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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 

石川武敏（国立国会図書館アジア情報課長） 
 

 
2002（平成 14）年 10 月に開館した国立国会図書

館関西館アジア情報室は、今年（2006 年）の 10 月
で開室満 4 年を迎える。関西という新たな土地でア
ジア情報サービスをスタートし、現在はサービスの
枠組みができあがり、セカンド・ステージに向けて
新たな一歩を踏み出す時点に立っている。今後いか
にサービスの内容を充実させるかが問われていると
いえよう。関西館開館以来これまで積み上げてきた
到達点を明らかにするとともに、今後の取組みを示
すことにしたい。 
 
1. アジア情報室の前史 
現在のアジア情報室の源流は 2002（平成 14）年 3

月までの東京本館におけるアジア関係資料の閲覧サ
ービスにあることを確認しておきたい。当館では、
1948（昭和 23）年の創設以来一貫してアジア資料の
閲覧を行うサービスポイントを館内に設置してきた。
『国立国会図書館五十年史』（国立国会図書館、
1999 年刊）から設置（改組）年と名称を抜粋すると
以下のとおりである。 

1948（昭和 23）年 中国資料閲覧室 
1955（昭和 30）年 アジア資料閲覧室 
1959（昭和 34）年 アジア資料参考室 
1961（昭和 36）年 アジア・アフリカ資料室 
1986（昭和 61）年 アジア資料室 

1986 年の当館機構改革で誕生したアジア資料室が、
現在のアジア情報室の枠組みの基礎となった。すな
わち、対象地域が、東アジア（日本を除く）、東南
アジア、南アジア、中東・北アフリカ、中央アジア
に確定したこと、対象地域の現地語資料について選
書・目録作成から保管・利用までを一貫して同一の
課で行うようにしたことなどが、現在のアジア情報
室に引き継がれている。アジア資料室が所管してい
た資料が、東京本館から関西館に移送され、現在の
アジア情報室の蔵書の核となっている。また、現在
のアジア情報課の業務が、東京本館でアジア資料室
を運営していたアジア資料課のノウハウをさまざま
な形で受け継いでいることは間違いない。 
 

2. 関西館アジア情報室のオープンから現在までの
成果と課題 

(ア) 現在までの到達点 

2002（平成 14）年 3 月 31 日をもって東京本館の
アジア資料室は 16 年（中国資料閲覧室から数える
と 54 年）の歴史に幕を下ろした。それから半年間
の準備期間を経て、2002（平成 14）年 10 月 7 日に
関西館アジア情報室のサービスを開始した。室の詳
細については本誌創刊号（2003 年 3 月）で紹介済み
であるので、本稿では詳しく述べないが、東京本館
アジア資料室におけるサービスと比較してみると、
次のようになる。 
まず、閲覧室については、開架資料が約１万冊か

ら約 3 万冊に増加、閲覧席数が 37 席から 82 席に拡
大し、ゆったりした空間で閲覧できるようになった。 

コレクションを比較すると、アジア資料室閉室時
のアジア言語の蔵書数は図書約 6 万 7 千冊、逐次刊
行物約 6,600 タイトル（うち継続受入中 約 2,400

タイトル）であったのが、平成 18 年 3 月現在は図
書約 28 万冊、逐次刊行物約 7,400 タイトル（うち
継続受入中 約 2,900 タイトル）となり大幅に増加
している。図書の増加については、上海新華書店旧
蔵中国語図書∗約 15 万冊が大きく貢献している。年
間図書増加数は、平成 13 年度までが年間 5～6 千冊
規模であったのに対し、現在は平成 16 年度が約 1
万 5 千冊、平成 17 年度が約 1 万 4 千冊であり、2～
3倍の年間収集規模となっている。 
目録については、カード目録及び冊子目録しかな

かった東京本館時代に対し、現在はアジア言語 OPAC
が稼働しており、インターネットを通じて検索でき
るようになった。図書については中国語、朝鮮語、
ベトナム語、モンゴル語、インドネシア語、マレー
シア語の 6 言語の書誌情報が現在搭載されている。
稼動当初 20％台であったアジア言語図書の OPAC 搭
載率は遡及入力が進み現在では 70%を超えている。
逐次刊行物はすべてが既に入力済みである。ただし、
中国語と朝鮮語についてはアジア言語 OPAC に、そ
の他のアジア諸言語逐次刊行物は ALA-LC 方式で翻
字され、NDL-OPAC に入力されており若干複雑である。 
平成 14 年 10 月の関西館開館とともに始まったサ

ービスとして、アジア情報室ホームページを通じて
行う情報発信型サービスがある。平成 16 年 1 月に
多言語表示可能とするためにホームページをリニュ
ーアルし、現在では、情報室の概要紹介のほか、
「アジア言語 OPAC」「アジア情報機関ダイレクトリ
ー」「AsiaLinks－アジア関係リンク集」「テーマ別
調べ方案内（FAQ）」などのコンテンツが掲載されて
いる。これらと NDL-OPAC を組み合わせることによ
り、かなりのアジア情報の検索が可能になった。 
国内の類縁機関との連携・協力も、アジア情報課が

できてから力を入れている点である。「アジア情報研
修」は平成 14 年度から毎年１回実施している研修で、
国内各機関のアジア情報を扱う司書のレベルアップが
国内全体のアジア情報サービスの発展に寄与するとい
う目的で行っている。一方、「アジア情報関係機関懇
談会」は国内のアジア情報を専門に扱う図書館等が参
加する連携・協力の場であって、東京本館からの移転
直前の平成 13 年度に第 1 回を行い、関西館移転後は
毎年 1 回開催している。この懇談会において、国内の
アジア関係機関の所在及び所蔵資料の概要がわかるも
のが必要だとの声があがり、「アジア情報機関ダイレ
クトリー」を作成するきっかけとなった。 
このように、この 4 年近くの間に、東京本館アジ

ア資料室のサービスから質的にかなり発展したもの
になったといえる。 

                                 
∗ 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、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。

詳 細 は ア ジ ア 情 報 室 ホ ー ム ペ ー ジ の コ レ ク シ ョ ン 紹 介

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/collection/shinka. 

html を参照のこと。 
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(イ) 課題 

サービスが質的に向上したとはいえまだまだ課題

は多い。第一に、地域による資料の偏りである。国

内の情報需要を考えるとある程度東アジアに傾斜す

るのは仕方がないとしても、現在はそれ以上の偏り

がある。平成 18（2006）年 3 月現在の言語別所蔵概

数（ただし、アジア言語のみ。欧文言語は含んでい

ない）は以下のとおりである。 

言語 図書（冊） 占有率 逐刊（点） 占有率

中国語 233,000 85.80% 4,223 57.63%

朝鮮語 22,000 8.10% 2,377 32.44%

インドネシア語

マレーシア語 
3,000 1.10% 161 2.20%

ペルシャ語 2,800 1.03% 70 0.96%

アラビア語 2,200 0.81% 61 0.83%

ベトナム語 2,000 0.74% 143 1.95%

タイ語 1,800 0.66% 82 1.12%

ビルマ語 1,500 0.55% 115 1.57%

トルコ語 1,000 0.37% 26 0.35%

ヒンディ語 800 0.29% 11 0.15%

モンゴル語 600 0.22% 23 0.31%

タガログ語 130 0.05% 17 0.23%

その他 720 0.27% 19 0.26%

合計 271,550 100% 7,328 100%

需要の多い中国語資料の整備を継続する一方、その
ほかの言語の資料もバランスよく収集する必要がある。 

第二に、利用の活性化である。東京本館時代のアジ

ア資料室は、年間のべ 1 万人の利用者があった。現在

のアジア情報室の直接来館者は、東京本館時代の利用

者数からはほど遠い。立地条件は別にしても、東京本

館であれば、戦前期の日本語文献はもちろんのこと、

古典籍資料室の漢籍、憲政資料室にある戦前の政治家

の文書類、地図室の外邦図など、多様な資料をアジア

という切り口で利用できるという大きなメリットがあ

った。サービスにまだ工夫の余地がある。 
第三に、書誌情報の整備である。アジア言語 OPAC

には現在 6 言語の書誌情報が搭載されているが、こ
れですべてではない。今後、トルコ語、タイ語、ヒ
ンディ語など他の主要な言語について、搭載を図っ
ていく必要がある。 

第四に、連携協力の強化である。戦後のある時期

まで、日本におけるアジア情報の需要は、アジア、特

に中国の歴史・文学・哲学思想などの古典的研究が中

心であり、それに対応した蔵書構成でこと足りていた。

現代では、それ以外にも経済や法律、自然科学などア

ジア地域の研究に対する情報需要が多様化し、範囲は

非常に広くなっている。ひとつの図書館ですべての需

要を満たすことは不可能である。つまり、図書館同士

の連携協力が不可欠になってきている。また、財政状

況に起因する資料費及び職員の削減も別な側面から、

連携協力の必要性を増大させている。アジア情報室だ

けですべての情報需要を満たすことができないのは言

うまでもない。国内のアジア関係資料を扱う図書館は

互いに他館と連携し、情報を共有しつつ運営しなけれ

ばならない状況にあるといえよう。 

3. 今後の取り組み 

私たちが提供するアジア情報サービスの目標は、

研究者等アジア情報を求める者に対し、以下の 2 点

を実現することである。 

目標 1：関西館の中でアジア情報に関する質の
高い専門図書館サービスを行う。 

目標 2：立地を意識させない遠隔サービス、情
報発信型サービスを行う。 

これらの目標を達成するために、今後次のことに
取り組んでいきたいと考えている。 

(ア) 収集の強化 

① 収集困難地域の解消 

中東・北アフリカ及び中央アジアの資料について

は、当館ではまだ収集ルートが確立しておらず、十

分な収集ができていない。現地調査を含め、収集の

方法の確立のための努力をしていく。 

② 逐次刊行物の収集強化 

逐次刊行物、特に学術雑誌の収集を強化する。そ

理由は、第一に、アジア研究者が現地で図書を入手

する機会が増え、雑誌への資料ニーズが相対的に高

まっていること、第二に、逐次刊行物が遠隔複写サ

ービスにより適した資料であるからである。 

今後 3 年程度で現地語と欧文を含め雑誌 600 タイ

トル程度を増加させる予定である。電子ジャーナル

については、平成 17 年度に中国学術雑誌全文デー

タベース（CAJ）と中国重要新聞データベース

（CCND）を導入したが、他の地域の電子ジャーナル

についても、今後導入を検討し学術情報の充実を図

っていくつもりである。また、新聞については、

「一国一紙以上」を目標に収集に努めているところ

であるが、中央アジア、中東・北アフリカ諸国など

手薄な地域がある。国際交換による入手なども含め、

これら空白地帯を解消していく努力を行う。 

③ アジア関係日本語資料のさらなる充実 

 東京本館アジア資料室の時代には、納本による膨

大な日本語蔵書を背景にサービスを行っていた。関

西館にアジア情報室を設置するにあたり、日本語資

料の資料整備を行ってきたが、納本と異なり網羅的

な収集は難しい。アジア情報室を利用するのは研究

者ばかりではない。一般公衆が簡単にアジアの情報

を得られる日本語の図書、雑誌も含め充実を図る。 

④ 国内刊行アジア言語資料 

 国際化にともない、日本国内に在留するアジア人

が増加している。彼らを対象に日本で発行される情

報誌、ミニコミ誌もかなりの数が発行されていると

思われるが、収集されているものはごく一部である。

発行状況を調査し、収集率を高めていく。 

⑤ アジア地域刊行日本関係資料 

 外国で刊行された日本に関する資料を収集するこ

とは当館の重要な役割である。積極的に収集する。 

(イ) 情報発信の強化 

 内外への情報発信の基盤として、アジア情報室ホ

ームページを運営している。情報発信型サービスの

発展に資するため、特に次の三つのコンテンツに力

を入れる。 
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① アジア言語 OPAC 

http://asiaopac.ndl.go.jp/ 

平成 14（2002）年 10 月に中国語資料と朝鮮語資
料の書誌情報公開から開始し、平成 16 年度にベト
ナム語図書、平成 17 年度にモンゴル語、インドネ
シア語、マレーシア語図書の書誌情報を公開した。
平成 18 年度はアラビア語、ペルシャ語図書につい
て公開する予定であり、今後 3 年程度で、残りの主
要な言語（トルコ語、タイ語、ヒンディー語等）に
ついて公開する予定である。ただし、ビルマ語等ユ
ニコードに対応していない文字の言語については、
公開時期は未定である。 
 課題は当館の OPAC が NDL-OPAC とアジア言語 OPAC
との二本立てになっているために検索が不便になっ
ている点である。アジア情報室で所管する資料に限
っても、アジア言語図書はアジア言語 OPAC、アジア
言語逐次刊行物は中国語と朝鮮語がアジア言語 OPAC、
その他の言語のものが NDL-OPAC、日本語と欧文の図
書・逐次刊行物が NDL-OPAC と複雑に分かれている。
今すぐ解決することは困難であるが、検索の便を改
善する必要がある。 

 

② AsiaLinks－アジア関係リンク集 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia

/link/asia_05link.html 

「AsiaLinks－アジア関係リンク集」とはアジアに
関する地域別、国別リンク集である。6,000 を超え
るインターネット・サイトへリンクしている包括的
情報源である。職員がレファレンスサービス等に有
用なサイトを見つけて平成 14（2002）年度から地道
に築き上げたもので、平成 17（2005）年に 6,000 サ
イトを超えた。 
 構成は、「国内類縁機関」「他機関オンライン目録
（OPAC）リンク集」「中国語圏データベース」及び
「地域別・国別リンク集」からなる。 
AsiaLinks の「地域別・国別リンク集」をたどっ

