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東方學報 京都第 91 册 (2016)：500-452 頁

雲岡中�における佛敎圖宴の變容

岡 村 秀 典

1．第 7・第 8窟の彫宴と「二�」

(1) 第 7・第 8窟の年代

(2) 雙窟本�の圖宴學

(3) 第 7 窟�室東壁の本生圖

(4) 第 7・第 8窟	室東西壁の佛傳圖

(5) 第 7 窟	室北壁のサッタ王子本生圖

(6) 第 7・第 8窟の圖宴學

2．第 11 窟東壁の太和七年龕

(1) 
宴記にみえる淨土信仰

(2) 太和七年龕の無量壽佛宴

(3) 無量壽佛宴の源液

(4) 無量壽佛宴のひろがり

(5) �去七佛

(6) 三十五佛と五十三佛

(7) 小結

3．佛傳圖の出現と變容

(1) カーシャパ�伏

(2) 外バラモンの歸依

(3) 影�成

4．中 2�から中 3�における
宴の變容

(1) 西方式�制から漢式�制へ

(2) 民閒の
宴

(3) 佛傳圖から因緣說話圖への變容

(4) 曇�の譯經と雲岡石窟

雲岡石窟は，北魏の都�城が�在した山西省大同市の西 15 km に位置している。460

年ごろ沙門瓜になった曇�が�成�に奏�して武州川石窟寺の
營がはじまり，494 年の

洛陽�都まで皇�が	�する大窟の開鑿がつづけられた。曇�が�初に開いた 5 窟は，

西方丘陵の第 16 窟から第 20 窟に比定され，つづいて 470 年代はじめに第 5窟と第 13 窟

が中央丘陵の東西兩端に開鑿される。以上の 7 窟が��の大佛窟で，本�が窟內空閒の

多くを占め，その頭ぎりぎりに穹窿天井がせまっている。
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��太后馮氏 (馮太后) の臨 聽政する 476 年から洛陽�都までが雲岡中�であり，木


円築になぞらえた佛殿窟と塔Ã窟を特!とする。�初に
營された第 7・第 8窟は，ほ

ぼ同形同大の石窟が竝列する雙窟で，兩窟とも�室と	室の二室"
になっている。つ

づいて
營された第 9・第 10 窟も雙窟で，�室と	室の二室"
をもち，�壁に八角#

と斗拱を$り出して閒口 6閒の木
円築をあらわしている。この"
を繼承したのが第

12 窟であり，同時�に塔形の中心#をもつ第 6 窟が
營される。以上の 6 窟はいずれも

中央丘陵にあり，窟內の周壁には重層'に佛龕を�置する特!がある。本稿はこの時�

における	(�宴と說話圖宴を中心に圖宴學'な分析を試みるものである。

1．第 7・第 8窟の彫宴と「二�」

(1) 第 7・第 8窟の年代

第 7・第 8 窟が一對の雙窟であることについて，宿白〔1956〕は孝��と馮太后の「二

�」のために
營されたとみなし，曇�五窟に後續する孝��初�に位置づけた。これ

はいまや)說となっているが，その年代については議論の餘地がある。

孝��は 467 年に獻��の長子として生まれた。獻��が武州山石窟寺に行幸した 11

日後のことである。獻��は 471 年にわずか 5歲の孝��に讓位するが，太上皇�とし

て幼�を助けて院政を布き，內治はもとより再度にわたって柔然を親征するなど國事に

努めた〔田村實
 1982〕。しかし，太上皇�は馮太后に疎まれて 476 年に+殺され，馮太后

の簾政がはじまった。この-勢からみれば，太上皇�の院政�に「二�」が�崇され，

そのために第 7・第 8窟が
營されたとは考えがたい。

一方の馮太后は，北魏によって滅ぼされた北燕王馮弘の孫で，父馮.は北魏に歸順し

て秦雍二州刺/となったが，罪を問われて處𠛬された。母は樂浪王氏。馮太后は長安に

生まれ，後宮に入った後，幸をえて�成�の皇后にのぼりつめた。太上皇�の暴0後に

臨 聽政した馮太后は，まず安城王萬安國・拓跋子推・李欣・南郡王李惠・襄城王韓頽

など太上皇�に1い重臣たちを相2いで誅殺した〔趙昆雨 2006〕。このようにして實權を

掌握した馮太后は，481〜484 年に壽陵の永固陵を方山に築き，481 年の行幸時に円立し

た淸Ãの永固石室には「石を刊みて碑を立て，太后の功德を頌えた」ほか，「太后は�宣

王Ã (�宣王は燕宣王の6り) を長安に立て，印た思燕佛圖を龍城に立て，皆な石を刊みて

碑を立つ」(『魏書』�成��皇后馮氏傳) という。馮太后は�室と血緣關係がなく，太皇太

后という以上の正瓜性をもたなかったため，北魏では�例のないÃと巨大な壽陵を方山

に築いたほか，名譽囘復した父のÃを長安に，馮氏の先祖を弔う思燕寺を北燕の舊都龍

城 (いまの遼寧省 陽) に
營し，それぞれに顯頴碑を立てたのである。「二�」が宣揚さ

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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れたのも，馮太后の正瓜性を世に顯示するためであったことはいうまでもない。

雲岡石窟への行幸は，獻��の 467 年以影，しばらく;絕えていたが，孝��は 480・

482・483・484 年と相2いで行幸している。484 年の行幸は『魏書』高祖紀では「乙未，

行幸方山石窟寺」となっているが，『=治)鑑』齊紀二は「乙未，魏	如武州山石窟寺」

とする。『=治)鑑』の南北 部分は信賴度が高く，硬い玄武岩からなる方山には石窟が

ないことからみても，武州山石窟寺の6りであろう。ちなみに方山へは，『魏書』高祖紀

によれば，479 年の思?寺円立後，480 年から馮太后が@くなる 490 年まで每年のように

行幸している。とくに�初の 480 年 8Bには，方山行幸の 4日後に武州山石窟寺に行き，

その 2日後に�城に戾っている。興味深いことに，第 7・第 8窟のD壁�面には高さ 10m

以上の巨大な石碑と龜趺が
形され，宿白〔1956〕はこれを皇瓜七年 (1147) 曹衍i「大

金西京武州山重修大石窟寺碑」に「いま寺中にE刻の存する�のもの二。一は護國に載

在し，大なるも不F，年Bの攷うるべきものなし。……護國大碑もまた摧燬せり」とい

う「護國大碑」に比定している。したがって，馮太后はみずからの壽陵を方山に築き，

功德を讚えた石碑をその淸Ãに立て，武州山石窟寺には「二�」のために第 7・第 8窟を


營し，その�面にみずからを顯頴する巨大な石碑を刻んだのであろう。孝��は卽位

の 9年後にはじめて武州山石窟寺に行幸したことからみても，その目'は第 7・第 8窟の

本�開眼や石窟完成の落慶法(であった可能性が高い。兩窟は同時の
宴ではなく，第 8

窟が先に完成し，第 7 窟の完成は後れたから，それぞれ立碑や
宴のH目に合わせて行

幸したことも考えられる。

また，481 年に孝��と馮太后は馮氏の祖籍地である信都 (河北省冀州市) に行幸し

(『魏書』高祖紀)，中山に立ち寄って「五I佛圖」を円立している。河北省定州市で發見さ

れた舍利石函には，太和五年に「二�乃ち親ら至願を發し，此の興
の功に緣り，願わ

くは國祚J萇，永享無窮にして，妙法熙隆し，災患Mきず，時和し年り豐かにして，百

姓安逸し，因を出で果に入り，常に佛と會さんことを」という
塔銘を刻んでいる〔河北

省�物局�物工作O 1966〕。これは「二�」と銘記した�古の同時代/料であり，馮氏の故

地への里歸りにあわせ，中山に「五I佛圖」を円立したことは，とりもなおさず馮太后

を顯頴する一連の
營事業であったと考えられる。

以上のことから第 7・第 8窟の年代は，孝��初�にさかのぼることはなく，馮太后が

臨 聽政した 476 年を上限とし，馮太后が方山にみずからの顯頴碑を立て，孝��が方

山と武州山石窟寺にたびたび行幸する 480 年代�Qに
營が完了したと結論づけられる。

(2) 雙窟本�の圖宴學

第 7 窟	室北壁の上層龕はR脚菩«を本�とし，その左右に倚坐佛，兩SにQ跏思惟

東 方 學 報
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菩«を�している。これに對して第 8 窟	室北壁の上層龕は，本�に倚坐佛，その左右

にR脚菩«，兩SにQ跏思惟菩«を�置している (圖 1)。雙窟の第 7・第 8 窟において，

兩Sの菩«はそのままに本�と兩脇侍とを入れ替えているのである。つづいて 480 年代

中ごろに
營のはじまった雙窟の第 9・第 10 窟では，第 9 窟	室本�が倚坐佛で，�室

北壁の左右にR脚菩«があり，反對に第 10 窟	室本�はR脚菩«で，�室北壁の左右に

倚坐佛が�置されている。第 7・第 8窟の五�宴の�格について原報吿〔水野淸一・長廣敏

雄 1951-56，以下同じ〕5：27 頁は圖宴學'解釋を斷念したが1)，これら雙窟は「二�」の

ために
營されたとする宿白說に立つ曾布川V〔2008〕は，これを彌勒佛と彌勒菩«の組

み合わせと考え，第 7 窟	室中央のR脚菩« (=彌勒菩«) が孝��，左右の倚坐佛 (=

彌勒佛) が垂簾の政を布いて脇から孝��を輔佐した馮太后であり，第 8窟	室では反對

に倚坐佛を中央に，R脚菩«を兩脇に�し，馮太后に對して孝��が慈母のように仕え

1 ) 原報吿 8･9：5 頁は，隋以後の倚坐佛は彌勒佛をあらわすことが多いものの，雲岡石窟では

第 8窟本�の倚坐佛が第 7窟本�のR脚菩«と，第 9窟本�の倚坐佛が第 10 窟本�のR脚

菩«と，第 6窟中心#下層西面の倚坐佛が同東面のR脚菩«と，第 11 窟南壁中央上龕の倚

坐佛が同下龕のR脚菩«と，それぞれ對になっていることから，雲岡の倚坐佛は未來の彌

勒佛ではなく現世の釋Î牟尼佛であろうとする。

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 1 第 7窟と第 8窟の	室北壁 (原報吿 Plans. 4-8/5-9 を合成)



た關係をあらわしていると論じた。同じように第 9・第 10 窟の倚坐佛とR脚菩«も馮太

后と孝��の「二�」をあらわしていると曾布川はいう。

しかし，倚坐佛は先に悟りをえた現世佛の釋Î佛 (=馮太后) であり，R脚菩«は2に

菩«として下生し，佛となって法を說く彌勒菩« (=孝��) と考えるべきであろう (X

井淳班における齋X�氏の敎示)。第 9窟�窓左右のバラモン宴が對問するのは	室北壁の佛

倚坐宴で，釋Î佛にほかならないこと，第 6 窟中心#下層龕では倚坐佛とR脚菩«とが

西面と東面とで相對し，武定七年 (549) の「興Y寺高嶺諸村
宴記」では釋Îと彌勒を

「二�」としていることも參考になる〔X堂恭俊 1958〕。また，
宴と[樣の型式學'分析

によれば，第 8窟の完成は第 7窟より先行し，第 9窟は第 10 窟より先行している。孝�

�と馮太后との關係は，方山における馮太后陵と孝��陵 (萬年堂) をみれば�らかなよ

うに，馮太后の權力は孝��を壓倒していた。このため，馮太后のための第 8 窟が第 7

窟より，第 9窟が第 10 窟より，それぞれ上位にあって先に
營されたと考えられる。

(3) 第 7窟�室東壁の本生圖

第 7 窟の�室は，東壁に本生圖，西壁に千佛龕がほぼF面に彫刻されている。東壁上

層は\草[帶で水�に區畫した畫宴帶が十數段あり，彫刻はひどく風Yしているが，內

容の]�している圖宴はすべて本生圖である。

�光王本生 圖 2 右はかろうじて畫宴のわかる�室東壁上層南側の彫刻である。向

かって左には^面を登る象があり，人が騎乘しているようにみえる。その下には頭巾を

かぶる 4人の頭が竝んでいる。下の三角形の空閒には長い髮を�に伸ばしてうずくまる

人物がある。原報吿 Pl. 4-4 の解說では，燃燈 (定光 Dīpankara) 佛の足元の水たまりに儒

越 (Mān
̇
ava) が髮をaいた燃燈佛b記の場面と推測した。しかし，第 10 窟�室腰壁など

にみえる燃燈佛b記本生圖とは衣なり，燃燈佛はあらわされていないし，髮の懸かった

立#，4人の頭，象などが說�できない。これに對して趙昆雨〔2010：92-94 頁〕は，B光

王 (Candraprabha) 本生をあらわしたとする。それは北魏のとき涼州沙門�覺らが高昌郡

でc譯した『賢愚經』卷 6B光王頭施品 (大正藏 4：387-390) などにみえる故事である。

すなわち，B光王は慈悲の心が厚く，大いに布施をおこなうことでd名であった。その

聲eをねたんだf國の王ビーマセナ (毘g斯& Byimasena) はB光王を殺そうと謀り，バ

ラモン (婆羅門 Brāhman
̇
a) のロウトシャ (勞度差 Lehutetsa) にB光王の首を取ってくるよ

う命じた。賢い大B大臣が七寶で作った首をたくさん用hし，王の首に代えようとする

が，バラモンはそれを拒否する。結局，B光王は庭に出て髮を樹木にiり付け，人びと

が見守る中，バラモンに首を切らせた。みな「B光大王，頭を以て布施せり。檀波羅蜜

において，今すなわち滿たすを得たり」と贊嘆したという。この說話をもとに趙昆雨は，

東 方 學 報
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第 7 窟東壁にみえる人頭は大臣が作った七寶の頭，髮を�に伸ばしてうずくまる人物が

B光王で，その�にある#は髮をiり付けた樹幹だと考えた。B光王本生圖は敦煌莫高

窟第 275 窟北壁にもあり，そこでは大臣が七寶で作った人頭 3個を盤に載せてB光王に

捧げる場面と，B光王が樹木に髮をiり付け，その後ろにバラモンが刀を振り上げる場

面とが描かれている。また，怨疆キジル石窟第 178 窟には，その後者の場面だけが描か

れている〔李永寧	m 2000：24-29 頁〕。本窟の圖宴は，七寶頭の竝べ方やB光王のn勢が

それらと衣なるものの，趙昆雨說がo當であろう。おそらく^面を登る象の圖宴は，B

光王が 7 日後に首をバラモンに施すことを臣下に命じて「八千里を象に乘りpく諸國に

吿げて言はしむ」という頻用句の場面をあらわし，また刀を振り上げるバラモンの圖宴

は，壁面の0れた部分にあったのかもしれない。

ムーガパッカァ太子本生 圖 2左は�室上層北端で，\草�帶で分けられた上段の圖

宴について，原報吿 Pl. 4-6 の解說はムーガパッカァ (墓魄Mūgapakkha) 太子本生をあら

わしたとしている。すなわち，康僧會譯『六度集經』卷 4 (大正藏 3：20) に2のようにい

う。むかしバーラーナシー (波羅捺 Bārān
̇
asī) 國にムーガパッカァという太子がいたが，

13歲になっても一言も喋らないので，國王夫妻はバラモンを呼んで原因をたずねると，

これは不祥なことであり，太子を生き埋めにすれば，よい後嗣がえられるという。そこ

で王夫妻は淚ながらに太子を棺にuめ，墓に埋めることにした。ところが，墓に埋めよ

うとしたところ，太子は墓掘り人夫に突然聲をかけた。その態度と聲がみごとだったの

で，王夫妻は後嗣ができたと喜んだ。しかし，太子は�去世において苦しみ多く，その

ために 13 年閒も沈默を)してきたが，これからは沙門として世をwりたいという決hを

語ったという。原報吿は，畫面の左側で^めに橫たわるのが棺にuめられた太子，その

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 2 第 7窟�室東壁の本生圖 (左：原報吿 Pl. 4-6，右：原報吿 Pl. 4-4)



