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v. ; 28cm. 
2012- Y735-ZS-209 
 
＜ベトナム＞ 
The encyclopedia of the Vietnam War : a political, 
social, and military history / Spencer C. Tucker, 
editor ; Paul G. Pierpaoli Jr., associate editor ; 
Merle L. Pribbenow II, James H. Willbanks, 
David T. Zabecki, assistant editors. -- 2nd ed. -- 
Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2011. -- 4 v. : 
ill., maps ; 29 cm.  
Includes bibliographical references and indexes.  
ISBN: 9781851099603 (hard back : alk. paper) 
 GE8-B85 
 
＜マレーシア＞ 
Teknologi Melayu : konsep & bibliografi / Wan 
Abdul Kadir Wan Yusoff ... [et al.]. -- [Cet. 1.]. -- 
[Kuala Lumpur] : Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya, [2004] -- 198 p. ; 23cm. 
In Malay.   
ISBN: 9832085691 Y735-TS-474 

マレーの技術に関する概説と文献目録の 2 部から

なる。前半は「技術という概念」「マレーの技術」

「技術と文化」「技術と開発」の 4 章に分かれる。

後半は 2003 年半ばまでに刊行された文献 1,525 件

を「生産用具」「音楽と遊戯」「衣服と装身具」

「交通」「武器」など 10 分野に大別し、その中を

図書、雑誌記事、会議録、学位論文、映像資料など

に細分し、著者名のアルファベット順に排列。 
 
Laporan penyiasatan tenaga buruh = Labour 
force survey report. Malaysia. -- Putrajaya : 
Jabatan Perangkaan Malaysia. -- v. ; 30cm. 
ISSN: 0128-0503 
2010- Y735-ZS-207 
 
＜ラオス＞ 
Lao census of agriculture 2010/11 highlights. -- 
Vientiane : Steering Committee for the 
Agricultural Census, Agricultural Census Office, 
[2012]. -- xi, 89 p. :ill. (chiefly col.), col. maps ; 
30cm. 
"May 2012." 
他タイトル: Lao census of agriculture 2010/11.  
 (DT591-P32) 
 
南アジア 
 
＜インド＞ 
India information sources : economics and 
business / Kyllikki Ruokonen, Manohar Lal. -- 
New Delhi : Concept Pub. Co., 1992. -- 232 p. ; 
23cm. -- (Concepts in communication, informatics 
& librarianship ; 38) 
ISBN: 8170224373 (D1-P21) 
 インドの経済産業に関する 1992 年までに刊行さ

れた図書、雑誌約 800 件を、参考図書、抄録・索引、

文献目録、事典、逐次刊行物、統計、公的調査報告

書など 16 に大別し、その中を分野別に細分して、

タイトルのアルファベット順に排列。巻末に主要書

店・出版者一覧など 7 つの付録を付す。 
 
India today : an encyclopedia of life in the 
Republic / Arnold P. Kaminsky and Roger D. Long, 
editors. -- Santa Barbara, California : ABC-CLIO, 
[2011] -- 2 volumes :illustration ; 26cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780313374623 (hard back : set : alk. 
paper) 

 GE8-B94 
 1947 年以降のインドにおける政治、外交、経済、

社会、教育、芸術、地理、宗教などに関する 250 項

目を収録し、アルファベット順に排列。各項目に参

考文献を付す。第 2 巻巻末には全項目に関する詳し

い参考文献一覧を付す。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
中国的中东文献研究综述 : 1949-2009 = Research 
on Middle East documents in China : 1949-2009  
/ 成红编 著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2011.9. 
-- 2, 2, 2, 310p ; 24cm. -- (中国哲学社会科学学科发

展报告) 
ISBN: 9787509726532 GE3-C17 
中国における中東研究に関する中国語図書、雑誌

論文約 6,000 件についてタイトル、著者、収録誌、

出版事項などを収録。「专著」「论文」に大別し、

その中をさらに分野別に細分して刊行年順に排列。 
 
Ethnic groups of Africa and the Middle East : an 
encyclopedia / John A. Shoup. -- Santa Barbara, 
Calif. : ABC-CLIO, c2011. -- xxv, 377 p. : ill., 
maps ; 27cm. -- (Ethnic groups of the world) 
Includes bibliographical references and indexes.  
ISBN: 9781598843620 (hard copy : alk. paper) ; 
1598843621 (hard copy : alk. paper) ;  
9781598843637 (ebook) ; 159884363X (ebook) 

 G112-B25 
 アフリカ、中東の 117 民族について居住地域、人

口、使用言語、歴史、文化、宗教、生活、社会構造、

政治運動などを解説。排列は民族名のアルファベッ

ト順。巻末に各国別地名索引、語句索引を付す。 
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アジア情報室のさらなる発展に向けて 

―情報発信と対外連携に向けた新たな取組― 
 

塚田 洋（国立国会図書館関西館アジア情報課長） 

 

 

1. はじめに 
 アジア情報室は、2002 年 10 月の国立国会

図書館関西館の開館と同時に開室し、昨年、

開室 10 周年を迎えた。関西館の主要なサー

ビスの一つであるアジア情報サービスを担い、

情報発信や国内外の関係機関との連携等、

様々な取組を行ってきた。関西館は 10 年の

節目に、各種事業・サービスの実績と課題を

総括するとともに、今後の発展を期した拡

充・強化策を検討した1。アジア情報室も、そ

の機能をより効果的に発揮できるよう、情報

発信や対外連携を一層重視した新方針でサー

ビス強化に取り組む。本稿では、アジア情報

室の開室からこれまでの主要な実績を振り返

るとともに、新方針の下で着手しているいく

つかの取組について紹介する。 
 
2. 開室までの経緯 
 国立国会図書館は 1948 年の創立以来、ア

ジア情報専門の資料室を設けてきた。アジア

情報室は 50 年以上に及ぶ東京本館時代の専

門室から、業務・サービスの仕組みを受け継

いでいる。特に前身のアジア資料室（1986～
2002 年）とは、①対象とする「アジア」の範

囲を、東アジア、東南アジア、南アジア、中

央アジア、中東・北アフリカとし、②現地語

資料の選書、整理、保管、提供まで一貫して

扱う等、業務・サービスの枠組みが共通して
                                 
1 関西館 10 年間の活動の総括については、次の記事

を参照。 
南亮一、木目沢司ほか「関西館の 10 年：構想段階と

現況とを対比して」『カレントアウェアネス』313 号, 
2012.9, pp.2-7. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3537357
_po_ca1774.pdf?contentNo=1 
石川武敏「国立国会図書館関西館 開館 10 周年を迎

えて」『国立国会図書館月報』619 号, 2012.10, pp.5-
14. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3580968
_po_geppo1210.pdf?contentNo=1 

おり、職員のノウハウも当時蓄積したものが

基礎となっている。また、③アジア資料室所

蔵資料が東京本館から関西館に移送され、ア

ジア情報室の蔵書の核となっている。 
 アジア情報室の機能は、アジア資料室以前

の図書館業務にとどまらない。1991 年に策定

された関西館の設立構想（「国立国会図書館

関西館（仮称）設立に関する第二次基本構想」

2）は、「アジア太平洋文献情報センター機能」

（後に「アジア文献情報センター機能」とな

る3）を関西館の基本機能の一つに掲げ、また、

「文献情報の発信」「世界に広がるサービス」

「新しい図書館協力」を関西館の役割とした。

これらに対応するため、アジア情報室は、情

報発信の高度化、国内外関係機関との連携協

力活動にも取り組むこととなった4。 
 
3. 10 年間の主な成果 
 アジア情報室の 10 年間の主な活動成果を

閲覧サービス、情報発信、対外連携の視点か

ら振り返る。 
 
(1) 閲覧サービス 
 所蔵資料はこの 10 年で格段に充実し、昨

年度末には図書約 36 万冊、逐次刊行物約

8,600 タイトルに達した（アジア資料室閉室

時には、図書 67,000 冊、逐次刊行物 6,600
                                 
2 構想の概要と全文は、下記を参照。

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/about/history
_199108.html 
3 「国立国会図書館関西館（仮称）建設基本計画概要」

（1994.12.19）による。

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/about/199412
_3.pdf  
4 アジア情報室の初期の活動については、次の記事を

参照。 
石川武敏「アジア情報サービスのセカンド・ステージ

に向けて - 開室 4 年を迎えるアジア情報室」『アジ

ア情報室通報』4 巻 2 号, 2006.6, pp.2-4. 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin4-2-1.php 

2
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索引あり. 
ISBN: 978-4-641-28128-8 GE136-J52 
 
したたかな韓国 : 朴槿恵時代の戦略を探る / 浅羽

祐樹 著. -- 東京 : NHK 出版, 2013.3. -- 205p ; 
18cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-14-088402-7 GE136-L5 
 
北朝鮮は何を考えているのか : 金体制の論理を読
み解く / 平岩俊司 著. -- 東京 : NHK 出版, 2013.4. 
-- 261p ; 19cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-14-081601-1 GE138-L5 
 
金正恩を誰が操っているのか : 北朝鮮の暴走を引
き起こす元凶 / 五味洋治 著. -- 東京 : 徳間書店, 
2013.5. -- 238p ; 18cm 
ISBN: 978-4-19-863617-3 GE138-L7 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
韓国における日本語教育必要論の史的展開 / 河先

俊子 著. -- 東京 : ひつじ書房, 2013.2. -- 314p ; 
22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-89476-632-7 KF31-L10 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
国立中央博物館ハンドブック  / 国立中央博物館 
[著] ; 篠原啓方 譯 ; 片山まび 監修. -- ソウル : [大
韓民国] 国立中央博物館, 2012.12. -- 183p ; 24cm 
背のタイトル: ハンドブック. 
ISBN: 978-89-94207-21-6 UA31-L25 
 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
Dai Lue-English dictionary / by William J. Hanna. 
-- Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2012. -
- lxvii, 480 p. : map ; 21cm. 
English and Lü, with some texts in Thai. 
Includes bibliographical references (p. xxxii-
xxxvii) and index.  
ISBN: 9786162150319 (pbk.) (KL12-P10) 
 
東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 
東南アジア逐次刊行物の現在  = Periodical 
publications in contemporary Southeast Asia : 収
集・活用のためのガイドブック / 東南アジア逐次

刊行物プロジェクト 編. -- [出版地不明] : 東南アジ

ア逐次刊行物プロジェクト, 2013.3. -- 144p ; 30cm. 
 UM84-L7 

「東南アジアの逐次刊行物」「東南アジアにおけ

る出版の現状」の 2 部からなる。第 1 部は東ティモ

ールを除く 10 か国で発行された官報 65 誌、東南ア

ジア研究に関する主要雑誌 229 誌の書誌情報を収録。

発行国ごとに大別し、雑誌は翻字形タイトルのアル

ファベット順に排列。第 2 部はブルネイを除く 10
か国について、官報、雑誌、新聞を主とする出版事

情に関する専門家へのヒアリングの記録を収録。巻

末に誌名索引を付す。 
 
＜インドネシア＞ 
Ensiklopedia tokoh sastra Indonesia / Laelasari, 
S.S., Nurlailah, S.S. -- Cet. 1. -- Bandung : 
Nuansa Aulia, 2007-. -- v. <1> : ill. ; 19cm. 
Includes bibliographical references (v. 1, p. 468-
472).  
ISBN: 9793944439 (v. 1)   
（インドネシア文学者事典） Y735-TS-240 
 
Wajah DPR dan DPD, 2009-2014 : latar belakang 
pendidikan dan karier. -- Jakarta : Penerbit Buku 
Kompas, 2010. -- xl, 736 p. : ill., maps ; 23cm. 
"Maret 2010."  
Includes index.  
ISBN: 9789797094713 Y735-TS-315 
 国会議員 560 名、地方代表議会議員 132 名の総

覧。全 11 章からなり、国会議員に関する 9 章は議

員数の多い政党順に排列し、その中を議員名のアル

ファベット順に排列。各議員について顔写真、出身

選挙区の地図、生年月日、信仰する宗教、学歴、経

歴、2009 年総選挙における得票数などを収録。 
 
Kamus unggah-ungguh basa Jawa / Haryana 
Harjawiyana, Th. Supriya. -- Ed. rev. -- Deresan, 
Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2009. -- ix, 192 
p. : ill. ; 25cm. 
Javanese and Indonesian. 
Includes bibliographical references (p. 188-190).  
ISBN: 9789796729913   
（ジャワ語敬語辞典） Y735-TS-352 
 
Ensiklopedi karawitan Bali / Pande Made 
Sukerta. -- Ed. 2. -- Surakarta : ISI Press Solo, 
2009. -- xxxiii, 412 p. : ill. ; 23cm. 
Includes bibliographical references (p. 405-412).   
ISBN: 9798217993 ; 9798217942 (p. [4] of cover) 
（バリ島ガムラン音楽事典） Y735-TS-353 
  
Atlas DKI Jakarta / penyusun, Anisa Utami Dewi, 
Muhammad Arif Rahman, M. Dimytati. -- New ed. 
-- Jakarta : PT. Fitratama Sempana, [2007]. -- 64 
p. : col. ill., col. maps ; 30cm.   
（ジャカルタ首都圏道路地図帳） Y735-TS-423 
 
インドネシア経済関連法令集 / 柳田茂紀 訳. -- 東
京 : エヌ・エヌ・エー, 2013.2. -- 459p ; 26cm. 
ISBN: 978-4-86341-027-5 CI4-411-L1 
 
＜ブルネイ＞ 
Panduan telefon Negara Brunei Darussalam = 
Telephone directory of Brunei Darussalam. -- 
Gadong : TELE DIRECTORIES(B) SDN BHD. -- 
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タイトルであった。）。約 3 万冊に増加した

開架資料の中でも、アジア関係の雑誌約

2,500 タイトル、新聞約 220 タイトルを自由

に閲覧できることは大きな特長である。さら

に中国学術雑誌全文データベース（CAJ）5、

韓国の総合学術データベース（KISS）6等を

通じ、約 11,500 タイトルの雑誌所収論文も閲

覧できるようになった。 
こうした情報資源を駆使して、来館利用者

にはアジアカウンターで、遠隔地の利用者に

は電話や文書（図書館経由）等によりレファ

レンスサービスを行い、必要に応じて図書館

間貸出しや遠隔複写サービス等へ誘導してい

る。 

 
 アジア情報室所蔵資料は、言語別では中国

語資料の比率が高い（表 1 は図書の例）。こ

れは、中国語資料に対する需要が多いほか、

上海新華書店旧蔵中国語図書7約 17 万冊を受

                                 
5 中国学術情報データベース(CNKI：China 
National Knowledge Infrastructure)収録データベー

スの一つであり、学術雑誌約 9,800 タイトルを収録

する。 
6 韓国の学会、研究所が発行する定期刊行物約 1,700
タイトルを収録する。 
7 1937 年に延安で中国共産党により創設された国営

の図書出版・販売機構である新華書店の上海分店が保

管していた書店見本用書籍のコレクションである。

1930 年代から 90 年代初めまでの上海を中心とする

地域の代表的出版物を多く含み、内容は、文芸書、マ

ルクス・エンゲルス、レーニン、毛沢東などの著作集、

入れたことが大きい。国内の情報需要は東ア

ジアが多いため、中国語資料の整備を継続し

つつ、他地域の資料もバランスよく収集する

ことに努めてきた。特に、①中東・北アフリ

カ、中央アジア等の収集困難地域の解消8、②

国内刊行アジア言語資料やアジア地域刊行日

本関係資料の収集強化、③遠隔サービスに適

する学術雑誌の充実等に留意した。 
 
(2) 情報発信 
情報発信関連の成果としては、まず書誌情

報の公開が挙げられる。関西館開館に合わせ

てインターネット公開したアジア言語 OPAC
は、それまで冊子目録やカード目録でしか検

索できなかったアジア言語資料の書誌情報へ

のアクセスを容易にした。公開当初は中国語

資料と朝鮮語資料のみが検索可能であったが、

対象資料を順次追加した。さらに 2012 年に

はアジア言語 OPAC と NDL-OPAC を統合し、

現在ではほぼ全てのアジア言語資料を和文、

欧文の資料と一括検索できるようになってい

る。 
 また、『アジア情報室通報』9を刊行して、

ホームページに掲載するほか、ホームページ

では、リサーチ・ナビ内の「アジア諸国の情

報をさがす」10に「アジア情報の調べ方案内」

等、調査に役立つ情報を揃えている。アジア

情報室ならではの特色あるコンテンツとして、

次の二つがある。 
 
①AsiaLinks－アジア関係リンク集－11 
 アジアに関する地域別、国別リンク集で、

                                                 

啓蒙書、実用書、古典、連環画（絵物語の一種）など

多岐にわたる。 
このコレクションについては、次の記事も参照の

こと。中野徹「上海新華書店旧蔵書と中国の連環画」

『アジア情報室通報』10 巻 1 号, 2012.3, pp.2-4. 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin10-1-1.php 
8 このため、エジプト、トルコ、カザフスタン、イン

ドに職員を派遣し、出版事情調査を行った。また、収

集困難地域を専門とする研究者から意見聴取し、入手

ルートの確立の参考とした。 
9 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-pub.php 
10 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php 
11 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php 

表 1 言語別蔵書冊数（2013 年 3 月現在） 

中国語                        267,000 

朝鮮語                         33,000 
インドネシア・マレーシア語     14,000 
ベトナム語                      4,400 
タイ語                          4,100 

ペルシア語                      3,200 
アラビア語                      2,600 
トルコ語                        2,000 
ビルマ語                        1,800 
ヒンディー・サンスクリット語    1,000 

モンゴル語                        700 
                                 ほか 
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韓国の世界遺産 10、無形文化遺産 11、世界記録

遺産 7 について、解説と写真を収録。巻末に各遺産

の登録年月日や、関連団体の連絡先などの一覧を付

す。 
 
한국의 불상 / 김환대 지음. -- 파주 : 한국학술정보, 
2009.10. -- 291p ; 23cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788926804490 
（韓国の仏像） KB121-K14 
 
한국 전통목가구 = Traditional Korean wooden 
furniture : 전통목가구의 도면과 상세 / 박영규 
지음. -- 개정판. -- 고양 : 한문화사, 2011.10. -- 
398p ; 31cm 
漢字タイトル: 韓國 傳統木家具. 
文献あり. 
ISBN: 9788994997162 
（韓国伝統木家具 : 伝統木家具の図面と詳細） 
 KB273-K2 
 
한국문집총간편람 = A compendium for the 
comprehensive publication of Korean literary 
collections in classical Chinese / 한국고전번역원 
편집. -- 서울 : 한국고전번역원, 2010.12. -- 447p ; 
30cm 
漢字タイトル: 韓國文集叢刊便覽. 
索引あり. 
ISBN: 9788928400454 
（韓国文集叢刊便覧） KJ41-K18 

『韓国文集叢刊』正編に収録された文集 663 タイ

トルについて、図版、版種、大きさ、所蔵機関、著

者・刊行・内容に関する情報を収録。著者の生年を

基準に 6 の世紀別（14 世紀以前から 19 世紀まで）

に排列。巻末に文集名、著者名、各文集の主要記事

名の各索引と底本目録を付す。索引の排列はハング

ル字母順。 
 
漢韓大字典 / 民衆書林 編輯局 編. -- 제 3 판 全面
改訂･增補版. -- 파주 : 民衆書林, 2009.1. -- viii, 
2926p ; 23cm 
ISBN: 9788938701480 KJ42-K207 
 
＜科学技術＞ 
한국한의약연감. -- [부산] : 
부산대학교한의학전문대학원 : 한국한의학연구원 : 
대한한의사협회. -- ; 26cm 
ISSN: 2095-0527 
2009(2010.12)- 
（韓国韓医学年鑑） Z43-AK89 

