~rm ， 利れが

そろうてゐる。命のしたには 1 ，:1えのドi/~があり，州立;llilzjMfーが，まんなかに}j.7f3の銘 I~正がある。 IA;|: 

には， Kイiに市子治:とび，);-一子て脹ら主主~ }'I'しあげてゐるかうかうである。九百七， m八il，ijにみた僚船

(第I川容，13132，jlIlL谷， 1'1. 40)てあるが，と、のうた，やさし L、!形芸iJである。 1阪五五のうへに六仰のm
Xがとび， 144-[に力、ァランド告さもうてゐる。 11色Aの服装はひろ布11，v'Y形の傑，それにながL、ド袋て

ある。このうへに :JfJ二百;仰と， .-:.ffJ (二葱JiMiiliの天JA:がある。 (PI.BJ) 

翁1"1は坐.Fjl;ifまをあらはす。」かもなが，なで/，1，とくにき宇し宇である。第六il，~式の服装だが，

胸の内火にf1Fはむすんでゐない。則前からシムメトリックにたれた大火は，まんなかで三角形にな
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ってきがり，足さきをかくしてゐる。イi-Tーはあげ，た子は衣端をにぎってゐる。 J114身光は力!~交であ

る。映をひねって，すらりとたった脇侍汗薩のすがた (P1.112)はうつくしい。

この禽外にも，もとは東根があったらし L、。 J二ド二府になり，うへは mtj~禽の交脚答院像，した

は尖供命のーて例l;lr~λ仏像 (Pl. 112)である。安:するに，この外FZも，常初はまだ，かなり前方にで L ゐた

ので，この*壁がワくられたのであるが，たうてい北懸の禽ほどの似はなか勺た。 IJLi~ もあったか

も矢11れないが，もちろん，東照以ト.にひろいものではなかったであらう O それに1((上d禽とのあひ

だの天汁ーも，はeっきりみとめられないので，この f命のまへに， )j形の小X:¥があったとは想像しがた

いのである。(1'1.31-11:l) 

L第十一応禽1 f詣のl'Lj ， ltUTl'iの禽である。なかには λ叫~!lの jÎ.待を)，'a;ってゐる。イifを恥:子形

にし伝子は'乎告さたれ，(11刊行以下をまげてゐる。;to、もながて，なで)11，ふ、Lいことに測がかけてゐ

る。衣交は似Hj(にかさなり，第六ifrOlよの版制。)J旬には内火の帯がむすび11そあらはしそのはしそ

たらしてゐる O これには f禽の本命のごとき三角にたれさが勺た衣端がなL、。 λ:足がながく， T-の

したにあらはされてゐる。大きな理事身光は，例によって外紘に火焔幣がある。 1t1!光の外紘は'1"，1'.刊!l

脅かさね，うちがはに貫liil文書とlまるが.1[1心に蓮 11空交がな L、。恥身光のうちにも ，It 11止の ifi:1在|文に

服、ずるf汀1i*J~1，'1HRub. VD)がある。 これは龍1"J資|場if'lなど龍門![jjの光背に多い。

脇fサ普段、はTtEtをつけ， X'ttj伏の天衣が膝までさがってゐるo .J;)"もなが，なで!日。 l1tf~、形の ilJ1

-Yeに35PflJはなL、。外がはのたれた!腕が，くの'ド形に周州し， :1日がまた，くの'j:形にJii:!rttl Lてゐるの

は特色がある。 11TJJjtjF一同:のうちがはには， Jt斤:の小{裂がある。小さい，合'字した，やさしいすがた

である。牛:-1:1理L身光のうへに飛天，1M!，侍のそとにT-ld!l禽がある。いま-iiJ交で二グiJだけのこ巧てみる

が，もとは，も勺とふかい禽であったことがわかる。 (P1.lll. B2， 84) 

C:l$十一 11禽 f禽の1((ドにある。ふかいは禽て『正I可左イiの L煙からなるoIEI(，jI士二仰1取

得，/':干ij土交仰苔際て.ある。パ)1ーにはInl形の枠をとり， /，会計に飛pこがむきあってゐるのは，興味ふか

L ¥む!Ji:(].lub.VIII)てある。(1'.52)

L第十一 i1ili: 1 に禽のした司 h禽とならんだ川Jfiの禽て.λh仰一三枚そほるυ たきな51L身光はそ

とから:fd丸、飛べ，日たそあらはし， Ittl光には九日15の "I'.I~llがある。 火的はかんたんで，じ命， I命に似

てゐる。光nのいた Y きは，命の天11'になり， i.J:イiに飛又がむきあってゐる (Rub.V A)。本命のか

lまは彼JftLていたいたしL、o .:Þ'もなが，なで)，1の第六i同式てあるO 火交l土宗禽のイ~ÝJに似るが， λー

子の小J行者fのばしてゐるところがちがふ。左右JUWI'1士λイiN;Iiにた勺てゐる。 IBJfFのうちに合'字脆

坐の天人がゐる。光背のそとは以禽ド'Hl千仰禽である D (1'1. 52) 

L第十一 j禽〕 じ禽のド}j， 地凶iに接してほられてゐる。 もと命形て。あったかどうかわからな

1 r出 I IfJ イ i r，troo{Wj~J 1'1. 8， 46-7U しかし， 111防刊の，'i:A::のものに， !J"¥フごな1..'(l川上ii:.lIt-ぺき Jごとであ 1:>う。 111];1ιRuh 

XXIl， XXIII今日rl。
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約四章第 l'--ルl一首1+三lJ'J外壁

Maitreya 

い。中'Jとうへに，小さな第六川ょに交仰tE隣，すなはち揃11幼千寺院(1'1.78)があり，そのしたに千世fJ禽が彫
と4壬kyamunIBuddha 

りである。千例議のrl1央に，や L大きい'1三和IJ禽が-{同あり，手事迦牟尼刊IJの禽て。ある。(1'1.Sl， :>2) 

(第十-kiIllJ h禽， ia:のしたにあたって，ほとんどきえかけてゐる小禽である。第1，il"J式の

坐怖があるが，よくわからない。(1'1.:>1) 

f-m十 a la1 hP5 十-ill~1リ125のしたにある [illmの大命て， JUVLj北の三階からなる。~I:~Xは人民

仰:待。本í:~は時l fJ[予の右子が似.jHL.左子， klt長から己主ドドにかけては，まったくなにもない。内警

もf波11iしてゐる。しかし，飢はよくのこり， .J，>もながて，'~JJがや、すぼまる。f'.Il余が.J，'もたく，貼";tLl 

的なi説|以は'LI品j本J!JIの特色である。第六洞式の日比iI;IJだが，よくみると，内dくは(1字形のゑりもと

で，これにノl'行して似肢の火交がはしってゐる o )俊郎の中央に，たれさがったずかの先端がのこってゐ

る。来1'1':は俄壊してゐるが，布わきにのこった主li陀の-['，i¥からすると，禽|匂いっぱいを r'j抜するほ

ど大きなものであうたことがわかる。同光はうちからi114Z交41F，十六位の坐1~IJ文帯，平身光はそと

から火Xf，女;41F，λ佐官1¥火tlF，fiミノ勺レメット庇iJL交正1Fとならひ，貨に豪華である (Rub.IV A)。京降|交の

ないこと，下パルメット 1，1<，'平交のあることなど，じ議に一致し，それにこの誕の位ìi~_l~ などそ参J!(!にい

れると，このあたりでは， ，、ちばん，rjくつくられたと止もはれる。脇作j九階:は，この光-Irのふちに

たち，ー古1\ くひこんてゐるのは，つまり←・光三徐の形式である。 r るどくとがった資f~形のばü'éを

つけるが，これにはJ其仰がない。 うちがはのずーを胸にあげ，そとがはの子たたれ， Jn~:をかるくうか

してゐる。 x'j'.)lkの天衣は，ながく膝まで注してゐる。 (1'1.8S り2)

点凶椛は[，，])1予の相Ji以盆に，制Jr~の交!則民政がすわうてゐる。長)j形の選応，それに禽そのもの

は Ji.J点の賀川fにの，ってゐる。性i湿の交Jf111f袋はひどく j，).!t壊してゐるが，東聡の像(Fig.27)はよくのこ

り， )/;;，W.itjMJ~てPある。:主j応にか、ずった尖の，そろうてはねかへ・った ~'~~k の巾 *5Í! (PI. 90)がうつくし

い。扶'&'iは六ワの弘法1にわけ.11色Jくたあさく彫り，したにせまい校五五全たれてゐる。 そのうへには

天 ~:i:飾，それから飛天のKJj になる。x..i.:i:的iは人ぷにほられ，三角主飾，ていねいにひだそとった布

的J，三角形と [itlJl予の]民自fJi，みなそろうてゐる (Rub.VIIA. H)。なほ，この脇山i主催はたかい&肢のう

へにたってゐる O すらりとした似たな像である u -~するに，この禽の彫刻は，きはめて似秀である。

点阜の禽内には，な l王後長IJの小高が二三ある。 (PI.H7， CJO) 

[丸1十・1ll1fli;J Uil--iliff n)J;窓の ~hjわきにある。ふかい [(l[Ttlの伐禽てある。人rlはせまく，ト<w

がはに併でもたうてゐたらし L、。いま，すっかりこはれてゐるが，小禽コつが肘肢にならんてゐる

のがみえる。 1九暖rjlj;とに結助IIMJe干r，_したもIjlf裂をあらはしてゐるが，奈川，.は士にうもれ，内野，制，右子

はliJ!i.抗する。第六ilr1式の!日1.iI;IJだが，胸にたれた帯はなく，たむイiI，Jのゑりが，主へにたれ;，:子にか

L る式て， f 寵~j:]: に" -.iXする。 しかしこれは 10出合にぎらず，しとやかに第二指をのばしてゐ

る。飢はうつくしく ，j~.... もい苧 1-.1除，するどい品、将，主([からとがったなlにいたる JI lJ f~íu士WI に似する。

膝にたれた左子や，イfi止さきにか、った火交のわ百科iIな慮Jljtもみのがせない。光背は (]{"b.II1A)豪

今何-， 



ヲミ WiJ，行h.i第一トー:か]

不である。 単身光は，そとから火焔fiF，飛天31F，それから虫!到。 l(~W:は十一七仰の "l>， 刊 I}，市tl也J ， ;;ill1作文

である。火fpi女;のねもとが行Jij~されて， Jf塊やうにあらはされてゐるのは奇，'，である。 (rL 9~) 

ドw脇{年はあさい蓮!引のうへにたつ。Iiftr:11がかけてゐるが，大きな賀球形州たをつけ，すらりと

た勺た古:ちすがたはうつくし L、0' X'{:形にまじはる天衣は，まづ大きく附!日そ jo、ほひ，ついでなが

い3Zが党欣にひろがり，内長な担Ikをしめしてゐる。身tJ;j-光と脇f年Ff日産とのあひだに.ゃ、小形のf，I

努形天人がたってゐるO 大きな賀珠形J'e'I'f全つけ，うちがはの!除をまげたホ。ゥズは，穏化があって

JかもしろL、。 111fTは)仇jにあげ，i111の'市全いだいてゐる。脇g忠商:のそとは八段になってr.仰の小禽

がならんでゐる。

L第十一n翁 1 ;;f~I'ー 111 禽のしたにある，なかばきえか、った小禽である。い主，イiな、めに

むいた"lH!1Ilの iゾド身が，から号じてのこってゐる。 たぶん，これに針L た，たな L めのλl'~仰があった

のであらう。つまり二刊II校在住の命。服従はtfEjt洞式である， (ドL:>1)

〔第十一け禽1 第十一 l禽に持したI(1/ Tl'iの何ぞ，そとがはは風化でなくなってゐる01(fJ!.J6，仰

はひくい，ひろい)jU+~のうへに新聞以坐してゐる。シもながで，勾i もながく，なで)，1の It([0') もいち

じるしいo lfa受は波状の和:~がふかくきさんである。第十六i同本命の波11足立凡髪より.→府形式i'1(Jに

な勺てゐる。ながL 、 1(1梁l士，ほとんど髪際に捻しするどいI，~'梁につ v いてゐる。持はうす\.す

るどく，つよく溺端に反りあがり，いはゆる，'，‘+J111下j微うだそなすっ所[と<fifとには米't-;のあとが.!:tlず

んでのこってゐる。泉 Fのイjj.，常をたれたλ.J¥その:15-1JH以卜1土全りまげてゐる O っくりは，第

八il，il:r¥:のものにくらべると，きゃし苧である。 azj〈iHJtの)Mi/ilJであるが，ひだは比較的むっくりして

ゐる。れれからたれた J.(いk1.<の衣端はたTにか、 1)• frhのやうにながれてゐる。 I句1-<も l必1!Iか

らか Lったやうに.シムメトリックに弧そゑがき，まへでむすんだ帯は，kl<のうへからたiしさがっ

てゐる。耐子のしたからたれる火交は，ていねL、に形式的な反斡 fそっくり‘そのイ;品は.それぞれ

弧W¥ーになって，杭たへた足にか、勺てゐる。 さうして、そのあひだからイi14のみがあらはれてゐるつ

なほ，三つの狐欣のしたには大きく一回に衣端がきがり .kイiにつよくはねひろがうてゐる。 いは

ゆがもかけ時|てある。 fI5八il，1式の!彫刻にくらべて， J<Jl~ iJ ;1勺 ~~~:!Y'1なまるみをすて， Iまそく，形式的

になってゐる。(I'L9~.， 95) 

Yj~ .J;f 光はたきく~命をつ L み，火焔守久:飛天4lF， )11 光からなり，同光l士坐刊~1，ïl， 火焔tilF，頂CI寄付1F ，

蓮 rl~交からなる。火焔交のあらはしかたは，いよいよこ主かし尖鋭化し，主ったく龍門の光'I Tであ

る。ことにl(11光の火仇文はこまかく，いかにも.もえあがる灼のごとくあらはされてゐる。 形式は

さきの禽光??にーづ士するが，火焔のねもとの線道Ijなどぞみると，このみ・が主だしっかり Lて，もとの

~O~I保全もってゐる (Rub ， IIIn)。左右墜にまは，って，脇1年tE院が川討してた，ってゐる。すらりとした

以身の{裂で，たかい賃上止形IiJ'i光をつけてゐる。 それに î~Iitlもたかい。身ffJのすべてにわたる納づ

1 r制勺f;制の研究JRuh. XXIl， XXIII 
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第四章第 1- -lfc~- ;;n I・三例外市

くりが，この像のいちじるしい特徴である。 k衣はド同!白書~j-J'、ほうてさがり， X乍H止にまじはったと

ころに，大きな際環をつけてゐるのがiI:芯〈される。本命率身〉むとのあひだに，小7f多の介字:Lた高筈

:ベ人が-:lHたってゐる。 1m卜.にはiふく警があり， liJ'i光があり，雨膝ぞかるくうかしてゐるのが特徴的

である。 11M与・のそとに千仰の制Il禽がならび， 111禽， g禽とむなじ構造である。まるいベ)1ーには a 針

のifVくがあらはされてある。

〔第十一p禽J \:l'~ l' '0禽のした，地図[に慢した禽である。 Ml化がひどく，拡1II1.Aの供刊Ilであ

ることだけが，からうじてわかる。J1J'i髪にはこまかい波状の彫りがある。 (PI.'lo) 

2 {J~ -1-二例外経の消禽

みí~ 1-二i同外墜には八つのJílí禽がある。これ~品禽， b 禽， C 禽， d 禽， c禽， f禽， g禽， h禽とな

づける。 b禽， c禽， d禽は(15十ごill1]I"J口の東印刷:にそうで， I.， Fにならんてゐるが，ほとんどきえて

ゐて，じ命の二刊Il抜坐， d命の坐悌三せが，ゃうとわかるね皮である。第十二 :a禽はれ十一 III禽に接

してゐるが，こ Lの外経は一段と l形 1)こまれて， ，j:~....のづから区別がある。第十二に禽の四ーでも，外

IRl士bなじく彫りこまれてゐる。つまり，第十三)111]の外股だけは，全胞に彫りこまれてゐることが

オ〉由、る"(1'1. 97) 

Lat十三 a禽〕 第十一111禽のIJlj隣，や L たかくい:ほしてゐる。禽11左右に-f'.jの七HTmがあ

り，その1'rJ什につづ、の刊Il禽がならんてゐる。各府の以肢が全然活j成してゐないのが，特f!kな構

法である。ヰのj二プj，供在J'iI土彼tt¥してなにものこらないが，第十一 f禽のごとく，天訟と縦制との

装飾があったであらう u (1'1.りお)入nの法長は， rj 1央に方形の銘医をのこし，k-fiシムメトリックに

合常のj七日集そ五撚づ、ならべ， i~~:出に獅子主~;t，'\o Ijl央:の銘区は L縁がかけ，下部が風化してゐ

るが，六セ γヂ大のたきな字で J:::~ 々としてゐる。六行，1fの'ft数は不nJL (PL 105B) 
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，ノ、

女;r13lJUltjとあるのは，たぶん民IUJ;己/'1'.(A.D. .500)のことぜあらう。

翁l句には，県刊Ilkrjl心に L た ~h'. 1:幻裂をふ、さめる。初Ilはひくい時にすわり，火のすそがひろくた

れさがってゐる。肉祭は商事干のごとくたかく， J~"" もながで， ~;ffがほそい。!日はなで肩で，悌刺はほっ

そり Lてゐるが， I践はわりあひにあつみがある。イi子i士J手H ]f多，左予は学:告さまへにたれ，第一，第二
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ゴミ|刊行iiX第 l 二泊IJ

指ぞのばしてゐる。第六i同式の nlJ.í!i!Jて~， I勺火の貯がまんなかでむすは:h，まへにたれさがってゐる O

大火のはしは，結馴した右足にかおって三つにわかれ，それが弧;伐をなしてさがること第十一IIIρ

翁に止なじである。i1J:身光は，そとから二つの火hPJl!?，坐仰イ1F，:刑事lfilF，)ll光となり， '1L1廷にわかれ

てゐる。なかの同光は火#i帯，めづらしい辿球併，荒陶羽lh，それと迩 I作文(Rub.VI 1けからなる。基

身YtとI(U光のそとに，火hfdFそ立与、いたのは，';式であるが，重|也l併のあたらしい要素がはL、り， A.t:米

併のまうたくめづらしいI可~.~(ぷさへくは L うてゐる。床文のあひだに， .-つづおの4卓球交をふ、いて

ゐる。第十一Ail，'Jの彩占光i'tに£、なじである。

左右わきには，脇iJiiZ践がJ~{tkJ仰良光宏いた包き}耐えを $'1まひX字形にまじはるベ交と， f砕か

らうへ告と折りかへした，ナそながいド誌とをつけてゐる。 子はきゃしゃで，やさしく，しかしそのま

げβはつよく，特妹なアクセントをもうてゐる O 来1十:は凶似のごとく，そのしたに耐子をさ Lあげ

て UJ~A[~する依1'，1'; 制限うてゐる。単身光とのあひだに，小形の合!宇:比斤"があqてih--$113式である。左

右の側壁は千世11の小禽を彫る。一段凶畠または 11:禽て，)L段になってゐる O 最ドには比 II:を先立a'i

に俗人供三主者のタリ像がある。議の天井は-ZIの7雨天である。納Uひろく，胸のたれた上火と，なが

い 1:裳をつけ，たかL、苦手をいたぜいたすがたは，まさに宙11~J' の官女てある。陶1先にかけた天火を大

きくうしろになびかせてゐる。*がはの飛天の下:ii・がくろいのは，米をぬうたせゐてあるが，光背

の火焔もあかく，本往のjZ，顔もあかい。それに天井の一部には，あらいがなにか，花形をちらした

やうな彩文があるなど，この結翁はぜんたいに米彩のあとがある。それは創建常時のものと必も

はれるが，ほとんど氷一色を， ¥ 、ろいろの花Jll::に，ほどこしてゐるばかりて，いまはせ;んたいに::t~ず

んだJいをみるのみである。 (Pl.98-lOS) 

