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公開講演

古代仏像の着衣形式と名称

吉　村　　　怜

　ご紹介いただきました吉村怜でございます。学部長の石井先生からは、私の

業績について、過分のお言葉を頂きましたが、いささか緊張しております。と

申しますのは、仏教学部の皆様方を前にして、私が、袈裟や法服の話をする。

何か場ちがいなような気がするからでございます。日本の古代仏像、如来像や

比丘像は、いずれも袈裟をまとっておりますが、袈裟についてはともかくも、

その他にどのような衣服、たとえばどのような肌着を着ていらっしゃるか。皆

様はご存知でしょうか。

　仏像の衣相は、その色身、相好、印相、持物などと同様、仏像形式の重要な

要素であるにもかかわらず、意外と知られていないらしいのです。ところで、

私は、肝腎の袈裟の語源について、まったく知りませんでした。そこで講演の

直前になって、サンスクリット語の専門家である長柄行光先生に、この語源の

件について質問状をお送りしたのですが、今日、たまたま出がけに、ポストを

のぞきましたら、答えが届いておりましたので、要点をかいつまんでご披露い

たします。

　「カーシャーヤとは、brown-red, a brown-red cloth or garmentの意味で、形

容詞として〈赤褐色の〉、名詞として〈赤褐色の衣〉を指しており、語源は

kas.a
_
yaから派生した言葉と思われるけれども、不明で、おそらくは土着言語、

たとえばドラビタ語などを、サンスクリット語化したものかもしれない」との

ことでございました。

　となると、チベットの僧侶やラマ教の僧侶が着ている、あの赤
せっけつじき

血色の法衣の

色が一番近いように思われます。また、単純なことのようにみえる問題でも、

確実なことは分かっていないとのこと、それだからこそ、学問というのは奥深

いものなのだということを、改めて実感いたしました。まず冒頭でこのことを

一言申し上げて、話を始めさせていただきます。

　『望月仏教大辞典』によりますと、「kas.a
_
yaは音訳されて袈裟。壊

え

色
じき

、不正色、
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赤色、染
ぜん

色
しき

などと漢訳されている」とありますが、特殊な色に染色した理由は、

俗人の衣服と区別するためで、『四分律』や『十誦律』などによると、「青・黒・

木蘭色などに染色する」という規定があり、純正な色ではなく濁った色、壊色

とすることが定められております。また、周知のように、「袈裟のことを糞
ふんぞう

掃

衣
え

とか、衲
のう

衣
え

などと称するのは、釈尊の在世時、糞塵中に捨てられていたぼろ

切れから使用に耐えうる布片を截り取り、その破片を縫い合わせて作衣した」

ことに由来します。

　ここではまず、お手元にお配りした数ページの図版と文献資料と、すでに皆

様がご承知と思われる日本の著名な仏像の衣服、ここでは如来像と比丘像の着

衣について、スライドを見ていただき、《袈裟》と《裙》以外に、どういう衣

を着ていらっしゃるのか。その点を詳しく見てまいりたいと思います。

　唐代きってのインド通だった玄奘（602～ 664）は、『大唐西域記』巻二で比

丘の法服について、また玄奘の徳を慕ってインドに赴いた義浄（635～ 713）は、

『南海寄歸内法傳』巻二で比丘尼の法服について、次の《五衣》をあげております。

一、僧伽梨（sam. gha
_
t ）＝九条袈裟…礼装

二、鬱多羅僧（uttara
_
san

.
ga）＝七条袈裟（図 1）…外出着

三、安陀會（antarva
_
sa）＝五条袈裟…普段着

四、僧祇支（sam. kaks.ika
_
）＝袈裟の下に着る肌着（図 2）

五、泥縛些那（niva
_
sana

_
）＝比丘用の裙（図 3）…下衣

　　倶蘇洛迦（kusu
_
laka）＝比丘尼用の裙（図 3）…下衣

　義浄は最後の裙について、比丘尼用の裙、クスーラカを紹介しているのです

が、皆様はすでに九条袈裟（大衣）、七条袈裟（中衣）、五条袈裟（小衣）につ

いては、重々ご承知のことと思いますので、ここでは《七条袈裟＝ウッタラー

サンガ》の図１を挙げておくだけで、他は省略いたしました。

