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研究ノート
敦煌莫高窟の西魏代における石窟空間構成
―千仏図の描写設計を中心として―
末

森

薫＊

Formation of Buddhist Cave Spaces in Western Wei Dynasty
at Dunhuang Mogao Grottoes, China:
Drawing Design of Thousand Buddha Motif
Kaoru Suemori

中国甘粛省敦煌市の郊外に位置する仏教遺跡・莫高窟では，西魏代（六世紀
前半）に，漢式の服制や中国古来の伝統的図案など，中国固有の特色を強くあ
らわした造形が取り入れられた。中国固有の要素が多く取り入れられた歴史
的・思想的な背景については，新たな要素の受容が顕著である第 285 窟を中心
として，これまでにも数多くの研究がおこなわれている。一方，第 285 窟以外
の西魏代に造営された石窟では，西魏以前から踏襲する莫高窟に伝統的な要素
も多く認められる。そのひとつに，配列・配色によって規則性を備える千仏図
がある。西魏の時代における石窟造営の諸相を理解するためには，新たにもち
こまれた要素のみならず，規則性を備える千仏図をはじめとした莫高窟に既存
であった要素が，石窟空間においてどのように機能しているかを理解すること
が不可欠となる。本稿では，規則性を備える千仏図が壁面の広い面積に描かれ
る第 248，249，288 窟を主な対象として，各窟の空間を構成する諸要素を整理
し，規則性を備える千仏図の石窟空間における機能を解釈する。そして，西魏
窟の空間構想や造営者の特徴について一考を提示する。

During the Western Wei dynasty (535–556 C.E.) in the Mogao Grottoes, several images and styles originating from China were introduced to the
cave art, such as Chinese style clothing and traditional motifs from ancient
* 国立民族学博物館文化資源研究センター
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China. Many studies have focused on the historical or ideological background
of these arts, especially on Cave 285 of which the statue and murals indicate a strong influence from Chinese culture. On the other hand, many elements were derived from before the Western Wei dynasty. One of the derived
elements is the Thousand Buddha motif, which repeats rows of seated Buddha figures with a regular coloring pattern. To understand the characteristics
of the cave construction in the Western Wei dynasty, it is significant to understand how the Buddhist cave spaces were formed by both newly introduced
elements and elements derived from older origins. The wide internal spaces of
Cave 248, Cave 249 and Cave 288, which were assumed to have been constructed in the Western Wei dynasty, are decorated by the Thousand Buddha motif. This paper reveals the functions of the Thousand Buddha motif
depicted in these three caves through analyzing the formation of the caves
such as the cave structure, allocation of the statue and murals, and the drawing design of the Thousand Buddha motif. This paper also indicates the
concept of cave construction in the Western Wei dynasty as well as the characteristics of the groups engaged in constructing the caves in this period.
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はじめに

1
1.1

研究背景・目的

中国西北部の甘粛省に位置する敦煌は，中国と中央アジアを結ぶ交通の要衝とし
て，古よりさまざまな人や物が東西に行き交っていた場所である（栄 2012: 26–31）
（図
1）。インドで誕生した仏教もそのひとつであり，中央アジアを経由して，敦煌に至り，
やがて東アジア全域へと広まっていくこととなる。敦煌市の南東約 25 km にある鳴沙
山の絶壁に「莫高窟」が存在する（写真 1）。南北 1600 m にわたる崖面には，大小
700 あまりの洞窟が点在し，一大仏教遺跡群を形成している。唐代に制作された『大
周李懐譲重修莫高窟仏龕碑』（『李君碑』）には，莫高窟に洞窟が開かれることになっ
た端緒について，十六国時代の前秦建元二年（366 年）に沙門（僧）であった楽僔が
崖面にひとつの洞窟を開いたとする文言が刻まれている1）。莫高窟では，その後 1000
年以上の年月にわたって洞窟の造営が続けられ，東西からの影響を受けながら，仏教

図1

敦煌の地理位置
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文化の諸相が表象されていった。造像や壁画によって形作られた石窟空間は，各時代
における仏教信仰の様子を物語るとともに，古代から続く東西交流の一端を明らかに
する稀有な存在である。
窟の内部に像や壁画，あるいは建築の遺構を残す窟には 492 の編号が与えられてい
る。それらは，北涼（421 年 –439 年），北魏（439 年 –534 年），西魏（535 年 –556 年），
北 周（557 年 –581 年 ）， 隋（581 年 –618 年 ）， 初 唐（618 年 –712 年 ）， 盛 唐（712 年
–781 年），中唐（781 年 –848 年），晩唐（848 年 –907 年），五代（907 年 –960 年），宋
（960 年 –1036 年 ）， 西 夏（1036 年 –1227 年 ）， 元（1227 年 –1368 年 ）， 清（1644 年
–1911 年）の各時代に分期されている（敦煌文物研究所編 1982）2）。北涼および北魏
に位置づけられる窟（以下「早期窟」と称する）には，インドや中央アジアに由来す
る西方色の強い造形が残されており，仏教が中国に伝えられた初期の様相を示す3）。
筆者は，これまでの研究において，早期窟に描かれる同形あるいは類似した形式の坐
仏像を連続させた千仏と呼ばれる図案（以下，「千仏図」と称する）の規則的表現に
着目して，規則性を生み出す配色のルールや，規則性が生み出す視覚効果を解析し，
千仏図が早期窟の空間において担う機能を考察してきた（末森 2016a）。また，本稿
で早期窟とする北涼あるいは北魏に比定される窟を便宜的に北朝前期第 I 期（第 268，
272，275 窟），北朝前期第 II 期（第 259，254，251，257，260，263 窟），北朝前期第
III 期（第 431，435，437 窟）に分類し，千仏図の描写設計の変遷を手がかりに，第
II 期と第 III 期に造られた石窟空間の特徴の違いなどを明らかにした（末森 2016b）。
北涼，北魏に続く西魏の時代に比定される窟（以下，「西魏窟」と称する4））には
早期窟とは趣向の異なるいくつかの特色が見られる。ひとつは如来や菩薩の服装が，
それまでの西方色の強い形式から，漢族の纏う漢式へと変化（以下「服制の漢化」と
称する）する点である5）。服制の漢化により，如来像の着衣形式は，インド由来の「通
肩」あるいは「偏袒右肩」の服制から，「褒衣博帯式」と称される漢式の服制へと変
化する6）。もうひとつは，神仙思想や道教思想，墓葬文化などとの関連が指摘される，
「東
中国古来の伝統的図案が取り入れられる点である7）。先に挙げた『李君碑』には，
陽王」なる人物が莫高窟に一大龕を開いた文言が刻まれている。東陽王は字を元栄と
いい，遅くとも北魏末の考昌元年（525 年）には瓜州勅使の任に就き，西魏の大統八
年（542 年）まで同職を務めた人物である8）。仏教の信仰に篤く，多くの写経をおこ
なっており，西魏窟にあらわされた変化は，東陽王が敦煌に赴任した際に，北魏の都
である洛陽（西魏ではやや西方の長安（現在の西安）に都が移される。以下，黄河中
下流域一体の平原を指す「中原」を，洛陽や西安を含む地域を示す用語に用いる）な
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どからもたらされたとする説が度々提示されている（宿 1996a[1956]: 209–211; 秋山
1975: 19; 樊・馬・関 1980: 211; 田口 1983: 53–54; 東山 1996: 86; 八木 2004: 258; 石松
2010: 66–68）。特に，西魏代の「大統四年（538 年）」，「大統五年（539 年）」の紀年銘
を残す第 285 窟は，本格的な服制の漢化の影響を受けた造形が塑像および壁画にあら
わされ，天井面には中国古来の伝統的図案が多数描かれるなど，早期窟とは大きく様
相の異なる空間が構成されており，東陽王元栄との関連が想起される窟として，さま
ざまな角度から研究がおこなわれてきた9）。
一方，第 285 窟以外の西魏窟では，新しい要素が部分的に取り入れられているもの
の，基本的には，早期窟から踏襲する要素で空間が構成されている。西魏代において，
石窟造営がどのような構想をもとに進められたかを理解するには，西魏窟にあらわれ

写真 1

莫高窟遠景（2016 年 8 月 22 日

筆者撮影）。
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莫高窟北朝窟の分期
分期

北涼
421–439 年

北魏
439–534 年

西魏
535–556 年

北周
557–581 年

246，248，251，254，
250，290，291，294，
『敦煌莫高窟内容総録』
267，268，269，270， 257，259，260，263， 247，249，285，286， 296，297，298，299，
（敦煌文物研究所編 1982: 134） 271，272，275
265，273，431，435， 288，432，461
301，428，430，438，
437，441
439，440，442
『甘粛石窟誌』
（敦煌研究院・甘粛省文物局編 268，272，275
2011: 15）

『敦煌石窟寺研究』
（寧 2012: 49）

250，290，291，294，
251，254，257，259， 246，247，248，249，
296，297，298，299，
260，263，265，273， 285，286，288，431，
301，428，430，438，
441，487
432，435，437
439，440，442，461

250，290，291，294，
251，254，257，259， 246，247，248，249，
267，268，269，270，
296，297，298，299，
260，263，265，273， 285，286，288，431，
271，272，275
301，428，430，438，
441
432，435，437，461
439，440，442

268，272，275

461，438，439，440，
259，254，251，257， 435，431，437，246，
428，430，290，441，
263，260，265，487， 247，248，249，286，
442，294，296，297，
431，435，437，248 288，432
299，301

『中国敦煌壁画全集』
（中国敦煌壁画全集編輯委員会 268，272，275
編 2002; 2005; 2006）

461，432，438，442，
263，260，251，254， 435，431，248，249，
430，428，290，296，
257
285，288
297，299，301

『敦煌石窟美術史 十六国北朝
上・下巻』
（敦煌研究院編 2014）*

十六国晩期
366–439 年

北魏
439–534 年

西魏
535–556 年

北周
557–580 年

250，290，291，294，
『敦煌莫高窟内容総録（修改）』
246，251，254，257，
296，297，298，299，
（敦煌研究院編 1993）
267，268，269，270， 259，260，263，265， 247，248，249，285，
301，428，430，432，
271，272，275
273，431，435，437， 286，288
438，439，440，442，
441
461
十六国晩期
「関于敦煌莫高窟内容総録」
（史葦湘 1993: 227–229）

元魏前期

元魏後期

第一期
第二期
第三期
（420 年 –442 年） （465 年 –495 年） （496 年 – 西魏）

「十年来敦煌莫高窟内容的考証
與研究」（王恵民 1993: 261–
264）
268，272，275

268，272，275

第四期
（北周）

432，461，438，439，
259，254，251，257， 437，435，431，248，
440，441，428，430，
263，260，487，265， 249，288，285，286，
290，442，294，296，
273
247，246
297，299，301，250

第一期
第二期
第三期
（421 年 –439 年頃） （465–500 年頃） （525–545 年頃）
「敦煌莫高窟北朝石窟の時代区
分」（樊・馬・関 1980）

北周

250，290，291，294，
246，247，248，249，
267，268，269，270， 251，254，257，259，
296，297，298，299，
285，286，288，431，
271，272，275
260，263，265，487
301，428，430，438，
435，437
439，440，442，461

第四期
（545–584 年）

432，461，438，439，
437，435，431，248，
259，254，251，257，
440，428，430，290，
249，288，285，286，
263，260，487，265
442，294，296，297，
247
299，301

*『敦煌石窟美術史 十六国北朝上・下巻』（敦煌研究院編 2014）では，248，431，435，437 の四窟が「北魏」
に含められる場合と「西魏」に含められる場合がある。
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た新たな要素のみならず，早期窟から踏襲される既存の要素を複合的に解釈すること
が不可欠となる。特に，規則性を有する千仏図は壁面の広い面積に描かれており，早
期窟と同様に空間を構成する上で重要な役割を果たしていたことが想定される。そこ
で本稿では，西魏窟の空間を構成する諸要素を整理した上で，規則性を備える千仏図
の描写設計の解釈を中心として，西魏窟の空間がどのような構想のもとにつくられて
いるかを明らかにする。また，早期窟の空間を構成する諸要素との比較や，西魏窟同
士の関係性に着目して，西魏窟の造営者の系統や造営背景，そして『李君碑』に記さ
れる東陽王が携わったとされる窟について，一考を提示したい10）。

1.2

研究対象

敦煌研究院は 247，248，249，285，286，288 の六窟を西魏窟に位置づけている（敦
煌研究院編 1993: 98–117）。その他の文献で提示される分期と比較すると，第 248 窟
が北魏に含められる場合や，第 431，435，437 窟が西魏に含められる場合がある（表
1）。第 248 窟に関しては，西魏窟に特徴的な褒衣博帯式に着衣を纏う造像が見られ
ず，また中心柱部に貼付された型抜きの塑造（影塑）の組み合わせに早期窟との類似
点も認められるが，窟形や天井表現には簡略化が認められるなど，早期窟には見られ
ない特徴を複数有していることから，本稿では「西魏窟」に含めることとする（第
11）
。また，第 431，435，437 窟の
248 窟の特徴については 3.1 にて改めて取り上げる）