し第十二L，仁， J禽〕 第 1-二辻禽のした， CJL十二il'iJ~"J 口 IJUijjの柱にそうて， b， c， dといふ L うに

ならんてゐる。いづれも風化がはなはだしいが， b禽はとくにひどく，た x小禽があると L¥ふばか

りで，なにものもみとめられないo C議は二世fl抜坐である。 d議は杭i扶禽て，三i:]l':形式の/.l'>.仰をふ、

さめてゐる。それに初扶禽はめづらしく ，T-仰の列禽からなうてゐる。1>高と ι禽とのあひだに，

なにか像のやうな波法があるが，どういふものであるかわからない。(1'1.97)

¥第十二じ禽 l 第十二i~~ 1f. 1可のうへ，ほどtJ1 .tJとに枚目してゐる o ~rl;':布にー釣の七R ト時があ

り，ド紘にはかすかに{jl;主主必の列像がある。となりの‘l禽に似た外形であうたらう。 IYJ:n主に551〈114

式のλltwrLt主がある。|勾fg，苦iXU自[に多少:tIliおはあるが，和11づくりのよくと誌のった仰である。県身

光は，また惚剣~tJiHIIIて，そとから火焔，~天， λUJfl，辿珠， )，J光とならび，似I光は飛天，~V'_1'札辿球， iilj-flt

とい..j.... ¥.うに配iiqされてゐる。文絞殺のかずも多く，交;似のひとつひとつが級車111て，さう L、ふ.0:'J.!と

からすると，もっともす Lんだ知命(Rub.VL\)である。天 :)1 には大きな飛天が，1.:右から光-{-~者三

はさんでとんてゐる。

だイiの1おけ色:薩は，やはりすんなりとほそい。 Lかし，ほかの脇作にくらべると，わりにまる
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第四章第十一 桐一 第十三桐外壁

みをもった彫り方てある。顔はうつくしく，賓冠は第六洞式の三角形を三面にもったものである。

この緒禽は，めづらしく左右壁が千仰禽て左い。東壁は坐仰の尖扶禽と，交脚菩薩の楯扶禽と

の二段からなり，西壁は坐併の尖扶禽二段からなる。東壁上府の{~I}は頭部をうし在って補修だが，

衣文は第六洞式で，まへに弧肢の衣端がたれてゐる。右手をあげ，左手はたれて，第一指と第二指

をのばしてゐる。西壁上唐は遁屑の蹄定すがた，かさねた手もうつくしく，左右にみえる屑光も堂

々としてゐる。とれも頭部をfJ決き，補修のときの孔がのこるのみ。下居の禽は，どちらもふかくう

まってゐるが，わづかにあらはれた本章の頭部はうつくしい。木牟の左右脇侍の面貌によく似てゐ

る。ちゃう ど一人はいれるばかりの小窟であるから，一人の工人Kよってしあげられた結果とk

もはれる。(Pl.106， 107) 

〔第十二 f，g，h禽) f禽は e禽の西にある，あさい命て，左かに第六洞式の坐仰三主主がみえる。

g禽は，その西にある，や Lふかし3禽て，これにも第六洞式の坐悌三寧があり，天井には蓮華と飛天

がある (Rub.VIIE)0 h禽は，そのしたにあり，小さくてなにものこってゐない。(Pl.97) 

3 第十三 洞外壁の宛禽

第十三洞の西K第十三A洞とよぶー窟がある。 これらの外壁に aから Zにいたる二十六の緒

禽がある。それらの配置は，だいたいにふ、いて無秩序であるo $--もひkもひに，逐次開饗されてい

ったものらしい。(Pl.97， 108) 

第十三A洞の西は岩が南にのびてゐる。これは五華洞外壁を整備するまへの岩壁の航態をし

めすものである。その東面した壁は垂直にきりと Lのへられてゐて，またいくつかの籍禽がひら

かれてゐる。いま dから h'にいたる八禽がある。 f'命のkくがやぶれてゐて，こ Lから第十三B

I同のなかにはいれる。これは中央に .. CA VE XIIIB .. CA "E XIIlA 

方柱をもった未完成洞て，南がはに

明窓(Fig・18)がべつに口をひらいて

ゐる。(Pl.110) 

〔第十三A洞)~'第十三洞の西隣

にある未完成洞である。外壁には左

右に二本の柱がほりのこされ，それ

に隅柱が二本て正面三間となる。柱

はなんの彫飾もなく，方形のま Lだ

ったらしい。風化がはなはだしく，

外壁のやうすはわから在いが，上部
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雲岡石間第十三 桐

は一段平らになってゐるところをみると，こ Lに屋形のっくりだしでもつくったか，つくるつもり

てあ。たとbもはれる。その貼は第九，第十洞の外壁に似てゐる。そのうへの垂直の壁は，第十三

洞の外壁につ川、てゐる。したがずって，この第十三A洞の部分は，すこし突出してゐるわけである。

(Fig・13)

洞内は平面長方形である。東西約 11.00m，南北約 7.50m。四壁よりなるが， lfJ壁は柱のみで，

その柱の面に多数の悌禽彫刻がある。他の三星空は，とくに記すべき彫刻もないが，た Y 束壁にー

併禽があり，天井の蓮華(Rub.VII D)がのこ。てゐる。

。
"ー

2 3 

第卜九岡第十三 Bi同 7¥'i面および断 面 闘

Fig. 19. Plan and Section of C乱veXIIIH. 

南壁の柱上には多くの小禽がぎっしりならんてゐる。 しかし，その配列には，なんの秩序もな

い。石窟構造の明確な設計がみえないのである。 といふより， Ai窟の遊詩は，なにかの理由て中止

されたのである。た¥;'，あとからの敬度な供養者たちが，のこうた壁而を利用したといふにすぎな

いのである。すべてが北規末期の迫刻てある。たしこ Lには断片的ながら数個の遣像記が設見

された。けれども，それは，みな「造像一」「比丘」「悌弟子」「道人」などの判読が可能なのみである O

また一部の悌寵には，第十三洞南壁の迫刻寵にみたやうな騎象菩薩の像 (Pl.113A)が，みとめられ

た。 それは，第十三洞内のとちがひ，禽の本主主としてあらはされてゐる。 まことに，めづらしい仰

禽て，ほかにはみないのである。象にのヮた菩薩は，いふまでもなく普賢菩薩てある O 「法華経j(大
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正大蔵経，第九巻)最後の「普賢菩薩勘設品」第二十八にとくごとく，懇迦牟尼悌の説法を議して東

方よりきたり，r法華経」の護持をちかった，その菩薩てある。

要するに，この石窟は.，石窟そのものとして，とりあげるほどのものではない。た u迫刻小禽

に，雲同末期の情況をうか Yふ資料があるのみである。 (Pl.108， 112-114) 

〔第十三Bt同〕 凶三洞の西端，つまり中央群の西端に，そでのやうにのこされた岩塊がある O

これに襲りこまれて未完成の方柱窟がある。いま束面の壁に口をひらいてゐるのは，本来のもの

でなL、。 f禽をひらいた Lめに破損した孔である。南がはに本来の口があるが， ¥，，，まあるものは

明窓て，門口はうまってゐるらしい。 (Fig・13，20)

なかにはいると幅4.50m，奥行5.00mばかりの方形の窟。いま北壁と西壁とが，とくにふかく

なってゐるため，現肢をも。てはかると奥行は6.20mある O まんなかに東西2.20m西北1.80mの方柱

がある。方柱にはなにも彫ってなし、。床はかなりうまってゐるが，天井までの高さは，いま 3.90m，

East Wall 
東壁

L2  3 5ro 
ニニニニ=二二ヰニ二二二二二二二二司

WestWaI1 
商墜

第 二 卜 岡 第卜三 B 洞壁面固 Fig. 20. Elevations of Walls， Cave XIU B. 

傾耕して，奥にゆくほどたかい。 (Fig.19)

南壁は明窓の幅1.15m，門口の幅1.50m，みなアァヂ形てある。全暗にあら彫りの饗あとをもつ

が，上府東部に三立像，西部に三立像を彫るべくあたりをつけてゐる。下層は東部に奉子形の坐悌

をー禽彫るべく準備をしてゐる。西壁はほとんどなにもない。けれども線だけはきざんで，市禽

とr[1告との区別はしてゐる。坐仰の禽てあることも，もうすでに確定してゐるわけである。

東壁はもっとも工程がす Lんてゐる。 まづ上下二!母になり，南中北の三禽がならび，合計六寵

である。どれも完成してゐないあら彫りのま』である。 しかし縦横に線をひいて，わりつけ設計

をしたことは，よくうかむはれる。 こL までくると，坐像も侍像も交脚像もよくわかるが，それと

ともに，楯供禽か尖扶禽の区別，天蓋装飾，供養者の貼景なども，もう確定してゐるのである。北壁

と西壁のbくは，平面闘でわかるやうに崩壊したためか，とくにくぼんてゐる。あるひは，かうい

ふことが，未完成にをはらした原因かも知れない。といふより，両三洞外壁の禽も，西にくるほど未
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完成のものが多いのをみると，この);ttの未完成も，もっと一般的なi由況のもとにbこ，ったのかとふ、

もはれる。なにぶん，あら彫りばかりであるから，これらの十:，hi:i'1'J付':i司ぞあきらかにしがたいが，

第十三A洞とともに，太和の末年の1'1'と解されるつ各命の像l士，だいたい供六il"1:rl:の7fJ慨だが，み

な石流汁ZEI12のもので，け勺Lてili刻てない駄がil'cむ;ざるべきである。 (Fig.20)

〔第十三a禽ヲ 東隣の第十三g禽とのあいだには，岩以にたてにきりこみがある。この禽は

ふかいが，本主主の坐仰は未完成である。それにだれ唱の仰川象は完成してゐる。さうして，A二の脇

fHキ薩(Fig.23)も，すこしてきあがってゐるらし L、。それから.本命にか Lったのであらうか，あら

彫りて， ¥ま，."1'，符ができあがってゐるのみ。しかし恥子の Fはみとめられる。かうして，しだL、に

こまかくしあげてゆく丁.和が，これから祭せられるのはさ;さである。光1~，天 JI'は，主だ }iiT してゐ

ないのである。

a禽のうへに，や h禽形にくぼんだところがある。左イiにふかく講を繋りこんでゐるのは.か

うL、ふふうに Lて，主づ小ざい 11の命を彫り，しだいに麿1Mにほりす弘めて， ri持(裂をつ〈るものと

祭せられる。主~n:\の工程を知るうへに興味がふかい。 (P1. 97) 

c:r~ 十三h禽〕 あさい仰禽に，lIuのこはれた坐仰がやっとのこoてゐる。第六ilわにの制づくり

である。 (PIり7)

[第十三 c禽刊 第十三洞I"JrJの束にある。柿洪械があり.1f杭がたつ。附快制は第十三 d禽

てみたやうに干仰禽をもうてうめてゐる。奥:墜には第六洞式の^[".仰が蓮践のうへにすわうてゐる。

光背は織車I l\ h 火焔光'I~ (Rub. JV 1けて，つよく天j11にもえあがり，せまくな.~た天井には小さい~れ

を巾心に，これも繊細いな.円，rt告の~天(Rub. JVc)があらはされてゐる。 j，Ai照にl士，脇刊11占:f'吹と脇

n・jii薩がたつてゐる。(1'1り7)

[司11-i(1禽、l 三&"1".刊11の禽.い主はず勺かり風化して，その輸出令存するのみであるの幅約

2.00凧奥行約1.00m，kイiM;てには千偽禽があったら L¥、。(1'1.97) 

C;;jll'二ミ e，f.只街、l この三禽は第 十三ìr，~I"J 11とIl}j窓との中間にあり， 1日]形式て，たピしくなら

んてゐる。 l~'lijさ約 150m，J)，!イl'奥行O.80m，いづれも *IJLj北のミ壊からなり，北暁l士尖扶禽に坐相11二三

f宇 (Fig・ 241 告さぼる O 本 ~ijtはJïú部制iJtlti してゐるが，f裂は第六かl式で.裳l土手如来にたれか、勺てゐる υ

挟叡iにはいづれも七つの小A佐官f1 事~I彩る。 JI-:J~I白土.いづれも交脚 j年薩の何供禽 (F尽・ 2;;) で，その県líは

お(~十一 l 禽に一致する o 1" A\~は C 命がご fiJ~Df坐:の尖扶禽司 f命がアシ弓力[ê施トー附紘像，に禽は .=...1主

坐仰禽(Fig.26)てある。天)f'.は7f'TI1で， g命は三1ltの蓮華があり，二関づ、の飛天がたれから，そ

れぞさ hへてゐる u (Rub. VIIc， 1'1. 97) 

〔白5十'.h禽J~ヒ墜に二備投坐の7こ扶命事f あらはしてゐる。た千f墜にもで士{袋があり， j!Lj慢ρ

}F111;坐f.J~(Fig. 33)がみえてゐる。 (PI.97) 

C第十三 I命] ふかい禽て方に三命告さ彫るが，禽形はないらしL、。奥県のλ1¥仰はやミ大き
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く，結蜘朕坐。左l協{寺(Fig..30)は本主主のえiにむかひ，な hめにたち，天衣と下裳てからだをつ九

み，貿冠をつけてゐる。本:i'Jの貨冠 (Rub.VlIK)には化仰がある。単身光は火焔帯，坐制1;帯，霊l剣

filF，日光，回光にも λI~仰帯，重陥|帯，五lilW交を彫る。わりに大まかな立医で，火焔もかんたんである。

しかし，全仰に形式化のあとがみえる。}こ'J1:のr[1心(Rub.Vc)に蓮華を彫りつの光背とのあひ

だに飛天を配してゐる。 IJLjWは，fJ¥!tAの坐仰，)，jt穫は交脚菩薩(Fi・g29)である。化相1;のある，りっぱ

な資冠をつけ.筑冠のひもたんイiにはねかへしてゐる。務i貌もよくと LのってうつくしL¥(1'1. 97) 

C2江[け

づfたこ，うつくしいd企~.i仰!格払(伊Fi氾g.28匂)てあつた。命傍の j協同=も，ほとんど識別しがたいまでに俄反してゐ

る0(1'1.9i) 

L第十二三k趨J 第十 _'.if，iJ!RiJ:はのl!i¥lil'liにつりあふやうな命であるが， }札化ははなはだしい。

三主主坐仰に，~ ，大きな五H時のあったことが知られるのみである。悩約2.00m，奥行系-j0.90mo(l'1.9i) 

L第十三 I，m議] こ誌は第十三，AifriJわきで，すこしっきだしてゐる。そのためか，この禽はあ

さL、。 l命はミ曾λ['，仰のぐた扶禽， Jl1禽は胤化でよくわからないが.二仰並λ1'.の命らしい，，(1'1.108)

[第十三 11，0命) II iilIも向JiJiにあり， I村部は刷境してゐるが， 1 命式の :.M~てとサの配ifall!て，束盗

は交!肉lj子高じである。 同11互は州tぇ;の坐Ml(Fig. 22) て，創の表'IW は北~J't'+よそまによく似てゐる。，j，;:JJは

第六i/'iJ式，とくに和1/づくりで，克イiのj刷年(Fig・21)もほそい。本主主の光-I?(Rub.IV Jl) は堂々として

ゐるが，や h粗略に感じられる。り i箔は三階ミ制!lのふかいtiiである v(1'1. ] ()日)

C :~'~十三 p 禽] ベ:0， )j形にちかい命て，奥!~はt(~/\~トi互にの三:;:1λ1".j.)il，IJ可壁CFig.22)は坐仰のtJI日

扶命(伏山 Vllド)， !U!l，(も立子なじく翁像てあらう"(]'I. JO日)

じれトミ ιl-Z'Griコ その他のi翁も，すべて正liIi，j，;:i:;tに'[".仰をほる。いづれも'兵/，'iiJ本!日lふうのi象

式てある。 X禽はあさいが.その他はみなふかい流布である。 もとより羽イ1:では)札化のため， TjillflI 

がかなり崩落してゐるわけである。 このうちし1I三議は本完成の仰像がある。坐仰のだいたいを

なH裂させる形式てあるが， 116EてはIJLj壁のほそい坐仰だけが完成してゐてめづらしい。 w命， Y ii1i:は

方形平mにちかく，央，，~~坐刊1;はGlI:t診をもたぬが，東西民にはそれぞれ一つづ L の刊1;翁がある。 なほ

tiE-l-i Ailif外hl，i~，:.，あさい仰通が--u1iにあうたゃうである。いま，ほとんどなくなうてゐるが， IJLj端

にわづかにのこ勺てゐるJ易し上がある。(1'1.10リ)

じ:;(け・=.a'， L'， c'パlrj在J a':iむ d''ií!Iはよくわからないが，ふかい三度制のJi:r~である。b' iillは

第六洞よの :.J3J"'=!.{!:.仰をふ、さめ， λe-;(i 壁は千十"Il~をもってうめてゐる。脇f-!fは 1~1i.il iしてゐるが， --1~~主

はかなり{辺秀の作てーある。 た v火1:e1光背(Rub.¥'B)はや Lあさく，形式化のあとがあ戸ほふへくも

ないり (PI.[IO，[lJ) 

f_~"汁正ミピ，f'命J じ， ，'ili.はほとんと1料成してゐる，あさい仰詣である。 それでも 1，1'_仰とIUM!iの

。:像が，からうじて減別できる。 この禽のだ引につむき， tfElaiy日の白iiTl可にわた"て正反IJの小禽が
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ある。このけJ隣のf'禽は内部の造像不明であるが，第十三日洞の東にはいる口があいてゐる。

[第十三ιhr，iF禽J i'禽はふかいが大部分うまうてゐるうへに，ほとんど風化してしまった

詣である。ピ禽は d命に似たJ二.墜竺等制の禽， h'命は風化して，なにものこさない空命である。な

lまi'命のうへに，あさいノl、仰禽がいくつかならんてゐる。それぞれ狐古:Lた小禽であらうが， iF禽

の附嵐のごとくにもみえる o(Pl. 110) 
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終章

第十三洞三五華洞外壁窟寵の特徴

第十三j同l士F:J(な本徐々 つ〈勺た大iイiXKである。このやうな大石伐を，すみずみまで言1112的に

ほりぬくことは符易なことでない。この正i})¥は北J.f3:.の刈象，交脚善隣によって統一ーされてはゐるが

!Ujl可市の之島宅には， j叶まぜいの和li徒たちの，さまざまな活{制民主の集積をみる。
Maitrev弘

1) 1司{袋取的にみると，この第十 '.i同は5時j~，JJ大像そ ~H仰する石1;-(ぜある。公取五1Kのうちで

は， tr~-I ・七il，~カ:j';:J-"なじ{急売もってゐる。'Jk l司に必いて嬬粉{祭を一本主主とする有利は.この二洞にかぎ

らぬが，このやうに洞内い勺ぱいのたきさにほったのはほかにない。いったい，雲lil;]iiKAiXKが刊¥i坐
討ikyamuni

像、古:j象のほかに，仰向rl，;請をこのんで表現してゐることは，線迦仰い仰がさかんであ.)たことをもの
1) MaitreY，l 

がたってゐる。交仰斉薩像，すなはち1~~jWJの251象の多いことも，将迦仰の紙求者としての側切であ

って，主たw迦l ， i'仰のー而である。うとl拠五XKては 1%~十七洞の本主主が5雨刊像てある。巾央諸j同でも.

