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요약문

동대사(東大寺)는 8세기에 창건된 팔종겸학(八宗兼學)의 학문사찰로서, 지금까지 방

대한 양의 경권(經卷)과 성교류(聖敎類)가 전해지고 있는 곳이다. 13-16세기에는, 12세기

에 소실되었던 동대사 계단원(戒壇院)이 복구되면서, 이를 중심으로 불교교학도 점차 

부흥하여 많은 경권과 성교가 서사(書寫)되었다. 그리고 이러한 서적들이 강의에 사용

되면서, 불교교학이 융성해지게 되었다. 그리고 이에 대한 연구들이 다수 진행되면서 

동아시아 불교교학, 문화의 교류에 대해 보다 분명해지고 있다.

하지만 그 이후인 중세(무로마치　시대)·근세(에도 시대)에 걸친 동대사의 불교교학 

연구는 그다지 진행되지 않고 있다. 특히 출판이 일반화된 근세 동대사의 장서(藏書)에 

대해서는 도서목록(書目)이나 권수 등을 기록한 간단한 목록은 존재하지만 상세한 사항

을 알 수 없다. 

이에 본 논문에서는 동대사가 소장하고 있는 각 종파의 불전류들 가운데에서, 화엄
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관계의 근세 사본을 검토하여 17-19세기경의 동대사에서의 화엄연구 활동을 관찰하였

다. 그 결과 이 시기에 서사된 대부분의 서적은 화엄을 전공하는 동대사 경내 사원의 하

나인 사성방(四聖坊)의 승려 신쇼(晋性)가 서사한 것이거나 혹은 신쇼와 관계가 깊은 인

물이 서사한 것이었다는 점, 특히 메이지 시대에 출판된 �대일본속장경(大日本續藏經)�

이나 동대사가 소장하고 있는 마츠바라(松原) 문고본, 불교대학(佛敎大學)이 소장하고 

있는 �원종문류(圓宗文類)�에 대해서는 신쇼의 서사본은 저본으로 하여 서사되었다는 

점을 알 수 있었다. 신쇼가 왕성하게 서사한 시기는, 그가 동대사의 기록류나 장서류를 

일괄하여 관리하는 소임인 ‘총독사(惣讀師, 임기 1년의 순번제 직으로 정원은 장로격의 

승려 1명)’에 임명된 시기로, 그 혼자서 동대사의 모든 비본(祕本)을 열람할 수 있었던 때

이다. 게다가 신쇼는 1704년(宝永1년) 3월 27일에는 동대사 경내에서 거행된 ‘화엄강(華

嚴講)’이 강사를 담당하였고, 이때까지 ‘총독사’ 소임을 담당했던 신쇼는 화엄관련 성교

류의 수집, 서사를 정력적으로 행하여 사성방의 장서군이 형성된 것으로 여겨진다. 

앞으로 신쇼의 서사본에 대한 내용검토를 통해 근세 동대사에서의 화엄연구 활동이 

보다 분명해질 것으로 사료된다.

주제어

東大寺四聖坊(とうだいじししょうぼう), 晋性(しんしょう), 円宗文類, 華厳経文義要訣

問答, 貞元新訳華厳経疏, 花厳経伝記

I. はじめに

8世紀に創建された東大寺には現在まで各時代のそれぞれの膨大な量の経典、仏

典類が伝えられてきている。特に1180年 (治承4) に兵火によって壊滅的な被害を

受けた後、復興の気運にのり、13－16世紀には東大寺戒壇院で教学の復興やその

後の隆盛がみられ、多くの経巻、仏典が書写された。これらの状況に対する研究

も数多く行われ、東アジアの仏教教学、文化の交流が明らかになりつつある。

しかし、それに続く16世紀半ば以降19世紀後半に至るまでの時代 (いわゆる近

世、江戸時代) には東大寺における教学研究の一つの過程である経巻、仏典の書写
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がおこなわれていたことを示す数多くの書写本が存在するものの、これらの書写

本類は未だ整理途上の段階で、それらの内容把握までは至っておらず、近世東大

寺の教学の動向の全体像はつかめていない。

そこで本稿では東大寺にのこる17世紀以降の経典、仏典の写本の一部を取り上

げ、17－19世紀の東大寺における仏典研究の一側面をとらえ、この時期における

東大寺の仏教教学研究の手掛かりを得ようとするものである1)。

II. 17－19世紀の東大寺所蔵 (伝来) 書写本

東大寺には古代、中世の伝来、書写された経巻、仏典類は現在、｢東大寺貴重書｣ 

として分類され、国の重要文化財に指定されたもの、また指定候補となっている

ものもある。(東大寺図書館での分類函番号は3桁の番号) これらのものは東大寺、

あるいは日本の古代、中世の仏教教学の研究対象となり、内容も多彩に分析され

研究論文として多数、発表されている2)。

　ところで ｢東大寺貴重書｣ に分類されたもの以外にも1986年 (明治29) に東大寺

図書館が設置された当時、閲覧用や法会等に使用するためのものとして分類され

たと思われる袋綴装の書籍 (主に江戸時代の書写本や発行された版本) も大量に存

在している。東大寺図書館では分類上、これらを ｢和本｣ として総称している。

1) 東大寺は8世紀の創建以来、近代に至るまで華厳や三論など八宗を兼学する寺院でそれぞれの宗の仏

典を数多く伝えてきているが、本稿で取り上げる写本類の多くは四聖坊に伝来したものと考えられ

る。四聖坊については第3節で述べるが、東大寺の境内寺院で華厳を専学した寺院である。そのため

本稿においては近世東大寺の教学の一面として華厳関係の仏典を中心に考察していく。なお、東大寺

の境内寺院の一つである東南院は三論と真言を、知足院は法相、戒壇院や新禅院は律を専門としてい

た院であり、それぞれの院の旧蔵本は現在東大寺図書館にまとまって収蔵されている。今後、これ

らの仏典類を詳細に調査、研究していくことによって近世東大寺の仏教教学の全体像が明らかになっ

ていくものと思われる。

2) ｢東大寺貴重書｣ の代表的なまとまりである宗性筆の書写本や抄録本を中心とした研究、平岡定海 �東

大寺宗性上人の研究並史料� (日本学術振興会　1958－60年) 、凝然撰述章疏類を扱った、新藤晋海編�

凝然大徳事績梗概� (東大寺教学部　 1971年) などの仏典群を扱ったものをはじめ、それぞれ個別の経

巻、仏典を扱った論文は枚挙に暇がない。
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(東大寺図書館での分類函番号は1桁もしくは2桁番号)

