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はじめに

かの図像は欠損し、失われた掛幅は時代も様式も異なる二

真長寺蔵「十二天像」（以下、真長寺本）は四幅だけが当
初のもので、残りの八幅のうち五幅が室町時代、三幅が江戸
時代にそれぞれ補充されたものとされ、制作年代とともに尊
像の様相や虚空の色も異なっている。四幅の当初本につい
ては、これまで筆者による復元研究によってその図像系統を
明らかにしてきたが（注１）、後世に宛がわれた補充本八幅に
ついては未調査であった。
真長寺本は全幅の修理が行われていて、当初本について
は平成１０年に東京藝術大学と遠藤得水軒によって風天、日
天、月天、平成２１年に半田九清堂によって閻魔天が修理さ
れた。長らく未修理だった補充本八幅については、平成２４
年から愛知県立芸術大学（平成２６年度以降は愛知県立芸
術大学文化財保存修復研究所）で修理することとなり、平成
２７年度までに補充本すべての修理を終えた。同時に調査も
行い、先行して修理された火天、毘沙門天、梵天について平
成２７年に文化財保存修復学会で修理と調査による所見をポ
スター発表している（注２）。本稿では、このときには言及でき
なかった補充本の図像系統を明らかにして、当初本との関係
と補充の経緯を探ってみたい。

種類の十二天像で補充されている。二種類のうち室町時代
の制作とされるのが帝釈天、火天、羅刹天、毘沙門天、伊舎
那天の五幅で、江戸時代は水天、梵天、地天の三幅である。
当初本と補充本二種はそれぞれ尊像の描き方に相違があり、
虚空の色も異なっているため統一感はない。図像が不揃い
でも補充する必要があったのは、十二天像は修法の際に十
二の方角を守護するために掲揚されるものであるため、十二
天一具が欠かせないものであったためと考えられる。
1.2．補充本の時期
補充された八幅について、時代順にそれぞれ補充された
ものなのか、それとも一度にまとめて宛がわれたのか事情は
不明である。真長寺が永禄元年（１５５８）に、ほとんどの文書
を焼失する大火事にみまわれていることには注意を要する
（注３）が、その折に失われた仏画についての伝承はない。
仮に当初本が室町時代に欠損したとして、その時点です
でに現在と同じく四幅しか残らなかったために八幅を補充あ
るいは補筆したとも考えられるし、あるいはもう少し残っていた
ものが更に江戸時代に失われて、再度補充した可能性もある。
あるいは江戸時代以降になって一度に八幅が失われたため、
入手できた室町時代の掛幅と江戸時代の掛幅をあり合わせ
で補充したとも考えられる。
いずれにせよ、補充された室町時代群五幅と江戸時代群

1．十二天像の構成
1.1．当初本と補充本
十二天像は四方四維の八方に天地、日月を加えた十二の
方角を守護する天部像であり、帝釈天（東）、火天（東南）、閻
魔天（南）、羅刹天（西南）、水天（西）、風天（西北）、毘沙門
天（北）、伊舎那天（東北）、梵天（天）、地天（地）、日天（日）、
月天（月）から成る。入唐八家の一人、宗叡の頃に十二天関
係の儀軌が整い、国宝の西大寺本をはじめとした鳥獣座の
十二天像が九世紀後半から描かれるようになった。十二世紀
頃には屏風形式が考案され図像も立像となり、以降は立像
の掛軸が主流となった。
真長寺本は立像の掛軸であり、当初本は十四世紀頃の制
作と考えられ、閻魔天、風天、日天、月天が現存している。ほ

