《日本大蔵経 全48巻 収録内容》

日本仏教の研究上、必要不可欠な文献の集大成

【全
本書の特徴

48 巻】

オンデマンド復刊

日本大蔵経編纂会 編

◆ 大正 3 年から大正 10 年にかけて刊行された本書は、祖師・高僧・碩学などの著作と各宗の基本
的文献、総計 722 部、1954 巻を収めた日本仏教の研究上、必要不可欠な文献の集大成。
◆ 当時、寺社や蔵書家に秘蔵され、容易に近づき難かった稀覯本をはじめ他の叢書にない修験道関
係の貴重な秘伝・秘書類を多数収録。
◆ 明治 45 年～大正 11 年に刊行された姉妹叢書ともいえる『大日本佛教全書』が高僧・名僧の著作、
寺誌などの歴史関係書、稀覯書の類を集めているのに対し、本書は教理面に重点を置いている。
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大法輪閣

一巻 英心述／雲雨鈔 一巻 凝然撰／太一卉木章 一巻 凝然撰／通受懺
悔兩寺不同記 一巻 凝然撰
【第 1 巻 経蔵部 華嚴部章疏 1】華嚴經品釋 凝然述／華嚴經探玄記洞幽 【第 14 巻 論蔵部 眞言密敎論章疏 上】釋摩訶衍論指事 二巻 空海撰／
釋摩訶衍論指事 一巻 覺鑁撰／釋摩訶衍論愚案鈔 巻一本末 覺鑁草／
鈔 凝然述／華嚴經探玄記南紀錄 五十巻之内自巻首至巻二之三 芳英述
釋摩訶衍論序鈔 一巻 賴瑜撰／釋摩訶衍論開解鈔 三十六巻 賴瑜撰
【第 2 巻 経蔵部 華嚴部章疏 2】華嚴經探玄記南紀錄 五十巻之内自巻
【第 15 巻 宗典部 戒律宗章疏 3】律宗綱要 二巻 凝然述／律宗瓊鑑章
三之一至終 芳英述
巻六 凝然述／三宗綱義 四巻 淸算記／大乘圓戒顯正論 一巻 正直編／
【第 3 巻 宗典部 三論宗章疏 1】八識義章研習抄 三巻 珍海記／一乘義
久修園集 三巻 正直述／久修園續集 三巻 正直述／不學無知章 一巻 慧
私記 一巻 珍海記／大乘玄聞思記 一巻 藏海記／三論玄義檢幽集 七巻
淑撰／辨檀越淨 一巻 慧淑撰／尸羅敲髄章 一巻 英泉撰／律苑行事問辨
中觀記／科註三論玄義 七巻 尊祐述／玄疏問答 三巻 賴超記／死不怖論
十巻 妙龍著／十善法語 十二巻 飮光述／十善略記 一巻 飮光述／出家
科釋 一巻 性空撰／大乘法門章 巻二、三 願曉撰／内外萬物緣起章 巻中
授戒法 一巻 實範作
願曉撰／三論興緣 一巻 聖守撰／三論眞如緣起 一巻 光太草 貞然再治
【第 4 巻 経蔵部 華嚴部章疏之餘 方等部章疏 1】科註華嚴經淨行品 二 【第 16 巻 論蔵部 眞言密敎論章疏 下】釋摩訶衍論私記 二巻 信堅勅撰
／釋摩訶衍論第十廣短冊 一巻 順繼撰／釋摩訶衍論決擇集 十七巻 宥
巻 空性述／科華嚴經普賢行願品簡註 三巻 空性錄／圓覺經略疏日本訣
快撰／發菩堤心論祕釋 一巻 覺鑁撰／眞言淨菩堤心私記 一巻 覺鑁撰
三巻 僧濬訣／圓覺經義疏 一巻 普寂撰 方等部章疏 1 彌勒上生下生經
／金剛頂宗菩堤心論口決 一巻 榮西記／菩堤心論談義記 二巻 道範記／
義疏 一巻／觀彌勒上生兜率陀天經義疏 一巻／彌勒下生成佛經義疏 一
菩堤心論勘文 四巻 承澄撰／菩堤心論初心鈔 二巻 賴瑜撰／菩堤心論聞
巻／地藏菩薩本願經手鑑 六巻 眞常集／延命地藏經鈔 三巻 亮汰述／註
書 七巻 杲寶述／發菩堤心論鈔 十巻 宥快述
金光明最勝王經 十巻 常騰註
【第 5 巻 宗典部 三論宗章疏之餘 法相宗章疏 1】一乘佛性慧日抄 一巻 【第 17 巻 宗典部 修驗道章疏 1】 法則類 佛説三身壽量無邊經 一巻
役君感得／峰中正灌頂外塲作法 一巻 役君傳／柱源正灌頂儀則 一巻 役
／八幡宮勸學講一問答抄 二巻 法相宗章疏 1 法苑義鏡 五巻 善珠述
君持／柱源極祕印信 一巻 役君傳／自供養法大事 一巻 役君傳／柱源神
／唯識義私記 十二巻 眞興撰／法相宗賢聖義略問答 巻四 仲算撰／法相
法大護摩供次第 一巻 役君傳／庭壇大護摩供次第 一巻 役君傳／柴燈
