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見えない仏陀から見える仏陀へ
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── 仏陀可視化と仏像の起源について ──
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From the Invisible to the Visible Buddha
── The Visualization and Origin of the Buddha Image ──
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はじめに
仏教は釈迦牟尼仏陀を開祖とし、紀元前 5 世紀に
インド北部のガンジス河流域において興隆した。釈
迦牟尼仏陀の死後、在家信者の間で、釈迦牟尼仏陀
の遺物の崇拝、特に釈迦牟尼仏陀の遺骨である舎利

ラーなどの彫刻に表現された、人間の姿をした礼拝
像としての釈迦牟尼仏陀を「見える神」として扱う。

1

釈迦牟尼仏陀の象徴的表現
本章においては、釈迦牟尼仏陀の象徴的表現につ

いて、バールフットの仏伝図浮彫から概観する。

を納めたストゥーパ、すなわち仏塔の崇拝が盛んに

バールフットは、前 2 世紀から前 1 世紀のシュ

なり、そのストゥーパの造営と荘厳を中心に仏教彫

ンガ朝時代の仏教寺院址である。この遺跡は、仏塔

刻の制作が始まった。当初、北インドのバールフッ

の覆鉢部分は殆ど崩壊していたが、仏塔をとり囲む

トや中インドのサーンチーの彫刻では、釈迦牟尼仏

柵である石製の欄楯と、石門の一部が残存してい

陀を人間の姿ではなく、後述するような象徴的表現

た。この欄楯と石門は彫刻によって荘厳されてお

を用いて表していた。しかしながら、やがて、紀元

り、その仏教彫刻のテーマは主に、聖なる礼拝物、

後 100 年前後に、北インドのマトゥラーや、パキ

説話図に分けられるが、説話図は釈迦牟尼仏陀の前

スタン北部のガンダーラにおいて、釈迦牟尼仏陀を

世に関する物語を描写した本生図と釈迦牟尼仏陀の

人間の姿によって表現した仏陀像や菩薩像が制作さ

この世における生涯を表現した仏伝図に分けられ

れ、仏教における偶像崇拝が確立された。

る。バールフットの仏伝図は、釈迦牟尼仏陀を人間

本稿では、はじめに、バールフットやサーンチー
において、何故釈迦牟尼仏陀を象徴的に表現し、人
間の姿、いわゆる「仏像」で表現しなかったのか考
察する。次に、ガンダーラやマトゥラーにおいて何