いくらもみられるが，第十三I，~ては本命大閣制]像のほか， lrH\( と東照とに大小十三例の嫡肋f裂があ

る。丙，，~の諸命をく l土へると.もっと多い数にのぼるであらう。これは笠岡の崇{弗家が，捕物信仰

にX!¥のあdったE澄占長である o 部門のずf防ìrr~ は.この{事統をうけついてゐる。

IYifti，足の仰川製じ燃は，もとより，このf附'}J傑に;'¥l'.f地、すべくつくられた過去の-t::f9¥iである。たピ

;左像技式ヒのキIH主があるが，それはのちにのベるやうに.中途の鑓改にもとずくもので，このイi'fd

としては，それら全介して，地去未来の写像貯金ゑがきださうとしたことは，いふまでもないこと

であらう。

2) 二仰故処の禽は，交脚 J干miの命にかとらないほど多い。東権第四府に二，第三N干にー，第

三!什に二第・)什に-:，.fr1!I，UU¥11にー，j1可郎に A である O これは公llfffJL rt+'iにも，しばしばほられてを

り，第じi同Jヒ"¥¥':(本書，泊四:rs， P!. .30)では442主としてあらはきれ， t15Jし215十洞の前宅(本戸i:，第六

谷.PI. 1 :1， 14， :;~じ巻， Pl. 20，21)にもある。 これらの石窟は，一洞一建収であるが，M5十三i同では，

仰命こ'とに也、'Ci'iがちがふ。 したがって，浩命数の多いのは， E13究者の多いことをものかたるもの

である。

.3) 交|即iZ隣禽は， it々 .ほかの{iJ¥l街とくみあはせてつくられる。

1 Y正キバ丹F争r主邸側:教史研究JJ!O;( 1942in'j， p 日71ー側0，または山首1"11i慌の術冗j.~lm耳5 ・， p.227-231

" r龍門fi慌の附究.iw107 
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宝|刊行窟第卜 i洞

(ユ) l̂へ側i禽 と の結合 南限 l:JFf東部 1'.命 (PI. 10) 

rfi樫上!脅川部ド禽 (PI. 11) 

市爆ド!性中 i~l\中央:小禽 (PI. 17) 

東盤ノド曾光背内小禽 (1'1. 36) 

(l>)二仰'，]f，:坐命との結合 東基Eat-J什北端命 (PI. 3:1) 

市町てドff.J-t!t古1¥東小禽 (1'1. 1 i) 

出盛ドJ('ft 1 t;~I\ I)~j小 i危 (1'1. 17) 

(c) Î;.仰命，二刊11並 Î;.禽との結合 l H!\モ 1'.肘 IJLj 白~:IUぷ匡 (1'1. 11) 

バ4墜第三!砕fQllM!: (Pl. 29) 

~{湿なFL A「什~I::~~J'J、盆 (1'1. :14) 
¥hitrιya B"dhisaUva S;tkyιl¥l¥lllli Buddha 

いふまでもなく交脚τ答|薩はう閣初J菩首長であり，このλ叫JllはW;Jm* J t!， f#lて拘あり，二例並外主は料迦仰と多
l'rabhlltaraina Buddhu 

資仰てある。九日 '-ìr，~ r珂窓東側の太和十九年禽(A.D.，1，9:))は (a)の形式であり， fiE十七I同町j窓来側

の太和十三年sj;(A.D.189)は (b)の形式であり，第一，第二の一隻ir'J.第九，第十の -1l.f'ìl，~もそれぞ

れ (a) の形式ーであり，第七1日北~íU'. ド禽は (b) の形式てある。 さらに第十一.A iriqは.---:nrのうちに三

禽をあはせた (c)形式，第十一湖東尾の木和七年禽(A.D.1.g引は (c)形式て"あるうへに.}¥.I'八仰の

賢劫T・制|;，d21主主，完封;J立証，語読312最までくはへてゐる。

4) T-仰は束i!Lj.l翌の第五府に彫られてゐるo A:.i XT: 1付に Hllをほることは，芸|刊彫刻家のつね

てあり，公取五泊以来さかんである。中央諸淵ては， m七， m八仰のj)Ijヰミメ:右墜に大規校にあり，第

十ilヰ第五ìr~の明窓側感.にあるo 第十--ìir'Jては:.4tilÆ上R千(太平[トヒ年のiiE像)とド!什. r有壁扶ド'Jのうへ

に膨られてゐる。また古U~'J古防洞にも左右の最上尉にみとめられる}。

2 

つぎに石派の檎ili上の特色をのべよう。

1) とのÆi~は北棋大5爾物像を彫りだすためのJ、は回大詣である o A i'~il:の 12Ji さにくらべて

奥ゆきはせまい。公|幌五似をうけつぎ，のちにお(uLìI，~に設反する構造てある。 1((岐には， ~í:桝h大{象

を本館とした第十七洞が，この洞の防{別であるo 第十仁川は第|子'.ii"Jよりもせまく，周援l土木主主に

せまってゐる。

2) lRrJLiI旬の二盗が.1まd什)子をなしてゐる。これは第十七別になく，ほかの公昭:ti.郊にも，み

1 ζ山総はやけI-i式のちがったものである。

2 こ心筋が一割[であろかどうカミにツいては:f1(極的i澄械を品川。 し泊，L.!hUω ー致が7}-.'，る。

" A きさを叫に「るが， !iu¥ftむなじである。 ー角形にあまった不1'11ζ，I t 1)こんだと l'j]， iX， 'i3'然である0

4 1!'ITlll"J {I測の(JfJt:JFi耳 1市，州
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いだせない。しかし点内.確.の幅は水管光OI'Jがのびてゐるから，上府と FI什とでちがってゐる。この

鮎ては第九.hyLiAihq主宝がや L似てゐる。第九，第十ifi"iJでは府は， 1限度そくはへて1"1府であり， 1宇!件

下総に蓮鴻女;帯の総fifrjがあった。こ、ではIJ要F怪奇のぞいては， 1腎援は三!什， JRr1lj曜は五府になるが，

j限度とのさかひ以外には蓮郷交帯はない。 とにかく，府而の府序は，この石J~，{ の~~:~.初Jの汁t!!ーとみら

れる。 しかし，府}子によってJRIJLi慣を1'.t[照的に，市壁東丙71都合シムメトリヴクにすることはあまり

品主将てない。た~， r持照最 l二府の京IJli命とド貯の束丙命とは一致し l友jJli盤第五附はともにT併z

告とともなった仰命であり， 11安感はI，;J形式のflh益者ーである。だから， $'1ま主かには.たがひに照臆して

ゐるといふことがいへる。 IJ要壁のド!待に{Jt主将・たならべたのはふつうであるが，腹壁の上I(すに脆

坐f12主の犬人をほったのはめづらしい。

:3 ) 最|二府には奏楽天人の列禽があるO これは第七， m八，第九，第十ir~の形式なうけついだ

もので，第一，第三， 245六iJI~ ともお、なじである。

~) KJI:は王子mである。面積はせまいが，これに発i訟をほってゐる。第一.第三:ìJ，~に似てゐる

が，41E法とは遊離してゐる。

3 

似l;6誌の装飾では，つぎの消駄が指摘される。

1) 禽形は7ミ供， tliH兵，t豆形の三槌がある。天11iは1有11モ巾!昔の尾形のしたに，もちひられてゐ

る。実+JtJiÍÎ には λ民仰者?ならへたものが多く，一二は lJn江のかざり(東.!l，~ i;(~ 内情北;命.2iEー府第三下

命)，主た処女のもの(点眼:;rml什8ii.1有座東川 l二府命)もある。開挟命では三軍側扶がめづらしい。

束幌町5- ・!Ff第二三命にみられるが，きはめて司王!I~である。用形命は -"1，扶がなく，また飛帳もなく.ぞf

H許可手てある。

2) 光1'JはJヒ底本tt光1'i'， [有座主'1 J貯の七世r，の光 'I~ に JI~也、な火焔の装飾がある。 それをのぞけ

ば束IJli1対照の活禽はほとんどなく，まれに無交の凶光ぞみるのみである。 もっとも，これらはいま

補彩のため原形をはっきりしないが，この貼は第七，第八洞主主同盤の諸命に似てゐるO

3) 袈nffJ交段は注調昨交1，Vドと 18)'.'(文帯とにわけられる。蓮郷文1，1;<は JR.!\Î. W耳暖のj二紘と東照~~_.... 

!??北禽のド紘とにある。 1#，~l:(交はイ'~ÝJ 光 1'î'のふ、ほひに，うつくしくのこ司てゐる o '1モノりしメヴト並

列交と波Hた交であるが， *J~がきはめて繊細lになってゐる o ì有照*凶ド!荷命の主主ドE トード紘には ~Iモパル

メット波紋交がある O また供門側墜に環つなぎ!jf:IJL文，外用1"]r.の十!日にも1昌平交がある。この三つ

は第九，第十i刊の交伐に似てゐるが.イベモt大光iYの!怠草:の入念な技法，気品のある表現は大いに注

意される。
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4 

つぎに，H多重IJ十五式をみよう。

まづ4:1:主の交脚菩薩像であるが，これは補修がはなはだしいので政，r~の規司f~がつけられない。

第十七洞必よび第七i凡iヒ椛の交脚千寺院像よりは形式化 L，のちのものであるo この石錆で，もっと

も補修をのこさぬ彫刻をもとめるならば， rDj;&;側担の存除。:像である。これは，さいはひに原形を

よくたもってゐる。}演や，からだのゆたかなモデリング，衣交の流邸な紋長IJをとほして， IJ'J憾のまる

みを表J~~ したこと，フ4衣や)拘の攻略など，内‘方的喬 14 のたかL 、 1F|l百l 千1リj[JJのものに似てゐること，

bそらく，第七， LfC八iHにっぽく時代に膨られたものとふ、もはれる。 さらに矧l句"持禽のf.J!l像は，術

彩にわざはひされてゐるが，すへて偏組イiJ日て， :;r~)L，第十i/r;J式であるO ひろい!日や )W，引をしめし，ゆ

たかなからだっきである。しかも，光~r~が r~j長ーである。本主主交脚芯)励像と Jがなじ以式て，第七から

第十洞の彫刻にちかい。 )J県単の脆坐供誌の天人像も，ttEヒ，第八i同の供主i'iダリ像にもとづくもので

あうて，いくらか:形，Aイヒのあとがある。

例外的な彫刻は，京区第一対JUiii，大光背1¥1の諸禽と，第寸千第二列 1:府禽の:;'(!七の議議， 1何時く

では 1:)(千rjt部の小禽と1¥'貯のじ仰である。

さて，ま勺たく tl.r七を呉ーにした南援rlt婦の七似1 叶~は，版制からみて第六 ì/rUのものにきはめて

ちかい。第十一川西獲にも，これに似た七仰があるが，それにくらへるとjhtJ必もあり，第六iHにち

かい。第六i同I治像と，いづれがさきかを，きめることはむつかしいが，光'I'fの袋飾はいたく級車111で

ある。第六例目指主主ほど，創造的な力にとぼしいことをb もふと，この;与がや h必くれるものと推論

することがゆるされよう。 しかし，それにしても，第九，第十i/r~式の写像をもってみたされた，この

Ai流に，これだけの大像を，第六i/rij式にしあげたことは，いかに解さるべきであらうか。

なほ出盛門口のうへの六つの小禽は，うへに指摘した諸小禽と何十ょに，いづれも;;r~--}， WiJ.r¥:， L 

かも形式的になり，級車111になった仰像である。後生IJの市街であることはパ、ふまでもない。

5 

この大イiJ;;;(':Jd附初{裂の也符ュK'は，けっして北税のl(/ilJ人とはかんがへがたい。かならずや，北

税制廷の)]によったものとbもはれる。けれども，.J.I.[凶南の三照にみられる"川和布は，必lまぜいの

おい1.'の寄進になるものであらう o これらの諸禽は，だいたい，様式 1'，に -J'1"1"1‘があり，第八i同様

式をうけついてゐるとみられるが，大弧初J恨の完成は，これらの消命にさきだつものと推定される r

これらの点狸，南湿の"付命には，そのしたに，それぞれ足立像記をふ、さむべき:方形阪がある ι才タし
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むらくは，足立像記事fみないが，とにかく，この銘Iばをもつことは，作禽が，それぞれ，ちがった後願1.-

合もつべきことをものがたうてゐる。また，これ念館"をするものは，それら銘阪の耐がはにならん

だが1;益者列i裂である。{民主将はすくなくて二人づ， (1何度JlO;i，J/]、命)，多いのは十九人づ L もあり

(木版第三!ぽ)，比口:が導白liとなり，俗人の男女告とひきゐてゐる。これによって，北貌大1111時代の風俗

がしられるが，みな北放のIlli袋である。男は，うしろにそれた耳目IIJをかぶり，窄ネIIrのながいゴウトを

き，したに宇寺子告さはいてゐる。女は男よりはや、たかい主J'iIIJ ?:かぶり，窄制lのながいコゥト常つ

け， Lたに刈I止をて、む¥;裳たつけてゐる。 JIJ'IIIJそきないえーは，双持にゅうてゐるら u、。

いづれにしても，これらさまざまのflh益者たちは，あるひは AMのtR.あるひは数阪の命を供

主 Lた。これについては，第十 -ifr']来蛍¥--肘の太平11-ヒ年治像記が，よい附ぷをあたへてくれる。第

七 第十illiJ.またはみ1・，第二ilr;J，第五，第六百両]のごとく ，--X;': j;;ー殺願者，すなはち朝起や株}J:}t，ー

の;なJよて統-されるのとちがひ，これは本主主大!}爾l的像，その{也市安:なjiEf象のほか， IW 1Mの除(1常一

般の子子リ)j守kに解』主したものである。しかも，その場あひ， ~Ii~r而は， l、ち;t'う!什)子をまうけ，これに

そって彫刻させたものである。殺陣(it;-・の数と種穎は，さまざまであったらうが，府)fと様式には，あ

るれ1えの統iljlJをたもたせたのである。

さて，この治命のili像段式が，第七ill村、らみr~ 1・il"]までの品川と系統をま?なじくすることは，し

ばしばのへたところである。しかし)Ffにのへたどとく，この形式のiZI像が，"I，:岡ではすくなくと

も，太平n~二年までつ v いたことは事貨である。能川，!î防il'i] ては太平日ーに景l明初年 (A.D.500) の製作

もかんがへられる。'Ji:1，'t，Jでは，すくなくとも苧文'貯の遜都のころまでは，つ川、たゃうである。

しかしながら，尖同ては太和初年(A.]).17i)に第六il"JのIln裂がはじまり，と LではIlli;j;りといひ，

子?よといひ，新政式が全ifnJの仰{袋をT!ま勺たので‘あり，その後はこの紋式が，しだいにいき lまひをえ

たのである。したがって，{J~十三川のyiTTーは，それ以前にあったとみられる。第十三ilrill土第九.2fI十

il'i]について太和初年よりまへにJiH"-され，その後，第六洞の出併があるf'，l皮進行しそれが協響力

をもつやうになったころ，すくなくともL:'f日|イ|ミ(A.D.4B6)ごろ以後にbよび，完成たみたもので

あらう。そのため，第六il'i] の影響有~tlll'貨にあらはす第六かl式 F七1dlJ¥t像があるのである。それにし

ても，その完成が巡都の太平11l'じ年(A.D， 4<J:3)をくだらないことは，もとよりであらう。

6 

第十一洞から第ー|・三i同主て.の外壁は，ほ".7f'-らであるが，こまかくみると多少の/111111はある。

第十三A洞が，第十三洞の川口よりいくらか突出してゐることは，ttbiA三洞2f-1訂|品，¥1(PlanI)にあきら

かである。B?~ \-二 ill~の 1--古 1Iは以形のつくだしがあり，雨どなりの盛1M よりふかいことも，すでにìi:

iC、したごとくである。だから，この外壁は第十一洞の外腿て?あり， tiけてコìl，~の外君主であり，第十三
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洞の外慌てあり，第十三At同の外盤であり，同洞共泊の外1怪といふものではないじしかし，それにし

ても，これらの外崎が.だいたい，ひとつになってゐて，そのうへ打曜のうへのイiづみまで共illiにし

てゐるのである。 ffmのうへの石づみ斡年代づけることはむつかしいが.用そっかはない，このイ{

づみは，北貌?吉仰の符訟のごとく b もはれる。これによ勺て，任のうへに降勺た1・Hlj(の‘ I岡市jになが

れま子ちること金ふせぐのである。 Auiiのできた最初から.Jt，lfl: ~口、たる主て，不 "f品)~の胞μ1Eである

ことはいふ主でもない。

もちろん，この外照には，うへの梁孔や椅孔がしめすやうに，木j金正1125物があった。それが1111f

の澄代にあったことは，第ヒ谷のき査111n記であきらかにしたが町はたLて北品uの'fti'初までさかのぼる

かどうかについては，f日二のうたがひがある。それは外M，Uiiiitrの不規l[IJな配Fそである。い主，こ、

に六 J'をこえる杭命があ勺て..i>'もひbもひに{tilTLてゐる。 どこ安どうと勺てみても，どこにも

共通する)ふをもつことはむつかしい。 fおじ第八洞ゃ.:r1JL.第十川(士，ど号 Lても古;:初jから.1阿古ij

UIi込物がないとぐあひがわるいυ これから俳論 Lて.1í-ìrr~ 々前に木造住築物のあったことを祁定す

るのだが.¥ 、まこ、のばあひは.1干i¥，ij各政の!ぷがあったとするよりほかに，解科のつけやうがないυ

最初につくられた命は，第十一じ命である。それは第JL.:;(け'1向にfif行してつくられたもので

ある。禽はあさ L、。これについてつくられたのは第十-Is;:てaあるっ克イiに椛凶[がつ〈られたけ

れども，大きさのわりにあさい，fEであるυ それから，このまはりの布がつくられた。たとへば第十

一 i命や si主である。そのうちに第十-<1命や， 331・ λ禽がつくられた。 これがJ.(;f川・三年一

長明 j己年の1m(A.Ji.1，!N-500)である。このあたりの符命は， J.:i、ほむねこのころにつくられたので

あらうが，絹命といふ名のふさはしいやうに，ふかくなってゐる。もちろん左心のJl.l;がある。 )01:

