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アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 6 
 
アジア情報室では、近年、社会科学分野の資料を重視して収集している。具体的には、アジア

各国・地域における立法や政策動向等を知るために必要な政府刊行物や研究書等である。 
これらの資料は、国立国会図書館の第一の任務である国会サービス（国会議員に対する各種調

査報告の作成、資料・情報等の提供）に資する目的で収集しているが、同時に、現代アジア各

国・地域の政治、法律、経済、社会等について調査研究を行う方々にも、広くご活用頂きたい。 
アジア情報室の社会科学分野の資料をより多くの方に知って頂くため、中国と韓国の最近の動

向を知るうえで有益と思われる資料について、内容をやや詳しく紹介する。 
 
（凡例） 文献番号（通番） 編著者名（日本語表記）『書名（日本語訳）』出版地：出版者, 出版年月,  

ページ数. 【当館請求記号】 
 
1. 中国 
1.10. 姚云 著『中国博士后制度的制度分析与

时代变革（中国ポストドクター制度の制度分析

と時代変革）』重庆 : 西南师范大学出版社, 
2012.12. 2, 3, 273p.【AC9-441-C46】 
 
近年、博士課程終了後に任期付や非正規の身

分で研究を続けるポストドクター（以下、「ポ

スドク」とする。）の増加と高齢化が問題とな

っている。ポスドクに研究費や研究活動を行う

場を提供する制度（ポスドク制度）は、日本以

外の各国にも存在し、中国においても、博士課

程修了後の研究者を大学等の機関に設置するポ

スドクステーション1で受け入れる制度がある。

中国のポスドクは、国家を牽引するエリートと

して優遇され、日本以上のペースで増加して一

定の成果を挙げてきたが、近年では様々な問題

も生じている。 
本書は、中国のポスドク制度の概要、変遷、

問題点について、政府統計以外の統計データや

関係者へのアンケート調査結果の分析を行うな

ど、公的情報だけでは見えない実態に迫りなが

ら論じている。著者の姚雲は、北京師範大学教

授で、ポスドク制度や比較教育を主たる研究対

象とし、国家自然科学資金プロジェクト等に参

加した実績がある。      
 

                                 
1 ポスドクステーションは、「ポスドク科学研究流動ス

テーション」と「ポスドク科学研究工作ステーション」

に分けられる。前者は大学または大学院内に設置され、

後者は法人格を有する企業等に設置される。 
ポスドクステーションの概要は、科学技術振興機構の

ウェブサイトScience Portal China で公開されているレ

ポートを参照。 

 本書は全 7 章で構成される。第 1 章から第 4
章までは、ポスドク制度の歴史と概要を解説す

る。第 3 章では、ポスドクステーションの採用

要件（40歳未満、博士号取得、秀でた研究能力

等）等の具体的な内容を紹介する。 
 第 5 章は、ポスドクステーションに採用され

た人数（1985 年は 1 名のみ、2009 年には 1 万

人を突破）や、同ステーションの設置数（10年
間で 10 倍近く増加）のデータ等を挙げて、同

ステーションに所属するポスドクの人数が増大

している状況を考察する。 
第 6 章は、ポスドクステーションに所属する

ポスドクと指導教官計 845 名を対象に実施した

アンケート結果を分析する。内容は、ポスドク

制度や研究環境への満足度、希望進路等である。

多くのポスドクは、ポスドク制度が適切に機能

し、ポスドクステーションでの経歴が就職に有

利であると考えており、制度のメリットを認め

ている。しかし、一方で、研究費の使い勝手や

給与等の待遇面で不満を感じる者が少なくない

ことも明らかになっている。 
最後に、第 7 章は、時代の変化に伴って生じ

たポスドク制度の問題点について、研究員の質、

資金の供給、企業におけるポスドク2の管理体

制と資金、国際化への対応の 4 点から論じる。

例えば、資金の供給については、研究員 1 名あ

たりの支給費は増額されてきたものの、近年は

高等教育の現状と動向「2.2.4 ポスドクステーション」 
http://www.spc.jst.go.jp/education/higher_edct/hi_ed_2
/2_2/2_2_4.html 
（ウェブサイトの最終確認日は 2015 年 8 月 21 日であ

る。以下同じ。） 
2 ポスドク科学研究工作ステーション（注 1）に所属す

るポスドクのこと。 
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中央アジア関連資料収集の展望 ―ウズベキスタンを中心に― 
 

帯谷 知可（京都大学地域研究統合情報センター准教授） 

 

 

アジア情報室では、資料収集が困難な地域
の蔵書構築の参考とするため、定期的に外部
有識者の意見を聴取している。平成 27年 3月
5 日、帯谷知可 京都大学地域研究統合情報セ
ンター准教授をお招きし、中央アジア地域で
刊行された資料を収集する際の留意点をお話
しいただいた。本稿はその概要である。 

    （関西館アジア情報課） 
 

1. 中央アジア及びウズベキスタンの概要 
1.1. 地理的範囲・文化的背景 
現在、中央アジア諸国というと、一般的に

はウズベキスタン、カザフスタン、キルギス1、

トルクメニスタン、タジキスタンの旧ソ連中

央アジア 5 か国を指すことが多い。歴史的な

呼称としての中央アジアの範囲はこれに留ま

らず、例えば中国の新疆ウイグル自治区は、

中国領中央アジアと呼ばれることがある。旧

ソ連領中央アジアを西トルキスタン、中国領

中央アジアを東トルキスタンとも言う。さら

にその外側に、現在の国境を越えて、共通の

歴史的・文化的要素を持つ人々の暮らす地域

が広がっており、アフガニスタンやイランな

どの一部も含めて歴史的文化的中央アジアが

想定されることもある。 
 
図 1 旧ソ連中央アジア諸国 

 
（出典）Caucasus and Central Asia (Political) 2009, Asia 
Maps, Perry-Castañeda Map Collection, UT Library Online 
(http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/ca
ucasus_central_asia_pol_2009.jpg) を基に筆者作成。 
                                 

 

旧ソ連中央アジアに目を向けると、この地

域の文化的な基層としてまず、遊牧文化とオ

アシス定住農耕文化がある。現在の国名にな

っている民族でいえば、遊牧民の伝統を持つ

のはカザフ人、キルギス人、トルクメン人で

ある。一方、ウズベク人とタジク人はオアシ

ス定住民である。 
言語は、テュルク語系が主であり、タジク

語のみペルシア語系である。現在のウズベキ

スタンを含む中央アジア南部地域では、かつ

てペルシア語系の言語が主に使われていたと

ころへ、テュルク語系の言語をもつ遊牧民が

進出し征服した結果、徐々にテュルク語系の

言語が使われるようになった。「テュルク化」

と呼ばれる現象である。 
このテュルク化は 8～10 世紀に進行したと

されるが、ほぼ同時期に、アラブ人の侵攻に

よってイスラームがもたらされ、ゾロアスタ

ー教や遊牧民に顕著に見られた祖先崇拝、ア

ニミズム、シャーマニズムなどの信仰を持っ

た人々がイスラームを受容し、徐々にイスラ

ーム化が進んだ。以来現在に至るまで、この

地域の人々はムスリム（イスラーム教徒）で

あるという自己認識を有してきた。 
 さらに、19 世紀以降、ロシア帝国による征

服とロシア革命を経て、上記の伝統文化の基

層（遊牧文化／オアシス定住農耕文化、テュ

ルク語文化／ペルシア語文化、イスラーム文

化）に、征服者であるロシア人の文化とソヴ

ィエト文化が重なることとなった。特に、ソ

連時代には社会主義的近代化という大きなプ 

 

 

 

 

 

1 日本の外務省、新聞等の表記に倣い、本稿では

「キルギス」を用いる。ただし、中央アジア研究者

の間では、民族名である「キルギス」を国名として

用いるのは正確ではないとの認識がある。また、現

地の発音を尊重すれば、「クルグズ」という表記が

よりよく、研究者の間では「クルグズスタン」の国

名を用いることが通例となっている。 
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ロセスを経験した。そのもとで遊牧民の定住

化が行われ、中央アジア諸語は近代的な言語

として整備されると同時にロシア語が深く浸

透し、無神論教育のもとでイスラームの影響

も著しく薄められた。1991 年、中央アジアの

国々はソ連解体によって独立国となったが、

四半世紀を経ようとしている現在、いずれの

国も、まだ国づくりの途上にあるといってよ

い。そのことは、例えば、ソ連時代に徹底し

て行われた世俗化政策の影響から、ムスリム

であるとの意識を持ちながら信仰実践にほと

んど関心のない人々がいる一方で、ソ連解体

後、イスラーム復興が非常に多様な形で進行

するという状況にも現れている。 
 
1.2. 自由度評価と出版事情 
さて、日本人にとってあまりなじみのない

中央アジア諸国に対して多少なりとも具体的

なイメージを持っていただくために、フリー

ダムハウス（Freedom House）による自由度

評価を示してみよう。この機関は、政治的権

利及び市民的自由の観点から、毎年、世界各

国の自由度を点数化して評価している2。欧米

基準の一律的評価を安易に用いることには問

題もあるが、あくまでも参考として、中央ア

ジア 5 か国の評価をみてみたい。 
2015 年の評価によれば、ウズベキスタンと

トルクメニスタンは、政治的権利、市民的自

由、総合評価のいずれも最低点の 7 がついて

おり、北朝鮮と同点である。つまり自由度が

ほぼないと評価されている（実際にウズベキ

スタン現地を見ている者の目からすると、こ

の評価には疑問を禁じえないし、政治体制の

質的な違いなども捨象されてしまう）。一方、

政治学的な研究などでは「権威主義体制」に

分類されることの多い中央アジア 5 か国の中

でも、カザフスタンとキルギスは前者 2 か国

に比べればやや評点が高くなっている。これ

は私個人がカザフスタンやキルギスを訪れた

                                 
2 Freedom in the World（Freedom House） 
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-
world 

時の感覚とも一致するところであり、例えば、

街中に新聞・雑誌などの出版物が豊富にある、

多様な民間テレビチャンネルがある、政権批

判のできる真の意味での野党が存在している、

といった点で違いが見られるのである。 
中央アジア現地での出版事情や現地出版の

書籍の日本への輸出状況は、言論の自由や民

間経済活動の自由と密接な関係があるので、

こうした全体的な自由度の高さとも連動して

いるだろう。 
 

1.3. ウズベキスタンの文字改革 
ウズベキスタンの人口は 2893 万人程度

（2014年）と推定され、そのうち 200万人以

上が首都タシュケントに集中している。2002
年の民族構成は、ウズベク人（約 78.8%）、

タジク人（4.9%）、ロシア人（4.3%）、 カ
ザフ人（3.9%）、カラカルパク人（2.2%）、

キルギス人 （0.9%）などである。 
独立後のウズベキスタンでは、政治的には

民主化、経済的には市場経済化の推進が目標

に掲げられ、ロシア・ソ連文化に対して距離

を置きつつ、新たな国民文化を作り上げ、国

民統合を進めようとする政策が様々な分野で

行われた。その中で、国語であるウズベク語

の文字について、ロシア語と同じキリル文字

の使用を廃止し、ラテン文字に移行する文字

改革が行われた。1993 年に現代トルコ語に倣

ったと思われるラテン文字アルファベットが

公表された。そこには「ş」「ç」など現代ト

ルコ語と同じ文字が含まれていたが、わずか

2 年後の 1995 年にはその改訂版が発表され、

「ş」「ç」が「sh」「ch」に置き換えられた。

これによって通常の英語用キーボードで入力

可能なアルファベットとなった。翌1996年か

ら小学校でのラテン文字教育が始まり、2000
年までにラテン文字への完全移行達成が目標

とされたが、大人に対する識字教育や国中の

各種表示物や看板の付け替え、出版物の表記

 