の姿で表現するのではなく、様々な象徴的表現に
よって象徴している。
はじめに、エーラパトラ竜王の礼拝図（図 1）を
概観する。

故、釈迦牟尼仏陀が人間の姿で表現され、仏像が制

エーラパトラ竜王の礼拝の物語は、前世における

作されるようになったのか、すなわち仏像の起源に

悪行により、インドにおいてナーガ（nāga）と呼ば

ついて考察する。

れるコブラを神格化した竜王に生まれ変わったエー

なお、釈迦牟尼仏陀は、厳密にいえば、神ではな

ラパトラ竜王が、シーリーシャ（Sīrīsha）と呼ばれ

い。しかしながら、仏教徒は死去した釈迦牟尼仏陀

る聖樹の下にいた釈迦牟尼仏陀のもとを訪れ、元の

を神ないしはそれ以上の存在として崇拝していたと

人間の姿に戻れるように釈迦牟尼仏陀に請願したと

考えられる。それ故、本稿では、バールフットやサー

いう物語である。

ンチーの彫刻に、その存在を象徴されているだけの

バールフットのエーラパトラ竜王の礼拝図では、

釈迦牟尼仏陀を「見えない神」
、ガンダーラやマトゥ

いくつかの場面にわけて、この物語を表現してい
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図1

エーラパトラ竜王の礼拝 前 1 世紀初
バールフット出土 インド博物館蔵

三道宝階 前 1 世紀初
インド博物館蔵

バールフット出土

る。まず、彫刻の中心では、五つのコブラの頭から

ら、聖樹は、地上に帰還した釈迦牟尼仏陀を表現し

成る竜蓋で表された竜王が、頭の上に竜王の娘をの

ている。本図では、釈迦牟尼仏陀が聖樹と足跡、い

せ、苦行者から釈迦牟尼仏陀の出現を告げられてい

わゆる仏足跡で象徴されている。

る場面を示している。右下では、竜王とその妻たち

つぎに、中インドのサーンチーの仏教寺院址に残

が、合掌しながら河の中を進み、彫刻の左下では、

る彫刻を概観していきたい。サーンチーには、三つ

聖樹と台座で表された釈迦牟尼仏陀に向かい、竜王

の仏塔やその周囲を囲む石門、欄楯、僧院などが残

がひざまずいて合掌している。

さ れ て い る が、 前 1 世 紀 か ら 後 1 世 紀 の サ ー タ

次に、同じバールフットの三道宝階降下の図（図

2）を概観する。
三道宝階降下の物語とは、太子出産後七日目に亡

ヴァーハナ朝の時代に建てられた第一塔（大塔）の
塔門彫刻にも、仏伝図が表現されている。
はじめに、降魔成道の図（図 3）を概観する。

くなり、天界に再生していた母親のマーヤー夫人に

降魔とは、悪魔マーラを降す、マーラの攻撃に打

説法を行った釈迦牟尼仏陀が、梵天と帝釈天および

ち勝つこと、換言すると釈迦牟尼（シッダールタ太

天人たちを従えて、神々が制作した金、銀、瑠璃の

子）が悟りを開く、すなわち成道して仏陀となった

三種類の階段、すなわち三道宝階を歩いて降り、天

事をいう。マーラとは、迷忘、無明を意味する。悪

界から北インドのサンカーシュヤという町に降下し

魔マーラは軍勢を率いて成道を妨害するが、釈迦牟

て大衆に説法するというものである。

尼は悪魔たちの攻撃を退けて、悟りを開いたという

本図では三道宝階を釈迦牟尼仏陀が降りてくる場
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図2

エピソードが降魔成道である。

面を表現している。彫刻の中央には、梯子のような

本図では、彫刻の上方に表現された菩提樹と、台

三つの階段が描写され、階段の最上段と最下段に仏

座によって釈迦牟尼がボードガヤーの菩提樹の下に

足跡が表現されることによって、釈迦牟尼仏陀が天

おいて悟りを開く場面を象徴している。そして、そ

上界から地上へ降りてきたことを表現している。さ

の台座の左で合掌する王侯風の男性と二人の女性

らに、左下に聖樹と台座が表現されている。そして、

は、釈迦牟尼仏陀の成道を妨げるために来た魔王と

空中には釈迦牟尼仏陀を賛嘆する天人が描写され、

