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はじめに
　本稿は、北西インドからヒマ
ラヤ - カラコルム山系を超え中
国・西域に現れた仏像初期の様
相を伝える数体の金銅仏につい
て科学研究費による海外調査の
概報である（註 1）。
　英国領インド帝国時代の考古
局長官マーシャルは、タキシラ
都市遺跡調査（註 2）による短絡的
な歴史・美術観を示した。まず
初期の仏教 美術が仏陀（釈 迦
牟尼仏陀）を象徴する仏足跡、仏塔、菩提樹などで表現する事
が数百年もつづいた後、アレクサンドロス大王（在位紀元前 336
− 323 年）のインド進出によるヘレニズム文化の神人一体観表現
が仏像登場を促したとした。実際の仏像登場は、中央アジアから
インドの交易路を支配したイラン系騎馬民族出自のクシャン朝全
盛期 ･ カニシカ王（在位紀元 125 年頃）の時代に北西インド ･ ガ
ンダーラとインド ･ マツゥーラでほぼ同期頃に仏像製作がはじまっ
た。しかし仏像誕生まで長期間を要した点および近年の北西イン
ド・スワートのブトカラ遺跡で無仏像と仏像表現が重なる層位の出
土像や地方的な特徴的作風で初期の仏像表現をもつ出土像につい
て再検討が必要となっている。
　こうした北西インドの仏像表現の重層性を反映し、ヒマラヤを
越え中国 ･ 西域南道から河西回廊にかけ出土金銅仏（古式金銅仏、
早期仏教造像）の検討が必要となってきた。
　本報は、ヒマラヤをはさむ北西インドと河西回廊沿いの初期仏
像の造形・表現の考察を前報（註 3）につづきすすめる内容である。

1. 北西インドと仏像
　スワートからカシミール一帯は、現在パキスタンのカイバルパク
トゥン州とインドのジャムカシミ−ル州に分離統治されている。ガ
ンダーラ平原から峠一つ隔てた渓谷に沿って流れるインダス河の
源流沿い盆地に両地方が位置し、スワートを経由してインド−中央
アジア、中国に通じるため、中国の求法僧、法顕の『法顕傳』（註 4）

に宿呵多國（スワート）を巡礼し、さらに玄奘の『大唐西域記』（註 5）

にはスワートとカシミール両地を経由し南のインドと中央アジアを
往き来した記録にのこしたように文明の十字路の役割を果たした。

［地図 1］
　北西インドからヒマラヤを越えると中国の古代仏教国ホータン
に達し、西域南道から至る河西回廊は、 中国史上はじめて遊牧騎
馬民族が五涼（前涼、後涼、南涼、北涼、西涼）を建国して五胡
十六国時代（304 ～ 439 年）の舞台となった（註 3）。以来、中国に
いち早く伝わった仏像とともに最古とされる敦煌石窟に「沙門楽僔

一窟を開く」の記録（東晋永和 9 年 ･353 年創建説）に溯るほど
北西インドの仏像が後に西域南道から河西回廊に歴史文化に影響
した。［図１］
　仏陀は、 北西インドの地を一度も布教に訪れたことがないにもか
かわらずインド ･ マウリア帝国アショカ王やギリシャ人のバクトリア
朝メナンドロス王の信仰へと強く影響し、この地に熱烈な仏教信
仰が根ざした。
　後に北西インドに興ったイラン系騎馬民族出自クシャン朝は、東
の漢、西のローマ、パルティアの大国間にはさまれシルクロード交
易とインドの豊かな農業資源のもとで世界独自の王朝美術を発展
させた。王朝の最盛期にカニシカ王は、領民が信仰するインド、
イラン、中央アジアの神像とクシャン王の立像を表裏に採用した貨
幣を発行し、信仰への寛容さを示すと同時に神と王権の一体性を
強調し（註 6）、その後に北西インドのガンダーラとインド ･ マツゥー
ラで仏像製作が始まる（註 7）。ガンダーラの美術観は、アレクサンド
ロス王（在位前 336 年 - 前 323 年）のインドへの遠征後、ヘレニ
ズム文化の強い影響を仏教美術に及ぼしたとするマーシャル説が
支配したが、アレクサンドロス大王のインド遠征の途上でまず経
由地が北西インドのタキシラ、スワートにあったことで、北西イン
ド伝統の文化とギリシャ文化が合流した。ギリシャの植民地の発
行貨幣は、表に王の像、裏にギリシャ美術に登場するゼウス、ヘ
ラクレス、ニケを神人一体観で伝統表現した（註 8a）。後にカニシカ王

