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抄 録 

本研究では、７世紀後半に制作されたとみられる獅子狩文錦（法隆寺蔵）の伝来を取りあげた。獅子狩文錦（以

下、本作例と記す）は、文様にエキゾチックな人物の容貌があらわされていることから西アジアから西域を経由

し中原へ伝播した染織品や金工品との類似性を指摘され、中国唐代にとみなされてきた。本作例は寺伝によると

聖徳太子ゆかりの宝物で、法隆寺東院夢殿に伝来してきたという。７世紀後半頃、唐で制作された華やかな錦が

法隆寺に現存することは非常に興味深い。なぜなら当時の法隆寺は、大壇越聖徳太子を失ったうえに天智九年

（670）に伽藍が全焼しており、経済的に非常に苦しい時期にあったからである。そこで私は、本作例が異国風

デザインであることから当時一流の文物であったと想像し、このようなものがいかなる経緯で法隆寺にもたらさ

れたのかについて述べるとともに、その制作地について再検討することとした。 

 古来百獣の王と称されてきたライオンをしたがわせる人物は強者とみなされたため、西アジアでは王者がライ

オンを倒す図像がさかんにつくられた。先行研究によると、獅子狩文はササン朝ペルシャが起源であるという。

ところが、本作例の有翼馬の背には「山」や「吉」といった漢字があしらわれているうえに、高度な織成技術に

よって制作されているため、従来、その制作地を中国とみなしてきたのである。しかし、私は７世紀の日本でも

天寿国繡帳のような優品を制作していたことに鑑み、日本の技術者に本作例を制作できた可能性を考えてみたい。 

 法隆寺は７世紀後半の苦しい時代を経た後、寺僧たちによりかつての壇越聖徳太子を信仰するという新しい思

想によって盛り返し、８世紀半ばには朝廷の女性たちの信仰を集めた。そこで私は、こうした女性たちが太子を

崇める意識から王者のしるしであった中国製の獅子狩文の織物を模倣して仏堂荘厳のための幡を制作し、法隆寺

に施入したのであろうと結論づけるものである。 

 
キーワード：法隆寺 獅子狩文錦 織成品 聖徳太子 異国風デザイン 

 

Ⅰ．緒言 

奈良法隆寺に伝わる獅子狩文錦は、７、８世紀にお

ける日本が中国の豊かな国際関係を受容した一証左

として注目を集めてきた。本稿では、従来中国製と考

えられてきた獅子狩文錦について、伝来した法隆寺の

経済状況と、そこにあらわされた文様の分析によって

あらためて制作地を検討する。 

Ⅱ．研究方法 

まず、獅子の造形化から獅子狩文の成立と中国への

伝播についての研究史をまとめる。そのうえで法隆寺

の７世紀から８世紀にかけての経済状態を確認し、本

作例がいかなる背景を以て法隆寺にもたらされたの

かについての結論を導いていく。 

Ⅲ．研究結果 

第一章 獅子文の伝播と受容 

 獅子とは、哺乳類食肉目ネコ科のライオンのことを

指す。先行研究によれば、獅子という呼称は『漢書』

西域傅１）にみられるものが最初のようで、アレキサン
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ドリアとされる烏弋山離国に「師子２」」が存在すると