行政、教育、研究、サービス産業、製品産業の別

に、韓医学の動向に関する統計データと分析を収録。

巻末に、韓国内の韓医学関係機関の連絡先一覧など

3 の付録を収録。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
남북한 학술용어 비교사전 / 한국학중앙연구원 [編]. 
-- 성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2010.6. -- 
2 冊 ; 24cm 

文献あり. 
ISBN: 9788971057551 (set) ; 9788971057568 
(인문) ; 9788971057575 (사회) 
（南北韓学術用語比較辞典） UA11-K6 
 
대한민국 도서관 연표 : 1011~2000 / 김용성, 
오세훈 편저. -- 서울 : 한국대학도서관연합회, 
2012.12. -- 699p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788996968801 
（大韓民国図書館年表 : 1011～2000） UL2-K8 
 
財團法人 韓國硏究院 古文獻 / 한국학중앙연구원 
장서각 편찬. -- 성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 
2011.2. -- 65p ; 30cm 
ISBN: 9788971057841 UP72-K29 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
世界で活躍するコリアンの真実 : 多文化共存・共
生を求めて / 李成七 著. -- 東京 : 文芸社, 2013.5. -
- 121p ; 20cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-286-13171-9 DC821-L4 
 
朝鮮王朝の街道 : 韓国近世陸上交通路の歴史地理 / 
轟博志 著. -- 東京 : 古今書院, 2013.3. -- 240p ; 
22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7722-5267-6 DK11-L3 
 
韓国の医療制度と医薬品流通 / 孫一善 著. -- 東
京 : ライフサイエンス出版, 2011.8. -- 143p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-89775-286-0 DL533-J270 
 
マッコリの正体 : その歴史と文化 / ホ・シミョン 
著  ; 中村唯  訳 . -- 東京  : 亜紀書房 , 2013.5. -- 
197p ; 20cm 
ISBN: 978-4-7505-1312-6 DL687-L13 
 
＜教育＞ 
知っていますか、朝鮮学校 / 朴三石 著. -- 東京 : 
岩波書店, 2012.8. -- 63p ; 21cm 
ISBN: 978-4-00-270846-1 FB52-J22 
 
＜歴史・地理＞ 
朝鮮王朝がわかる! / 六反田豊 監修. -- 東京 : 成美

堂出版, 2013.5. -- 151p ; 22cm 
文献あり 
年表あり. 
ISBN: 978-4-415-31456-3 GE127-L7 
 
現代韓国を学ぶ = Making Sense of Contemporary 
Korea / 小倉紀蔵 編. -- 東京 : 有斐閣, 2012.3. -- 
343, 15p ; 19cm 
年表あり. 
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7,700 を超えるウェブサイトへリンクしてい

る。機関別、国・地域別、テーマ別の三部構

成となっており、「国・地域から探す」をた

どれば、その国の基本情報を様々なサイトか

らまとめて得られる。また、英語サイトへの

リンクも豊富で、現地語が読めなくてもある

程度の情報を入手できる。 
 
②アジア情報機関ダイレクトリー12 
アジア言語資料またはアジア関連資料を所

蔵する主要な国内機関について、機関の概

要・利用方法、所蔵資料の内容等をまとめた

ものである。現在、155 機関の情報が得られ

る。 
 

(3) 関係機関との連携協力 
 アジア地域を扱う資料・情報は多様であり、

一つの図書館で情報需要を満たすことは困難

である。アジア情報室は、開室当初から関係

機関と連携に取組んでおり、アジア情報を扱

う主要な専門機関との協議の場として、年一

回「アジア情報関係機関懇談会」を開催して

いる（表 2）。前述の「アジア情報機関ダイ

レクトリー」はこの懇談会での要望がきっか

けとなって作成・公開に至ったものである。 
また、国内のアジア情報サービスの向上を図

るため、「アジア情報研修」を開催している。 
そのほか、NIHU（人間文化研究機構）プ

ログラム現代インド地域研究（INDAS）13等

のプロジェクトへの参加、東洋文庫イスラー

ム地域研究資料室、京都大学東南アジア研究

所図書室等との交流も行っている14。 
                                 
12 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/directory.php 
13 京都大学など、現代インドに関する 6 つの拠点と

人間文化研究機構の人的ネットワークによる共同研究

プロジェクト。独立後のインド(必要に応じて南アジ

アなどの周辺諸国も含める)についての政治、経済、

外交、文化など様々な分野を研究対象とする。期間は

2010 年から 2014 年までの 5 年間。 
14 アジア情報室も参加した京都大学東南アジア研究

所共同利用・共同研究プロジェクトの成果物としては、

『東南アジア研究逐次刊行物総合目録』東南アジア逐

次刊行物プロジェクト, 2009 及び「同データベース」

（http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/db/sealib/）が

ある。 

当館が行う国外機関との連携には、アジ

ア・オセアニア国立図書館長会議（CDNLAO）

15、IFLA 資料保存コア活動（IFLA/PAC）16

等、様々な取組がある。このうち、資料・情

報部門を担うアジア情報室には、中国、韓国

の国立図書館との業務交流への参画、資料収

集における米国議会図書館ジャカルタ事務所

との連携等の実績がある。 
 

  

                                 
15 アジア・オセアニア地域の国立図書館長による、

情報共有と相互協力を目的とする会議体である。当館

は、ホームページの運営とニューズレターの編集・刊

行を担当する。日本で行われた 2008 年の同会議では、

メンバーが協同して取り組む 4 分野が選定され、当

館は、ウェブ・アーカイビング分野の幹事国となった。 
16 国際図書館連盟（IFLA）のコア活動の一つに位置

付けられた資料保存プログラム。紙資料だけでなく、

電子資料の保存についても取り組む。当館は、1989
年からアジア地域センターとして活動している。 

表 2 アジア情報関係機関懇談会の内容（過去 5 年間） 

年度 内容 

2008 

・当館活動報告 

・地域研究コンソーシアム報告 

・各機関の活動報告 

2009 
・当館活動報告 

・利用者サービスに関する各機関活動報告 

2010 
・当館活動報告 

・当館アジア情報関連サービスの利用状況の報告 

2011 

テーマ：資料展示 

・当館活動報告（関西館小展示等） 

・東洋文庫ミュージアムの開設（東洋文庫） 

・各機関の活動報告 

2012 

テーマ：資料デジタル化めぐる連携・協力 

・当館活動報告 

（日中韓電子図書館イニシアチブ、中韓両国の 

資料デジタル化事情（現地調査）等) 

・中国国家図書館との漢籍全文画像 DB の共同 

運用（東京大学東洋文化研究所） 

・高麗大学校との協力（東洋文庫） 

・東アジア文献アーカイブス（関西大学） 
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그림으로 보는 무역통계. -- 대전 : 관세청 
통관기획과. -- ; 26cm 
2011(2012.6)- 
（図で見る貿易統計） Z41-AK708 
 
＜歴史・地理＞ 
경남학논저목록 / 창원대학교 경남학연구센터 
경남학논저목록 편찬위원회 저. -- 서울 : 선인, 
2007.10. -- 689p ; 27cm 
ISBN: 9788959330959 
（慶南学論著目録） GE3-K65 
 
한국독립운동사 연표 = Chronology of the Korean 
independence movement / 이만열 저. -- 천안 : 
독립기념관 한국독립운동사연구소, 2009.12. -- 
579p ; 23cm 
表紙タイトル: 한국독립운동의 연표. 
索引あり. 
ISBN: 9788993026603 
（韓国独立運動史年表） GE9-K18 
 
한국지명유래집 = The origin of Korean 
geographical names. 전라·제주편 / 국토해양부 
국토지리정보원 [編]. -- 수원 : 국토해양부 
국토지리정보원, 2010.12. -- 859p ; 27cm + CD-
ROM 1 枚 (12cm) 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788993841084 
（韓国地名由来集. 全羅・済州編） GE11-K22 
 
역주 삼국사기. 1-4 / 정구복, 노중국, 신동하, 
김태식, 권덕영 감교·번역·주석. -- 개정증보. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.12-2012.2. -
- 4 冊 ; 24cm 
漢字タイトル: 譯註 三國史記 
1. 감교원문편 -- 2. 번역편 -- 3. 주석편(상) -- 4. 
주석편(하)  
ISBN: 9788971057612 (set) ; 9788971058169 (1) ; 
9788971058176 (2) ; 9788971058183 (3) ; 
9788971058190 (4) 
（訳注三国史記） GE125-K293 
 
신라 천년사 / 한국인물사연구원 편저. -- 서울 : 
타오름, 2010.1. -- 367p ; 21cm 
ISBN: 9788996200895 
（新羅千年史） GE125-K305 
 
五宮과 都城 : 王道를 새긴 五宮과 五常을 쌓은 
都城 / 孔俊元 著. -- 서울 : 세계문예, 2009.9. -- 
737p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788988695869 
（五宮と都城 : 王道を刻んだ五宮と五常を積んだ都

城） GE127-K371 
 
한국민주화운동사 / 민주화운동기념사업회 연구소 
엮음. -- 파주 : 돌베개, 2008.12-2010.11. -- 3 冊 ; 
24cm 

文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971993231 (set) ; 9788971993248 (1) ; 
9788971993699 (2) ; 9788971994153 (3) 
（韓国民主化運動史） GE136-K164 

韓国の民主化運動に関する通史を収録。時期別の

3 巻構成で、第 1 巻は李承晩政権から第 3 共和国期

までを、第 2 巻は朴正煕政権の維新体制を、第 3 巻

は「ソウルの春」から盧泰愚政権までの時期を対象

とする。各巻末に人名や事件名の索引を付す。索引

の排列はハングル字母順。 
 
고지도를 통해 본 경기지명연구 = Study on place 
names in Gyeonggi-do through the old maps of 
the National Library of Korea / 국립중앙도서관 
도서관연구소 [ 編 ]. -- 서울 : 국립중앙도서관 
도서관연구소, 2011.11. -- 235p ; 31cm 
背表紙のタイトル: 국립중앙도서관 소장 고지도를 
통해 본 경기지명연구. 
ISBN: 9788973836796 
（古地図を通して見た京畿地名研究） GE157-K103 
 
옛 지도로 보는 독도 / 김은택, 배영일 저. -- 
[평양] : 평양출판사, 2010.6. -- 145p ; 26cm 
（古地図で見る独島） GE167-K144 

独島（竹島の朝鮮半島における呼称）関係の古地

図 100 点とその解題を収録。朝鮮半島の古地図、日

本の古地図、ヨーロッパの古地図、外国人が作成し

た海図の 4 章構成。于山島、方山島、子山島、松島

などの名称で表記されている地図も含む。 
 
노태우 회고록 / 노태우 저. -- 서울 : 
조선뉴스프레스, 2011.8 (2쇄). -- 2 冊 ; 24cm 
上卷. 국가, 민주화 나의 운명 -- 下卷. 전환기의 
大戰略. 
ISBN: 9788991491700 (set) ; 9788991491717 (上
卷) ; 9788991491724 (下卷) 
（盧泰愚回顧録） GK275-K2 
 韓国の第 13 代大統領盧泰愚の自伝。「国家、民

主化 私の運命」「転換期の大戦略」の 2 冊からな

る。下巻の巻末に年譜、受賞・受勲の記録、分野別

主要業務日誌を付す。 
 
운명이다 : 노무현 자서전 / 노무현재단 엮음 ; 
유시민 정리. -- 파주 : 돌베개, 2010.4. -- 390p ; 
23cm 
ISBN: 9788971993866 
（運命だ : 盧武鉉自叙伝） GK275-K3 
 韓国の第 16 代大統領盧武鉉の自伝。「失敗と挫

折の回顧録」「出世」「夢」「権力の頂上で」「別

れ」「青年の死」からなる。巻末に資料目録、年譜

を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국의 세계유산 = World Heritage in Korea : 
1995-2010 / 문화재청 엮음. -- 서울 : 눌와, 
2010.12. -- 175p ; 24cm 
文献あり. 
ISBN: 9788990620484 
（韓国の世界遺産 : 1995-2010） K3-K6 
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4. 今後の取組 
 アジア情報室は、10 年間の活動を通じて、

所蔵資料の充実に努めるとともに、書誌情報

の提供や基本的なレファレンスツールの整備

を精力的に進めてきた。インターネットや電

子ジャーナルの普及といった情報環境の変化

に対応しつつ、どちらかというと情報の蓄積

に力点を置いて活動してきた。 
今後はこれまで蓄積してきた情報を駆使し

て、より専門性の高い情報を発信し、アジア

情報室ならではの対外連携活動を展開したい。

具体的には、①サービスの高度化（国会や研

究者向けの高度な情報サービスを展開す

る。）、②アジア情報の普及（遠隔サービス

やインターネットを通じた情報発信を積極的

に行う。）、③連携活動の強化（国内外の関

係機関との連携を拡充する。）という三つの

方針に沿って、今後数年で次の課題に取り組

む。 
 
(1) 国会サービスの拡充 
国会サービスの拡充は立法補佐機関である

当館にとって最優先課題である。アジア情報

室は、これまでも国会議員等の要求に対応し

て資料・情報を提供してきたが、今後は国政

審議に役立つ情報をより積極的に発信してゆ

く。立法調査資料である『外国の立法』、

『レファレンス』等へ、アジア諸国の立法動

向、アジア諸国をめぐる国際関係等に関する

記事を執筆する。最近の取組として、本年 8
月に、総合調査プロジェクト「日米関係をめ

ぐる動向と展望」において、戦後日米関係に

重要な影響を及ぼしたアジア各国の動向を年

表形式に取りまとめた17。現在は「尖閣・竹

島関係主要文献解題（仮題）」（『レファレ

ンス』に掲載予定）を執筆中であり、アジア

諸国の立法動向についても『外国の立法』へ

                                 
17 浅井一男、濱川今日子「資料：「日米関係をめぐ

る動向と展望」関連年表」『日米関係をめぐる動向と

展望 総合調査報告書』国立国会図書館調査及び立法

考査局, 2013.8, pp.123-135. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8278215
_po_20130110.pdf?contentNo=1 

の掲載に向けて準備を進めている。こうした

調査の成果は、当館ホームページに公開し、

国会関係者のみならず、研究者等の利用にも

供する。 
 
(2) 情報発信の強化 

『アジア情報室通報』や「アジア情報の調

べ方案内」でも、これまで以上に専門性の高

い情報を発信する。中国・韓国の国立図書館

との業務交流やその他の地域での現地調査を

もとにして、引き続き図書館事情や情報流通

に関する最新動向を紹介する（すでに業務交

流を行っている中韓以外の地域では、まず、

東南アジアを重点地域とする。）。さらに、

図書館事情等に限らず、各国の政治・経済情

勢、立法動向等に関連するトピックも取り上

げ、国政審議や調査研究に役立つ情報を発信

する。 
「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」や「ア

ジア情報機関ダイレクトリー」については適

時の情報更新とコンテンツ充実に努め、更新

情報は『アジア情報室通報』と同様、RSS 配

信する。 
 

(3) 所蔵資料の利用拡大 
所蔵資料の利用拡大のため、特に遠隔サー

ビスを改善する。本年 6 月には中韓の学術論

文データベース（CAJ、KISS）の記事の複写

申込みを、NDL-OPAC から直接行えるよう

システムを整備し、利便性の向上を図った。

今後は、図書館間貸出しや東京本館への取寄

せサービスの対象資料の拡大についても検討

し、アジア情報室所蔵資料の利用を促進する。 
利用促進には、サービス改善についての広

報も重要である。特にアジア地域からの留学

生やアジア地域を対象とする研究者等、利用

の見込める層には、最新のサービス内容やコ

レクション紹介を重点的に行う必要があると

考えている。 
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＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
日 中 文 庫 目 録  = The Japan-China library 
collection catalogue / 国際日本文化研究センター 
編. -- 京都 : 国際日本文化研究センター, 2011.3. -- 
349p ; 26cm 
ISBN: 978-4-901558-55-6 UP111-L7 
 
新釈漢文大系. 別巻. -- 東京 : 明治書院, 2013.5. -- 
417p ; 22cm + 4p 
付属資料: 4p : 月報 no.112. 
索引あり. 
漢籍解題事典 /内山知也 著. 
ISBN: 978-4-625-67317-7 US1-L10 
 
 
 
2. コリア 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
국회사. 제 17대 국회 / 홍보기획관 편집. -- 서울 : 
국회사무처, 2012.12. -- 1572p ; 27cm 
奥付タイトル: 제 17대 국회사.  
年表あり.  
（国会史. 第 17 代国会） AK4-241-K5 
 
제 5 회 전국동시지방선거총람 : 2010.6.2 시행 / 
중앙선거관리위원회 [編]. -- 과천 : 
중앙선거관리위원회, 2010.12. -- 1294p ; 27cm 
（第 5 回全国同時地方選挙総覧 : 2010.6.2 施行） 
 AK4-391-K47 
 市（特別市、広域市）・道の長、区・市・郡の長、

市道の教育監・教育委員、市道議会議員、区市郡議

会議員を選出する全国同時地方選挙の便覧。「選挙

概況」「選挙管理の準備」「選挙事務管理」「選挙

法違反行為の監視・取締」「公正選挙推進活動」

「マニフェスト政策選挙推進活動」などからなる。

人口・選挙人・選挙区・候補者・当選者・選挙費

用・投開票などに関する統計や候補者別の得票数も

収録。付録として事務日程表と第 4 回地方選挙再・

補欠選挙に関する情報を収録。 
 
제 5 회전국동시지방선거 인터넷선거보도 심의백서 
/ 인터넷선거보도심의위원회 [編]. -- 서울 : 
인터넷선거보도심의위원회, 2010.12. -- 285p ; 26cm 
（第 5 回全国同時地方選挙インターネット選挙報道

審議白書） AK4-391-K48 
インターネット選挙報道審議委員会の概要、第 5

回全国同時地方選挙の審議概要、審議・議決の現況

と分析、審議の評価と課題、審議・議決事例を収録。

付録として関連法規・書式、審議対象のインターネ

ット言論社目録を収録。 
 
노동행정사. 제 1편-제 4편 / 노동부 [編]. -- 과천 : 
노동부, 2006.12. -- 4 冊 ; 31cm 
제 1편に年表あり. 
제 1 편. 총괄 -- 제 2 편. 노동시장정책 -- 제 3 편. 
근로자보호정책 -- 제 4편. 노사관계정책. 
（労働行政史） AK4-512-K11 

 
＜経済･産業＞ 
북한 인구와 인구센서스 / 김두섭, 최민자, 전광희, 
이삼식, 김형석 저. -- 대전 : 통계청, 2011.4. -- xxv, 
346p ; 25cm 
文献あり. 
ISBN: 9788958012313 
（北韓の人口と人口センサス） DC731-K8 

1993 年と 2008 年に北朝鮮で実施された人口セン

サスの報告書をもとに作成された分析資料。人口セ

ンサスの概観、人口規模・成長、性別・年齢、出

産・死亡、社会経済活動・健康、教育、人口分布・

移動、家族・住宅、人口政策、将来推計、統一後の

人口問題からなる。巻末に「2008 年人口センサス

調査票」など 20 の付表を収録。 
 
중국 한인의 역사 = Korean experience in China. 
하 / 국사편찬위원회 [編]. -- 과천 : 
국사편찬위원회, 2012.12. -- 422p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788982365553 
（中国韓人の歴史. 下） DC821-K31 
 
중국 : 재외동포사 연표 = Korean experience 
chronology in China / 국사편찬위원회 [編 ]. -- 
과천 : 국사편찬위원회, 2012.12. -- 422p ; 23cm 
文献あり. 
索引あり. 
中国語併記. 
ISBN: 9788982365546 
（中国 : 在外同胞史年表） DC821-K45 
 
한국의 항만 = Ports of Korea / 국토해양부 
물류항만실 항만운영과 [編]. -- 과천 : 국토해양부 
물류항만실 항만운영과, 2009.11. -- 105p ; 30cm 
英文併記. 
（韓国の港湾） DK161-K3 

