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１. はじめに
　正倉院南倉 ･ 御物 67 号の御椅子は、「赤漆欟木胡牀」と名付
けられた日本の国宝で唯一の玉座である。この赤漆欟木胡牀につ
く「胡」の語は、古代中国に北方から常に脅威を及ぼした騎馬民
族の夷狄（いてき）の別称であるため往時の国際交流の一端がう
かがえる。赤漆欟木胡牀は、現代の四脚の倚子と何ら変わらない
形態であるが、その座法は、座面に直接、膝を折り曲げ尻をつけ
る胡座（あぐら）ないし正座といった平座（平敷の座、席地而座、
床座）で、ハードが同じでも倚子に脚を垂らして腰掛ける垂足而
座の座法でコンテンツが異なる。赤漆欟木胡牀は、聖武天皇と東
大寺に縁あるため玉座の性格を帯びる。すなわちその由来が天平
勝宝八年（756）の聖武天皇崩御にあたり、光明皇太后が東大寺
盧舎那仏への献納記録である国家珍宝帳に記され、他の御物に『東
大寺献物帳』第二号の欟木御厨子が赤漆欟木胡牀と同一の製作
材料と用途から天武から持統天皇へ皇位継承用に製作された玉座
を想起できる。玉座で天皇や高僧がとる座法は、装束や姿を整え
威儀を正すことであり、仏教で「行住坐臥」の四威儀の一つとして

『灌頂経』一二巻（大）二一巻五三三下の「或坐或住」や『正法眼
蔵』坐禅儀に内容が示される。また正倉院には天平の三纈と呼ぶ

『夾纈、纐纈、臈纈』染織品、ならびに多数の屏風（画面）が残
り、羊や棕櫚、連珠文様により西アジア将来品とされてきた。『東
大寺献物帳』に「御屏風壹佰畳」とあり、屏風一畳は、六曲（六扇）
からなるとして六百扇が相当でき、屏風の前で赤漆欟木胡牀で威
儀を正し胡座の座法をとる。赤漆欟木胡牀が胡牀の名称と共に信
仰と共にその祖型が伝わったと後述する玉座座像から想定できる。
本稿は、正倉院の赤漆欟木胡牀が北西インド、古代ガンダーラの
王が用いた玉座の影響があるとして胡座の座法と形態の検討をす
すめる。 

２. 赤漆欟木胡牀について
2. 1　赤漆欟木胡牀の形態と由来
図１.1-2 に正倉院の赤漆欟木胡牀を示す。

　赤漆欟木胡牀は、硬い欟木（欅 ･ ケヤキ）材を緩やかな曲線加
工した後に蘇芳で染め、鳥居形の凭掛（背もたれ）の頂部に笠木（横
貫）を張り出した四脚の倚子（床から縦 68.5cm、高さ 42.5cm、
凭掛高さ 48.5cm）である。その部品は、鍍金飾り金具が凭掛の
縦柱、脚部の下、笠木末端、座面隅部、高欄（てすり、肘当て）
部の隅に付く。製作年代が用材と年輪の直接測定が出来ないが調
査から八世紀半前後頃とされ、当時の玉座が高度な技術と最高の
材料を用い洗練された簡潔な造形である（注 1）。［図 1.1 − 2］
　赤漆文欟本胡牀は、その後に東大寺の焼き討ちなど人為的な
破壊と高温多湿の自然環境下で正倉院南倉に納められてきたが破
損状態にあった二本の脚、床枠木、高欄の擬宝珠、凭掛など明
治二十五年に他の木工品の残材を集めて修復が行われ、その記録
が「蒐輯残材、今補造之」とあり籐編みの床張り、装飾金具、床
枠木、凭掛金具の補修が認められる。
　赤漆欟木胡牀と関連する研究例は、御物の歴史解説、技術調
査に限られ座法からの研究が少ない。そのなかで小泉和子氏の正
倉院の調度品を東アジアの文化的側面からの研究、および胡牀
について藤田豊八氏の論（注 2）がある。藤田氏の論考は、赤漆欟
木胡牀に焦点を絞った内容でないが漢民族の起居が基本的に平座