　図 2は《僧祇支＝サンカクシカー》。袈裟の下に着る肌着で、袈裟とほぼ同

大の長方形の衣、方服ですが、江戸時代の碩学、寺門派の顕道上人敬光が、著

書『大乗比丘十八物圖』の中で、「インドの僧祇支は一幅で足りるが、本邦の

ものは図のごとくする」として、三枚の横長の布を縫い合わせた僧祇支の図を

載せております。敬光によると、「長さ四肘、廣さ二肘半に作る」「夏日の衣は
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其の長さ半肘を減ずる」とあるのですが、ここに云う「一肘」とは手の指先か

ら肘までの長さを示すインドの単位で、通常 40cmくらいをいいます。

　なお『望月仏教大辞典』の《僧祇支》の項をみると、「梵語、巴梨語

sam. kaks.ika
_
。････又僧脚崎迦、僧竭支、僧却崎、僧脚崎、僧脚差、僧迦支に作り、

略して祇支、或は竭支と云ふ。掩腋衣、掩腋襯衣、覆腋衣、或は覆肩衣と譯す」

とあります。

　ここで注意しておきたいのは、音訳した「僧祇支」を「祇支」と省略し、意

訳して「掩腋衣」、または「覆肩衣」としていることで、掩腋衣とは僧祇支で

右腋下を掩った場合の呼称。覆肩衣は僧祇支で肩を覆った場合の呼称なのです

が、同じ僧祇支の着方の違いを示した名称ということになります。
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図１　七
（ウッタラーサンガ）
条袈裟（表に紐、裏に鉤を付す）

図２　僧
（サンカクシカー）
祇支（裏面に紐を付す）
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　中国や日本の古文献には「祇支覆肩」とか、「祇支覆肩衣」というような呼

び方が、往々見られるのですが、僧祇支の実態は、江戸時代にはすでに分から

なくなっていたらしく、顕道上人は「祇支覆肩は人多く迷を致す。故に止むを

得ず、将に略して辨論せんとす」といって、縷々《僧祇支》について解説され

ております。このことは《僧祇支》は当時、実際に使用されることはなくなっ

ており、すでに分らなくなっていたことを意味するのでしょう。

　なお僧祇支は、本来は比丘尼、女性の胸や乳房が露出しないように、それを

覆い隠すために、釈尊が定められた肌着なのです。したがって、通肩に着るべ

き衣であって、偏袒右肩に着るはずはないのですが、その後、便利だというこ

とが分って、比丘たちにも僧祇支の着用が義務付けられるようになりました。

その結果、僧院内では、偏袒右肩にも着るようになったらしいのです。

　かの碩学、玄奘がインドの僧院の慣習として、偏袒右肩に着る如く記したた

めに、『宇井・仏教辞典』は、「比丘尼の着る五衣の一。長方形の布片にて袈裟

の下に著くるもの。左肩にかけ、左膊を掩い一端を右腋に加う。比丘之を用う

るも妨げず」と記しているのですが、インドでは比丘も、比丘尼も外出の際に

は、必ず僧祇支を着用したらしく、その際には袈裟も、僧祇支も通肩に着るの

が規定だったようです。いずれにせよ、長方形の衣、それも肌着なのですから、

どう着ようと自由なはずで、寒い時などは頭からすっぽりと、かぶるように着

ることも可能だったことになります。

　なお、僧祇支は図２にみるように、袈裟と同じく周囲に「縁」をめぐらし、

縁の内側に二本の「紐」を付けておりますが、割截衣ではなく、したがって条

も、葉もなく一枚布のように仕立てられております。

　次に図 3 a・b・ｃを見てください。

　aは比丘用の腰巻き式の裙、《泥縛些那 (ニヴァーサナ ) 》

　bは比丘尼用のスカート式の裙、《倶蘇洛迦（クスーラカ）》

　cはその帯紐の図

　ですが、比丘の裙と比丘尼の裙とでは、形が違っております。義浄が後者の

比丘尼用の裙を漢訳して「
すい

衣
え

」と呼んだのは、米を容れる竹製の筒形の容器、

「 」と形が似ていたことによるのですが、中国ではニヴァーサナも、クスー

ラカも、一様に、「裙」や「裳」などと呼んでおり、特にこれを差別しなかっ

たのは、同形式の衣が古来中国服に存していたことによるのです。
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　ただし、仏像の場合は、ほとんどの場合、男性としての姿で描かれるために、

