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はじめに

　私は仏像の修理をしております。また彫刻家

もやっております。彫刻家として、たくさんのひ

との姿をつくってきました。童子や動物など、あ

りとあらゆるものを作ろうとしてきたわけです。

しかし、本当のことを言えば、その奥にある命

の本質は何だろうと探してきたように思われます。“こころとかたち”

という言葉を、最近よく耳にするようになりましたが、形のむこうにあ

るもの、すなわち“こころ”が、実は瞳の奥に見えるのではないかなと

思っています。ですから、作品の中で、瞳をとくに大切にしてまいりま

した。

　そして仏像のお顔の話をさせていただくときに、どうしても避けて通

れないのが、仏教的なお話です。こんなあたまをしておりますが、私は

僧侶ではございません。特定の宗教や宗派に所属しているわけでも

ございませんので、私の勝手な解釈であることを、最初に申し上げて

おきます。

私の造る童子の背景と、それぞれの世界観

　昔から、「山川草木悉有仏性」あるいは「草木国土悉皆成仏」とい

うことばがあります。山も川も草も木も、この世の全てはほとけの一

部であり、全ての存在は、この世で仮の姿をとっていて、必ず仮の姿

から解放されるときがくる、すなわち成仏するという考えです。つまり、

仏教で言う「ほとけ」とは、この世そのものと言い換えることができる

と思います。また、ほとけを如来ともいいますが、これは「如しのかなた

より来るもの」という意味だと、私は思っています。

　山というのは、ひとが山の如きものを、山と呼んでいるに過ぎない。

同様に、川も海も雲も、人も獣も草も木も、その本質を呼ぶ言葉では

なく、すべてこの世の一部が、仮にそんな形をしているだけであり、

それを、「そのような物」とひとが認識することで、初めて存在すると

いうのが、仏教の世界観なのです。この点が「すべての存在は、全能

の神がお創りになった」と考えるキリスト教などの一神教との最大

の違いでしょう。

　仏教的世界観では、この世はすべて仮の姿であり、何ものでもない

【ほとけの顔もなんとやら】
　　　　  ～  仏 像 の お 顔 の は な し  ～
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もの、何ものにもとらわれないもの、それがすなわち「空」（空は決し

