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日韓両国の八萬大藏經硏究とその成果
- 鄭晏と分司大藏都監を中心として 馬場久幸*
1)
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팔만대장경에 관한 연구는 한일 양국에서 현재까지 많은 성과를 얻
어왔으나 그 조성 장소 등 핵심적인 부분에 대해서는 아직 해명되지
못다는 상황이다. 팔만대장경판 조성사업은 주로 왕실이나 국가적 차
원에서 추진된 것이었음임에도 고려시대에 최씨 정권기에 고위관직을
지낸 정안(鄭晏, ?-1251)은 私財를 내어 분사대장도감에서 경판의 일
부를 조성하기도 하였다. 정안은 하동 출신이며 최씨와 친척인 인물이
다. 하동은 최씨 일가가 관할하는 진주나 분사대장도감이 설치된 남해
에서 가까운 곳에 위치하고 있으므로 대장경판 조성사업과 관계하여
생각해 볼 수 있을 것이다. 이런 점에서 정안과 대장경판 조성사업과
의 관계를 보기 위해 정안이 발원하여 조성한 경판과 그것으로 인쇄
된 경전의 일본 전래에 대해서 개관하였다. 그리고 일본과 한국의 팔
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만대장경에 관한 수많은 연구 성과 가운데 특히 양국이 정안의 대장
경판의 조성과 분사대장도감을 어떻게 조명하였는지 주된 내용과 평
가에 대해 확인하고, 그러한 연구가 미친 영향에 대해서 검토하였다.
정안이 발원하여 조성된 경판 중에서 佛說豫修十王生七經은 일본
불교와 관계할 것이다. 그런데 일반적으로 대장경판의 조성에 있어서
강화도에 대장도감을 두고 남해에 분사대장도감은 둔 것으로 본다. 그
러나 대장경판을 비롯하여 고려시대에 조성된 보유판 및 사간판 등에
새겨진 간기와 각수들을 분석하면 고려시대의 정치와 사회상을 파악
할 수 있는 메시지가 담겨있다. 특히 이를 통해 조성장소와 각수들이
활동한 영역을 추적함으로써 대장도감이 남해에 있었다는 견해, 분사
대장도감은 남해뿐만 아니라 기타 지역에도 설치가 되었다는 견해도
보이고 있다. 이와 같이 조성장소에 관한 새로운 인식은 후지타 류사
쿠(藤田亮策)의 논문 이전에는 보이지 않았다. 한국에서는 각판한 각
수들에 대한 파악과 분석이라는 획기적인 시도로 인하여 새로운 견해
가 생기게 된 것이다. 일본에서 대장도감과 분사대장도감에 관한 연구
는 후지타를 제외한 1950년 이후에는 확인할 수 없다. 일본의 경우 고
려시대나 조선시대에 인쇄된 인경본이 많이 남아 있어 이 자료를 조
명한 연구가 앞서게 되었기에 정안에 관한 연구가 적은 것이라 짐작
된다. 또는 양국의 연구들을 검토하는 과정에서 연구자들은 자료의 역
사성을 이해하지 못하거나 내용을 잘못 해석하여 범한 오류 등이었다.
상대방의 견해를 평가 혹은 비판하면서 새로운 의견이 제시되었고, 이
를 통해 연구가 성장해 간 것을 알 수 있었다. 따라서 세계적인 문화
유산인 팔만대장경의 연구를 발전시키는 방법에는 한일의 학자들이
지속적으로 협조하며 연구하는 것이 중요할 것이다.
주제어 : 鄭晏, 分司大藏都監, 후지타료사쿠(藤田亮策), 刊記, 刻手
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Ⅰ. はじめに
八萬大藏經に関する硏究は、日韓両国で現在まで多くの成果が得ら
れてきた。まず、日本の硏究としては、1900年代初頭から始まり、2014
年までに141点の論文と単行本が発表․刊行された1)。1950年以前は、
八萬大藏經に関する硏究が継続して行われてきたが、それ以降になる
と、徐々に少なくなる。その原因として、1949年1月に起きた法隆寺の
金堂の火災による壁畵の焼失が契機となり、1950年に文化財に関する
総合的な法律である文化保護法2)が制定された。この法によって中国や
韓半島から傳來した古典籍や大藏經などが次々と重要文化財に指定さ
れたことをうけ、一般人が容易に閲覧することができなくなったため
である。さらに、第二次大戦後、日本に敦煌文献が傳來して、八萬大
藏經に対する関心が薄れ、硏究も沈滞したと考えられる。ただ、八萬
大藏經を含めた大藏經に関する全般的な硏究は一時沈滞したただけ
で3)、全く無くなったわけではなかった。
一方、韓国では1915年に尙玄(李能和)の論文4)が発表されて以来、
2014年に至るまで314点に及ぶ論文と単行本が刊行された5)。特に、
1962年には海印寺に所蔵されてきた大蔵經板が國寶第32号に指定さ
れ、その後1970年代後半に入り、經板の保存のための科学的な調査硏
究とともに、二種類の影印本が刊行されるなど、硏究が本格化する。
1) 拙著, 日韓關係と高麗版大藏經, 法藏館, 2016, 15-23頁.
2) 日本では, 古社寺の建造物および寶物類を保護するため, 1897年に古社寺保
存法が制定された. しかし, 1949年に起きた火事によって法隆寺金堂壁画が
焼失し, それを契機として文化財保護に対する総合的な法律として, 1950年
に文化財保護法が制定された.
3) 椎名宏雄, ｢大藏經と禅籍｣, 駒澤大學大學院佛教學硏究年報14, 1980.
4) 尚玄(李能和), ｢海印寺大藏經來歷｣, 佛教振興会月報7, 1915.
5) 拙著, 前掲書, 23-42頁.
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さらに、1995年には大藏經板が保管されている大藏經板殿がユネスコ
世界文化遺産に登載され、文化財に対する外部の認識と関心が高まっ
た。また、2007年には、大藏經板と諸經板までもユネスコ世界記録遺
産として登載され、その價値を国民の多くが再確認するようになっ
た。これを契機に、八萬大藏經に対する関心と硏究は活発になり、最
初の大藏經板の造成から千年を迎えた2011年には、記念事業としてシ
ンポジウムや祝典が開催され、大きな注目を浴びるようになった。こ
のように、八萬大藏經に関する日韓両国のこれまでの硏究を比較した
時、韓国国内での成果が日本に比べてより多いのは事実である。しか
し、日韓両国でこれだけ多岐にわたり研究を重ねてきたにもかかわら
ず、顕宗代の大蔵經板の造成年代、造成回数、八萬大蔵經の造成場所
など、その核心部分は未だに明らかになっていない。
大藏經板の造成事業は、主に王室や国家的な次元で推進されたもの
であるが、個人が私財を投じて造成したものもある。この点におい
て、高麗時代の河東出身の鄭晏(?-1251)が大藏經板の造成事業に參與し
たことに注目する必要がある。鄭晏は崔氏政権期に高位官職を務めた
人物で、平素から佛心が厚く、伽藍を創建･整備して、寺院で開催され
る佛事にも参加していた。特に、彼が大藏經の刊行に大きく貢献した
ことを示す記録から、分司大藏都監で大蔵經板の一部を造成したされ
ることは、国難を克服しようと民間次元で行われた実践的な事例とし
て大きく注目すべきであろう6)。
鄭晏は、當時の執権者であった崔氏と親戚関係にあり、崔氏が管轄
する晉州から近い河東の出身であった。彼が大蔵經板の造成事業に參
與するようになった背景には、このような崔氏との密接な関係があっ
たことは言うまでもないが、分司大蔵都監と関係の深い晋州や南海が