（床座、席地而座）座法しかなく、後漢末ころに胡牀が登場をみた
として床座と胡牀の考証をすすめた。

胡牀の形態とその座法について（１）
服部 等作

1.　正倉院南倉−御物 67 号

2.　構成部品の名称

3.　鳳闕見聞圖説の胡牀

図 1.　正倉院「赤漆欟木胡牀」
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　赤漆欟木胡牀の形態的特徴は、四脚の椅子形で、鳥居形の凭
掛（背もたれ）と笠木（横貫）を基本構成に、笠木が横に突出す
る形、笠木（横貫）の上に凭掛（背もたれ）が突出する形、なら
びに高欄（肘当て）がつく。赤漆欟木胡牀の使い方は、『延喜式』
掃部寮（かもんりょう）の有職故実に関し幡宮殿（大極殿）儀礼用、
すなわち天皇の即位や儀式用の御座所＝玉座を天皇の高御座（た
かみくら）の内部に設け、帳台図の周囲に帷（とばり）を掛け赤漆
欟木胡牀を席に胡座など平座で用い、調度品の配置から威儀具の
性格がわかる［図 1.3］。
2. 2　赤漆欟木胡牀の源流
　本論であげる仮説は、この赤漆欟木胡牀が西アジアから中央ア
ジア・イランや騎馬民族の文化圏から中国のシルクロードの交易を
介し玉座の形態が最東端の日本に伝わったとする。その理由は、
赤漆欟木胡牀と形態的に共通点がシルクロード交易路に沿って仏
教が盛行し国際化の出発点の一つになる北西インドのガンダーラ
とバクトリアからインドにかけて仏教美術や貨幣の図像表現があ
る。玉座の座法は、インドの結跏趺座（Paryankasana）の表現
を主流に、騎馬民族の交脚、胡座、半跏趺座、ならびに倚座像の
座法を取り込んだ。
　図 2.1 に旧川原寺裏山出土の方形三尊塼仏座像（飛鳥時代）を
示す。質素な木材で構成された仏は、頭光背をつけ、その玉座の
後ろに垂直な凭掛の笠木に布掛けしている。布は、正倉院の錦の
用法に通じ、座法は倚座（垂足而座）で赤漆欟木胡牀の座法と異
なるが凭掛に錦掛けが共通の特徴である。［図 2.1］
図 2.2 に示す法隆寺金堂の六号壁の阿弥陀座像（7 世紀末頃、法
隆寺金堂六号壁阿弥陀浄土図）は、焼失にあったが焼失前の撮
影写真が阿弥陀が降魔印をとり蓮華座上で結跏趺座し、鳥居形の
背板（凭掛・よりかかり）の装飾的な支持材をもつ笠木に布掛け
の様子がわかる。この玉座と座法の類似像が東京国立博物館蔵の
旧宝慶寺玉座像（中国西安市）、山西省博物館蔵の弥勒如来倚座
像（天宝四年 ･745 年銘）、ならびにアフガニスタン ･ ベグラム出
土象牙製飾板の図像［図 10.1 − 2］と類似例は多い。［図 2.2］

旧川原寺裏山出土塼
1.  方形三尊塼仏座像

法隆寺、金堂六号壁（旧）
2.  阿弥陀浄土図三尊像

鎌倉時代、法隆寺
3.  五尊図−胡牀と胡座

土宜法竜 (1854-1923) 胡座像
4.  高僧胡座像と胡牀

図 2　赤漆欟木胡牀と類似形態と座法　
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　図 2.3 の五尊図（鎌倉時代、法隆寺蔵）は、赤漆欟木胡牀の
形態と座法が一致する。画面下部には、座面の上に弘法大師の胡
座像（右）と聖徳太子（左）の半跏趺座（ardhaparyańkāsana）
の座法がわかる。［図 2.3］
　聖徳太子の御身とする弘法大師、虚空蔵菩薩と如意輪観音を上
段左右に配置し大日如来と密教、太子信仰の融合を示す。本五尊
像の他に弘法大師 ･ 丹生高野両明神像（重文・金剛峯寺）をはじ
め高僧が赤漆欟木胡牀（同形態）の上に胡座する像が多くのこり、
形態と座法がすべて一致するものが真言宗管長 ･ 土宜法竜（1854-
1923）の胡座像の写真 ［図 2.4］でわかるように高僧の胡牀に胡座
の座法が続いてきた（注 3）。天皇の侍従長の発言は、皇室行事で天
皇の即位礼 ､ 新嘗祭、四方拝、歌会始めの機会に正座するために
事前に赤漆欟木胡牀（複製）を準備する事を述べている。
2. 3  日本の胡牀と胡座の伝統
　赤漆欟木胡牀が古代日本に登場する前の座具と座法は、古墳時
代の埴輪に交脚、胡座座像、及び特別な人物が脚を垂らし腰掛け
る椅子（いし・イスは唐音）の利用が認められる。日本最古の歴
史書「古事記」下に「胡床居（あぐらい）の神のみ手もち」の用法
から胡床の上に座ることに記述は、胡座（こざ）の由来が胡床（あ
ぐら）の「あ（足）＋くら（座）」を倉、鞍と同じ高い上にのる状態
を示し、足を組んだ座を「趺坐」とした。他に「古事記」応神記
と雄略記に「呉床」名の座具（椅子）が登場するが実物と対比で
きない。古墳時代に遡り胡牀および赤漆欟木胡牀に関する家具の
遺物がないが、栃木亀山古墳から胡座像が出土している。