これら ｢和本｣ の大多数は東大寺図書館での事務用に書名、書写者 (著者)、書写 

(発行) 年などごくわずかな項目が書上げられたカードが作られているのみである3)。

これ以外にも東大寺の伝来書籍ではないが、1920年 (大正9) から東大寺の勧学

院で講義をされていた播磨祐光寺 (兵庫県姫路市) 住職の松原恭譲師が蒐集した江

戸、明治期を中心とした袋綴装の仏典類が松原恭譲師の死後、遺族によって東大

寺に寄贈され、｢松原文庫｣ (松原恭譲蒐集仏書資料　登録有形文化財) として東大寺

に所蔵されている4)。

　さてこれら東大寺図書館所蔵の ｢和本｣ の中で、韓半島由来の仏教文献につい

て義天の �圓宗文類� 、表員の �華厳経文義要訣問答� など数点を簡単な書誌情報

とともに紹介する5)。

　なお奥書などの書体は書写者の原本を忠実に写し取る正確性を求めているの

か、自身の勉学、研究のための覚え的な書写であるのかを見極める材料として原

本 (書写本) の記載通りとした。また今後の研究の便宜のために東大寺図書館での

管理番号を括弧内に付した。

3) �国書総目録� (岩波書店国書研究室編　全八冊 (岩波書店　1963－72年) ) には全てではないが東大寺所蔵

の和本の多くが掲載されており、書名がわかれば東大寺の所蔵本であるかは判明する。

4) 松原文庫の目録は木村清孝編 �東大寺図書館蔵 松原文庫目録� (東大寺図書館　1999年) として発行され

ている。

5) �圓宗文類� の紹介、研究は大屋徳城 �高麗続蔵雕造攷� (大屋徳城著作選集七　国書刊行会　1988年) の

他、吉津宜英･柴崎照和 ｢義天編纂 �圓宗文類� 巻第一－解題と翻刻－｣ (�駒澤大學佛教學部研究紀要�

第五十六號　 1993年　 87－126頁) では龍谷大学所蔵の巻第一の翻刻や内容復元を試みられている。ま

た朴鎔辰 ｢高麗義天撰 �円宗文類� の日本伝承と交流史的意義｣ (�印度學佛教學研究� 第六十三巻第一号　

2014年　 514－511頁) では日本への伝来状況や諸本への引用状況を検討されている。また �華厳経文

義要訣問答�については、金知見監修･金天鶴訳註 �華厳経文義要決問答� (民族社　1998年) の他、金天

鶴 ｢ �華厳経文義要決問答� の基礎的研究｣ (�調査研究報告� (学習院大学　1999年　15－39頁)、金天鶴 

｢松原文庫本 �華厳文義要決問答� について｣ (�書誌學報� 37号　韓国書誌学会　2011年　189－206頁)、

金星周 ｢ �華厳経文義要決問答� 古写本の比較研究｣ (�仏教学REVIEW� 7　金剛大学校仏教文化研究所　

2010年　 179－214頁) などがあり、韓国では研究が多岐にわたっている。なお、2017年6月の神奈川

県立金沢文庫において金沢文庫と東国大学仏教文化研究院HK研究団との共同開催された特別展 ｢アン

ニョンハセヨ！元暁法師－日本はみつめた新羅･高麗仏教－｣ において、�圓宗文類� については龍谷

大学所蔵の巻十四、称名寺所蔵の巻二十二が、�華厳経文義要訣問答� については東大寺所蔵本の２点

が展示された。展覧会図録の解説は �圓宗文類� を岡本一平氏、�華厳経文義要訣問答� を金天鶴氏が

執筆されている。
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　まず �圓宗文類�についてみていこう。東大寺図書館に以下の2点の所蔵がある。

①和本 (和25函198号) 　　1冊

1710年 (宝永7) 四聖坊晋性書写

本紙54紙、渋引別表紙 (後補表紙) 合紙１紙　32.0㎝×23.5㎝

1紙12行、1行20字前後

(外題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣  (貼題簽) 

(首題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣ 

(尾題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣ 

(書写奥書) 

｢南都東大寺古蔵中多蠹損 僅殘此一本

餘尋之未得惜哉灑涙留焉契空

或時契空淨業師來訪余館而談覃此事

仍約諾而領掌頂戴歡喜不少即命榮賢慈

眼法師令摸/寫焉

峕寶永七年載次庚寅夷則九日

四聖坊

法印晋性｣

(波線は筆者)

②松原文庫本 (松原文庫Ⅰ-2-1) 　1冊

1900年(明治33)松原恭譲師書写

本紙52紙 (渋引別表紙を除く) 　合紙１紙　31.6㎝×23.3㎝

1紙12行、1行20字前後

(外題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣  (題簽) 

(首題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣ 

(尾題)  ｢圓宗文類卷第二十二｣ 

合紙にも題の墨書あり ｢圓宗文類卷第二十二｣ 但し別筆 (追記) 

(晋性本奥書) 

｢南都東大寺古蔵中多蠹損 僅殘此一本
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其餘尋之未得惜哉灑涙留焉契空

或時契空淨業師來余館而談覃此事

仍約諾而領掌頂戴歡喜不少即命榮賢慈

眼法師令摸/寫焉

峕寶永七年載次庚寅夷則九日

四聖坊

法印晋性

(以上本奥書) 

右写本現存於南都東大寺圖書館中予幸蒙恩借謹書

写訖但原本字畫不詳者務模其形後賢更考焉

明治聖皇第三十三年十一月念三日　 真宗末学釈恭

譲拝識(朱印)