記されている。さらに朱国栄氏によれば３）、中国には

獅子が生息していなかったが春秋時代ころから周辺

諸国の朝貢によりもたらされたという。その造形は春

秋より下る後漢の建和元年（147）の紀年銘のある武

氏祠石彫（図１）が現存最古４）という。そこでライオ

ンが中国で獅子と呼ばれ、造形化される以前の図像の

源流と伝播について以下述べてみたい。 

 ライオンはサバンナを代表する哺乳類の一つで古

来百獣の王と称され、人間に畏怖と憧憬を感じさせる

動物であった。紀元前数千年前のエジプトをはじめと

し造形化され５）、その後人々は自分たちが百獣の王ラ

イオンを支配する征服者であることを示そうとして

きた。メソポタミア初期王朝時代にはライオンをあし

らった玉座が制作され、そこに坐す者の権威を象徴し

た。古代オリエントの城壁にみえるライオンは、すで

に人間の王に服従し、忠実な下僕として野蛮さや獰猛

さが失われている。衛藤駿氏は、古代の帝王の多くが

ライオンを従えることによって自らの力量を誇示し

たと述べている６）。こうしたライオンの図像は、その

威容や性質から神聖なものであるとともに王者の権

威を表現する象徴として、西アジアやエジプトといっ

たオリエント地域から南下し、インドにおいてもその

威力は衰えることはなく、新たなそしてさらに象徴的

な図像へと変化していく。 

 インドにおけるライオンの造形には、紀元前3世紀

頃にアショカ王の建てた柱７）（図２）がある。また著

名な仏教遺跡サーンチー第１ストゥーパ（仏塔）の四

方に１世紀頃建てられた石造の門のうち南門の柱頭

に四頭のライオンの造形（図３）がみられる。アショ

カ王の柱やサーンチーの造形で何より重要なのは、釈

迦の偶像化が始まる前の遺跡であることである。釈迦

は生前自身を偶像化し礼拝することを否定し、死後も

その思想は守られていたが、500年ほど経ったころか

らその姿を造形化するようになった８）。無仏像時代に

制作された仏伝図における釈迦の姿は、菩提樹や転法

論、仏足石といった象徴表現であった。ライオンもそ

のひとつとみる考え方がある９）。ライオンを王者とみ

なすオリエント思想が古代インドの人々に受け入れ

られ、ヒンドゥー教や仏教に浸透していったのであろ

う10)。 

 さて、インドで釈迦が造形化されるようになると、

ライオンは如何なる変化をとげたのであろうか。西イ

ンドのアジャンタ石窟は1世紀頃から開鑿され、７世

紀頃まで制作が続けられた11）。ここでは倚坐の釈迦が

多く、椅子や釈迦の足下にライオンが造られる（図４）。

おそらく仏教教団ではライオンの持つ王者の象徴た

るイメージ、聖なる性格を釈迦に結びつけ、さかんに

造形化したのであろう。こうした図像は仏教に随って

中国へ東進する。 

 ところが、東アジアにはライオンが生息しなかった

12）。中国に仏教が伝来したのは、文献によれば後漢の

明帝の頃13）である。仏教とともにライオンの図像が伝

来したという見解14）があるが、これには同意しかねる。

というのも本章冒頭でも述べたように、春秋時代には

ライオンが中国にもたらされていたからである。しか

も武氏祠のごとき墓所に獅子像を配する思想は、ライ

オンが聖なる動物であることを認識していたからに

ほかならない。 

 中国においては紀元前から確固たる独自の思想が

あり、仏教伝来後も仏教を自分たちの文化と融合しよ

うとしたことはすでに諸分野であきらかにされてい

る15）。仏教が伝来し、釈迦に付随するライオンを目に

したとき、すでに擁していた神聖な動物ライオンの意

義を強く認識し、その図像を容易に受容したのであろ

う。 

 さて、ライオンの造形はオリエントから中国へとも

たらされてきたが、その図像はライオンの姿を単純に

描くものばかりではなかった。紀元前５世紀頃アケメ

ネス朝ペルシャで制作された帝王闘争文様鉢（図５・６）

（MIHO MUSEUM蔵）には、王者が猛獣を屈服させる様

子を鋳出している。オリエントで銀器のみならず建築

レリーフや絵画に、ライオンのごとき猛獣を人間が退

治する主題が多くみられるのは、オリエント社会が支

配者を神とする神権国家であったために、支配者への

信仰と絶対性のシンボルとして猛獣を屈服させる場

面を好んだためという16）。 

 このように人間がライオンを狩る文様、所謂獅子狩

文の現存作例は、オリエント地域以外では不思議なこ

とに中国ではなく日本に現存する。古代日本において

は、中国や朝鮮半島から高度な技術や文化を摂取して

いたことはいうまでもない。すると、獅子狩文が日本
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に渡ってくるにあたっては、中国か朝鮮半島を経由し

ていたはずである。そこで日本の獅子狩文がいかなる

経緯でもたらされたのか考える必要がある。 

 