ていけば、その国の基本的な情報にたどりつくこと
ができる。また、英語サイトも多数リンクされてい
るので、現地語を知らなくともある程度の情報を簡
単に入手できる便利さがある。 
 アジア情報の調査のためには有用なコンテンツであ
ると自負しているが、まだまだ知名度が低く、アクセ
ス数が思うように伸びていない。積極的に広報して広
く利用されるようにしたい。今後は、サイトに対する

解題を付すこと、地域横断的に特定主題のサイトを検
索できるようにするなどの改善を図る予定である。 

③ アジア情報機関ダイレクトリー 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/
directory/index.html 

「アジア情報機関ダイレクトリー」は、アジア
言語資料またはアジア関連資料を所蔵する国内の
機関について、その所蔵資料の内容およびその機
関の概要・利用方法等を記述し集積したものであ
る。これは前述したように、アジア情報関係機関
懇談会でその必要性が確認され、アジア情報資源
の利用促進及び関係機関間の情報共有を図るため
の基礎ツールとして当館が作成したものである。 
 現在までに 72 機関の協力を得て作成・運営を
進めてきたが、網羅しているとはいえないので、
今後掲載機関を拡大し、国内のアジア資料を所蔵
している機関については、特殊コレクションを含
めて網羅的に把握できるものにする予定である。 

(ウ) そのほかの取組み 

① 利用の促進 

 広報活動に力を入れるとともに、アジア情報需
要の中心である東京本館とも連携を密にして、国
立国会図書館としての情報提供を行っていくつも
りである。 

また、遠方の方に対しては、電話レファレンス
サービスの利用も促進したい。東京本館の代表電
話（03-3581-2331）からのアクセスのほか、アジ
ア情報室直通のレファレンス電話（0774-98-
1390）も利用できるようにしている。 

② 連携協力の促進 

 アジア情報サービスにおける連携協力の重要性
については前述したとおりである。「アジア情報
研修」はこれまでアジア情報に特化した機関を中
心に参加を呼びかけてきた。しかし、現在のよう
に、アジア情報の国内の需要が高まると、アジア
情報専門の図書館でなくとも、アジア情報を扱う
機会が増えている。そのような図書館の司書のた
めにも、広く参加を呼びかける予定である。 
 また、「アジア情報機関懇談会」については、
これまで十数機関に参加を限定して開催してきた
が、同様に連携協力の輪を広げるべく、参加館を
増加させる予定である。 
 
4. 結び 

 平成 14 年 4 月から同年 10 月の開館を経て丸 4
年間、職員は無我夢中で新情報室を軌道に乗せる
べく努力してきた。この間、情報技術の発展はと
どまるところを知らず、一方で日本国内における
アジア情報の重要性はますます増大している。私
たちは業務を見直しつつ時代に追いつこうとして
いるところである。今後私たちが予想もしない技
術革新、国際情勢の変化等があればさらに軌道修
正が必要になる。広い視野を持ちつつ「役に立つ
アジア情報室」を目指して、職員一同、力を合わ
せていくつもりである。アジア情報室、または国
立国会図書館だけの力では解決できないことも当
然予想される。他機関からの協力も仰ぎながら、
日本におけるアジア情報サービスの拠点として活
動していきたいと考える。 
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台湾のデジタルアーカイブプロジェクト-出張報告- 
安藤一博（国立国会図書館アジア情報課） 

 
1. はじめに 

 2005 年 11 月末から 12 月上旬にかけて台湾のデジタ
ルアーカイブプロジェクトを調査する機会を得た。 
 台湾の学術機関、図書館、博物館は「數位典藏國家
型科技計畫(National Digital Archives Program 、
以下 NDAP)」1の下で、所蔵する一次資料や重要文物の
電子化及び研究成果のデータベース化を進めている。
このプロジェクトは従来の「數位博物館計畫」、「國家
典藏數位化計畫」、「國際數位圖書館合作計畫」の成果
を引継ぎ、2002 年に開始された包括的なデジタルアー
カイブプロジェクトである。中心機関として国家図書
館(台湾)、国立故宮博物院図書文献館、中央研究院、
国史館、国史館台湾文献館、国立台湾大学、国立歴史
博物館、国立自然博物館が参加するほか、公募の形で
その他の大学や博物館などがプロジェクトに参加して
いる。作成するコンテンツの主題も生物、考古、地質、
档案、器物、書画、善本古籍、新聞など多岐に渡る。 
 NDAP は第 1 期を 2001-2006 年と定めており、訪問
時はちょうど第 1 期の取り組みが実現化する時期で
あった。今回は訪問した機関のうち、プロジェクト
参加機関である国家図書館（台湾)、国立故宮博物院
図書文献館、中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書
館、国史館、国立台湾大学図書館の雑誌、新聞、古
籍、档案資料の電子化の取り組みについて紹介する。 

2. 雑誌 

 国家図書館は雑誌の電子化を進めるにあたり、プ
ロジェクトを立ち上げて刊行時期と雑誌のタイトル
で対象を選別してまとめて電子化を行う方式とドキ
ュメントサプライサービスを通して利用者の依頼を
受けたものを随時電子化する方式の 2 つの方式を並
行して行っている。 
 プロジェクト方式では NDAP の子計画である「國
家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫」2と教育部が所
管する「圖書館事業發展三年計劃」3(2002-2004 年)
の子計画である「中文期刊報紙數位化計畫」の下で
進められている。すでに終了した「中文期刊報紙數
位化計畫」では 1971 年以前に台湾で出版された中
国語の雑誌 200 タイトル、論文 208,300 件分が電子
化された4。なお、現在進行中の「國家圖書館期刊
報紙典藏數位化計畫」では 2002-2006 年の 5 年間で
1,000 タイトルの雑誌の電子化を予定している。 
これら電子化されたデータは「期刊文獻資訊網」5の

コンテンツの１つである「國家圖書館期刊影響資料
庫」で提供されており、利用は館内に限定されている。 
 ドキュメントサプライサービスは、「遠距圖書服務
系統」6というサイトを通して提供されている。雑誌論
文や博士論文などのデータベースの検索結果から直接
複写依頼できるようになっている。受取方法は郵送、
FAX のほか、電子データのダウンロードがあり、すで
に電子化済の論文はすぐに入手することができる。電
子化されていない論文も、国家図書館に電子化を依頼
すると 3 開館日以内に電子化され、依頼者にはメール
による利用可能の通知が送られる。従って、ニーズの
高い文献ほど早期に電子化されることになる。しかし、
2004 年の「公開伝輸権」（公開伝送権）

7
を認める著作

権法の改正により、論文の電子データを提供するため
には著作権者の許諾が必要となり、現在、ダウンロー
ドできるのは許諾を得た文献のみになっている8。国家
図書館は出版社、著者等に許諾を求めているが、論文

により著作権者が出版社であったり、著者であったり
と様々であるため、作業は非常に煩雑であるという。 

3. 新聞 

 新聞の電子化も雑誌と同様に NDAP の子計画である
「國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫」と「圖書館事業
發展三年計劃」の子計画である「中文期刊報紙數位化計
畫」の下で国家図書館が進めている。 
「中文期刊報紙數位化計畫」では 1971 年以前と
2001-2004 年に発行された新聞の電子化とマイクロ化
を進めた。「國家圖書館期刊報紙典藏數位化計畫」で
は 2001-2006 年の 5 年間に 30 タイトルの新聞の電子
化をする予定である。全文データは「全國報紙資訊
系統」9で提供されているが、利用は館内に限定して
いる。 

4. 古籍 

(1)国家図書館（台湾） 

 所蔵する善本 12,300 余部 126,000 冊のうち約 6,000
部及び金石拓片約 6,200 幅を電子化の対象としてい
る10。データは「古籍影像檢索系統」11で提供されて
いる。全文の画像データの利用は館内に限定されてい
るが、巻頭の画像データは館外に公開されている。 
 また、有名な絵師によるなど芸術的、文化的に重要
な挿図を収録する古籍 4,624 部を電子化し、国立故
宮博物院、中央研究院歴史語言研究所と共同でデータ
ベースを構築するほか、米国議会図書館（LC）との合
同プロジェクトで、LC が所蔵する古籍の電子化を 2005
年から2007年の予定で進めている。 

(2)国立故宮博物院図書文献館 

 国立故宮博物院図書文献館は善本書籍 176,690 冊を
所蔵する。NDAP では、国家図書館と中央研究院歴史
語言研究所と共同で上述の挿図を収録する古籍デー
タベースを構築する12。清朝宮廷の「舊藏善本」、「殿
本舊籍」及び楊氏観海堂蔵書から5,200冊を電子化する。
全文データは「善本古籍資料庫」13に搭載する。料
金徴収のシステムが完成した後はインターネットで
公開する予定である。 

(3)中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館 

 中央研究院歴史語言研究所傅斯年図書館は善本 3,800
余部 44,000 余冊、古籍線装本約 140,000 冊、俗文学資
料約 12,000 件などを所蔵する。中央研究院歴史語言研
究所は1984年に漢籍テキストデータベース(漢籍全文電
子文獻)の作成を開始するなど早い時期から電子化に取
り組んでいた。 
 所蔵する善本の電子化も 1988 年には開始している。
当初、経史子集の分類順に電子化を行う予定であったが、
経部の電子化が終了した後は、利用率、本の状態などか
ら判断し、手稿、宋元刊本、敦煌資料などを優先的に電
子化するようになった。2000 年までに善本 1,430 部
12,980冊の電子化が終了している。 
 2002 年以降は明版明人詩文集 156 部 1,773 冊につい
て国家図書館、故宮博物院、台湾大学などと「明人文
集聯合目錄及篇目索引資料庫」14を共同プロジェクト
で構築、地方誌の地図など重要な挿図を含む古籍
2,375 部を 国家図書館、故宮博物院との共同プロジェ
クトで電子化している。以後、清版明人詩文集 42 部
393 冊のほか、医学、考古、金石に関する主題の善本
を電子化する予定である15。 
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 データは「中研院史語所傅斯年圖書館數位典藏系

統」16に収録されている。全文データベースは未公開

だが、目録データベースは一般に公開されている。 

 電子化の作業は、A3 サイズまでの資料は館内で電

子化を行っているが、それ以上の大きさの資料は事

前に研修を行ったうえで外部委託に出しているとい

う。資料の破損などの大きな問題はまだ発生してい

ない。 

5. 档案資料 

(1)国立故宮博物院図書文献館 

故宮は所蔵する清代の档案資料約 400,000 件のう

ち、「軍機處檔摺件」190,000 件の電子化の作業を

1997 年に開始した17。NDAP18開始後も同資料の電子

化を継続し、2003 年には「宮中檔奏摺」約 158,000

件が電子化の対象に加わる19。訪問時の 2005 年末に

は「軍機處檔摺件」の電子化はほぼ終了していた。

全文データは「清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件全文

影像資料庫」20に収録されている。館外には有料で

提供されているが、サービスの対象は台湾の機関に

限っている。海外では目録データベース「清代宮中

檔奏摺及軍機處檔摺」21のみが利用できる。 

(2)國史館 

 国史館の電子化計画では 「國民政府檔案」、「蒋中

正檔案」、「資源委員會檔案」、「臺灣省政府地政處檔

案」、「蔣經國總統文物」を電子化の対象としている。

「國民政府檔案」、「蔣中正總統文物」、「資源委員會

檔案」はすでに電子化が終了し、現在は「臺灣省政

府地政處檔案」、「蔣經國總統文物」の電子化に取り

組んでいる22。 

 その成果は校正が済み次第順次「國史館數位典藏

資料庫查詢系統」23に掲載される。「國民政府檔案」、

「蒋中正（蒋介石）檔案」、「資源委員會檔案」はす

でに目録が公開されている。本文データの利用は館

内に限定されているが、一部のデータは一般に公開

されている。 

 電子化にあたって中央研究院計算中心に技術的な

支援を受け、外部委託により館内で行っている。 

(3)国立台湾大学図書館 

 清代の淡水廳､台北府及び新竹縣の行政と司法档

案である「淡新檔案」などを電子化している24。 

 「淡新檔案」はテキストデータ化と画像データ化

を同時に進めており、画像データ化はすでに終了し

ている。テキストデータとメタデータの作成は 2006

年に終了する予定である。全文データの利用は大学

構内に限定している。 

 画像データ化は外部委託により館内で行っている。

テキストデータの作成は資料のコピーを渡して入力

を業者に委託している。 

6. おわりに 

 ホームページにより計画の存在と規模はある程度

知ることができるものの、本文データなどのコンテ

ンツは非公開の機関が多く、進捗状況や成果を日本

で把握することは難しかった。今回の調査で、一部

ではあるが、その状況をこの目で確かめることがで

きた。数万、数十万ページの善本や檔案などの電子

化に取り組むその規模の大きさもさることながら、

１点１点の資料の扱いにどの機関も非常に神経を使

っていたのが印象的であった。電子化する資料は作

業に入る前に必ず 1 ページずつ点検し、破損などの

問題があるがある場合は裏打ちなどの補修を行って

いる。電子化計画は資料の点検・整備も兼ねている

ともいえる。 

 最後に、訪問を承諾し案内をしていただいたすべ

ての機関と関係者に心から感謝申し上げる。

                                 
1 http://www.ndap.org.tw/ 
2 http://readopac.ncl.edu.tw/ndap/per/ndap-per-int-
00.htm 
3 http://www.ncl.edu.tw/3yrplan/index.html 
4 江綉瑛, 繆永承「圖書館事業發展三年計劃執行成果報

