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1. 漢訳大蔵経

大蔵経(一切経)
を調べる
Humanities Room
当館HP内「リサーチ･ナビ > 調べ方案内 >
哲学・宗教」の以下のページでは、より詳しい解説
および国内外の研究機関が作成・提供している インター
ネット上のウェブサイトなどについても紹介しています。

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/
entry/theme-honbun-101024.php
書誌事項末尾に「デジタル」とあるものは、
館内の利用者端末において、国立国会図書館デ
ジタルコレクションで閲覧できます。書誌事項
末尾に「人文」とあるものは、人文総合情報室
で開架しています。その他の資料は、国立国会
図書館オンラインから申込んでください。

※以下は漢訳された順に紹介しています。
◇高麗大蔵経

⑧ 小野玄妙編『大正新脩大蔵経 図像 第1-12
巻』大蔵出版 1932-1934【44-374】*デジタル
⑨『大正新修大蔵経』大正新脩大蔵経刊行会

①『大藏經 : 高麗版』東國大學校 [1967-1969]

1960-1978【183-D18】*デジタル、本編2巻は当館未所
蔵

【W941-29】*関西館書庫

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、仏典名から検索可能です。個々の仏典の収
録巻は、『高麗大蔵経 総目録・索引・解題 日
本語版』（同朋舎 1978【HM2-39】*人文）でも確認
できます。
◇縮刷蔵経

⑩ 高楠順次郎編『大正新脩大蔵経』普及版 大正
新脩大蔵経刊行会 1988-1992【HM13-J4, J72～J155】

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名から検索可能です。

②『大蔵経 : 大日本校訂 [縮刷蔵経]』弘教書
院

1885【YDM16539】*マイクロ資料

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名、仏典名から検索可能です。
◇卍字蔵経
③『大蔵経 : 大日本校訂 [卍字蔵経]』図書出
版

1902-1905【YDM16541】*マイクロ資料

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、仏典名から検索可能です。

*【 】内は当館請求記号。

◇卍続蔵経
当館では、各種の漢訳大蔵経のほか、漢訳大
蔵経の書き下し文（いわゆる国訳）、パーリ語
やチベット語で書かれた仏典などを所蔵してい
ます。
それらの多くは、国立国会図書館オンライン
のキーワード欄で、個々の部名（「阿含部」な
ど）や仏典名（「妙法蓮華経」など）から検索
可能です。
しかし、すべての所蔵資料について内容細目
もしくは目次が入力されているわけではないた
め、個々の仏典の収録巻がわからない場合は、
「4. 個々の仏典の収録巻を調べる」で紹介す
るツールを用いて確認してください。

⑥～⑨とも、国立国会図書館オンラインの
キーワード欄で、部名、仏典名（一部を除く）
から検索可能です。

④ 前田慧雲編『大日本続蔵経 : 靖国紀念』蔵経
書院

1905-1912【YDM16549】*マイクロ資料

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名、仏典名から検索可能です。

2. 漢訳大蔵経の書き下し文
漢文を日本語読みに書き下して編集したもの
です。
⑪『国訳一切経』大東出版社 1928-1944【702-1】
*デジタル

⑫『国訳一切経』大東出版社 1958-1979
【183-Ko548】*デジタル、「和漢撰述 第63」のみ校訂
版【183-Ko548-(t)】
⑬『國譯一切経』改訂 大東出版社 1989-2011
【HM13-L4～L110】*【HM13-3】の後刷り

⑪～⑬とも、国立国会図書館オンラインの
キーワード欄で、部名、仏典名から検索可能で
す。
⑭ 国民文庫刊行会 編『国訳大蔵経』第一書房

⑤『新纂大日本続蔵経』国書刊行会 1975-1989

1974-1975【HM13-42】

【HM13-36】

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名から検索可能です。

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、仏典名から検索可能です。89巻は「目録
部」、90巻は「索引部」です。
◇大正新脩大蔵経
⑥ 高楠順次郎編『大正新脩大蔵経』大正一切経刊
行会 1924-1934【183-D18-T】*デジタル
⑦ 高楠順次郎編『大正新脩大蔵経 第1-85巻』大
正一切経刊行会 1930-1940【44-374】*デジタル

⑮『昭和新纂国訳大蔵経』東方書院 1928-1932
【183-Sy961-S】*デジタル

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名、仏典名から検索可能です。

⑯ 三井晶史編纂『昭和新纂国訳大蔵経』名著普及
会

1990-1991【HM13-E28】

㉓ 高野山大学附属高野山図書館監修『デルゲ版西
蔵大蔵経』小林写真工業（発売） 2006

⑰『昭和新纂國譯大藏經』大法輪閣 2009

【YH253-H71～H74】*DVD資料

【HM13-J22～J69】

影印（写真版）です。個々の仏典の帙番号は
『西蔵大蔵経総目録』（名著出版 1970【HM13-8】
*人文、東北帝国大学 1934【183.031-To387t】*デジ
タル）で確認してください。