3.  騎馬民国家による中国の垂足而座
　中国における起居の文化が大きな変化は、五胡の異民族（匈奴・
鮮卑・羯・氐・羌）が占領した華北で十六国により 304 年の漢（前
趙）～ 439 年の北魏統一まで騎馬民族の国家が興亡した。騎馬
民族は、中央アジアから仏教の本格的な伝播と騎馬民族の起居の
文化など漢族になかった様々な慣習をもたらした。ここで西方の文
化の中継地となった河西回廊で赤漆欟木胡牀と類似する例をもと
めると、凭掛の笠木の張出しと凭掛に錦掛けに共通の特徴が敦煌
莫高窟第 275 窟西壁の交脚弥勒菩薩座像）［図 3.1］と石塔の交
脚弥勒菩薩座像（北凉承玄二年（429 年）甘粛省博物館蔵）［図
3.2］がある。中国における騎馬民族による先駆けとなった国家は、
前 2 世紀頃に匈奴に圧迫された河西回廊の涼州で月氏が中央アジ
アのバクトリア（現アフガニスタン）に移動したことが『漢書』西
域伝にあり、大月氏が五翕侯の統治を記載する。約 100 余年後、
一翕侯が勢力を増し他を滅ぼし北西インドに強大なクシャン朝（漢
名：貴霜）が誕生する。インド伝統の仏像をはじめ仏教美術も変
化し、中国で五胡十六国時代の金銅仏座像は、その容貌と僧衣に
古様なガンダーラ仏の特徴をもつが漢族の伝統の天蓋と台床形上
で結跏趺座する。

　柄霊寺石窟第 169 窟の思惟菩薩半跏趺座像は、窟の銘記に西
秦の建弘元年（420 年）があり中国石窟で早期の仏像に属し、像
が筌蹄（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半跏趺座をとり、その背後の龕の壁面に錦
架けに三角形の彩色された錦を架ける玉座です。 
　図 3.2 に交脚弥勒菩薩座像（北凉承玄二年（429 年）甘粛省博
物館蔵）を示す。北凉時代の交脚弥勒菩薩の玉座像は、半球形
の北涼石塔（仏塔）にも登場する。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［図 3.2］。菩薩の玉座は、幅広の用材を用い
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な影
響が濃く、石塔胴部に年記と『増一阿含経』の願文を刻む。八角
形の基壇に易経の八卦を配置しインド風の老若男女 8 体の線刻像
が説に一致する。
　五胡（前涼 ､ 後涼 ､ 南涼 ､ 北涼 ､ 西涼）十六国のなかで鮮卑の
拓跋部が華北を統一し北魏時代が始まると共に漢族と騎馬民族の
起居の文化の融合が本格化した。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。仏教国家を目指した文
成帝（在位 467 ～ 499 年）の雲崗石窟（注 5）の「曇曜五窟」は、大
仏、仏伝図に西方の座法である胡座、片立て膝、半跏座 ･ 遊戯座

