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でも，特に重要なものの一つが，僧侶の守るべき戒律や組織運営の規則を記した 60 巻の四分律で
ある． 
現在，正倉院の聖語蔵には三種類の四分律が収められている．天平十二(740)年御願経四分律 31

巻・唐経四分律 16 巻・神護景雲二(768)年御願経四分律１巻である．この内，天平十二年御願経四
分律は，光明皇后が父母の冥福を祈り書写させた一切経(天平十二年五月一日の願文から「五月一日
経」の名で知られている)に含まれるものである．しかし，本文や巻数には誤記等が多く，朱書・白
書による訂正跡が散見される．一方，唐風の楷書体で書かれた唐経四分律は，訂正がほとんどなく，

正しい本文をもつものである．正倉院文書に見られる四分律の補訂再編に関する研究によって，こ

の唐経四分律は，鑑真によってもたらされた四分律そのものである可能性の高いことが指摘されて

いる（杉本，2007）． 
但し，鑑真将来四分律そのものではなく，これを後世になって書写したものである可能性もある．

故に，この正倉院聖語蔵唐経四分律の書写年代を知りたいわけだが，破壊分析である 14C年代測定
を直接行うことはできない．そこで，本研究ではある古写経切に着目した．この古写経切は，正倉

院聖語蔵唐経四分律 16 巻と同一のシリーズであった別の巻の断片(こうした断片をツレという)で
ある可能性が高い． 
そこで，本研究では，この古写経切の書誌学的考察に加え，顕微鏡観察を行うことで，正倉院聖

語蔵唐経四分律のツレであることを示し，その上で，この古写経切について 14C 年代測定を行い，
その書写年代を明らかにすることを目的とした． 
 
２．書誌学的考察 
本研究の分析対象とした古写経切「四分律巻第二十七断簡」(以下，対象切)は，著者の一人であ

る安が所蔵するものであり，「五月一日経」という極札(鑑定書)をともなっている．しかしながら，
書跡史学的にも，また 14C年代測定の結果からも，極札の記述が不正確なことは知られている（Oda 
et al., 2007）．そこで，まずは対象切と，五月一日経(四分律巻十七)・正倉院聖語蔵唐経四分律の法
量・界高等を比較した(表１)．三者とも，法量・界幅に有意な差異は認められないが，五月一日経
の界高は他に比べてやや短く，また，字の大きさ・字間は対象切と正倉院聖語蔵唐経四分律とでほ

ぼ一致し，五月一日経とでは異なっている．対称切と正倉院聖語蔵唐経四分律の字は，五月一日経

に比べて小ぶりでまとまっている印象を受ける． 
 

表１．対象切と五月一日経・正倉院聖語蔵唐経四分律の書誌学的計測値の比較 
  

対象切 
五月一日経

巻十七 
正倉院聖語蔵唐経四分律 

  標準規格 1) 巻十七 3) 巻十八 4) 
法量(縦) [cm]  26.1 26.2 26.4 26.5 26.3 
界高[cm]  20.1 19.5 20.2 20.2  
界幅[cm]   1.8    1.8  1.8  1.8  
一字の大きさ  :縦[mm]    8.29 9.29     8.20  

 :横[mm] 10.46   11.75    10.69  
字間(縦)[mm]     3.52    2.15     3.67  

 
	 以上の書誌学的考察から，対称切は五月一日経のツレではなく，正倉院聖語蔵唐経四分律のツレ

であると考えられる． 
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Abstract 

   Radiocarbon dating is too destructive an analysis to apply to national treasures or important cultural 
properties. The technique, however, may be applied less destructive by indirect means. Some valuable ancient 
manuscripts and sutras have been transmitted to posterity in small cut fragments called kohitsugire. Sixteen 
scrolls of Shibunritsu sutra are kept in Shosoin. A bibliographical study on the documents kept in Shosoin 
supports the theory that the 16 scrolls are Shibunritu sutras brought to Japan by Priest Ganjin in 753. It may 
also be, however, that these scrolls left to posterity are copies. Radiocarbon dating, again, is too destructive to 
apply to artifacts such as the Shibunritsu in Shosoin. We therefore focused on a kohitsugire of Shibunritu. By 
comparing the texture, size of the characters, and spaces between the lines and characters with those of 
Shibunritsu in Shosoin, we determined that the two sutras share the same format. Microscope observation of 
the kohitsugire and Shibunritsu in Shosoin determined that both sutras are made from fiber of kozo and surface 
treated by the same uchigami technique. An impurity known as cubic crystals (clear square crystal) was also 
detected in both sutras. The bibliographical parameters and microscope observation show that the kohitsugire 
is a fragment of same series of Shibunritsu in Shosoin. We therefore measured the radiocarbon age of the 
kohitsugire by AMS. The age determined, 1323±21 BP, corresponds to 656–694, 700–708, and 747–765 cal 
AD. This finding indicates that the kohitsugire was written before Ganjin visited Japan. It also tells us that the 
16 scrolls of Shibunritu in Shosoin were not copied in posterity and could have been brought to Japan by the 
Priest Ganjin in 753.  
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１．はじめに 
鑑真は，五度の渡航失敗と失明の上，753年に来日を果たした唐の高僧である．翌 754年に平城

