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日本所藏の高麗大藏經と外蔵
- 大藏經の範疇と外蔵の價値について 馬場久幸*
1)
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동국대학교 출판부에서 발간된 고려대장경 영인본에는 총 1,498부

6,558권의 경전과 외장 15부 237권으로 나뉘어 수록되어 있다. 이 영
인본에는 대장이 제1 권부터 제43 권까지, 외장이 제44 권부터 제47
권까지 각각 수록되어 있고 제48 권은 그 총목록이며 총 48책으로 구
성되어있다.
그 외장 대부분은 대장과 비슷한 시기에 조성되었기 때문에 대장
목록(大藏目録)이나 보유목록(補遺目録)에 편재된 경전을 따로 이
해하는 것이 아니라 대등한 문화유산으로 평가해야 한다는 견해가 있
다. 대장과 외장의 조성사업이 거의 같은 시기에 행해져 그 사업에 참
여한 자들이 서로 밀접한 관계가 있었다. 외장 종경록(宗鏡錄) 간기
에는 ｢남해(南海)｣라고 새겨져 있어 대장의 조성 장소에 대해 논의되
어 있다. 이와 같이 한국에서는 대장에 못지않게 외장에 관한 연구도
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활발히 이루어져 있다. 한편 일본에서는 대장에 관한 연구 성과는 많
으나 외장에 관한 연구는 성행하지 못하고 있다.
일본에는 대장의 소재가 각지에서 확인되어 있었지만, 이제까지 외
장에 관한 소재를 정리된 적은 없었다. 그래서 본고에서는 일본 소장
의 대장과 외장의 소재를 정리하고, 대장의 범주, 외장의 가치, 그리고
대장과 내전수함음소(内典随函音疏) 관계에 대해 검토했다.
일본에서는 전근대에 인쇄된 대장과 1900년대 이후에 인쇄된 대장
의 존재를 확인했다. 이들은 외장이 있는 것과 없는 것, 두 가지로 분
류된다. 즉 전근대에 인쇄된 대장에 외장을 포함하지 않은 것은 이것
은 대장경의 범주에 속하지 않기 때문이다. 외장의 대부분은 경․율․
론 삼장이 아니라 그 주석서에 속하는 것들이다. 그러나 외장에는 화
엄과 선에 관한 중요한 전적이 여러 포함되어 있다. 조당집(祖堂集)
은 외장에 입장되지 않았더라면 영원히 산일되었을지도 모른다. 또한,
의천의 신편제종교장총록에 보이지 않은 균여의 저술 중에서 4부

16권도 다행히 외장에 포함되어 있다. 조당집이나 균여의 저술이 포
함된 외장에는 한국 불교뿐만 아니라 동아시아 불교의 소중한 전적들
이 포함된 것도 사실이다.
외장 대부분은 대장과 거의 비슷한 시기에 조성되었기 때문에 이는
문화적인 가치가 있다는 것도 당연하다. 하지만 일본에서 외장이 흥미
를 끌지 못하는 것은 그것이 대장경의 범주로 간주하지 않고 있기 때
문이다.
또한, 근년 해인사에서 내전수함음소권490의 경판이 발견되고, 이
와 대장의 관계에 대해서 논의되어 왔다. 그러나 이것은 대승리취륙
파라밀다경(大乗理趣六波羅蜜多經)10권 권말 음의로서 붙여진 뿐이
며, 고려시대에 그 경판이 500여권 조성된 것이 아니다.
주제어 : 고려대장경 범주, 외장(外藏), 내전수함음소(内典随函音疏)
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Ⅰ. はじめに
東国大学校出版部から出版された影印本の高麗大蔵經1)には、總1,498
部、6,558巻の經典と、補遺版(以下、本稿では‘外蔵’と呼称2))とも呼ば
れる15部237巻に分けられ収録されている。この影印本には大蔵が1冊
から43冊まで、外蔵は44冊から47冊にそれぞれ収録されており、48冊
が総目録の全48冊で構成されている。
外蔵の大半は、大蔵と同時期に造られているため、大蔵目録や補
遺目録に遍在された經典をわけて理解するのではなく、対等な文化遺
産として評價すべきであるという見解がある3)。そのため、大蔵と同様
に外蔵に関する研究も活発に行われてきた。前述したように、特に、
大蔵と外蔵の造成事業が同時期ということもあり、その參與者にも密
接な関係があった4)。外蔵の宗鏡錄の刊記に｢南海｣と刻まれているた
め、大藏の造成場所についても論議されている5)。このように韓国で
1) 本稿で言う高麗大藏經は, 高宗38年(1251)に完成したものを指す. 以下, ‘大藏’
と呼称する.
2) 外蔵は、一般的に補遺版と呼ばれている。補遺版とは、後述するように宗
鏡録など15部237巻が大蔵目録に漏れていたと誤認して、1865年に海冥壮
雄が補遺目録を作成した時の名稱であり、大蔵や外蔵のほとんどが造られ
た高麗時代の名稱ではない。外蔵という名稱は、大蔵目録に含まれない經
典を意味し、そこに含まれる經典を内蔵(大蔵)という。高麗大藏經には造ら
れた回数や場所、版木が保管されていた場所などによって様々な名稱があ
り、現時点で正確な名稱を断言することはできない。補遺版は1865年當時に
つけられた名稱であり、少なくともそれらが造られた當時のものではないた
め、本稿では外蔵と呼称する。(金潤坤, ｢江華京板 高麗大藏經』의 체제에
관한 一考｣, 釜山女大史学 10․11 1993, p.174. 崔然柱, ｢符仁寺蔵高麗
大藏經의 호칭과 조성｣, 韓國中世史硏究 28, 2010, p.58.)
3) 崔永好, 江華京板 高麗大藏經의 판각사업 연구, 景仁文化社, 2008, p.57.
4) 金潤坤, ｢江華京板 高麗大藏經 外藏에 入藏된 法界圖記叢髓録과 宗鏡錄
의 분석｣, 民族文化論叢 20, 1999.
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は、大蔵におとらず外蔵に関する研究も活発に行われている6)。しか
し、日本では、外蔵に関する研究が皆無といってよいであろう。
日本には多くの大蔵の所在が確認されている反面、これまで外蔵の
所在が網羅的に整理されていなかった。そこで、本稿では日本所蔵の
大蔵と外蔵の所在を整理し、大蔵の範疇、外蔵の價値、大蔵と内典随
函音疏の関係について検討する。