(印文 ｢恭譲｣)｣

                  (以上松原恭譲師書写奥書) 

① の東大寺蔵本の �圓宗文類� はすでに大屋徳城氏の �高麗続蔵雕造攷� におい

ても言及され、奥書の文面も掲載されている。また �日本続蔵経�に掲載されてい

るものの原本である6)。

　現在、東大寺では �圓宗文類� はこの巻第二十二の1冊のみを所蔵している

が、奥書にも書かれているように境内寺院の四聖坊の晋性が本書を書写させた

1710年 (宝永7) 以前には東大寺には巻第二十二以外の巻も所蔵されていたことがう

かがえる。

12世紀 (平安時代) に日本に伝来したとみられる本書が18世紀前期の時期にも新

たに書写されているのである。

② の松原文庫本は奥書から開設された東大寺図書館の所蔵となっていた前記、

晋性書写本を松原恭譲師自らが書写したものであることが判明する。 ｢但原本字畫

6) 前掲註(5) 大屋 �高麗続蔵雕造攷� 121－132頁
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不詳者務模其形後賢更考焉｣ との松原師の書写奥書にあるように、原本 (晋性写本) 

の字句を忠実に写し取ったようである。

現在、東大寺内に所蔵が判明している �圓宗文類�は晋性書写本とそれを明治期

に書写した松原文庫本の2冊のみである。しかし東大寺外にも写本が流布していた

ようで、晋性書写本を原本として書写したものが伝来過程は不明ながら現在、佛

教大学図書館に所蔵されている。参考のためにその書誌を示しておく7)。

佛教大学図書館所蔵の書写本書誌データ (佛教大学図書館のデータベースより引用) 

�圓宗文類� (旧 G144.2/18)　1冊(巻第二十二) 

1741年(元文6)書写　　63紙　　 27.3㎝×19.3㎝

訓点あり　四つ目袋綴

(本奥書)

　 ｢南都東大寺古蔵中多蠹損僅殘此一本其餘尋

之未得惜哉灑涙留焉契空

或時契空浄業師來訪余館而談覃此事仍約諾

而領掌頂戴歡喜不少即命栄賢慈眼法師令摸

寫焉

峕宝永七年載次庚寅夷則九日

四聖坊法印晋性｣ 

(朱書奥書)

｢元文六年八月書寫

戒壇門人沙弥黙輝

朱書ニ苾蒭光國校點朱注｣ 

(印記)

｢淨土宗

專門

學院｣ 

｢天攸｣ 

｢佛教專

7) 佛教大学図書館web上の蔵書検索の結果の書誌情報による。なお書写原本は現時点で未確認。



66   불교학연구 제57호

門學校

藏書印｣ 

｢縁山西溪

作業圖書

門外不出｣ 

(蔵書票)

｢淨土宗大學圖書｣ 

 

佛教大学図書館本は本奥書に晋性書写本と同じ文言の奥書が書かれている。晋

性書写本を東大寺戒壇院も門人黙輝が1741年 (元文6) 8月に書写したものであるこ

とが判明する。�圓宗文類� への興味、関心が引き続き18世紀中頃まであったもの

と思われる。

次に �華厳経文義要訣問答� は東大寺図書館にはやはり2点所蔵がある。これに

ついては筆者がすでに �口訣研究�第23輯 (2009年8月) で紹介をしているが、改め

て書誌情報を示す。

① 和本 (和26函256号) 　　1冊

17-18世紀写　　巻一、二のみ

本紙58紙 (後補表紙は除く) 　25.6㎝×19.2㎝

1紙20行、1行20字

(外題)　 ｢華嚴經文義要決問答｣ 

(内題①) ｢華嚴經文義要決問答｣ 

(内題②) ｢華嚴文義要決問答｣ 

内題②の下に蔵書印あり (印文不詳)  (四聖坊の蔵書印カ) 

② 松原文庫本 (松原文庫Ⅰ-2-3) 1冊

1899年(明治32)　松原恭譲師写

本紙57紙 (後補外表紙は除く) 　26.3㎝×18.8㎝

1紙10行、1行20字
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(外題) ｢華嚴文義要決問答一二｣  (貼題簽) 

(原表紙外題)  ｢華嚴經文義要決問答第一第二合卷｣ 

(原表紙識語)  ｢山口恭譲蔵｣  (右下) 

(巻第一首題)  ｢華嚴文義要決問答　五科入　皇龍寺表員集｣ 

(巻第一尾題)  ｢華嚴經文義要訣第一｣ 

(巻第二首題)  ｢花嚴経文義要決問答卷第二　六科入　皇龍寺釈表員集｣ 

(巻第二尾題)  ｢華嚴經文義要決問答巻第二｣ 

(松原恭譲師奥書) 

｢右二巻古写本有四書蔵書印按法界義鏡下巻此書有四巻云

惜哉未見後二巻余 (松原恭譲師　筆者註) 南都留学際幸

見写之賢者勿附忽諸時明治卅二年乙亥春三月廿七日晨於

東大寺塔中宝嚴院僑議之

真宗大谷派本願寺留学生山口恭譲

�近年続藏出版全部四卷可對見也

明治四十年十一月廿八日識�｣ 　( �� 内は朱書) 

和本中の書写本は巻一部分と巻二部分は筆跡が異なっていて、巻一には墨書に

て字句の訂正や挿入がされている。巻二には巻一と同筆とみられる墨書による訂

正、挿入に加えて、墨書とは別筆の朱書によっても合点や句切点が書き入れられ

ている。さらに冊子上端部には訂正の字句を朱書した付箋を貼り付ける。これら

の状況から、おそらく巻一、二はそれぞれ別系統の原本を使用して書写されたも

のと思われる。とりわけ巻二については、墨書、朱書の2通りの字句訂正が存在

し、本書を書写する時点で東大寺には異なる系統の原本が少なくとも2点は存在

し、その2点を原本として校訂作業をおこなったものと推測される。

松原文庫本は松原恭譲師の奥書には、東大寺境内寺院の宝厳院で書写したもの

であること。書写原本は ｢四書蔵書印｣ を有していることが書かれている。すなわ

ち松原師の書写原本は上記の①和本であることが判明する。但し、松原師は墨

書、朱書の訂正の字句については訂正後のものを墨一色で書写している。
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III. 東大寺四聖坊

