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遊牧民族の座法が五涼の仏座像に及ぼした影響に関する研究（１）
—科研「ヒマラヤを越え河西回廊に伝わった密教的造形と表現に関する研究」から—
報告：服部等作

はじめに
　本研究の目的は、ヒマラヤを越え河西回廊に伝播した仏教が汎
世界宗教となる過程で「ヒマラヤをとりまく文化圏」（注 1）を形成す
る少数民族、宗教、文化の伝統ななかで今も息づく工芸美術の造
形・表現の基層文化の研究にある。
　本研究は、国際学術調査「ヒマラヤを越え河西回廊に伝わった
密教的造形と表現、その表象芸術」の科学研究費の平成 20 から
24 年度から平成 20 年（2009）度の第一、二次の河西回廊調査（海
外調査 no.29-30）を実施、研究ノートの 1 報である。
　第一次夏の現地調査は、河西回廊沿いに分布する石窟寺院、文
化財収蔵施設（文物管理処、博物館、研究院）を研究分担者 5 名（研
究代表者、分担者の日本人 5 名（広島市立大学・博士後期課程在
学留学生含む）、現地で敦煌研究院王旭東副所長、蘭州博物館を
はじめ現地の研究協力者と共に調査した。冬の第二次調査では河
西回廊・瓜州地区の密教窟を中心に調査した。以下に第一次夏の
現地調査からその概要をあげる（注 2）。　［表１、地図 1］

20年度河西回廊調査のねらい
　20 年度河西一帯の仏教美術の調査では、中国初の遊牧民族に
よる五胡十六国時代（304 ～ 439 年）に登場する仏像の胡座と交
脚の弥勒菩薩の座像表現について、インド、中央アジアの影響を
うけて漢民族伝統の起居の文化的変容を河西回廊の中国初期の
石窟寺院開鑿および仏像の座像表現の変化について調査をおこな
った。河西回廊は、遊牧騎馬民族が中国史上はじめてこの地に建
国した五涼（前涼、後涼 ､ 南涼 ､ 北涼 ､ 西涼）が騎馬民族国家の
五胡十六国を建国して以来、仏教の普及にともない石窟寺院が建
立され、おびただしい造形活動、仏像の造像がすすめられた。そ
の特徴的な表現は、騎馬民族の伝統の起居、両脚を平行に垂らし
腰掛ける姿勢（垂足而座）の応用で、身をよせる倚座姿勢（結跏趺座、
半跏趺座、交脚、胡座、片立て膝の平座）が漢族伝統の地（床、筵）
面に脚部を折り曲げ席地而座の平座（床座）に加えた。［地図１］

１．座像研究の先行例
　座像研究例は、思惟像の先行研究がある。まず水野清一の「弥
勒下生主」銘から弥勒交脚菩薩が後の倚座菩薩像へと造像の変化
過程と地方的作風の幅を示した（注 3）、他にも宮治昭の思惟像研究
が中央アジアの弥勒菩薩をガンダーラの行者的イメージから王者
的イメージへ変容と弥勒信仰を研究する（注 4）、黄壽永の半跏思惟
像（注 5）、ならびに石松日奈子の施無畏印と倚座菩薩像（注６）を中心
にした弥勒菩薩の弥勒思想の伝播とともにガンダーラ、北魏時代
の特徴的な交脚座像や倚座に近い弥勒菩薩の作例の関連を論じて
いるが、河西回廊の座像の出現例に焦点を絞った内容ではない。
　ここで五涼の出自である騎馬民族が建国して以来、支持する仏
教美術に表現された玉座と座法は、倚座姿勢が漢民族伝統の平
座（席地而座）に加わり、そのなかで結跏趺座、半跏趺座、交
脚、胡座といった西方の特 徴的な座像 表現を採用した。なか
でも特徴的な座法は、インドから北西インドにかけての半跏座