足先に円っているのが墓門，棺の向こうで雙手を擧げているのは墓掘り人夫，右側に裸

形で立ちあがっているのは聲を出した太子，その左で腰を拔かし，右で走り出している

のは墓掘り人夫と考證している。趙昆雨〔2010：95-96 頁〕もムーガパッカァ太子本生に比

定し，�依の經典を安世高譯『佛說太子慕魄經』とするが，その說話內容は『六度集經』

と大差ない。怨疆キジル第 17 窟にも同じ	題の圖宴があるが，そこでは太子の橫たわる

棺の橫に 2人が立ち，棺をiった繩を解いている場面が描かれている〔馬世長 (安田治樹

譯) 1984：圖 42〕。それは雲岡の描寫といささか衣なっているが，兩經典によれば，太子は

ひとりで立ちあがり，いきなり墓掘り人夫に聲をかけて驚かせたのであるから，衣時同

圖法による雲岡の圖宴が經典の說話をより忠實に表現しているといえよう。

ダルマカーマ太子本生 その下段の畫宴である。宮殿の內側で高貴な人物が中央に左

手を擧げ，右手を腰に置いて腰掛け，後ろに 2人が立ち，その�に人がyさに落ちる場

面が描かれている。原報吿 Pl. 4-6 の解說では說話內容は不�としていたが，閻�儒

〔2003：52-53 頁〕や趙昆雨〔2010：94-95 頁〕はこれをダルマカーマ (曇g鉗 Dharmakāma)

太子本生に比定している。

すなわち，『賢愚經』卷 1泳天�法六事品 (大正藏 4：350-351) は，2のようにいう。ダ

ルマカーマ太子は正法を求めたとき，天�釋のY身なるバラモンは，太子に「汝，今も

し能く大火坑を作り，深さ十丈にして，中に熾なる火を滿たしめ，自ら中に投じて以て

供養せば，吾れ乃ち法を與へむ」と說いた。王や太子妃らは太子を制止したが，太子は

「我れ此の身をzて，佛を求めんとし，後に成佛の時，まさに汝等に五分法身を施すべ

し」と吿げて大火坑の中に自らを投じた。ところが，そのとき火坑は變じて花池となり，

諸天は華を雨のように散じ，太子は蓮花の臺に坐していた。趙昆雨らは個々の圖宴を比

定していないが，投身した人物がダルマカーマ太子，中央の貴人が王，後ろがその從者

と高髻形のバラモンであろう。�に立つ從者は雙手を擧げて，太子の投身に驚愕してい

る樣子である。なお，怨疆キジル第 17 窟にもこの本生圖が描かれているが，太子は雙手

を擧げて花池に立ち，兩脇の 2人が太子の手を荏えており，投身後の場面と考えられる

〔馬世長 (安田治樹譯) 1984：圖 33〕。

第 7 窟�室東壁の圖宴で說話內容の同定できるものは，以上の 3畫面のみである。對

になる第 8 窟の�室は，東壁に千佛龕，西壁に畫宴帶で區畫された說話圖宴が�置され

たと考えられるが，風Yがはげしく，說話內容の]別できる圖宴はない。

(4) 第 7・第 8窟�室東西壁の佛傳圖

第 7・第 8窟	室の東西壁は，�上層に坐佛列，�下層に供養天列があり，その閒は蓮

辨[帶や\草[帶で佛龕を 4層に區分し，各層に 2 龕を�している。上の第 4層と第 3
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層は天上世界で，下の第 2層と第 1層には各龕に佛傳をあらわしている。圖 3 には下 2

層の實測圖を示した。第 7 窟東壁と第 8 窟西壁は風Yのため原形をとどめていないが，

下 2層各龕の本�はすべて右手を胸�に擧げた坐佛である。

第 7 窟の第 2層は，東西壁とも南龕は佛傳の「商	奉蜜」，東壁の北龕は「三カーシャ

パ (Kāśyapa) �伏」である。西壁の北龕について原報吿 Pl. 4-78 の解說は「ヤシャス

(耶舍 Yaśas) の出家」の場面と推測したが，趙昆雨〔2010：78-79 頁〕はこれを成後の釋

Îに說法を�う「泳天勸�」に比定した。合掌して坐る脇侍の特衣な寶冠は，第 8 窟東

壁第 2層南龕の「四天王奉鉢」の場面で四天王が戴くy圓錐臺形のそれに類似し，趙說

がo當であろう。東壁第 1層は 2 龕とも原形をとどめていないが，西壁第 1層の南龕は

「火龍�伏」で，北龕の右脇侍は 5體の跪坐宴であり，「初轉法輪」におけるカウンディ

ニヤ (憍陳如 Kaun
̇
dinya) ら 5人に對する說法に比定できる。ただし，北龕の合掌する脇

侍は，出家者ではなく，高髻の俗形であるから，「商	奉蜜」と同じような在家信者に對

する說法をあらわしている。

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 3 第 7・第 8窟	室東西壁下層佛龕 (原報吿 Plans. 4-9･10/5-10･11 を合成)



第 8 窟の西壁は風Yして不�だが，東壁第 2層の南龕は「四天王奉鉢」，北龕は「商	

奉蜜」で，東壁第 1層の北龕は楣拱龕に三�佛があり，南龕は「影�成」である。

以上のように第 7・第 8 窟	室東西壁の下層龕には，成�後の佛傳があらわされて

いる。すべて右手を胸�に擧げた佛坐宴であり，佛を大きくあらわしているところに特

!がある。また，佛傳のなかでも「商	奉蜜」は，第 7 窟第 2層東西壁の南龕に對置さ

れ，第 8 窟東壁第 2層に「四天王奉鉢」と竝んであらわされている。一對の雙窟で 3畫

面も重複しているのは，その說話がこの時�にとりわけ人口に膾炙していたからであろ

う。雲岡石窟の
營がはじまった�成�のころ，�城で沙門瓜曇�の下にあった曇靖は，

みずから『提謂波利經』2卷をi営した。太武�の廢佛によって多くの經典が失われ，在

家信者を敎Yするために，成後の釋Îが出家者に對する說法の「初轉法輪」より�に，

商	のトラプサ (提謂 Trapus
̇
a) とバリカ (婆利 Bhallika) の 2人が�いる 500人の商人の

ために三歸五戒の法を說くという設定になっている。「商	奉蜜」の場面が第 7・第 8 窟

に好んであらわされたのは，『提謂波利經』の影�によるものであろう。

(5) 第 7窟�室北壁のサッタ王子本生圖

第 7・第 8 窟	室は，東西壁第 2層から北壁下層にかけて，高さ 2×幅 2 m ほどの空閒

があり，上下 2段の畫宴帶がある。兩窟ともこの部分はひどく風Yしているが，第 8 窟

の北壁から東壁にかけては，北壁上段に「太子競射」，東壁上段に「夜Q思惟」，東壁下

段に「出家踰城」があらわされている〔原報吿 Pls. 4-31・67解說〕。一方の第 7 窟は，西壁

から北壁にかけての畫宴が比	'よく殘っており，それを圖 4に示した。原報吿 Pl. 4-31

解說は，北壁上段は頸をのばした肉食獸が群がっているとしながらも，その說話を比定

することはなかった。その後，大山みどり〔1987〕はそれがX井d鄰館に�藏する太安元

年 (455)「張永」
石佛坐宴背面のサッタ («埵 Sattva) 王子本生 (z身飼虎) の場面 (圖

5) に類似することを指摘し，趙昆雨〔2010：96-98 頁〕は西壁を含めたF體にそれがあら

わされていると考えた。

サッタ王子本生は『佛說菩«投身æ�虎M塔因緣經』(大正藏 3：424-428)，『菩«本生鬘

論』卷 1投身飼虎緣M (同 332-333)，『賢愚經』卷 1g訶«埵以身施虎品 (同 4：352-353)，

『金光�經』卷 4z身品 (同 16：354-356)，『合部金光�經』卷 8z身品 (同 396-399)，『金

光���王經』卷 10z身品 (同 450-454) などにみえ，北涼の曇無讖譯『金光�經』は2

のようにいう。マカラダ (g訶羅陀Mahaa-ratha) 國のサッタ王子は，兄 2人と竹林に入っ

たところ，母虎と 7 頭の子虎が�え死にしそうなのをみて，衣�を竹の映に懸け，虎の

�に身を橫たえるが，虎の母子が食いつく力もないことから，竹でみずから首を刺して

血を液し，山上から虎の�に飛び影りて虎を救濟したという。
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大山の指摘するように，第 7 窟北壁上段の圖宴は，橫たわる王子の周りに�えた母子

の虎が群れる場面であろう。その西壁側には頭光を�う 3體の天人が立っている。趙昆

雨は��列で蕾をもって左足を�に踏み出そうとしているのがサッタ王子，後ろで合掌

する 2人をその兄と考えた。また，その下段には飛天の下Q身と群がる虎が殘存し，趙

は崖から飛び影りる王子の場面かと推測している。しかし，ここには太安元年「張永」


宴例のような山嶽表現はみられず，上段と下段の兩方に虎が群れているところに疑問

がある。趙はまた，東壁の相對する位置に 2人が立ち，その北壁側に山嶽と宮殿らしい

彫刻があることに�hし，サッタ王子の埋骨
塔をあらわしたものかと推測している。

しかし，風Yのため圖宴は模糊としており，これらの比定はなお檢討が必(であろう。

(6) 第 7・第 8窟の圖宴學

曇�五窟にはじまる雲岡��は，大佛宴をおさめるだけの狹隘な大佛窟であったが，

第 7・第 8窟にはじまる雲岡中�の佛殿窟は，木
円築になぞらえた二室"
となり，窟

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 5 太安元年 (455)「張永」
宴サッタ王子本生圖 (水野淸一�拓)

圖 4 第 7 窟	室北・西壁下層のサッタ王子本生圖 (左：原報吿 Plans. 4-8･10 を合成，右：原報吿 Pl. 4-31A)



內に立ち入って禮拜し禪觀する廣い窟內空閒をもっている。このため，壁面F體を佛宴

や裝�[樣で莊嚴し，さまざまな說話圖宴があらわされるようになった。

第 7・第 8 窟はまた一對の雙窟であり，孝��と馮太后の「二�」のために
營され，

R脚菩«を本�とする第 7 窟は孝��，倚坐佛を本�とする第 8 窟は馮太后の石窟で

あったと考えられる。これに對應するように，第 7 窟	室の西壁から北壁にかけては

サッタ王子本生圖があらわされ，第 8 窟の北壁から東壁にかけては「太子競射」・「夜Q

思惟」・「出家踰城」など太子出家�の佛傳圖が�置されている。第 7 窟	室北壁の下層

龕は釋Î・多寶の二佛竝坐宴，上層龕の本�は彌勒のR脚菩«宴であるから，その閒に

�された本生圖は，彌勒となるべき菩«のz身行をあらわし2)，第 8 窟の佛傳圖は本�の

釋Î佛となるプロセスを表現したものとみることができよう3)。

第 7 窟�室東壁にはB光王本生・ムーガパッカァ太子本生・ダルマカーマ太子本生圖

があらわされている。それ以外の畫宴や對應する第 8 窟西壁の畫宴は風Yのため不�だ

が，いずれも雲岡石窟ではほかに例のない本生圖である。自己犧牲による菩«行をつづ

け，さまざまの生をうけて修行をくり�し，	室本�の彌勒 (=孝��) にいたるプロセ

スを圖說したものであろう。

2．第 11 窟東壁の太和七年龕

塔Ã窟として開鑿のはじまった第 11 窟は，天井のR龍と方塔形中心#の�上層を彫刻

した段階で工事は中斷された。太上皇獻��の1親者が
營をはじめ，476 年の太上皇の

「暴0」がその原因であると，趙昆雨〔2006〕は推測している。

この第 11 窟では，荒$りのまま放置された壁面を利用し，480 年代に佛龕が�刻され

ている。その嚆矢となるのが東壁南端の�上層にある太和七年 (483) 龕である。第 7・

第 8 窟の完成するころに
宴されたこの龕は，高さ 3.1 m，幅 2.3 m，F體が長方形を�

し，その
宴銘には「邑義信士女等五十四人」が「邑師法宗」・「邑師曇秀」・「邑師
�」

や「邑師育」ら敎Y僧の指�のもとに
宴したことが記されている。その「邑義」に

2 ) z身飼虎の說話について稻本泰生〔2011〕は，『泳網經』第十六輕戒には「釋Îの�身たる

菩«が行ったz身にまつわる說話」の域を超えて，菩«戒を�けた者が「自ら實踐すべき

項目」と位置づけられていたこと，�山園〔1996〕の考證により，その『泳網經』は 5世

紀後Qの北魏に成立したことに�hしている。また�山園〔2002〕を參照。

3 ) 中 3�の第 1・第 2 窟は塔形の中心#をもつ雙窟で，R脚菩«を本�とする第 1 窟東壁に

はシュヤーマ (睒子／睒gÎ Śyāma) 本生圖，坐佛を本�とする第 2 窟東壁には「太子競

射」の佛傳圖があらわされている。この圖宴"成も第 7・第 8窟と共)する。
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ついて佐X智水〔1977〕は，「北魏における佛敎敎團は民衆敎Yの方策として邑義なる信

仰組織を結成し，
宴等の奉佛行事を奬勵するなかで，皇�に奉仕する佛敎信仰を培養

している」という。第 7・第 8窟までの石窟は皇�	�のもとに開かれたのに對して，�

�窟の空いた壁面に�刻される佛龕は，官職をもたない民閒の人びとでも
宴できたの

である。もっとも當龕の面積は本窟�窓東側に「故常山太守田�虎」の妻周氏が
營し

た太和十九年 (495) 龕の 5倍ほどもあり，12 年の差があるとはいえ，相應の=財が投じ

られたことはまちがいない。

(1) �宴記にみえる淨土信仰

常盤大定〔1931〕は太和七年龕の
宴記に「安養光接，託育寶花」の句があり，銘區の

上に「觀世�菩«／大勢志菩«」の榜題をもつ二菩«が竝んでいることに�hし，曹魏

の康僧鎧譯『無量壽經』(大正藏 12：273a) に「諸佛吿菩«，令覲安養佛」とあること，經

中に觀世� (Avalokiteśvara)・大勢至 (Mahāsthāmaprāpta) の二菩«を說くことから，


宴の背景に『無量壽經』を想定した。「安養」とは「安樂」や「極樂」に同じで4)，無量

壽 (阿彌陀 Amitābha) 佛の�する西方淨土をh味する。これをうけてX堂恭俊〔1958〕は，

無量壽佛の因位の發願にその典據を求め，つづけて「百味・天衣，隨h飡�」の句があ

ることから，『無量壽經』の現存する漢譯のうち，吳荏�譯『大阿彌陀經』(大正藏 12：

301-302) において，その「百味・天衣，隨h飡�」は第三願の「舍宅・被�・飮食，自

然」と第十四願の「飮食自然」を，その「安養光接，託育寶花」は第二十四願の觸光�

生を，それぞれ具備していることを指摘している。康僧鎧譯の四十八願か荏�譯の二十

四願か，�依の經典にかんしては專家の檢討にゆだねるとしても，この
宴記には『無

量壽經』の淨土信仰が反映されていることは確かであろう。

ちなみに，敦煌寫本の『無量壽經』には，北魏の神瑞二年 (415) 大谷大學本や皇興五

年 (471) ペリオ本 P4506Aなど 5〜6世紀のものが多く，なかでも P4506 は獻��の祚

隆と父母の託生蓮華を祈願して『法華經』・『金光�經』・『維g經』各 1 部とともに書

寫された供養經である〔廣川堯敏 1984〕。また，『無量壽經』をc譯した荏�や康僧鎧ら

はいずれも西域の出身であり，淨土信仰とその經典は早くから北魏に液布していた可能

4 ) 淨土三部經のうち『無量壽經』には「安養」や「安樂」，『觀無量壽經』と『阿彌陀經』に

は「極樂」の譯語が	に用いられている〔倉本尙德 2014〕。なお，太和七年龕の
宴記で

「安養光接」の�に「神栖高境」とあるのも淨土信仰と關係する語句であろう。陝西省興�

縣から出土した北魏・皇興五年 (471) R脚佛宴 (西安碑林�物館藏) の
宴記にみえる

「神�妙境」はこの類似句である。
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性が高い。

雲岡石窟における淨土信仰について李治國ら〔鶴島俊一郞譯 1990〕は，雲岡後�の第 38

窟拱門上部の
宴記に「長辭苦海，�神淨土」，第 19B窟 (怨 19-2 窟) 西壁下龕のJ昌四

年 (515) 
宴記に「願託生西方，妙樂國土，蓮花Y生」，第 4 窟南壁の正光年 (520-524)