て無ではありません）なのだということです。そして、その空なるもの

が、さまざまな形の生生流転する法則を仏法と名づけたのです。

　この仏法を深いところで感じる事の出来た人を「仏陀」、即ち悟り

を得たひとということです。ですから仏陀は必ずしも釈尊ひとりではな

く、今までに何人も存在すると仏教ではいっていますし、また、これから

も現れると説いています。

　私の造る童子たちは、その如来、つまり如しの彼方からやってくる“こ

　　　　　　　ころのちから”といいますか、生成発展の源となるエネ

　　　　　　　ルギーを象徴しているのです。

　　　　　　　　これは私が造りました「守銭童子」（写真1）です。「吾、

　　　　　　　唯足るを知る」というのは、遺教経（ゆいきょうぎょう）と

　　　　　　　いうお釈迦さんの遺言の中に出てくる言葉があります

　　　　　　　が、これは足るを知れば、全てが幸せになる、苦から逃れ

　　　　　　　られますよという意味なのです。それをこの童子が教え

　　　　　　　てくれているということです。 

　　　　　　　　私の造っている童子は、このようにだいたいはだかん

　　　　　　　ぼうの男の子です。童（わらべ）の子と書いて童子（どう

　　　　　　　じ）といいますが、この言葉は日本の長い歴史の中に、

酒呑童子、茨城童子など、いろいろな童子が出てまいります。これは必

ずしも子どもではなく、大人も含まれます。要するに、社会のアウトサイダ

ーを童子と呼んでいたのですね。

　その童子の性格付けをずっとしていきますと、私は異界からやってき

た人たちという感じを持ちました。そして、徐々にそれを広げていきます

と、われわれの全て、人間も動物も、そういったものの背後には、全部童

子がいるのではないかと思えるようになっていきました。言い換えれば、

この世の全てのものの中には、生生流転のエネルギーが潜んでいると

いうことではないでしょうか。

ほとけさまの種類について 

　仏様にはいろいろな種類があり、とても複雑で、専門的に学んだ方で

ないとよくわからないものです。そこで、いちばん簡単にお話いたします

と、仏像の種類というのは、釈迦をモデルにした像か、それ以外の像の

２種類しかありません。

　では、釈迦の像とは何かというと、いわゆる○○如来とか、○○菩薩

とか、○○明王という、この３つの名前をつけてあるのは、釈迦がさまざ

まに変容された姿の像なのです。

　そのほか、四天王や神将、大黒天とか弁財天とか吉祥天などの天が

写真1 守銭童子



18
写真2 
平等院鳳凰堂 阿弥陀如来

つく神さまの像や、それに仁王さまなどは、釈迦ではなくて、いずれも釈

迦の教えに帰依した異教の神々や聖人を象徴したものなのです。

　如来とは、衆生救済の願いを成就し、この世の実相を看破して、悟り

を開いたひとのことをいいます。持ち物や印相という手の形で、その如

来の性格や作用の違いを表現していますが、仏教において、釈迦以外

の如来、阿弥陀や薬師が生み出された過程は、実はあまりよくわかって

いません。釈迦の教えに近い原始仏教には、釈迦以外の如来は存在

しなかったのであります。

　基本的には、如来様は三種類と覚えていただけれ

ばいいと思います。

　如来の中でも宇治の平等院にある阿弥陀如来（写

真2）は、日本人が考える典型的な如来様であります。日

本史でいうと平安時代の末ですね。そして、左手に薬

の壷を持っているのが、お薬師さん。薬師如来です。

それから室生寺にある、釈迦如来。

　釈迦如来は実際に２５００年前に北インドに住んで

おられた、１人の偉い人の肖像であるわけです。

　仏教がつくられた北インドから見て、西の彼方にいる

のが阿弥陀さん、東の彼方にいるのがお薬師さんと

いうふうに考えられています。

　一神教の場合は、この世には１人の創造主しかいないと考えますが、

仏教では成立当初から、東の彼方には、お薬師さんが治めている浄土

がある。また西の彼方には阿弥陀さんが治めている浄土があるという

ように、もともと多元的な宗教であったと考えられるのです。

　ここでちょっと世界地図を思い出してください。インドを中心に西に

は、アラビア海を経てエジプトがありますね。これは、私の考えなのです

が、お釈迦さんの時代に、西の彼方に阿弥陀さんの国があるんだよ、と

いうのは、古代エジプトまたは古代メソポタミアの文明を連想したので

はないかと思うのです。

 　また、お薬師さんは、インドから東の彼方です。ここは東南アジア

や中国がありますよね。多分、古代インドの人たちは、何らかの情報源

を持って、東の彼方には中国というすごい文明があるのだということ

を知っていたのではないかと考えています。

　東の彼方というと、東からはお日様が出てくるのですね。ですから、

東の彼方のお薬師さんというのは遣送仏（けんそうぶつ）、太陽を送

り出す仏さんだということになるわけです。東のお薬師さんの浄土から

ずうっとお日様が上がってきて、われわれのお釈迦さんが治めている

この世で、中天に太陽があがる。そして、西の彼方に沈んでいく。ここ
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に、太陽を毎日毎日お迎えする国がある。これが阿弥陀浄土だという

