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は し が き

本書は､平成15･ 16･ 17年度に受けた科学研究費補助金(基盤研究(C)) ｢唐代道教

関係石刻史料の研究｣の研究成果報告書である｡

中国固有の宗教的諸観念を土台にし､仏教の思想や儀礼をも吸収して､六朝時代にその

基礎が形成された道教は､唐代においてその最盛期を迎える｡老子と道教を尊崇する唐王

室の国家政策のもと､老荘注釈学が盛んになり､道教経典の整理･編纂の仕事が国家規模

で行われて､一般の士大夫官僚と民衆の間にも道教文化は深く浸透していった｡唐初の仏

教教理学の思弁的な方法を用いた老荘解釈､則天武后期以降に禅仏教の興起と時期を同じ

くして盛んに説かれるようになる心斎坐忘の修養論など､宗教思想史の点から見ても唐代

の道教は特筆すべき重要な意味を持っている｡

唐代の道教については内外の研究者による研究蓄積があるが､従来の研究はほとんどが

文献資料もしくは敦燈出土写本を主な対象としてなされたものである｡しかし,六朝時代

に比べると唐代には,道教研究のための石刻史料がかなり多く残っており､現在なお新た

なものも発見されている｡道教関係の石刻史料に関する最初の本格的な研究成果であり､

今日この分野の基礎文献にもなっている『道家金石略』 (陳垣編纂,陳智超･曾慶瑛校補､

1988年)には､唐代については約180件の史料を収めている｡また､道教の中心地の一つ

であった四川地方については､近年､ 『巴萄道教碑文集成』 (龍顕昭･黄海徳主編､ 1997

午)や『四川道教仏教石窟芸術』 (胡文和著､ 1994年)などが刊行されている｡これらの

中には､道観と道士に関する史料､天尊像などの道教造像の銘文､あるいは道教儀式に関

する史料など,唐代の道教を研究する上で見逃すことができないものが含まれている｡石

刻史料はその時代の状況を生の形で示してくれるものである｡唐代道教関係の石刻史料を

綿密に調査･検討し,関連する文献資料とも照合しつつ研究を進めることによって､唐代

の道教史･道教思想史をより具体的に解明することが可能となるであろう｡

唐代道教関係の石刻史料は､実際には相当に広範囲で多岐にわたる内容を持つが､今回

は､主に､唐代道教造像､唐代巴萄地方の道教関係石刻史料､司馬承禎に関連する石刻史

料の3点について基礎史料の収集と研究を行った｡本報告書では,このうち､唐代道教造

像について基礎的な作業として行った史料収集の結果をまとめることにした｡研究代表者

は､以前に六朝時代の道教造像に関して,その全般的状況を概観するとともに､特に､銘

文に焦点を当てて､宗教思想史的な視点から考察を行ったことがある(拙稿｢南北朝時代



の道教造俊一-宗教思想史的考察を中心に-1｣､砺波護編『中国中世の文物』､京都大

学人文科学研究所､ 1993年｡のち､若干の補訂を加えて､拙著『六朝道教思想の研究』､

創文社､ 1999年､第三篇第二章に収めた)｡今回､唐代道教造像の研究にあたっては､造

像の面から見て､六朝時代と唐代を比較するとどのような共通点･相違点があるのかとい

うことを検討課題の中心とした.

六朝時代と唐代の間には晴代があるが､今回の科学研究費補助金の交付を受けた期間中

に､研究代表者は唐代の道教造像の史料収集を行うのと併せて晴代の道教造像についても

史料収集を行い,その研究結果は論文｢晴代の道教造像｣としてまとめた(次ページ参照)0

晴代は短い王朝であるが,比較的多くの道教造像が現在残っており､六朝時代と異なる新

たな展開を見せている｡本報告書の第1部には､晴代の道教造像について､その概要と各

像の銘文･参考文献･図像を載せ､第2部には､唐代の道教造優について,同様に､その

概要と各像の銘文･参考文献･図像を載せた｡唐代の道教造像については,今回の調査を

もとに､特に注目すべき造像を中心にさらに詳細な考察を行って､近日中に論文としてま

とめたいと思っている｡

本報告書の末尾には､付録として､ 『太上洞玄霊宝業報因縁経』と『三洞奉道科戒営始』

に見える道教像関連の記述を載せた｡六朝末･晴代の頃には成立していたと考えられる『太

上洞玄霊宝業報因縁経』と『三洞奉道科戒営始』には､道教像に関する事柄が多く記され

ているのであるが､その記述の特徴として注目されることは､ ｢経｣と｢像｣を対にして

述べた文や｢経像｣という熟語が数多く見えることである｡これはもともと｢経｣と｢像｣

はともに宇宙の根源の気(元始の気)が具現化されたものであるという観念が根底にある

からと考えられ､中国宗教思想の特質を顕著に示していると思われる｡六朝末から隔唐時

代の道教においては､仏教と同様に､ ｢写経｣と｢造像｣が重要な功徳としてクローズア

ップされてくるが､その根底には中国固有の｢気｣の思想が存在していたということは興

味深いことである｡

本報告書の作成にあたっては,データ入力やパソコン上の画像処理などの面で,田中千

寿氏(日本女子大学非常勤講師)､寺西光輝氏(名古屋大学大学院文学研究科博士後期課

程3年)､小崎智則氏(名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程3年)､喜納祥子氏(名

古屋大学大学院文学研究科博士前期課程1年)の協力を得た｡ここに記して感謝の意を表

したい｡
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第1書β

晴代の道教造像



晴代の道教造像の概要

晴代に造られた道教像として,像が現存するもの､拓本だけが残っているもの,および､

金石関係の資料に銘文だけが残っているものを合計すると､ 47例を数えることができる｡

それを年代順に並べた一覧表､および､各像の銘文･参考文献･図像は以下のページに載

せるとおりである｡これら晴代の道教像47例について､六朝時代の道教像68例と比較し

た場合の特徴を､ (1)像の名称(2)造像主の肩書き(3)造像記の祈願文の内容 の

3点に絞ってまとめておく｡

(1)像の名称

晴代道教像の銘文に記された像の名称としては､ ｢老君｣像･ ｢老子｣像･ ｢天尊｣像･

｢元始天尊｣像･ ｢無上天尊｣像･ ｢道｣像の6種類がある｡そのうち最も数が多いのは,

｢老君｣像の11例(一覧表の4･8･9･11･15･16･17･24･33･35･45番)である｡

銘文に記された像の名称として｢老君｣像が最も多いということは,六朝時代の道教像の

場合と同じである｡ ｢老子｣像は1例(22番), ｢道｣像は3例(7･31･36番)であり､

いずれも数は少ない｡

晴代道教像の像の名称として､六朝時代のそれと比べた時の大きな変化として指摘でき

るのは､ ｢天尊｣系の像の増加である(第2部に載せる｢像名対照表｣参照)｡銘文に｢天

尊｣像と記す晴代道教像は9例(13･25･28･30･37･38･39･42･43番)あり､ ｢元始

天尊｣像は2例(26･29番)､ ｢無上天尊｣像も2例(10･27番)ある｡つまり, ｢天尊｣

系の像は合わせて13例となり､ ｢老君｣像の数よりも多くなる｡六朝時代には｢天尊｣系

の像が3例しかなかったのに比べ､晴代にはこれが大幅に増加したことが注目される｡そ

の背景としては､六朝時代後半期から晴代にかけての霊宝経の興隆ということが挙げられ

ようo ｢天尊｣や｢元始天尊｣を最高神とする教理体系を持つ霊宝経が, 5世紀以降,広

く道教信者の間に浸透していったことは文献資料からも推測できるのであるが､造像の面

においても､そのことが確認できる｡

(2)造像主の肩書き

晴代道教像の造像主の肩書きとして最も多いのは､六朝時代と同様､ ｢道民｣であり､ 27

例(一覧表の1･4･7･8･10･11･13･15･19･20･21･22･24･25･26･27･28.29

･30･3l･32･33･34･35･36･38･45番)に見える｡その他に､
｢晴信女｣ (9･45番)

･｢仏弟子｣ (40･43番) ･ ｢洞玄弟子｣ (14･16番)がそれぞれ2例, ｢録生｣ (44番) ･ ｢男

官｣ (16番) ･｢三洞道士｣ (39番)･｢洞玄女官｣ (16番)･｢洞神女官｣ (16番)･｢洞神弟



子｣ (16番) ･ ｢三洞法師｣ (16番) ･ ｢女弟子｣ (42番)がそれぞれ1例あるo

六朝時代の道教像との相違点としては､道教教団の中での位階を示す肩書きが増えてい

ることである(第2部に載せる｢造像主の肩書き対照表｣参照)｡六朝時代の道教像には､

｢道士｣ ｢録生｣ ｢男官｣ ｢女官｣という語が単独で出てくることがかなり見られたが､晴

代には単独の表記は少なくなり､それに代わって､それらの語の上に｢三洞｣ ｢洞玄｣ ｢洞

神｣を冠する形のものが出てきている｡このような位階を示す語が刻まれている道教像と

して注目されるのは､男官李洪欽等造老君像碑(16番)である｡この像碑は､開皇8年

に､男官李洪欽を中心とする地縁的･血縁的なつながりを持つ道教信者グループニ百数十

名によって造られたものであるが､その四面に浮き彫りにされた供養者像の脇に刻まれた

名前には､ ｢三洞法師｣ ｢洞玄弟子｣ ｢洞玄女官｣ ｢洞神弟子｣ ｢洞神女官｣など道教教団内

の位階を示す語が見える｡これによって, 『三洞奉道科戒営始』巻4に記載された道教教

団の位階制度に近い形のものが､晴代には実際に存在したことが推測できる｡

(3)造像記の祈願文の内容

晴代道教像の造像記の祈願文は､概ね類型化されており､ ｢上は皇帝陛下のため､下は

七世父母･所生父母･因縁春属･家内大小のために｣この像を造ったこと､そして,それ

によって｢一切衆生がともに成道できることを願う｣という内容のものであり,これは､

六朝時代の道教像の場合と同じである｡像を造った直接の契機が死者供養･祖先祭示巳のた

めであったと考えられる点も,六朝時代の道教像と同じである｡あえて､六朝時代と晴代

の相違点を挙げるとするならば､六朝時代と比べて､晴代には弥勃信仰を示すものが減り､

それに代わって西方浄土信仰を示すものが増えていることが指摘できる｡六朝時代の道教

像には弥勤信仰を示すものが6例あったが,晴代では1例(30番)のみである｡一方､

西方浄土信仰を示すものは六朝時代には1例のみであったが､晴代には2例(25 ･31番)

見える｡像例の絶対数が少ないため､明確なことは言えないが､これは､六朝時代の弥勤

信仰から唐代の阿弥陀･観世音信仰へという仏教側の変化をある程度反映していると見る

こともできよう｡
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晴代道教俊一覧表

1.道民恵焼造像(西安碑林博物館蔵) 開皇2 (582)

2.開皇二年三月五日銘道教像(西安市文物保護考古所蔵)

3.開皇二年銘道教銅像 開皇2 (582)

4.道民苑匡謹造老君像(薬王山博物館蔵)

5.開皇二年銘道敦像 開皇2 (582)

6.開皇三年銘道教像 開皇3 (583)

7.道民白顕景造道像(西安碑林博物館蔵)

8.道民件進栄造老君像(三原県博物館蔵)

9.晴信女王隻姿造老君像(フリア美術館蔵)

開皇2 (582)

開皇2 (582)

開皇3 (583)

開皇3 (583)

開皇3 (583)

10.道民適法護造無上天尊像 開皇3 (583)

ll.道民王法洛造老君像(西安碑林博物館蔵) 開皇5 (585)

12.道教坐像(薬王山博物館蔵) 開皇5 (585)

13.道民衰神蔭造天尊像(薬王山博物館蔵) 開皇6 (586)

14.洞玄弟子正析造像 開皇6 (586)

15.道民蘇遵造老君像(ボストン美術館蔵) 開皇7 (587)

16.男官李洪欽等造老君像碑(山西省市城県博物館蔵) 開皇8 (588)

17.楊阿祖造老君像(フィールド自然史博物館蔵)

1S.開皇八年銘天尊像(書道博物館蔵)

19.道民徐景嘩造四面像碑(薬王山博物館蔵)

20.道民口宗口造像(ボストン美術館蔵)

2l.道民□昭礼造像 開皇11(591)

22.道民孔銭造老子像 開皇11(591)

23.開皇十一年道教像(四川撞南大仏寺)

開皇8 (588)

開皇8 (588)

開皇8 (588)

開皇9 (589)

開皇11(591)

24.道民田胡仁造老君像 開皇12(592)

25.道民輔道景造天尊像(薬王山博物館蔵)

26.道民任承宗造元始天尊像 開皇15(595)

27.道民梁智造無上天尊像 開皇16(596)

28.道民腺欽造天尊像 開皇16(596)

29.道民葉仕謙造元始天尊像 開皇16(596)

30.道民魯昌造天尊像 開皇17(597)

31. □民王長藤造道像(薬王山博物館蔵)

32.道民口石鳳造無上□□像(薬王山博物館蔵)

33.道民劉子達造老君像碑(薬王山博物館蔵)

34.道民孫栄族造像碑(薬王山博物館蔵)

35.道民楊能造老君像(薬王山博物館蔵)

36.道民魂□相造道像 仁寿元(601)

37.大業三年銘天尊像 大業3 (607)

3S.道民上官子葉造天尊像碑(薬王山博物館蔵)

開皇13(593)

開皇18(598)

開皇18(598)

開皇19(599)

開皇19(599)

開皇年間

39.三洞道士黄法轍造天尊像(四川省綿陽市西山観)
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大業4 (608)

大業6 (610)



40.周文明造道教三尊像(フィールド自然史博物館蔵)

41.大業六年道教像(四川撞南大仏寺)

42.女弟子文託生母造天尊像(四川省綿陽市西山観)

43.仏弟子李通国造天尊像 大業年間

44.録生杜龍祖造像碑(西安碑林博物館蔵)

45.道民陽嘆先造□老君像碑(薬玉山博物館蔵)

46.無銘道教白玉石像

47.無銘道教銅像

大業6 (610)

大業6 (610)

大業10(614)



1.道民恵嬢造像(西安碑林博物館蔵)

【:､∴-】

｢開皇二年歳次壬寅三月甲辰五二(目),口中夫玄大道魂(衛)士､有道民東燃､減割家

珍,ロ山果石,造石像一区o上為皇帝国王､下度七世父母､所生父母,因縁春属,善同減

道｡ ･-･･息男無纂c長女明月o.星､女任女o息女□□o
ロロロロ｣ (背面)

｢□祖意詔. □祖□□｣ (正面)

｢祖父恵ロ｡父先徳｡母李蛾朱o像主恵犠｣ (右側)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p419

李准『長安芸術与宗教文明』による.



2.開皇二年三月五日銘道教像

【銘文】

｢開皇二年三月五日造口道□-･=主薄口大口川従事‥-=｣

【参考文献】

翌春玲｢西安市出土的-批晴代仏道造像｣ (『文物』2002年第12期)

3.開皇二年銘道教銅像

【銘文】

｢開皇二年三(?)月十日天尊(以上正面)弟子□里□□ (以上右側)酉為七世父母所(以

-上背面)生父母造像一区(以上左側)｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉JH弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録霜3』 (吉川弘文館, 1995年) 865 a

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo



4.道民汚匡謹造老君像(薬王LLI博物館蔵)

【銘文】

｢閃皇二年歳次(壬)寅四月庚辰, □道民括匡謹,減割家珍,敬造石老君一区o 願七世父

母､見在答屈､感(成)同ロロロ善観元府朝□□o --･兄子亮一心供養.母劉秀□一心ロ

ロ｡ □□章一心供養｣ (右側)

【参考文献】

石環如｢陳西耀県的碑林与石窟｣ (『中央研究院歴史語言研究所集刊』第24本､ 1953年)

李裾『長安芸術与宗教文明』 (中華書局, 2002年) p418

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p163

李准『長安芸術与宗教文明』によるo



5.開皇二年銘道教像

【銘文】

｢大晴開皇二季□ロロロロロロ､寄形□相､大功玄化,玄化難名｡専有□門口□焦ロロ孫

如□字枇□整見□容口□棲裸ロロ之□□母ロロロロ悲願□昇□永超□録､逸□霊相､託彼

勝□､永賛勝ロロロ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･

･｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p419

6.開皇三年銘道教像

【銘文】

｢夫善自作福､巽福長隆､成信契庶心員朗心者｡弟子韓仁樽,往因参省,届及相州､巡歴

追遊､遂事尭成解下､偶逢長者因行,捨浄財之五百,度造尊容｡当即契言､却来営造｡何

期至家､慈親奄背｡ □懐憤畏,無慮由心｡故遠訪匠至遠□報田文功徳｡大隅開皇三季歳次

戊申｡正月朔八日壬辰成□｡ 韓仁樽妻王｡別施口供｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p420

8



7.道民白顕景造道像(西安碑林博物館蔵)

【銘文】

｢開皇三年歳次在突卯三月己亥廿三日辛酉｣ (右側)

｢道民白顕景発心造道俊一値､為七世父母,家内大小,敵国主□｣ (左側)

｢康人民安楽､合国□庶､一切衆生､一時成道o妻劉□,息洪善妻□磨､息長恭､造像人

司馬法｣ (背面)

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p343

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 862

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p419

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p166･ p 167

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo



8.道民件進栄進老君像(三原県博物館蔵)

【銘文】

｢開皇三年四月五日,道民件進□造老君像壱□､為家口大小｣ (左側)

｢件進栄｡妻房口如o 息文脹o
.息衣伯o

女磨□Q女阿□｣ (正面)

｢父善徳｡母辿男o 弟栄ロ｣ (右側)

｢妹崇妃o 妹阿石o 任□珍､佳子尚o □黒奴｣ (背面)

【参考文献】

李凝『長安芸術与宗教文明』 (中華書局, 2002年) p420

李准『長安芸術与宗教文明』によるo
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9.清信女王讐姿造老君像(フリア美術館蔵)

【銘文】

｢開皇三年歳次突卯五月戊成朔十五日壬子､清信女王蟹姿､仰為亡夫､敬造老君俊一区｣ (正

面)

｢籍斯口善,頗法界衆生､渡十二縁河.同口四流､斉昇□□｣ (右側)

｢息女華男､息男士乱 亡夫芙明□ 兄章実□□｣ (左側)

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p221､ p343

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 863 a

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p164･p165

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo

ll



10.道民適法護造無上天尊像

【銘文】

｢開皇三年七月八日､道民適法護,仰為亡ロロ及一切衆生,敬造無上天尊象一区｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p41

1l.道民王法洛造老君像(西安碑林博物館蔵)

【銘耳】
｢開皇五年十一月十日､道民王法洛､上知天堂之可登,下知地獄凄側之可背(悲),減割

家珍､敬造石老君俊一区o願皇□□□詐口延日月□明､七世父母及現在巻属､普成仏道｣

(背面)

｢道民王法洛,妻□黒女｡兄□当｡妻張□子｡息海岳｡息□興｡息双興｡息双貴｣ (正面)

｢高祖広武｡祖父買奴｡父徳□｡息詐□｡息詐勝‥息ロロ妃｡使道業｡任白端｡佳仁貴｣

(両側面)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p423

12.道教坐像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢ロ皇□□□□□己七月□□朔十四日､飛己造言乞｣ (左側)

｢夫至道虚玄､ロ離麗図其容,真宗□寂､匪工能写其口｡故託采ロロ､刊崇名□､感元始

以応ロロ､体五□ロロ太上､既□形苑郁ロロロロロロ｣ (正面)

｢ロロ霊(?)像｡上為皇□□僚､下ロロロ母子任ロロロ鐘､見在ロロロ生,成口□□,

倶成ロロ｣ (右側)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p424

12



13.道民衰神蔭造天尊像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢至道□□,非□□□通妙里､化被辺周､非形無以題其質o 今有道民蓑神蔭､故能滅割資

材､為二□ロロロ息洪□及世□□,見在家門､井内外□□,造天尊俊一区｡開皇六年正月

升目造□｣ (左側)

｢魯正東将軍汝侯□□祖詩釘､千人軍将､本県□o 次祖詩興､千人軍将､ ⊂□o 父護進.

