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国宝「礼記子本疏義」由来と研究史
高木

理久夫（資料管理課）

〇はじめに
早稲田大学図書館には、国宝 2 点、重要文化財 5 点が収
蔵されている（註 1）。
本稿は、その国宝の一つである、「礼記喪服小記子本疏義
第五十九 一巻」（簡称「礼記子本疏義」）について、収蔵ま
での経緯とその後の状況について、残された資料や記事を
もとにまとめたものである。
この書写資料は、当初から「宝物」として極めて大切に

扱われ、閲覧利用が限られてきたため、現在においても、
解明されていない問題が多々ある。その書名についてさえ、
そもそも「子本」とはどのような意味なのか、説が定まっ
ていない。
今後、「礼記子本疏義」について、さらなる論考と、より
科学的な調査がおこなわれるにあたり、本稿が基礎資料の
一つとなれば幸いである。

写真右
「礼記子本疏義」外観
写真中央 巻頭
写真左
巻尾「内家私印」の印。光明皇后（701-760。聖武天皇の皇后）の蔵書印とされる。この印により、当資料が国宝と
される決め手となった。

1. 由来記
明治 23 年（1890）
4月2日

東京小石川区（現文京区）関口芭蕉庵に住んで

いた田中光顕（たなかみつあき 1843-1939。当時宮内大臣）

疏義」の寄贈をうける（註 4）。市島春城（1860-1944。当時、
早稲田大学図書館長）は、田中が、その所有する「礼記子
本疏義」について複製品を作製したことを知り、

のもとに、島田蕃根（しまだばんこん 1827-1907。仏教学者）

「その複製が是非見たい、欲しくってたまらない」（註 5）

が「礼記喪服小記子本疏義第五十九 一巻」（以下「礼記子

という気持ちをもだし難くなり、面識がまったくない田中

本疏義」と略す）を携えて訪う。田中は喜びのあまり、大

宅まで、図書館の小使いさんに寄贈依頼の手紙を持たせた。

金をもって購入する（註 2）。

小使いさんは、「コピーではなく、一巻の原本」を田中の書

4月4日

島田は田中宛ての書簡において、2 日の突然

状とともに持ち帰ってきた。

の訪問の非礼を詫びるとともに、翌 3 日、中国公使館官員

「驚喜という言葉はあるにしても、誇張でなくこれを用い

8 人が購入のため書店を訪れたにもかかわらず、すでに他

る場合は極めて稀なものであるが、私はこの時ばかりは真

所へ売却したと聞かされ激怒し、店主（斎藤兼蔵。1850-

に驚喜したのである。」（註 6）

1907。東京上野池之端にあった書店、琳琅閣の初代主人）に

と、市島は文字どおり、狂喜乱舞する。

迷惑をかけてしまった、それ故、値引きには応じられない

早稲田大学から田中が住む芭蕉庵まで歩いて十分ほどの

と記す（註 3）。

距離である。田中が書状をしたためている間を含め、おそ

明治 37 年（1904）

らくわずか一時間足らずで早稲田大学図書館の歴史上、最

12 月

島田翰（しまだかん 1879-1915。漢学、書誌学者）

著『古文旧書考』が、明治 37 年 12 月から翌年にかけて、
東京の民友社から刊行される。同書巻第一「旧鈔本考」に
「礼記子本疏義巻第五十九 残巻子本」として「礼記子本疏義」

大の出来事を体験した、市島の喜び、驚きは如何ばかりで
あっただろう。
なお、田中光顕が作製した複製本一帖も、当館に収蔵さ
れている（請求記号ロ 12-3383。特別資料室所蔵）。折り本

に関する考察および原文の翻刻が記載される。

の装丁で、
「礼記子本疏義」の写真 46 枚が貼られている。（写

明治 38 年（1905）

真 1 参照）。昭和 26 年（1951）9 月に購入された記録が、特

10 月 14 日

早稲田大学図書館が田中光顕より「礼記子本

別資料室に置かれている閲覧用検索カードに記されている。
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昭和 27 年（1952）
10 月 「礼記子本疏義」が、戦後改めて国宝に指定される。
11 月 22 日付「国宝指定書」（書第 127 号）が文化財保護
委員会から発行される。記事内容は下記のとおりである。
禮記子本疏義巻第五十九
縦九寸四分
紙 本墨書