6) 高麗史卷100, 列傳卷13, 諸臣 鄭世裕 ｢鄭晏條｣.
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河東から近かったという恵まれた地理的条件もあったと言える。
そこで本稿では、まず大藏經板と同時期に造成された鄭晏発願の經
板と、それによって印刷された經典の日本傳來について概観する。特
に、日韓両国での八萬大藏經に関する数多くある硏究成果の中から、
鄭晏による大蔵經板の造成事業に着目し、分司大蔵都監に関する日本
側の硏究成果が韓国でどのように評價されたのか、またどのような硏
究に反映されたのかについて検討する。

Ⅱ. 鄭晏発願の經板
鄭晏が大蔵經板を造成したという事実は、高麗史｢鄭晏條｣からも
うかがうことができる。しかし、その内容は簡略すぎるものであり、
鄭晏がこの事業にどの程度関與していたかに対する詳細は不明であ
る。そこで、當時鄭晏自身が発願して造成したとされる別の經板を参
考にして概観し、その經板によって印刷された經典の日本傳來につい
て見ることとする。

1. 妙法蓮華經
海印寺所蔵の妙法蓮華經の經板には、‘丙申年十二月十五日 優婆塞
鄭奮誌’ 7)という識語がある。‘鄭奮’という名前は、鄭晏の初名であ
7) 經云 此法華經 能令衆生一切智 又云 無量国土中乃至名字不 可得聞 自佛敎
東流 道俗奉持 感應如響者 無出此經 至於書写半字 霊異異常 豈非無縁 慈中
別有縁於此土耶 我輩生於季末 獲聞斯典 應當慶幸況我国家頼以圧北水, 鎮山
川, 豈特當来之益爾間, 或未免随世與廃, 可不嘆呼, 奮越辛巳春正月十一日,
清晨, 奉閲首巻, 不覚流涕, 庶欲奉持窮未来際, 助揚聖化, 是夜夢坐一空室, 勿
見, 我本師釈迦如来, 歩至中庭, 梵王先導, 入我室中, 奮起跪邀坐, 坐已於大光
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り8)、丙申年即ち高宗23年(1236)に彼によって作られたものである。こ
れは、現在海印寺の寺刊板に分類されている。この經板によって印刷
された妙法蓮華經7巻は、日本の立正大学にのみ確認されている9)。
この經典の版式は、1張42行、1行16字の袋綴装であり、上下單邊
15.3cm、無界である。

2. 大方廣佛華嚴經
この經板は、唐の般若が翻訳した40卷本の大方廣佛華嚴經を抄出し
たものである10)。妙法蓮華經と同様、經板には‘乙巳三月望日 優婆塞鄭
晏誌’11)という識語があり、乙巳年即ち高宗32年(1245)に造られたことが
わかる。現在、海印寺に所蔵されており、寺刊板に分類されている12)。