�圓宗文類�、�華厳経文義要訣問答� ともに近世に書写された時には四聖坊晋性

が関わっていることが判明した。晋性の書写本を知るために本節では東大寺境内

寺院の四聖坊について少し触れておく。

四聖坊は1257年(建長9)に創立された東大寺に付属する境内寺院。その名称は東

大寺本願・聖武天皇の五百年遠忌を期に1256年(建長8)に製作された四聖御影 (四

聖：本願：聖武天皇、開眼導師：菩提僲那、大仏造立勧進：行基、初代東大寺別

当：良弁) を安置した一坊に由来している当初は大仏殿北側に講堂を囲うように

あった三面僧坊の一坊にあり、中世以降に正倉院正倉の南側 (現在の宮内庁正倉院

事務所周辺) に境内寺院の一つとして独立し、近世を通して存在していた。正倉院 

(三倉) に最も近い寺院であることから正倉院を守護する立場となり、修理などで正

倉院を開封する際には堂舎などが正倉院内部に保管される宝物などを点検する場

所となっており、近世には江戸幕府から与えられた東大寺の朱印地約二千二百石

のうち、二百石余りが分配されていた。華厳を専攻する学問僧が居住する寺院

で、現在、東大寺図書館には ｢四聖坊経蔵｣ といった蔵書印が捺された経巻、仏典

類、保管箱が数多く見られる。四聖坊では華厳関係をはじめとした多数の経巻、

仏典を所蔵していた他、正倉院開封の際の儀式の記録類や宝物などの模写図面類

も所蔵していた。16世紀以降の歴代四聖坊坊主を以下に示しておく。

四聖坊歴代坊主 (16～18世紀) 

　　　　　　16c　　　　　                                 17c　        18c

　　　　　長爪―定禅―英雅…宗助―英助―英性―晋性―澄延―栄賢―賢朝

　　　　 　　　　　　                           　　 (明弁)

　

今回、対象としている仏典類の書写者である晋性は1702年 (元禄15) に東大寺内

の重要な古書、古記録類を管理する役割であった惣読師の役職に就任している。
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惣読師は近世東大寺の執行部である年預所の職務の１つで、その任期は1年間である。

東大寺内で重要な記録類の一つで東大寺の寺誌である ｢東大寺要録｣ の1677年 

(延宝5) の書写本の一つには

此一冊者東大寺要録廿巻之内宝蔵篇也雖為学侶公物之本於于今者惣続師一人支

配之秘本也

との墨書があり、東大寺の重要な文献の中には惣読師一人のみが管理をし、閲

覧できる秘本があったことがうかがえる8)。

秘本の中には仏典類もあったものと推測でき、晋性は惣読師の役職であった

1702年 (元禄15) には秘本にあたるような華厳関連の仏典類の書写を精力的におこ

なっていたと思われる。

晋性はその後、1704年 (宝永1) 3月27日に東大寺内で行われた ｢華厳講｣ の講師

を務めており、惣読師の役職中に精力的に書写したものを利用していた可能性は

少なからずあるであろう。

IV. 四聖坊旧蔵華厳関係仏典

晋性が華厳講の講師を務めるためにさまざまな仏典類、記録類を書写したこと

を推測した。それを裏付けるために本節では四聖坊に旧蔵され、その後東大寺図

書館の所蔵となった晋性がかかわった書写本のいくつかについて今後の晋性、近

世東大寺の教学研究の参考のために奥書を中心に書誌情報を紹介しておく。

① 貞元新訳華厳経疏 (111函34号) 巻一～巻十 (巻第八は欠本のため全9冊) 

巻一

8) 近世東大寺における惣読師の役割については拙稿 ｢近世における東大寺寺内組織と �東大寺要録�｣ 

(�東大寺の新研究3　東大寺の歴史と美術� (法蔵館　2017年) を参照。なお、この年の惣読師は晋性の師

匠である英性であったが、任期途中に死亡しており、残りの期間を、四聖坊の弟子である晋性がそ

の任を代行した様子がうかがえる。
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(訳者)   ｢勅太原府太宗福寺沙門澄觀□ (述) ｣ 

(識語)   ｢澄藝｣ (表紙右下)

(奥書①)  ｢嘉禎三年閏三月廿八日午時許

於西山髙山寺西房書寫了

執筆淨弁｣ 

(奥書②)  ｢一部之内　第八紛失苦労之処

此類々尋出了感悦

無極也

澄藝之｣ 

巻二

(訳者) 　   ｢勅太原府太宗福寺沙門澄觀述｣ 

(刊記写)   ｢寿昌元年乙亥歳高麗國大興王寺奉宣雕造

鉅□紹興十五年乙丑歳四月□奉

指揮許将賢主花厳一宗教観文字編入

大蔵流行｣ 

(奥書①)   ｢建治三年五月十七日於西山高山寺金剛定院

以高麗国本書寫畢　円性　生年卅三

同月廿四日於開田院杉御所以同本校合畢｣ 

(奥書②)   ｢弘安元年五月十五日於高山寺金剛定院以高麗國

大興王寺本敬奉寫畢　花厳宗末学沙門円性｣ 

巻三

(奥書①)    ｢寫本云寿昌元年乙亥歳高麗國大興王寺奉宣雕造

弘安元年三月廿一日於開田殿杉御所以高麗

本奉書寫畢　円性

同本以交合了｣  (以上本奥書) 

(奥書②)    ｢一部之内

澄藝之｣  (別筆) 

巻四
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(刊記写)    ｢寿昌元年乙亥歳高麗國大興王寺奉