ふうに考えたわけです。

　当然、お薬師さんというのは、非常にエネルギッシュであります。薬

師・瑠璃光如来といって、明け方の青い瑠璃色が薬師の色です。一方、

阿弥陀さんは、西の彼方の夕日の色です。夕日の黄金色が阿弥陀さん

　　　の色なのです。そんなことをちょっと覚えておいてください。

　　　　次は菩薩さんのお話です。

　　　　観音様に代表されるこうしたお像を菩薩といいます。この滋

　　　賀県向源寺の十一面観音（図1）は、非常に美しいお像で有名

　　　です。菩薩さんというのは何なのだろうかというと、如来になる

　　　前の、衆生救済の大きな願いを持って、修行をしている状態を

　　　あらわします。 

　　　　釈迦の一生でいうと、王子の時代です。したがって、髪型や

　　　装飾品は王族としてのものです。高く髻を結い、冠を被り、耳飾

　　　りをつけています。腕釧、臂釧、足訓という飾りをつけています。

　　　そして如来になるときに、そういう飾りを全部とったのです。如

　　　来の耳たぶに大きな穴が開いているのは、その耳飾りをしてい

　　　た名残なのです。

　　　　菩薩は、利他という実践を伴わなければなりません。これが

大乗といい、したがって小乗仏教では、菩薩信仰は発達しませんでし

た。小乗仏教の国である東南アジア諸国の寺院には、釈迦の像ばか

りで、観音様もお地蔵様も奉られていません。

　よくこの観音様が男か女かと質問されますが、釈迦の姿を象ったも

のであるという解釈からすると、明らかに男性です。しかしカトリックに

おいて、マリア信仰が起ったように、仏教でも女性的仏像が求められ

たのでしょう。観音様に代表される菩薩の慈悲の功徳に母性を感じ

　　　　　　　て、女性的な菩薩像が意図的に造られたことは、大い

　　　　　　　に考えられることです。

　　　　　　　　如来の次に菩薩がいて、次はこんなこわい顔をされ

　　　　　　　た明王さんです。これは、菩薩が人々を救おうとして、必

　　　　　　　死になっているときの形相ですので、菩薩の変容した

　　　　　　　ものと解釈できます。不動明王、愛染明王（写真3）、こ

　　　　　　　んな角みたいなのを生やしていて、いかにもこわいで

　　　　　　　すよね。でも実はこれ、角ではなく、髪の毛なのです。

本当は、この天冠台（てんかんだい）という、冠を支える頭の輪の中に、

きちんと納まっているものなのです。ところが、「何しとるんや！」と髪の

毛を振り乱して叱っているわけですよ。その振り乱した髪が冠からほ

どけている状態を表しているのです。つまり、如来や菩薩が叱ってい

図1 
向源寺 十一面観音

写真3 神護寺 愛染明王
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るときは、明王になるわけで、いずれもお釈迦様のお姿であるのです。