その娘たちで、その後方に控えているのは、彼らの

地上では釈迦牟尼仏陀を出迎える多くの人々が合掌

侍女であると思われる⑴。また、台座の前にいる女

している。下方の釈迦牟尼仏陀の説法を聞くために

性も魔王の娘であると考えられる。さらに、台座の

集まった人々が、後ろ姿で表現されていることか

右下において釈迦牟尼を見上げ、手を振り上げる男

見えない仏陀から見える仏陀へ

性と、右手でそれを遮ろうとしている男性は、宮治

法を聞きに来た人々と鹿が描写されている。この鹿

昭によれば、釈迦牟尼を攻撃する魔王とそれをいさ

が、ここが鹿野苑であることを示している。

⑵

める息子であるという 。魔王とその息子の上方に

このように、バールフットやサーンチーの仏教彫

は、馬、水牛、象、獅子などの動物や、醜い顔の魔

刻においては、聖樹や、仏足跡、法輪などの象徴的

王の手下の魔衆が釈迦牟尼に対して攻撃をしかけて

表現によって、釈迦牟尼仏陀を象徴している。
聖樹は、古代インドにおいて、再生を繰り返すが

いる様を描写している。
次に、釈迦牟尼仏陀が魔王の軍勢を退けた後に行
う初転法輪の図（図 4）を概観する。

故に永遠なる生命力をもち、無尽蔵の豊穣多産の源
泉とされ、そこにやどる精霊が病を治し、子宝や財

初転法輪とは、魔王の軍勢を退けて、釈迦牟尼仏

宝を与え、繁栄や好運を授けてくれるものとして信

陀 が 菩 提 樹 下 で 悟 り を 開 い た 後、 ヴ ァ ー ラ ー ナ

仰された⑶。聖樹は、様々なインドの樹木によって、

スィー、すなわち現ベナレスの北方のサールナート

表現されるが、最も有名なものが菩提樹である。菩

（仙人堕処）にある鹿野苑で、かつての修行仲間で

提樹（図 5）は、釈迦牟尼がその下で悟りを開いた

あった五人の苦行者に初めて仏教の教義を説いた物

ので、悟りを開いた釈迦牟尼仏陀を象徴するため

語である。
サーンチーの初転法輪図では、彫刻の中心に表現
した法輪によって、釈迦牟尼仏陀が象徴され、その
周囲には、五人の比丘ではなく、釈迦牟尼仏陀の説

図 3 降魔成道

1 世紀初

サーンチー第 1 塔西門南柱

図4

初転法輪 1 世紀初

図5

菩提樹

前 2 世紀末

サーンチー第 2 塔

サーンチー第 1 塔西門第 2 横梁正面
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に、古代インドの仏教美術の中において頻繁に表現
されている。
また、仏足跡（図 6）は、文字通り釈迦牟尼仏陀
の足跡を石に刻んだものである。法輪（図 7）は、
サンスクリット語でチャクラ（cakra）
、すなわち戦
車の車輪を意味するが、古代インドの円盤形の武
器、または支配領域を意味し、釈迦牟尼仏陀の場合
は、法（dharma）が威光をもって人から人へと広
まることを喩えている。それ故、法輪（dharmacakra）
と特別に呼び、釈迦牟尼仏陀を象徴する。
これらの象徴的表現となったものは、単に歴史的
な釈迦牟尼仏陀への回想や思慕のみならず、釈迦牟
尼仏陀がもつ神秘的な力、いわゆる神通力に帰依し
ていたからだと考えられる。
このように、バールフットやサーンチーなどの古
代インドの仏教彫刻では、仏教の最高神ともいえる
釈迦牟尼仏陀を事物、シンボルで象徴している。し
かしながら、その一方で、釈迦牟尼仏陀以外の精霊
などは、人間の姿で表現されている。例えば、ヤク
シャ（図 8）やヤクシニー（図 9）といった精霊が、

図7

バールフットやサーンチーの彫刻には人間の姿で表

法輪

前 2 世紀末

サーンチー第 2 塔

現されている。ヤクシャは主として、森林に住む精
霊で、鬼神として恐ろしい反面、人々に恩恵をもた
らすとされている。また、女性のヤクシャであるヤ
クシニーも、樹木と関連している。樹木は毎年落葉
して、枯れてしまうが、再び葉をつけて生き返る。
そのため、再生や、生命力を持つものとして信仰の
対象となり、さらに豊穣多産の象徴的存在として、
崇拝されるようになったのである。