宴記に「託生淨土」という願�があることから，雲岡では洛陽�都後に淨土信仰がひ
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圖 6 第 11 窟東壁の太和七年龕 (原報吿 Pl. 8-29)



ろがったと考え，南からの影�によるものと推測している5)。しかし，太和七年龕の
宴

記に淨土信仰が反映されているのならば，そのはじまりはどのように理解できるのだろ

うか。また，そこには西方淨土に�する無量壽佛が
宴されているのだろうか。

(2) 太和七年龕の無量壽佛宴

雲岡石窟には
宴記が少ないが，原報吿〔8・9：1-5 頁〕が指摘するように，�宴"成か

らみて佛宴のほとんどは釋Î佛で，ほかに燃燈 (定光) 佛と二佛竝坐の多寶佛があり，第

11 窟西壁�刻龕の
宴記には藥師留離光佛があるけれども，無量壽佛の確かな例は發見

されていない。6世紀に下っても，龍門石窟の釋Îや彌勒の
宴記にあらわれる淨土信仰

は，漠然と天上の諸佛諸菩«の樂土を願求する 度であり，必然'に無量壽佛を
宴し

たわけではなかったからである〔塚本善隆 1941〕。そのなかで水野淸一〔1941〕は，� 3�

の第 17 窟南壁東龕にある一佛二菩«宴は，右脇侍の寶冠にY佛，左脇侍の寶冠に寶瓶が

あしらわれ，『觀無量壽經』にいう觀世�菩«と大勢至菩«に比定できることから，右手

を擧げて結跏趺坐する本�を無量壽佛と考えた。しかし，太和七年龕の「觀世�菩«／

大勢志菩«」の榜題をもつ菩«宴はともに蓮華�の三面寶冠で，雲岡には『觀無量壽經』

にみるような菩«宴の定式がなかったと考えられるから，第 17 窟例を無量壽三�宴に比

定するには，なお檢討が必(であろう。

そこで檢討すべきは，やはり太和七年龕であろう。
宴記に淨土信仰があらわれ，そ

の上に觀世�菩«と大勢至菩«が竝んでいるから，ここに無量壽佛が
宴されているか

否かを確かめておく必(はあろう6)。

まず龕の�上段には 9基の奏樂天人列龕，天蓋をあらわす區畫帶と帷幕があり，その

下は大きく 3區畫に縱割りされている。中央の區畫は上下 5段に分け，�下段に
宴記，

上 4段に佛菩«宴を�列している。�上段は楣拱龕にR脚菩«宴，第 2段には 2基の尖

拱龕を竝列し，右龕の坐佛は禪定形，左龕の坐佛は右手を胸�に擧げている。第 3段は

尖拱龕に二佛竝坐宴を�し，拱額には七佛の坐宴がある。第 4段には 3體の菩«が竝ん

で安坐し，右に「觀世�菩«／大勢志菩«」(志は至の假借)，左に「�殊師利菩«」

5 ) 南 における無量壽と彌勒の信仰を論じた宿白〔1989〕は，北魏の民閒では單獨の無量壽

佛宴が散發'に
宴されるものの，雲岡石窟では洛陽�都後に，龍門石窟では孝���以

後に出現することから，それは南 の影�によるものと論じている。

6 ) 原報吿は中央區第 2段の禪定佛を阿彌陀 (無量壽) 佛に比定するが，
宴記との關係につ

いては觸れていない。反對に久野美樹〔1989〕は，常盤大定と同じように太和七年龕の


宴記と觀世�菩«・大勢至菩«の
宴から『無量壽經』・『觀無量壽經』との關連を想定し

たが，無量壽佛の
宴については言¢していない。

雲岡中�における佛敎圖宴の變容

487 〔64〕



(Mañjuśrī) という榜題がある。この佛菩«宴のうち，�上段のR脚菩«宴が彌勒で，第 3

段の二佛竝坐宴が『法華經』見寶塔品にいう釋Î・多寶である。第 17 窟�窓の太和十三

年 (489) 龕は，これと同じように，上の楣拱龕にR脚菩«，下の尖拱龕に二佛竝坐と拱

額の七佛があり，
宴記に「發願
釋Î・多寶・彌勒宴三區」とあるからである。第 4

段に 3體の菩«が竝んで安坐するのは衣例だが，榜題によってそれぞれ�名が]�して

いる。のこるは第 2段の 2 龕であるが，原報吿 Pl. 8-30 の解說は，右龕の禪定佛を無量

壽佛に比定し，その脇侍として第 4段右側に「觀世�菩«」と「大勢至菩«」が£ばれ，

第 2段左龕の坐佛を釋Î佛として第 4段左側に「�殊師利菩«」が�置されたと推測し

た。第 1段の彌勒菩«と第 3段の釋Î佛・多寶佛とが�去から未來にいたる時閒軸であ

るから，第 2段の無量壽佛・釋Î佛と第 4段の觀世�菩«・大勢至菩«・�殊菩«は，

それとは2元の衣なる空閒軸としてR互に�置されたのであろう。

(3) 無量壽佛宴の源液

無量壽佛・觀世�菩«・大勢至菩«，および釋Î佛と�殊菩«との組み合わせは，西

秦円弘元年 (420) 題記7)のある炳靈寺石窟第 169 窟北壁の
宴が報吿されたことにより，

雲岡以�にさかのぼることが�らかになった。すなわち，その第 6號龕 (圖 7 上) では，

塑
の佛坐宴に「无量壽佛」，右脇侍菩«立宴に「觀世�菩«」，左脇侍菩«立宴に「得

大勢志菩«」という墨書の榜題があり (圖 7左下)，第 10號壁畫には佛坐宴の左側に「釋

Î�佛／�殊菩«」の榜題があった〔張寶璽 (曾根三映子譯) 1986〕。「无量壽佛」坐宴は蓮

華座に禪定し，左右脇侍は高髻形で，寶冠は裝着していない。大勢至を「大勢志」と記

したことは雲岡太和七年龕と同じである。この三�宴の東側には第 6號壁畫があり，「釋

Î牟尼佛」の榜題をもつ佛立宴，「彌勒菩«」の右脇侍，その上に「南方智火佛」などの

十方佛を 5體 2 列に竝べ，佛立宴の左上に「藥王佛」の佛坐宴，その下に円弘元年題記，

また下に「□國大禪師曇g毗之宴」や「比丘融之宴」などの供養者列宴がある。供養

者列を先�する「曇g毗」は『高僧傳』卷 11玄高傳にみえる「外國禪師曇無毘」であり，

發願�に「�妙匠，容茲�宴，神n琦茂，□□□□，□二□«，畫作慈氏」とあること

から，この龕では塑
の無量壽佛が本�であったと考えられる〔倉本尙德 2010〕。

第 10號壁畫は漆喰面が上下 2層に分かれ，上層の	�には「釋Î牟尼佛」，その右脇

の立宴には「維g詰之宴」の榜題があり，上層漆喰の剝離によって一部露出した下層の

	�には「釋Î�佛」，左下の坐宴には「�殊菩«」の榜題がある (圖 7右下)。この上

7 ) 
宴記に「歲在玄枵」とあることから，円弘五年 (424) とする說もある〔福山敏男 1971

／倉本尙德 2010：� 8 など〕。
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下 2層の壁畫に描かれた供養比丘には，ともに「沙彌衆濟」の榜題が記され，年代差は

大きくないと考えられることから，上層の剝落した左脇侍は�殊で，上層漆喰に§われ

ている下層の右脇侍は維gであり，ともに釋Îを中心として維gと�殊を左右に對置し

たものと推測されている。

また，第 11號壁畫の中央坐佛には「无量壽佛」とあり，その右に�殊菩«と推定され

る坐宴，左の帷帳內には維gが休み，「維g詰之宴／侍者之宴」という榜題があるが，張

寶璽〔(曾根三映子譯) 1986〕は中央の坐佛を釋Î牟尼佛の6記とみている。無量壽佛と釋

Î牟尼佛とが，混同されていたというのである。中央の坐佛は右手を胸�に擧げ，�殊

菩«とみられる宴は右足を�に出して安坐している。その坐勢は太和七年龕の「�殊師

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 7 炳靈寺石窟第 169 窟北壁の第 6號龕展開圖 (上)・同無量壽三�宴 (左下)・第 10號壁畫 (右
下)〔李裕群 2010：圖 12／甘肅省�物工作Oほか 1986：圖版 21／張寶璽 1986：揷圖 10〕



利菩«」宴に1似している。このような釋Îと維g・�殊の三�宴は，雲岡第 6 窟南壁

にも例がある。太和七年龕では釋Îと脇侍の�殊のみあらわし，維gが脫落したのであ

ろうか。

淨土敎を開いた東晉の�?は廬山東林寺にて無量壽宴をおき (『高僧傳』卷 6釋�?，大

正藏 50：358c)，安も襄陽檀溪寺にて丈八金銅無量壽佛を鑄
し (『法苑珠林』卷 13敬佛ª

第 6，大正藏 53：384b)，東晉の«愷之は円康の瓦棺寺に維g詰宴を描いたとされる (『歷代

名畫記』卷 3 記兩京外州寺觀畫壁)。炳靈寺第 169 窟の年代はそれより怨しいが，その無量壽

佛宴と維g宴は現存する
宴の中でもっとも古く，無量壽佛は觀世�菩«と大勢至菩«

を脇侍とし，維gは釋Î佛と�殊菩«をともなうことから，雲岡石窟の直接の源液に

なったと考えられる。

また，炳靈寺第 169 窟北壁では，無量壽三�宴と釋Î佛・彌勒菩«・十方佛の壁畫と

が竝存していた。太和七年龕では十方佛8)の代わりに二佛竝坐宴が�されているが，無量

壽三�宴に�去−現在−未來の三世佛宴を觀想する修行は共)していたのだろう。

炳靈寺石窟の位置する涼州は，西域とのR液により早くから佛敎が盛んであったが，

北魏の太武�は 439 年に北涼を滅ぼし，王室をはじめ®民三萬戶を都�城に�した。そ

の中には僧俗の佛敎信者が少なくなく，北魏の太子拓跋晃が師事した玄高は，もと北涼

の高僧で (『高僧傳』卷 11玄高傳)，炳靈寺第 169 窟の供養者列を先�する曇無毘に師事し，

雲岡石窟の
營を奏�した沙門瓜曇�も北涼の高僧のひとりであった。雲岡の樣式は涼

州の石窟と共)し，炳靈寺石窟に無量壽三�宴としてあらわされた淨土信仰も，このよ

うな北涼の僧俗たちによって�城にもたらされ，雲岡の民閒
宴に反映されることに

なったのだろう。

(4) 無量壽佛宴のひろがり

5世紀代の無量壽佛は，雲岡のほかにもひろがっている。倉本尙德〔2010〕の集成によ

れば，無量壽宴銘は炳靈寺第 169 窟例を嚆矢として，北魏和�五年 (464)・承�元年

(476)・太和六年 (482)・太和九年 (485) の 4例があり，いずれも出土地不�の單獨宴で

ある。承�元年例のみ石
で，ほかの 3例は金銅製であり，年代の早い 2例は禪定形の

坐宴，後の 2例は擧手形の立宴である。その宴容からは釋Î佛と區別できない。

また南 では，四川省茂縣から出土した南齊の永�元年 (483) 石佛宴 (川� 5號
宴碑)

には正面に佛坐宴，背面に「无量壽佛」の榜題をもつ佛立宴があり，「西涼曹比丘釋玄

8 ) 雲岡石窟では中 3�の第 14 窟�室東壁に 5體の佛坐宴を 2段に�しており，十方佛と考え

られる。
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崇」が「无量壽，當來彌勒成佛二世�宴｣9) を
宴したという銘�が刻まれていた〔袁§

光 1992〕。西涼は 421 年に北涼に滅ぼされたが，
宴	の「釋玄崇」は涼州の故地にひろ

がっていた淨土信仰を南齊にもたらしたのであろう。

倉本の集成から漏れているが，無量壽宴銘をもつ太和六年 (482) 石佛宴 (圖 8) が河北

省邯鄲成安縣から出土している〔鍾維 2007〕。これは 1997 年に城關鎭南街村の寺ÃE址で

發見され，高さ 40.5 cm，正面に右手を胸�に擧げた佛坐宴があり，右脇侍菩«は左手に

拂子をもち，左脇侍菩«は左手に水瓶を提げている。臺座の香爐には鮮卑裝の男女が相

對し，「祖鞠癸供養」と「祖母王阿容供養」の榜題がある。背面には天蓋の下に禪定形の

佛坐宴があり，左側に「无量� (無量壽) 宴」，右側に「相州陽�郡發干縣」，臺座に「太

和六年十B三日，佛弟子鞠撫夫妻三人，爲祖父母
釋Î宴一軀，願祖父母夫妻眷屬等@

見彌勒下生，三會說法，願如此福」の銘がある。すなわち，正面の本�が釋Î，背面の

坐佛が無量壽，正面の供養者宴が@き祖父母であり，釋Î佛と無量壽佛を
宴しながら，

銘�には釋Î入滅後に彌勒菩«がこの世界に下生し，龍華樹の下で悟りを開き，三度法

會を開いて釋Îの說法にもれた衆生を救濟するという彌勒信仰をあらわしている。この

ような無量壽佛宴と彌勒信仰とをあらわした北魏代の例として龍門石窟の神¼二年 (519)

「杜永安」
宴や正光四年 (523)「比丘僧弘□」
宴があるほか，北京市±山出土の太和

9 ) 上営の炳靈寺第 169 窟第 11號壁畫において，維g・�殊と組み合わされる中央坐佛に「无

量壽佛」とあるのは釋Î牟尼佛の6記であり，同じように「二世�宴」として彌勒と組み

合わされたこの「无量壽佛」も釋Î牟尼佛の6りであった可能性がある。

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 8 河北省邯鄲成安縣出土の太和六年「鞠撫」石佛宴 (岡村撮影)