告」『國家圖書館館訊』2005(2) 
5 http://www.ncl.edu.tw/journal/journal_docu01.htm  
6 http://www.read.com.tw/ 
7 著作権者がその著作を公開伝送する権利を専有する権利 
8 許諾をとっていない文献のデータも館内限定で提供してい

る。資料保存のために電子化したものを館内で提供するなら

ば法的に問題はないという判断による。 
9 http://192.192.58.101/cgi/ncl9/m_ncl9_news 
10 國家圖書館善本古籍典藏數位化子計畫: 
http://readopac.ncl.edu.tw/ndap/rar/ndap-rar-int-
00.htm 
11 http://rarebook.ncl.edu.tw/rbook.cgi/store/frameset. 
htm 
12 故宮善本古籍數位典藏子計畫: 
http://www.npm.gov.tw/dl/05/index05.htm 
13 http://npmhost.npm.gov.tw/tts/npmmeta/RB/RB. 
html 
14 http://ccs.ncl.edu.tw/data.html 
15 珍藏歷史文物數位典藏計畫史語所傅斯年圖書館藏善本

圖籍:http://lib.ihp.sinica.edu.tw/c/rare/DAP/index.htm 
16 http://ndweb.iis.sinica.edu.tw/rarebook/Search/index. 
jsp 
17 馮明珠「『軍機處檔--月摺包數位化典藏』與『清代臺灣

史料彙編』--國立故宮博物院目前進行的兩項檔案整理與

出版工作」『近代中國』139 号 2000.10 p68-73 
18故宮清代檔案數位典藏子計畫: 
http://www.npm.gov.tw/dl/04/index04.htm 
19 許宜如「『清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件』資料庫檢索

與應用」

http://www2.ndap.org.tw/newsletter/news/read_news.php
?nid=1114 
20 http://www.npm.gov.tw/gct.htm 
21 http://npmhost.npm.gov.tw/ttscgi/ttswebnpm?@0:0:1: 
npmmeta::/tts/npmmeta/dblist.htm 
22 國史館數位典藏計畫: http://dftt.drnh.gov.tw/ 
23 http://db1.sinica.edu.tw/~textdb/test/drnhBrowse/ 
24 臺灣大學圖書館典藏數位化計劃: 
http://www.lib.ntu.edu.tw/General/digital_program.htm 
（注 1-3, 5, 8-16, 18-24 の last access:2006.5.10） 
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新着参考図書目録（2006.1～2006.3） 

2006 年 1 月から 2006 年 3 月までの間に、アジア情報室に新しく開架した参考図書の目録であ
る。言語ごとに『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、その中を言語別(諸言語→日本語→欧米言語)、請求記号順の排列とした。 

記入は、書名、著者名、出版事項、形態、請求記号*の順に記載し、必要と思われる資料には
解題を付した。ハングルのみのタイトルの資料には邦訳を補記した。 

*（ ）内は、関西館請求記号である。 

中国 
 
中国語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

世界外交大辞典 / 钱其琛主编. -- 北京 : 世界知
识出版社, 2005.3. -- 2 册; 30cm 
ISBN: 7501221995(set) A2-C56 

外交理論、政策、事件、人物など 13,000 余語を
収録。排列は拼音順。巻末に「世界外交大事年表」
を付すほか、分類索引を付す。 
 
法汉法律词典 = Dictionnaire Francais - Chinois 
des termes juridiques / 张德富, 张忠志合编. -- 
北京 : 中国政法大学出版社, 2003.3. -- III, III, 
I, I, 471p ; 22cm 
ISBN: 7562023247 A112-C71 
見出し語と語彙あわせて約 10,000 のフランス語

に中国語を対照。排列は見出し語のアルファベット
順。 
 
军事大辞海 / 《军事大辞海》编委会[编]. -- 北
京 : 长城出版社, 2000.5. -- 2 册 ; 27cm 
ISBN: 7806707174 A112-C72 
古今、国内外の軍事用語について親字 4,800 字、

見出し語 68,000 余語を収録。排列は親字の筆画順。
巻頭に親字の拼音索引を付す。 

＜経済・産業＞ 

日汉汉日经济贸易词典 / 陈宝库主编. -- 北京 : 
中国对外经济贸易出版社, 2003.4. -- 648p ; 22cm. 
-- (新世纪经贸外语系列词典) 
ISBN: 7801810708 D2-C112 
「日汉部分」「汉日部分」の 2 部分からなる。日

本語、中国語あわせて約 60,000 語についてそれぞ
れ中国語、日本語を対照。排列は「日汉部分」が五
十音順、「汉日部分」が拼音順。巻末に「缩略语常
用词（缩略语・母语・日语・汉语）」「缩略语常用词
（汉语・缩略语・日语）」を付す。 
 
最新英汉综合经济词典 = A new comprehensive 
English-Chinese dictionary of economic terms / 
夏华主编. --北京 : 机械工业出版社, 2002.10. -- 
1328p ; 25cm 
ISBN: 7111106970 D2-C113 
約 113,000 の英語に中国語を対照。排列はアルフ

ァベット順。「常用和最新缩略语」は 7,000 余語に
ついて英語全称と中国語を収録。巻末に付録として
「世界各国或地区货币一览表」を付す。 
 

中国冶金质量认证企业及产品大全 /《中国冶金质量
认证企业及产品大全》编辑委员会编. -- 北京 : 中
国商业出版社, 2004.1. -- 20p, 332p ; 29cm 
ISBN: 7504449520 D4-C76 

中国农业企事业单位通览. 2004 /《中国农业企事业
单位通览》编委会编. -- 北京 : 人民交通出版社, 
2004.4. -- 343p ; 29cm 
ISBN: 7114050461 D4-C77 
 

中国金融产业地图 = The financial industrial 
map of China. 2004 / 中国产业地图编委会编. --
上海 : 上海人民书版社, 2004.11. -- 2, 224p ; 
29cm. -- (产业地图系列) 
ISBN: 7208054339 DF137-C40 
 

中国保险业发展报告. 2004 年 / 南开大学风险管理
与保险学系主办 ; 江生忠主编. -- 北京 : 中国财
政经济出版社 , 2004.5. -- 3, 2, 2, 353p ; 26cm. 
-- (南开大学风险管理与保险学系) 
ISBN: 7500572204 DF411-C11 
 

中 国 房 地 产 产 业 地 图  = The real estate 
industrial map of China. 2004 / 中国产业地图编
委会编. -- 上海 : 上海人民出版社, 2004.9. -- 2, 
325p ; 29cm. -- (产业地图系列) 
ISBN: 7208052794 DH485-C5 
 

中国铁路站名词典 / 孙本祥主编. -- 北京 : 中国
铁道出版社, 2003.4. -- 58,792p, 図版 39p ; 27cm 
ISBN: 7113039413 DK55-C22 
7,891 の駅について管轄機関、等級、所在地、沿

革などを収録。データは 2000 年 12 月現在。排列は
路線順で、北京を起点に華北、東北、華東、中南、
西南、西北、台湾省の順。巻末に筆画索引と拼音索
引を付す。 
 

中国农业发展报告. 2005 / 中华人民共和国农业部
[编]. -- 北京 : 中国农业出版社, 2005.9. -- 2, 
23, 6, 181p; 29cm 
ISBN: 7109102378 DM49-C73 
 

中国农村贫困监测报告 = Poverty monitoring 
report of rural China. 2004 / 国家统计局农村社
会经济调查总队作. -- 北京 : 中国统计出版社, 
2004.11. -- 280p ; 30cm 
ISBN: 7503745002 DT591-C9 

＜歴史・地理＞ 

世界地名手册 : 中外文对照 / 张祖光主编. -- 合
肥 : 安徽科学技术出版社, 2002.4. -- 19,888p ; 
21cm 
ISBN: 7533723910 G64-C8 
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約 43,000 の国内外の地名について、ローマ字表
記を見出し語とし中国語表記、州、省レベルの行政
区画単位、所属国名を収録。排列はアルファベット
順。巻末に「地名中所见地理通名表」「世界各国主
要大学」など 7の付録を付す。 
 

中国民族民俗文物辞典 / 宋兆麟, 高可主编 ; 张建
新执行主编. -- 太原 : 山西人民出版社, 2004.9. 
-- 88, 840p ; 27cm 
ISBN: 7203051218 G112-C7 
56 民族の服飾、民俗器物など 8,175 項目を収録。

「服装佩饰」「饮食器具」など 16 に大別し、その中
を民族で分類して排列。巻末に拼音索引を付すほか、
「中华人民共和国文物保护法」など 6 の付録を付す。 
 
中国第一历史档案馆所存西藏和藏事档案目录．汉文
部分 / 中国第一历史档案馆, 中国藏学研究中心合
编. -- 北京 : 中国藏学出版社, 2000.10. -- 5, 
1054p, 図版 2 枚 ; 26cm. -- （藏学档案史料目录
丛书 : 1949 年以前部分） 
ISBN: 780057380X GE2-C164 
同館所蔵の 1672 年から 1911 年までのチベット関

係漢文史料 17,213 タイトルについてタイトル、作
成年月日、文書番号を収録。「一、内阁档案」「二、
军机处档案」「三、宫中档案」「四、内务府档案」な
ど 19 に大別、一、二、三、四についてはさらにい
くつかに分類して、その中を年代順に排列。巻末に
分類索引を付す。 
 
中国第二历史档案馆所存西藏和藏事档案目录 / 中
国第二历史档案馆, 中国藏学研究中心合编. -- 北
京 : 中国藏学出版社, 2000.10. -- 2 冊 ; 26cm.  
-- （藏学档案史料目录丛书 : 1949 年以前部分） 
ISBN: 7800574318（set） GE2-C165 
同館所蔵の 1876 年から 1949 年までのチベット関

係史料 25,827 タイトルについてタイトル、作成年
月日、文書番号を収録。排列は年代順。巻末に主題
別、地区別の分類索引を付す。 
 
考古研究所编辑出版书刊目录索引及概要 / 考古杂
志社编. -- 成都 : 四川大学出版社, 2001.5. -- 4, 
1, 375p ; 27cm. -- （考古学专刊 ; 乙种第 34号） 
ISBN: 7561421192 GE2-C166 

「壹、《考古》总第 1～399 期目录索引（1955～）」
「贰、《考古学报》总第 1～139 期目录索引（1936
～）」「叁、《考古学集刊》第 1～13 期目录索引
（1981～）」「肆、中国考古学专刊概要」「伍、著者
姓名索引」の 5 部分からなる。壹、贰、叁は創刊か
ら 2000 年末までに発表された論文を収録。肆は
1950 年から 2000 年までに刊行された 131 部につい
て、書名、著者名、出版事項、解題を収録。排列は、
壹、贰、叁はそれぞれ主題によって分類しその中を
出版年順、肆は甲种、乙种、丙种、丁种、特种それ
ぞれについての巻号順。伍は壹から肆すべての著者
名の拼音順索引。 
 
河北省公共图书馆馆藏河北地方文献提要目录 / 顾
玉青主编. -- [石家荘] : [河北省图书馆], 
2000.12. -- 505, 104p ; 26cm. GE2-C169 

2000 年末現在、河北省図書館と河北省 11 市の図
書館が所蔵する河北地方関係文献、河北人の著作な
ど 5,110 タイトルについて、書名、著者名、出版事
項、所蔵館、請求記号などを収録。河北省図書館所
蔵の 3,800 タイトルについてはすべて解題を付す。
排列は分類順で、同一分類内は書名の拼音順。分類
は『中国图书馆分类法 第 4 版』による。巻末に拼
音順の書名索引、著者名索引を付す。 

中國歴史大辞典 / 中国历史大辞典编纂委员会编纂. 
-- 上海 : 上海辞书出版社, 2000.3. -- 2 冊 ; 
30cm. 
ISBN: 532604535（set） GE8-C84 
14 分冊を編集。上古から 1911 年までの 67,154 項

目を収録。排列は筆画順。巻末に「中国历代戸籍、
人口、垦田总数表」「中国历代度量衡演変表」など 5
の付録のほか、「中国历史地图」と項目第 1 字目の
四角号码索引を付す。 
 
清代進士辞典 / 尹海金, 曹端祥编著. -- 北京 : 
中国文史出版社, 2004.10. -- 3, 5, 73, 701p ; 
27cm. 
ISBN: 7503415533 GE12-C100 
「上编《业绩简考》」「下编《姓名大全》」の 2 編

からなる。上编は約 10,000 名について、字号、籍
貫、科挙合格年、任職経歴などを収録。下编は約
27,000 名について、姓名、今用地名、原載地名、進
士年を収録。排列はそれぞれ筆画順。巻末に「清代
文科状元、榜眼、探花、传胪、会元年表」「清代武
科状元、榜眼、探花年表」など 5の付録を付す。 
 
台湾当代人物辞典 / 中国社会科学院台湾研究所编. 
-- 北京 : 中国大百科全书出版社, 2003.11. -- 54, 
815p ; 29cm. 
ISBN: 7500069529 GE12-C101 
6,000 余名について、姓名、生没年、出身、籍貫、

党籍、学歴、職歴、主要業績などを収録。収録範囲
は 2003 年 5 月末までの最近 50 年。排列は筆画順。
巻頭に拼音順の姓氏索引を付す。 
 
漢書索引 / 李波, 李曉光, 趙惜微主編. -- 北京 : 
中國廣播電視出版社, 2001.9. -- 24, 2686p ; 
27cm. -- （大型古籍索引叢書） 
ISBN: 7504337226 GE269-C54 
底本は『漢書』（中華書局 1987 年刊）。「單字索