3
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＜哲学・宗教＞ 
韓国カトリック史概論 : その対立と克服 / 徐正敏 著. -
- 大阪 : かんよう出版, 2015.4. -- 132p ; 19cm. -- (アジ

アキリスト教史叢書 ; 2) 
索引あり. 
ISBN: 978-4-906902-40-8 HP122-L47 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
北朝鮮ポップスの世界 / 髙英起, カルロス矢吹 著. -- 
[東京] : 花伝社 ; 東京 : 共栄書房 (発売), 2015.3. -- 
201p ; 19cm 
ISBN: 978-4-7634-0730-6 KD841-L433 
 
欧文の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
Legal philosophers in Korea / Korean Association of 
Legal Philosophy. -- Seoul : Sechang Publishing Co., 
2014. -- v, 371 pages ; 23 cm 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9788984114562 (A112-P33) 
 
＜経済・産業＞ 
The data atlas of South Korea : demography, society, 
economic activity / Daniel J. Schwekendiek. -- Paju-si, 
Gyeonggi-do, Korea : Jimoodang, [2014] -- xvii, 262 
pages :illustrations, maps ; 25 cm 
Korean colophon inserted. 
Includes bibliographical references (page 250). 
ISBN: 9788962971613 ; 8962971615 (DT191-K4-P1) 
 
＜社会・労働＞ 
Hanbok : timeless fashion tradition / writer, Samuel 
Songhoon Lee. -- Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -
- 107 pages : illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; 
no. 16) 
ISBN: 9788997639410 ; 8997639412 (EF25-P24) 
 
＜教育＞ 
Taekwondo : the unity of body, mind and spirit. -- Seoul, 
Korea : Seoul Selection, 2013. -- 115 pages : 
illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; no. 13) 
ISBN: 9788997639373 ; 8997639374 (FS37-P2) 
 
＜歴史・地理＞ 
The Korean state, public administration, and 
development : past, present, and future challenges / 
Yong-Duck Jung. -- Seoul, Republic of Korea : 
SNUPress, Seoul National University Press, [2014] -- 
xxi, 366 pages ; 23 cm 
Includes bibliographical references (pages 321-357) 
and index. 
ISBN: 9788952115676 ; 8952115678 (GE136-P17) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
Korean dance : Pure emotion and energy / writer, 
Curtis File. -- Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -- 
103 pages : illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; 
no. 15) 

ISBN: 9788997639403 ; 8997639404 (KD375-P2) 
 
＜科学技術＞ 
Korean medicine : a holistic way to health and healing 
/ writer, Hur Inn-Hee ; translator, Colin A. Mouat. -- 
Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -- 95 pages : color 
illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; no. 14) 
ISBN: 8997639390 ; 9788997639397 (SC32-P23) 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
日中韓マナー・慣習基本事典 : プライベートからビジ

ネスまで知っておきたい 11 章 / 佐藤貢悦, 斎藤智文, 
嚴錫仁 著. -- 東京 : 勉誠出版, 2015.1. -- 219p ; 19cm. 
索引あり.  
ISBN: 978-4-585-22084-8 GB641-L53 
 
タイ・ミャンマー人物名鑑 = Biographies of Buddhist 
in Thailand and Myanmar. -- 東京 : サンガ, 2015.3. -- 
279p ; 21cm. -- (別冊サンガジャパン ; 2. シリーズ現代

の世界仏教 ; 1) 
ISBN: 978-4-905425-71-7 Y94-L19108 
 
東南アジア 
 
＜インドネシア＞ 
Bibliografi psikologi koleksi Perpustakaan Nasional 
RI = The bibliography of psychology collection of 
National Library of Indonesia. -- Jakarta : 
Perpustakaan Nasional RI, 2009. -- vii, 96 p. ;  30cm. 
ISBN: 9789790082472 ; 9790082479  Y735-TS-1815 
 
＜ブルネイ＞ 
Istilah kesenian teater. -- Cet. 1. -- Berakas, Negara 
Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka 
Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 
2010. -- xv, 116 p. ; 21cm. 
Includes bibliographical references (p. xi-xii). 
English and Malay. 
ISBN: 9991706682  Y735-TS-1795 
（演劇用語集） 
 
＜ベトナム＞ 
Thăng Long-Hà Nội, thư mục chọn lọc = Thăng Long-Hà 
Nội, catalogue sélectif / Phan Thị Kim Dung, Chu Tuyết Lan 
chủ biên. -- Hà Nội : Bibliothèque Nationale du Vietnam, 
2010. -- 754 p. ; 25cm. 
Includes index. 
In Vietnamese, with introduction and the table of 
contents in French and English. 
ISBN: 9786049800061 Y741-TS-20 
（タンロン‐ハノイ選定書誌） 

 
Nhân vật chí Việt Nam / nhóm biên soạn, Vũ Ngọc Khánh chủ 
biên, Bích Ngọc, Minh Thảo. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-
thông tin, 2009. -- 583 p. ; 24cm. Y741-TS-34 
（ベトナム人物誌） 
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変更など、時間と費用のかかる事業であり、

移行完了年は、5 年ずつ 2 度延長された。

2015 年現在、街中の表示等はおおむねラテン

文字となったが、一部にはキリル文字表記も

残っており、文字改革が完了したとは言い難

い。 
実は、ウズベキスタンは 20世紀中に 3度文

字改革を経験している。20 世紀のウズベク語

の文字の変遷の例として、ソ連時代初期の

『クズル・ウズベキスタン（赤きウズベキス

タン）』という新聞を紹介してみよう（図

2）。 
 
図 2 「クズル・ウズベキスタン」の表記の変遷 

 
 
図 2 の写真は、この新聞の題字の部分であ

り、アラビア文字で書かれている。当時、中

央アジア諸語は、アラビア文字で表記されて

おり、1927 年まではソ連体制の下でもアラビ

ア文字が使用されていたが、ソ連領内のムス

リムとその外側のイスラーム世界との結びつ

きを遮断する目的で、テュルク系言語の文字

をラテン文字に切り替える政策がとられた。

写真は、アラビア文字からラテン文字への移

行期の号であるため、アラビア文字題字の下

に、小さく当時の正書法によるラテン文字で

「クズル・ウズベキスタン」と書いてある

（丸で囲った部分）。その後、ロシア化の傾

向が強まり、1940 年にはすべてキリル文字に

変更された。そして、20 世紀中の 3 度目の文

字改革として、独立後、再度ラテン文字に変

更されたのである。図 2 の写真の下に示した

のが、新聞タイトルのキリル文字表記と独立

後のラテン文字表記である。現在のラテン文

字表記は1920年代のものとはかなり異なる。

そのままローマ字風に読むと「オズベキスト

ン」となるように見えるが、これが現在の正

式な綴り方である。 
こうした独立後の混乱含みの文字改革のプ

ロセスもウズベキスタンの出版事情に少なか

らぬ影響を与えている。 
 
2. 出版及び資料流通の状況 
2.1. ソ連時代及びソ連解体直後 
ソ連時代は、ソ連を構成する各共和国の出

版物の情報はモスクワに集約されており、そ

れら出版物のソ連国外への輸出もすべてモス

クワが窓口であった。また、中央アジア関連

の研究や出版は連邦中央でも行われていたの

で、中央アジア関連の学術書の多くはモスク

ワやレニングラード（現サンクトペテルブル

グ）などでも出版されており、むしろそちら

のほうが権威が高かったとさえ言える状況が

あった。 
日本では、ソ連の出版物専門の代表的な書

店として、ナウカ、日ソ図書があった。研究

者は、これらの書店がソ連から得た出版情報

をもとに独自に作成するカタログによって、

学術書、定期刊行物、資料集などを発注して

いた。それらの書店経由で新聞や雑誌の定期

購読も、入手に時間はかかるものの、基本的

には可能で、その中にはソ連の各民族共和国

の主要な新聞も含まれていた。 
一方、中央アジア現地での資料収集は困難

であった。ソ連に行くこと自体が観光目的以

外では容易ではなく、民族共和国に行くこと

はなおさらであった。また、現地が訪問でき

たとしても、ソ連からの物の持ち出しには

種々の制限があったため、個人的に数多くの

資料を収集し、持ち出すことも概して困難を

伴った。そのため、現地で組織的かつ大規模

に資料収集を行うようなことは、特別のルー

トを介する以外には、不可能だったといって

よい。 
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 ソ連解体後は、かつてのソ連全域に及ぶネ

ットワークが消失し、それまでモスクワで統

括されていた出版情報網が完全に断絶された

ようである。出版状況も国ごとに異なるよう

になった。ソ連解体直後は非常に混乱が大き

く、過酷な経済危機に見舞われた国もあった。

インフレがひどく、ソ連時代の物流や、需要

供給のネットワークが失われ、中央アジアで

私自身も、紙や文具がない、コピー機が壊れ

ても部品が調達できないといったことに多々

出会った。ソ連時代に「民族語」とされた各

共和国の言語の国語化や文字改革の影響によ

る混乱、出版に対する躊躇も見られた。出版

業自体がさまざまな理由で低調となった。 
そのような中、生活のために蔵書を売る者

が現れたり、公の機関に所蔵されていたコレ

クションが混乱に乗じて市場に出回るような

ことが起き、それらが西側諸国に流れるとい

う状況も生じた。一例をあげれば、ソ連では

軍事機密とされ、きわめて限られた場所でし

か閲覧できなかったソ連軍参謀本部作成の地

勢図コレクションが一気に市場に出たことが

あった。京都大学地域研究統合情報センター

の前身である国立民族学博物館地域研究企画

交流センターも、日本の書店経由でこの地勢

図コレクションのうちの中東諸国、中央アジ

ア諸国、ロシアなどの国別地図を購入した経

緯がある。現在、East View Geospatial（以

前の社名は East View Cartographic）という

アメリカに拠点を置く会社がロシアと契約を

結んでこの地図のデジタル版を正式に販売す

るに至っている。 
 
2.2. 混乱の沈静化後 
 ソ連解体後の混乱が沈静化してくると、出

版業界の市場化・市場経済化が進み、旧ソ連

圏でも多くの民間の出版社が出現した。特に

ロシアでは、非常に多くのジャンルで、かつ

てのソ連製の本とはまったく趣を異にする、

装丁の美しい書籍が一気に出回るようになり、

かなりの短期間で出版業界は市場化され、町

の書店も活気を帯びている様子がうかがえる。 

ソ連時代に秘密扱いであった資料が市販化

される動きもあり、例えば、「ソ連共産党秘

密文書集成」というコレクションなどは、欧

米系の大手出版社がロシアの複数の文書館と

協定を結び、それらが所蔵するかつてのソ連

共産党関連の秘密指定を受けていた資料をマ

イクロ化して販売しているものである。 
ロシアと比べると、中央アジアはそれほど

活発とは言えないが、カザフスタンやキルギ

スでは民間の出版社がビジネスを展開するよ

うになってきているようだ。最近では、民族

の歴史や伝統の再評価の観点から、ロシア帝

政期やソ連時代にロシアの民族学者らがカザ

フスタンやキルギスについて残した業績を復

刻出版する動きなども盛んである。 
一方、ウズベキスタンでは、公の検閲は廃

止され、多様な出版物が出るようにはなった

が、出版物に当局が目を光らせており、また

国営出版社のシェアが大きいこともあって、

出版業の市場化が健全に進んでいるとは言い

難い。それでも、独立後のナショナリズムを

反映して、ウズベク人とウズベキスタンの歴

史を題材とした書籍は多数出版されている。 
ソ連解体後、人々の新たな関心・志向も出

版状況に反映されている。例えば、ロシアで

は、ソ連時代にはなかったような、軽快な恋

愛小説や、超常現象、オカルト、フィットネ

スなどに関する本、各種ハウツー本、ファッ

ション雑誌などが出版されるようになった。

また、西側諸国の古典・現代文学などもロシ

ア語訳が続々と刊行されており、それらはロ

シア語読者を想定して中央アジアにも流通し

ている。その一方で、消費者側の活字離れと

いう社会問題も生じている。 
しかし、各地で様々な資料が出版されるよ

うになった一方で、それらの出版情報はほと

んど共有されておらず、ある研究者の言によ

れば、ロシアのモスクワとサンクトぺテルブ

ルグの間でさえ、どのような学術書が出版さ

れているかという情報が共有されていない。

中央アジアでもしかりである。 
そのため、出版情報は、専ら研究者間の個
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국무회의 안건 목록집 / 국가기록원 기록정보서비스부 
기록편찬문화과 [編]. -- 대전 : 국가기록원 
기록정보서비스부 기록편찬문화과, 2013.6-2014.6. -- 
2 冊 ; 26cm  
1. 1949∼1960년 -- 2. 1961∼1970년. 
（国務会議案件目録集） A111-K16 
国家記録院が所蔵する国務会議案件関連記録物の目録。