二十三年 (499)「比丘僧欣」
宴記のように「願生西方無量壽佛國，龍華樹下，三會說法，

下生人閒，侯王子孫，與大菩«，同生一處」という西方願生と現實世界への歸入を願う

彌勒信仰とを²記した例があり〔松本�三郞 1919：272-299 頁／石川琢 2009：16-56 頁〕，こ

の太和六年石佛宴はそのさきがけとなるものであろう。

願	の「鞠撫」について，原籍の「相州」は鄴城地方，「陽�郡」の郡治は邯鄲の東の

館陶縣にあり，「發干縣」はいま山東省冠縣に屬し，一族は漢人で，民閒で
宴されたと

衣麗都〔2012〕は考證している。釋Î佛は³袒右´，無量壽佛は)´式に着衣し，どちら

も痩身で，石灰岩の彫刻のため，表現がいささか生硬であり，太和七年龕の
宴など同

時�の雲岡樣式とは衣なっている。

この發見によって，無量壽佛宴が鄴城地方にもひろがっていたことが�らかになった。

擧手形の釋Î佛と禪定形の無量壽佛とを組み合わせたことは，雲岡太和七年龕の第 2段

と同じである10)。雲岡の多佛龕を除く佛坐宴は，多くが擧手形であり，禪定形が少ない

ことからも，太和七年龕のそれは無量壽佛である可能性が高い11)。

無量壽佛宴銘はないが，太和十六年 (492) 銘のある山西省太谷塔寺石窟の北壁に坐佛

龕 2基が竝列している。どちらも³袒右´であるが，右龕は擧手形，左龕は禪定形であ

り，釋Î・多寶の二佛竝坐と衣なる�宴"成として佐X智水〔2010〕はこれを坐佛竝龕と

呼んでいる。太和七年龕では坐佛竝龕と二佛竝坐龕とが上下に重なっているから，この

塔寺石窟例は釋Îと無量壽の竝龕であった可能性が高い12)。また，雲岡中�に竝行する

山西省武µ良侯店 1號石窟は 3面に佛坐宴を 2體ずつ�置し，南壁の右方佛は)´の禪

定形，左方佛は³袒右´の擧手形で，左右の宴容が衣なっている〔劉永生 2008〕。これも

釋Îと無量壽の二佛竝坐であろう。
宴銘がないものの，宴容からみて雲岡中�に山西

省中南部にも無量壽佛宴がひろがっていたと考えられる。

10) 中山大學圖書館に�藏する壬辰年
宴記拓本には「隴西郡淸信 (士)」「敬
釋Î・无量壽

佛」とあり，�宴は失われているが，釋Îと無量壽とを一組に
宴したことがわかる。李

裕群〔2010〕はこの壬辰年を北魏�成�の承�元年 (452) に比定するが，神王宴の表現か

らみると，6世紀に下る可能性が高い。

11) 龍門石窟では神¼二年 (519) を嚆矢として 4例の無量壽佛宴が確¶され，いずれも禪定形

の佛坐宴であるのに對して，24例の釋Î佛坐宴のうち，禪定形は永�二年 (517) までに

16例あり，それ以後は禪定形がなくなって擧手形の釋Î佛坐宴にR代することが指摘され

ている〔水野淸一ほか 1941：108 頁〕。

12) ｢北 石窟寺院の硏究」班 2016 年 5B 18 日の硏究會における佐X智水氏の敎示。また，そ

のとき稻本泰生・向井佑介氏より第 11 窟の佛龕に�置された佛塔には，二佛竝坐と坐佛竝

龕を組み合わせた作例が多いことが指摘された。それは第 11 窟の�刻を	�した民閒集團

の信仰を反映した可能性が高い。

東 方 學 報

482〔69〕



(5) �去七佛

太和七年龕の中央區第 3段は尖拱龕に二佛竝坐宴をおさめ，拱額に 7體の佛坐宴を�

している。第 17 窟�窓の太和十三年 (489) 龕もこれと同じ�宴"成で，
宴記をもとに，

上のR脚菩«は「彌勒」，下の二佛竝坐は「釋Î・多寶」に比定され，その拱額にも 7體

の佛坐宴を�している。�都後になるが，第 11 窟�窓東側の太和十九年 (495) 龕は，


宴記に「釋Î�佛彌勒二軀」と記し，上段のR脚菩«宴が「彌勒」，下段の佛坐宴が「釋

Î�佛」であり，下段の尖拱龕の拱額にあらわされた 7體の佛坐宴は�去七佛と]斷さ

れる (原報吿 Pl. 8-9解說)。また，第 35 窟門口東側に�刻されたJ昌四年 (515) 龕の
宴

記には「
彌勒幷七佛立侍菩«」とあり，本�のR脚菩«宴が「彌勒」，左右の脇侍菩«

立宴が「立侍菩«」，楣拱龕の拱額にあらわされた 7體の佛坐宴が「七佛」に比定できる。

この「七佛」は，龕の�宴"成からみて，釋Î佛をふくむ�去七佛にほかならない。以

上のような三世佛をあらわした佛龕をみると，「彌勒」のR脚菩«と拱額の�去七佛とは

必ず
宴されたが，J昌四年龕のようにR脚菩«を本�とする單獨の龕もあれば，二佛

竝坐宴や釋Î佛宴と組み合わされた龕もあったことがわかる。

尖拱龕の拱額に坐佛を�することは� 3�にはじまるが，曇�五窟のひとつ第 18 窟で

は尖拱龕の坐佛が 9〜13體と一定しないのに對して，第 16 窟と第 17 窟のそれは 7體に

瓜一されているため，雲岡��のうちに多佛から�去七佛に表現が變Yしたと熊謁聰美

〔2014〕はいう。しかし，第 16 窟と第 17 窟の作例が少なく，中 1�の第 7・第 8 窟では

9〜11體と一定せず，中 2�の第 9・第 10 窟ではむしろ 9體に瓜一されている。拱額に

七佛を�することは，中 2�までは定式Yされていなかったとみるべきであろう。

一方，石窟本�のR脚菩«宴に相對する南壁門口上に�去七佛を竝べた例が 480 年代

に出現する。これは石窟の中心軸に�去・現在−未來の佛を�置し，三世にわたる佛法

の繼承を窟內に表現したもので，これまで�目されてきたのが，第 13 窟南壁門口上の七

佛立宴である。本�のR脚菩«宴は� 3�の
宴であるが，この七佛立宴は第 6 窟の樣

式にならった漢式�制であり，中 3�に下ると考えられる。これに先行するのが第 10 窟

	室南壁門口上の七佛坐宴である。本�のR脚菩«宴はほとんど失われているが，いず

れも中 2�の
宴であり，七佛坐宴は³袒右´と)´式とをR互に着衣し，中央の 1體

だけ擧手形で，ほかの 6體は禪定形である。中央が釋Î佛で，左右が�去佛であろう。

對になる第 9窟は，本�が佛倚坐宴で，	室南壁窟門の拱額には 11體の坐佛があり，上

の屋形龕は中央に禪定形の佛坐宴，その左右に 4體ずつ供養天人宴が竝んでいる。これ

は 6體の供養天人宴が竝ぶ第 7・第 8窟の石
ふう屋形龕にならったものであろう。この

ほか曇�五窟のひとつ第 17 窟は，本�のR脚菩«宴は足部が未完成のままであるが，中

�のある段階に佛坐宴をおさめた 7基の尖拱龕が拱門直上に竝列された。佛坐宴はすべ

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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て禪定形で，龕の閒には菩«が 1體ずつ立つ，變則'な列龕である。佛坐宴は西方式�

制で，第 13 窟の七佛立宴より�に位置づけられる。

R脚菩«を本�とする雲岡の大窟には第 1 窟・第 7 窟・第 10 窟・第 13 窟・第 17 窟の

5窟がある。いまみたように，��にさかのぼる第 13 窟と第 17 窟では，本�に相對する

南壁門口上に，第 13 窟では七佛立宴，第 17 窟では七佛龕が�刻されている。第 17 窟例

の時�は限定できないが，第 13 窟例は中 3�に下り，開窟當初には本�の彌勒菩«に�

去七佛を組み合わせる計畫はなかったと考えられる。これに對して中 2�の第 10 窟は本

�のR脚菩«宴と南壁の七佛坐宴とは同時�の
宴であり，當初から彌勒と�去七佛と

を組み合わせる計畫であったと考えられる。中 1�にさかのぼる第 7 窟も，すべてほぼ

同時�の
宴であるが，南壁拱門上には 6體の供養天人宴が竝んでいる。中 3�に下る

第 1 窟は，中心#をもつ塔Ã窟であるため，七佛はあらわされていない。したがって，

彌勒菩«と�去七佛との組み合わせは第 10 窟がもっとも早く，これをもとに早く開窟さ

れていた第 13 窟と第 17 窟に�去七佛宴が�刻されたのであろう。

�去七佛の圖宴は，インド・ガンダーラにM源し，中央アジアをへて涼州から北魏に

傳えられた13)。しかし，雲岡石窟に七佛が
宴されるのは，太和七年龕や第 10 窟が
營

される 480 年代になってからである。北涼の滅@から 40 年あまり經�してから雲岡石窟

に再現したという點で，七佛は無量壽三�宴と同じだが，雲岡では三世佛に組み¸まれ

て爾後に盛行をみることになった。

(6) 三十五佛と五十三佛

第 11 窟太和七年龕の左右の區畫は，坐佛龕からなる上層と供養者列の下層とに二分で

きる。上層の佛龕は左右とも縱 11 行×橫 4 列=44 龕からなり，佛坐宴は雙領下垂式と)

´式とをR互に�置している。ただし，�上層右端の 1 龕は何らかの理由で缺落し，代

わりに下層右側�上段の供養者列に 1龕を加えている。このことは左右それぞれ 44 龕を


宴する必然'な理由があったことを+示している。


宴記には「敬
石Ã形宴九十五區¢諸菩«」とあり，「石Ã」と呼ばれる龕のF體に

95區の佛宴と「諸菩«」宴があらわされたことがわかる。長廣敏雄〔1981〕は 95區から

13) 敦煌市�物館�藏の北涼「□吉德」石塔には「彌勒佛」と七佛の榜題が刻まれているが，

その名號は『七佛八菩«陀羅尼神呪經』によっている。倉本尙德〔2008〕は，�去七佛の

名號にこのような初�密敎の系瓜と『長阿含經』の系瓜とがあることに�hし，�去七佛

は三世にわたる法燈の繼承をあらわすだけでなく，病氣や災難の除去など現世利益'信仰

との關連を指摘している。
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左右の佛坐宴龕 88區を引いた 7區が中央區の形宴で，上からR脚菩«宴龕 1區+佛坐宴

龕 2區+二佛竝坐宴龕 1區+三菩«宴 3區=7區と數え，左右の佛坐宴龕 88區は劉宋・

畺良耶舍譯『觀藥王藥上二菩«經』に五十三佛と三十五佛をあげているから，兩者を合

した數になることを指摘した。

この八十八佛は同じ第 11 窟の南壁拱門上にも
宴されている (圖 9)。長方形區畫 (第

25b龕) の中央にR脚菩«宴の尖拱龕があり，その左右に縱 4 行×橫 11 列に竝ぶ 88基の

坐佛龕がある。その上には比	'大きな佛倚坐宴の尖拱龕 (第 25a龕) があり，原報吿は

これを一組の佛龕とみなした。すなわち，下の八十八佛が�去佛，上の倚坐佛が現世の

釋Î佛，下のR脚菩«が未來の彌勒佛と考えたのである。隋以後の倚坐佛は彌勒佛をあ

らわすことが多いものの，第 1違にみたように，雲岡での倚坐佛はこのように釋Îをあ

らわしていたのである。

北 時代の多佛名石刻を分析した倉本尙德〔2008〕は，このような八十八佛は三十五佛

と五十三佛を合わせた
宴であり，懺悔信仰と關係することを指摘している。すなわち，

三十五佛は『決定毘尼經』・『觀虛空藏菩«經』・『治禪病祕(經』などにみえる懺悔と關

わりの深い�去佛で，五十三佛も懺悔信仰に關わる�去佛であり，セットにされること

が多い。東魏天�二年 (535) 嵩陽寺碑の碑陰には，碑首の龕に佛坐宴を置き，碑身に

『佛說觀藥王藥上二菩«經』にみえる五十三佛と『決定毘尼經』などにみえる三十五佛の

名を刻んだ小佛龕を縱 11 行×橫 8 列に�している。また，三十五佛と五十三佛を合わせ
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て禮拜した例として『續高僧傳』卷 20 (大正藏 50：601) にみえる2の傳記に�hしてい

る。すなわち，隋の僧倫が武陽の理律師のもとに聽法したとき，Q夏にして五色の光が

車輪の如く心を照らし，その光の中で五十三佛を禮拜したが，光は½えず，さらに三十

五佛を禮拜すると光は收まったという。三十五佛や五十三佛とちがって八十八佛の名は

經典にはあらわれていないものの，雲岡の 2例や嵩陽寺碑からみると，そのころはむし

ろ兩者を合わせた八十八佛として)用していた可能性があろう。

當然のことながら，三十五佛と五十三佛とを別々に
宴した北魏代の例もある。龍門

石窟古陽洞の永�四年 (511) 龕 (W31) は，R脚菩«三�宴の楣拱龕の上と左右に 53體

の佛坐宴を�置し〔賀世哲 (八木春生譯) 1990〕，「黃元德・弟王奴等」が@母のために「彌

勒宴一軀幷五十三佛」をつくり，「西方妙樂國土」への託生を願う銘�を刻んでいる (錄

� 613，碑刻 2235)14)。この五十三佛は，彌勒と組み合わせた�去佛である。また，雲岡中

3�の第 15 窟は，周壁を千佛で滿たした特衣な石窟であるが，北壁の中央にある大きな

二佛竝坐龕の右側を 9段に分けて坐佛を�列し，�上段のみ 3體，のこる 8段には 4體

ずつ，計 35體を數える。
宴銘がないものの，上にR脚菩«三�宴の楣拱龕があり，こ

れは釋Î・多寶の二佛竝坐に�去佛の三十五佛を�した例と考えられる。

なお，第 11 窟南壁の東側下層に一佛二菩«の三�宴を�した龕が縱 4 行×橫 4 列に竝

んでいる (圖 9 の左端に一部がみえる)。原報吿 Pl. 8-15 の解說はこれを『法華經』Y城喩

品 (大正藏 9：25) にいう十六王子佛に比定した。すなわち，むかし大)智�佛が成佛し

たとき，その王子 16人が出家して沙彌となり，佛の說法を聞いて成佛し，四方四維の八

方の佛になったという。第一の佛は東方の阿閦，第九の佛は西方の阿彌陀，�後の佛が

娑婆國土の釋Îであり，太和十三年 (489) の紀年をもつ河南省偃師水泉石窟の比丘曇§


宴碑には「
十六王子行宴十六區」とある〔倉本尙德 2008〕。雲岡ではほかに第 5窟南壁

の拱門上に縱 2 行×橫 8 列の坐佛龕があり，原報吿 Pl. 2-23 の解說はそれを十六王子佛の

作例とみている。� 3�に
營された第 5 窟の本�は坐佛であり，十六王子佛はそれと

相對する位置に
宴されている。倉本の指摘するように，これも懺悔・稱名信仰に關係

する多佛の作例であり，太和七年龕より少し後れて出現したのであろう。

(7) 小結

470 年代�Qに太上皇獻��ないしはその1親者によって開鑿のはじまった第 11 窟は，

天井と中心#�上層を彫刻した段階で工事は中止された。この放置された壁面を利用し

14) 錄�の番號は「龍門石刻錄」〔塚本善隆ほか 1941〕，龕と碑刻の番號は『龍門石窟總錄』

〔劉景龍ほか 1999〕による。
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て
營されたのが太和七年龕である。
宴記によると，これは民閒の「邑義信士女等五