千人軍将､監ロロc 兄祖梁､先祖親三､次祖親妾､母孫小鳳,像主義神蔭口広州刺Ⅱ｣ (右

側)

【参考文献】

石嘩如｢隣西耀県的碑林与石窟｣ (『中央研究院歴史語言研究所集干舶第24本､ 1953年)

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p424

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p168
･

p169

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』によるo
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14.洞玄弟子正併造像

【銘文】

｢□□孝者､善船人之志､善□人之事.亡人先発弘願, □敬成之,敢陳勝業Q 乃作□云;

□宗摩極､道法何源o 其終口末､其始無先.玄ゝ絶学､ □ゝ忘言.虚元万古､寂塊□千o

洪鍾応和､響振周年. □□一字､耳画三門.星珠ロロ､月桂猶□.口車行空､口駕飛仙o

道徳経首､希夷□容o 三鳥僻願､九井口縦o □而曲里,庸享濯龍｡全身□写､相好無窮o

敷心葱敬､ □真裏聖o 奉資 王英､ □□益詠.

大晴間皇六年七月十五日,前上土州従事国子助教彰城県開国男洞玄弟子正析敬造｣

【参考文献】

『金石孝編』巻38

『平津読碑記』巻3

『関中金石文字存逸考』巻3

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p419

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第9冊(中州古籍出版社, 1989年) p30

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第9冊による｡
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15.道民蘇遵造老君像(ボストン美術館蔵)

【銘文】

｢大隅開皇七年六月甲辰朔廿九日壬申,道民蘇遵､敬造老君一区o上為七世父母､所生父

母,依線審属､一時成道｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p420

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文舘､ 1995年) p343

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 863 b

『岡倉天･Lとボストン美術館 図録』 (名古屋ボストン美術館､ 1999年) p90･p198

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p506

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p170･p171

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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16.男官李洪欽等造老君像碑 (山西省市城県博物館蔵)

【銘文】

｢夫玄宗邦湛､遼廓欲其空無､至道沖融､ □心於三界苦空之式､非聖容不悟常理,口念含

生､慈悲普覆｡今有都化主李洪欽合邑等､知善可崇､知悪可捨,仰得聖旨,遠調名師､敬

造老君石像一姫｡今得成□□､為 皇帝陛下､及法界含生､所生父母､因縁春属､倶時成

道｡開皇八年太歳戊申二月八日造｣

｢大化主男官李洪欽､大象主察妻洞神女官陳洪嘩､邑師洞神弟子焦玉□､南面象主洞玄弟

子焦□□,大邑主洞玄弟子焦子尚､都開光明主三洞法師楽玉妃｣

｢□□□男□貴供養,邑正男官李会遵,ロロロ主焦□礼供養､泥陽県開国伯郡ロロロロロ,

□□男官焦ロ口供養,維那大塔主□妻洞玄桃裏口｣

｢□□主李会和供□, □ロロロロ邑主□□､北天主尚妻挑□児､壇口施主□息焦仕悦□□

□□,北天主挑玉資供養､副香火主李貴妃｣ (以上､正面)

｢都幡主尚事洞玄梁□男､北天主和息口□､北面象主男官焦光和一心供養､副象主和妻王

華妃､北天主□息焦輔□､開明主□妻郭□妃｣ (背面)

｢象主洞玄弟子焦□□､ □象主□□洞口官楊□□｣

｢施主遵息洞玄弟子焦子欽､開明主洞玄女官コロ妃｣ (以上､左側)

｢西面像主男官焦子□,副像主洞玄弟子焦ロロ｣

｢開明主□挑阿□､副花主口通□｣ (以上､右側)

【参考文献】

李白譲･李天影･趨家有｢市城県博物館収蔵的部分石刻造像｣ (『文物季刊』1､1989年)

『観妙観微 山西省館蔵道教文物』 (香港大学美術博物館､ 2003年) p74
･

p75
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『観妙観徽 山西省館蔵道教文物』によるo
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17.楊阿祖造老君像(フィールド自然史博物館蔵)

【:∴:】

｢開皇八年歳次壬申三月庚午朔廿三日,楊阿祖為口祖井父母造俊一区｣ ｢祖父新除給事中

陵口侍軍楊龍標｣ ｢老君主楊阿祖｣

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局, 2002年) p488

李准『長安芸術与宗教文明』によるo
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18.閲皇八年銘天尊像 (書道博物館所蔵)

【銘文】｢開皇八年十月四コロ弟子□□□為｣ (正面)

｢七世父母､所生父母､春□□及一切衆生､敬造コロロー区｣ (右側)

【参考文献】

『中国の石仏一荘厳なる祈り-』 (大阪市立美術館､ 1995年) pl14
･

p157

『陳列目録一中村不折コレクションー』 (財団法人書道博物館) p12

書道博物館所蔵
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19.道民徐景嘩造四面像碑(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢夫大覚玄監､非□明無以照｡是以道民徐景取知コ常身､命敗壊側､抽減家珍､為造四

面像一区. □為皇帝陛下､ロ僚百官､又為師□及七世父母,法界□生､因縁看属､ □登此

福､倶成口上大道.開皇八年丁未十月｣ ｢道民徐景嘩一心供養｡書残薩妃一心供養o弟嘩

祭一心供養｡堂兄洪嘩一心供養o 姉洪妃一心供養o 妹小女一心供養｣ ｢父徐黙｣ ｢母毛羅

束｣ (以上､正面)

｢息女芙蓉一心供養o息女苛女一心供養.息女阿姑女-.i,供養o息女金口一心供養｣ (右

刺)

｢息乾緒一心供養o息乾穆一心供養｡僅乾興一心供養c樫永興一心供養｣ (左側)

【参考文献】

張硯著･壬建新訳｢中国陳西省耀県の碑林(2)一薬王山の彫像碑-｣ (『仏教芸術』第

211号､ 1993年)

佐藤智水｢隣西省耀県の北朝造像碑について｣ (『芝蘭集一好並隆司先生退官記念論集』､

1999年)

李裾『長安芸術与宗教文明』 (中華書局, 2002年) p425

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p172-p174

李凝『長安芸術与宗教文明』による.
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20.道民□宗D造像(ボストン美術館蔵)

【銘文】

｢大隔開皇九年歳次己酉四月十五日､道民□宗□､為亡父母､敬造石像-臥障七世父母､

所生父母,見在巷属一切衆生､常与善会d亡父□口達 □□郡功曹馬令県功曹魂朝挙士亡

親李□資｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p420

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p343

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) $64 a

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p506

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p175
･

p176

松原三郎『中国仏教彫亥rJ5t論･図録編3』によるo
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21.道民□昭礼造像

【銘文】

｢開皇十一年歳次辛亥正月甲申朔十五目戊戊､道民□昭礼,為 □亡七世父母, □所生父

母､祖□起妻夏侯､父母□□果僧妃､叔阿□妻夏侯｣

【参考文献】

『山左金石志』巻10

『金石草編』巻38

『平津読碑記』巻3

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p420
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22.道民孔銭造老子像

【銘文】

｢開皇十一年十月,道民孔銭造老子俊一腹､ □徳｣

【参考文献】

山東省博興県図書館 李少南｢山東博興出土百余件北魂至晴代銅這像｣ (『文物』1984年第5

期)

松原三郎｢道教像論考｣( 『中国仏教彫刻史論 本文編』所収, p222)

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p177

｢山東博興出土百余件北醜至情代細道像｣ (『文物』1984年第5期)によるo
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23.開皇十一年道教像(四川省撞南県大仏寺)

【銘文】

【参考文献】

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社､ 1994年) p59､図版附1 ･2 ･3 ･4(p33)

24.道民田胡仁造老君像

【銘文】

｢開皇十二年十一月廿八日,道民田胡仁､為七世父母所生父母因業､造石老君一区｡願合

家大小､願得同修十地､寿同菩提｡ □□阿康｣

【参考文献】

『陶斎蔵石記』巻15

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p420

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p44

25.道民輔道景造天尊像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢(開)皇十三年□次八月己巳朔八日丙子､道民輔道景為亡母敬造天尊俊一区｡亡者託生

西方妙洛国社､上品往生､及為七世所生父母,因縁巻属､上為国主人王,普同口願､一時

成道｣ (背面)

｢道民輔道乱弟道猶o道□｡僅洪略.仕略｡息仕延｡任開黄o妻龍ロ｡嬢□□｣ (正面)

｢道女｡景女｡ □女｡尚女｣ (左側)

｢(七)世祖□□｡六世祖輔臥高祖輔道□｡曾祖輔凹胡｡祖父輔万□.亡兄輔道□｡亡

母王阿□｣ (右側)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p426
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26.道民任東宗造元始天尊像

【銘文】

｢大隅開皇十五年歳次己卯正月十五日､有道民任承宗､減割家臥仰為七世所生父臥合

門大小､敬造元始天尊俊一区｡今得成就,願願従心､倶登正道｣ (背面)o

｢像主任承宗一心o 父道ロー心｡母韓敬乱 妻韓嬉子｣ (正面)o

｢男紳寛一｡L供養. 任承宗一心供養｣ (左側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p421

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第722図

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p177

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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27.道民梁智造無上天尊像

【銘文】

｢開皇十六年三月廿一日､道民梁智､為忘息造無上天尊像一区｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p45

2S.道民腺欽造天尊像

【銘文】

｢開皇十六□四月廿日､道民膝欽､為家内大小､敬口天専一区｡ □□父境野将軍殿□司馬

帰洛ol伯父洪揮｣ (正面)

｢亡母鹿富女｡妻劉阿妃｡友武｣ (左側)

｢男仕和｡男獣奴｡男秋口｡男小口｡男阿老｡男阿陸｣ (右側)

【参考文献】

『関中金石文字存逸考』巻1

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p421
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29.道民葉仕謙造元始天尊像

【銘文】

｢大暗闘皇十六年歳次丙辰十一月庚成朔廿一日庚午､有道民察仕謙､遂減割家□潰大道,

為七世所生父母及合門大小､敬造元始天尊石像一区､今得成乱願願従心､ □□正道｣ (普

面)

｢像主黄土謙一.Lo父世達一心c母侯仲乱妻趨思好｣ (正面)

｢茂妻侯志委｣ (右側)

｢弟仕茂一心.男洪礼一心男洪紹-･L｡茂男礼合一心｣ (左側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p421

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会, 1980年)第723図

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p178

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』による.
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30.道民魯昌造天尊像

【銘文】

｢開皇十七年六月十五日､道民魯昌, □心出於願､成割家弥,七世父母,為家口大小､敬

造天尊像-駈｡弥勤出世､願在□□｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p421

31. □民王長願造道像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢大隅開口□□八年歳田口午､夫口ロロ然理本□□応身､三原県□民王長願､為亡ロロロ

敬造道俊一区o願亡者託生西方､神生浄土｣

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p427

32.道民□石鳳造無上□□像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢□□十八年□次戊□三月壬申朔三日甲戊, □信道民□石鳳､ □□大小､ □尊府善,為亡

弟外□敬造無上･･-･｣ (正面及び右側)

｢□□来口□､同成正□｣ (左側)

｢父母敬□ロロ過｣ (背面)

【参考文献】

李淑『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p427
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33.道民封子達造老君像碑(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢･-=梓,非道無口表口□興□道民劉子達､乃能滅割家財､為亡弟子岳敬造四面老君一区o

上及主延詐､為万方□化,下及七世父母､因縁審属､減(成)保福縁､下及法界衆生､一

時成仏｡開皇十九年歳次己未二月八日造言乞｣

【参考文献】

張硯著･王建新訳｢中Eg険西省躍県の碑林(2) -薬王山の彫像碑-｣
(『仏教芸術』第

211号, 1993年)

佐藤智水｢隣西省耀県の北魂造像碑について｣ (『芝蘭集一好並隆司先生退官記念論集』,

1999年)

李凝『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p428

胡文和『中国道敷石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p178-p18l

李准『長安芸術与宗教文明』によるQ
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34.道民孫栄族造像碑(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢--･祖馬□□､父馬生｡夫至道空玄,非称述能宣法身､ □非察擬真｡是以道民孫栄族,

□ (渇)珍､造石像一区｡上為天王､中及父母､所生父母､因縁巻属､普同｡開皇十九年

六月□□ (五日)造詑｡ □妻祐男妃｡善妻孫金香｣ (右側)

｢道民孫和□｡妻楊長華｣ (正面)

｢馬歓.姉馬高姫o 母眺豊□o 姉馬虫姫｣ (左側)

【参考文献】

張硯著･王建新訳｢中国陳西省耀県の碑林(2)一葉王山の彫像碑-｣ (『仏教芸術』第

211号､ 1993年)

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p427

35.道民楊能造老君像(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢開皇□年四月八日,道民楊□□､減割家珍､造老君一区｡上為国主人王､師□人口,ロ

ロ春属,ロロ大小,法界衆生,一時□道｣ (正面)

｢進事皇甫阿□｡妾張善□｡息妻王清ロ｡妻朱□｡ □□□｣ (左側)

｢道民楊能､弟山常｡息道徳｡使道進｡使道暢｡孫師子｡孫子元｣ (右側)

｢父阿陵｡母韓女敬｡息道宜｣ (背面)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p428
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3占.道民朝□相造道像

【銘文】

｢仁寿元年二月□日､道民魂□相､為亡息□仁造｣ (以上右側)

｢道像一区｣ (以上背面)

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 865 b

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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37.大業三年銘天尊像

【銘文】

｢大業三年十二月十日､ □ロロロロロセ世父母所生父母､合門大小､及亡妻趨ロロ男□□､

敬造天尊俊一区､ □口上道｣

【参考文献】

『安徽通志金石古物考稿』巻15

38.道民上官子葉造天尊像碑(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢大業四年歳次母臣(戊辰)九月新ロ(辛酉)朔､道民上官子葉､為皇帝陛下,七世父母､

為妻孫□日､作天尊像□区｣ (背面)

｢道良上官仕貴｡道民上官子ロ｡孫華膜｡上官紡禄｡仕貴妻李｡女金口｡上官智慧｡上官

仕口｡上官仕端｣ (正面及び左右側)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p429
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39.三洞道士黄法轍造天尊像(四川省綿陽市玉女泉)

【銘文】

｢大業六年太歳庚午十二月廿八日､三洞道士黄法政､奉為存亡二世､敬造 天尊像-轟｡

供養｣

【参考文献】

『金石苑』巻2

『八壊宝金石補正』巻27

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 19SO年) p421

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p45

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第10冊(中州古籍出版社, 1989年) p45

龍顕昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社. 1997年) p12

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社､ 1994年)図版16

′ト林正美｢金韓斎法に基づく道教造像の形成と展開｣
(『東洋の思想と宗教』第22号, 2005

午)

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』によるo

.i
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40.周文明造道教三尊像(フィールド自然史博物館蔵)

【銘文】

｢仏弟子周文明｣ ｢亡姑託生仏国｣ ｢大業六年歳次庚子｣

【参考文献】

李凝『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p493

李准『長安芸術与宗教文明』による｡
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41.大業六年道教像(四川省撞南県大仏寺)

【銘文】

【参考文献】

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社､ 1994年) p59

42.女弟子文託生母造天尊像(四川省綿陽市玉女泉)

【銘文】

｢大業十年正月八日､女弟子文託生母､為見託生､造天尊俊一嘉｡願生長寿子､福姑存亡､

恩被五道｡供養｣

【参考文献】

『金石苑』巻2

『八壇室金石補正』巻27

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p421

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p45

龍顕昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社､ 1997年) p12

小林正美｢金縁斎法に基づく道教造像の形成と展開｣ (『東洋の思想と宗教』第22号､ 2005

午)

43.仏弟子李通国造天尊像. (山西省運城市出土)

【銘文】

｢大業□年四月□日､仏弟子李通国為亡父見存母敬造天尊一区｡弟舎国､弟相国､弟定国､

姉磨女､妹参嬢,妹□□,僅女長委□､甥□□ロロロロロロ,任女五婿□□長輸､僅女婿

委､僅阿甑､任女婿僧､通妻貴親,舎妻ロロ｣

【参考文献】

運城地区河東博物館｢山西運城柏口書出土仏道造像碑｣ (『考古』1991年第12期)
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44.録生杜龍祖追使碑(西安碑林博物館蔵)

【銘文】

｢録生杜光祖o (光妻)劉‥息善王｡息阿令o 息胡仁｡令妻□c 仁妻□｣

｢録生杜龍祖｡寵妾王o 龍妻彰｡息道隆D 息道慶D 慶妻皇甫｡息伯達.妻李｡息道勝o
,息

五勝｡息道珍o
.邑国□. .監□幸‥曽､国連｣

｢録生杜隆Q 隆妻胡｡息阿神o 妻梁o 息乾太o 妻皇甫｡女阿主c □阿妃｡ □□妃｣

｢録生杜ロ.
J監杜利o

利妻王o 息杜興o 興妻□D
.息□喜o

孫栄世o 孫延魯c 孫延伯｣ (以

下,供養者名多数ありo 省略o ｢師｣ ｢像主｣ ｢化主｣ ｢邑主｣ ｢邑正｣ ｢典坐｣ ｢邑子｣など

の文字あり)

【参考文献】

李准『長安芸術与宗教文明』 (中華書局, 2002年) p429

李准『長安芸術与宗教文明』によるQ
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45.道民陽頃先造□老君像碑(薬王山博物館蔵)

【銘文】

｢--･夫大道聖慈､光霞万方､道民陽嘆先､造口老君一区o為七世所生父母､家口大小,

無病長受(寿)､生生世世､得離苦難､値伏聞法､減(成)同賜(此)願｣
(背面)

｢像主陽嘆先｡道民陽道和｡道民陽道神｣ (左側)

｢晴信王女□｡息女陽勝□｡息女陽女資｣ (右側)

【参考文献】

李裾『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p431
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46.無銘道教白玉石像

【銘文】

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p422

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会, 1980年)第724図

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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47.無銘道教銅像

【銘文】

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p422

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第725図

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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第2苦β

