
京都府立京都学・歴彩館　２階京都資料総合閲覧室

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

1 大蔵経 : 成立と変遷, 新編
京都仏教各宗学校連合会編
法藏館刊

2020 ||183.02||Ky6||

2 大蔵経の歴史 : 成り立ちと伝承
宮崎展昌著 / 方丈堂出版刊,
オクターブ (発売)

2019 ||183.02||Mi88||

3 大蔵経全解説大事典
鎌田茂雄 [ほか]編
雄山閣出版刊

1998 ||183.033||Ka31||

4 一切経解題辞典
鎌田茂雄総監修
大東出版社刊

2002 ||183.033||I85||

5 一切経の歴史的研究 仏教大学総合研究所刊 2004 ||183||B87||

6
近代の大蔵経・宗典叢書と仏教辞典類の刊
行 : 秋期特別展

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2016 ||183||Ma83||

7
漢文大蔵経典籍品題名索引（竜谷大学仏教
文化研究叢書）

竜谷大学仏教文化研究所編
刊

1993 ||183.03||R98||

8 大蔵経要文集 : [正読版]
住谷慧秋編集
信入社刊

1970 ||183||D28||

9 大藏經拔鈔
小川獨笑[抄録] ; 岩佐靜諦
編輯 / 藏經書院刊

1911 和||262||233||1～5

10 大藏經拔鈔總目録
岩佐靜諦編輯
藏經書院刊

1911 和||262||234||

11
大蔵経報
※明治35～38年刊行分を所蔵(欠号あり)

図書出版株式会社編
図書出版刊

1902
～

1905
TI||タイソ

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

12 大蔵経　※鉄眼版(黄檗版) 鉄眼刊

寛文
延宝間
(17

　世紀)