十四人」によって發願されたもので，「安養光接，託育寶花」などの句に淨土信仰がうか

がえること，中央區第 4段に「觀世�菩«／大勢志菩«」の榜題をもつ二菩«宴が竝ん

でいることから，
宴の背景に『無量壽經』が想定されていた。そこで龕F體の
宴に

ついてみると，中央區は第 1段のR脚菩«宴と第 3段の二佛竝坐宴，および拱額の七佛

坐宴が三世佛をあらわし，第 2段右龕の無量壽佛坐宴と第 4段の「觀世�菩«／大勢志

菩«」宴，第 2 段左龕の釋Î佛坐宴と第 4 段の「�殊師利菩«」宴が，それぞれ組み

合っている。左右の區畫には各 44 龕あり，懺悔信仰と關係する三十五佛と五十三佛を合

わせた八十八佛の
宴と考えられる。このように太和七年龕には，雲岡
宴の基�をな

す『法華經』のほかに『無量壽經』や初�密敎の色Áをもつ經典などが複合していたこ

とがわかる。この信仰はおそらく涼州佛敎に源液があり，雲岡��の大佛窟にあらわれ

ることがなかったものの，民閒の僧俗たちに根强く�け入れられていたのであろう。

3．佛傳圖の出現と變容

佛傳圖は中 1�に出現するが，釋ÎのÃ生から出家までを 32場面に分けて時系列の順

に竝べた第 6 窟の例を除けば，周壁の佛龕に成�後の場面だけをトピック'にあらわ

すことが多い。その一方で，中 2�の第 9・第 10 窟	室では佛傳圖よりも因緣說話圖が

大部分を占めるようになる。本違ではこうした佛敎說話圖のうち外と�王の圖宴をm

年順にみることによって，背景にある信仰上の變Yを考察したいと考える。

(1) カーシャパ�伏

雲岡石窟では中�の第 7 窟・第 6 窟・第 12 窟，後�の第 35 窟・第 38 窟に佛傳の「火

龍�伏」があらわされている。その說話については，原報吿 Pl. 4-82 に以下のような解

說がある。釋Îが鹿野苑 (Mr
̇
gadāva) におけるはじめての說法ののち，マガダ (g訶陀

Magadha) 國に向かい，衆eの高いウルヴェラア (優樓頻螺 Uruvelā) の事火士 (拜火敎

徒) カーシャパ (Î葉 Kāśyapa) 三兄弟を訪問し，一夜の宿を�うた。カーシャパたちは

事火窟 (�火堂) には惡龍がいるからと斷ったが，敎Yのために强いて泊めてもらったと

ころ，はたして惡龍は炎やÄを吐いて釋Îに襲いかかってきた。これに對して釋Îは火

光三昧に入り，石室が猛火にÅまれたため，カーシャパは弟子たちに命じて水をÆばせ

たが，½火できなかった。その後，石室が燒盡して火が½えると，釋Îは安泰で，惡龍

は影伏して鉢の中に封じ¸められていたという。以上が「火龍�伏」のあらすじであり，

その後，釋Îはカーシャパに對してさまざまな神)力を示したので，カーシャパ三兄弟

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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とその弟子たち一千人はそろって三寶に歸依したという。これによってマガダ國には竹

林精舍 (Venuvana-vihāra) が円立され，敎團の基礎が固まったのである。

雲岡の「火龍�伏」の場面は，いずれも佛坐宴が龕內に大きくあらわされ，それを取

り圍む山嶽の閒からカーシャパの弟子たちが水をかけて½火している。ガンダーラ彫刻

にも「火龍�伏」の畫宴は多く〔栗田功m 1988：圖 300-312〕，龕內に禪定する場面や惡龍

を鉢に封じ¸めた場面などがある。しかし，ガンダーラでは釋Îとカーシャパたちがほ

ぼ同大にあらわされるのに對して，雲岡では佛坐宴が目立って大きくあらわされている。

それは雲岡のほとんどの佛傳圖に共)する表現であるが，カーシャパの宴容と窟內での

�置に�hすると，時�ごとに少しずつ變Yしているのがわかる。

圖 10 の Aは第 7窟	室西壁の第 1層南龕で，本�の坐佛は床上に坐り，右手を胸�に

擧げ，腹�に置いた左手に惡龍を封じ¸めた鉢をもっている。光背に[樣は刻まれてい

ないが，もとはÁ繪で火焰をあらわしていたのだろう。その左右にはカーシャパの小さ

な立宴が對稱'に�置されている。どちらも高髻形の老人で，片手を腹�に置き，額に

片手を當てて驚いているような�作である。これにn態のÈ似するカーシャパ宴はガン

ダーラ彫刻にもあり〔Foucher 1905：fig. 436／栗田功m 1988：圖 312〕，その影�關係がうか

がえる。龕の周圍には山嶽狀の[樣が重疊し，その閒からカーシャパの弟子たちが壺の

水を�いで½火している。2體のカーシャパが左右の脇侍として龕內にあらわされたのは，

雲岡で好まれた對稱表現であろう。

圖 10 の Cは中 2�後Qの第 6窟東壁下層北龕である。本�は頭部を除いてほとんどが

1世の泥作であるが，擧手形の右手と鉢をもつ左手は北魏代の原形をとどめ，�伏され

た惡龍が鉢の中でとぐろを卷いていることは，Aの第 7 窟例と同じである。光背の外側

には火焰[があり，事火窟で火光三昧に入った釋Îをあらわしている。龕外で½火にあ

たる弟子たちの樣子は Aに類似するが，頸や手足に深い筋が刻まれた老人形に變Yして

いる。龕の右側は風Yのため，圖宴はほとんどみえないが，龕の左側には右足で岩を踏

んで合掌する高髻形の人物があり，カーシャパをあらわしたのだろう。

圖 10 の Bは中 3�の第 12 窟�室西壁下層であり，南側 3 分の 2 あまりにカーシャパ

の弟子たちが½火している場面を大きくあらわしている。中央に大きな坐佛龕があり，

本�の光背や龕の右側は1世の補修で§われているが，佛坐宴や龕の上と左は北魏代の

原形をとどめている。½火の場面はF體として Aや Cの例に類似し，第 6 窟と第 12 窟

とは
營時�が1いため，瘠せて骨ばった弟子たちの宴容は Cに比	'1い。その北側

には天蓋の下に佛立宴があり，龍を封じ¸めた鉢を右手にもち，F體で「火龍�伏」の

場面をあらわしている。Aでは龕內の佛坐宴が鉢をもつのに對して，本例では說話の時

系列にしたがって佛坐宴と佛立宴とに分けている。佛立宴の左側は上下 2段に分け，上
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圖 10 ｢火龍�伏」龕 A：第 7 窟	室西壁第 1層南龕，B：第 12 窟�室西壁下層，C：第 6 窟西壁
下層中龕，D：第 35 窟南壁東側龕



段には胡跪合掌の天人 2體とその上には合掌の飛天がある。下段には合掌の跪坐宴が�

にあり，後ろには右手を額の上にかざし，右足を擧げて驚くカーシャパの立宴がある。

佛傳では「火龍�伏」の段階にカーシャパはまだ釋Îに歸依していなかったし，A の

カーシャパはただ驚くばかりであったが，Bの合掌跪坐宴はカーシャパ三兄弟のひとり

か，カーシャパが驚いた後で釋Îに歸依した衣時同圖法の可能性があろう。

圖 10 の Dは雲岡後�の第 35 窟南壁の東龕で，西龕には「影�成」の畫宴がある。

拱門東面にJ昌四年 (515) の�刻龕があり，第 35 窟の開鑿はそれ以�にさかのぼる。龕

內の佛坐宴は，右手を胸�に擧げ，缺損している左手は鉢をもっていたのだろう。龕外

で½火する場面は上の諸例に類似するが，弟子たちが龕の左右にかけられた梯子にの

ぼって½火にあたり，龕上の山嶽に鹿や猿などがあらわされている。また，右脇には右

手に翳をもち，左手に水瓶を提げた比丘が立っている。それを原報吿 Pl. 15-71 の解說は

一宿を�うた釋Îもしくは改宗したカーシャパのひとりかとする。龕の左側には山嶽[

だけがあり，龕外にはほかに½火にあたる弟子たちだけであること，Aのカーシャパは

龕內に立つが，Bでは龕外にあらわされること，Bと Cには合掌するカーシャパがあら

わされ，釋Îに歸依したと考えられること，本例の年代が Bと Cより後れることからす

れば，カーシャパが剃髮して釋Îの弟子になったことをあらわしている可能性が大きい。

すなわち，その宴容をみると，A・Bの驚嘆，B・Cの合掌から，Dでは比丘形に變Yし

ている。それは「火龍�伏」から「カーシャパ�伏」に重點をおいた	題の變Yとして

理解できるだろう。

(2) 外	バラモンの歸依

中 2�の第 9 窟�室北壁は，�窓の左右を^めに面取りし，籐座に足を組んで腰掛け

る裸形のバラモン (婆羅門 Brāhman
̇
a) が大きくあらわされている。西側のバラモンは右手

に髑髏をもち，�に擧げた左手は第 2指を立てている (圖 11左)。對する東側のバラモン

は，左手に小鳥をもち，右手の掌を�に向けて顏の�にかざしている (圖 11右)。どちら

も高髻形で，長い顎鬚を伸ばし，上Q身は裸で，左´に絡腋を懸け，短い腰布をまとう

だけである。身體は痩せこけ，肋骨や手足の筋がくっきりと刻まれている。額と眉閒に

は皺を刻み，齒を食いしばって，苦惱の表-をみせている。片手を額にかざすしぐさは，

上営のカーシャパ宴と類似している。原報吿 Pl. 6-46 の解說では，髑髏をもつバラモン

について，吉Î夜・曇�共譯『付法藏因緣傳』卷 6 (大正藏 50：322) にみえるパータリプ

トラ (華氏城 Pātaliputra) で髑髏を賣るバラモンの話に比定した。しかし，これは髑髏を

買う優婆塞の因緣說話であり，釋Îが登場しないのは難點である。一方の小鳥をもつバ

ラモンについて，原報吿 Pl. 6-45 の解說ではその天を仰ぐn勢から『賢愚經』卷 6 (大正
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藏 4：393) 富&寄 (Pūrn
̇
a) 因緣にみえる釋Îが林澤の閒にいた五百仙人を度して沙門に

した話と推測したが，原報吿第 6卷 17 頁の總論では比定を保留した。

第 12 窟�室天井西側にも佛坐宴の左右に同じような一對のバラモンがあり，原報吿 Pl.

9-40 の解說では，小鳥をもつバラモンを『大智度論』卷 3 (大正藏 25：76) にみえるヴァ

ス (婆藪Vasu) 仙，髑髏をもつバラモンを東晉・僧Î提婆譯『增壹阿含經』卷 20 (大正藏

2：650-652) にみえる鹿頭泳志 (Mr
̇
gaśīrs

̇
a) に比定した。ヴァス仙はマガダ (g訶陀

Magadha) 國王であったが，出家して仙人になった。天祀をめぐって在家バラモンと出家

仙人との閒で論爭があり，ヴァス仙は在家バラモンを荏持して殺生食肉すべしと	張し

たため，出家仙人により地獄に落とされた。このためインドではヴァス仙の王法を用い

て天祀の供犧をおこない，刀を下ろすときには「ヴァス，汝を殺す」と唱えるという〔松

本榮一 1937：757-761 頁〕。ヴァス仙に比定される圖宴は，敦煌莫高窟第 285 窟西壁南龕の

壁畫に鳥をもつnで描かれているが，そこでは對になるバラモンはあらわされていない。

一方の鹿頭泳志は，星宿に�るく，醫藥に長じ，髑髏を叩いてその性別と死因とその療

法や死後轉生の場�をいいあてたが，𣵀槃にはいったウダヤ (優陀J Udaya) 比丘の髑髏

については察知できなかったため，釋Îに歸�して比丘になったとされている。

原報吿の刊行後，水野淸一〔1962〕は，小鳥を握るバラモンと髑髏をもつバラモンとを
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圖 11 第 9 窟�室北壁�窓のバラモン宴 (原報吿 Pl. 6-46)



一對であらわす北 の佛敎
宴を例示しつつ，玄奘『大\西域記』卷 9g揭陀國條や義

淨『西域求法高僧傳』卷上にナーランダー (&爛陀 Nālandā) 僧伽藍のストゥーパ (義淨の

いう雀離Ì圖) において外の執雀バラモンが釋Îに生死のことを問うたという傳承との

關連を推測し，髑髏をもつバラモンは釋Îの登場する鹿頭泳志に比定した。執雀バラモ

ンは經典にその記錄がないものの，釋Îが外のバラモンを說き伏せる傳承は多く，生

死や𣵀槃をめぐる佛說を一對のバラモンで圖解したと水野は考えたのである。

このような一對のバラモン宴は，敦煌石窟における北魏から初\まで 29組の壁畫に描

かれている。王惠民〔2002〕や張元林〔2002〕らはそれをヴァス仙と鹿頭泳志に比定し，

王惠民はその圖宴を2の 3段階に分けた。北魏・西魏の第 1段階は 4組あり，どちらも

立宴で頭光を�い，ヴァス仙は鳥を胸�にもっている。北周の第 2段階は 6組あり，	

�はすべて倚坐佛で，ヴァス仙は龕內の北側，鹿頭泳志は龕內の南側に位置し，鳥と髑

髏を頭の上に擧げている。隋・初\の第 3段階は 19組 (隋 12組，初\ 7組) あり，	�

は	に結跏趺坐佛で，どちらも龕內にあるが，�置に規則性はなく，頭光はないという。

また，ヴァス仙について饒宗頤〔1991〕は，吳の竺律炎・荏�共譯『g登伽經』卷上 (大

正藏 21：404a) に「五)具足し，自在無礙なり。善く禪定を修め，智�殊に�る」とあっ

て善修禪定の宴とみなし，王惠民と張元林は，北涼の法衆譯『大方等陀羅尼經』卷 1 に

みえるヴァス仙は，地獄に落とされた後，佛法に歸依して護法善神に轉じたことから，

敦煌石窟では敎義の闡釋 (敬佛) と宗敎實踐 (禪觀) において重(なh味をもっていたと

した。ちなみに密敎經典の『大方等陀羅尼經』はJ昌三年 (514) と正光二年 (521) の寫

本が敦煌で發見されている。

しかし1年，王惠民〔2010〕は�說を修正し，小鳥をもつバラモンはヴァス仙ではなく，

六師外のひとりニガンタ (尼乾子／離繫子 Nigan
̇
t
̇
ha Nātaputta) にはじまるジャイナ

(Jaina) 敎の一Íであるとした。すなわち，水野淸一が指摘したナーランダーの執雀バラ

モンについて玄奘譯『阿毘ÎÏ俱舍論』卷 30 (大正藏 29：156b) に「離繫子 雀の死生を

問うに，佛は彼の心を知り，爲に定めて記さず」とあり，それに�釋した
光の『俱舍

論記』卷 30 (大正藏 41：446a) には「外の離繫子，手を以て雀を執り，佛に死生を問う

に，佛は彼の心は定をなさざるを知り，若し答えて死を言えば，彼はÑち活を放て，若

し答えて生を言えば，彼はÑち殺をzてん，故に佛は答えず」と解說する。執雀のニガ

ンタÍについては 5世紀以�にさかのぼる經典には記営がないものの，その裸形外は

ナーランダーに勢力をもち，佛敎徒に驅Òされたことが後漢の曇果・康孟詳共譯『中本

M經』などに記されている。死生をめぐって釋Îが執雀のニガンタÍを說き伏せたとい

う傳承が雲岡や敦煌に傳えられ，佛敎が外を征�したことをあらわすために，佛弟子

となった鹿頭泳志と一對で
宴されたと王惠民は推測している。
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わたしは執雀バラモンをニガンタÍに比定する王說を荏持する。ニガンタÍは六師外