京へ入京し，755 年に東大寺戒壇院を，759 年に唐招提寺を創建したことで広く知られている．し
かし，受戒と戒律の伝習に関して一任を受け，日本律宗の開祖となったことも，鑑真の大きな功績

として挙げられる．鑑真は来日に際し，多くの経典・仏像・仏具・香料・薬をもたらした．その中
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は鑑真の将来した四分律そのものであるとする杉本説を自然科学の面からも支持する結論を得た． 
14C 年代測定法は破壊分析であり，正倉院聖語院蔵唐経四分律等に直接適用することは困難であ

る．しかし，書誌学的情報・顕微鏡観察の結果から，そのツレと判断できる古筆切や古写経切があ

れば，その 14C年代測定から間接的に年代を得ることが可能となる．本研究は，この間接的な「非
破壊」14C年代測定法を示す初例としての意義も有するといってよいであろう． 
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日本語要旨 
	 四分律巻第二十七断簡についての書誌学的情報・顕微鏡観察から，この古写経切が，正倉院聖語

蔵唐経四分律のツレであることを明らかにした．その上で，この四分律巻第二十七断簡について 14C
年代測定を実施し，７世紀半ばから８世紀半ばという結果を得た．これは鑑真来日し，四分律 60巻
を日本にもたらした時期以前に相当する年代である．当時の日本には，60 巻完備した四分律がな
く，本文も誤字・錯簡などが多かったことから，この古写経切は唐で書写されたものであることに

なる．すなわち，本研究では，正倉院聖語院蔵唐経四分律 16 巻は鑑真の将来した四分律そのもの
であるとする杉本説を自然科学の面からも支持する結論を得た．14C年代測定法は破壊分析であり，
正倉院聖語院蔵唐経四分律等に直接適用することは困難である．しかし，書誌学的情報・顕微鏡観

察の結果から，そのツレと判断できる古筆切や古写経切があれば，その 14C年代測定から間接的に
年代を得ることが可能となる．本研究は，この間接的な「非破壊」14C 年代測定法を示す初例とし
ての意義も有するといってよいであろう． 
 
 

３．顕微鏡観察 
次に，対象切についてデジタル顕微鏡(KEYENCE社製，VHX-1000)による観察を行い，東京国立

博物館蔵の正倉院聖語蔵唐経四分律巻十八について得られている結果（正倉院紀要，2010）との比
較を行った(表２)．簀目・紙厚は両者で一致している．料紙の原料として楮の繊維が確認されてい
るが，不純物として，方形の透明な結晶(Cubic Crystal)の混入が両者で確認された．また，表面を平
滑にする打紙加工の跡がともに確認されている． 
 

表２．対象切と正倉院聖語蔵唐経四分律巻十八の顕微鏡観察結果の比較 
 対象切 正倉院聖語蔵唐経四分律巻十八 
糸目幅 [cm] － 2.5 
簀目 [本] 36～38 36～38 
紙厚 [mm] 0.08～0.09 0.08～0.09 
加工 打紙加工あり 打紙念入り 
繊維分析 
および 
調査所見 