三窟は，先の論考にて北朝前期第 III 期に位置づけ，北魏に位置づける妥当性を提示
した（末森 2016b: 296–297）。三窟については早期窟に含め，比較の対象とする。
247，248，249，285，286，288 の六窟のうち，第 285 窟の門口上部に造られた第
286 窟と，第 248 窟に隣接する第 247 窟は，ともに規模が小さく，規則性を備える千
仏図にも簡略化が認められ，別の視点からの考察を要することから，本稿の対象から
は除く12）。残る四窟のうち，第 248 窟と第 288 窟は空間の中心に方形の柱を備える窟
（以下「中心柱窟」と称する）
，第 249 窟と第 285 窟は升を裏返したような「伏斗形」
と呼ばれる天井を持つ方形の窟（以下，方形の平面プランを備える窟を「方形窟」と
称する）である13）。西魏窟以降，第 249，285 窟に採用された伏斗形の天井を備える
方形窟が主となり，中心柱窟の造営は限定的となる14）。
第 248 窟と第 249 窟，第 285 窟と第 288 窟は，それぞれ隣接して造営されている（図
2）第 248，249 窟は，北朝前期第 I 期諸窟・第 II 期諸窟の南側に位置し，第 285 窟と
第 288 窟は，北朝前期第 I 期・第 II 期の北側，同第 III 期の下部に位置する。第 248・
249 窟，第 285・288 窟は，ともに中心柱窟と方形窟の組み合わせである。この点に
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ついては，「4.2.1」にて考察を示す。
なお，第 285 窟では，東壁および北壁に坐仏を並べる千仏表現が認められるが，配
色による規則性を備えておらず，また壁面に占める割合も少ない。本稿では，壁面の
広い面積に規則性を備える千仏図を配する第 248，249，288 窟の三窟を主たる研究対
象とし，第 285 窟については比較対象として部分的に取り上げることにする。

図 2 莫高窟の崖面における早期窟・西魏窟の配置図
（『中国石窟 敦煌莫高窟一』（敦煌文物研究所編 1980）の付録をもとに，
千里文化財団編集部がトレース。文字：筆者加筆）
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規則性を備える千仏図の特徴

2

はじめに，本稿の考察を進める上で重要な要素となる規則性を備える千仏図の特徴
について，確認しておきたい。規則性を備える千仏図が，石窟空間を装飾する視覚効
果を有することは，先行研究においても度々言及されてきた（寧・胡 1986: 32–35;
Abe 1990: 9–10; Pepper 1995: 15; 安 田 2001: 31; 梁 2006: 94–104; 敦 煌 研 究 院 編 2011:
120–121; 馬 2014: 249–254; 熊谷 2014: 92–94; Shekede・Su 2015: 51–53）。西魏窟では第
248，249，288 窟の側壁中層部に，規則性を備える千仏図が描かれている。千仏図は，
天蓋，頭光，身光，蓮華座を持つ坐仏を等間隔に配し，各部位に規則的に彩色を配す
る図案であり，着衣には，袈裟（大衣）一枚で両肩を覆い身体全体に巻きつける「通
肩」の形式と，通肩式に袈裟を纏うが，袈裟の胸前を寛げて，左肩から右腋にかけて
斜めに着た内衣（僧祇支）を出す「双領下垂」の形式の二種類がある（図 3）。早期
窟では，二種類の図像を交互に八体一組として配する形式の千仏図が主流であり，第
248，249 窟の千仏図はこの伝統的な形式で描かれる。一方，第 288 窟の千仏図は，
北朝前期第 III 期の第 431 窟に登場した通肩の図像のみを八体一組で連続させる新し
い形式の千仏図を採用している。下記に，千仏図の伝統的な形式と新しい形式の描写
の特徴を整理する。

2.1

伝統的な形式の千仏図

通肩と双領下垂の図像を交互に八体を一組として連続させる形式の千仏図につい
て，彩色を「赤系」「青系」「緑系」「黒茶系」「白（薄紅）系」「脱落系」の六つの色
系統に分類して，部位ごとの配色を確認すると下記のパターンが確かめられる（図 4，
表 2）（末森 2016a: 13–16; 2016c: 54–56）。
・ 	着衣の配色：通肩の図像の袈裟には，「赤系」「脱落系」「緑系」「青系」の四つ
の色系統が配される。さらにこれらは，「赤系」と「脱落系」のグループと，「緑
系」と「青系」のグループに分けられる。また，双領下垂の図像の袈裟には，
「黒
茶系」あるいは「脱落系」が配され，内衣には「緑系」と「脱落系」が交互で配
される。
・ 	
台 座・天蓋の配色：台座は二つの色系統を交互に入れ替える配色パターンを持
ち，通肩の図像に「黒茶系」，双領下垂の図像に「緑系」が配される。上下二段
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図3

41巻 2 号

千仏図の着衣形式（二種類）および構成部位（筆者作成）

で構成される天蓋は，異なる色系統を上下段で交互に入れ替える配色パターンを
持つ。通肩の図像では，上段に「脱落系」あるいは「白（薄紅）系」，下段に「黒
茶系」が，双領下垂の図像では，上段に「黒茶系」，下段に「白（薄紅）系」あ
るいは「脱落系」が配される。
・ 	
頭光・身光の配色：頭光と身光には「緑系」「黒茶系」「白（薄紅）系」「脱落系」
の四つの色系統が配される。さらにこれらは，着衣の配色と相関して配される色
系統（通肩の図像の頭光と双領下垂の図像の身光に配される「緑系」と「脱落
15）
）と，着衣の配色とは必ずしも相関せず，配色箇所が替わる色系統（通肩の
系」

図像の身光と双領下垂の図像の頭光に配される「黒茶系」と「白（薄紅）系」16））
に分かれる。
同じ配色を持つ図像を上下の段で一つずつずらして配置することにより，区画ある
いは壁面全体を捉えた場合，同じ配色で描かれた図像が斜めに連続する視覚効果（以
下「斜行方向」と称する）がつくられる。斜行方向は，壁面に向かって左上から右下
に進むもの（「左上－右下」）と，左下から右上に進むもの（「左下－右上」）の二種類
がある（図 5）。また，隣り合う図像同士を捉えた場合，頭光・身光の配色関係によっ
て異なる二つの視覚効果（以下「頭光・身光の配色」と称する）がつくられている。
頭光・身光の配色は隣り合う二体の図像において，頭光と身光の配色が交差するよう
に入れ替わるもの（「交差型」，図 6）と，頭光と身光の配色が一方向に連続するもの
（「連続型」，図 7）の二種類がある。規則性を備える千仏図の描写においては，斜行
方向と頭光・身光の配色の二つの視覚効果を使い分けて，設計・描写がおこなわれる。
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図4

表2

通肩・双領下垂の図像を交互に八体一組とする千仏図の配色パターン（筆者作成）

通肩・双領下垂の図像を交互に八体一組とする千仏図の配色パターン

着衣形式
着衣
内衣
天蓋
台座
頭光
身光

①
②
③
双領下垂
通肩
双領下垂
黒茶 / 脱
緑/青
黒茶 / 脱
脱
―
緑
脱/白
（薄紅）
黒茶
黒茶
黒茶
脱/白
脱/白
（薄紅）
緑
黒茶
緑
＊
脱
＊
緑
＊
脱

④
⑤
⑥
⑦
⑧
通肩
双領下垂
通肩
双領下垂
通肩
赤/脱
黒茶 / 脱
青/緑
黒茶 / 脱
脱/赤
―
脱
―
緑
―
脱/白
（薄紅）
黒茶
脱/白
（薄紅）
黒茶
脱/白
（薄紅）
黒茶
脱/白
（薄紅）
黒茶
脱/白
（薄紅）
黒茶
黒茶
緑
黒茶
緑
黒茶
緑
＊
脱
＊
緑
＊
緑
＊
脱
＊

「＊」には，「黒茶」あるいは「白（薄紅）」が交互に配される。
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図5

千仏図の斜行方向（左：「左上―右下」，右：「左下―右上」）（筆者作成）

図6

千仏図「交差型」頭光・身光の配色（第 251 窟南壁上部）
（出典：敦煌文物研究所編 1980，線：筆者作成）

図 7 千仏図「連続型」頭光・身光の配色（第 257 窟西壁）
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2006，線：筆者作成）
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2.2

新しい形式の千仏図

通肩の図像のみを八体一組として連続させる新しい形式の千仏図は，早期窟の第
431 窟に登場し，その後，本稿で取り上げる第 288 窟（図 8），北周に置かれる第 461
窟，第 296 窟などにも描かれた。下記に，通肩の図像を八体一組とする形式をはじめ
て取り入れた第 431 窟南壁の千仏図（図 9）を例に，通肩の図像を八体一組として連
17）
。
続させる千仏図の配色パターンを整理する（図 10，表 3）

・ 	
着衣の配色：着衣に配される色系統は，基本的に「赤系」「黒茶系」「緑系」「青
系」「脱落系」の五つである。これらは「赤系・黒茶系」と「緑系・青系・脱落
系」の二つのグループに大別され，「赤系・黒茶系」の袈裟を纏った図像と「緑
系・青系・脱落系」の袈裟を纏った図像が交互に配置される。第 431 窟南壁に描
かれた千仏図では，着衣の配色は，向かって左手より「赤系」「脱落系」「黒茶系」
「青系」
「赤系」「脱落系」「黒茶系」「緑系」となり，双方のグループが交互に描
かれている18）。
・ 	
台 座・天蓋の配色：台座・天蓋の配色は，通肩と双領下垂の図像を交互に並べ
る形式と同様に，二つのパターンを交互に配する。「赤系・黒茶系」の袈裟を纏
う図像は，台座が「緑系」，天蓋が上段「黒茶系」・下段「脱落系」とし，「緑系・
青系・脱落系」の袈裟を纏う図像は，台座が「黒茶系」，天蓋が上段「脱落系」・
下段「黒茶系」とする。
・ 	
頭 光・身光の配色：台座・天蓋と同様に，通肩と双領下垂の図像を交互に並べ
る形式の配色と相関関係にあり，配色が定まっている部位と配色が選択される部
位がある。前者は，「赤系・黒茶系」の袈裟を纏う図像の身光と「緑系・青系・
脱落系」の袈裟を纏う図像の頭光が該当し，「緑・青系」と「脱落系」が交互に
配される。後者は，「赤系・黒茶系」の袈裟を纏う図像の頭光と「緑系・青系・
脱落系」の袈裟を纏う図像の身光が該当し，「黒茶系」と「白（薄紅）系」が配
される。
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図8

図9
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第 288 窟西壁千仏図（出典：日本放送出版協会 1992）

第 431 窟南壁千仏図（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995）
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図 10

表3

通肩の図像を八体一組とする千仏図の配色パターン（筆者作成）

通肩の図像を八体一組とする千仏図の配色パターン

着衣形式
着衣
天蓋
台座
頭光
身光

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
通肩
通肩
通肩
通肩
通肩
通肩
通肩
通肩
赤/黒茶 緑/青/脱 赤/黒茶 緑/青/脱 赤/黒茶 緑/青/脱 赤/黒茶 緑/青/脱
黒茶
脱
黒茶
脱
黒茶
脱
黒茶
脱
脱
黒茶
脱
黒茶
脱
黒茶
脱
黒茶
緑
黒茶
緑
黒茶
緑
黒茶
緑
黒茶
＊
緑・青/脱
＊
脱/緑・青
＊
緑・青/脱
＊
脱/緑・青
緑・青/脱
＊
脱/緑・青
＊
緑・青/脱
＊
脱/緑・青
＊

「＊」には，「黒茶」あるいは「白（薄紅）」が交互に配される。
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図 11 第 431 窟北壁千仏図 「交差型」頭光・身光の配色
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995，線：筆者作成）

図 12 第 431 窟東壁千仏図 「連続型」頭光・身光の配色
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995，線：筆者作成）

図 13 第 431 窟北壁～東壁千仏図
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995，線：筆者作成）
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通肩と双領下垂の図像を交互に並べる形式の配色と比較すると，「赤系・黒茶系」
の袈裟を纏う図像が双領下垂の図像の配色と，「緑系・青系・脱落系」の袈裟を纏う
が通肩の図像と対応関係にあることが理解される。伝統的な形式の千仏図が有する斜
行方向および頭光・身光の配色の視覚効果を踏襲しており，第 431 窟および第 288 窟
の千仏図は「左上－右下」の斜行方向を示している。また，第 431 窟の千仏図は，南
壁・西壁・北壁は「交差型」の頭光・身光の配色（図 11）であるのに対し，東壁で
は「連続型」の頭光・身光の配色（図 12）であり，東壁北端の壁面の途中で斜行方
19）
。新しい形式の
向に沿って「交差型」と「連続型」が入れ替えられている（図 13）

千仏図は，着衣形式および着衣の配色には変化が見られるものの，伝統的な形式の千
仏図と対応した配色パターンを持ち，また，斜行方向と頭光・身光の配色の二種類の
視覚効果を使い分けが認められる。

2.3

早期窟千仏図の描写設計および機能

早期窟では，第 272，259，254，251，257，260，263，431，435，437 窟に規則性
20）
。このうち，第 272 窟と第 259 窟が
を備える千仏図が描かれている（図 14，表 4）

