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研究成果の概要（和文）： 禅林における幼童・少年僧をめぐる文筆活動について、現存する作品集を対象として、そ
の存在意義を具体的に究明することに努めた。艶詞文芸と詩（偈頌）の総集の二分野について、特質の解明と隆盛の様
相の観点から、実態を探求した。
現存する作品集の現状を把握し、成立時における存在意義を確認した上で、研究の現状（今日的評価）と比較した。
艶詞文芸の作品集については適宜選択し、完本を作成して読解を進め、具有する特徴を明らめた。詩（偈頌）の総集に
ついても、編纂過程や収集源の解明、作品読解を通じ、存在意義について考察した。

研究成果の概要（英文）：This is a careful and considered investigation of the significance of existing
literary work of young and adolescent monks in Zen temples.The two areas from romantic literary works and
the general collection of poems or 'geju'(eulogies in praise of Buddha) were considered from the
viewpoints of explaining their true nature and characteristics as well as aspects of understanding their
prosperity.
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１．研究開始当初の背景

義について考察する。

（１）組織に課せられた重要事の一つは、次

①五山版の新撰貞和集・重刊貞和集に収載

代を担う人材を育成することにある。禅林に

される作品の検討を通じ、特徴と問題点を

おいても、喝食や少年僧に対して、特別に処

見出す。

遇し、英才教育を施し、将来の大成を期した

②新選集・新編集・錦繍段（抄）・続錦繍

模様である。

段（抄）が、初学（幼学）書として急速に

（２）当該活動を二分し、第Ⅰは、禅林にお

受容されるにいたる過程を解明し、その要

いて喝食や少年僧を対象に、半ば慣例行事化

因に迫る。

した文芸として成立した艶詞文芸の分野、第

③中華若木詩抄を、基礎的な研究を踏まえ

Ⅱは、喝食や少年僧の教育・文筆修行の教材

た上で、初学（幼学）書としての存在意義

として用いられたと推される詩（偈頌）の総

を明らかにする。

集の分野として、調査・検討することを進め
つつあった。
（３）艶詞文芸については、辻善之助『日本

３．研究の方法
（１）資料収集
本研究の遂行に当たり、未収集の作品集が

仏教史（中世篇之三）』（岩波書店、昭 24）
以来、否定的な評価が主流であったが、再評
価の論調も生まれつつあった。筆者は後者の
立場に立つ。
（４）詩（偈頌）の総集については、禅林で
流布した初学（幼学）書の中で、特に本朝禅
僧が編纂した作品集を取り上げた。基礎的作
業を踏まえた上で、紹介、解説し、若干の論
述を進めた。

多く含まれる分野としては、一つは艶詞文芸
の分野における艶詩（狭義）と啓箚からなる
作品集であり、一つは詩の総集である錦繍段
（抄）と続錦繍段（抄）である。これらを中
心に関連作品集・資料を所蔵する諸機関に出
向き、再確認、調査、収集した。
（２）作品集（諸本）の特徴整理と作品の読
解
作品集が具有する特徴は、その集が成立し

２．研究の目的
（１）現存する作品集の状況を把握し、未収
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る。前者については錦繍段（抄）と続錦繍段
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に移した。

することによって再評価する。
（４）詩（偈頌）の総集については、編纂過
程や収集源の解明、作品読解を通じ、存在意
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て検討し、雑誌論文「演出された文芸『艶

集の作品集について、所蔵機関に出向いた上
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集聯句」（内題）を翻字した。当該本の特徴

最初の本格的な作品集と見なされている総
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際には、作者名表記を一つの指標とした。
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