三幅は明らかに当初本四幅と様相が異なるため、それに合
わせて新たに制作されたものではないように考えられる。以
下に補充本の図像系統を明らかにして、補充の経緯を考え
てみたい。
2.補充本の様式
2.1．当初本の様式
四幅だけ現存する当初本は重要文化財の西明寺本「十二
天像」と同一系統に属し、この系統は管見の限りでは類似本
が四本しか確認できていない（注４）。そのうち石川県正覚院
本は能登時代の長谷川等伯の筆によるもので戦国時代の制
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一方補充本は右手に三角印と念珠、左手に笹杖と水瓶を
持ち、神護寺系統に近いが、念珠を持つ手が上がり、水瓶を
体の中心で提げる点において異なる。相貌も、補充本では頭
髪が逆立ち、髭がまばらで鷲鼻が特徴的なのに対して、神護
寺系統では頭髪がしっかり結い上げられて、髭も濃い。背負
う火焔の様相も全く異なっている。大阪の長保寺に伝わる火
天は神護寺系統の図像を示しているが、頭髪の逆立つ様子
や火焔のたなびき方がやや補充本に近い。

作であり、類例は少ないものの広く描き継がれてきた図像で
あることが確認できる。
立像の十二天像で多く流布した様式は東寺本の系統かあ
るいは神護寺本の系統である。東寺本は建久二年（１１９１）
に詫間勝賀によって描かれた十二天屏風が祖となっていて、
過激なまでに唐風の新様を取り入れた表現として知られる。
一方神護寺本は十三世紀頃の成立とされるが、その原形は
東寺本とほぼ同時期あたりと考えられ、立像十二天像の主系
統を成すものである。それらの様式と西明寺系統が決定的に
違う点は、風天が右向きなこと、日天と月天が斜め向きで踏
割蓮華座に立つこと、帝釈天が袈裟を着けていることなどが
挙げられる。幸いにも真長寺本は風天、日天、月天が遺され
ていたため、図像系統を判別することができた。
ちなみに当初本の虚空には灰青色の絵具の痕跡があり、
同じく灰青色が塗布された西明寺本と同じような虚空をして
いたものと考えられる。

・羅刹天
右手に刀を持ち、左手に剣印を結んだ着甲像の羅刹天の
姿は、東寺系統、神護寺系統、西明寺系統のどれも同じくし
ており、補充本も同様の図像を示している。肉親の色が赤い
ことも共通している。頭髪のみ西明寺系統が相違していて髷
を結っているが、他の系統はすべて炎髪である。
・毘沙門天
毘沙門天も羅刹天同様、各系統ほとんど図様が変わらず、
いずれも着甲で右手に鉾、左手に宝塔を捧げる姿で共通し
ていて、補充本も同じくしている。

2.2．補充本の様式（室町時代群）
補充本のうち、まずは室町時代群五幅の様式について残さ
れた尊像から推測したい。五幅全体に共通する点を挙げると、
虚空は目視による調査では概ね無彩色とみられる。ただ火天
に限り、ほか四幅と比較するとやや黒ずんでいて、これが彩
色によるものか汚れなのかは判然としない。火天は単独で修
法に使用されることがあり、護摩の煤汚れがより付着している
可能性もある。
尊像肉親や衣については、裏彩色の剥離がどの尊像でも
著しく、一様に彩色の残りは良くない。毘沙門天などの法具
の一部は盛り上げてあり、裏箔の痕跡も確認できる。

・伊舎那天
伊舎那天も各系統に大きな違いはないが、天衣について
相違が認められる。東寺系統ではお腹の前で垂れ下がる天
衣が、神護寺系統では腰の下まで下がり、補充本は神護寺
系統と同じくする。西明寺系統では両腕から垂れ流すのみと
している。
2.3．補充本の様式（江戸時代群）
続いて江戸時代群三幅であるが、こちらは三幅ともに虚空
が暗黒色に塗られていて尊像の絵具も良く残り、当初本や室
町時代群のような損傷はあまりない。当初本や室町時代群は
解体修理によって裏彩色が主色であったことが判っているが、
江戸時代群は裏から尊像部分だけを黄土一色で塗り潰して
いて、固有色は表から塗り分けている。そのせいもあり、当初
本や室町時代群が全体的に薄塗りに見えるのに対し、江戸
時代群は表からの発色が際立って強く見える。