2 冊からなり、1 巻は 1949 年から 1960 年まで、2 巻は

1961 年から 1970 年までの案件を扱う。排列は年度別

で、案件名、発議機関、管理番号、ページ数、生産年度

などの情報を収録する。巻末付録として、国務会議開催

日程と、英語略語表を付す。 
 
북한인권 : 이론･실제･정책 = North Korean human 
right : theory, reality and policy / 서보혁 지음. -- 
개정판. -- 파주 : 한울, 2014.12. -- 415p ; 24cm. -- 
(한울아카데미 ; 1757) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788946057579 
（北韓人権 : 理論･実際･政策） AK3-211-K8 
 
희망의 국민행복 시대를 열다 : 대한민국 제 18 대 
대통령 선거 백서 / 새누리당 지음. -- 서울 : 드림, 
2013.2. -- 230p ; 22cm 
ISBN: 9788970909202 
（希望の国民幸福時代を開く : 大韓民国第 18 代大統領 
選挙白書） AK4-251-K52 
 
제 18 대 대통령선거 백서 : 2012 사람이 먼저인 
대한민국, 공평과 정의를 위한 도전 / 제 18 대 
대통령선거백서발간팀 제작. -- 서울 : 민주통합당, 
2013.4. -- 641p ; 30cm 
（第 18 代大統領選挙白書 : 2012 人が第一である大韓

民国、公平と正義のための挑戦） AK4-251-K55 
 
지방세 3 법 해설과 실무사례 / 심영택 저. -- 2014 년 
개정증보판. -- 서울 : 삼일인포마인, 2014.2. -- 2142p ; 
27cm 
ISBN: 9788959423187 
（地方税 3 法解説と実務事例） AK4-361-K63 
 

국방사연표. 제 2 집, 1991-2010 / 국방부 
군사편찬연구소 [編]. -- 서울 : 국방부 군사편찬연구소, 
2013.12. -- ii, 507p ; 27cm 
文献あり. 
ISBN: 9791155980057 
（国防史年表. 第 2集, 1991-2010） AK4-651-K48 
 

시정백서 : 세종시 1 기 : 2012.7.1∼2014.6.30 / 
세종특별자치시 [編]. -- [세종] : 세종특별자치시, 2014.6. 
-- 793p ; 26cm 
（市政白書 : 世宗市 1 期 : 2012.7.1∼2014.6.30） 
 AK4-1311-K28 

2012 年 7 月 1 日に、行政中心複合都市を含む韓国 17
番目の広域自治体として誕生した世宗特別自治市初の白

書。「第1編：市政の概観」「第2編：部門別成果と計

画」「第3編：議会運営」「第4編：市政資料」の4編

からなる。 
 
＜経済・産業＞ 

중국조선족역사연구문헌목록 / 김태국, 우경섭 편저. -- 
서울 : 문예원, 2013.5. -- 509p ; 24cm 
漢字タイトル: 中國朝鮮族歷史硏究文獻目錄. 
索引あり. 
ISBN: 9788997916252 
（中国朝鮮族歴史研究文献目録） D1-K9 
中国における、中国朝鮮族に関する著作および論文の

書誌情報を収録。著作は研究書、論文集、人物伝・回顧

録・文集・随筆集、資料集・目録集・索引集・年報等の

4 つ、論文は総論、学位論文、17-19 世紀（朝鮮・清朝

期）、20 世紀前半（抗日闘争・解放戦争期）、20 世紀

後半（1949 年以後）の 5 つに分類し、それぞれ発表年

順に排列。巻末に著者名索引と用語索引を付す。 
 

＜社会・労働＞ 
한국의 사회복지 2012-2013 = Social welfare review / 
한국복지연구원 엮음. -- 파주 : 한울, 2014.1. -- 450p ; 
26cm. -- (한울아카데미 ; 1648) 
文献あり. 
ISBN: 9788946056480 
（韓国の社会福祉 2012-2013） EG35-K26 
韓国の社会福祉の現状を整理する資料。「特集：韓国

社会福祉の争点」「韓国社会福祉の現況と課題」からな

り、後者をさらに「I. 社会福祉財政」「II. 公共扶助制

度」「III. 社会保険制度」「IV. 社会福祉サービス」に

区分する。隔年刊。 
 
＜歴史・地理＞ 
북한지식사전 / 통일부 통일교육원 교육개발과 [編] . -- 
서울 : 통일부 통일교육원 교육개발과, 2013.10. -- 
693p ; 19cm 
（北韓知識事典） GE138-K137 
北朝鮮の主要政策、主義・主張、機関、行事、事件な

ど約200項目について、その背景、主な内容、経過、特

徴などを収録。排列は、見出し語のハングル字母順。 
 
한국지리지 제주특별자치도 = The geography of Korea : 
Jeju / 국토교통부 국토지리정보원 [編]. -- 수원 : 
국토교통부 국토지리정보원, 2012.12. -- 373p ; 29cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788993841138 
（韓国地理誌済州特別自治道） GE169-K41 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국민속문학사전 = Encyclopedia of Korean folk 
literature. 민요, 판소리 / 국립민속박물관 [編]. -- 
서울 : 국립민속박물관, 2013.11. -- 2 冊 ; 29cm 
ISBN: 9788992128582 (set) -- 9788928900589 (민요) -- 
9788928900596 (판소리) 
（韓国民俗文学事典） KD2-K7 
民謡編は、韓国の民謡やその資料、用語など500項目

を収録。民謡については、定義、歌詞、内容、特徴など

を記述。排列は見出し語のハングル字母順。パンソリ編

は、パンソリの5大歌、その他の主要歌、短歌、資料、

用語に分類し、166 項目を収録。歌については、定義、

歌詞、内容、特徴などを記述。排列は、分類ごとに見出

し語のハングル字母順。各巻末に索引を付す。 
 
속담사전 = Dictionary of proverb / 이기문, 조남호 
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人的なコネクションを通じて把握されること

になり、特に、学術出版物の出版情報は、体

系的な入手が困難である。ソ連時代は学術出

版そのものも、出版情報の集約も、国家の保

護と管理があって体系的に行われていたが、

現在はそれがまったくなくなってしまった。

出版物の通信販売は今や世界的に活況を呈し

ているが、ウズベキスタンなどでは、

Amazon のようなオンライン書店を通じた販

売・購入に関してもインフラがまだ整備され

ておらず、Web サイトから多少の出版情報を

得ることはできても、実際に、Amazon で出

版物の売買をすることは難しい。 
 
3. 資料収集の主な方法 
3.1. 書店経由の購入 
以前に比べ、個人が資料収集できる可能性

は広がってきたが、情報が少ないのが辛いと

ころである。現在、中央アジア関連の資料を

収集するルートとしては、まず日本の書店経

由が考えられる。地域研究の分野では、学術

書、地図、統計、新聞、雑誌などが必要な出

版物である。なお、歴史研究で最も重要なも

のは現地の文書館などに所蔵される一次資料

であるが、そうした資料は現地に行って閲覧

するしかない。 
日本の主な書店は、かつてソ連の専門店で

あったナウカ・ジャパン（以前の社名はナウ

カ）と日ソ（以前の社名は日ソ図書）である。

ナウカ・ジャパンの拠点は東京のみであるが、

日ソは東京と大阪に拠点がある。この 2 書店

が最大手で、それぞれカタログも作成してお

り、研究者はそれを定期的にチェックする。

ここ数年の新規参入として、東京に拠点を置

くドナウ・トゥ・アムール書店があり、ドナ

ウ川からアムール川の間の地域をカバーして

いるとのことである。 
ナウカ・ジャパン、日ソともに、カタログ

に掲載する体系的な出版情報は、かつてのコ

ネクションを生かしてモスクワで入手してい

るようである。ロシアで出版される本につい

ては、出版予定情報も含め、定期的にカタロ

グが発行され、それを見て発注できるわけだ

が、これはロシアの出版物と、ロシアに集め

られた出版物にほぼ限定されているという印

象である。 
日ソやドナウ・トゥ・アムール書店は、中

央アジア諸国やコーカサス諸国で、不定期の

ようではあるが、現地収集をしている。現地

で本を買い付け、日本に送り、カタログ化し

た上で販売している。この方法は、在庫があ

るものを買う形になるため、散発的であり、

買い付けた分が売り切れれば入手不可となる。 
つまり、現状としては、ロシア国内で刊行

された、あるいはロシアに集められた中央ア

ジア関連資料であれば、事前に情報を得て、

発注して買うことが可能であり、出版予定情

報もある程度入手できる。一方、ロシア以外

で出版されたもの、ロシアに送られなかった

もので書店が現地収集したものは現品限りに

ならざるを得ない。今まで見てきたところで

は、ナウカ・ジャパンも日ソもカザフスタン、

キルギスの出版物を比較的多く扱っているよ

うである。これはロシアの出版界がカザフス

タン及びキルギスの出版界とコネクションが

強いことや、両国の経済活動の自由度が高い

ことが理由であると思われる。ウズベキスタ

ンの出版物も時々扱われることがあるが、タ

ジキスタン、トルクメニスタンの出版物に至

っては、書店経由での情報はほとんどない。 
なお、ソ連時代に出版された中央アジアに

関連あるテーマの古本については、東京にあ

るビブリオや穂高書店が作成している古書カ

タログで時々目にすることがある。ナウカ・

ジャパンやビブリオはかなり多くのロシア語

古書を持っているようであり、特定の関心分

野があれば個別に問い合わせてみるのもよい

かもしれない。ナウカ・ジャパンや日ソは在

庫資料のカタログも定期的に出している。 
 
3.2. 現地収集 
 一方、現地収集については、ソ連解体以降、

門戸が開かれた。研究機関によっては現地で

の資料収集を目的とした海外出張が制度化さ

6
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れているところもあるが、大学などでは難し

いので、海外出張に行った際に購入している。

地域研究に役立つ資料を入手するためには、

やはり現地収集がどうしても必要である。 
 ウズベキスタンで私が資料を購入するのは、

書店・古書店、研究所や科学アカデミーの書

籍部（そこには最新の学術書や著名な研究者

の著作が陳列されていて、入手できることも

多い）であり、街中の露店や宗教関連施設の

売店などで掘り出し物に出会うこともある。

が、むしろ収穫が大きいのは、個人的な伝手

による入手で、蔵書家からこちらの関心に即

して譲ってもらうケースや、あらかじめこち

らの関心を伝えて本を集めておいてもらうこ

ともある。カザフスタン、キルギスでもほぼ

同じ状況だと思われるが、両国ははるかに書

店の数が多く、品ぞろえが豊富である。 
 現在も出版物の国外持ち出しに制限がある

ことがあり、発行年によって制限がかかった

り、百科事典、辞書、教科書類は持ち出せな

いなど、国によって様々である。また頻繁に

制限の内容が変わるので、その都度確認する

必要がある。郵便局から小包（陸送便、航空

便）やEMS（国際スピード郵便）で送れる場

合もあれば、数が多い時などは郵便局では受

け付けてもらえず、運送業者に国際輸送を依

頼することになる。リスト化して国外持ち出

し許可を得なければならないこともある。従

って、買うことは比較的簡単だが、個人で大

量の本を持ち帰るにはかなり手間と時間がか

かることも覚悟しなければならない。 
ウズベキスタンの例をもう少し挙げると、

ここ数年、目に見えて出版点数が増えている

ようである。ただ、書店に多くの種類の本が

並ぶのはほぼ首都タシュケントに限られ、地

方に行くと大規模な書店自体がほとんどない。 
ウズベキスタンでは、ほぼ国営と言っても

                                 
3 京都大学地域研究統合情報センター「「トルキス

タン集成」データベース」 
http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/turkestan/ 
「トルキスタン集成」はロシア帝政期の 19 世紀後半