（ardhaparyańkāsana）と呼ばれる座 勢は、玉 座、足台、と共
に足下の蓮華座に片脚をかけて倚座姿勢をとり、他方の膝を曲げ
たうえに片方の足を膝上におく座法である。そしてインドの遊戯座

（lalitasana）は、一方の足を他方の脚の膝上におかず、座上に身
をよせる座姿勢が採用される。こうした座法をもつ菩薩座像は、中
国を経由して朝鮮や日本でも盛んに造像された。ここでヒマラヤ
の周緑部（注 7）から河西回廊に伝播した交脚、倚座姿勢について調
査内容をあげる。

２．河西回廊における倚座像の調査ノート
２.１　柄霊寺石窟第 169 窟の菩薩半跏座像
　柄霊寺石窟（注 8）は、甘粛省永靖県の黄河北岸に 1976 年竣工
による劉家峡ダムに姉妹峰と対岸の龍窩峰がそびえる壮大なダム
湖岸の大寺溝に沿った崖面に西秦から清時代まで至る龕と仏像が
集中する寺院遺跡である。1961 年に全国重点文物保護単位とな
った柄霊寺石窟で、中国で初期の石窟寺院で大規模な第 169 窟
は、西秦時代の建弘元年（420 年）の銘記があり約 40m の崖壁

（俗称：天橋南洞）が行く手を遮る天然の洞窟で不規則な西壁（正
壁）両下部は大凹面があり、登攀用桟道の崩壊で閉ざされていた
が 1963 年に発見された時点で造像、壁画、碑文が風化と壁面の
崩壊が進行し保存状況は悪い。
　中央上方の崖面の突出部にある塑像（石胎（石芯））は塑土層が
ほぼ剥落し、その下方に塑像の一部が若干残す。千仏壁画2面（中
央19号と北側15号）は、共に日干し煉瓦の積みあげである。南側の
上方に残る壁画の一部は、時代がやや下る。第169窟西壁の中央上
方の崖面には浅い龕が十数ヶ所に1体ずつ塑像がある。現存する、
2体が立像で10体が座像である。
　ともに第 169 窟中最古の像とされ、北壁の西秦・建弘元年像の
5 世紀初期かさらに古いと推定される。

（太赤線：2009 年夏の踏査ルート）
地図 1　甘粛省　河西回廊の石窟寺院調査ルート
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　半跏趺座の思惟菩薩像（高 63cm）は、第 169 窟の西壁下部の
17 号壁面で五仏座像の向かって右斜上にある。胸を露にし、裾を
つけ、筌蹄（束腰形円凳）と呼ぶ円形の籐製の腰掛けに右足を垂
下し、上半身を少し左に傾けて座姿勢をとる。筌蹄を用いるため
南方地域の影響がみられ。龕の壁面には頭光と背凭に架けた三角
形の錦を彩色する。［図 1. 1、 図１. 2、  図１. 3］ 
　本座像の類例は、敦 煌 莫 高窟の 275 窟の北 涼時 代（307 −
439 年）の交脚菩薩座像と半跏趺座の座法で異なるが造形表現
が類似する。左脚部が失われ、右手を膝に置いていたと推定でき
るるが、その座法は、半跏趺座の座法をとる。両腕は、破損する
が右前方にむけた顔の頬に左手をあてる。両眼を軽く閉じ、口も
とは笑み、生き生きとした姿態の玉座像表現をもつ。
２. ３　金塔寺石窟西洞　思惟菩薩座像
　甘粛省南裕固族自治区の張掖市から南 65 キロメートルに位
置する金塔寺石窟（注 9）は、馬蹄寺、北寺、千仏洞など 7 つの
石窟群の一つである。金塔寺石窟で西窟の思惟菩薩座像（高さ
85cm）は、中心柱西面の中層、正面中心にある。東窟と同じ構
造で小規模な西窟の中心柱各面の中層中央に倚座ないし交脚の