引」「人名索引」「地名索引」「援引著作索引」「專有
名詞索引」「補遺索引」「衍文索引」の 7 部分からな
る。それぞれ『漢書』中の出現回数、引用箇所、該
当頁および行を収録。排列はそれぞれ部首順。巻末
に「拼音檢字表」「四角號碼檢字表」など 8 の付録
を付す。 
 
後漢書索引 / 李波, 趙惜微, 李曉光主編. -- 北
京 : 中國廣播電視出版社, 2002.6. -- 24, 2240p ; 
27cm. -- (大型古籍索引叢書) 
ISBN: 7504339334 GE269-C55 
底本は『後漢書』（中華書局 1965 年刊）。「單字索

引」「人名索引」「地名索引」「援引著作索引」「專有
名詞索引」「補遺索引」「衍文索引」の 7 部分からな
る。それぞれ『後漢書』中の出現回数、引用文、該
当頁数および行を収録。排列はそれぞれ部首順。巻
末に「拼音檢字表」「四角號碼檢字表」など 8 の付
録を付す。 
 
北朝五史辭典 / 簡修煒主編. -- 济南 : 山東教育
出版社, 2000.3. -- 2 冊 ; 27cm.  
ISBN: 7532826937(set) GE273-C80 
『魏書』『北史』『北斉書』『周書』『隋書』（いず

れも中華書局刊）に出現した人名、地名など 54,000
余項目について解説と該当頁数を収録。排列は筆画
順。巻末に「南北朝年表」「北朝帝系表」など 8 の
付録を付す。 
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两唐書辭典 / 趙文潤, 趙吉惠主编. -- 济南 : 山
東教育出版社, 2004.11. -- 1, 2, 1, 162, 1518p, 
図版 3枚 ; 27cm.  
折り込 3枚 
ISBN: 7532826929 GE277-C63 
『旧唐書』『新唐書』（いずれも中華書局 1975 年

刊）に出現した人名、地名など 42,000 余項目につ
いて解説と該当頁数を収録。排列は筆画順。巻末に
「唐世系表」「唐纪年表」「唐时期全图」の 3 の付録
を付す。 
 
新疆百科全书 / 新疆百科全书编纂委员会编. -- 北
京 : 中国大百科全书出版社, 2002.8. -- 2, 2, 2, 
72, 5, 13, 872p, 図版 72p ; 27cm 
ISBN: 7500066082 GE389-C83 
 約 5,000 項目を収録。「历史」「地理」など 17 に
大別、その中をさらにいくつかに分類して排列。統
計は 2000 年末のデータ、人口統計は 2001 年公布の
第五次人口普査に基づく。巻末に「新疆大事年表」
「新疆研究参考书目」および筆画索引を付す。 

＜哲学・宗教＞ 

敦煌遺書總目索引新編 / 敦煌研究院編. -- 北京 : 
中華書局, 2000.7. -- 1, 7, 2, 612, 4, 157p, ; 
27cm. 
ISBN: 710102601X HM1-C9 
 「總目部分」「索引部分」の 2 部からなる。「總目
部分」は「一.斯坦因劫經錄」（S.0001～S.6980）、
「伯希和劫經錄」（P.2001～P.6040）、「三.北京圖書
館藏敦煌遺書簡目」（地 001～位 079）の 3 部分から
なる。排列はそれぞれの番号順で、三は末尾に北京
図書館の通番（北 001～北 8738）と千字文による番
号との対照表を付す。「索引部分」は筆画順の文献
名索引。 

＜芸術・言語・文学＞ 

中国民间美术辞典 / 张道一主编. -- 南京 : 江苏
美术出版社, 2001.1. -- 4, 63, 5, 620, 65p, 図
版 16 枚 ; 27cm 
ISBN: 7534410959 K2-C15 
 4,300 余項目を収録。「(一)综合一般」「(二)版刻
图绘」など 10 に大別し、その中をさらに分類して
排列。巻末に筆画索引を付す。 
 
新华字典 : 大字本 : 附四角号码检字表 -- 第 10
版. -- 北京 : 商務印书馆, 2004.1. -- 2, 210, 
689p ; 19cm. 
ISBN: 710004006X KK12-C236 
 

现代汉语同义词词典 / 刘叔新主编. -- 第 3 版. -- 
天津 : 南开大学出版社, 2004.12. -- 2, 2, 2, 27, 
772p ; 21cm. 
ISBN: 7310015452 KK12-C237 
 前版は 1993 年刊。同義語 1,671 組、4,600 余語に
ついて語義、異同、用例などを収録。排列は各組一
字目の漢字の拼音順。巻末に「用例作者一览表」
「用例报刊一览表」および拼音順と笔画順の語彙索
引を付す。 
 
新世纪日语外来语词典 / 秦延通主编. -- 北京 : 
外语教学与研究出版社, 2004.10. -- vi, 873p ; 
19cm. 
ISBN: 7560040810 KK12-C238 

 カタカナ外来語、アルファベットによる略語など
50,000 余語について原綴、中国語による語釈を収録。
排列は五十音順で、その後に略語をおく。略語の排
列はアルファベット順。巻末に付録として日英中併
記の「世界各国と首都一覧表」を付す。 
 
新华新词语词典 / 商务印书馆辞书研究中心编写. -
- 2003 年版. -- 北京 : 商务印书馆, 2003.1. -- 
28, 455p ; 19cm. 
ISBN: 7100036593 KK12-C239 
 1990 年代以降現れた約 2,200 語について、英語訳
語、語釈、用例と出典、関連語などを収録。排列は
拼音順。巻末に「港澳台流行词语」「京泸穗流行词
语」「网络流行词语」の 3の付録を付す。 
 
诗词今古韵大字典 / 黄宝文编著. -- 兰州 : 甘肃人
民出版社, 2001.4. -- 2, 8, 9, 26, 1574p ; 27cm. 
ISBN: 7226024020 KK22-C34 
「前篇（上）诗词今古韵」「前篇（下） 诗词曲律韵
指南」「正篇 诗词今韵大字典」「后篇(上) 字声今韵
查韵表」「后篇(下) 字声今韵部首查字表」の 3 編か
らなる。「正篇」は 24,792 文字について発音、「今
韵」による韵目、韵部、切音、古韻、字釈を収録。
排列は独自の「字声今韵排序法」による 36 の韵目
順で、それぞれの韵目の中を 21 の声母順。 
 
汉语叠字词词典 / 孙继万主编. -- 北京 : 中囯大
百科全书出版社, 2003.11. -- 4, 43, 477, 47p ; 
20cm 
ISBN: 7500069081 KK32-C69 
虚虚実実など畳字によることば 3,000 余語につい

て読み、意味、用例を収録。排列は拼音順。巻末に
筆画索引を付す。 
 
现代汉语双序词语汇编 / 刘兴策主编. -- 武汉 : 
武汉大学出版社, 2003.12. -- 79, 746p ; 21cm.  
ISBN: 7307039230 KK32-C70 
 『现代汉语常用字表』収録の 3,500 字についてそ
の字を含む 2 字以上からなる語彙を収録。排列は拼
音順で、その後にラテン字母を含む語彙をアルファ
ベット順に収録。 
 
现代汉语谚语规范词典 / 李行健主编. -- 长春 : 
长春出版社, 2001.1. -- 35, 319p ; 19cm 
ISBN: 7806641319 KK32-C71 
ことわざ約 2,500 項目について読み、意味、用例

などを収録。排列は拼音順。巻頭に第 1 字目の筆画
索引を付す。 
 
中国文学专史书目提要 / 陈飞主编. -- 郑州 : 大
象出版社, 2004.7. -- 2 冊 ; 24cm -- （大象学术
书坊） 
ISBN: 7534723167(set) KK61-C57 
｢一 作者文学史｣｢二 读者文学史｣「八 附录」な

ど 8 に大別、それぞれをいくつかに分類し、その中
を出版年順に排列。2000 年末までに出版された 710
タイトルについて書名、著者名、出版事項、内容目
次、解題を収録。八は外目 1,127 タイトル、存目
250 タイトル、附目 798 タイトルについて書名、著
者名、出版事項を収録。 

 
全唐文篇目分類索引 / 馮秉文主編. -- 北京 : 中
華書局, 2001.5. -- 3, 2, 2, 10, 1034p ; 27cm 
ISBN: 7101015840 KK112-C9 
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底本は『全唐文』（中華書局 1984 年刊）。『全唐
文』『唐文拾遺』『唐文續拾』あわせて 23,034 タイ
トルについて中華書局本の該当冊数、頁数および原
典の巻数、葉数を収録。「壹、人物傳記之部」「貳、
史事典制之部」「叁、藝文雜撰之部」の 3 部からな
る。壹は人名の筆画順、貳は「政事」｢職官｣など分
類順、叁は四部分類順でその中をさらに分類して排
列。 

＜科学技術＞ 

意 汉 科 技 词 典  = Dizionario delle scienze e 
tecniche Italiano-Cinese / 胡凤生, 龚建和编. -
- 北京 : 商务印书馆, 2001.1. -- 4, 801p ; 21cm 
ISBN: 7100030471 M2-C37 

見出し語、語彙あわせて 90,000 余語を収録。見
出し語および解説、用例のイタリア語に中国語を対
照。排列はアルファベット順。 
 
英 汉 双 解 信 息 技 术 辞 典  = English-Chinese 
bilingual dictionary of information technology 
/ 章鸿猷主译. -- 北京 : 清华大学出版社, 2003.1. 
-- XVI, 776p ; 21cm -- （清华辞书） 
ISBN: 7302055637 M2-C38 

28 部分 163 分類 2,505 番号からなる ISO/IEC2382
の 3,127 の見出し語および解説の英語に中国語を対
照。巻末に付録として「英语素引」「汉语素引」「实
词素引」を付す。「实词素引」は ISO/IEC12382 の用
語に ISO/IEC2382 の番号を対照。 
 
北京历史灾荒灾害纪年 : 公元前 80 年-公元 1948 年 
/ 于德源编著. -- 北京 : 學苑出版社, 2004.10. -
- 6, 218p ; 25cm.  
ISBN: 7507723909 ME175-C2 
北京および周辺地区で発生した天災および飢饉に

関する記述を二十四史、清実録などから収録。排列
は年代順。 
 
汉英环境科学与工程词汇 / 陈朝东, 王立章主编. -
- 北京 : 化学工业出版社, 2004.1. -- 30, 816p ; 
21cm 
ISBN: 7502546588 NA2-C15 

環境工学に関する中国語の用語約 50,000 語に英
語を対照。排列は拼音順。 
 
英 汉 船 舶 词 典  = An English-Chinsese ship 
dictionary / 靳顺则主编. -- 北京 : 國防工業出
版社, 2004.1. -- VIII, 550p ; 21cm 
ISBN: 7118032441 NC2-C12 
約 20,000 語を収録。排列はアルファベット順。

巻末に「船用英文缩略语」「汉英船舶进出口贸易洽
谈用语」「常用外币名称」の 3の付録を付す。 
 
英汉-汉英生态学词汇 = English-Chinese and 
Chinese-English dictionary of ecology / 王孟本
编 -- 北京 : 科学出版社, 2001.7. -- v, 833p ; 
21cm 
ISBN: 7030088530 RA2-C11 

約 46,800 語を収録。「英汉部分」「汉英部分」の 2
部分からなる。英語約 24,700 語、中国語約 22,100
語についてそれぞれ中国語、英語を対照。巻末に
「外国生态学家人名字典」「华莱士动物地理分区」
「古德植物地理分区」「生态学常用英文缩写词」の 4
の付録を付す。 

 

本草药名汇考 / 程超寰, 杜汉阳编著 -- 上海 : 上
海古籍出版社, 2004.12. -- 3, 3, 17, 1105p ; 
22cm 
ISBN: 7532537439 SD2-C22 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌＞ 

书刊装帧大词典 / 吴寿林主编 -- 上海 : 东华大学
出版社, 2003.9. -- 54, 839p ; 21cm 
ISBN: 7810386018 UE2-C7 
「书刊装帧设计」「书刊版式设计」など 13 部分か

らなる。約 3,300 語を収録。排列は「装帧史」「中
外装帧人物」「装帧著作」はそれぞれ時代順、その
他の 10 部分はさらにいくつかに分類してその中を
筆画順。巻末に「词目笔画索引」を付す。 

 
全国国民阅读与购买倾向抽样调查报告. 2004 / 中
国出版科学研究所《全国国民阅读与购买倾向抽样调
查》课题组编 -- [北京] : 中国出版科学研究所, 
[2004]. -- 13, 436p ; 29cm. -- （出版科研数据
库资料） UG31-C1 
 
中 国 分 类 主 题 词 表  = Chinese classified 
thesaurus / 汪东波主编 ; 国家图书馆《中国图书
馆分类法》编辑委员会编 -- 第 2 版 -- 北京 : 北
京图书馆出版社, 2005.9. -- 6 冊 ; 30cm 
ISBN: 7501327599(set)  UL653-C24 
初版は 1994 年刊。「分类号-主题词对应表」「主题

词-分类号对应表」の 2 巻からなる。分類項目
52,992、件名 110,837、語彙 59,738、外来語 35,690
を収録。「分类号-主题词对应表」の排列は分類順で、
分類は『中国图书馆图书分类法 第 3 版』による。
「主题词-分类号对应表」の排列は拼音順で、第 2
巻巻頭に筆画順索引を付す。 
 