から 20 世紀初頭にかけて収集された、当時の中央ア

よい出版社シャルク（「東方」の意）が大き

な勢力を持っている。首都タシュケントの中

心部に直営の書店「シャルク」を持ち、他の

追随を許さない印象である。政権の側では、

独立後の新たなウズベキスタンの正史編纂に

非常に力を入れており、「シャルク」にもウ

ズベキスタンとウズベク民族の歴史、民族の

伝統を礼賛するような本が多数並んでいる。 
 
3.3. 国際的資料共有の試み―「トルキスタ

ン集成」のデジタル化・データベース化― 
 デジタル化による資料収集と国際的な資料

共有の試みの事例として、「トルキスタン集

成3」というコレクションのデータベース化の

試みを紹介したい。  
「トルキスタン集成」とは、ウズベキスタ

ン共和国ナヴァーイー記念国立図書館の希少

本室に保管されている資料集成で、ロシア帝

政時代の立派な革製本の資料 594 巻から成る。

中央アジアはロシアが最後に征服した植民地

であり、中央アジア行政に携わるロシアの軍

人や行政官が中央アジアの事情を知るための

百科事典を作るという構想のもと、当時ロシ

アやヨーロッパで発行された刊行物が可能な

限り集められ、単行本、新聞・雑誌記事、統

計資料、地図、図版など様々な資料が収集・

再製本された。 
「トルキスタン集成」は、ソ連時代にマイ

クロ化されていたが、最初に私が訪れた 1999
年当時、ナヴァーイー記念国立図書館ではマ

イクロ資料を閲覧する機械が壊れており、修

理も補充もできない状態であったため、閲覧

者には現物を提供していた。19 世紀後半から

20 世紀初頭のコレクションであるため、ペー

ジを開くと時に紙がこぼれ落ちるほど状態が

悪く、資料の行く末が案じられた。このよう

な状況下で、資料をデジタルカメラで撮影し

ジアに関する資料集成。全 594 巻、索引 5 点から成

る。資料集成としてはウズベキスタン共和国ナヴァー

イー記念国立図書館所蔵の 1セットが存在するのみ。

デジタル複製版（CD122 枚）を京都大学地域研究統

合情報センターが所蔵している。 
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2013 年から 2014 年に『环球时报』(人民日報社が刊

行する国外向けの情報発信紙)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 18 の世論調査結果

を収録。「环球对望：中国信心与世界印象」「国家安

全：两岸大局与周边情势」など 4 部分からなる。 
 
中国幸福指数报告 : 2006-2010 = Report on well-being 
index in China : 2006-2010 / 邢占军 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2014.4. -- 3, 1, 248p ; 24cm 
ISBN: 9787509757451          EC225-C61 
経済、文化、社会、環境などの分野の 44 項目の統計

データから中国国民の幸福度を示す評価指数を算出して

地域比較した報告書。「2006～2010 年中国客观福祉的

走势与区域差异」「中国健康与基本生存福祉报告」など

6 部分からなる。 
 
中国妇女发展报告 = Report on women development in 
China. No.5, 妇女/社会性别学学科建设与发展 / 王金玲 
主編. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2014.9. -- 2, 6, 
539p ; 24cm. -- (妇女发展蓝皮书 = Blue book of women 
development) 
ISBN: 9787509762967 EF73-C23 
女性学、ジェンダー研究の体制整備および研究動向に

関する論文集。「妇女/社会性别学的学科发展」など 3
部分からなる。巻末に「妇女研究学科化的百年历程」

「女子院校女性学学科建设回顾」など 15 の付録を付す。 

 
台灣婦女處境白皮書. 2014 年 / 王舒芸 等 著 ; 陳瑤華 

主編. -- 台北 : 女書文化事業, 2014.5. -- 495p ; 21cm. -- 
(女書系列 ; 29) 
ISBN: 9789578233942 EF73-C107 
政治参加、移民、性暴力など台湾女性の境遇に関する

論文集。「台灣照顧福利的發展與困境 : 1990-2012」
「性別勞動平權的進步與檢討」など14篇の論文を収録。 
 
中国低碳发展报告 = Annual review on low-carbon 
development in China. 2014 / 齐晔 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2014.3. -- 4, 12, 5, 8, 4, 346p ; 24cm. 
-- ( 低碳发展蓝皮书  = Blue book of low-carbon 
development) 
ISBN: 9787509757116 EG295-C94 
スモッグ、PM2.5 対策、再生可能エネルギーの普及

など低炭素社会推進の取組みに関する報告書。「总报告」

「案例篇」など5篇からなる。巻末に「名词解释」など

4 の付録を付す 
 
＜歴史・地理＞ 
湖南古今人物辞典 / 王晓天, 王国宇 主编. -- 长沙 : 湖
南人民出版社, 2013.6. -- 3, 1, 66, 67, 1339p ; 24cm. -- (湖
湘文库. 乙编 ; 256) 
ISBN: 9787543892392 GE12-C166 
古代から 2011 年末までに没した湖南省出身者および

湖南省で活動した主要人物約 6,500 名について、生没年、

本籍地、民族、略歴、著作などを収録。「湘籍人物」

「寓湘人物」の2に大別し、それぞれ没年の時代順に排

列。巻頭に筆画順の人名索引を付す。 
 
＜哲学・宗教＞ 

中国神话母题 W 编目 = Wang's catalogue : motif in 
China's mythology / 王宪昭 著. -- 北京 : 社会科学文献

出版社, 2013.12. -- 2, 2, 2, 54, 1747p ; 27cm. -- (中国少

数民族语言与文化研究书系 / 朝戈金 主编) 
ISBN: 9787516138311 HK2-C16 
中国の神話から抽出したモチーフ約 33,000 種につい

て、分類番号を付与し、スティス・トンプソンの国際分

類および国内の事例と対照。「神与神性人物」「婚姻与

性爱」など 10 に大別し、その中を細分して排列。巻末

に「汤普森（TPS）母题类型表」など5の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
新中国美术家大典 / 任钦功 主编. -- 北京 : 红旗出版社, 
2013.1. -- 2 冊 ; 30cm 
ISBN: 9787505125278     K9-C38 
現代中国の書道家、芸術家約 1,800 名について、略歴、

肖像、作品の図版を収録。「书法卷」「美术卷」の2巻

からなり、それぞれ筆画順に排列。 
 
景德镇陶瓷词典 / 石奎济, 石玮 编著. -- 南昌 : 江西人

民出版社, 2014.3. -- 5, 50, 661p ; 29cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787210062165 KB2-C17 
景徳鎮を中心とする中国の陶磁器の作品、名人、技術

用語、陶窯など 5,000 余項目を収録。「各地瓷窑」「陶

瓷装饰」など 17 に大別し、その中をさらに細分して排

列。巻末に付録として、「景德镇当代陶瓷名家作品」お

よび拼音順の項目索引を付す。 
 
契丹小字词汇索引 / 刘浦江, 康鹏 主编. -- 上海 : 中華

書局, 2014.5. -- 2, 3, 2, 564, 286p ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787101100877          KJ113-C19 
契丹族が使用した表音文字である契丹小字の語彙

9,104 語について、出典、語義を収録。巻末に「契丹小

字资料简称表」「契丹小字资料出处」など4の付録のほ

か、契丹小字の碑文 33 種を付す。 
 
日汉图解常用反义词词典 / 叶琳 主编. -- 南京 : 南京大

学出版社, 2013.12. -- 534p ; 21cm 
ISBN: 9787305115547          KK12-C403 
日本語の語彙 11,454 語について、中国語訳、日本語

の用例、対義語を収録。排列は五十音順。 
 

臺灣漢語傳統文學書目新編 / 吳福助, 黃震南 主編. -- 
臺南 : 國立臺灣文學館, 2013.12. -- 2 冊 ; 21cm. -- (臺文

館叢刊 ; 26-27) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9789860391053 KK61-C115 
文津出版社 1999 年刊の増訂。文語文で書かれた台湾

の文学作品約 3,500 タイトルについて、書名、著者、版

本、所蔵機関などを収録。「明鄭時期」「日籍作家作品

」など5に大別し、それぞれその中をさらに細分して排

列。下巻末に「臺灣先賢詩文集―龍文出版社」など4の

付録、筆画順の著者索引および書名索引を付す。 
 
诗经学大辞典 / 夏传才 主编. -- 石家庄 : 河北教育出版

社, 2014.3. -- 2 冊 ; 30cm 
ISBN: 9787543476561 KK62-C135 
詩経各篇の解題、詩経の語句解説、国内外の詩経研究