宣雕造

(奥書①)    ｢弘安元年五月十五日於高山寺金剛定院以高麗國

大興王寺本敬奉寫畢　花厳宗末学沙門円性｣ 

(奥書②)    ｢一部之内

相傳澄藝｣ 

巻五

(訳者) 　     ｢勅太原府太崇福寺沙門澄觀述｣ 

(識語) 　     ｢澄藝｣ (表紙右下)

(奥書①)    ｢文応元年七月一日 □始　於西山練□台沙門寛性書寫之｣ 

 (奥書②)    ｢一部之内

法蔵岻礫澄藝｣ 

(備考) 　　   貼紙あり(二紙脱の旨を記す、享保六年蓮乗院八代性空の記) 

巻六

(奥書) 　 ｢一部之内

法蔵門弟澄藝｣ 

巻七　　奥書等なし

巻九

(訳者)  ｢勅太原府太崇福寺沙門澄觀述｣ 

(識語)  ｢澄藝｣ (表紙右下)

(奥書)  ｢一部之□

            澄觀據敬澄藝之｣ 

巻十

(奥書①)    ｢此疏十卷之内始五巻不慮自梅尾奉感得之

爲具一部末五卷借諸人之筆功奉終全部爲

如意輪院常住所安置也今年御堂新造之
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刻並造佛之務勵書寫之志冀佛教傳持

而學林枝茂佛閣不朽而香華不怠爰 光經

　 苟依所望難黙止書外題雖恐悪翰只仰

　 結縁而已

応□□年九月十六日　金剛仏子澄賢 夏臈□一生年□六｣ 

  (奥書②)    ｢一部□□

法師澄藝之｣ 

各冊の奥書から本書群は京都･栂尾高山寺に所蔵されていた高麗版を1227年  (嘉

禄3　鎌倉中期) から弘安年中 (1278－88) に書写したものであること、その後、応

永年間 (1394～1412) に如意輪院の澄賢が補写していることが判明する。

如意輪院は、景観年代から17世紀初頭に描かれたと推定される東大寺の境内図 

�東大寺寺中寺外惣絵図并山林� にその名が確認でき、1610年 (慶長15) に作成さ

れた ｢東大寺知行書上｣ にもその名がみえる東大寺の境内寺院の一つで、応永年間

以降、如意輪院に伝来していたことも判明する。

また巻二の外題下には ｢四聖坊本｣ との墨書がみられ、18世紀初頭には如意輪

院から四聖坊へ移され伝来したものと思われる。さらに巻第五には境内寺院の一

つ蓮乗院の院主･性空による1721年(享保6) の修補の貼紙があり、四聖坊からさら

に蓮乗院へ移され、今日まで伝来している。

晋性は晩年には蓮乗院に転院しており、晋性の転院とともに本書も蓮乗院に

移ったものと思われる。なお晋性は1713年(正徳3) 77才で死去している。

② 花厳経伝記 (121部213号) 巻一～巻五　1冊 

　　 (巻一・巻二で1冊、巻三～巻五で1冊とし、現状はこれら2冊を合冊し1

冊とする) 

巻一・巻二

 (外題)  ｢花嚴傳記 上｣ 

 (首題)  ｢花嚴経傳記巻第一｣ 
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 (尾題)  ｢華嚴經記巻第二｣ 

 (識語)  ｢明弁｣  (表紙左下) 

 (巻一識語)  ｢京兆崇福寺僧沙門法蔵集｣  (首題下) 

 (書中識語)  ｢此本論乃慇懃

  固請方蒙傳授持至京師帝輦髦彦莫不驚挊遂繕

  寫流通焉｣  (巻一巻尾) 

 (巻一奥書)  ｢文永十二年 乙亥　正月中旬之候爲聴聞五教章三十講暫栖

  息栂尾高山寺之處自彼寺住侶恵月房弁清之手備得華

  嚴傳五卷點本之間喜悦銘肝之餘下向南都之後誂能書之

  輩令書寫此傳之内当卷者表誂中川玄蓮房　裏誂春日

  山麓四恩院願忍房覺玄令書寫之彼院家院主如円房

  朝海令付假名并指姓畢此假名姓裏書者土御門大納言

  入道 顕定卿 之所記録也即以彼全禅門自筆之點本寫之可

  爲無雙之證本也而已

  文永十二年也

  建治元年 乙亥 五月二十六日未時東大寺尊勝院新弥勒堂

  合寫本等奉讀之畢前權僧正宗性　聴衆良暁

  得業　慶實法師　賢性法師談義之後即於當院

  家新學門所爲後覧記之

右筆花嚴宗末葉愚老僧宗性

年齢七十四

夏臈六十二

  抑此料紙者去文永三年之暦暮秋九月之候後嵯峨天皇所降

　 賜也

  不慮之勅恩面目頗餘身之間漸々取出之以寫如此之要書耳｣ 

 (巻二首題)  ｢華嚴經傳記第二｣ 

 (巻二識語)  ｢京兆崇福寺僧沙門法蔵集｣  (首題下) 

 (巻二奥書)  ｢文永十二年 乙亥 正月中旬之候爲聴聞五教章三十講暫栖

　息栂尾高山寺之處自彼寺住侶恵月房弁清之手備得

  花厳傳五巻點本之間喜悦銘肝之余下向南都之後誂

  能書令書寫此傳之内當卷者誂中川本淨房阿闍
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  梨良玄表裏同所令書寫之也春日山麓四恩院院主

  如円房朝海令假名并指姓畢此假名裏書者

  土御門大納言入道 顕定卿 之所記録也以彼禅門自筆之

  點本寫之可爲無雙之證本也而已

  建治元年 乙亥 五月二十八日申時於東大寺尊勝院新彌

  勒堂合寫本等奉讀之畢前權僧正宗性

  聴衆良暁得業　談義之後即於當院家新學問所

  爲後覧記之　　右筆花嚴宗末葉桑門侶宗性

年齢七十四

夏臈六十二

  抑此料紙者去文永三年之暦暮秋九月之候

  後嵯峨天皇所降賜也不慮之　勅恩面目頗餘身之間

  漸々取出之以寫如此之要書耳｣ 

巻三～巻五

 (外題)  ｢花嚴經傳記｣ 

 (首題)  ｢華嚴經傳記卷第三｣ 

 (尾題)  ｢華嚴經傳記卷第五｣ 

 (識語)  ｢明弁｣  (表紙左下) 