明, 墻壁屋宇, 勿然通透, 炾朗空界, 非世所喩, 無量寿經所云百千日月, 猶如聚
噩於此, 渙然凝釈, 踊躍稱歎, 不覚驚覚, 覚已光猶炟赫, 良久乃変, 因感悟宿縁,
自後益發信誠, 雖造次顚沛, 未嘗不繋念, 第恨夙因雑駮, 不克荷擔, 空懐懊悩,
於是請山人明覚, 鋟板印施, 無窮, 少報慈恩之万一, 用祝, 我聖算亘天, 儲齢後
地, 隣兵瓦解, 朝野鏡清, 次願晋陽侯, 長為家国柱石, 永作佛法藩墻, 又願 我
先考及亡姉兄弟 與六親眷属 洎三途受輪廻者 同承此因縁 共坐極楽世界 丙申
年十二月十五日 優婆塞鄭奮誌(藤田亮策, ｢海印寺雑板攷｣, 朝鮮學報138,
1991, 43頁).
8) 高麗史卷100, 列傳卷13, 諸臣 鄭世裕 ｢鄭晏條｣.
9) 寺刊板は1958年から1961年にかけて印刷されたというが, 詳細は不明である.
現在, 印經本1,291册, 補遺板50冊, 寺刊板109册の総1,450册が所蔵されてお
り, 1975年に立正大学図書館に収蔵された(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, 21頁 ; 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).
10) 藤田亮策, 前掲論文, 43-44頁.
11) 藤田良策, 前掲論文, 44頁.
12) 桐谷征一編, 前掲論文(1979), 16頁.
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この經板で印刷された大方廣佛華嚴經も、立正大学にのみ所蔵さ
れている。この經典の版式は、1張36行、1行16字の袋綴装で、上下単
辺16.3cm、無界である。

3. 金剛般若波羅密經
海印寺所蔵の金剛般若波羅密經の經板には、前述の大方廣佛華嚴
經 と同様の刊記があることから13)、同時期に造成されたものであ
る14)。この經板も寺刊板に分類されている15)。
この經板で印刷された金剛般若波羅密經1巻も、立正大学にのみ所
蔵されている。この經典の版式は、1張36行、1行16字の袋綴装で、上
下単辺15.7cm、無界である。

4. 佛說預修十王生七經
佛說預修十王生七經16)は、生前に本人があらかじめ修する預修斎
と、死後に肉親が営む追善斎の二つを説いている經典である。この經
板には‘丙午三月日 優婆塞鄭晏誌’17)という識語があり、丙午年即ち高宗
13) 伏為 四恩三有法界含生 乗此慧舩 不処胞胎 常遊十方諸佛国土 鏤木印施云
乙巳三月日 優婆塞鄭奮誌.(藤田良策, 前掲論文, 44頁)
14) 藤田良策, 前掲論文, 44頁.
15) 桐谷征一編, 前掲論文(1979), 17頁.
16) 佛說預修十王生七經には, ‘成都府大聖慈寺沙門蔵川述’という記述と經文
の間に七字四句の讃が挿入されているものと, ‘蔵川’の名前も讃もないもの
がある. 前者は後者に讃を加えたものである. 佛說預修十王生七經は唐の
大慈寺の蔵川の撰述と言われていたが, 讃を作ったのが彼であることが通
説として認められている(禿氏祐祥․小川貫弌, ｢十王生七經讃圖巻の構造｣,
西域文化研究5, 1962, 268頁).
17) 伏為 先考孀親生亡骨肉夫婦親縁 普及法界衆生 不滞幽途 随願往生諸佛国
土 鏤木印施云 丙午三月日 優婆塞鄭奮誌.(藤田良策, 前掲論文, 45頁)

72 石堂論叢 70집

33年(1246)に造成されたことがわかる。現在、海印寺に所蔵されてお
り、寺刊板に分類されている。この經板で印刷された佛說預修十王生
七經1卷も、立正大学に所蔵されている。版式は、1張30行、1行15字
の袋綴装で、上下単辺15.0cm、卷首に變相圖が付いている。海印寺に
はこれ以外にも二種類の經板が所蔵されているのであるが、それは、
元末·明初の刊本を底本として復刻されたものである18)。従って、海印
寺には現在三種類の佛說預修十王生七經の經板が存在する。
この佛說預修十王生七經は日本にも古くから傳來しており、鎌倉
時代に書写された写本も確認されている19)。また、鄭晏の識語のある
ものと同系統の写本が、高野山寶寿院と東寺観智院(後半部分のみ残存)
に所蔵されている20)。これとは別に、‘萬曆三年乙亥六月 日 羅州錦城
山開刊’、‘萬曆十一年癸未四月 日 印經化士戒宗比丘’のそれぞれの識語
がある佛說預修十王生七經が、京都建仁寺の両足院に所蔵されてい
る21)。この識語から、羅州の錦城山で開刊され、萬曆11年(1583)に戒宗
という僧侶によって刊行されたことがわかる。版式は総39張、每半折8
行、1行15-17字、四周單邊、無界で變相圖がある。これと同系統のも
のに、‘萬曆四十六年乙戊午春曹溪山松広寺開刊’の識語がある佛說預修
十王生七經もあるという22)。要するに、海印寺所蔵の經板とは別に、
松広寺で造成された經板の系統も日本で流布していたということであ
る。この系統の佛說預修十王生七經は、幾度か日本で刊行されてい
る。即ち、慶長年間(1596-1615)から元和年間(1615-1624)にかけて刊行
18)
19)
20)
21)

藤田良策, 前掲論文, 44頁.
小野玄妙編, 佛書槪說大辭典11, 大東出版社, 1935, 148頁.
本井牧子, ｢預修十王經の諸本｣, 京都大学国文学論叢11, 2004, 12頁.
大蔵会編, 大蔵会展観目録, 文華堂書店, 1981, 510頁. 建仁寺所蔵の佛說
預修十王生七經には, ‘成化五年六月日誌’の識語も見える.(本井牧子, 前掲
論文, 11頁)
22) 本井牧子, 前掲論文, 11頁.
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された宗存版大藏經と、1904年から1912年に刊行された大日本続蔵
經にそれぞれ収録されている佛說預修十王生七經がそれである。前
者は建仁寺所蔵本を底本として刊行され23)、後者もこの系統を底本に
しているとされている24)。
このように、日本では主に韓半島で開板された二つの系統(鄭晏の識
語がある海印寺所蔵の經板と松広寺開刊の經板)で印刷された佛說預修
十王生七經が流布していたようである25)。