唐代の道教造像



唐代の道教造像の概要

唐代に造られた道教像として､像が現存するもの､拓本だけが残っているもの､および,

金石関係の資料に銘文だけが残っているものを調べると､合計95例を数えることができ

る｡この中には､道教像そのものや､その拓本･銘文が残っているものだけではなく,道

教像を造ったということを記した碑文(拓本などを含めて)が残っているものも含んでい

る｡ 289年という長い王朝であり,しかも道教の最盛期であったはずの唐代の道教像とし

て､現在確認できるのがわずか95例というのは,いかにも少なすぎるという印象を持た

ざるを得ない｡私の調査不足による可能性もあり､また,現存するにもかかわらず､まだ

実地調査･報告がなされていないものも少なくないのではないかと思われる｡したがって､

あくまでも､現段階において諸資料から知り得た限りでという限定付きではあるが､この

95例を今回は唐代の道教造像の考察対象とする｡ 95例の道教像を年代順に並べた一覧表,

および,各像の銘文･参考文献･図像は以下のページに載せるとおりである｡この95例

からうかがうことのできる唐代道教像の特徴を､ (1)像の名称(2)造像主の肩書き(3)

造像記の祈願文の内容(4)道教儀礼と造像 の4点に絞ってまとめておきたい｡

(1)像の名称

唐代道教像の銘文に記された像の名称について､顕著な特徴として指摘できることは,

｢天尊｣系の像の数の圧倒的な増加とその種類の多様化である(下記の像名対照表参照)｡

第1部で指摘したように､ ｢老君｣像に比して｢天尊｣系の像が増加する現象は晴代から

始まっていた.それが唐代には決定的なものとなったと言えるo 唐代道教像のうち､ ｢老

君｣像はわずか5例であるのに対し､ ｢天尊｣系の像は､ ｢天尊｣像が37例､ ｢元始天尊｣

像が12例あるのをはじめ､合計59例の多数に上っている｡さらに注目されるのは､ ｢天

尊｣系の像の種類の多様化である｡ ｢大道天尊｣像(一覧表の23番)､ ｢万福天尊｣像(29

香)､ ｢東方玉宝皇上天尊｣像(4l･91番)､ ｢元真万福天尊｣像(44番), ｢常陽天尊｣像

(53番), ｢太一天尊｣像(69番)､ ｢救苦天尊｣像(70番)､ ｢長生保命天尊｣像(76番)､

｢東北方度山上聖天尊｣像(92番)など､それぞれ像例は少ないが､多様な名称が見ら

れるに至っている｡ ｢天尊｣系の像は､ ｢天尊｣像と｢元始天尊｣像を基準としつつも､

そのさまざまなヴァリエーションが生まれていることがわかる｡

唐代道教像の名称に関して,もう一つ注目されることは､ ｢二真人｣を脇侍として持つ

ことを明記する像が少なくないことである｡実際の像の様式の点から言うと､本尊の左右

に二体の脇侍を伴う形の道教像は､すでに六朝時代から見られるのであるが､唐代になる
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と､銘文の中にそのことを明記する例が見えるようになる｡たとえば, ｢元始天尊素俊一

区､真人･玉童･天丁･師子｣ (8番)､ ｢素像-躯二真人爽侍｣ (14番)､ ｢大道天尊及侍

真像｣ (23番)､ ｢老君石像一座井爽侍二真人｣ (33番)､ ｢元始天尊像並二真人爽侍｣ (35番)､

｢元始天尊井爽侍二仙｣ (36番)､ ｢天尊俊一躯二真人爽侍｣ (39番), ｢等身老君像-躯並

二真人爽侍｣ (40番)､ ｢東方玉宝皇上天専一鋪井二真人仙童玉女等爽侍｣ (41番)､ ｢老子

三尊-鋪｣ (45番)､ ｢元始天尊俊一鋪井二真人等｣ (50番)などとあるのがその例である.

このうちの6例(14･35･36･39･40･41番)は､高宗･則天武后期に､勅命を受けた

道士が道教儀礼を行った際に造られた像である(後文参照)0

(2)造像主の肩書き

造像主の肩書きは､六朝時代･晴代には｢道民｣が群を抜いて多かったが､唐代にはそ

れがわずか8例(2･3･4･6･8･10･15･18番)に減っている(下記の｢造像主

の肩書き対照表｣参照)o しかも､その8例はいずれも唐代初期のものであり､ 8例のう

ち造像年が最も遅いもの(18番)でも鱗徳2年(665)であることは注目すべきであろう｡

なお､六朝時代･晴代の道教像には｢録生｣ ｢男官｣という肩書きが見られたが,唐代に

は見られなくなっている｡

｢道民｣に代わって唐代道教像に多く現れているのは､ ｢道士｣ ｢弟子｣ ｢晴信弟子｣な

どである｡ ｢道士｣は10例(36･44･50･53･54･61･67･72･75･91番)で､そのう

ちの2例は｢義明観道士｣ (61番)､ ｢保唐観道士｣ (67番)というように､前に道観名が

ついている｡また､ ｢女道士｣という肩書きも1例(34番)見える｡ ｢弟子｣は10例(17

･19･22･28･31･51･52･60･62･64番)､
｢晴信弟子｣は9例(13･16･21-･26･30

･42･53･57･59番)見える｡

晴代道教像には､ ｢三洞｣ ｢洞玄｣ ｢洞神｣の語を冠する肩書きが現れていたが,それは

唐代道教像にも見られる｡唐代の道教像で｢三洞｣の語を冠するものは, ｢三洞道士｣ ｢三

洞女道士｣ ｢三洞真一道士｣ ｢三洞弟子｣ ｢三洞女官｣の5種類が出てきている｡その中で

最も像例が多いのは｢三洞道士｣であり,全部で6例(39･46･49･53･67･71番)あ

る.このうち2例は｢東明観三洞道士｣ (39番), ｢□浄観三洞道士｣ (67番)というよう

に､前に道観名がついている｡ ｢洞玄｣ ｢洞神｣の語を冠する肩書きは､ ｢洞玄弟子｣ (ll

香)､ ｢洞玄道士｣ (79番)､ ｢洞神弟子｣ (68番)がそれぞれ1例ずつ見られるにとどまる｡

唐代道教像の銘文に見える造像主の肩書きで､六朝時代･晴代には見られなかったこと

して最も注目される点は,造像主の所属する道観名を付したものがかなり多く出てきてい
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ることである｡上に述べた｢義明観道士｣ (61番), ｢保唐観道士｣ (67番)､ ｢東明観三洞

道士｣ (39番), ｢□浄観三洞道士｣ (67番)はその例である｡その他にも､ ｢某々観主｣

の形で出てくるものが4例-- ｢大宏道観主｣ (40番), ｢金台観主｣ (41番)､ ｢我州龍興

観主｣ (47番)､ ｢□明観観主｣ (49番) --あり､ ｢大宏道観威儀師｣ (44番)､ ｢清正観三

洞女官｣ (67番)､ ｢□正観洞神弟子｣ (68番)なども見える｡これは､唐代における道観

の広まりを反映しているものと見ることができる｡

(3)造像記の祈願文の内容

唐代道教像も､六朝時代･晴代と同様､その大半が死者供養･祖先祭示巳のために造られ

たものであり､造像記の祈願文も､六朝時代･晴代と同じ内容の類型化された文が基本に

なっている｡ただし､ ｢七世父母｣ (および｢七祖｣)という語は六朝時代･晴代に比べる

と少なくなっており､ 5例(2･9･15･21･'70番)だけである.六朝時代に多く見ら

れた弥勤信仰を示すものは唐代には1例も見られなくなっており､一方､西方浄土信仰を

示すものは2例(17･42番)見られる｡第1部にも述べたように､これは六朝時代の弥

勤信仰から唐代の阿弥陀･観世音信仰へという仏教信仰の変化を反映すると見ることがで

きよう｡

唐代道教像の造像記には晴代に比べると長文のものが割合多くなっている｡それら長文

の造像記には､類型化された祈願文の枠を越えて､道教独自の概念･用語(神仙思想や老

子関連の語嚢を含めて)が多く出てくる｡ ｢大変之気｣ ｢始青｣ ｢衆妙之門｣ ｢青録｣ (以上,

8番)､ ｢沖用｣ ｢玄之又玄｣ ｢迩超言象之域｣ ｢惟悦惟惚｣ ｢方壷神関｣ ｢鴻宝之霊術｣ ｢金

真｣ ｢金閣｣ ｢飛歩黄庭｣ ｢(以上, 23番), ｢仙録｣ ｢惟悦惟忽｣ ｢非常名之可名｣ ｢上徳之不

徳｣ ｢清虚之天｣ (以上､ 33番)､ ｢太極左仙公葛玄｣ ｢軍書｣ ｢五千文上下経｣ ｢正一法王｣

｢道気｣ ｢玉京｣ (以上､ 70番)などがその例であり,このような語柔･表現によって､

老子の人とその思想を神聖化したり､仙界飛期への願望が述べられている｡道教像の造像

記の中にこれに似たような語が刻まれることは,実は六朝時代から､少数ではあるがすで

に見られたことではある(たとえば,眺伯多造皇老君像碑の造像記)｡唐代道教像におい

てその数が若干増えているのは､その背景として､やはり唐王朝の老子尊崇と道教隆盛の

時代状況を指摘すべきであろう｡

(4)道教儀礼と造像

今回､唐代道教像の像例として挙げた95例の中には､上に述べたように､道教像を造

ったということを記した碑文(拓本などを含めて)だけが残っているものも含んでいる｡
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一覧表の14･29･35･36･39･40･41･43･44･47･70番がそれである｡14･29･35･36

●39.40.41 ･43番は高宗･則天武后期のもの､ 44･47番は中宗期のもの､ 70番は玄宗

期のものであるoこのうち, 70番を除く10例は､いずれもよく似た内容になっており､

勅命を受けた道士が道教儀礼を行い,その際に道教像を造ることが行われたというもので

あるo高宗･則天武后期のものについては,すでに,拙稿｢則天武后期の道教｣ (吉川忠

夫編『唐代の宗教』,朋友書店,
2000年)において取り上げたことがあるのであるが､そ

れらを含めて､それぞれの道教儀礼が行われた年､儀礼を執り行う中心となった道士の名､

儀礼の内容の順に挙げておくと次のようになる｡

14･顕慶6年(661)｡東岳先生郭行真｡七日行道,造像｡

29･儀鳳3年(678)o大洞三景法師乗法善｡河図大醸､元始天尊･万福天尊像の壁画｡

35･天授2年(691)｡金台観主中岳先生馬元貞｡投龍､行道､章醸,造像｡

36･天授3年(692)｡馬元貞o投龍､造像.

39･万歳通天2年(697)｡東明観三洞道士孫文僑｡祈請行道,造像｡

40･聖暦元年(698)o大宏道観主桓道彦o金録宝斎､河図大醸､七日行道､投龍､造像｡

41･長安元年(701)o金台観主趨敬同o金縁宝斎三日三夜､醸礼､投龍壁､造像｡

43･長安4年(704)o □□観威儀師邪虚応o金籍大斎,四十九日行道､設臥奏表､投龍

薦壁､造像,天尊像の壁画､本際経･度人経の写経｡

44･神龍元年(705)o大宏道観法師院孝波o金録宝斎､九日九夜行道,設醸,投龍,造像｡

47･景龍3年(709)o馴1龍興観主杜太秦o金縁大斎､転緩行道､河図大醸､爽貯像o

これらの例から､斎醸などの道教儀礼が勅命を受けた道士によって執り行われた際に､

道教像を造る(壁画や爽貯像の場合もある)ことがあわせて行われたことがわかる｡道教

の斎は多種あるが,以上の例のうち斎の名称が明記されているのはいずれも金録斎である0

霊宝斎の一つである金縁斎は,国家と皇帝の安寧招福を祈願する目的で執り行われるもの

である｡そのような国家祭死的な意味を持つ儀礼の場において､投龍･設醸･奏表･写経

などと並んで､造像が儀礼の一翼を担うものとしての役割を果たしていることは注目され

る｡
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像名対照表

六朝時代 晴代 唐代

老君像 7 【■】 5

太上老君像 2 0 0

老子像 1 1 1

道像 2 3 0

大道像 1 0 0

太上道君像 1 0 0

天尊像 2 9 37

元始天尊像 1 2 12

無上天尊像 0 2 0

大道天尊像 0 0 1

万福天尊像 0 0 1

東方玉宝皇上天尊像 0 0 2

元真万福天尊像 0 0 1

常陽天尊像 0 0 1

太一天尊像 0 0 1

救苦天尊像 0 0 1

長生保命天尊像 0 0 1

東北方度山上聖天尊像 0 0 1

(三宝像) 0 0 1
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造像主の肩書き対照表

六朝時代 晴代 唐代

道民 19 27 8

道士 4 0 10

女道士 0 0 1

録生 4 1 0

男官 3 1 0

女官 1 0 1

大洞三景法師 0 0 1

三洞法師 1 1 0

三洞道士 0 1 6

三洞女道士 0 0 1

三洞真一道士 0 0 1

三洞弟子 0 0 1

三洞女官 0 0 1

洞玄弟子 0 2 1

洞玄道士 0 0 1

洞玄女官 0 1 0

洞神弟子 0 1 1

洞神女官 0 1 0

弟子 0 0 10

女弟子 0 1 0

晴信士 2 0 1

晴信女 0 2 1

晴信弟子 1 0 9

仏弟子.比丘 3 2 1

其々観主 0 0 4
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唐代道教俊一覧表

1.三洞弟子文□□造天尊像(綿陽市博物館蔵?) 武徳2 (619)

2.道民劉如意造老君像銅碑牌(山西省平陸県博物館蔵) 武徳4 (621)

3.道民李若武造天尊像(ボストン美術館蔵) 武徳6 (623)

4.道民常義通造天尊像(フィールド自然史博物館蔵) 武徳6 (623)

5.李武就造像 貞観4 (630)

6.道民祖浜口造天尊像 貞観5 (631)

7.文箱胤造天尊像(四川省綿陽市西山観) 貞観8 (634)

8.祁親元始天尊像碑(山西省間喜景雲観) 貞観8 (634)

9.信清女案(?)華抄造像(フリア美術館蔵) 貞観13 (639)

10.道民察季亮造天尊像(フリア美術館蔵)
貞観16 (642)

ll.洞玄弟子耕法遷造天尊像(四川省綿陽県債祖崖)
貞観22 (648)

12.李骨立造元始天尊像 永徽2 (651)

13.清信弟子女李天難造元始天尊像 永徽5 (654)

14.岱森観双碑題刻(山東省泰山老君堂)
顕慶6 (661)

15.道民李威子造天尊像 顕慶6 (661)

捕.口信弟子ロロロ造像 龍朔元(661)

17.弟子王法信造天尊像(フィールド自然史博物館蔵)
麟徳元(664)

18.道民田客奴造像(ボストン美術館蔵) 麟徳2 (665)

19.弟子智洪造天尊像 麟徳2 (665)

20.焦弘慶兄弟造像 麟徳2 (665)

21.乾封三年銘道教三尊像(永青文庫蔵) 乾封3 (668)

22.弟子ロロ造天尊像(四川省綿陽市西山戟)
乾封3 (668)

23.碧落碑(山西省新緯県龍興宮) 成亨元(670)

24.部阿坦造天尊像(四川省綿陽市西山観) 成亨元(670)

25.瑞気観道教像碑 成亨4 (673)

26.晴信弟子輩道運造天尊像 上元2 (675)

27.任智斌造天尊老君像(四川省綿陽市西山観) 上元2 (675)

2S.弟子尚万 造天尊像 上元3 (676)

29.大洞三景法師乗法善等造壁画元始天尊万福天尊像碑(山東省泰山老君堂)儀鳳3
(678)

30.晴信弟子焦蒲洛安洛兄弟造元始天尊像(山西省市城県博物館蔵) 儀鳳3 (678)

31.道下弟子隻□造天尊像 永淳2 (683)

32.弘道二年銘天尊像 弘道2 (684)

33.奉仙観老君像碑 (河南省済源県奉仙観) 垂洪元(685)

34.女道士張妙端造天尊像碑(武威地区博物館蔵) 垂洪3 (687)

35.金台観主中岳先生馬元貞造元始天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂) 天授2 (691)

36.馬元貞造元始天尊爽侍二仙像(済漬廟) 天授3 (692)

37.隆唐観造道教像 長寿2 (693)

38.楊満造天尊像 置聖元(695)

39.東明観三洞道士孫文僑像天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂) 万歳通天2 (697)
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40.大宏道観主桓道彦造等身老君二真人像碑(山東省泰山老君堂) 聖暦元(698)

41.金台競主逮敬同等造東方玉宝呈上天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂) 長安元(701)

42.晴信弟子眺妙姿造元始天尊像(フリア美術館蔵) 長安3 (703)

43.ロロ観威儀師部虚応等造天尊像碑(山東省泰山老君堂) 長安4 (704)

44.大宏道戦法師院孝波等造元裏方福天尊像碑(山東省泰山老君堂) 神龍元(705)

45.顔文達等造老子三尊像碑(蒙陰太清観) 神龍元(705)

46.三洞道土産仙道造像(フィールド自然史博物館蔵)

47.我州龍興観主杜太秦等造像碑(山東省泰山老君堂)

4S.女官玄真姪上智造像 景雲2 (711)

49.三洞道士杜君秀等造道教三尊像(山西省市城県博物館蔵)

景龍3 (709)

景龍3 (709)

景雲2 (711)

50.道士楊太希造元始天尊二真人像 先天2 (713)

51.弟子蛮敬壕母王之女造天尊像(龍門) 開元5 (717)

52.弟子張敬壕母王造天尊像(龍門) 開元5 (717)

53.観主趨息礼造常陽天尊像(山西省博物館蔵) 開元7 (719)

54.道士劉升微造元始天尊像銅碑牌(山西省平陸県博物館蔵) 開元8 (720)

55.裏方仁造天尊像 (河東博物館蔵) 開元9 (721)

56.李公元始天尊像碑 開元13 (725)

57.正信弟子李玄□造元始天尊像(大和文章館蔵) 開元13 (725)

5S.楊真造天尊像(フィールド自然史博物館蔵) 開元14 (726)

59.清信弟子楊元一姫王造天尊像(京都大学総合博物館蔵) 開元16 (728)

60.弟子杜遊芸造天尊健 闘元16 (728)

61.葉知什等造天尊像碑(京都大学総合博物館蔵) 開元19 (731)

62.弟子眺元瑛造天尊像 開元22 (734)

63.開元二十三年銘天尊像 開元23 (735)

64.弟子眺阿胡造天尊像 開元26 (738)

65.焦嘉令造天尊像(山西省高城県博物館蔵) 開元29 (741)

66.王四郎妻眺造天尊像

67.陳嘗意造石仙宮内元始天尊像

68.洞神弟子張香子造応身像

69.太一天尊像(泰山青帝観)

70.啓太唐御立集聖山玄妙観勝境碑

71.南竺観記 (四川省仁寿県)

天宝2 (743)

(山西省市城県)

天宝5 (746)

天宝6 (747)

(四川省安岳県)

天宝8 (749)

天宝2 (743)

天宝7 (748)

72.道士貢元宗造天尊像(四川省蒲江県飛仙閣) 天宝9 (750)

73.眺教生造天尊像(東京国立博物館蔵)

74.天宝甲午銘天尊像(ボストン美術館蔵)

75.孫季長等造像(四川省綿陽市西山観)

76.剣閣鶴鳩山長生保命天尊像

77.仙都観天尊殿石像

7S.仙都観老君石像

天宝9 (750)

天宝13 (754)

大中7 (853)

大中11 (857)

威通4(863)

威通5(864)

79.三洞真一道士孫霊訴造天尊老君像(四川省綿陽市西山観)
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80.石造道教像

8l.石造道教像

$2.石造道教像

$3.石造道教像

$4.石造道教像

85.金銅道教像

$6.金銅道教像

$7..金銅道教像

SS.金銅道教像

'89.金銅道教像

90.金銅道教像

91.金銅道教像

92.金銅道教像

93.金銅道教像

94.金銅道教像

95.金銅道教像

(ケルン,東アジア美術館蔵)

(上海博物館蔵)

(西安碑林博物館蔵)

(永済市博物館蔵)

(浜松市美術館蔵)

(京都大学人文科学研究所蔵)

(東京国立博物館蔵)

(山西省平陸県博物館蔵)

(山西省平陸県博物館蔵)
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1.三洞弟子文□□造天尊像 (綿陽市博物館蔵?)