図8
図6
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仏足跡

前 2 世紀末

サーンチー第 1 塔北門東柱

ヤクシャ立像 前 1 世紀初
インド博物館蔵

バールフット出土

見えない仏陀から見える仏陀へ

第一に、ガンダーラ仏教彫刻研究の大家である、
アルフレッド・フーシェの見解を挙げる。フーシェ
によれば、そもそも、古代インドの人々には、仏像
を作成するという習慣がなかったという。古代イン
ドでは、紀元前 15 世紀頃から、インド・アーリヤ
人がインダス河中流域に侵入し、さらに東漸して、
バラモン教を確立し、紀元前 500 年頃には、根本
聖典ヴェーダを編纂した。フーシェによれば、その
バラモン教においては、偶像崇拝を行うという考え
方自体が、存在しなかったと述べている⑸。
第二に、仏教経典の研究を行う仏教学の研究者か
ら提示された見解を挙げる。それによれば、輪廻の
世界から解脱し、完全に消滅する涅槃、ニルヴァー
ナを行った仏陀は、超感覚的、超自然的な存在とし
て考えられたので、聖なる礼拝物によって象徴的に
しか表現せざるを得なかったという見解である⑹。
事実、古代インドの仏教経典である『スッタニ
パータ』は、涅槃がどのようなものか説明している。
それによると、「滅びてしまった者（涅槃に入った
者）は、いかなるものとも比較できない。彼の本質
を言葉で言い表すような観念が見当たらない。あら
図9

ヤクシニー立像 前 1 世紀初
インド博物館蔵

バールフット出土

ゆる考えが、全て彼には関係しない。それ故、彼に
⑺
関する言葉全てが役に立たない」
と記されている。

『スッタニパータ』では、釈迦牟尼仏陀は、生物、人、
このように、バールフットやサーンチーの彫刻で

神など生きとし生けるものを越えた存在で、我々が

は、ヤクシャやヤクシニーといった精霊は人間の姿

通常知覚できる制限された現象の世界を越えた、

で表現されているので、古代インドの彫刻家に釈迦

我々の目に見えない存在であると述べている。すな

牟尼仏陀を人間の姿で表現する能力がなかったとは

わち、涅槃に入った釈迦牟尼仏陀を不可視化してい

思えない。さらに、先述した仏足跡があることから、

たと考えられるのである。

バールフットやサーンチーにおいても、釈迦牟尼仏

第三に、釈迦牟尼仏陀の身体的特徴に関わる問題

陀が人間の姿をしていたと考えられていたのは明ら

である⑻。一般に、釈迦牟尼仏陀の身体的特徴とし

かである。問題は、それにもかかわらず、釈迦牟尼

て、三十二相八十種好と呼ばれているものがある。

仏陀を人間の姿で表した肖像、すなわち仏陀像、狭

三十二相の例には、足下二輪相と呼ばれるものがあ

義の仏像が作成されなかった歴史的事実にある。

り、足裏に輪の形の相が現れている状態である。

それ故、つぎに何故、バールフットやサーンチー

サーンチーの仏足石（図 6）はこれを描写したもの

においては、仏像が制作されなかったのか、その理

である。この他、正立手摩膝相と呼ばれるものがあ

由について考察する。

り、これは直立したとき両手が膝に届き、手先が膝

2

仏像が制作されなかった理由

をなでるくらい長いという相である。このようなも
のが、合計三十二ある。また、八十種好とは、三十

仏像が制作されなかった理由については、これま

二相より微細な特徴のことである。例えば、喉の部

で先行研究において、様々な説や見解が提示されて

分に三本のしわがある、いわゆる三道と呼ばれるも

⑷

おり、枚挙にいとまがない 。本稿においては、そ

のや、耳が肩まで垂れ下がっている、俗に福耳と呼

の全てに言及するのは不可能であるので、主なもの

ばれているものがある。このような特徴が八十ある

を二、三挙げるに留めたい。

といわれている。しかしながら、このような特徴は、
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中には実際に表現すれば、実にグロテスクなものに
なると思われるものも含まれており、三十二相八十