5. 金剛三昧經論
金剛三昧經論は、金剛三昧經を註釋した元曉の著述である。こ
の經板には‘甲辰八月初五日 優婆塞鄭晏誌’26)の識語があり、甲辰年即ち
高宗31年(1244)に造成されたことがわかる。この經板もやはり海印寺所
蔵本であり、補遺板に分類されている。
この經板で印刷された金剛三昧經論は、立正大学、國際佛敎學大
學院大學、國立國會圖書館關西館などに所蔵されている27)。この經典
23) 斎藤彦松, ｢宗存版の硏究｣, 同志社大学圖書館学会紀要3, 同志社大学圖書
館学会, 1960, 22頁 ; 滋賀県教育委員会事務局文化財保護課編, 延暦寺木活
字関係資料調査報告書(2000)所収の宗存版大藏經の版本一覧表(231頁).
廣隆寺, 智積院, 龍谷大學圖書館などに所蔵されている.
24) 本井牧子, 前掲論文, 11頁.
25) これ以外にも、蔵川の讃のない佛說預修十王生七經が書道博物館に所蔵
されている(酒井忠夫, ｢十王信仰に関する諸問題及び閻羅王受記經｣, 斎藤
先生古稀記念論文集, 刀江書院, 參照).
26) 伏為寳祚無疆 儲闈凝慶 気塵永寝 朝野昇平 晋陽公福海等濬 寿岳齊高 次願
孀親洎及佛奴 變呻為謳 嚮年 有永鏤板印施 重念 此經出自虬宮發 起因於疾
病 更願 普及法界含 生生生不聞疾病之音 不處胞胎 常遊, 諸佛淨妙國土爾
甲辰八月初五日 優婆塞鄭奮誌.(大屋徳城, ｢朝鮮海印寺雑板攷｣, 東洋学報
15-3, 1925, 300頁)
27) 拙稿, ｢日本所蔵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-｣,
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の版式は、左右雙邊、11行20字、無界である。
以上、鄭晏が発願して造成された經板について概観した。これら
は、現在海印寺に所蔵されており、大藏經板の枚数と比べると決して
多くない。しかし、鄭晏発願の經板の造成時期を見ると、妙法蓮華經
は高宗23年(1236)、金剛三昧經論は高宗31年(1244)、大方廣佛華嚴
經と金剛般若波羅密經は高宗32年(1245)、佛說預修十王生七經は
高宗33年(1246)にそれぞれ造成されている。妙法蓮華經の經板が造成
された高宗23年(1236)には、まだ大蔵經板が造成されていない。その翌
年の丁酉年(1237)の刊記28)のある大蔵經板が、最初の造成であることか
ら、妙法蓮華經の經板はそれ以前に完成したものである。ただし、
最初の大蔵經板は1237年に完成しているが、その造成事業の準備はそ
れ以前から始まっていたと考えられる29)。また、それ以外の金剛三昧
經論 をはじめとする四種の經板は、高宗31年(1244)から高宗33年
(1246)に完成している。この時期は、分司大蔵都監の刊記が出現する高
宗30年(1243)以降と重なる。つまり、鄭晏発願の經板の造成時期を見る
と、大蔵經板の造成時期とほぼ同時期であり、鄭晏は大蔵經板の造成
事業に初期段階から参與していた可能性がある。
ところで、鄭晏発願の經板で印刷された經典が日本にも傳來している
ことが確認できる。しかし、立正大学にある寺刊板の妙法蓮華經や補
遺板の金剛三昧經論などは、1960年代以降に印刷されたものであり、
1975年に立正大学圖書館に収蔵された。また、国際佛敎学大学院大学と
国立国会圖書館関西館所蔵の金剛三昧經論も、1960年代に印刷された
石堂論叢68, 2017, 120頁.
28) 朴相国, ｢大藏都監의 板刻性格과 禪源寺 問題｣, 韓國佛敎文化思想史, 伽
山佛敎文化振興院, 1992, 988頁.
29) 朴相国, 前掲論文, 1001頁.
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後にこれらの機関に収蔵された。つまり、前近代に印刷された經典が日
本に傳來した例は確認できていない。ただし、鄭晏が造成した經板で印
刷された佛說預修十王生七經と、それとは別系統の經板で印刷された
経典の二種類が日本に傳來し、流布していたようである30)。

Ⅲ. 鄭晏の大藏經板造成に対する日本学界の
見解と韓国学界の評價
鄭晏が主導した大蔵經板造成事業とその場所としての分司大藏都監
について検討した日本の硏究者に、池内宏(1878-1952)31)、大屋徳城
(1882-1950)32)、藤田亮策(1892-1960)33)がいる。彼らが発表した論文の
概要とそれに対する韓国硏究者の評價について見ることとする。

1. 池内宏の見解
1) 池内論文の概要
日本で最初に鄭晏の大蔵經板造成とその場所である分司大藏都監に
ついて言及したのは、池内宏である。池内は東京帝国大学史学科を卒

30) 佛說預修十王生七經の日本への受容と展開については、本井牧子, 前掲
論文, 18-20頁を参照.
31) 池内宏, ｢高麗朝の大藏經(上)｣, 東洋學報13-3, 1923 ; ｢高麗朝の大藏經
(下)｣, 東洋學報14-1, 1924 ; ｢｢高麗朝の大蔵經｣に関する一二の補正｣,
東洋學報14-4, 1924.
32) 大屋徳城, 前掲論文.
33) 藤田亮策, 前掲論文.
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業し、同大学院を修了後、教授として在職していた。東北アジアおよ
び日本古代史を専攻する歴史学者であり、また朝鮮史についても硏究
していた。
池内は、東國李相國集巻41の末尾にある跋文、宗鏡録に刻まれ
ている｢丁未歳