【銘文】

｢武徳二年大歳己卯,三月八日､三洞弟子文□□敬造天尊俊一尭供養｣

【参考文献】

『八理宝金石補正』巻59

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p611

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p49

龍題昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社, 1997年) p13

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社､ 1994年) p54

2.道民劉如意造老君像銅碑牌(山西省平陸県博物館蔵)

【銘文】

｢武徳四年歳次辛巳二月己丑朔十四日､道民劉如意､為七世父母所生父母家口大小,敬造

老君像｣

【参考文献】

平陸県博物館｢山西平陸県出土-批晴唐仏道銅造像｣ (『考古』1987年第1期)

平陸県博物館｢山西平陸県出土-批階唐仏道銅造像｣によるo
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3.道民李若武造天尊像(ボストン美術館蔵)

【銘文】

｢武徳六年四月八E]､道民李若武､仰為曾父母､祖父ロロ､亡父港口ロロロロ,敬造天専

一区Q顧亡者上ロロ官,見存生者,倶登成鼠□□陳□女一心供養Q若武母蓑巧先一心供
養｡妹武婿｣

【参考文献】

李舵『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p507

李淑『長安芸術与宗教文明』によるo

_il



4.道民常義通造天草像(フィールド自然史博物館蔵)

【銘文】

｢武徳六年四月十五日,道民常義通､為父母合門大小,敬造天専一匿｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p343

松原三郎『中国仏教彫亥[1史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 864 b

李液『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p489

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo

52



5.李武就造像

【銘文】

｢貞観四年六月升目､象主李武就､為亡父造象一区｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p603

6.道民祖洪□造天尊像

【銘文】

｢貞観五年二月八日､道民祖洪ロ､為ロロ身□□､発心造天尊像一区｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

7.文紹胤造天尊像(四川省綿陽市西山観)

【銘文】

｢貞観八年四月八目､文紹胤夫為存亡二世､敬造天尊象一会供養｣

【参考文献】

『八凄室金石補正』巻59

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p49
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8.祁観元始天尊像碑(山西聞喜景雲観)

【銘文】

｢維大唐貞観八年歳次甲午九月庚午朔二日辛未祁観元始天尊素象之碑

癌以珠星戟曜,方覚日月為明､鐘鼓蔽音､始宿雷露為大,未意壊足､莫見千里之馳､不逐

鵬翻､安知九万之勢｡況復覆天載地､萄括無窮､蓬田玄圃之奇､玉液金策之異｡至如柱折

西北､維映東南､垂暦象干天隅,烈成形干地分,風駆雷震､山崎川流,載荷吹嘘之功､実

籍財成之力､千晶万類,尽妙窮機､極目而観､執非感道｡吐玄微之深趣､引消息之幽霊,

表開音干沖虚,起権衡干無欲､漢君謁干河上､軒帝就干磨胴,是知古先哲□､裏而成仏

自淳風漸歌､湊政始興､分別念生､衆悪対起｡清流既隔､ □用沈倫､上聖愛生,応時救物o

結□大莞之気､是日□形天尊､位居始青之中､亦為元始之称｡ □劫輪化､帝立象存､威摂

万ロ､ □超三景､始化浮繁之国､終干宛利之城､騨衆妙之門,駕法橋之路､驚川不息､駿

隙難留､恐青録之無口､編墨書而先払然則欲抜幽魂,当依大道､将求度世､必資上聖o

是太上道民大宗子県中正祁文才､宗老祁則合宗等､蓋承帝尭之商,段使持節鎮西大将軍

祁山君永之後,晋大夫､周陽侯葵之胤､魂使持節奏州刺史､河南声､吏部尚書司徒太尉公

儀之孫也｡鐘鼎之重､霊岳無以井其高､軒蓋之栄,徳水不足方其遠｡加以令聞令望､如壁

如珪､海内仰其嘉声､当土欽其風軌｡有晴開皇修営霊観､真台仙閣､上人雲霞､月殿日宮､

高排星漢o久閲真容､磨得申其如在,傾心渇産､敬造元始天尊素俊一区､真人､玉童､天

丁､師子､地祇之載香山､而皆左右相礼金容既飾､如放身中之光､慧眼己開､似笑福堂

之国｡霊儀勝業,錐無勧干景鐘､敢樹豊碑､伝之干後葉｡糞等丘曽題石､度三劫而恒存､

王母記空､自一書而永住｡其詞日

混元分沖､清濁斯開､列其九気､乃具三才､有身有我､為患為災､善悪同趣,福禍倶来o

(其-)上聖下応､発乎始青､歴劫常起､改号存形,変化方便､大抵群生､万帝斉駕､五

老成迎｡

(其二)唯君先葉､発系陶唐､鐘鼎相襲､福慶綿長､松貞玉潤､桂故蘭芳､既美且詰､邦

家之光｡

(其三)神容僚僚､霊宇峨峨､澄覆轍鏡,重石頼砲､口官乍草､羽客時過､普姑無極､倶
超大羅｡

(其四)

【参考文献】

『山右石刻叢編』巻4

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p50

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第11冊(中州古籍出版社､ 1989年) p58
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『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第11冊によるo
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9.信清女葉(?)華抄造像(フリア美術館蔵)

【銘文】

｢貞観十三年歳次乙亥五月一日突卯朔一日､謹有信清女葉(?)華妙､減割家財,為亡男

誰倶,造俊一匡,今得成就o □井及七世所生父母､見存□亡者,免□三従､安楽自在,梅

枯斯福､具浮大道o女人頒日､ □□亡男,難可会莫o思元来日､相去辿難､造像口善,度□三

人.避口目在､梅□斯福｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文舘､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 867 a

李舵『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p500

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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10.道民案季亮造天尊像(フリア美術館蔵)

【銘文】

｢貞観十六年歳次壬寅八月甲申朔七日庚寅､道民察季亮､減割家資､為亡夫敬造天専一区､

今得成就｡又願先亡及見存家口,並蒙紳祐､倶登正道｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

李赦『長安芸術与宗教文明』 (中筆書局, 2002年) p500

ll.洞玄弟子耕法遷造天尊像(四川省綿陽県債祖崖)

【銘文】

｢貞観廿二年太歳戊申四月八日､洞玄弟子所法遷､為見敬造天尊俊一轟供養｣

【参考文献】

『十二硯斎金石過眼録』巻9

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p55

龍顕昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社, 1997年) p13
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12.李骨立道元始天尊像

【銘文】

｢永徴二年十二月廿日､李曾立謹為亡父母道元始天尊一区､今得成就o願亡者託生西方､

一時成道｣

｢弟合口､李曾立,李石生,母□､要先,ロ要連｣

【参考文献】

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第12冊(中州古籍出版社､ 1989年) p40

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第12冊によるo
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13.清信弟子女李天難造元始天尊像

【銘文】

｢永徽五年八月九日､清信弟子女李元難､篤亡父造元始天尊一区,今得成就.願亡者託生

西方,造造自在､見存家口､倶登正道｡

弟普済｡寧男文□｡弟徳至.弟普至｣ (後背背面).

｢祖父李道昌｡昌男紳雅｡雅男如意｡意男保安｡意□□寧｡安男秋徳｣ (左側)0

｢妻預妃｡雅妾嘩嘩｡意妻韓賜英｡安妻韓｡寧妻韓｣ (右側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604
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14.岱蘇観双碑題刻(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢顕慶六年二月廿二E]､勅賜東森先生郭行晃､弟子陳蘭茂､杜知古､馬知止､奉為皇帝皇

后､七日行道､並造素俊一躯､二真人爽侍｣

【参考文献】

『金石華編』巻53

Edouard Chavannes "Le Jet des Dragons‖ (Memoires concernant t'Asie Orientale皿, Paris,

1919)Fig.I

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p56

Edouard Chavannes HLe Jet des Dragons''による｡

60



15.道民李威子造天尊像

【銘文】

｢顕慶六年歳次丙申朔三月丁未十二日､道民李成子,為七世父母及亡父母､見存老母､家

口大小平安､造天尊-臥上為皇｣ (右側)

｢威母蓑o威姉蛾乱威妻張o度妻蓑｣ (左側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

捕. □信弟子□□□造像

【銘文】

｢龍朔元年□月己巳朔,ロ信弟子ロロロ,為 皇帝陛下見存父母､ □｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第842図

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』による.
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17.弟子王法信造天啓像(フィールド自然史博物館蔵)

【銘文】

｢麟徳元年十月十七日.弟子王法信, --･敬造天専一区｡ --又願亡者託生西方安楽国｣

【参考文献】

李瀬『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p490

1S.道民田客奴造像(ボストン美術館蔵)

【銘文】

｢麟徳二年正月三日,道民田客奴､為亡母､敬造石像-塔｡及合家大小､願得平安｣ (正

一■面)0

｢上為皇帝陛下, ゝ及一葉衆生､倶登政角｡造像人眺響｣ (右側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑黛』 (国書刊行会､ 1980年) p604

李液『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p507

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p182-p183

李舵『長安芸術与宗教文明』によるo
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19.弟子智洪造天尊像

【銘文】

｢麟徳二年二月｣ (右側) ｢二日､弟子智洪｡敬造天尊｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p604

20.焦弘慶兄弟造像

【銘文】

｢麟徳二年十二月､焦弘慶兄弟､為父造像-塔｡亡者勝仙､見｣ (右側)

｢存受福｣ (背面)

｢焦善明一心供養｡妻王一心供養｣ (正面) (羅君拓本｡)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p605
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21.乾封三年銘道教三尊像(永育文庫蔵)

【::'/J

｢乾封三年歳次己仰,二月乙仰朔十一日乙丑､ -為皇帝､二為七世父母､三為人達兄､

造俊一｣ (右側) ｢廻､一心恭養｡清信弟子君｣ (左側)o

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p605

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第843図

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p184

『永青文庫平成16年度冬季展示 中国の石仏』 (永青文庫､ 2004年)

永青文庫所蔵
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22.弟子□□造天尊像(四川省綿陽市西山戟)

【銘文】

｢乾封三年十二､弟子□□存天尊供養□□三人女□ロロ｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p49

23.碧落碑(山西省新緑県龍興宮)

【銘文】

｢有唐五十三紀､龍集敦揮,哀子李訓･誼･諜･諾､街他在疾､寅懐磨所｡永言報徳,忠

樹良因､敬立大道天尊及侍真像｡卑若稽古､森口遂初､真宰貞乎得-､混成表干沖用､玄

之又玄､迩超言象之域､惟悦惟惚,理冥視聴之端｡是以桐山順風､労乎磨索､扮陽御群､

昏然自喪｡暖臭哉､道之塩也,其寄千客廓之場憲｡至干玉笈宣徽､浪函吐秘､方壷神閲､

蒙谷霊済､倹忽九核､導飛廉而従敦園､僻仰六合､戴列星而乗雲気､固亦昭章逸軌,紛向

孤風､淳化其瞭,幽契無爽｡伏以先妃,含貞載徳,克慾壊儀,延慶台華､正位藩閥｡動容

資干典礼､発言光平蔵訓｡故紘挺是粛､粂盛無違,大当葉曜､中開以睦｡況椅間分甘之沢,

徒居側晒之規､義越人倫,恩深振古｡重以凝神道域､抗志澄源,准館儀山､参鴻宝之霊術､

楚壇敷教､暢微言之盛範｡儒元兼洞､真俗両該､徳冠母儀､事高嬢則｡登園莫天不恵､積

善無徴､脊罰奄鐘､茶毒俄集｡訓等痛纏過隙､感切風枝,泣血撃号､自期顛損｡祇奉厳訓,

慈勉備隆､倫存視息､過移気序､凡造寂実,瞭望長違,創巨徒深､寄哀何地､所以食及余
漏､祈福元宗,敬写真容,庶幾終古｡而土木非可久之致,溶鋳為悔盗之先､粛奉沖規､図

輝貞質､瞬容伊穆､元儀有縁金真檎輝､疑金閣之易奔､琳華揚彩､若琳房之可勤,寛裳
交映､欺駕斯留,帝展飾翠雲之美,香童散朱陵之喪.載彫愛敬､式展□祈,以此勝因､上

資神理.伏願栖真碧落､飛歩黄庭､謁群帝干天関､携列仙干雲路､敵L懸解,宅美希夷,

注儀隣以同換､指乾坤而斉極､介玄多祉,藩度惟隆､如山作固､永播熊章之烈,循隊白面､

真申烏鳥之志｡孔明在鑑､匪日道偶,昌言嘩悶,庶斯無琵｡昔人衝哀岡極､鉛粟騰声､柔

紛克助､義切張寛之諌､至徳興思,痛深陸機之賦｡祝酒輝怒範､宛若前提､睦言景行､敢

忘刊紀､余魂弱瑞､情不逮文､謹托真猷､直書心事､音儀日遠､風烈空伝､ Pn心感慕､終

天何及｡

成通十一年歳次庚寅､七月辛亥朔十一日辛酉､鄭承規奉命書｣

【参考文献】

『金石掌編』巻57

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p605

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p60

劉文哲編･山西碑碍精華叢書『碧落碑』 (山西人民出版社, 2001年)
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劉文哲編･山西碑碍精華叢書『碧落碑』によるo
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24.部阿魁造天尊像(四川省綿陽市西山観)

【銘文】

｢成亨元年太歳庚午､十一月二十二日□□□□□生井及男女妻母,部阿坦敬造天専一轟供

養｡

成亨元年十一月廿二日｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p605

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p49

25.瑞気観道教像碑

【銘文】

｢成亨四年九月｣

【参考文献】

『金石録』巻4

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p605
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26.晴信弟子弔道運造天尊像

【銘文】

｢大唐上元二年歳次乙gP七月突丑朔､謹有晴信弟子張道連､ □為父母及見存家口､敬造天

尊俊一区o 願亡口得仙､生者□□□｣ (背面)

【参考文献】

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第16冊(中州古籍出版社､ 1989年) pll

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第16冊による.
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27.任智斌造天尊老君像(四川省綿陽市西山観)

【銘文】

｢上元二年□月二日､道口任智斌､奉為亡父任士⊂,亡師任士墾､敬造天尊老君二身,供

養｣

【参考文献】

『八理宝金石補正』巻59

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会. 1980年) p605

陳短編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p49

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社, 1994年)図版17

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』による.
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28･弟子尚万象造天尊像
【銘文】

｢上元三年八月十一日､弟子尚万屠,為亡父母､又願家口平安､敬造天専一乳
妻眺一心供養｣

【参考文献】

『萄斎戒右記』巻18

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p605
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29.大洞三景法師集注善等造壁画元始天尊万福天尊像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢儀鳳三年三月二日,大洞三景法師葉法善等奉勅､干此東岳修斎,設河図大敵所有□線

等物,敬造壁画元始天尊･寓福天尊像両鋪o功畢即畢.立石紀年｣

【参考文献】

Ed.uard Chavaru1eS ‖Le Jet des Dragons-I (Memoires concernant llAsie Orientate Ⅲ, Paris,

1919)Fig.1

『金石草編』巻53

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p605

-陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p67

Edouard Chavames rrLe Jet des Dragons"によるo
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30.晴信弟子焦蒲洛安洛兄弟造元始天尊像(山西省高城県博物館蔵)

【銘文】

｢大唐儀鳳三年歳次戊寅□月十五日､清信弟子焦蒲格安洛兄弟等為亡父母敬道元始天尊石

像一区｡上為天皇天后及法界衆生,同出苦□､倶登正道｣

【参考文献】

『A Walk Through the Peony Gargen -- Woman Image in the Tang Dynasty一一大唐王朝

女性の美』図録(斎藤龍一編集,中日新聞社, 2004年) p124

『A Walk Through the Peony Gargen -- Woman Image in the Tang Dynasty
--大唐

王朝 女性の美』図録による｡
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31.道下弟子隻□造天尊像

【銘文】

｢永淳二年九月三日､道下弟子隻□､為亡父母及見存家ロ､敬造天専一鋪o亡父身軌-

JL供養｣
(左側)

｢隻□妻｣ (正面)

｢亡母眺一心供養｣ (右側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p605
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32.弘道二年銘天尊像

【銘文】

｢□□入倣尋真､採徴賞妙o考群形之性相‥ ロ品果之櫨牙Q 莫不肝□太元､精霊小撲｡

故能聞堪輿而紀流時､畢盤古以□乾坤o含吐風雲､胞敵気象盈縮之期無舛,昏朋之契遠

遷Q不宰之貸既隆､財成之功自遠.其唯大道､無得而言o但懐幹以哀驚風樹､痛珍蔵Luo

琴枝之口達鍾,防腐□酸遮机E]発誠醸.敬造天尊o至為先亡､庶崇功徳｡卑以大唐弘道

二年正月四日荘厳畢o夫唯不可識､故強為之容o巽永済帰依､長鉄供養｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p605

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第844図

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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33.奉仙境老君像碑 (河南省済源県奉仙観)