如来像一躯をつくり出して龕形はつくらず、その左右と上下両
層とに全部で八躯の菩薩座像を配している。上層は欄干状の台
座の上に上半身裸の菩薩像を列に並べて兜率天で修行の世界観
を表すとされる。その中心に頬に手をあて右足を左膝うえに乗
せた半跏趺座の座法をとる思惟菩薩が置かれる。
　金塔寺石窟の東西二窟は、龕型の建造は比較的簡素で、龕内に
一尊のみを置き、龕外左右には脇侍を一躯ずつ配す（図 14）。西
窟中心柱の中層では、龕形もなく脇侍もいない。また西窟中心柱は、
東面中層の如来倚像と東窟中心柱北面の脇侍比丘像とは、ともに
体に貼り付くような大衣を通肩に着て、衣文を陰刻し、衣の袖は
腋下に垂れて交錯し、規則的な菱形線を構成する。これは炳霊寺
第 169 窟の主尊如来像の衣文と類似し、4 世紀前後の北西インド、
ガンダーラ彫刻の影響が見いだせる特徴から開鑿の時代がやや早
いことを示している。この点から金塔寺石窟の東西二窟の開鑿さ
れた時代は比較的早期であること及び、この金塔寺石窟が、史書
に記載なる沮渠蒙遜（364 ～ 433 年）が開いた「涼州石窟」とさ
れる。
　後世の後補が少ない何体かの主要な脇侍菩薩や弟子像を見る

図 1.1　柄霊寺石窟（立面図　縮尺 1:300）

図 1. 2　柄霊寺 169 窟外観 （上・側面 / 下・平面図　縮尺 1:50）
図 1. 3　柄霊寺 169 窟

（西秦、西壁下部 17 号龕　北壁）　
図 1. 4　柄霊寺第 169 窟　思惟菩薩座像



8

と、菩藤像の多くは、冠をつけず髪を結い、裸の上半身がやや大
きく、肩幅の広い力強い体つきを表現し、首飾りや瓔珞も比較的
簡略なことから暑い国の服装、首にまいたスカーフ様の表現から
遊牧民の習俗を想起できる。石窟に非常に立体的な大型飛天塑
像があり、後世の補彩を受けてはいるが両足先を露出し、大きく
て素朴な体嘔に注目でき他の中国石窟であまり見ることのできな
い像で、その形式は炳霊寺第 169 窟の壁画の飛天、敦煌初期の
作品と類似する。塑像表現は、ガンダーラ仏教美術の影響が残し
中国における初期の仏教美術の特徴を有する。［図 2.１、 図 2. 2］ 

２. ３　敦煌莫高窟　第 275 窟西壁交脚弥勒菩薩座像
　莫高窟第275窟西壁の弥勒菩薩の交脚座像は、五胡十六国の一
つ北涼時代（397～439年）に造営された早期の最大の塑像（3.34
ｍ）である（注10）。交脚という西方的な座法が本菩薩座像に顕著に
あらわれている。頭上に化仏が付く宝冠、ならびに、頸に瓔珞をつ
け、薄手の細かな襞の裾をまとう。玉座は、凭掛と背もたれの上部
笠木に錦をかける三角状に布掛け（短冊形状）を張り出す。この玉
座の装飾様式は、柄霊寺169窟17号の思惟菩薩座像［図1. 4］と同
じ特徴がある。顔の表情は、額から真直ぐにのびる鼻梁線、輪郭の
明確な唇、衣全体が密着した裾、鋸歯状の襞、両脇に獅子を配置す