第二章 獅子狩文錦に関する先行研究 

 日本における獅子狩文の現存作例のうち、本稿で主

に取りあげたいのは法隆寺の獅子狩文錦（以下、本作

例と記す）である。本作例（図７）は丈250センチメー

トル、幅134・5センチメートルの錦で、円形の主文を

三個ずつ五段に織成する。主文内側中央部に花樹をお

き、その左右を上下に分けることで四区画とし、各区

画に有翼馬に跨り振り向きざまに獅子を射る人物を

一体ずつあらわす。主文の外側を連珠文で囲み、さら

にその外側を花唐草のごとき植物文様でうめる。なお、

主文ひとつの大きさは、縦52センチメートル、横47セ

ンチメートルである。書上誠之助氏によると17）、本作

例は法隆寺東院伽藍夢殿に伝わり、明治十二年(1879)

にフェノロサと岡倉天心によって夢殿が開扉される

までほとんど寺外に出ることがなかったという。その

ため保存状態が非常に良く、脆弱な絹織物にしては色

彩も文様も往時をよくとどめる優品といえよう。 

 本作例は寺内で四騎獅子狩文錦、あるいは四天王文

錦と称され、『日本書紀』に記す用明２年（587）の

物部征伐の際18）に、戦いに加わった聖徳太子が使用し

た錦の御旗であったとの伝来を有す19）。しかしながら、

制作当初いかなる形態であったのか、さらに本作例と

太子との関わりが事実であるのかどうかまで現状か

らはわからない。そのため、本作例がいかなる経緯を

経て法隆寺に入ったのか不明である。そこでその伝来

を明らかにするためにまず、人物が獅子を狩るという

文様について先行研究をもとに考えてみたい。 

 本作例（図８）にあらわされた人物は着冠とするが、

この冠がササン朝ペルシャのホスローⅡ世パルウィ

ーズ（在位590～628）のそれと一致していることは多

くの研究者によって指摘されている20)。さらに獅子狩

文の間隙を埋める植物文は、ペルシャのアカンサス十

字唐草模様であるともいわれている。こうした理由に

よって、獅子狩文の源流はササン朝ペルシャにあると

考えられてきた（図９）。ところが本作例には、獅子

を狩る人物がのる馬体一頭に一文字ずつ「山」や「吉」

といった吉祥文字、漢字があらわされていることから、

これ自体は中国において漢人が制作したとの見方が

有力であった。 

町田章氏21）は獅子狩文について、ペルシャ銀器のデ

ザインに似ているものの主文に四人の人物を配置し

ていることから特定のペルシャ王をあらわしたもの

ではないという。さらにこうした文様はゾロアスター

教におけるペルシャ王の獅子狩りに基づいてササン

朝ペルシャで創作され、これを西域の商人が中国にも

たらし、文様のエキゾチックな美的効果だけを採用し

た中国唐代に漢人によって制作された作品であると

指摘した。 

 鈴木博子氏22）は、獅子狩文を生み出したのはササン

朝ペルシャであるが、本作例をどの国が制作したかは

現存する裂自体が極少で断言するのは困難であると

いう。ただし、日本に生息していないライオンが日本

で織り出されるはずがないという。 

 書上氏23）は、獅子狩文の文様の源流をササン朝ペル

シャとし、その高度な織成技術が当時の日本になかっ

たため概ね中国伝来と考えられると述べている。 

 桑山正進氏24）は獅子狩文にあらわされた人物の冠

に注目し、ササン朝に制作された諸作例にみえるコス

ロウⅡ世の冠と本作例の冠を再検討した結果、細部に

相異がみられるという。双方の冠からわかることは、

カワードⅠ世の治世第13年（500または501年）以降に

制作された冠形式であるということのみであるとい

う。 

 原田淑人氏25）は、漢人特有の美的感覚に、南北朝後

半頃から活発化したペルシャ・インド等との文化交流

の影響が加わり、８世紀には流麗なイラン式図文の流

行をみるに至ったという。そのため本作例は中国流の

錦がイラン式を採った最も古い遺品で、ここにみえる

人物をイラン人と解した。原田氏は獅子狩文が中国に

絶無であるのはいささか物足りぬ感がないでもない

といいつつ、唐代に韋端符が撰述した『衞公故物記』

をあげている。ここには、６世紀末から７世紀にかけ

て活躍した軍人李靖の着た紫文綾襖に「文たる上に林

樹あり。その下、馬を馳せて射る者あり」と、文様に

樹木や騎射人物があったことを記しており、中国唐代

に同種の獅子狩文錦があったことは疑いないと述べ

ている。 

 田邉勝美氏26）は、ササン朝の銀製皿と本作例に描写
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されている人物の騎射方法が双方ともササン朝ペル