「港湾法」上の港湾に関する資料集。港湾物流、

港湾政策、港湾施設、港湾物流産業の動向と、港湾

関連法令・制度を収録。付録として「主要港湾別コ

ンテナ処理実績」「港湾別物動量および増加率」な

ど、9 種類の指標を付す。 
 
방한 관광시장 분석. -- 서울 : 한국관광공사. -- ; 
30cm 
ISSN: 2005-9736 
2010(2011.7)- 
（訪韓観光市場分析) Z41-AK712 

国連世界観光機構(UNWTO)、韓国観光公社等の

統計・調査資料をもとに、国内外観光市場の動向、

訪韓観光の主要市場別動向分析（16 の国・地域

別）、韓国観光需要予測を収録。 
 
낙농통계연감 = Dairy Statistics Yearbook. -- 서울 : 
낙농진흥회. -- ; 26cm 
英文併記. 
2010(2011.6)- 
（酪農統計年鑑） Z41-AK707 
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 (4) 国内外関係機関との連携 
アジア情報関係機関懇談会は、参加機関の

交流のみならず、アジア情報資源の流通促進

に役立つ知見を得る場として、活性化させる。

昨年度は、資料デジタル化をめぐる連携をテ

ーマに、参加機関との議論を深めた（表 2 参

照）。今年度は、調査部門への支援強化をテ

ーマに、蔵書構築、情報発信、交流拠点等の

視点で検討を行う予定である。懇談会で報告

された先進事例や有益な知見は、『アジア情

報室通報』で詳しく紹介し、多くの関係機関

と共有することとしたい。 
アジア情報研修18も、多様なニーズに応え

るべく科目構成を工夫したい。これまではア

ジア言語を読解できる司書を想定し、地域割

の科目が中心であったが（表 3）、今後はア

ジア言語を解しない司書のために「日本語・

英語で調べるアジア情報」といった講座も開

講する。さらに、研修のレジュメを遠隔研修

教材として再構成し、全国の司書に自己研さ

んの機会を提供したい。 
国外機関との連携については、東南アジア

等への現地調査等の機会を活用して、中韓以

外の国立図書館に連携を拡大すべく可能性を

探る。日中韓電子図書館イニシアチブ19等、

当館の国際協力事業にも積極的に関与してい

く。また、アジア各国の有識者から有益な知

見を得るため、招へい事業にも取り組む。今

年度は、中国から CADAL（China Academic 
Digital Associative Library）20プロジェクト 

                                 
18 これまでの実施した研修の科目と配付資料につい

ては、下記を参照のこと。

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-workshop.php 
19 2010 年に当館、中国国家図書館、韓国国立中央図

書館はデジタルアーカイブ事業に関する連携のため

「日中韓電子図書館イニシアチブ協定」を締結した。

韓国国立中央図書館と「国立国会図書館サーチ」との

連携を実現し、目次情報の翻訳表示を可能にするなど

の成果を挙げている。 
20 前身の CADAL(China-America Digital Academic 
Library)については、下記を参照のこと。 
篠田麻美「中国における Million Book Project－中国

の大学図書館の資料電子化戦略－」『カレントアゥエ

アネス』298 号, 2008.12, pp.13-16.  
http://current.ndl.go.jp/ca1678 

 
の関係者を招へいし、一般公開の講演会と業

務に関する懇談を行う予定である。 
 
(5) 情報資源の拡充 

(1)から(4)のサービス拡充策は、これを支え

る資料・情報源の整備があってはじめて可能

となる。従来から取り組んできた収集困難地

域の解消、日本関係資料の重視等の目標に加

え、①社会科学分野を重視し、主要な政府刊

行物を入手する等、国政審議に役立つ資料の

収集に努め、②アジア諸地域（特に東南アジ

ア）資料の重点的収集や、③電子ジャーナル

やオンラインデータベースの拡充を図る。 
  

表 3 アジア情報研修の開講科目（過去 5 年間） 

年度 地域 開講科目 

2008 韓国 

・韓国関連情報の調べ方* 

・韓国の図書館政策・事情と歴史・ 

文化財に関する情報源 

・韓国の経済・産業情報 

2009 インド 

・インド関連情報の調べ方* 

・インドの法情報とその入手 

・インド歴史・地域研究資料 

2010 中国 

・中国関係資料の調べ方概論* 

・中国の統計情報の調べ方* 

・中国の人物情報の調べ方* 

2011   

・アジア情報の調べ方 

・上海新華書店旧蔵書について 

・現代タイ情報の調べ方 

・仏教典籍（漢文資料）の調べ方 

2012 
中国 

韓国 

・中国情報の調べ方* 

・コリア情報の調べ方* 

・朝鮮の出版文化 

  
*の科目は演習を含む。 
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＜科学技術＞ 
科学发展谱新篇 : 从十六大到十八大 = Scientific 
development : achievements / 中华人民共和国国家
统计局 编. -- 北京 : 中国统计出版社, 2012.9. -- 
407p ; 29cm 
ISBN: 9787503766466 M45-C41 
 2002 年から 2013 年の中国の科学発展、経済、対

外貿易、交通、金融、教育、環境などに関する報告

と統計資料を収録。「发展成就篇」「统计资料篇」

の 2 部分からなる。 
 
国土资源实用词典 / 封吉昌 主编. -- 武汉 : 中國地
質大學出版社, 2011.11. -- 55, 933p ; 27cm 
ISBN: 9787562527237 ME2-C17 

国土資源関連の用語、法規、人物など 8,000 余項

目を収録。「国土管理」「地形地貌」など７に大別

し、その中をさらに細分して排列。巻末に「地质纪

年表」「常用矿物名称与代号一览表」など 25 の付

録のほか、拼音順の索引を付す。 
 
植物古汉名图考续编 / 高明乾, 卢龙斗 主编. -- 北
京 : 科学出版社, 2013.1. -- xv, 393p ; 26cm 
ISBN: 9787030358424 RA2-C28 

大象出版社 2006 年刊の続編。1,789 種の植物の

漢籍中に現れる名称について現代中国語名、ラテン

語名、形状、生態、植生地、用途などを収録。排列

は筆画順。巻末にアルファベット順のラテン語名索

引を付す。 
 
中国鸟类图鉴 = Field guide to the birds of China / 
曲利明 主编. -- 福州 : 海峡书局, 2013.1. -- 3 冊 ; 
30cm 
ISBN: 9787806918043 RA6-C17 
 
臺灣魚類圖鑑 = Fishes of Taiwan / 沈世傑, 吳高逸 
主編 . -- 屏東縣車城鄉  : 國立海洋生物博物館 , 
2011.12. -- 896p ; 31cm. -- (海洋生物博物館圖鑑系
列 ; 11) 
ISBN: 9789860298994 RA6-C18 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
中国图书馆学著作书目提要 : 1909-2009 / 卓连营, 
李晓娟 主编. -- 北京 : 國家圖書館出版社, 2012.8. -
- 1, 7, 886p ; 30cm 
ISBN: 9787501345700 UL1-C10 

図書館学関連の図書 6,361 タイトルについて書誌

事項と解題を収録。「图书馆学综论」「读者工作」

など 24 に分類し、それぞれその中を刊行年順に排

列。巻末に拼音順の書名索引と著者名索引を付す。 
 
近代汉译西学书目提要 : 明末至 1919 / 张晓 編著. -
- 北京 : 北京大學出版社 , 2012.9. -- 52, 741p ; 
25cm 
ISBN: 9787301210352 UP63-C6 

欧米および日本の文献の中国語訳 5,179 タイトル

について書誌事項と解題を収録。「哲学」「心理学」

など 31 に大別し、その中をさらに細分して排列。

巻末に拼音順の書名索引、著者および訳者名索引を

付す。 

 
臺灣大學圖書館館藏久保文庫漢籍分類目錄  / 周延
燕 編. -- 臺北 : 國立臺灣大學圖書館, 2012.10. -- 1, 
3, 18, 1, 23, 242p ; 27cm. -- (臺灣大學特藏文庫目
錄 ; 3) 
ISBN: 9789860338621 UP72-C127 
 約 700 タイトルについて書名、巻数、作者、版本

などを収録。排列は四部分類順。巻末に筆画順の書

名索引と人名索引を付す。 
 
湖南图书馆民国图书期刊报纸目录 / 湖南图书馆 编. 
-- 北京 : 綫装書局, 2010.12. -- 6冊 ; 27cm. -- (湖南
图书馆古旧文献目录丛编) 
ISBN: 9787512002999 ; 7512002998 (set) 
 UP115-C49 
 「图书目录」「期刊目录」「报纸目录」の 3 部分

からなる。「图书目录」は民国期図書約 8 万冊につ

いて書名、著者名、出版者、形態などを収録。「哲

学」「经济」など 16 に大別し、その中をさらに細

分して出版年順に排列。「期刊目录」は 1949 年以

前に出版された雑誌 4,921 タイトル、「报纸目录」

は 1949 年以前の新聞約 400 タイトルについてそれ

ぞれ書誌事項と所蔵事項を収録。排列はともに筆画

順。第 5 冊および第 6 冊は筆画順の総合索引。 
 
國立臺灣師範大學館藏臺北高等學校圖書目錄  / 國
立臺灣師範大學圖書館 編輯. -- 臺北 : 國立臺灣師
範大學出版中心, 2012.10. -- VII, 300p ; 30cm 
ISBN: 9789577528025 UP115-C50 

台湾総督府台北高等学校図書館旧蔵の日本語図書

5,757 タイトルについて書誌事項を収録。「台北高

等學校圖書館圖書分類表」の分類順に排列。巻末に

筆画順の書名索引およびかなで始まる書名の五十音

順索引を付す。 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
日中貿易必携 : 中国ビジネスの実用ガイドブック. 
2013 (特集:中国の新体制と経済展望). -- 東京 : 日
本国際貿易促進協会, 2013.4. -- 282p ; 19cm 
ISBN: 978-4-930867-67-4 DE237-L1 
 
中国企業データマップ = Data Map of Companies 
of the People's Republic of China. 2012-2013年版 
/ 亜州 IR 編 . -- 東京  : 日本経済新聞出版社 , 
2012.10. -- 291p ; 21cm 
ISBN: 978-4-532-31837-6 DH15-J72 
 
＜歴史・地理＞ 
中国情報源. 2013-2014年版 / 21 世紀中国総研 編. 
-- 町田 : 蒼蒼社, 2013.3. -- 542p ; 21cm 
ISBN: 978-4-88360-115-8 GE234-L1 
 
ハンドブック現代中国 / 愛知大学現代中国学部 編. 
-- 第 4 版. -- 名古屋 : あるむ, 2013.3. -- 254p ; 
19cm 
文献あり 年表あり. 
ISBN: 978-4-86333-063-4 GE341-L43 
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5. おわりに 
 ここまで、アジア情報室の活動成果ととも

に、新方針の下で着手している各種の取組を

紹介した。アジア情報室の 10 年は、東京本

館時代に整備した資料や職員のノウハウを基

礎にしつつも、新たな役割を実現するための

挑戦と試行錯誤の歴史であった。この間に、

情報環境は劇的に変化し、アジア情報への需

要も多様化、高度化が進んだ。アジア情報室

が、今後、国内有数のアジア資料を活用して

「アジア文献情報センター」機能を発揮し、

さらに、情報発信や対外連携の実を挙げるた

めには、こうした変化に迅速に対応する必要

があるだろう。ここに掲げた取組を数年で実

現し、アジア情報室のさらなる発展へと踏み

出したい。 
 

（つかだ ひろし）   
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続編。1998 年以降に刊行された文献所載の洛陽地

区出土の墓誌 1,785 件について埋葬年代、被葬者名、

形態、出土年代、所蔵機関、出典などを収録。排列

は埋葬年順。巻末に筆画順の被葬者索引のほか、

「《东汉刑徒砖捃存》目录」など 4 の付録を付す。 
 
满族姓氏寻根辞典 / 赵力 编著. -- 沈阳 : 辽宁民族
出版社, 2012.3. -- 2, 2, 1, 55, 525p ; 21cm 
ISBN: 9787549702862 GE12-C159 
 満州族固有の姓氏、漢族式の姓氏、著名人物、居

住地名、八旗組織など約 2,000 項目を収録。「满族

汉姓及其来源」「满族老姓全录」など 5 部分からな

り、その中をさらに細分して排列。 
 
中国文物地图集. 新疆维吾尔自治区分册 / 国家文物
局 主编. -- 北京 : 文物出版社, 2012.9. -- 2 冊 ; 
27cm + CD-ROM1枚(12cm) 
ISBN: 9787501034710 GE16-C4 
 
＜哲学・宗教＞ 
《淮南子》研究書目 / 陈广忠 主编. -- 合肥 : 黄山
書社, 2011.6. -- 12, 170p, 図版 11 枚 ; 22cm 
ISBN: 9787546117805 H1-C45 
 日本、中国などで発表された淮南子に関する図書、

雑誌論文など約 1,500 タイトルについて書名、論文

名、著者、収録誌、出版者、刊行年などを収録。

「日本作者」「中国作者」など 7 に大別し、その中

を著者名のアルファベット順または筆画順に排列。 
 
先秦兩漢典籍引《禮記》資料彙編 = Citations from 
the Liji to be found in pre-Han and Han texts / 陳
雄根, 何志華 編著. -- 香港 : 中文大學出版社, 2012. 
-- 456p ; 27cm. -- (漢達古籍硏究叢書 / 何志華, 朱國
藩 主編 = The Chant series) 
ISBN: 9789629965457 HB32-C35 
 
《荀子》詞彙資料彙編 = A glossary of the Xunzi  
/ 何志華, 朱國潘 編著. -- 香港 : 中文大學出版社, 
2012. -- 363p ; 27cm. -- (漢達古籍硏究叢書 / 何志華, 
朱國藩 主編 = The Chant series) 
ISBN: 9789629965419 HB47-C19 
 
中國佛教疑偽經綜錄 / 曹淩 編著. -- 上海 : 上海古
籍出版社, 2011.12. -- 3, 6, 7, 549p ; 24cm 
ISBN: 9787532559404 HM13-C54 
 疑経または偽経と呼ばれる中国で編纂された仏教

経典 292 タイトルについて経典名、作者、経典目録

への収録状況、解題などを収録。排列は経典集への

収録順による。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
汉画文献目录索引 / 黄雅峰, 张晓茹 编著. -- 杭州 : 
浙江大学出版社, 2011.12. -- 2, 252p ; 29cm -- (汉画
文献集成 ; 第 1卷) 
ISBN: 9787308094672 K1-C8 
 1900 年から 2008 年に発表された漢代の画像石ほ

か漢代の芸術に関する論文約 5,000 タイトルについ

て論文名、著者、収録誌、刊行年などを収録。「汉

代画像石、画像砖」「汉代壁画」など 12 に大別し、

その中をさらに細分して刊行年順に排列。 

 
两岸常用词典 / 李行健 主编. -- 北京 : 高等教育出
版社, 2012.8. -- III, 47, 1830p  ; 22cm 
ISBN: 9787040336689 KK12-C380 
 中国と台湾の双方または一方で使用される親字約

13,000 字および見出し語 35,000 語について簡体字

および繁体字表記、拼音、注音符号、語義、用例を

収録。排列は拼音順。巻末に「汉语拼音与注音符号

对照表」「两岸标点符号对照简表」など 5 の付録を

付す。 
 
谦词敬词婉词词典 : 增补本 / 洪成玉 编著. -- 北
京 : 商務印書館, 2010.1. -- 2, 69, 491p ; 21cm 
ISBN: 9787100056519 KK12-C381 
 2002 年刊の増補。約 4,000 語について語義、用

例、出典などを収録。「谦词」「敬词」「婉词」の

3 に大別し、その中をさらに細分して排列。巻末に

拼音順の索引を付す。 
 
中华古谚语大辞典 / 张鲁原 编著. -- 上海 : 上海大
学出版社, 2011.10. -- 3, 81, 476p ; 27cm 
ISBN: 9787811188912 KK32-C140 
 清末までに刊行された漢籍所載のことわざ 7,000
余語について語義と出典を収録。排列は筆画順。巻

末に拼音順の索引を付す。 
 
东北方言大词典 / 唐聿文 著. -- 长春 : 長春出版社, 
2012.4. -- 11, 54, 437p ; 22cm 
ISBN: 9787544521307 KK43-C3 

東北方言約 7,000 語について語義、用例を収録。

排列は拼音順。 
 
中国香港、台湾地区诗经研究文献目录 : 1950-2010 
/ 马辉洪 , 寇淑慧  编著 . -- 北京  : 學苑出版社 , 
2012.10. -- 3, 4, 339p ; 21cm. -- (诗经研究丛刊特辑) 
ISBN: 9787507741094 KK61-C101 

1950 年から 2010 年に香港および台湾で出版され

た詩経関連の研究文献 2,942 タイトルについて書名、

論文名、著者、出版者、出版年月などを収録。「中

国香港地区诗经研究文献目录」「中国台湾地区诗经

研究目录」に大別し、それぞれその中をさらに細分

して排列。 
 
王世貞書目類纂 / 許建平 編著. -- 南京 : 鳳凰出版
社, 2012.7. -- 2冊 ; 21cm 
ISBN: 9787550615120 KK61-C104 
明代の文人王世貞の著作および関連資料約 5,000

タイトルについて書名、巻数、作者、版本、所蔵館

を収録。「自撰自編書目」「自撰被他編單行本」な

ど 10 編からなり、それぞれその中をさらに細分し

て排列。 
 
现代越汉词典 = Từ diển Việt-Hán hiện đại / 雷航, 
李宝红 主编. -- 第 2版. -- 北京 : 外语教学与研究出
版社, 2011.6. -- 11, 1127p ; 18cm 
ISBN: 9787513508261 KL2-C5 

初版は 1997 年刊。50,000 余語を収録。排列はア

ルファベット順。巻末に「汉越字表」「世界各国

（地区）及首都（首府）名称（越汉英对照表）」な

ど 6 の付録を収録。 
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レファレンスツール紹介 31  中国の国家予算・決算について調べる 
 

濱川 今日子（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

本稿では、中国の国家予算・決算に関する主

要な情報源をご紹介します。 
【 】は当館請求記号です。資料の言語は、

特に記述がない限り中国語です。インターネッ

トの最終アクセス日は、2013 年 7 月 30 日です。 
 

1. 制度 

  中国の国家予算・決算に関する基本法令は、

「中華人民共和国予算法（中华人民共和国预算

法)」（1994 年 3 月 22 日主席令第 21 号）及

び「中華人民共和国予算法実施条例（中华人民

共和国预算法实施条例）」（1995 年 11 月 22
日国務院令第 186 号）です。 

 中国の会計年度は、1 月から同年 12 月まで

の 1 年間です。財政部が予算案を作成し、毎年

3 月に全国人民代表大会（以下、全人代）で採

択されます。年度の開始から 3 月の予算確定ま

では、前年同期の予算支出金額に従って支出す

ることが認められます。決算案は、年度終了後

に財政部が作成し、6 月に全人代常務委員会で

採択されます。  
 
『現行中華人民共和国六法』 
（ぎょうせい, 1988.7-）【CC9-3-8】 
 中国の主要な現行法を収録する日本語の加除

式資料です。「予算法」及び「予算法実施条例」

は第 1編に収録されています。 

 
法律法规全文检索系统 
http://search.chinalaw.gov.cn/search2.html 
国務院法制弁公室が運営する法令データベー

スです。タイトル、公布日などから法令を検索

できます。 

 