のひとつとして佛典にしばしば登場し，後営のように，第 9 窟	室南壁西側には吉Î

夜・曇�共譯『雜寶藏經』卷 8 の「尼乾子が火聚に投じて佛に度せられるの緣」をあら

わした圖宴 (圖 13-B) があり，第 1 窟南壁西側の屋形龕には，吉Î夜・曇�共譯『付法

藏因緣傳』卷 3憂波毱多傳による釋ÎとニガンタÍとの對問 (圖 14 右) があらわされ，

バラモンの宴容が本例にÈ似しているからである。しかし，第 9窟や第 12 窟までの作例

はいずれもバラモンが 2體一對であらわされ，それぞれ小鳥や髑髏を手にもっているの

に對して，第 1 窟の例ではバラモンは 1體だけで，手には何ももたず，釋Îと同大であ

らわされている。その變Yのh味について，以下に檢討してみよう。

小鳥と髑髏をもつ一對のバラモン宴は，第 19 窟南壁東側二佛竝坐龕 (圖 12-A) と第

19A窟�壁左中部の二佛竝坐龕 (圖 12-B) にもあり，いずれも� 3�にさかのぼる。第 9

窟�窓の例と同じように，どちらも高髻形で，短い腰布をまとい，骨ばった裸形である

が，足を少し曲げて立ち，小鳥や髑髏をもつ手を�に差し出し，反對側の手を腰に置い

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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圖 12 雲岡��のバラモン宴 A：第 19 窟南壁東側二佛竝坐龕，B：第 19A窟�壁中部二佛竝坐龕
(原報吿 Pls. 13-16・74)



ているn勢は第 9窟例と衣なっている。また，執雀バラモンと髑髏バラモンは，第 19 窟

例と第 19A窟例とで左右入れ替わっている。兩窟の作例とも上に胡跪合掌の天人をとも

ない，第 19A窟例の右下には合掌比丘が籐座に腰掛けている。第 19 窟のバラモンに頭光

はなく，第 19A窟のバラモンには頭光がある。それはそれぞれの天人や比丘でも同じで

あり，頭光のd無には特別なh味はないと考えられる。釋Î・多寶の二佛竝坐は『法華

經』見寶塔品に說かれているが，ここに天人や比丘と竝んであらわされたバラモンは，

ニガンタÍと鹿頭泳志であり，『法華經』卷 1序品にいうように，釋Îに�伏させられて

佛敎に歸依したことをh味しているのであろう。

圖 13 の Aは第 12 窟�室天井西側の佛坐宴である。坐佛は右手を胸�に擧げ，左手に

衣端をとり，蓮華座に坐っている。その左右には頭光を�う高髻形のバラモンが籐座に

Q跏の坐勢で腰掛けている。右のバラモンは右手に髑髏をもち，左手を口元に擧げてい

る。左のバラモンは左手に小鳥をもち，右手を顏の�に差し出している。原報吿 Pl. 9-40

の解說にあるように，これは第 9 窟�窓左右のバラモンを模倣したもので，執雀バラモ

ンがニガンタÍ，髑髏バラモンが鹿頭泳志である。どちらも頭光を�い，釋Îに�伏さ

れて歸依したことをあらわしているのだろう。また，本例によって第 9 窟�窓左右のバ

ラモンは，一對のバラモンが	體となるのではなく，	室北壁の倚坐佛がその	�で

あったこと，その倚坐佛は釋Îにほかならないことが]�する。ただし，本例の髑髏バ

ラモンが左手を口元に擧げたしぐさは，第 9 窟では執雀バラモンにみるところであり，

本例の執雀バラモンは反對に第 9 窟の髑髏バラモンと同じしぐさである。どちらも影參

したことを示す身振りであるから，それは模倣したときの些細な混亂にすぎない。

第 12 窟�室天井は，折り上げ部の東西に各 2 龕が竝び，南側にはバラモンをともなう

佛坐宴と「影�成」佛坐宴とが，北側には「阿育王施土因緣」佛立宴と「儒越布髮本

生」佛立宴とが對置されている。これらはそれぞれ一對で組み合わされた可能性が高い。

上営のように雲岡後�の第 35 窟と第 38 窟において「影�成」と「火龍�伏」とが對

になったのは，第 12 窟の外バラモンが「火龍�伏」のカーシャパに置き奄わったもの

であろう。とくに河北省邢臺市の北齊・天瓜元年 (565)「郭顯邕」等
一切經記 (郭村常

樂寺碑) には「�王奉獻，尼乾歸依」という對句があり〔顏娟英	m 2008：216 頁〕，「�王」

とは影�成の�王，「尼乾」とはニガンタÍのことであるから，第 12 窟�室天井も同

じように「影�成」と「尼乾歸依」とを一對であらわしたものと考えられる。ニガン

タÍは六師外のひとつで，外の代表とみなされていたことから，その�伏はすべて

「尼乾歸依」と總稱されたのであろう。

圖 13 の Bは第 9窟	室南壁の第 3層西側である。中央の坐佛は右手を胸�に擧げ，左

手に衣端をとり，高い宣字形臺座に坐っている。龕の拱額に火焰[を刻み，釋Îが火光
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三昧に入ったことを示している。龕の左側には比丘 1人が跪いて合掌し，その上に高髻

形のバラモン 2體が頭光を�い，歡喜のさまで坐佛のもとに馳せ參じている。龕の右側

には飛天 2 體と胡跪合掌する天人 2 體を�している。原報吿 Pl. 6-61 の解說はこれを

『雜寶藏經』卷 8 (大正藏 4：485) の「尼乾子が火聚に投じて佛に度せられるの緣」に比定

した。すなわち，釋Îが舍衞城 (Śrāvastī) にいたとき，外Ö見の六師とその眷屬たち

を說伏した。このためニガンタÍの 500人は，說破されたのを苦にし，投火自殺しよう

と薪草を集めた。そこで釋Îは慈悲心をもって薪草の火を燃えないようにし，みずから

は火光三昧に入った。ニガンタÍのバラモンはこの大火聚をみて喜び，これに身を投じ

たが，火聚にはいると，不思議と心身ともに淸涼快感を覺えた。しかも，そこに佛をみ

て大いに歡喜し，出家せんことを�い願った。釋Îはそこで「よく來た，比丘よ」との

たまうと，かれらの鬚髮おのずから落ち，知らぬ閒に法�が身を§っていた。釋Îは說

法すると，かれらはたちまち阿羅漢果をえたという。この說話をもとにすれば，中央の

佛坐宴は火光三昧にある釋Î，左のバラモン 2人は外のニガンタÍ，その下でうなだ

れる比丘は釋Îに歸依したバラモン，右の飛天 2體と胡跪合掌の天人 2體は，『雜寶藏

經』に記営されていないが，これを贊嘆する天人たちに比定できる，と原報吿は論じた。

李靜×〔2003〕や趙昆雨〔2010：112-113 頁〕もこの比定を荏持している。

重(なことは，第 9 窟�窓のバラモンが釋Îに敗北したしぐさであるのに對して，第

12 窟天井と本例ではバラモンが頭光を�い，本例ではさらにバラモンが歡喜の樣子で釋

Îのもとに馳せ參じ，剃髮して釋Îに歸依したことである。それは�違にみた「カー

シャパ�伏」において，カーシャパが「火龍�伏」で驚嘆する段階から，釋Îに合掌す

る段階をへて比丘として歸依する段階へとØんでいったことと軌を一にしている。また

本圖では，釋Îが宣字形臺座に坐っているものの，バラモンらと大きさがほとんど變わ

らないことである。この變容は2の第 1窟例においても確かめられる。
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圖 13 雲岡中�のバラモン宴 A：第 12 窟�室天井西側，B：第 9 窟	室南壁西側第 3層龕 (原報吿
Pls. 9-40/6-61)



雲岡中 3�の第 1 窟南壁には，拱門左右の屋形龕にそれぞれ對問宴を�置している。

東龕は大きなy臺形の背もたれがある方座に^め向きのn勢で腰をおろした維g宴を中

心とする (圖 14左)。この維g宴の左脇に小さな倚坐宴があり，方座に兩足を下ろして腰

掛けている。原報吿 Pl. 1-14 の解說はこれを『維g經』にいう�殊問疾の場面をあらわ

したものとし，倚坐宴を�殊に比定した。

西龕の中央宴は)´式に着衣し，^めに向いて右手を擧げ，方座にÙ戲坐ふうに腰掛

けて左足を踏み下げている。その後ろには合掌する 6體の小さな比丘がある。これに對

するバラモン宴は，左手を擧げ，籐座に腰掛けてQ跏の坐勢である。バラモンは高髻形

で，顎鬚を伸ばし，マントを着けている。第 9 窟�窓のバラモンと同じく痩せて骨ばっ

た宴容であるが，中央宴と對等の大きさであり，笑みをÌかべ，胸を張って堂々とした

"えである。東龕で維gと對問する�殊がずいぶん小さくあらわされているのと對照'

であり，バラモンが頭光を�うことと合わせて�hすべきである。

この對問宴について原報吿 Pl. 1-15 の解說は，東龕の維g宴と一對の關係にあると考

え，『維g經』佛國品 (大正藏 14：538) にみえる，釋Îの說法を聞くために集まった法會

において舍利弗と螺髻泳王 (Brahmā) との短い問答をあらわしたもので，螺髻泳王はこ

の會に集まった多數の泳天王のひとりとみなした。すなわち，Ù戲坐ふうの坐法や兩´

から胸に液れる衣�が佛の�宴にふさわしくないとしながらも，中央宴が足指で大地を

按ずる釋Îで，バラモンを螺髻泳王に比定したのである。螺髻泳王について金理&〔林南

壽譯 1995〕は，6世紀の七�佛に卷貝形の髻をもつ脇侍宴があることに着目し，それに

「泳王」という榜題をもつ作例があり，維g・�殊の對談の場面にあらわされていること

から，それを『維g經』佛國品にみえる螺髻泳王に比定した。

しかし，第 1窟のバラモン宴は，6世紀にあらわされた螺髻泳王の宴容とはまったく衣
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圖 14 第 1 窟南壁東西屋形龕の對問宴〔怨海竹太郞ほか 1921：第 9葉〕



なっている。骨ばった裸形の本宴は，むしろ第 9 窟�窓にあらわされたバラモン宴にÈ

似し，年代も1い。第 9 窟の例には頭光がなく，左右それぞれ小鳥や髑髏を手にもつ點

が本宴と衣なるが，上営のように，第 9 窟の例は釋Îに說き伏せられた外のニガンタ

Íと鹿頭泳志に比定され，第 1窟と同時�の第 12 窟例では頭光を�っている。第 9窟	

室南壁のバラモンは，小鳥や髑髏をもたずに釋Îのもとに馳せ參じている。釋Îが外

のバラモンを說伏し歸依させるというのがその	題である。

そのうちニガンタÍについて曇�が吉Î夜と共譯したという『付法藏因緣傳』卷 3 (大

正藏 50：305) は，2のようにいう。釋Îが舍衞國の給孤獨園 (�園精舍) にいたとき「憂

波毱多，時に尼乾となり，名づけて«�と曰う。智惠淵く妙にして，論議もまた絕倫に

して，深く貢高を生じ，擅に天下を步き」，舍衞國に來て釋Îと議論した。ニガンタ派が

去った後，釋Îは人びとに「我が滅度せる後，滿つること一百年，この人その時に，羅

漢のを得て，三�・六)ありて，八解脫を具し，惠燭獨り照らして，廣く衆生をYし，

其の度脫する�，稱げて數うべからざらん」と說いたという。佛法の相承を記営した

『付法藏因緣傳』は，初祖g訶Î葉，第二祖阿難・旁出g田提，第三祖商&和修とつづき，

第四祖にその憂波毱多をあげている。「尼乾 («�)」は佛法に歸依し，その智惠と辨論の

才能によって佛法の正瓜な繼承者になったというのである。また，『付法藏因緣傳』卷 5

(同 314) には，第 8祖佛陀密多がニガンタÍ (尼乾) を說伏し，弟子五百人とともに出家

したという話が收錄されている。そのニガンタÍは外バラモンの總稱であろう。

『付法藏因緣傳』は雲岡石窟を開いた曇�の著作であること，本龕の中央宴が釋Îで

あり，佛宴では衣例なÙ戲坐ふうに腰掛けること，對問するバラモンにも頭光があるこ

と，釋Îとバラモンとが對等の大きさであることから，本圖は舍衞國における釋Îとニ

ガンタÍの對問宴に比定するのがo當であり，後にこのニガンタÍが憂波毱多と名を改

めて佛法を繼承したことを示すのであろう。

(3) 影
成	

第 8 窟東壁第 1層南「影�成」龕は，天蓋の下に釋Îが結跏趺坐し，龕外の左右か

ら�衆が襲擊する場面をあらわしている (圖 15-A)。釋Îは右手を胸�に擧げ，左手を右

足の上に伏せている。ガンダーラ彫刻の「影�成」では，佛傳に卽して菩提樹の下に

結跏趺坐し，右手を下ろす觸地印 (影�印) に作る例が多いが〔栗田功m 1988：116-120 頁〕，

雲岡では第 10 窟	室例だけが右手を下ろし，ほかはすべて右手を胸�に擧げた施無畏印

となっている。天蓋の下に釋Îが坐っているのも衣例である。光背には[樣がないが，

もとはÁ色で火焰を描いていたのだろう。龕外の�衆は多くがy髮形で，丸い目を見開

き，肉付きのよい面に忿怒の表-をあらわにしている。右側の上から山嶽を擔ぎ上げる

雲岡中�における佛敎圖宴の變容
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者，ハンマーをもつ者，盾をもって劍を振り上げる者，弓に矢をつがえる者などがある。

ガンダーラ彫刻にあらわされた�衆の中で，石や山を擔ぐ圖宴はキジル・敦煌・雲岡石

窟に繼承されたと中川原育子〔1988〕は指摘している。右側の立宴は，表面が剝離してい

るが，甲冑を着け，ほかの�衆よりも大きくあらわされており，�王波旬 (Pāpīyān) で

あろう。その奧には兩手で大きな石をÝえた惡�が立っている。龕の左側は上から 3 列

目までは右側と同じようなy髮形の�衆で，�上列の惡�は大刀を左手にもって振り上

げている。上から 4 列目の惡�は頭に卷貝形の髻かターバン狀のかぶりものがあり，そ

の下には拱手して立つ高髻形の女性宴がやや小さくあらわされている。この女性は釋Î

を誘惑しようとする�王の娘であろう。その左側は剝離して不�だが，もとは�女が竝

んでいたのかもしれない。區畫帶を挾んで下には，本�とは反對の方を向いて竝ぶ 2體

以上の高髻形の宴があり，原報吿 Pl. 5-70 の解說は釋Îによって老婆のnに變えられた

�女と推測している。

圖 15 の Bは第 6窟西壁下層の中央龕である。本�の佛坐宴は，´より下が1世の泥塑

に§われているが，もとは第 8 窟例と同じように擧手形であったのだろう。火焰光背の
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圖 15 影�成圖 A：第 8 窟	室東壁第 1層南龕，B：第 6 窟西壁下層中龕，C：第 10 窟	室南
壁西側第 3層，D：第 12 窟�室天井東側