シャで行なわれていた安息式射法と分析した。田辺氏

は、本作例の図像の源流がササン朝ペルシャであるこ

とを確定したのである。 

 以上、本作例に関する主たる先行研究はいずれも獅

子狩文の源流をササン朝ペルシャであると主張して

いる。本作例にあらわされた武人の表情や冠、有翼馬

などはササン朝ペルシャ銀器と一致しており、文様の

源流について異論を差し挟む余地はまったくない。 

 ところで、原田氏が『衞公故物記』にあげるがごと

く、中国唐代に皇帝に近しい軍人が獅子狩文の衣服を

身につけていたことは注目に値する。獅子狩文の現存

作例が中国になくとも、唐代の中国には獅子狩文が確

実に存在していたのである。しかしながら、このこと 

が本作例を中国製とみる根拠にはならない。主文にみ

える有翼馬の背にはたしかに漢字が確認できるが、漢

字文化は６世紀にはすでに朝鮮半島や日本に広がっ

ており中国に限定されるものでもない。 

 鈴木氏は日本にライオンが生息しないから日本製

でないというが、中国も同様にライオンの生息地域で

はない。たしかに中国には紀元前にライオンがもたら

されているが、漢人にとってその存在はあくまで見た

ことがある程度のものであり、その証拠に本稿冒頭に

あげたように、後漢武氏祠の石造獅子は翼をつけて神

格化されていた。したがって、ライオンは漢人にとっ

ても日本人にとっても身近な動物ではなかったので

ある。 

 このようにみてくると、本作例を中国唐代に制作さ

れたものとみなす積極的な根拠がないことになる。書

上氏は本作例にみえる高度な織成技術をあげている

が、当時の日本においても優れた染織品は制作されて

いた。たとえば中宮寺の天寿国繡帳（図10）があげら

れよう。天寿国繡帳は、銘文によれば聖徳太子の妃で

あった橘大郎女が太子追善のために造った帳（とば

り）である27）。傷みのために鎌倉時代に制作した模造

の残欠と混同し、飛鳥時代と鎌倉時代の残欠をかき集

めてひとつに合わせたものが現状である。天寿国繡帳

は現代の工芸家によって再現を試みられたが、薄い羅

は現代でも再現が困難なほど高度な織成技術によっ

て制作されているという。しかし天寿国繡帳は、発願

理由を記した銘文がのこるために日本で７世紀に制

作されたことが確実な作例である。したがって、日本

の技術力が未熟であるからとの抽象的な理由によっ

て本作例を中国製とみなすことも難しい。 

 本作例を中国製とみなす根拠がいずれも薄弱であ

ることは、以上述べたとおりである。一方、周知のよ

うに日本は七世紀頃から中国と活発に関係を有して

いた。しかも日本における獅子狩文の現存作例は法隆

寺の本作例だけではない。正倉院にも碧地狩猟文錦な

どが現存するのである。となると、作例が現存しない

中国で制作されたこと想像するよりも、日本における

制作が可能かどうかについてこれまでとは異なる新

たな切り口による検討が必要となろう。 

 