『政府预算理论与实务』 

（中国财政经济出版社, 2010）【AC9-481-C47】 
 予算の編成から議決、執行、決算までの制度

と実務について解説しています。予算の監査や

業績評価についても論じられています。 
 
『政府预算管理』 

（立信会计出版社, 2011）【AC9-481-C38】 
予算制度の概説書です。特に部門予算や予算

収支分類について参考になります。国有財産の

管理制度、政府調達などに関する章もあります。 
   

2. 予算・決算の最新値 

 中国の国家予算は、中央政府の予算である中

央予算と地方政府の予算である地方予算に分け

られます。予算科目は、大きい方から「類」

「款」「項」に区分され、さらに一部の「項」

の下に「科」が置かれています。 

中国において、財政情報の公開は限定的です。

予算科目のうち、おおむね「類」は公開される

ものの、「款」以下は部分的にしか明らかにさ

れません。 

 
(1) 国家予算・決算 
『中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

公报』 

（中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

办公厅, 隔月刊）【BC9-3-1】 
全人代の公報です。ウェブサイトでも閲覧で

きます 
http://search.npc.gov.cn:7000/was40/search?ch
annelid=13334&templet=outline_cms_cwhgb.
jsp 
＜予算＞ 毎年 4 月に発行される号に、その年

度の関連文書 3 件、すなわち①財政部の予算報

告、②全人代財政経済委員会による予算報告の

審査結果報告、③全人代における予算報告の採

択決議が収録されます。 
予算報告の正式なタイトルは、2013 年度予

算であれば「2012 年中央和地方预算执行情况
与 2013 年中央和地方预算草案的报告」です。

前年度予算の執行状況とその年度の予算草案の
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易所研究所 著. -- 上海 : 上海人民出版社, 2013.1. -
- 3, 4, 150p ; 25cm 
ISBN: 9787208111141 DH211-C15 
 
中国可再生能源产业发展报告. 2011 / 王仲颖, 任东
明 , 高虎  等  编著 . -- 北京  : 化学工业出版社 , 
2012.3. -- 190p ; 26cm 
ISBN: 9787122133137 DL71-C30 

中国の再生可能エネルギー産業の概況、政策のほ

か、風力、太陽光、地熱などエネルギー別状況など

に関する報告書。「可再生能源产业发展综述」「国

际可再生能源发展形势和动态」など 9 部分からなる。

巻末に「2010 年新出台的可再生能源政策」「2010
年中国可再生能源大事记」など 3 の付録を付す。 

 
＜社会・労働＞ 
中国民意调查 / 环球舆情调查中心 主编. -- 北京 : 
人民日報出版社, 2012.9. -- 2, 2, 408p ; 24cm 
ISBN: 9787511513106 EC42-C16 
 2010 年から 2011 年に『环球时报』に掲載された

政治、経済、国際関係、生活などをテーマとする

23 の世論調査結果を収録。「国际视野：崛起中的

大国心态」「全球经济：转型与不确定性」など 6 章

からなる。 
 
中囯自然灾害风险地图集  = Atlas of natural 
disaster risk of China / 史培军 主编. -- 北京 : 科
学出版社, 2011.5. -- 244p ; 41cm 
ISBN: 9787030311696 EG77-C38 

中国各地における地震、台風、水害など自然災害

の危険度を表す地図 429 点を収録。「中国主要自然

灾害风险图」「中国综合自然灾害相对风险等级图」

など 3 に大別し、その中をさらに細分して排列。 
 
中国养老金发展报告 = China pension report. 2012 
/ 郑秉文 主编. -- 北京 : 经济管理出版社, 2012.12. 
-- II, II, VII, 2, 201p ; 29cm. -- (中国社会科学权威报
告) 
ISBN: 9787509622834 EG134-C2 

中国の保険、年金についての 12 の論文を収録。

「养老金发展篇」「养老金改革篇」「养老金指数篇」

「养老金动态篇」の 4 部分からなる。 
 

＜歴史・地理＞ 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 2, 苗栗・台中・彰

化・南投・雲林・宜蘭・花蓮 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 463p ; 31cm. 
-- (那路灣地圖館 ; A12) 
ISBN: 9789866139147 G72-C188 
 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 3, 南投・雲林・嘉

義・台南・高雄・花蓮・台東 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 431p ; 31cm. 
-- (那路灣地圖館 ; A13) 
ISBN: 9789866139154 G72-C188 
 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 4, 台南・高雄・屏

東・台東 ・澎湖 / 地理臺灣資訊庫 編著. -- 台北 : 
戸外生活圖書, 2012.3. -- 447p ; 31cm -- (那路灣地圖
館 ; A14) 

ISBN: 9789866139161 G72-C188 
 
中国少数民族古籍总目提要 : 朝鲜族卷 / 国家民族
事务委员会全国少数民族古籍整理研究室 [編]. -- 北
京 : 中国大百科全書出版社, 2012.11. -- 10, 9, 1, 1, 
18, 268p ; 30cm 
ISBN: 9787500090281 G111-C12 

朝鮮族に関する書籍、文書、民話、歌謡など

1,135 件について書誌事項、解題、所蔵機関、収録

資料名などを収録。「甲编 书籍类」「乙编 铭刻类」

「丙编 文书类」「丁编 讲唱类（口传传统文化资

料）」の 4 に大別し、その中をさらに細分して年代

順に排列。巻末に拼音順のタイトル索引を付す。 
 

碑刻文獻論著敘録 / 曾嘵梅 編著. -- 北京 : 綫裝書
局, 2010.10. -- 3冊 ; 27cm. -- (中國石刻文獻研究叢
刊) 
ISBN: 9787512002562 GE2-C283 

北魏時代から 2009 年までに刊行された石刻に関

する著作 1,944 タイトルについて書名、著者、巻数、

出版者、刊行年、解題などを収録。排列は刊行年月

順。下巻末に筆画順の書名索引、拼音順の著者名索

引など 3 の索引を付す。 
 
闽南与台湾地方文献目录 / 林华东, 吴绮云, 吴力群 
主编. -- 厦门 : 厦门大学出版社, 2012.8. -- 2 冊 ; 
26cm. -- (闽南文化研究丛书 / 林华东 主编) 
ISBN: 9787561542026 GE2-C285 

1820 年から 2010 年に刊行された閩南地方および

台湾に関する文献約 40,000 タイトルについて書名､

論文名、著者、出版事項、資料形態などを収録。

「闽南与台湾研究著作」「闽南与台湾研究论文」の

2 編に大別しその中をさらに細分して書名、論文名

の拼音順に排列。 
 
百年明史论著目录 / 中国社会科学院历史研究所明
史研究室 编. -- 合肥 : 安徽教育出版社, 2012.8. -- 2
冊 ; 30cm 
ISBN: 9787533664190 GE2-C286 
 1900 年から 2005 年に中国、台湾などで刊行され

た文献約 40,000 タイトルについて書名、論文名、

著者、刊行年、収録誌、巻号、出版事項を収録。

「政治」「军事」など 19 に大別し、その中をさら

に細分して年代順に排列。下巻末に拼音順の著者名

索引を付す。 
 
二十六史典故辞典 / 陈振江 主编. -- 天津 : 天津人
民出版社, 2012.4. -- 3, 28, 755p ; 27cm 
ISBN: 9787201070865 GE8-C119 
 正史 26 タイトルおよび詩経、論語など秦代以前

の漢籍 26 タイトル所載の故実 2,023 語について語

義、出典、例文を収録。「史记」「汉书」など 27
に大別し、その中を漢籍中での記述順に排列。巻末

に筆画順の索引を付す。 
 
洛阳出土墓志目录续编  / 洛阳市文物考古研究院 
编  ; 周立  主编 . -- 北京  : 国家图书馆出版社 , 
2012.10. -- 1, 1, 2, 25, 303p ; 28cm 
ISBN: 9787501348367 GE12-C158 
 『洛阳出土墓志目录』(朝华出版社 2001 年刊)の
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2 つの部分で構成され、後半部分に公共予算

（一般予算に相当）、各種基金及び国有資本に

ついて、予算収支総額や各科目の数値を挙げ、

その内容を説明しています。報告の末尾には、

予算の明細表が添付されます。 
＜決算＞ 毎年 7 月に発行される号に、決算関

連文書 4 件、すなわち①財政部による決算報告、

②全人代財政経済委員会による決算報告の審査

結果報告、③審計署による会計検査報告、④全

人代常務委員会における決算報告採択決議が収

録されます。明細表はありません。決算報告の

主な内容は、中央決算の数値、予算の達成率及

び前年度比のほか、予算執行の成果、予算制度

に関する今後の課題などです。 
 

『中国情勢』 

 （中国通信社, 月刊）【Z71-F632】 
日本語資料です。毎年 4 月号で「全人代特集」

が組まれ、予算報告の全文日本語訳が掲載され

ます。付表及び付図は割愛されています。  
 

『中国年鑑』 

（中国研究所, 年刊)【Z41-119】 
 政治、経済、社会などさまざまな分野におけ

る中国の 1 年間の動きをまとめた日本語資料で

す。財政制度の解説のほか、国家、中央及び地

方の科目別収支などの統計を収録しています。 

 

『中国财政年鉴』 
（中国财政杂志社, 年刊）【Z41-AC279】 
 統計資料部分のみ英語併記です。国家、中央、

地方それぞれの予算・決算収支表には、予算科

目の「類」だけでなく、一部の「款」までが掲

載されています。このほか、歴年収支統計、財

政関連法規、財政部の予算・決算報告、全人代

の決議などを収録しています。 

 
『中国统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊)【Z41-AC65】 
英語併記です。国家、中央及び地方の歴年収

支、最新年の科目別収支や各省市の科目別収支

の一覧表などを収録しています。1996 年版以

降は国家統計局のウェブサイトからも閲覧可能

です。 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ （中国語版） 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata
/yearlydata/ （英語版） 
 
(2) 部門別予算・決算 

 中国では 2000 年から「部門予算」、すなわ

ち日本の省庁に該当する部・委員会やその他の

国家機関の機関単位での予算が作成されるよう

になりました。 
 
中华人民共和国中央人民政府门户网站 

http://www.gov.cn/ 
 中国政府のポータルサイトで、2010 年度以

降の各部門の予算・決算書類を収録しています。

トップページの検索窓に「2013 年预算」

「2012 年决算」「部门预算」などと入力する

と容易に検索できます。 
 
「中华人民共和国中央人民政府门户网站」に

は収録されていなくても、それぞれの部門のウ

ェブサイトで当該機関の予算・決算に関する情

報を公開している場合があります。各部門のウ

ェブサイトは、当館が提供するアジア関係のリ

ンク集、AsiaLinks にまとめられていますので、

こちらもご参照ください。 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-
chn01.php#02 
 
(3) 省別、都市別予算・決算 

 『中国财政年鉴』（前掲）には、各省市の最

新年の予算・決算収支表が収録されています。 
また、各省ごとに発行される統計年鑑には、

全て財政に関する章が設けられており、省単位

の予算収支表はもちろん、省内の行政単位別収

支などを収録するものも少なくありません。 
 当館が運営するリサーチ・ナビの「統計の調

べ方（中国-総合統計)」の「地域統計」のペー

ジでは、各省市の統計年鑑や統計局のウェブサ

イトを紹介しています。 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/the
me-asia-113.php#local 
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『中国城市统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊）【Z41-AC64】 
 都市部の社会経済状況に関する英語併記の統

計書です。地級市（省・直轄市より一つ下の行

政単位)及び県級市（地級より一つ下の行政単

位）について、予算総額に加え、科学技術及び

教育関連の支出に関するデータを収録していま

す。 
 
『中国民族统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊）【Z41-AC183】 
 少数民族及び民族自治区の社会経済状況に関

する統計書です。内蒙古自治区、新疆ウイグル

自治区など 5 の民族自治区とその他の省に属す

る民族自治地域について、歴年収支統計や最新

年の科目別収支などを省単位で収録しています。 
 
3. 長期統計 

『新中国五十年統計資料彙編』 
（日本統計協会, 2003）【YU7-H994】 
 『新中国五十年统计资料汇编』（中国统计出

版社, 1999）【DT191-C9-C9】の日本語訳です。

おおむね 1950 年から 1998 年までの国家予算

収支総額及び前年比増加率、科目別予算、省市

別の予算収支などを収録しています。 
 

『東アジア長期経済統計. 12, 中国』 
（勁草書房, 2002）【DT331-G6】 
 日本語資料です。おおむね 1950 年から 1998
年までのデータを収録しています。中央、地方

の収支総額のほか、農業、教育、科学研究、社

会保障、価格補填関連の支出について、それぞ

れの内訳金額を示した統計を収録しています。 

 

『中国長期経済統計』 
（ジェトロ, 2002）【YU7-2181】 
 日本語資料です。おおむね 1950 年から 2000
年までのデータを収録しています。解説編と統

計編の 2 部からなり、国家及び各省の収支総額、

1993 年から 1999 年までの国家、中央、地方そ

れぞれの科目別予算・決算などが収録されてい

ます。 
 

『中国経済統計 : 改革・開放以降』 

（ジェトロ, 2005）【YU7-H3015】 
 日本語資料です。前掲の『中国長期経済統計』

の続編です。1978 年ごろから 2003 年ごろまで

のデータを収録しています。 

 

『新中国六十年统计资料汇编』 
（中国统计出版社, 2010）【DT191-C9-C17】 
前掲の『新中国五十年统计资料汇编』の続編

で、英語併記資料です。おおむね 1950 年から

2008 年までのデータを収録しています。 
 

4. その他 

『中国财政发展报告』 
（北京大學出版社, 年刊）【DG21-C20】 
その年の財政収支を分析するほか、毎年特集

テーマを設定し、中国財政の最新事情や制度変

遷などについて解説しています。近年の予算・

決算に関する特集テーマとしては、2012 年版

の「収入・支出の公平性」、2010 年版の「国

家予算の管理と法制化の進展」などがあります。 
 

『中国财政透明度报告』 
（上海财经大学出版社, 年刊)【DG21-C43】 
 各省の一般予算などの透明度に加え、2012
年版からは、部門予算の透明度に関する章が設

けられました。各省、各部門の予算収支額の公

開状況や予算の要点説明の有無などについて格

付けし、解説を付しています。 
 
中国の財政制度は改革の途上にあり、情報公

開の範囲も、機関による差はありますが、年を

追うごとに拡大しています。 

中国の予算・決算、特に制度面の最新状況に

ついて調べる際は、参照する資料が最新の情報

を反映しているか否かに注意を払う必要があり

ます。 

 

（はまかわ きょうこ）
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アジア情報室の新着参考図書目録（2013.4～2013.6） 
 
以下に掲げたのは、2013 年 4 月から 2013 年 6 月までの間に、アジア情報室で新たに開架した

参考図書の目録である。 
地域ごとに、『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は、請求記号順に排

列した。なお、中国、コリア以外のアジア諸地域については、地域・国（各地域内の国は五十音順）
ごとに排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

思われる資料には解題を付した。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。 
 
 
1. 中国（台湾を含む） 
 
中国語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
民国会社党派大辞典 / 蔡鸿源, 徐友春 主编. -- 合
肥 : 黄山书社, 2012.8. -- 2, 1, 47, 511p ; 30cm 
ISBN: 9787546123035 A56-C8-C101 

清末から民国期の秘密結社、団体、党派など約

3,500 項目を収録。排列は筆画順。巻末に「组织结

社集会的法规」「国共两党历届全会及其他党派领导

人名录」など 3 の付録を付す。 
 
海關詞匯手冊 / 张家珍, 陈令令, 袁峰 编著. -- 北
京 : 中國海關出版社, 2012.3. -- 2, 23, 307p ; 24cm 
ISBN: 9787801658715 A112-C130 
 中国の税関に関する用語 2,000 余語を収録。「办

公及政策研究」「法律法规」など 15 部分からなり、

それぞれその中を拼音順に排列。 
 
历代公文文种大全 / 梁清海 主编. -- 成都 : 巴蜀書
社, 2011.10. -- 13, 667p ; 26cm 
ISBN: 9787807529125 A112-C131 
 歴代の公文書 1,000 余項目について使用年代、作

成機関、用途、様式などを収録。排列は拼音順。巻

末に付録として筆画索引を付す。 
 
中国行政透明度观察报告 = China administrative 
transparency annual watch. 2010-2011 / 北京大学
公众参与研究与支持中心 [編]. -- 北京 : 法律出版社, 
2012.3. -- 3, 898p ; 26cm + CD-ROM 1枚 (12cm)  
ISBN: 9787511830302 AC9-311-C132 

国務院に属する 43 の国家機関、30 の省級行政区、

118 の地級および県級行政区について情報公開に関

する部署・制度の整備状況、公開範囲、利便性、公

開申請への対応状況など約 40 項目の調査結果を収

録。「总报告」「国务院各部委下设机构行政透明度

观察报告」「各省（自治区、直辖市）行政透明度观

察报告」など 5 部分からなる。 
 
中国科技政策要目概览 : 1949-2010 年 / 苏竣, 黄萃 
主编. -- 北京 : 科学技术文献出版社, 2012.1. -- XIII, 
652p ; 30cm 
ISBN: 9787502371197 AC9-441-C35 

1949 年から 2010 年にかけて公布された科学技術

分野の法律、行政法規、政策文書など 4,700 余件に

ついて文書名、公布機関、文書番号、公布日、施行 

 
 
日、検索語を収録。「1949-1955年科技政策要目」 
「1956-1960 年科技政策要目」など 12 に大別し、

それぞれその中を公布日順に排列。巻末に「发文机

构表」「国务院相关领域职能部门沿革」および拼音

順の検索語索引など 4 の付録を付す。 
 
＜経済･産業＞ 
中国运河文献书目提要 / 王云, 李泉 等 著. -- 北
京 : 人民出版社, 2012.10. -- VI, 452p ; 22cm 
ISBN: 9787010113876 D1-C22 
 元代から民国期にかけて出版された運河に関する

文献 120 タイトルについて書誌事項、著者の経歴、

内容、所蔵機関などを収録。「治黄保运类」「运河

工程类」など 4 に大別し、それぞれその中を出版年

代順に排列。巻末に拼音順の書名索引を付す。 
 
中国经济增长质量报告. 2012, 中国经济增长质量指

数及省区排名 / 任保平, 钞小静, 魏婕 等 著. -- 北
京 : 中國經濟出版社, 2012.5. -- 5, X, 486p ; 24cm 
ISBN: 9787513615341 DC157-C289 
 「中国各省、自治区、直辖市增长质量总体分析」

「分省区经济增长质量状况分析」の 2 篇からなる。

2000 年から 2010 年の全国および各省級行政区の経

済効率や安定性など経済成長に関する指数、資本生

産率、工業化率などの基礎指標および経済分析と解

説を収録。 
 
中华人民共和国海关统计商品目录. 2013 年版 / 海
关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海關出版社, 
2013.1. -- 5, 576p ; 26cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 
ISBN: 9787801659316 DE315-C23 
 
中国财政发展报告  = Annual report on China’s 
fiscal development. 2012, 经济社会转型中的财政公

平分析 / 曾军平, 刘小兵 主编. -- 北京 : 北京大學
出版社, 2012.12. -- 3, 7, 516p ; 23cm. -- (教育部哲学
社会科学系列发展报告 = MOE serial reports on 
developments in humanities and social sciences) 
ISBN: 9787301217559 DG21-C20 

財政支出入概況のほか、所得税、財産税などの税

制、教育、医療、環境などの支出および年金や公債

などの公平性に関する 22 篇の報告を収録。「宏观

经济运行与财政状况」「公共信托基金与财政公平」

「隐性收支、公债与财政公平」など 5 篇からなる。 
 
中国公司治理报告 = China corporate governance 
report. 2012, 投资者行为与公司治理 / 上海证券交
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『中国城市统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊）【Z41-AC64】 
 都市部の社会経済状況に関する英語併記の統

計書です。地級市（省・直轄市より一つ下の行

政単位)及び県級市（地級より一つ下の行政単

位）について、予算総額に加え、科学技術及び

教育関連の支出に関するデータを収録していま

す。 
 
『中国民族统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊）【Z41-AC183】 
 少数民族及び民族自治区の社会経済状況に関