隨腦 一巻 慈蘊抄／法相燈明記 一巻 漸安集／眞言宗未決文 一巻 徳一
大護摩法次第 一巻 役君傳／修驗最勝慧印三昧耶極印灌頂法 一巻 聖寶
述／明矢石論 巻三、五、六 宣淳撰／心要鈔 一巻 貞慶草／法相宗初心
撰／修驗最勝慧印三昧耶普通次第 一巻 聖寶撰／修驗最勝慧印三昧耶
略要 三巻 貞慶草
六壇法儀軌 一巻 聖寶撰／修驗最勝慧印三昧耶護摩法 一巻 聖寶撰／修
【第 6 巻 経蔵部 方等部章疏 2】金光明最勝王經玄樞 十巻 願曉等集／
驗最勝慧印三昧耶柴燈護摩法 一巻 聖寶撰／大峰道塲莊嚴自在儀 一巻
最勝王經開題 一巻 空海撰／金光明玄略抄 一巻 證眞撰／金光明玄義拾
聖寶編／理智不二界會禮讚 一巻 聖寶撰 觀賢譜 ／靈異相承慧印儀軌
遺記探頤 二巻 亮潤述
一巻 觀賢 貞崇錄／極印灌頂三師補闕分軌 一巻 觀賢傳／大峰界會萬
【第 7 巻 論蔵部 華嚴淨土論章疏】起信論義記敎理抄 十九巻 湛睿述／
行自在法 一巻 貞崇撰／極印灌頂道塲手鏡 一巻 淳祐撰／修驗慧印三昧
起信論義記幻虎錄 五巻 僧濬撰／起信論義記幻虎錄辨偽 三巻 顯慧著
耶引導法 一巻附得度法 元杲撰／修驗道引導之軌 一巻 元杲撰／修驗最
／起信論義記幻虎錄解謗 一巻 僧濬撰
勝慧印三昧耶法玄深口決 一巻 仁海纂／孔雀經轉讀作法 一巻 仁海撰／
【第 8 巻 宗典部 曹洞宗章疏】正法眼藏 九十五巻 道元撰／普勸坐禪儀
修驗最勝慧印三昧耶法 義範撰／神變大菩薩供養法 一巻 義範撰／理源
一巻 道元撰／學道用心集 一巻 道元撰／永平廣錄 十巻 懐奘等編／寶
大師供養法 一巻 義範撰／最勝慧印三昧耶表白集 一巻 義範撰／修驗極
慶記 一巻 道元記
祕灌頂印明 一巻 勝覺撰／修驗極印灌頂法祕口決 一巻 勝覺撰／大峰界
【第 9 巻 宗典部 法相宗章疏 2】勸誘同法記 一巻 貞慶造／解脱上人
會萬行自在次第 一巻 成覺撰／修驗最勝慧印三昧耶得度作法 一巻 成覺
小章集 十帖 佐伯定胤編／眞理鈔 三帖 貞慶、良遍、良算草／應理大乘
撰／修驗最勝慧印三昧耶聲明集 一巻 成覺撰／修驗最勝慧印三昧耶法
傳通要錄 二巻 良遍草／觀心覺夢鈔 三巻 良遍草／觀心覺夢鈔補闕法
口決 一巻／修驗道峰中火堂書 二巻 秋月纂／積柴燈 笈渡護法之表白幷
門 二巻 良遍草／法相二巻鈔 二巻 良遍草／奥理鈔 一帖 良遍草／信願
上人小章集 七帖 佐伯定胤編／護持正法章 一巻 良遍草／眞心要决前抄
祝章 一巻／大聖不動明王深祕修法集 一巻 尊海集／修驗常用祕法集 一
前抄一巻後抄二巻 良遍草／厭欣抄 一巻 良遍草／一法中道 三帖 圓憲、 巻 尊海集／修驗常用祕法集 三巻 尊海集／修驗慧印總漫攞拏 一舗／修
顯範、緣憲草／中道空觀 一帖 光胤草／唯識五重問答鈔 一巻 辨範記／
驗慧印六壇漫攞拏 一舗／曼荼羅總會印信 一巻／御法流印信 一巻／峰
大乘五種姓玄論 二巻 基辨撰／大乘一切法相玄論 二巻 基辨撰／大乘
中十種修行作法 一巻／荒神供次第 一巻／烏樞沙摩明王法 一巻／修驗
法相研神章 五巻 護命勅撰／顯唯識疏隱文抄 十巻 現存巻一 常騰撰／
常用集 二巻／修驗道諸神勸請通用 一巻略云諸神勸請 行存集／修驗宗
成唯識論唯量抄 二巻 藏俊撰／百法問答抄 九巻／略述法相義 三巻 聞
神道 神社印信五十六種 常圓註 敎義類 修驗心鑑書 一巻 聖寶撰／修
證撰
驗心鑑鈔 二巻 常圓註／修驗名稱原儀 一巻 淨諦述／修驗祕奥鈔 二巻
【第 10 巻 経蔵部 方等部章疏 3】本願藥師經鈔 二巻 善珠記／藥師經
旭蓮記／修驗道十八個條警策 一巻 滿濟撰／金峰山祕密傳 三巻 文觀撰
纂解 四巻 亮汰述／藥師瑠璃光如來本願功徳經義疏 三巻 實觀述／佛
／金峰山雜記 一巻／修驗宗法具祕決精註 二巻 常圓註、義觀補／修驗
語心論 十八巻 師鍊述 智徹記／楞伽經論疏折衷 九巻 養存述
峰中祕傳 一巻 雲外撰／役談十義 一巻／修驗祕記略解 一巻 房演撰／
【第 11 巻 宗典部 戒律宗章疏 1】敎誡律儀贊行鈔 三巻 圓鏡述／敎誡