　今度は、お釈迦様でない像の人たちがいったい誰か、と言うお話を

少ししましょう。四天王や仁王様、またさまざまな異教の神々の像があ

ります。

　これは有名な東大寺戒壇堂の四天王（写真未掲載）ですね。四隅を守

っています。実際仏典の中には、東西南北から王様が、それぞれ何百

人、何千人という眷属（けんぞく）を連れてやって来て、お釈迦様の教

えに帰依したという記録が残っております。歴史的事実かどうかはわ

かりませんが、叙事詩としては残っております。そういう人たちを象徴し

て、四天王が生まれたのでしょう。ですから、お釈迦様の像の周りに四

天王がおられることが多い。

　お薬師さんには、１２方位を守る１２人の神将様が、その周りにいると

考えられております。左右には、お日様とお月様の象徴である日光、月光

菩薩が脇を固めています。みんなそれぞれ、自分が帰依した如来様を

守っているので、むちゃくちゃ並んでいるわけではないのです。お寺の

中にいる仏像は、そういう仏典の根拠があって並んでいるのです。

　これは東大寺の仁王様（写真未掲載）で、お寺の山門の左右におられ

て、ややこしいやつが来ないようにと、こんな怖い顔をして怒っている

のです。 

 　左側は空手の格好をして、「あ」というような口を開けて、身体の中

の悪い空気を「はっ」と吐き出している姿です。一方、右側は「うん」と

言って、鼻の穴から新鮮な空気を「にゅっ」と吸い込んでいるのです。

この阿吽（あうん）というのは、空気の出入りを示しているわけですね。 

　こちらは阿修羅さん（写真未掲載）です。阿修羅さんというのは、イン

ドの神様です。インドでは梵天、あるいは帝釈天と呼ばれている神

様もいて、バラモン教やヒンズー教などの古代インドの神話では、善な

る神とされています。それに対し、悪なる神、阿修羅というのが存在し

まして、これがお互い喧嘩ばかりしているのです。喧嘩することで、こ

の世が生生流転していくという考え方があるわけです。 

　ところが仏教では、この梵天帝釈も阿修羅も、自分たちの仏教の中

に取り込んで、その争いごとをうまくとりまとめたということになって

いるのです。

　ですから、争いの神様の阿修羅も、ギリシャ神話の闘争の神マルス

のような怖い顔はしていません。こんな優しい顔をしているのです。こ

れはやはり、仏教に帰依して、ようやく喧嘩に明け暮れた生活から逃

れられたという、安堵感があるのではないかと思います。雑誌等のア

ンケートで、仏像の人気投票をすると、必ず上位に入っていて人気が

ある像です。
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　　　　　　　ほとけさまのお顔

　　　　　　　　ざっと仏像史を見てまいりました。整理をつけたとこ

　　　　　　　ろで、いよいよお顔の話に移りたいと思います。

　　　　　　　　こちらは阿弥陀如来です。（図2） 

　　　　　　　　まず、頭のいちばん上からいきましょう。頭の上にポコ

　　　　　　　ンとしたお餅のような形がありますね。これを肉髻（にっ

　　　　　　　けい）といいます。けっして頭が盛り上がっているのでは

　　　　　　　ありません。

　バラモン教を起源とするインドのシーク教徒は、白いターバンを巻いて

いますが、あれを取ると、３メートルくらいの髪の毛があるそうです。それ

をぐるぐる巻いて三つ編みにして、その上にあのターバンを被せている。多

分２０００年前も、王族や上層階級の人たちは、髻を高く結い上げて美し

く装飾していたのでしょうが、貧しい人や修行者たちは、このように長い

髪をぐるぐる巻きにしていたのでしょう。これが徐々に意匠化され、お椀

のような肉髻になっていったと考えられます。

　頭の上のところにある小さな渦のようなものは、縮毛状態の毛で、螺

髪（らほつ）といいます。日本の仏像はほとんどが螺髪で表現されます

が、中国などでは必ずしもそうではなく、縄状の髪をぐるぐる巻きつけ

ているように表現されているものもあります。

　肉髻の下の部分を地髪（じはつ）といいます。肉髻と地髪の境目に、赤

い大きな珠があり、これを肉髻珠といいます。これは頭皮で、螺髪の間

から皮膚が見えているところといわれています。あるひとの説によると、

お釈迦様は頭のてっぺんの頭皮がみえていたので、それを象徴化した

ものであるということです。たしかにそのような絵画や彫刻が残ってい

ますが、釈迦在世中のものではありませんので、真相はわかりません。髪

の毛と額の境目を髪際（はっさい）といいます。

　　　　　　　　こちらは大日如来のお顔（図3）です。 

　　　　　　　　額に丸いイボのような物がありますが、これを白毫（び

　　　　　　　ゃくごう）といいます。だいたいは水晶の玉をここに入

　　　　　　　れて、ピカピカ光らせています。これは、何かと申します

　　　　　　　と、１本の白くて長い毛が、お釈迦様の眉間に生えて

　　　　　　　いたという話を象徴的に表現したものです。

　　　　　　　　それがぴゅーと伸びていたり、またピロンと返ってき

　　　　　　　たりしたそうです。また、インドでは牛を大事にしていま

すが、お釈迦様も牛のように長い舌でご自分の顔と頭を舐めることが

できたといいます。お釈迦様はとってもシュールなのです。

図2  阿弥陀如来

図3 大日如来
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　顔と体は金色に光り輝いていたといいます。仏像を金箔や金メッキ