ガンダーラは、前 6 世紀以降アケメネス朝ペルシ

種好を全て表現して、仏陀像を制作するには、かな

アによって支配されていたが、前 4 世紀後半にアレ

り困難であったと考えられる。この釈迦牟尼仏陀の

クサンダー大王（前 336-323）が、アケメネス朝ペ

身体的特徴は、神性化、超人化が進み、常人とは違

ルシアを征服し、ガンダーラを短期間ながら支配し

い、特にすぐれていることを強調するために生じた

た。大王の死後、この地はギリシア系のセレウコス

と考えられる。その結果、人々の信仰の中にいる仏

朝の支配するところとなった。その一方で、インド

陀は卓越した偉大な存在であり、その形状を具体的

の最初の統一王国であったマウリヤ朝が前 3 世紀

に造形することは不可能と考えられたために、可視

に（タキシラを中心に）ガンダーラ及び、アフガニ

化されなかったと考えられる。

スタン東部、南部までを支配した。特にその第三代

以上に挙げた理由などから、古代インドにおいて

のアショーカ王（前 268-232）の時代に、ガンダー

は、人間の姿をした仏陀像が制作されず、様々な象

ラに仏教が伝播したと考えられている⑽。マウリヤ

徴的表現によって仏陀を象徴ないし暗示している。

朝が衰退すると、前 2 世紀前半に、オクサス河中流

次に人間の姿をした仏像の起源の問題を採り上げる。

域を支配していたグレコ・バクトリア朝のギリシア

3

人がガンダーラに進出し、インド・グリーク朝を樹

ガンダーラにおける仏像の創造

立した。その後、ガンダーラには、イラン系インド・

紀元後 100 年前後に、パキスタン北部のペシャー

スキタイ朝、インド・パルティア朝が樹立されたが、

ワルを中心としたガンダーラないしは、インド北部

やがて中央アジアのクシャン族がガンダーラへ進出

のマトゥラーのいずれかの地域で仏像が制作された

し、1 世紀半ばから後半にかけてガンダーラと北イ

のかという問題は、長年議論されてきているが、未

ンドを征服して、クシャン朝を樹立した。そして、

⑼

だ決着がついていない 。しかしながら、この二地

カニシカ王の治世において、クシャン朝は全盛期を

域のいずれの地域を中心に、仏像が制作されたとい

迎えた。ガンダーラの仏教文化が栄え、各地に仏塔

う見解が専門家の間でほぼコンセンサスを得てい

が建立され、仏像が制作されたのはこのクシャン朝

る。筆者がガンダーラの仏教美術を専門に研究を

の時期になる。

行っているので、本稿ではガンダーラの仏像を中心
はじめに、ガンダーラの歴史とその美術の特徴に

図 10

このような歴史があるために、ガンダーラの美術
は、セレウコス朝以後のギリシア人によるヘレニズ

に述べていきたい。
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ついて、概説しておきたい。

三道宝階降下 2-3 世紀

ム美術ないしは、当時クシャン帝国と交易のあった

ガンダーラ出土

ビクトリア＆アルバート美術館蔵

見えない仏陀から見える仏陀へ

ローマの美術の影響を受けている。それ故、このガ

され、仏陀が可視化された仏伝図や、仏陀の単独の

ンダーラの仏教美術の基本的な特色は、主にヘレニ

礼拝像が制作された点である。

ズム美術、帝政ローマ期のグレコ・ローマ美術の図

例えば、ガンダーラの三道宝階降下図（図 10）

像と写実的技法を用いて、インドで誕生した仏教の

では、彫刻の中心に階段が表現されている点はバー

内容を造形化したものとなる。

ルフットの三道宝階降下図（図 2）と変わらない。

このようにして、このガンダーラでは、多くの仏

しかしながら、彫刻の中心に仏足跡ではなく、人間

像が作成された。ガンダーラの仏像がバールフット

の姿の仏陀とその両隣にインドラとブラフマーと

やサーンチーと大きく異なる点は、それまで象徴的

いったヒンドゥー教の神々を表現している。また、

に表現されていた釈迦牟尼仏陀が、人間の姿で表現

降魔成道の図（図 11）では、悪魔に囲まれて、画

図 11

図 12

降魔成道 2-3 世紀

仏陀坐像 2-3 世紀 ガンダーラ出土
ペシャーワル博物館

ガンダーラ出土

フリーア美術館蔵

図 13 仏陀立像 2-3 世紀 ガンダーラ出土
ペシャーワル博物館
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面の中心に座る仏陀が表現されている。この他に