Ⅱ．日本所藏の高麗大藏經と外蔵
まず、日本にどの程度の大蔵と外蔵が所蔵されているのかを概観す
る。但し、零本7)として残っているのもは除外する。
5) 金潤坤, ｢江華京板 高麗大藏經 内․外藏 특징｣, 民族文化論叢 18․19,
1998.
金潤坤, ｢高麗大藏經의 彫成機構과 刻手의 性分｣, 民族史의 展開와 그 文
化上, 碧史李祐成教授停年退職紀念論叢, 1990.
朴相國, ｢高麗版大藏經の版刻場所は南海である－大藏經版からの検討を中
心に－｣, 東アジアと高麗版大藏經, 佛教大學宗教文化ミュージアム, 2012.
남해군․㈶한국문화유산연구원편, 고려대장경판 판각과 남해, 2013.
崔永好, ｢南海地域 江華京板 ＜高麗大藏經＞ 각성사업 참여｣, 石堂論叢
25, 1997.
崔永好, ｢分司南海大藏都監과 高麗大藏經의 彫成空間｣, 韓國中世史研究
37, 2013.
6) 徐首生, ｢大藏經 補遺藏經板研究(1)｣, 慶北大論文集 22, 1976.
徐首生, ｢海印寺 大藏目録板의 内容的 價値批判｣, 성봉김성배박사 화갑기
념론집, 1976.
徐首生, ｢八萬大藏經의 補遺藏經板 研究(上)｣, 東洋文化研究 3, 1976.
徐首生, ｢大藏經의 二重板과 補遺板 研究｣, 東洋文化研究 4, 慶北大學校,
1977.
7) 日本所蔵の大蔵の零本については, 梶浦晋, ｢일본 소재 고려판대장경의 현상
과 특색｣(柳富鉉외 지음, 고려 재조대장경과 동아시아의대장경, 한국학중
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① 大谷大學
大谷大学所蔵の大蔵(以下、‘大谷大学本’と略称)は、全部で5,605帖が
確認されている。刊本は4,995帖、異版は7帖․58冊、写本は541帖であ
る。版式は、1巻1帖の毎半折5行の折本帖である8)。
大谷大学本には、李穡の跋文が付けられており、この内容からして
蒼龍辛酉即ち辛禑7年(1381)に印刷されたものである9)。
② 金剛峯寺
金剛峯寺所蔵の大蔵(以下、‘金剛峯寺本’と略称)は、全部で6,285帖が
確認されている。その内、刊本は6,027帖、写本は258帖である。版式は
1巻1帖、毎半折6行の折本装である。
③ 増上寺
増上寺所蔵の大蔵(以下、‘増上寺本’と略称)は、1,371冊が確認されて
いる。版式は毎半折12行の袋綴装である。増上寺本は、一切經音義
巻100の末に付いている金温守撰の印大蔵經五十件跋10)によって世祖
3年(1458)に印刷されたことがわかる。その特徴としては｢○○高麗国大
蔵都監奉勅雕造｣などの刊記がほとんど印刷されていない11)。
④ 相國寺
相国寺所蔵の大蔵(以下、‘相国寺本’と略称)は、1帖1巻、毎半折6行の
앙연구원출판사, 2015, pp.224∼227)を参照.
8) 梶浦晋, ｢本館所藏 高麗版大藏經-傳來と現狀-｣, 書香 大谷大學圖書館報
11, 1990.
9) 拙稿, ｢日本 大谷大學 소장 高麗大藏經의 傳來와 特徴｣, 國立文化財研究所
無形文化財研究室編, 海外典籍文化財調査目録, 2008.
10) 金温守撰, 印大藏經五十件跋, 増上寺所蔵本.
11) 増上寺史料編纂所編, 増上寺三大藏經目録解題, 1984, p.47.
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折本装である。相国寺本の大般若波羅蜜多經600巻は、元の普寧寺版
大蔵經である。一切經音義巻100の末に金温守撰の印大蔵經五十件
跋が付いていることから、増上寺本同様、世祖3年(1458)に印刷された
ものである。
⑤ 建仁寺
建仁寺所蔵の大蔵(以下、‘建仁寺本’と略称)は、天保8年(1837)に起き