書の目録・解題など詩経に関する項目を収録。「三百篇

解题卷」「诗经词语」など 13 部に大別し、それぞれ拼

アジア情報室通報 第 13巻第 3号（2015.9） 

 8 

そのコンテンツを保存するアイデアが出され、

現地出版社のイニシアチブのもと、国立図書

館希少本室の責任者の賛同も得て、3 年ほど

かけてコレクションの全ページが撮影された。 
希少資料を所蔵する機関と、資料の価値や

保存の重要性を認識する研究者や研究機関、

そして、出版社やデジタル撮影・ファイル加

工等の技術を持つ（できれば現地の）人々の

3 者がうまく合意できれば、希少資料を共有

するある種のアリーナができる。研究者や研

究機関はプロジェクトを提案し、所蔵機関は

デジタル複製の許可を出し、出版社はデジタ

ル撮影を自ら行ったり、そのノウハウを所蔵

機関に教えてデジタル・ファイルを作るので

ある。出来上がったファイルは 3 者で共有す

る。 
ケース・バイ・ケースであるが、関係者間

の合意ができれば、権利の問題を解決し、希

少資料のデジタル版のインターネット公開や

データベース化が可能となり、国際的な共有

につながると考えている。「トルキスタン集

成」の場合は、比較的順調に話が進み、作成

したデジタル版のうち 1 セットはウズベキス

タン共和国ナヴァーイー記念国立図書館に引

き渡され、もう 1 セットを、当時私が所属し

ていた日本の国立民族学博物館地域研究企画

交流センターの所蔵資料にすることができた。 
当初、デジタル版CD122枚は同博物館の図

書室で利用できるのみであったが、2006 年に

地域研究企画交流センターの再編に伴って京

都大学地域研究統合情報センターに移管され

てからデータベース化に着手した。このデー

タベースは、希少資料の所蔵機関単独では資

料の保存・公開が困難な状況で、そのコンテ

ンツを保存し、国際的に共有する事例として

意味があると位置づけられ、さらに、現地と

の協働による非収奪的な資料収集の方法とし

ても評価を受けている。 
現在、京都大学地域研究統合情報センター

の Web サイトでデータベースを公開しており、

検索窓にキーワードを入れると、関係する書

誌が表示され、資料PDFが登録されているも

のは、学内限定ではあるが、その画像を見る

ことができる。今後は、より魅力的なデータ

ベースにするため、リニューアル版の作成と

公開を目指している。地域研究統合情報セン

ターでは、情報学を地域研究に活用する試み

として地域情報学の構築が進展中であり、そ

こで作成されたツールなどを組み込んで、通

常の図書館の所蔵目録データベースとは異な

る形で、時空間情報による検索やキーワード

の連鎖による検索ができ、コレクションの意

味世界を提示できるようなデータベースの新

しい展開を考えている。 
 
おわりに 
これまで述べたように、日本国内で、中央

アジア各国で刊行される資料について、出版

情報を体系的に把握し、資料を発注すること

は極めて難しいのが現状である。そのような

状況で研究者あるいは図書館が資料収集に取

り組む場合は、下記の方向性が重要であると

考える。 
 

1. 現地で出版情報の提供者（個人あるいは

機関）を確保し、できれば日本の書店と

の連携を促すこと。そして、これにより

現地の出版情報をより効率的かつ体系的

に得ること。 
2. デジタル技術の利用により、文字資料だ

けでなく映像（記録映像、ドキュメンタ

リーを含む映画作品など）や写真・ポス

ターなどの非文字資料も収集すること。 
3. いずれの場合も、現地の人々との協働が

不可欠である。これにより、紙資料の入

手だけでなく、デジタル化による資料の

共有、保存、相互活用を進めることがで

きる。 
（おびや ちか） 
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レファレンスツール紹介 39 中央アジア・南コーカサス諸国の百科事典 
 

緒方 佑衣（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 

本稿では、アゼルバイジャン、アルメニア、

ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジ

ョージア、タジキスタン、トルクメニスタン

（中央アジア・南コーカサス諸国）について調

べる際に有用な百科事典を、以下の 3 種に分け

て紹介する。1 
①標記諸国と文化的、歴史的連続性を持つ中東

やイスラームに関する事典 
②標記諸国を領域に含むロシア（帝国、ソ連含

む）で刊行された事典 
③ソ連からの独立後に各国で刊行された事典 
 
【 】は当館請求記号、【( )】は関西館請

求記号。刊行情報及びインターネット情報の最

終確認日は、2015 年 8 月 8 日である。 
 

1. 中東・イスラームに関する事典 
The Encyclopaedia of Islam. (第2版。New ed., 
Brill, 1960-2008)【HR32-B12】、CD-ROM 版

【YH245-B486】(CD-ROM 版は東京本館所蔵） 
英語。本巻 12 巻（第 12 巻は補遺）と索引 1

巻。項目ごとに参考文献を付す。最も信頼性の

高い中東とイスラーム世界に関する参考書。各

版のオンライン版がある（当館未契約）。Brill
Online Reference Works（http://referencewo
rks.brillonline.com）で全文検索による見出し

語確認（第 3 版は掲載冊も）が可能。 
 
なお、上記 Encyclopaedia of Islam の初版

【297-E56】（東京本館所蔵）には、第 2 版に

ない情報が含まれ、現在でも参照する価値があ

る。英語。本巻 4 巻、補遺 1 巻 4 冊、見出し語

約 9,000 語（索引なし）。リプリント（E.J.  
Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936.
【HR32-A3】）がある。 
 また、第 3 版【(HR32-P27)】では、第 2 版

                                 
1 中央アジア・南コーカサス諸国の言語は、元々アラビ

ア文字表記であったため、ラテン文字やキリル文字への

翻字に際して綴り字に揺れが生じ、事典ごとに収録語の

までのアラブ偏重の是正が目指されている。英

語。2015 年第 3 分冊まで刊行済み。排列は各

冊ごとのアルファベット順。項目ごとに参考文

献、巻末に累積項目索引を付す。 
 

Encyclopædia Iranica. (Mazda Publishers, 
[1992]-)【GE8-B55】【GE8-67】 
英語。第16巻第2分冊まで刊行されている。

項目ごとに参考文献を付す。イランに関する百

科事典であるが、中央アジア・南コーカサス諸

国関係の項目も多く、 “Caucasus,” “Central 
Asia”の項目が充実している。Encyclopædia  
Iranica（http://www.iranicaonline.org/）で検

索及び閲覧が可能。 
 
İslâm ansiklopedisi. İslâm âlemi coğrafya, 
etnografya ve biyografya lûgati.（イスラー

ム百科事典、イスラーム世界の地理学、民族誌

学、伝記学事典）(Maarif Matbaası, 1940- 
1985)【297.03-I82】（東京本館所蔵） 
 The encyclopaedia of Islām 初版【297-E56】
のトルコ関係の部分を全面的に書き換え詳細に

したトルコ語版。項目によっては、現在でも参

照するに足る。 
 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi.
（トルコ宗教財団イスラーム百科事典） 
(Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi
Genel Müdürlüğü, 1988-)【Y782-T40】 
トルコ語。全 44 巻（索引なし）。16,855 項

目。各項目に参考文献を付す。トルコ及びトル

コ系民族についての基本文献であり、宗教、歴

史関係に定評がある。Türkiye Diyanet Vakfı,
 İslâm Araştırmaları Merkezi（http://www.i
slamansiklopedisi.info/index.php）にて検索及

び閲覧が可能。 

表記が異なる場合がある。各百科事典を利用する際には、

凡例や索引を参照することが有効である。 
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2. ロシア刊行の事典 
Ислам  на  территории  бывшей  Российской  
империи : энциклопедический словарь.（旧

ロシア帝国の領土におけるイスラーム：百科事

典 的 辞 書 ）  (Издательская фирма 
"Восточная литература" РАН, 1998-)
【(HR32-P12)】【(HR32-P19)】 
ロシア語。ロシア帝政期を中心に、帝国内の

イスラームについて扱う。現在 5 号まで刊行さ

れ、1～3 号の内容は、第 1 巻【(HR32-P19)】
に改訂の上まとめられている。排列は各号ごと

のキリル文字アルファベット順。各項目に参考

文献、巻末に索引及び「文献」「記事」等の一

覧を付す。 

 
Большая советская энциклопедия.（ソビエ

ト大百科事典） (初版 , Большая советская 
энциклопедия, 1926-48) 
【037-B693】【037-Sh69】（東京本館所蔵） 
ロシア語の定評ある網羅的百科事典。本巻

65巻と「ソ連邦」巻の全66巻、約65,000項目

（索引なし）。 
 
なお、上記 Большая советская энциклопедия

の第 2版【037-B693-v】（東京本館所蔵）は、

全53巻、約10万項目。第50巻が「ソ連邦」、

第 51 巻は補遺。約半分の項目に参考文献を付

す。 
第 3版【UR32-1】（東京本館所蔵）は、全 30

巻 31 冊、約 10 万項目。第 24 巻Ⅱが「ソ連

邦」。大部分の項目に参考文献を付す。 
Большая Советская Энциклопедия (БСЭ)
（http://bse.sci-lib.com/）にて検索が可能。 
また、英語版 Great Soviet encyclopedia.

【UR17-10】（東京本館所蔵）もある。本巻 31
巻、累積索引 6 冊（5 巻ごとに刊行）。ロシア

語版からの変更点は、事実関係の更新と、一部

項目の省略のみ（各巻に明示）。TheFreeDicti
onary.com（http://www.thefreedictionary.com/）
において検索が可能。 

 
Большая российская энциклопедия.（ロシ

ア大百科事典） (Научное издо "Большая 
российская энциклопедия", 2004-) 

【UR32-B5】 
ソ連崩壊後初の網羅的なロシア語百科事典。

各項目に参考文献を付す。大統領令により刊行

され、首巻及び第 27 巻まで刊行済み。 
 

3. 中央アジア・南コーカサス諸国刊行の事典 
【アゼルバイジャン】 

Азәрбајҹан совет енсиклопедијасы.（アゼル

バイジャン・ソビエト百科事典）(Азәрбајҹан 
Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксијасы,  
1976-1987)【Y795-TS-1】 
全 10 巻、キリル文字表記のアゼルバイジャ

ン語。 
 
Azərbaycan milli ensiklopediyası.（アゼルバ

イ ジ ャ ン 百 科 事 典 ） ("Azərbaycan milli 
ensiklopediyası" Elmi mərkəzi, 2007-) 
【Y795-TS-226】 
アゼルバイジャン語。大統領令により刊行さ

れ、首巻及び第 4 巻まで刊行済み。首巻は「ア

ゼ ル バ イ ジ ャ ン 」 で 1 冊 。 Prezident 
Kitabxanası Website（http://www.preslib.az/）
のE-kitablar（E-books）からPDFを閲覧可能。 

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası .
（アゼルバイジャン民主共和国百科事典）

(Lider Nəşriyyat, 2004-2005)【Y795-TS-143】 
全2 巻、約1,500 項目。アゼルバイジャン語。

「アゼルバイジャン民主共和国」の項目を第 1
巻巻頭に排し、各項目末に参考文献を付す。 
Przident Kitabxanası Website（http://www.p
reslib.az/）のE-kitablar（E-books）からPDF
を閲覧可能。 

 
【アルメニア】 
Հայկական Սովետական Հանրագիտարան.
（Армянская Советская Энциклопедия / ア
ルメニア・ソビエト百科事典） (Հայական 
սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբ, 
1974-1987)（当館未所蔵） 
全 13 巻、アルメニア語。第 13 巻は「ソビエ

ト・アルメニア」で1冊。Wikisourceにおいて

公開されている（https://hy.wikipedia.org/wiki
/Հայկական_սովետական_հանրագիտարան）。 
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【ウズベキスタン】 

Ўзбекистон миллий энциклопедияси.（ウズ

ベキスタン百科事典）("Ўзбекистон миллий 
энциклопедияси", 2000-)【Y793-TS-31】 
全 12 巻、キリル文字表記のウズベク語。第

11巻巻末に補遺と付録が付され、第 12 巻は

「ウズベキスタン共和国」で1冊。ziyouz.uzで
PDF を閲覧可能（http://n.ziyouz.com/kutubxo
na/category/11-o-zbekiston-milliy-ensiklopedi
yasi）。 

 
【カザフスタン】 

Казахская ССР : 4-томная краткая энцикло-
педия.（カザフ・ソビエト社会主義共和国：4
巻本小百科事典）(Глав. ред. Казахской сов. 
энциклопедии, 1985-1991)【GE8-A14】（東

京本館所蔵） 
Қазақ Кеңес энциклопедиясы（Қазақ КСР

ғылым академиясы құрастырған энциклопедия
1972-1978, 1982, 12+1vol. 当館未所蔵。ソビ

エト大百科事典を基にした百科事典）のカザフ

語とロシア語による全 4 巻の簡易版。各巻末に

アルファベット順索引を付す。 
 
Қазақстан : ұлттық энциклопедия.（カザフ

スタン百科事典）(Қазақ энциклопедиясы, 
1998-2007)【Y791-TS-33】 
全 10 巻、カザフ語。各巻末に索引を付し、

第10巻に補遺と付録を含む。Казахская ССР
【GE8-A14】を参考に、大統領の指導の下作

成された。 
 
Казахстан : национальная энциклопедия.
（ カ ザ フ ス タ ン 百 科 事 典 ） (Главная 
редакция “Қазақ энциклопедиясы”, 2004-
2006)【(GE8-P129)】 
上記Қазақстанのロシア語版。全5巻。「カ