【銘文】

｢大唐洛州済源県宗姓､奉為 高宗天皇大帝､於奉仙観敬造 太上老君石像碑拝序o

懐州河内県主薄陳西李審幾詞｡

朝□郎上騎都尉遮水泡渠智烈書｡

原夫巣燈上皇之代､逃臭難詳｡背庭太古之目､悠哉莫紀｡研精掛臥空間糟粕之言o雫思

運枢,歪見権輿之跡o泊乎軒馨唐虞聖主也､徳未雇於□丸南湯文武明君也､功尚労於任

戦｡麦及秦皇虐政､漢高覇術｡区区曹馬之事業､蕪積納図｡墳墳斉梁之声教､膏旨翠牒o

我大唐整乾開運､出震乗時.月照□光,構顕墳之昌緒.雲浮玉葉､啓答餅之慶乱

高祖受玄□而革命､仰辿天心｡憲紫極以凝臥僻従人欲o濡足在念,済四□於横流｡授

□寅懐,ロ万邦於炎岳｡息麟闘而開日月o両曜貞軌静龍戦而叶陰陽o □儀交泰o

文武聖皇帝,功禰締構､道冠財成o夙光玉理之符､載挺口衡之□｡ロ開鳳□､巳賦小言之

請.既襲亀謀,即用大横之餅.修文徳而有苗格､ iTE待七旬.運武略而猿挽平､匪労六月o

大帝含枢降祉,曜晩垂精｡景命列於河図,鴻名昭於洛字o湛寓居之化､不粛而成｡凝穀飲

之風､不厳而乱憲五材而蹄聖､四時将玉燭同和o斉七政以窮軌六気与金津其順o若廼

重十家之産,仇罷露台｡軽千里之足､匪登雲嵐茅茨可以庇風雨､無従堵室之奮o陶□可

以合炎涼,有戒玉杯之移｡禁難得之貨､酔隈矩頭.絶遠方之物､宣甘龍眼o此聖人之淳徳

也｡

設誘木待逆耳之謀､恋諌□仔沃心之詰｡元練是用,碑秋潔於止園o珪組斯臥貴英奇於

広軌聞一言之善,管庫無遺o見一行之高､輿董必採o此聖人之任賢也o麟謬鳳卵之野､

梯翠□以混草書｡椀江樋穴之郷､航紫漢而奉正朔｡寅尤之弄楓木,更若近郊o番馬之流鋳

醤,還猶内府｡葦韓轟幕､月支日逐之長､削拒於藁街oロ題整薗,鎮膚摸髪之酋､
□□於

魂開｡此聖人之懐遠也｡

功格円清,甘露凝而景星出｡徳通方濁､葉菜植而芝草生o魚尾之禽､既審嘉於河口o狼

題之獣､亦騰躍於平原｡金鼎不畢而自盈,銀聾不汲而恒満o此聖人之休徹也o

江茅□黍､表望幸之期o紫鱗青鵜､昭告成之応o採無懐之逸軌､始撤宏嵐披有熊之菰

描,麦修大礼｡壇浮青気､映芝谷以気鼠封衆白雲､帯松山而欄漫o周□射牛之祭､未足

執受｡漢帝詑麟之示司､臣堪扶軌此聖人之昇中也｡宣言八駿之御未詩境池｡五龍之紀､孫

移堵律,峰山鷲景､痛尭日之先抗｡夜墾飛瑞､惜舜河之奄軌仰惟□口先顧間口ロ之微音､

皇帝嗣守隆基､光武丁之香道､補天椎而錬釆石､弾圧嫡皇｡臨地角而厭碧□,牢寵姫后o

洛州済源県宗姓前河陽令李儒意､雲騎尉李公協,騎都尉李徳爽等二百五十人､去陳西而

違故里､冠寛之風尚伝､就河朔而客他郷｡実装之業無替､誓夫長江巨海不乏虫L龍､沃野広

都､自多鷲臥麦以霧濡渥沢､家無雑賦之労,休浴湛思｡門有歳□之泰｡耕田整井､荷亭

毒之平分.鼓腹含晴､憲優済而口逸.想撃告於湖邑､恋徳徒勤o巻飛羽於拝林､懐音何極c

卑惟玄元皇帝,遠垂聖緒､通庸仙籍､惟悦惟忽､師友義農之際､不□不味､春野虞夏之

辰､乗日月而駕風雷､債鬼紳而包天地｡推之於妙､非常名之可名｡引之於真､即上徳之不

徳｡魯司蓮之作者､北面為入室之徒､早大夫之真人､西遊応出関之侶｡隆周季葉,巳垂沓

干五千､皇唐本枝､方延休於七百｡奉為高宗天皇大帝､於奉仙観敬造老君石像一座､拝爽

侍二真人｡鎮魂鋳金,写口中之瑞色｡塗丹緯粉､拳陪首之弥容｡目角農開､義和悪扶桑之

景｡月元夜満,望野輯仙桂之嘩｡精誠感造化之功､鋭思得沖元之九山連王屋､即是清虚
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之天｡邑帯幅庭､更似瀬郷之地｡仙官侍衛,紫煙開而鶴駕軽｡紳媛帰依､碧落浮而龍□遠｡

所巽蓬莱変海､玄元之介癌長存｡竹箭移川､大帝之紳功不朽,惟金昭而玉梓,倖天長而地

久｡乃為銘日､

卑若皇唐､諾天明命｡壌光襲祉､玉雲垂慶｡納麓弗迷､捗元惟聖｡慎綱更紐､折柱還正o

其-｡

高祖光宅､聖文纂図｡九痕懐恵､万国来蘇｡指金抵王､破璽焚符o枇糠栗陸､草芥尊慮o

其二｡

惟皇題象,握契循機｡含枢流気､曜晩分嘩｡時凝巻嶺､化秩垂衣o乾坤交泰､書軌同帰｡

其三｡

道冠登三､功包得-｡序彼峻字､安此卑室｡獄静頼ロ,刑寛文軌有映斯補､無文成秩o

其四｡

玄窄効祉､黄□輸禎｡月開葉菜､雲覆芝英｡亀龍呈象,鱗鳳飛声o燕峰鎮績､梁琴告成o

其五｡

能事云備､紳功不宰｡奄防九仙､俄悲四駄文物終謝､英威如在｡至徳方凝､孝思無改o

其六｡

少郷遠裳､元礼来昆｡倶迷帝力､共休皇恩｡号弓涯胆､捧勧錆魂｡敬惟仙系､遊福玄門o

其七｡

奇表既開,真儀式像｡五字光足,千文曜掌｡日角農融､月元夜臥害馬巳去､猶龍可仰o

其八｡

帰山曾鎮､流水清司凱険疑丞谷､流似渦瑞.既銘功而握粟､亦頒徳以濡翰､期翠石之永固､

庶鴻名之不刊｡其九

朝散郎上騎都尉雇水泡渠智烈書｡薙州富平県人超文素鋳｡

垂洪元季歳次乙酉十二月壬申朔四日乙亥ロロロロ建｣

【参考文献】

『金石草編』巻60

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p606～p608

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p70-p71

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第17冊(中州古籍出版社､ 1989年) p34

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p184
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『北京EgT書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第17冊による｡
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34.女道士張妙端造天尊像碑(武威地区博物館蔵)

【銘文】

｢垂挨三年八月七日､女道士張妙端､為天皇及見存父母,井一切衆生､敬造天尊象井仙童

玉女一区｡功就,願一切衆生離苦解脱｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p74
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35.金台観主中岳先生馬元貞造元始天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢大周東鱒二卑歳次章恥二㊤突卯朔十◎王子､金台観主中岳先生馬元貞,将弟
子楊景初､郭希元､内品官楊君臥 欧陽知環､奉-替紳皇帝軌綾大周革命､令元貞往五

岳四湧,投龍作功乱元貞於此東岳､行道章礁､授権作功徳､ -十二6)夜o又奉冊､敬

造石元始希尊像並二真人爽軌永此岱岳観中供養o
祇承宮修徳郎行責州都督府倉曹参軍事李叔度｣

【参考文献】

Edouard Chavannes ■■LeJet des Dragons■■ (Memoires concernant l'Asie Orientate IK, paris,

` 1919)Fig.2

『金石掌編』巻53

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p608

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p79

Edouard Chavannes "Le Jet des Dragons"によるo
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36.馬元貞造元始天尊爽侍二仙像(済湧廟)

【銘文】

｢使口畢中学,副主簿王智□､絶大周天授三年､歳次壬辰､聖神皇帝之革命三載也｡徳沢

□歳,光霊灼錬､神祇品物､成与維新､乃勅道士馬玄貞粛将明命､欽若大道,投龍干済涜o

醸詑､仇以□綜造石元始天尊井爽侍二仙元貞以正月戊辰朔廿一日戊子陳法座､宣御詞､

俄有仙鶴適期､慶雲□軌 時済源県丞醇同志等道俗数百人,成暗霊応,以為非常之ロ｡

泊醸託､遂連番旨,式範尊容､琢離為撲､干玄克託｡仇□位干奉仙之観,廃以妙功,永資

昌暦､天長地久､服永無口｡

如意元年七月十五日｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p80

37.隆唐観造道教像

【銘文】

｢長寿二年十月十五日｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p608

3S.楊満造天尊像

【銘文】

｢馨考元魯歳次乙未四@戊寅朔二6)己卯､楊満為亡女二人､敬造命尊一区供養｣
｢女婆怜.母杜菩薩o亡女女観官要児｣

｢亡女午児｡男懐慶｡慶男令忠｣

【参考文献】

『萄斎戒右記』巻20

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p81
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39.未明観三洞道士孫文億像天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

･大周万歳通帝成季歳次丁酉,東明観三洞道士孫文億,奉帝筋金輪暫紳皇絹@E
a),勅将侍者眺欽元,詣此奴観､折詰行嵐事畢､敬造石両尊俊一躯並二真人爽侍｡

庶舷景福,永奉老熟耶己其膏､用伝不軌
専検校博城県主簿関彦博o 録事則上｣

【参考文献】

Ed｡｡a,d Chavannes "Le Jet des Dragons" (Memoires concernant )I Asie Orientale Ⅲ, Paris,

1919)Fig.1

『金石華編』巻53

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p608

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p81

Edouard Chavannes -'Le Jet des Dragons"によるo
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40.大宏道観主桓道彦造等身老君二真人像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢大周智暦元脅歳次戊戊臆㊧葵巳朔式@甲午,大宏道観主桓道彦､弟子晃白描､
奉勅千此東岳,設金蘇宝斎河図大敵漆㊤行道､両度投龍｡遂感慶雲三見､用斎醸物､

奉為帝筋金輪竜神皇帝,敬造等身老君像-躯並二真人爽侍o

尭州団練使都虞候銀青光線大夫試衛尉卿上柱国高晃｡

売州団練使押牙忠武将軍守左武衛大将軍上柱国趨俊｡

専当官博城県尉李嘉応｣

【参考文献】

『金石掌編』巻53

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p609

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p82
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41.金台観主虚敬同等造東方玉宝皇上天尊二真人像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

･長安元脅歳次章丑十二宮己亥朔廿三㊤辛酉､道士金台観主趨敬同､侍者道士劉守
貞､王懐亮等,奉十-直月七㊨勅､干此太山岱森観霊壇､修金蕗宝斎三@三夜､又

□観側霊場之所設五岳-百廿繋醗礼､金龍玉壁井投山託､又□鎮彩幼篭敬造東方玉宝皇上
天専一鋪､井二真人仙童玉女等犬侍､ □□□口供養.其㊤祥風暫息､瑞雪便博､香燭鼠

乱㊤直明朗､神霊降祉､吉祥事畢､故刻石記時､勘名題◎o
専当官宣義郎行博城県丞孫呆o

専当斎井検校像官博城県主簿登仕郎董仁軌

都検校官承議郎奈川大都督府戸曹参軍王果｣

【参考文献】

Edoua,d Chavannes ‖Le Jet des Dragonsr･ (Memoires concernant l'Asie Orientale札Paris,

1919)Fig.2

『金石掌編』巻53

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p94

Edouard Chavannes "Le Jet des Dragons"によるo
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42.清倍弟子眺妙姿造元始天尊像(フリア美術館蔵)

【銘文】

｢大周長三膏閏四直十六①o清信弟子挑妙姿.教戒行､毎念市尊o敬顕□慈､為
亡男鹿訓妻口井亡孫女彩壁､妹□朱,敬道元始帝尊-軌今得成乱□□託生西方元量
寿□o 見存者早持ロロロ､同登正覚.

ロ男庭訓一心供養｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p609

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

`松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 867b

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p185 ･p186

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるc
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43.ロロ親戚儀師邪虚応等造天尊像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

･大周長安四季歳次甲辰十-直発未朔十五㊤丁酉､ロロ観威儀師耶虚応,法師院孝
波､承議郎行宮口承劉懐□都ロロロ,奉勅於東岳観岱岳観中､建金島大乱冊九日行道､

設醸奏章､投龍薦壁､以本命鎮綜物､奉為皇帝､敬造石天尊皇上天尊-鋪十事､ □壁画天

草-鋪十三事,敬写本際経一部､度人種十軌欲茄功徳､奉福曽窮､其音四㊤前行

道之時､忽見@彩揚光､加以抱戴.俄頃之際､雲色錆殊｡遂有紫霞間起､貴書幸興､遍
覆霊場､並成輿乱視斯嘉瑞,敢不善之.斎醗既終､勤文千石D 岱岳観主倫虚EL

専当官宣徳郎行売州都督府参軍事王処嵐

専当官文林郎守博城県主簿韓仁忠｡

専当官岳丞劉□□｣

【参考文献】

『金石華南』巻53

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p609

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p95

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第19冊(中州苗籍出版社. 1989年) pl18

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第19冊によるo
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44.大宏道戦法師院孝波等造元真万福天尊像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢大唐神龍元年歳次乙巳三月庚辰朔二十八日丁未,大宏道税法師院孝波､道士劉思礼,品

官楊嘉福､李立本等,奉勅干岱岳観,建金籍宝乱ifH･九人,九日九夜行道､井設醸投龍｡

功徳既畢,以本命鏡綜等物､奉為皇帝皇后,敬造石元真万福天尊俊一鋪｣

【参考文献】

『金石掌編』巻53

Edouard Chavannes HLe Jet des Dragons●' (Memoires concernant lrAsie Orientate ]L Paris,

1919)Fig.2

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p609

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p95

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第20冊(中州古籍出版社､ 1989年) plo

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第20冊によるc
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45.顔文達等造老子三尊像碑(蒙陰太清観)

【銘文】

｢大唐折州(下級)

卑以仙図寂実(下秩)規玉府､将成不揮(下映)無(下映)教諭背､法雲無触石之期､欲

火起炎昆之焔｡其後馬場龍樹□葉之微言､摩騰法蘭伝貫花之宝偽｡愛有情信仕顔文達廿余

等､井地隣松□､葱翠三冬､居郡榔邪,邑交坊陸｡王公鯉躍､孝悌□義之郷､孔子龍蹄,

礼楽詩書之国｡共成勝業､載結良縁､舎難舎資､成未成之業､遂干茅固之左､聖水之際,

奉為皇帝陛下､師僧,父母､敬造老子三尊-鋪刊之､以畢荘厳,乃成金(下映)以萄歌廉

徳､下有踊干真宗､挿勤鄭碑､理才公干法力,式旋其事､乃作銘云

鷲頭山下､鶏足岩懐､三尊既立､勝業横開｡ □創雁苑､回枕蜂台､宝願斯畢､妙福長該｡

倖我功徳､滋我□賢､業地塵口､三天雑則,城空恭尽,劫末灰燃､庶擾碑之□□､ □□□

永全｡神龍元年歳次乙巳九月戊寅朔｣

【参考文献】

『山左金石志』巻11

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p96
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46.三洞道士羅仙道造像(フィールド自然史博物館蔵)

【銘文】

｢夫陶数万物者至道､ □脱群生者天尊.謹有三洞道士羅仙道□霊山岳擢質中和早業希□少

□仙侶､宣謂功成厭俗俄化上仙､慈母選民為師敬造石像-鋪o 唯願魂路託識浮□､見存親

縁同帰寿城o 景龍三年二月日造｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館, 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論.図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 866

松原三郎『中EEl仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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47.我州龍興観主杜太秦等造像碑(山東省泰山老君堂)

【銘文】

｢大唐景龍三年歳次己酉三月戊午朔十九日景子､奉

軌令我小rl龍興観主杜太秦,蒲州丹崖観監斎呂暗仙,

山岱岳観､建金掠大斎.報賓前恩,追密売等州大徳

図大醗､更祈後福,以申告乱七日之中､逐呈四乱

瑛巌穴以通光｡締雨飛禎､家示九年之乱烏蟻抱戴､

工於翠較｡爽貯俊一鋪十-乳二 聖本命鎮彩修造o

戸曹慮ロロ｡ 県令張壊貞｡ 主薄韓仁忠｣

京景龍観大徳曹正一等三人､於此大

棚一九人､七日七夜､転径行道,設河

白鶴騰輝､梯霞荘而矯色c黄雲覆彩,

寿□千載之君｡紀時日於青郊､勤奇

【参考文献】

『金石翠編』巻53

Edouard Chavannes ‖Le Jet des Dragons‖ (Memoires concemant llAsie Orientale Ⅲ, Paris,

1919)Fig.4

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) p99

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第20冊(中州古籍出版社､ 1989年) p78

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第20冊による.
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4S.女官玄真姪上智造像

【銘文】

｢大唐故女官詩玄真､大上仙苗､触西患族｡希夷之体､親承老君之妙.益易之方､廼伝王

母之術o 以景雲二年歳次辛亥四月丙ロロ｣ (正面) ｢六日辛巳,昇化於洞嘩観o 姪上智､

号変圃極､撃慕無依D 逐建崇仙宮､永流口□｣ (右側) ｢齢.万葉流芳､穆水仙尊o 千存

崇茄霊祉Q 能易経亡,固帰其櫨o 能益□物云□□｣ (右側)

【参考文献】

『萄棄武石記』巻21

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p610

`陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) plOl

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第20冊(中州古籍出版社, 1989年) p124

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第20冊による｡
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49.三洞道士杜君秀等造道教三尊像(帯域県博物館蔵)

【銘文】

｢三洞道士杜君秀供養｡亡尊師正師政｣ (上段)

｢夫蓬□痕洲金台擾室､斎口□□之外､廻出六塵之表､卑有道□□秀,心情陰蹄､情絹代

網､想白雲之可託､高踏林幽,翫丹霞之口軽､ □修丘墾､度構精舎､敬勤尊容oホ其相好

分星､霊嘩甚月､飛仙控鶴､羽客乗□､碧落空寄､青渓実□､伝芳紀案､刊石題金,希代

偉奇､神功無量.上房法界､下及蒼生､同出苦口､倶登正道o 景雲二年十月一日､ □村

施主等､臣更僚､毘音巨威､易智□､智隠,胃義貞､段君意､霞象合､程師果､段伏蓋､臣

道貞､孔小合､孔呂福､段行謹､孔象保,孔思倍､侯毛保,侯詐徳,郭君ロ､郭思福､眺

伯吉､董承継､孔思順､韓公表､韓□教,韓大略､張文侯､防儀豹､張看言､張思忠､陳

思礼､楊合,楊隻,楊言､母眺､張□□､楊思忠､尚弘徹､楊懐黙､張水昌｣ (中段)

｢張仁福為父得及合家｡開懐智､張仁肪､眺剛､張威静､張化生､張威徳､張天生,張三

宝､及妻乾､車都尉杜若□,郭慶福､妻察,男知間､女舎､孫女大娘､張弘誕､張仁徳,

李修義,儀貞素､妻察｡上騎都尉行同山県安邑県射洪県令開懐智,男知隠｡三洞道士郭知

今､ □明観観主張元景､ □坐裏道貞､監斎程敬元冊人等｣ (下段)

【参考文献】

『観妙観微 山西省館蔵道教文物』 (香港大学美術博物館､ 2003年) p76
･

p77

『A Walk Through the Peony Gargen
--

Woman Image in the Tang Dynasty-一大唐王朝

女性の美』図録(斎藤龍一編集､中日新聞社､ 2004年) p126
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『A Walk Through the Peony Gargen
--

Woman Image in the Tang Dynasty --大唐

王朝 女性の美』図録によるo

92



50.道士楊太希造元始天尊二美人像

【銘文】

｢原夫三統末萌,陰陽混 気ロ､六虚肇辞､造化剖 元胎,是口大象無形､其可得而言臭o

卑以先天二年九月-十一目､道士楊太希奉勅 済涜斎醸畢､所余鎮信,今為皇帝回造石元

始天尊像-鋪井二真人等｡実相才成,宝雲郁起､霊光晋燭,揮天洞明｡玉農之位既崇,翠

瑛之功斯畢､虞奉明旨､敢□玄銘､万古悠悠､披文相質.銘日

大哉皇綱,卑維臣唐､恩雫九井､徳茂三光｡真儀就畢､玄教再楊､式□貞瑛,地久天長o

検校官主簿間齢之

大唐先天二年-十一月三十日建｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社, 1988年) plO2