高麗國分司南海大藏都監開板｣の刊記、高麗史巻129

｢崔沆傳｣34)の高宗37年条を根拠として、分司大藏都監は南海に設置さ
れていたという見解を示した。その理由として、當時の執権者であっ
た崔沆と息子の崔怡が食邑地としていた晉州が南海と近い場所にあ
り、さらに用材も調達しやすかったからである。それで、崔氏父子が
私財を投じて大蔵經の造成という国家事業に参與するようになったと
し、その立地条件も理由の一つに挙げた35)。ところが、この論文を発
表した後、高麗史巻100｢鄭晏傳｣にある、鄭晏が‘南海に退去した’36)
という史料を発見するや、“(鄭晏が)私費を捨てて、国家と與に、約ぼ
蔵經を中分して之を刊した”という新たな見解37)を示すと同時に、既存
の説を撤回した。即ち、崔氏父子が大蔵經板造成の費用を負担したの
ではなく、鄭晏が国家事業のために私財を投じて、分司大藏都監を設
置し、それを造成したと主張した。つまり、海印寺の經板の中で‘分司
大蔵都監彫造’あるいは‘開板’と刻まれた經板のほとんどは、鄭晏が投じ
た費用によって造成されたと修正したのである38)。

34)
35)
36)
37)
38)

高麗史卷129,列傳卷42, 叛逆, ｢崔沆傳｣
池内宏, 前掲論文 14-1(1924), 97-98頁.
高麗史卷100, 列傳卷13, 諸臣 鄭世裕 ｢鄭晏條｣.
池内宏, 前掲論文 14-4(1924), 557頁.
同上
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2) 池内宏の見解に対する評價
池内の見解に対して、後代の韓国硏究者は、どのように評價してい
るのか。まず、金相永(1994)は、それまでの分司大藏都監に関する諸硏
究者の見解39)を紹介し、その中で、池内の見解が最も学術的な性格を
帯びていると評價40)している一方で、それ以外の論文には鄭晏の造成
において、分司大藏都監の所在に対する類推や根拠を明らかにできて
いなかったからだと推測している。ただ、當時はまだ造成がどこでな
されたのか、その場所に関して本格的な関心がなかったとも指摘して
いる41)。
崔永好(2008)は、鄭晏の大蔵經板造成事業が王室や国家的次元ではな
く、崔氏父子と姻戚関係にある鄭晏を参與させて行った個人的な佛事
であったという。そして、南海分司都監も個人的な次元で設置･運営し
たと主張して、池内に対して否定的な見解を示した42)。また、裵象鉉
(1997)も、大蔵經板を造成した主體が王室または国家や大衆が同参した
というよりは、一部の個人が自身の福德と安寧を祈るための目的で造
成したと見て、崔永好と同様に池内に対して否定的な見解を示してい
る43)。このように、1900年代初期の日本の研究者の見解には、植民地
下の韓半島で成長していた民族開放運動勢力の独立意識とその実践を
39) 金雲皐, ｢海印寺와 大藏經｣, 朝鮮佛敎業報7, 1917 ; 李能和, ｢李朝佛敎史
8｣, 佛敎8, 1925年2月 ; 五峰山人, ｢藏經의 由來｣, 佛敎12-16, 1925年6
月-10月 ; 金泰洽, ｢大藏經에 就하야｣, 佛敎39, 1927年9月 ; 萬海, ｢海印
寺巡禮記｣, 佛敎100, 1932年10月.
40) 金相永 外, ｢高麗大藏經과 南海分司都監｣, 佛敎放送學術調査團編, 南海分
司都監 關聯 基礎調査 報告書, 1994, 27頁.
41) 金相永 外, 前掲論文, 27頁.
42) 崔永好, 江華京板高麗大蔵經의 판각사업-경전의구성체제와 참여자의
출신성분-, 景仁文化社, 2008, 23-24頁.
43) 裵象鉉, ｢高麗國新雕大藏校正別錄과 守其-≪高麗大藏經≫의 校勘과 彫
成에 반영된 13세기 佛敎界의 現實認識-｣, 민족문화논총17, 1997, 58頁.
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無力化しようとする意圖があり、大藏經板の造成事業の歴史的性格と
背景(高麗佛敎の国家的念願や機能)について理解しない態度に問題があ
ると指摘した44)。
ところで、韓国では、鄭晏の大蔵經板造成に関する池内の見解を‘大
藏經板の造成は、国家ではなく崔氏や鄭晏などの一部の個人によって
なされた45)’と理解している。果たして、池内はそのように理解してい
たのか。これに関する池内の見解を再確認すると、
南海島の分司都監は、晏が国家事業の一部を分担する為に、彼
れ自ら設けた雕板所であったのであろう。･･････其の代りに、
海印寺の藏經板の中、｢分司大蔵都監彫造[或は開板]｣の刊記を
具備する分は、総て晏の投資で出来たものであるという新しい
事実が明かにせられたわけである。46)

とある。前述したように、これは大藏經板の造成に関する池内の訂正
した後の見解である。鄭晏は、国家事業を助けるために私財を投じて
分司大藏都監を設置している。そのため、鄭晏が個人的に投資して、
“分司大蔵都監彫造[或は開板]”の刊記のある經板が作られたものである
とも理解できる。しかし、池内は、大藏經板の造成事業を‘国家事業’と
言及していることは明らかであり、一部の個人が自身の福德と安寧を
祈るために私財を投じて、大藏經板を作ったと理解するのは難しい。