する統計書です。内蒙古自治区、新疆ウイグル

自治区など 5 の民族自治区とその他の省に属す

る民族自治地域について、歴年収支統計や最新

年の科目別収支などを省単位で収録しています。 
 
3. 長期統計 

『新中国五十年統計資料彙編』 
（日本統計協会, 2003）【YU7-H994】 
 『新中国五十年统计资料汇编』（中国统计出

版社, 1999）【DT191-C9-C9】の日本語訳です。

おおむね 1950 年から 1998 年までの国家予算

収支総額及び前年比増加率、科目別予算、省市

別の予算収支などを収録しています。 
 

『東アジア長期経済統計. 12, 中国』 
（勁草書房, 2002）【DT331-G6】 
 日本語資料です。おおむね 1950 年から 1998
年までのデータを収録しています。中央、地方

の収支総額のほか、農業、教育、科学研究、社

会保障、価格補填関連の支出について、それぞ

れの内訳金額を示した統計を収録しています。 

 

『中国長期経済統計』 
（ジェトロ, 2002）【YU7-2181】 
 日本語資料です。おおむね 1950 年から 2000
年までのデータを収録しています。解説編と統

計編の 2 部からなり、国家及び各省の収支総額、

1993 年から 1999 年までの国家、中央、地方そ

れぞれの科目別予算・決算などが収録されてい

ます。 
 

『中国経済統計 : 改革・開放以降』 

（ジェトロ, 2005）【YU7-H3015】 
 日本語資料です。前掲の『中国長期経済統計』

の続編です。1978 年ごろから 2003 年ごろまで

のデータを収録しています。 

 

『新中国六十年统计资料汇编』 
（中国统计出版社, 2010）【DT191-C9-C17】 
前掲の『新中国五十年统计资料汇编』の続編

で、英語併記資料です。おおむね 1950 年から

2008 年までのデータを収録しています。 
 

4. その他 

『中国财政发展报告』 
（北京大學出版社, 年刊）【DG21-C20】 
その年の財政収支を分析するほか、毎年特集

テーマを設定し、中国財政の最新事情や制度変

遷などについて解説しています。近年の予算・

決算に関する特集テーマとしては、2012 年版

の「収入・支出の公平性」、2010 年版の「国

家予算の管理と法制化の進展」などがあります。 
 

『中国财政透明度报告』 
（上海财经大学出版社, 年刊)【DG21-C43】 
 各省の一般予算などの透明度に加え、2012
年版からは、部門予算の透明度に関する章が設

けられました。各省、各部門の予算収支額の公

開状況や予算の要点説明の有無などについて格

付けし、解説を付しています。 
 
中国の財政制度は改革の途上にあり、情報公

開の範囲も、機関による差はありますが、年を

追うごとに拡大しています。 

中国の予算・決算、特に制度面の最新状況に

ついて調べる際は、参照する資料が最新の情報

を反映しているか否かに注意を払う必要があり

ます。 

 

（はまかわ きょうこ）
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アジア情報室の新着参考図書目録（2013.4～2013.6） 
 
以下に掲げたのは、2013 年 4 月から 2013 年 6 月までの間に、アジア情報室で新たに開架した

参考図書の目録である。 
地域ごとに、『国立国会図書館分類表』の大要によって分類し、各主題の中は、請求記号順に排

列した。なお、中国、コリア以外のアジア諸地域については、地域・国（各地域内の国は五十音順）
ごとに排列した。 
記述は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号（（ ）内は関西館請求記号）の順で、必要と

思われる資料には解題を付した。また、適宜、邦訳タイトルを補記した。 
 
 
1. 中国（台湾を含む） 
 
中国語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
民国会社党派大辞典 / 蔡鸿源, 徐友春 主编. -- 合
肥 : 黄山书社, 2012.8. -- 2, 1, 47, 511p ; 30cm 
ISBN: 9787546123035 A56-C8-C101 

清末から民国期の秘密結社、団体、党派など約

3,500 項目を収録。排列は筆画順。巻末に「组织结

社集会的法规」「国共两党历届全会及其他党派领导

人名录」など 3 の付録を付す。 
 
海關詞匯手冊 / 张家珍, 陈令令, 袁峰 编著. -- 北
京 : 中國海關出版社, 2012.3. -- 2, 23, 307p ; 24cm 
ISBN: 9787801658715 A112-C130 
 中国の税関に関する用語 2,000 余語を収録。「办

公及政策研究」「法律法规」など 15 部分からなり、

それぞれその中を拼音順に排列。 
 
历代公文文种大全 / 梁清海 主编. -- 成都 : 巴蜀書
社, 2011.10. -- 13, 667p ; 26cm 
ISBN: 9787807529125 A112-C131 
 歴代の公文書 1,000 余項目について使用年代、作

成機関、用途、様式などを収録。排列は拼音順。巻

末に付録として筆画索引を付す。 
 
中国行政透明度观察报告 = China administrative 
transparency annual watch. 2010-2011 / 北京大学
公众参与研究与支持中心 [編]. -- 北京 : 法律出版社, 
2012.3. -- 3, 898p ; 26cm + CD-ROM 1枚 (12cm)  
ISBN: 9787511830302 AC9-311-C132 

国務院に属する 43 の国家機関、30 の省級行政区、

118 の地級および県級行政区について情報公開に関

する部署・制度の整備状況、公開範囲、利便性、公

開申請への対応状況など約 40 項目の調査結果を収

録。「总报告」「国务院各部委下设机构行政透明度

观察报告」「各省（自治区、直辖市）行政透明度观

察报告」など 5 部分からなる。 
 
中国科技政策要目概览 : 1949-2010 年 / 苏竣, 黄萃 
主编. -- 北京 : 科学技术文献出版社, 2012.1. -- XIII, 
652p ; 30cm 
ISBN: 9787502371197 AC9-441-C35 

1949 年から 2010 年にかけて公布された科学技術

分野の法律、行政法規、政策文書など 4,700 余件に

ついて文書名、公布機関、文書番号、公布日、施行 

 
 
日、検索語を収録。「1949-1955年科技政策要目」 
「1956-1960 年科技政策要目」など 12 に大別し、

それぞれその中を公布日順に排列。巻末に「发文机

构表」「国务院相关领域职能部门沿革」および拼音

順の検索語索引など 4 の付録を付す。 
 
＜経済･産業＞ 
中国运河文献书目提要 / 王云, 李泉 等 著. -- 北
京 : 人民出版社, 2012.10. -- VI, 452p ; 22cm 
ISBN: 9787010113876 D1-C22 
 元代から民国期にかけて出版された運河に関する

文献 120 タイトルについて書誌事項、著者の経歴、

内容、所蔵機関などを収録。「治黄保运类」「运河

工程类」など 4 に大別し、それぞれその中を出版年

代順に排列。巻末に拼音順の書名索引を付す。 
 
中国经济增长质量报告. 2012, 中国经济增长质量指

数及省区排名 / 任保平, 钞小静, 魏婕 等 著. -- 北
京 : 中國經濟出版社, 2012.5. -- 5, X, 486p ; 24cm 
ISBN: 9787513615341 DC157-C289 
 「中国各省、自治区、直辖市增长质量总体分析」

「分省区经济增长质量状况分析」の 2 篇からなる。

2000 年から 2010 年の全国および各省級行政区の経

済効率や安定性など経済成長に関する指数、資本生

産率、工業化率などの基礎指標および経済分析と解

説を収録。 
 
中华人民共和国海关统计商品目录. 2013 年版 / 海
关总署综合统计司 编制. -- 北京 : 中國海關出版社, 
2013.1. -- 5, 576p ; 26cm + CD-ROM 1枚 (12cm) 
ISBN: 9787801659316 DE315-C23 
 
中国财政发展报告  = Annual report on China’s 
fiscal development. 2012, 经济社会转型中的财政公

平分析 / 曾军平, 刘小兵 主编. -- 北京 : 北京大學
出版社, 2012.12. -- 3, 7, 516p ; 23cm. -- (教育部哲学
社会科学系列发展报告 = MOE serial reports on 
developments in humanities and social sciences) 
ISBN: 9787301217559 DG21-C20 

財政支出入概況のほか、所得税、財産税などの税

制、教育、医療、環境などの支出および年金や公債

などの公平性に関する 22 篇の報告を収録。「宏观

经济运行与财政状况」「公共信托基金与财政公平」

「隐性收支、公债与财政公平」など 5 篇からなる。 
 
中国公司治理报告 = China corporate governance 
report. 2012, 投资者行为与公司治理 / 上海证券交
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易所研究所 著. -- 上海 : 上海人民出版社, 2013.1. -
- 3, 4, 150p ; 25cm 
ISBN: 9787208111141 DH211-C15 
 
中国可再生能源产业发展报告. 2011 / 王仲颖, 任东
明 , 高虎  等  编著 . -- 北京  : 化学工业出版社 , 
2012.3. -- 190p ; 26cm 
ISBN: 9787122133137 DL71-C30 

中国の再生可能エネルギー産業の概況、政策のほ

か、風力、太陽光、地熱などエネルギー別状況など

に関する報告書。「可再生能源产业发展综述」「国

际可再生能源发展形势和动态」など 9 部分からなる。

巻末に「2010 年新出台的可再生能源政策」「2010
年中国可再生能源大事记」など 3 の付録を付す。 

 
＜社会・労働＞ 
中国民意调查 / 环球舆情调查中心 主编. -- 北京 : 
人民日報出版社, 2012.9. -- 2, 2, 408p ; 24cm 
ISBN: 9787511513106 EC42-C16 
 2010 年から 2011 年に『环球时报』に掲載された

政治、経済、国際関係、生活などをテーマとする

23 の世論調査結果を収録。「国际视野：崛起中的

大国心态」「全球经济：转型与不确定性」など 6 章

からなる。 
 
中囯自然灾害风险地图集  = Atlas of natural 
disaster risk of China / 史培军 主编. -- 北京 : 科
学出版社, 2011.5. -- 244p ; 41cm 
ISBN: 9787030311696 EG77-C38 

中国各地における地震、台風、水害など自然災害

の危険度を表す地図 429 点を収録。「中国主要自然

灾害风险图」「中国综合自然灾害相对风险等级图」

など 3 に大別し、その中をさらに細分して排列。 
 
中国养老金发展报告 = China pension report. 2012 
/ 郑秉文 主编. -- 北京 : 经济管理出版社, 2012.12. 
-- II, II, VII, 2, 201p ; 29cm. -- (中国社会科学权威报
告) 
ISBN: 9787509622834 EG134-C2 

中国の保険、年金についての 12 の論文を収録。

「养老金发展篇」「养老金改革篇」「养老金指数篇」

「养老金动态篇」の 4 部分からなる。 
 

＜歴史・地理＞ 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 2, 苗栗・台中・彰

化・南投・雲林・宜蘭・花蓮 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 463p ; 31cm. 
-- (那路灣地圖館 ; A12) 
ISBN: 9789866139147 G72-C188 
 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 3, 南投・雲林・嘉

義・台南・高雄・花蓮・台東 / 地理臺灣資訊庫 編

著. -- 台北 : 戸外生活圖書, 2012.3. -- 431p ; 31cm. 
-- (那路灣地圖館 ; A13) 
ISBN: 9789866139154 G72-C188 
 
台灣全覽 1/25000 百科地圖集. 4, 台南・高雄・屏

東・台東 ・澎湖 / 地理臺灣資訊庫 編著. -- 台北 : 
戸外生活圖書, 2012.3. -- 447p ; 31cm -- (那路灣地圖
館 ; A14) 

ISBN: 9789866139161 G72-C188 
 
中国少数民族古籍总目提要 : 朝鲜族卷 / 国家民族
事务委员会全国少数民族古籍整理研究室 [編]. -- 北
京 : 中国大百科全書出版社, 2012.11. -- 10, 9, 1, 1, 
18, 268p ; 30cm 
ISBN: 9787500090281 G111-C12 

朝鮮族に関する書籍、文書、民話、歌謡など

1,135 件について書誌事項、解題、所蔵機関、収録

資料名などを収録。「甲编 书籍类」「乙编 铭刻类」

「丙编 文书类」「丁编 讲唱类（口传传统文化资

料）」の 4 に大別し、その中をさらに細分して年代

順に排列。巻末に拼音順のタイトル索引を付す。 
 

碑刻文獻論著敘録 / 曾嘵梅 編著. -- 北京 : 綫裝書
局, 2010.10. -- 3冊 ; 27cm. -- (中國石刻文獻研究叢
刊) 
ISBN: 9787512002562 GE2-C283 

北魏時代から 2009 年までに刊行された石刻に関

する著作 1,944 タイトルについて書名、著者、巻数、

出版者、刊行年、解題などを収録。排列は刊行年月

順。下巻末に筆画順の書名索引、拼音順の著者名索

引など 3 の索引を付す。 
 
闽南与台湾地方文献目录 / 林华东, 吴绮云, 吴力群 
主编. -- 厦门 : 厦门大学出版社, 2012.8. -- 2 冊 ; 
26cm. -- (闽南文化研究丛书 / 林华东 主编) 
ISBN: 9787561542026 GE2-C285 

1820 年から 2010 年に刊行された閩南地方および

台湾に関する文献約 40,000 タイトルについて書名､

論文名、著者、出版事項、資料形態などを収録。

「闽南与台湾研究著作」「闽南与台湾研究论文」の

2 編に大別しその中をさらに細分して書名、論文名

の拼音順に排列。 
 
百年明史论著目录 / 中国社会科学院历史研究所明
史研究室 编. -- 合肥 : 安徽教育出版社, 2012.8. -- 2
冊 ; 30cm 
ISBN: 9787533664190 GE2-C286 
 1900 年から 2005 年に中国、台湾などで刊行され

た文献約 40,000 タイトルについて書名、論文名、

著者、刊行年、収録誌、巻号、出版事項を収録。

「政治」「军事」など 19 に大別し、その中をさら

に細分して年代順に排列。下巻末に拼音順の著者名

索引を付す。 
 
二十六史典故辞典 / 陈振江 主编. -- 天津 : 天津人
民出版社, 2012.4. -- 3, 28, 755p ; 27cm 
ISBN: 9787201070865 GE8-C119 
 正史 26 タイトルおよび詩経、論語など秦代以前

の漢籍 26 タイトル所載の故実 2,023 語について語

義、出典、例文を収録。「史记」「汉书」など 27
に大別し、その中を漢籍中での記述順に排列。巻末

に筆画順の索引を付す。 
 
洛阳出土墓志目录续编  / 洛阳市文物考古研究院 
编  ; 周立  主编 . -- 北京  : 国家图书馆出版社 , 
2012.10. -- 1, 1, 2, 25, 303p ; 28cm 
ISBN: 9787501348367 GE12-C158 
 『洛阳出土墓志目录』(朝华出版社 2001 年刊)の
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2 つの部分で構成され、後半部分に公共予算

（一般予算に相当）、各種基金及び国有資本に

ついて、予算収支総額や各科目の数値を挙げ、

その内容を説明しています。報告の末尾には、

予算の明細表が添付されます。 
＜決算＞ 毎年 7 月に発行される号に、決算関

連文書 4 件、すなわち①財政部による決算報告、

②全人代財政経済委員会による決算報告の審査

結果報告、③審計署による会計検査報告、④全

人代常務委員会における決算報告採択決議が収

録されます。明細表はありません。決算報告の

主な内容は、中央決算の数値、予算の達成率及

び前年度比のほか、予算執行の成果、予算制度

に関する今後の課題などです。 
 

『中国情勢』 

 （中国通信社, 月刊）【Z71-F632】 
日本語資料です。毎年 4 月号で「全人代特集」

が組まれ、予算報告の全文日本語訳が掲載され

ます。付表及び付図は割愛されています。  
 

『中国年鑑』 

（中国研究所, 年刊)【Z41-119】 
 政治、経済、社会などさまざまな分野におけ

る中国の 1 年間の動きをまとめた日本語資料で

す。財政制度の解説のほか、国家、中央及び地

方の科目別収支などの統計を収録しています。 

 

『中国财政年鉴』 
（中国财政杂志社, 年刊）【Z41-AC279】 
 統計資料部分のみ英語併記です。国家、中央、

地方それぞれの予算・決算収支表には、予算科

目の「類」だけでなく、一部の「款」までが掲

載されています。このほか、歴年収支統計、財

政関連法規、財政部の予算・決算報告、全人代

の決議などを収録しています。 

 
『中国统计年鉴』 
（中国统计出版社, 年刊)【Z41-AC65】 
英語併記です。国家、中央及び地方の歴年収

支、最新年の科目別収支や各省市の科目別収支

の一覧表などを収録しています。1996 年版以

降は国家統計局のウェブサイトからも閲覧可能

です。 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ （中国語版） 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata
/yearlydata/ （英語版） 
 
(2) 部門別予算・決算 

 中国では 2000 年から「部門予算」、すなわ

ち日本の省庁に該当する部・委員会やその他の

国家機関の機関単位での予算が作成されるよう

になりました。 
 
中华人民共和国中央人民政府门户网站 

http://www.gov.cn/ 
 中国政府のポータルサイトで、2010 年度以

降の各部門の予算・決算書類を収録しています。

トップページの検索窓に「2013 年预算」

「2012 年决算」「部门预算」などと入力する

と容易に検索できます。 
 
「中华人民共和国中央人民政府门户网站」に

は収録されていなくても、それぞれの部門のウ

ェブサイトで当該機関の予算・決算に関する情

報を公開している場合があります。各部門のウ

ェブサイトは、当館が提供するアジア関係のリ

ンク集、AsiaLinks にまとめられていますので、

こちらもご参照ください。 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-
chn01.php#02 
 
(3) 省別、都市別予算・決算 

 『中国财政年鉴』（前掲）には、各省市の最

新年の予算・決算収支表が収録されています。 
また、各省ごとに発行される統計年鑑には、

全て財政に関する章が設けられており、省単位

の予算収支表はもちろん、省内の行政単位別収

支などを収録するものも少なくありません。 
 当館が運営するリサーチ・ナビの「統計の調

べ方（中国-総合統計)」の「地域統計」のペー

ジでは、各省市の統計年鑑や統計局のウェブサ

イトを紹介しています。 
http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/the
me-asia-113.php#local 
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続編。1998 年以降に刊行された文献所載の洛陽地

区出土の墓誌 1,785 件について埋葬年代、被葬者名、

形態、出土年代、所蔵機関、出典などを収録。排列

は埋葬年順。巻末に筆画順の被葬者索引のほか、

「《东汉刑徒砖捃存》目录」など 4 の付録を付す。 
 
满族姓氏寻根辞典 / 赵力 编著. -- 沈阳 : 辽宁民族
出版社, 2012.3. -- 2, 2, 1, 55, 525p ; 21cm 
ISBN: 9787549702862 GE12-C159 
 満州族固有の姓氏、漢族式の姓氏、著名人物、居

住地名、八旗組織など約 2,000 項目を収録。「满族

汉姓及其来源」「满族老姓全录」など 5 部分からな

り、その中をさらに細分して排列。 
 
中国文物地图集. 新疆维吾尔自治区分册 / 国家文物
局 主编. -- 北京 : 文物出版社, 2012.9. -- 2 冊 ; 
27cm + CD-ROM1枚(12cm) 
ISBN: 9787501034710 GE16-C4 
 
＜哲学・宗教＞ 
《淮南子》研究書目 / 陈广忠 主编. -- 合肥 : 黄山
書社, 2011.6. -- 12, 170p, 図版 11 枚 ; 22cm 
ISBN: 9787546117805 H1-C45 
 日本、中国などで発表された淮南子に関する図書、

雑誌論文など約 1,500 タイトルについて書名、論文

名、著者、収録誌、出版者、刊行年などを収録。

「日本作者」「中国作者」など 7 に大別し、その中

を著者名のアルファベット順または筆画順に排列。 
 
先秦兩漢典籍引《禮記》資料彙編 = Citations from 
the Liji to be found in pre-Han and Han texts / 陳
雄根, 何志華 編著. -- 香港 : 中文大學出版社, 2012. 
-- 456p ; 27cm. -- (漢達古籍硏究叢書 / 何志華, 朱國
藩 主編 = The Chant series) 
ISBN: 9789629965457 HB32-C35 
 