インドからヒマラヤを越え中国・西域につたわった仏像
　−ヒマラヤをめぐり展開された造形と表現の研究（註1）−

報告：服部等作

［地図 1］北西インドと西域 - 河西回廊間の巡礼路

図 1　弥勒仏陀座像と仏立像（カニシカ王銅貨・金貨）（註６a）
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は、王と仏像で代表される神人一体観の貨幣を発行するとともに、
仏像製作と仏教の国際化が本格化する。
　しかしアレクサンドロス王の遠征よりカニシカ王の貨幣に王と仏
像の一体的表現が実現するまでテリアテペ出土の金製メダイオン
のヘレニズム風の仏像表現の先行例（註 9）の登場まで数世紀も要し
た事も疑問となる。ここでスワートの仏像にかわる象徴的表現とそ
の初期の様相を述べる。 ［図１］
　北西インドで仏教が、ギリシャ文化の東漸とイラン系民族出自の
諸王のもと文化が重層するなかでイラン人の仏教徒が仏像を欲して
製作が本格化した事は矛盾しない。クシャン朝の仏像は、片岩や
ストッコの寺院向け材料を中心に巡礼者向けの塼、青銅仏が少数
であった。
　一方、ヒマラヤを越え伝わっていく仏像を考えれば、経由地の
北西インドのスワートバジョールやカシミールの仏像が見逃せない
にもかかわらず、北西インドの青銅仏や地方的な数少ない仏像の
研究が取り残されていたといっても過言ではない。
　北西インドのスワート、ブトカラの影響が色濃い影響を有し中国
や西域で早くから製作された古式金銅仏や青銅仏（註 10）は、西域南
道のホータンで出土し、さらに五胡十六国で北涼時代に仏蔵 - 金
銅仏、塑像、壁画、石仏が河西回廊各地で見いだされ、以降も北魏、
唐、吐蕃、さらには明 ･ 清時代の青銅仏が時代毎の様式を携えて
登場している。いずれも北西インドの仏像がいち早く北伝し、その
像を真似た点が基本となり、新たな様式をともない千年紀の間に
わたり繰り返し登場する。以下にあげる青銅仏は、鍍金を施した金
銅仏、鍍金を失ったもの、メダイオン、舎利容器、貨幣の仏像も
青銅製品に扱う。

2.1 北西インドの初期的仏像表現
（1）ペシャワール盆地の仏陀像
　ガンダーラで数少ない青銅仏の筆頭は、シャー・ジ・キデリー
の仏塔遺跡からと副葬品と共に出土した「カニシカの舎利容器」
を飾る仏像が重要な鍵をにぎる。仏塔は、玄奘が「大唐西域記」
巻二に記すプルシャプラ（現ペシャワール）にあった迦膩色迦王所
建の大窣堵波（カニシカ大塔） として発掘成果が報告された（註 10）。
三尊像がつく上蓋と帯状の図像をめぐらす筒胴部で構成し、カニ
シカ王を記す銘文と底部にスピン加工し、鍍金の痕跡を残す豪華
な青銅鋳物製（ペシャワール博物館蔵 2848）である。
　上蓋部は、毛彫りした蓮華文の上に各像を固定する。中尊の仏
陀は、円形頭光背に蓮文をつけ高い髻と顔、右手を施無畏、左手
を衣の一端を持ち結跏趺坐し、裾衣を III 状で表現する。中尊の
左右に梵天（ブラフマー ･ 頭髪を結う）と帝釈天（インドラ ･ 冠を
被る）が合掌する三尊形式をもつ。
　筒胴部は、図像を上下を水平線により二段で天と地に区画し、
上側がハムサ鳥（鵞鳥）6 羽が口にフバルナをつけ天空を一巡する