・帝釈天
足を揃えて正面を向く帝釈天の姿は、斜めに構える東寺
系統ではなく正面相を同じくする神護寺系統と一致する。相
貌もよく似ているが、神護寺本をはじめとする各系統はいず
れも三眼だが補充本は二眼であり、また補充本にある鼻梁線
が神護寺本には無い。手の仕草も一見同じように見えるもの
の、神護寺本では右手に三鈷杵を持つのに対し、補充本で
は両手で払子を捧げ持つ。払子を執る帝釈天は一般的では
ないが、「仁王経五方緒尊図」（東寺蔵、注５）で確認すること
ができる。
ちなみに西明寺系統の帝釈天は角冠ではなく天冠を被り、
手には独鈷杵を持ち袈裟を身に着ける独特の姿を示してい
る。本来戦闘神であった帝釈天は着甲のものが多く、諸経典
で「梵釈」と書かれるように梵天と対をなしている場合は着甲
か否かで見分けることがあるが、袈裟を着けるものは珍しい
（注６）。

・水天
水天は各系統でほとんど図像が変わらないが、東寺系統だ
けが足を少し曲げている。補充本は直立しており、神護寺系
統や西明寺系統と一致する。
・梵天
梵天は梵釈像の場合では二臂、三面三臂、三面四臂、四
面四臂で二眼や三眼のものなどさまざまに展開するが、立像
十二天像の場合は、東寺系統、神護寺系統、西明寺系統の
いずれも四面四臂で三眼となり斜めに立つ。鳥獣に座す西
大寺本や、それよりも古風を示すとされる「十天形像」（醍醐
寺蔵、注７）にあらわされる梵天もやはり四面四臂で三眼とな
っている。
持物も戟、蓮華、水瓶でほぼ一致するものの、東寺系統で

・火天
火天は四臂にそれぞれ念珠、笹杖、水瓶を持ち、さらに三
角印を捧げ持つことがあり、それらの組み合わせは各系統に
よってさまざまである。当初本が属する西明寺系統では三角
印を持たず、左手に笹杖と水瓶、右手に念珠だけを持ち、こ
の様式は東寺系統と一致する。
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は右手に蓮華で左手に戟を執るが、神護寺系統は逆である。
戟については、東寺系統と西明寺系統は三鈷戟であるのに
対し、神護寺系統は独鈷戟となる。
補充本は右手に独鈷戟を執り左手に蓮華を持つため、神
護寺系統に倣っているものの、正面相になっている点におい
て相違している。正面相の立像十二天像は奈良国立博物館
本（三重・大宝院旧蔵）が知られているが、こちらは一面四臂
で、持物の位置がすべて逆になっている。
ちなみに西明寺系統では、通常氍毹座に立つ梵天が荷
葉座に立っている点で独特の図像を示している。

真長寺本は十二天像という十二幅で一具を成さなければ
法具として成立しない性質がゆえに、特殊な形で現在まで伝
わってきた。当初本の三分の二が失われた段階で破棄され
ていてもおかしくないことを思うと、幸いというほかない。現に、
補充本が既存の十二天像の有り合わせであったとするなら
ば、補充に用いられなかった掛幅は残されていないのである。
当初本だけで十二幅揃っているのが最良ではあるが、不揃
いでも現在まで十二天像として伝えることができたのは、たと
え図像の統一感を失っても補充という処置が欠かせなかった
ものだと伺えるものである。