修鍊祕要義 七巻 歡驗撰
新學比丘行護律儀輯解 四巻 正亮譔／敎誡新學比丘行護律儀簡釋 二巻 【第 18 巻 経蔵部 法華部章疏 1】經疏會閲 法華經義疏 四巻 聖徳太子
慧澂譔／敎誡新學比丘行護律儀講述 二巻 慧淑譔／表無表章義鏡 一巻
撰／法華經總釋 一巻 光雅撰／無量義經開示鈔 一帖 貞慶草／觀音賢經
善珠述／法苑林章集解 二巻 最行撰／表無表章詳體文集 三巻 叡尊草
開示鈔 一帖 貞慶草／法華經開示鈔 廿八帖 貞慶草
／表無表詳口抄 二巻 元輪撰／表無表章顯業鈔 六巻 定泉談 英心記／ 【第 19 巻 律蔵部 大乘律章疏 1】梵網經略疏 四巻又云略抄 善珠撰／
表無表章顯義鈔 三巻／勸發菩提心集流壅記 一巻 叡尊撰
梵網經開題 一巻 空海撰／梵網經開題鈔 三巻又云聞書 宥快説／梵網
【第 12 巻 経蔵部 方等部章疏 4】入楞伽心玄義纂要鈔 七巻 探 述／
經菩薩戒義疏集註 八巻 光謙撰／梵網經菩薩戒本疏紀要 六巻釋賢首疏
僧濬輯／梵網戒本疏紀要引據增補龍鳴斥謬 二巻 僧濬輯
首楞嚴經蠡測 十巻 交易撰／首楞嚴經略疏折衷 十巻 養存補
【第 13 巻 宗典部 戒律宗章疏 2】六物圖採摘 三巻 大江述／佛制比丘 【第 20 巻 論蔵部 三論章疏 1】中觀論品釋 一巻 快憲撰／中觀論疏記
會本 二十巻之内自一巻至六巻 安澄撰
六物圖纂註 四巻 宗覺述／佛制比丘六物圖依釋 四巻 慧淑譔／三衣辨惑
篇贊釋 一巻 正亮集／六物綱要 一巻 普寂撰／佛門衣服正儀編 二巻 僧 【第 21 巻 律蔵部 大乘律章疏 2】梵網經要解 十巻 妙龍著／梵網經要
解或問 一巻 妙龍著／梵網經古迹記 下巻科文輔行文集十巻 睿尊撰／梵
濬輯／佛門衣服正儀編 圖巻 僧濬輯／方服圖儀 二巻 飮光述／鑑眞過海
網經古迹記 下巻補忘抄十巻 定泉記
大師東征傳 一巻 元開撰／戒律傳來記 上巻 豊安勅撰／東大寺授戒方
軌 巻一 法進式／東大寺戒壇院受戒式 一巻 實範撰／出家略作法 一巻 【第 22 巻 律蔵部 大乘律章疏之餘 小乘律章疏】菩薩戒本宗要纂註 二
巻 宗覺輯／菩薩戒本持犯要記助覽集 二巻 眞圓記／應理宗戒圖釋文鈔
貞慶記／戒律興行願書 一巻 貞慶記／南都叡山戒勝劣記 一巻 貞慶草／
二巻 睿尊撰／菩薩戒羯磨文釋文鈔 一巻 睿尊撰／菩薩戒經箋解 三巻
律家圓宗料簡 一巻 俊芿述／菩薩戒通別二受鈔 一巻 覺盛草／菩薩戒通
行性述 小乘律章疏 沙彌十戒幷威儀經疏 五巻 法進撰／釋門集僧軌度
受遣疑鈔 一巻 覺盛撰／七佛略戒經 一巻 覺盛造／釋迦十二禮 一巻 覺
盛造／律宗新學作持要文 一巻 覺盛集／菩薩戒通別二受鈔 一巻 良遍注
圖經 一巻 道宣撰／四分戒本疏贊宗記 二十巻 凝然述
／菩薩戒別受行否鈔 一巻 良遍草／通受軌則有難通會抄 一巻 良遍草／ 【第 23 巻 論蔵部 諸大乘論章疏】法華論科文 一巻 最澄鈔／法華論記
通受懺悔鈔 一巻 良遍草／律宗作持羯磨 一巻 睿尊草／齋別受八戒作
十巻十七冊 圓珍撰／佛性論節義 四巻 賢洲記／攝大乘論天親釋略疏 五
法 一巻 睿尊造／八齋戒作法要解 二巻 覺深撰／八齋戒作法得道鈔 二
巻 普寂撰／成業論文林鈔 二巻 慈光撰
巻 通玄述／徹底章 一巻 元休述／三聚淨戒通受懺悔鈔 一巻 定泉記／ 【第 24 巻 経蔵部 密經部章疏 上 1】大日經開題 一巻 圓珍述／大日經
三聚淨戒四字鈔 一巻 定泉記／菩薩戒潜底鈔 一巻／菩薩戒問答洞義鈔
指歸 一巻 圓珍述／大日經略釋 一巻 圓珍述／大日經義釋目錄緣起 一巻

圓珍記／大日經義釋目錄 一巻 圓珍記／大日經疏鈔 一巻 圓珍述／大日
經義釋更問鈔 巻下 圓珍記／大日經見聞 十二巻 辨圓談／大日經開題 七
般 空海撰／大日經疏文次第 一巻 空海撰／遮那經王疏傳 二十巻 空海
説 實慧記／遮那經王不思議疏傳 二巻 空海説 實慧記／大日經開題口筆
二巻 了賢説／大日經開題鈔 一巻 宥快説／大日經品目大意 二巻 宥祥記