これらのギリシア起源説、ローマ起源説のいずれ

も、無数の単独の仏陀坐像（図 12）と仏陀立像（図

にせよ、ガンダーラにおいては、神を人間の姿で表

13）がある。

すギリシア由来の神人同形主義、anthropomorphism

さて、このように、ガンダーラでは、仏伝図以外
にも、釈迦牟尼仏陀の礼拝像など、多数の仏像が制
作されているが、何故この地域で人間の姿をした仏

仏像を単独の礼拝像として造ったと考えられる。
ただし、ここで述べたギリシア起源説の欠点は、

像が制作されたのであろうか。つぎに、仏像の創造、

ガンダーラをギリシア人が支配していた前 2 世紀

すなわち仏像の起源について述べていくことにする。

には仏像が制作されなかった歴史的事実を説明でき

4

ない点にある。仏像が創造されたのは、遙か後の西

仏像創造の理由

暦 100 年頃のクシャン朝の時代である。それ故、

仏像の起源については、制作地と制作年代につい
ては既述したように決着がついていないものの、先

仏像の起原はクシャン族が仏教徒に改宗した事実の
中に求めるべきという考えが出現した。

行研究においても、ある一定のコンセンサスが存在

それが、第二の「クシャン族起源説」である。ガ

する。しかしながら、仏像が何故創造されたかとい

ンダーラを征服したクシャン族はペルシアのゾロア

う理由と原因については解明されていない。そこで

スター教に近い拝火教を信仰していたが、多くが仏

本稿においては、これまで比較的考察が少ない、何

教に改宗した。すなわち、経済的に裕福なクシャン

故、仏像が制作されたのか、という理由と原因につ

族の仏教徒が仏像の創造に多大の関与と寄与をなし

いて、考察していきたい。

たと考える見解である。

第一に、ガンダーラの仏教美術は、その非インド

例えば、クシャン朝下において、王が発行した金

的、写実的な様式から見て、その淵源を西方に求め

貨の裏面（図 14）に仏陀を表現したものがある。

られる。すなわち、この地には、ギリシア人がいた

この金貨の表面（図 15）には、クシャン朝の全盛

ので、アルフレッド・フーシェは「ガンダーラ仏は

期の国王で、最も著名な王であるカニシカ一世が表

ギリシア人の彫刻家を父とし、インド人の仏教徒を

され、裏側には、釈迦牟尼仏陀が刻印されている。

母にもつ欧州とアジアの混血の彫刻家によって作成

通常、クシャン朝時代のコインの裏側には、王が崇

された」と見なし、ガンダーラの仏教美術を「ギリ

拝している神が多く表現されているが、この金貨に

⑾

シア式仏教美術」と名付けた 。

は、ギリシア文字で BODDO、仏陀と記されている。

一方、ベンジャミン・ローラントなどの学者たち

このように、クシャン族は、釈迦牟尼仏陀を神と同

は、ギリシア人ではなく、ローマ人の彫刻家がガン

様の存在として考えていたということがうかがえ

ダーラにやってきて、仏像を作ったと主張し、ガン

る。この事実は、クシャン朝では、どのような神で

ダーラの仏教美術を「ローマ式仏教美術」と定義し

あっても、人間の姿で表現するという、神人同形主

⑿

た 。

図 14
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の影響に基づいて、釈迦牟尼仏陀を神として考え、