方形窟であるほかは，中心柱窟である。中心柱窟は，切妻天井を備える前方の空間
（以下「前部空間」と記す）と，中心柱周囲の後方の空間（以下「後部空間」）の二つ
の空間で構成される。前部空間は中心柱正面（東面）に配された本尊と向き合い礼拝
を行う場所，後部空間は柱の周囲を旋繞する儀礼をおこなう場所であったと想定さ
れる21）。
早期窟の中心柱窟は，造営位置および造営年代より二つのグループに大別され，崖
面第二層に第 251，254，257，260，263 窟（「北朝前期第 II 期」）が，崖面第三層に
第 431，435，437 窟（「北朝前期第 III 期」）が位置する（図 2）。北朝前期第 II 期の中
心柱窟では，前後空間の機能の差が明確に意識されており，前部空間の千仏図を確認
できる第 254，260，263 窟の前部空間では，南側と北側で斜行方向をかえる描写設計
であり，視覚的な対称性が示されている。南北で斜行方向をかえる描写設計は，方形
窟の第 259 窟にも確認することができる。一方，後部空間の千仏図の描写設計は，斜
行方向を南北側でかえるもの（第 251，263 窟）と，斜行方向を一方向に配するもの
（第 254，257，260 窟）の二つのタイプがあり，前者は視覚的な対称性を示す機能を，
後者は斜行方向を一方向に連ねることによって，柱の周囲を旋繞する儀礼を誘導する
機能を担っていると解される（末森 2016b: 294–296）
。また，第 254 窟では，千仏の
一体一体に過去仏あるいは未来仏の仏名が記されており，後部空間においては，南側
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図 14-1 早期窟（北朝前期窟）千仏図の描写設計
（筆者作成。平面図は『莫高窟形』（石 1996）よりトレース）
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図 14-2 早期窟（北朝前期窟）千仏図の描写設計
（筆者作成。平面図は『莫高窟形』（石 1996）よりトレース）
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下垂交互

下垂交互

側壁

中・上層部

八体一組

側壁中層部

後部空間
描写設計

―

北で異なる）

―

壁中央で転換）

配色：二種
（西

（左下－右上）

斜行方向：同一

前部空間 （左下－右上） 斜行方向：対称 斜行方向：対称
配色：一種
配色：二種
描写設計 配色：二種（南

斜行方向：同一

下垂交互

八体一組

通肩・双領

組合せ

服制

通肩・双領

八体一組

通肩・双領

側壁中層部

254

中心柱

描写位置

259

方形

272

方形

窟形

第I期
251

？

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

257

（左下－右上）
配色：一種

配色：一種
*南壁例外

263

配色：二種
（西
壁中央で転換）

437

435

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

431

配色：一種

配色：一種

配色：一種

（左下－右上） （左上－右下）

配色：二種
（東

配色：一種

（左上－右下）

斜行方向：同一

壁のみ替える）

（左上－右下）

斜行方向：同一

通肩連続

八体一組

側壁中層部

中心柱

配色：一種

斜行方向：同一 斜行：同一方向

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

第III期

斜行方向：対称

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

（左上－右下） 斜行方向：対称

斜行方向：同一

斜行方向：対称

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

260

北朝前期（早期窟）

斜行方向：対称 斜行方向：同一

？

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部

中心柱

第II期

北朝前期窟（早期窟）・西魏窟に描かれた規則性を備える千仏図の特徴

窟番号

分期

表4

248

249
方形

八体一組

配色：二種
（南

斜行：対称

下垂交互

通肩・双領

288

通肩連続

八体一組

側壁中層部

配色：一種

（左上－右下）
―

配色：一種

（左上－右下）

―

下垂交互

通肩・双領

八体一組

中心柱上部

中心柱

斜行方向：同一 北側で異なる） 斜行方向：同一

下垂交互

通肩・双領

八体一組

側壁中層部 側壁中層部

中心柱

西魏
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に過去仏，北側に未来仏が配されている。第 254 窟後部空間の千仏図は，南側が「交
差型」，北側が「連続型」の頭光・身光の配色であり，頭光・身光の配色と仏名が示
22）
。
す時制に相関関係が認められることが知られる（末森 2016a: 25–32; 2016c: 58–60）

南北で頭光・身光の配色を替える千仏図の設計は，方形窟の第 272 窟，第 260 窟西壁
にも確認される23）。
造営位置が移動する北朝前期第 III 期の第 437，435，431 窟では，前部の空間が矮
小化し，側壁における前後の境目が曖昧になり，後部空間の機能が重視されるように
なる。千仏図の斜行方向は四壁を通じて同一であることから，北朝前期第 III 期では
柱を旋繞することを視覚的に示す千仏図の機能が重視されたことが理解される（末森
2016b: 294–296）。

西魏中心柱窟の空間構成

3

本稿の主たる対象とする第 248，249，288 窟のうち，第 248 窟と第 288 窟が中心柱
窟，第 249 窟が方形窟である。はじめに，中心柱窟の二窟について，窟形，中心柱の
構造および造像の配置，天井面および側壁の図案構成など，空間を構成する要素を整
理した上で，千仏図の描写設計を通して，西魏中心柱窟の空間構成を確認したい
（表 5）
。

3.1
3.1.1

第 248 窟の空間構成
第 248 窟の構成要素（図 15，図 16）

・窟構造
第 248 窟は，幅 3.7 m，奥行き 5.2 m，高さ 3.7 m（平頂部は 3.4 m）であり，北朝
期の莫高窟に造営された中心柱窟としては，最も規模が小さい24）。切妻天井は幅広の
大軒を備え，平部東側（東披）と平部西側（西披）の傾斜角度および長さが近似する
25）
。切妻天井と中心柱の間にはスペースは設け
「等脚台形型」と見なされる（図 17）

られておらず，切妻天井の西披と中心柱の東面が連続する窟構造を有する。この窟構
造は，早期窟の第 435 窟と共通する。第 435 窟の切妻天井は，第 248 窟と同様に等脚
台形型であり，窟構造において第 435 窟との密接な関連が認められる。
・中心柱の構造および造像の配置
第 248 窟の中心柱は，東・南・西・北の四面の基壇上部にそれぞれ龕をひとつ開く
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平面

窟形

立面

上層

側壁

中層

中心柱

下層

上層

下層

上層

下層

形式
平部図案数
図案
斗栱
垂木

北面

西面

南面

上層

東面

四壁

造像

前後隔てる
建材タイル

南北壁後部

千仏図

薬叉図

アーチ形龕
倚坐仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
双樹アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
人字形
16幅×2
蓮華化生
木材
盛上げ

薬叉図

アーチ形龕
交脚仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
双樹アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
人字形
16幅×2
立形天人
木材
盛上げ

なし

アーチ形龕
倚坐仏像
闕形龕
半跏菩薩像
双樹アーチ形龕
苦行仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
等脚台形
16幅×2
跪形天人
木材
盛上げ

薬叉図

なし

あり

あり

なし

立仏説法図

欠

千仏図・説話図

闕形龕内交脚菩薩像
（南北壁前部各1体）
アーチ形龕内坐仏像
（南北壁後部各4体）

坐仏説法図

千仏図

伎楽天・天宮
アーチ・切妻交互

千仏図・説話図・
塔内立仏説法図

千仏図
千仏図・造像
仏伝図・本生図
千仏図・造像
仏説法図

251
中心柱
6.3–6.7 m
8.8–9.8 m
3.2–3.5 m
4.2–5.0 m
4.4 m
1.1 m
3.3 m
伎楽天・天宮
*西壁中央に坐仏
アーチ形連続

第II期
257
中心柱
6.1 m
9.9 m
3.25–3.4 m
4.5–5.3 m
4.45–4.5 m
1.3 m
3.1 m

千仏図
仏説法図

千仏図・白衣仏図

西壁

東壁

南北壁前部

伎楽天・天宮

アーチ形連続

図案

254
中心柱
6.65–6.8 m
9.5–9.6 m
3.3–3.6 m
4.0–4.7 m
4.0–4.1 m
1.0 m
3.0–3.1 m

天宮建築

幅
奥行き
中心柱
切妻天井
平天井
中心柱基壇
中心柱上部

窟番号
窟形式

分期

伎楽天・天宮

263
中心柱
5.45–5.8 m
9.1–9.3 m
2.75–3.1 m
4.1–4.65 m
4.1 m
後代重修
後代重修

アーチ形龕
倚坐仏像
闕形龕
半跏菩薩像
双樹アーチ形龕
苦行仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
人字形
14幅×2
立形天人
なし
盛上げ

薬叉図

なし

あり

人字形
？
立形天人
なし
盛上げ

後代重修

後代重修

後代重修

後代重修

後代重修

後代重修

後代重修

薬叉図

アーチ形龕内禅定仏
像
（南西北壁各1体）

なし

アーチ形連続
千仏図・白衣仏図・
千仏図・仏禅定図
造像
千仏図
千仏図・供養者像
千仏図・仏伝図・
千仏図・仏伝図
供養者図・造像
千仏図・仏説法図
千仏図・仏説法図
（三立仏・交脚仏）

伎楽天・天宮

260
中心柱
5.9 m
9.7 m
3.1–3.4 m
4.0–5.0 m
4.0 m
1.1 m
2.9 m

北朝前期窟（早期窟）

アーチ・切妻交互

北朝前期窟（早期窟）・西魏窟 中心柱窟の内容比較

アーチ形龕
倚坐仏像
闕形龕
半跏菩薩像
双樹アーチ形龕
苦行仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
等脚台形
13幅×2
？
なし
盛上げ

薬叉図

なし

あり

千仏図

立仏説法図

千仏図

千仏図

不明

伎楽天・天宮

437
中心柱
4.25 m
4.7 m
1.8–2.0 m
3.0–3.5 m
3.5 m
1.0 m
2.0 m

アーチ形龕
倚坐仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
双樹アーチ形龕
苦行仏像
闕形龕
交脚菩薩像
アーチ形龕
禅定仏像
人字形
10幅×2
飛天
なし
盛上げ

薬叉図

なし

あり

千仏図

坐仏説法図

千仏図

千仏図・白衣仏図

アーチ・切妻交互

伎楽天・天宮

第III期
435
中心柱
4.4 m
4.4 m
1.9–2.15 m
3.1–3.8 m
3.25 m
1.0 m
2.25 m

アーチ形龕
倚坐仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
二等辺三角形
10幅×2
跪形天人
なし
盛上げ

薬叉図

アーチ形龕内交脚
菩薩像（東壁門口
上部1体）

なし

千仏図・造像
千仏図
*南壁下部供養菩薩
千仏図・仏禅定図
*南壁下部供養菩薩

千仏図・白衣仏図

アーチ・切妻交互

伎楽天・天宮

431
中心柱
4.2–4.6 m
4.9–6.0 m
2.2–2.6 m
4.0–4.5 m
4.0 m
1.8 m
2.2 m

千仏図

アーチ形龕
禅定仏像
等脚台形
11幅×2
東
なし
図化

なし

双樹アーチ形龕
苦行仏像

なし

アーチ形龕
禅定仏像

なし

アーチ形龕
坐仏像

薬叉図

なし

あり

千仏図

坐仏説法図

千仏図

伎楽天・天宮

288
中心柱
4.85–4.9 m
6.25–6.35 m
1.9–2.6 m
3.9 m
3.4 m
1.1 m
2.3 m

アーチ形龕
倚坐仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
苦行仏像
アーチ形龕
交脚仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
アーチ形龕
禅定仏像
人字形
8幅×2
植物・動物・飛天
なし
図化

三角垂飾図

なし

あり

千仏図
仏説法図

坐仏説法図

千仏図・供養者図

千仏図・白衣仏図

アーチ形連続

西魏窟

アーチ・切妻交互

伎楽天・天宮

248
中心柱
3.7 m
5.2 m
1.75–1.8 m
3.7 m
3.4 m
1.4 m
2.0 m
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図 15

第 248 窟内景（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 16 第 248 窟空間構成・千仏図の描写設計
（筆者作成。平面図は『莫高窟形』（石 1996）よりトレース）
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図 17

第 248 窟切妻天井（上：西披，下：東披）（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 18
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第 248 窟切妻天井西披図案（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

末森
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図 19 第 263 窟切妻天井図案
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2006）

図 21

図 20 第 435 窟切妻天井図案
（出典：敦煌文物研究所編 1980）

第 431 窟切妻天井図案（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）
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構造である26）。早期窟の中心柱は，東面に大龕をひとつ，南・西・北の三面に上下に
小龕を開く構造であったが，西魏窟以降は中心柱の四面に一龕を開く構造が主流とな
る。第 248 窟は中心柱四面の構造が一層化する最初期に位置付けられ，第 248 窟が早
期窟よりも遅れた造営であることを示唆する。中心柱の龕内には，東面のアーチ形龕
に説法相の坐仏，南北二面のアーチ形龕に禅定仏，そして西面の双樹形龕に苦行仏が
配される。南・西・北の三面における窟形および造像の配置は，第 435 窟中心柱の南・
西・北の三面の下段と同じであり，この点にも両窟の関係性が認められる。なお，中
心柱の東面に坐仏を配するのは第 248 窟独自の特徴である27）。
中心柱基壇下部は，東面，南面，北面は二層構成，西面は一層構成である。東・南・
北三面の上層部には供養者の隊列（以下「供養者列像」と称する）が東・南・北三面
の下層部と西面には薬叉図が描かれている28）。供養者は，向かって右あるいは左のど
ちらかに向かう指向性を示す。第 248 窟基壇部の供養者列図は，東面の中央で向き合
い，東面南側から南面へ，東面北側から北面へと二方向の指向性を示す。早期窟にお
いて中心柱に供養者列図を配する例は，第 435 窟中心柱東面の基壇部と基壇下部上層
に確認される。
・天井面の図案構成
切妻天井の幅広の軒部には，正方形を組み合わせた意匠（以下，「藻井図案」と記
す）が六つ連続して描かれている（図 17）29）。ただし，北壁寄りの藻井図案は約半分
で途切れている。切妻天井の軒部に藻井図案を配する例は，早期窟には認められな
い。切妻天井の平部は，垂木の意匠によって，東西披ともに十一幅の長方形の区画に
分かれる。早期窟では垂木は塑土で盛り上げて表現されていたが，西魏窟以降では壁
画として平面的な意匠として描かれるようになり，建築の構造物であるという認識が
希薄化する傾向が窺える。東披には直立する供養菩薩と植物の図案が，同西披には飛
翔する天人と植物図案（図 18）が描かれている30）。東披の直立する供養菩薩の構図
は北朝前期第 II 期の第 254，260，263 窟（図 19）と，西披の飛翔する天人と植物図
案を組み合わせた構図は第 435 窟（図 20）と，また東披および西披に描かれる植物
図案の様式は第 431 窟（図 21）と類似した特徴を有する。早期窟では切妻天井の東
披と西披には，共通した題材の図案を描くことが通例であるが，第 248 窟では東西で
異なる題材の図案が配されている。中心柱周囲の平天井には，四隅に植物図案が配す
る藻井図案が描かれており，南北面上部の門口側の藻井図案は完成形ではなく，途中
で切れている。
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・側壁の図案構成
三層から成る側壁は，上層部にアーチ形と切妻形を交互に並べる天宮建築中の伎楽
天図，中層部に坐仏説法図（南北壁の切妻天井下部）と千仏図，下層部に薬叉像を配
する構成である。この側壁の構成は，早期窟の中心柱窟と共通する。また，アーチ形
と切妻形の屋根を交互に並べる天宮建築の形式は，第 257，260，431，435，437 窟と
共通する。
南北壁の上層部および中層部は，建築部材を模した文様タイル（以下，「建材文様
タイル」と記す）によって切妻天井下部の前方と，中心柱周囲に後方に壁面が区切ら
れている（図 22）。このため，上層部の伎楽天図は切妻天井と平頂の境目で一端途切
れることとなる。南北壁切妻天井下部の中層部には，飛天と脇侍菩薩を伴う坐仏説法
図が描かれている。この位置に坐仏の説法図を配する構成は，早期窟の第 251 窟およ
び第 435 窟と共通する。ただし，両窟では脇侍が単体であるのに対し，第 248 窟では
群像として描かれている。