特||262||18||1～
2103

13
大日本校訂大蔵経
※欠号多し

弘教書院刊
1883

～
1884

和||183.08||D28||1～
10，1～11

14 大日本続蔵経 蔵経書院刊
1905

～
1912

特||262||9||1～751

●当館所蔵の各種大蔵経（まとまった量があるもの）

作成日：令和4年5月10日

●大蔵経（一切経）について解説した資料

大蔵経（一切経）に親しむ

～仏教典籍の集大成～

大蔵経とは、世にあるたくさんの仏教典籍を集成した叢書(シリーズ)です。

仏教が信仰されている国々で、いくつもの大蔵経がまとめられてきました。

会の開催にあわせて、関連する歴彩館所蔵資料をご紹介します。

２階 京都資料総合閲覧室でご覧いただけます。

関連資料

リ ス ト

だいぞうきょう

資料に親しむ会

令和４年

５月10日（火）

開催

いっさいきょう



15 大日本仏教全書 仏書刊行会刊
1912

～
1922

||180.8||D25||1～151

16
大正新脩大蔵経
※一部欠号あり

大正一切経刊行会，大蔵出
版，大正新脩大蔵経刊行会
刊

1924
～

1934

||183.08||Ta24||1～
85，2-1～2-12

17 大正新脩大蔵経総目録
大蔵出版編集部編
大蔵出版刊

2007 ||183.08||Ta24||

18 大正新脩大蔵経索引 大正新脩大蔵経刊行会刊
1962

～
1990

||183.08||Ta24||1～
45

19 国訳大蔵経 国民文庫刊行会刊
1917

～
1928

||183.08||KO54||1-1
～2-15

20
昭和新纂国訳大蔵経
※一部欠号あり

東方書院刊
1928

～
1930

||183.08||KO54||1-1
～2-10

21 国訳一切経 大東出版社刊
1959

～
1997

||183.08||Ko54||1-1
～15-12，1～100

22 西蔵大蔵経 : 影印北京版
西蔵大蔵経研究会刊（一
部，東京学術社委託発行）

1955
～

1961

特||183.08||C42||1～
168

23
大谷大学図書館蔵影印北京版西蔵大蔵経総
目録・索引

大谷大学監修
臨川書店刊

1985 ||183.03||O84||

24
西蔵大蔵経丹殊爾勘同目録 : 大谷大学図書
館蔵, I-1～2

西蔵大蔵経勘同目録編纂所
編 / 大谷大学図書館刊

1976 ||183||O84||1～2

25 西蔵大蔵経総目録索引 東北帝国大学法文学部編刊 1954 ||183||To25||2

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

26
法隆寺一切経と聖徳太子信仰 : 大谷大学博
物館二〇〇七年度特別展

大谷大学博物館編刊 2007 ||183||O84||

27
日本古代の一切経（『天平写経とその周辺 :
研究発表と座談会（仏教美術研究上野記念
財団助成研究会報告書）』所収

宮崎健司著
仏教美術研究上野記念財団
助成研究会刊

2006 ||702.098||B87||

28
宋版思渓蔵を現代に蘇らせて : 宋版思渓蔵
復刻本完成祝賀会記念

国際仏教学大学院大学編刊 2019 ||183||Ko51||

29
唐物と宋版一切経 : 特別公開、弘明寺本尊
十一面観音菩薩立像 : 重要文化財指定記念
特別展

神奈川県立金沢文庫編刊 1998 ||183||KA43||

30
醍醐寺藏宋版一切經目録，第1～5冊，別冊
（醍醐寺叢書）

總本山醍醐寺編
汲古書院刊

2015
K17||183.031||D17||
1～6

31
宋版大蔵経目録　元版大蔵経目録　高麗版
大蔵経目録（『増上寺史料集, 別巻』所収）

増上寺史料編纂所編
大本山増上寺刊 : 続群書類
従完成会(発売)