51.弟子張敬珠母王之女造天尊像(龍門)

【銘文】

｢弟子張敬掠母王之女､敬造天専一鋪｡開元五年三月｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p610

52.弟子張敬珠母王造天尊像(龍門)

【銘文】

｢弟子張敬珠母王､為身造天ロー鋪｡開元五年三月四日｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610
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53.範主連思礼造常陽天尊像(山西省博物館蔵)

【銘文】

｢虞郷県連隠仕撰｡

夫為山九切､崇成資覆貴之功,導河千里､浩注仮濫傷之利､博観衆要,何莫猶斯者欺!観

主趨思礼以弘道初載､置観伊始､挺列黄冠之首､勉居紫府之元｡既而挟壌開壇,垂土立壁,

麦有勤干庶務､未達情干尊像｡観主乃言日､聖容不作､人為帰依｡干是特割珍資､幸修元

始｡磨昆山之片石,行唯抵鵠之余､装麗水之兼金､即是翻鳩之末｡霊姿僚爾､瑞相殊絶｡

遡凝想干粋儀,式財成干雅頒｡其詞日

碗瑛殊状,丹青妙飾､瑞相厳凝,光儀赫絶｡可道非道､上徳不徳,金石斉堅､乾坤比極｡

大唐開元七年歳次己末十一月乙卯朔十日甲子､観主趨礼上為開元神武皇帝皇后,下為七祖

三師,見存家巻及一切群生､敬造常陽天尊俊一鋪｡道士侯換書｡

上坐田昭本萱心供養｣

｢監斎趨名蓋供養.姪道士西壕供養｡弟子道士張思元供養o三洞道士張度格供養｣ (台座右

側)

｢弟子道士知玄供養｡姪道士庭憲供養｡弟子道士□里懐謹｡弟子道士口遊仙｡弟子道士陳

懐環｡弟子道士張諦｣ (台座左側)

｢晴信弟子陳正直､妻陰｡男嘉□､妻李｡男嘉賓､委曲｡男嘉慶､ □□直,妻馬｡男嘉範､

妻宋､女浄仙女､二娘口､女景大娘等, □家供養｡清信弟子口如珪､妻陳｡晴信弟子陳玄

法､妻李｡晴信弟子陳義壊､妻暢｡清信弟子陳余福,妻糞､女二娘等､馬二娘､女花児｡

晴信弟子陳雲ロ､妻楽,男神□､男神□､妻劉｡晴信弟子陳□□､女阿妃｡晴信弟子弓削可

光､女貞児｡清信弟子李法相,女薬王､尼品児妹四娘｡陳義其,妻李口､陳□児景｡姪大

比丘陳煙ロロー娘陳思□･-･-･ (以下略)｣

【参考文献】

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) plO7

侯毅｢唐代道教石造像常陽天尊｣ (『文物』1991年第12期)

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 872

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p189･ p 190
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松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』による.
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54.道士劉升微造元始天啓像銅碑牌(山西省平陸県博物館蔵)

【銘文】

｢開元八年廿日､道士劉升微為亡父亡□､敬造元始天尊俊一区｣

【参考文献】

平陸県博物館｢山西平陸県出土-批隔唐仏道銅造像｣ (『考古』 1987年第1期)

平陸県博物館｢山西平陸県出土-批隔唐仏道銅造像｣によるD
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55.裏方仁造天尊像 (河東博物館蔵)

【銘文】

｢開元九年十一月廿三日,蓑万仁為長(?)男元忠敬造天専一鋪､元忠･･-･男I.=･･｣
(右

側)

｢元忠妻李女ロロ王妃合家､一心供養｣ (左側)

【参考文献】

弓長国雄｢晋西南地区発現-批小型仏道石造像｣ (『文物』1994年第8期)

張国維｢晋西南地区発現-批小型仏道石造像｣ (『文物』1994年第8期)によるo

56.李公元始天尊像碑

【銘文】

｢開元十三年二月｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610
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57.正信弟子李玄□造元始天尊像(大和文章館蔵)

【銘文】

｢大唐開元十三年､正信弟子李玄□,為亡母及見存家口､敬道元始天尊俊一鋪｡三月乙酉

朔二日景戊造成｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) p610

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第845図

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 868 a

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p193･p194

大和文革館所蔵
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58.楊其造天尊像(フィールド自然史博物館蔵)

【銘文】

｢□子楊真為亡女綾空及七世父母,見在家巻,法界衆生､敬造天専一乱闘元十四年三月

廿一日成｣

【参考文献】

李舵『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p492

stephen Little with Shawn Eichman ･･Taoism and the Art of Chinarr (The Art Institute of

chicago,2000) p 184

stephen Little with Shawn Eichman rrTaoisrn and the Art of China■■によるo
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59.晴信弟子楊元一姫王造天尊像(京都大学総合博物館蔵)

【銘文】

｢清信弟子楊元一姫王､為先亡父母亡兄､造石天専一鋪o 開元十六年三月十日成｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610

『京都大学文学部博物館考古学資料目録』第3部(京都大学文学部, 1963年) p153

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第22冊(中州古籍出版社, 1989年) p149

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論.図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 868 b

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p195 ･p196

京都大学総合博物館所蔵
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60.弟子杜遊芸造天尊像

【銘文】

｢大唐開元十六年十月十五日､弟子杜遊芸､為男｣ (右側)

｢楚賓安□行願平安､敬造玉石天専一躯｡願琢功畢､形造僚真｣ (正面)

｢願今□倶登真□｣ (右側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p610

61.察知什等造天尊像碑(京都大学総合博物館蔵)

【銘文】

｢□三界特尊其大道､ □夷不□､ □済群生､ □□｡察府君､諌慶､市城人也｡叔人君子其

儀不成雅範,長達清規､遮奄､春秋七十有五｡以開元十九年□□廿七日,終千本第｡男知

□□念天巻､思深痛傷, □□婚､帰心景福.敬造石天尊俊一鋪｡演芸聖力､済戒先霊.唯

願高歩紫庭､廻登金閣､見存家口､永保休宜｣ (正面)

｢□義明観道士察知貴､ □存母李一心供養､

口知什妻楊一心供養｣ (右側)

｢師□義仙観道士棄元貞,像主察知什､

亡父筆元慶一心供養｣ (左側)

｢男知什,什亡女応仙,意妻杜一心供養､

父謹元慶､亡母李､亡母陳､

祖父謹誕､祖婆楊氏

曾祖謹都､

堂祖譲受素､堂叔謹修礼､礼男念徳

大唐開元十九年歳次辛末五月戊申

朔八目乙卯孤子察知什為 亡考敬造

嘉賓､嘉祥

什男素意奉｣ (背面)

【参考文献】

岡田芳三郎｢道教の-碑石について｣ (『考古学論叢』7)

『京都大学文学部博物館考古学資料目録』第3部(京都大学文学部､ 1963年) p153

『中国の石仏一荘厳なる祈り-』 (大阪市立美術館､ 1995年) p132 ･p165
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京都大学総合博物館所蔵
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62.弟子眺元二晩造天尊像

【銘文】

｢開元廿二年□月十八E].弟子眺元瑛, □為□父母､敬造コロ専一区oロロ形影･

- I ･

･妻･
･ ･

･ ･ ･
･ ･

･｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篤』 (国書刊行会､ 1980年) p611

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第846医l

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p197

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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63.開元二十三年銘天尊像

【銘文】

｢開元廿三年四月八日､造天尊像｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p611

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第847図

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p197

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo

64.弟子眺阿胡造天尊像

【銘文】

｢弟子眺阿胡為亡母敬造石天専一鋪､ □□､廿六年十二月廿一日建｣

【参考文献】

『包欝蔵右記』巻23
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后5.焦嘉令造天尊像(山西省苗城県博物館蔵)

【銘文】

｢開元廿九年八月六日,焦嘉令奉為亡祖父及見存家口平安､削石動銘､敬造天専一鋪､同

福｣

【参考文献】

『観妙観微 山西省館蔵道教文物』 (香港大学美術博物館､ 2003年) p78
･

p79

『A Walk Through the Peony Gargen --
Woman Image in the Tang Dyna5ty一一大唐王朝

女性の美』図録(斎藤龍一編集,中日新聞社, 2004年) p125

『A Walk Throughthe Peony Gargen
--

Woman Image in the Tang Dynasty--大唐

王朝 女性の美』図録によるo
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66.王四郎妻眺造天尊像

【銘文】

｢天宝二年歳次突未Bg月庚□朔八E]丁丑､王四郎妻眺為身患願得除指､又願合家内外清宜,

又願莫見児智□行, □願敬造天尊-鋪､今持成就c 又願見存父母平安｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 19SO年) p611

大村西崖『中国美術史彫塑黛附図』 (国書刊行会､ 1980年)第848図

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第25冊(中州苗籍出版社､ 1989年) p30

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p197

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』による｡
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67.陣営意造石仙宮内元始天尊像(山西省市城県)

【銘文】

｢石仙宮銘井序

道為聖本,本則道根｡是以□□古今､牢寵品物o物将産革､資此而致o故能弥五苦八難､

懐三□九厄,而嵩福履者乃帰於是乎o有清正観三洞女官陳昇仙姪女普意､奉為故師兄□浄

観三洞道士陳ロロ､於本観敬造石仙宮一所､兼於宮内造元始天尊俊一鋪o諒以鞠育存口季

之息,訓導有尊師之義.受命工石,斬為仙宮o □□櫨吏施而逆用克久□丹口磨設｡而事惟

其真｡賢然林中､色与松合蕗□｡其状勢如煙□□､元始之儀用､展有終之理｡光可奪目､

神能伏衆,緊是事也｡ □惟休哉｡普字列玉篇､名書金格,発揮之要用述o銘云､

匠既良号石且堅､宮口□今梁亦園､

□是遂成無上道､ □□□□鶴□□,

天資二年歳次突未四月庚午朔二十三日□｣

｢弟子保唐観道土間貞亮｣

｢祖婆敬氏､鳳妻張､利妻張､訓妻張､ロ妻□､感妻楊｣

｢弟国子監俊士庭芝,兄□□□威鳳｣

【参考文献】

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匿編』第25冊(中州古籍出版社､ 1989年) p32
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『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第25冊による.
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68.洞神弟子衷香子造応身像

【銘文】

｢大唐天宝玉載歳次□成四月契未朔十六日､ロ正観洞神弟子張香子為亡父造応身一区c今

得成就｣

｢姑六娘､母陳氏､妹□,妹雲児.子張□｣

｢張大口禄､陳□恵同児､口外□､陳姪児ロ､夫陳光□､弟閃光□｣

【参考文献】

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第25冊(中州古籍出版社, 1989年) plO7

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第25冊による,
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69.太一天尊像(泰山青帝観)

【銘文】

｢使朝請大夫行内者謁者監･ ･

太山之陽□水之北c 中有･ ･ ･

天宝六載歳次丁亥四月景午･

･敬造｡ 太一天尊･ ･
I

･
I

･

■｣

【参考文献】

『平津読碑記』巻6

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p611

大村西崖『中国美術史彫塑荒附図』 (国書刊行会, 1980年)第849図

胡文和『中国道教石亥IJ芸術史･上冊』 (高等教育出版社, 2004年) p198

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』によるo
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70.啓太唐御立集聖山玄妙観勝境碑(四川省安岳県)

【銘文】

｢啓太唐御立集聖山玄妙観勝境碑

諸悪美作､衆善奉行,日日行方便､時時発善心､

白羊峰聖容､正教尭銘｡ 安岳郡前調安居県博士張庭訓字才霜敬述井書｡錆字人李智員｡

聞乾坤井化,先有真尊､大道法王､動霊仙集､感期広運,正教敷姑,観魂乎莫能之悟也｡

道是盤古本尊ロロ主､虚空､降升太極､立神顧護､超応十方,蕩蕩乎其威也｡済遍諸森､

華気冥蒙,混混乎号諸生之師､衆聖之王､ □□化無窮,張李羅王､名天之尊也｡経歴天地

終始､不可称載｡無上道化生天地､両生沸柿気､化生三千□□□法門井挙不可思議｡神明

之雄､三光朗照､大道千万物資蔭八方､諸普弘慈｡然老子者､初為盤古､後化以ロロロ､

長老之期,号其名也｡干無数劫､其寂寂冥冥､抄遜久美｡即太極左仙公葛玄日､老子以上

皇元年正月十二目丙子ロロロロ師也｡西済天下､声喜日,大道将隠乎､願著五千文上下経

憲｡道徳之源旨,声参太極諸天｡有情泰国王､日礼拝天上道□□文皇帝時､結草為庵､千

河之浜､常諦道典｡孝帝艶聞,便白日騰空也｡然上天即以漢明帝時､永淳元年十一月十九

日莫丑之辰､長虹十二道南北通過､大地振動､山林擢折o 明帝乃間臣蘇猷､礼報;上方有

聖人欲現､故有此瑞｡元始化生三教聖人而生正一法王､従此以来,古今相続｡大唐開元天

宝聖文神武皇帝､該由是道気而精誠崇-､真得天符,数応□□□声､至道合真､遷寧永固､

国康万姓｡制教安能､賛褒令淑､存療潤静,仰命撫瞭､頻以 皇帝恩命其記也｡今□ロロ

玄元等等弟子左識相,以望鐘鼎閥聞､葦英通達,高玄錬心､遵正往縁｡公后日夜修道､被

強軍征､討略三軍ロコロ戟団幕､百命蒐亡､血流辺丘､槍刀寄痛.干時魂侵□厚地晩幕､

随天没落､蛮戎征討､無煩悩憂慮､為自奔走｡今□⊂□□道恩 神功遠修｡至開元十六

年､国父左弘晩見枯去若口､云道是三教祖也｡朝綱国公李玄清奏聞陛下旨□□□□識相后

従軍還､再蒙侍養､奉父母恵玄育之功｡至開元十八年七月一日､ロロ化后,首天轟､次王

宮金口十D□□,救苦天尊乗九龍,為慈母古五娘､造東西真像廿躯､小金升二刊躯.天真

口上下飛天神王□□□□ロロロロロロ宮重閣､正所為尊主了願｡識相父子当縁法師李玄則

行来住此営造,乃真其正直□宝珠､九龍護珠,諸星守国､天生-宝,号該地集聖名山｡欝

蔵姻､磐崖金容､吐相光干水鏡,旋流澗沼,勝影澄波,池岸延菅蓮呑ロロロ神龍□Ⅱロロ

ロロロロロロロロロ青牛往来､或衆聖潜霊､或紫雲纏蓋､大凡難測､皆慈妙憲､悦快乎永

劫無敗□□□□ロロロ口承□□□□□□□生回仰至誠,普令救扶｡上為 皇帝皇后､東宮

太子,公卿文臣及郡県官吏,師父父母□ロロロロロロロロロ朗朗九幽,永開太極長生宮､

名入井仙飛法門､渡衆生億劫､自相造七祖､離苦根長歌､升紫微□□ロコ□ロロロロ仙往

来｡山含紫気,水吐霞精,草眠華頂､真如玉京｡

黄龍初冥 白馬高臨､ロロロロロロロロロロ

ロロロロロロロロロロロ来就歌､天人争過｡

星宵月殿,妙系真才､成融口之,鬼卒霊開｡

看如霊□□□□□□□□□□ロロロロロロロ

ロロロロロ図焔虚空,濠立□写,乗知有功｡

冥冥窮窮,蔭輔朝中､ □流東満､月転西口｡

維大唐天宝七載丙子八月乙亥朔二月庚子功畢｣
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【参考文献】

王家祐｢四川省道教摩崖道像｣ (王家祐『道教論稿』､巴萄書社､ 1987年)

龍頭昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社､ 1997年) p27-29

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社. 1994年)図版19､ p78

小林正美｢金蕗斎法に基づく道教造像の形成と展開｣ (『東洋の思想と宗教』第22号､ 2005

年)

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』によるo
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71.南竺観記 (四川省仁寿県)

【銘文】

｢南竺観記

三十六部経蔵目､洞真十二部,

洞玄十二部,洞神十二部｡

一天之下､三洞宝縫合有三十六万七千巻｡

二十四万四千巻在四方､十二万三千巻在中国｡

上清-百巻､霊宝四十巻､三皇十四巻､太清三十三巻､

太平-百七十巻､太玄二百七十巻､正一二百巻､

符図七十巻､升玄･本際･神光･聖紀･化胡･真詰･南華･登真･

秘要等一千余巻､合二千-百三十巻､ロロ在世｡三府四

典八索九丘五経六籍井出其中｡余十二万八千

七百巻在諸天之上､山洞之中､未行於世｡

夫三洞経符､道之萱紀､太虚之玄宗,上真

之経首.了達則上聖可登､暁悟則高真斯

渉｡七部玄教､兼該行之｡一乗至道､干斯畢臭｡

大唐天宝八載太歳己丑四月乙未朔十

五日戊申､三洞道士楊行進､三洞女道士

楊正真､三洞女道士楊正観､真口正法観

元守憲進弟彦高等,共造三宝俊一

義,為国為家存亡□□□口供養｣

【参考文献】

龍顕昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社､ 1997年) p29-30

胡文和『四川道教仏教石窟芸術』 (四川人民出版社､ 1994年)図版73､ plO5

胡文和｢仁寿県神壇岩第53号｢三宝｣窟右壁｢南竺観記｣中道蔵経目研究｣ (『世界宗教

研究』 1998年第2期)

小林正美｢金縁斎法に基づく道教造像の形成と展開｣ (『東洋の思想と宗教』第22号, 2005

年)
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胡文和『四川道教仏教石窟芸術』によるo
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72.道士貢元宗造天尊像(四川省蒲江県飛仙閣)

【銘文】

｢天宝九年五月､道土質元宗造天尊俊一舗｣

【参考文献】

『中国美術全集 彫塑編12 (四川石窟彫塑)』 (人民美術出版社､ 1993年) p42
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73.眺教生造天啓像(東京国立博物館蔵)

【銘文】

｢天宝九載十一月廿六日､眺教生為亡母,造石天尊鋪｣

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p611

大村西崖『中国美術史彫塑篇附図』 (国書刊行会､ 1980年)第850図

松原三郎『中国仏教彫刻史論.本文鼠』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 869

胡文和『中国道教石刻芸術史･上冊』 (高等教育出版社､ 2004年) p198-p200

東京国立博物館所蔵(正面)
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東京国立博物館所蔵(正面台座)
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74.天宝甲午銘天尊像(ボストン美術館蔵)

【銘文】

｢天尊口武□□凝研宝□依有ロロ賛妙哉至名神工成□Ⅱ度誠□｣ (正面)

｢□清｡

天宝甲午廿一日o 弟希□.弟妻□｣ (右側)

【参考文献】

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会, 1980年) pらll

李舵『長安芸術与宗教文明』 (中華書局､ 2002年) p508

李液『長安芸術与宗教文明』による.
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75.孫季良等造像(四川省綿陽市西山観)