　　　       ｢列｣  ( (千字文) 表紙右下) 

 (巻三識語)  ｢京兆崇福寺僧沙門法蔵集｣  (首題下) 

 (書中識語)  ｢於此度知懐茲道者

  闌芬靡絶焉｣  (巻三文尾) 

 (巻三奥書)  ｢文永十二年 乙亥 正月中旬之候爲聴聞五教章三十講暫栖

  息栂尾高山寺之處自彼寺住侶恵月房弁清之手備

  得花嚴傳五巻點本之間喜悦銘肝之餘下向南都之後誂

  能書之輩令書寫此傳之内當卷者表誂中川淨覺房

  朝酉裏誂春日山麓四恩院願忍房覺玄令書寫之彼

  院家院主如円房朝海令付假名并指姓畢此假名姓

  裏書者土御門大納言入道 顕定卿 之所記録也即以彼禅
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  門自筆之點本寫之可爲無雙之證本也而已

  文永十二年也

  建治元年 乙未 五月二十六日未時東大寺尊勝院新弥勒堂

  合寫本等奉讀之畢前權僧正宗性　聴衆

  良暁得業慶實法師談義之後即於當院家新學門

  所爲後覧記之

  右筆花嚴宗末葉愚年僧宗性

年齢七十四

夏臈六十二

  抑此料紙者去文永三年之暦暮秋九月之候御嵯峨天皇

  所降賜也不慮之　朝恩面目頻餘身之間漸々取出之

  以寫如此之要書耳｣ 

 (巻四首題)  ｢華嚴經傳記卷第四｣ 

 (巻四識語)  ｢京兆崇福寺僧沙門法蔵集｣  (首題下) 

 (巻四奥書)  ｢文永十二年 乙亥 正月中旬之候爲聴聞五教章三十講暫栖

  息栂尾高山寺之處自彼寺住侶恵月房弁清之手備

  得華嚴傳五卷點本之間喜悦銘肝之餘下向南都之後誂

  能書之輩令書寫此傳之内當卷者表誂當寺下野公

  瞻恵令書寫之假名并姓誂同宿大夫公慶實令付之裏

  者至同年四月廿五日酉時於東大寺尊勝院新學問所

  手自書寫之畢及老老已之間雖眼手振猶勵拾螢之

  勤□ (懃カ) 記飛鳥之跡耳此假名姓裏書者土御門大納

  言入道 顕定卿 之所記録也即以彼禅門自筆之點本

  寫之可爲無双之證本也

  文永十二年也

  建治元年 乙未 五月二十六日未時東大寺尊勝院新弥勒堂

  合寫

  本等奉讀之畢　前權僧正宗性　聴衆良暁得業

  慶實法師　談義之後即於當院家新學問所爲後覧記之

  右筆花嚴宗末葉行道僧宗性 年齢七十四

夏臈六十二
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  抑此料紙者去文永三年之暦暮秋九月之候　後嵯峨天皇所

  降賜也不慮之　朝恩面目頗餘身之間漸取出之以寫如此

  之要書焉｣ 

 (巻五首題)  ｢華嚴經傳記卷第五｣ 

 (巻三識語)  ｢京兆崇福寺僧沙門法蔵集｣  (首題下) 

 (巻五奥書)  ｢文永十二年 乙亥 正月中旬之候為聴聞五教章三十講暫経

  廻栂尾高山寺之處自彼寺住侶恵月房弁清之手備得

  花嚴傳五卷點本之間喜悦銘肝之餘下向南都之後誂

  能書之輩令書寫此傳之内當卷者表誂當寺下野公

  瞻恵令書寫假名并姓誂同宿伊與公慶性令付

  之裏書者同年四月晦日申時於東大寺尊勝院新

  學問所手自書寫之訖已及八旬之齢雖倦三餘之勤爲

  備生前之思出慇懃勵老後之修學披見之時可哀其

  志多此假名姓裏書者土御門大納言入道 顕定卿 之所

  記録也即以彼禅門自筆之點本寫之可爲無双之證

  本也

  建治元年 乙亥 六月五日午時於當院新弥勒堂合

  寫本等奉讀之畢願以此五卷披讀之徴功必爲彼

  三會得脱之良因耳

  前權僧正宗性　聴衆良暁得業　慶實法師

  談義之後即於當院家新學問所爲敢後日之不

  審委記當時之次第而巳

  右筆花嚴宗末葉沙門釋宗性

年齢七十四

夏臈六十二

  抑此料紙者去文永三年之暦暮秋九月之候

  後嵯峨天皇所降賜也不慮之　朝恩面目頗餘身之

  間漸々所出之以寫如此之要書以資前院之御菩提

  以祈　法皇之御得脱冥衆必垂哀愍所願早得

  成就矣｣ 
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東大寺貴重書中の ｢花厳経伝記｣ ( (103函98号) 　国重要文化財 ｢東大寺宗性筆聖

教并抄録本 (巻子本部)｣ (東大寺尊勝院旧蔵) ) 5巻全巻を原本として書写したもの

で、表紙左下に晋性の旧名である明弁の墨書があり、晋性への改名以前の時期に

書写したものと思われる9)
,
10)。

③ 華厳五教章私見抄 (五教章見聞鈔)  (121部63号) 　上巻5冊下巻2冊

1686年 (貞享3) 書写

巻一

 (外題)  ｢花厳五教章上巻　金沢第一｣ 

 (識語)  ｢上五巻之内｣  (表紙右上) 

 (奥書)  ｢已上分相該攝科断料簡以師講説之趣随

              憶念起之了定在之欤

              霊波

              讀師湛睿大徳　聴衆五十餘人

              建武元年五月十日記之

   (以上本奥書)11)