煙臺公共圖書館館藏古籍書目 / 吕志正主編 -- 濟
南 : 齊魯書社, 2002.6 -- 5, 2, 2, 1105p, 図版 9
枚 ; 21cm   
ISBN: 7533310519 UP72-C54 
8 機関が所蔵する 4,511 タイトルについて書名、巻

数、著者、版本、行款、版式、所蔵館などを収録。
排列は四部分類順で、その後に「叢書」「善本」をお
く。それぞれの部はさらに類に分け、その中を書名
の拼音順に排列。巻末に拼音順の著者名索引、書名
索引を付す。 
 
中山大學圖書館古籍善本書目 = A bibliography of 
Chinese rare books in Sun Yat-Sen University 
Library / 中山大學圖書館编 -- 桂林 : 广西师范
大学出版社 , 2004.10 -- 4, 4, 504p ; 27cm -- 
(中山大學圖書館書目叢書 ; 第 1 種) 
ISBN: 7563349812 UP72-C55 
 2,688 タイトルについて書名、巻数、著者、版本、
行款、版式などを収録。排列は四部分類順でその後
に「叢部」をおく。それぞれの部はさらに類に分け、
その中を著者の年代順に排列。巻末に付録として
「書名漢語拼音索引」「責任者漢語拼音索引」「書名
四角号码索引」「責任者四角号码索引」を付す。 
 
中国古籍善本總目 / 翁連溪編校 -- 北京 : 綫裝書
局, 2005.5. -- 7 冊 ; 30cm 
ISBN: 7801064259(set)  UP72-C57 
約 800 機関所蔵の約 60,000 タイトルについて書

名、巻数、著者、版本、行款格式、題識などを収録。
排列は四部分類順でその後に「叢部」をおく。部の
下の類ごとに各タイトルの所蔵館一覧を収録。第 7
冊は四角號碼順の書名索引。 
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東北地區古籍綫裝書聯合目録 / 遼寧省圖書館, 吉
林省圖書館, 黒龍江省圖書館主編 -- 瀋陽 : 遼海
出版社, 2003.12. -- 4 冊 ; 27cm 
ISBN: 7806694226(set) UP72-C59 

51 機関所蔵の約 90,000 タイトルに内容細目を加
えた 100,000 余タイトルについて書名、巻数、著者、
版本、所蔵館などを収録。排列は四部分類順で、最
後に叢書部をおく。第 4 冊は四角號碼順の書名著者
名索引。 
 
日本語の部 

＜政治･法律･行政＞ 

資料:中国ビジネス : 実践的中国会社経営ハンドブ
ック / 曲渕俊朗,坂井保宏著. -- 東京 : 日本評論
社, 2005.11. -- 348p ; 21cm 
ISBN: 4-535-55395-5 AC9-511-H2 

＜経済･産業＞ 

日中英・アパレル用語集 = Japanese Chinese 
English apparel term. -- [大阪] : センイ・ジヤ
ァナル, 2005.7. -- 210p ; 21cm 
ISBN: 4-88122-083-7 D2-H170 
 
中日・日中会計・税務・投資用語辞典  / トーマツ
編. -- 東京 : 中央経済社, 2005.12. -- 219p ; 
20cm 
ISBN: 4-502-25660-9 D2-H187 
 
中国企業情報. 2006 年上期版 / サーチナ企画編集. 
-- 東京 : サーチナ : 中経出版 (発売), 2005.12. 
-- 798p ; 19cm 
ISBN: 4-8061-2338-2 D4-H568 
 
中国データ・ファイル. 2005 年版 / ジェトロ編. -
- 東京 : ジェトロ, 2005.10. -- 350p ; 30cm. --  
(海外調査シリーズ ; no.363) 
ISBN: 4-8224-1010-2 DC157-H99 
 
中国投資ハンドブック : 戦略と実務の必読書. 
2006 / 日中経済協会編 ; 射手矢好雄監修. -- 
2006 年全訂版. -- 東京 : 日中経済協会, 2005.9. 
-- 502p ; 26cm 
ISBN: 4-88880-076-6 DE151-H210 
 
日中貿易実務事典 / 李榮標編著. -- 東京 : 国際
語学社, 2005.12. -- 626,95p ; 22cm. -- (中国貿
易実務用語辞典 ; 3 巻) 
ISBN: 4-87731-263-3 DE424-H76 
 
中国の食品産業. 2006 / シープレス編. -- 東京 : 
シープレス, 2005.10. -- 425p ; 26cm 
折り込 2枚 
ISBN: 4-901807-11-0 DL681-H124 
 
中国会社情報 : 香港上場厳選 200 社. 2005 年 秋号. 
-- 東京 : アポロコミュニケーション : ディーア
ンドエー(発売), 2005.8. -- 447p ; 21cm. --  
(Apollo mook)  
ISBN: 4-901915-82-7 Y94-H14420 
 
中国経済統計 : 改革・開放以降 / 中嶋誠一編著. 
-- 東京 : ジェトロ, 2005.8. -- 600p ; 30cm 
付属資料: CD-ROM1枚(12cm)  
ISBN: 4-8224-1006-4 YU7-H3015 

＜歴史・地理＞ 

近代日中関係史年表 : 1799-1949 / 近代日中関係
史年表編集委員会編. -- 東京 : 岩波書店, 2006.1. 
-- 809p ; 27cm 
ISBN: 4-00-022537-5 GB9-H56 
 
中国歴史研究入門 / 礪波護,岸本美緒,杉山正明編. 
-- 名古屋 : 名古屋大学出版会, 2006.1. -- 467p ; 
21cm 
ISBN: 4-8158-0527-X GE213-H5 

＜芸術・言語・文学＞ 

新華字典 : 日本語版 / 宮田一郎編訳. -- 第 10 版.  
-- 東京 : 光生館, 2005.6. -- 111,617p ; 19cm 
ISBN: 4-332-80020-6 KK12-H39 

＜科学技術＞ 

日 中 魚 名 対 照 検 索  : 1912-2003 = Myxini 
cephalaspidomorphi chondrichthyes osteichthyes  
/ 真崎晴美編著. -- 2 版. -- [東京] : [真崎晴美], 
2004.6. -- 949p ; 26cm RA2-H29 
 
欧文の部 

＜哲学・宗教＞ 

RoutledgeCurzon encyclopedia of Confucianism / 
edited by Xinzhong Yao. -- London ; New York 
RoutledgeCurzon, 2003. -- 2 v. (xix, 932 p.) ; 
26 cm. -- (RoutledgeCurzon encyclopedias of 
religion)  
ISBN: 0700711996(set) H2-B7(H2-P7) 
 
コリア 
 
朝鮮語の部 

＜政治・法律・行政＞ 

노무현 핵심브레인 / 한국경제신문 정치부 지음. -
- 서울 : 한국경제신문, 2003.4. -- 426p ; 23cm 
ISBN: 8947524247 
(盧武鉉核心ブレーン) A2-K11 

政府高官や与党議員、大学教授など、盧武鉉大統
領の政策決定と国政遂行を補佐する 198 名のブレー
ンについて、顔写真、氏名、役職、生年月日、出身
地、学歴、経歴、メールアドレス、人物評を掲載。
巻末に索引あり。 
 
조선로동당력사 / 조선로동당 중앙위원회 
당력사연구소[編]. -- [平壌] : 조선로동당출판사, 
2004.8. -- 597p ; 23cm 
(朝鮮労働党歴史) A56-K3-K5 
党創建までの基礎を形成した共産主義運動や抗日

運動を描いた第一編、党創建と、その後の北朝鮮式
社会主義建設のための闘争を描いた第二編、全社会
の主体思想化実現を目指した、現在に至る党の闘争
を描いた第三編からなる。 
 
현대 한일관계 자료집 / 한영구, 윤덕민共編著. -- 
서울 : 오름, 2003.9. -- 582p ; 26cm 
1: 1965 년～1979 년 
ISBN: 8977781825(1) 
(現代韓日関係資料集) A99-K4Z-K11 
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한국여성법률가명부 / 법무부 여성정책담당관실 
편집. -- [出版地不明] : 법무부, 2004.7. -- 329p ; 
26cm  
(韓国女性法律家名簿) A112-K23 
 
공공개혁백서 : 국민의 정부. 2002 / 기획예산처 
편집. -- 서울 : 기획예산처, 2002.12. -- 483p ; 
26cm 
 (公共改革白書 : 国民の政府) AK4-311-K29 
 
국가정보보호백서. 2003 / 국가정보원[編]. -- 
[서울] : 국가정보원, 2003.5. -- 292p ; 26cm. 
文献あり 
(国家情報保護白書) AK4-311-K30 
 
경찰통계연보 -- 서울 : 경찰청. -- 冊 ; 26cm 
2004(2005.7)～ 
(警察統計年報) Z41-AK364 
 
보호관찰 통계연보 -- 과천 : 법무부. -- 冊 ; 30cm  
2005(2005.8)～ 
(保護観察統計年報) Z41-AK371 
 
예산안 분석 / 예산분석실 경제예산분석팀편집. -- 
서울 : 국회예산정책처. -- 冊 ; 26cm  
2006 년도(2005.10)～ 
(予算案分析) Z41-AK372 
 
해양경찰백서 = Korea coast guard -- 서울 : 
해양경찰청 정책홍보관리관 기획담당관실. -- 冊 ; 
26cm  
2005(2005.8)～ 
(海洋警察白書) Z41-AK373 
 
식품의약품안전백서 -- 서울 : 식품의약품안정청. 
-- 冊 ; 25cm  
2005(2005.7)～ 
(食品医薬品安全白書) Z43-AK55 

＜経済・産業＞ 

한국재벌사 / 이한구 저. -- 서울 : 大明出版社, 
2004.9. -- vi, 794p ; 23cm  
ISBN: 8957741151 
(韓国財閥史) DH117-K12 
 
KOICA 대외무상원조실적 통계 = Koica aid 
statistics. 2003 / 한국국제협력단 정보지원팀 편집. 
-- 서울 : 한국국제협력단, 2004.6. -- 377p ; 
21cm -- (업무자료 ; 정보 2004-2-49) 
ISBN: 8988133277 
(KOICA 対外無償援助実績統計) DT191-K4-K8 
 
2000 인구주택총조사 성씨 및 본관 보고서 / 
통계청[編]. -- 대전 : 통계청, 2003.4. -- 3 冊 ; 
27cm  
ISBN: 898893685X(set) ; 8988936868(3-1) ;  
8988936876(3-2) ; 8988936884(3-3)  
(2000 人口住宅総調査姓氏および本貫報告書) 
 DT231-K4-K13 
 

2000 어업총조사보고서 = 2000 Fisheries census 
report : 해수면어업 = Marine fisher / 통계청[編]. 
-- 대전 : 통계청, 2002.3-5. -- 4 冊 ; 27cm  
英文併記 
ISBN: 8988936299(set) ; 8988936302(전국편) ; 
8988936434(지역편 3-1) ; 8988936442(지역편 3-
2) ; 8988936450(지역편 3-3) 
(2000 漁業総調査報告書 : 海水面漁業) DT591-K12 
 
부산의 사회지표 = Social indicators in Busan  
-- 부산 : 부산광역시. -- 冊 ; 27cm  
2004(2005.7)～ 
(釜山の社会指標) Z41-AK365 
 
農水産物都賣市場統計年報-- [과천] : 농림부. -- 
冊 ; 26cm  
2004 年度(2005.7)～ Z41-AK366 
 
통계로 보는 세계속의 한국농업 -- 과천 : 농림부. 
-- 冊 ; 26cm  
2005(2005.4)～ 
(統計で見る世界の中の韓国農業) Z41-AK367 
 
濟州國際自由都市 推進에 관한 年次報告書 / 
건설교통부 국토정책국 지역정책과편찬. -- 
[果川] : 建設交通部. -- 冊 ; 30cm  
2005 年度(2005.8)～ 
(済州国際自由都市推進に関する年次報告書) 
 Z41-AK369 
 
어업생산통계 = Fishery production survey -- 
서울 : 해양수산부. -- 冊 ; 26cm  
2004 년(2005.5)～ 
(漁業生産統計) Z41-AK370 
 
국제통계연감 = International statistics yearbook -- 
대전 : 통계청. -- 冊 ; 26cm  
ISSN: 12289817  
2005(2005.8)～ 
(国際統計年鑑) Z41-AK374 
 
식품산업종합통계 -- [果川] : 농림부. -- 冊 ; 
26cm  
2005 년도(2005.9)～ 
(食品産業総合統計) Z41-AK376 

＜社会・労働＞ 

한국 아나키즘 100 년 / 구승회[ ほか ]지음. -- 
서울 : 이학사, 2004.10. -- 430p ; 23cm  
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8987350754  
(韓国アナーキズム 100 年) EB48-K1 
 
한국종합사회조사 : KGSS 2004 / 석현호[ほか]저. 
-- 서울 : 성균관대학교 출판부 , 2005.5. -- 
293p ; 26cm 
ISBN: 8979865937(set) ; 8979866178 
(韓国総合社会調査) EC42-K3 
 2004 年に行われた「韓国総合社会調査」の統計報
告書。満 18 歳以上を母集団とし、政治・経済・社
会の 3 分野について、面接調査を実施した結果を掲
載。 
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한국의 토지 주택정책 / 김용창 저. -- 서울 : 
북 메 이 트  ,  2 0 0 4 . 1 0 .  - -  3 4 3 p  ;  2 7 c m 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8984651699 
(韓国の土地住宅政策) EF53-K1 
 