た火災によって大半が焼失され、現在124冊337帖の全461冊が確認され
ている12)
しかし、妙心寺には、寛文8年(1668)3月から4年6ヶ月をかけて建仁寺
本を書写した大蔵經(以下‘妙心寺本’と略称)が所蔵されており13)、全部
で6,166帖が確認されている。
⑥ 法然寺
法然寺所蔵の大蔵(以下、‘法然寺本’と呼称)は、刊本と写本がある。
刊本は5,252帖が確認されており、1帖1巻、毎半折6行の折本装である。
⑦ 吉備津神社
吉備津神社所蔵の大蔵は、全部で994冊が確認されている。版式は、
毎半折り12行の袋綴装である。
⑧ 多久頭魂神社
対馬の多久頭魂神社所蔵の大蔵は、全部で1,021冊(袋綴装1,016册、折
12) 松永知海, ｢建仁寺 高麗版大藏經について｣, 高麗版大藏經の諸相, 佛敎大
學宗敎文化ミュージアム, 2012, p.1.
13) 梶浦晋, ｢日本傳存の高麗版大藏經-展観出陳品を中心に-｣, 高麗版大藏經
の諸相, 佛敎大學宗敎文化ミュージアム, 2012, p.108.
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本装2帖、巻子装3巻)が確認されている。大般若波羅蜜多經のほとん
どは欠本である。袋綴装の版式は、毎半折り12行である。本の装訂、
増上寺本との書誌的な比較から、朝鮮世祖代の印刷と考えられるが、
刊記がすべて印刷され、金守温の跋文はない。
⑨ 輪王寺
輪王寺所蔵の大蔵(以下、‘輪王寺本’と略称)は、614冊が確認されてい
る。版式は、毎半折り12行の袋綴装である。
⑩ 泉涌寺
泉涌寺所蔵の大蔵(以下、‘泉涌寺本’と略称)は、6,805冊が確認されて
おり、折本装が6,612帖(毎半折り6行)、袋綴装は193冊である。折本装
は大蔵であり、193冊は外蔵である。泉涌寺本は、明治天皇の冥福を祈
るために大正4年(1915)3月から3ヶ月をかけて朝鮮総督府が中心となっ
て印刷されたものである14)。
⑪ 宮内庁書寮部
宮内庁書陵部所蔵の大蔵(以下、‘宮内庁本‘と略称)は、1,160冊が確認
されている。泉涌寺同様、大正4年(1915)に印刷されたものであるが、
外蔵はない。版式は、毎半折り12行の袋綴装である。
⑫ 立正大學
立正大学図書館所蔵の大蔵(以下、‘立正大学本’と略称)は、全部で
1,450冊ある。その中で大蔵が1,291冊、外蔵が50冊、寺刊版が109冊であ
る15)。立正大学本は、1975年に図書館に収蔵されたが16)、當時、丸善
14) 小田幹次郎, 高麗板大藏經印刷顚末, 泉涌寺, 1923, p.16.
15) 西村宣侑․桐谷征一編, ｢立正大學圖書館新収｢韓國海印寺傳來｣目錄ならび
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書店を通して購入したようである。同時期に花園大学、霊友会(後に国
際佛敎学大学院大学所蔵となる)に納入された。版式は、毎半折り12行
の袋綴装である17)。
⑬ 四天王寺
四天王寺所蔵の大蔵(以下、‘四天王寺本’と略称)は、立正大学本と同
時期に日本に傳來したものであるが、詳細は不明である18)。
⑭ 國際佛敎學大學院大學
國際佛敎學大學院大學所蔵の大蔵(以下、‘國際佛敎學大學院大學本’と
略称)は、立正大学本と同時期に日本に傳來している。全部で1341冊あ
り、その内、大蔵が1,291冊、外蔵が50冊である。版式は、毎半折り12
行の袋綴装である。
⑮ 國立國會圖書館 關西館
國立國會圖書館關西館所蔵の大蔵(以下、‘國立國會圖書館本’と略称)
は、1963年から1968年に印刷されたものである19)。全部で1341冊あ
り、その内、大蔵が1291冊、外蔵が50冊である。版式は、毎半折り12
行の袋綴装である。