ザフスタン」の項目を第 1 巻冒頭に排し、各巻

末に索引、第 5 巻末に人物索引、地域情報など

を付す。Ministry of Culture and Sport of 
Republic of Kazakhstan > Culture Legacy > 
Literature （http://www.madenimura.kz/en/）
において閲覧が可能。 
 

【キルギス】 

Кыргыз совет энциклопедиясы.（キルギス・

ソ ビ エ ト 百 科 事 典 ） (Кыргыз совет 
энциклопедиясынын башкы редакциясы, 
1976-1980)【Y792-TS-1】 
全 6 巻、キルギス語。ソビエト大百科事典第

3 版【UR32-1】を基に、キルギス関係を追補。 
 
Кыргызстан : улуттук энциклопедия.（キ

ルギス百科事典）(Мамлекеттик тил жана  
энциклопедия борбору, 2006-)【Y792-TS-12】 
キルギス語。第 4 巻まで刊行されている。 
 

【タジキスタン】 
Энциклопедияи советии тоҷик.（タジク・ソ

ビエト百科事典） (Сарредакцияи илмии 
Энциклопедияи советии Тоҷик, 1978-1987)
【Y787-TS-1】 
全 8 巻、項目数 23,000 以上。タジク語。ソ

ビエト大百科事典第 3 版【UR32-1】を基に、

タジク関係を追補。 
 

Энсиклопедияи Миллии Тоҷик.（タジク百

科事典）(Сарредаксияи Илмии Энсиклопедияи  
Миллии Тоҷик, 2011-)【Y787-TS-102】 
タジク語。大統領令により刊行が開始され、

第 3 巻まで刊行されている。 
 
【トルクメニスタン】 

Түркмен совет энциклопедиясы.（トルクメ

ン・ソビエト百科事典） (Түркмен совет 
энциклопедиясының баш редакциясы, 
1974-1989)【Y794-TS-1】 
全 10 巻。トルクメン語唯一の包括的な百科

事典（キリル文字表記）。第 8 巻は「トルクメ

ニスタン・ソビエト社会主義共和国」で 1 冊。

ソビエト大百科事典第 3 版【UR32-1】を基に、

トルクメン関係を追補。 
（おがた ゆい） 
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アジア情報室の新着資料紹介（2015.4～2015.6） 
 
アジア情報室で新たに利用可能となった開架資料を紹介する（2015 年 4 月から 6 月まで）。 
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。 
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、その中を、言語別（諸言語、日本語、欧米言語）、請求記号順に排列した。 
 
 

1.  中国（香港、マカオ、台湾を含む） 
 
中国語の部 

 
＜政治・法律・行政＞ 
参政议政用语集 / 刘本旺 主编 ; 中国民主同盟吕梁市

委员会 编. -- 北京 : 群言出版社, 2014.4. -- 3, 2, 2, 37, 
387p ; 19cm 
文献あり. 
ISBN: 9787802565524     A2-C75 
政治議論に用いられる政治、法律、経済など各分野の

用語約1,900語を収録。「统一战线」「政治学」など14
に分類し、その中を拼音順に排列。 

 
百年中国法律史学论文著作目录 / 赵九燕, 杨一凡 编. -- 
北京 : 社会科学文献出版社, 2014.4. -- 2 冊 ; 25cm. -- (中
国社会科学院老年学者文库) 
ISBN: 9787509753897   A111-C23 

19世紀末から2010年までに刊行された中国の法律史

関係の文献約 24,100 件を収録。「论文目录」「图书目

录」の2に大別し、それぞれその中をさらに分類して出

版年順に排列。 
 

司法院法規沿革資料目錄 / 司法院參事室 編輯. -- 台北 : 
司法院, 2013.12. -- 2, 12, 178p ; 30cm 
ISBN: 9789860396522        AC8-771-C42 
 台湾の司法院が主管する法規について、公布機関、公

布日、改廃の沿革、掲載公報の書誌事項などを収録。

「司法院法規沿革資料目錄」および「司法院廢止法律沿

革資料目錄」の 2 部分からなる。前者は、「組織類」

「民事類」など 11 に分類して排列。巻末に「司法院

102 年 10 月至 12 月異動法規」など 2の付録を付す。 
 
中国产权市场发展报告 = Annual report on China's 
property and intellectual property exchanges. 2012-
2013 / 曹和平 主编. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 
2013.12. -- 3, 11, 364p ; 24cm. -- (产权市场蓝皮书 = Blue 
book of property and intellectual property exchanges) 
ISBN: 9787509752401        AC9-521-C26 
 中国の株式や不動産などの財産権取引市場に関する報

告書。「总报告」「实绩篇」「案例与数据篇」など7部

分からなる。 
 
＜経済・産業＞ 
保险英汉词典 : 简体版 = English-Chinese dictionary 
of insurance / 财团法人保险事业发展中心 编著 ; 吴小

平, 赖清祺 主编. -- 北京 : 法律出版社, 2014.1. -- 
1235p ; 22cm 
索引あり. 

ISBN: 9787511856500  D2-C172 
 保険に関する用語約 6,000 語について、英語と中国を

対照し、解釈を収録。排列は英語のアルファベット順。

巻末に拼音順の索引を付す。 
 
近代中国银行业机构人名大辞典 / 姜建清 主编. -- 上海 : 
上海古籍出版社, 2014.1. -- 2, 2, 62, 882p ; 27cm 
ISBN: 9787532571420    D4-C119 
 清代康熙年間から改革開放期(1978 年前後)までの金

融機関や金融関係の人物を収録。「机构卷」「人物卷」

の 2部分からなる。「机构卷」は、銀行など約 9,000の

金融機関について、創立年、所在地、資本金などを収録。

「人物卷」は、金融関係の人物約 1,000 名を収録。排列

はいずれも拼音順。巻末に付録として「部分钱庄、银号

附表」と拼音順および筆画順の索引を付す。 

 
中国流动人口发展报告 = Report on China's migrant 
population development. 2014 / 国家人口和计划生育委

员会流动人口司 编. -- 北京 : 中国人口出版社, 2014.10. 
-- 2, 3, 2, 3, 183p ; 24cm 
ISBN: 9787510120497         DC731-C128 
 中国国内の人口移動に関する 20 の報告を収録。「人

口流动迁移和城镇化专题」「流动人口生育专题」など 5
部分からなる。巻末に「国际移民展望 2013（摘要）」

「"新生代"流动人口定义探讨」など 4の付録を付す。 
 
世界侨情报告 = Overseas Chinese report. 2013 年 / 
《世界侨情报告》编委会 编. -- [广州] : 暨南大學出版社, 
2014.9. -- 2, 4, 2, 469p ; 25cm -- (中国侨务丛书) 
ISBN: 9787566811134         DC851-C196 
世界の華僑・華人の状況に関する報告書。「总论」

「区域侨情」「国别侨情」「国内侨情」の4編からなる。

「国内侨情」では、中国に帰国した華僑とその親族を取

り上げる。 

 
中国微博发展报告 = Annual report on China microblog. 
2013-2014 / 北京市互联网信息办公室, 首都互联网协会 

编. -- 北京 : 人民出版社, 2014.11. -- 2, 8, 332p ; 23cm 
ISBN: 9787010140407          DK341-C17 
 微博（ウェイボー、中国版 Twitter）について、ユー

ザーの動向や社会への影響を分析した報告書。「上篇 

全景篇：2013 年中国微博生态」「中篇 影响篇：微博对

中国社会的影响」など 3 編からなる。 
 
＜社会・労働＞ 
中国民意调查 = Chinese public opinion survey.第 3 辑 

/ 环球舆情调查中心 主编. -- 北京 : 人民日報出版社, 
2014.8. -- 4, 464p ; 24cm 
ISBN: 9787511527288 EC42-C16 
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レファレンスツール紹介 39 中央アジア・南コーカサス諸国の百科事典 
 

緒方 佑衣（国立国会図書館関西館アジア情報課） 
 

 

本稿では、アゼルバイジャン、アルメニア、

ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジ

ョージア、タジキスタン、トルクメニスタン

（中央アジア・南コーカサス諸国）について調

べる際に有用な百科事典を、以下の 3 種に分け

て紹介する。1 
①標記諸国と文化的、歴史的連続性を持つ中東

やイスラームに関する事典 
②標記諸国を領域に含むロシア（帝国、ソ連含

む）で刊行された事典 
③ソ連からの独立後に各国で刊行された事典 
 
【 】は当館請求記号、【( )】は関西館請

求記号。刊行情報及びインターネット情報の最

終確認日は、2015 年 8 月 8 日である。 
 

1. 中東・イスラームに関する事典 
The Encyclopaedia of Islam. (第2版。New ed., 
Brill, 1960-2008)【HR32-B12】、CD-ROM 版

【YH245-B486】(CD-ROM 版は東京本館所蔵） 
英語。本巻 12 巻（第 12 巻は補遺）と索引 1

巻。項目ごとに参考文献を付す。最も信頼性の

高い中東とイスラーム世界に関する参考書。各

版のオンライン版がある（当館未契約）。Brill
Online Reference Works（http://referencewo
rks.brillonline.com）で全文検索による見出し

語確認（第 3 版は掲載冊も）が可能。 
 
なお、上記 Encyclopaedia of Islam の初版

【297-E56】（東京本館所蔵）には、第 2 版に

ない情報が含まれ、現在でも参照する価値があ

る。英語。本巻 4 巻、補遺 1 巻 4 冊、見出し語

約 9,000 語（索引なし）。リプリント（E.J.  
Brill’s first encyclopaedia of Islam, 1913-1936.
【HR32-A3】）がある。 
 また、第 3 版【(HR32-P27)】では、第 2 版

                                 
1 中央アジア・南コーカサス諸国の言語は、元々アラビ

ア文字表記であったため、ラテン文字やキリル文字への

翻字に際して綴り字に揺れが生じ、事典ごとに収録語の

までのアラブ偏重の是正が目指されている。英

語。2015 年第 3 分冊まで刊行済み。排列は各

冊ごとのアルファベット順。項目ごとに参考文

献、巻末に累積項目索引を付す。 
 

Encyclopædia Iranica. (Mazda Publishers, 
[1992]-)【GE8-B55】【GE8-67】 
英語。第16巻第2分冊まで刊行されている。

項目ごとに参考文献を付す。イランに関する百

科事典であるが、中央アジア・南コーカサス諸

国関係の項目も多く、 “Caucasus,” “Central 
Asia”の項目が充実している。Encyclopædia  
Iranica（http://www.iranicaonline.org/）で検

索及び閲覧が可能。 
 
İslâm ansiklopedisi. İslâm âlemi coğrafya, 
etnografya ve biyografya lûgati.（イスラー

ム百科事典、イスラーム世界の地理学、民族誌

学、伝記学事典）(Maarif Matbaası, 1940- 
1985)【297.03-I82】（東京本館所蔵） 
 The encyclopaedia of Islām 初版【297-E56】
のトルコ関係の部分を全面的に書き換え詳細に

したトルコ語版。項目によっては、現在でも参

照するに足る。 
 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi.
（トルコ宗教財団イスラーム百科事典） 
(Türkiye Diyanet Vakfı, İslâm Ansiklopedisi
Genel Müdürlüğü, 1988-)【Y782-T40】 
トルコ語。全 44 巻（索引なし）。16,855 項