で覆うのはそのためです。光背も光り輝くオーラを表現したものです。

　眉毛は細長いですね。絵で描くときは、まず眉毛の形を群青の絵の

具でシャドーを描き、中心に墨で一本線を入れます。

　目は切れ長です。インドや西域、中国北部の仏像は、二重まぶたが多

いのですが、わが国の仏像の多くは、一重まぶたがほとんどです。目頭

と目尻には、青い色を少し着けます。そして目の瞳の虹彩は、赤あるい

はベンガラ色という赤系の色を使います。

　口元は、こんなふうに、人中（じんちゅう）という上唇の真ん中の盛り

上がりが、くっきりして非常に発達しています。

　どんなに女っぽい表現をされていても、基本的に男ですからなまず

みたいな髭が生えているのですね。

　顎はだいたい二重顎になっております。首には三道といいまして、３

本の線が入っています。

　もうひとつ重要なのが、耳たぶ。だいたい仏さんは耳は大きく縦に長

く、耳たぶに大きな穴が開いています。菩薩は王族の時代の釈迦です

からおおきなピアスのような耳飾りをつけていたわけで、出家してから

の如来の像には穴だけが開いていることになります。

仏像におけるお顔の変遷

　インドではお釈迦様が亡くなった当時は大変神格化され、その姿を

絵や彫像であらわすことが禁止されました。ですから、生前のお釈迦様

の姿を知る造形物はまったくありません。最初は、輪宝や足跡などで、

その存在を示すだけでした。今も、その名残として、寺院には輪宝紋が

よく見られますし、仏足石もありますね。

　その後、釈迦の像、すなわち仏像が描かれ彫刻されるようになった

のは、紀元前１世紀頃といわれています。サーンチーの大塔が造られた

のが、この時代です。

　その後、インド北部のヤムナー河流域のマトゥラー地域と、今のパキ

スタンあたりのガンダーラ地域で、ほぼ同時に仏像が造られるようにな

りました。

　この頃のインド中部地区は、まだアーリア系民族との混淆が進んでい

なかったとみえ、マトゥラーに見られるこの時代の仏像のお顔は、アジア

的な顔立ちをしています。

　一方で、アレキサンダーの遠征でヨーロッパ人の侵攻を受けたガンダ

ーラ地方の仏像は、今のアラブ系の人のように、彫りの深い顔をしてい

ます。



　　　　　　　　　　　　　　　 飛鳥～天平のお顔

　　　　　　　　　　　　　　　 　これは法隆寺の釈迦三尊像（写

　　　　　　　　　　　　　　　 真4）ですが、北魏のお釈迦さんの　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　 顔とよく似ています。北魏系の仏像

　　　　　　　　　　　　　　 （写真5）の特徴いわゆるアルカイッ

　　　　　　　　　　　　　　　　クスマイルで、日本の飛鳥時代に造

　　　　　　　　　　　　　　　  られた仏像は、この影響を強く受け

　　　　　　　　　　　　　　　 ています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　 これは中国の唐の時代のお顔

　　　　　　　　　　　　　　　（写真6）です。日本の天平時代の

　　　　　　　　　　　　　　　 仏師は、この唐の時代のお顔をう　

　　　　　　　まく真似ているわけですね。これは中国の龍門の仏

　　　　　　　　　像（写真未掲載）ですが、東大寺の大仏様の天平時代の

　　　　　　　お顔は、こんなお顔だったのではないかと、美術史家は

　　　　　　　言っております。 

　　　　　　　　これは東大寺の日光菩薩、そして東大寺・盧舎那仏

　　　　　　 （るしゃなぶつ）（写真未掲載）。これは中国の唐の時代の

　　　　　　　仏像の姿をとっているわけですね。韓国の南部のお寺

　　　　　　　にある仏国様もまた、同じようなお顔をしています。

日本の仏像のお顔裏話

　これは、広隆寺の弥勒菩薩のお顔（写真未掲載）です。最も早く国宝に

指定された仏像として知られていますけれど、実はこれ、明治時代に

大々的に修理をしております。そのとき、ほとんど造り直されているの

ですね。本当はもっともっと厳しい顔をしていたと思います。韓国の中

央国立博物館に、これとそっくりの像がありますが、もっともっときつ

い顔をしています。こんなに穏やかな顔ではない。

　つまり弥勒菩薩のお顔は、幕末から明治のはじめにかけての仏師が

　　　　　　　造った顔だとお考えいただいたほうがいいと思います。

　　　　　　　それが、１５００年生きてきたこのお像の、１つの歴史で

　　　　　　　あると言えるのではないでしょうか。

　　　　　　　　これは、旧東金堂本尊佛頭（写真7）です。この像は、

　　　　　　　飛鳥時代の次の白鳳時代に造られた傑作ですが、頭部

　　　　　　　と体部がありません。元々は蘇我倉山田石川麻呂のた

　　　　　　　めに、６８５年に飛鳥に創建された山田寺講堂の本尊と

　　　　　　　して造立されました。その後藤原氏の氏寺である興福

　　　　　　　寺の堂衆によって奪取され、火災にも遭い、1９３７年

　　　　　　　に興福寺東金堂修理の際に、偶然発見されたもので
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写真5 北魏系の仏像

