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第 77 回 了翁僧都道行碑記の解説 

               筆者：林 久治（記載：2019 年 1 月 29 日） 

（１）前書き 

私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気
侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介 

を記載することに心掛ける所存です。 

一方、私は日本銅像探偵団（１）のサイト）の銅像探索に参加している。私は珍

しい銅像を探して、探偵団の団長さんに「ギャフン！」と仰っていただけることを

目標としている。ここで「珍しい」とは、「市井で頑張って人生を過ごしたが、有

名人ではなく一般には全く知られていない人物」と言う意味である。 

私は主として近畿地方や東京で銅像探索を行っている。昨年末の記事は、以下の

通りである。近畿地方：70 回の記事/f、71 回の記事/f、72 回の記事/f、73 回の記事

/f。東京：74 回の記事/f。私の銅像探索の目的は、日本文化と日本人の人生を実地

に学ぶことと、運動不足の解消である。本年の１月 11 日に、私は講道館の正力松太

郎像と寛永寺の了翁道覚像を探索し、正力像は前 75 回の記事/fに、了翁像は前回の

記事/fに書いた。 
その際、日本銅像探偵団の団長より「了翁像は銅像か、石像か？」との指摘があ

った。ネット上には、了翁像の記事は沢山あるが、その約半数は銅像と書いてあり、

約半数は座像と書いてあるようだ。石像と書いてある記事は無いようだ。しかし、

「銅像か、石像か」の確証は見当たらない。座像の傍にある碑文（了翁僧都道行碑

記）に、その点が書かれているかも知れない。碑文の原文はネットにあるが、書き

下し文を記載した記事はないようである。 
私は、色々と調査し、ちくま学芸文庫の「江戸名所図会五」という本（以後、本

書と書く）に、本碑の書き下し文を見つけた。今回は、本書を参考にして、了翁僧

都道行碑記を解説する。なお、本稿においては、資料の記述を緑文字で、私（林）

の意見や説明を青文字で記載する。 

 
（２）寛永寺に関するいくつかの追加説明 
次ページの図１に、現在の寛永寺の地図を示す。前回、私は寛永寺の主な建物を

簡潔に紹介したので、興味のある方は前回の記事/fをご覧下さい。今回は、寛永寺

に関するいくつかの説明を追加する。次ページの図２に、現在の寛永寺の門を示す。

奥の建物が根本中堂である。比較的新しい門標には、「東叡山寛永寺」と記載され

ている。ウィキペディア「寛永寺」には次のように記載されている。 
秀忠の隠居後、寛永 2 年（1625 年）、3 代将軍徳川家光の時に今の東京国立博物館の敷地

に本坊（貫主の住坊）が建立された。この年が寛永寺の創立年とされている。当時の年号

をとって寺号を「寛永寺」とし、京の都の鬼門（北東）を守る比叡山に対して、「東の比

叡山」という意味で山号を「東叡山」とした。 

（本文は、３ページに続く。） 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-70.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-71.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-72.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-73.pdf
http://%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8Bmasaniwa.web.fc2.com/RW-74.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-75.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
http://www.geocities.jp/douzouz/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
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図１．上野・寛永寺の地図 本図は、２）のサイト/nより借用。 

 
図２．寛永寺の山門（奥の建物が根本中堂） 

http://kaneiji.jp/information
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 図３には、江戸時代の寛永寺の構内図を示す。図３の②地点にあった慈眼院（開

山堂）は現在の位置とは変わっていない（「慈眼大師」は天海の勅諡）。従って、

江戸時代の根本中堂（図３の➀の地点）は現在の大噴水の場所にあった。図２に示

すように、現在の寛永寺の根本中堂や山門は大変質素である。次ページの図４上に

示すように、江戸時代のそれらは大変豪華絢爛であった。 

なお、江戸時代は神仏習合であったので、家康を祀る東照大権現宮が、寛永寺境

内にも建立されていた（図３の③地点）。現在の東照宮社殿は、1651 年に徳川家光

が改築したもので、上野戦争や関東大震災や第二次世界大戦でも焼失を免れており、

重文に指定されている。 

 

 

図３．江戸時代の寛永寺の構内図 本図は、３）のサイト/4より借用。➀：根本中

堂、②慈眼院（開山堂）、③：東照大権現宮、④大慈院（現在の根本中堂）、➄学

寮（勧学院）。 

➀ ② 

③ 

④ ➄ 

http://photozou.jp/photo/show/17077/2597034
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５）のサイト/lによれば、「1868 年の上野戦争により、寛永寺の伽藍は根本中堂を含