              右此聞書者本如宗師湛睿於関東金澤寺五教章全部

              御講之時戒壇院第十長老性通和尚〈霊波〉初時

              被大徳御講之趣取肝要令記留給者也仍自宗

              重寶輙不可有外見尤可秘云云 然間幸彼御草

              本感得親寫之但被本虫喰多間暗少々書入之

              可有定誤後学可塤檢察

              華嚴宗沙門玄融

9) 宗性筆書写本の国の重要文化財として指定名称中の ｢聖教｣ の言葉は日本の国語学や歴史学で頻繁に使

用される言葉である。聖人の教えという意味合いで用いられ、高僧の著作物や経典の注釈書など全般

を示す言葉として使用される。

10) この2冊を近代に合冊した際の後補表紙の貼題簽に ｢晋性又号明弁｣ とあり、晋性と明弁は同一人物で

あることがわかる。

11) �華厳五教章私見抄� の奥書については、納冨常天氏が称名寺本の奥書を翻刻されている。(�金沢文庫

史料の研究� (法蔵館　1982年　414頁) これは東大寺本の本奥書にあたる部分である。なお同書73－74

頁には霊波についての略歴や行実を表にまとめてられている。
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 (以上書写本奥書) 

              貞享三年十二月廿三日 立春一校了

　 大法師晋性 年齢三十一｣ 

巻二

 (奥書)  ｢右此聞書者本如宗師〈湛睿〉於関東金澤寺五教章全部

              御講之時戒壇院第十長老性通和尚〈霊波〉初時

              被大徳御講之趣取肝要令記留給者也仍自宗

              重寶輙不可有外見尤可秘云云 然間幸彼御草

              本感得親寫之但被本虫喰多間暗少々書入之

              可有定誤後学可塤檢察

              明徳第三暦壬申十月下旬之候書寫了

 　　華嚴宗沙門玄融｣ 

巻三　奥書等なし

巻四

 (奥書)  ｢建武元年六月七日記之畢　　　霊波｣ 

(以上本奥書) 

              ｢右此聞書者本如宗師湛睿於関東金沢寺五教章

              全部御講之時戒壇院第十長老性通和尚

              霊波初時被大徳御講之趣取肝要令記留給

              者也仍自宗重寶輙不可有外見尤可秘之 (云云カ) 

              然間幸彼御草本感得親寫之但被本虫

              喰多間暗少々書入之可有定誤後学可塤檢察

 華嚴宗沙門玄融｣ 

              巻五、六、七　奥書等なし

東大寺戒壇院の凝然大徳の高弟である久米多寺の禅爾に学んだ湛睿が1334年 
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(建武1) 5月に武蔵国金沢の称名寺でおこなった講義を東大寺戒壇院の第十世の長老

となる霊波 (性通) が書き留めたものを、後年玄融が書写し、さらに貞享三年十二

月に晋性が改めて玄融書写本を書写して校訂を加えたもので、その後四聖坊に伝

来した。

V. まとめ

17－19世紀に東大寺の江戸伽藍復興がある程度も目途がついた18世紀中葉以

降、四聖坊晋性にかかわる書写本をいくつかみてきた。奥書などから晋性が諸本

の書写を盛んにおこなっていた時期は、晋性は東大寺の記録類、蔵書類を一括し

て管理する ｢惣読師｣ の役に任命されていた時期と重なる。この役職はただ一人だ

け ｢東大寺の秘本｣ を閲覧することが出来る役職であり、晋性が書写したものが最

新で唯一の写本となっていたと考えられる。加えて晋性は1704(宝永1)年3月27日

には東大寺内でおこなわれた ｢華厳講｣ の講師を務めており、この時に向けて、

｢惣読師｣ の役職にあった晋性は華厳関連の聖教類の蒐集、書写を精力的におこ

なっていたものと思われ、それによって四聖坊の蔵書群が形成されたものと考え

られる。

今回は諸本の奥書を中心に伝来の状況、書写の経緯を検討するにとどまった

が、それぞれの書写本、とりわけ晋性の書写本の異同など内容を検討することで

近世東大寺の華厳研究の動向を明らかにできるものと思われる。

また東大寺は兵火によって伽藍が焼失し、13世紀初頭に伽藍が復興した後には

東大寺戒壇院で教学の復興やその後の隆盛がみられた。二度目の兵火による伽藍

焼失後の復興行動は13世紀初頭のそれを模範としており、二度目の伽藍復興が

成った18世紀には前回と同じように教学の復興が図られたものと考えられるが、

こちらもこの時期の各宗の書写本全体の内容検討が必要であろうと思われる。こ

れらの点については今後の検討課題として稿を終えることとする。
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<参考表 1>

函番 号 書名 著者 書写者 時代 冊数 備考

102 11 梵網経古述記 巻下本末 太賢 集 2

104 503 菩薩戒本宗要雑文集 忍證
弘長二年 

(1262) 
1

112 49 梵網経古迹 下本末 太賢
正安四年 

(1302) 
2 西大寺版

112 50 菩薩戒本宗要 一巻 道峯
正平十四年 

(1359) 
1

西大寺版の

系統

112 144 梵網経古迹記 6  (断簡) 

113 82 梵網経古迹要文抄 宗性
寛喜三年 

(1231) 
1

113 179 梵網経古迹聴聞抄 実弘
延応二年 

(1240) 
1

114 191 梵網経述跡抄 自一至九 南北朝 写 9

114 195 梵網経古迹聴書 了俊
延元二年 

(1337) 
3

114 196 梵網古迹聴聞抄 栄春
永徳三年 

(1382) 
1

114 198 梵網経述迹抄 第一､一末 室町 写 2

114 271 梵網経古迹聞書 南北朝 1

111 198 菩薩戒本持犯要記 元曉 導顕
正安三年 

(1301) 
1

114 218 中四聞書 懺篇 持犯篇始 慈傚
応永十九年 

(1412) 
2

114 243 持犯要記俗書勘文抄 室町 写 1

114 244 持犯要記助覧集 上､下 徳川 写 2

111 195 梵網菩薩戒疏 上､中､下 法蔵 鎌倉時代 3

111 196 梵網菩薩戒疏 巻一､二､三 法蔵 鎌倉時代 3

114 259 菩薩戒通別二受事 順空
弘治二年 

(1556) 
1

111 70 弥勒経遊意 吉蔵 鎌倉時代 1 表題､宗性
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<参考表 2>