通常は前者、腰巻き式の裙を着用しているとみて間違いないようです。そして、

上から帯紐を結んだ後に、上辺の箇所を外側へと折り返して着ており、裙の末

端はほとんどが、体の前面中央にくるように着ているらしく、これが中国・朝

鮮・日本など東アジアの仏像中に広く流布しております。

　次の図 4　a・b・c・d・eは、江戸時代の京都の仏画師、中西誠應が著書『畫

像須知』中で、図解しているインド系の法衣、《裙》・《僧祇支》・《袈裟》の披

着法を示した図です。これによると、僧祇支は方服ゆえ、袈裟と同じく通肩に

も、偏袒右肩にも着ることが可能なことを示しており、古式の法服の披着法を

理解するために、特に重要な図と申せましょう。

aはまず下衣として裙をつけた図。

bはその上に僧祇支を通肩に着た図。

cは僧祇支の上に袈裟を通肩に着た図。

dは僧祇支を通肩に、袈裟は偏袒右肩に着た図。

eは僧祇支も、袈裟もともに偏袒右肩に着た図。

　この一連の図解によって、インド系の法衣の着方とその手順がよく理解でき

ると思います。
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図３　上…泥
（ニバーサナ）
縛些那　下右…厥

（クスーラカ）
修羅　下左…帯紐

c

a

b



古代仏像の着衣形式と名称（吉村）（52）

　この図では、僧祇支の帯紐は見えませんが、中国の古代仏像の場合、胸高

に結ばれている帯は、概ね僧祇支の帯紐であって、これを羽織の帯紐のように

胸の正面で結べば、両肩を覆って垂れている僧祇支を、しっかりと固定できた

のです。

　中西誠應の生没年は不明ですが、先の顕道上人敬光（1740～ 1795）の『大乗

比丘十八物圖』の挿絵を描いたといい、また当時の碩学、慈雲尊者飲光（1718

～ 1804）からも指導を受けたと記していますから、十八世紀後半期に活躍した

画師であることが分かります。江戸時代の学者の方が現代の美術史学者よりも、

はるかに正確に、これらインド系の法衣について理解していたことになるよう

です。

　次に見ていただきたいのは、中国の炳霊寺石窟の最も古い西秦窟、図 5の無

量寿仏像の袈裟の下に着ている肌着の形態です。こればかりは、江戸時代の碩

学といえども、知る由もない衣服なのですが、われわれが着ている夏の半袖シャ

ツの右半分を左肩から右脇下にかけて、斜めにスパッと裁断したように作られ

た肌着で、身体にぴったりフイットするように裁縫されています。
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図４　『画像須知』にみる裙・僧祇支・袈裟の披着図

a. 裙を着用した図。b. 僧祇支を通肩に着た図。C. 僧祇支と袈裟を通

肩に着た図。d. 僧祇支は通肩に袈裟は偏袒に着た図。e. 僧祇支・袈裟

をともに偏袒に着た図。
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　私は、これを「右袒式の汗衫」という意味で、《右
う