第三章 獅子狩文錦の伝来 

 本作例が唐代の文献『衞公故物記』に記されている

以上、７世紀から８世紀に獅子狩文が制作されたこと

はほぼ間違いあるまい。本作例が中国から日本へもた

らされた中国製か、デザインのみが請来された日本製

か、いずれにせよ当時の日本においては最新デザイン

の一流品であったことであろう。そこで中国初唐期に

対応する法隆寺の状況についてふり返ってみたい。 

 本作例を所蔵する法隆寺は、聖徳太子が日本初の本

格的仏教伽藍の飛鳥寺の造営経過をにらみながら、自

身の居所たる斑鳩宮の近くの若草伽藍の地に推古15

年（607）頃に発願したという28）。舒明朝になると天

皇自らが発願者となって寺院つまり勅願寺を建立す

るようになる。天皇家の私的な寺院勅願寺は、天武九

年（680）の勅29）によって国が管理運営し、経済的援

助を無期限に保障する国家官寺と定められ、大官大

寺・川原寺・飛鳥寺（のちに薬師寺が加わる）のみが

国家官寺となった。この頃、古くから存在していた法

隆寺はどうなっていたのであろうか。 

法隆寺は、天智９年（670）に全焼する30）。その後

焼失した創建法隆寺の西北に金堂の再建工事を進め

たが再建には莫大な費用を要し、太子発願寺院という

権威も太子薨去後半世紀以上も経過していた当時は

ほとんど役に立たなかったらしい。大西修也氏31）によ

ると再建の経済的援助を皇室と国家に求めるために、

法隆寺が当初から勅願寺であったということを主張

する金堂薬師如来像光背銘文を創作したが失敗に終

わったという。大壇越聖徳太子を喪い、寺を失い、再
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建にかける費用の捻出もままならない時期に当時の