⑯⑰とも、国立国会図書館オンラインのキー
ワード欄で、部名から検索可能です。
⑱『新国訳大蔵経』大蔵出版 1993-【HM13-E38】
ほか *継続刊行中

インド撰述部を収録しています。国立国会図
書館オンラインのキーワード欄で、部名、仏典
名から検索可能です。
⑲『新国訳大蔵経 中国撰述部』大蔵出版 2011【HM13-J191】ほか *継続刊行中

㉔ "Deruge-ban Chibetto Daizōkyō. Ronshobu. Chūganbu : Tōkyō Daigaku Bungakubu shozō = Sde dge Tibetan Tripiṭaka.
Bstan ḥgyur. Dbu ma : preserved at the
Faculty of Letters, University of Tokyo"
Sekai Seiten Kanko Kyokai 1977-1979【YQ9-12】

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、部名、仏典名から検索可能です。

デルゲ版チベット大蔵経の論疏部のうち、中
観部を収録しています。

3. 南伝大蔵経（パーリ三蔵）、西蔵大蔵経（チ
ベット大蔵経）

㉕ "Sde dge Tibetan Tripitaka, Bstan
hgyur, preserved at the Faculty of Letters, University of Tokyo"

⑳ 高楠博士功績記念会訳編『南伝大蔵経』大蔵出
版

1935-1941【601-40】*デジタル

国立国会図書館オンラインのキーワード欄
で、仏典名から検索可能です。
㉑『南伝大蔵経』大正新脩大蔵経刊行会 1970-1974
【HM13-6】

国立国会図書館オンラインで、仏典名からの
検索はできません。
㉒ edited by Daisetz T. Suzuki "The Tibetan
Tripitaka = 影印北京版西藏大藏經" Tibetan
Tripitaka Research Institute 1955-1962
【294.3-T835Tt】

影印（写真版）です。個々の仏典の収録巻
は、『影印・北京版西蔵大蔵経総目録・索引』
（臨川書店 1985【HM1-65】*人文）、もしくは
Peking Tripitaka Online Search（北京版チ
ベット大蔵経オンライン検索）（大谷大学真宗総
合研究所西蔵文献研究班）で確認してください。

㉙ 小山田和夫[ほか]編『日本仏教全集叢書資料総
覧』本の友社 1986【HM1-73】*人文
高麗大蔵経、縮刷蔵経、卍続蔵経、大正新脩
大蔵経、国訳一切経、国訳大蔵経、昭和新纂国
訳大蔵経ほかの収録巻を確認できます。
㉚ 鎌田茂雄総監修『一切経解題辞典』大東出版社
2002【HM2-G57】*人文

縮刷蔵経、卍続蔵経、大正新脩大蔵経、国訳
一切経、国訳大蔵経、南伝大蔵経、西蔵大蔵経
（北京版、デルゲ版）ほかの収録巻を確認でき
ます。
㉛『大正新脩大蔵経総目録』大蔵出版 2007
【HM1-J1】*人文

正式な仏典名のほか、異名や略名からも検索
できます。縮刷蔵経、卍字蔵経、卍続蔵経、大
正新脩大蔵経、国訳一切経、南伝大蔵経ほかの
収録巻を確認できます。

デルゲ版チベット大蔵経の論疏部のうち、唯
識部を収録しています。

㉜ 仏教資料研究会編『仏教叢書（七種）総索
引』名著普及会 1985【HM1-E24】*人文
高麗大蔵経、卍字蔵経、卍続蔵経、大正新脩
大蔵経ほかの収録巻を確認できます。

㉖ 羽田野伯猷[等]編集『瑜伽師地論菩薩地〈戒
品〉』法藏館 1993 チベット仏典研究叢書 ; 第2輯

㉝ 小野玄妙編纂『仏書解説大辞典』大東出版社

Sekai Seiten Kanko Kyokai 1979-1981【YQ9-12】

第1分册【HM38-C1】＊関西館書庫

㉗ 磯田煕文, 古坂紘一編著『瑜伽師地論菩薩地
〈隨法, 究竟, 次第瑜伽處〉』法藏館 1995 チ

1975-1988【HM1-13】*人文

高麗大蔵経、縮刷蔵経、卍字蔵経、卍続蔵
経、大正新脩大蔵経ほかの収録巻を確認できま
す。

ベット仏典研究叢書 ; 第3輯【HM38-C1】*関西館書庫

㉘ 羽田野伯猷[等]編集『聖入楞伽經注』法藏館
1993 チベット仏典研究叢書 ; 第4輯【HM38-C2】*関
西館書庫

㉞ 鎌田茂雄[ほか]編『大蔵経全解説大事典』雄山
閣出版

1998【HM2-G27】*人文

大正新脩大蔵経の収録巻を確認できます。

解説を付しています。

4. 個々の仏典の収録巻を調べる
国立国会図書館オンラインで個々の仏典名を
検索しても見つからない場合は、以下のツール
を用いて収録巻を確認してください。

国立国会図書館

人文総合情報室
（東京本館２Ｆ）

https://www.ndl.go.jp/jp/tokyo/humanities/index.html
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