16)

17)
18)
19)

に解說Ⅰ｣, 大崎學報 130, 1977.
桐谷征一編, ｢立正大學圖書館新収｢韓國海印寺傳來｣目錄ならびに解說Ⅱ｣,
大崎學報 132, 1979.
桐谷征一, ｢立正大學圖書館収藏 ｢韓國伽耶山海印寺諸版本｣｣, 大崎學報
164, 2008, p.21. 立正大学本は, 1958年から1961年にかけて印刷されたと言
われているが, 詳細は不明である.
桐谷征一(2008), 前掲論文, p.22.
梶浦晋, 前掲論文(1990), p.16.
李智冠, ｢大藏經傳來 再雕本印經考｣, 伽山李智冠스님華甲紀念論叢 韓國
佛敎文化思想史卷上, 伽山佛敎文化振興院, 1992, p.58.
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以上、日本には15カ所に大蔵と外蔵が所蔵されていることが確認で
きる。この中で①大谷大学本から⑨輪王寺本までは朝鮮時代前期(壬辰
倭乱以前)以前に日本に傳來している。⑩泉涌寺本からは1915年以降に
印刷されたものである。これらの中で外蔵の存在を確認できるのは、
⑩泉涌寺本、⑫立正大学本、⑬四天王寺本、⑭國際佛敎學大學院大學
本、⑮國立國會圖書館本である。ただ、泉涌寺本と同時期に印刷され
た宮内庁本には外蔵がない。即ち、⑪宮内庁本を除けば、1915年以降
には大蔵と共に外蔵も印刷されていることが確認できる。特に、⑫立
正大学本には寺刊版まで含まれているが、恐らく、日本で寺刊版まで
完備しているのはここしかないだろう。

Ⅲ．外蔵の内容とその價値
1. 外蔵の内容
日本所蔵の大蔵の現況について概観したが、その中で外蔵は5ヶ所に
のみ所蔵されていることが確認できた。次に、大蔵の範疇を検討する
前に、外蔵15部237巻について概観する。
① 宗鏡錄100巻

宗鏡録は、961年に永明延寿(智覺禅師)が著したもので、内容は、
教禅一致の立場から諸宗の教義を體系化した。この版木は、1246年か
ら1248年にかけて造成され、版式は30行17字である。
② 南明泉和尙頌證道歌事實3卷

南明泉和尙頌證道歌事實は、唐の玄覚禅師が書いた證道歌につい
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て、法泉が解釈した話頭を載せている。この版木は1248年に造成さ
れ、版式は10行20字である。
③ 金剛三昧經論3卷
元暁の著述で金剛三昧經の注釈書である。この版木は1244年に造
成され、版式は11行20字である。
④ 法界圖記總髓錄4卷
編者未詳。義湘の著述である華嚴一乘法界圖について註釈したも
のを、高麗中期の学僧らが編纂した。版木は1237∼1245年、1247年に
造成された可能性がある20)。版式は10行19～22字である。
⑤ 祖堂集20卷
後唐の保大10年(952)に、招慶寺に住していた浄修禅師文僜の下で、
静․均の二人が編集し、文僜が付序している。貞元17年(801)に成立し
た寶林傳10巻の後をうけ、過去七佛から初祖の大迦葉を經て、臨済
義玄の孫弟子に及ぶ256人の傳燈相承の次第と、機縁の語句を収録して
いる。版木は1245年に造成され、版式は28行18字である。
⑥ 大藏一覽11卷
宋の陳実編の大藏一覽は、大蔵經の要文1,181則を抽出して60門に
分類し、項目に頌をつけて見出し語とした。版木は1237∼1246年の間
に造成された可能性が高い21)。版式は11行21字である。

20) 崔永好, 前掲書, p.64.
21) 崔永好, 前掲書, p.66.

日本所藏の高麗大藏經と外蔵 / 馬場久幸 123

⑦ 禪門拈頌集30卷
真覚国師慧堪(1178∼1234)らによって編纂された禪門拈頌集は、景
德傳燈錄やその他の燈史及び語録をもとにして、釈迦や達磨など佛祖
の機縁1,125則を選び、これについての古来の諸家の拈古、頌古、普
説、小参等の語を付したものである。版木は1243年に造成され、版式
は12行21字である。
⑧ 大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌10卷
智儼著述の大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方軌は、華嚴經(60卷)の
注釈書である。版木は1245年に造成され、版式は27行20字である。
⑨ 十句章圓通記2卷
均如著述の十句章圓通記、智儼が著した華嚴經疏の最初にあっ
た十句についての注釈書である。版木は1250年に造られ、版式は32行22
字である。
⑩ 釋華嚴旨歸章圓通鈔2卷
均如著述の釋華嚴旨歸章圓通鈔は、法蔵が著した華嚴經旨歸に
ついての注釈書である。版木は1251年に造成され、版式は32行22字で
ある。
⑪ 華嚴經三寶圓通記2卷
均如著述の華嚴經三寶圓通記は、法蔵の華嚴三寶章についての
注釈書である。版式は32行22字である。版木は十句章円通記と同時
期に造成された可能性が高い22)。