均一な上質の紙に見える．薄膜のあ

る楮繊維を確認．ヤケの繊維は確認

できず．方形の透明な結晶，小さな粒

子の存在を確認．楮以外の繊維同定

には到らず．墨粒子が所々に見られ

るため，透き返しの紙である可能性

がある． 

均一な仕上がりの上質紙．麻紙とも楮

紙とも言い難い．非常に短いヤケの繊

維束(長さ 3–5mm)が入っている．方形
の透明な結晶ほか，小さな粒子が多く

含まれる．楮を主体として，染色され

た綿繊維等が混入する．透き返しの紙

と考えられる． 
 
顕微鏡観察の結果から，対象切は，極札にある五月一日経とするよりも，鑑真将来経とされる正

倉院聖語蔵唐経四分律のツレと判断できる．また，大規模な写経事業にともない大量の料紙が必要

となるため，古紙も材料とする透き返しの紙である可能性がある．但し，Cubic Crystalと小さな粒
子の存在が確認できることから，新しい楮繊維を主体とし，補助的に古紙を用い，同じ填料や染色

繊維を使用したものと考えられる． 
 
４．14C年代測定 
以上の書誌学的考察と顕微鏡観察の結果から，対称切は正倉院聖語蔵唐経四分律のツレであり，

料紙の年代は書写年代に近いものと考えられる．そこで，対象切について 14C 年代測定を行った．
対象切に裏打紙の無いことを確認した後，超音波洗浄，HCl・NaOH による処理，グラファイト合
成を行い，㈱パレオ・ラボ Compact AMSによって 14C年代を得た(表３)． 
 

表３．対象切(四分律巻第二十七断簡)の 14C年代測定 
14C年代 [BP] 較正年代 [cal AD] 

1323±21 (1s) 662(670)684 
±42 (2s) 656(670)694,700()708,747()765 

５．考察 
14C 年代測定の結果は，７世紀半ばから８世紀半ばという，鑑真来日時期以前に相当する年代で

あった．当時の日本には，60巻完備した四分律がなく，本文も誤字・錯簡などが多かったことから，
対象切は唐で書写されたものであることになる．また，書誌学的情報・顕微鏡観察から，対象切の

ツレと判断できる正倉院聖語院蔵唐経四分律 16 巻の年代も同時期に求められることになり，また
唐で書写されたものであることになる．すなわち，本研究では，正倉院聖語院蔵唐経四分律 16 巻



124 125

は鑑真の将来した四分律そのものであるとする杉本説を自然科学の面からも支持する結論を得た． 
14C 年代測定法は破壊分析であり，正倉院聖語院蔵唐経四分律等に直接適用することは困難であ

る．しかし，書誌学的情報・顕微鏡観察の結果から，そのツレと判断できる古筆切や古写経切があ

れば，その 14C年代測定から間接的に年代を得ることが可能となる．本研究は，この間接的な「非
破壊」14C年代測定法を示す初例としての意義も有するといってよいであろう． 
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正倉院聖語院蔵唐経四分律等に直接適用することは困難である．しかし，書誌学的情報・顕微鏡観
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加工 打紙加工あり 打紙念入り 
繊維分析 
および 
調査所見 
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る楮繊維を確認．ヤケの繊維は確認

できず．方形の透明な結晶，小さな粒

子の存在を確認．楮以外の繊維同定

には到らず．墨粒子が所々に見られ

るため，透き返しの紙である可能性

がある． 

均一な仕上がりの上質紙．麻紙とも楮

紙とも言い難い．非常に短いヤケの繊

維束(長さ 3–5mm)が入っている．方形
の透明な結晶ほか，小さな粒子が多く

含まれる．楮を主体として，染色され

た綿繊維等が混入する．透き返しの紙

と考えられる． 
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４．14C年代測定 
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対象切に裏打紙の無いことを確認した後，超音波洗浄，HCl・NaOH による処理，グラファイト合
成を行い，㈱パレオ・ラボ Compact AMSによって 14C年代を得た(表３)． 
 

表３．対象切(四分律巻第二十七断簡)の 14C年代測定 
14C年代 [BP] 較正年代 [cal AD] 

1323±21 (1s) 662(670)684 
±42 (2s) 656(670)694,700()708,747()765 

５．考察 
14C 年代測定の結果は，７世紀半ばから８世紀半ばという，鑑真来日時期以前に相当する年代で

あった．当時の日本には，60巻完備した四分律がなく，本文も誤字・錯簡などが多かったことから，
対象切は唐で書写されたものであることになる．また，書誌学的情報・顕微鏡観察から，対象切の

ツレと判断できる正倉院聖語院蔵唐経四分律 16 巻の年代も同時期に求められることになり，また
唐で書写されたものであることになる．すなわち，本研究では，正倉院聖語院蔵唐経四分律 16 巻