めて殆ど全てが焼失した。現在の根本中堂は、川越の喜多院にあった本地堂を、子院の大

慈院の跡地（図３の④地点）に 1879 年に移築したものである。」そうである。図４上に

江戸時代の寛永寺根本中堂を、図４下には現在の根本中堂を示す。なお、「根本中

堂」という名称は、本来、比叡山延暦寺の本堂（中堂）の呼び名であった。天台宗

の寺院では、本堂にあたる建物を「根本中堂」と自称するところもある（寛永寺、

立石寺など）。 

 

 

図４．上：北斎（勝春朗）「浮絵 東叡山中堂之図」 本図は、４）のサイト/より

借用。下：現在の寛永寺根本中堂 

http://ken-hengaku.com/2sakurakaneiji.html
https://tokyo-trip.org/spot/visiting/tk0446/
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図５．根本中堂の扁額 

 

図５に根本中堂の扁額を示す。５）のサイト/lには、次のように書かれている。
「寛永寺・根本中堂の扁額「瑠璃殿」が上野戦争でも燃えなかったので、この扁額が火災

避けになってるとか。」本扁額になぜ「瑠璃殿」と書かれているのだろうか？仏教関

係の方には、「言わずもがな」の疑問であろうが、我々一般人にとっては素朴な疑

問である。本問の答は「根本中堂の本尊は薬師如来であるから」であろう。これで

は答の意味が不明であるが、ウィキペディア「薬師如来」の次のような記載により

納得できるであろう。 
薬師如来（やくしにょらい）、あるいは薬師瑠璃光如来（やくしるりこうにょらい）は、

大乗仏教における如来の一尊。大医王、医王善逝（いおうぜんぜい）とも称する。伝統的

に皇室と結びつきが強かった天台宗（台密）では、薬師如来が東方浄瑠璃世界の教主であ

ることから、東の国の帝たる天皇と結び付けられもした。 

 本書（p.60）と６）のサイト/3によれば、「本額は、霊元法皇の宸筆で、1698 年の

根本中堂落慶に際し、『瑠璃殿』の勅額を賜った。なお、1682 年には了翁禅師が東叡山勧

学講院を興した。」そうである。 

 

 

（３）寛永寺根本中堂の了翁僧都道行碑記 

 寛永寺根本中堂の横には、「了翁道覚座像」と「了翁禅師塔碑」が設置されてい

た。前回の記事/fでは、私はそれらの写真を掲載した。この石碑は亀趺(きふ)に乗

っていることから（７）のサイト/dを参照）、本碑は偉い人物の顕彰碑であること

が分かる。（今回、私は亀趺に載った石碑を初めて見た。）本碑の写真を、次ペー

ジの図６に再度記載する。この写真から、碑文を復元することは困難であった。 
 そこで、私は了翁禅師塔碑の原文や書き下し文を掲載したネット記事を探して見

た。その結果、原文を掲載した記事はあったが、書き下し文を掲載した記事はなか

った。８）のサイト/lに掲載されていた原文を次ページに示す。（なお、原文は勿

論縦書きであったが、本稿では横書きで記載する。） 

 

https://ameblo.jp/kabekuni/entry-11944392791.html
http://kaneiji.jp/about3
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-76.pdf
https://blog.goo.ne.jp/fuw6606/e/8fcd7adf054fa8bfc38b581b3d79753d
http://stoneproject.blog.fc2.com/blog-entry-59.html
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武州東叡山勧學講院了翁 僧都道行碑記 