袒
たん

衫
さん

》と名づけることに

しました。本来なら「汗
かんさん

衫」と呼ぶのが分かりよいのですが、仏・菩薩は の

身ですから、清浄身といって、汗などはかくことがない存在なのです。そこで

やむなく《右袒衫》としました。それぞれにふさわしい名称を決めるのも、な

かなか容易ではありません。それはともかく、この右袒衫がどこで考案された

ものか。私にはよくわかりません。そもそも、こうした事物の起源。何時、何

処ではじまったかということは、非常に難しい問題で簡単には判断しかねるの

でございます。

　この炳霊寺石窟の像には題記があって、西秦建弘元年（420）に造られたこ

とが分かる最も古い《右袒衫》の作例ですが、さて、この原像が西域系か、中

国系かとなると、にわかには断定しかねるのです。が、敦煌よりも東にある蘭

州にあるわけで、一応、中国系と呼ぶことにいたしておきました。

　そして、この右袒衫を着た仏像が日本へと伝来したのは、実は仏教の伝来と

ほぼ時を同じくしており、飛鳥時代、法隆寺の像で申しますと、鞍作止利が作っ

た金堂の本尊釈迦三尊像の中央の釈迦像とか、その脇侍仏の薬師如来像も、右

袒衫を肌着として着ておられますし、夢殿の本尊救世觀音像も右袒衫を着てい

ます。また、かの有名な百済觀音像はこの右袒衫とは逆に、左肩を片肌ぬぎに

した《左袒衫》を着ておられるのです。
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図 5　右袒衫を着た無量寿仏像（炳霊寺石窟）a. 右袒衫　b. 左袒衫
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　いずれにせよ、菩薩像はさて置くとして、私が確かめえた如来像が着ておら

れる衣は、次の四種類、

（a）袈裟

（b）僧祇支

（c）右袒衫

（d）裙

に限定することができます。

　すなわち（b）の《僧祇支》はインド系の肌着。（c）の《右袒衫》は中国系の肌着。

この有無によって、仏像の着衣の組み合わせは、インド系と中国系とに分類で

きます。

インド系Ａ類［裙＋袈裟］

インド系Ｂ類［裙＋僧祇支＋袈裟］

中国系Ｃ類［裙＋右袒衫＋袈裟］ 

中国系Ｄ類［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］

という四通りに、分類することが可能ですが、如来衣は実はこれだけしか、選

択手がない。わずか四種類しかないわけですから、きわめて単純明快だといえ

るかと思います。

　

　図６はインド系のＡ類で［裙＋袈裟］ですが、中インドのマトラ仏。このＡ

類の仏像は中国・日本においても、数多く分布しております。単純な組合せゆ

え、着方も袈裟を通肩に着るか、偏袒右肩に着るかの相違があるくらいで、ほ

とんど説明を要しないかと思います。袈裟も、裙も、透き通るように薄い衣で

すので、袈裟の下に着ている裙の帯の結び目が透けて見えているのが分かりま

す。また誕生仏のように、ただ裙だけを付けた半裸の像もあるわけですが、こ

れに袈裟を着せたものがＡ類ということになります。

　図 7のインド系Ｂ類は、［裙＋僧祇支＋袈裟］からなるものです。インド系

と申しましたが、それほど類例は多くはありません。ここではガンダーラ仏の

例を挙げておきますが、中国や日本ではより数多くの像例を見ることができま

す。中国の如来像の着衣は宋代以後、さらに大きく変化しつづけてゆくのです

が、日本の場合はむしろ保守的で、時代をへても、あまり変化しなかったらし

く、鎌倉時代以後、現代の仏像まで続いているようです。
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図６　インド系Ａ類（マトラ仏）
［裙＋袈裟］

図 7　インド系Ｂ類（ガンダーラ仏）
［裙＋僧祇支＋袈裟］

図８　中国系Ｃ類（龍門石窟・古陽洞）
［裙＋右袒衫＋袈裟］

図９　成都万仏寺址出土佛像（南朝梁）
［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］
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　次の図 8は中国系のＣ類、龍門石窟・古陽洞、北魏の比丘法生龕仏像（503年）