（lalitāsana）、交脚、ならびに倚座の座法が如来、弥勒菩薩、眷属、
供養者に採用され玉座、胡牀が加わる。雲崗石窟第 6 洞南壁に「維
摩経−文殊利問疾品」の維摩居士が胡牀上の正座像をはじめにガ
ンダーラ風の腰鼓形座の墩や筌蹄（籐材（又は柳）で円筒状の小
型座具、凭掛や欄がない一般的な漢族の榻、凳といった座具が
表現される。同様に龍門蓮花洞、敦煌莫高窟の座像表現は、西
方の座具と座法が増し、北魏以降の北周や隋代（518 ～ 618 年）は、
胡床は、隋の文帝の時に交床、唐代には逍遙座と呼ばれ交床や赤
漆欟木胡牀と同じ網代製の座面をもつ縄床という座具（編）や高
い几（つくえ）に合うよう座面が高い凭几が登場して垂足而座の座
法と座具が一般化する。
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　図 4.1 に椅子の上の人物正座像（オンタリオ王立美術館蔵）を
示す。椅子の上の僧侶の正座姿で注目するのは、鳥居形の凭掛と
背の笠木が横に張り出す赤漆欟木胡牀と後述する北西インドの王
朝の玉座と特徴が共通する。中国の史書には腰掛けの最初の記録
が「南史」に登場し、梁の侯景が「帝又嘗独坐胡床于合下」とある。
漢族の貴族文化の流れにある南朝で胡床に脚を垂らして腰掛けた
記述から椅子の普及がわかる 。
　隋唐時代は、結跏趺座の如来座像を代表に、如来や菩薩倚座像、
弥勒菩薩交脚座像、菩薩の半跏思惟像や片立て膝で床座（歌膝）
座像、さらには動物上の菩薩（獅子の文殊・曼殊師利菩薩、象の
普賢菩薩）と多様である。
　図 5.1 − 3 に敦煌（莫高窟）の壁画から僧侶の座像と種々の座
具の表現を示す。図 5.1 の 敦煌茣高窟の第 138 窟南壁に僧侶の
様々な座法と座具が登場する（注 5）。凭掛に毛皮風の敷物を掛けた
胡牀（左上）、床上の胡座（右上、右下）、および胡牀上の胡座（左
下）が登場する。左下の胡牀上の胡座像は、法隆寺五尊図［図
2.3］に現れる胡牀上の弘法大師と同じ座法と座具の組み合わせで
ある。

　図 5.2 に第 196 窟西壁南側の壁画で左の僧侶は、僧侶二人が
凳に腰掛け一人の僧が椅子に座る。図 5.3 の第 285 窟の座禅する
僧侶座像は、胡牀（縄床）上に趺座する。中国で縄床とよぶ座具は、
赤漆欟木胡牀と同じ座面が網代状で座法も平座である。
敦煌壁画に表現された玉座を含め様々な座具は、凭掛に布を掛け、
幅広の装飾的な笠木をもつもの、腰鼓形座の墩や筌蹄（籐材（又
は柳）で円筒状の小型座具や商人が携行するＸ状の胡床（交椅）
が多数登場している。
　このように中国で僧の縄床と称される赤漆欟木胡牀と類似の胡
牀は、中央アジアの経由地となる西域北道のキジル千仏洞第 171
窟主室の弥勒交脚座像を代表に登場する。また西域南道で河西回
廊に通じる経由地となるタリム盆地のロプノール湖のニヤ NIV 遺跡
住居跡出土品は、1 ～４世紀頃で四脚で大柄な花紋の木製の大型
台座、およびニヤの出土の獅子の玉座（シムハサナ）の脚部がある。
地方的な表現をもつ脚部にギリシャのケンタウロス、およびインド
のキンナラを正面のモチーフとして彫刻するが日本には伝わらなか
った。