한국근대여성의 일상문화 / 이화형[ほか][著]. -- 
서울 : 국학자료원, 2004.5. -- 9 冊 ; 24cm 
9: 여성지총목차 
ISBN: 8954101909(set) ; 8954101992(9) 
(韓国近代女性の日常文化) EF73-K20 
 
하수도통계 = Statistics of sewerage -- 과천 : 
환경부. -- 冊 ; 26cm  
2004(2005.7)～ 
(下水道統計) Z41-AK363 
 
질병관리백서 -- 서울 : 질병관리본부. -- 冊 ; 
26cm  
2004(2005.8)～ 
(疾病管理白書) Z41-AK368 
 
환경관리 백서 -- 인천 : 환경관리공단. -- 冊 ; 
25cm  
2005(2005.9)～ 
(環境管理白書) Z41-AK375 

＜教育＞ 

교육통계분석자료집. 2002 / 교육인적자원부, 
한국교육개발원[編]. -- 서울 : 한국교육개발원, 
2002.10. -- 175p ; 26cm. -- (통계자료 ; SM2002-
3) 
ISBN: 8983885483 
(教育統計分析資料集) FB52-K62 

＜歴史・地理＞ 

한국독립운동사사전 / 한국독립운동사연구소[編]. 
-- 천안 : 독립기념관 한국독립운동사연구소,  
2004.2-10. -- 6 冊 ; 27cm 
3: 운동･단체편(1): ㄱ당-대전삼일운동.  
4: 운동･단체편(2): 대전자령전투-삼균쥬의.  
5: 운동･단체편(3): 삼둔자전투-을성삼일운동.  
6: 운동･단체편(4): 을청사-진단.  
7: 운동･단체편(5): 진단학회-흰얼모 
(韓国独立運動史辞典) GE8-K11  
 
한국사 연표 : 연표로 읽는 5000 년 우리 역사 / 
한국정신문화연구원 지음. -- 서울 : 동방미디어, 
2004.8. -- 805p ; 26cm 
ISBN: 8984572977 
(韓国史年表 : 年表で読む 5000 年わが歴史) GE9-K8 
 
古代韓國人名辭典 : 6~10 世紀在中國活動人物中心 
/ 崔根泳, 嚴聖欽著. -- 서울 : 주류성, 2004.7. -- 
492p ; 26cm. -- (한국고대인물총람 ; 인물서술편)  
ISBN: 8987096319  GE12-K21 

6～10 世紀に中国で活動した 600 余名の韓国人に
ついて、韓国や中国の史書に記録された内容を分
析・整理。百科事典形式で叙述した「人物叙述編」
と原文資料から関連内容を抜粋した「原文摘要編」
からなる。それぞれ、新羅、高句麗、百済、渤海、
高麗の出身国家別に分類し、ハングル字母順に排列。 
 

아틀라스 한국사 = Historical atlas of Korea / 
아틀라스 한국사 편찬위원회 지음. -- 파주 : 
사계절출판사, 2004.9. -- 227p ; 27cm. -- 
(Historical atlas series ; 1)  
ISBN: 8958280328 
(アトラス韓国史) GE16-K4 
「韓国人の起源」から「世界化時代の韓国社会」ま
での歴史地図（カラー図版）を解説とともに時代順
に掲載。巻頭に年表あり。巻末にハングル字母順の
索引と参考文献を付す。 
 
통계로 본 한국근현대사 / 송규진[ほか ]지음. -- 
서울 : 아연출판부, 2004.7. -- 447p ; 25cm. -- 
(아연 동아시아연구총서 ; 12) 
ISBN: 899515229X(set) ; 8990769132  
(統計で見た韓国近現代史) GE122-K94 
開港期(1986～1910)、植民地時期(1910～1945)、

解放直後(1945～1948)の 3 つの時期について、人口、
商業、財政、金融、教育等について、各種統計を交
えながら概観。 
 
인물로 보는 고려사 / 송은명 지음. -- 서울 : 
사이출판사, 2003.8. -- 315p ; 23cm  
ISBN: 8981441146 
(人物で見る高麗史)  GE125-K109 
 
國家記錄院 日帝文書解題 . 建築會計･税務･衛生篇 
/ 行政自治部 國家記錄院 수집관리과 편집. -- 
대전 : 行政自治部 國家記錄院, 2004.12. -- xliv, 
316p, 図版 4 枚 ; 26cm  GE129-K84 
 
사진과 그림으로 보는 북한 현대사 / 김성보, 
기광서, 이신철 지음 ; 역사문제연구소 기획. -- 
서울 : 웅진닷컴, 2004.9. -- 309p ;23cm 
ISBN: 8901047152(set) ; 8901047160 
(写真と絵で見る北韓現代史) GE138-K34 
1945 年以降、建国、朝鮮戦争、独自の社会主義路

線の形成、冷戦終結を経て現在の体制に至るまでの、
北朝鮮 60 年の歩みを叙述した通史。300 カット以上
の写真の他、図表、絵を多数掲載。巻末に年表と
索引を付す。 
 
북한 상징 문화의 세계 : 인공기와 애국가를 어떻게 
볼 것인가 / 임채욱 저. -- 서울 : 웅진닷컴, 
2004.9. -- 309p ; 24cm 
참고문헌: p218-224 
ISBN: 8986277565 
(北韓象徴文化の世界 : 人共旗と愛国歌をどう見る
か) GE138-K46 
 
한국 가정의 의례와 세시풍속 / 안혜숙, 주영애, 
김인옥 공저. -- 서울 : 신정, 2002.3. -- 198p ; 
24cm 
文献あり 
索引あり 
ISBN: 8989858372 
(韓国家庭の儀礼と歳時風俗) GE141-K60 
 
전남향토문화백과사전 / 전라남도, 전남대 
호남문화연구소 엮음. -- 서울 : 태학사, 2002.7. -- 
1247p ; 27cm 
索引あり 
ISBN: 8976267931 
(全南郷土文化百科事典) GE165-K22 
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＜哲学・宗教＞ 

한국철학사상사 / 한국철학사연구회 엮음. -- 
개정판. -- 서울 : 심산문화, 2003.8. -- 495p ; 
23cm 
索引あり 
ISBN: 8989721121 
(韓国哲学思想史) HB11-K80 
 
한국천주교회 총람 : 1995~2003 년 / 
한국천주교중앙협의회[編]. -- 서울 : 
한국천주교중앙협의회, 2004.10. -- 1762p ; 27cm 
ISBN: 897228310X 
(韓国天主教会総覧 : 1995～2003 年) HP3-K2 

＜芸術・言語・文学＞ 

우리가 정말 알아야 할 우리 그림 백가지 / 
박영대지음. -- 서울 : 현암사, 2002.7. -- 
408p ; 23cm  
文献あり 
ISBN: 8932311447  
(私たちが本当に知らなければならない絵 100 種類) 
 KC254-K10 
 
한국영화 배우사전 = Korean movie stars / 스크린 
편집부[編]. -- 서울 : 스크린 편집부, 2004.8. -- 
341p ; 23cm 
ISBN: 899555150X   
(韓国映画俳優事典) KD9-K3 
ベテラン勢から若手、子役、助演に至るまで 459

名の俳優の、カラー写真、生年月日、デビュー作、
主な出演作品、所属事務所を掲載し、主に 2000～
2004 年の活動を紹介。巻末に索引あり。 
 

實錄 韓國映畵叢書 : 영화전래 100 주년 기념 / 
김종욱 편저 ; 민족문화영상협회 기획. -- 서울 : 
국학자료원, 2002.10. -- 2 冊 ; 27cm 
제 1 집: 1903-1945.8 
下巻に索引あり 
ISBN: 8982064613(set) ; 8982064621(上) ;   
898206463X(下) 
(実録韓国映画叢書 : 映画伝来 100 周年記念)   
 KD671-K5 
 
서정남의 북한영화탐사 / 서정남 지음. -- 서울 : 
생각의 나무, 2002.10. -- 376p ; 24cm. -- 
(탐사와산책 ; 17) 
참고문헌: p340-342 
찾아보기: p372-376 
ISBN: 8984981869 
(ソジョンナムの北韓映画探査) KD671-K6 
 
한국의 차도 / 최차란 지음. -- 서울 : 화산문화, 
2002.10. -- 277p ; 19cm  
ISBN: 8986277573 
(韓国の茶道) KD913-K1 
 
한국어 파생명사사전 / 이양혜 저. -- 서울 : 
국학자료원, 2002.4. -- 630p ; 23cm  
ISBN: 8976680928 
(韓国語派生名詞辞典) KJ42-K105 
 
달라진 남한 말과 북한 말 / 천용택, 차종환 편저. 
-- 서울 : 예가, 2002.11. -- 407p ; 23cm  
(変化した南韓語と北韓語) KJ42-K109 
 

한국인을 위한 교양사전 / 강준만 지음. -- 서울 : 
인물과사상사, 2004.11. -- 646p ; 23cm  
文献あり 
索引あり 
(韓国人のための教養辞典) KJ42-K110 
 
쓰면서도 헷갈리는 우리말 오류사전 / 박유희[ほ
か ]지음. -- 서울 : 경당, 2003.12. -- 431p ; 
23cm  
文献あり  
索引あり 
ISBN: 8986377276  
(使いながらもややこしい韓国語誤謬辞典) 
 KJ42-K113 
 
現代中韓辭典 / 高大民族文化硏究院 中國語大辭典 
編纂室 編著. -- 革新版 -- 서울 : 高麗大學校 
民族文化硏究院, 2002.8. -- 103, 2071, 79, 50p ; 
20cm 
ISBN: 8971550740 KJ42-K116 
  
훈민정음 국어사전 / 금성출판사 사전팀 편저. -- 
서울 : 금성출판사, 2004.1. -- ⅷ, 2152p ; 21cm  
ISBN: 8907031622  
(訓民正音国語辞典) KJ42-K117 
 
한글 띄어쓰기 큰 사전 / 독서와논술 기획집필팀 
지음. -- 서울 : 휘닉스, 2004.6. -- 831p ; 25cm  
ISBN: 899032811X  
(ハングル分かち書き大辞典) KJ42-K118 
 
우리말 파생어 사전 : 어휘력 향상을 위한 / 
白文植엮음. -- 서울 : 三光出版社, 2004.6. -- 
933p ; 27cm  
ISBN: 8982531106  
(韓国語派生語辞典 : 語彙力向上のための) 
 KJ42-K119 

＜科学技術＞ 

자연지리학사전 = The dictionary of physical 
geography / 한국지리정보연구회 엮음. -- 개정판. 
-- 파주 : 한울, 2004.7. -- 855p ; 26cm. -- 
(한울 아카데미 ; 658)  
ISBN: 8946032626  
(自然地理学事典) ME2-K1 
 
조선천연기념물도감 = The illustrated book of the 
Korean natural monuments / 조선천연기념물도감 
편찬위원회[編]. -- 평양 : 조선문화보존사, 
2005.3. -- 240p ; 30cm  
英文併記 
1: 식물편 1  
(朝鮮天然記念物図鑑) RA4-K2 
第 5 巻まで刊行予定のうちの第 1 巻。植物編 1 で

は裸子植物を扱う。イチョウ類と針葉樹類の二部構
成で、100 余りの植物それぞれの名称をハングル、
英語、ハングルのローマ字表記で記し、解説を付す。 
 
우리가 꼭 알아야 할 우리곤충도감 / 이수영 
글･사진. -- 서울 : 예림당, 2004.7. -- 208p ; 
30cm  
索引あり 
ISBN: 893023514X  
(私たちが必ず知らなければならないわが昆虫図鑑) 
 RA7-K4 
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한국의 포유동물 = The mammals of Korea / 
윤명희[ ほ か ]지음 ; 박정길 그림. -- 서울 : 
동방미디어, 2004.3. -- 274p ; 27cm  
ISBN: 8984573108  
(韓国の哺乳動物) RA571-K1 
  韓国とその周辺等に分布する哺乳動物計 122 種に
ついて、形態、生態、分布等を写真または図版とと
もに記載。名前には韓国名、学名、英名、日本名、
北朝鮮名等を記す。巻末に韓国名・学名索引、参考
および引用文献を付す。 
 
림상신약물사전 / 김종수 총편찬. -- [평양] : 
외국문도서출판사, 2002.11. -- 1215p ; 21cm  
(臨床新薬物事典) SD2-K1 
 
대한약전 = The Korean pharmacopoeia / 
식품의약품안전청, 대한약전제 8 개정편찬위원회 
편저. -- 제 8 개정. -- 서울 : 약업신문, 2002.12. -- 
xxⅲ, 1967p ; 31cm  
索引あり 
(大韓薬典) SD115-K2 
 
한국약초도감 = Medicinal plants of Korea / 
박종희 저. --  서울 : 신일상사, 2004.4. -- ⅳ, 
1478p ; 27cm  
付属資料(Index)あり 
ISBN: 8957020322  
(韓国薬草図鑑) SD121-K7 
 
농업과학기술개발 연구결과 시책반영 건의 자료집 
-- [수원] : 농촌진흥청. -- 冊 ; 26cm  
2004 년도(2005.5)～ 
(農業科学技術開発研究結果施策反映建議資料集) 
 Z43-AK54 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 

북한 방송 총람 / 박우용 지음. -- 서울 : 
커뮤니케이션북스, 2004.8. -- ⅸ, 725p ; 23cm. 
-- (커뮤니케이션북스 ; 461)  
ISBN: 8984992267  
(北韓放送総覧) UC237-K11 
北朝鮮における放送の概念や役割、放送の歴史、