義を最大限に利用したことを明示している。それ

カニシカ 1 世金貨、裏面 2 世紀半ば
平山郁夫シルクロード美術館

図 15 カニシカ 1 世金貨、表面 2 世紀半ば
平山郁夫シルクロード美術館

見えない仏陀から見える仏陀へ

故、釈迦牟尼仏陀もゾロアスター教の最高神フラマ

正で、きれいで、仏にそっくりである。人々は

ズダ等と同じく神として理解され、その礼拝像が制

見て、みな賛嘆し、皆・花・香り、あやぎぬを

作された可能性はあるといえよう。

捧げる。賢者よ、仏という神が像の中にいると

第三に、仏像は霊魂の導師（psychopompos）と

思うか？」

して創造されたという霊魂の導師説を紹介する。ガ

薩陀波倫菩薩は答えた。「中にはいません。

ンダーラにおいて、いわゆる化粧皿と呼ばれる作品

仏像をつくるのは、他の人に（供養による）功

には、ギリシア・ローマ美術に見られるケートスや

徳を得させたいと思っているからに他なりませ

ケートスに乗るネーレーイスなどの霊魂の導師が表

ん。一つの条件で仏像はできません。二つの条

現されている。また、これらの他にも、来世の情景

件でもできません。
（三つの条件が整ってでき

や楽園を表すディオニューソス神の酒宴図が表現さ

ます。すなわち）金（きん）があり、賢い人が

れている。そのため、化粧皿と呼ばれるこの作品は、

いて、仏在世の知己に仏を見た人がいることで

本来化粧をするためのものではなく、来世において

す。

楽園に赴くことを祈願するために制作されたと考え

（制作者）は仏が般涅槃なされた後、仏のこ

られる。ところが、この化粧皿と呼ばれる作品は、

とを思念するから、像を作り、世間の人々に（像

1 世紀半ば以降、クシャン族がガンダーラを支配し

を）供養させ、それぞれに功徳を得させたいと

て以来殆ど生産されず、化粧皿の主役であったケー

思っています。

トスなどの霊魂の導師の図像が、仏像にとって代わ
られて、化粧皿は不要になったと考えられる。仏教

薩陀波倫菩薩は師に言った。
「仏が般涅槃さ
れた後だからこそ、像を作るのです。」

徒にとっては、化粧皿に表現されたギリシア・ロー
マ系の霊魂の導師よりも頼りがいのある仏陀に対し

辛嶋静志によれば、この経典の原典は遅くとも一

て祈願を行うのは当然であろう。そのため、仏陀は

世紀後半にガンダーラで成立したという。すなわ

仏教徒を死後楽園に連れて行ってくれる霊魂の導師

ち、この経典はガンダーラにおいて仏像が制作され

⒀

として考えられ、仏像が制作されたという 。
第四に、仏像が大量に制作された背景を考えてみ
たい。仏像が多く制作された背景には、仏像作成に
よる布施の功徳が関連していると思われる。

ていた時に、編纂されたものであるといえよう。ま
た、その内容から、この経典は仏像供養を否定的に
見ていた僧侶が作成したと考えられるという⒂。
この経典では、特に、釈迦牟尼仏陀が涅槃した後