妙法蓮華經典に則った天の表現である。下側は、ローマ美術の直
接的な影響のもと花綱を∪状部毎に童子（エロス）を配置し、右
順に偏袒右肩の菩薩（供養者）、二重頭光背の仏陀、頭光背のミ
トラ神、クシャン族の衣装と王冠の被葬者とされるカニシカ王、左
側にマオ神と来世への旅立ちで往生を祈願する表現である。カニ
シカの舎利容器は、カニシカ王の由来を示した銘文、アゼス王（1
世紀頃）銅貨、小形青銅仏、水晶製小形容器と骨片が同梱されて
いたが、仏塔修復時にカニシカ一世（78 または 144 年即位など）
の奉献品、カニシカ二世の埋め直し品など諸説がある。
　このため仏塔発掘記録の再検討がおこなわれ（註 10）、仏塔修復の
痕跡から実際に仏塔が前 2 世紀に建立され 6 世紀後半 7 世紀初
頃に仏塔が衰退したが十字形の仏塔基壇に修復され後述する「飾
られた仏陀」のストッコ像が追加され、寺院が後 11 世紀に末期
を迎えた事を明らかにした。7 世紀にこの地を巡礼した玄奘が『大
唐西域記』巻二の三、四（646 年 20 年）に、寺の荒廃の様子を
記録した。現在の仏塔は、周囲の市街地化により消滅している。［図
2.1 − 2］
　カニシカの舎利容器は、製作年、制作者に諸説あるが、その製
作仕様に技術と粗雑な作風に二重の特徴をもつ。
　前者の高級な製作仕様は、鍍金が施された痕跡とスピン加工し

図 2. 1　カニシカの舎利容器三尊像と裾衣表現

1. カニシカの舎利容器　2. 筒胴部の仏陀像とエロス

1.

2.
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た底面の技術水準に対し、後者が粗雑で地方的な作風：全体の
造形が粗雑な不良なタガネ具による毛彫り仕上げである。またガ
ンダーラのペシャワールを中心とした、石やストッコ製の仏坐像が
∪状に垂らす裾衣とヘレニズム風の表現が一般的であるのに対し、
カニシカの舎利容器の上蓋部の三尊形式と筒銅部の仏像共に地方
的な作風とともに裾衣を縦 III 状で表現する。
　カニシカの舎利容器の仏像の原形と類例の検討に初期の仏像表
現としてスワート・ブトカラの彫刻像の顔容、衣紋さらには線刻表
現に至る表現が注目できる。

（2）スワート地方の仏陀像
　円輪光の礼拝（註 12）の浮彫は、 最初期の仏像の一例として注目で
きる。玉座上で鋸歯文がとりまく円輪光が仏陀の姿を象徴的に表
し、その左右の合掌する像は、向かって右側の梵天（ブラフマ）
と左側の帝釈天（インドラ）である。玉座の上は、樹葉が生い茂り、
両脇の飛天が散華する。円輪光は、光り輝き畏怖すべき存在とし
て仏陀を象徴し、成道した仏陀と関係づける場面である。ターバ
ン冠飾や装身具をつける帝釈天と頭髪を結い髭面の梵天の姿は、
円輪光と同じ大きさで表現し、ガンダーラの仏伝図に多い成道後
の仏陀に梵天、帝釈天が説法を願う「梵天勧請」図とされる。
　スワートの美術は、インドの伝統的な美術表現が取り残されや
すい地方で、菩提樹・聖壇・法輪を象徴的に用い、後に仏陀の「梵
天勧請」の図像を表現した可能性がある。
　仏陀の姿なき象徴的表現をもつスワート・ブトカラ遺跡で初期
の先行的な仏像表現が発掘調査から判明した（註 12）。
　マツゥーラにも円輪光の礼拝図（註 12a）がある。仏塔の周囲をとり
まく玉垣の断片とされ、上方に円輪光の礼拝、玉垣の文様をはさ
み下に人物の頭部が残る。円輪光の礼拝は、方形玉座上に菩提樹
を背後に円輪を、天人が合掌作礼する構図である。仏陀を表さず
にマトゥラーの象徴表現の例は、スワートの図と同様クシャーン朝
初期に遡る。［図 3.2］