44) 崔永好, ｢江華京板 高麗大藏經 刻成事業의 硏究｣ 嶺南大學校博士學位論文,
1996, 15頁.
45) 崔永好, 前掲書, 23-24頁. 裵象鉉, 前掲論文, 58頁.
46) 池内宏, 前掲論文 14-4(1924), 557頁.
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2. 大屋徳城の見解
1) 大屋徳城の論文の概要
大屋徳城は、韓半島や中国の史跡および佛教典籍を調査·硏究した佛
教史学者であった。彼は、1925年に八萬大藏經の硏究と関連して｢朝鮮
海印寺板考｣を発表している47)。この論文は、宗鏡錄をはじめとする
補遺板と寺刊板などの經板が造成された時期、造成場所などを総合的
に整理したものである。この中でも金剛三昧經論にはそこに刻まれ
ている識語から、高宗31年に鄭晏によって開板されたものであると指
摘した。そして、高麗史巻100の｢鄭晏傳｣を根拠とする鄭晏の例を挙
げ、分司大藏都監が南海にあったという見解を示した。ただ、大屋
は、鄭晏が崔怡を好意的に見ていなかったという見解を示し、さら
に、鄭晏が佛教への信仰心から大蔵經板の造成事業に参與したのでは
なく、崔怡の外孫を養子として迎えるために意圖的に好感を得ようと
して、大蔵經板の造成事業を助けたという見解を示した。
また、大屋は、金剛三昧經論などを含む15部の補遺板は大蔵經の
正藏とは関係がないものであるとも言及している48)。正蔵と補遺板を
分けて認識するという見解は、日本では一般的でる。この点について
は、1800年代以前に日本に傳來した印經本に補遺板と寺刊板が含まれ
ていないことからも容易に推測できる49)。

2) 大屋徳城の論文に対する評價
閔賢九(1978)は、補遺板が一定の計劃の下で刊行されたものではない

47) 大屋徳城, 前掲論文.
48) 大屋徳城, 前掲論文, 300-301頁.
49) 拙稿, 前掲論文, 121頁.

80 石堂論叢 70집

が、15部のうちで12部は大蔵經板と同時期に、主に分司大藏都監で造
成されたと主張している50)。こうした補遺板と寺刊板は、大藏都監と
分司大藏都監の所在や運営體系を明らかにする重要な手がかりとなる
資料であることを強調している。閔賢九のこのような主張は、その後
の韓国側の研究に大きな影響を及ぼしていることはこれらの成果を見
れば明らかである。
ただ、大蔵經が佛教經典の叢書という側面から見ると、各經典は厳
格な審査を經て、そこに入藏されたものである。そうした背景を勘案
すると、すべての經典が単純に大蔵經に含まれるわけではない。恐ら
く大屋は、このような立場で大蔵經板と補遺板を分類したのではない
かと考えられる。しかし、そうした固定観念が以降の日本における大
藏經板造成への関心が縮小される一因になったのではないか51)。

3. 藤田亮策の見解
1) 藤田亮策の論文の概要
藤田亮策は考古学を専攻する硏究者で、1932年から1945年まで京城
帝國大學校に教授として在職していた人物である。1991年に発表され
た｢海印寺雑板攷｣52)は、1944年にはすでに完成していたが、諸事情に
よって遅れたものである。
藤田の論文は、海印寺に所蔵されている補遺板と寺刊板を分類し、
これらについて言及したものである。補遺板と寺刊板については、大
50) 閔賢九, ｢高麗의 對蒙抗爭과 大藏經｣, 韓國學論叢1, 1978, 317頁(高麗大
藏經資料集1を参照).
51) 日本での1950年以降の研究の中で、藤田亮策以外に補遺板や寺刊板に言及
しているものはない.(拙著, 前掲書, 15-42頁参照)
52) 藤田亮策, ｢海印寺雑板攷｣,朝鮮學報138-140, 1991.
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屋もその一部について先に言及していたが53)、藤田はより詳細な内容
で示した。
藤田は、現在海印寺の蔵經板殿に保管されている大蔵經板と補遺
板、そして寺刊板のうち、妙法蓮華經をはじめとする四種類は、鄭
晏自身が私的に造成したものであると見做している。ただ、金剛三昧
經論のような補遺板が造成されたという点から、鄭晏の私費だけでは
果たして分司大藏都監が運営できたのか、疑問を呈している。

2) 藤田亮策の論文に対する評價
崔永好(2009)は藤田の論文に対して、補遺板や寺刊板の中で高麗時代
に造成された個別經板を時期別、造成した主體別に整理した点、補遺
板と寺刊板を比較検討して大蔵經板が造成された場所が、慶州･伽倻山
にも存在していたという点については評價している54)。しかし、寺刊
板の一部が漏ている点、資料の説明に誤りがある点、經板の文化的･歴
史的価値を過小評價している点などを指摘している55)。
また、金相永(1994)も、當時南海の分司都監で大蔵經板を造成する
時、定林社の住持であった一然も大蔵經板の造成事業に參與していた
という藤田の見解を評價している56)。
以上、鄭晏が主導した大蔵經板造成事業とその場所としての分司大
藏都監に限り、日本の硏究者の見解とそれに対する韓国の硏究者の評
價について検討した。鄭晏の事業への參與や、分司大藏都監の所在な