自古法中大沙門播名布徳於天下者豈苟然哉莫不皆是菩薩乗夙願輪而生於世故示行菩薩大慶 

萬行以利天下使天下人咸躋於無上無等至眞至聖之域此之玅行寛未易以言諭也若命東都勧學 

講院了翁僧都者豈其人歟自其脱白為沙門便發大乗心行菩薩行精持戒律不失威儀到處恭方嘗 

親近黄檗開山隠老人及晋唐諸知識喰風宿露不以已憂踊憂佛法不大興於世而世之僧俗而不能 

盡諸佛祖之大法乃乞武陵東叡山剏勧學講院正中築徑蔵以貯三蔵聖教其外嚢以銅葉以防火患 

内奉三聖像乃明僧如定公得自雙徑益古銅像也蔵後之左右立其戒師祝髪師及二親養父目得居 

士之塔塚其孝忱如此蔵前之西偏有僧都石像乃本院僧衆九百八十人竝都料輩咸其功績清大以 

示不朽云東西有文庫蔵儒老二教及本邦書籍又別設一講堂中奉釋迦如來像日講三教之書俾國 

人聴者知三聖設教雖少異而利人善世則一矣其前有方丈院之四周有寮舎凡二百間以栖諸方學 

子其餘庖湢之属悉備焉僧都年老慮後堂宇朽壊預備白銀一千二百両為遽年脩葺之需是則院既 

不壊而衆可安身學道無風雨之逼無餞凍之憂身安學成則足以焉世福田也於乎今之為僧也則曰 

我已脱塵出俗圓頂方袍作三界大師之子一缾一益飄然自在天子莫得而臣王侯莫得而友高則高 

矣是則未是豈不聞佛事門中不捨一法平若捨一法則不成満足菩提者僧都者可謂知本矣以故王 

公大人與夫四衆莫不知其名重其徳嘗於二三十載間以苦行所積浄貲盡贖大蔵之經散施諸名山 

大刹凡二十一蔵矣年來又為虎關國師重建濟北院今年春因予奉 旨住黄檗又願遽年施貲為脩 

餝伽藍以反合山子院但有所益之事靡不勤行之然奉已至薄毎座臥一小樓未嘗兼棄食則緊薨粟 

飯行則竹策蒲鞋以致老病交侵予常勧其少加受用以保道躳僧都終不諸予嘆曰垂老而頭陀不息 

非佛世之伽葉波平予與僧都道契已久然未及至其講院今春因詣東都謝恩遂造院相訪観其措意 

之玅立法之厳世所罕有僧都請為記因述其大心大行以勧後賢云 旹 

元禄壬申五季四月穀旦 黄檗山萬福寺第五代住持高泉敦敬撰 

 上記の原文を見ると、最初と最後の行は何とか理解できた。最初の行は、本碑の

題名で「武蔵の国にある東叡山寛永寺の勧學講院に所属する了翁僧都の道行きを記

載した碑である」との意味に取れる。最後の行は、本碑の記載年月と撰者で「元

禄？年４月？日 （宇治の）黄檗山萬福寺の第五代住職の高泉敦敬が書いた」との

意味に取れる。しかし、中間の本文は格調が高すぎて、私には理解不能であった。 

図６．了翁禅師塔碑 
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 なお、撰者の高泉敦敬については、ウィキペディアに次のような記載があった。 

高泉性潡（こうせん しょうとん：1633.11.9-1695.11.22）は、江戸時代前期に明から渡

来した臨済宗黄檗派（黄檗宗）の僧。福建省福州府福清県東閣の出身。俗姓は林氏。号が

高泉で、法諱が性潡である。13 歳の時、父母が亡くなり、叔父の無住が居る黄檗山に赴き、

亘信行弥に就いて落髪した。翌年、隠元隆琦が再度黄檗山の住持となったため、隠元に師

事することとなった。1654 年、22 歳の時に、隠元（1592-1673）が渡日し、隠元門下で黄

檗山の住持を継承した慧門に就いた。1661 年、隠元の 70 歳の寿を祝うため、慧門に代わ

り、暁堂・未発・柏巌・惟一の 4 人と共に来日した。1692 年 1 月、第 4 代の黄檗山住持で

あった独湛性瑩が隠退し、高泉がその座を継承して第 5 代住持と就った。 

 私はここでお手上げになったが、９）のサイト/で次のような記載を発見した。 

「碑文の内容については、ちくま学芸文庫の「江戸名所図会五」に詳しく書かれていま

す。」本書は既に絶版になっていたが、私はさっそくアマゾンで本書の中古品を購

入した（税込み価格：1493 円、送料：257 円）。 

 

 