22) 金潤坤, ｢江華京板 高麗大藏經의 체제에 관한 一考｣, 釜山女大史學 11
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⑫ 釋華嚴敎分記圓通鈔10卷
均如著述の釋華嚴敎分記圓通鈔は、法蔵の華嚴五敎章について
の注釈書である。版木は1251年に造られ、版式は30行22字である。
⑬ 禮念彌陀道場懺法10卷
金の王慶之が編纂した禮念彌陀道場懺法は、浄土に往生すること
を誓願する禮讃門を集めたものである。版木は1503年に造成され、版
式は9行15字である。
⑭ 慈悲道場懺法10卷
梁の諸大法師らが選集した慈悲道場懺法は、諸經典から懺悔の方
法とその内容の事例を集めて編集したものである。版木は朝鮮時代に
造成されたと考えら、版式は21行13∼16字である。
⑮ 花嚴經探玄記20卷
法蔵著述の花嚴經探玄記は、智儼が著した華嚴經捜玄記に倣っ
て、法蔵が華嚴經(60卷)を註釈したものである。版木は1245年に造ら
れ、版式は28行18字である。
以上、外蔵の内容について概観した。これらを見ると、中国華厳宗
を代表する智儼や法蔵が著したもの、法蔵の著書を均如が註釈したも
のなど、華厳関係の典籍が多いことがわかる。また、宗鏡録、祖堂
集、禅門拈頌集などの禅籍が多く、そういう意味では金剛三昧經
論も禅宗でも重視されている典籍である。
外蔵15部237巻は、その大半が注釈書に分類されるもので、高麗時代

․12, 1993, pp.176∼177.
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に義天(1055∼1101)が編纂した新編諸宗敎藏總錄にも華嚴經捜玄
記、花嚴經探玄記、金剛三昧經論などの名は確認できる。義天は
これまで誰も手をつけなかった大蔵經に対する古今の研究と註釈であ
る章疏を高麗国内をはじめとして宋、遼、日本などから収集し集大成
した。即ち、義天は、新編諸宗敎藏總錄に掲載されている華厳関係
の章疏類は大藏經に入蔵された典籍ではなく、經․律․論を註釈した
章疏類と見なしている。従って、外蔵もその大半は章疏類の範疇に入
るものである。
ただし、外蔵の中でも宗鏡録には千字文函號(禄․侈․富․車․
駕․肥․輕․策․功․茂)が付けられているため、大蔵に入蔵させるよ
うな意圖があったという見解がある23)。しかし、千字文函號から検討
した結果、宋の開元寺版大藏經(毘盧藏)の宗鏡録を底本としたという
見解がある24)。大蔵に入蔵する目的で造成されていたなら、千字文函
號を訂正していたはずであり、大蔵目録にも掲載されていたであろ
う。恐らく、當時宗鏡録は大蔵の範疇に入っていなかったと考えら
れ、他の外蔵同様に何らかの理由によって、その版木を造成したと考
えるのが妥當である。

2. 外蔵の價値
前述したように、外蔵には華厳や禅についての重要な典籍が多い。
特に祖堂集は外蔵に入蔵されていなかったら、永遠に散逸していた
可能性もあった。それは、祖堂集が編纂されてから50年後の景徳元
年(1004)に、景德傳燈錄が呉僧道原によって編纂され、それが宋版大
蔵經に入蔵されて流布するようになったため、祖堂集はその盛行に
23) 徐首生, ｢大藏經 補遺藏經板研究(1)｣, 慶北大論文集 22, 1976. p.5.
24) 柳富鉉, ｢分司大藏都監版 宗鏡綠의 底本考｣, 書誌學硏究 30, 2005.
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おされて中国では流布しなかった。柳田聖山は、大蔵に景德傳燈錄
が入蔵されていないため、祖堂集を外蔵として出版したのではない
かと考えている。祖堂集の韓半島への傳來など、詳細は不明である
が、現在祖堂集を見ることができるのは、外蔵として出版されてい
たからである25)。
また、外蔵には均如の著述がいくつか含まれている。均如は、新羅
末期から一時期南岳と北岳に分裂していた華厳宗を統合した人物であ
り、韓国華厳宗史においてもその功績が大きい人物である。均如の著
書には、外蔵に入っているもの以外にも多数あるが、これらは義天の
新編諸宗敎藏總錄に入っていない。これは、義天が意圖的に入れな
かったのではないかという見解がある26)。均如の著述4部16巻も外蔵に
入っていなければ、散逸の可能性もあったのではないだろうか。
外蔵には、華厳教学の研究に欠かせない大変貴重な典籍や、宗鏡録
など禅学研究に欠かせない貴重な典籍が入っている。また、前述した
ように祖堂集も外蔵にしかないものであり、この発見がなければ永
遠に散逸していたであろう貴重な典籍でもある。それに、外蔵のほと
んどは、大蔵の板刻事業と同時期に造成されているため、その事業の
実態を解明する重要な手掛かりともなる。

Ⅳ．高麗大藏經の範疇
1. 高麗大藏經の構成
大藏經とは、佛教教説の叢書または集成を意味する。しかし、これ
25) 柳田聖山, 祖堂集索引上冊, 京都大學人文科学硏究所, 1980, p.1.
26) 大屋徳城, 高麗続藏雕造攷, 便利堂, 1926, p.42.
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は単純な収集編成ではなく、一定の基準によって統制․整備されたも
のである。もちろん、最初から厳格な基準があったのではなく、漸次
こうした基準が整備された。
經典がインドから中国に傳來し、それが漢文に翻訳․書写、印刷․
流布された。こうした過程で大藏經の入藏目錄が編纂され、それに入
蔵された諸經典が大蔵經として集成されたのである。