ですが、この像は［裙＋右袒衫＋袈裟］の順に法衣を着ています。この種の仏

像は北魏後期、龍門石窟や天水麦積山石窟に多く見られる仏像形式ですが、中

国・日本ではあまり流行しませんでした。

　特に中国で盛んに用いられたのは、中国系Ｄ類［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］

でした。図９は成都万仏寺址出土の南朝梁の仏像ですが、胸元にたれている《僧

祇支の豪華な帯》が特徴的です。このての如来像は、六朝の東晋末から劉宋時

代にかけて成立したものらしく、これが南朝で流行すると、忽ち北へと波及し、

北魏仏像の特徴であるかのごとく広範囲に流行しました。

　だが、なぜか日本では中国ほど盛んにはなりませんでした。これは現代の日

本の仏師たち作品をみても、同様で、インド系のＡ類、次いでＢ類が圧倒的に

多いように思われます。

（今回の講演では日本の仏像に限定してスライドで説明を行ないましたが、引

用した作例はあまりにも多く、一々の解説は割愛いたしました。）

　以下、紹介した日本の作品群を列挙しておくことにいたします。

　インド系のＡ類、［裙＋袈裟］として、

１、深大寺釈迦像（白鳳時代）････裙の末端が正面中央に着ていることに注意

（図 10）

２、興福寺旧西金堂の迦旃延像（奈良時代）････左胸前のところで袈裟の鉤と

紐が結ばれている。

３、東大寺大仏連弁の線刻釈迦像（奈良時代）････如来衣には通常、鉤・紐は

みられない。両足の下に垂れている裙に注意。（図 11）

４、平等院鳳凰堂本尊阿弥陀仏像（平安時代）････袈裟は左右両肩にかかって

いるが、左肩はわずかに懸かるのみ。通肩とも、偏袒右肩ともいい難い。

半批右肩式とでもいうべきか。この被着法は中国・日本で広く流行したが、

インド仏像にはみられない。

　インド系のＢ類、［裙＋僧祇支＋袈裟］として、

５、法隆寺峰薬師の胎内仏、薬師像（白鳳時代）････方服である僧祇支を身体

に巻きつけるようにして着ているために、右脇から左肩にかけて深い襞と

皺が生じている。
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６、岡寺義淵像（奈良時代）通肩に着た僧祇支の末端をいったん袈裟の下に挿

しこんだ後引き出して、右腕にかけて終わっている。

７、清涼寺三国伝来の釈迦像（北宋時代）････袈裟を通肩に着ているので、僧

祇支を着ているのか、着ていないか一見、不明なようだが、衣の裾が三段

になっているので、裙、僧祇支、袈裟と着ていることが分かる。

８、東大寺俊乗堂の来迎阿弥陀像（鎌倉時代）････右肩に掛かった僧祇支の

末端がいったん袈裟の下に差し込まれた後、右腕にかかるためにＵ字形

を呈することに注目したい。また左右の腕にかかる袈裟も僧祇支も方服ゆ

え、袖のように見えるけれども袋状の袖になっていないことにも注意。（図

12）

　中国系Ｃ類、［裙＋右袒衫＋袈裟］として、

９、法隆寺献納宝物一四九号如来立像（飛鳥時代）････右袒衫に紐を結んでい

ることに注意。中国には例がない。

10、法隆寺五重塔本の塑壁比丘像（奈良時代）････正座しているために、裙は

袈裟の下に隠れてみえない。（図 13）

11、法隆寺金堂壁画第十号壁本尊薬師像（奈良時代）････右袒衫は本来身体に

フイットするように裁縫されているので、帯で結ぶ必要のない肌着だが、

この像は右袒衫の上から帯で結んでいる。

12、薬師寺金堂本尊薬師像（奈良時代）････すでに唐様式になったこの像の場

合、右袒衫は中国式に着用している。

　中国系Ｄ類、［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］として、

13、法隆寺金堂本尊釈迦像（飛鳥時代）････この図像は煩雑なので後に詳述す

る。（図 14）

14、法隆寺金堂壁画第一号壁釈迦像（奈良時代）････胸元に見える帯は右袒衫

の帯か。僧祇支の帯かを即断できない。先の十号壁の例があるから右袒衫

の帯とみなすべきか。中国の像なら僧祇支の帯とするのが正解である。

15、東大寺蔵倶舎曼荼羅図の提婆設摩像（平安時代）････比丘像の例としては

きわめて稀である。

16、東大寺公慶堂地蔵菩薩像（鎌倉時代）････地蔵菩薩像の袈裟には鉤・紐を

つけたものが多い。鈎紐の有無によって、如来衣と菩薩衣を差別している
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のかも知れない。