 
江戸名所図会・巻之五の原本は、10）のサイト/8で閲覧することが出来る。原本

（10）のサイト/8の p.33-35）には、了翁禅師が創建した勧学寮の紹介と了翁道行

碑の原文（漢文）が記載されている。ちくま学芸文庫の本書（p.77-81）には、勧学

寮の紹介と了翁道行碑の書き下し文が記載されている。次ページの図８に、本書に

記載されている「東叡山勧学寮図」を示す。本図から、了翁座像（図８の➀）と道

行碑（図８の②）が文庫（図８の③）の傍らに設置されていたことが分かる。 

図７．江戸名所図会・巻之五 
著者：市古 夏生 、鈴木 健一 
出版社: 筑摩書房・ちくま学芸文庫 
出版日：2009 年 11 月 7 日 

江戸名所図会は神田雉町の名主、斎藤幸

雄・幸孝・幸成(月岑)が三代、三十有余年

を費やして完成させた江戸の地誌。天保 7

年(1836)に出版されるや、たちまち「名所

図会」ブームをまきおこし、多くの人々に

親しまれた全 7 巻 20 冊の完全新訂版。江戸

府内にとどまらず、西は日野、東は船橋、

北は大宮、南は横浜まで、広大な地域の名

所古跡・神社仏閣などを、詳細な現地調査

と古典への博捜で記述した。それに付され

た長谷川雪旦の挿絵も興味が尽きない。第 5

巻は「巻之五」「巻之六」を収録。上野・

浅草の賑わいを中心に記載されている。 

https://wheatbaku.exblog.jp/16660441/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%B8%82
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563393/28
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2563393/28
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 勧学寮に関する本書の記載を、以下に簡潔に示す。 

➀勧学寮：俗に百軒長屋という。池之端・錦袋円の元祖・了翁僧都（了翁道覚：1630-

1703）が 1682 年に建立す。四方に列なる寮舎おのおの 50 余間づつ、その数あわせて 200

戸とす。勧学の僧徒つねにここにをる。すなはち当山の檀所なり。 

②講堂：勧学講院と号す。1684 年に修営す。日々に三教の書を講ずること怠慢なし。いま

は観音を本尊とす。 

③経蔵：1684 年に建立す。うちに一代蔵経を収め、長崎・興福寺の開山・如定禅師（黙子

如定：1597-1657。渡来僧）が径山寺より齎（もたら）した三聖人の古銅像を安ず。経蔵

の傍らに、僧都の石像あり。同所石壁の外に道行の碑を建てたり。文は黄檗高泉和尚（高

泉性潡：1633-95。渡来僧）これを撰す。 

 上記の記載より、「了翁座像は石像である」ことが分かった。本書では、上記の

記載の後に、道行碑文の書き下し文が記載されているので、以下にその文章を引用

する。 

武州東叡山勧學講院了翁僧都道行碑記 

 古より法中大沙門、名を播き天下に布徳するは、あにいやしくもしかならんや。みなこ

れ菩薩夙願に乗じて輪し、世に生じるにあらざるはなし。ゆゑに示行菩薩六度万行、もっ

て天下を利す。天下の人をしてみな無上無等、至眞至聖の域を躋（のぼ）らしむ。この妙

図８．江戸名所図会に記

載されている「東叡山勧

学寮図」 

➀：了翁座像、②：道行

碑、③：文庫。 

➀ 

② 

③ 
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行、実にいまだ言をもって諭しやすからざるなり。いま東都勧學講院了翁僧都のごときは、