開元釋敎錄では、大藏經の入蔵数を1,076部5,048卷と定めている。
當時、写經の制度が整えられたため、大蔵經として収納する時に480
帙27)となるように編成した。
經錄によって定められた經典が大蔵經に入蔵されたが、後世に中国
撰述の祖師の著作も編入され、時を經るに従ってその内容が豊富とな
る。このように整理された大蔵經が継承され、今日我々が見ることが
できるのは幸いなことである。しかし、入蔵を許されなかった諸經典
は早くに散逸し、現在見ることができないものも多い。
大蔵は主に初雕大蔵經をもとにしながら、宋の開寶勅版大蔵經と契
丹版大蔵經を相互対照、校勘している。また、大蔵目録も初雕大蔵
經のそれをもとにし、主に開元釋敎錄と貞元釋敎錄を対照して編
纂されたものである。大蔵の内容を整理すると[表 1]の構成の通りであ
る。
[表 1] : 高麗大藏經の構成
千字文

高麗大藏經番號(K)

分類體系

天-英

K1-K1087

開元釋敎錄に收錄された經典

社-轂

K1088-K1256

宋代新譯經典

27) 當時, 大蔵經は書写され, 黄巻赤軸で装丁され, 10卷ごとに竹や布帛の經帙
で包み, 仮装された. 開元の欽定大蔵經は, これを480帙とした. 大藏會編,
大藏經-成立と變遷-, 百華苑, 1961, p.25.
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振-纓

K1257

新集藏經音義隨函録

富-輕

K1258-K1261

蓮華心輪廻文偈頌等 宋室製撰

策-丁

K1262-K1401

続貞元釈經録

俊-密

K1402

高麗國新雕大藏校正別録

勿-寔

K1403

大般涅槃經

寧-楚

K1404

佛説佛名經

更

K1405

大藏目録

覇-何

K1406

法苑珠林

遵-塞

K1407-K1496

宋朝新訳經典

雞
田-洞

K1497
K1498
K1499-K1513

続一切經音義
一切經音義
外藏

K1からK1087までは開元釈教録に収録された經典である。これは

大般若波羅蜜多經をはじめとする般若部や華厳部、法華部などの五
大部のほか、諸重要經典等のいわゆる大乗經が収録されている。次
に、大乗經の単訳、大乗律、大乗論、小乗經、小乗經単訳、小乗律、
小乗論等が収録されている。K1088からK1256と、K1407からK1496ま
では主に開元釈教録以降、宋代に至るまで翻訳されたほか、大蔵の
雕造時に追加されたものである。K1088からK1256までは92部が収録さ
れているが、ここには主に単訳經典が多い。また、K1407からK1496ま
では90部収録されており、ここには佛説法印經, 佛説未曾有正法經
等がある。K1257は新集藏經音義隨函録であるが、これは、契丹版大
蔵經によって追加編入されたものである。K1258からK1261は宋王室で
製撰されたものであるが、ここには御製蓮華心輪廻文偈頌、御製秘
藏詮、御製逍遥詠、御製縁識等がある。K1262からK1401までが

續貞元釋經錄に収録されている經であり、華嚴經(40巻)、新華嚴
經論等がある。K1402高麗國新雕大藏校正別錄(以下、‘校正別錄’と呼
称)は守其が編集したものであり、元来は大蔵の最後に収録されなけれ
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ばならないものである。ところが、大蔵の編集過程で元々そこにあっ
た經典(一切經源品次録30巻)の代わりに校正別録30卷を編入した。
これは大蔵目録と同様である。
大蔵は上記[表 1]のように構成されているが、この中でK1088から
K1261まで、K1388からK1498までは初雕大蔵經の雕造時には翻訳され
なかった諸經典であり、再雕時に新たに加わった經典である。しか
も、これらのほとんどが他の刊本大藏經には収録されていない經典で
ある。
このように、大蔵も他の刊本大蔵經と同様に新たに翻訳された經典
を入蔵させていることがわかる。つまり、大蔵の場合、大蔵目録に
収録されている經典がその範疇に入るのである。

2. 日本所蔵の高麗大蔵經から見た大蔵經の範疇
さて、日本所蔵の大蔵の中でも前近代に傳來した大谷大学本から輪
王寺本までは、前述したように外蔵がない。その中で、大谷大学本は
高麗時代に印刷されたもの(金剛峯寺本も高麗時代に印刷されたものと
推測)であり、増上寺本と相国寺本は朝鮮時代の世祖代に印刷されたも
のである。
つまり、高麗時代や朝鮮時代前期までは、外蔵の版木のほとんどが
存在していたものの、大蔵としての範疇に入っていなかったというこ
とである。もし、その時代に外蔵が大蔵と同じ範疇で扱われていたと
すれば、日本所蔵の大蔵と共に外蔵も傳來していたはずである。
周知の通り、外蔵は1865年に海冥壮雄が大蔵經2部を印出した際、