／大日經疏鈔 四巻 觀賢著／大日經序分義 一巻 實範記／大日經要義鈔
七巻 實範記
【第 25 巻 経蔵部 方等部章疏 5】勝鬘經義疏 三巻 聖徳太子御撰／勝
鬘經顯宗鈔 三巻 普寂撰／維摩經義疏 三巻 聖徳太子御撰／維摩經玄
略鈔 一巻 證眞撰／維摩經疏私記 二巻 證眞撰／淨名玄論略述 智光撰
【第 26 巻 経蔵部 密經部章疏 上 2】大日經之口疏鈔 八十五巻 宥快説
【第 27 巻 論蔵部 唯識論章疏 1】成唯識論泉鈔 三十巻之内自第一之上
至第八之下 善念集
【第 28 巻 経蔵部 法華部章疏 2】法華經釋文 三巻 仲算撰／法華經略
頌 一巻 眞興撰／法華經玄贊一乘義私記 三巻 眞興集／法華經開題 三
般 空海撰／法華經祕釋 一巻 覺鑁撰／法華經釋謙順記 一巻 妙瑞記／
法華經十不同問答慧給記 二巻 妙瑞記／法華經密號問答慧給記 一巻 妙
瑞記／法華經方便品奮迅義 二巻 妙瑞艸／註無量義經 三巻 最澄撰／註
無量義經抄 一巻 證眞撰／法華經題目 一巻 最澄撰／法華經大意 一巻
最澄撰／法華經二十八品大意 一巻 最澄撰／法華經二十八品肝要 一巻
最澄撰／法華經梵釋 一巻敬光排科 圓珍撰／法華經嘱累前後問答 智證
述／法華經二十八品頌 一巻 干觀撰／法華三十講品釋 一巻開結付 澄憲
述／御註法華經品釋 一巻 華園法皇御撰
【第 29 巻 論蔵部 三論章疏之餘 掌珍智度宗輪論章疏】中觀論疏記會
本 安澄撰／十二門論疏聞思記 一巻 藏海記／十二門論疏抄 一巻 尋慧集
掌珍智度宗輪論章疏 掌珍量噵註 一巻 秀法師撰／大智度論要義條目
三巻／異部宗輪論疏目論 五巻 榮天挍註／部執略記 一巻
【第 30 巻 経蔵部 法華部章疏 3】法華經鷲林拾葉鈔 二十四巻 尊舜談
【第 31 巻 経蔵部 理趣經釋章疏】理趣經開題 四般 空海撰／眞實經文
句 一巻 空海撰／理趣經文句愚艸 二巻 賴瑜草／理趣經種子釋 一巻 覺
鑁撰／理趣經祕决鈔 六巻 道寶記／理趣經祕註 四巻 文觀撰／理趣經
略鈔 一巻 杲寶撰／理趣經純祕鈔 三巻前附懸談 亮汰集／理趣釋祕傳
鈔 二巻 道範撰／理趣釋口决鈔 七巻 實範撰／理趣釋要略祕决集 六巻
宥範記／理趣釋祕要鈔 十二巻 杲寶決、賢寶記／實相般若經答釋 一巻
空海撰
【第 32 巻 経蔵部 密經部章疏 下 1】大敎王經開題 一巻 空海撰／金剛
頂經開題 一巻 空海撰／金剛頂經開題鈔 十巻 宥快説／金剛頂大敎王經
疏 七巻 圓仁撰／蘇悉地羯羅經略疏 七巻 圓仁撰
【第 33 巻 論蔵部 唯識論章疏 2】成唯識論泉鈔 三十巻之内自第九之上
至第十之下 善念集／成唯識論述記序釋 一巻 善珠集／成唯識論疏 八巻
善珠集／顯唯識疏隱文抄 巻一 常騰撰／成唯識論了義燈增明記 四巻 善
珠述／成唯識論了義燈抄 巻三 常騰撰／成唯識論了義燈抄 巻四 信叡撰
／成唯識論唯量抄 二巻 藏俊撰／唯識分量決 一巻 善珠撰／四分義極略
私記 二巻 仲筭撰／大乘廣五蘊論纂釋 六巻 了道記
【第 34 巻 経蔵部 方等部章疏 6】解深密經講贊 七巻 徳龍撰／善惡因
果經直解 六巻 了意撰／善惡因果經要解 二巻 覺深述／父母恩重經鈔
二巻 亮汰述／科註父母恩重經罔極鈔 二巻 眞賢撰／孝子經報乳鈔 二巻
正亮輯／数珠功徳經鈔 一巻 亮汰述／得道梯隥錫杖經出型鈔 三巻 大雲
撰／九條錫杖鈔 一巻 亮汰述
【第 35 巻 経蔵部 般若部章疏】大般若經開題 一巻 空海撰／大般若經
要集抄 三巻 信行撰／大般若經品目提綱歎徳頌 一巻 全巖撰／大般若經
逐巻係贊 六巻 瑞芳撰／金剛般若波羅蜜經開題 一巻 空海撰／仁王護國
般若波羅蜜經疏 三巻 行信勅撰／仁王護國般若波羅蜜經開題 一巻 空海
撰／仁王般若經護國鈔 三巻 覺超撰／梵漢般若心經異本集 一巻 本會
編／般若心經述義 一巻 智光撰／摩訶般若心經釋 一巻 最澄撰／般若
心經略釋 一巻 眞興集／講演心經義 一巻 源信作／摩訶般若心經解 一
巻 宗純抄／般若心經注解 一巻 圓耳集／般若心經口譚 一巻 性潜勅撰