53) 大屋徳城, 前掲論文.
54) 崔永好, 前掲書, 44頁.
55) 崔永好, 江華京板 高麗大藏經의 조성기구와 판각공간, 世宗出版社,
2009, 152頁.
56) 金相永 外, 前掲論文, 27頁.
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どは、日本の硏究者が示した論文が発端となり、韓国の硏究者による
評價と批判から、大蔵經板に関する新たな見解が示されるようになっ
た。特に、この分野の硏究の先駆と言える池内の論文に対して、韓国
では彼の見解を評價する一方、前述の否定的な見解を通して新たな意
見を提示している。また、池内が提示した内容を韓国の研究者が一部
誤って理解したことから生じた誤謬も指摘できた。
大屋の論文は、大蔵經板と補遺板(寺刊板も含む)を分けて認識したこ
とで、それらに盛り込まれている重要な資料が無視されているという
点で、韓国の研究者が否定的な見解を示した。藤田の論文について
は、寺刊板を全部紹介できていない点と資料の解釈に誤りがある点な
どを指摘している一方で、大藏經板の造成場所は南海以外にも存在し
ていたこと、一然が大蔵經板の造成事業に関與したことなど新たな見
解を示した点について評價されている。

Ⅳ. 分司大藏都監に対する新たな認識
鄭晏の大蔵經板造成とそれによる分司大藏都監に関する考察は、ま
ず日本で先行的に行われたため、その研究成果についての詳細を概観
した。しかし、韓国ではこれらを踏まえて經板に刻まれている刻工者
を活用することで、分司大藏都監の所在に対して新たな見解が提示さ
れている。そこで、分司大藏都監に関する新たな認識について見るこ
ととする。
金甲周(1990)は、大藏都監が江華島の禅源寺に、分司大藏都監が晉州
牧管内の南海にあったと述べている。その理由として、前者は高麗史
を、後者は東國李相國集巻41の末尾にある跋文をそれぞれ根拠とし
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て、大蔵經板の造成に必要な用材を調達しやすく、またモンゴル軍の
支配が及ばなかったという地理的条件を挙げた57)。
朴相國(1992)は、大藏都監と分司大藏都監で造成事業に參與した刻工
者に注目し、同年に両都監で造成事業に携わっていた人物がいること
を根拠として、大藏都監は江華島に、分司大藏都監は南海にあったと
する従来の説を否定し、両都監が共に南海にあったという見解を示し
ている58)。
金潤坤(1990)も、大蔵經板と補遺板に刻まれている刻工者を分析して
検討したが、分司大藏都監が南海にあったとされる説を否定し、各所
あるいは經板の造成に適したところに複数あり、各道の按察使が主體
となって造成事業を行ったと主張している59)。
崔永好(2012)は、大藏都監と分司大藏都監の設置時期や運営形態、組
織體系、都監の所在地と存続期間、その役割と機能を総合的に検討
し、個別単位で工房が存在したと主張している。都監は行政と実務を
総括する地位に立ち各所に編成され、独自的に専門の人員を確保する
ことも担っていたと主張している60)。そして、大藏經板の造成事業
が、大藏都監を主として、各地に分司大藏都監が設置され、さらにそ
の周邊寺刹と連携して行われたという点から、當時海印寺が中心的な
役割をしていたと見ている61)。また、高宗33年(1246)に造成された海印
57) 金甲周, ｢高麗大蔵都監 硏究｣, 不聞聞創刊號, 霊鷲佛敎文化院, 1990.
58) 江華島の禅源寺は, 當時の執権者であった崔怡が1245年に創建した寺刹で
あり, それ以前にすでに大藏都監が設置されていた. 従って, 禅源寺と大藏
都監の関係は否定されている.(朴相国, 前掲論文)
59) 金潤坤, ｢高麗大藏經의 彫成機構와 刻手의 性分｣, 民族의 展開와 그 文化
上, 碧史李祐成教授停年退職紀念論叢, 1990 ; ｢고려대장경의 각판과 국
사감시 출신｣, 國史館論叢46, 國史編纂委員會, 1993 ; ｢高麗国 分司大蔵
都監과 布施階層｣, 民族文化論叢16, 1996.
60) 崔永好, ｢江華京板 高麗大藏經의 판각공간과 海印寺의 역할｣, 文物硏究
21, 2012.
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寺所蔵の東賢詩範の經板に、‘丙午歳開寧分司大蔵/都監開板’という刊
記が刻まれており、この經板を造成した甘大․光呂․正蔵․天立․元
幹․孫綽․允寶․恵堅などの刻工者は、大蔵經板の造成にも參與して
いた人物であることから、當時、開寧でも大蔵經板の造成事業を担っ
ていたという新たな見解を示している62)。
このように、韓国の硏究者は、大蔵經板以外にも海印寺所蔵の補遺
板․寺刊板に刻まれている刻工者を徹底的に分析することで、大藏都
監と分司大藏都監の所在地、造成事業を主導した階層および都監が担
當した運営形態と役割などを検討して、新たな見解を導き出した。