《荀子》詞彙資料彙編 = A glossary of the Xunzi  
/ 何志華, 朱國潘 編著. -- 香港 : 中文大學出版社, 
2012. -- 363p ; 27cm. -- (漢達古籍硏究叢書 / 何志華, 
朱國藩 主編 = The Chant series) 
ISBN: 9789629965419 HB47-C19 
 
中國佛教疑偽經綜錄 / 曹淩 編著. -- 上海 : 上海古
籍出版社, 2011.12. -- 3, 6, 7, 549p ; 24cm 
ISBN: 9787532559404 HM13-C54 
 疑経または偽経と呼ばれる中国で編纂された仏教

経典 292 タイトルについて経典名、作者、経典目録

への収録状況、解題などを収録。排列は経典集への

収録順による。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
汉画文献目录索引 / 黄雅峰, 张晓茹 编著. -- 杭州 : 
浙江大学出版社, 2011.12. -- 2, 252p ; 29cm -- (汉画
文献集成 ; 第 1卷) 
ISBN: 9787308094672 K1-C8 
 1900 年から 2008 年に発表された漢代の画像石ほ

か漢代の芸術に関する論文約 5,000 タイトルについ

て論文名、著者、収録誌、刊行年などを収録。「汉

代画像石、画像砖」「汉代壁画」など 12 に大別し、

その中をさらに細分して刊行年順に排列。 

 
两岸常用词典 / 李行健 主编. -- 北京 : 高等教育出
版社, 2012.8. -- III, 47, 1830p  ; 22cm 
ISBN: 9787040336689 KK12-C380 
 中国と台湾の双方または一方で使用される親字約

13,000 字および見出し語 35,000 語について簡体字

および繁体字表記、拼音、注音符号、語義、用例を

収録。排列は拼音順。巻末に「汉语拼音与注音符号

对照表」「两岸标点符号对照简表」など 5 の付録を

付す。 
 
谦词敬词婉词词典 : 增补本 / 洪成玉 编著. -- 北
京 : 商務印書館, 2010.1. -- 2, 69, 491p ; 21cm 
ISBN: 9787100056519 KK12-C381 
 2002 年刊の増補。約 4,000 語について語義、用

例、出典などを収録。「谦词」「敬词」「婉词」の

3 に大別し、その中をさらに細分して排列。巻末に

拼音順の索引を付す。 
 
中华古谚语大辞典 / 张鲁原 编著. -- 上海 : 上海大
学出版社, 2011.10. -- 3, 81, 476p ; 27cm 
ISBN: 9787811188912 KK32-C140 
 清末までに刊行された漢籍所載のことわざ 7,000
余語について語義と出典を収録。排列は筆画順。巻

末に拼音順の索引を付す。 
 
东北方言大词典 / 唐聿文 著. -- 长春 : 長春出版社, 
2012.4. -- 11, 54, 437p ; 22cm 
ISBN: 9787544521307 KK43-C3 

東北方言約 7,000 語について語義、用例を収録。

排列は拼音順。 
 
中国香港、台湾地区诗经研究文献目录 : 1950-2010 
/ 马辉洪 , 寇淑慧  编著 . -- 北京  : 學苑出版社 , 
2012.10. -- 3, 4, 339p ; 21cm. -- (诗经研究丛刊特辑) 
ISBN: 9787507741094 KK61-C101 

1950 年から 2010 年に香港および台湾で出版され

た詩経関連の研究文献 2,942 タイトルについて書名、

論文名、著者、出版者、出版年月などを収録。「中

国香港地区诗经研究文献目录」「中国台湾地区诗经

研究目录」に大別し、それぞれその中をさらに細分

して排列。 
 
王世貞書目類纂 / 許建平 編著. -- 南京 : 鳳凰出版
社, 2012.7. -- 2冊 ; 21cm 
ISBN: 9787550615120 KK61-C104 
明代の文人王世貞の著作および関連資料約 5,000

タイトルについて書名、巻数、作者、版本、所蔵館

を収録。「自撰自編書目」「自撰被他編單行本」な

ど 10 編からなり、それぞれその中をさらに細分し

て排列。 
 
现代越汉词典 = Từ diển Việt-Hán hiện đại / 雷航, 
李宝红 主编. -- 第 2版. -- 北京 : 外语教学与研究出
版社, 2011.6. -- 11, 1127p ; 18cm 
ISBN: 9787513508261 KL2-C5 

初版は 1997 年刊。50,000 余語を収録。排列はア

ルファベット順。巻末に「汉越字表」「世界各国

（地区）及首都（首府）名称（越汉英对照表）」な

ど 6 の付録を収録。 
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レファレンスツール紹介 31  中国の国家予算・決算について調べる 
 

濱川 今日子（国立国会図書館関西館アジア情報課） 

 

 

本稿では、中国の国家予算・決算に関する主

要な情報源をご紹介します。 
【 】は当館請求記号です。資料の言語は、

特に記述がない限り中国語です。インターネッ

トの最終アクセス日は、2013 年 7 月 30 日です。 
 

1. 制度 

  中国の国家予算・決算に関する基本法令は、

「中華人民共和国予算法（中华人民共和国预算

法)」（1994 年 3 月 22 日主席令第 21 号）及

び「中華人民共和国予算法実施条例（中华人民

共和国预算法实施条例）」（1995 年 11 月 22
日国務院令第 186 号）です。 

 中国の会計年度は、1 月から同年 12 月まで

の 1 年間です。財政部が予算案を作成し、毎年

3 月に全国人民代表大会（以下、全人代）で採

択されます。年度の開始から 3 月の予算確定ま

では、前年同期の予算支出金額に従って支出す

ることが認められます。決算案は、年度終了後

に財政部が作成し、6 月に全人代常務委員会で

採択されます。  
 
『現行中華人民共和国六法』 
（ぎょうせい, 1988.7-）【CC9-3-8】 
 中国の主要な現行法を収録する日本語の加除

式資料です。「予算法」及び「予算法実施条例」

は第 1編に収録されています。 

 
法律法规全文检索系统 
http://search.chinalaw.gov.cn/search2.html 
国務院法制弁公室が運営する法令データベー

スです。タイトル、公布日などから法令を検索

できます。 

 

『政府预算理论与实务』 

（中国财政经济出版社, 2010）【AC9-481-C47】 
 予算の編成から議決、執行、決算までの制度

と実務について解説しています。予算の監査や

業績評価についても論じられています。 
 
『政府预算管理』 

（立信会计出版社, 2011）【AC9-481-C38】 
予算制度の概説書です。特に部門予算や予算

収支分類について参考になります。国有財産の

管理制度、政府調達などに関する章もあります。 
   

2. 予算・決算の最新値 

 中国の国家予算は、中央政府の予算である中

央予算と地方政府の予算である地方予算に分け

られます。予算科目は、大きい方から「類」

「款」「項」に区分され、さらに一部の「項」

の下に「科」が置かれています。 

中国において、財政情報の公開は限定的です。

予算科目のうち、おおむね「類」は公開される

ものの、「款」以下は部分的にしか明らかにさ

れません。 

 
(1) 国家予算・決算 
『中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

公报』 

（中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会

办公厅, 隔月刊）【BC9-3-1】 
全人代の公報です。ウェブサイトでも閲覧で

きます 
http://search.npc.gov.cn:7000/was40/search?ch
annelid=13334&templet=outline_cms_cwhgb.
jsp 
＜予算＞ 毎年 4 月に発行される号に、その年

度の関連文書 3 件、すなわち①財政部の予算報

告、②全人代財政経済委員会による予算報告の

審査結果報告、③全人代における予算報告の採

択決議が収録されます。 
予算報告の正式なタイトルは、2013 年度予

算であれば「2012 年中央和地方预算执行情况
与 2013 年中央和地方预算草案的报告」です。

前年度予算の執行状況とその年度の予算草案の
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＜科学技術＞ 
科学发展谱新篇 : 从十六大到十八大 = Scientific 
development : achievements / 中华人民共和国国家
统计局 编. -- 北京 : 中国统计出版社, 2012.9. -- 
407p ; 29cm 
ISBN: 9787503766466 M45-C41 
 2002 年から 2013 年の中国の科学発展、経済、対

外貿易、交通、金融、教育、環境などに関する報告

と統計資料を収録。「发展成就篇」「统计资料篇」

の 2 部分からなる。 
 
国土资源实用词典 / 封吉昌 主编. -- 武汉 : 中國地
質大學出版社, 2011.11. -- 55, 933p ; 27cm 
ISBN: 9787562527237 ME2-C17 

国土資源関連の用語、法規、人物など 8,000 余項

目を収録。「国土管理」「地形地貌」など７に大別

し、その中をさらに細分して排列。巻末に「地质纪

年表」「常用矿物名称与代号一览表」など 25 の付

録のほか、拼音順の索引を付す。 
 
植物古汉名图考续编 / 高明乾, 卢龙斗 主编. -- 北
京 : 科学出版社, 2013.1. -- xv, 393p ; 26cm 
ISBN: 9787030358424 RA2-C28 

大象出版社 2006 年刊の続編。1,789 種の植物の

漢籍中に現れる名称について現代中国語名、ラテン

語名、形状、生態、植生地、用途などを収録。排列

は筆画順。巻末にアルファベット順のラテン語名索

引を付す。 
 
中国鸟类图鉴 = Field guide to the birds of China / 
曲利明 主编. -- 福州 : 海峡书局, 2013.1. -- 3 冊 ; 
30cm 
ISBN: 9787806918043 RA6-C17 
 
臺灣魚類圖鑑 = Fishes of Taiwan / 沈世傑, 吳高逸 
主編 . -- 屏東縣車城鄉  : 國立海洋生物博物館 , 
2011.12. -- 896p ; 31cm. -- (海洋生物博物館圖鑑系
列 ; 11) 
ISBN: 9789860298994 RA6-C18 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
中国图书馆学著作书目提要 : 1909-2009 / 卓连营, 
李晓娟 主编. -- 北京 : 國家圖書館出版社, 2012.8. -
- 1, 7, 886p ; 30cm 
ISBN: 9787501345700 UL1-C10 

図書館学関連の図書 6,361 タイトルについて書誌

事項と解題を収録。「图书馆学综论」「读者工作」

など 24 に分類し、それぞれその中を刊行年順に排

列。巻末に拼音順の書名索引と著者名索引を付す。 
 
近代汉译西学书目提要 : 明末至 1919 / 张晓 編著. -
- 北京 : 北京大學出版社 , 2012.9. -- 52, 741p ; 
25cm 
ISBN: 9787301210352 UP63-C6 

欧米および日本の文献の中国語訳 5,179 タイトル

について書誌事項と解題を収録。「哲学」「心理学」

など 31 に大別し、その中をさらに細分して排列。

巻末に拼音順の書名索引、著者および訳者名索引を

付す。 

 
臺灣大學圖書館館藏久保文庫漢籍分類目錄  / 周延
燕 編. -- 臺北 : 國立臺灣大學圖書館, 2012.10. -- 1, 
3, 18, 1, 23, 242p ; 27cm. -- (臺灣大學特藏文庫目
錄 ; 3) 
ISBN: 9789860338621 UP72-C127 
 約 700 タイトルについて書名、巻数、作者、版本

などを収録。排列は四部分類順。巻末に筆画順の書

名索引と人名索引を付す。 
 
湖南图书馆民国图书期刊报纸目录 / 湖南图书馆 编. 
-- 北京 : 綫装書局, 2010.12. -- 6冊 ; 27cm. -- (湖南
图书馆古旧文献目录丛编) 
ISBN: 9787512002999 ; 7512002998 (set) 
 UP115-C49 
 「图书目录」「期刊目录」「报纸目录」の 3 部分

からなる。「图书目录」は民国期図書約 8 万冊につ

いて書名、著者名、出版者、形態などを収録。「哲

学」「经济」など 16 に大別し、その中をさらに細

分して出版年順に排列。「期刊目录」は 1949 年以

前に出版された雑誌 4,921 タイトル、「报纸目录」

は 1949 年以前の新聞約 400 タイトルについてそれ

ぞれ書誌事項と所蔵事項を収録。排列はともに筆画

順。第 5 冊および第 6 冊は筆画順の総合索引。 
 
國立臺灣師範大學館藏臺北高等學校圖書目錄  / 國
立臺灣師範大學圖書館 編輯. -- 臺北 : 國立臺灣師
範大學出版中心, 2012.10. -- VII, 300p ; 30cm 
ISBN: 9789577528025 UP115-C50 

台湾総督府台北高等学校図書館旧蔵の日本語図書

5,757 タイトルについて書誌事項を収録。「台北高

等學校圖書館圖書分類表」の分類順に排列。巻末に

筆画順の書名索引およびかなで始まる書名の五十音

順索引を付す。 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
日中貿易必携 : 中国ビジネスの実用ガイドブック. 
2013 (特集:中国の新体制と経済展望). -- 東京 : 日
本国際貿易促進協会, 2013.4. -- 282p ; 19cm 
ISBN: 978-4-930867-67-4 DE237-L1 
 
中国企業データマップ = Data Map of Companies 
of the People's Republic of China. 2012-2013年版 
/ 亜州 IR 編 . -- 東京  : 日本経済新聞出版社 , 
2012.10. -- 291p ; 21cm 
ISBN: 978-4-532-31837-6 DH15-J72 
 
＜歴史・地理＞ 
中国情報源. 2013-2014年版 / 21 世紀中国総研 編. 
-- 町田 : 蒼蒼社, 2013.3. -- 542p ; 21cm 
ISBN: 978-4-88360-115-8 GE234-L1 
 
ハンドブック現代中国 / 愛知大学現代中国学部 編. 
-- 第 4 版. -- 名古屋 : あるむ, 2013.3. -- 254p ; 
19cm 
文献あり 年表あり. 
ISBN: 978-4-86333-063-4 GE341-L43 
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5. おわりに 
 ここまで、アジア情報室の活動成果ととも

に、新方針の下で着手している各種の取組を

紹介した。アジア情報室の 10 年は、東京本

館時代に整備した資料や職員のノウハウを基

礎にしつつも、新たな役割を実現するための

挑戦と試行錯誤の歴史であった。この間に、

情報環境は劇的に変化し、アジア情報への需

要も多様化、高度化が進んだ。アジア情報室

が、今後、国内有数のアジア資料を活用して

「アジア文献情報センター」機能を発揮し、

さらに、情報発信や対外連携の実を挙げるた

めには、こうした変化に迅速に対応する必要

があるだろう。ここに掲げた取組を数年で実

現し、アジア情報室のさらなる発展へと踏み

出したい。 
 

（つかだ ひろし）   
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＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
日 中 文 庫 目 録  = The Japan-China library 
collection catalogue / 国際日本文化研究センター 
編. -- 京都 : 国際日本文化研究センター, 2011.3. -- 
349p ; 26cm 
ISBN: 978-4-901558-55-6 UP111-L7 
 
新釈漢文大系. 別巻. -- 東京 : 明治書院, 2013.5. -- 
417p ; 22cm + 4p 
付属資料: 4p : 月報 no.112. 
索引あり. 
漢籍解題事典 /内山知也 著. 
ISBN: 978-4-625-67317-7 US1-L10 
 
 
 
2. コリア 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
국회사. 제 17대 국회 / 홍보기획관 편집. -- 서울 : 
국회사무처, 2012.12. -- 1572p ; 27cm 
奥付タイトル: 제 17대 국회사.  
年表あり.  
（国会史. 第 17 代国会） AK4-241-K5 
 
제 5 회 전국동시지방선거총람 : 2010.6.2 시행 / 
중앙선거관리위원회 [編]. -- 과천 : 
중앙선거관리위원회, 2010.12. -- 1294p ; 27cm 
（第 5 回全国同時地方選挙総覧 : 2010.6.2 施行） 
 AK4-391-K47 
 市（特別市、広域市）・道の長、区・市・郡の長、

市道の教育監・教育委員、市道議会議員、区市郡議

会議員を選出する全国同時地方選挙の便覧。「選挙

概況」「選挙管理の準備」「選挙事務管理」「選挙

法違反行為の監視・取締」「公正選挙推進活動」

「マニフェスト政策選挙推進活動」などからなる。

人口・選挙人・選挙区・候補者・当選者・選挙費

用・投開票などに関する統計や候補者別の得票数も

収録。付録として事務日程表と第 4 回地方選挙再・

補欠選挙に関する情報を収録。 
 
제 5 회전국동시지방선거 인터넷선거보도 심의백서 
/ 인터넷선거보도심의위원회 [編]. -- 서울 : 
인터넷선거보도심의위원회, 2010.12. -- 285p ; 26cm 
（第 5 回全国同時地方選挙インターネット選挙報道

審議白書） AK4-391-K48 
インターネット選挙報道審議委員会の概要、第 5

回全国同時地方選挙の審議概要、審議・議決の現況

と分析、審議の評価と課題、審議・議決事例を収録。

付録として関連法規・書式、審議対象のインターネ

ット言論社目録を収録。 
 
노동행정사. 제 1편-제 4편 / 노동부 [編]. -- 과천 : 
노동부, 2006.12. -- 4 冊 ; 31cm 
제 1편に年表あり. 
제 1 편. 총괄 -- 제 2 편. 노동시장정책 -- 제 3 편. 
근로자보호정책 -- 제 4편. 노사관계정책. 
（労働行政史） AK4-512-K11 

 
＜経済･産業＞ 
북한 인구와 인구센서스 / 김두섭, 최민자, 전광희, 
이삼식, 김형석 저. -- 대전 : 통계청, 2011.4. -- xxv, 
346p ; 25cm 
文献あり. 
ISBN: 9788958012313 
（北韓の人口と人口センサス） DC731-K8 

1993 年と 2008 年に北朝鮮で実施された人口セン

サスの報告書をもとに作成された分析資料。人口セ

ンサスの概観、人口規模・成長、性別・年齢、出

産・死亡、社会経済活動・健康、教育、人口分布・

移動、家族・住宅、人口政策、将来推計、統一後の

人口問題からなる。巻末に「2008 年人口センサス

調査票」など 20 の付表を収録。 
 
중국 한인의 역사 = Korean experience in China. 
하 / 국사편찬위원회 [編]. -- 과천 : 
국사편찬위원회, 2012.12. -- 422p ; 26cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788982365553 
（中国韓人の歴史. 下） DC821-K31 
 
중국 : 재외동포사 연표 = Korean experience 
chronology in China / 국사편찬위원회 [編 ]. -- 
과천 : 국사편찬위원회, 2012.12. -- 422p ; 23cm 
文献あり. 
索引あり. 
中国語併記. 
ISBN: 9788982365546 
（中国 : 在外同胞史年表） DC821-K45 
 
한국의 항만 = Ports of Korea / 국토해양부 
물류항만실 항만운영과 [編]. -- 과천 : 국토해양부 
물류항만실 항만운영과, 2009.11. -- 105p ; 30cm 
英文併記. 
（韓国の港湾） DK161-K3 

「港湾法」上の港湾に関する資料集。港湾物流、

港湾政策、港湾施設、港湾物流産業の動向と、港湾

関連法令・制度を収録。付録として「主要港湾別コ

ンテナ処理実績」「港湾別物動量および増加率」な

ど、9 種類の指標を付す。 
 
방한 관광시장 분석. -- 서울 : 한국관광공사. -- ; 
30cm 
ISSN: 2005-9736 
2010(2011.7)- 
（訪韓観光市場分析) Z41-AK712 

国連世界観光機構(UNWTO)、韓国観光公社等の

統計・調査資料をもとに、国内外観光市場の動向、

訪韓観光の主要市場別動向分析（16 の国・地域

別）、韓国観光需要予測を収録。 
 
낙농통계연감 = Dairy Statistics Yearbook. -- 서울 : 
낙농진흥회. -- ; 26cm 
英文併記. 
2010(2011.6)- 
（酪農統計年鑑） Z41-AK707 
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 (4) 国内外関係機関との連携 
アジア情報関係機関懇談会は、参加機関の