上部がわずかに殘っている。�衆は第 8 窟例より數が增えて多樣Yしている。y髮形の

惡�のほか，牛・馬・猪・象頭の怪人や口から蛇を吐き出す惡�があり，武器の種類も

多くなっている。�王波旬はおそらく龕の左側にあって風Yで失われたのだろう。坐佛

の右側には�王の娘 2人が立ち，その右側の 3人は釋Îによって老殘のnになった�女

であろう。求&跋陀羅譯『�去現在因果經』卷 3 (大正藏 3：639-640) には「�に三女あ

り，形容儀貌にして，極めて端正，妖冶巧媚にして，よく人を惑わすこと，天女中にお

いて�も第一となす」という三女が釋Îを誘惑しようと試みるが，釋Îの敎諭によって

「時に三天女，變じて老姥となり，頭は白く面は皺み，齒は落ち涎を垂れ，肉½えて骨立

ち，腹の大なること鼓の如く，杖にささえられて羸步し，自ら復すること能はず」とあ

り，原報吿 Pl. 3-105 の解說は「老姥にYせられた三女」に比定する。中川原によれば，

�女の圖宴はインド內陸部の「影�成」圖において	(な位置を占めたが，ガンダー

ラでの�女は「菩提座に向かう佛陀」や「�王の娘の誘惑」の場面にあらわされ，�王

の攻擊する「影�成」の場面に登場することは少ないという。

圖 15 の Cは中 2�後Qの第 10 窟	室南壁第 3層西側である。中央の坐佛は小さい龕

內に結跏趺坐し，右手を下に向けている。雲岡で觸地印をあらわした唯一の例である。

龕の右には武裝した�王波旬があり，大刀を振り下ろしている。�王は皮甲をまとい，

冑をかぶっている。その後ろには�王の腕を執って制止しようとする高髻形の息子があ

る。息子は背が低いためか，籐座に右足を乘せている。�王には 3人の息子があり，米

國フリア美á館 (Freer Gallery of Art) �藏のガンダーラ彫刻には，�王を止める息子の後

ろで籐座に坐る息子の思惟宴がある〔栗田功m 1988：圖 226〕。それが混同されたのだろう

か。その下には山が竝び，それが山中であることを示している。龕の左には美しい裝い

の 3體の女性が合掌して立ち，その上には手を�に合わせた 3體のâ女が立っている。

それは�王の三女である。上のy髮形の惡�は棍棒を振り上げるが，後ろのy髮形は口

を開き，合掌して贊嘆しているようである。左上から矛で突き刺そうとしているy髮形

の惡�は，頭光を�い，天衣をまとっている。�hすべきは，龕の下で甲冑を着けた 2

人の兵士が左右から頭を合わせて倒れ¸み，その右側に四つんÑいになった兵士を助け

Mこそうとする高髻形の人物が小さくあらわされていることである。中川原育子〔1993〕

はキジル第 76 窟 (孔雀窟) などの例から轉倒する兵士を�王としている。そうすると，

�王は刀を振り下ろしたnとその後に倒れ¸んだnとが衣時同圖法であらわされ，後ろ

で助けMこそうとする高髻形は�王の息子と考えられる。助けMこす宴はキジル第 110

窟 (階段窟) にある。原報吿は本圖とガンダーラ彫刻との類似を指摘するが，ガンダーラ

の作例は釋Îが菩提樹の下で結跏趺坐し，下に倒れ¸んだ 2人は�王ではなく，ふつう

の兵士であるから，本例はガンダーラの作例と雲岡の先行例を手本としつつ，�王の敗
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北を强�するように改變したのであろう。また，釋Îと�王との大きさにあまり差がな

いことは，雲岡における佛龕の)例とは衣なっている。

圖 15 の Dは中 3�の第 12 窟�室天井東側の南龕である。天井西側には上営の「外

バラモン�伏」があり，これと相對している。坐佛は右手を胸�に擧げ，左手に衣端を

とり，蓮華座に坐っている。龕の左側には武裝した�王波旬が腰の劍に右手をかけ，今

にも拔こうとしている。甲をまとうが，冑ではなく鮮卑ãをかぶっている。その後ろに

�王の腕を執って制止する息子がある。息子が�王を諫める場面は Cの第 10 窟例にも

あったが，ここでの息子は上Q身裸で天衣をまとい，寶冠を戴く菩«形で，頭光を�っ

ている。息子の後ろには，兩手で棍棒をもつて釋Îを攻擊しようとする惡�と，その棍

棒を押さえて攻擊を制止しようとする惡�がある。この兩者も頭光を�っていることか

ら，�衆の中にも釋Îに�伏された者がいたことをあらわしているのであろう。原報吿

Pl. 9-38 の解說は，息子が�王を制止する場面は『佛�行讚』に記営がないが，『�去現

在因果經』卷 3 (大正藏 3：639-400) にはその場面が描寫されているという。これに對し

て中川原育子〔1988〕は，ガンダーラ系瓜の圖宴には劍をとる�王と息子によって諫止さ

れる場面があらわされ，それを描寫した經典をみると，諫止の場面は泳本の『マハー

ヴァストゥ (Mahāvastu)』と『ラリタヴィスタラ (Lalitavistara)』，漢譯の『方廣大莊嚴

經』･『
�經』･『佛本行集經』･『太子瑞應本M經』･『�去現在因果經』にあり，�王の武器

は『ラリタヴィスタラ』･『方廣大莊嚴經』･『佛本行集經』は劍だが，『�去現在因果經』は

弓箭だという。弓箭はインド內陸部の圖宴に多くあらわされた武器である。このため，

ガンダーラ系瓜の圖宴が依據したのは，『�去現在因果經』ではなく，漢譯の『方廣大莊

嚴經』や『佛本行集經』に連なる經典であると中川原は論じている。劍をもつ本例もガ

ンダーラ系瓜であることはいうまでもない。また『方廣大莊嚴經』卷 9影�品 (大正藏

3：591) では�王に千人の子供があり，そのうちQ分が釋Îに歸依する「淸白の部」，殘

りQ分が�王に贊助する「冥黑の部」であるという。本圖で�王の息子が頭光を�って

いるのは「淸白の部」に屬しているからであろう。�王の攻擊がå息し，地神があらわ

れたとき，『佛本行集經』卷 30�怖菩«品下 (大正藏 3：792) に「その時，�王波旬の長

子，名を商	と曰う，卽ち頭頂を以て菩«の足を禮し，懺悔を乞い求む」とあり，�王

の息子は釋Îに懺悔している。

坐佛の右側には�王の三女が合掌し，その上には 3體の老婆が合掌している。下の三

女に頭光があることからみると，�王の息子と同じように釋Îに歸依した娘たちであっ

たと考えられる。經典にも，たとえば『佛本行集經』卷 28 �怖菩«品中 (大正藏 3：

783-784) には「その時，波旬の諸もろの�女等は，力旣に菩«を幻惑すること能はず，

心に愧恥を生じ，各おの自ら羞慚し，相い與に躬を曲げて，菩«の足を禮し，圍遶して
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三たび匝り，辭çして行く」とあり，續いて「時に�波旬，長子商	の勸言をuれず，

また己れの諸もろの女の諮諫の語を�けず，身は卽ち自ら菩提樹の�に�き，菩«の邊

に到る」とあるから，息子だけでなく娘たちも�王を諫めたことがわかる。

雲岡後�では西端諸洞の 3 窟に「影�成」があらわされ，いずれも南壁西側に位置

している。これと相對する第 35 窟南壁東側は「火龍�伏」で (圖 16-A)，第 38 窟南壁は

拱門の兩側を 3 層に分け，上層は「影�成」と「火龍�伏」，中層は「初轉法輪」と
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圖 16 雲岡後�窟の南壁 A：第 35 窟，B：第 38 窟，C：第 29 窟上層西側 (原報吿 Rubs. 15-
11A・B・13B，Pl. 15-41A)



「三寶階影下」，下層は彌勒菩«の兜�天宮における說法と天�波旬が鵰鷲にYして禪

定窟中の阿難を脅かす說話である (圖 16-B)。第 29 窟南壁は西側しか殘っていないが，

上層に「影�成」，下層に「白馬との別離」を�している (圖 16-C)。

第 35 窟の「影�成」は，本�の坐佛は擧手形で，龕の左側に�王とその息子が立っ

ている。�王は腰に下げた劍に手をかけ，頭光を�う息子はその手を執って制止してい

る。龕の右側には上下 2段に 2人が竝列し，拓本では宴容が]然としないが，上段の 2

人は合掌しており，說伏された�王の娘であろう。『
�經』卷 6影�品 (大正藏 3：519)

では四女になっているから，�女の數にこだわる必(はない。龕上の�衆は山を擔ぎ上

げ，左右に釋Îを威嚇するy髮形や獸頭の怪人らがある。第 39 窟の圖宴"成もこれとほ

ぼ同じであるが，右側の�女は上下 2段に 3人ずつ立っている。第 29 窟の例は龕の左Q

分しか殘っていないが，腰に下げた劍に手をかける�王と，その手を執って制止してい

る息子が立っている。この息子は頭光を�っていない。上にはy髮形や馬・象・猿頭の

�衆が竝び，そのうち上段の 3體は合掌しており，�伏された�衆をあらわしている。

また，�王の下には轉倒する 2體の兵士があり，坐佛の下には兩手を擧げている大地神

が殘存している。「影�成」の場面で大地神をあらわした，雲岡では唯一の例である。

上営のように，第 10 窟の作例では佛坐宴の下に�王と兵士が倒れ¸んでいるが，本例と

は宴容が衣なり，少なくとも本例は第 10 窟の作例を模倣したものではないだろう。

以上の「影�成」をあらわした 7例について，ここでは2の點に�hしたい。(1)

第 8 窟では坐佛の上に天蓋があり，そのほかは龕があるだけで，菩提樹はあらわされて

いない。(2) 原形をとどめる本�の佛坐宴のうち，觸地印は第 10 窟例だけで，そのほか

はすべて右手を胸�に擧げた施無畏印である。(3) 第 10 窟では龕の下に�王と兵士が倒

れ¸み，第 29 窟では 2體の兵士が轉倒し，坐佛の下に兩手を擧げた大地神をあらわして

いるが，ほかの作例にそうした表現はみられない。とりわけ第 10 窟の例はガンダーラの

作例に1い圖宴"成である。(4) 龕の左側が破損している第 6 窟を除いて，すべてに武

裝した�王があらわされ，第 8窟例には�王の後ろには誰もいないが，第 10 窟以下の諸

例には�王の攻擊を制止する息子があらわされている。第 12 窟と第 35 窟例の息子は頭

光を�い，第 10 窟例ではy髮形の惡� 1體に，第 12 窟例では�女 3體とy髮形の惡� 2

體にも頭光がある。また，第 10 窟例の�女と惡�の一部は合掌し，それ以後の諸例にも

合掌の�女や惡�が竝んでおり，『方廣大莊嚴經』や『佛本行集經』などに記されたよう

に，釋Îに�伏された�王の眷屬がいたことをあらわしている。しかし，第 8 窟と第 6

窟の例には頭光を�う�衆や合掌する�衆はいない。その 2 窟では成�後の「商	奉

蜜」や「初轉法輪」と一連の佛傳として「影�成」があらわされているのに對して，

第 10 窟	室の圖宴はほとんどが因緣說話であり，第 12 窟�室天井の例は「外バラモ
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ン�伏」と相對し，第 35 窟と第 38 窟は「火龍�伏」と一對で拱門の左右に�置されて

いることを考え合わせると，それは佛法に歸依した外や惡�の因緣說話圖として�列

したのであろう。

ここにみた「影�成」では�王の眷屬の一部が釋Îに歸依したものの，北齊・天瓜

元年 (565)「郭顯邕」等
一切經記に記すような「�王奉獻」までは表現していない。し

かし，『付法藏因緣傳』卷 3 (大正藏 50：306-307) では第四祖憂波毱多が�王波旬を摧伏

したという說話になっており，類似の說話は西晉・安法欽譯『阿育王傳』卷 5 (大正藏

50：118-119) や梁・僧伽婆羅譯『阿育王經』卷 8 (大正藏 50：159-160)，馬鳴
・鳩g羅什

譯『大莊嚴論經』卷 9 などにみえる〔野村耀昌ほか 1936：223 頁〕。したがって，�王はç

散しただけでなく，「�王奉獻」という傳承も廣がっていたことは確かである。

4．中 2�から中 3�における
宴の變容

中 1�の第 7・第 8窟は，馮太后が臨 聽政した 476 年を上限とし，馮太后が方山の永

固石室 (淸Ã) にみずからの顯頴碑を立て，孝��が方山と武州山石窟寺にたびたび行

幸する 480 年代�Qに
營が完了した。それは�室と	室の 2 室からなる佛殿窟で，吹

き拔けとなった�室の上には木
瓦葺き屋根を架"し，兩窟のD壁�面には孝��と馮

太后の「二�」を顯頴する石碑と¼趺が
形された。つづく中 2�の第 9・第 10 窟は，

その 2 室"
を繼承しつつ，�壁に八角#と斗拱を$り出して閒口 6閒の木
円築を


形し，�壁上のテラスに瓦葺き木
屋根を架"した。第 11 窟と第 13 窟の閒に
營され

た中 3�の第 12 窟では，閒口の廣さに制éがあり，�壁に列#・斗拱・木
瓦葺き屋根

を彫刻するにとどめた。このような佛殿窟の系瓜とは別に，第 10 窟に竝行する中 2�後

Qに塔Ã窟の第 6窟が
營され，中 3�の第 1・第 2窟に繼承されている。このような中

�の佛殿窟と塔Ã窟は，どちらも石窟の內外に同時代の木
円築を忠實にあらわす方向

に變Yしていったのである。

(1) 西方式�制から漢式�制へ

佛宴の�制も中 2�から中 3�にかけて大きく變Yした。中 3�の第 12 窟までの佛殿

窟では，涼州にM源する³袒右´の佛宴が	液を占め，インドに由來する)´の着衣も

みられるが，中 2�後Qの第 6 窟では，左´に懸けていた袈裟の衣端を左肘に懸け，胸

元に內衣の結紐をあらわすようになる。竝行して菩«宴もまた，左´に絡腋を懸けて板

狀頸�や瓔珞などの裝身具を着けた傳瓜'な西方式から，天衣が腹�で X 字狀にR差す

る漢式の着衣に變Yしたのである。
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この變Yについては，480 年代に孝��が胡�を廢止して漢魏以來の冕�を�用する漢

Y政策の影�と考える北魏M源說〔長廣敏雄 1976：42-44 頁など〕と南 で成立した佛宴の

漢式�制を北魏が�容したという南 M源說〔Soper 1960／楊泓 1963 など〕とが對立して

いる。しかし，南 には四川省茂汶縣出土の南齊・永�元年 (483) 石佛宴〔袁§光 1992〕

など漢式�制の早い作例があり，雲岡石窟では中 3�まで西方式�制の傳瓜がつづいて

いた中で，中 2�後Qの第 6 窟に佛宴と菩«宴の漢式�制が突如として完成された形で

出現し，傳瓜'な佛宴や菩«宴を制作していた工人がその漢式�制を徐々に�け入れて

いるプロセスからみて，南 M源說がo當であろう。

もっとも北魏では漢Y政策によって南 の�Yが徐々にëìしていた。また，481 年に

孝��と馮太后の留守中をねらって沙門法秀らが�城で謀反し，鎭壓後の處分によって

涼州系の僧人がçけられ，代わって徐州系の高僧が勢力をひろげていったと張焯〔2004〕

は論じている。このような-勢の中で南 樣式の佛宴がひろがっていったのであろう。

(2) 民閒の�宴

第 11 窟では荒$りのまま放置された壁面を利用して民閒の「邑義信士女等五十四人」

が太和七年 (483) 龕を
營した。ちょうど第 7・第 8 窟が完成したころで，中 1�から

中 2�への�渡�にあたる。
宴記には『無量壽經』にもとづく淨土信仰がうかがわれ，

龕を 3區畫に縱割りした中央區は，第 1段のR脚菩« (=彌勒) 宴と第 3段の二佛竝坐

(釋Î・多寶) 宴，および拱額の�去七佛坐宴が三世佛をあらわし，第 2段右龕の無量壽佛

坐宴と第 4 段の「觀世�菩«／大勢志菩«」宴，第 2 段左龕の釋Î佛坐宴と第 4 段の

「�殊師利菩«」宴が，それぞれ組み合っている。左右の區畫には各 44 龕あり，懺悔信

仰と關係する三十五佛と五十三佛を合わせた
宴と考えられる。

420 年ごろの炳靈寺第 169 窟北壁では，塑
の無量壽三�宴と釋Î佛・彌勒菩«・十方

佛宴の壁畫が竝存し，『高僧傳』卷 11玄高傳にみえる「外國禪師曇無毘」や「比丘融

之宴」に先�された供養者列宴が描かれている。北魏は 439 年に北涼を滅ぼし，多くの

人びとを都�城に拉致したが，その中には北魏の太子晃が師事した玄高や雲岡石窟の


營を奏�した曇�らがふくまれていた。無量壽佛と淨土信仰はこのような北涼の僧俗た

ちによって�城にもたらされ，雲岡石窟の民閒
宴に反映されることになったのだろう。

雲岡石窟に�去七佛が
宴されるのは，太和七年龕や第 10 窟が
營される 480 年代の

ことである。第 10 窟	室では，本�のR脚菩« (=彌勒) 宴に相對する南壁門口上に西

方式�制の�去七佛坐宴が
宴された。また，��にさかのぼる第 17 窟や第 13 窟のR

脚菩«宴には，南壁門口上に�去七佛が�刻された。第 13 窟のそれは漢式�制の佛立宴

であり，中 3�の
宴である。�去七佛の圖宴は，インドにM源し，北涼から北魏に傳
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えられたが，無量壽佛宴と同じように，雲岡では 480 年代に出現したのである。