大蔵目録に漏れがあったと勘違いし、再び目録を造り大蔵經に収録
させたものである。これによって大蔵と外蔵を混同した原因となった
が、少なくとも朝鮮時代前期までは、これらが大蔵と同じ範疇として
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扱われていなかったことが再確認できる。

Ⅴ. 高麗大蔵經と内典随函音疏との関係
大蔵の範疇について検討する場合、内典随函音疏28)の存在を忘れ
てはならない。1996年に海印寺で内典随函音疏巻490の版木が発見さ
れて以来、この音義書が大蔵に含まれるか議論されているため、ここ
で私見を述べることとする。

内典随函音疏は、浙江省湖州の行瑫29)(895∼952)が撰述した音義書
である。行瑫は、經論を読みながら郭迻の音義が粗略であることに憤
慨し、慧琳の一切經音義が江南に傳わっていなかったために、大蔵
經についての音義書500餘巻を撰述した。これは、大蔵經の函字に従っ
て音義を註釈したものである。ただ、唐の玄應が著した一切經音義25
巻、慧琳が著した一切經音義100巻は、經文にある文字の発音と意味
を解釈したものであるため、行瑫の内典随函音疏は、音義書として
の内容では、それらに遠く及ばない30)。
28) 内典随函音疏に直間接的に言及した先行研究として, 以下の論文がある.
牧田諦亮, ｢行瑫の内典随函音疏について｣, 五代宗教史研究, 平楽寺書
店, 1971, p.247∼286.
竺沙雅章, 宋元仏教文化史研究, 2008, pp.341∼342.
南権熙, ｢敦煌地域 関連 刊本과 高麗大蔵經｣, 奎章閣国際学術会議発表論
文集, 高麗大蔵經研究所, 2009, p.53.
高田時雄, ｢蔵經音義の敦煌吐魯番本と高麗蔵｣, 敦煌写本研究年報 4,
2010.
高田時雄, ｢新出の行瑫内典随函音疏に関する小注｣, 敦煌写本研究年報
6, 2012.
29) 宋高僧傳巻25, ｢周会稽郡大善寺行瑫傳｣
30) 南権熙, 前掲論文, p.53. 高田時雄, ｢牧田諦亮著作集 4 第1部解題｣, 牧田
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現在、写本․刊本を含めて確認されている内典随函音疏は次の通
りである。
巻1∼4、8∼10大般若波羅蜜多經(西大寺所蔵 碩砂版大蔵經に付
属)31)
巻307摩訶僧祇律(京都国立博物館所蔵)32)
巻480大威力烏枢瑟摩明王經など(大蔵に付属)
巻491大乗理趣六波羅蜜多經(大蔵に付属)
巻次不明瑠璃王經など(東京大学東洋文化研究所所蔵)33)
これらの中で内典随函音疏巻481と巻490は、大蔵の經典に付属し
ており、大谷大学本34)と建仁寺本35)(巻490のみ)、増上寺本36)で確認さ
れており、近代以降の印經本や影印本では確認されていない。
さて、海印寺で発見された内典随函音疏巻490の2枚の版木の大き
さは、第1と第2張が縦25.1㎝横77.3㎝であり、第3張は縦23.1㎝、横77.5
㎝である。第3張の版木には｢乙巳歳高麗國大藏都監奉／勅雕造｣の刊記
と｢内典随函音疏 四百九十 第三張 桓｣の板尾題が刻まれている37)こと

諦亮著作集4, 臨川書店, 2015, p.200.
31) 竺沙雅章, 前掲書, pp.341∼342.
32) 牧田諦亮, 前掲論文. 高田時雄, 前掲論文(2012)などを参照.
33) 東京大学所蔵佛敎関係貴重書展-展示資料目録-, 東京大学付属図書館,
2001, pp.8∼9. 高田時雄, 前掲論文(2012).
34) 梶浦晋, 前掲論文(1990), p.19.
国立文化財研究所無形文化財研究室編, 海外典籍文化財調査目録 日本 大
谷大学 所蔵 高麗大藏經, 2008, p.304参照.
35) ｢建仁寺所蔵高麗版大蔵經現存目録｣, 松永知海編, 高麗版大藏經の諸相,
佛教大学宗教文化ミュージアム, 2012, p.10参照.
36) 増上寺史料編纂所編, 前掲書, p.1099, 1122参照.
37) 南権熙, 前掲論文, p.50.
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から、この版木が大蔵の體裁に従って、乙巳年(1245)に造られたことが
わかる。
しかし、内典随函音疏の版木のみで判断すると、それがあたかも
500餘巻造られたような誤解を招く可能性もある。筆者は以前、建仁寺
本の調査で大乗理趣六波羅蜜多經を見た時、巻10の巻末に内典随函
音疏巻490(3張分)が付いていることを確認した。大乗理趣六波羅蜜多
經巻1、3、8の版木が乙巳年(1245)、巻2、4、5、6、7、9、10の版木が
丙午年(1246)に大蔵都監で雕造されている。内典随函音疏巻490の版
木も前述した通り、それらと同時期に雕造されていることがわかる。
そして、これが大乗理趣六波羅蜜多經の音義として巻10の後に付い
ているのである。他の經典であれば、各經典の巻末に音義が付いてい
る場合があるが、大乗理趣六波羅蜜多經に限っては、10巻分をまと
めて巻末に付けたものと考えるのが妥當である。つまり、内典随函音
疏巻490は、大乗理趣六波羅蜜多經10巻の巻末音義として付いてい
たものであり、それが500餘卷すべて存在していたわけでは無い38)。恐
らく巻481も同様のことが考えられる。