Ⅴ. おわりに
以上、鄭晏が発願して造成した經板と大藏經板の造成場所としての
分司大藏都監に関する日本側の硏究を概観し、それに対する韓国側の
認識と新たな見解について検討した。
一般的に大蔵經板の造成について語る際、江華島に大藏都監が設置
され、南海に分司大藏都監が設置されたと言われている。特に、日韓
両国の硏究者の間には、大蔵經板を造成した場所において見解の相違
があり、新たに検討された資料をもとに諸意見を整理する必要があっ
たようである。
造成場所に関する両国の硏究を具體的に反駁したり證明するには、
61) 金潤坤編, 高麗大藏經 彫成名録集, 嶺南大学校出版部, 2001 ; 崔永好, 前
掲書(2008) ; 前掲書(2009) ; 崔然柱, 高麗大藏經 硏究, 景仁文化社, 2006.
62) 崔永好, ｢해인사에 소장된 唐賢詩範의 역사․문화적 성격｣, 石堂論叢
60, 2014 ; ｢13세기 중엽 개령분사대장도감의 활동인력과 조성경판｣, 국
학연구30, 2016.
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現存する八萬大藏經や經板を再検討する必要がある。大蔵經板をはじ
めとして、高麗時代に造成された補遺板および寺刊板などに刻まれた
刊記や刻工者には、高麗時代の政治と社会性を把握できるメッセージ
が盛り込まれている。特に、これらを通して造成場所と刻工者が活動
した領域を追跡することで、大藏都監が南海にあったという見解、分
司大藏都監は晋州·南海に限定されていた一般的な説から抜け出し、開
寧などその他地域にも設置されていた可能性を模索する見解も見え
る。
このような造成場所に関する新たな認識は、藤田の論文以前には見
られなかった。さらに、これまで大藏都監と分司大藏都監については
見向きもされてこなかったが、刻工者の把握と分析という画期的な試
みによって注目を浴び新たな見解が導き出された。
鄭晏が造成した經板で印刷された經典は日本に傳來しているが、こ
れらが日本佛教と直接かつ間接的にどのような関係があったのかを具
體的に明示するのは難しい。ただ、佛說豫修十王生七經は、鄭晏発
願の經板とは異なるもの(松広寺開板本)が建仁寺に所蔵されている。江
戸時代に刊行された宗存版大蔵經や明治時代に刊行された大日本続
蔵經にそれぞれ所収されている佛說豫修十王生七經は、松広寺開板
本が底本となっている。このように、日本では主に韓半島から傳來し
た二種類の佛說豫修十王生七經が流布していたようである。佛說豫
修十王生七經と日本佛教との関係については、今後の検討課題とす
る。
すでに言及したように、日本での大藏都監と分司大藏都監に関する
硏究は、藤田を除いて1950年以降は確認できない。日本の場合、高麗
時代や朝鮮時代に印刷された印經本が多く残っており、これに関する
硏究が先行している。また、日本に傳來した大藏經の範疇が厳格に決
められていたことや、補遺板や寺刊板で印刷された經典が前近代の日
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本には見られないことから、これらに関心が示されなかったと考えら
れる。そのため、鄭晏に関する硏究が極めて少ないと推測できる。
日韓両国での八萬大藏經の硏究において、韓国側はその造成背景を
考慮していなかった日本側の研究姿勢を否定的な立場で捉えている。
一方で、初期の日本研究者による見解はその文體表現がかなり古く、
韓国研究者の間で誤解が生じてしまった面もある。しかしながら、こ
のように他者の見解を見極め、評價あるいは否定することで新たな意
見が提示され、八萬大藏經の硏究が促進されたことも事実である。世
界的文化遺産である八萬大藏經の研究をさらに発展させるうえで、日
韓をはじめとする各国の硏究者による持続的な相互協力が重要であろ
う。

이 논문은 2018년 1월 30일에 투고 되어,

2018년 2월 22일부터 3월 15일까지 심사위원의 심사를 거쳐,
2018년 3월 16일 편집위원회에서 게재 결정된 논문임.
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Abstract

A Study of The Eighty-Thousand
Tripitaka in Japan and Korea and
their Results
Baba Hisayuki
A lot of research results have been obtained in Japan and Korea
on The eighty-Thousand Tripitaka. However, places that were built,
such as its construction site, has not been revealed yet. By the way,
the creation of the Tripitaka woodblocks was done in a national
dimension, but Jeong An(鄭晏) who was a bureaucrat of the Goryeo
period issued personal property and made a part of the Tripitaka
woodblocks at Bunsadaejangdogam(分司大藏都監). Jeong An is from
Hadong(河東). He had a relative relationship with Mr. Choi who
was the authority of the Goryeo period. Hadong is close to Jinju(晋
州) controlled by Mr. Choi(崔氏), Namhae(南海) where there was a
Bunsadaejangdogam. He has something to do with the work of
making woodblocks. Therefore, First, I outlined the woodblocks of
the scripture that Jeon An created personally. Next, among
numerous research results on Thr eighty-Thousand Tripitaka in
Japan and Korea, I reviewed the Japanese research results on Jeon
An and Bunsadaejangdogam. And I examined how the results were
evaluated in Korea and what kind of research was reflected in the
research.
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Among the woodblocks of the scripture that Jeon An made, “Yu
-xie-shi-wang-Sheng-qi-Jing(佛說豫修十王生七經)” proved to be
related to Japanese Buddhism. By the way, it is generally said that
Daejangdogam(大藏都監) was installed in Ganghwa Island(江華島)
and Bunsadaejangdogam was set up in Jinju and Namhae. However,
by analyzing the publishing records and sculptures(刻工者) on
POYU Woodblock(補遺板) and SAGAN Woodblock(寺刊板) which
were built in the Goryeo period, a new opinions that Daejangdogam
was in Namhae, and that Bunsadaejangdogam was also installed in
areas other than Jinju and Namhae appeared. Fujita Ryosaku(藤田亮
策) has suggested only places where the Tripitaka woodblocks were
made. Later, in Korea, a new view came out by analysis of
sculptures.
Looking back on the research on The eighty-Thousand Tripitaka
in Japan and Korea, Korean researchers are criticizing the fact that
Japanese researchers did not consider the background on which The
eighty-Thousand Tripitaka was made. Also, in Korea, some of the
views

of

Japanese

researchers

in

the

early

1900s

were

misinterpreted. However, criticizing or evaluating others' views,
new perspectives are presented. This will promote research. This
causes the research to be promoted. In order to develop the research
of the eighty-Thousand Tripitaka, which is a world cultural
heritage, it is important for researchers from Japan and Korea to
cooperate sustainably.
Key Words : Jeong An(鄭晏), Bunsadaejangdogam(分司大藏都監),
Fujita Ryosaku(藤田亮策), the publishing
records(刊記), sculptures(刻手)