写真6 唐の時代の仏像

写真4 法隆寺 釈迦三尊像

写真7 旧東金堂本尊佛頭

著作権・所有権等の

都合により掲載して

おりません
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写真9 神護寺 薬師如来

写真10 
平等院鳳凰堂 阿弥陀如来

写真8 秋篠寺 伎芸天

す。そんな数奇な歴史を持ったお像ですが、とにかく素晴らしい像です。

　そして次は、これも日本を代表する聖林寺十一面観音（写真未掲載）

です。これは、三輪山を御神体とする三輪大明神のご本尊だったの

です。ところが明治のはじめの神仏分離のときに、神社にこんな仏

像があるとは何事だと壊されそうになったので、地元の人たちが穴を

掘って埋めてしまったのです。そのお陰で、今これだけ素晴らしい天平

時代の像が残っておるわけです。これも先ほどの唐の様式を持って

います。

　こちらは秋篠寺の伎芸天（ぎげいてん）（写真8）、有

名ですね。実は頭部と体が造られた時代が違うのです。

頭部は天平時代、しかも乾漆（かんしつ）という漆の張

子で造られています。この秋篠寺というお寺は、源平の

戦いのとき、東大寺や興福寺が焼けたときにいっしょ

に焼けてしまったのです。そのとき、このお像も焼けて

しまったのですが、奇跡的に顔だけが残ったのです。

それに、鎌倉時代になんとかお体をつけたのです。頭

部は漆ですが、体は木で造られています。

　ですから彫刻家の目から見ると、やはりどこか不自然

なところがあります。でも、その不自然なのが魅力なの

でしょうね。ちょっと危なっかしいバランスで立っている

姿に、昔から大ファンが多いお像です。

平安時代の仏像のお顔

　天平時代までの仏像は国家を保護し、国を豊かにす

るため大変ポジティブなイメージで制作されました。

しかし、平安時代になって密教が入ってくると、お顔が

変わってきます。密教というのは、密室の中で僧侶と

仏像が一対一の真剣勝負で行う炎の行法を通じて、

怨霊を鎮めたり、超能力を示す道具として機能したの

です。ですから、平安時代初期の仏像（写真9）というの

は、大変厳しいお顔をしているのです。

　そのずっと後の、平安時代末になると、この世が実際

に戦乱の世になってきます。そうなると今度は、この世

から阿弥陀様がいるところへ逃げていきたい、という

ことになるわけです。安心立命（あんじんりゅうめい）、

ほっとしたいという気持ちですね。それで、癒しの心に

満ち溢れた、平安時代末のお顔（写真10）になってくる

のです。

著作権・所有権等の

都合により掲載して

おりません

著作権・所有権等の

都合により掲載して

おりません
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　　　　　　　　日本人が考える仏像というのは、だいたい平安時代