内典随函音疏は、大蔵の大蔵目録にも掲載されていないため、
これはその範疇に入らないことが確認できる。

Ⅵ. おわりに
以上、日本所蔵の大蔵の範疇と外蔵の価値について検討した。日本
には、高麗․朝鮮時代に印刷された大蔵と1900年代以降に印刷された
大蔵の存在が確認されている。これらは、外蔵の有無によって、二つ
38) 高田時雄, 前掲論文(2012), p.4.
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に分類できる。即ち、高麗․朝鮮時代に印刷された大蔵に外蔵を含ん
でいないことは、それが大蔵經の範疇に入っていなかったからであ
る。
外蔵の大半は、經․律․論の三蔵ではなく、その注釈書に属するも
のである。外蔵には、華厳と禅に関する重要な典籍が含まれている。
その中の祖堂集は、外蔵に含まれていなければ、永遠に散逸してい
た可能性のある典籍である。また、新編諸宗教蔵総録に含まれてい
なかった均如の著述の中で4部16巻が幸いにも外蔵に入っている。祖
堂集や均如の著述が含まれている外蔵は、韓国佛教のみならず、東ア
ジア佛敎において貴重な典籍が含まれているのは事実である。
外蔵の大半は大蔵と同じ時期に造成されているため、これらには文
化的な價値があるという指摘は尤もである。しかし、日本で外蔵に関
心がなかったのは、それが大蔵經の範疇として見なされていなかった
からである。
また、近年海印寺で内典随函音疏巻490の版木が発見され、それと
大蔵との関係について議論されてきたが、これは大乗理趣六波羅蜜多
經10巻の巻末音義として付けられていただけであり、高麗時代にそれ
が500餘巻も造成されていたわけではない。

이 논문은 2017년 5월 24일에 투고 되어,

2017년 6월 18일부터 7월 11일까지 심사위원의 심사를 거쳐,
2017년 7월 12일 편집위원회에서 게재 결정된 논문임.
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Abstract

A Study on Koryo-Tripitaka
(高麗大藏經) and Woijang(外蔵) of the
possession in Japan
Baba Hisayuki
Koryo-Tripitaka(고려대장경) and Most Woijang(외장) were made
in the same times. Therefore, similarly to Koryo- Tripitaka,
research on Woijang is actively conducted. Korean researchers
argue that they must be evaluated as equal cultural heritage. But,
the study on Koryo-Trikitaka is active, and there is not a study on
Woijang in Japan. The location of much Koryo- Tripitaka is
confirmed in Japan. But the location of Woijang was not covered all
until now. Therefore I arranged the location of Koryo-Tripitaka and
Woijang of the possession in Japan. And I examined Category of
Koryo-Tripitaka,

Value

of

Woijang,

a

problem

of

the

Najeonsuhameumso-Sutra(내전수함음소).
It is as follows when I arrange the result. Koryo-Trikitaka of the
possession in Japan is classified in print of the pre-modern(Koryo
and Chosen Dynasty) and the print of modern times. Of these, the
former does not have Woijang, and it is confirmed in the latter that
there is Woijang. In other words the Tripitaka printed in
pre-modern can confirm that Woijang was not included in a
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category of the Tripitaka. Most of Woijang do not belong to Sūtra.
Vinaya. Abhidharma and belong to the Commentaries. To be exact,
a category of the Tripitaka does not contain Woijang.
However, important documents about Hwaŏm(화엄) and Zen(선)
are included in Woijang, and are the documents which are precious
in the East Asia Buddhism. Most of

Woijang are made at time

same as the Koryo-Tripitaka. Therefore, as for those cultural value,
the indication to be equality is natural. But, I must judge that it is
not a category of the Koryo-Tripitaka when I watch it printed in
pre-modern.

In

addition,

in

late

years

a

wood

blocks

of

Najeonsuhameumso-Sutra was discovered in Haeinsa(해인사). It has
been argued about Najeonsuhameumso-Sutra and relations with
Koryo-Tripitaka afterwards. But, this was only attached to the end
of a volume of Tâshaṅlitshüliupolo-mitokin(대승리취륙파라밀다경)
as a certain meaning implied by variety of the Pronunciation(음의).
And it was not settled for more than 500 for Koryo period. In other
words a category of the Koryo-Tripitaka does not contain
Najeonsuhameumso-Sutra, too.
Key Words : Category of Koryo-Tripitaka, Woijang(외장),
Najeonsuhameumso-Sutra(내전수함음소)