3.1.2

第 248 窟千仏図の描写設計および機能

千仏図は，南北壁の切妻天井下部を除いた側壁の中層部に描かれている。通肩と双
領下垂の図像を交互に八体一組とする伝統的な形式であり，描写設計は，前部空間
（東壁の門口南北側）と，後部空間（南壁・西壁・北壁）で異なる。東壁の千仏図は
六段で描かれ，門口の南北側ともに，斜行方向が「左上－右下」
，頭光・身光の配色
が「連続型」の描写設計である。後部空間の千仏図は七段で描写され，頭光・身光の
配色は東壁と同様に「連続型」である一方，斜行方向は上部五段で「左上－右下」，
下部三段で「左下－右上」とし，途中で入れ替えられている（図 23）。早期窟の第
251 窟西壁や第 263 窟西壁では，中央付近で垂直に南側と北側で斜行方向を合流させ
る設計が採用されているが，水平に上下の斜行方向を合流させる設計は，北朝期では
第 248 窟にのみ見られる。「左上－右下」と「左下－右上」の斜行方向を面的に捉え
ると，二つの方向が水平方向に合流することによって，「→（矢印）」のような指向性
を示す視覚効果が認められる。矢印は，南壁では東から西，西壁では南から北，北壁
では西から東へと向かっており，中心柱を右回りする「右遶」の儀礼が示す方向と合
致する。斜行方向が合流する高さは，人の視線と同程度の高さであることから，第
248 窟千仏図は，中心柱の周囲を右繞する儀礼に対応して設計されたと考えられる。
早期窟中心柱窟の後部空間では，南・北・西の三壁に描かれる千仏図の中央下部に，
説法図を配する区画が設けられるが，第 248 窟では三壁ともに千仏図のみが描かれて
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図 22

図 23
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第 248 窟北壁切妻天井下部（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

第 248 窟北壁

千仏図の斜行方向（敦煌文物研究所編 1980，線：筆者作成）
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おり，千仏図の示す指向性を重視した壁面設計であることが理解される。
なお，東壁の千仏図は斜行方向を合流させておらず，「左上－右下」の一方向で描
かれている。早期窟の第 254，260，263 窟などでは，前部空間と後部空間で千仏図の
描写設計を替えていることから，第 248 窟の千仏図もその伝統を踏襲し，前部空間と
後部空間で異なる設計を採用した可能性がある31）。ただし，第 254，260，263 窟の前
部空間では南北側で斜行方向を対称的に配しているが，第 248 窟東壁の千仏図は，南
北側ともに「左上－右下」の斜行方向であり，前部空間を単独で捉えた設計ではない
ことが窺える。第 248 窟の後部空間と東壁の千仏図は，水平方向では同じ方向の指向
性を示していると考えられ，第 248 窟の空間は，柱を廻る後部空間の機能をより重視
して設計されたと解される。

3.2
3.2.1

第 288 窟の空間構成
第 288 窟の構成要素（図 24，図 25）

・窟構造
第 288 窟は幅 4.9 m，奥行き 6.35 m，高さ 3.9 m の規模であり，第 248 窟よりも大
型である。切妻天井は，第 248 窟とは異なり，東披が緩勾配で長く，西披が急勾配で
短い形状（以下「人字形」と称する）である（図 26）32）。人字形の切妻天井は，早期
窟の第 254，251，260，263，435 窟にも確認される。切妻天井西披と中心柱窟の東面
は連続せず，藻井図案を描くスペースが設けられている。
・中心柱の構造および造像の配置
中心柱は，東面に大龕がひとつ開き，南・西・北の三面はテラス状の足場によって
上下二層に分かれ，それぞれの層にアーチ形の小龕が造られている。東面を除く三面
を二層とする構造は，早期窟の中心柱窟が備える特徴であり，テラス状の足場によっ
て上下層を区切る表現は第 260，431，435，437 窟に確認される。また，中心柱に配
する龕を全てアーチ形とする点は第 431 窟と共通する33）。
造像は，東面に褒衣博帯式の着衣を纏う倚坐仏，南面の下層部に苦行仏，西面の上
層部に交脚仏，その他に禅定仏が配される。南面下層部に苦行仏を配する点は，第
260 および 437 窟と共通する一方，南面上層部に交脚仏を配する配置は第 288 窟独特
の特徴である。龕外の壁面には，影塑（型抜きの塑像）の千仏が表現されており，現
在 11 体が確認される。影塑千仏は，通肩の図像と双領下垂の図像を交互に並べる伝
統的な形式の千仏表現であり，「左上－右下」の斜行方向，「交差型」の頭光・身光の
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図 24

第 288 窟内景（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 25 第 288 窟空間構成・千仏図の描写設計
（筆者作成。平面図は『莫高窟形』（石 1996）よりトレース）
156

41巻 2 号

末森

敦煌莫高窟の西魏代における石窟空間構成

配色を持つ（図 27）。
・天井面の図案内容・構成
切妻天井は，大軒部の縦長の区画に，蓮池に浮かぶ蓮華図案が 13 個連なり，平部
は，図案化された垂木によって，東披が九つの区画に，西披が八つの区画に区切られ
ている（図 26）。平部の各区画には植物の図案が大きく描かれており，中には植物中
に飛天や鳥，力士などを描く区画もある。切妻天井の両披に植物の図案を描く特徴
は，第 431 窟と同様であり，葉の描き方にも共通点が認められる34）。
切妻天井両披の区画数が異なる点は，第 288 窟独自の特徴である。切妻天井は，建
築物としての構造上，両披の垂木を大棟の同箇所にて結合することが一般的である
が，第 288 窟切妻天井では東西披の区画数が異なり，両披の垂木が大軒と結合する位
置にはずれが生じている。第 288 窟の設計者あるいは切妻天井を担当した画工には，
切妻天井を構造物として捉える認識が希薄であったことが窺える35）。
中心柱周囲の平天井には，計 15 幅の藻井図案が描かれている（図 28）。南北側（南
北壁と接する通路の天井）にそれぞれ四幅，東側（中心柱東面と切妻天井の接する位
置）に四幅，西側（中心柱西面と西壁の間）に三幅で構成され，南北側の図案に比べ，
東西側の図案は小型である。また，藻井図案の四隅には，南北側では飛天，東西側で
は植物の図案が配されている。南北側に描かれた飛天は全て，藻井図案中央の蓮華を
中心として，左回転するように同一の方向に飛翔している。この方向性を窟の上方か
ら俯瞰し，礼拝者の動きに合わせて捉えると，右回転に飛翔していることとなり，右
繞の儀礼の方向性と合致する。なお，南北側と東西側で藻井図案の大きさや四隅に配
する図案をかえる特徴は，第 431 窟と類似する36）。
・側壁の図案内容・構成
側壁は第 248 窟と同じく三層の構成である。上層部の伎楽天が配される天宮建築
は，切妻形の屋根を持たず，アーチ形の建物のみが連続する形式である（図 29）。こ
れは，莫高窟の中で比較的早い造営に位置づけられる北朝前期第 I 期の第 272 窟，同
第 II 期の第 254，251 窟と共通する形式である。
南北壁の切妻天井と平天井の境目を隔てる建材文様タイルは，早期窟の第 251，
257，260，437，435 窟，そして先に取り上げた第 248 窟では，上層部から中層部に
かけて連続する形式で配されている。建材文様タイルが，中層部にのみ配されるのは
第 288 窟独自の特徴である。建材文様タイルが上層部に配されていないことから，第
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図 26

第 288 窟切妻天井（上：西披，下：東披）（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 27
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第 288 窟中心柱東面上部

影塑千仏像（出典：敦煌文物研究所編 1980）
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図 28

第 288 窟平天井（中心柱南面と南壁の間） 藻井図案
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

288 窟南北壁中層部に配された建材文様タイルが，天井と側壁を結合させる建材とは
認識されていないことが理解される。建材に対する意識が希薄である点は，切妻天井
の垂木表現と同様であり，第 288 窟の設計者には，木造建造物に見立てて石窟を造営
するという認識が低かったことが窺える。なお，上層部を隔てる建材文様タイルが描
かれてないことにより，上層部の伎楽天図は四壁に途切れることなく連続し，北朝前
期第 III 期の第 431 窟の伎楽天図と共通した特徴を有する37)。
中層部は，切妻天井下部の南北壁に坐仏説法図（図 30），西壁中央下部に白衣仏図，
東壁下部に供養人列図が配され，その他の壁面を千仏図が埋める38）。切妻天井下部に
坐仏の説法図を配する構成は，早期窟の第 251，435 窟，そして第 248 窟と共通する。
特に，脇侍菩薩を群像として描く構図は第 248 窟と同一である。東壁中層下部の供養
者列図は，門口を挟んで北側が男性の供養人，南側が女性の供養人であり，門口を背
にして南北壁側へと進行する（図 31）。
下層部には，鋭角の頂点を下に向けた二等辺三角形を連ね，各三角形の結節点から
飾りが垂れる装飾図案（以下「三角垂飾図」と記す）が四壁に亘って描かれている。
下層部に三角垂飾図を描く構成は，莫高窟において最早期に置かれる第 272 窟（図
32）および第 275 窟（図 33）と共通する39）。

3.2.2

第 288 窟千仏図の描写設計および機能

第 288 窟では側壁中層部の千仏図（図 8）と中心柱龕外の影塑千仏（図 27）と，二
種類の千仏が併存している。前者は通肩の図像のみを八体一組とする新しい形式であ
る一方，後者は二種類の着衣形式を交互に並べる伝統的な形式である。側壁の千仏図
の描写設計は，四壁で斜行方向を「左上－右下」，頭光・身光の配色を「交差型」と
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図 29 第 288 窟西壁上層部 伎楽天図
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 30 第 288 窟北壁切妻天井下部 坐仏説法
図・三角垂飾図
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 31 第 288 窟東壁北側中層下部 男性供養者列図
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）

図 32
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第 272 窟側壁下層部 三角垂飾図
（出典：敦煌研究院編 2011）

図 33

第 275 窟側壁下層部 三角垂飾図
（出典：敦煌研究院編 2011）
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する。中心柱の影塑千仏は，東面に残存するのみであるが，斜行方向は「左上－右
下」，頭光・身光の配色は「交差型」と，側壁千仏図と同様の特徴を有しており，双
方が関連性のある構成要素として配されたことが窺える。側壁千仏図の斜行方向は四
壁に連続し，窟空間に一方向の指向性を示している。この描写設計は，北朝前期第
III 期の第 431，435，437 窟，同じ西魏窟の 248 窟と同様であり，礼拝者の右繞の儀
礼を視覚的に誘導する役割を担っていたと推察される40)。そのことは，先にも確認し
たように，中心柱周囲の平天井に描かれた藻井図案の四隅に配された天人が，窟の上
部から俯瞰的に捉えた際に窟空間を右回りするように飛翔していることからも窺うこ
とができる。

3.3

考察

西魏中心柱窟の系統

西魏中心柱窟の第 248 窟および第 288 窟に描かれた千仏図の描写設計は，双方とも
に四壁に同一方向の指向性をつくり出し，柱の周囲を旋繞するという後部空間の機能
が意識された空間であることが理解された。筆者は先の論考において，北朝前期窟の
第 431，435，437 窟の三窟は，後部空間の機能を重視した空間である点では共通する
が，窟の構造や造像の配置，図案の構成には，大きな影響関係が認められず，それぞ
れ異なる系統の造営者によって造られたことを指摘した（末森 2016b: 293–294）。次
に，西魏中心柱窟と早期窟が有する空間構成要素を比較し，特に，西魏中心柱窟と北
朝前期第 III 期諸窟との関係性に着目して，第 248 窟と第 288 窟の造営者の系統につ
いて一考を提示したい。