3. 仏像の登場
　仏陀を表現した 2 世紀頃の「梵天勧請」の仏伝浮き彫りは、仏
陀に説法を求める帝釈天と梵天の礼拝嘆願場面で、スワートの東
側ブネール ･ ロリヤン・タンガイ出土である（註 13）。
　右側を欠損するがもともと左右対称に帝釈天があったことがわ
かる。菩提樹下で玉座上に禅定印を結び結跏趺坐する仏陀は、上
半身裸形で逞しく肉体表現され左肩から条帛状の天衣を着け、頭
髪は結い上げて自然な形で丸く髻を結っているが頭光はない。仏
陀像が梵天と帝釈天より大きく表現される。顔容表現や線条で表
す衣文や襞の縦筋状の粗雑な特徴的表現、さらにカニシカの舎利
容器の仏陀像の縦 III 状裾衣表現がスワートの彫刻と技法に美術
的な影響をみる。［図 3.2］

　スワートで古代ウディアナ国時代の首都ミンゴーラのブトカラ遺
跡発掘をすすめたイタリアの IsIAO （東洋アジア研究所）は、出土
彫刻を 3 群にわけ、その第 1 群を 1 世紀前半から中頃に分類した。
その特徴は、カニシカの舎利容器上蓋の一仏二尊（梵天 ･ 帝釈天）
構成と比較して、「梵天勧請」の表現が最初期の仏像表現で好ま
れたとし（注 11） 、次いで頭光背をもつ仏像をあげた。

（1） スワートの仏像
　スワートの仏像表現で地方的な作風とヘレニズム風の表現をも
つ重層的な表現例をあげる。
　まず菩薩座像の例は、鋸歯文がつく円形の頭光背をもつ。アバ
ルチナール遺跡出土像（註 14）は、スワートでブトカラがあるミンゴー
ラの町から山側のブネールに位置し、山を隔ててインダス河、カシ
ミール、タキシラに通じる。発掘報告では本像のような地方的な
作風の像とともにストッコ製ヘレニズム風の貴人像も出土したこと
から寺院の重層的活動期があった。［図 4.1］
　もう一つの仏座像は、スワートのディール ･ チャクダラのアンダ
ンデリー寺院で第一奉献塔出土品（註 15）である。右手を施無畏印
に結び、左手で衣端を握る一般的な形式の仏座像であるが、スワ
ート地方特有の様式的特徴をもつ。
　すなわちスワートの仏像彫刻の地方的、様式的特徴は、 ゆるや
かな波状で頭髪を形式化し、肉髪を高く紐で本結びで結い上げて
表現する。顔容は、卵形の顔、長い弓形の眉、見開いた眼に瞳、