図 3.　北凉の交脚弥勒菩薩座像

図 5　敦煌莫高窟壁画の胡牀と胡座、正座の座像表現

1. 胡牀上の正座像
図 4.　胡牀と胡座、正座の座像

1.  北凉，敦煌 275 窟西壁（421 〜 439 年）

2.  北涼石塔，北凉承玄二年（429 年）

1.　第 138 窟南壁 2.　第 196 窟西壁南側 3. 第 285 窟北壁
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を統治したギリシャ系のセレウコス朝の貨幣の座像は、基本的に
ゼウス神をはじめギリシャ神を表現するが、新たに玉座は、臍を
意味するオンフォロスとよぶ地球の地震を静める役目をもつデルフ
ァイ神殿の岩に腰掛ける座像の採用である。
　オンフォロスは、図 6.3 − 4 に示した次のインド・グリーク朝
のアンティアルキダス王（紀元前 115 − 95 年の 4 ドラクマ銀
貨裏側は、ゼウス神倚座像で、守護神のニケ女神とインドを象徴
する象を加える。玉座凭掛が笠木を貫通する特徴から錦を架ける
ことがわかる［図 6.3］ 。王朝最後のヘルマエウス王（紀元前 90
− 70 年頃）の 4 ドラクマ銀貨の裏側は、ギリシャ系玉座とゼウ
ス神の倚座像を組み合わせる。後にインド・バクトリア朝の諸王
の貨幣図像に継承されるが、新たに登場する玉座は、赤漆欟木胡
牀のように鳥居状の笠木が横に張り出す形態である。このほかに
鳥居状の笠木より背板より上に突き出る形態も加わる。
4. 3 　騎馬民族王朝の王座胡座と倚座像
　図 7.1 − 2 にアゼス一世（紀元前 57—10 年）、図 7.3 − 4 にマ
ウエス王（紀元前 90 − 80 年）の玉座倚座像と胡座像を示す。両
王ともに北西インドに興った騎馬民族によるインド ･スキタイ朝の
王で、共に貨幣の座像は、玉座倚座像と敷物上の胡座という二つ
の異なる垂足而座と席地而座を別々に表現した。この座法は、今
までのギリシャ系王朝の貨幣の倚座像だけ表現したのと異なる。

［図 7.1 − 2］
　特に倚座像の玉座は、赤漆欟木胡牀に通じる凭掛が笠木を貫通
する特徴を有する。またマウエス王の胡座像の座像は、厚い敷物
の上で頭にデイァデム（はち巻き）をなびかせた王の胡座（ないし

4.　北西インドの座像と座具について
4. 1　北西インドの座法と座具
　赤漆欟木胡牀と類似する座具の例は、貨幣の玉座とその座像表
現から情報が得られる。貨幣は、政権の公式通貨のみならず宣伝
媒体の役を果たし、王の肖像や守護神を示した。漢字文化圏の貨
幣が文字にメッセージを託した点と異なる。実際にアレクサンダ大
王が東方インドをめざすなかでギリシャ人の王、信仰、起居の文
化を貨幣にも示した。中央アジアに興ったインド・スキタイ、インド・
パルティア、クシャン朝の玉座倚座像はギリシャやペルシャの影響
を引き継ぎ玉座に足台、基壇をつける。さらに彫刻は、古代の地
母神信仰の伝統を引き継ぎ神獣を随伴させ、獅子や象の上にのる
ナナ女神座像が登場する。座法は、インド伝統の結跏趺座、半跏
趺座、胡座、騎馬民族の交脚座を表現した。
4. 2　北西インドに登場するギリシャ神の倚座像
　図 6.1 にマケドニア朝のアレクサンダ大王の貨幣は、占領地の領
民に表側に自身の頭像と裏側にゼウス神の倚座像、ギリシャ系の
守護神立像、ならびに弓と矢と王名（ギリシャ文字）を採用した。
　ゼウス神座像は、左手に王杖、右手に鷲を持ち四脚の高い凭掛
に鳥居形の笠木がつく玉座の倚座像であるが、凭掛のない腰掛け
のタイプもある。玉座の笠木の横に張り出しや凭掛より上に突出す
る形式ではない。脚部は、ギリシャ美術のアカンサス文の表現お
よびアケメネス朝の獅子のいずれか一つを採用し、円筒形のろく
ろ加工の脚に円盤状やつり鐘形、球形やワイングラス風に刳形す
るガンダーラ美術に典型的な形態が特徴的に登場する。［図 6.1］
　図 6.2 に示した大王の死後を引き継ぎシリアからバクトリア地方