／般若心經止啼錢 一巻 傳尊講説／般若心經毒語注 一巻 慧鶴頌、圓慈
注／般若心經祕鍵 一巻 空海撰／般若心經祕鍵略註 一巻 覺鑁記／般
若心經祕鍵開寶鈔 二巻 道範記／般若心經祕鍵開藏鈔 二巻 賴瑜記／般
若心經祕鍵鈔 六巻 杲寶口、賢寶記
【第 36 巻 経蔵部 密經部章疏 下 2】菩提塲經略義釋 五巻 圓珍撰／瑜
經疏 三巻 安然述／瑜經行法記 一巻 空海撰／瑜經總行記 一巻
眞寂記／瑜經拾古鈔 三巻 賴瑜記／瑜經義述 七巻 宥範記／毗盧
遮那別行經 一巻／毗盧遮那別行經鈔 二巻 慈圓傳／金剛頂蓮華部心念
誦儀軌私記 一巻 眞興述／蓮華胎藏界儀軌解釋 三巻 眞興集／千手經述
祕鈔 三巻 高辨撰
【第 37 巻 宗典部 修驗道章疏 2】 法則類 修驗柱源神法 一巻 本山相
傳／柱源神法護摩軌 一巻 本山相傳／柴採燈護摩供次第 一巻 本山相傳

／柴採燈護摩供行者堂圖 附護摩木積方圖等 本山相傳／羽黒山修驗柴
燈護摩供次第 一巻 羽黒相傳／羽黒流護摩法口决 一巻 羽黒相傳／峰中
作法 二般 本山相傳／峰中作法次第 一巻 本山相傳／峰中式目 一巻 本
山相傳／追込次第 一巻 本山相傳／自門入室制誡作法 一巻 附修驗玉體
投地作法 本山相傳／大峰修行灌頂式 一巻 良瑜准后相傳 良緣記／葛城
修行灌頂式 一巻 鎭榮記／當道灌頂次第 一巻 本山相傳／神仙灌頂祕記
一巻 本山相傳／小木閼伽讚嘆 一巻 本山相傳／蓑笠相傳 一巻 本山相
傳／略三摩耶戒儀 一巻 内題略三摩耶戒私記 本山相傳／彦山峰中灌頂
密藏 一巻 卽傳纂／本山修驗勤行要集 二巻 敬長輯／諸供作法集 一巻
本會編／高祖役君五段講式 一巻／役行者講法則 一巻／高祖行者御影
供講師作法 一巻 附役行者和讃 定隆撰／理源大師供講師作法 一巻 定
隆撰／理源大師講式 一巻 附理源大師和讃／當山修驗深祕行法符咒集
十巻 本會編／修驗深祕行法符咒續集 二巻彙集四十七法 本會編／修驗
道無常用集 二巻 鎫淸輯／修驗一派引導作法 一巻 附位牌靈供茶湯次第
敎義類 修驗修要祕决集 二巻 蓮覺傳／修驗三十三通記 二巻 卽傳撰
／修驗頓覺速證集 二巻 卽傳撰／三峰相承法則密記 二巻 卽傳輯／彦山
修驗祕决印信集 一巻 卽傳傳／彦山修驗最祕印信口决集 一巻 本會編／
彦山修驗道祕决灌頂巻 一巻 外題山伏口傳／彦山峰中記 一巻 有洤記／
彦山大峰葛城峰戶帳札御供覺 一巻 宗海記／靑笹祕要錄 一巻 堯海相傳
／小笹祕要錄 一巻 乘圓相傳／兩峰問答祕鈔 二巻 猷助撰／峰中修行記
一巻 行昭撰 道瑜治定／本山修驗深祕印信集 一巻 本會編
【第 38 巻 宗典部 修驗道章疏 3】 敎義類 賜神變大菩薩號詔書 冩眞
版／資道什物記 二巻 朗然撰 宥 注／山伏二字義 一巻 宥 注／修驗
三正流儀敎 一巻 覺瑄撰／修驗指要辨 一巻 等空述／客道名服説 一巻
明存撰／修驗學則 一巻 僧牛撰／本山修驗略要 一巻 道晃親王撰／修
驗道初學辨談 二巻 卓盈撰／修驗十二箇條 一巻本山方／修驗十二箇條
一巻 当山方 日賢記／當門一宗依的忠集 一巻 融慧輯／當山門源起 一巻
俊堅記／本山修驗道意略問答 一巻 立賢記／木葉衣 二巻 行智記／踏雲
錄事 一巻 行智著 史傳類 役行者本記 一巻又云宗祖本𧪄  義元撰／役
行者顚末祕藏記 一巻略云祕藏記 道鏡撰／役君形生記 二巻 秀高撰／
役公徴業錄 一巻 祐誠撰／當山極深祕法 一巻止内山修榮／當山修驗
傳統血脈 一巻 行智記／當山派師師相承血脈 一巻止等觀金剛慧慶／興
福寺修驗血脈 出于興福寺金堂先達記錄 中／彦山修驗傳法嗣法譜 一巻
止重眞／彦山修驗傳法血脈譜 一巻止宣宗有雋／深山灌頂系譜 一巻止
雄仁親王／聖門御累代記 一巻止道承親王／本山修驗傳記 一巻止雄仁
親王／熊野山別當次第 一巻／熊野山撿挍次第 一巻／新熊野山別當次
第 一巻／新熊野山撿挍次第 一巻／金峰山檢校次第 一巻 記錄類 金峰
山創草記 一巻／證菩提山等緣起 一巻／葛城寶山記 一巻 行基撰／加州