は，もとよりドゥムが多いが，かうなると/1'又)1ーもある。たとへば，小さい派議でも第十，h l~iI，第

十三h命，第十三]禽である。さらにたおに双併をもち.I")，仰をもち，いかにも行旅らしくなり，仰

命のカテゴリィをこえたものもある O たとへばfr5 十・~， 1n 卜了 :λ 禽，じ禽であり，第十一 c 命で

ある。さうして，これよりまy くれて，第十三i同まへの;tln"il:命がつくられたとふnもふ。それにはごてつ

のJ'!I.山がある。(1)ぴとつは，こ誌に未完成記の多いことである。i;j'~ ¥'--.第十三i同前には未完成

禽はない O これはどういふ事情かわからぬが，なにかけI11:しなければならぬ活伴熟の冷却がbこずっ

たとき，第 1・4 洞， tf51・洞まへはもう問繋がすんでそり， f75|ー三洞まへは，まだ進行'11のものがあ

ずったといふことである o (2) ¥ 、まひとつは， titlAご~.1\"J 外諸命が i 命， 1命， h'命などの光'1?にしめさ

れるやうに.JI'[凶作Jになり，形式化のあとがみられることである。

仰禽がふか〈なるといふことは，洞内仰命てはみない現象てある。第十」洞|付にl士三三あり，

1f'什・三if，ij門1Iにはあるが，そのほかではない。 i同外てあれば，保護の必要もかんがへられる L.む

きだして徐般をか〈といふこともかんがへられる。 i同外であるために.n然とふかく Lょうとい

ふ)j向にす Lんだものとあ、もふ。ふか〈なった刊11命の左イjJ，I:t.は T'仰禽をつくるばあひと.--nMの悌
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終章第ト洞と 11:Ii~ 110)外日置の特徴

命をつくるばあひとがある。後:-K'のはあひは，つまり三階に三悌禽ができることになうて，第十-

Ailr;]がそれである。また川端"即日や背UI"Jの北鋭獄と同誌になることでもある。 もちろん仰命の略

されて三主主像のむきあうた例(第十三 i翁)もあり，北鹿本命だけ禽のない例(第 1・， I命)もある。

。fJ，菩臨飛天など，すべての造形が，みな第六洞式てあうて，それよりも繊*111の皮は一段とくは

'-:>てゐる。例外は，た区 fiIla・c禽のお八if';j;.:1:のみであるoであるから，このil';]ý~X~(禽は，みな第

六洞からのちの2541・てA あるo {Htでいふと，太干川-，，)三(A.nAB6)ごろよりのちである。しかしそ

の最後の年代については，なほ第五，第六ル;Jjif.t近の品川，西tJiizE品川との比較が必要であるが.~凶tの

終末(A.D..')."15)にまでいたらず，案外はやい IJ-~J切にをはったのではないかと J与もはれる。

それにしても，このペ枠の;底流は，きはめて入念につくられ，似秀な技術をしめしてゐる。光

"I~交政などもあ11総合きはめてゐる。大{象を止さめた大TÎ伐をみた IJ をうつして，このやうな消命

をみるならば，主芸術的感銘に!向うたれるとともに，いかにも素朴な:fØJ北の名もなき以~t の f戸仰が，

土俗的ともいふべき表現の小切11像に，ひたむきに集中されてゐるのを，つよく感じないわけにはゆ

かないであらう。
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岡 版 解 説

第 十 三 洞

1'1. 1 第|イ例外崎

i川版>1'リミに人;!'な町!窓， そのしたに1"111がみえる o 1I)j窓

のうへに l士:つの長}jJf~の孔/メ-'ílhこ h んぴ。そのうへに

l士山明をノ'K'I に υrp) とんだ点在!J:~)~リとれば，カるつ t と、

にjkifi却H-停がほ左と'41とわた" ~てを町?〆王子る。 ["J 11山う

へには，もJ:~n~告のか彫があったらししい 1: L-由、つご;，に

その一部を王じめどんる"rR"h，IIF)

I"J ~I k;f，には;;(UL，:r~'!"~1I 1てaみたやうに，17-彫府市交の jl)

れがあったと止、/，はれる。

外\l，~K(士， i i澗泊併後にキ 3・まれた小純カ"~mJtlIになら

んでゐ品。 とれらは，可川.~-~~111U)jf! t~ に，空ったく附係、が丘

、"(11)1忽I円i45日m)

T'I.:!. I"J 11 ~i側

["JIII士次午山間 cò ，附(川明カ，;~) .r(つ.cゐるが，いま，11111士外

~11t:にか彫のザ11 止のと「のみで， ，j(JH士jW盟L-おろけとの

市I止には刷rfN"t古、たち，うすちAカが冶lはEにJは土，/たこ ζにlは士 L石R苛i;下1

丹併?刊泊がてあるο n刑利紳刊司沖1'1像設σのJうヘにJば士相柿侃I百1甘f扶j比hけ持純正があ iわ)， .t>， (ふかく I.f"-Hl~

， .附設をあらIt-t"開JJI納 (Rllh.1I n)はベリ山l~~:，!W力ミら h

11 ，拙IlióV-" 月I~天を [11'っ ζ ゐる。 出j!l客員のうへには， 11つをり

l た吊jJ~ltωイ"t-1t:像が叩，-ゴ、ア、こ1'")，そのうへに:，Ul1;帳がゆ

るしたくりあげられてゐる。開jft柄をうけ二， Hjが:tに瓦

{JH*JU.i)げJ芥在任るが.{11l.iJn;士t人どに'" IUI--千J{'~ ら 1- ，・"1λl部

内 向iI'ま(t-1つり、り仙j;jl¥しごわh，らνlIJ~， MI JfbとIJI，j安保か

LJ 1T寸士九;f1õ~ '.-=ん，('は.山 11..;l~f:"ìM 上りもあ左心 f怜ft 亡、

ある泊、>:)， iたの11;1['Ef~l 1) も .:t，~<~! ζ 拠1'1 された丸山で

あんう。こ山骨[~士，~らに IJLj (1 Y ílHP: ，'l:，~ .il lFi.肱 t--7.， j，ぐ， ，1惚買の

したばμ.}j }L~に切りi:らわ ζ ゐるのは，後 [11 に危にかほか

の111'1'-)にう/Jべuiたためー亡、Jろらう o(1") r I I見U:rfJj3.fiFJ m ) 

l'I.:1A. P'JII州側!日111像

11. I"JII ~Ð!lJ 神像

.̂ ftlU止がび左 L 寸、有~'- ['~liJj::常 l切の紳像(沼ヒ 1Ji， PI.4s) 

に()'Icゐる。 λ:ttc<.Jけ， 111I J'(: u-t"ぴ，主引の Jjにすj'!Jり ζゐ

る，，(i Tをふりあげ ζ.!J.. /)、、、検 q~jl をづき ， k-ftc肢にあ

ζ 、ゐる。こ、由、勺きがっとゐるのは合同IJ杓 Vaj刊のごとく

九えるけれ主 ι，1Tは天火山ItL. 'Cc'ある U 肢をひねって;{iJL 

t"~としう由主してゐるが，ト~:土b も t.. -もしく， tそl士一主

になっ ζゐろ u その肋，州 IÅl.ijt:"~の 1jt-í't布タ11f\主にRcゐる。

(1'官l:1j2.1日m)

H. 問。liJの市中像に'rJ胞、しごゐろが， ;LI士う b通Lてゐない}

との )jカヘ・7こみはひ主し・。(像i(lj2.20 111 ) 

1'1. 4A. I"J 口外喰?{~.'r J，lf ，¥'(文杭i

H. I"J 1 I 両側唐辛交付

じ門口~，[側日ffF女性

A. 1'1日外壁によこながい聞があり，その民f桁圭しご，こ

の;藍(-)-If平交がある。ほんの一部分しかのこってゐ危いが，

とのf?¥;;:li1はあきらかである O 司E九判明吋εへの[")11にもしめ

されとゐる。士:校(j{"h.II ，.) 1士段"".)t.r.1!'府Jf-士であるのそ

れを山伏府"I't:jとがめぐっ ζゐる。'ドパルメァトの先端かり，

....::; d'山中パルメヅ lをのばLた，-¥:e，~同 51) には 11 拡のパル

メットがある。 まん止かには'ド刊!の-li(1"が耐足を」、んばっ

て跳限lノてゐる。 かなりにrやかなう~%lHm--c:あった正むも

はjLる"(J日イd前日jO.fi:i 1ll ) 

H，仁 たごの愉ったき庶市立で，分析 fる止二本のiJJU伏

Jhl'，'l:士(Ruh.IIK)とL叶 τとに在る。前九， ;~'Ç'I.illilの同阪

な í~f-I'S 宜上りも簡略であり，形YUヒしとゐると.r.. -もふ"(品川

0.22 1ll ) 

1' 1 日 I~J窓阿側氏:擁立像

IIlj窓!UrJti側It，止もに納彩がhく， Lか .i)f{~ むがわりに t

い ，J..:.E!な，'1itiをつけ，問〉世と半身、Lモを i十恥ふごゐる υ N

ru-士げ ζ.奈っき山存慨を主、 If，<I，ru-胸にあげ ζゐる

わし丸、。却を主主にす了ける。 ft向山Jll1!*告は三和;1うる。いfちば

んなカ hいのが iをつえEいだかぎり，つぎがi'lI:日¥1""+11むかっ

た，パネ l'古川を1かもは「かざり，限は小さ Lイヒ+止をくはへ

C ゐる。 j~l cりまはりに ftf/i:[た山かざり，ふ~，に鈴山7ふさり
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雲間イIr，耳耳5卜三洞

古:りいとゐる o H~ii はふとく， !~がはっと，しっかり正 7こってゐ

る。 ド身にiJ，却]線のfくうどをつけた裳をつけ，も「そは1，イ1

にひら :T，先端はまるい。ズ火はIUI光のうしろに主はり，llJ

にか、つ乙したに7二)"亡ゐる。 あfりふ;IJ"，rr国;-0'はk

いが，ごいねいにしあげごあり"可nヒ， i1第3ノ八¥i和恥削liW

;fo' iも，(は土 J。

ú:保のうへには大~，tふうに，三 j(n畏怖左t宮内J とがあり，そ

のうへに， .'" 5I)仰とlバ1)1;仰があるo 両足の丸 lilこ，こ主治， < 

山凡Jrbがほっとあるし刊誌1:':j2Al月m)

1'1. n. 1リj窓*側 i'fjii，'t:{'象

1"i!lIilv) )":，錐立阪に!!'.'.u!!;，-る像である。+111主防の一つはイ1

手IC1'1球をもす"k':fl'こノ'1¥瓶をもつことである。凶曜の{虫に

くらべて，ゃ、小ぷりのやうである。日l~山ド部，単身yt山そ

とには，あらい山 ITdr~jJ~ぼってある。これも 11lj~，~のこまかい

111 iU11主とち IJ;っ ζゐる。 凶川上りは，はる由、に{!t(イJ均ミ上し・。

(j割高2.53Il1) 

PI. 7 A. IVJ窓 IJli仰l上Î'f~

n. 川j窓 *sIIJJ:.i:部

ti-峰山以古1lと，そのうへ山天技官jがみえ，さらに二仰ッ、

の飛天がみえる。 liilill¥がひどく，ほとんど，輪廓だけしかの

とってゐ左¥..'"う九がはの飛天は，手になにかさ、げ ζゐる

らしいν てと jJ~は O~)IV~は片Fì\:1cかくさしあげ亡ゐる。

天火やト裳にも， -;:n七， ;;rr八制に似た形式がありはれ，した

の作品生とともに， ~rn二， Z(~)\~lilにfました時代につくられたこ

とが崎心される。 JI~天のうへもひどく破壊し c 1i:り，アァチ

であヮた;ベJI部も主ヮたくのとつとゐtJ:.い。(芯雌頭J'，':iA.O.61

m， Jl. 0.64 m) 

Pl. H 京市隅lゾド

東町t 市M~ ， 火 )1' ， Il月窓 J~I品!係がよく bかる。時II窃天)1 の

脳波をみ上。 その減に1必kんd心j拠f飾可印p，もも ts. vい.のは，エ~I略砲 lιし7岱古， t沼{ι 5 

十

f像虫はその服{和巾制1，1凶11，そd山J周彫2刻十版正式Jとともいiに己乙，その他の諸(仰仰州f像寝と相i泣主

し C ゐることがれ.tげ千さ i しる。(日明月2窓~J[lj4.目日 111)

P1.!i. :4-t南院~ f宇

IUl怒と人 11とが川lJUiJ.>::I，にみえ， jH'，~の l ソ I"F-， IIげの株

主長がはっきりする。 んにみえるのは北壁本吟交脚丹艇のk

きな!Lω ー部である。*'には l点、たまっとlo'f]W，)床までは

まだ0.30I1lばかりある。 このt:S!ltは lil48イドの飲態で，腰喰
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はまだ犯にうまってゐる白(門 Jlf見作1:::jH.()日lll)

PI. 10. IYi時 u付 ~iîl日

!りj窓山東には 1: トコ~"古泊、"なっ ζ ゐる。 うへは加扶向

で，交仰，:"，僻;fo'tび，む汁あった'1蜘，目、何{型をほる。 続仰に

ほそにイ11i:止さ， /，':{io)1目を〆ノくわ， 1<14 J:をたカべあげ ζfT

~t: -rるI!!J，f!i1JH主1!)をあらUL-Cゐる。 相J1j!1綜1は:肘に恥か

れ， 114u土たピ J;1: );)1よ('-)~卜をな ιf、，卜肘はメく品;.うな -'1守

主fiiljに，垂阪がたくしあけ ζある。 jJ(事jo.>k.iilこは， ，市有心

夫人がたず2幣を炎しごみ)~o

Lた山首むは，七りのIj>fJII払でItじまり，主ん!.r.泊 hに i，lh 

尖jJt純をむし本けはひくい蓮院(? )心うヘに)'~r った fi ，ð

組イ_iJIIの{仰である b 部I人'JJ，ぶには小占い脇f!i' ，:";体内、たソご

ゐる"4-RjJr'，品には， j(J のある配れ由 :Jちらは~ ~L亡ゐるが， j!¥繍

I'Jにはなにもほっ ζゐふいd ャ、 Lたをむいた快刊1I山花!1.そ

ωな，<:)，-，0，).1ゾ|三身には. zn-I川町j窓同情山牛ddll1i:t" '1，は「

も山由、;める。結山 Lたの:t¥J<!<{こl上‘なにもほっごわないり

純白川4がはは，州政に並立さず f~ ~ 1， --~l~rtっ、山利1保その111'. 在'

:Tu" c!め ζゐる。 :M.-Jは附 Fをあげてう eづく士ってゐるf;jd;1i

J)紅iである。 bか〆ノ CイiM:.l'.は待焔をさ、げた天人であ

る。 1，以上と.{i心筋二段は給を--:.J&， /1第二段は杖心ごと

きものを心い ζゐる。これらがなに刑l'であるかをきめる ζ

とはむうかしい。 ζ の Lド心純は相刷物し ζゐる。 .ML，'-.>

純である Q うへの交llliJi'; 此は沖、I~~(]J 仰たる~~日相U Mail山ya，

したの升'1411は現布川げミる料i!mi引 Si'i.kyallluuiHuιldba，左b、

山七f岬l士川去の七仰て、あるb

どの人;陶山したには，ごくあさい帳幕をた〈しあげ Jj町民

した高符;人人山 1，'ドよきをな '1二ζゐる。占うし乙ベーのじ

たには"う山小さい尖jl';純がある。京か 1')'_: .-'_J r 1 に :N!~

並坐像，そ心他には~lij1JLJr~l'-) えlぇ刊Il -'o '."，をな弓此る。去の脇

f午たちは，ちょっとさつ由‘ないほど.か「かt.I.f，\l~ !llJである o

見[~と山本1' 1 にてl立の小砲がある。 Al.1 と t，À1J >は -:p，宇坐

仰の尖扶t[， M"!、は hur~t71に交仰門前，心 f怜を :t，，~ "! Y)てゐ

る。小~，叶‘彫刻j山十正式は bなじである。

大)1 にJ1:'しご布n彩山三 j()霊飾，そのしたに奏然タIJMdJ~ ， lH 

A:.~ か↓ 1 )証明へとつむいとωる(， -/T~ 九， ;1叶ψ4のごktT3言紫2

k.人で，筒む欄析も上〈似ごゐる(， :11からM-C/ i干存rIは製粉、

を長しこゐる。 cUIf両日 75m)

Pl. 1 L 市喰 u什川郎

三'h千からなるが， ‘許うへは杭i扶秘，りきは りの尖，/1;

寵.したは '1'央尖tJt，j，イiJイ形のめて:>l:~ しい純である。うへ



司V

"，'相it民侃J士，/x叫iJt阪をあらはし.'1 ミ lem ，I1I，11If卑と~~聞 (1色とを

I¥cずる。 ItそL寸1:(!->H4がはには.-1 F. II'rÎ 行去の介'ìf:-，~'~雌がたつ

ζむる。相jtlt斜 (t，Yi1.純な 1.'j:iEうどを A つ:t."c(こ1"-り.1た

に ~:~::C [f-j"w):c した山東 ~11( t 二刊11並!O!~-c-あるG 尖十11、撤l士山

町lih(. j九州に防庁長が餓庄山うへにたち。総「干のしたには 1，

:.{ 1 _ :H~，filづ、の合掌供茶阿，究Jlt(り[ノたには 1， :_~iV41'f;'~山イト常

f民主1¥があんはされとゐる。 lflj慌には仰定形の半Nllを11る

が， rrhfd~:l士 t;いu 扶椛1に l士九仰の市中定形小怖をほり， lJl~;~Jに

lti廿!恨のうへに附形をほる。 τ山三和l士.た/J'(人に i，'li携あ

り.Jl，そ i，ゐ致L，l.I)，(， 1川，IJ主のうへに判It-Vなj、ιのがあ

る。 咋l-I.<')js:f'主主JAζ，れや主わがh!J、らう L

!たの純1th1lf& 島 /j~扶 ，1; /J ~~~ir'{Ì" Iζめつら lいo 1[1央心

ブミj!l.柄lこItヒ{品を/11)， {:'~I"! ¥こは侃組イi!I f山λ1'， :CI~ t:: ;わりは

1--u /1イl山うへにn ザ↑山111iどがあり，桃山(tnHr~があり，

!GJ+': ~:ミ λ でゐ石。 A~1iJ-i-n;('Y !.J.:. かには交仰，:.)，怖があんは

され，イ1?，)引 tl悼干!仇 λわ守(士イトキ:J¥i-eある，，":1:)に引取

のわキに釧「がみる。 Ji~収のうへに(士. 1，I4Tをあげた飛天

が:てつづ¥1-11むかつとゐる。 セl~iJ ，"';'i'A ，L '1'，仰とのくみあt士

イトであろが， 士ったくめつ !-'ytい形式巴ちる l まんts:.由、の

f.J!¥ /，' :1t.f坐f留になれば， ~r~八州 lヒ ur 1府寵(稿 Ji. '{詰， PI. :J3)に

一投下る。

j!lj i!;t: (f.J，うへほと士へに油、yこなくヌ士がみえ， j:f，こだI1に

;j)~-.rる '1lJmfiín そのk部分が補修であろー左，そのした

のよと叫3ベ人ジIj瓶が九える。(1.1:千!ih:1向日m)

Pl. 1ヨ雨 情 L/f千中部

!ln~{f，そ l 士主んでJ{.[ [JIj剖1 左中肘'"の日日係、が上〈才〉カゐ 6 0 * 
l何 mI~ tシムメトリカルに削ダIJ.' 1.1ζゐなに、。 IIJj;悲'.7)アァヂ

がrvHj~ L♂てゐるc I[I}げの州、1像l土，[府請存1ie:， 1.・ろいろの

恥 e+H注しごゐると，Lが， uJl瞭にみられる。(IIlj窓l山4日日 111.