3.3.1

第 248 窟の系統

第 248 窟は，中心柱と切妻天井を連続させる窟形や中心柱基壇部に供養者を描く構
成，切妻天井下部南北壁の坐仏説法図の図案など，第 435 窟と共通する要素を複数備
えている。また，切妻天井に描かれた図案は，天人が飛翔する西披の図案は第 435 窟
と，天人立像を描く東披の図案は第 254，260，263 窟と，東西披に描かれる植物の図
案は第 431 窟と類似しており，早期窟の複数の窟の要素を合わせて設計されたことが
理解される。一方，中心柱の基壇上部を一層とする構成や，意匠化された垂木表現，
千仏図の斜行方向を合流させた矢印のような指向性などには，早期窟の要素の簡略化
や応用が認められる。これらの事象から，第 248 窟は，第 435 窟の強い影響下のもと
に，早期窟の伝統を知る工人・画工系統が，早期窟の複数の要素を選択あるいは応用
しながら，設計・造営を進めたと推察される。
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他方，切妻天井と中心柱の接点に位置する図案を確認すると，平天井の藻井図案や
上層部の伎楽天図が中途半端に途切れており，完成形ではないことに気づく（図
22）。また，切妻天井の軒部の北端に描かれた藻井図案は，半分程度しか描かれてお
らず，切妻天井東披の天人立像および西披の飛天は，北側六体が北から南を，北側五
体が南から北を向いており，南北のバランスが崩れている（図 17）。これら壁画の不
完全な構図からは，第 248 窟の壁画を制作した画工は，切妻天井と中心柱を連結させ
るという小規模な窟形や，切妻天井に幅の広い軒部を配するという設計に適応しきれ
ていないことが窺え，窟空間を構想した設計者，洞窟を開鑿した工人，壁画を描写し
た画工は，必ずしも共通した認識のもとに造営を進めたわけではない可能性が示唆さ
れる。この点については，隣接する方形窟の第 249 窟との関連性を含め，「4.2.1」の
項目にて，改めて触れることにしたい。

3.3.2

第 288 窟の系統

第 288 窟は，切妻天井と中心柱の間に小型の藻井図案を配するスペースを設ける窟
形や，南面・西面・北面の基壇上部を段によって二層に区切る中心柱の構造，切妻天
井の植物図案，四壁に連続する伎楽天図，通肩の図像のみを八体一組とする千仏図の
形式，一方向に斜行方向が連続する千仏図の描写設計など，第 431 窟との間に多くの
類似点が認められる。第 431 窟では中心柱南面や南壁，天井南側など，窟の南側に，
それ以前の莫高窟には存在しない特徴が多く見られ，新たに中原から来訪した工人や
画工が造営に携わったことが知られる（八木 2004: 259–260; 末森 2016b: 292–293）。
一方で，第 431 窟は天井面に凹凸があり，北西側が鋭角な平面であるなど，窟の形状
が歪であり，経験や技術に乏しい工人系統が携わった造営であると推察される（末森
2016b: 294）。これに対し，第 288 窟の窟構造は均整がとれており，第 288 窟を開鑿す
るにあたっては経験や技術を有する工人が携わったことが理解される。ただし，切妻
天井の東披・西披の垂木の位置がずれている点，南北壁において切妻天井部と平天井
部の境目を隔てる建材文様タイルが中層部のみにしか配されていない点からは，木造
建造物を模して石窟空間を構成するという，莫高窟の早期窟に見られる伝統的な窟設
計については理解の乏しい設計者や画工の存在が窺われる。
また，第 288 窟側壁上層部のアーチ形の建物を連続させた天宮建築や，同下層部の
三角垂飾図は，北朝前期第一期や北朝前期第 II 期でも早い時期に位置づけられる窟
に見られる図案である。造営されてからしばらく経った窟の図案が取り入れられてい
ることからは，莫高窟に既存の系統とは異なる設計者あるいは画工が，復古的に早期
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窟の中でも早い時期に造営された窟の図案を取り入れた可能性が推察される。新たに
流入した工人や画工が携わった第 431 窟との間に多くの類似点が認められることや，
木造建造物を模して石窟空間を造るという莫高窟の伝統的な考え方を踏襲していない
ことからも，第 288 窟の造営には，中原等から新たに流入してきた造営者集団の存在
を窺うことができよう。

3.3.3

中心柱窟の三系統

ここで，西魏あるいは北周に比定される中心柱窟の第 432 窟を取り上げたい（図
34）。第 432 窟の壁面は，後代の壁画で覆われているため，当時の様子を知ることは
できないが，中心柱基壇部上部の造像や壁画には造営当初の様子が残されている。窟
形は，等脚台形の切妻天井を持ち，切妻天井の中心柱の間に狭い帯状の区画を設け，
また窟内部の底面が，入口部より一段下げられている。これらの特徴は，北朝前期第
III 期の第 437 窟と共通する。第 432 窟と第 437 窟は，中心柱基壇上部の南面・西面・
北面を段によって二層に区切る構造にも共通点が認められ，双方の影響関係が示唆さ
れる41)。先に考察したように西魏窟の第 248 窟と北朝前期第 III 期の第 435 窟，西魏

図 34

第 432 窟内景（出典：敦煌文物研究所編 1980）
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窟の第 288 窟と北朝前期第 III 期の第 431 窟には，窟形などにおいて，それぞれ共通
点が認められる。西魏から北周に位置づけられる第 432 窟と北朝前期第 III 期の第
437 窟が窟形において共通点を持つことからは，これらの窟が造営された時期におい
て，中心柱窟を開鑿する工人に三つの系統が存在した可能性が示唆される（図 35）。

図 35

北朝前期第 III 期中心柱窟と西魏中心柱窟の窟構造比較（筆者作成）

西魏方形窟の空間構成

4

早期窟において空間の中心に柱を備えない窟は，268，272，275，259 の四窟である。
これらは早期窟の中でも比較的早い時期に位置付けられる窟であり，西魏窟が造営さ
れる以前の莫高窟においては，しばらくの間中心柱窟の造営が盛んであった状況が理
解される。本章では，時間的な隔たりを経て西魏代に登場することになった方形窟の
うち，規則性を備える千仏図が描かれる第 249 窟を中心に考察を進める。

4.1
4.1.1

第 249 窟の空間設計
第 249 窟の構成要素（図 36，図 37）

・窟形式および造像
南北に長い長方形の平面プランを備える第 249 窟は，幅 4.5–4.85 m，奥行き 5.5–
5.85 m，高さ 4.2–5.1 m である。入口側の壁面（東壁）が崩落しており，南壁，西壁，
北壁，天井で構成される。西壁には，床面からやや高い位置に段が設けられ，段の中
央にアーチ形の大龕が開かれている。龕内には漢式に衣を纏う倚坐形の如来像が配さ
れ，龕外の南北側にもそれぞれ一体の造像が配置された跡が残る。また，南北壁の西
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第 249 窟天井四披配された図案

位置
西披
東披
南披
北披

図案
巨人（阿修羅），双龍・山岳（須弥山あるいは崑崙山）・宮殿，畏獣四体（雷公・雨師，
劈電・風伯），金翅鳥（迦楼羅），飛天，仙人（維摩・文殊），羽人二体，神怪，動物（鳥・
猿・羊・牛）
摩尼宝珠，飛天二体，力士二体，孔雀・朱雀，雑技力士・雑技畏獣（烏獲）
，玄武・
開明（頭 9 つ），畏獣二体（二体），動物（猿・馬）
鳳車に乗る人物（西王母あるいは帝釈天妃），乗鸞仙人二体，開明（頭 11 つ），烏獲，
飛天二体，羽人，動物（羊・狼・牛）
龍車に乗る人物（東王公あるいは帝釈天），開明（頭 13 つ），乗龍仙人，乗虎仙人，
禺強，飛廉，羽人，狩猟人（二体），動物（白鶴・羊・牛・虎・狼・猪）

表7

第 249 窟天井
位置

西披

東披

表8
位置
東側

第 249 窟天井

西披・東披の構図

左
畏獣二体
金翅鳥
仙人
羽人
鳥・猿・羊
飛天
力士
朱雀
雑技力士
玄武
畏獣

中央
宮殿・山岳
巨人（阿修
羅）

摩尼宝珠

右
畏獣二体
飛天
仙人
羽人
神怪
飛天
力士
孔雀
雑技畏獣
開明
畏獣

南披・北披の構図

南披
開明
飛天
鸞に乗る仙人
鳳車に乗る人物
（西王母あるいは帝釈天妃）
中央
白虎
鸞に乗る仙人
飛天
烏獲
西側
羽人

北披
開明
白鶴
龍に乗る仙人
龍車に乗る人物
（東王公あるいは帝釈天）
狩猟人
虎に乗る仙人
烏獲
禺強・飛廉
羽人
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図 36
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第 249 窟内景（出典：敦煌研究院編 2014）
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図 37 第 249 窟空間構成・千仏図の描写設計
（筆者作成。平面図は『莫高窟形』（石 1996）よりトレース）
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第 249 窟天井西披・東披の構図（出典：敦煌文物研究所編 1980，作図・文字：筆者作成）
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図 39

第 249 窟天井南披・北披の構図（出典：敦煌文物研究所編 1980，作図・文字：筆者作成）
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壁寄りには，それぞれ一体の脇侍菩薩立像が配置される。
・天井面の構成および構図
伏斗形天井の中央には正方形に凹んだ区画に藻井図案が描かれ，凹んだ区画の外辺
を上辺，側壁の上部を下辺とする台形の区画が四方（以下，「東披・南披・西披・北披」
と称する）に傾斜する（図 38，図 39）。四披は文様が施された細長いタイル状の図案
によって区切られた独立した区画であり，東西方向に縦長の窟形であるため，東披・
西披は下辺が短く垂直方向に長い台形，南披・北披は下辺が長く水平方向に長い台形
である。四披に描かれた図案の題材については，諸説が提示されており，解釈が分か
れるものもある42）。本稿では，一般に用いられる名称にて，四披に描かれた図案およ
び各披の構図を確認したい（表 6）。
入口上部の東披と，本尊が坐す西壁上部の西披は，ともに左右対称の構図を持つ
（図 38）。西披は，四面四臂の巨人（一般に「阿修羅」に比定される）を中心とし，
上部に宮殿および山岳表現，その左右に畏獣，飛天，仙人，羽人など配される。宮殿
および阿修羅を挟んで，畏獣，飛天，仙人，羽人などは基本的に一対一で向き合うよ
うに配置されている。また，東披は上部中央に摩尼宝珠，その下部に力士や畏獣を配
し，それらの左右に力士，畏獣，飛天，孔雀，朱雀，玄武，開明などが一対一対応す
るような構図で描かれている。西披と東披には，左右対称とする構図に共通点が認め
られるが，両披の図案内容には直接的な繋がりは見出せない（表 7）。
南披および北披に描かれた図像は，基本的に東側から西側に向かって描かれてい
る。（図 39）。南披は鳳車に乗る人物を中心として，仙人，飛天，羽人，畏獣，神獣
などが，北披は，龍車に乗る人物を中心として，仙人，畏獣，神獣などが配される。
鳳車に乗る人物と龍車に乗る人物に代表されるように，南披と北披では，関連あるい
は類似する図像が対で配置されており，鏡面対称性を意識した構図であることが確認
される（表 8）。
南披および北披に描かれた図案は，西披の左右に描かれた図像の方向性と連続し，
西披中央に配された巨人および山岳上の宮殿に向かって進んでいると捉えられる。一
方，東披の図案との間に連続性は見出せず，西披・南披・東披を連続した一つの区画，
東披を独立した区画と捉え，第 249 窟天井の構図が決められたことが理解される。
・側壁の図案構成
西壁は，龕内中央の倚坐仏像の周囲に，飛天，菩薩，梵志（婆羅門）などの図案が，
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図 40 第 249 窟南壁説法図
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995）

図 41 第 249 窟北壁説法図
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995）

図 42 第 249 窟南壁千仏図 「連続型」頭光・身光の配色
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995，線：筆者作成）

図 43 第 249 窟北壁西側千仏図 「交差型」頭光・身光の配色
（出典：敦煌研究院・江蘇美術出版社編 1995，線：筆者作成）
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天井西披下部まで連続する龕眉には蓮華化生する伎楽天の図案が配される。また，上
下二層で構成される龕外の基壇上部には，上層に伎楽天図，その下部に飛天，菩薩が，
南北で対称的な構図で描かれている。
南壁・北壁は，早期窟の中心柱窟や第 248 窟と同じく上中下の三層から構成され，
上層部にはアーチ形の建物と切妻形の屋根を持つ建物を交互に配する伎楽天図が，中
層部には説法図と千仏図（図 40，図 41）が，下層部に薬叉図が描かれている。また，
南北壁中層部の中央下部に描かれた説法図の下部には，文字を記す区画を挟んで向き
合う漢服を纏う供養者列図が描かれている。
上層部の伎楽天図は西壁と連続して描かれている（図 36）。また，西壁寄りの菩薩
像は，西壁龕内の倚坐仏の脇侍と考えられることから，西壁と南北壁は連続する壁面
という認識のもとに設計されたことが理解される。