図 3.2　梵天勧請図（ブネール）（註 13）

図 3.1　象徴的表現－円輪光の礼拝

1. スワートの表現（註 12） 2. マツゥーラの表現（註 12a）
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豊かな口髭を表わす。頭光背は、ガンダーラの一般的な無文様で
ない、周縁に放射光状に文様を装飾する。なお、右手掌には法輪
が刻まれている。像容は、正面観で表現する像容は、やや細見の
体型で、衣類を波状に表現する。この特徴的な顔、容姿表現は、
後述するホータン将来の金銅仏頭（大谷探検隊請来、東京国立博
物館蔵）に類似し、影響がわかる。［図 4.1］
　放射状の頭光背をもつ青銅仏（1 ～ 2 世紀頃）は、ローマの少
年を想起させる眼窩をもつ顔で波状の頭髪、通肩で身体を覆う下
の体幹を感じさせ、右手を施無畏印、左手で腰衣の一端をもち結
跏趺坐を写実的に表現する（註 16）。放射状の頭光背の表現は、地中
海東沿岸沿いから西アジアに多く、一般的なガンダーラの仏像が
立 ･ 座像、単独 ･ 群像共に円形で素文ないし蓮華文の頭光背表現
するのに対し、クシャン王のビーマタクト、カニシカ、ならびにフ
ブシカ王の貨幣図像に放射状頭光背を用いた。ササン朝の貨幣の
王像には王冠を表現する（註 8a）。［図 4.2］

（2）バジョールの仏陀像
　バジョールやアフガニスタン・ハッダ出土の仏像が「カニシカ王
の舎利容器」の三尊像の一特徴をなす裾衣の縦筋 III 状の様式に
共通性からとりあげる。バジョールはスワート南西の山間部に位置
し、パキスタンでも来歴不明の仏像のなかで近年、紹介が相次い
でいる。［図 5.1 − 2］
　衣紋は縦 III 状に表現する。図 5.１が基壇の質素にして簡潔な
表現をもつ作風に対し、図 5.2 が後期グプタ美術がもつ柔和に像
容表現し、波状の頭髪、中尊像を大きく、左右の供養者を小さく

整理して扱うためガンダーラの 3 − 5 世紀の後期像とする。現在
バジョール出土とされる像の多くが仏陀像ないし菩薩像とされるが
髪を結う弥勒とターバン冠飾を頂く観音、弥勒仏陀像の可能性も
ある（註 17）。
　バジョール地方は、部族支配地が強いため初期の造像の情報が
ないうえ、来歴不明品も多くまじるが、前述したディール地区アン
タンデリー寺院出土品の他、チャトバト、モーラ、バンボーライの
像が知られる（註 18）。
　ガンダーラ末期の仏像が大型化、単独像化するのはバーミヤン
や西域南添いの石窟寺院の仏像から明らかである。
　一方で中国からインドを往き来する巡礼僧の増加にともない、
念持仏と経典との一体的な利用を思わせる小仏像が出現し、信仰
形態に何らかの変化 - 小乗から大乗、さらにはクシャン朝の宗教寛
容政策に少しずつ変化し、ガンダーラにおこった化粧皿の消滅にと
もない巡礼僧が携行した青銅仏像に役割の変化を思わせる。正確
な来歴、出土地や年代が不明なままバジョールの作例から様式論
的編年、大枠の理解が現状で困難である。［図 5.1 − 2］
　しかし個別の作例からガンダーラ仏教美術のように大枠の理解
となるヘレニズム的表現の有無、地方性、特徴な作風など今後、
段階的に分類と展開の試行が可能である。ここで比較から裾衣の
縦 III 状から、バジョールやアフガニスタン一帯のガンダーラをと
りまく周辺がカニシカの舎利容器の三尊像と類似する地方的な仏
像表現がわかる。

（4）アフガニスタンの仏像
　中国の巡礼僧の玄奘の『大唐西域記』に醯羅城 （ジャラーラー
バード）と記されたアフガニスタンのジャラーラーバード南方のハ
ッダ遺跡は、ペ・イ・カファリファ，バーグ・ガレなど多数の寺院
遺跡とストッコ製の仏像がある。
　その大多数がヘレニズムの柔らかな表現をもつが、なかにはカ
ニシカの舎利容器の仏像と同じ裾衣に縦筋 III 状の、バ−ミヤン石
窟の壁画で知られる「飾られた仏陀」（註 19）風のケープをまとう仏像、
ならびにバイタバの火焔や水の強調表現がある。当地のギリシャ