　なお、図 7のように偏袒右肩に着た時の《僧祇支》と図 8・図 13のように

肩肌脱ぎに着た《右袒衫》との違いは、衣の襞や皺の多少によって明らかにす

ることができます。かなり微妙な場合もありますが、《僧祇支》は方服ゆえ、《袈

裟》と同様、襞や皺が多く出るのが特徴。つまり、衣の表面の襞が深く、皺が

多ければ《僧祇支》。襞や皺がほとんどないならば《右袒衫》と判定できましょう。

　また図 14の法隆寺金堂本尊釈迦像の場合は、特に判定が難しいので、中国

系Ｄ類となるのか、少し詳しく説明しておきましょう。この止利作の釈迦像

の場合、上体を見ると、一見《裙》をつけ、その上に《右袒衫》を着、《袈裟》

を通肩に着ており、Ｃ類のように見えますが、台座にかかっている裳懸けの部

分を見ると、《袈裟の裾》が台座の中ほどまで覆っていて、左右に張り出して

います。

　次いで、その下に最下部まで張り出している衣の裾が見えます。これは玄奘

が『大唐西域記』巻二で、「長裁、腰を過ぐ」と記した《僧祇支の裾》という

ことになります。また胸元には、《僧祇支の結ばれた帯》の一部が見えていま

すが、この《帯の末端》は、裳懸座を覆っている袈裟の下をくぐるようにして、

正面に二条垂れ下がっていることが理解できると思います。

　この左右に張りだした《僧祇支の裾》の間から、下に着ている、《裙の裾》

が三箇所、顔をのぞかせています。

　つまりこの本尊像は［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］の順に衣を重ねているの

ですが、通肩に着た《袈裟》の下に、同じく通肩に着た《僧祇支》を重ね合わ

せるように着ているために、外見からは《僧祇支》の存在が見えないのです。

こうした例は稀で、判定が非常に微妙な場合もあるのですが、大抵は簡単に見

分けることができるのです。

　以上、日本の如来像や比丘像の着衣の形式について論じたのが、今回の講演

の骨子ですが、中国仏像の影響を濃厚に受けており、古代中国仏像の場合と同

様、インド系のＡ類、インド系のＢ類、中国系Ｃ類、中国系Ｄ類という四種類

に分類することが可能です。

　なお図面が多くなりますので、Ａ類は、図 10深大寺釈迦像（白鳳時代）、図

11東大寺大仏連弁の線刻釈迦像（奈良時代）。Ｂ類は図 12東大寺俊乗堂阿弥
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陀像（鎌倉時代）。Ｃ類は図 13法隆寺五重塔本の比丘像（奈良時代）。Ｄ類は

図 14法隆寺金堂本尊釈迦像（飛鳥時代）と図 15法隆寺金堂壁画第一号壁釈

迦像（奈良時代）を、それぞれの代表として図示しておきます。いずれも下衣

として《裙》を着、上衣として《袈裟》を着ることに変りはありません。した

がって、袈裟の下に着ている肌着《僧祇支》と《右袒衫》が問題になるのです

が、判定に苦しむほど難しい問題はほとんどないと思われます。

　いずれにせよ、わが国の如来像の衣には、Ａ類か、Ｂ類か、Ｃ類か、Ｄ類か

の四種類しかないのですから、皆様方のお寺のご本尊や仏壇のご仏像の着衣の

中、肌着について注意深く観察されるなら、どの形式に属するかが、すこぶる

簡単に判定できるかと存じます。何か不明な点についてご質問なり、お教えを

いただけるなら幸いです。ご静聴いただきありがとうございました。

［付記］

　講演後の宴会の席上で、多くの先生方、大学院生諸氏から参考になる意見や

質問をいただきました。皆様方のご好意に感謝いたしております。この講演後

にまとめた論文「日本古代仏像の着衣とその名称」（『佛教藝術』305号、毎日

新聞社、2009年７月発刊）では比丘像の着衣、偏衫、直 、横 についても

言及しておりますので、参考になると存じます。

※本稿は、2008年 10月 4日の駒澤大学仏教学会公開講演会でのご講演をもと

に、加筆改稿していただいたものです。
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図 10　深大寺釈迦像（白鳳時代）
［裙＋袈裟］

図 11　東大寺大仏蓮辨の釈迦像
（奈良時代）［裙＋袈裟］

図 12　東大寺俊乗堂阿弥陀像
（鎌倉時代）［裙＋僧祇支＋袈裟］

図 13　法隆寺五重塔下西側塑壁比丘像
［裙＋右袒衫＋袈裟］
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図 14　法隆寺金堂釈迦像
［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］

図 15　法隆寺金堂壁画第一号壁釈迦像
［裙＋右袒衫＋僧祇支＋袈裟］

右袒衫

僧祇支の帯

袈裟の裾

僧祇支の裾

裾の裾僧祇支の帯