申M4.10ml

1'1. 1・1 片j r.，~巾 1I千七 (1/; ，'f.I象

UI¥'l山日IIl!J型l士，111'k' !Jーイ i~干コ王イ.t，)，~ ).lご，それぞ

れ陪H~IIふりよ汁Hλ をもってゐる。!l pJとの liWQ には句可:Jll己のほ

か， 1mヵ‘さりのさ角形が)Lつ， 1~14~にも正日出と幻 11まがあ" ば

されごゐ 0" 三の車f l.tは点端に八仰の布~IJ' 1:ろく ÎFられて

ゐるが， !.'f 1; ，(1)古W，士にばかし・Q j，こピほそい「町!J、， If IJコげ

られ ζゐるだけである U そのしたは，あさく飛艇がたくっと

あるcNイiのF占拠にはIf1~尽のほかに. fmか士りのnを;1:，'色

軒ばには二りのあさいメミ荘壮士うけてゐる。 ::(ç六 ð， 'IIムdl~ ，tI 

府内問3古f世に t<似ごゐるが，や、形式化し ζゐる。
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とにカベ.この七仰心江{官ば，ミ山 fi慌のう hで，北¥:巨木

作につい σiUj .oれる j、竹であフて."， 1，れ、っぱいにじ仰h.

hんださ支は祉制である。納't，1::はなはλ，1.いのは t.-lい

/J:， 1~~ {iはかなりよい。 卜!附1I1Jι :m~ 山).:.~ )V.J小部l士，京内部

山諸胞に<()べる1:，かなじ」じ ßl~-c、も， I I，~õ代凸くだるこムが

あキらカょである。いl'II'f ，;，; ;).0日m)

1'1.14.1相官中村じ191;，'r.f'象

町1窓のしたにl士七仰が夫っとゐ之" 1.11干1・村山氏Il'!iかん，

Lゅ、にほり f んでゐるかに:，uこtってわかる。同会交Ijωf

N ブイ凡~(f-:tf: ~~ ). Lた、~持，11人.，o.J1IiJ.の911胞と It，t 1 壬 ι~' ，;JM' (" 

のちがったI!]l刈 Eあり.lii}-.山，n.}ミヰ σないとはLド¥危いが，

なにカ，'!r.t百のあった辺恨むあらう左むもはれる。(1I1 Jr..f I:':j 

3.0円m)

1'1. 1" 片jn~ 中府七悌了f伶 jJlj方二像

!手形の Lたに，あさい宍者を二つ佐竹べ，そのしたに理座

上にたったコ骨\~(/)HIH~ をあら l士 L 亡ゐ<.， <，.rは恥 rn主に

l，J.子はま止をまへに L，m ，Hlr.tドを士げてゐたちしい。

前六ð，'15\:の叫Hl~Jで，人;火l士 H4n~っ、み. !向にえりをつく 1)

f了の角~JH士;1，から士ばって J，>fこにか L り，袖のやうに岡目指

かりたjしてゐろ。代端Itつ t<λ';(iにはね亡ゐるが，その

Lた!，、ら.1，'，そがてil1~'になっ亡あら l 士 jl，むな r やうに/，

:1，にひらいてゐる。火1:lt.版校内i>I奇段式にかきなり， rそ

C'lt Lがうつくしく波うつ Cゐる。胸にはl吋火がJd旬、ら

か、り，三れをむ「んだ骨子が，胞のうへに在がくた41'がっ

とゐる。剤つc!1士士るく，したほm そり e.珂はほそく， JrHt 

b りにはっとゐるが， ~J' J- i:ーはもっとひλがって，""慨が:

等迩ゴ角形を'，!'，る。比はふとしさーんぐりつぐり，ぴむい

てゐるG 光背It柿彩がl士々はだしいが， j石市主 (]{uh.1叩，)に

thl.r.もとの形式を，アJ、，t，こい， ;Ulf'虫「乙三!:がて、守ろo

k きな単身ïé内外]!l:は火惰飾，つずは 1:'jjf~7の ~Æ坐介宣言僚を

か 3ね，Jjl光があろ。 T電球恨の珂 iel士九仰の小引仰をほり，

なかに蓮革支をほっ亡ゐろ。 ごくあさい，融制l惚軟な彫刻

Pあろ。相ならんだ単身ie正唯身ie!:1士，たがひに，か3な

っご，そのあぴだにできた不問には，も「そをtJ:.占まくひいた

JI~ だが止んでゐる。 J思「るに. N~\'r. 1寝 'f-/f時夫九';:r~え洞十，，"-t

の殺!足したものと仇る.. (川端i像i:'jj2.4H 1Il ) 

1'1. 1(;. r}j 1喪中将七日IUd'量点方二像

阿部主b右足じく，財保J¥"'.!のしたに三仰の仰古(裂がある。

服;1 ，11 も同~'Ì.t: も:1:ったくむなじである Q たピ全へにたれたん



'1!; 1，(11イir.w第卜三制

子山 fiJ旨がひらし・てゐるのが，他山 fL併'-/l)l e 1")がってゐ

る。 CjfiYI制型自j2.46m)  

1'1. 17 A. lH11!e中肘じ制;立像 '1
'央三像

B 雨情中川 I"J11 !日15al'i' t¥1i 

A， !同窓のしたに!のf主があり， l~ -Jr}山したtこ三官北山M!.;r:

f現がある。京仰の "f~~H士*隣自二m~~こ似 ζ 士るいが， rlti u) 

:-: l'J~~'2 Ltゃ、ほとい。 it'!f (Ruh， 1 )は七旧，!モもほピ止"tJ; l'‘P 

あるが， 小児がある。 己占に火焔はじ仰と以であるb しカ、

L，ほそいrltj山 A 仰は，〉t背もや、ヵペ土っ ζ，}I，大引がある d

IJ' 央{唆の飛疋~1Y(土， (1J;身光山 l句 !M~にあり，内 Jj' j世心升E メく併は

五日光!勺 I，t，'~にある。 3らに，小さい W.同は，単身jj';r"!ド

にある Y ー賀政である。 どのほそU・ 1凡{の;て11~'~ には~..f .::'". j'電球

が丘いのであ乙。 (I[LIk:f'虫rf-ii2.44 m) 

H '1'央部山:，--;-;.僚のした， 1'111のうへには，整然と I，'F

三村に六う山小胞がある。 l肘はみな桁扶簡で， flつの問

にしきり， 1ft ~f土地紳にJi:を占、へられた交凶l 符牒，附わき

は'ド蜘，W，惟{札 さんにその~， :1' I 上脇 f~î:-r~:依i裂があらはされ

てゐる。彫刻lはすべ亡l白iながで， 1~{が tJ. がく，Ji1がほそい。

相fJt摘は六つのlj~劃にわかれ，いつれも m7.づ、生仰をほ

ってゐる。 各純白l判わきには，ほそながし 'lM~剥があり，と 11

を lードコワにしきっご彫(裂があ bはされてゐる。 IJ'止と純で

は，うへか州定形の坐 Hj~，したが侍坐仰である。)，イI<D瓶で

は， )1し究うへが鹿児をもった老人の倣 'r主主はち市1[限)己:上

Vimalιtkfrti， したが後に山った t)l~薩像， 'rなはち普賢持雌

S<llllantal )}la{ 1I凡でゐある。 これに:l'Jし:10'箕のうへは「むった

丹時事i現で/，なはち士殊-[J;:様 Manjusri，したはtc，. t，:)恨の作

隣保C'，t;rに背離か不明である。干干賢に:l'Jずるものとし亡，

とれも宜保fE候であらうか。 ほカペC，まったく百!のない，此

つわしい例である。

ドlげでは， '11 -'Jと施に域 F形山県仰."cの11¥傾には十刊の小

金仰をむし尖jlt<Dふ't，には螺耳干の民仰がある。これとむ

な l'，(訂正は，飽IlIj['1防仰の仰純にみわれる。施傍はいl外

聞にわけ， I人IP~は 3 らに川f立にわけ，故 f は)，おむのむの f ，

fimづ、のJt，，:，つ:!'二段はー仰づ、 lJHをi'i立像の!ゾド身， J泣

ドはなH の!均，t'~~~Jt~である。タトド，>;は二fI1になり， うへに悌坐

{虫を二mi.， したに二肘の峠をほるu たピしょ芥の|、府は， C・ま

似Hlし ζゐる。 J，イi胞は，二仰Aiλ"像をあらは L"尖tJt串1iこ

は，それぞれヒfll~'~山坐怖をほる U 純傍は内外二!~~にわか巧，

l勺 I~;; は川段と tJC L，勺へそ1げは合主主の供i芸者たち，したは脇

f手作休」うして外l隔はー伐にわ治、~>， うへかι，1~1いJ付金， 1引1

千なメ主成， Nj!';r:j認を ~mv.づり王ヮ C ゐるQ そJ，)うち，うち IJ'は
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の仰了叶世は十，UI¥のためのこら引が， そ止力斗士山_~l/~f~は上〈

のとり，見{むのがノアブノ R元hufa(1'fr， U~完封10 を些もた C' ， I吋Ij

のかOJ:1主~::\Iäl)aVa を Jモ ι 反ったことがわかる。

こ v)六~，)心胞は Uif\: <i: .にし， 'J、3いながらも，いろいろ

の唆化1;'あたへられて興味ふカ うへの七仰 -itj裂のt:kA

をむそうが， (.t ~主力>1ζ柚t仰の IJtは J 、ん Eゐる。主制IJf士本

付光干干の "uHにほりこ士れたjU主l結(PI.i3!))， *M~ ;;r~， -~肘仰

結山従1判に斗弘，IJされた十，)I!(，'1; (1'I.:lO)にみりれるが，そのうち

で fjとくに尚制 -eJちり. こ山 ~IIJ Î'J には y，---);.'， L ¥..イ/{，'C'J

乙b I111，約千幸をこ宅かく相ilのやッにくぎること 1"とのA'[

J)q年f~--eある白 Jlj秘山とと汁，!jミJUのた泊ミくなった告!uifi1fb
~} 

との六犯は，も主の尖以は， i¥UI "J山諸純にもみとめん，tるQ

より，交仰j千院の純正二付IL，正司王山mL.もしくは午HI!山犯をく

み J)(土"ーたも山で/、~'[ ':i%11 になっ ζゐるけ 続1';i}に， Y!'JX l' 

九il'(A，D. I則的)山川 rl~があるのはサと cりあたり山 rllj'j~の日午

却]をしめ j-'~)山とし亡号事巧になる。 (J;飽似 ~tOO 1Il ) 

4凶

u'illi門石野，;，¥，U 研究)Fig. !iO， !ll 
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1'1. 1約 lH!l;，!:TI什!Uiil5

I JLil\lI l己普1I~:j' る)，き tJ. M!胞が『つある o Jtil'，fr-flこあ 3い

帳幕があわ， J{噌UJ:R里帰を干に[ーた1;:)何メ〈人が， ki I /dN'2づ

、ンムメ r，)ノJルになりん守口ゐるb そのしたは， ィ'J:JLA証，

Id，'はた亡八純に.ñilïl.')!~ 71何'~AI吋，JII街を在らへ Cゐるが， q I J)~ 

尖jJtNIiのH，i)riにだけ，加JA舶の--'';(!V-iJ-i'I，除1裂がぼられ ζゐるο

さんに，と山小胞のん ;(1 には，#ま仰のやうに I:';j~~~介草:の犬人

古市、J:t.i:~;; ごゐる。 さて， 111-'kには尖1!t衡を'ノくり，弔問3を

三~lli. -t る。 耐 rc
L ' 1; )I\U~H:上，修正屯がある心工、わかりないG

まる~ 'J~ilや，どっしりした北側リきには，tJ. ほ XI凶d1リj山JUY ，j"'

もかげがあるじ同'It背は判11彩心九。結十人J)，イ{には， '1、11五ify

Jl/JJf~:)'); 離がたち，そ山うへには，士る走るとした虫 h らだ --.J t~ 

のJlltパが -YHIっとある d かうい.，，I，!I:;¥I，(も， :;s九，抗卜制服

ゴtの，t，、も曲、IYをとピ品 ζゐ乙b

JJt倒には耐'1~，L}fbv.Jじfd1lldHcL" てのあひだに，注t'{~(}Yl'j'/ら

しい，由通ざりを心、 ，t，こ山はめっらしいb じ仰山うへには，ん

:，{ 1_----:l'{;11っ、山Jltメくがとび， 111 'Jとの一併1.!J、越1'1''-:( ? )を J、1)'

ζゐる ¥ιにそ山ド14JI/Mには， fr掌ベ人がたつこむる。 4比4ii

は，Q)!~ とな1)，そ山lι)'J は干し jti心やうに土キ<.これをうけ

て制ur王山l:U，i;がtcつ ζゐる。純のしたは fd，Ji，心J，n主再}'r{(l{ub

11 L)である。 そ山JUιに伽 jかんる。いまそ山k.m;上/)I泥

~!t:に山りこめ();.j lζ7~ るし叫 l，~同 )+;J~ L たは， ~H川liこしめ 3

れるやうな45当引比N:Xf:t)か， なら/しむわたのであらう白



との例;純山したは，約修山i}~ U!~ にλ、J王はHζゐる。これを

のぞく占， 1'1.2o A -C~)由、るご，l:(，供持者ylJl'裂がほっ ζ あ

るのである Q

興味ωあるのは， *f.j'~ t:.j}~-l る川!リI に，た ζ川つの小純が

たらんでんる己と Cある。ラヘかり (11ベJ誌の尖j!t抱， (~) 

(31あさい桜子みの尖j!¥Rii.I~ I相1t!t，r.ti ，l:な 11，うへの つは館

内に[，I¥l:C'f仰が，hり，仏仰にJL1，仰がある。 LたO~ーリJ土

交1I!，jli';比一0.'，hる。こ山内'1、総山YIJ~上， '1'1，げじ仰 ，'f惚をへだ

で し !J1 *~~~(IJ!J 、 ft'(t YIJ 左 11 f.I.fg: L cゐる山は， ~"I!U-t::を r人〈。

(Wi'噴d'-:jl.0:1111) 

1'1. 1 !I， j相官 下 村 Illim; 
l、肘京純(1']， 1 約)左 !F.J;，I.r~: tるI，(]11ょの向 Cある。 あ占い帖t

-fi~， FI!\肢を V~Jlï 犬俳， N~'''I'!:l山イト常 IJI:j生大人ft，r+Jll航。

かこぴ，キ/こIj!rJ(-(/.)尖j!l伍， 11.1えの叫 i~ 幅広，獅 l 圭亡寸c-!工じ

Cある。 1"~'は J布|にじかに「わり . J<うどはi両市!イリi(/J Jr* 

):-e， k r:上火品!をにぎり， ~í Fi士イ{込山あたりにある G こ

れは，附械の正守山畑地の HIIにあたるも山 C，めづりし

1.. '() UiI )l:~土 ìlli彩山み。 )di山脇t!ì'，そのうへの飛べも，点胞

に4、なじである。 mi主思iは十lt"品が虎取にな iんそjしが膝w
をふlf-， そのしたに1:j<的/J、ゐIJ..い e， jけ!となっとゐること

である。 k， iた亡のノl 、十，JII~"it lニツあり，尖1!¥純州川の記脚

，1.J;:ifo長純がないかはりに，主主 Fv)I'引11Mi 1i:悩扶純にし，交凶J-，I'~，': ~住

をむさめ ζゐる白かうなれば，1;:.-C 白川山/;[，1¥1と， 11-1--':味との持

辿ll'I'hll仰とで七仰になり， J止ト心『刑制作品主に泌総 rるこ，l:

になるωでありう o }，Ü~I銅山山 1 ， rご肘には，府 ~i'C^.>むそのつぎ

の伸こは蓮華時うとがほどC.~ÀL'C ゐる。 己ALJ'.( l' H'l!lなIC由、け

ては， liIi {[巷ω;re政均'to-ほっ ζゐるが， Pl.~4 をみる止， 1l1~1踊)長

には14'，1ばがあり. これにはIj I'Jli 山{I~惚114 があったことが恥

かる。 PI.~5 Hには!J1!"<t1ll長内タIJが九りれるであらう。

jJlj f.1t:にNしご， .1.，l'c白<"~方通心部少ilJカ泊ある。いまみられ

るιのはたピごりで，うへは尖Jjb簡に坐刊11，した心は抗HMli

に交IV.I[，1"，此℃ある。 こι山〉λ川じ之

Ut肘千J止てj川lけl阻、σの〉夕刈リ1正J るιL ζ yん3はんなC¥.-'0 (吋や£寸f似4虫記l山山)1.04111】)

PI. ~O ， l'fH1.tド I!千 4~hIT tttIt'ffJと杭

:jjt!I"I'，:j-~y~ 山 fJJt; ，t.:，そ山したにた"~{1d;討がみえる。むは

ながし .~il'iをのはしこ，細心 }j をふりかへりパ~)止をリ上くふ

んはつ亡ゐるο"はめ ζ出力i'I"Jないきいきと Llこ夫sJtであるo
91)山うへに二本山主 j，iドある山 ι印象的である。J-るどい

間契を乙，"-7)げ， J(:! li:l è:)'~ をた亡、ゐる。J:，j tりしたには州

丹生のHliril;'あり， とれを1:j<f.!jが[，j.jf'e'忙しあげ亡ゐるL*
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側o~j~t出は，制がこはjしてゐるが， 1'41i!1Jωは上くのこり，J，;，

i!な日向型Eω波うったとごろ，ふくれた弘主8，，l:がった[It，ふく

れ7こ'1)/;'，C・きL・~正あらはされとゐ品。まる士ろ正ふと

"1，こ傑JI会亡、， 1，こ"!J1!'!、をうけ、 1~i虫、さF りを均、けこ JJる。 ).]1)1f 

かんわ";ヘメ;火/;';'がっとみるが，ふんi工っ7こ込山したに，

小さな士るいはが:t-c、ζあろのは，めづんしに" @外に， .1

ドの小総があり，州I形。'J、λ|ぇ仰をむきめ，士たそのそと

に， J:':j~lf{\'-常山;ベ人タIjがある。*がは此 l、山 'Vd崎j/，介掌し

ζJJるのは補修である。 1{1ょ1，，1;1'知 :iA. 0.48 111， B.0.46 m) 