4.1.2

第 249 窟千仏図の描写設計および機能

南北壁の中層部に描かれる千仏図の描写設計は，南壁は「左下－右上」の斜行方
向，「連続型」の頭光・身光の配色（図 42）であるのに対し，北壁は「左上－右下」
の斜向方向，「交差型」の頭光・身光の配色（図 43）であり，南北において斜行方向
と頭光・身光の配色の双方が異なる43）。早期窟の方形窟のうち，第 272 窟では南北側
で斜行方向を同一とし，頭光・身光の配色を替える描写設計が，第 259 窟では南北側
で頭光・身光の配色を同一とし，斜行方向を替える描写設計が採用されているが，斜
行方向と頭光・身光の配色の双方が南北で異なる例は他にない。
伏斗形天井の南披および北披の図案は，鏡面対称の構図であることを先に確認した
が，千仏図の斜行方向の示す方向性も南北で鏡面対称の構図である。千仏図の中央下
部には，南北壁ともに同様の構図を備える立仏説法図が位置し，南壁の説法図中には
龍の飾りを付けた天蓋が，北壁の説法図中には鳳の飾りを付けた天蓋が描かれている
（図 40，図 41）。南披には凰車，北披には龍車が描かれており，南北壁と天井南北披
が繋がりのある区画として設計されたことが理解される44)。南北披は，東側から西側
に向かう方向性を有していることを先に確認したが，同様の方向性で千仏図の斜行方
向を捉えると，門口のある東側から本尊の坐す西側へと斜めに上昇するような視覚効
果を示すことになる。南披・西披・北披は連続した区画であるという認識のもとに，
西披の中央に向かって飛翔するように描かれており，千仏図の東から西に向かって斜
めに上昇する方向性も，天井面に示された上昇性と呼応させたものと捉えることがで
きよう。
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また，南北壁で千仏図の頭光・身光の配色が異なる点も，意図的に表現された可能
性がある。先の論考において，早期窟の第 254 窟では「交差型」の頭光・身光の配色
によって過去の時制を，「連続型」の頭光・身光の配色によって未来の時制を表して
45)
。この相関関係を第 249 窟の千仏図にあて
いることを指摘した（末森 2016a: 26–27）

はめると，北壁千仏図が過去，南壁千仏図が未来ということになる。第 249 窟西壁龕
内の倚坐形の如来像は現在仏である釈迦であるか，未来仏である弥勒仏であるかで見
解は一致しないが，如来像の光背下部には，釈迦と関連する髑髏を持つ鹿頭梵志の図
像が描かれていることから，釈迦と解することが妥当と考える（図 44）46)。西壁の本
尊が現在の時制を持つ釈迦であったと仮定すれば，第 249 窟の南北壁中層部では，千
仏図の頭光・身光の配色によって南北壁に時制が示され，過去・現在・未来の三世仏
が表現された可能性もある。

図 44 第 249 窟西壁龕内北 髑髏を持つ梵志
（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）
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西魏方形窟の系統

ここまで，第 249 窟の空間を構成する要素を整理し，天井に描かれた図案の構図，
そして千仏図の描写設計より，第 249 窟の空間構想について解釈してきた。その結
果，第 249 窟では，天井と側壁が繋がりのある区画として設計されていること，南北
披に描かれた図案の示す指向性と，南北壁の千仏図の斜行方向は，西披中央の宮殿・
阿修羅に収束する設計であることが確認された。
次に，第 249 窟に隣接する中心柱窟の第 248 窟との関係性，そして第 249 窟と天井
形式や図案などに共通点が指摘される方形窟の第 285 窟との関係性の解釈より，西魏
方形窟の系統などについて一考を提示したい。

4.2.1

方形窟と中心柱窟の関係性

西魏方形窟の第 285 窟は，第 285 窟は南北壁にそれぞれ四つの小窟を設けられ，禅
定と関連する造像や壁画がつくられていることから，禅定窟としての機能を担ってい
たと考えられる。第 285 窟は，先に取り上げた中心柱窟の第 288 窟と隣接しており，
インドや中央アジアには禅定窟と塔を窟の中心に備える塔廟窟が一組で造営される例
が存在することから，第 285 窟と第 288 窟は一組として造営された可能性が指摘され
47)
。両窟は同時期に造営された窟であり，窟の機能から
ている（宿 1996a[1956]: 213）

見て，一組として造営された可能性を否定はできないであろう。一方，第 249 窟の隣
にも，同時期の造営に位置付けられる中心柱窟の第 248 窟が位置している。第 249 窟
は，天井面の図案および構成において第 285 窟との深い繋がりを窺えるが，南北壁に
禅定用の小窟は設けられず，また禅定比丘の造像や壁画など，禅定と直接関連する題
材は取り入れられていない。しかし，第 249 窟と第 248 窟は，造営位置や時期のみで
なく，窟平面の大きさも近似しており，また側壁の構成や描写の特徴にも類似性が認
められる。両窟には多くの共通点が認められることから，両窟の造営思想や背景には
繋がりがあった可能性も十分に考えられる。
第 248 窟と第 249 窟の造営思想の繋がりを考える上で興味深い図案に，両窟に共通
して配される，わずかに扉の開く宮殿の表現がある。第 249 窟では，天井西披の上部
中央に描かれており，南北披から連続する図案の終着点に位置している（図 45）。他
方，第 248 窟では前部空間の南北壁上層部に配された伎楽天図中に，わずかに扉の開
く宮殿が三つ確認される（図 46）。南壁に描かれたものには，開いた扉から天人が顔
48)
。どれも天上世界に位置することから「天門」
を覗かせる表現も見られる（図 47）
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図 45 第 249 窟天井西披 天門
（出典：中国美術全集編輯委員会・敦煌研究院編 1985）

図 46

図 47

第 248 窟北壁上層部

第 248 窟南壁上層部

天門（出典：敦煌文物研究所編 1980）

天門（出典：中国敦煌壁画全集編輯委員会編 2002）
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としての役割を担っていたと考えられ，両窟に描かれた天門はともに「兜率天宮の入
49)
。
口の門」をあらわしたとする説も提示されている（齋藤 1995: 54–55）

第 248 窟前部空間では，東壁門口左右に「左上－右下」の斜行方向を持つ千仏図が
描かれている。後部空間において千仏図の斜行方向が作り出す矢印は右廻りであり，
前部空間の千仏図の方向性を後部空間から連続したものと捉えた場合，千仏は向かっ
て左上から右下に斜めに下降する方向性を示すこととなる。つまり，天門が配される
天上界から地上界に向かって下降する方向性を示していると捉えることができる。こ
れは，第 249 窟の千仏図が示す西披中央の天井世界へと上昇する方向性とは逆の方向
性であり，両窟は天上界と地上界の双方向の繋がりを示すことを意図して，組み合わ
せて造営された可能性も考え得る。第 248 窟後部空間の千仏図は，二方向の斜行方向
を合流させることで，向かって左上から右下へ斜めに下降する方向性と，向かって左
下から右上への斜めに上昇する方向性の双方を示していると捉えられることからも，
その可能性が窺えよう。
さて，先に，第 248 窟の造営にあたっては，空間を構想した設計者，洞窟を開鑿し
た工人，壁画の描写を担当した画工は，必ずしも共通した認識のもとに造営を進めた
わけではない可能性を指摘した（「3.3.1」参照）。この背景には，第 248 窟が，隣接す
る第 249 窟と共有する造営思想をもとに，空間が設計されたことに起因する可能性が
ある。すなわち，第 248 窟の造営に携わった工人や画工は，早期窟の中心柱窟とは異
なる新たな構想による設計に応じて，中心柱の南・西・北の三面を一層とする構造や
坐仏を本尊とする配置，切妻天井中央の幅広の軒部への藻井図案の描写，斜行方向を
合流させる千仏図の描写，伎楽天図中への天門の描写など，それまでの莫高窟には見
られない特徴を表現したが，新しい要素を取り入れる過程で，対応しきれない部分が
生じ，藻井図案や伎楽天図が中途半端な表現になったのではないかと推察される。

4.2.2

西魏方形窟の空間構成比較（図 48，図 49）

ここで第 249 窟と同じく，漢化した服制の倚坐仏像を本尊とし，伏斗形の天井に中
国古来の伝統的図案を描く第 285 窟の空間構成について，若干の考察をおこないたい。
第 285 窟天井の四披の構図を確認すると，東披および西披は第 249 窟と同様に左右
対称の構図で描かれている一方で，南披および北披は上層部と下層部で図案の指向性
が異なり，上層では左右対称の構図，下層では東側から西側へと向かう一方向の構図
である。第 249 窟と第 285 窟の天井の指向性を比較すると，南北披上層の構図は異な
るが，東披を独立した構図とする点，また，南北披の図案に西披中央へと向かう指向
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性を示し，西披と南北披を連続させる構図とする点は共通しており，両窟天井の設計
には関連性も認められる。
他方，両窟の側壁の構成は大きく異なっている。第 249 窟の側壁は，南壁と北壁が
それぞれ西壁に連続する指向性を有しており，さらに，天井と側壁にも関連性が認め
られた。一方，第 285 窟側壁の構成や描写の特徴は四壁で大きく異なり，それぞれが
独立した区画として設計・描写されている50)。側壁と天井との関係性を確認すると，
南壁には上層部に配される伎楽天の飛翔する向きや，中層部に描かれる五百強盗成仏
因縁図の場面展開に東から西へと向かう指向性が示されており，南披下部の図案が示
す指向性との関連性が認められる（図 50）。一方，北壁には明確な指向性は示されて
おらず，北披と北壁の構成との繋がりは認められない（図 51）51)。つまり，第 285 窟
の空間は，天井面と側壁部の繋がりは限定的であり，統一的な構想に基づいた石窟空
間は形成されていないことが理解される52)。
第 249 窟と第 285 窟は同時期に造営された窟であり，褒衣博帯式に着衣を纏う本尊
や，天井面に中国古来の伝統的図案など，特徴的な共通点が認められることから，影
響関係にあったことは想像に難くない53)。一方で，第 285 窟は南北壁に禅定をおこ
なったと考えられる小窟が四つ設けられているだけでなく，側壁の四面がそれぞれ独
立した区画として設計され，天井と側壁の連続性も希薄であり，また規則性を備える
千仏図も描かれていないことから，第 249 窟とは異なる思想・背景のもとに造営され
たと考えられる54)。
第 249 窟では，天井と側壁が連結し，窟全体が一貫した構想のもとに完成度の高い
空間が構成されている。第 249 窟の造営にあたっては，第 285 窟との影響関係の他
に，何かしら参考となるプロトタイプが存在したことも窺える。酒泉出土の丁家閘五
号墓の伏斗形天井には，東王父や西王母など中国古来の神仙思想に関わる図案の他，
側壁との境目に連続的な山岳表現が描かれており，第 249 窟との関連性が指摘されて
いる（段 1983: 6–7; 楊 1995: 13–15; 王 2014: 49–54）。また，北朝前期第 I 期の第 272
窟は，方形の窟形である他，西壁に本尊を配するアーチ形の大龕を開く点，天井の中
央に藻井図案を配する点など第 249 窟との共通点が多く認められる（図 14-1）。天井
部の飛天が西壁中央に向かう点も，第 249 窟南披・北披の図案が西披の中央に向かう
指向性と一致する。千仏図の形式，そして頭光・身光の配色を南壁側で「連続型」，
北壁側で「交差型」とする描写設計も共通しており，第 249 窟の空間を設計する上
で，第 272 窟を参考にした可能性も考えられる。内部的要因と外部的要因の双方か
ら，さらなる考察をおこなう必要がある。
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図 48

第 285 窟内景（出典：敦煌研究院・甘粛省文物局編 2011）
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図 49

第 285 窟天井・側壁の構成（筆者作成）
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図 50

第 285 窟南壁（出典：敦煌研究院・学校法人文化学園 2001）

図 51

第 285 窟北壁（出典：敦煌研究院・学校法人文化学園 2001）
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おわりに

5

本稿では，西魏代に造営された窟のうち，壁面の広い面積に規則性を備える千仏図
が描写された第 248，288，249 窟を対象に，空間を構成する要素を整理し，規則性を
備える千仏図の描写設計を中心として，各窟の空間設計について考察を進めてきた。
ここで，本稿を通して理解された西魏窟における規則性を備える千仏図の役割をまと
める（表 4）。

5.1

西魏窟における千仏図の役割

中心柱窟である第 248 窟および第 288 窟に描かれた規則性を備える千仏図は，斜行
方向によって四壁に同一方向の指向性を示している。両窟の千仏図は，柱の周囲を旋
繞することを誘導する役割を担っていると考えられ，前部空間の役割が希薄し，後部
空間の機能が重視されていることが窺える。この特徴は，北朝前期第 III 期の第 431，
435，437 窟の流れを汲むものである。
他方，方形窟である第 249 窟に描かれた千仏図は，南北で斜行方向，頭光・身光の
配色の双方を変えるという第 249 窟以前には見られない描写設計で描かれている。第
249 窟では，天井の南北披と南北壁は繋がりのある区画として設計されており，千仏
図の斜行方向は南北披に描かれた図案の示す指向性と連動して，西披中央へと斜めに
上昇する指向性を示し，天上界へと昇るイメージを表現したものと捉えられる。ま
た，第 249 窟と隣接する第 248 窟では，天上界から斜めに下降する指向性が示されて
いる。第 248 窟と第 249 窟に描かれた規則性を備える千仏図は，上昇・下降という上
下方向への指向性を示す役割を担っていると考えられる。
また，第 249 窟千仏図の頭光・身光の配色を南北壁で違える設計は，早期窟の第
272 窟や第 254 窟の千仏図にも確認されるものである。第 254 窟では，仏名との相関
関係から，頭光・身光の配色によって，過去および未来という時制が示されおり，第
249 窟の千仏図も同様に時制を示す役割を担っている可能性がある。