図５　縦 III 状の衣文表現をもつ仏陀座像

１. バジョール出土像（註 17） 2. バジョール出土像（註 17）４. 宝冠弥勒菩薩座像３. 放射状頭光背をもつ仏座像

図 4　頭光背をもつ菩薩座像と仏陀座像

１.アバルチナール出土像（註14） ２.アンダンデリー出土像（註15）
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人がグレコ・バクトリア朝、ササン朝、エフタル時代にまで外来文
化との接触が間断なく継続したことを物語る。［図 6.1 − 2］

3.2 中国・西域、河西回廊に現われた初期の仏像
3.2.1 柄霊寺石窟 169 窟
　次ぎに III 筋状の裾衣表現をもつ仏像は、中国 ･ 河西回廊の柄
霊寺石窟 169 窟 23 龕南壁の全禅定印泥塑製五仏列像、 馬蹄寺石
窟千仏堂第二窟、中心柱三尊仏（河西回石窟図 120 図 121 9）に
ある。柄霊寺石窟 169 窟の壁画は、北西インドの影響をいち早く
うけた。壁画にある内容は、「カニシカ王の舎利容器」の仏像 III
筋状の裾衣表現、仏座像の挙身光背外周の火焔がクシャン朝の貨
幣の王立像（ヴェーマカドフィセス、フブシカ）と同じ表現、列の
左上の仏塔壁画がスワート ･ シェラアトラップ出土の仏塔形舎利容
器の蓮華装飾（左と中央）、およびインダス河上流チラス岩画群

の仏塔の蓮華装飾の特徴と合う。［図 7. 2 − 3］
　またバジョールの掌を正面に組む禅定印、顔容、眼窩（瞳）の
特徴的、地方的な表現内容の類例は、アフガニスタン ･ ハッダの
遺跡出土像にも見出せる。
　この類形性は、北西インドの山間部スワートのブトカラ遺跡の仏
像やバジョールの仏像が前述した一般的な顔容、眼窩（瞳）表現
をとどめてきた一方で、ガンダーラの中心地ペシャワールにおける
仏像表現−火焔表現 （ヴェーマカドフィセス、フブシカ王像）、カ
ニシカの舎利容器の仏像 III 状の裾衣、バジョールの掌を正面に
組む禅定印の様式を正確に取りいれた。［図 7.1 − 2］

3.2 古式金銅仏の例
　中国 ･ 五胡十六国時代の金銅仏は、西域南道のホータンから河
西回廊沿いに出土するため巡礼僧が経典を帰国後に漢訳したのと
同様に中国に一早く伝わった初期の仏像を模して中国で製作した古
式の仏像がある。
　中国の古式仏像は、西域−柄霊寺石窟の塑像、壁画、また西南
中国（四川省）に磨崖仏、銅鏡、銭揺樹、陶器の仏像など西ヒマ
ラヤ経由で西域南道、ヒマラヤ中部から吐蕃古道経由で河西回廊
ルートから伝わっている。［図 8.1 − 2］
　最初の如来像頭部（註 20）は、中国西域における古式金銅仏の一