三十五佛と五十三佛を合わせた八十八佛が太和七年龕に出現したほか，十六王子佛も

第 11 窟南壁東側や第 5窟南壁拱門上に
宴されている。第 5窟のそれは漢式�制の佛坐

宴であり，本�の佛坐宴に相對する�去佛として中 3�に�刻されたのであろう。曇�

五窟の窟內にあらわされた千佛は��にさかのぼる可能性があるが，�去七佛，三十五

佛と五十三佛，十六王子佛などは中 2�以影に出現したと考えられる。

(3) 佛傳圖から因緣說話圖への變容

佛傳圖は中 1�の第 7・第 8 窟に出現し，	室東西壁の佛龕に成�後の佛傳圖をト

ピック'にあらわしている。中 2�後Qの第 6 窟になると，悉Î太子のÃ生から出家ま

での佛傳圖を中心#の下層東南から時計囘り (右繞) に一周して周壁の腰壁におよぶ 32

場面を�列しているが，成�後の場面は第 7・第 8窟と同じように周壁の佛龕にトピッ

ク'にあらわしている。中 3�の第 12 窟では，�室西壁に「火龍�伏／カーシャパ�

伏」，�室北壁に「四天王奉鉢」龕と「初轉法輪」龕，	室南壁に「商	奉蜜」龕がある。

これは成�後の場面を禮拜龕という大畫面であらわすガンダーラの手法に倣ったもの

と考えられている〔中川原育子 1997〕。

しかし，その佛傳圖も中 2�から中 3�に大きく變Yした。第 7 窟の「火龍�伏」龕

は，龍を閉じ¸めた鉢をもつ佛坐宴と手を擧げて驚くカーシャパの脇侍立宴が龕內にあ

り，龕外にはカーシャパの弟子たちが水を撒いて½火にあたっている。火龍を�伏した

場面が	題である。ところが第 6 窟や第 12 窟では，「火龍�伏」と½火の場面に變Yは

ないものの，カーシャパが龕外で合掌し，後�の第 35 窟ではカーシャパが剃髮した比丘

形になっている。これは同じ「火龍�伏」の場面でありながら，釋Îの神)力をたたえ

る佛傳圖からカーシャパの歸依を說く因緣圖へとテーマが移行したことを示している。

同じように第 8 窟の「影�成」は，龕內に擧手形の佛坐宴があり，龕外から武器を

執る�王や�衆たちが襲いかかっている。風Yのため原形を失っているものの，第 6 窟

の「影�成」もこれと大差ない。しかし，第 10 窟の「影�成」は，龕內の佛坐宴は

右手を下に向けた觸地印で，刀を振り下ろす�王の手を執って制止する息子のほか，y

髮形の�衆には頭光を�う者や合掌贊嘆する者があり，3人の�女も合掌している。續く

第 12 窟では，佛坐宴は右手を胸�に擧げるものの，�王を制止する息子や合掌する�女

らが頭光を�い，後�の作例に繼承されている。すなわち，第 8 窟の「影�成」は釋

Îが�王を擊çしたことをたたえる佛傳圖の一齣であったのに對して，第 10 窟や第 12

窟の例では�王の�下の一部が釋Îに歸依したことに比重を移している。

第 12 窟�室天井の東西では，この「影�成」龕と「外バラモン�伏」龕とが對置
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されている。後者は擧手形の佛坐宴の左右に小鳥と髑髏を手にもつ裸形のバラモンがあ

り，釋Îに說き伏せられた外のニガンタ (尼乾) Íと鹿頭泳志に比定される。下っては

北齊・天瓜元年 (565)「郭顯邕」等
一切經記に「�王奉獻，尼乾歸依」という對句があ

り，�王の�伏と外の歸依とは對に考えられたのである。もっとも雲岡では後�にな

ると「外バラモン�伏」圖が½失し，第 35 窟と第 38 窟の門口左右では代わりに「火

龍�伏」圖が「影�成」圖に對置されている。それは「外バラモン�伏」よりも成

�後の佛傳である「火龍�伏」の方が人口に膾炙していたからであろう。

第 12 窟�室天井ではまた，兩龕の北側に擧手形の佛立宴を本�とする「儒越布髮本

生」龕と「阿育王施土因緣」龕とが東西に對置されている。「儒越布髮本生」は「燃燈佛

(定光佛) b記」とも呼ばれ，靑年修行者の儒越 (Mān
̇
ava) が燃燈 (Dīpankara) 佛の�に

ある泥濘に髮を布く場面をあらわしている。この善行によって燃燈佛は儒越が來世にお

いて釋Î牟尼として成佛するとb記したという。一方の「阿育王施土因緣」は，端で

Ùんでいる兒越が釋Îに土を布施する場面であり，この功德によって兒越は來世におい

て佛法を護持する轉輪王アショーカ (阿育Aśokah
̇
) になると預言されたという。この兩因

緣圖は，雲岡後�の第 19A窟門右側第 3 龕では本�佛坐宴の左右に，第 5A窟南壁では

門口の左右に，それぞれ一對であらわされている。下っては河北省邯鄲市鼓山水浴寺石

窟西窟後壁の北齊・武�五年 (574)「阿育王施土因緣」圖の榜題に「陸景妻張元妃敬
定

光佛幷三越子」とあり，故宮�物院藏の北齊・河淸二年 (563)「思敏」
宴碑には佛立宴

東 方 學 報

458〔93〕

圖 17 第 12 窟�室天井の「阿育王施土因緣」龕 (左) と「儒越布髮本生」龕 (右) (原報吿 Pls.
9-41・39)



の左右に「定光佛	，三越子	」という榜題をもつ兩因緣圖が對置されている〔李靜×

2001〕。「定光佛」は「儒越布髮本生」，「三越子」は「阿育王施土因緣」の圖宴をh味する。

ガンダーラでも同じように兩圖を對置させた作例があることから，安田治樹〔1981〕はそ

の影�關係を推測している。しかし，��にさかのぼる第 5 窟�窓東壁の「儒越布髮本

生」圖と第 18 窟西壁の「阿育王施土因緣」圖は，いずれも單獨の
宴となっている。こ

のことからみると，佛傳圖の一齣であった「影�成」圖が中 3�の第 12 窟において

「外バラモン�伏」圖と對置されたのと連動するように，本來は無關係の說話であった

「儒越布髮本生」と「阿育王施土因緣」とが，來世の釋Î佛と轉輪�王を預言する因緣說

話圖として對置され，その後に繼承された可能性が高い。

これに關連して問題になるのが，第 7・第 8窟	室と第 6窟では成�後の佛傳圖を佛

龕に大きくあらわしていたのに，第 9・第 10 窟	室では佛傳圖に代わって因緣說話圖を

中心にあらわしていることである。とくに第 10 窟	室南壁の「影�成」圖は，第 9・

第 10 窟	室における唯一の佛傳圖で，一連の佛傳から切り離された單獨の說話圖になっ

ていること，�王の息子や三女が釋Îに歸依する因緣說話圖に變奄されていることから，

皇�窟においても信仰のあり方が大きく變容したことがうかがえる。

とりわけ第 9 窟	室の說話圖のほとんどは，中國はもとよりガンダーラ彫刻にも例が

なく，旣存の粉本によったというよりも，吉Î夜・曇�共譯の『雜寶藏經』にもとづい

て
宴された可能性があることに原報吿 6：44-45 頁は�hしている。すなわち，南壁第

3層西側の圖宴は『雜寶藏經』卷 8 (大正藏 4：485) の (a)「尼乾子が火聚に投じて佛に

度せられるの緣」，反對の東側は卷 5 (同 4：471-472) の (b)「天女華蓋供養の因緣」，第

2層西側は卷 3 (同 4：466) の (c)「八天しだいに法を問う緣」，反對の東側は卷 3 (同 4：

460) の (d)「兄弟二人ともに出家する緣」，第 1層西側は卷 9 (同 4：492) の (e)「鬼子

母失子の因緣」，西壁第 3層は卷 2 (同 4：459) の (f)「スダッタ (須Î Sudatta) 長者âが

佛に供養して報を獲る緣」に比定できる。このうち (a)〜(d) はほかの經典に例をみな

い說話であり，(e) 以外はすべてガンダーラ彫刻にも例がないことから，原報吿は曇�

の影�がもっとも强くあらわれていると結論づけたのである。李靜×〔2003〕の指摘する

ように，これらの圖宴は鳩g羅什譯『妙法蓮華經』に示されたb記・歸依・供養の敎理

をあらわしたものとしても，個々の圖宴比定は原報吿の指摘するとおりであろう。

第 9 窟と第 10 窟とは一對の雙窟だが，第 10 窟は第 9 窟の後に完成したことから，F

體'に
宴の形式YがØみ，特定の說話を具象'に表現するよりも，歸依や供養といっ

た敎理を大まかにあらわしている。このため第 10 窟	室の說話圖宴は，南壁第 3層西側

の「影�成」を除くと，說話の同定がむずかしく，原報吿 7：35 頁は南壁第 2層東側

を『雜寶藏經』卷 3 の「吉利鳥緣」(大正藏 4：465)，南壁第 1 層西側を『賢愚經』卷 3
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(同 4：372-373) の「大光�王はじめて心を發する緣の品」(『賢愚經』卷 10 大光�始發無上

心品はそのH略)，東壁第 2層を『雜寶藏經』卷 9 (同 4：492) の「â女厭欲出家緣」に比

定し，原報吿が不�とした南壁第 1層東側を李靜×〔2003〕は『雜寶藏經』卷 2「波羅捺

國一長者の子と共にdるを天神感じて王孝を行うの緣」(同 4：455) に同定するものの，

いずれも定論をえるにはいたっていない。

このように第 10 窟	室の圖宴比定はなお檢討の餘地があるものの，佛傳圖を	とする

第 7・第 8窟の	室とは一轉して，第 9窟の	室では『雜寶藏經』にもとづく因緣說話圖

が中心となり，第 10 窟では餘韻として一部に殘るものの，それ以後，『雜寶藏經』に取

材する說話圖は繼承されていない。このことからみれば，480 年代中ごろから後Qに位置

づけられる第 9・第 10 窟は，雲岡石窟の
營を	�し，『雜寶藏經』の譯者のひとりとさ

れる曇�の動向と密接に關わっている可能性があろう。

(4) 曇�の譯經と雲岡石窟

曇�の譯經については『魏書』釋老志に「曇�は印た天竺沙門常&Ö舍等と怨經十四

部を譯出す」とあり，6世紀はじめの梁・僧佑『出三藏記集』卷 2怨集i出經律論錄 (大

正藏 55：13) には『雜寶藏經』13 卷・『付法藏因緣經』6 卷・『方Ñ心論』2 卷について

「右の三部，凡そ二十一卷は，宋の��の時，西域の三藏たる吉Î夜，北國において僞J

興二年を以て，僧正釋曇�と共に譯出し，劉孝標筆�す。この三經はみな未だ京都に至

らず」とある。釋老志にいう「天竺沙門常&Ö舍」とこの「西域三藏吉Î夜」とが同一

人物か否かはわからないが，『雜寶藏經』などはJ興二年 (472) に劉孝標 (劉峻 462-522)

が筆�したという。また，隋・費長±i『歷代三寶紀』卷 9 (大正藏 49：85) には「和�

三年に至り，昭玄瓜の沙門釋曇�は，�に凌廢せるを慨き，今に載興せるを欣ぶ。故に

北臺石窟寺內に於て諸僧衆を集め，斯の傳經を譯し，後賢に液)して，法藏の�持せら

れて絕ゆる無からしめんことを庶う」とあり，『雜寶藏經』13卷・『付法藏因緣經』6卷・

『稱揚諸佛功德經』3卷・『大方廣菩«十地經』1卷・『方Ñ心論』2卷について「右の五部，

合せて二十五卷は，宋の��の世に，西域沙門の吉Î夜，魏には“何事”と言う，J興

二年，沙門瓜釋曇�の爲めに北臺に於て重譯し，劉孝標筆�す。�の『宋齊錄』に見

ゆ」という。すなわち，曇�は和�三年 (462) に雲岡石窟でc譯をはじめ，J興二年

(472) に『雜寶藏經』などを重譯したのである。譯經に出入りがあるが，『雜寶藏經』の

成立年代については，この 472 年說がもっともd力である。

しかし，原報吿第 13・第 14卷「曇�と雲岡石窟」が�hするように，472 年に劉孝標

はまだ 11 歲である。かれはもと山東の影將兗州刺/劉休賓の從弟で，469 年，獻�

�の山東�定によって母や兄とともに連行され，�齊戶にm入されたのち出家したた
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め15)，�齊戶から僧�戶に切替えられる 476 年ごろ，曇�にみいだされて譯業に參加す

るようになり，486 年，梁に 25歲で@命したという。このことから 472 年に劉孝標が譯

經を筆�したというのは僞傳であり，實際に筆�したのは@命の數年�であったと原報

吿は推測している。また，\・�佺等『大周刊定衆經目錄』卷 1 (大正藏 55：377) には

「『大吉義呪經』一部四卷 (四十四紙，或るものは二卷)，右は後魏太和十年曇�の譯。『Îg

欝多羅錄』に出づ」とあり，ちょうど劉孝標が@命する太和十年 (486) に曇�は密敎'

な『大吉義神呪經』(大正藏 21) を譯出している。この記事を¶めるならば，480 年代に

曇�は『雜寶藏經』をふくめた譯經に精力'に取り組んでいたことになる。

わたしの石窟m年によれば，中 2�の第 9・第 10 窟は 480 年代中ごろから後Qである。

いまみたように『雜寶藏經』の成立が 480 年代�Qに下るのであれば，それにもとづく

因緣說話圖が第 9・第 10 窟に限定してあらわされていることと整合する。また，同じこ

ろに�去七佛・十六王子佛・八十八佛などの多佛宴が出現したことは，曇�のc譯とい

う密敎'な『大吉義神呪經』とも連關していた可能性があろう。

本稿では雲岡中�はじめの第 7・第 8窟は孝��と��太后馮氏のために
營された皇

�窟であること，その雙窟に本生圖や成�後の佛傳圖が出現したこと，439 年の北涼滅

@にともなって淨土信仰が涼州から北魏にひろがったこと，480 年代の雲岡中�に民閒


宴が活發になり，無量壽佛宴や多佛宴が出現したこと，雲岡中�後Qに佛傳圖が因緣說

話圖に變容したことを論じた。皇�のための石窟として開かれた雲岡石窟であるが，淨

土信仰のような民閒信仰とその
宴を總合'に檢討していくことが今後の課題であろう。
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後 記
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