あにその人なからん。その脱白して沙門になりしより、すなはち大乗心を発し、菩薩行を

行ひ、戒律を精持し、威儀を失はず、到るところ参方す。かつて親しく黄檗開山隠老人

(隠元禅師：1592-1673)およびわが唐の諸知識に近づき、風を喰い露に宿し、もって己が

憂ひとせず、ただ仏法のおほいに世に興らずして、世の僧俗にしてことごとく仏祖の大法

を諳んずるあたはざるを憂ふ。すなはち武陵東叡山を乞ひて、勧學講院を剏（はじ）む。 

 正中に経蔵を築き、もって三蔵聖教を貯ふ。その外嚢むに銅葉をもってし、もって火患

を防ぐ。内に三聖像を奉ず。すなはち明僧如定公、双径より得るもの、けだし古銅像なり。

蔵後の左右に、その戒師・祝髪師および二親養父目得居士の塔塚を立つ。その孝屹（た

か）きことかくのごとし。蔵前の西偏に僧都の石像あり。すなはち本院僧衆九百八十人、

ならびに都料（棟梁）の輩、その功績の浩大なるを感じ、もって不朽に示すといふ。東西

に文庫あり。儒老二教および本邦の書籍を蔵す。国人の聴者をして三聖を知らしむ。設教

（教化を設け施す）少なく異なるといへども、人を利して世を善しるは、すなはち一なり。

その前に方丈あり。院の四周に寮舎あり、およそ二百間、もって諸方の学子を栖す。その

余、庖湢（ほうひょく：台所と浴室）の属、ことごとく備はる。 

 僧都年老い、後に堂宇朽壊せんことを慮り、あらかじめ白金一千二百両を備へ、遽年

（毎年）脩葺の需とす。これすなはち院すでに壊れずして、衆、身を安んずべく、學道風

雨の逼なく、餞凍の憂なし。身安く學成らば、すなはちもって世の福田となすに足れり。

ああいもの僧たるや、すなはち曰、われすでに脱塵出俗、圓頂（坊主頭）方袍（袈裟）、

三界大師の子となり、一缾一益、飄然自在たり。天子も得て臣とするなく、王侯も得て友

とするなし。高はすなはち高、是はいまだ是ならず。あに聞かざるや、佛事門中、一法を

捨てずと。もし一法を捨つれば、すなはち満足菩提をなさず。僧都のごとき者は、本を知

るといふべし。もって敬す。王公大人とかの四衆と、その名を知りその徳を重んぜざるな

し。かつて二～三十載の間において、苦行して積むところの浄貲をもって、ことごとく大

蔵の経を贖い、諸名山大刹に散施す。およそ二十一蔵。年来また虎關國師のために、重ね

て濟北院を建て、今年春、予旨を奉じて黄檗に住するにより、また遽年貲を施してために

伽藍を脩餝し、もって合山子院に及ばんと願ふ。 

 ただこれを益するところあれば、事これに勤行せざることなし。しかり、己れを奉ずる

至って薄く、つねに一小樓に座臥し、いまだかつて兼棄せず。食はすなはち緊薨粟飯、行

すははち竹策蒲鞋、もって道躳を保たんことを勧む。僧都つひに承諾せず。予嘆じて曰く、

垂老にして頭陀息まざるに、佛世の伽葉波にあらずやと。予僧都と法契しでに久し。しか

れども、いまだその講院に至るに及ばず。今春東都に詣で謝恩するにより、つひに院に至

りて相訪ふ。その措意の妙、立法の厳、世に罕有なるところを観る。僧都、記をなすを需

む。よりてその大心大行を述べ、もって後賢に勧むといふ。時に、 

元禄壬申五年（1692 年）四月穀旦（吉日） 黄檗山萬福寺第五代住持高泉敦敬撰 

 

（４）私の感想 
 江戸名所図会・巻之五の原本と本書により、私の当初の目的であった「了翁座像

は銅像か、石像か」という問題に対しては「石像」との確証を得ることが出来た。

道行碑文の内容についても、およその理解は得られた。私の本碑に関する感想は次

の通りである。「本碑は了翁禅師の表面的な業績のみを伝えて、彼の資金源である

錦袋円についての言及がなく、錦袋円開発の原因となった彼の負傷についても沈黙

している。これでは、後世の人々が彼の道行きの真相を知ることは出来ない。従っ

て、本碑は失敗作であると言わざるを得ない。」 
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 錦袋円と錦袋円開発の原因となった彼の負傷については、前回の記事/fで詳しく

紹介したので、この記事を是非ご覧ください。江戸名所図会・巻之五では、道行碑

文の直後に、了翁禅師の伝記をかいつまんで記載している。ここでは、了翁が錦袋

円で大儲けし、その資金で勧学寮を建設したことが記載されている。しかし、ここ

でも錦袋円開発の原因は何も記載されていない。 

 江戸名所図会・巻之五では、寛永寺を紹介する前に、錦袋円の繁盛ぶりも紹介し

ている（10）のサイト/8の p.22、および本書の p.50-53）。この部分では、次のよ

うな記載がある。 
錦袋円の始祖・了翁僧都は、1646 年に一代蔵経建立を志願して、指灯を燃やした。その

翌年、一指が大いに腫れて、苦痛耐えがたかった。その時、夢の中で錦袋円の製法を授か

り、かの薬を作って飲むと、指の病は速やかに治った。その後、衆人の患うる者に用いる

と、百人が百人とも完治した。そこで、池之端仲町に店を開き、万病錦袋円と号して販売

した。その儲けで、一切経建立の料に充て、志願の全きを得た。 

 上記の記載は、「了翁が指を燃やして志願したことが発端で、錦袋円を開発し

た」ことを明らかにしている。しかし、了翁が羅切まで行ったことは、一切触れら

れていない。江戸時代には、了翁の羅切は有名で日本全国に知れ渡っていたのであ

ろう。それから 350 年が経過した現在では、その事はすっかり忘れ去られている。

従って、私は「今は常識で書かずもがなの事も、将来のために、しっかりと記録し

ておく必要がある」と思う。 
 なお、７）のサイト/dには、根本中堂境内に設置されている「上野戦争碑記」の

書き下し文も収録されている。この戦争で、了翁が心血を注いで建設した勧学寮は

全焼してしまった。焼け残った了翁座像と道行碑は現在の場所（根本中堂境内）に

移されたようである。 
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