1. マケドニア朝
アレクサンダ三世 （前323-317年）

1. アゼス二世倚座像
（6-17年）

3. インド・グリーク朝
アンティアルキダス王 （前115-95年）

3. マウエス王倚座像
（前90-80年）

４. インド・グリーク朝
ヘルマエウス王 （前90-70年）

4. マウエス王胡座像
（前90-80年）

2. セレウコス朝
アンティオコ帝 （前290-281年）

2. アゼス二世胡座像
（前57-後10年）

図 6.　玉座の倚座座像（ギリシャ人王朝貨幣） 図 7 倚玉座の倚座像と胡座像（インドスキタイ朝貨幣）
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交脚）像で二種類 2 カルコン銅貨がある。両胡座像は、王権の象
徴であるリースを左手でわたす王権神授の象徴的表現をとる。胡
座と倚座像を別々にしても民族的な起居の文化に従ったものであ
る一方で、領土内の様々な民族、とくに先住のギリシャ系住民の
信仰を束ねるための王とギリシャの神の倚座座像を象徴的に採用
した。
4.4　イラン系王朝の玉座倚座像
　アルサケス朝パルティア（安息）でファラーテス 4 世（前 38 ～
紀元 2 年頃）の貨幣は、アルサケス（祖先神）が座する二種類の
ギリシャ様の玉座像を表した。玉座の形態は、1）ろくろ加工製の
脚、凭掛の笠木を貫通し上に出す形態、および 2）石の祭壇オン
ファロス（臍）に腰掛けるデルファイの神殿で地球の中心とされる
アポロン神の腰掛けを表現する二系統がある。特にパルティア朝
最初の首都ニサ（トルクメニスタン）の宮殿宝物庫から出土したヘ
レニズム時代（前 2 世紀頃）の玉座や象牙製のスツール、クリー
ネなど家具の脚部は、ギリシャ系のろくろ製で円筒形、つり鐘形、
円盤形（トルス）、彫り込み部品を金属で連結する。
　パルティアと同じイラン系出身のクシャン朝（紀元 1 ～ 3 世紀）
は、西のローマ、東の漢という領土拡張に積極的な両大国間には
さまれながらインドから中央アジアにまたがるシルクロード交易で
広大な地域を統治した。ヴィマ・カドフィセス王（在位 75 − 100 年）
は、ローマ帝国のアウレウス帝（161 ～ 180 年）のスタテール金貨
重量をクシャン朝金貨の標準の貨幣として採用し、国内、国際的
統一の印とする事により仏教の国際化に貢献し東西の大国に大き
い影響を与えた。貨幣の表側は、形式的に 3 分類される王朝の国

教である拝火教の拝火壇、王の標章、貨幣造幣所の印、王の銘文
（ギリシャ文字とカロシティ−文字）を表現し、ヴィマ ･ カドフィセ
ス王貨幣に限りインドのシヴァ神の称号がつく。裏側は、イラン系
の連珠文を縁飾りにしてその中に様々な領民の信仰、伝統を反映
したインド、イラン、中央アジアの神立像の表現が大多数である。
　図 8.1 にカニシカ一世（在位 100 − 125 年）銅貨の弥勒仏陀の
座像を示す。弥勒仏陀の胡牀上の胡座像を示す［図 8.1］。
　クシャン朝カニシカ一世王は、ガンダーラで仏像表現がはじまっ
た頃の王で仏陀と弥勒仏陀の二種類の貨幣を発行した。仏陀座像
の貨幣は、ギリシャ文字で SAKAMONO BOYDO（釈迦牟尼仏陀）
を記し説法印をむすび凭掛のない玉座の上で結跏趺座（胡座）を
とる。また METRAGO BOUDO（弥勒如来（菩薩）は玉座座像で
ある。カニシカ一世は、仏教の国際化に貢献し、領地の様々な人々
の信仰が融和するようインドを代表的するシヴァ神、仏、弥勒菩薩、
中央アジアのアルドクショー神。ナナ神などを加え、イラン、中央
アジア、インドの様々な神像表現を採用しした。図 8.2 にクシャン
朝フブシカ王、図 8.3 にカニシカ二世、図 8.3 にバジシカ王の貨
幣図像のアルドクショー神倚座像を示す。クシャン朝のフブシカ王

（126-163 年）の貨幣は、裏側にギリシャ文字と豊穣神アルドクシ
ョー（Ardoxsho）の倚座像を表現する。頭光背をもつ像は、右手
に豊穣のコーピシアと左手に王権を象徴するリースを持ち蓮華の足
台上に並開脚し倚座する。この玉座は、ギリシャ様で凭掛が笠木
を貫通する形態が赤漆欟木胡牀と共通する。クシャン朝フブシカ
王以降は、カニシカ二世（200 − 215 年） ［図 8.3］、バジシカ王（250
− 290 年） ［図 8.4］、カニシカ三世（240 − 250 年）、バースデー