放送事業者、番組など、北朝鮮の放送・通信業界を
網羅的に解説。巻末に参考文献を付す。付録として
南北の放送用語、朝鮮中央テレビの番組編成表、南
北放送年表等を掲載。 
 
奎章閣所藏文集解說 : 18 世紀 / 서울大學校奎章閣 
[編]. -- 서울 : 서울大學校奎章閣, 2003.10-. -- 
冊 ; 27cm  
1: ㄱ:艮谷遺稿~乖厓集. 
2: ㄱ~ㄴ:鷗溪遺集~雷淵集. 
3: ㄴ~ㅁ:陋室集~晩悟集. 4: ㅁ:晩翁集~密菴集  
各巻末に総目次あり UP72-K12 
 
규장각 소장 의궤 해제집 / 서울대학교 규장각[編]. 
-- [서울] : 서울대학교 규장각, 2003.10-. -- 
2 冊 ; 27cm  
(奎章閣所蔵儀軌解題集) UP72-K15 
 
한글문헌 해제 / 세종대왕기념사업회[編]. -- 
서울 : 세종대왕기념사업회, 2003.9. -- 433p ; 
23cm. -- (세종대왕기념사업회 소장 한글문헌 
자료 ; 1)  
ISBN: 8982756469(set) ; 8982756418  
(ハングル文献解題) UP72-K16 

  世宗大王紀念事業会が所蔵する古典文献のうち、
国語史や国語国文学、国学研究の資料として利用し
得るハングル関連文献 95 件について、書誌的事項、
書影、解題、参考文献等を記載。巻末にハングル
字母順の索引を付す。 
 
파리 국립도서관 소장 외규장각 의궤 조사연구 / 
김문식[ほか][著]. -- [서울] : 외교통상부, 2003.4. 
-- ⅱ, 719p, 図版 6枚 ; 23cm  
(パリ国立図書館所蔵外奎章閣儀軌調査研究) 
 UP121-K1 
 
민속연보 = Annual report of the National Folk 
Museum of Korea --  서울 : 국립민속박물관. -- 
冊 ; 26cm  
2004 년(2005.4)～ 
(民俗年報) Z45-AK20 
 
日本語の部 

＜歴史・地理＞ 

日韓歴史共同研究報告書. 第 3 分科篇 下巻 / 日韓
歴史共同研究委員会編. --  [東京] : 日韓歴史共
同研究委員会, 2005.11. -- 499p ; 30cm GB73-H31 
 
対馬宗家文書 : 大韓民国国史編纂委員会所蔵 : 古
文書目録集. 21 / 鶴田啓日本語版監修. -- 東京 : 
ビスタピー・エス, 2005.12 発売. -- 305p ; 27cm 
ISBN: 4939153444 GE5-H6 
 
年表で見る韓国の歴史 / 金徳珍著 ; 藤井正昭訳. 
-- 東京 : 明石書店, 2005.9. -- 466p ; 21cm   
文献あり   
ISBN: 4750321869 GE9-H5 
 
韓国の旧石器文化 / 金正培著. --  東京 : 六一書
房, 2005.10. -- 344p ; 31cm   
文献あり   
ISBN: 494774300X   GE73-H7 

＜芸術・言語・文学＞ 

ハングル文章表現事典 / 塚本勲監修 ; 李仁洙,金
容権,西山秀昭著. -- 東京 : 三修社, 2005.12. -- 
373p ; 20cm   
ISBN: 4384002661 KJ43-H15 
 
欧文の部 

＜歴史・地理＞ 

The Korean War : a historical dictionary / 
Paul M. Edwards. -- Lanham, Md. : Scarecrow 
Press, 2003. -- xxxix, 367 p., [6] p. of 
plates : ill., maps ; 23 cm. -- (Historical 
dictionaries of war, revolution, and civil 
unrest ; no. 23)   
Includes bibliographical references (p. 299-
366).  
ISBN: 0810844796 GE8-B24(GE8-P101) 
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Historical dictionary of the Republic of Korea 
/ Andrew C. Nahm, James E. Hoare. -- 2nd ed. -
- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2004. -- cxxx, 
313 p. : ill., maps ; 23 cm. -- (Historical 
dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle 
East ; no. 52)   
Includes bibliographical references (p. 241-
293).   
ISBN: 0810849496 GE8-B26(GE8-P103) 

＜芸術・言語・文学＞ 

Creative women of Korea : the fifteenth 
through the twentieth centuries / Young-Key 
Kim-Renaud, editor. -- Armonk, N.Y. : M.E. 
Sharpe, c2004. -- xiv, 250 p., [16] p. of 
plates : ill. (some col.) ; 24 cm 
Includes bibliographical references and 
index.ISBN: 0765611899 KJ52-B4(KJ52-P5) 

  
 
諸地域 
 
アジア全般 
 
AAS member directory. -- Ann Arbor, MI : 
Association for Asian Studies. -- ; 28cm 
With Asian studies institutes, centers, and 
programs list. 
2003/2004～ Z62-A931 
米国アジア学会の会員名簿。姓名のアルファベッ

ト順に排列し、連絡先を掲載する。研究対象の国と
分野、所在国からも検索可能。また、世界のアジア
研究機関の情報も、対象地域に分けて収載する。 
 
東南アジア 

＜東南アジア全般＞ 

A political and economic dictionary of South-
East Asia / Andrew T.H. Tan. -- 1st ed. -- 
London : Europa, 2004. -- x, 331 p. ; 24cm. -- 
(Political and economic dictionaries) 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 1857432266 GE8-B25 (GE8-P100) 
 1945 年以降の東南アジア地域の政治、経済分野に
おける主要な出来事、人物、機関、団体を取り上げ
解説する。排列はアルファベット順。巻末に参考文
献を付す。 
 
Annual report / Association of Southeast Asian 
Nations. -- Jakarta : ASEAN Secretariat. -- ; 
30cm  
2004/2005～ Z61-D377 

＜シンガポール＞ 

Green groups directory. -- 4th ed. -- 
Singapore : Singapore Environment Council, 
2002. -- 71 p. : ill. ; 21 cm 
Cover title. 
ISBN: 9810459262 (E4-P1) 

＜タイ＞ 

Education in Thailand. -- Bangkok : Office of 
the National Education Commission. -- ; 23 cm  
2004～ Z61-G532 

＜マレーシア＞ 

200 Malaysian artists / compiled by Tan Chee 
Khuan. -- Pulau Tikus, Penang : Art Gallery, 
c2002. -- 352 p. : ill. (chiefly col.) ; 30 cm 
ISBN: 9839018132 (KC284-P41) 
 
A dictionary of Malaysian timbers / by T.M. 
Wong ; revised by S.C. Lim & R.C.K. Chung. -- 2nd 
ed. -- Kuala Lumpur : Forest Research Institute 
Malaysia, 2002. -- xxvii, 201 p. : ill. ; 26 cm. -
- (Malayan forest records ; no. 30) 
Includes bibliographical references (p. xxi-
xxvii). 
ISBN: 9832181291 (RB2-P2) 
初版は 1982 年刊。マレーシアで産出する木材を

アルファベット順に排列。学術名、現地呼称、取引
名、マレーシア語標準名、ASEAN 標準名など複数あ
る名称を整理し、大きさ、色、木質、強度などの属
性や用途を概説する。巻頭に参考文献を付す。 
 
南アジア 

＜南アジア全般＞ 

Historical dictionary of Jainism / Kristi L. 
Wiley. -- Lanham, Md. : Scarecrow Press, 2004. 
-- xl, 287 p. : ill., map ; 23 cm. -- 
(Historical dictionaries of religions, 
philosophies, and movements ; no. 53) 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 0810850516 (Hardcover) 
 HR141-B11 (HR141-P39) 
 
South Asian literature in English : an 
encyclopedia / edited by Jaina C. Sanga. -- 
Westport, Conn. : Greenwood Press, 2004. -- 
xxxi, 360 p. : ill., maps ; 26 cm 
Includes bibliographical references (p. [341]-
345) and index. 
ISBN: 0313327009 KS252-B2 (KS252-P1) 
インド、パキスタン、バングラデシュ、スリラン

カの英語文学に関する辞典。同編者による“South 
Asian novelists in English : an A-to-Z guide”
(2003) に、詩人、脚本家や評論家、さらに文学史
上の用語などを補充した。各項目ごとに写真や関連
文献も掲載。排列はアルファベット順。巻頭に年表
と地図、巻末に参考文献と索引を付す。 

＜アフガニスタン＞ 

Conflict in Afghanistan : a historical 
encyclopedia / Frank A. Clements. -- Santa 
Barbara, Calif. : ABC-CLIO, c2003. -- xxxii, 
377 p. : ill., maps ; 26 cm. -- (Roots of 
modern conflict) 
Includes bibliographical references (p. 343-
360) and indexes. 
ISBN: 1851094024 GE8-B23 (GE8-P102) 
1747 年以降のアフガニスタンにおける紛争につい

て、主要な出来事、人物、機関、団体、地名など約
400 項目を取り上げ解説する。排列はアルファベッ
ト順。巻末に年表、参考文献、索引を付す。 
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＜インド＞ 

Encyclopaedic dictionary of Punjabi literature 
/ edited by R.P. Malhotra, Kuldeep Arora. -- 
1st ed. -- Delhi : Global Vision Pub. House, 
2003. -- 2 v. (xxiv, 654 p.) ; 25 cm. -- 
(Global encyclopaedic literature series ; 1) 
別タイトル: Punjabi literature 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 8187746513 (set) ; 8187746521 (v. 1) ;  
818774653X (v. 2) YZ-B611 (YZ-P9) 

中世から現代までのパンジャーブ文学者 167 人と、
著名な作品 395 編について解説する。各項目ごとに
参考文献を掲載。排列はアルファベット順。第 2 巻
の巻末に索引を付す。 
 
Public enterprises survey / Govt. of India, 
Dept. of Public Enterprises, Ministry of Heavy 
Industries & Public Enterprises. -- Delhi : 
Controller of Publications. -- ; 29cm 
Annual report on the performance of central 
public sector enterprises. -- Issued in one or 
more vols. 
2003/2004～ Z61-J59 
 
Civil list : Indian administrative service / 
Ministry of Personnel, Public Grievances & 
Pensions, Dept. of Personnel & Training, Govt. 
of India. -- Delhi : Controller of 
Publications, . -- ; 29cm 
Title also in Hindi. -- On spine: IAS civil 
list. -- Formerly: Civil list of the Indian 
administrative service, catalogued as book. 
2005～ Z61-J60 
 インド行政職に属する現職文官の俸給表。24 の地
方政府ごとに分け、任命年順に排列。各文官につい
て、任命年月日、メールアドレス、所有資格、生年
月日、居住地、現在の配属先、給与等を記す。巻末
に索引あり。人事･苦情処理･年金省のホームページ
＜ http://persmin.nic.in/ ＞ ( 最 終 ア ク セ ス ：
2006.4.25)で最新版を提供しており、検索も可能。 
 
CIER's industrial databook / Centre for 
Industrial & Economic Research. -- New Delhi : 
Industrial Techno-Economic Services. -- ; 25cm  
2000/2001～ Z61-J69 
 
Annual survey of industries. Factory sector. -- 
Kolkata : Central Statistical Organisation 
(Industrial Statistics Wing), Ministry of 
Statistics and Programme Implementation. -- ; 
29cm 
Title also in Hindi. -- Issued in several vols. 
2001/2002～ Z61-J73 
 
西アジア 

＜イスラエル＞ 

日本におけるユダヤ・イスラエル論議文献目録 : 
1989～2004 / 宮澤正典編. -- 京都 : 昭和堂, 
2005.12. -- 386p ; 22cm 
ISBN: 4812205433 E1-H39 
 
 
 
 

Jewish given names and family names : a new 
bibliography / by Robert Singerman ; edited by 
David L. Gold. -- Leiden ; Boston : Brill, 
2001. -- x, 245 p. ; 25 cm 
Includes bibliographical references (p. [1]-2) 
and index. 
ISBN: 9004121897 (cloth) GE3-A242 (GE3-P111) 
 聖書時代から現代までのユダヤの姓名に関する文
献、論文、雑誌記事を 3,040 件収録。主題や地域で
15 章 28 節に分け、そのなかを著者名のアルファベ
ット順に排列。同著者による“Jewish and Hebrew 
onomastics : a bibliography” (1977)に、2000 年
までに刊行されたものを補充した。巻末に著者名索
引を付す。 
 
Judaica reference sources : a selective, 
annotated bibliographic guide / Charles Cutter. 
-- 3rd rev. and expanded ed.. -- Westport, 
Conn. : Libraries Unlimited, 2004. -- xxii, 
365 p. ; 25 cm 
Includes bibliographical references and 
indexes. 
ISBN: 1591581338 （GE3-P112) 
 前版は 1993 年刊。ユダヤに関する文献、論文、
電子資料など 1,000 件以上を収録し、それぞれに解
題を付す。資料の種類や主題で 27 章に分け、さら
に細分した各節のなかを著者名のアルファベット順
に排列。巻末に著者名、タイトル、ウェブサイト、
ソフトウェア、主題の各索引を付す。 

＜トルコ＞ 

Turkischer biographischer Index = Turkish 
biographical index / bearbeitet von: Jutta R.M. 
Cikar. -- Munchen : K.G. Saur, 2004. -- 3 v. 
(xiv, 1096 p.) ; 30 cm 
English, with preface and notes on usage in 
English and German. -- Includes 
bibliographical references. 
ISBN: 3598342969 (set : hd.bd.) ; 3598342977 
(1) ; 3598342985 (2) ; 3598342993 (3) 
 （GE12-P35) 
 