石川郡白山緣起 一巻 泰澄撰／山伏帳 下巻／大峰當山本寺興福寺東金
堂先達記錄 一巻 聊朝記／金剛山内外兩院代代古今記錄 一巻 聊朝記／
高演大僧正入峰行列記 一巻 羽黒修驗史料記錄類 羽黒山修驗廣法灌
頂傳持血脈 一巻／羽黒派末寺幷修驗院跡大數取調帳 一巻／羽黒一流
官職法衣規則書上 一巻／羽黒修驗衣體幷法用具覺 一巻／羽黒三山古實
集覧記 一巻 台嶺行門修驗書 北嶺廻峰前加行次第 一巻 附制誡／當山
巡禮靈所法施記 一巻 圓仁記／當山靈所巡禮次第 一巻 圓仁記／北嶺大
廻次第 一巻 東塔巡 叡憲記／巡禮所作次第 一巻 無動寺 豪圓記／葛川
加行次第 一巻／北嶺廻峰次第 一巻 正敎房流手文 舜雄記／當山廻禮
修行記 一巻 宗澄記／北嶺行門記 一巻 幸運記／修驗行滿雜記 一巻 正
敎房流 良運記／行門還源記 一巻 前附或問 重華記／無動寺檢校次第
一巻 止動玄僧正 法華行者修驗書 修驗故事便覧 五巻 日榮著
【第 39 巻 論蔵部 金七十論章疏 勝宗十句義論章疏 六合釋章疏】 金
七十論章疏 金七十論備考 三巻 暁應述／金七十論疏 三巻 法住撰／金
七十論藻鏡 一巻 快道撰 勝宗十句義論章疏 十句義論釋 二巻 基辨撰
／十句義論訣擇 五巻 快道撰／十句義論聞記 一巻 寶雲説 六合釋章
疏 六合釋節要 一巻 融光撰／殺三磨娑釋未詳訣竝辯 一巻 基辨訣 快
道述／分別六合釋 一巻 法住記／六合釋精義 二巻 快道撰／六合釋三
部章 一巻 快道記／六合釋章疏標目 一巻 快道述／六離合釋法式通關注
一巻 宥範注／六離合釋法式略解注 一巻
【第 40 巻 宗典部 華嚴宗章疏 上】五十要問答加塵章 残缺二巻 凝然述
／華嚴孔目章問答鈔 八巻 尊玄記／華嚴孔目章發悟記 残缺十二巻 凝然
述／金師子章光顯鈔 二巻 高辨撰／三聖圓融觀義顯 残缺二巻 凝然述／
遊心法界記講辯 三巻 律藏撰
【第 41 巻 律蔵部 大乘律章疏 3】梵網經 上巻 古迹記網義十巻 淸算記
／梵網經 下巻 古迹記述迹鈔十巻 照遠述／菩提戒本宗要雜文集 一巻
覺盛記／菩提戒本宗要輔行文集 二巻 叡尊記
【第 42 巻 宗典部 華嚴宗章疏 下】華嚴宗種性義鈔 一巻 親圓撰／華嚴
一乘開心論 下二 普機勅撰／華嚴一乘十信位中開廓心境佛佛道同佛光
觀法門 一巻 高辨述／華嚴修禪觀照入解脱門義 二巻 高辨述／華嚴信種
義 一巻 高辨記／華嚴佛光三昧觀祕寶藏 二巻 高辨集／華嚴佛光三昧觀

冥感傳 一巻 高辨集／華嚴唯心義釋 二巻附法語 高辨作／明慧上人法話
一巻 高辨作／邪正問答鈔 一巻 高辨作／三時三寶禮 一巻 高辨記／自
行三時禮功徳儀 一巻 高辨記／光明眞言 土砂勸信記 二巻 高辨作／光
明眞言 土砂勸信別記 一巻 高辨造／護身法功能鈔 一巻 高辨記／護身
法口訣 一巻 高辨訣／摧邪輪 三巻 高辨草／摧邪輪莊嚴記 一巻 高辨草
／華嚴香水源記 一巻 朗遊記／華嚴五敎建立次第 一巻 凝然述／華嚴
十重唯識瑺鑑記 凝然述／華嚴十重唯識圓鑑記 一巻 凝然述／華嚴十重
唯識瓊鑑章 一巻 凝然述／華嚴法界義鏡 二巻 凝然述／華嚴宗要義 一
巻 凝然述／初發心時 一巻 禪爾草
【第 43 巻 宗典部 天台宗密敎章疏 1】胎藏界灌頂行事鈔 一巻 最澄撰
／金剛界灌頂行事鈔 一巻 最澄撰／合壇灌頂記 一巻 最澄記／灌頂傳
受祕錄 二巻 最澄記／阿闍梨大曼荼羅灌頂儀軌 一巻 最澄撰／兩部祕密
許可竝大結界式 一巻 最澄撰／胎藏緣起 一巻 最澄集／藥師如來儀軌
一巻 最澄撰／藥師如來念誦法 一巻 最澄撰／藥師如來講式 一巻 最澄
撰／雙身毗沙門法 一巻 最澄撰／鎭將夜叉天念誦次第 一巻 最澄撰／鎭
將夜叉祕密念誦法 一巻 最澄撰／鎭將夜叉祕法 一巻 最澄撰／六天講
式 一巻 最澄撰／順曉阿闍梨附法文 一巻／徳圓阿闍梨附法文 一巻／廣
智阿闍梨附法文 一巻／結緣灌頂次第記 一巻 義眞記／在唐決 一巻 圓
仁撰／曼荼羅問答 一巻 圓仁問、法全答／眞言三身問答 一巻 圓仁撰／