Pl. ~ 1. -1~j 町民下財lITîlili 

P!.l9にしめしtc刊己JJ1t:をはいだ止とん-cある。 ILI，xのザi

繭時が t く~，かるむ 「なはん 1'.'1"り府市虫;のほか，その/)

'!心蓮郷土4z，そÀl由、ん IJ' 叱の }j形jM，:，こ、にJ1l1~ と邦うじさ

似る修i主 ~iG{ 日 241\ )が~~見~ ~ 1た白 fiJ点肢の L.td土似H¥し

ごゐるが，十ーイ河川jJtj号何がI:r.>:Jん亡、ゐたことが，みと此ら

れる。 (λ|ι倣向 1.04III ) 

PI. 2~ ， jlrjf1.t下!什 l可 a 担~}frIÓ と{号本 l‘

いくらか似Htしごゐるが，術72市i州島ん脇刊のわざはひ

をのぞけば，こんなにりっぱ在同3却lである。このー例に上 9

'C，こ心イi胞の消1岬悔の，も去の妥を打I:iJllJtることができ上

う。坐仰のまるい日iJl，ゆたカ‘t.r.!-Jド身をみて，さりに目品作F，

峰や)I~.:えをみると，抗九， ~.r~十甘いl心彫刻jにちかいことん:わか

る。(イ111品1S'，白iO.(-抗日1，}，脇fS"r向。印刷)

Pl. 2:~A ， B. 市れた下!什 11可盆供養天人

状績のも と，4JI~~;r.J ~'止 1r* rJJ うへに ~m坐 t る I::J哲;天人であるの

HH'で照f告をさ Lあげごゐる。 そのポゥズといび， h'J ljや

火士山線刻JてL・び，引九， ，~~.1.1い1式に h カ hい。 [1こ 1- 乙期務

にも，1<こ，jo'j:'[tな，くづA1ない Ul、がみとめられる。(1)見出， A

0.27 Jl】， B.0.25m) 

PI. 24A， IN壁ド!汁 l町衡をn鋪I'i(刷i(

B 市使ドJr十 l'/i血多i揃賊修像li己

A. It成路上ド縁心 }Jづ上いjnl下うとと， そ心う叫がは山

並制併が上くわカミる。自 H位以をふりかへつ亡ゐるカ，そ

の 11，鼻， 11，判，士 kl':hみも，てJ，tい))j)、でほりあげらjし

てゐるo(現1m-(-，tJj 0.2リnd

H. 1，.1占片付J蓮il¥i帯は， 災IJ交のある }jIir. -0" 1 ' llIi ，"' ~ 1ζゐ

るb その士:は，)ぎのごとくである b

、、、、、 i!J.ん
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牛fすた背l士，花、めに!-R~&を~'Ì"っ亡，の州U):みえごゐろ。

、、

市町の組問山はうヘげ戸什士それ、巴，i( )1にHしてゐる。
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/，つのh千があり，平山 1._t，:I!j薄明出土併をさ由、びに，あろ占九、!i

fjlJを x ダ 1I倣>[)股 \~Itがあち。( !U \W紳~!lJj [日 2!lm，ド申'"凡2内n})
、、

主 ~lゼ l正

ll[{1貴 I..ejモ

山 10 府かん ;r~ 併をでがみえる。宍)1に1Hご発幣~天人

lりj窓〈り 1ーと 7)-0'同

;.~，~ -:町f.;'~" (り IUr，'~ll= ~ t 

山小胞がh() :'S(有日lFにJ コム !:c->ごわる。

ofl'il!J、7}.，をめ打J1乙LJロいま， l

Pl.27 
ー r.1¥ t':i七 1-/~ -r，す

.: .1' H ¥11二

J:1fの時代正jlf:il問l

よL・L， I'~:)J 泊 k つ， ) '~の/~ J:Iま 'e油、、 '.J1d1'f[，>:，日て7ある

‘ 11 !J，:~ Jl 

明PI主泊、J[I;jl'主ん，(1)丈'子によっと，

大小

iー)j

kl?か C~ ，L ;'，1:' /_~ L ， ìt: l-~山 t~l王びそうけろ一、うん 1U.I ，\'( に .11、

lJh~山 IUi'!: lI t ，木村山 ltlfにかけご，f~!if'担泊hちっ7こ，'， 1， ‘。

こともわ沖、る。(子川町..，白JO.~'l m)  

〈，丸、ふ It 九/~簡でιh ろ" ;l~_---: fJ'f ， :r~. "府イ}~Hl 占、:tl:cl.t犬.' I 
I'rjll~ ド!什 H:JlW(( ~{!HI iJ~義者手Ij{聖1)1. :!.)̂. 

['fii'，t 1、11'十]優c，tjl1.i ffl5供養行手Jj像11 
のj仁川H::t， -1-.:i:'J '}cyr五G'J;P，C入l'に小fEJl?なハ 4、C'.J)7，Jo 

1' [.lR ， lりに九〉ろ ;h~引をはきとった市I~' ~~，二、に11七長 K ダ1)

f主占、 ;t，んばれた匂車問、円q ，九-L-:1'll~~}づ、山川まである。介
ボnたF斗三ド1.:'バ

みふ 'l;~' I1 S に L' 土仕(士山たぺf~ 1_，ζIIIJll山 )jにすnカ且つごゐる。

I\~'!:l: 本怜の}i~ i，止に市，+:('-)!ド [1t Iにうふつ土ゐろ。
北故山11民%~ [，'-:ごむろが，瓜イヒのためわb冶りにく L・J そのう

*日去り:t11ミlこJ企lti: 1)、i.-rう士っ::，7) '<"JJ.)-/l:lム.">.(.) c> 

ち， l!li!ぃ(t:-;u -C''>{'立It1...くらカ，1~，: ({カどく ，t~J-> びり札イごI~

モーU>うf汗人1JH~ミ X"./) ÝIJfr;;~が (1_) ぞいごゐるむ(I)~'I'~:(}) L 1:ごlこ，
制のh-!I:¥'・1 '/ !、作¥'， IJ叫にオY'Iをしめごゐることが上くわ

J卜)11'llJ:，、に iJl，:'A)~人山』凶'ヂ111';( があろ~~\ ..fi1 (， J i~背青仏士、
かろclJJ~ には担~ (を')け， 1之相t在士L・ζゐる。 Vl!1にはリ11111

そのカイ[に ~.n占ωrr-u :::: r~t:泣!1日明ij";'，り J;飢を 1I1Jl，、主 l， Ii:カ¥Xll，ラ[九にイ'liJi-::Cl<とれご/)乙'-'/i..白山‘ゴゥ 1"，り t壬

こ山H何百;士， .1ヒ仰の'1、結古本作山i止にハぐれご:: c7Jるじ
l士，市妙心，"n，どをあらは! 亡?J乙-1)(， こ)，l(tll'J11 kA 1 (1.>~'司''1'設

ゐる。川二Ir'flf'1'リとに尖:t1t~"L;:， λ ，，-に l1i形純があ" い 1')_;，~ 
~o'mV-) 人 111;;( 士， Ji~をエノy\ ごゐるが内官官とわなじである。

うン人メトリカパ[こrlj~il\\ .;れごゐる D

It足を'()， () ¥.‘た人のが辛い3 かんだを E正IMt，"空にれんば

イW:iに，リj1"モ k! とわるの「三ある 1，'う Lリ Ifあt人;こは，

，j~時 ! ，何千I '1. ~!l イとを I11費HL"I.める (/.J..e:あるが， 、C(士.'J; t-I工h、1)σぁ

;r~ I i. !f..f ~士， 9ミ刊、 Æ'(i ::Cモりまい:r.HI)1Jiをげすご7JYbd尖Jj¥ダ'11''>:00 う J 、l士判u;~，りたくりあ (rtc. i)UJ'~ ご J'rコプこるらしL・0

)( ~~(士， '1、Mi仁f[r'，'lf IJ'J:ゥト. j-!~:~t i") ':+11川ウト1リ l:'iif，'tにほらt.:. 去れは !k J，;;t: の 7~.uL~ (l{nh. 11温)に上つごわカ}る。ん 1..， ・L

II.J& 山 ~(l1r幅月九自両相I_:.{")1 f， ~;!b r I(;.(!)叫に P!lC了 :hろωれてゐる。lk1昨山やうなifJ[，;叩，'.)f院i'，x-J，付It なカ，~/ iこ，10σある U

モノρ¥t1で・， {}J 1-: /J、/):!J、↓:， t.:びあろリ('--' ') -'\Lこトわっ ζ1~0ι])世¥W:tこ{比7も品一山刈'1'記をめぐら(たのlt，引ヒ，抗J¥ il'l (者J

布11'，うのた Y;-ìて;"I~ l')'{i~n引 t (t"J "~' 1) 1とに九[泊、 I，:t，-そ， < 内在s4，山 r，色1'1.;11，';:g }L， ;~\' r州(前六を， 1'1. 20， ~X~ ヒ在，

目J

'̂ 11.1んI)}<)λ に i，"<A1u士lr.いf::.lこ'I， h.JJ'-ノt..:..(/re夕、，，うし1'1.111にみられろが， /Jベ'うた-fi1ttlIJ.u)1)1，、 .f'{}:j"(士Yrい。 1)1::1号

昨山I，!iI! 111 に l士制(/"ふく，介1f.:n~'J)ìil~ (泊， ¥".'1、(yをあらc-tX'UJiJ、f，::.'-f)泊三 L、 h ぺこ ι 刑I. ~'i"e，士っ7二 <1壬品川)附3引!と叱が

L 二 Jンろ。ì\IT I吋 1~4/，' ~(士に1. t，サけい1I品13作品.rt-;h c'.' くIfIJ， イ帰 Y，-:~4: ， 記入恨のSlj似; ，! (こ〈ら〆 ζl二かういしつごみえる。

そ，1jうへiこ， )~人そ I f 0" 引十:.fr向上う~Íiíl;-h ソ;: ( ， ~ !I;.j.¥，'r:lに:t 七ごの刊l竹内f)，!11I:1J1i11 古1)山入判六H~はい泊、にもきこ h な C '0 

ー :'r-.!- ぴ)1Jt1~iゼ布がたぞ，'.'1 1.こlこ:t，λイiの Iに日目併をかろ。ご ÀL~み/;:.¥じ師、「カザこ Eあん1.t :'< .1 Lζゐるじ:i'li汗k'~J U:，

jζ f :C、zウtr /J込3てればリrrL:'おり.イγうとしてゐるらt. 
z ;r~/， ~lIH以M止の1JlkK タ rJi'記 iこi七 tHI工，士山 i i刊の)j/)、.tニし

J， ak]"巴あ1-~.)( r. 袴(-~(上今. ~inrlJ を力、3'.-.)ζ ゐろ Gカぺこ，fl~r\'e あり，土た， i;~d~々 もはやかったことをしめしこゐ

lt 
rH 

fJ 
j
 

i) ，ながL、2 ゥlをつけ，とれも y~rlJ 1i:舟 L ゐるο
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11".)'のH，¥(任e;t，る。 「仰向は八段， --F-t tζl'七 (~I山h(j，がある。

総蚊1'1"-[1M， q 1 央心人;飽を It~ んで，格然7こる向4byiである ο

I!jij1'，i~ .;/)ノl、十<1111土iI.自作11<0ごとく 1"'1'， \J.) 月比{!}~， -1'" I.J::はち，iJ心Jdパ

と，氏以j'"e'11); jを.ro-Ifふ0¥とである。

'7.f~ l'町村山:~ j山 ~W士， c・っ，'.Vt以前iであろん、， .It伍山九

は);>11'位が f? が ~~'ü H'Jí;-~σi士主NJ}がならんで吋λ[. ，持品、つはL・

にありは~ ~ l，-':ゐる。払タト山泊 hはには Y山こ II. ~:>'C ， .iL似つ

、 ω-(f-芋~J;'lî~，q ベ人がかさえ主つ ζ むるQ i止 l、のi~ce下 IJ~折「る

し
ζ一， うちがはは ~ji!: "I~: l~弘ぺことかはは I'd'，;('-cある。 J!l'i仰に(1，

より小さいJf;で交仰円雌，壬山Hサt1.)'''!-に， f子学A.人(裂をあら

はし ζゐるjJ:，tJI;銅山愉出l士油、くれと7)るoiJ怖はのヲヘにJ士

j-I)~Jit-が弧;1，， 1こな，J tJ;， 卜f仰の六人(λ.:3;ん化生)がて山l主

しをもっごゐる。 そ心うへはあ 3い附 4LJi色あっ ζ結がをl士

るが， hl~山したはたわし・WJ日Jいわ 1)パ・主布Ii彩::)， IζノJ乙G

'1'佑は，うヘにあ 3い版一除去，ベ人心Jける弧1止のJ'!lJ汁と

があり， 1何日正心ι『じ Eある。尖j11.々 刻には， 1

-}fbλI，PII<¥:: A'μ>11 l.， 1:絡にはめ~)リしくえl!l政支をほどこ J 。

組l人l山山がはは附伐にわ由主 t" ベ人 ~J) .... <ほっ亡ゐる。

ゐ11' 1ょん，{~'-- -1，]"u ，)，(î'掌したH品 i~: t七時誌であり， l 二l立I，t/.イl

二tUづ、悩坐{t-~:~山大人 e，ちる ç flaタト'/JJ，11がはには ータリつ

、イ?:広ベ人がある。 あ JいJl主体iこiわった本卑は後初I)，U;己

(¥記で， 1ミピ附1舎と kf!J、心こっ ζゐるむ 他J~ L たJ土， ¥. . ，;:作1I

1三」れこむる。

-It!!tiは，ゃ、 '1、さい尖村、他，なA、iニー刊11，"，引をありは '-c

乙 JL も』長nタトは i圭 III. tI..J~)t，M~ c"ゐ石。 JJU制も」じi吋ヰ ~}(.:A~k 山

J.-j ~ l ζ約にとにつごゐるが， 1ハルメ γ ト並タリ心j古i，L，士:をはっ

ζゐ1cことがわ泊、るoH!{JJhJは巴(jJ，-じ ιわる。そ山 L.tこに，ほそ

に・+1があるo 船山したは林l<b.山十うにkっこ jJ ζ，て山間山

あひだに，谷腕 ~L'い ζ 官官手1' i るíJt'N:h，たぶんi七 l孟たちが

ゐる。時lもをとりま¥.-.C， } ~ ...と j，:~， には←『刈山 '1 、中 f引)純が

なり~;:泊、，そ O~払は尖十itMi.に似!トなが打尖JJtilli'C ノ与してと

泊、はにたった -1';:I.U 本!J;，刊l~tLL'fi3.-\} うに十主主主け ζ?)

る。 ν') ~~j (， l~ 1. 'MiJI主e，わ.?.J" ニオ[ι.)U..J ')〆¥iこa.:~ 1-:" (こ

刈ノ;(川山小尖jj七M，i;":t;:.:.， (" ， 1: ，ペカ，)ニ~熱心)::)宇i夫人 <\::I!J'っ

一ζゐる。

引5三hiは，Au'C'ある。 このー他とうへの:純とはた vし

< Hi'.I!li:して1.JなL・0 にこのl{<j航iJ恥¥u¥.ノパ、尖iJthaである。 r 
ノ

ち に :1州、並λ1':1説をあらLtl。 NiliH.i担l.l'iJi1，取[.:tr~ ， ~目的

t.I.i訂lや益法は， ;:n}\~liJ山形式をむそう亡 ]J 乙。 f"絹には十

{問 うち一例は:1<11訴しとゐる 心ml~~主眼小平刊1I があり，J 11 

』iiにはHlIl'i脱出をふ行，!"，!AMがある。十UI，はみ仁泊ぺ， "と

に¥3 そ山jdiに;:t， -_.j":''')~lへ4 を~.)(tごIWr{S円昨年h、た t)，¥.・

同版 11(， ~t~ ~;jー:lO

つれも )t")泊l士山 Fに次期Lをさげ←ζゐる。土るMi，ゆた!J.な

)11， 1，イ{にびりいたJιなど，出九，引 H"I山日12μH:む 41I士サ

0" 1jt~瀬|、 )jjUilこは，引の，:

q，組J土杭itJ，!i1iT'あり， ~tli}凶心交回』作品u，記を本件止し，山わ

'!Iζ， tこ壮年に怠った'I.I(;JI以甘I;f棋をあ↓ Jは「。 本件 }jJrb 

]叫I)H<i.<f.Jさには， ~附 f が士る L 、 11:IIii山fitlをみせてゐ乙"1iii 

JJI;在lÍ i士/.;;~-.)に臥きられ，それて ~L'~そ結成天をほり，その L た

に帳泌をし1]:"っこゐる。

Jじ16i土尖扶胞で， 11.1占山tkに， Jlifl'lJi::出山坐仰をありはし ζ

ゐる" Yll古1~'士後初日、己 1うるが，カ h ら fJ心地)/I J.t 火士:は，もとの

彫 刻 Eわる。ばg繭川、l上，[. '.Itげが附~'，'I:: .z ，;作，L 通風ぅz:~rj" e，ド

'.h1に 以111.、交がほっとあるο JI) -:-j .:; L 1.. ，'Ifb:;に(1'1.31 ) 'C';b 

る。扶客員も」じ|、が4心情に山りこめりAl てゐるが，七仰心前i~正

11主 'J 、中イリ1Iをあっはしたご王 /J ‘わかる心叫t~I'~J ;，よ『主l主主」んた

首UJt~.-c:，わる。そ心したに ， jι イ i -lH，丙ttJi危中'V)メ二人!J.介淳、

しζlJるQ

こ山川 lr1でみ山がせえC¥.-"りは泌を辿じ ζ，士Vjした

になりぷ合本V¥.j主計心えがい刈 Eある。市飽かわ北胞にわ

7こ1)，νJ、メトリックにむ企あっとJJる" '，j'央に占、 )jj[長山手品

加があり，いま ~IIJ~陥 ß(;I引~ ~ .':F:¥ 11::し ζある。 j，イ:とも， 1J~j主}'í

ω:t:jt! tこ二人》、山[什1!'~ がたち，そ山あとにイ{は i 七人 ， j， 

は l'，¥人v->1fjiりがある。いつ，1も3川 JJJ川トをさ，袴jーを

〆)1)たリJ-(-{r，去で， μU， 1にνt1IIJをいた Vいご J.Jる。治11.1'心」

かん h1J\';'t心~~ :1かうか Vは4しるが， I'IJII.+]‘に，こ心抗争肝心

結んら 長!-l<';>J~イ説 1;1. EH:とあったこと !J~しり .1 Lる。こ山ゃう

な 令市ii~hU士， Jy-i.J.:ll叶古1i.U.f (1'1.11)に勺 /f-j.'J'1 L1cu (出"

肘'I:':j2.H) lll， ;:ι川村1(:i1.4(iI¥l，引:l1{，山

PI. :m ~i~長引所

出l川，引 :hfがみえ，ぞ (1)lた山川二ゴげ.出ー!吋古、みえる。

j;':i!，I:I.{，/.)，.jIillri， !r:(こ J弁える山はー It"正本 í~tv'Jk-r-と N/li<'止.cぁ

る~ ;l~二111は三市Eカ h り k り， 11'8li.は尖供向， "rY-iMlと|七五Eはh:

庁長印 0' ;1わるロ I じ~:，t 1，;: í."[心火焔>L，~にそ vコ ζ，主りにi(小川川

(I~尖供品也がある。

IN絡はλ判引}ーi''f.である。侃十11イiJtf，イ1r~J~~~ FJrb， N f:は

点。111をにき 1)，拾:千形である。 lP11耐なカ3ι，j、.~々とあろが，

9!W，li(，t後布Iiである。脇f.1作成iは 1:-)点討l主で ι~ 1)止7こすハ Jと

と山f: Ht..::1'l"う七山f. i土日向に J)~J --cゐる b 粁11に，k!{ 1"'_. 

y.J'('-) I:';j ~1JI~天をほり，その叫H<\::ιヮご rji.]をさ、 J\てゐる o

十点目pa ，!，*に焚をはっ7ζ 山 M./， れにl山 Jc~ 占 :jうるん"市fl.tに

i土阪高~!J: lr.. い。なほ， itW<v)jdiには，出?をi~--'-) メく人が 1.'ド身

をありは L，-rに越のn'i'らしにぺJ山を 3け Yごゐる。

， 1 
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'1'存在 l士尖J!I、 !r~-亡、て仰司fu'í{c;どちりも侃干n:，f，}，i.;i， rは事

F形.k fl t!<fr，品をに fっとゐ乙リ tl¥傾には， ml)'lうど-Mの七つ

の小Ai'f<Jilがあ 1)• jl'，)出Ht小 ，'h虎になってゐろο虎::tλ;月?な

1習時~ ~~、 t，が. Ji平!恨の/d，'1こ小3い'1">、凡メソトをつけて

ゐるのは，みのがせないじその lたに，ドIHそあげた材、怖が

「わっ亡ゐるむ 、のf正悩l士や'>./("t材なか~.)t:-c-あ 1)，;:n七，

::r~'八1<14州のn、怖の~!，~ i~r~ 方にくらぶべくもなL九扶傾のうへ

に[士板鮮があらは;"i l. 1!l完封の¥Il'l!);なら3:0

北自lil土.IHMi.正 L-!t仁である。 IIi~li と (j) tJがとλ{土，本作の

kfーが坪:'5.: .t.へに Lζ，たれ亡ゐること，械間~~;山形のかは

りに，ーモつ山二三11)怖むあることである。

とれら二 ft'(IU.JL 1，こには.1)¥ 禿 xの列i虫/J~あるが，ふ、のむの

純ごとに )jl)である。 J f4市lJ上手れドr~tc 111心に ー判の獅 ru: j:>~ 

&.之のあ止に。ご人.，.;、のj じ lí:~ ;f， () はしごゐるc JA::JilIの

Jtri:lJ. h /)孔・草山葬 1'1'止を:!、けとゐる。，[，慌で ι ，似1~，(:tc 

'1'心に，--fiに，¥人。/，にじ人山JtJI:をありはし ζbるじ ーれ

らはみな川相イ i)IIT~v.J iJ、火をザ ~Itζ ゐる。/，っとも，い f ， .t

う，山いだ:，(，0'111j，イiI!山火刑jでむほ「人:，(，'の FのilLl:T'，コ

かりつ、 71-，火山 It，こむHc(λPゐろc， ，IL!'[σi t，針1，1.'~の

/，イ1に， -， t人"、 <lo占l'ii1J)"ちらは叱 ).I"C/-Jる。!r: lt リ~- (-， -:1i 

J士{(-J¥先i)!'j会人は1じU亡、あるo l'ま，ー山 -:n出ltンムバ 1

リカ Fレに向己-'s~ l ご U るが，資叫'HJt :i\~:X- (j)剥|泣: t， ---:MIが日111同

にリ((，]1 t，:三:1:~l! ì~"J 、[ ごみ乙u

!.j'， +fit IJ吋 tIJま7こJ，九(，そのMilj[刈ItW刊"(-，h乙》

全つl川 1，\，';.にわ A 、~!， IY'i-;'I'~)~ t ¥".-1、:村山尖jll'.訂i，.-)き(士相 l十!I~itn

( ¥']. 32) ，-1:， "Jミ ~.!tMi 主 t 1) h ~6 I卜 :ta，リ芳 u士市t1l!!i. kUH 

，!'Jn (pj ， :n ).北川も析itl'，侃どし'J.'初、航正上りふ乙! 卜→育E

IP!日2)ーであ%， u 注目 It"，(o本 Î，"ìì'CI~ ，l:の J 守まに(七 一.J)

小純(Pl. :~4川 IJ ↓'))，) ，本件庁:I'i'の 'jへに(t，l.d1， ---.:.:'" )(1)IJ、

純(P!.R日)力;nり ilこ])乙 G

-lfPiぷl.[-.，市 1，\1:1ミ机 11久*仰王 r{J~脇侍 1";:除であ乙 c -f"II~ i t ~，~和l

1îJdの".イ l- f: ~1~~'と Hr~， k rlt'干 h 士，¥に 1• ;ri : j行と，IL

:十日 ιL~山{士!てゐる ú V円0'わ守に一計心Jlii)くを11乙ロ j!¥

栴lit 七付I~/J ~あり。I\ l-.t)~は J1t-f: M.111I.i tIJìl'it-"i~M-erわるむ ~'!Uii'!Jの

ほそL・青山肢は .I I. I /，(の，N~ ~~)み，そ山[たに 1 ，[をあげ7こ1'，、

i:!Jがみえる。 十1\お~J.) ;f)空にJliiCf(丹、あり， d'}信には.1)1、旋門と

獅(山nミ1mがあろωIjt 1)とのう;:~!'H士山保"己山た此仁調あるじ I Ii

JiiM ド絡は，むなじく "I':H~τí:';~をあらはし， 414押目には小ìlj'(~，.iij!冬山

小川}をほ 7.>(，- 11七 J日山 i"Ï~ I\~ ， _:~山 L t.この I危'lU)I， jを X"it ， 1 十u 、 it

( Pl. 2片)だけにのごっとゐろο 究J<Iζにはい士111i'1?;のJhr/，:{'ti.

そ山 L1，こに供it:X併がある。 rjl央l士)j][;山市1'1./，'{，に，

人vフ、 0，'1J!i:iをKがゐろ u ノドは t)Ff.，;{ i I士k'r-cあろ v
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;:ri-: ylJ 1 許~it 1刊:i2B .C' 上〈わカ，?.)~ 1: i1IU.t吋)11 件 !J~'7-> 

尖 扶AIiだが，品川そう 1t，:，コ ζ ゐるけ t!t1i官に l土 -ml~の夫人を

rjl;むに I.~ -c， iIiUiko.J);ft.l'，'(-)と (Ruh日 IJ)-/J，-ほどこ九れどゐろ口

組f1}(，t.~.r'，l'に}\'\:!" ~') ~ L， [た(t-府内脇f.l'':-)1此うへ11-べり

の交IJ!(I，"';怖であ乙 o KIiぴ)') ，¥lこl，-t-!--m，のノ("1'1')11が伝らんで

わる d 慌の[氏l士f)H¥i1¥のク;1)1'設なし }Jii， l\ ，~れたコつ山尖

状純があろc "All士，みな 7r~六刊，tAo刈，.I!~W1宮巴;ち正かんの

近!J11<c':1ちろ竺兵力て，あ'1'らかC" clろ呂、(可Eft肝 I:~:】 1.fì7 111， ;:r~ 

ー府内 2.4i~ 1l! ) 

P1. :n. ~in青::!l- _.)神巾 ~n

*目黒;野純'.7)う 't，.i'JつJしII，'IY卵丘:丸山 Pあろ 3 て>F山間才1¥

)!，山 lーたに，帳幕ふうに~f持者三たわ，交問問峡傾を k.~?~ L.c 

/)る、引liq::;はあろが，、ー?士 bへ・力、~，-りのあろ'!'I.泣 (Ruh.IT 10:) 

をいたビ 1.士る作山一て1人;キん.1fr口，げに買で1lt:与;.rl" 7.人少ろ ο

判;ぱのま λ tâJ、に，イヒ!仰がある。イ， ll士恥千~';. k刊士/，町J'

に:t，，'t.'J¥瓶亨'けず ζゐろ口附11ごIL:i'イr，りカ、さ 1)守J-h:t叱

うヘから料収ω~'{iJW'. \，'~J;: {fのついア:パト:t止の F~J. x ;II({こたれ

た 1 カ h ヤりがみ之ろ。定仰心一年勢九 h~ t今にいt:ろ子 pへ
念に門(-"，!1ご内ろ口川がl士山獅 r:トキろいIfn.'(J. (J ¥.ヴこr1‘

たキ九"11.六、)1t:附f::h.~~. h /J ，l;.カイ'，，rf}秀←C';1， 1) • ;:r，じ市ぺ

州ぴ，1附「に r，カヘ¥ 州われこれに三つご rî.~情っ、のJI:斤傾

れ寸1]1ニカ "~.h 1;日 λ ，>>，作lkl ご:Jろ十!:(l門左に(tt~t.? 

山~l(nYJf~: 片都rl:つ手町九!ヲ t， 古 J河内 F 方~ :t-，(Y.ぞ 1がJL

r'-'下tr:t三j1ごわろ。 IJ世h、t，1 l:"-)~\\ .r~. t rr k'-:'"ぜ 弓，')( 

l仁川1)叡山片体保:t-.1L;!lJ:t~.-1ト L Y) <>υ 

1吋:の今へは.F曹爪任干に I~ ~~. /d，に二17句づ、〈り1:1)有:"M.

J!e f(が主 Aで 7)ろ ( "(') r"l!!~- Ji"i (.') <c片「ろ 111，;，中に A つご，帳

討 ;ι ぅ σ)~JJiJITiJ' ，f'-， ιベモ"(i 1. 州市J--C-:t ( tつ み 1)J: 1.ご " 1ニ者4

にんつごわろう jl日初、瀬川 I，T'":nt1) な 1) 、枠に :t3:E..f~、土を

L叶lζわる， I r官'¥l，fo';に[士.!r:，( i力、りず;!J通刊あノア二1:'::"1MJle

Kをあんは 1-[.主〈に刷叩(!..Jjltペ;士!止をた1]'ドL. [¥14 r~ 

lIi.jtこイγ't:rるf，'.その〈リ J)¥， .だポゥズにみfzvろ kコヵ、

:<1士 1ーとに[1リ宅九11こ日日町h あろ υ ド「占ヒト1百(J-J，バ:~(り Jm

メム t!l~ に(同市'，i: JlY'!~'~，![~し. ír~1引作~;;t:の売人 ε を l め r，そ

の郁総(士IHか (J(1)照的.(2)小向。 121村'{i'(r， (4-)克也.(日 )U~

T焚(H)イミ11円て・あろ:--:(7.) ・f.('(l)tHi!既存自n，その j-~~lt;設に 7打 i\ ~， iJ 

_A/J、九と此られるが，三二 (1.)r!J朝lた1共倒i刊にt，-いご， -;l~ ぺ~， '-l Ji 

十|山村11引l 社，~，:r.IJ:e-ft t )1) -0 1).り/ケあろ】相rï扶銅山小\に~t，

k-{ i ， \f~\' っ、('.)J七仔-)'1.1事:があり， 1¥ I-'J，:にrrかつて乃るけ士山

~rj 点、 IJ泊、 1) .ヵ、らアJき， ，t-1こtrlt 1，>1'ゥズ:1ニ土. I士っdり

!穴:統ーがあり，牧村U内でん<.いキいき正 Lごゐむι 刷物



山可，FJiに， d'!J 腎(l_)JI~フ尺をはめ Cゐるのは，充 '1'['をわずれ hい

ゴ、|品]彫刻家のmWIーである。

自のし t~1こ 1 t1J!、 1宅前古'H;f i ヒ人 ~5 、たつ亡ゐるら λ(土日11

11 J u:'守たリ(で，在がいゴウト正袴(をつけ，光1i11山三人l.t

イト埠:し，あ1-の間人ItjJtH，ζゐる。 Vt1rll~土，うし九にたれ

た布r:があり， ~.川、(士タ~抽である。 お(士 1;:(ーで九'1'1'1111山な

が、‘コゥ 1 のしたに， 11:.がい』良をひいとゐる。，to' 1J:.じく ~n巾

をかぶり，うしろにtdLt，:イIjのあるのはf，iJ肢である古7，Jl予l士

「こしナJがってゐろんしいυ 先日目白 人が介掌L，:00島問人

l士jJ¥r L，( 7， 0，か〈ご'あ主のイ介干常しごゐない人判(ば士.1従E 

J針Tを1校守刊u味J.;l亡ゐる山 E あらうか。 1供l主益号 J仔f小ものえの)1円lド'i問羽に y万'jH形~1þl阪X.-/れJ古う

ある Aド'.いま Itfiをきりとってゐる(りはどうしたわけであ

'.うか。 こ山i'iJ刊の lたに可 J王手い不I'I/;Iぁ 1)， 1， ・全補T::の

Jtf-1'S \(がある。した>it櫛士>~!~ ~<\だご川県 \!r(り;r)~'， r~:高1ii1JI:

fぞ人:に止る (Rub，Il A 1。

I l: N~lに「λ;治 ìr.祁:十~I': IH修.j胃fli:!人メミ:fJ}'t燃口口f.!i.;[;: 

N主)11ω明}!?がある山It，このJ，'Iのf止?をのtlN'j';がに・ 3ごろ

カイ〉虫、')ご興味がある。 t傍t"rt'Ji1.07 1ll) 

PL :12̂ ， *眼力Ll二M'

n. }，UtW: ;;JS -J什沼--[二ili

A 前 ri.Jlげの， T-仰組内令市μλえ，そのうへ山奏幣ペ人

tり刈fin古tノムえる Q 耕作IU、〈カリパ1)問主主， (2) ::¥3'[1， (~) .Nl'l 

7町， 1.11 1日~i'(y， (fi) tJ): '1"i:， (fi) 1_民共とある。絡には判明れん:あり.

有悼んり|寸mrc占込< 1 てゐる d タ 1I 純V，) う"\士 ~1(1飛間 jm と !t

石川町い士 l上iVAHl L -c ilR杉山紛であろ u このうへに，ほそい

引11):J')IJ守天J1 と山K~" 1) i¥:')けてゐるキli-lllir唱に{之}j

mカ"7.f')らはれるごと (t，;l~ じ . ;:.r~J\MJ i:.令(初|叫 {s， [11・124.

川 li.ii，I'1叫)，;布 ['il..1Î:'イ lh~: ，'~ (;r~ 七在， I']'!)O)にJd"じで

あろb とれ上 1)う，、:tJく][に危ろが. jl~ 尺とはtl(U --':i~官がみ

える。 [r品川山}，:_.'/rï，)I亡。 1*j:!r~山行叶，J~.IJにド'[、身.':疋火山一緒だ

It ，n 一 1 てゐるし川七、 ;X~ ノ \ì，'1， ::r， [引li]_i:: '.~干の何十JI~ ::?胃、 J¥

た尚三f~M(/) hご IJ-eある。 (11，(! j"千1¥'1;0リ2Hl) 

n. t 己 /:;:i)':の杭 ijlt純にえ r~ んJ[r をあ~'} Ltし， r4~ わ守に. -1'[ 

のだ州l)l;:i;長。 ー針山脇n片品事'!i:;1;，-(v $J)!~; 上向担l{ifJf.イi手

は収 rlf~， Jl~-r:土掌止まへにたれごゐ <:'0 ゃ、倒的i'Iiなが

σあろコ相j'f"，')[lll 1L lf だけが九~:..， ~L. ，¥:単身たはわからないo

/X:叫1，:':，院は，そのiJ'在蓮川.V)勺d¥に山4とそのわきにうづく

tった獅子/J~:;7)る ο 十寸こ it ， λ イ 1 二仰っ、 ωJl' 疋心理けを

}知子でもち，明治i士叫;1院にう.，くしいカァヴをゑがいごゐ

る。相jll絹 it じコ (l)W~JEJにわかれる。 中央J土待。置を々かに

した脆I..!~:介:やりペ人である。 J民額うへ刷端，J) り:~r'llこ i軍併交

S3 

|同 Ithi.W! ぬ :¥1-';14

がありは乃 Alてゐ乙が.そのイヒ鮒a止がつごゐるο組のは 1

にl士.!di'.開山三市上1¥'がみられる。 各村に坐刊IHI:.tL>~ c~ .う

へに l士露幣， Jj\花，伏鉢守利 II~~，校瓶があり. JP在にも lî_lr~山

::J'o日用がある o とのj，)(lI}をもった問}租は;rcトー州，d~- [て司..1

に(叫がxい。鉱山したに11，蓮柵t帯があり， rjl *.n-Jj/r~l，l ，'~ 

になり.!，';fiに竺何づ、 ω介主主1た1J!、完封が<Ii Y..Iごみ乙。

牛士??に制1ちがつ上 <'1彫刻σ入もとの取はわかりにく\.-.~飽

のうへは左右二ll¥'lづ kの飛天だが，いま It峨HlLc. rrti1きの

み Pある。 (Ruh.IT c) (純!出 I，ORml

I'l:1:1 446F可i.)片第l凡L[-:下命

1 ，砲は附机 }I:~-0'， 帳幕がく、りあげてある。交脚円院IJ.