一巻

全長二十一尺二寸
巻子本

巻首欠

紙數十六枚

尾題「喪服小記子本疏義

第五十九」
巻尾に「内家私印」の朱印がある（註 10）
平成 17 年（2005）
12 月

早稲田大学図書館ホームページにおいて「古典籍

総合データベース」の公開が始まる。『礼記子本疏義』の画

写真 1

像データがアップされる（註 11）。

明治 42 年（1909）

7 月 30 日 羅振玉（1866-1940。当時、北京の京師大学堂
農科監督として訪日中）が、河井仙郎（1871-1945。篆刻家） 【註】
（註 1）下記のとおりである。

から「礼記子本疏義」の複製本を贈られる。
8月5日

羅振玉は早稲田大学を訪れ、図書館で「礼記子

・「玉篇」巻第九

本疏義」を閲覧する（註 7）。
大阪博文堂の申し込みによる、「礼記子本疏義」と

「玉篇」の複製が出来上がり、諸方へ送付した（註 8）
。この
複製品は現在、図書館には残されていない。
12 月

残巻

唐鈔本

・「礼記子本疏義」第五十九巻

大正 5 年（1916）
11 月

国宝 2 点

羅振玉から「六朝写本礼記子本疏義」が図書館に

寄贈される。（2 冊。請求記号ロ 12-2419、2420。特別資料
室所蔵）これは、7 年前に河井から贈られた田中光顕の複製
本を影印し、跋文を付して石印本を作製、「六朝写本礼記子
本疏義」と題して自家出版したものである（写真 2 参照）。

喪服小記第十五

唐鈔本

重要文化財 5 点
・「東大寺薬師院文書」 15 通
・「尾張国郡司百姓等解文」
・「尊勝寺領近江国香庄文書」31 通
・「祟光上皇宸筆願文」
・「大槻玄沢関係資料」
（註 2）高知県佐川町立青山文庫藏『日本国見在書目録』に田中自身
が記した題識より。孫猛著『日本国見在書目録詳考』（上海

上海

古籍出版社 2015）下巻資料篇 2335 頁。
（註 3）『礼記喪服小記子本疏義』の添付資料より。陳捷著『明治前
期日中学術交流の研究―清国駐日公使館の文化活動―』（東京 汲古
書院 2003）332-333 頁。なお、反町茂雄編『紙魚の昔がたり 明治
大正篇』（東京 八木書店 平成 2 年）によれば、購入価格は百円だっ
たという（127 頁）。当時、店主が奈良の商人から購入した、経櫃一
箱の古写経の中から、店を訪れた島田が見い出し、田中に購入させ
たという次第である（126 頁）。
（註 4）翻刻『春城日誌』
（五）216 頁上段。「早稲田大学図書館紀要」
第 31 号（1989 年 12 月）収載。
（註 5）反町茂雄著『一古書肆の思い出 2

賈（かいひと）を待つ者』

（東京 平凡社 1986）209 頁。
（註 6）市島春城（謙吉）著『春城筆語』（東京 早稲田大学出版部

写真 2

この羅振玉の複製本（正確には複複製本）が一般に流布し、

昭和 3 年）2 頁。

『羅雪堂先生全集 七編（三）』
（台北 台湾大通書局 民国 65 年） （註 7）明治 42 年の条は、呂順長「清末における羅振玉の日本視察
と訪書活動」
（岡山大学大学院社会文化科学研究科『文化共生学研究』
等、全集にも収録され、広く知られることになる。
第 17 号 2018）27-28 頁。