仏教経典の『道行般若経』には、仏像が制作され

に、仏のことを思念して仏像を制作したが、その目

た理由が記述されている。この経典については、辛

的は、在家仏教徒に仏像供養によって、功徳を得さ

嶋静志がその訳を行っているので、ここに紹介す

せることであると述べている。すなわち、仏像を作

⒁

る 。

成、供養することによって、功徳を得るのが、仏像
作成の目的であったと考えられる。
譬如仏般泥䈥後、有人作仏形像。人見仏形像、

それでは、何故功徳が必要であったのであろう

無不跪拝供養者。其像端正姝好、如仏無有異。

か。『増一阿含経』巻第 28 では、仏陀とインドの

人見、莫不稱歎、莫不持華、香、繒綵供養者。

コーサンビー（Kosambī、憍賞弥国）の王、ウダヤ

賢者、呼仏。神在像中耶。薩陀波倫菩薩報言。

ナ（優塡）王、ビンビサーラ王（頻毘娑羅王）との

不在中。所以作仏像者、但欲使人得其福耳。不

会話において、仏像を制作した時の果報について述

用一事成仏像、亦不用二事成。有金、有黠人、

べている⒃。

若有見仏時人。仏般泥䈥後、念仏故、作像、欲
使世間人供養得其福。薩陀波倫菩薩報師言、用
仏般泥䈥後故、作像耳。

爾時優填王、手執牛頭栴檀像、并以偈向如来
説。我今欲所問。慈悲護一切、作仏形像者、為
得何等福。爾時世尊復以偈報曰、大王今聴之。

辛嶋訳：
「たとえば、仏が般涅槃なされた後、

少多演其義。作仏形像者、令当粗説之。（中略）

ある人が仏像を作ったとしよう。人々は仏像を

眼根初不壊、後得天眼、視白黒而分明、作仏形

見て、みな跪き礼拝して供養する。その像は端

像徳。形体当完具、意正不迷惑、勢力倍常人、
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造仏形像者。終不墮悪趣、終輒生天上、於彼作

ダーラやマトゥラーでは仏像が創造され、大量に制

天王、造仏形像福。（後略）

作され、仏陀を可視化したのである。
この点に関して、付言すると、ガンダーラ地方に、

拙訳：その時ウダヤナ王は、牛頭栴檀の像をと

バールフットやサーンチーなどのインドの他の地域

り、さらに偈によって如来に向かって質問し

とは異なって、ギリシア人、パルティア人、クシャ

た。
「私は今（如来に）問うことがあります。

ン人などの、外来民族が居住し、仏教に改宗したこ

慈悲ありて一切を護るものよ。仏の形像を作っ

とが大きな要因になっていたと思われる。彼らは、

たならば、何の福を得られるのでしょうか」と。

インド本土の人々とは異なった文化的伝統や発想を

このとき世尊は（その質問に）答えて言った。

もっていたので、仏像を創造し、制作を推進するこ

「大王、今このことを聞きなさい。いささか（仏

とによって、不可視の仏陀を可視化したと考えられ

像を作る）意義を述べよう。仏の形像を作れば、

る。

今まさにおおむねつぎのことを聞くべきであ
る。
（中略）眼根は根から壊れず、後に天眼を
得て、白と黒が明らかとなるのは、仏の形像を
作った（時に得られる）徳によるのである。身
体が常に完全に整っており、心が正しく迷うこ
とがなく、活力が一般の人の倍あるのは、仏の
形像を作った者である。死後悪趣に墜ちず、死
後すぐに天上に生まれ、ここにおいて天の王と
なるのは、仏の形像を作る福である。
（後略）
『増一阿含経』巻第 28 では、仏陀が仏像を制作
した時に得られる福徳によって、悪趣に墜ちず、天
上に生まれると説いている。このように、仏の形像
すなわち、仏像を作成することによって、功徳を積
み、さらに死後生天することが可能であったと考え
られる。生天とは、インド亜大陸において古来より
存在する来世観であり、死後天界に再生し復活する
ことを希求する考え方である。無論、仏教のめざす
理想の境地は涅槃であるが、涅槃に到るのは至難の
業である。それ故、釈迦牟尼仏陀は、在家信徒には、
涅槃ではなく天界に再生することを勧めていた。天
界に生まれた者は、天界の楽園に行き、長い間様々
な快楽を得たのである。
以上のことから、ガンダーラにおいて、大量の仏
像が制作された理由としては、功徳を得て、生天に
代表される果報を得るという実利的な目的のためで
あると考えられる。

おわりに
最後に、このように、古代インドの仏教美術、特
にバールフットやサーンチーなどにおいては仏像を
創造も、制作もせず、いわば仏陀が不可視化されて
いた。しかしながら、クシャン族に征服されたガン
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