【銘文】

｢ロロロロロロロロロ口裏｡

唐□大中七年突酉歳｡目口□□甚□□□□果蒙霊□□□
･

･ロロロロロ遂結-

社□玉玄観立干廿年春初口ロ口答衆聖之恩･
･ ･ ･ -

･成通七年歳次丙戊o更錆此功徳

巳ロロ戊三月廿五日慶畢. □□□観押□ロロロ｡同邑道士孫霊□｡李大琴.張大仙o厳道

･ ･ ･ ･ ･

･｡口□興｡張南本｡景公賓｡文行直上座何重汎｡録事張□簡｡ロロ･
- ･

-. □□景□□｡邑人張義成.景伯ロ.景伯用.文允智.表情.張成｡楊仲.･
･ ･ ･

O

景懐義｡張士談｡張士鍔｡李欽畠｡伍孝恭｡鄭伯端｡申禁宗｡王成｡･
･ ･

-｡王義童｡

張義宗｡ロロロ｡王全簡｡厳令宣.薙乱薙伯良o陳亮｡陳□･
･ ･ ･

･｡厳□叙.孫行

立.青陽康｡景行豊.白儀連o何全約.黄允甫o紳公枚.
･

張法振｡李法振｡李宗簡｡黄用｣

【参考文献】

o 孫季良｡景公坦o

『金石苑』巻2

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) pらll

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p49

龍顕昭･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』 (四川大学出版社､ 1997年) p46
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76.剣閣鶴鳩山4号轟長生保命天尊像

【銘文】

｢前剣州刺史賜紫金魚袋鄭図□｡上玄之道､進退我生.雄厭故実､亦豚牧駄修之干何乱

莫□之主也､主之何乎D蓮含華也,斯実端本伯地起源,訣要京口｡申達上過巌則予宝之
人､清河雀氏之女也｡能堅厭志,思徹□異､明玄以通照丸正月十六日､聖降,以賜乱

国夫典是州暇良蓮臥干是嶋御覧其所､乃霊仙之窟宅在乱前鎮子鵡蕨衆気安拾華麗之

脂,以命石工彫 長生保命天尊象-躯､以承我福､以清我軌遂題賛E] :

崇厭霊尊,其号保命.綿綿値札天斉地慶,求精志卓,我業載定､克爾己心､受砧摩寛o

聖唐大中十一年丁丑歳五月功畢｡

検校官､駆使官､ロロ官□兄随駆使官闇会書,匠王少従錆賛文十日畢｣

【参考文献】

剣閣革文管所 母学勇｢四川剣閣鶴鳴山道教石刻｣ (『文物』1991年第2期)

『中国美術全集 彫塑編12 (四川石窟彫塑)』 (人民美術出版社, 1993年) p40

剣闇県文管所 母学勇｢四川剣閣鶴鳩山道教石亥r]Jによるo
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77.仙都観天尊殿石像

【銘文】

｢成通四年十一月｣

【参考文献】

『宝刻叢編』巻19

7S.仙都観老君石像

【銘文】

｢成通五年七月｣

【参考文献】

『宝刻叢編』巻19

121



79.三洞真一道士孫霊泉造天尊老君像(四川省綿陽市西山観)

【銘文】

｢三洞真一道士孫霊訊､当州紫極宮焚献兼神仙 (下級) -檀,各願合平安､永為供養o

(下級)声猶如独□.願結一社､用答恩､敬造天尊老君-鋪｡以威通拾弐年歳次章□三月

十一日修黄篠斎､口中三夜表慶畢.

専主社務兼善人景好古

三洞真一道士孫霊訊

洞玄道士弓長(下秩)｣

【参考文献】

『金石苑』巻2

大村西崖『中国美術史彫塑篇』 (国書刊行会､ 1980年) p612

陳垣編『道家金石略』 (文物出版社､ 1988年) p50

龍題由･黄海徳主編『巴萄道教碑文集成』(四川大学出版社､ 1g97年) p47

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第33冊(中州古籍出版社､ 1989年) plO5

小林正美｢金籍斎に基づく道教造像の形成と展開｣ (『東洋の思想と宗教』第22号､ 2005

年)

･テミ

ヽ .I-/千

『北京図書館蔵中国歴代石刻拓本匪編』第33冊によるo
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80.石造道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文臥1995年) 870･871

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo

123



8l.石造道教像 (ケルン､東アジア美術館蔵)

【銘文】

【参考文献】

Stephen Little with Shawn Eichman "Taoism and the Art of ChinalT (The Art Institute of

Chicago,2000) p184

Stephen Little with Shawn Eichman "Taoism and the Art of Chinallによるo
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82.石造道教像 (上海博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫乳史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 873

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』による｡
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83.石造道教像 (西安碑林博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論.本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論.図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 874

松原三郎『中国仏教彫刻史論.図録編3』によるc

1二e-



84.石造道教像 (永済市博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

張Eg維｢晋西南地区発現-批小型仏道石造像｣ (『文物』1994年第8期)

張国維｢晋西南地区発現-批小型仏道石造像｣による｡
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85.金銅道教像

【銘文】

｢天□｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p344

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 865 c

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』による.
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86.金銅道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文鯖, 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 875 a

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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87.金銅道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 875b ･875 c

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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88.金銅道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 876 a

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるc
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$9.金銅道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫亥rj9=論･図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 876 b

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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90.金銅道教像

【銘文】

【参考文献】

松原三良β『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館, 1995年) 877 a

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』によるo
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91.金銅道教像 (浜松市美術館蔵)

【銘文】

｢東方玉宝皇/上/天/辛/道/士/王仁敬奉/｣ (正面) ｢為母周忌造｣ (右側)

【参考文献】

『小杉惣市コレクション 東洋美術の精華』 (浜松市美術館､ 1994年) p72

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 877 b

浜松市美術館所蔵
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92.金銅道教像(京都大学人文科学研究所蔵)

【銘文】

｢東北方度山/上聖天尊｣

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館､ 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 877 c

京都大学人文科学研究所所蔵
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93.金銅道教像(東京国立博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

松原三郎『中国仏教彫刻史論･本文編』 (吉川弘文館, 1995年) p345

松原三郎『中国仏教彫刻史論･図録編3』 (吉川弘文館､ 1995年) 877 d

東京国立博物館所蔵
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94.金銅道教像(LLr西省平陸県博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

衛斯｢山西平陸聖人澗発現唐代(流金)金銅造像奪蔵｣ (『考古』1991年第12期)

衛斯｢山西平陸聖人澗発現唐代(流金)金銅造像奮蔵｣によるc
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95.金銅道教像(山西省平陸県博物館蔵)

【銘文】

【参考文献】

衛斯｢山西平陸聖人澗発現唐代(流金)金銅造像馨蔵｣ (『考古』 1991年第12期)

衛斯｢山西平陸聖人澗発現唐代(流金)金銅造像奮蔵｣による｡
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【∈】巨毒∃

『太｣ニ}-同玄霊宝業幸Fil司緑経』 『…}-同奉道

科戒営姶』 lこ見える道教像関連の言己述



関連資料Ⅰ. 『太上洞玄霊宝業報因縁経』に見える道教像関連の記述

1.見有皇后大造匡風以度衆生｡--見有皇后精進匿頭､焼香礼乱--･･見有大臣広造
匿園,以為福田o････-見有道士常造匿園､願国安寧｡--･見有道士常在道場､抄断固.
･･････見有女官大造匡園､教化有縁｡--･･見有女官建立殿堂､台閣楼臥帳座謄幡､供養匡
塾･･･-見有賢者抄陸国､華燭家乱[開度品第1](巻1､ 5a-8a)

2.見有国王破道匡園､焼焼経教.[開度晶第1] (巻1､ 10a)

3.爾時太上道君告普済日､若有善男子善女人,広造匿園､置観度人､布施斎戒､済死度
生､普救一切衆生,大弘誓願､作大福田,善根不断､利益衆生者､生天王国主身｡持斎奉

戒､諦経礼念､冥心注想匡丞焼香礼拝三宝大道､広建福.EB者､生皇后国母身o供養三宝,
焼香明燈､農夕不倦､造陸寿医者､得生天王門身｡[善対品第二] (巻2､ 1 a)

4.爾時太上道君告普済及在会衆真人日､自今後､若有衆生､穀細拷､死入
九幽十八地獄,万劫受苦｡

--砦穀E洞大法経典障,死歴九幽､井入部都､ --破壊霊観

玄壇匡園者,見世眉髪堕落､身体不全､･･･-死入寒氷地獄､受苦満足､堕毒蛇凱[悪報
品第三] (巻2, 4a-b)

5.穀壊恥宣形像障､見世生餓狗毒虫身,飢寒無告､永不得食,過去生猿猿等凱･･････倫

盗匡園財物者､見世得療病､死堕諸地獄､受諸苦悩､万劫千生､不得原赦､過去生両頭毒
蛇悪虫身｡ [悪報品第三] (巻2, 5b-6a)

6.穀壊匿園及軽慢､後生虫療膿燭形.積汚匝園及玄壇､後生醜晒不具足o-･･･倫盗匡
頭諸財物,後生辺夷得下賎o･･･-穀破 尊諸形 死入九幽生病癖､砦穀 洞大経法

死入地獄生野獣｡ [悪報品第三] (巻2､ 10a-b)

7.破壊霊観匪萄者,眉髪堕落身欄壊o[悪報品第三] (巻2､ ll a)

8.受生朝練臭積身､葦積匝萄得此軌[悪報品第三](巻2, 14a)

9.生世不敬信､穀壌匿重要､上聖及仙真,霊人与神人,玉童将玉女､匡国井匠∃､侍衛
威神尊,一切諸匝園､破損復軽慢､稜汚不恭敬､姪犯生戯弄,倣誕自噴晴､評論及経法､
強説是与非,破斎又破戒､倫盗与余財､種種不敬信､死入九幽獄､備歴十八中､足履刀山

上､両手撃剣樹｡ [受罪品第四] (巻2､ 14b)

10.或於清浄地､霊観玄壇内､対団或近国､裸露天地間､日月星辰下､不避於鬼神､名山
大沢側､社廟神示司中､種種生諸姪､放縦於欲心､死人九幽獄,男抱火銅柱,女臥熱鉄休､

遍身煙火生｡ [受罪品第四] (巻2､ 17b-18a)
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ll.持斎授戒処,匿園及国､営建於霊観,焼香燃燈所､凡贋作功徳､不肯施-秦,就中
為方便､常欲寛利益､死入寒氷獄､凍断其身形､百節皆破壊,後生在辺夷｡ [受罪品第四]

(巻2､ 18b)

12.出入法堂中､近国又近国､稜汚出家人､遊行諸浄地､玄壇及霊観､不避於罪福,酔乱
或猫狂､ --･死人糞穣獄､臭積不可与,万劫方得生､受形更復悪｡

[受罪品第四] (巻2､ 21

a)

13.前世見三宝､倣誕不恭敬､坐臥立匝園､心中生軽慢､死受鉄杖拷､昼夜不得息,後生
為獣身､常被人刑残｡ [受罪品第四] (巻2､ 23 a-b)

14.若当来衆生及見在男女､無量劫来､挙心運心､生不信敬,誹譲三宝､ ･--飲酒食肉,

叔噴肇辛､口出稜言､心不恭敬,或不洗手,或不焼香､或不淑口,或不休浴､即入玄壇

霊観､便臨法座､或詣道場,聴法聞経,触犯匡蚤積辱真聖･神仙霊人･玉女玉童･香官
使者･ 剛神王 天丁力士･護法威札或堰軌道経法･出家法身大徳真人前､不生恭
敬､形容倣誕,不肯礼拝稽首帰誠｡或臥聴法師大徳真人講説 洞大乗経典

｡或酒肉華積,

乗其車馬､直入道場､逼近匡塾看読匡園｡-･-或撃匿園､市中教化o或於行路衆集之間,
償言功徳､専将入己｡或将匿園､暇賃貸売､取財惟用,供身養活妻子o或得酒肉､償遺売
顔,賃貨売国,依傍三宝､求其利潤｡-････或囲暴露､瑛塵損壊o--･或破壌播燈功徳､

不敬匡司､滑露匡塾或盗窃匡塾同諸俗軌或私抄写､不肯護持o--凡諸挙意､一切

運心,皆犯明科､違其戒律｡此之罪目､無量無辺,前身今身､未曽発露｡麦及九玄七祖過

去見存父母妻子因縁脊属､能起一念,向我首陳,皆得滅除､内外清浄｡ [俄悔品第五] (巻

3､ 1b-3b)

15.或盗団供養之物､或嘩彊匝養之物､-･･･或盗匪酵造之物､或盗修造匪司之物､

--･或盗国宝光上物､或盗匡重宝座上物､或盗国宝帳上物､或盗国宝蓋上物､或盗
隆興上物､或盗国宝網上物,或嘩匝播上物､或盗匡頭宝睡上物,歳盗国宝冠

上物､或盗匡司宝鏡上物,或盗国宝樹上物､或盗匡重宝華上物､或盗匡匪殿上物､或
盗国宝馬上物,或盗匡司法液上物､或盗匡司法衣上物､或盗国宝座上物,或盗匡国
宝蔵上物,或盗陸函上物､或盗匡国宝慈上物､-･･･或於匡頭前行盗,或於匡団前行盗､
--･無量勃来､隠蔵在身､未曽発露｡今能発出一切罪業､向我御前､対十方諸天尊前､哀

感摂受,今日在会大衆井俄悔,弟子某家九祖以来所作衆罪､未曽発露､今日今時､対三宝

前､発心俄悔､皆得除滅｡ [俄悔品第五] (巻3, 6a-7a)

16.或見 尊十方高真諸聖尊 生諸噴怒｡或見 乗経法 生諸暖怒｡或見大会法師講説

最上乗法､生暁怒心.或見匡重量場,高功衆官､祝延聖寿､生暖怒心｡或見法師講説匡宣
錬度大法 生購怒心｡或見大縁斎供,広大供養､生暁怒心｡或見大会持戒,設頭大斎
焼無量宝香､供養十方塵沙賢聖,普済種種含識一切有情､生暖怒JLIo [俄悔品第五] (巻

3､ 10a-b)
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17.或見玄壇零殿､不肯布施.或見霊観華宮,不肯布施o或見匡園,不肯布施.或見匡塾
不肯布施｡ [俄悔品第五] (巻3､ llb)

18.或於

a)

処､行諸愚痴o 或於 乗経典 処､行諸愚痴｡ [俄悔品第五] (巻3､ 12

19.殺生倫盗,邪姪放蕩,憧食暖怒,愚痴顛倒,妄言椅語､悪口両舌､嫉妬勝己､飲酒食

肉､違反経教､穀壊匡園､不持斎戒､不敬師尊,-･-有無量重罪､数等塵沙o [俄悔品第

五] (巻3, 14a)

20.第一誓者,先事本師 上法王真応化身無極大道､従身至身､劫劫受生､堅固

不退､造其匝頭､礼拝供養､如対匡塾･･･-･第三誓者､凡諸聖教
法楽､一字流通,人天利益､皆当

洞大乗真道 生死

紙墨嫌素､刻石漆書､彫擾琢玉､諦念礼

拝､至念在心､広布流行､遍聞三界､普使受持､過去未来､常不退転0 [弘誓晶第十] (巻

5､ 5b-6a)

21.香積国王亦是棄賢世界貧家女也｡常賃為役､専心於道｡道士感其丹祷､授与十戒｡能

行六誓,兼浄六根｡三十七年､遇天大水､転身為男､聡明智慧､相好第一､家大富有,建

諸功徳､供養道士, 礼拝焼香,布施救貧､持斎受戒､行道議経｡二十八年､功

徳遠徹､転更用心､九十年中,得生香積国王家｡ [弘誓品第十] (巻5､ 7a)

22.第七願者,願我受身生身､所在託生,値国主大臣･公侯宰輔･皇后妃主大建福田､置

立玄壇､造大宝殿､建大宝台､鋳大宝鐘､造大宝磐､作大宝座､金楼玉閣､万宇千廊､七

宝荘厳､四界華整､

8b)

説法度人,承此福田､願得開度｡ [発願品第十-] (巻5､

23.第十願者,願我受身生身､所在託生､常行布施, 修営霊観､広布福田､老

病貧窮､飢寒鳥獣､悉行平等､永不憧食｡ [発願品第十-] (巻5､ 9a)

24.若見置観,広立玄壇､当須讃歎､願早成就｡若見開度道士女冠,当須讃歎､悉離苦悩｡

当須讃歎､尽得度誠｡若見 経三洞聖教 当須讃歎､永劫流通｡ [讃

歎品第十二] (巻5､ 10a)

25.若見葦果衣服明珠､当須讃歎､奉献匡塾[讃歎晶第十二]
(巻5､ lla)

26.昔霊和国王,身抱疾病､ -百日中､命将垂死｡太子皇后及諸大臣宮妃公主､昼夜相守､

不知何計｡有一道士､心常慈悲,説此経功徳､威力甚大､能救済王命｡即召道士及諸女冠

千百余人､於王殿前､酔卜播､雑色宝蓋､五色旋装､結七宝妙座､焼無価名香.龍鳳燈
燭､種種献具,広陳供養､放生続命､散施財宝,窮乏困苦,鱗寡孤独､無所依惜､飢鐘痩

残､布施救済, 置観度人｡七日之中､功徳無量｡ -･-王於此時､発大道心､広
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置諸観､開度国人､ 聖号､作無量播蓋､出無量法服､供養三宝､

布施道士女冠井在会善友等､大建如是福田､ -如前法､善根不断｡ [救苦品第十五] (巻

6､ 7a-8a)

27.造大功徳､ 経造像 置観度人,珍宝玩弄･雑株柴貝･金銀珠玉･田園屋宅･宮殿苑

圏､以用布施､入三宝福田､度脱衆生､救抜危苦､赦放囚徒｡ [救苦品第十五] (巻6､ 1

1b)

28.道君答普済日,救護解厄､本在至誠､布施捨財､質其心疑｡既衆生見有深浅､亦福力

致則有軽重｡今粗言之､凡有五種｡第一者､ 我真像随応化身 福流歴劫､勝報無窮｡何

以故o衆生妄想､心不可系o親我匡頭､便生念想｡想念既生､真霊降接､専誠注仰､克果
無為｡救護之中､故為第一｡第二者, 三洞大 福流永劫､功徳無辺｡何以故｡

経者是書道教､導引愚迷､能発衆生無量道意､従愚起悟､国情成真｡衆聖修行､必登道果｡

救護之中,故為第二｡第三者､置観度人､立堂造殿,福流歴劫､不可思議｡何以故｡一人

出家､主持匡園,教化衆生､令発道意.-以悟万､輪転因縁､助国化人,弘道明法､利益

最多｡救護之中,故為第三｡ [救苦品第十五] (巻6､ 12a-b)

29.凡功徳無窮,大略有九｡随其分力､各獲福田.今為汝言､宜須諦乱-者匡園､二者
匡圏､三者置観､四者度人,五者建斎､六者諦経､七者持戒,八者供養､九者布施o[功

徳品第十六] (巻7､ 7a-b)

30.又有国王､置観度人､ 経造像 建諸功徳,十六年中､五帝来降,賜以金芝･鳳風鷲

鶴･麟鱗奇獣･甘露醸泉･霊芝神草,遍満郊畿｡
･･････又有女子､縫裁播匝､出家法服,斎

戒供具､不倦苦辛､四十年中,天降玉英｡
･･････又有賢者､常於玄壇霊観､洗飾匡園,修諸

経教､施香及華､十七年中､門戸興隆｡ [応感品第十七] (巻7, lob-llb)