1981 ||188.65||Z5||

32 豊山長谷寺拾遺，第4輯之1　宋版一切経
元興寺文化財研究所編
総本山長谷寺文化財等保存
調査委員会刊

2011 E||702.09||G19||4-1

33
豊山長谷寺拾遺，第4輯之2　明版一切経
上巻・下巻

元興寺文化財研究所編
総本山長谷寺文化財等保存
調査委員会刊

2008
E||702.09||G19||4-2-
1～2

34
豊山長谷寺拾遺，第4輯之3　黄檗版一切経
上巻・下巻

元興寺文化財研究所編
総本山長谷寺文化財等保存
調査委員会刊

2019
E||702.09||G19||4-3-
1～2

35
明・萬暦版大蔵経の諸相/The varied
appearances of the Banreki canon : 秋
期特別展示

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2014 ||183||Ma83||

36

日本現存八種一切経対照目録 : 聖語蔵(写本)
金剛寺一切経 七寺一切経 石山寺一切経 興
聖寺一切経 西方寺一切経 名取新宮寺一切経
妙蓮寺蔵松尾社一切経

国際仏教学大学院大学学術
フロンティア実行委員会編
集 / 国際仏教学大学院大学
学術フロンティア実行委員
会

2006 ||183.03||Ko51||

●各種の大蔵経について解説した資料



37
東アジアと高麗版大蔵経 : 秋期特別展関連
国際シンポジウム佛教大学開学100周年企
画

佛教大学宗教文化ミュージ
アム編集 / 佛教大学宗教文
化ミュージアム刊

2012 ||183||B87||

38
秋期特別展高麗版大蔵経の諸相 : 佛教大学
開学100周年企画

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2012 ||183||Ma83||

39 大谷大学所蔵高麗版大蔵経調査研究報告
大谷大学真宗総合学術セン
ター編 / 大谷大学真宗総合
学術センター刊

2013 ||183||O84||

40
日本仏教と高麗版大蔵経 : 忍澂上人を中心
として : 高麗版大蔵経発願一〇〇〇年記念
特別陳列

佛教大学宗教文化ミュージ
アム研究協力者編 / 佛教大
学宗教文化ミュージアム刊

2010 ||183||B87||

41
日本仏教と高麗版大蔵経 : 国際シンポジウ
ム高麗版大蔵経発願一〇〇〇年記念

佛教大学宗教文化ミュージ
アム編刊

2010 ||183||B87||

42
興聖寺一切経調査報告書（京都府古文書調
査報告書）

京都府教育委員会編刊 1998
K111||183.031||Ky6|
|

43 京都妙蓮寺蔵『松尾社一切経』調査報告書
中尾尭編
大塚巧芸社刊

1997 E||183||N41||

44 北野経王堂一切経目録
文化庁文化財保護部美術工
芸課[編]刊

1981 K111||183.03||B89||

45 石山寺の研究, 一切経篇
石山寺文化財綜合調査団編
法蔵館刊

1978 ||183||I83||

46 西大寺所蔵元版一切経調査報告書
奈良県教育委員会事務局文
化財保存課編集 / 奈良県教
育委員会刊

1998 ||183||N51||

47
金剛寺一切経の総合的研究と金剛寺聖教の
基礎的研究 : 研究成果報告書, 第1～2分冊

落合俊典研究代表
国際仏教学大学院大学刊

2007 ||183||O15||1～2

48 名取新宮寺一切経調査報告書 東北歴史資料館編刊 1980 ||183||To25||

49
近代の大蔵経と浄土宗 : 秋期特別展 : 縮刷
蔵経から大正蔵経へ

松永知海編 / 佛教大学宗教
文化ミュージアム刊

2014 ||183||Ma83||

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

50 延暦寺蔵の木活字と宗存版
小山正文著
叡山学院刊

2000 K1.1||022.31||O95||

51
大蔵会展 : 延暦寺蔵宗存版木活字, 第八十五
回

叡山学院編刊 2000 K1.1||026.3||E39||85

52
宗存版木活字について（『叡山学院研究紀
要，23号』所収）

叡山学院編刊 2001 ||エイサ

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

53
天海版一切経木活字の特色（『印度学仏教
学研究，第51巻第1号』所収）

日本印度学仏教学会編刊 2002 ||イント

54
新指定重文・寛永寺蔵『天海版一切経木活
字』について（『天台学報，45号』所収）

天台学会編刊 2002 ||テンタ

55
近世木活字版仏典の梵字活字　宗存版と天
海版の場合（『叡山学院研究紀要，24号』
所収）

叡山学院編刊 2002 ||エイサ

●天海版に関する資料

●宗存版に
　関する資料

江戸時代の日本では、天台宗の僧侶である宗存、天海、黄檗宗の僧・鉄眼が大蔵経の

刊行事業に取り組みました。当館所蔵の関連資料をご紹介します。



No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

56 鉄眼
赤松晋明著
雄山閣刊

1943 ||188.82||TE86-A||

57 鉄眼禅師
吉永卯太郎著
黄檗宗務本院刊

1942
K25-
1||188.82||Y92||

58 鉄眼禅師遺録　2巻行実1巻
鉄眼[述] ; 道聡集
印房武兵衛刊

[明治
 年間]

和||262||161||

59
『全蔵漸請千字文朱点』簿による『黄檗版
大蔵経』流布の調査報告書

松永知海編 / 佛教大学アジ
ア宗教文化情報研究所刊

2008 ||183||Ma83||

60
鉄眼版大蔵経の出版とその利用（『黄檗文
華，131号』所収）

黄檗文化研究所編
黄檗山万福寺文華殿刊

2010 ||オウハ||K

61
黄檗版大蔵経　版庫の移転を中心として
（『黄檗文華，116号』所収）

黄檗文化研究所編
黄檗山万福寺文華殿刊

1996 ||オウハ||K

62
鉄眼道光（『日本仏教をささえた33人』所
収）

藤島達朗著
法蔵館刊

1991 ||182.1||F66||

63
後水尾法皇下賜正明寺蔵初刷『黄檗版大蔵
経』目録

佛教大学総合研究所刊 2004 ||183.03||B87||

64
獅谷法然院所蔵麗蔵対校黄檗版大蔵経並新
続入蔵経目録

仏教大学仏教文化研究所編
刊

1989 ||183||B87||

65 上越教育大学所蔵黄檗鉄眼版一切経目録
上越教育大学附属図書館編
刊

1988 ||183||J59||

66 黄檗鉄眼版一切経目録
鉄眼著 ; 黄檗鉄眼版一切経
印行会編 / 黄檗鉄眼版一切
経印行会刊

1953 和||183||TE86||

67 黄檗版大蔵経刊記集, 影印
大槻幹郎・松永知海共編 /
思文閣出版刊

1994 ||183.03||E37||

No. タイトル 編著・発行等 出版年 請求記号

68
經律異相 : 卷第十六
※福州版大蔵経の一部と思われる

寶唱(梁)[ほか]訳 不明 貴||||87

69
蔵經目録巻一 : 唐本
※思溪蔵の複製版

[(宋釋)元偉原編]/水原堯榮
編輯 / 水原堯榮

1930 特||262||60||

70
一切經音義 25巻
※天海版の一部

玄應(唐)撰　天海刊か
1648

か
貴||||85

71
日本武州江戸東叡山寛永寺一切經新刊印行
目録 5巻　※天海版の一部

天海刊か
1648

か
貴||||86

72
阿毗達摩雑集（『[経典断簡類]』所収）
※天海版の一部か

天海刊か
1637

か
貴||||T82

73
象頭精舍經/伽耶山頂經
※函題に「宋版大蔵経」とあり

毘尼多流支(隋)訳　菩提留
志(唐)[ほか]訳

不明 貴||||97

74
月光童子經　申日兜本經　逝童子經
※函題に「宋版大蔵経」とあり

竺法護(西晉)訳　跋陀羅(宋)
訳支法度(西晉)訳

不明 貴||||97

75
大方廣十輪經 : 卷第一・三・七
※函題に「高麗版大蔵経」とあり

高麗国大蔵都監刊か 不明 貴||||98

76
大般涅槃經 : 卷第三・四・五
※函題に「高麗版大蔵経」とあり

曇無讖(北凉)訳
高麗国大蔵都監刊か

不明 貴||||98

77
佛説本相猗致經
※高麗版大蔵経後刷本か

安世高(後漢)訳
高麗国大蔵都監刊か

不明 貴||||119

京都府立京都学・歴彩館　〒606－0823　京都市左京区下鴨半木町1－29　Tel：075－723－4833

Web： http://www.pref.kyoto.jp/rekisaikan/

●その他、大蔵経の中の一部であると考えられる資料

●鉄眼版に関する資料