1. クジュラ王（30-75年）
X 状脚胡牀座像

弥勒仏陀胡牀座像
1. カニシカ一世（100-126 年）

3. 遊戯座（半跏趺座）像
フブシカ王（126-163年）

アルドクショー神倚座像
3. カニシカ二世（220-242年）

アルドクショー神倚座像
3. バジシカ王（215-240年）

2. フブシカ王交脚座像
（126-163年）

アルドクショー神倚座像
2. フブシカ王（126-163年）

図 9　特別な座像 ( クシャン朝貨幣 )図 8　玉座の倚座像 ( クシャン朝貨幣 )
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ヴァ二世（波調 ･250 − 290 年）など王朝末期まで発行貨幣に玉
座座像の表現を引き継ぐが、その間にも多様な座具が貨幣の図像
に登場する。
　図 9 にクシャン朝の多様な座具と座像をしめす。図 9.1 にクジュ
ラカドファイセス（30 − 70 年）王の折りたたみ可能とみなせる X
脚をもつ胡牀の座像である。図 9 .2 は、フブシカ王の交脚座像で
ある。以上の座具と座法は中国に伝わったが、唯一図 9 .3 に示す
長椅子（コーチベッド）は、日本に伝わらなかった。
　次に貨幣とガンダーラの仏像彫刻の座像表現が比較でき、玉座
の形態と座法の共通性がわかる。
　図 9.1 にガンダーラ出土の王侯人物あるいはシッダルタ皇子の玉
座倚座像を示す。図は座像表現場面の中心で柳製の腰掛け（中国
の筌蹄、束腰形円凳に当たる）に座る 2 人の従者、払子をもつ従
者に囲まれ天蓋下で足台をつけたギリシャとアルサケス朝風のろく
ろ加工の脚部を持つ玉座に開脚で座す人物は、偏袒右肩で首飾り
と豪華な宝冠をつけ左手を膝上に右手で施無畏印与願印を結ぶ。
玉座は、高欄がないが凭掛が幅広く重厚な装飾で笠木に架けられ
た布が法隆寺金堂 6 号壁の阿弥陀座像、敦煌 275 窟の弥勒交脚
座像と通じる。［図 9.1］
　図 9.2 に弥勒菩薩の説法図（クシャン朝、3-4 世紀、チャール
サダ近郊出土）を示す。仏像の台座部に彫られた玉座の弥勒菩薩
像は、足台の台座に足先を軽く交脚で組み、高い凭掛には逆三角
形の形で布が掛かり、付属の天蓋と足台も付く。印相は、手を胸

に向ける独特のもので、比丘以外は、世俗の寄進者とみられる。
同類の形態は、前述の川原寺方形三尊塼仏座像［図２.1］や敦煌
莫高窟 275 窟の交脚弥勒菩薩座像［図 3.1］と類似する。
　クシャン朝の彫刻や貨幣図像に登場する玉座は、ガンダーラ式
脚部をもち赤漆欟木胡牀の製作法、材料と異なるが凭掛と鳥居形
の笠木の構成で類似する。後にササン朝銀貨は、座像表現が無
くなるが一方で、中国側の記録は、『隋書』（巻 83、列伝第 48）、
および『旧唐書』（巻 198、列伝第 148「西戎」）には、波斯国の王、
庫薩和（ホスロー二世を示唆、590 ～ 628 年頃）が「金の花冠を
戴き、金の獅子座（牀）に座す」、そして「拝する時は、かならず
交股（交脚）」と伝える。その内容が伝ホスロー二世の銀皿に獅子
をともなう玉座が表現されている。
　図 10.1-2 に玉座上の半跏座像（クシャン朝、1 世紀頃）を示す（注

7）。クシャン朝カニシカ王の夏の都、ベグラムから出土した象牙製
家具部品、および冬の都マッーラの出土彫刻に玉座上の胡座 ､半
跏座像が表現される。ベグラム出土の象牙製家具の装飾板の図像
は、様々な光景にまじり後宮の表現でヘレニズムの名残をもつバク
トリアの家具や胡座、交脚で半跏思惟像を思わせる男性や上半身
裸体の女性が多数表現されている。玉座は、凭掛の笠木が左右に
張り出し、幅広い材料を使用する。［図 10.1-2］。
　宣字形台座は、ガンダーラ美術に度々登場しろくろ加工した、前
脚、座面下の斜めで組まれた柳製の格子模様がみえる。
　図 10.2 のベグラム出土の象牙製家具の装飾板は、玉座の座面