るなどガンダーラ仏教美術の影響が色濃く現れている。また菩薩
顔部と体躯に明暗の変化する隈取り画法も西方の絵画的影響があ
る。［図2. 3］

２. ４　北涼石塔（仏塔）の交脚座像
　五涼の仏像造像では、半球形の北涼石塔（仏塔）の仏龕の仏像
にも特徴的な座法が表現されている。交脚弥勒菩薩座像（北凉承
玄二年（429 年）甘粛省博物館蔵）（注 11）は、七重傘蓋の下の城塞
文と蓮華文の覆鉢に八仏龕の各区画に禅定印を結ぶ如来座像、交
脚弥勒菩薩像１躯を配する。菩薩の玉座は、幅広の用材を用いで
模様をつけた笠木が横にはりだす。本石塔は、仏塔信仰、七仏と
弥勒の組み合わせでガンダーラやカシュミールからの密教的影響
が濃い。八角形の一番下層の基壇が易経の八卦に基づく配置でイ
ンド風男女 8 体の線刻像の老若男女別が説卦伝に一致する。胴

図 2. 2　金塔寺西石窟中心柱仏龕 2 層　思惟菩薩座像　

図 2. 1　金塔寺石窟外観

図 2. 3　敦煌莫高窟　第 275 窟西壁、交脚弥勒座像

（北凉承玄二年（429 年）甘粛省博物館蔵）
図 2. 4 交脚弥勒菩薩座像



9

部に年記と願文に『増一阿含経』の一文を刻む 。［図 4.1］
　交脚弥勒菩薩像とならび五胡十六国時代の金銅如来座像は、
結跏趺座像として古様なガンダーラ様式の通肩で伝統の台床形上
の座像として流行した。鍍金仏座像は多数あるが甘粛省涇川県玉
都郷出土のものは、鬚をもつ口元に笑みをうかべ、二重光背をもち、
仏像表現をとる。像がとる印相は、両手を重ね合わせる禅定印を
結び、座像の上に一軸で天蓋がつく。
　以上述べたように、遊牧騎馬民族国家の五胡十六国時代、なか
でも河西回廊に勢力をもった五涼の仏像造像活動は、盛行した様
子がわかる。こうした遊牧民族国家は、さらに河西回廊をこえた
鮮卑の拓跋部が華北を統一し北魏時代の幕が開けられる。漢族は、
起居の文化で融合し始まり伝統的で礼に則る床座から垂足而座の
胡床と「拠」の座法が公然化した。仏教復興を目指した文成帝が

「曇曜五窟」開鑿を始めた雲崗石窟でインドの右繞礼拝のチャイテ
ィア窟のように石窟の中心に塔柱を置く様式を踏襲する。石窟内
は、仏伝図の登場人物と共に西方の座法である胡座、片立て膝、
半跏座、交脚が弥勒如来、菩薩、眷属、供養者の座法として登場
し、またガンダーラ風の玉座、胡牀、凭掛や欄がない一般的な漢
族の榻、凳といった座具に加え腰鼓形座の墩や筌蹄（籐材（又は柳）
で円筒状の小型座具が登場する（注 12）。筌蹄の形態と柱頭の形態
的類似性から石窟造営時期の考察がある 。雲崗石窟と並び敦煌
莫高窟の座像表現は、西方の座具および座法が増加する。北魏以
降の北周や隋代（518 ～ 618 年）のソグド人に関わる石棺図像 に
も西方の座具が登場し西方との交流が益々頻繁になっていく。