北アフリカ 

＜スーダン＞ 

Historical dictionary of ancient and medieval 
Nubia / Richard A. Lobban, Jr. -- Lanham, 
Md. : Scarecrow Press, c2004. -- x, 511 p. : 
ill., maps ; 23 cm. -- (Historical 
dictionaries of ancient civilizations and 
historical eras ; no. 10) 
Includes bibliographical references (p. 437-
509). GF8-B10 (GE8-P10) 
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レファレンスツール紹介③ 

北朝鮮を調べる 
 
アジア情報室では、北朝鮮に関する参考図書を、日本語

資料のほか、北朝鮮で発行され、現在では入手が極めて困

難な資料についても、数多く開架しています。ここでは、

代表的なものをご紹介します（< >内は当館請求記号、タ

イトルがハングル表記の場合は( )内に日本語タイトルを

併記）。 

 

(1)概説書及び資料集 

日本語で書かれた北朝鮮に関する概説書のうち、最近刊

行されたものとしては、石坂浩一編著『北朝鮮を知るため

の 51 章』(明石書店, 2006)があります。北朝鮮に関する

テーマを 51 にわけ、それぞれに解説を加えるとともに、

巻末には「北朝鮮を知るためのブックガイド」を付してい

ます。 

小此木政夫編著『北朝鮮ハンドブック』(講談社, 1997, 

<GE138-G33>)では、北朝鮮に関する歴史的事項を年代ごと

に整理し、それぞれに詳しい説明を付すとともに、巻末に

は、年表や基本資料集を掲載しています。 

小此木政夫, 徐大粛監修『資料北朝鮮研究. 1』(慶應義

塾大学出版会, 1998, <GE138-G49>)は、北朝鮮の過去の政

治や政治思想の変遷について扱っており、金日成が行った

施政演説や報告などの関連資料を収録しています。 

環太平洋問題研究所編著『韓国・北朝鮮総覧.  

v.4(2002)』(原書房, <GE132-H1>)は、北朝鮮を含めた朝

鮮半島全体の情勢を整理しています。 

ラヂオプレス編『北朝鮮の現況 : 重要基本資料集. 

2004』(RP プリンティング, <GE138-H51>)は、北朝鮮の政

治、軍事、外交、経済、科学技術、文化、南北関係、日朝

関係など、各分野の統計や資料がまとめられた資料集で、

最高人民会議の開催状況や朝鮮労働党の機構図なども掲載

されています。 

ラヂオプレス編『クロノロジーで見る北朝鮮 : 年表・

日誌』(RP プリンティング, 2004, <GE138-H56>)には、

1945 年以降の北朝鮮に関する主要事項の年表に加え、対

日関係、核・ミサイル問題、南北問題、対外関係、麻薬・

偽札事件といったテーマ別の年表が載っています。また、

朝鮮労働党大会開催状況、各種記念日の行事、軍事パレー

ド、国家予算の推移、人口、自然災害などを一瞥すること

ができます。 

韓国で刊行された資料としては、『北韓總覽』3 巻(北韓

研究所, 1945-1982 <GE8-K17>, 1983-1993 <GE138-K20>, 

1993-2002 <GE138-K28>)があります。政治、外交、経済、

法制、社会、文化、教育、学術、軍事、南北関係、科学技

術などの分野ごとに解説しており、3 巻合わせて 1945 年

から 2002 年までをカバーしています。主要法令、写真、

道路標識の図版なども掲載しています。 

 

(2)最近の動向を知る 

人口や面積などの基本データのほか、一年間の政治や経

済の動向について、整理した日本語資料としては、『北朝

鮮(ARC レポート)』(世界経済情報サービス, <Z41-B238>)

や、『アジア動向年報』(アジア経済研究所, <Z41-

118>)(「朝鮮民主主義人民共和国」の項)があります。 

『北朝鮮年鑑』(東アジア総合研究所, 2000-, <Z47-B28>)

は、地理、政治、経済、社会、文化・体育、外交、軍事、

南北関係・統一のテーマごとに日本語で解説をしており、

より詳しい情報を得ることができます。この『北朝鮮年

鑑』のもとになっているのが、韓国の聯合ニュースが発行

している『북한연감(北韓年鑑)』<Z41-AK202>です。その

他、『북한경제연감(北韓経済年鑑)』(韓国言論人協会,  

<Z41-AK281>)など、経済に焦点を合わせた年鑑もあります。 

一方、『조선중앙년감(朝鮮中央年鑑)』(朝鮮中央通信社,

 <Z42-AK5>)は、北朝鮮で発行されている年鑑です。「国内

編」では、北朝鮮の政治、経済、社会、文化に加え、韓国、

日本の朝鮮総聯、金正日総書記の「現地指導」といった事

項について、詳述されています。「国際編」には、主な国

際的事件や国際会議、世界各国の概要が、「資料編」には、

金正日総書記の「革命活動日誌」などの資料が掲載されて

います。 

『東アジア経済情報』(東アジア貿易研究会, <Z3-B64>)

は、月刊の資料で、韓国の新聞などから引用した北朝鮮関

連ニュースを、日本語で読むことができます。 

 

(3) 辞典・事典類 

○百科事典等：北朝鮮で編纂された百科事典としては

『조선대백과사전(朝鮮大百科事典)』(百科事典出版社, 

1995-2001, <UR7-K3>)全30巻があり、約10万語を収録し

ています。この中から基本語句、重要語句約6万語を抽出

し、さらに新しい用語を加えて 1 巻にまとめたのが

『조선대백과사전 : 간략본(朝鮮大百科事典 : 簡略本)』

(科学百科事典出版社, 2004, <UR7-K6>)です。 

『북한대사전(北韓大事典)』(北韓研究所, 1999, 

<GE138-K18>)は、韓国で発行された資料で、5,000 以上の

用語を分野別に収録し、付録に朝鮮労働党規約や北朝鮮の

貿易商社目録などを掲載しています。 

○人物情報：ラヂオプレス編『朝鮮民主主義人民共和国

組織別人名簿』(RPプリンティング, 2005年版の請求記号

は<A2-H28>)では、内閣や朝鮮人民軍などの組織別に、各

人物の氏名(漢字及びローマ字表記、フリガナ)や肩書きな

どを調べることができます。ソウル新聞社が『북한연감

(北韓年鑑)』(<Z41-AK299>)と合わせて刊行している『북

한인명사전(北韓人名辞典)』(<Z42-AK22>)は、表記はハン

グルのみですが、来歴や肩書きなどとともに、一部の人物

については写真を掲載しています。 
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○法令集：2004年に北朝鮮で出版された『조선민주주의 

인민공화국 법전 : 대중용(朝鮮民主主義人民共和国 法典 : 

 大衆用)』(法律出版社, 2004, <CK3-3-K3>)があります。

後述する北韓資料センターのサイトにも、北朝鮮の法律が

掲載されています。なお、必ずしも最新の法律が掲載され

ているわけではありませんが、個人サイト「北朝鮮WEB六

法」(http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/) 

[last access : 2006.05.12]が、北朝鮮の法律を日本語に

翻訳して提供しています。 

○歴史事典等：韓国史事典編纂会, 金容権編著『朝鮮韓

国近現代史事典 : 1860-2005 第2版』(日本評論社, 2006,

 <GE127-H12>)が、19 世紀半ばから現代にいたるまで、北

朝鮮を含めた朝鮮半島全体に関わる重要事項、約1,400項

目について解説しており、通史としても使えます。また、

内藤陽介著『北朝鮮事典 : 切手で読み解く朝鮮民主主義

人民共和国』(竹内書店新社, 2001, <GE8-H1>)は、郵便資

料から北朝鮮の歴史を再構成したものです。 

○地理：『조선지리전서(朝鮮地理全書)』(教育図書出版

社, 1987-1990, <GE141-K49>)があります。地質、地形、

気候、土壌、水資源、経済、工業、運輸などの主題別にま

とめられた巻と、行政区域ごとにまとめられた巻を合わせ

た全29巻で構成されています。また、『조선유적유물도감

(朝鮮遺跡遺物図鑑)』(1988-1996, <GE73-K179>)全 20 巻

は、写真や絵を用い、時系列に沿った整理を行っています。 

申大興編『最新朝鮮民主主義人民共和国地名辞典』(雄

山閣出版, 1994, <GE11-E5>)には、北朝鮮の地名の日本語

表記が掲載されています。地名が漢字、ハングル、カタカ

ナ、ローマ字で書かれており、巻末にはハングルとローマ

字から調べられる索引と「解放直後の朝鮮北部行政区域」

を付しています。その地域の沿革など、さらに詳細な資料

としては、語文編集部編『고장이름사전(故郷地名事典)』 

(科学百科事典総合出版社, 2000-2002, <GE11-K11>) 

全 10 巻や、방린봉[ほか]著『조선지명편람(朝鮮地名便

覧)』(社会科学出版社, 2001-2002, <GE11-K12>)全11巻も

あります。 

北朝鮮の地形図としては、ソ連軍参謀本部編著『最近北

韓五萬分之一地形圖』(高麗書林, 1997, <G71-K3>)上下巻

があり、地図帳としては李泳澤編『最新北韓地圖』(佑普

地圖文化社, 1991, <G72-K1>)があります。 

『조선향토대백과(朝鮮郷土大百科)』(2003-2005,  

<GE141-K57>)は、北朝鮮の地理に関する情報の集大成とも

言える事典です。韓国の平和問題研究所と北朝鮮の科学百

科事典出版社が共同編纂し、2005 年 1 月現在の北朝鮮の

行政単位を基準に、地域編 16 巻、人物編 1 巻、民俗編 1

巻、索引 2 巻の計 20 巻で構成されています。執筆には千

余名が関わっており、見出し語約 35 万語を収録し、写真

約15,000カット、地図約270枚を掲載しています。 

○朝鮮語辞典：社会科学院言語学研究所[編]

『조선말사전(朝鮮語辞典)』(科学百科事典出版社,2004,  

<KJ42-K101>)があります。153,500 語あまりの見出し語を

収録しており、その中には1992年の『조선말대사전(朝鮮

語大辞典)』(社会科学出版社, <KJ42-K27>)発行以来の新

語も収録されています。 

○出版目録：朝鮮出版物輸出入社[編]『조선출판물목록 

(朝鮮出版物目録)』(2001, <UP6-K10>)は、北朝鮮の出版 

目録です。当室では第 3 巻(1990-2001)を所蔵しています。

同社のサイト(http://www.korea-publ.com/) [last  

access : 2006.05.12]では、最近の出版物についても検索

できます。 

(4)インターネットで調べる 

韓国で最も北朝鮮関連資料を所蔵している北韓資料セン

ター(http://unibook.unikorea.go.kr/index.jsp)[last  

access : 2006.05.12]のサイトには、北朝鮮の概要、人物、

用語、法律、権力機構図、主要行事、テレビ番組の編成表

などの資料が掲載されています。 

統一部のサイト(http://www.unikorea.go.kr/index. 

jsp)[last access : 2006.05.12]では、[北韓理解]→[北

韓深層理解]と選択すれば、統一部が刊行している冊子で

北朝鮮の概要をまとめた『북한이해(北韓理解)』<Z41-

AK211>を読むことが可能です。 

朝鮮日報の北朝鮮関連サイト「NK chosun」(http://nk.

chosun.com/Main/Main.html) [last access : 2006.05. 

12]には、北朝鮮に関するニュースやトピックスがまとめ

られています。 

○日本語のサイト：北朝鮮の朝鮮コンピューターセンタ

ーが運営するポータルサイト「ネナラ」(http://www. 

kcckp.net/ja/) [last access : 2006.05.12]が、北朝鮮

の概要や最近の動向に関する情報を掲載しています。朝

鮮日報の日本語サイトにも北朝鮮関連のページ(http:// 

japanese.chosun.com/servlet/japan.ArticleList. 

ArticleList?code=FAA)[last access:2006.05.12]があり

ます。そのほか、個人サイト「私設朝鮮民主主義人民共和国

研究室」(http://www.piks.or.tv/index.htm) [last access 

: 2006.05.12]や、「北朝鮮 Focus」(http://www.nkfocus. 

jp/warp/webapp/home/jp_home) [last access : 2006.05.

12](冊子体は<Z71-D286>)なども充実しています。 

○北朝鮮の政府が発する声明等：労働新聞に掲載されますが、

「わが民族同士」(http://www.uriminzokkiri.com/)[last 

access : 2006.05.15]では、2001年以降の労働新聞の記事を、

検索することができ、本文をカラー写真入りで見ることがで

きます。前述の「ネナラ」でも、[朝鮮の声]のページで、一

部の声明や談話について、日本語で読むことができます。 

○統計情報：韓国統計情報システム（KOSIS）のサイト 

(http://kosis.nso.go.kr/)[last access : 2006.05.12]

では、統計情報の検索ができます。例えば北朝鮮の 2004

年の自動車生産量を知りたい場合、キーワードに「북한

(北韓)」「자동차(自動車)」と入力すると、韓国自動車工

業協会の統計が現れ、4,500 台という数字を得ることがで

きます。また、韓国銀行のサイト(http://www.bok.or.kr/ 

index.jsp) [last access : 2006.05.12]では、南北の主

要経済指標比較を行っています。 

当室ホームページ内の「AsiaLinks－アジア関係リンク

集－」(http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/asia/ 

link/east/link_prk.html) には、ここで紹介した以外の

北朝鮮関連サイトへもリンクが張ってあります。さらなる

情報探索に役立てていただければ幸いです。
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