1. 王侯人物玉座倚座像 2. 弥勒菩薩の説法玉座像

1. 半跏座像 2. 半跏横臥座像家具の支持部分（ベグラム出土）
図 10　玉座の倚座座像—アフガニスタン・べグラムの座像表現

図 9　玉座と交脚座像
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上で女性が右手で支え横臥に近い姿勢をとる周囲に後宮の女官達
がかこむ。この玉座の形態は、象牙製装飾板に表現され ､ 笠木に
ヤクシー、マカラといったモチーフが装飾的に構造を支持する。
　図 11. 1 に半跏座像（マッーラ、クシャン朝、1 世紀頃）を示
す（注 6）。マッーラ出土の彫刻に多数登場する特徴的な座像表現は、
半跏座で右脚を垂足し左脚を玉座の前縁にかけ座る王侯風（頭部
が不明）の人物が座像である。この半跏思惟菩薩像は、フブシカ
王の発行貨幣の長椅子（牀座、寝椅子とも呼ぶ）の座像表現に
も登場し、前述のベグラムの象牙製の装飾板座像と酷似する［図
11.1］。
　図 11 に菩薩風の胡座像浮き彫りを示す。アマラバティーの大仏
塔（アマラバティー、2 世紀、石灰岩）の玉垣メダイヨン（円形区
画）様々な荘厳が知られ、そのなかでターバンを被る菩薩様の胡
座像である。玉座の笠木は、横に張り出し高欄がつき布がかけら
れる。赤漆欟木胡牀は、このように用いられたかと思える玉座は
凭掛の笠木の張り出し部を支える装飾的な部品で構成されている。

［図 11.2］ 
　図 11.3 に菩薩半跏座像を示す。　玉座に舎利容器と敷布をお
き仏陀を象徴する空席の玉座をかざる仏舎利奉献の場面と思われ
る。玉座は凭掛の笠木の張り出し部を支える装飾的な部品、高欄
がつく。画面中心に建物の表現に遠近法を用いて円環状に人々を
配置し奥行きある表現をとる。［図 11.3］
図 11.4 に菩薩半跏座像（アジャンタ第 1 窟、5 世紀半頃）を示す。
　アジャンタ第 1 窟で後廊左壁のマハージャナカ本生図は、王が
玉座に胡座し、宝石で飾られた木造の宮殿で灌水のる場面である。
玉座脚部は、ろくろ加工され、綿密な彫刻をもつ笠木を白鹿が支
持する構造でアマラバティーの玉座と同類である。［図 11.4］

５．まとめ
　正倉院での御椅子と呼ばれる赤漆欟木胡牀は、玉座であること

が明らかで、その原形が経由地の遣隋使、遣唐使による交流をも
った中国にあたる。しかし仏教が本格化する以前の中国は、正座
が礼儀に則した床座の伝統を続けてきた。騎馬民出自の五胡十六
国が誕生して以降、仏教を代表に様々な文化交流から胡牀の座具、
胡座の座法が普及する。形態と座法をたどると北西インドの騎馬
民族によるインドスキタイからクシャン朝にかけてのその特徴的な
共通点をもつ玉座と座法に出会う。今後、玉座の形態と座法の関
係の検討を深めたい。

６．注と参考資料：
注１：後藤四郎 -1992（昭和 53）:『正倉院の木工』、図版 155、

pp.234-235、日本経済新聞社、
注２：藤田豊八—昭和 18 年：胡床につきて- 東西交渉史の研究、

巻下 ･ 西域編、pp.143-185､ 萩原星文館、
注 3：井筒信隆（監修）-2004、p.146:『別冊太陽 -｢ 高野山 ｣』、

平凡社
注 4：中国石窟・雲岡石窟、編集委員会雲岡石窟文物保管所編

-1990：中國石窟全集、平凡社 ･文物出版社
注 5：高后安 -2001 年：敦煌莫高窟壁画看榻唐五代敦煌人的座

具和飲食坐姿（上）」敦煌研究、2001 第 3 期（69 期）、 図
12、pp.20-29、敦煌研究院

注 6：Cribb, J.Errington,  E. -1992: The Crossroad of Asia,  
Transformation in Image and Symbol in The Art of 
Anscient Afganistan and Pakistan．AIIT,  Cambridge,  
U.K., 1992．

注 7：Hackin, J.R,  -1940:Nouvelles recherches Archêlogiquies 
a Begram （Ancienne Kápici） 1939-1940,  Memoires 
dela  Inde-Grèce-Chine  Imperimerie Nationale-Presses 
Universitaires, 　Paris　1954, 

図 11　玉座の倚座座像—インドの座像表現

1. 半跏座像 ･ マツ−ラ 2. 胡座像 ･ アマラバティ 3. 玉座 ･ アマラバティ 4. 胡座像 ･ アジャンタ