３．ガンダーラの座像
　図 5 にクシャン朝第六代目のフブィシュカ（146-184 年）王の
貨幣図像をしめす。王のドラクマ貨幣図像（上）は、遊戯座像

（lalitasana）をとりコーチベッドとよぶ長椅子上で片立て膝で片方
の足を垂らしている、また王の別の銅貨幣図像（下）は、交脚の
座法をとっている（注 13）。［図 5］
　インドの遊戯座は、一方の足を他方の脚の膝上におかず、座上
に足を片立て膝で倚座姿勢をとりアマラバティー、ナーガルジュナ
コンダといった寺院の祠堂、仏塔の浮き彫りにも多数表現された。
もう一つの半跏座（ardhaparyańkāsana）と呼ぶ座勢は、玉座や
台座に片脚をかけ身をよせた倚座姿勢をとり、一方の足を外側に
屈して、その足をのべた脚の膝上においた菩薩半跏座像としてガン
ダーラの寺院、仏塔の浮き彫りにも弥勒像として登場場面が多い。
述べるまでもなく弥勒菩薩は、仏滅後 56 億 7000 万年（最新説
5 億 7600 万年）に救済のための弥勒如来（Mitorago Buddo（弥
勒仏陀）となって出現する半跏思惟弥勒菩薩座像として仏像が表
現され中国を経由して朝鮮・日本で盛行する。
　日本の中宮寺本尊は、飛鳥時代の作とされる菩薩半跏像（国宝、
木製像高 132.0cm､ 左脚を除く座高は 87.0cm）の流れとなる。

左 ･ 遊戯座、右 ･ 交脚座像
図 5. 1　フブィシュカ王貨幣 （注 13）（在位 126 − 163 年）

クシャン朝（1—3 世紀）
図 5. 2　菩薩半跏座像 （注 14）

アマラバティ（1 世紀）
図 5. 3　菩薩半跏座像 （注 15）
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平安時代以降に木造菩薩半跏像の呼称から材質は、楠材で体躯
の各部と台座の大部分を数材で矧ぎ合わせている。また広隆寺の
弥勒菩薩半跏像も同様の造形表現をとるため菩薩半跏座像が大き
な潮流となって東漸した。
　東アジアでの流行により遊戯座が半跏座の中に含める場合も少
なくないが、両座法は、倚座姿勢、すなわち身をよせて保持する
姿勢の差がみられ、遊戯座像の表現がインド古代初期美術、例
えばアマラバティ仏塔の菩薩座像の浮き彫り、およびサーンチー
第一塔および第三塔の塔門浮彫（紀元一世紀初め頃）でこの座勢
をとるインドラ神、魔王マーラ、龍王ナーガ、吉祥天ラクシュミー
など神々の座法として扱われインドの初期仏教美術で度々登場する
座勢である。一方で半跏座が稀で、ガンダーラ仏教美術に半跏座
が度々表現されている。遊戯座が片立て膝をとり自由な座法とみ
なせるが、供養者といった人物表現には登場しない。この遊戯座
像は、西アジアで王侯や貴族の饗宴図を主題に登場する伝統の姿
勢、筆者のしるかぎり紀元前 3 千年紀メソポタミアの都市国家時
代の印章や新アッシリア帝国の饗宴図の浮き彫り、エトルスクの夫
婦座像に登場する座法で、西方世界伝統からの影響がある。
　クシャン朝は、西のローマ、東の漢にはさまれて、中央アジアか
ら北西インド、中央インドまで勢力を誇った一大帝国である。特
に第五代目のカニシカ一世（紀元 127 ～ 150 年頃）の時に仏教の
国際化に貢献し、次のフブシカ王が引き継いだ。強大な王権は、
臣下の民や征服した他民族の領土に、自分の支配の正当性を納得
させるために公式の貨幣に自身の肖像や信仰する神を採用し、王
として他を支配する権利を神から授与されたと主張した。このよう
な観念を仏教を触媒にして貨幣、彫刻、絵画に特別な座像を重要
な表現テーマとして採用している。　