灌頂三昧耶戒記 一巻 圓仁記／胎藏界虛心記 二巻 圓仁記／金剛界淨地
記 一巻 圓仁記／蘇悉地妙心大 一巻 圓仁記／妙成就記幷註 一巻 圓仁
記、圓珍註／都法灌頂祕錄 一巻 圓仁記／諸位灌頂祕密目錄 一巻 圓仁
錄／延暦寺灌頂行事 一巻 圓仁撰／護摩次第 二巻 圓仁撰／護摩觀 口
決一巻 圓仁撰／大毗盧遮那大敎王相承師資血脈圖 圓珍撰／金剛頂大
敎王相承師資血脈圖 圓珍撰／講演法華儀 二巻 圓珍撰／法華曼荼羅諸
品配釋 一巻 圓珍撰／法華經兩界和合義 一巻 圓珍撰／法華論四種聲聞
日記 一巻 圓珍集／大説經日 三刧六無畏記 一巻 圓珍叙／些些疑文 二
巻 圓珍問／疑問集 二巻 圓珍問大師在唐記 一巻 圓珍記／在唐記 一巻
圓珍記／眞言三身問答 一巻 圓珍記／阿字祕釋 一巻 圓珍撰／理智一門
一巻 圓珍記／題密二宗本地三身釋 一巻 圓珍述／授決 圓多羅義集唐決
二巻 圓珍傳／敎示兩部祕要義 一巻 圓珍記／阿母捺羅記 一巻胎 圓珍
記／惹拏母捺羅圓 一巻金 圓珍記／三部曼荼羅 一巻胎 圓珍述／大悲藏
瑜伽記 二巻 圓珍記／金剛瑜伽記 一巻 圓珍記／決示三種悉地法 一巻
圓珍撰／佛母曼挐羅念誦要法集 一巻 圓珍、高大夫共集／建立曼荼羅
大壇儀式略攝行法 一巻 圓珍記
【第 44 巻 宗典部 天台宗顯敎章疏 1】内證佛法相承血脈譜 一巻 最澄
撰／師資相承血脈文 一巻 最澄撰／天台法華傳法偈 一巻 最澄撰／行滿
和尚印信 一巻／道邃和尚付法文 一巻／天台宗未決 一巻 最澄問／天台
法華宗牛頭法門要纂 一巻 最澄撰／修禪寺相傳口决 二巻 最澄撰／三大
章疏七面相承口決 一巻 最澄記／山家學生式 一巻 最澄撰／顯戒論 三
巻 最澄勅撰／顯戒論緣起 上巻 最澄撰／一乘戒建願記 一巻 最澄記／
根本大師臨終遺誡 一巻 最澄述／授菩薩戒儀 一巻 最澄撰、圓珍注／菩
薩次第明據 一巻 最澄撰／照權實鏡 駁徳一撰佛性鈔一巻 最澄撰／法華
去惑 四巻 最澄撰／守護國界章 九巻 最澄勅撰／通六九證破比量文 一
巻 最澄撰／決權實論 一巻 最澄撰／法華秀句 五巻 最澄撰／再生敗種
義 一巻 最澄述
【第 45 巻 宗典部 天台宗密敎章疏 2】胎藏具支灌頂記 十巻缺巻七 安
然記／大悲胎藏持誦不同記 七巻 安然記／胎藏界釋迦會不同 二巻 安然
傳／胎金曼荼羅諸尊種子集 一巻 安然抄／胎藏界大法對受記 七巻 安
然記／金剛界大法對受記 八巻之内自一至五 安然記
【第 46 巻 宗典部 天台宗顯敎章疏 2】斷證決定集 一巻 最澄説、圓仁
記／經師觀行 二巻行一作解 最澄撰／三平等義 一巻或云圓仁作 最澄撰
／破十軍修佛道私記 一巻 最澄決／天台法華宗生知妙悟決 一巻 最澄
問、道邃答／妙法蓮華經出離生死血脈 一巻 最澄記／五部血脈 巻一 一
云項載牛頭法門 最澄傳／長講法華經發 發文作略 願文 二巻 最澄記／
長講仁王般若經會式 一巻 最澄記／長講金光明經會式 一巻 最澄記／
七難消滅護國頌 一巻 最澄撰／宇佐宮經釋文 一巻 最澄撰／依憑天台
集 一巻 最澄撰／拂惑袖中策 二巻 最澄撰／末法燈明記 一巻 最澄記／
正像末記 一巻記一作文 最澄撰／三寶住特集 二巻之内殘缺 本會編／天

台靈應圖本傳集 十巻之内現在巻一、二 最澄製／傳敎大師將來錄 最澄
等製／御經藏寶物聖敎等目錄 一巻／傳敎大師餘輝集 三巻 本會編（叡
山根本大師御撰述目録 一巻 義眞記／傳敎大師撰述錄 一巻 可透集／叡
山大師傳 一巻 仁忠撰／延暦寺元初祖師行狀記 一巻 圓珍抄／叡山大師
略傳 一巻 圓珍記／叡山根本大師傳 一巻 三好爲康撰）／延暦寺禁制
式 二十二條中略抄十五條 仁忠等記／唐決 一巻 義眞問／天台法華宗義
集 一巻 義眞勅撰／一心金剛戒體祕決 二巻 最澄傳受／一心金剛戒體錄
記 一巻 義眞述／修禪和尚留芳集 一巻 本會編／天台佛法流二布吾國一
事 一巻 大伴國道撰／唐決 一巻 廣修決答 圓澄問／寂光和尚殘馨集 一