最新デザインである獅子狩文錦を入手できただろう

か。私にはとうてい無理に思える。 

 その後法隆寺の僧たちは受難の時代から脱し、太子

の寺を守るために、法隆寺を聖徳太子信仰の対象とす

る寺と性格づけようとしたという32）。法隆寺は太子発

願寺院から太子を信仰する寺院へと変貌しようとし

たのである。そして法隆寺は、８世紀半ば頃になると

太子信仰が朝廷の女性たちの間に広まり、再び脚光を

浴びるようになる33）。聖武天皇の皇后、光明皇后や、

光明皇后の母である橘三千代などが太子信仰によっ

て、法隆寺に援助をしたのである34）。太子信仰を性格

付けた再建法隆寺は多くの人たちに守られると同時

に多くの仏教美術がおさめられるところとなった35）。

こうした状況に鑑みると、太子信仰をもつ朝廷の女性

たちによって法隆寺に施入したひとつに本作例があ

ったのではないかと考えいたるのである。 

 さて、ここでとりあげたいのが８世紀半ば聖武天皇

崩御後、その遺愛の品々をおさめた正倉院にのこる碧

地狩猟文錦（図11）である。碧地狩猟文錦には、樹下

の山羊２頭、樹上の鹿２頭を中心に、髭を生やした騎

馬人物が振り向きざまに獅子を射る情景が左右対称

上下に計４騎が配される。文様の構成が本作例と類似

しているため、古くから比較されてきた。 

 本作例にも碧地狩猟文錦にも同様に髭をたくわえ

る人物があらわされているが、この髭のスタイルは中

国の北方民族が好んだスタイルで、いかにもエキゾチ

ックである。また獅子狩文は前述のように帝王が身近

に置くに相応しい王者の文様で、しかも主文の周囲に

は中国で皇帝をあらわす天円地方を表現するかのよ

うに円と四角形をあしらっている。このような異国風

デザインの碧地狩猟文錦と、同じようなものが法隆寺

にも存在したのである。両者にいかなる関係があった

のか、文様の比較と伝来によって以下考えてみたい。 

 碧地狩猟文錦は本作例より相当傷みが進み退色し

ているが、これはそもそも仏堂内陣にかける幡として

制作された本作例よりも薄い織成であったからに違

いない。碧地狩猟文錦の用途は不明だが、傷みの具合

で両者を客観的に比較できないため描きおこし（図

12・図13・図14）を参照されたい。 

 碧地狩猟文錦も本作例も騎馬人物があらわされる

が、碧地狩猟文錦の人物が主文のなかに上下左右整然

と織り出されるのに対し、本作例は主文の中の人物の

位置や大きさが異なっている。また人物や有翼馬、獅

子の造形が、碧地狩猟文錦にくらべて本作例は単純化

されているように見受けられる。つづいて碧地狩猟文

錦の植物文は繊細流麗なもので、本作例の植物文に較

べて一層進んだ織成感覚がうかがえる。要するに本作

例のデザインはかたいのである。 

 聖武天皇遺愛の品々をおさめた正倉院の性格を考

えると、碧地狩猟文錦は当時の一流品、最高の織物で

あったに違いない。となると、国家官寺にくらべて私

寺であった法隆寺に存在していたものを真似て碧地

狩猟文錦を制作するなどということはあり得ないの

ではないか。獅子狩文の王者の文様というそこに込め

られた意味からしても、聖武天皇周辺に唐から遣唐使

を通じてもたらされたと考えるのが自然であろう。で

は、碧地狩猟文錦とともに本作例も中国製なのであろ

うか。 

 碧地狩猟文錦や本作例にみえる騎馬人物の髭のス

タイルとよく似た力士像（図15）が奈良国立博物館に

ある。これもまた中国北方民族のスタイルといえるが、

興味深いのはこの像を日本製と考える研究者が多い

ことである。８世紀頃の日本では、造東大寺司という

日本国内選りすぐりの工人を結集した一流の集団が

いた。そこでは、唐からもたらされた最新のデザイン

を即座に消化し、具現できるほどの能力を備えた工人

たちが働いていたのである。彼らはかたちの意味を熟

考せずとも、眼の前にもたらされた新しいデザインや

技術を造り出すことに従事すればよかった。 

 さらに今一点興味深い作例をあげておきたい。８世

紀前半から半ばに制作されたとみられる東大寺法華

堂の執金剛神像左脇下の文様（図16）である。執金剛

神像は脆弱な塑像であるが、古より秘仏であったため

に今でもその着衣に鮮やかな色彩をのこす美しい神

将像である。本像の左脇にみえる団花文や唐草文に注

目すると、葉を束ねる茎や葉先の伸びやかさに、本作

例との共通点を見出しうるのである。執金剛神像は、

伝来によると東大寺の前身寺院に住し、東大寺造営に

も尽力した良弁僧正の念持仏であるという。東大寺の

天平仏の中でも秀逸な作例であるが、同様のイメージ

を持ち、度々一具であることを指摘される作例が戒壇
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院の四天王像や新薬師寺の十二神将である。これらの

作例にも往時色彩が若干のこっており、８世紀の日本

においては本作例のごとき植物文がそこここにみえ

るのである。これらの点から、本作例を日本製とみな

すことも可能ではなかろうか。 

 

Ⅳ．考察 

法隆寺の至宝である獅子狩文錦は、従来そのエキゾ

チックな人物像によって中国製と考えられてきた。し

かしながら飛鳥時代から奈良時代にかけての日本は、

中国大陸や朝鮮半島から伝えられた政治・文化・技術

をそのまま摂取していた。中国製のものをそのまま模

倣することも少なからず行なわれていたことは、正倉

院に現存する数々の優品によって広く知られるとこ

ろである。 

 獅子狩文錦を蔵す法隆寺は７世紀後半の伽藍全焼

によって経済的に苦しい時代であったが、その後の寺

僧たちの尽力によりかつての壇越聖徳太子を信仰す

るという新しい思想によって盛り返した。８世紀半ば

には、朝廷の女性たちの信仰を集め、こうした女性た

ちが獅子狩文の幡を法隆寺金堂の荘厳のために施入

したと私は考えている。 

 ８世紀、為政者周辺では寺院の造営や仏像を造像す

る作善を重ねていた。おそらく仏教を広めるために尽

力した太子を崇める信仰から、古くはインドで釈迦と

ともに造形化されてきた聖なる存在である獅子と王

者をあしらう中国製の織物を模倣して幡を制作、施入

したのであろう。 

中国において漢人たちが獅子狩文を王者の文様と

して理解していたかどうかは彼の地に現存作例のな

い今となってはわからない。しかし本作例が寺院に伝

来していることから、仏殿の荘厳のために制作された

ことは間違いなく、仏教と関連性を有すものであった

はずである。そこで私は、太子を信仰する女性たちが

釈迦とともに太子を顕彰する意味合いを込めて本作

例を制作したのではないかと考えるにいたった。本作

例の制作者は高度な織成技術を持つものの獅子も胡

人も実見したことがなく、デザイン的にはいささかか

たさのある仕上がりとなったのであろう。 
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図１ 武氏祠石像獅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
図２アショカ王柱(デリー博） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
図３ サーンチー第一塔南門獅子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
図４ アジャンタ石窟第 26 窟倚像如来下部 
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図５ 帝王闘争文銀器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
図６ 帝王闘争文銀器(部分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図７ 獅子狩文錦 

 

 

 

 
図８ かきおこし図 
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図９ 帝王狩猟文皿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
図 10 天寿国繍帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 碧地狩猟文錦    

 

 

 

 
図 12 碧地狩猟文錦かきおこし図 
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図 13 獅子狩文錦 

 

 

 

 

 

 
図 14 獅子狩文錦かきおこし図 

 

 

 

 

 

 
図 15 力士像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 16 執金剛神像左脇部 

 

 

 