　　　　　　　末のこの穏やかな顔の仏像を指します。

　　　　　　　鎌倉時代の仏像のお顔

　　　　　　　　次の鎌倉時代になりますと、運慶、快慶で知られる

　　　　　　　慶派一門が造った男前の像（写真11）がズラーッと並

　　　　　　　んできます。鎌倉時代は武士の時代、すなわち男の時

　　　　　　　代でした。この時代に仏像が求められたのは、ものの

　　　　　　　ふの美学であったと思います。もう男も女もしびれるよ

　　　　　　　うな男前の仏像がいっぱい造られた時代なのです。

　ざっと駆け足で、日本の仏像のお顔の歴史を追ってまいりました。

　最後に東大寺の大仏様（写真未掲載）のお話をしましょう。これは、造

られてから１２５０年経ちますが、そのときに造られたままのお像では

ないのです。東大寺は何度も何度も焼けております。そのたびに顔が

落ちるのです。実は、この東大寺の大仏様は、当初、龍門の石窟にあ

った仏像のようなお顔をしておられたのだろうと思います。それが源

平の戦いで平重衡（たいらのしげひら）が東大寺を焼いたときに、首

が落ち、上半身と手が溶けてなくなります。その後、源頼朝が鎌倉幕府

を開くと、すぐに大仏様を復興するのです。

　それで有名なのが、あの弁慶が読み上げた勧進帳であります。東大

寺復興のために寄付してくださいと、そういうお坊さんが全国に散っ

てお金を集めたわけです。それで大仏様が復興されたのですが、それ

を手がけたのが平安時代末の仏師だったので、穏やかな定朝（じょう

ちょう）のような丸いお顔になったと考えられます。開眼法要のときに、

そのお姿を初めて見たお坊さんが、「ちょっと違いますな」と言ったこ

とが日記に書かれています。それまで天平時代のお顔をずっと見てき

た人たちから見ると、平安時代の穏やかなお顔が乗ったとき、違和感を

感じたらしいですね。

　その後、戦国時代にもう一回焼けます。そのときは大変な被害を被り

ます。首はもちろん、体も落ちます。残ったのは大仏の蓮弁（れんべん）と

膝頭ぐらいです。でも、どうしても大仏様だけは復興したいとお体を造る

のですが、これはもう鋳掛け修理（いかけしゅうり）といって、継ぎ接ぎだ

らけなのですね。

　しかし、お金が足りなくなって、顔まで造れなかったのです。でも、それ

では、あまりにも痛ましいというので、木で顔を造り、その上に銅版を貼っ

ていた時代が２０年くらいあるのです。しかも資金不足で大仏殿という

建物もなかった。鎌倉の大仏のように露座で立っていたというのですね。

写真11 興福寺東金堂 
           文殊菩薩坐像
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　ところが元禄時代になって、世の中が安定しお金がだぶついてきた。

そこでこの大仏さんのお顔も新しくしましょうといって出来たのが、今の

４代目の大仏さんのお顔なのです。

　私はこれまで、いろいろな仏像を見てきました。いろいろな仏像を修

理してきました。その中でいちばん好きなのは、東大寺のこの大仏さん

なのですね。というのは、１２５０年という日本の歴史を、この仏様がひと

りで体現しておられる。しかも、そのお顔は４代目であるということを考え

ると、日本人がその１２５０年の間、いったい何をしてきたかを考えるとて

もいい素材になると思うからなのです。

　大変駆け足になりましたけれども、京都・奈良にお出かけになったとき

は、そんな仏様のお顔のことを思い出して仏像を見ていただきますと、

おもしろいのではないかと思います。

掲載写真出典

写真２・10  平等院 鳳凰堂阿弥陀如来坐像（国宝）

　　　　　新潮社「仏像の見分け方」Ｐ57より。（西村公朝・小川光三 著）

写真３　   神護寺 愛染明王坐像（重要文化財）

　　　　　至文堂 日本の美術9　No.379「愛染明王像」より。東京国立博物館蔵 康円作　

　　　　   Image：TNM Image Archives  Source : http://TnmArchives.jp/

写真４　   法隆寺 釈迦三尊像（国宝）

　　　　　毎日新聞社 魅惑の仏像3「奈良・法隆寺 釈迦三尊」より。

写真５　   菩薩頭部　

　　　　　MIHO MUSEUM 図録「龍門石窟展」より。大阪市立美術館蔵

写真６　   如来頭部

　　　　　MIHO MUSEUM 図録「龍門石窟展」より。大阪市立美術館蔵

写真７　　興福寺 旧東金堂本尊佛頭（国宝）

  　　　　山と渓谷社 山渓カラー名鑑「仏像」より。

写真８　  秋篠寺 伎芸天（重要文化財）

　　　　　山と渓谷社 山渓カラー名鑑「仏像」より。

写真９　   神護寺 薬師如来像（国宝）

　　　　　山と渓谷社 山渓カラー名鑑「仏像」より。

写真１1　  興福寺 東金堂文殊菩薩坐像（国宝）

　　　　　山と渓谷社 山渓カラー名鑑「仏像」より。

籔内 佐斗司　（やぶうち さとし） 氏プロフィール

彫刻家・東京藝術大学大学院美術研究科 文化財保存学　教授

1953年生まれ。大阪市出身。78年東京芸術大学美術学部彫刻科卒業。80年同大学

大学院美術研究科修了。82～87年同大学保存修復技術研究室助手を勤め、仏像や

古美術の古典技法と修復技術を研究し、数々の保存修復事業に参加。この豊かな経

験と確かな技術を駆使した木彫作品を通じて、日本人の心象風景や東洋的自然観

を暖かく穏やかな造形で表現している。そして滑稽さと諧謔に満ちた奇想天外な作

品世界は観る人を魅了してやまない。