，kJj肝心'~i:ドドに，~)ってゐる ο 三市内)胸骨[1 1士 PI ， 31 山ノ;主肉 Ijま

とむな仁である。 J正号 h[I~ 1L1f ，，;わカ白石。 1Z山火うえ:l土入念

にほっとある d 内脇Û~l1， 休は，うちかl士山下を目白lにJo'! ，そ

とがはの Fに水瓶，もしくはJく'!i'~la: ιっとんる。下投山火立

は己主主 hい。相jlt額l士 /~l，\，';にわカイ " k:{iシ人メ 1リヅクに

月tk./J'ゐる。}、 ytiÿlこ~)~; [~ご 4 刈 li，f'-占の前 lï!ぅurμ1'1却をほっ

てゐる臼簡のド伐にIJ.小九、ながら.!Jのあろ薄樹党~ffが

あり.'1マ純正のl官界にt，{つごゐる。

l勉(..t尖扶形である。三付[rがι、山L、の主主席のうへに Fわ

っとみる。t.?9il~内な置fIとかんだっす守で， ;!iFI士弔 F形， 1."Fは

しt.:1亡すpけご火古訓そ，Lつごゐろ"ic I、に泊Jri-Cあろぷ，その

剖n1if.:t.J:..火士:は l寵 ic，-致 tる。人:!h~l[ 1L lrがある。 jJt縦

には..JL仰の耐え:.'tf;'so:仰をならべ，火丈山総はつ上〈同2りご

支)1ごゐる。十M出に[士制 fーが十IIiJ1の篠山をふんでゐる。結

tJjにl士.，1、otJ:.rf1I符山脇1~i が蓮Wl にたずハそのうへに出J腎

令余白↑)1、n、1¥を占"ねてゐる。した山<1'引に 11再燃があ

り，その)，イ1に，下身だ1j ，り i:'ii~{川島内がみられる。ì'i耳1に

は.，.士1rH彩山府市うど古、あるが. /，と It， ，"-にもた泊、ったり

L c・j

l川町えんには三段の小持軍(1'1. 34. :lO)がみ見る。11稲田il町内

111.ドhUI¥':j1.B4111) 

Pl. :14 京階第 -11千」ヒ端小高

;;r~. ~府弔問ド肝衡の北に，本偉人;光背のふす3 にそって， '1ト

キいう:~I'-l があり， これをつ此 C-:f空白小継があろ。うヘl壬

-"' '1、セい山l士，そのう己('(のためである。 附EI~山市に.可'~JJ I.J ド

純山~t除がfll、 ff:X のか 3 なってれ般に沿ったのがみえるQ

f胞のう九 i簡は伏鉢をいたピいた也刊[1の尖j(¥慌(1'1. Uo) 

?ある。'1'純J士服形 e.'[ifにあさい喰艇をつけ，交附l菩躍

をあら lttc A きな同光lrのしたに/γ:{iに正がった妨 r.(})



実 I，YrJ {i )計約 l三州

nをあらはしたd川河Ul，，~ しろ b 交仰の耐IIfJ，1こ， '卜 3なjml

fをしめ九胞のんイ1には -'f2に介埠:供-li::X-ニタりがある。

ド秘は尖ttVn''[-C'¥ ~_-_: f，州、世坐て、ある。扶瀬には耐l;iよ似の七例l，

扶端山由形は，篠山ふうの性泌を E む。 flt傍には1品j.'H';~L

モ山うへは，いっtまいにイγ平:山町ベ人が去り主いこんる。 3

h にうへに'lì~'l~;L形七{悼の・仰があわ;[のうへL あてにう版

本1)~ /J，とんでゐる。

と心 L組はJCiJ、が 4致し，一組山{耐とふ、もは局 t，:る。坐1')ll

は仰i!mNT，-';d凶作品主は捌勅， : :1州 d立主i主は料迦仰と ~t:t'i. 刊 Il'[-あ

る(;~'~守肝心二純正むなじ引iである。 ('1' 純正ij 0.1)0111， I、

百'ull':jO.()t)m) 

日:日 以IW司j .)什北端小お(伏鉢AEJ

純のうちに坐1')I¥1i::ほっ ζゐる o jlt紛の七仰， 1W，閣の問形，

そのしたのH1JC1i::主しあげた依(時，う 4¥山第ズ群など，，j、主

い危がら， ". -t:， .:.t~う， ;l¥ノ¥i1"J式山彬刻lである。伐Hc'れるの

は他山うへである。 lJt額心うへに，大きなik鉢をいたピれ

めつb しに・伏鉢胞をうくる。 ik鉢のうへには [1'.J占山叫15爾

主主，介学したイヒ'1ーをまんなかにした'ドパルメヅトの)]Xイヒと

のうへに利十L1i::1こ亡、ゐる b 小占いが， .tくと、のひ，どっ

しりした仰能である。

同版山 /l~.~l'，aに本悼の大 J(;'/fがある。火焔の同3法れよくう

かビヘる (]{uh.lln)o (総;日，0品目 m)

Pl. :~日米俊治.!t+北thI 光背中自Ih~U

[品以34の心くに"")\~く小結て可ある o :kUこ-1-.:2咋の)(ltf[

を切ったあとがある 0"':)まり，あとからの迅剣である。 '1巾lドI味央E 

に〈尖iむ:泣4担扶j止h刊前純llhがぐあ り， 守喰と子刊I1

はイ布ilf川1を才なよほLぴ人人， /λ" .J.Iにc!.油i、、 り仏， )ん(:'きTくH州qfi膝宰山うへにカかh 、つ

ζ ゐる。こ心特徴は ;:n/:;"~liJ :rt--eある o jJt額にはm中Jl:::-Mの七

仰をありはし， ~ 1!tfrtr~には小さい欣形をりくる。和11.'1こ脇{;I)

片品起がたち， うす3古'l士山 Fをあげ ζゐる。 ト尖はi止さ f守ま

E土、l王ひ.rrかり，}":]Jっこ)q:n主に主じはる火支が，膝 i'む

た*"Cゐるω 扶症d山まはりには，介掌したl;111符形のj)t長x
がならび，うへに制定仰の小伯尚汁ーが!ならんでゐる。

この飽のうへに樹-tJtMì と州 ~;.~qしる小簡がある。 h.tl\ J に

わかれ， lllJえに交脚 f'1， 雌，っきに -::n山下J(ilIR!，惟{虫~， W~YI訓に

怖坐山仰倣をあらはんさらにi止 l‘の純は尖扶ω----{íi~がの

とり，そのうへのえ丘mli/J~のこる。 ド部J士制修でかく iL'C 

ゐるが，破損し亡ゐるのであらう。とのそ権とi，fいt!'1"Jに

一致し， ;:r~ li.，第六社liJ外崎山小判内心諸僚に似る。あきらか

に可この引|三州i人l山諸制』航と舗並il1i::異にし ζゐる。(坐像
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P1. :~7. _~i段 11耳慣

別.li-fl、ほの蓮州文f!?のしたに， Ir-:)予11杉山供誌だ人が，1;. 

I'~ んむ~)~1.1(: Lζわる二、 iこは.そ山うち， r布のえlf~j'由:みえ

るQ ~l~;/: にむ由、ひ，>1" 1院をたこ)，除を jJíってゐ乙ポゥス'iHr]

"Cある由， rはむな tでなし・o 'わるれのは， li rに存!日，'，

J土山江ι~ ..E、げ，あるもσJは， H~-F t" II(jl]にあ J土 1[- ご蓮(1)'r1，を

さ、 11亡ゐる。 声uも油‘らだ if，l，~~，~ i山口→ぴ))...:ιJ通なよ社山こ

!s:.~， )，方 !s:. 附光.)(火，六世(J.) 乙士泊へ・~;M却!など， '1ベーζ可5

八社I iJ:rVe，持 i七，抗八 ìl ， ij山 I Iiほ純生IJti'~大を氾i起せしめる

が，そ:~I..tりはIIhtl'内になヴ」ゐる。

ζ 山したの，はがぺ 'i;lkJJとこ/，には，後刻心'J、仇がミ t

どまとほっ ζ ある。去のしたに，お占い判占kJ'~(J{ul】 1IiIl)があ

り， Wとむあひだには1持仰心l)t公t)"_u:f主が!j:J)ん←Uゐる。

供会:.'\1誼心般tlllよひど L 、。 í~Uなとをかきとった山は VL~!止を

けるとさωし心さ .cある。日ull'をリけ，Is:. /J刊、ゴり 1を

き，そ心したに絡 fをはい ζゐ主主。↓じJA心目位以tわる。 Lか

し，みな←『十五に， j封世山 Jjにむい ζゐるのは，iT妙であるむ己

山位1Mはひどく L‘たんでZJるが，後災'1山小i品悩(l{uh.1In 
泊、古E扶1[.にほっ ζ必る。 (1位月五出血I員)2約7lll) 

1'1. :IH. *1液版PR脆坐供養大

大人山~~~i仰な;\11 と由 =υ 人リさ泊、ょく bかる。 UI、」まには

X'OL会心はそし‘*1.山主ほとこした L山と，DJr! h.らA出品t乙

天主主主いたも山とが，交立に~I""j t.亡ゐる。恥"山乙λゐい

フ三六は， JJiじ，引八州によく似こんる。，;(lI'官IUjO出 lll)

1'1. :l!J.~Ljß1全対

li;irll，Jdi に，北恨むん火山I1引がみえ 'C 山 ït汁/J~たかくノ、)1

に.1'0-よび，先山山とん、す ζゐる」主油、よくわかる。内町tは，

j.ftl:['t:と :1'0'1.工じく，大i't:I'fJノタト1誌にてつ ζ，う~にゆくはと止

まくたっ ζゐる。JIl')f'は，Jk坐心ごとく II.Iriかりなっこゐる

が， J 会肘E 心，とし・ ζiよ:-ì-~lljftJ"Jに IvHJt し，士山あと山相1111砕かみ

に〈いνL総同J1:J.-!7lll， I~出U:l III ) 

1'1. 40. I'lj f;そlゾド

;1'¥ t..I;f 0.> p問1i土， .1問lとIWIと古，かりう t'，-c.l);{刊YfJ::1，こも

っ ζゐるu 千側1@:は八f'，('，..r，占 l仁CJ.U岐にかなじである。

rj-r 'A!:白人~ tt~:上小!ilí ヒ Wil JiJ~ ， -t なはず" ーl't.和'1"1上山人;守」

で，これ ι点以とまったく bなtである心 吋λNllIt耐kJHし， ~Jß 

両誌でむきなってゐるリ「一l引1fHLとlfi，，;t:正山シ主11に，とI11J丹;をIf



っ=あるο れは有Ii修It.hィ，にも止のま， -eJろる。~'~二府

には，交仰 ，:':;:~A 正'1'品川 }t1!:Kl 燥があり， ;'n :， ;:t~ I'Y ， ;X~ ILの谷村

には三NII;1f;λι ig .， ;:(~ )~， ;~'~七府にはfJll坐(主主交in-t る。

件府のiFfカhら， ?rie鮎1，'ldlごむる。 ril.1には，ばi車両開の|ーに

ノl，jとを f?.:t. )J¥イヒ山正樹iに々がくたれた運併が.鈴のやう巳

ある。 f'l十|は三本九七それぞ"に111怖が， )¥・ごゐる u

M' l，h./oJ，本物夫人白川市'i.a.J?fJ，I，tに士でつピいとわるロ

可~I川府l'J.ド itoHíbトびメ.' (，士 otこく，びど¥'rlliI';<D!骨に k

1)由、Itっ亡ゐる。 ::p;間作fにわた乙正ころは， d'f \~lt t 1)に 1..I、

:，¥1(l、:タ')なら 0:，"-)/nt!"iUr~~ 3.-'.がキ， 'I;NII~ ゑがく G な

にか .i，，1: ω刊11 純を日(;('J:-J~ るやう Pある。第三 rf-r:士山か勺二

[晶状'1'0:(ノ ~ü ， /I'~~.札巴甘HS'i! I! J iIfl' わ寸たれ院の純であるが，

Jルな iTt:I~で ιh る" 1二V これに tっ+ご，もとの五五ωf¥'r.iriをtl1る

一王はで土上今 o (;l~ /1.rrf):'~: ff."J 2.20 lH) 

1'1. 41. l'可れた下斗、

[川11:11山，{iに lじ日正<011相，i':，併の k号な!ι.l:{ißN~止がみえる0

!l'Zl1:，'(: (士 Jっ;1)、 1)~~1:;竹、i約に庁フご 7")0 が，二J立で陥引ペ人と

ιfを(.1)仇接 K-tcゑが〈山l士. もと山j浮芋刊j社Uに附 lじ叩てyゐJるらし

¥.'" ;r~ι\ イ!肘吋は lけ巾H

?刊1μ4で λ引J位:~f仰J恥b札， 1，み井1壮k七、li工lじH くH支<l'川11 心~ft.~1'-伶主て'"あうる。 一主胞2:::~" し

7二に，相I.:}(X- 叫í~ 左 ， }j庁長OJii:Jd，¥.L.O'ぼられてゐj{:'f-， ('->σあ

りう。 ;x~.----: fr'f~' t. Yn胞がノた扶rυLf:に片体像をあうはし守If'

~:ITがて f，Jl~ 伊佐f裂をしめ L ， 1ii'L(!)したにはf!!、完封刈f裂がある。

い幻l.t) ft: jllのj厄l'主tモ愉であるIJ'， ，H飽り尖十'¥相だIrはも

と山iT!1j，-e，1:\ 、f品、収\::~:， Ih"l:，t に 4致 J'-~ 形式 σ あろ ι

( J ") 11別行自:l.6日 m)

1'1. 4:2. .[l: iW'本t~

そ!V:ll-f，.財 l'主力'-ItI' ，~C ・っぱいにほりだ~}， l -1:わるョ ~!Ij目 .f.JJ惚

℃あろ。 :;UI\:Uこむ什~'e. ¥.、ま(t Jnii'f.:;り〈ある。 {iJirr1)、・ (:j-~ 

にくり fζ ご， ':J'Ici t 力、 I~ 1:いたXJ，/r、tiU;'-，f'，の'(&iiiにわ?ま

らない '\:I'~ JI'li (J )1I，II.i.H¥:士，/)>hJJびc( ，山W4JιゃI!(~J(1.) -'trれ

にみんAlろやうに 1で身に i:1l~ り rln修 /j 、あ!) ，剣だ九 1向か~

り， ))ら~h ， j' 1)， 1、*=山剥!I剖í: 士山イ'/t::~C'J) 7Jç. t~ カ、 1. c' Jパイ1.

)¥]1腕悼f山，，-LlJtに t凡・t.:kl、]114仰のくみカゲこな主可 ι

止の突をうかビ j 二王ド亡者おむ，(i腕の lた の tVYIIl中1'1

i) ，も正 tり柿修 eあるが，イi.l胞の抑制左しご，t:~~:んかう

に・ t、た犬山fqが，ぼりの工戸れてゐ1，:(1)て、1)1'，うりJ，;者な ~1~

身)t干f/J:ぁ 1)，明;-~'/Ma 士がつごベ JI の '1吋X~ t~-I壬よごゐ 30

/di内部分l士.補杉山約であるが，タごJJにはもとのうどり/J~ (:t 

サキりのごっ=るる。いず3ばんをとは火焔帯‘そiしから府!?〔
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士~;~f';. :rl~犬}(1/ となる。凶)tの }jはあきらか巴民主いが， 'HJlI 

;:t~: ， Jlt*併，さうし ζ>1'心が主主JW主である。付金仙12.951U)

1'1. 4;¥，44，4:' 北岐本符:.L身

ちか tっとみると，顕j刊は九日，l;c.>やうにふb、く，耳心う L

7，の奨と， ~ぜ冠のま怖がみえる。い士 l士制l刊のために，あい

士いになっごゐろが剤It士ろい。 長TI'百に品目修の余紙がはけ

か、つ C ゐる。 ζ の補修は ;~'~-Il~洲本悼と 1二、なじで;ちる。相，

!r']， Hiのあ7こりは，¥"-.(/.:，iJ.， も左山也、も h ミ IY~ う』、 ~I士し

める。品IJ(i午Lた正こんiJ通んみとるF円安，耳裂は形，'CI内にhつ

ご.tこうーζい， '~I~:II担! ，~TùT J} !.;IlIIlこくり3:べくも在、、o Jf I!.)ド

首却も有Iiイ舟である古" も王 l士，3~~-J井の1-\十カ、ぎり/〆あっ7こで 1れら

う。 な古河‘'f'1，正l士夫市Iがとけてし士ったが而I'f'1iU:で，，"

ヘにk弁なJ屯lN仰があったごと t'けは，たLカhである。(litl 

'I:~j 3.42 m ) 

P1. 4GA 北熊本性右手

J:北4資 本 符 足

A. 恥 F形の~ì rであ九， ，巴stOJL1c:占、j.')， tJ正のかた

ず〉がみえとゐろ。指の!わ(士，すrろん後補ぜあるが，j旨山士

klこ「九づか芳 lのあったこ正がわかろ。 .[00) L tこに.とI，L

~ :~、へる保がある" (;(，掌同i2.30 Jll ) 

l¥ .tるL‘涜l恨のうへに[，14fLがのっ亡んろ。足に(.t1h~ ，ç，t 

がず入、てゐるが.ほじも去の形式である。蓮)恨のぼりlRuh

Jl M) はあまり J カ‘くなし~込，qr，-，斤矧のi空 N~と〈ら1ろと，

(;つぐ !J1たとこ九がtciC(，初iリjv)形式でts..v，こ止がわか

る" (蓮華日ト俗的iO.4内 111)

P1. 47 A. ，[と¥l京本:l，"j:it.1'r)J可{H5

J: . _1ヒ熊本土字、ι-Ir~i郎

ほとんじ人;部分がfrl.tf:)~ 1 とゐ 0~ !1'，'，~lMぇ A ではノ{.:f:r.9l'i古'liv)

内に IlU J\':o)減 ll'~: Y:， J吊天イ1Y，W:州市ヵ:みえ，収身光のJI~天~，

火焔17がみえる。また，flitlの，j(J塾怖のほかに， (人 4.，が3

がり. ー|ばj樽LごUl¥!立をゑが土 j，イ1にひるがへっとわる0:>

j;Cわかる。制:t;の前l士， ~)ιl: (l):*~Hz併〈E ，士がこ< 1!lf，関係に

l.!.'，~ ''t-'られご 7Jる。

ド1.4K. 天井令長

犬}I:上三ワ山部分にわけられる。 .lt'l汁土牛悼の中身光背

，，=，そ ÀL~ .ro'llふ，'1'(股な府市士:併であり， lfi'l、:t天JI"のも

の E ある。 1# 小企:のì\:背山むほひ It ，'-('に，イら lit;X~ f'刊を

p.21で指摘したご.';< ， :1.:1ほにもしばし ばみられるれこの



二円 I，(，J 石鰐第卜~ l[Jq 

イ I閉山ものが 1，ワともぬ雑ま jl~である。波紋唐j';t文のあ

ひだに，そりかへったベルメッ lが二つにわかれ.そのあび

1 ..... '1'こ健化した筒仰のふさをつけ亡ゐる。

:疋:11山まはりには， <¥("9，YI")τqに4逮捕天人の列Naと，三

角主制p!，f，とがある。ズ)1そむもりは交簡である G 百tは良一丙

から波燃にうねり， rt1リとひ耳目部を治、らみあはせとゐる。昔日

身山鱗は，い士i司の龍に上くのこってゐる。龍身のあひだ

に，さ士ざまな弧線で3KL士があらは~ JL"その 3っとろどこ

ろに，夫人力之上慨をあらはしとゐる。ノ任問に有tmが毒々し

L ‘が，もとの )1お止はわり IC~)油、る ο1 j{ 7 向. lll ，品[，14.~1~~ 111 ) 

1'1. 4¥1. 米)1:Jk尚一-m5

引く升山見Ohtìi~である。争'Ji存[たととんを，術~でう此 C

ゐるのがよく bかる。:s;r.ì.文山~\n't.f.桝線の f.1.t、， ~)凶を

つけた繊細な11~大在どを註立されたいo Mf'~ムの艇をな k め

に伊jりとんだ開lil;，むっくりした火ti'，IC孟'1似をほど ζ1た

やり由イこもみのがせなL・0 コi川初l切にくんべる正，設tJとさ

が~U: ，十品納にたってゐる。\1.片J~\. 士:417 中MO 陥刊，火焔併

申[内 0.64111 ) 

11. "I'(~lil 'lト ~?:'r，n fìITはゆjß: MiITI存のため， ，記述の)R快 F むを主、~) C)，..， Wr;沿そ村時lたむ

lた/)りご1'1.50--115の併説に， 'C ‘ ζ は，本土~.(p. ~O 日/)Jを王寺，11:，1，.;*L1.こに~
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