目。各項目に参考文献を付す。トルコ及びトル

コ系民族についての基本文献であり、宗教、歴

史関係に定評がある。Türkiye Diyanet Vakfı,
 İslâm Araştırmaları Merkezi（http://www.i
slamansiklopedisi.info/index.php）にて検索及

び閲覧が可能。 

表記が異なる場合がある。各百科事典を利用する際には、

凡例や索引を参照することが有効である。 
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2013 年から 2014 年に『环球时报』(人民日報社が刊

行する国外向けの情報発信紙)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 18 の世論調査結果

を収録。「环球对望：中国信心与世界印象」「国家安

全：两岸大局与周边情势」など 4 部分からなる。 
 
中国幸福指数报告 : 2006-2010 = Report on well-being 
index in China : 2006-2010 / 邢占军 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2014.4. -- 3, 1, 248p ; 24cm 
ISBN: 9787509757451          EC225-C61 
経済、文化、社会、環境などの分野の 44 項目の統計

データから中国国民の幸福度を示す評価指数を算出して

地域比較した報告書。「2006～2010 年中国客观福祉的

走势与区域差异」「中国健康与基本生存福祉报告」など

6 部分からなる。 
 
中国妇女发展报告 = Report on women development in 
China. No.5, 妇女/社会性别学学科建设与发展 / 王金玲 
主編. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2014.9. -- 2, 6, 
539p ; 24cm. -- (妇女发展蓝皮书 = Blue book of women 
development) 
ISBN: 9787509762967 EF73-C23 
女性学、ジェンダー研究の体制整備および研究動向に

関する論文集。「妇女/社会性别学的学科发展」など 3
部分からなる。巻末に「妇女研究学科化的百年历程」

「女子院校女性学学科建设回顾」など 15 の付録を付す。 

 
台灣婦女處境白皮書. 2014 年 / 王舒芸 等 著 ; 陳瑤華 

主編. -- 台北 : 女書文化事業, 2014.5. -- 495p ; 21cm. -- 
(女書系列 ; 29) 
ISBN: 9789578233942 EF73-C107 
政治参加、移民、性暴力など台湾女性の境遇に関する

論文集。「台灣照顧福利的發展與困境 : 1990-2012」
「性別勞動平權的進步與檢討」など14篇の論文を収録。 
 
中国低碳发展报告 = Annual review on low-carbon 
development in China. 2014 / 齐晔 主编. -- 北京 : 社
会科学文献出版社, 2014.3. -- 4, 12, 5, 8, 4, 346p ; 24cm. 
-- ( 低碳发展蓝皮书  = Blue book of low-carbon 
development) 
ISBN: 9787509757116 EG295-C94 
スモッグ、PM2.5 対策、再生可能エネルギーの普及

など低炭素社会推進の取組みに関する報告書。「总报告」

「案例篇」など5篇からなる。巻末に「名词解释」など

4 の付録を付す 
 
＜歴史・地理＞ 
湖南古今人物辞典 / 王晓天, 王国宇 主编. -- 长沙 : 湖
南人民出版社, 2013.6. -- 3, 1, 66, 67, 1339p ; 24cm. -- (湖
湘文库. 乙编 ; 256) 
ISBN: 9787543892392 GE12-C166 
古代から 2011 年末までに没した湖南省出身者および

湖南省で活動した主要人物約 6,500 名について、生没年、

本籍地、民族、略歴、著作などを収録。「湘籍人物」

「寓湘人物」の2に大別し、それぞれ没年の時代順に排

列。巻頭に筆画順の人名索引を付す。 
 
＜哲学・宗教＞ 

中国神话母题 W 编目 = Wang's catalogue : motif in 
China's mythology / 王宪昭 著. -- 北京 : 社会科学文献

出版社, 2013.12. -- 2, 2, 2, 54, 1747p ; 27cm. -- (中国少

数民族语言与文化研究书系 / 朝戈金 主编) 
ISBN: 9787516138311 HK2-C16 
中国の神話から抽出したモチーフ約 33,000 種につい

て、分類番号を付与し、スティス・トンプソンの国際分

類および国内の事例と対照。「神与神性人物」「婚姻与

性爱」など 10 に大別し、その中を細分して排列。巻末

に「汤普森（TPS）母题类型表」など5の付録を付す。 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
新中国美术家大典 / 任钦功 主编. -- 北京 : 红旗出版社, 
2013.1. -- 2 冊 ; 30cm 
ISBN: 9787505125278     K9-C38 
現代中国の書道家、芸術家約 1,800 名について、略歴、

肖像、作品の図版を収録。「书法卷」「美术卷」の2巻

からなり、それぞれ筆画順に排列。 
 
景德镇陶瓷词典 / 石奎济, 石玮 编著. -- 南昌 : 江西人

民出版社, 2014.3. -- 5, 50, 661p ; 29cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787210062165 KB2-C17 
景徳鎮を中心とする中国の陶磁器の作品、名人、技術

用語、陶窯など 5,000 余項目を収録。「各地瓷窑」「陶

瓷装饰」など 17 に大別し、その中をさらに細分して排

列。巻末に付録として、「景德镇当代陶瓷名家作品」お

よび拼音順の項目索引を付す。 
 
契丹小字词汇索引 / 刘浦江, 康鹏 主编. -- 上海 : 中華

書局, 2014.5. -- 2, 3, 2, 564, 286p ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787101100877          KJ113-C19 
契丹族が使用した表音文字である契丹小字の語彙

9,104 語について、出典、語義を収録。巻末に「契丹小

字资料简称表」「契丹小字资料出处」など4の付録のほ

か、契丹小字の碑文 33 種を付す。 
 
日汉图解常用反义词词典 / 叶琳 主编. -- 南京 : 南京大

学出版社, 2013.12. -- 534p ; 21cm 
ISBN: 9787305115547          KK12-C403 
日本語の語彙 11,454 語について、中国語訳、日本語

の用例、対義語を収録。排列は五十音順。 
 

臺灣漢語傳統文學書目新編 / 吳福助, 黃震南 主編. -- 
臺南 : 國立臺灣文學館, 2013.12. -- 2 冊 ; 21cm. -- (臺文

館叢刊 ; 26-27) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9789860391053 KK61-C115 
文津出版社 1999 年刊の増訂。文語文で書かれた台湾

の文学作品約 3,500 タイトルについて、書名、著者、版

本、所蔵機関などを収録。「明鄭時期」「日籍作家作品

」など5に大別し、それぞれその中をさらに細分して排

列。下巻末に「臺灣先賢詩文集―龍文出版社」など4の

付録、筆画順の著者索引および書名索引を付す。 
 
诗经学大辞典 / 夏传才 主编. -- 石家庄 : 河北教育出版

社, 2014.3. -- 2 冊 ; 30cm 
ISBN: 9787543476561 KK62-C135 
詩経各篇の解題、詩経の語句解説、国内外の詩経研究

書の目録・解題など詩経に関する項目を収録。「三百篇

解题卷」「诗经词语」など 13 部に大別し、それぞれ拼
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音順・年代順などで排列。 
 
＜科学技術＞ 
精编新英汉科学技术词典 = A new concise English-
Chinese dictionary of science and technology / 孙复初 
主编. -- 北京 : 國防工業出版社, 2013.9. -- 11, 1958p ; 
24cm 
ISBN: 9787118090154  M2-C62 
『新英汉科学技术词典』（2009 年刊）の修訂。科学

技術分野に関する用語約 20 万語について、英語と中国

語を対照。排列は英語のアルファベット順。巻末に「对

外贸易常用术语」など 14 の付録を付す。 
 
土壤学大辞典 = Dictionary of soil science / 周健民, 沈
仁芳 主编. -- 北京 : 科学出版社, 2013.10. -- xi, 67, 902p 
; 25cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9787030387899  RB2-C28 
約 4,700 項目を収録。「土壤地理」「土壤生物与生物

化学」など 11 に大別し、その中をさらに細分して排列

。巻末に6の付録、拼音順の中国語索引およびアルファ

ベット順の英語・ラテン語索引を付す。 
 
英汉农业与生物技术词典 = English-Chinese dictionary 
of agriculture and biotechnology / 詹英贤, 翟志席, 肖
荧南 编. -- 北京 : 中国农业大学出版社, 2013.10. -- 2 冊 
; 22cm 
ISBN: 9787565507007 RB2-C29 
『英汉农学词典』（农业出版社 1989 年刊）の修訂増

補。農業、バイオテクノロジー関係の用語約 21 万語に

ついて、英語と中国語を対照。排列は英語のアルファベ

ット順。下巻末に付録として度量衡を付す。 
 

中国药学主题词表 / 国家食品药品监督管理总局信息中

心 组织编写 ; 魏金明 主编. -- 北京 : 中国医药科技出

版社, 2013.5. -- 2 冊 ; 30cm 
索引あり. 
ISBN: 9787506759021 SD2-C52 
「MeSH」（米国国立医学図書館が定める生命科学分

野のシソーラス）の体系に準拠して作成された中国語版

のシソーラス。上冊は、統制語約 17,000 語、非統制語

約 12,000 語について、英語名、分類番号、注釈などを

収録し、拼音順に排列。下冊は、拼音順の統制語索引お

よびアルファベット順の英中対照索引などを収録。 

 

＜学術一般・ジャーナリズム・図書館･書誌＞ 
2013 中国 ISBN 出版者名录 / 新闻出版总署出版管理司 
编. -- 北京 : 電子工業出版社, 2013.3. -- 278p ; 24cm 
索引あり. 
ISBN: 9787121200649 UE4-C13 
中国の図書出版社 580 社、出版グループ約 40 社など

について、代表者氏名、所在地、ISBN、設立年などを

収録。排列は拼音順。巻末に拼音順、所在地域順の出版

社名索引および ISBN 索引を付す。 
 
歷代文獻學要籍研究論著目録 / 陳東輝 主編. -- 杭州 : 
浙江大學出版社, 2014.3. -- 3, 2, 453p ; 27cm 
ISBN: 9787308129176 UM1-C3 
『漢書・藝文志』『四庫全書總目』など 30 の書誌学

分野の重要資料を研究対象とした文献約 4,000 タイトル

について、著者、書名、論文名、出版事項などを収録。

対象資料ごとに 28 に大別、その中をさらに分類して刊

行年順に排列。 
 
日本語の部 

 
＜政治・法律・行政＞ 
中国組織別人名簿 = CHINA DIRECTORY. 2015 / ラヂ

オプレス 編集. -- 東京 : ジェイピーエムコーポレーシ

ョン, 2014.12. -- 560, 83p ; 22cm 
英語抄訳付. 索引あり. 
ISBN: 978-4-905528-07-4     A2-L14 
 
＜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. 
2015 (特集:中国独占禁止法の最近の運用状況). -- 東
京 : 日本国際貿易促進協会, 2015.4. -- 267p ; 19cm 
ISBN: 978-4-930867-73-5  DE237-L5 
 
＜社会・労働＞ 
中国料理食語大辞典 / 戸川隆介 編纂. -- 新装改訂版. -- 
東京 : 如月出版, 2013.6. -- 780p ; 22cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-901850-40-7     E2-L75 
 
＜歴史・地理＞ 
八世紀末期～十一世紀初期燉煌氏族人名集成 : 氏族人

名篇人名篇 / 土肥義和 編. -- 東京 : 汲古書院, 2015.2. -
- 1250p ; 27cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-7629-6543-2   GE12-L3 
 