5.2

東陽王元栄による造営窟の推定

最後に，『李君碑』に刻まれた東陽王が携わった「一大龕」がどの窟であったかに
ついて，一考を示し，本稿を締めくくることにしたい。本稿の冒頭に記したように，
東陽王元栄の携わった窟として，元栄が敦煌に存在した時期の紀年銘を残す第 285 窟
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が想定されることが多い（田口 1983: 53–54; 東山 1996: 86; 段 2001: 38–39; 石松 2010:
66–68; 田林 2011: 242–243）。第 285 窟は規模も大きく，早期窟には見られない新しい
要素を多く有しており，また西魏窟の中でも壁画の描写はひときわ洗練されているこ
とから，中原からの情報および技術を伴った工人・画工が造営に携わったのは確かで
あろう。ただし，側壁の四壁がそれぞれ独立して設計され，天井との間の関係性が希
薄である点は看過できない。窟空間全体の統一性のなさは，為政者であり，また仏教
への信仰の篤かった元栄が携わった窟と設定するには，合理性を欠くように思われ
る。第 285 窟の東壁および北壁には複数の供養者集団が描かれていることからも，小
規模な寄進による造営であったことが窺える（石松 2011: 67）。
また，第 249 窟を東陽王元栄の携わった窟とする説も提示されている55）。第 249 窟
では，天井面と側壁面が連結した完成度の高い石窟空間が構成されており，天井面に
は西魏窟以前には見られない中国固有の伝統的な図案が描かれていることから，その
可能性も否定はできない。ただし，第 249 窟側壁の構成や描写の方法は，基本的には
莫高窟の伝統的な手法を踏襲あるいは応用したものであり，莫高窟に既存の工人・画
工系統が造営者の主体であったと考えられる56。
ここで思い出されるのが，新たに流入してきた工人・画工系統の存在が窺えた第
288 窟の存在である（3.3.2 参照）。第 288 窟の東壁中層下部には，門口を挟んだ南北
で男性と女性に別れ，比丘・比丘尼を先頭に，漢式の服を着た貴族風の人物が侍従や
馬を伴いながら行進する構図で描かれている（図 31）。漢式の服装は中原の貴族が着
ていたものであることが知られ，また，侍従を伴う貴族風の供養者列図は，皇帝の発
願によって中原に造営された龍門石窟や鞏県石窟に見られる「礼仏図」の形式と類似
し，供養者の序列に共通性が認められることが指摘されている（樊・馬・関 1980: 211;
57）
。
石松 2011: 81–95; 齋藤龍一 1998: 68–69）