・地天
左手に花を盛った鉢を持つ姿で各系統ほぼ一致している。
体の向きなども同じくしており、補充本にも相違はない。
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1) 阪野智啓、「西明寺系立像十二天像の研究－真長寺本
図像復元を中心として－」、愛知県立芸術大学紀要４３
号、２０１４年、６１－７５頁
2) 阪野智啓、岩永てるみ、脇屋助作「真長寺蔵十二天像
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スター発表、２０１５年
3) 三輪隆證「三輪山真長寺縁起（由来）」、『高野山真言宗
三輪山真長寺』平成２８年度版、真長寺文化財保存会、
２０１６年、４－５頁
4) 西明寺本、大阪市美本（旧東楽寺本）、宝珠院本（愛知）、
正覚院本（石川）の四本で、前出１に詳しい。
5) 「仁王経五方緒尊図」のうち中方に描かれる帝釈天で、
十二天像に多く見られる図様とは異なり、天冠を被り二眼
であり、払子も右手だけで持つ。
6) 東密の図像集である『覚禅抄』寿永二年（１１８３）～建暦
三年（１２１３）には、帝釈天について「金色三目、首戴宝
冠、被礚襠袈裟、右手執独鈷…」とある。
7) 「十天形像」は十二天のうち日天と月天を除いた十天の
図像が描かれた白描図で、建暦三年（１２１３）に醍醐寺
の僧である宗実によって写されたものであるが、その原本
は空海請来本とされている。
8) 前出２の調査によって、補充本八幅は当初本の旧修理
寸法とほぼ同じ縦１５３センチ、幅４５センチでおおよそ整
えられ、一文字（丹地菊紋銀襴）、中廻・風帯（丹地無紋）、
上下・縁（藍色斜子）の裂も共通であった。
9) 前出２の調査によって、原本裏側に直接白い楮繊維が付
着していたことから、旧々肌裏紙は生成りの楮紙だったこ
とが判っている。

2.4．補充本の系統
これまで見てきた図像の特徴から、室町時代群においては、
正面相の帝釈天、右手に三角印と念珠、左手に笹杖と水瓶
を持つ火天、天衣が腰まで垂れる伊舎那天などが示されて
いて、様式としては神護寺系統に近いものと考えられる。江
戸時代群はもともと三幅しかないことに加え、特徴的な尊像
が梵天のみであり、その梵天もどの系統の様式ともぴったり
一致していないため、系統は不明である。
当初本が属する西明寺系統は風天、日天、月天以外にも
袈裟を着ける帝釈天や、三角印を持たない火天、髪を結う羅
刹天、天衣を垂れ流す伊舎那天、荷葉座に立つ梵天などの
特徴を有しているが、補充本がそのいずれの図像にも一致し
ないことが明白となった。
3.おわりに
以上、補充本八幅の様式について述べてきたが、少なくと
も補充本が、当初本の様式である西明寺系統に合わせて作
画されたものではないことが確実となった。さらに室町時代群
については、頭光の火焔の先端や氍毹座の下辺が切れてい
ることから、上下が切り詰められている可能性が高い。旧修理
の段階で当初本と補充本すべての裂と法量が揃えられてい
ることが判っており（注８）、少なくとも室町時代群については、
既存の神護寺系統の十二天像から失われた尊像だけを補充
し、法量を揃え改装されたように考えられる。
江戸時代群については三幅しかないこともあり系統は不明
で、切り詰められたかどうか現存する図像の様子からはいま
ひとつ判然としない。表具裂や法量が一致する点について
は、あらたに描き起こした場合でも当然有り得ることであり、既
存の十二天像から補充したものか、補充のために描き足した
ものなのか断言することは難しい。ただ梵天の旧肌裏紙を剥
いだ際に、その下からさらに古い肌裏紙の繊維が付着してい
たことから（注９）、江戸時代群も旧修理の段階が当初だった
わけではない。さらに虚空の色が当初本や室町時代群に比
べて濃すぎる点から、もし新たに描き足すならばもっと当初本
や室町時代群の虚空色に似せたものにするのが自然なため、
やはり江戸時代群も既存の十二天像から補充されたと考える
のが妥当ではないだろうか。
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