昭和 6 年（1931）
10 月

文部省国宝保存会・国宝監査会委員各 1 名が 2 日

間にわたり来館。「礼記子本疏義」、「玉篇」、「東大寺文書」
10 月 30 日 「礼記子本疏義」が「玉篇」とともに国宝に
指定された。
12 月 14 日付『官報』
（第 1488 号）に、
「礼記子本疏義」と「玉
篇」の国宝指定記事が掲載された。記事内容は下記のとお
りである。

学図書館 平成 2 年 [1990]9 月）29 頁の記載による。
（註 9）昭和 6 年の条は、早稲田大学図書館編『早稲田大学図書館史』
（東
京 早稲田大学図書館 平成 2 年 [1990]9 月）48 頁記事および掲載写
真による。
（註 10）早稲田大学図書館編『早稲田大学図書館史』（東京 早稲田
大学図書館 平成 2 年 [1990]9 月）73 頁記事および掲載写真による。

紙本墨書禮記子本疏義

巻第五十九

巻尾ニ「内家私印」ノ印アリ（註 9）
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scs_017_019_032.pdf 閲覧 2019 年 4 月 15 日。
（註 8）早稲田大学図書館編『早稲田大学図書館史』（東京 早稲田大

について調査を行った。

典籍

http://ousar.lib.okayamau.ac.jp/files/public/5/55793/20180328141827817716/

一巻

（註 11）藤原秀之「図書館所蔵資料のデジタル化の現状と課題」。早
稲田大学図書館報「ふみくら」第 76 号（2008 年 5 月）収載。

5. 山本 巌「礼記子本疏義考」宇都宮大学教育学部紀要 第

2. 研究史
19 世紀末、忽然と東京に出現して以来、
『礼記子本疏義』は、
「最古の書物」として人口に膾炙され、その記述内容は日本、

37 号第一部 宇都宮大学教育学部 昭和 62 年（1987）2 月
論文は、次の四章からなる。

中国の研究者たちから考証が行われ、その学術価値は高く

一 羅振玉説の再検討

評価されてきた。

二 疏義の撰者

しかしながら、①筆写年代、②作者、③書名（「子本」、
「疏義」
の意味）については、未だに説が定まっていない。ここで

三 皇疏と孔疏
四 疏義の資料的価値

は『礼記子本疏義』に論究している主な研究、翻刻、報告

①筆写年代

等を年代順に挙げ、その概略と①～③に関する論及があれ

②作者について

ば記しておく。

③書名について 「疏義は義疏の誤写ではあるまいか」と記

1. 島田翰著『古文旧書考』東京 民友社 明治 38 年（1905）3 月

している。

「巻第一 旧鈔本考 礼記子本疏義巻第五十九残巻子本」に
おいて、『礼記子本疏義』に関する解説と考証、原文の翻刻

中国六朝時代陳以降
梁の皇侃（おうがん 488-545）

6. 喬秀岩著『義疏学衰亡史論』東京 白峰社 2001 年 2 月
「第四章 佚書による験證一、《礼記子本疏義》」（179 ～

が収載されている。

195 頁）において、皇侃の『礼記』疏文の特徴を論じている。

①筆写年代

①筆写年代

中国唐代

②作者について

中国六朝時代陳以降、唐初鈔本

②作者について

陳の鄭灼（ていしゃく 514-581）

梁・皇侃

③書名について 「子本」は経注のことである（而其題曰子

③書名について「名づけて《子本疏義》と謂うが、それは経

本、

曰經注也）。「子本」という題名はふつうとは異なる

注を合抄することから付けられた名称」
（186 頁）としている。

ので、「義疏」ではなく「疏義」とした（然是作子本、已與

7. 大坊眞伸「『礼記子本疏義』と『礼記正義』との比較研究」

常名異、恐以疏義爲正）。

大東文化大学漢学会誌 第 43 号 2004 年 3 月

2. 羅雪堂跋文『六朝写本礼記子本疏義』上虞羅氏 民国 5 年（1916）
前述のとおり、この複製は、田中光顕が作製した複製本