4．概報のまとめ
　仏教美術に登場する仏陀や弥勒菩薩をはじめ王権の供養者像
は、倚座姿勢の座法が重要である。仏陀像は、倚座像がインドや
ガンダーラで登場するが、一般的に結跏趺坐が主流である。仏陀
倚座像は、ガンダーラで登場した後にヒマラヤの周縁であるスワ
ート（旧ウディアナ国）やカシミール（旧カシミール国）を経て河
西回廊で登場した後に本格的な表現となるがそれでも多くはない。
仏の倚座像は、その発生において多分に出自の騎馬民族、イラン
系のパルティア朝やクシャン朝王の座像を投影したとみられる。こ
のことはフブシカ王のドラクマ貨幣に王の遊戯座と交脚座像、なら
びに倚座像が採用されていることからも明らかである。覚者として
の仏陀は、聖なる存在として結跏趺座と禅定に入ることによって世
俗を超える世界を獲得し、その象徴性として結跏趺座がインドと
ガンダーラ地方を主とした北西インドで表現をみた。 一方で菩薩
は、悟りを求める過程にあるが、当然ながらその表現は王権の人
物や神がモデルである。菩薩像は聖なる仏への途上面と、俗世界

の王権の頂点にたつ修行者として悉達多太子像の両側面を有して
いる。そのために菩薩の表現は、どのような存在として表現する問
題となっている。インドの仏伝図像中の菩薩像は仏の表現をとって
表わす場合もあるが、多くは王者、貴族の姿を表現する。インド
では、菩薩像は、装身其、持物により仏陀と異なる独自性が保た
れたようにみえる。

7. 注、参考資料
注 1：本研究は文部科学省・科学研究費（基盤研究（B）・課題

番 号 21401018 による。 平成 20 年から 24 年度（2008
～ 2012）の初年度にあたり、ヒマラヤへの学術調査とし
ては 3 期に相当する。平成 20 年度の調査は、夏と冬の 2
回調査をすすめた。調査の概要は、次のとおりである。

表 1　2009 年　ヒマラヤ－河西回廊調査の内容
　　  （科学研究費補助金）

１）2009 年第一次河西回廊調査：（no.29）
・調査期間：8/24( 月）～ 9/7( 月）、
・調査者：①服部等作 [ 広島市立大学・芸術学部 ]、奥山直

司 [ 高野山大学・文学部 ]、菅澤茂 [ 京都府教育委員会文
化財保護課 ]、Chang Fon Adriana Silvia [ 広島市立大学・
芸術学研究科博士後期生 ] 白須淨眞 [ 広島大学大学院教
育学研究科 ]

・調査地：蘭州市（甘粛省）→柄霊寺山石窟（下寺）、柄霊
寺文物研究所（永靖県）→甘粛省博物館（蘭州）、蘭州市
博物館（蘭州市）→民和→永登→天祝（峠道）→古浪市
→武威市（古浪県博物館、文廟武威市市博物館、雷台漢
墓、元代白塔寺遺跡、鳩摩羅什塔） →天梯山石窟→武威（涼
州）→西夏碑→永昌 （聖容寺塔．万里長城址）→山丹（山
丹長城）→黒水城、万寿寺木塔 （大佛寺、園通寺）→民
楽県 ･ 童子寺石窟→張掖市（甘州）→粛南裕固族自治県（南
北馬蹄寺石窟、上 ･ 中 ･下観音洞、金塔寺石窟）、千佛洞
石窟（泱翔石窟未着）→張掖市（張掖大仏寺、張掖市博
物館）、高台県博物館→粛南裕固族自治県−千佛洞石窟→

（黒水国、駱駄城遺跡） →臨澤→許三湾城、墓群遺跡→
酒泉市→酒泉粛州区博物館、酒泉市博物館（酒泉市） →
嘉峪関市：嘉峪関長城博物館（嘉峪関市）：塼画（嘉峪関
新城魏晋墓）、万里長城→文殊山石窟→（下賽岩画、昌馬
石窟群未着）→玉門市→ （隴南市？西和県博物館（隴南
市） →安西（瓜州市） →鎖陽城遺跡→東千仏洞→楡林窟）
→安西県東千仏洞→瓜州→楡林窟（二日目）→敦煌市（敦
煌茣高窟、敦煌博物館 （金銅仏、護符、荘厳具） →敦煌
西 ･ 北千仏洞他（特定窟） →粛北蒙古族自治県（五個廟石
窟）→敦煌→白馬塔（船田）→③北京（歴史博物館、北
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京市博物館）→関西空港
２）第二次ヒマラヤ－河西回廊調査：（科学研究費補助金）