2. スワートの蓮華文舎利容器 3. チラスの蓮華文仏塔

図７　禅定印泥塑製五仏列像と蓮華文仏塔 図 8 ホータンとスワート・ブトカラ遺跡出土の仏頭

1. 柄霊寺石窟 169 窟 23 龕壁画 線図（南壁）

3. ブトカラ出土仏頭（註 11a ） 4. ブトカラン出土仏頭（註 11b ）

１. ホータン出土仏頭（註 20 ） ２. ホータン出土仏頭（註 21 ）

図６　縦 III 状の衣文表現をもつ仏陀座像

1. アフガニスタン・ハッダ遺跡 2. テペカラン TK124 仏塔
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つで，首の底が塞がぅているため頭部は、別鋳の体幹にはめ込む
方式で製作されたことがわかる。スワート ･ブトカラ遺跡出土の片
岩製仏像がもつ写実的な表現−見開いた目，口髭，耳、また額を
飾る華文、各部に厚い鍍金が残るなど、酷似する点が多く強い影
響をもつ。また頭頂部の四角い穴は，肉髻内部を舎利容器に用い
たガンダーラの仏像と共通性がある。もう一つの仏頭は、頭部に
頭光背の一部が残り、内部が中空で残土が残る一鋳製である。［図
8. 2］
　頭髪をすき上げて肉髻を高く大きくし本結びで結ぶ。鼻筋が通
り、眉もきれいな弧を描き、切れ長の眼が見開き、口に髭を生や
し頬はしまり、全体的に溌剌感を表現する。
　こうした顔容は、スワートの仏像表現に類似し、またミーラン仏
塔壁画の仏陀の顔容にも近い。製作地は、不明でスワートの仏像
を模しホータンで模作か北西インドで造られたものが運ばれたと
される。いずれも第一次大谷探検隊のホータン調査で伝わったと
され、スワートのブトカラ出土の仏頭像と共通の顔容をもつ。［図
8.3-4］
　金銅製菩薩立像（註 22）は、中国仏教彫刻史の名品で知られる。
本像は、ガンダーラの菩薩像と同じく束ね上げた髪、もみ上げ、
口髭、耳や首の飾り、宝櫃を両側から咥えた獣頭付き胸飾、腕釧、
表現が共通するが、黒眼に象嵌のあとを残す眼やサンダルの着用
などは独特である。全体に鍍金がよく残り多孔な鋳肌から鉛含有
量の多い中央アジア製説もある。蓮肉部は朝顔形でここまで一鋳
で製作し、スワートやカシミールの青銅製密教仏像と共通する。
本像のように左手に瓶を持つ弥勒菩薩とされ出土地は、陝西省三
原県と伝わる。
　もう一つ中国の西晋から五胡十六国時代の菩薩像（註 23）は、故宮
博物院、ケルン美術館に同形の小像がある。［図 9.3-4］
　後趙 ･ 建武四年（338 年）銘の金銅仏（註 24）は、中国で最も早

い時期のものである（註 24）。中国内の仏像草創期で「金人」を「史記」
「漢書」が記すが金銅仏に該当するか不明である。
　本像と同じ像容をもつ古式金銅仏が河北省・石家荘出土で河北
省博物館など各地（註 25）にある。通肩で、両手で禅定印を組み、顔
は下に細り、細かい平行線状の頭髪に丸く大きい肉髻、大きな杏
仁形の眼に瞼を深く彫り込む。
　衣は、ずんぐりした身体の両肩を通肩で首の周囲を覆い、厚い
大き目の襞が曲線状で平行に垂れ下がる。膝の衣文が省略され、
腕にかかる衣の端の一部を尖らし膝に垂れかかる。一連の金銅仏
は、中国において最古の石窟とされる敦煌石窟（註 26）よりも本像の
建武 4 年（338）の年号がなお古く、北西インドから文化的波及
が早かった事がわかる。

4. まとめ
　本稿は、インドのスワートやバジョールの地方的な仏像の作風を
反映する内容に対し、インド伝統の仏教モチーフを表現する文化
的な重層性の比較検討をすすめた。検討内容は、「カニシカの舎
利容器」さらに三尊形式の像容、顔容およびカニシカ王と直結す
る銘文があるにも関わらず、粗雑な技法と製作内容、ならびに地
方的な作風である。その造形は、1）スワートやバジョール地方の
ヘレニズムの様式と対極にある地方的な表現がまじる。このこと
は、2） いち早く北西インドのスワートやバジョールの地方的、特
徴的な像容、顔容、衣文表現をもつ彫刻の図像・様式が中国・西
域ホータンの金銅仏、および河西回廊沿いの柄霊寺石窟の造像に
北西インドからいち早く伝わった仏像と類似性があり、巡礼僧が持
ち帰った経典と同様に漢族むけに仏像製作にも及んだと考えられ
る。

図９　金銅製如来立像（古式金銅仏） 図 10　建武四年銘金銅製如来座像（註 24）

1． 藤井有鄰館蔵（註 22） 2. 京都国立博物館蔵（註 23）
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