先行する論究（前掲 4、5、6）をふまえ、『礼記子本疏義』
と『礼記正義』の疏文の比較考証を試みている。筆写年代、

をコピーした石印本である。唐代や六朝時代の書巻を観て

作者、書名等についての言及は特にない。

きた自身の経験により、使われている用紙や書体から、『礼

8. 華喆「《礼記子本疏義》校録」中国典籍與文化論叢 第 14

記子本疏義』が六朝時代の人の手によるものであると、跋

輯 南京 鳳凰出版社 2012

文において断じている。
①筆写年代

『礼記子本疏義』について『礼記正義』との比較考証をおこ

中国六朝時代

②作者について

ない、字形を正し、文字の補訂及び注を加え、テキストとして

陳・鄭灼。筆写も鄭灼によるものか。

使用し易くした。原文を「経」、「疏義」、「注」という名称で分

③書名について 「疏義」は「義疏」と同じ意味である（「惟

けている。

疏義目作義疏耳」）。

9. 孫猛著『日本国見在書目録詳考』上海 上海古籍出版社 2015

3. 服部宇之吉編纂『佚存書目』東京 服部氏 昭和 8 年（1933）4 月
服部はこの書目の中で、「礼記子本疏義零本一巻

不著撰

「礼記子本義疏百巻

梁国子助教皇侃撰」（上巻 132 ～ 134

頁）の条。『日本国見在書目録』は、藤原佐世（ふじわらの

人名氏 奈良朝鈔本」と記している。

すけよ。847-898）が編纂した日本現存最古の漢籍目録であ

①筆写年代

る。島田翰による考証以降、『礼記子本疏義残巻』は佐世の

奈良朝鈔本

②作者について

不明としている。

目録に記載されている『礼記子本義疏百巻』に比定されて

③書名について

書目という性格上、特に言及はない。

きた。孫氏は島田、羅振玉等、日本、中国の学者による論

4. 鈴木由次郎「礼記子本疏義残巻考文」
「紀要」第 56 号（哲

究を整理し、現在までの研究文献をまとめて記載している。

学科第 16 号）中央大学文学部 1969.3

①筆写年代

「礼記子本疏義残巻考文」（孔穎達『礼記正義』と『礼記
子本疏義』の文章を、経、疏義、正義、鄭注ごとに対校し、
『礼記正義』が『礼記子本疏義』の文章を襲用している箇所
の文字を朱色で示している。表紙、序を含め全 166 頁）と、
「礼記子本疏義残巻の解説」
（全 17 頁）からなる論文である。
解説は次の三章からなる。

唐鈔本、奈良時代前期に日本に伝えられた。

②作者について

梁・皇侃

③書名について 【考証】の項において「疏義」、「子本」に
関する日本、中国の学者の論を挙げて整理している。
10. 島田翰著、杜澤遜・王暁娟点校『古文旧書考』上海 上
海古籍出版社 2017
「巻第一 旧鈔本考 礼記子本疏義巻第五十九残巻子本」に

一

礼記子本疏義の母胎たる六朝の義疏学

おける翻刻部分については、早稲田大学図書館古典籍デー

二

礼記子本疏義残巻の考証

タベースにアップされた「礼記子本疏義」の画像データに

三

礼記正義と礼記子本疏義との異同

より、島田の誤読や見落としを補訂している。

①筆写年代

中国六朝時代

②作者について

陳・鄭灼

以上、羅雪堂が作製したコピー本をもとに、最古の『礼記』
テキストとして研究が行われ、高い資料価値が論及されてきて

③書名について「「礼記子本疏義」という書名は礼記の経文

いるにもかかわらず、国宝に指定されたことにより、文物とし

と鄭注との疏釈という意味ではなかろうか。そして本子と

ての保存、保護が優先されたため、原本自体に関する詳しい学

せずして子本と倒言したからこそ又義疏という通例に従わ

術調査は進んでいない。今後本格的な学術調査が行われ、筆写

ずして疏義と倒言したのではあるまいか」と記している。

年代等について説が定まっていくことを望む次第である。
（2021 年 8 月 20 日記）
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