　　　　  ［海外調査 NO.30］
・調査地：中国陝西省・西安−甘粛省・敦煌から敦煌茣高窟、 
・調査期間：3/12 ～ 3/19
・調査者：服部等作 [ 広島市立大学・芸術学部 ]、中野照

男 [ 東京文化財研究所・副所長 ]、
・調査地：関西空港 / 成田空港→北京→西安（西安泊）→

敦煌（莫高窟、下洞子石窟、楡林窟、× 碱泉子石窟、東
千仏洞石窟、五個廟石窟（中止 ･ 一個廟石窟）、西千仏洞） 
→敦煌→北京→関空 / 成田

注 2：河西回廊は、甘粛省敦煌、玉門関を経て東の烏鞘嶺から
陝西省西安に通じ、南北は南山（祁連山脈と阿爾金山脈）
と北山の狭い地帯で西北 - 東南方向に約 900km、幅が数
km—100km と不規則な砂漠平原とオアシスが混在する細
長い地帯をさす。

注 3：水野清一—1968：｢ 開皇二年四面十二龕像について｣、『中
国の仏教美術』、平凡社、

注 4：宮治 昭—1992：『涅 槃と弥 勒の図像学』、吉川弘 文 館、
ｐ .574

注 5：黄壽永—1989:『韓國の佛像』、文藝出版社
注 6：石松日奈子—1988：｢ 中国交脚菩薩像考 ｣、『佛教藝術』

178 号、毎日新聞社、
注 7：ヒマラヤの南麓側は、前 5 世紀頃に仏教が誕生した地でヒ

ンズー教の伝統と共に発展した。仏教がマウリヤ王朝（前
317 頃～前 180 頃）アショカ王（前 268 ～前 232）、インド・
クシャン帝国カニシカ一世（紀元 127 ～ 150 年頃）のもと
汎アジアの国際的宗教へ発展をとげ、4 世紀に最盛期を迎
えた北インドのグプタ朝（320 年から 550 年頃）以降に仏
教が密教化をたどる。

注 8：柄霊寺石窟 -1990：編集委員会柄霊寺石窟文物保管所編：
『中國石窟全集』、平凡社 ･ 文物出版社

注 9：甘粛省文物考古研究所—1987:『河西石窟』、甘粛人民出
版社

注 10：敦煌文物研究所—1990、：雀光煕亨亮他、図版解説−隋
代、敦煌莫高窟、巻 1、第 275 窟、図版 11-18、平凡社、
第 196 窟西壁南側の壁画の月光王本生図は、腰鼓形の墩
に腰掛ける王に片立て膝の跪座で捧げる供養者座像が登場
している。

注 11：甘粛省文物局編 -2006：甘粛文物精華、pl.268- 十六国鍍
金華蓋銅仏座像、甘粛省文物局、

注 12：李 宗 山 -2001：中 国 家 具 史 図 説、 湖 北 美 術 出 版 社、
pp.204-218、図 110（1-4）、2001、図 110、筌蹄につい
て腰鼓形座墩の用語は他に筌蹄、筌台、筌床、束腰形円

凳の名称がある．
注 13 ：Osmund Bopearachchi-2003 : De l 'Indus ・l'Oxus: 

Archélogie de l'Asie Centrale.
注 14：W. Zwalf-1996: A Catalogue of the Gandhara Sculpture 

in the British Museum ,Vol. l-2, British Museum Press 
注 15：Hackin,J.R-1954::Nouvelles recherches Archélogiquies 

a Begram (Ancienne Kapici) 1939--1940, Méoires 
dela  Inde-Grée-Chine  Imperimerie Nationale-Presses 
Universitaires