函番 号数 書名 巻次 冊数 年代 備考

1 98 梵網経菩薩心地品合註 2～5 4

101 梵網古迹記 巻下 1

25 269 梵網経古迹記撮要 4、5 2

281 梵網経古迹記 下末 1

26 42 梵網経古迹記
下

(本1,2末1,2)
4

延宝6年 

(1678) 

72 菩薩戒本宗要資糧鈔 全 1
寛永4年 

(1627) 

沙門通玄述

北林院、新禅院印

115 華嚴經問答 2
元禄14年 

(1701) 

沙門法蔵撰

金珠院庸性

 (松原文庫にも同版) 

121 華嚴問答 2
元禄14年 

(1701) 
沙門法蔵撰

132 梵網経古迹抄 1～8 4
寛永年間

(1624-1644) 

北林院

新禅院

240 四教儀集註半字談 1～5 5
嘉永2年 

(1849) 
沙門癡空

27 21 四教集解 集解上･中･下 3
元禄6年 

(1693) 

永嘉沙門釋従義撰

東山泉湧寺善明院常什

28 16 四教儀集註増暉記 1～7 7
正徳2年 

(1712) 
華厳寺住持鳳潭撰

43 四教儀集註科文 1 南天竺沙門蒙潤撰

52 四教儀集註増暉記 1～7 7
正徳2年 

(1712) 
華厳寺住持鳳潭撰

65 四教儀集註 上中下 3
元禄8年 

(1695) 
南天竺沙門蒙潤撰

71 梵網経古迹記 1～4 4
延宝6年 

(1678) 

207 梵網経古迹補忘鈔 1～10 10
寛文2年 

(1662) 
定泉

220 四教儀集註増暉記 1～6 6
正徳２年 

(1712) 
華厳寺住持鳳潭撰

224 梵網経古迹記撮要纂釈 上中下 3
元禄12年 

(1699) 
双丘沙門洞空集

228 天台四教儀科文 全 1 南天竺沙門蒙潤撰

248 天台四教儀科解 上中下 3
寛文9年 

(1669) 
永嘉沙門釈従義撰

292 梵網経菩薩戒本疏 1～6 6 沙門法蔵撰

301 四教義集註 上中下 3
元禄8年 

(1695) 
南天竺沙門蒙潤撰

29 159 梵網経古迹記撮要纂釈 上中下 3
元禄12年 

(1699) 
双丘沙門洞空集

160 菩薩戒本宗要簡註 上中下 3
元禄3年 

(1690) 
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函番 号数 書名 巻次 冊数 年代 備考

164 梵網経古迹撮要 1～6 6
貞享3年 

(1686) 

216 菩薩戒本箋要 1
天和3年 

(1683) 
沙門智旭撰

217 菩薩戒本宗要 1 道峰

232 梵網経古迹記上会本 乾坤 2
元禄2年 

(1689) 
沙門僧肇作

243 梵網経古迹補忘鈔 1～10 10
寛文2年 

(1662) 
定泉

306 梵網経古迹記撮要 1～6 6
貞享3年 

(1686) 
沙門懐宣

30 256 梵網経古蹟記資講鈔 1～5 5
正徳6年 

(1716) 
宝田蘭若通玄述

295 戒本宗要 1
寛文11年 

(1671) 
覚雲誌

31 113 梵網古迹抄 1～8 8
寛永9年 

(1632) 

188 菩薩戒本宗要資糧抄 1 河陽宝田蘭若

189 釈摩訶衍論賛玄疏 15

209 梵網経古迹纂解 1～4 4 双丘沙門洞空録

32 100 梵網宗要文集 2
正保2年 

(1645) 
叡尊

245 禅家亀鑑 1
寛永15年 

(1638) 
曹渓退隠 (祖実) 

381 梵網経古蹟記資講鈔 5 宝田蘭若通玄述

33 135 梵網経古迹記撮要 1～3、6 4

194 釈摩訶衍論記 全 1

321 梵網経古迹記玄談開朦 全 1

792 天台四教儀 1

35 38 梵網経古迹記玄談開朦 1
明治10年 

(1877) 
上田照遍撰

68 天台四教儀集註精義 1～3 3
明治29年 

(1896) 
上田照遍撰

116 梵網経上巻古迹網義 1～6 6
正徳3年 

(1713) 
求法沙門良聖貞慶

129 梵網上巻古迹網義 1～6 6 西大寺沙門清算誌

52 6 天台四教義

35 四教儀集註増暉記 1～7 7 薩摩　順浄 (伝領) 

松原 Ⅳ-1ｰ14 梵網經古迹記科解 上本・上末 2
元禄3年 

(1690) 
叡尊
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This paper examined manuscripts on Kegon study of Todai-ji library copied in 

early modern period, and surveyed the activity of Kegon study in Todai-ji from the 

17th century to the 19th century.

The result of this study shows that Shinsyō (the chief of Shisyōbō, a branch 

temple located in Todai-ji) transcribed many manuscripts which are related to 

Kegon sect during this period. Shinsyō's copied manuscripts served as the basic 

material for Dainihon Zokuzo-kyo, Matsubara's collection of Todai-ji library, and 

Wonjong munryu of Bukkyo University.

Shinsyō transcribed extensively while he served as Sōdokushi, a position that is 

responsible for the collection of books and records in Todai-ji and has an exclusive 

right to access the books freely. 

Shinsyō also gave a lecture at Kegon class performed on March 24, 1704. It 

seems that he collected books of Kegon thought and transcribed much  manuscripts 

energetically for the lecture. And it is thought that most Shisyōbō  collections were 

made at this time.

It can be safely said  that close examination of Shinsyō's transcribed books will 

clairfy the activity of Kegon study in Todai-ji in early modern period.

Abstract

The Aspects of Buddhist Education and Learning of 

Todaiji Temple in 17th-19th Century

-Focusing on the introduction situation
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