巻 本會編／唐决 一巻 維蠲決答 附雜纂 圓載問／圓載和尚雜纂 本會編
／唐決 一巻 宗潁決答 徳圓問／唐決 一巻 宗潁決答 光定問／傳述一心
戒文 三巻 光定撰／延暦寺内供奉和上行狀 一巻 圓豐等撰／境智一心三
觀文 一巻 圓仁撰／法華迹門觀心絶待妙釋 一巻 圓仁撰／法華本迹十妙
釋 一巻 圓仁撰／七喩義 一巻 圓仁撰／寂光土記 一巻 圓仁撰／四土通
達義 一巻 圓仁撰／三身義私記 一巻 圓仁記／己心中義記 一巻 圓仁撰
／一念頌決 一巻 圓仁撰、覺超記／心性論 一巻 圓仁撰／俗諦不生不滅
論 一巻 圓仁撰／四夜傳 一巻山家在唐傳 圓仁草書、覺超記／諸佛掌中
要決 一巻 圓仁記／妙義口傳集 一巻 圓仁述／眞言菩提心義 一巻十條
圓仁撰／義綱集 二巻 圓仁集／三寶輔行記 三巻之内殘缼 本會編／神
鑒典 殘缼 本會編
【第 47 巻 宗典部 眞言宗事相章疏】祕密漫荼羅敎付法傳 二巻 空海撰
／眞言付法傳 一巻 空海撰／祕藏記 空海撰／祕藏記私鈔 十巻 杲寶撰
／奉爲平城太上天皇灌頂文 一巻 空海撰／奉爲嵯峨太上皇后灌頂文 一
巻 實慧撰／祕密三昧耶佛戒儀 一巻 空海集／建立曼荼羅次第法 一巻
空海撰／
一巻又云金剛界念誦次第 空海撰／金
剛頂經蓮華部心念誦次第 一巻 空海記 寛平法皇御補／金剛頂瑜伽蓮華
部大儀軌 二巻 空海決 實慧記／金剛界曼荼羅次第法 一巻世稱高雄口決
空海決 眞濟記／
一巻又云胎蔵界念誦次第 亦名胎蔵梵
字次第 空海集／
一巻又云胎蔵界念誦次第 亦名胎蔵略次
第 空海集／
一巻又云胎蔵界念誦次第 亦名胎蔵普禮五三
次第 空海集／胎藏備在次第 一巻門人記 空海決／胎藏界念誦次第 一巻
宗睿撰／胎藏略次第 一巻 實慧撰／
一巻亦名胎蔵作禮方
便次第 玄靜撰／胎藏灌頂略記 一巻 空海撰／兩界灌頂印信 一巻 空海
製／十二眞言王儀軌 一巻 空海撰／無量壽如來次第 一巻 空海撰／無量
壽如來作法次第 一巻 空海撰／大佛頂略念誦法 一巻 空海撰／千手觀音
行法次第 一巻 空海撰／持寶金剛念誦次第 一巻 空海撰／持寶金剛念誦
法次第 一巻 空海撰／大勝金剛次第 一巻 空海撰／無動尊瑜伽成就法軌
次第 一巻 空海撰／不動明王念誦次第 一巻 空海撰／随身金剛次第 一
巻 空海決、眞雅記／無障金剛略念誦次第 一巻 眞然撰／五祕密略次第
一巻 實慧撰／無盡莊嚴藏次第 一巻或云宗睿撰或云玄靜撰 空海傳／歡
喜天次第 一巻 空海撰／十八道念誦次第 一巻 空海撰 寛平法皇御補／
十八道頸次第 一巻 空海撰／梵字十八道 一巻 空海撰／十八契印 一巻
空海撰／護摩次第 一巻 空海撰／息災次第 一巻 空海撰／護摩口決 一
巻 空海撰／護摩法略抄 一巻 實慧記／四種護摩口決 一巻附天供次第
空海決 實慧記／護摩義 一巻 眞然記／杵鈴義 一巻 眞然記
【第 48 巻 宗典部 天台宗密敎章疏 3】金剛界大法對受記 八巻之内自
六至八 安然記／蘇悉地大法對受記 一巻 安然記／蘇悉地羯羅重玄門儀
軌 一巻 安然集／蘇悉地記 一巻／蘇悉地略 一巻／金剛頂修行法次第
儀式 上巻 安然集／聖無動尊决祕要義 一巻 安然撰／不動明王祕敎要决
一巻／廣攝不動祕决 四巻之内現存一、二、三 安然撰／不動立印儀軌
修行次第 一巻胎藏行法 安然記／不動立印儀軌祕記 一巻附略次第私記
安然記／不動立印儀軌私記 一巻會入異本 安然抄／常住金剛私記 一巻
良源撰／不動頂蓮義 一巻 安然記／雞羅山泥縛私記 一巻 安然記／求子
妊胎産生祕密法集 一巻 安然集／無量壽儀軌中梵唐對注眞言 一巻 安然
集／相承三宗血脈 一巻 安然撰／手草 二巻 安然撰／異本卽身成佛義私
記 一巻 安然撰／敎時問答 四巻 安然造／敎時義勘文 一巻 榮西抄／菩
提心義 十巻 安然撰
菩提心別記 一巻 榮西集／出纒大綱 一巻 榮西記／四明安全義殘簡 本
會編／自行要記殘簡 本會編／要記 一巻 安然記
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