交流のみならず、アジア情報資源の流通促進

に役立つ知見を得る場として、活性化させる。

昨年度は、資料デジタル化をめぐる連携をテ

ーマに、参加機関との議論を深めた（表 2 参

照）。今年度は、調査部門への支援強化をテ

ーマに、蔵書構築、情報発信、交流拠点等の

視点で検討を行う予定である。懇談会で報告

された先進事例や有益な知見は、『アジア情

報室通報』で詳しく紹介し、多くの関係機関

と共有することとしたい。 
アジア情報研修18も、多様なニーズに応え

るべく科目構成を工夫したい。これまではア

ジア言語を読解できる司書を想定し、地域割

の科目が中心であったが（表 3）、今後はア

ジア言語を解しない司書のために「日本語・

英語で調べるアジア情報」といった講座も開

講する。さらに、研修のレジュメを遠隔研修

教材として再構成し、全国の司書に自己研さ

んの機会を提供したい。 
国外機関との連携については、東南アジア

等への現地調査等の機会を活用して、中韓以

外の国立図書館に連携を拡大すべく可能性を

探る。日中韓電子図書館イニシアチブ19等、

当館の国際協力事業にも積極的に関与してい

く。また、アジア各国の有識者から有益な知

見を得るため、招へい事業にも取り組む。今

年度は、中国から CADAL（China Academic 
Digital Associative Library）20プロジェクト 

                                 
18 これまでの実施した研修の科目と配付資料につい

ては、下記を参照のこと。

http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-workshop.php 
19 2010 年に当館、中国国家図書館、韓国国立中央図

書館はデジタルアーカイブ事業に関する連携のため

「日中韓電子図書館イニシアチブ協定」を締結した。

韓国国立中央図書館と「国立国会図書館サーチ」との

連携を実現し、目次情報の翻訳表示を可能にするなど

の成果を挙げている。 
20 前身の CADAL(China-America Digital Academic 
Library)については、下記を参照のこと。 
篠田麻美「中国における Million Book Project－中国

の大学図書館の資料電子化戦略－」『カレントアゥエ

アネス』298 号, 2008.12, pp.13-16.  
http://current.ndl.go.jp/ca1678 

 
の関係者を招へいし、一般公開の講演会と業

務に関する懇談を行う予定である。 
 
(5) 情報資源の拡充 

(1)から(4)のサービス拡充策は、これを支え

る資料・情報源の整備があってはじめて可能

となる。従来から取り組んできた収集困難地

域の解消、日本関係資料の重視等の目標に加

え、①社会科学分野を重視し、主要な政府刊

行物を入手する等、国政審議に役立つ資料の

収集に努め、②アジア諸地域（特に東南アジ

ア）資料の重点的収集や、③電子ジャーナル

やオンラインデータベースの拡充を図る。 
  

表 3 アジア情報研修の開講科目（過去 5 年間） 

年度 地域 開講科目 

2008 韓国 

・韓国関連情報の調べ方* 

・韓国の図書館政策・事情と歴史・ 

文化財に関する情報源 

・韓国の経済・産業情報 

2009 インド 

・インド関連情報の調べ方* 

・インドの法情報とその入手 

・インド歴史・地域研究資料 

2010 中国 

・中国関係資料の調べ方概論* 

・中国の統計情報の調べ方* 

・中国の人物情報の調べ方* 

2011   

・アジア情報の調べ方 

・上海新華書店旧蔵書について 

・現代タイ情報の調べ方 

・仏教典籍（漢文資料）の調べ方 

2012 
中国 

韓国 

・中国情報の調べ方* 

・コリア情報の調べ方* 

・朝鮮の出版文化 

  
*の科目は演習を含む。 
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그림으로 보는 무역통계. -- 대전 : 관세청 
통관기획과. -- ; 26cm 
2011(2012.6)- 
（図で見る貿易統計） Z41-AK708 
 
＜歴史・地理＞ 
경남학논저목록 / 창원대학교 경남학연구센터 
경남학논저목록 편찬위원회 저. -- 서울 : 선인, 
2007.10. -- 689p ; 27cm 
ISBN: 9788959330959 
（慶南学論著目録） GE3-K65 
 
한국독립운동사 연표 = Chronology of the Korean 
independence movement / 이만열 저. -- 천안 : 
독립기념관 한국독립운동사연구소, 2009.12. -- 
579p ; 23cm 
表紙タイトル: 한국독립운동의 연표. 
索引あり. 
ISBN: 9788993026603 
（韓国独立運動史年表） GE9-K18 
 
한국지명유래집 = The origin of Korean 
geographical names. 전라·제주편 / 국토해양부 
국토지리정보원 [編]. -- 수원 : 국토해양부 
국토지리정보원, 2010.12. -- 859p ; 27cm + CD-
ROM 1 枚 (12cm) 
文献あり. 
索引あり.  
ISBN: 9788993841084 
（韓国地名由来集. 全羅・済州編） GE11-K22 
 
역주 삼국사기. 1-4 / 정구복, 노중국, 신동하, 
김태식, 권덕영 감교·번역·주석. -- 개정증보. -- 
성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2011.12-2012.2. -
- 4 冊 ; 24cm 
漢字タイトル: 譯註 三國史記 
1. 감교원문편 -- 2. 번역편 -- 3. 주석편(상) -- 4. 
주석편(하)  
ISBN: 9788971057612 (set) ; 9788971058169 (1) ; 
9788971058176 (2) ; 9788971058183 (3) ; 
9788971058190 (4) 
（訳注三国史記） GE125-K293 
 
신라 천년사 / 한국인물사연구원 편저. -- 서울 : 
타오름, 2010.1. -- 367p ; 21cm 
ISBN: 9788996200895 
（新羅千年史） GE125-K305 
 
五宮과 都城 : 王道를 새긴 五宮과 五常을 쌓은 
都城 / 孔俊元 著. -- 서울 : 세계문예, 2009.9. -- 
737p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788988695869 
（五宮と都城 : 王道を刻んだ五宮と五常を積んだ都

城） GE127-K371 
 
한국민주화운동사 / 민주화운동기념사업회 연구소 
엮음. -- 파주 : 돌베개, 2008.12-2010.11. -- 3 冊 ; 
24cm 

文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788971993231 (set) ; 9788971993248 (1) ; 
9788971993699 (2) ; 9788971994153 (3) 
（韓国民主化運動史） GE136-K164 

韓国の民主化運動に関する通史を収録。時期別の

3 巻構成で、第 1 巻は李承晩政権から第 3 共和国期

までを、第 2 巻は朴正煕政権の維新体制を、第 3 巻

は「ソウルの春」から盧泰愚政権までの時期を対象

とする。各巻末に人名や事件名の索引を付す。索引

の排列はハングル字母順。 
 
고지도를 통해 본 경기지명연구 = Study on place 
names in Gyeonggi-do through the old maps of 
the National Library of Korea / 국립중앙도서관 
도서관연구소 [ 編 ]. -- 서울 : 국립중앙도서관 
도서관연구소, 2011.11. -- 235p ; 31cm 
背表紙のタイトル: 국립중앙도서관 소장 고지도를 
통해 본 경기지명연구. 
ISBN: 9788973836796 
（古地図を通して見た京畿地名研究） GE157-K103 
 
옛 지도로 보는 독도 / 김은택, 배영일 저. -- 
[평양] : 평양출판사, 2010.6. -- 145p ; 26cm 
（古地図で見る独島） GE167-K144 

独島（竹島の朝鮮半島における呼称）関係の古地

図 100 点とその解題を収録。朝鮮半島の古地図、日

本の古地図、ヨーロッパの古地図、外国人が作成し

た海図の 4 章構成。于山島、方山島、子山島、松島

などの名称で表記されている地図も含む。 
 
노태우 회고록 / 노태우 저. -- 서울 : 
조선뉴스프레스, 2011.8 (2쇄). -- 2 冊 ; 24cm 
上卷. 국가, 민주화 나의 운명 -- 下卷. 전환기의 
大戰略. 
ISBN: 9788991491700 (set) ; 9788991491717 (上
卷) ; 9788991491724 (下卷) 
（盧泰愚回顧録） GK275-K2 
 韓国の第 13 代大統領盧泰愚の自伝。「国家、民

主化 私の運命」「転換期の大戦略」の 2 冊からな

る。下巻の巻末に年譜、受賞・受勲の記録、分野別

主要業務日誌を付す。 
 
운명이다 : 노무현 자서전 / 노무현재단 엮음 ; 
유시민 정리. -- 파주 : 돌베개, 2010.4. -- 390p ; 
23cm 
ISBN: 9788971993866 
（運命だ : 盧武鉉自叙伝） GK275-K3 
 韓国の第 16 代大統領盧武鉉の自伝。「失敗と挫

折の回顧録」「出世」「夢」「権力の頂上で」「別

れ」「青年の死」からなる。巻末に資料目録、年譜

を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국의 세계유산 = World Heritage in Korea : 
1995-2010 / 문화재청 엮음. -- 서울 : 눌와, 
2010.12. -- 175p ; 24cm 
文献あり. 
ISBN: 9788990620484 
（韓国の世界遺産 : 1995-2010） K3-K6 
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4. 今後の取組 
 アジア情報室は、10 年間の活動を通じて、

所蔵資料の充実に努めるとともに、書誌情報

の提供や基本的なレファレンスツールの整備

を精力的に進めてきた。インターネットや電

子ジャーナルの普及といった情報環境の変化

に対応しつつ、どちらかというと情報の蓄積

に力点を置いて活動してきた。 
今後はこれまで蓄積してきた情報を駆使し

て、より専門性の高い情報を発信し、アジア

情報室ならではの対外連携活動を展開したい。

具体的には、①サービスの高度化（国会や研

究者向けの高度な情報サービスを展開す

る。）、②アジア情報の普及（遠隔サービス

やインターネットを通じた情報発信を積極的

に行う。）、③連携活動の強化（国内外の関

係機関との連携を拡充する。）という三つの

方針に沿って、今後数年で次の課題に取り組

む。 
 
(1) 国会サービスの拡充 
国会サービスの拡充は立法補佐機関である

当館にとって最優先課題である。アジア情報

室は、これまでも国会議員等の要求に対応し

て資料・情報を提供してきたが、今後は国政

審議に役立つ情報をより積極的に発信してゆ

く。立法調査資料である『外国の立法』、

『レファレンス』等へ、アジア諸国の立法動

向、アジア諸国をめぐる国際関係等に関する

記事を執筆する。最近の取組として、本年 8
月に、総合調査プロジェクト「日米関係をめ

ぐる動向と展望」において、戦後日米関係に

重要な影響を及ぼしたアジア各国の動向を年

表形式に取りまとめた17。現在は「尖閣・竹

島関係主要文献解題（仮題）」（『レファレ

ンス』に掲載予定）を執筆中であり、アジア

諸国の立法動向についても『外国の立法』へ

                                 
17 浅井一男、濱川今日子「資料：「日米関係をめぐ

る動向と展望」関連年表」『日米関係をめぐる動向と

展望 総合調査報告書』国立国会図書館調査及び立法

考査局, 2013.8, pp.123-135. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8278215
_po_20130110.pdf?contentNo=1 

の掲載に向けて準備を進めている。こうした

調査の成果は、当館ホームページに公開し、

国会関係者のみならず、研究者等の利用にも

供する。 
 
(2) 情報発信の強化 

『アジア情報室通報』や「アジア情報の調

べ方案内」でも、これまで以上に専門性の高

い情報を発信する。中国・韓国の国立図書館

との業務交流やその他の地域での現地調査を

もとにして、引き続き図書館事情や情報流通

に関する最新動向を紹介する（すでに業務交

流を行っている中韓以外の地域では、まず、

東南アジアを重点地域とする。）。さらに、

図書館事情等に限らず、各国の政治・経済情

勢、立法動向等に関連するトピックも取り上

げ、国政審議や調査研究に役立つ情報を発信

する。 
「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」や「ア

ジア情報機関ダイレクトリー」については適

時の情報更新とコンテンツ充実に努め、更新

情報は『アジア情報室通報』と同様、RSS 配

信する。 
 

(3) 所蔵資料の利用拡大 
所蔵資料の利用拡大のため、特に遠隔サー

ビスを改善する。本年 6 月には中韓の学術論

文データベース（CAJ、KISS）の記事の複写

申込みを、NDL-OPAC から直接行えるよう

システムを整備し、利便性の向上を図った。

今後は、図書館間貸出しや東京本館への取寄

せサービスの対象資料の拡大についても検討

し、アジア情報室所蔵資料の利用を促進する。 
利用促進には、サービス改善についての広

報も重要である。特にアジア地域からの留学

生やアジア地域を対象とする研究者等、利用

の見込める層には、最新のサービス内容やコ

レクション紹介を重点的に行う必要があると

考えている。 
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韓国の世界遺産 10、無形文化遺産 11、世界記録

遺産 7 について、解説と写真を収録。巻末に各遺産

の登録年月日や、関連団体の連絡先などの一覧を付

す。 
 
한국의 불상 / 김환대 지음. -- 파주 : 한국학술정보, 
2009.10. -- 291p ; 23cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788926804490 
（韓国の仏像） KB121-K14 
 
한국 전통목가구 = Traditional Korean wooden 
furniture : 전통목가구의 도면과 상세 / 박영규 
지음. -- 개정판. -- 고양 : 한문화사, 2011.10. -- 
398p ; 31cm 
漢字タイトル: 韓國 傳統木家具. 
文献あり. 
ISBN: 9788994997162 
（韓国伝統木家具 : 伝統木家具の図面と詳細） 
 KB273-K2 
 
한국문집총간편람 = A compendium for the 
comprehensive publication of Korean literary 
collections in classical Chinese / 한국고전번역원 
편집. -- 서울 : 한국고전번역원, 2010.12. -- 447p ; 
30cm 
漢字タイトル: 韓國文集叢刊便覽. 
索引あり. 
ISBN: 9788928400454 
（韓国文集叢刊便覧） KJ41-K18 

『韓国文集叢刊』正編に収録された文集 663 タイ

トルについて、図版、版種、大きさ、所蔵機関、著

者・刊行・内容に関する情報を収録。著者の生年を

基準に 6 の世紀別（14 世紀以前から 19 世紀まで）

に排列。巻末に文集名、著者名、各文集の主要記事

名の各索引と底本目録を付す。索引の排列はハング

ル字母順。 
 
漢韓大字典 / 民衆書林 編輯局 編. -- 제 3 판 全面
改訂･增補版. -- 파주 : 民衆書林, 2009.1. -- viii, 
2926p ; 23cm 
ISBN: 9788938701480 KJ42-K207 
 
＜科学技術＞ 
한국한의약연감. -- [부산] : 
부산대학교한의학전문대학원 : 한국한의학연구원 : 
대한한의사협회. -- ; 26cm 
ISSN: 2095-0527 
2009(2010.12)- 
（韓国韓医学年鑑） Z43-AK89 

行政、教育、研究、サービス産業、製品産業の別

に、韓医学の動向に関する統計データと分析を収録。

巻末に、韓国内の韓医学関係機関の連絡先一覧など

3 の付録を収録。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
남북한 학술용어 비교사전 / 한국학중앙연구원 [編]. 
-- 성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 2010.6. -- 
2 冊 ; 24cm 

文献あり. 
ISBN: 9788971057551 (set) ; 9788971057568 
(인문) ; 9788971057575 (사회) 
（南北韓学術用語比較辞典） UA11-K6 
 
대한민국 도서관 연표 : 1011~2000 / 김용성, 
오세훈 편저. -- 서울 : 한국대학도서관연합회, 
2012.12. -- 699p ; 27cm 
文献あり. 
索引あり. 
ISBN: 9788996968801 
（大韓民国図書館年表 : 1011～2000） UL2-K8 
 
財團法人 韓國硏究院 古文獻 / 한국학중앙연구원 
장서각 편찬. -- 성남 : 한국학중앙연구원 출판부, 
2011.2. -- 65p ; 30cm 
ISBN: 9788971057841 UP72-K29 
 
日本語の部 
 
＜経済･産業＞ 
世界で活躍するコリアンの真実 : 多文化共存・共
生を求めて / 李成七 著. -- 東京 : 文芸社, 2013.5. -
- 121p ; 20cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-286-13171-9 DC821-L4 
 
朝鮮王朝の街道 : 韓国近世陸上交通路の歴史地理 / 
轟博志 著. -- 東京 : 古今書院, 2013.3. -- 240p ; 
22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-7722-5267-6 DK11-L3 
 
韓国の医療制度と医薬品流通 / 孫一善 著. -- 東
京 : ライフサイエンス出版, 2011.8. -- 143p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-89775-286-0 DL533-J270 
 
マッコリの正体 : その歴史と文化 / ホ・シミョン 
著  ; 中村唯  訳 . -- 東京  : 亜紀書房 , 2013.5. -- 
197p ; 20cm 
ISBN: 978-4-7505-1312-6 DL687-L13 
 
＜教育＞ 
知っていますか、朝鮮学校 / 朴三石 著. -- 東京 : 
岩波書店, 2012.8. -- 63p ; 21cm 
ISBN: 978-4-00-270846-1 FB52-J22 
 
＜歴史・地理＞ 
朝鮮王朝がわかる! / 六反田豊 監修. -- 東京 : 成美

堂出版, 2013.5. -- 151p ; 22cm 
文献あり 
年表あり. 
ISBN: 978-4-415-31456-3 GE127-L7 
 
現代韓国を学ぶ = Making Sense of Contemporary 
Korea / 小倉紀蔵 編. -- 東京 : 有斐閣, 2012.3. -- 
343, 15p ; 19cm 
年表あり. 
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7,700 を超えるウェブサイトへリンクしてい

る。機関別、国・地域別、テーマ別の三部構

成となっており、「国・地域から探す」をた

どれば、その国の基本情報を様々なサイトか

らまとめて得られる。また、英語サイトへの

リンクも豊富で、現地語が読めなくてもある

程度の情報を入手できる。 
 
②アジア情報機関ダイレクトリー12 
アジア言語資料またはアジア関連資料を所

蔵する主要な国内機関について、機関の概

要・利用方法、所蔵資料の内容等をまとめた

ものである。現在、155 機関の情報が得られ

る。 
 

(3) 関係機関との連携協力 
 アジア地域を扱う資料・情報は多様であり、

一つの図書館で情報需要を満たすことは困難

である。アジア情報室は、開室当初から関係

機関と連携に取組んでおり、アジア情報を扱

う主要な専門機関との協議の場として、年一

回「アジア情報関係機関懇談会」を開催して

いる（表 2）。前述の「アジア情報機関ダイ

レクトリー」はこの懇談会での要望がきっか

けとなって作成・公開に至ったものである。 
また、国内のアジア情報サービスの向上を図

るため、「アジア情報研修」を開催している。 
そのほか、NIHU（人間文化研究機構）プ

ログラム現代インド地域研究（INDAS）13等

のプロジェクトへの参加、東洋文庫イスラー

ム地域研究資料室、京都大学東南アジア研究

所図書室等との交流も行っている14。 
                                 
12 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/directory.php 
13 京都大学など、現代インドに関する 6 つの拠点と

人間文化研究機構の人的ネットワークによる共同研究

プロジェクト。独立後のインド(必要に応じて南アジ

アなどの周辺諸国も含める)についての政治、経済、

外交、文化など様々な分野を研究対象とする。期間は

2010 年から 2014 年までの 5 年間。 
14 アジア情報室も参加した京都大学東南アジア研究

所共同利用・共同研究プロジェクトの成果物としては、

『東南アジア研究逐次刊行物総合目録』東南アジア逐

次刊行物プロジェクト, 2009 及び「同データベース」

（http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/info/db/sealib/）が

ある。 

当館が行う国外機関との連携には、アジ

ア・オセアニア国立図書館長会議（CDNLAO）

15、IFLA 資料保存コア活動（IFLA/PAC）16

等、様々な取組がある。このうち、資料・情

報部門を担うアジア情報室には、中国、韓国

の国立図書館との業務交流への参画、資料収

集における米国議会図書館ジャカルタ事務所

との連携等の実績がある。 
 

  