第 288 窟は，木造建築物の内部を模すという認識に欠けるものの，均整がとれた窟
構造を有する。側壁の千仏図と中心柱の影塑千仏は同一の描写設計で描かれており，
また，平天井の藻井図案中の天人は全て同じ向きに飛翔する。窟全体の構成には一貫
性が認められ，完成度の高い石窟空間が構成されており，経験や技術力を有する集団
によって綿密な計画のもとに造営されたことが理解される。そして，第 288 窟東壁に
描かれた供養者の特徴には，権力および財力を有する中原から来訪した一族が造営に
携わったことが窺えることから，第 288 窟こそが，東陽王元栄が造営に携わった窟に
相当すると結論付けたい。
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注
1） 前秦（351 年 –394 年）は氐によって建国された五胡十六国時代の王朝である。なお，楽
僔が開いた窟は特定されていない。
2） 年号は 1982 年に刊行された『敦煌莫高窟内容総録』に拠る（敦煌文物研究所編 1982:
134–139）
。なお，1993 年に発刊された改定版の『敦煌莫高窟内容総録』では，「北涼」を
「十六国（前涼張天錫三年（366 年）から北涼永和七年（439 年））」としている（敦煌研究院
編 1993: 277）。多くの文献で「北涼」の用語が用いられていることから，本稿もそれに倣う
こととする。
3）「闕形」と呼ばれる中国式の木造建築をかたどった表現が見られるなど，早期窟において
既に中国的な特徴が見られることも指摘される（岡田 2001: 61）。
4） 政治史の年号と，芸術史・美術史の区切りは，必ずしも一致するわけではないことが指摘
されている（木下 1984: 72–81）
。本稿で取り上げる「西魏窟」も，必ずしも西魏の政治史の
年代と合致するものではなく，西魏代の特色を示すと考えられる窟を一つのグループとして
扱うものである。
5） 一般に服制の「漢化」あるいは「中国化」と呼ばれる現象である。遷都以前に北魏の都で
あった平城（現在の山西省大同）に造営された雲岡石窟において北魏第六代皇帝の孝文帝が
おこなった服制の改革の影響を受け興ったとする説（長廣 1984: 438–444）と，南朝を起源
とする説（楊 1963: 330–335; 吉村 1999a[1983]: 134,）。双方の説の比較考証もおこなわれてい
る（石松 2005: 109–111）。いずれにせよ，服制の変化により，袈裟や裳を重ねて纏う如来や
天衣を X 字状に纏う菩薩，漢式の衣を纏い足先を裳の中に隠す飛天などが登場することと
なった。莫高窟の早期窟では，第 251 窟南北壁の菩薩図や第 257 窟の力士図，第 260 窟西面
下層の菩薩像，第 437 窟の菩薩像，第 435 窟の力士像などに X 字状に天衣を交差させる表
現が，また第 435，431 窟に両足先を隠す飛天が見られることが知られる（八木 2000[1995]:
193–196; 岡田 2001: 63; 石松 2013: 59）。如来像の着衣の変化は見られないが，西魏以前から
「初期的漢化」が興っていたと理解され，西魏に見られる服制の変化は，「本格的漢化」の段
階と捉えられる（吉村 1999b[1993]: 144–148）
。
6） 一般的に「通肩」は大衣一枚で両肩から首の下を覆う服制，「偏袒右肩」は右わきの下に
大衣をくぐらせ右肩を露出する服制，「褒衣博帯式」は通肩に纏った大衣の胸元を大きく開
け，内側に着た内衣や僧祇支（肌着）を露出し，胸元で結んだ帯を垂下させる服制である（鄧
1981: 219; 浅井 1983: 13; 岡田 2001: 62）
。南北朝時代における如来像の着衣の変化について
は，石松日奈子，岡田健両氏の論考に詳しい（石松・岡田 : 1993a; 1993b）。
7） 古くは，孫作雲氏が第 249 窟や第 285 窟に，羽人や飛廉，西王母や東王父など中国の神仙
世界と関連する図案が描かれていることを指摘した（孫 1960: 24–34）。また，小杉一雄氏は，
漢代の鬼神図の系統にある図案として，第 285 窟天井に描かれた畏獣を，吉村氏は翼のある
人物や耳の長い人物を仙人の特徴とし，第 249 窟および第 285 窟の図案を例に挙げている
（小杉 1980: 288; 吉村 1999c[1989]: 353–355）。また，酒泉出土の丁家閘五号墓の天井には，
東王父や西王母が描かれる他，天井最下部に連続的な山岳表現が描かれており，第 249 窟・
第 285 窟天井との類似性が指摘される（段 1980: 191–192）。また，第 249 窟天井について，
道教の道士が仙人になり天宮に昇る様子を示したとする説も提示される（寧 1990: 30–36）。
その他，第 249 窟と第 285 窟に描かれた図案について，中国古来の伝統的図案との関連性を
示す文献は多数存在する。
8） 元栄は，北魏第二代皇帝である明元帝の四代目の後裔にあたる皇統であり，元性は鮮卑系
の拓跋姓からあらためられたものである。元栄は瓜州の地方官にあたる勅使に任ぜられたの
ち，北魏の永安二年（529 年）に東陽王に封じられた（史 1980: 264）。石松日奈子氏は，533
年以降につくられた元栄の写経がなく，写経題記中に元栄が病気であったと思われる記述が
あることから，538 年時に元栄は既に他界していたとの説を提示する（石松 2010: 67）。
9） 第 285 窟以前に，すでに元栄の敦煌赴任に伴って連れてこられた工人たちの影響があった
ことも指摘される（八木 2004[2000]: 258–260）
。なお，第 285 窟を対象とした先行研究には，
各壁面の関係性を取り上げたもの（宿 1996a[1956]; 秋山 1975; 浅井 1983; 田口 1983; 八木
2004[2000]）や，第 285 窟に取り入れられる新しい要素や特定の図案を取り上げ，図像学的
解釈や他地域との比較検証をおこなったもの（孫 1960; 浅井 1983; 賀 1987; 1988; 須藤 1989;
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佐々木 1997; 段 2001; 岡田 2001; 張 2001; 2006; 石松 2010; 田林 2011; 趙 2014; 長谷川 2014）
など幅広く存在する。また近年では，自然科学の手法を用いた彩色材料に関する調査・研究
も行われている（高林・籾井・大竹・王・柴・淵田・中村・岡田 2007; 高林・蘇 2008; 高林・
小瀬戸・于・範 2008; 高林・倉橋・範・崔 2009; 佐藤・高林・籾井・岡田・範・張 2009; 犬塚・
高林・渡邊・皿井 2013; 岡田・渡邊・高林・蘇・崔 2016）。
10） 石窟の造営には，僧や寄進者など財政面を担った造営主，窟全体の設計者，窟の開鑿や造
像制作に携わった工人，壁画を制作する画工など，様々な人物が携わったことが想定される。
本稿では，彼らを総体として捉える場合に「造営者」と記す。
11） 齋藤龍一氏は，第 248 窟中心柱東面の影塑の組み合わせが，第 435，437 窟と類似すると
し，第 435，437 窟と第 248 窟の造営時期が重なっていた可能性を指摘する（齋藤龍一 1998:
66）。
12） 第 286 窟の千仏図は通肩の図像を四体一組とする形式であり，北周以降に見られる千仏図
の特徴を備える。第 286 窟は門口の上部という特殊な場所に造られており，その用途や造営
時期などについては再検討を要する。石松日奈子氏は，「西魏～北周頃の壁画」とし，第
285 窟東壁門口上部に描かれる三仏の図案が完成した後に，改変された可能性を指摘する
（石松 2010: 47）。また李裕群氏は，第 247 窟の造営年代について，第 246 窟と第 248 窟の間
に挟まれた小窟であることを根拠に，両窟よりも遅れるとする（李 2003: 170）
13） 伏斗形天井は「覆斗頂」とも称される。伏斗形天井の起源については，古代中国の「斗
帳」を模ったとする説が提示される（粛 [1989]2003: 308–311）。また，漢代末から魏晋の時
代に，類似した天井形式を持つ墓室が造られていたことが知られる（蘇 2007: 36; 王 2014:
49–54）。
14） 早期窟の第 272 窟の天井形式も伏斗形と類似するが，第 272 窟は傾斜部分がドーム形であ
るのに対し，第 249，285 窟は平面形であり，厳密には同一ではないことが指摘される（東
山 1996: 79）。
15） 通肩の図像は「赤系・脱落系」の袈裟と「緑系」の頭光が，「緑系・青系」の袈裟と「脱
落系」の頭光が連動し，双領下垂の図像は「緑系」の内衣と「脱落系」の身光が，「脱落系」
の内衣と「緑系」の身光が連動する。
16） 通肩の図像のうち，「赤系・脱落系」の袈裟配色の図像の身光に「黒茶系」が配される場
合，
「緑系・青系」の袈裟配色の図像の身光には「白（薄紅）系」が配され，逆に「赤系・
脱落系」の袈裟配色の図像の身光に「白（薄紅）系」が配される場合，「緑系・青系」の袈
裟配色の図像の身光には「黒茶系」が配される。双領下垂の図像の頭光についても同様の相
関関係にあり，「緑系」内衣を持つ図像の頭光に「黒茶系」が配された場合，「脱落系」内衣
を持つ図像の頭光には「白（薄紅）系」が配され，逆に「緑系」内衣を持つ図像の頭光に
「白（薄紅）系」が配された場合，
「脱落系」内衣を持つ図像の頭光には「黒茶系」が配される。
17） 第 431 窟の千仏図は，南壁とその他の壁面では描き方に違いが見られる。第 431 窟の南側
は，千仏図以外にも，他の壁面とは異なる特徴を多数有しており，三壁とは異なる画工に
よって制作されたことが示唆される（末森 2016b: 292–293）
。南壁の千仏図の端部分を確認
すると，東壁および北壁の千仏図によって覆われていることから，南壁が先に描かれたこと
が分かり，他の三壁は，南壁の影響を受けて描写されたと考えられる。
18） 南壁では「赤系・脱落系」グループの図像は「赤系」二体，「黒茶系」二体であるのに対
し，その他の面では「赤系」一体，「黒茶系」三体である。また，南壁では袈裟全体の配色
によって緑系と青系を区別しているが，その他の三壁では青系の襞表現の有無によって区別
している。第 288 窟の千仏図は，「赤系・黒茶系」グループの図像に「赤系」を用いず，す
べて「黒茶系」で描かれ，着衣以外の配色は，第 431 窟南壁・西壁・北壁の千仏図と同様で
ある。
19） 第 431 窟では，南壁・西壁・北壁では「赤系・黒茶系」の袈裟を纏う図像に，「緑系・青系」
の身光と「黒茶系」の頭光が，「脱落系」の身光と「白（薄赤）系」の頭光が対応している
のに対し，東壁では，「緑系」の身光と「白（薄赤）系」の頭光が，「脱落系」の身光と「黒
茶系」の頭光が対応している。
20） 最早期に置かれる第 268 窟は，壁面の大部分が後代の壁画に覆われており，当初の壁画は
わずかに確認されるのみである。現在見られる規則性を備える千仏図は隋代以降のものと推
測される。同じく最早期の第 275 窟は，南北壁上層部に坐仏を並べる表現が確認できるが，
それらは配色による規則性を備えていない。また，北魏に置かれる第 265 窟には，重修され
た壁画の下部に通肩と双領下垂の図像を数体確認できるが，全体像を把握することはでき
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ない。
21） 前部空間は「観仏を行う（礼拝）空間」，後部空間は柱の周囲を旋繞する動作により「念
仏をおこなう空間」であることが指摘される（濱田 2012b[2005]: 135）
22） 第 254 窟の千仏図には，『過去荘厳劫千仏名経』と『未来星宿劫千仏名経』の二つの経典
を典拠とする過去仏あるいは未来仏の名があるまとまりを持って記されている（寧・胡
1986: 30; 賀 1988: 4; 濱田 2012b[2005]: 68–69）。千仏図の頭光・身光の配色関係と仏名の配置
を比較したところ，頭光・身光の配色が「交差型」の区画と過去仏の名が記される区画と，
頭光・身光の配色が「連続型」の区画と未来仏の名が記される区画と対応関係にあり，第
254 窟では頭光・身光の配色によって，千仏図に過去および未来の時制を帯びさせる機能が
あることが明らかとなった（末森 2016a: 25–30）。
23） 莫高窟の北朝期において仏名が確認されるのは，第 254 窟の千仏図のみであるが，同様の
描写である第 272 窟や第 260 窟の千仏図にも，時制を示す第 254 窟千仏図と同様の機能が意
図されていた可能性がある。
24） 窟の大きさは，石璋如氏の文献を典拠とした（石 1996）。
25） 南側から北側に向かって幅が狭くなっており，北側では東披より西披が短く，等脚台形の
形状が崩れている。北朝前期第 III 期の第 431 窟にも歪な窟の形状が見られる（末森 2016b:
292–293）。北魏末から西魏の洞窟の開鑿には，新しく流入してきた技術や経験に乏しい工人
の存在が窺われる。
26） 中心柱の基壇上部を一層とする構造は，第 248 窟の他，北周代に比定される第 428，290，
442 窟が該当する（齋藤龍一 1998: 61）。
27） 西魏窟以降では，北周の中心柱窟である第 428 窟が坐仏を本尊とするが，禅定相ではなく，
説法相である。
28） 西面には供養者像は描かれず，力士像のみが配置される。
29） 藻井は，「ラテルネンデッケ」，「三角隅持ち送り天井」，「方形組み上げ天井」，「斗四藻井」
とも称される。六つある藻井図案のうち，一つは図案の約半分で切れている。
30） 東披の供養菩薩の身体部の隈取りは早期窟にも多用された描写法であるのに対し，西披の
飛天の隈取りは東方からもたらされた新しい形式（「中原式」と称される）であることが指
摘されている（段・施・霍・鄧 1980: 240）
31） 第 431 窟の千仏図は，斜行方向は四壁で同一とする一方，頭光・身光の配色は東壁とその
他の三壁で異なっており，第 248 窟と同様に，前後空間と後部空間で描写設計を替える名残
が認められる（図 13）（末森 2016b: 292）。
32） 第 248 窟と比較すると東披・西披の形状は均整が取れており，技術や経験を有する工人が
開鑿に携わったことが窺える。
33） 第 288 窟の中心柱の特徴は，第 431 窟そして第 432 窟と同じグループに分類にされている
（齋藤龍一 1998: 58–59）。
34） 第 431 窟切妻天井の平部は，南側二幅とその他で明らかに描き手が異なっている（末森
2016b: 293）。第 288 窟切妻天井平部の描き方は，後者の描き方により近い。
35） 建築に詳しい設計者などが，新たな形式を持ち込んだ可能性も否定はできないが，垂木表
現が簡略化される傾向からは，切妻天井の構造を良く理解していないものによって設計され
た可能性の方が高いと思われる。
36） 第 431 窟平天井の藻井図案中の飛天および化生童子はすべて，見上げた際に右回転，窟上
部から俯瞰した場合に左回転をしている。これは，第 288 窟平天井の藻井図案中の飛点と逆
方向である。この点からは，旋繞の儀礼の方向が窟によって異なった可能性なども示唆さ
れ，別途考察を深める必要がある。
37） 第 254 窟南北壁の切妻天井と平天井の境目にも，建材文様タイルは描かれていないが，第
254 窟の伎楽天図は木造の斗栱によって，途切れている。
38） 白衣仏は，白色の衣を纏った説法相をとる如来である。第 288 窟以外では，同じく中心柱
窟である第 254，263，435，431 窟に確認される。どの窟においても西壁中層下部中央に，
千仏図に囲まれるように配置されている。『観仏三昧経』巻二「観相品」に記される「白色
化佛身白銀色」や「於白光中有白色化佛」の語句より，白色は光り輝く様を表現したもので
あり，「自らの身体が発する光をもって，皎々と輝く如来」が表現されたとされる（濱田
2012a[2003]: 64）。
39） 三角垂飾図は，早期窟切妻天井の垂木や第 285 窟天井の藻井図案の淵部分にも確認される
ことから，上部の空間を示す装飾図案であったことが理解される。その図案が，側壁の下層
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部に配されていることは，側壁全体が上層の世界に属することを示そうとしたとも解釈さ
れる。
40） 早期窟では，第 254，257 窟の後部空間および第 437 窟では「左下－右上」の斜行方向が，
第 431，435 窟では第 288 窟と同様に「左上－右下」の斜行方向が示されている。右繞の流
れに沿って斜行方向を捉えると，前者は下から上へと上昇する指向性を，後者は上から下へ
下降する指向性を示すこととなる。本稿の後半にて，第 248，249 窟に描かれた千仏図が，
上昇・下降という垂直方向への指向性を有する点について言及する（4.1.2，4.2.1 の項目を
参照）。その他の早期窟，西魏窟において，垂直方向への指向性が認識されていたかは定か
ではないが，その可能性を指摘しておきたい。
41） 第 432 窟中心柱の南・西・北面の上層部には龕が開かれておらず，テラス状の段の上に造
像が配置されている。
42） 例えば，南披・北披の中心に描かれている龍車および鳳車に乗る人物については，東王父・
西王母の組み合わせとする説（孫 1960: 31–33; 段 1980: 191–192; 東山 1996: 81）と，帝釈天・
帝釈天妃とする説（賀 1983: 29–30; 宿 1996b[1988]: 252–253）に分かれる（段・施・霍・鄧
1980: 241–243）。その他，道教に依拠する図像とする説（寧 1990: 30–36）や『弥勒下生成仏
経』に登場する蠰去王とその妻とする説（小山 2011: 133–134）も提示される。
43） 第 249 窟北壁では，説法図が描かれる区画よりも東側の区画に描かれた千仏図が「連続
型」の頭光・身光の配色で描かれ，壁面の途中で配色が変化する。同じく壁面の途中で配色
が変化する第 254，260，431 窟では斜行方向に沿って入れ替わっているのに対し，第 249 窟
では説法図の区画の少し東側の一列において変化している。南北壁を詳細に観察すると，西
壁端から説法図の描かれた区画までと，説法図より東側の区画では千仏図の描き方が異なっ
ており，双方の区画は同時に描かれていないことが確かめられる。説法図の白下地区画の東
側の一部が後に消されていること，東側の区画において千仏図および伎楽天図の描かれる間
隔が変わることから，西側の区画が先に描かれ，後に東側の区画が描かれたと推察される。
第 249 窟北壁の千仏図の頭光・身光の配色が，東側の一画のみ異なる点は，この壁面の制作
順序に起因する可能性がある。また，北壁東側の区画に描かれた千仏図は描き方や発色に違
いが認められることから，北壁西側を担当した画工とは異なる画工が，元々の描写設計を理
解しないままに描いた可能性も推察される。
44） 龍車は北披，鳳車は南披に配されるのに対し，龍の飾りは南壁，鳳の飾りは北壁に配され
ており，南北が入れ替わっている。この設計からは，空間を交差させるという意図が読み取
れ，空間全体をひとつの世界として捉えていることが理解される。
45） 前掲注 22 参照。
46） 第 249 窟西壁龕内の如来像光背下部には，鳥と髑髏を持つ梵志の姿が対で描かれており，
鳥を持つものは婆薮仙，髑髏を持つものは鹿頭梵志とされる。『増壱阿含経』には，バラモ
ンである鹿頭梵志について，星宿についてあかるく，医薬に長じ，髑髏をたたいて性別や死
因，転生の場所を言い当てることができたが，涅槃にはいった優陀延比丘については何も察
知することができず，釈迦に帰依したといわれる（水野 1968: 260）。これを根拠に，鹿頭
梵志を伴う第 254 窟の交脚仏の尊格を，釈迦と比定する説が提示されている（齋藤理恵子
1998: 22–23）。なお，鳥を持つ梵志については，婆薮仙ではないとする説も提示されている
（王 2010: 1–7）。
47） 第 285 窟は南北壁にそれぞれ四つの小窟を備える他，西壁本尊の左右の小龕に禅定比丘の
造像，天井下層部に山岳中の草庵で禅定する比丘の図像が描かれており，禅定の儀礼を目的
とした造営であったことが指摘される（須藤 1989: 20）
。また，須藤弘敏氏は，草庵中の比
丘は修行を終えて阿羅漢を獲得したものと解釈し，第 285 窟天井全体が「中国固有の神仙世
界思想」と通じるものとの説を提示する（須藤 1989: 24）
。八木春生氏は，草庵中の比丘を
「僧侶たちの理想の姿」とし，第 285 窟天井は「仙山へ昇仙するという漢民族伝統の神仙思
想」があったとする（八木 2004[2000]: 254–256）。一方，第 285 窟の中央に設けられた壇に
は，塔が立てられていた可能性があることから，「禅定の場であると共に，受戒の場すなわ
ち戒壇院であった」とする説も提示されている（東山 1996: 86）。また，北壁および東壁の
題材に禅定との関連性が認められないことから，当初は禅定窟として開かれたが，途中で造
営目的が変更されたとする説がある（石松 2010: 45–47）。
48） わずかに開く門の表現は，漢代の石棺などに中国伝統の神仙思想と繋がりのある崑崙山へ
の入口となる天門として刻まれたことが知られ，中には半身を覗かせる人物が表現されるも
のがあることが指摘される（八木 1992: 110–114）。
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49） 齋藤理恵子氏は，第 248 窟および第 249 窟に描かれたわずかに開く門を「兜率天の入口の
門」と解しに，中国的な図像概念が仏教にとり入れられ，仏教的天界の入口を表すものに
なったとする（齋藤 1995: 53–55）。また，田中知佐子氏は齋藤氏の解釈を引用した上で，第
249 窟の南北披の龍車・鳳車の図案は「神仙思想や仏教が思想的に混在する天上世界のイ
メージ」を示すとし，第 249 窟天井は兜率天上の弥勒信仰に関係する「昇天図」としての性
格を担っていたとの解釈を示す（田中 2003: 239）。
50） 第 285 窟の各壁面は，題材や描き方が異なることから，複数の異なる画家（工房あるいは
工人）が携わっており，西壁，南壁・天井，東壁・北壁の三つの系統があることが明らかに
されている（宿 1996a[1956]: 209–210; 秋山 1975: 17–19; 田口 1983: 53; 八木 2004[2000]: 247–
248）。
51） 第 285 窟北壁上部は七つの区画に分けられ，供養者を伴う説法図が描かれており。この七
区には元々過去七仏を配する構想があったことが指摘される（段・施・霍・鄧 1980: 245）。
東壁から数えて第五区には「拘那含牟尼仏」，第六区には「迦葉仏」があらわされているこ
とが題記から知られ，前者は過去七仏の五番目の仏，後者は同六番目の仏である。西壁より
の第七区には釈迦仏と多宝仏を表したと考えられる二仏が配されており，釈迦は過去七仏の
七番目にあたることから，第五区，第六区，第七区では東から西への時系列が成立している。
なお，第一区・第四区には無量寿仏，第二区・第三区は不詳である。区画によっては尊名が
後から決められた可能性も指摘される（石松 2011: 66–67）。
52） 田林啓氏は，各壁面には弥勒信仰に基づく図像が配置されており，四壁の内容には繋がり
があるとする（田林 2011: 241–242）。また，石松日奈子氏は，北壁・東壁の説法図を寄進し
た在家の信者によって，造営目的が変更された可能性を指摘する（石松 2010: 45–47）。
53） 第 249 窟と第 285 窟の造営順序について定かではない。八木春生氏は，「第二八五窟天井
が，第二四九窟天井より明らかに先に造られたとは断言できず，また，たとえそうであって
も時間的にほとんど差がないと考えられる以上，両者の造営終了時期は，ともに大統四，五
年頃であった」とする（八木 2004[2000]: 254）。
54） 八木春生氏は第 249 窟の天井は「宇宙間を石窟内に再現した」のに対して，第 285 窟の天
井は「修行の結果，僧たちが兜率天あるいは崑崙山などの仙山に昇ることの表現に重点を置
いていた」とし，両窟の造営目的には違いがあることを指摘する（八木 2004: 258）。
55） 宿白氏は，東陽王の写経の内容と第 249 窟天井の図案との関連性から，第 249 窟を東陽王
の携わった窟と推定する（宿 1996b[1998]: 250–251）。
56） 八木春生氏は，東陽王が赴任してから第 249，285 窟が造営されるまでに時間的な開きが
あることを指摘し，両窟に先んじて造営された第 431 窟に見られる新しい要素を，東陽王元
栄の赴任に伴い来訪した工房（工人）がもたらしたとする（八木 2004[2000]: 258–260）。
57） 520 年代に造営された鞏県石窟第四窟は，二層構造とする中心柱を備え，また中心柱の上
層に交脚菩薩および半跏菩薩を配置しない点で，第 288 窟と類似することが指摘される（齋
藤龍一 1998: 68–69）。
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