31.匝像享顧､見世得尊勝,過去生天王門凱･--布施経像者､見世得昌賎､過去生富
貴身｡ [福報品第十八] (巻7, 12a)

32.凡人有疾病･刑厄凶禍･官災牢獄･水火刀兵種種苦悩､皆是冥司考罰｡当此之時､能

広建福田､修斎持戒､諦径行道,焼香散華､講読礼儀､布施発心､放購生命､救済貧窮､

抜度危厄､ 受戒儀悔､礼謝十方､先造 攻苦天尊 及度厄霊播･保命霊播･延算

霊播･続命霊播･頑災霊播､
--

[生神品第十九] (巻8､ 5a-b)

33.若天命将終,天算将尽､不可救抜､捨身太陰､臨終之時､為其発願､俄悔捨施,衣服

臥具､所有資財､受戒儀悔､最得功徳不可思議｡即従初亡至七日以来,造経造像､設斎行

道､礼諦儀悔､焼香燃燈､放生購命,済度貧窮､昼夜相継､開度亡人､克得生天｡ --是

故亡人,従初亡､
-七ニセ､乃至セセ百日､家中親巻､当須開度､令生善処､得見安楽､

作此功徳､最為第一｡即初亡-七,追 一部,造霊播一口､燃燈七

盾o至ニセ,造匡司二躯､団二部,造播ニロ､燃燈ニ土居o計七日,匡園七軌匡頭七
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部､造播セロ,燃燈四十九厄｡計日加之､至百日､匡園百躯､国百部,及転経百遍､造
播百ロ､燃燈七百辰也o雑則百千万億匪園方番燈､要以七数之o若貧窮之人､随其分力､皆
就七百日也｡ [生神品第十九] (巻8, 5b-7b)

34.人生受身､甚難逢遇,一朝放壊､万勃何期○吾故恒行誠軌汝等勤修斎戒,行道諦経､

礼拝焼香､燃燈布施､啓願俄悔,済生度死､ 立観度人,種種方便者､執為衆生

作当来福業｡吾故量有所求乎｡ [生神品第十九] (巻8､ 7b-8a)

35.同筆国王､身死､請道士四万六千人､転経行道, 度人立観､焼香散華､井

作生神五錬｡ -百日中､吾遷化命真人,与八風使者･雷電将軍､夜中来迎､登雲龍之輿,

度入南昌宮中､更修経法o一万年中,得為火光真人､主此火池. [生神品第十九] (巻8､

8b)

36.又有女子身亡､家中父母春属, 作播華蓋､広燃燈燭､転富商此経,建斎行道､

夜後観想､昼夜不倦, ---吾造化命真人下度､風火錬形,返為男子,身入金華山中､服御

仙丹､七万余年､今得昇為西霊宮中為無上法師臭｡ [生神品第十九] (巻8､ 10a)

37.此時若有善男子善女人能発自然道意､ --･造玄都大献種種装厳､一層両層､乃至百層

千層､作玄都玉京､五線名山､楼閣台樹､堂殿形像､妙麗精飾,或千或万,以用供養｡ [弘

救品第二十] (巻9､ 2a-b)

38.其子承統､知父為非､勅己自敵大行慈倹､人民慶楽､率土安寧､礼拝焼香,常行斎

直,毎於元日､広建福田､行道講経､燃燈発願､

救品第二十] (巻9､ 6b)

置観度人､布施放生､
--･ [弘

39.常以三元月旦､於其宮内､建百高座､召諸道士及以女冠､講説三洞大乗経典､行道礼

俄､布施放生､
､置観度人,造三十六重玄都宝盤千二百所,種種装厳､以用供養o

[弘救品第二十] (巻9､ 8a)

40.若善男子善女人能発善心､常為億曾､逮乎見在己身父母骨肉親縁､五苦三塗･窮魂苦

爽･餓鬼畜生･囚徒老病一切衆生､造玄都大献,建百高座､講説大乗､ 置観度

人､捨身供養､出家入道､布施放生､長斎奉戒､随其功徳､悉上生天｡ [弘救品第二十]

(巻9､ 10a)

41.若有善男子善女人能発一心念､ 立観度人､布施持斎､奉戒精進,勇猛忍辱

清静､若大君小,若権若実､或深或浅,或始或終､皆当有実､令衆証明｡ [証実品第二十

-]
(巻9､ lla)

42.昔劉黄民者､家大富有,嘗作匡画礼拝焼香､屈請道士､持斎念諦而心不尽､唯党名
聞｡

-百年中,身死化為鳳風｡六十年､還化為人家､大富有,大建功徳｡三十年､得戸解､
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入青華宮中｡ [証実品第二十-] (巻9､ llb)

43.匡圏以龍漠之時､出世教化,号日無形､覆護群品,救度衆生｡延康御運,又号無名､
布化国土､済度天人｡赤明開光､復称党形､

成生品識､陶鋳乾坤｡逮至上皇､総号元始､

往返無窮,随物変化､万号千名､或凡或整､

玉相金容､或大或小､出入無間,生化一切､

二十三] (巻9､ 17a-b)

下代救物,慈済無方｡開皇統劫､復号虚皇､

摂化諸天｡元始転輪､終始循環､猶如四序､

或智或愚､乗雲御気､ 龍衣虎帯､

覆護衆生｡愚夫冥冥､誰測之乎｡ [生化品第
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関連資料Ⅱ. 『三洞奉道科戒営始』に見える道教像関連の記述

1.七真日､尋三洞大経､率備威儀科戒｡若道士若女冠､挙動施為､坐起臥息､衣服飲食,

住止居処,莫不具於経旨｡共立観度人, 供養礼拝､焼香明燈､読諦講説､伝授

啓請､斎戒軌儀､修行法相,事事有則､皆著科候､其来己久｡ [序] (巻1, 1a)

2.経日､穀壊 尊大道形 者､死入九幽十八地獄､万勃方生病癖身｡ [罪縁品-] (巻

1∴2a)

※ 『太上洞玄霊宝業報因縁経』悪報品(巻2､ 4a)

3.経日,盗匡園財物者,見世得療病､死入諸地獄,万劫不得原o[罪縁晶-] (巻1､

3b)

※ 『太上洞玄霊宝業報因縁経』悪報品(巻2､ 6a)

4.経日､広造園､置観度人､布施斎戒､済死度生者､普救一切､大弘福善､利益衆生
者､生天王国主身｡ [善縁品二] (巻1､ 8b)

※ 『太上洞玄霊宝業報因縁経』善対品(巻2､ 1a)

5.経日､供養三宝､焼香明燈､農夕不倦､ 者､得生天王門｡ [善縁品二] (巻

1, 8b)

※ 『太上洞玄霊宝業報因縁経』善対品(巻2､ 1a)

6.科日､夫三晴上境及十洲五森名山､或洞天井太空中､皆有聖人治処｡或結気為楼閣堂

殿､或東雲成台樹官房､ -･-皆天尊太上化跡､聖真仙品都治､備列諸経､不復詳載｡必使
人天帰望､賢愚異域､所以法彼上天､置姦霊観｡既為福地,即是仙居,布設方所､各有軌

制o ･･････造

玄壇･斎堂･斎房･

尊詩経堂 説法院･匿圏･鐘閣･師房･歩廊･軒廊･門楼･門屋
--･交番楼･合薬堂等､皆在時修建､大小寛窄,壮

麗質朴､各任カ所営｡ [置観品四] (巻1､ 12b-14a)

7.科日､凡

1､ 14b)

或一間両間､三間五間､大小寛窄,亦因時所臭｡ [置観品四] (巻

8.科日､凡説法院､皆在匡司左右､別寛広造､令容納聴衆得多為上｡[置観品四] (巻

1､ 15a)

9.科日,凡造鐘閣､軌制与経楼同o務令牢固､四面疎薄,使鐘声不擬､六時穏暁,宜

前､即与匡頭対,左鐘右経.[置観品四] (巻1､ 15 a)

10.科目,凡造斎堂､多在東辺｡別院大小寛窄､量時所宜,開門啓窓､皆令得所当｡門安

帳座敷匡璽左右､舗休席髭裾,並如法.匡司前,置香炉幡華浄巾,安食休凡祷,並須具

145



足如法｡ [置観品四] (巻1､ 15b)

1l.科日､凡精思院､本欲隔擬景気､清浄浮穣､須為別院､置之幽静､東西南北､遠近閥

狭､適時宜便｡置 入静室,練気初,浴室､薬堂,縁師所須､皆為備設､勿使開少｡

[置観品四] (巻1､ 16a-b)

12.科日､師房在

b)

13.科日､凡観

尊殿堂 周廻四方､安置間架,多少各依当時所造｡ [置観品四] (巻1､ 17

前､皆須築土,或塁甑碑石､若横木作壇､三級五級至十二級,皆按

本経.欄纂門牒､並須如法. [置観品四] (巻1､ 18a)

14･科日､凡観皆須別造一院､屋宇如法.擬供修造巨頭等功徳所象浴室釜竃之属､並備
其内｡ [置観品四] (巻1, 19b)

15.科目､凡 尊殿堂

品四] (巻1､ lワb)

及諸別院私房､内外皆種栗林華樹､緑竹清池,珍草名香--･ [置観

(巻2､ 1a-5b)

①科日､夫大像無形,至真無色､湛然空寂､視聴莫僧而応変見身､暫顕還隠｡所以存真者､

係想聖容｡故以丹青金碧､模図形相､像彼真容､飾苗鉛粉｡凡蕨繋心､皆先造像｡

(a)有六種相,宜按奉行｡ -者､先造売上法王元始天尊､太上虚皇玉農大道高上老子太

一天尊｡二者,造大羅己下太清己上三浦無量聖真仙相｡三者､造過見未来無辺聖相｡四者､

造絵諸天星斗真仙｡五者､造聖真仙品無数聖相｡六者､造随感応縁無窮聖真形相｡如此発

心｡

(b)有十八種相､以状真容o
-者､彫諸宝玉擾瑞浪汗七珍之類.二者､鋳以黄金o三者､

鋳以白金o 四者､鋳以赤銅o五者､鋳以青鉄o六者､鋳以錫鎗.七者､鋳諸香物栴檀沈水

之属o八者､織成.九者､繍成｡十者､泥塑.十-者､爽貯.十二者､素画o十三者,壁

画｡十四者､整愈｡十五者､錆諸文石｡十六者､建碑｡十七者､香泥印成｡十八者,印祇

範泥､刻甑団土､鎮瓦磨骨,彫牙剰木､衆雪画灰.一念発心､得福無量o

(c)或長一寸二寸三寸四寸五寸､乃至於尺､大小無碍､多少不限､堅乎一尺二尺三尺四

尺五尺､以及千丈,一丈二丈三丈四丈五丈六丈､百尺千尺万尺､一区百区万区,
-鋪十鋪

百鋪千鋪万鋪, -轟十轟百轟千金万金､ -峰十峰百梅干櫓万嫁､一座十座百座
千座万座､一室十室百室千室万室,一堂十堂百堂千堂万堂､乃至巨億兆京載､或一天尊二

天尊乃至十百千万億兆京載､井真人仙人聖人､玉童玉女､諸天帝王,金剛神王,香官使者､

侍香龍虎,獅子蹄邪､殿堂帳座､幡華幡蓋､飛天音楽､種種侍衛､各随心力以用供養､礼

拝焼香､昼夜存念､如対真形､過去未来獲福無量､克成真道｡

ヽ ヽ
ヽ ヽ ヽ ヽ

②科日､凡造像皆依経､具其儀相｡天専有五百億相､道君有七十二相､老君有三十二相､

真人有二十四相.衣冠華座､並須如法｡天尊上披､以九色離羅,或五色雲霞山水､雑錦黄
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裳輿,金冠玉冠｡左右皆樫絡環楓､亦金玉冠,綜色間錯､上帳皆不得用純素丹青碧緑等｡
ヽ ヽ

真人又不得散髪,長耳独角,並須戴芙蓉飛雲元始等冠､復不得戴二儀平冠鹿胎之属o左右
ヽ ヽ

二真皆供献､或持経執簡､把諸香華,悉須恭粛,不得放誕｡手足衣服､偏斜天尊､平坐､

指捻太元｡手中皆不執如意塵払､但空而己｡

ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
ヽ

③科日､凡天尊･道君･老君左右､皆有真人｡玉童玉女､侍香侍経,香官使者,左右龍虎

君,左右官使者､天丁力士,金剛神王､獅子騨邪､龍麟猛獣､謄蛇神虎､鳳風孔雀､金週

末雀,四霊八威､護法善神､備衛左右､各随カ所建｡

ヽ ヽ ヽ
ヽ ヽ ヽ

④科日､真人名号極多,不可称数｡皆是昔劫種因,道成果極所致｡得在天尊･道君･老君

左右,侍衛啓請,変化自在,天尊所処､皆随侍衛｡

⑤科日､玉童玉女皆是道気化生,非因胎育｡各有司存,或侍経侍香､或散華奉言､或給仙

人､或侍得道､階品亦有差降｡

ヽ ヽ ヽ ヽ

⑥科日､侍経侍香皆是結気而生､常在天尊及真経所処､伝奏流通､記列善悪｡

⑦科日,金剛､天之四極神､立天之四隅､或天門地戸｡長一千二百丈､按剣持杖､身掛天

衣､飛雲宝冠｡足踊巨山神獣大石諸鬼之上､立作殺鬼之勢､主天下地上一切非法鬼神,悲

目く畝声､邪精畏伏.若天尊都治､門戸殿堂､左右皆立其像,防護守衛､変化無方､不常

厭体｡是道之裂気所生､非胎誕而得也｡今之観内,門戸殿堂経蔵,並制其像也｡

⑧科日､神王者､衆神之主｡凡有三種｡ -者結気,二者報生､三者業因｡結気者､不由胎

誕､因自然之気｡報生者､従諸鬼神､有功於道､生得此凱業報者,承其積動因縁,主令

身執.凡人成真得道､皆来監風神王之名､抑亦無数.皆衣甲冠矛､持刀按剣､或立或坐,

不常其体､役御群鬼､駆除凶悪､具諸経詰､不復詳備｡

⑨科日､魔王亦神王之流｡凡有三種｡ -者三天魔王､二者五帝魔王､三者飛天魔王o皆戒

錬保挙学道行人｡故大勲魔王､保挙爾身也｡

⑩科日､天丁力士､龍虎左右､香官使者､並因気化生,応縁而出｡降魔召鬼､伝言駅行,

護法之霊官也｡

⑪科日､八威､謂毒龍猛虎,膜蛇電獣,長牙奔牛､獲天雷晶｡並是積業悪物｡天尊威伏､

使備門守関､洞穴捨折防非也｡

⑫科日､四霊､謂亀龍麟鳳｡皆応星辰異気､合五行之秀｡或口請霊文､身生図録､知代休

否､因時下生｡並天尊苑固祥禽瑞獣也｡

⑱科日､凡天尊法座､凡有八種｡ -者千葉蓮華､二者五色獅子､三者七宝金休､四者九層
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玉座,五者伏九龍､六者擢八毒､七者坐雲零､八者御煙霞｡皆随変現形,因機居住｡今之

帳座､但以七宝八珍珠玉金碧､装飾擬像而己､非所備也｡

ヽ ヽ
ヽ ヽ ヽ ヽ

⑭科日､凡諸天尊･道君･老君及諸聖真仙相､年久時深､或風雨親零浸損｡皆以時修復､

勿使真容彫墜､当得福無量｡

⑮科日､凡天尊形像金銅宝玉者,毎至月十五日,設斎香湯洗飾｡若爽貯彫木､即槽拭使光

浄､最得功徳｡

17.科日､夫匝皆須作匪--･皆安経台､或 ｡当陽左右間､左巨頭､右匝執毎蔵
皆作台挙之､不得正而頓地｡ [写経品] (巻2､ 7a)

18.科目､凡出家有三十札-者､常行精進､於世無染o ･･････二十者､常奉匡頭､念念修
行.二十-者､常対匡塾焼香行道｡二十二者,広匡国教､散布人間o[度人品] (巻2､ 10

b)

19.科日,凡 尊殿堂及諸安置匪園処所,皆須造帳座幡蓋､族旅節輿､香鐘筆端､-･･･種

種如法､供養天尊｡永世福田, -不可開｡当須修造､再為功徳｡ [法具品] (巻3､ 1b

-2a)

20.科日､凡幡有二十一種｡ -者逮金,二者貫玉､ ･--居家平常,復有致福延祥､期年保

寿､修齢益算等幡.蓋任カ所造.皆長竿懸之於庭,或匿園左右､井房廊院宇之側､所在供
養｡ [法具品] (巻3､ 2b)

2l.科日､凡造匪尊前萄及 有六種｡ -者玉作､二者金作,三者銀作､四者石作､

五者香作､六者木作｡大小任宜｡ [法具品] (巻3､ 4b)

22.科日,然燈之法､先遣燈寵､周匝障蔽,勿使風吹､不令虫入｡毎

路､皆懸照明内外､不得替開｡ [法具晶] (巻3, 5a)

井房門行

23.科日､凡匡頭及真人上蓋､有十種o-者飛雲､二者期鷲,三者舞鷲,四者蓮華､五者

仙芝､六者七宝､七者繍椅,八者諸物合成,九者純色､十者綜画｡皆珠玉瑞帯流蘇,垂鈴

貫玉､随時所建｡ [法具品] (巻3, 5a)

24.科日,凡華樹華寵､導引所須｡毎観須造作､架挿匡頭前.紙寵勿使損汚.有閑,減算
-百八十｡ [法具品] (巻3､ 5b)

25.科日､凡焼香火鐘,井蓋合火ヒ､筋豚火鉢､灰節盛炭,器寵炭丸､軍灰撒拭､鍍巾

火ヒ､筋架合炭､丸器調度､各随宜作､安

具晶] (巻3､ 6a)
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或左右小屋中｡違､減算六百八十｡ [法



26･科日､凡縄休爽膝､如意曲凡､塵梯操港､錐非匡璽左右急須､亦道士女冠供養切要､
並随時造備､不得閲替｡ [法具品] (巻3､ 6a)

27･科日､道士女冠三洞法服,各有儀則､具如本経｡当俵法制服､具依下巻｡其山文霞納

曇画等帳, 擬天尊 身上九色離羅之状､講説三洞大乗､敷揚妙道､陛高座大徳法師所服,

若具上法､ ･--

[法服品] (巻3, 6b)

28･科日､道士女冠執役衣､先不具科､今備出之｡其上中下衣､皆用浅黄色｡ --若在観

居房､供養師主尊年者徳､或修飾匿風執捉営為､皆服此衣､名為執役｡[法服品] (巻

3､ 7a)

29･法師起,執簡､当匪園三礼､従南西北向上座､左転東向,叩歯,有思如法.[諭経儀]

(巻4､ 2a)

30･法師盟淑冠帯如法｡弟子持香花,拝請導引､
-如科説.法師登匿園前席､端立､執香

鐘､当心｡ [講経儀] (巻4, 3b)

31･斎時未至､応度人列階下.西面､辞父母,謝九玄､合十二拝.次北面､拝天子,四拝o

所以者､冠帯

6, 9b)

更不復拝父母国君故也｡於此入道之際,須辞謝耳｡ [度人儀] (巻
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