                                 
15 アジア・オセアニア地域の国立図書館長による、

情報共有と相互協力を目的とする会議体である。当館

は、ホームページの運営とニューズレターの編集・刊

行を担当する。日本で行われた 2008 年の同会議では、

メンバーが協同して取り組む 4 分野が選定され、当

館は、ウェブ・アーカイビング分野の幹事国となった。 
16 国際図書館連盟（IFLA）のコア活動の一つに位置

付けられた資料保存プログラム。紙資料だけでなく、

電子資料の保存についても取り組む。当館は、1989
年からアジア地域センターとして活動している。 

表 2 アジア情報関係機関懇談会の内容（過去 5 年間） 

年度 内容 

2008 

・当館活動報告 

・地域研究コンソーシアム報告 

・各機関の活動報告 

2009 
・当館活動報告 

・利用者サービスに関する各機関活動報告 

2010 
・当館活動報告 

・当館アジア情報関連サービスの利用状況の報告 

2011 

テーマ：資料展示 

・当館活動報告（関西館小展示等） 

・東洋文庫ミュージアムの開設（東洋文庫） 

・各機関の活動報告 

2012 

テーマ：資料デジタル化めぐる連携・協力 

・当館活動報告 

（日中韓電子図書館イニシアチブ、中韓両国の 

資料デジタル化事情（現地調査）等) 

・中国国家図書館との漢籍全文画像 DB の共同 

運用（東京大学東洋文化研究所） 

・高麗大学校との協力（東洋文庫） 

・東アジア文献アーカイブス（関西大学） 

17
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索引あり. 
ISBN: 978-4-641-28128-8 GE136-J52 
 
したたかな韓国 : 朴槿恵時代の戦略を探る / 浅羽

祐樹 著. -- 東京 : NHK 出版, 2013.3. -- 205p ; 
18cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-14-088402-7 GE136-L5 
 
北朝鮮は何を考えているのか : 金体制の論理を読
み解く / 平岩俊司 著. -- 東京 : NHK 出版, 2013.4. 
-- 261p ; 19cm 
年表あり. 
ISBN: 978-4-14-081601-1 GE138-L5 
 
金正恩を誰が操っているのか : 北朝鮮の暴走を引
き起こす元凶 / 五味洋治 著. -- 東京 : 徳間書店, 
2013.5. -- 238p ; 18cm 
ISBN: 978-4-19-863617-3 GE138-L7 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
韓国における日本語教育必要論の史的展開 / 河先

俊子 著. -- 東京 : ひつじ書房, 2013.2. -- 314p ; 
22cm 
文献あり 
索引あり. 
ISBN: 978-4-89476-632-7 KF31-L10 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
国立中央博物館ハンドブック  / 国立中央博物館 
[著] ; 篠原啓方 譯 ; 片山まび 監修. -- ソウル : [大
韓民国] 国立中央博物館, 2012.12. -- 183p ; 24cm 
背のタイトル: ハンドブック. 
ISBN: 978-89-94207-21-6 UA31-L25 
 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
Dai Lue-English dictionary / by William J. Hanna. 
-- Chiang Mai, Thailand : Silkworm Books, 2012. -
- lxvii, 480 p. : map ; 21cm. 
English and Lü, with some texts in Thai. 
Includes bibliographical references (p. xxxii-
xxxvii) and index.  
ISBN: 9786162150319 (pbk.) (KL12-P10) 
 
東南アジア 
 
＜東南アジア全般＞ 
東南アジア逐次刊行物の現在  = Periodical 
publications in contemporary Southeast Asia : 収
集・活用のためのガイドブック / 東南アジア逐次

刊行物プロジェクト 編. -- [出版地不明] : 東南アジ

ア逐次刊行物プロジェクト, 2013.3. -- 144p ; 30cm. 
 UM84-L7 

「東南アジアの逐次刊行物」「東南アジアにおけ

る出版の現状」の 2 部からなる。第 1 部は東ティモ

ールを除く 10 か国で発行された官報 65 誌、東南ア

ジア研究に関する主要雑誌 229 誌の書誌情報を収録。

発行国ごとに大別し、雑誌は翻字形タイトルのアル

ファベット順に排列。第 2 部はブルネイを除く 10
か国について、官報、雑誌、新聞を主とする出版事

情に関する専門家へのヒアリングの記録を収録。巻

末に誌名索引を付す。 
 
＜インドネシア＞ 
Ensiklopedia tokoh sastra Indonesia / Laelasari, 
S.S., Nurlailah, S.S. -- Cet. 1. -- Bandung : 
Nuansa Aulia, 2007-. -- v. <1> : ill. ; 19cm. 
Includes bibliographical references (v. 1, p. 468-
472).  
ISBN: 9793944439 (v. 1)   
（インドネシア文学者事典） Y735-TS-240 
 
Wajah DPR dan DPD, 2009-2014 : latar belakang 
pendidikan dan karier. -- Jakarta : Penerbit Buku 
Kompas, 2010. -- xl, 736 p. : ill., maps ; 23cm. 
"Maret 2010."  
Includes index.  
ISBN: 9789797094713 Y735-TS-315 
 国会議員 560 名、地方代表議会議員 132 名の総

覧。全 11 章からなり、国会議員に関する 9 章は議

員数の多い政党順に排列し、その中を議員名のアル

ファベット順に排列。各議員について顔写真、出身

選挙区の地図、生年月日、信仰する宗教、学歴、経

歴、2009 年総選挙における得票数などを収録。 
 
Kamus unggah-ungguh basa Jawa / Haryana 
Harjawiyana, Th. Supriya. -- Ed. rev. -- Deresan, 
Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2009. -- ix, 192 
p. : ill. ; 25cm. 
Javanese and Indonesian. 
Includes bibliographical references (p. 188-190).  
ISBN: 9789796729913   
（ジャワ語敬語辞典） Y735-TS-352 
 
Ensiklopedi karawitan Bali / Pande Made 
Sukerta. -- Ed. 2. -- Surakarta : ISI Press Solo, 
2009. -- xxxiii, 412 p. : ill. ; 23cm. 
Includes bibliographical references (p. 405-412).   
ISBN: 9798217993 ; 9798217942 (p. [4] of cover) 
（バリ島ガムラン音楽事典） Y735-TS-353 
  
Atlas DKI Jakarta / penyusun, Anisa Utami Dewi, 
Muhammad Arif Rahman, M. Dimytati. -- New ed. 
-- Jakarta : PT. Fitratama Sempana, [2007]. -- 64 
p. : col. ill., col. maps ; 30cm.   
（ジャカルタ首都圏道路地図帳） Y735-TS-423 
 
インドネシア経済関連法令集 / 柳田茂紀 訳. -- 東
京 : エヌ・エヌ・エー, 2013.2. -- 459p ; 26cm. 
ISBN: 978-4-86341-027-5 CI4-411-L1 
 
＜ブルネイ＞ 
Panduan telefon Negara Brunei Darussalam = 
Telephone directory of Brunei Darussalam. -- 
Gadong : TELE DIRECTORIES(B) SDN BHD. -- 
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タイトルであった。）。約 3 万冊に増加した

開架資料の中でも、アジア関係の雑誌約

2,500 タイトル、新聞約 220 タイトルを自由

に閲覧できることは大きな特長である。さら

に中国学術雑誌全文データベース（CAJ）5、

韓国の総合学術データベース（KISS）6等を

通じ、約 11,500 タイトルの雑誌所収論文も閲

覧できるようになった。 
こうした情報資源を駆使して、来館利用者

にはアジアカウンターで、遠隔地の利用者に

は電話や文書（図書館経由）等によりレファ

レンスサービスを行い、必要に応じて図書館

間貸出しや遠隔複写サービス等へ誘導してい

る。 

 
 アジア情報室所蔵資料は、言語別では中国

語資料の比率が高い（表 1 は図書の例）。こ

れは、中国語資料に対する需要が多いほか、

上海新華書店旧蔵中国語図書7約 17 万冊を受

                                 
5 中国学術情報データベース(CNKI：China 
National Knowledge Infrastructure)収録データベー

スの一つであり、学術雑誌約 9,800 タイトルを収録

する。 
6 韓国の学会、研究所が発行する定期刊行物約 1,700
タイトルを収録する。 
7 1937 年に延安で中国共産党により創設された国営

の図書出版・販売機構である新華書店の上海分店が保

管していた書店見本用書籍のコレクションである。

1930 年代から 90 年代初めまでの上海を中心とする

地域の代表的出版物を多く含み、内容は、文芸書、マ

ルクス・エンゲルス、レーニン、毛沢東などの著作集、

入れたことが大きい。国内の情報需要は東ア

ジアが多いため、中国語資料の整備を継続し

つつ、他地域の資料もバランスよく収集する

ことに努めてきた。特に、①中東・北アフリ

カ、中央アジア等の収集困難地域の解消8、②

国内刊行アジア言語資料やアジア地域刊行日

本関係資料の収集強化、③遠隔サービスに適

する学術雑誌の充実等に留意した。 
 
(2) 情報発信 
情報発信関連の成果としては、まず書誌情

報の公開が挙げられる。関西館開館に合わせ

てインターネット公開したアジア言語 OPAC
は、それまで冊子目録やカード目録でしか検

索できなかったアジア言語資料の書誌情報へ

のアクセスを容易にした。公開当初は中国語

資料と朝鮮語資料のみが検索可能であったが、

対象資料を順次追加した。さらに 2012 年に

はアジア言語 OPAC と NDL-OPAC を統合し、

現在ではほぼ全てのアジア言語資料を和文、

欧文の資料と一括検索できるようになってい

る。 
 また、『アジア情報室通報』9を刊行して、

ホームページに掲載するほか、ホームページ

では、リサーチ・ナビ内の「アジア諸国の情

報をさがす」10に「アジア情報の調べ方案内」

等、調査に役立つ情報を揃えている。アジア

情報室ならではの特色あるコンテンツとして、

次の二つがある。 
 
①AsiaLinks－アジア関係リンク集－11 
 アジアに関する地域別、国別リンク集で、

                                                 

啓蒙書、実用書、古典、連環画（絵物語の一種）など

多岐にわたる。 
このコレクションについては、次の記事も参照の

こと。中野徹「上海新華書店旧蔵書と中国の連環画」

『アジア情報室通報』10 巻 1 号, 2012.3, pp.2-4. 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin10-1-1.php 
8 このため、エジプト、トルコ、カザフスタン、イン

ドに職員を派遣し、出版事情調査を行った。また、収

集困難地域を専門とする研究者から意見聴取し、入手

ルートの確立の参考とした。 
9 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-pub.php 
10 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/index.php 
11 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asialinks.php 

表 1 言語別蔵書冊数（2013 年 3 月現在） 

中国語                        267,000 

朝鮮語                         33,000 
インドネシア・マレーシア語     14,000 
ベトナム語                      4,400 
タイ語                          4,100 

ペルシア語                      3,200 
アラビア語                      2,600 
トルコ語                        2,000 
ビルマ語                        1,800 
ヒンディー・サンスクリット語    1,000 

モンゴル語                        700 
                                 ほか 
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v. ; 28cm. 
2012- Y735-ZS-209 
 
＜ベトナム＞ 
The encyclopedia of the Vietnam War : a political, 
social, and military history / Spencer C. Tucker, 
editor ; Paul G. Pierpaoli Jr., associate editor ; 
Merle L. Pribbenow II, James H. Willbanks, 
David T. Zabecki, assistant editors. -- 2nd ed. -- 
Santa Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2011. -- 4 v. : 
ill., maps ; 29 cm.  
Includes bibliographical references and indexes.  
ISBN: 9781851099603 (hard back : alk. paper) 
 GE8-B85 
 
＜マレーシア＞ 
Teknologi Melayu : konsep & bibliografi / Wan 
Abdul Kadir Wan Yusoff ... [et al.]. -- [Cet. 1.]. -- 
[Kuala Lumpur] : Akademi Pengajian Melayu, 
Universiti Malaya, [2004] -- 198 p. ; 23cm. 
In Malay.   
ISBN: 9832085691 Y735-TS-474 

マレーの技術に関する概説と文献目録の 2 部から

なる。前半は「技術という概念」「マレーの技術」

「技術と文化」「技術と開発」の 4 章に分かれる。

後半は 2003 年半ばまでに刊行された文献 1,525 件

を「生産用具」「音楽と遊戯」「衣服と装身具」

「交通」「武器」など 10 分野に大別し、その中を

図書、雑誌記事、会議録、学位論文、映像資料など

に細分し、著者名のアルファベット順に排列。 
 
Laporan penyiasatan tenaga buruh = Labour 
force survey report. Malaysia. -- Putrajaya : 
Jabatan Perangkaan Malaysia. -- v. ; 30cm. 
ISSN: 0128-0503 
2010- Y735-ZS-207 
 
＜ラオス＞ 
Lao census of agriculture 2010/11 highlights. -- 
Vientiane : Steering Committee for the 
Agricultural Census, Agricultural Census Office, 
[2012]. -- xi, 89 p. :ill. (chiefly col.), col. maps ; 
30cm. 
"May 2012." 
他タイトル: Lao census of agriculture 2010/11.  
 (DT591-P32) 
 
南アジア 
 
＜インド＞ 
India information sources : economics and 
business / Kyllikki Ruokonen, Manohar Lal. -- 
New Delhi : Concept Pub. Co., 1992. -- 232 p. ; 
23cm. -- (Concepts in communication, informatics 
& librarianship ; 38) 
ISBN: 8170224373 (D1-P21) 
 インドの経済産業に関する 1992 年までに刊行さ

れた図書、雑誌約 800 件を、参考図書、抄録・索引、

文献目録、事典、逐次刊行物、統計、公的調査報告

書など 16 に大別し、その中を分野別に細分して、

タイトルのアルファベット順に排列。巻末に主要書

店・出版者一覧など 7 つの付録を付す。 
 
India today : an encyclopedia of life in the 
Republic / Arnold P. Kaminsky and Roger D. Long, 
editors. -- Santa Barbara, California : ABC-CLIO, 
[2011] -- 2 volumes :illustration ; 26cm. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780313374623 (hard back : set : alk. 
paper) 

 GE8-B94 
 1947 年以降のインドにおける政治、外交、経済、

社会、教育、芸術、地理、宗教などに関する 250 項

目を収録し、アルファベット順に排列。各項目に参

考文献を付す。第 2 巻巻末には全項目に関する詳し

い参考文献一覧を付す。 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
中国的中东文献研究综述 : 1949-2009 = Research 
on Middle East documents in China : 1949-2009  
/ 成红编 著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2011.9. 
-- 2, 2, 2, 310p ; 24cm. -- (中国哲学社会科学学科发

展报告) 
ISBN: 9787509726532 GE3-C17 
中国における中東研究に関する中国語図書、雑誌

論文約 6,000 件についてタイトル、著者、収録誌、

出版事項などを収録。「专著」「论文」に大別し、

その中をさらに分野別に細分して刊行年順に排列。 
 
Ethnic groups of Africa and the Middle East : an 
encyclopedia / John A. Shoup. -- Santa Barbara, 
Calif. : ABC-CLIO, c2011. -- xxv, 377 p. : ill., 
maps ; 27cm. -- (Ethnic groups of the world) 
Includes bibliographical references and indexes.  
ISBN: 9781598843620 (hard copy : alk. paper) ; 
1598843621 (hard copy : alk. paper) ;  
9781598843637 (ebook) ; 159884363X (ebook) 

 G112-B25 
 アフリカ、中東の 117 民族について居住地域、人

口、使用言語、歴史、文化、宗教、生活、社会構造、

政治運動などを解説。排列は民族名のアルファベッ

ト順。巻末に各国別地名索引、語句索引を付す。 
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アジア情報室のさらなる発展に向けて 

―情報発信と対外連携に向けた新たな取組― 
 

塚田 洋（国立国会図書館関西館アジア情報課長） 

 

 

1. はじめに 
 アジア情報室は、2002 年 10 月の国立国会

図書館関西館の開館と同時に開室し、昨年、

開室 10 周年を迎えた。関西館の主要なサー

ビスの一つであるアジア情報サービスを担い、

情報発信や国内外の関係機関との連携等、

様々な取組を行ってきた。関西館は 10 年の

節目に、各種事業・サービスの実績と課題を

総括するとともに、今後の発展を期した拡

充・強化策を検討した1。アジア情報室も、そ

の機能をより効果的に発揮できるよう、情報

発信や対外連携を一層重視した新方針でサー

ビス強化に取り組む。本稿では、アジア情報

室の開室からこれまでの主要な実績を振り返

るとともに、新方針の下で着手しているいく

つかの取組について紹介する。 
 
2. 開室までの経緯 
 国立国会図書館は 1948 年の創立以来、ア

ジア情報専門の資料室を設けてきた。アジア

情報室は 50 年以上に及ぶ東京本館時代の専

門室から、業務・サービスの仕組みを受け継

いでいる。特に前身のアジア資料室（1986～
2002 年）とは、①対象とする「アジア」の範

囲を、東アジア、東南アジア、南アジア、中

央アジア、中東・北アフリカとし、②現地語

資料の選書、整理、保管、提供まで一貫して

扱う等、業務・サービスの枠組みが共通して
                                 
1 関西館 10 年間の活動の総括については、次の記事

を参照。 
南亮一、木目沢司ほか「関西館の 10 年：構想段階と

現況とを対比して」『カレントアウェアネス』313 号, 
2012.9, pp.2-7. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3537357
_po_ca1774.pdf?contentNo=1 
石川武敏「国立国会図書館関西館 開館 10 周年を迎

えて」『国立国会図書館月報』619 号, 2012.10, pp.5-
14. 
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3580968
_po_geppo1210.pdf?contentNo=1 

おり、職員のノウハウも当時蓄積したものが

基礎となっている。また、③アジア資料室所

蔵資料が東京本館から関西館に移送され、ア

ジア情報室の蔵書の核となっている。 
 アジア情報室の機能は、アジア資料室以前

の図書館業務にとどまらない。1991 年に策定

された関西館の設立構想（「国立国会図書館

関西館（仮称）設立に関する第二次基本構想」

2）は、「アジア太平洋文献情報センター機能」

（後に「アジア文献情報センター機能」とな

る3）を関西館の基本機能の一つに掲げ、また、

「文献情報の発信」「世界に広がるサービス」

「新しい図書館協力」を関西館の役割とした。

これらに対応するため、アジア情報室は、情

報発信の高度化、国内外関係機関との連携協

力活動にも取り組むこととなった4。 
 
3. 10 年間の主な成果 
 アジア情報室の 10 年間の主な活動成果を

閲覧サービス、情報発信、対外連携の視点か

ら振り返る。 
 
(1) 閲覧サービス 
 所蔵資料はこの 10 年で格段に充実し、昨

年度末には図書約 36 万冊、逐次刊行物約

8,600 タイトルに達した（アジア資料室閉室

時には、図書 67,000 冊、逐次刊行物 6,600
                                 
2 構想の概要と全文は、下記を参照。

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/about/history
_199108.html 
3 「国立国会図書館関西館（仮称）建設基本計画概要」

（1994.12.19）による。

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/about/199412
_3.pdf  
4 アジア情報室の初期の活動については、次の記事を

参照。 
石川武敏「アジア情報サービスのセカンド・ステージ

に向けて - 開室 4 年を迎えるアジア情報室」『アジ

ア情報室通報』4 巻 2 号, 2006.6, pp.2-4. 
http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/bulletin4-2-1.php 
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