三国志武将事典 / 小出文彦 著. -- 東京 : 新紀元社, 
2014.12. -- 471p ; 21cm 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-7753-1307-7  GK17-L10 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
講談社実用中日・日中辞典 = KODANSHA SHIYONG 
ZHONG-RI RI-ZHONG CIDIAN / 講談社 編. -- 東京 : 
講談社, 2015.3. -- 1 冊 ; 18cm 
ISBN: 978-4-06-265350-3  KK12-L16 
 
欧文の部 

 
＜歴史・地理＞ 
The ALA guide to researching modern China / 
Yunshan Ye. -- Chicago : ALA Editions, an imprint of 
the American Library Association, 2014. -- xxvi, 218 
pages ; 23cm 
Title also in Chinese. 
Includes bibliographical references and index. 
ISBN: 9780838912096 (alk. paper) (GE2-P37) 
 
 

2. コリア（韓国、北朝鮮） 
 
朝鮮語の部 
 
＜政治･法律･行政＞ 
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국무회의 안건 목록집 / 국가기록원 기록정보서비스부 
기록편찬문화과 [編]. -- 대전 : 국가기록원 
기록정보서비스부 기록편찬문화과, 2013.6-2014.6. -- 
2 冊 ; 26cm  
1. 1949∼1960년 -- 2. 1961∼1970년. 
（国務会議案件目録集） A111-K16 
国家記録院が所蔵する国務会議案件関連記録物の目録。

2 冊からなり、1 巻は 1949 年から 1960 年まで、2 巻は

1961 年から 1970 年までの案件を扱う。排列は年度別

で、案件名、発議機関、管理番号、ページ数、生産年度

などの情報を収録する。巻末付録として、国務会議開催

日程と、英語略語表を付す。 
 
북한인권 : 이론･실제･정책 = North Korean human 
right : theory, reality and policy / 서보혁 지음. -- 
개정판. -- 파주 : 한울, 2014.12. -- 415p ; 24cm. -- 
(한울아카데미 ; 1757) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788946057579 
（北韓人権 : 理論･実際･政策） AK3-211-K8 
 
희망의 국민행복 시대를 열다 : 대한민국 제 18 대 
대통령 선거 백서 / 새누리당 지음. -- 서울 : 드림, 
2013.2. -- 230p ; 22cm 
ISBN: 9788970909202 
（希望の国民幸福時代を開く : 大韓民国第 18 代大統領 
選挙白書） AK4-251-K52 
 
제 18 대 대통령선거 백서 : 2012 사람이 먼저인 
대한민국, 공평과 정의를 위한 도전 / 제 18 대 
대통령선거백서발간팀 제작. -- 서울 : 민주통합당, 
2013.4. -- 641p ; 30cm 
（第 18 代大統領選挙白書 : 2012 人が第一である大韓

民国、公平と正義のための挑戦） AK4-251-K55 
 
지방세 3 법 해설과 실무사례 / 심영택 저. -- 2014 년 
개정증보판. -- 서울 : 삼일인포마인, 2014.2. -- 2142p ; 
27cm 
ISBN: 9788959423187 
（地方税 3 法解説と実務事例） AK4-361-K63 
 

국방사연표. 제 2 집, 1991-2010 / 국방부 
군사편찬연구소 [編]. -- 서울 : 국방부 군사편찬연구소, 
2013.12. -- ii, 507p ; 27cm 
文献あり. 
ISBN: 9791155980057 
（国防史年表. 第 2集, 1991-2010） AK4-651-K48 
 

시정백서 : 세종시 1 기 : 2012.7.1∼2014.6.30 / 
세종특별자치시 [編]. -- [세종] : 세종특별자치시, 2014.6. 
-- 793p ; 26cm 
（市政白書 : 世宗市 1 期 : 2012.7.1∼2014.6.30） 
 AK4-1311-K28 

2012 年 7 月 1 日に、行政中心複合都市を含む韓国 17
番目の広域自治体として誕生した世宗特別自治市初の白

書。「第1編：市政の概観」「第2編：部門別成果と計

画」「第3編：議会運営」「第4編：市政資料」の4編

からなる。 
 
＜経済・産業＞ 

중국조선족역사연구문헌목록 / 김태국, 우경섭 편저. -- 
서울 : 문예원, 2013.5. -- 509p ; 24cm 
漢字タイトル: 中國朝鮮族歷史硏究文獻目錄. 
索引あり. 
ISBN: 9788997916252 
（中国朝鮮族歴史研究文献目録） D1-K9 
中国における、中国朝鮮族に関する著作および論文の

書誌情報を収録。著作は研究書、論文集、人物伝・回顧

録・文集・随筆集、資料集・目録集・索引集・年報等の

4 つ、論文は総論、学位論文、17-19 世紀（朝鮮・清朝

期）、20 世紀前半（抗日闘争・解放戦争期）、20 世紀

後半（1949 年以後）の 5 つに分類し、それぞれ発表年

順に排列。巻末に著者名索引と用語索引を付す。 
 

＜社会・労働＞ 
한국의 사회복지 2012-2013 = Social welfare review / 
한국복지연구원 엮음. -- 파주 : 한울, 2014.1. -- 450p ; 
26cm. -- (한울아카데미 ; 1648) 
文献あり. 
ISBN: 9788946056480 
（韓国の社会福祉 2012-2013） EG35-K26 
韓国の社会福祉の現状を整理する資料。「特集：韓国

社会福祉の争点」「韓国社会福祉の現況と課題」からな

り、後者をさらに「I. 社会福祉財政」「II. 公共扶助制

度」「III. 社会保険制度」「IV. 社会福祉サービス」に

区分する。隔年刊。 
 
＜歴史・地理＞ 
북한지식사전 / 통일부 통일교육원 교육개발과 [編] . -- 
서울 : 통일부 통일교육원 교육개발과, 2013.10. -- 
693p ; 19cm 
（北韓知識事典） GE138-K137 
北朝鮮の主要政策、主義・主張、機関、行事、事件な

ど約200項目について、その背景、主な内容、経過、特

徴などを収録。排列は、見出し語のハングル字母順。 
 
한국지리지 제주특별자치도 = The geography of Korea : 
Jeju / 국토교통부 국토지리정보원 [編]. -- 수원 : 
국토교통부 국토지리정보원, 2012.12. -- 373p ; 29cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788993841138 
（韓国地理誌済州特別自治道） GE169-K41 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
한국민속문학사전 = Encyclopedia of Korean folk 
literature. 민요, 판소리 / 국립민속박물관 [編]. -- 
서울 : 국립민속박물관, 2013.11. -- 2 冊 ; 29cm 
ISBN: 9788992128582 (set) -- 9788928900589 (민요) -- 
9788928900596 (판소리) 
（韓国民俗文学事典） KD2-K7 
民謡編は、韓国の民謡やその資料、用語など500項目

を収録。民謡については、定義、歌詞、内容、特徴など

を記述。排列は見出し語のハングル字母順。パンソリ編

は、パンソリの5大歌、その他の主要歌、短歌、資料、

用語に分類し、166 項目を収録。歌については、定義、

歌詞、内容、特徴などを記述。排列は、分類ごとに見出

し語のハングル字母順。各巻末に索引を付す。 
 
속담사전 = Dictionary of proverb / 이기문, 조남호 

15

アジア情報室通報　第 13 巻第 3号（2015.9）



アジア情報室通報 第 13巻第 3号（2015.9） 

 16 

공편. -- 제 3판. -- 서울 : 일조각, 2014.1. -- xvii, 701p ; 
23cm 
ISBN: 9788933706695 
（ことわざ辞典） KJ42-K224 
『俗談辭典』（民衆書館、1962 年刊、当館請求記号 

829.1-R282z）の第 3 版。韓国のことわざ 7,200 語と、

韓国でよく用いられる漢文のことわざ・成語 1,860 語に

ついて、解釈、用例、由来を収録する。排列はハングル

字母順で、巻末に索引を付す。 
 
한국 고전소설 등장인물 사전 부록 : 작품별 참고 원전 
목록과 등장인물 목록 / 조희웅, 조재현 지음. -- 서울 : 
지식을만드는지식, 2012.10. -- 571p ; 19cm 
背及び表紙のタイトル: 한국 고전소설 등장인물 사전 : 
작품별 참고 원전 목록과 인물 목록. 
ISBN: 9788966806072 
（韓国古典小説登場人物事典付録 : 作品別参考原典目

録と登場人物目録） KJ42-K225 
『韓国古典小説登場人物事典』（当館請求記号KJ42-

K227）は、韓国古典小説 882 編に登場する人物 21,844
名を収録。本書はその付録で、「古典小説作品の収録書

名目録」と「作品ごとの人物一覧」の 2 部構成。排列は、

作品名のハングル字母順。 
 
＜科学技術＞ 
삼국시대 천문현상 기록집 / 안영숙, 민병희, 김상혁 
지음. -- 파주 : 한국학술정보, 2014.7. -- 164p ; 25cm 
漢字タイトル: 三國時代 天文現象 記錄集. 
ISBN: 9788926864517 
（三国時代天文現象記録集） MB21-K1 
紀元前 57 年から紀元後 935 年までを対象に、『三国

史記』『三国遺事』『増補文献備考』『東国通鑑』に見

える天文現象を整理した資料。「I. 年代順天文記録」

「II. 現象別天文記録」「III. 韓国と中国の天文現象記

録比較」の3章からなる。巻末付録として、「三国時代

在位王と在位期間」「六十干支順序表」を付す。 
 

하늘･땅 그리고 바다 : 기상사진집 : 1984-2008 / 
한국기상산업진흥원 [編]. -- 서울 : 
한국기상산업진흥원, 2008.3. -- 207p ; 32cm 
（空･大地そして海 : 気象写真集 : 1984-2008） 
 ME231-K13 
 
대한민국 해양시대 어항 반세기 : 어항개발 50 년 / 
해양수산부 [編]. -- 세종 : 해양수산부, 2014.6. -- 446p ; 
29cm 
年表あり. 
（大韓民国海洋時代漁港半世紀 : 漁港開発 50 年） 
 NA176-K4 
「通史」「漁港史」からなる。「通史」は、漁港関連

法令・組織の変遷、時期別の漁港開発史、今後の展望な

どを整理する。「漁港史」は、109 の国家漁港について、

由来、地理的環境、開発の沿革などを整理する。巻末に

「国家漁港沿革および開発計画」「国家漁港指定・解除

現況」など 8の付録を付す。 
 
＜学術一般・ジャーナリズム・図書館＞ 
문헌정보학개론 / 양재한, 서휘, 박재혁, 김태문, 
황금숙, 차성종 공저. -- 개정판. -- 대구 : 태일사, 
2014.2. -- 349p ; 26cm. -- (전국전문대학 문헌정보학 

교육협의회 총서 ; 1) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788992866781 
（文献情報学概論） UL21-K9 
 

도서관을 만드는 아름다운 기업들 / 노영희, 홍현진 저. 
-- 서울 : 청람, 2014.6. -- 190p ; 26cm 
文献あり. 
ISBN: 9788959724024 
（図書館をつくる美しい企業） UL61-K16 
企業・団体による図書館に対する寄付活動の実績を整

理した資料。16 の企業・団体について、組織概要、寄

付対象図書館、寄付内容、寄付活動の効果等を収録する。 
 
도서관경영론 / 정동열 저. -- 개정 3 판. -- 서울 : 
한국도서관협회, 2014.8. -- 467p ; 22cm 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788976782526 
（図書館経営論） UL511-K4 
 

문헌분류의 이해와 실제 / 양재한, 한상길 공저. -- 
개정판. -- 대구 : 태일사, 2014.2. -- 302p ; 26cm. -- 
(전국전문대학 문헌정보학 교육협의회 총서 ; 3) 
文献あり. 索引あり. 
ISBN: 9788992866774 
（文献分類の理解と実際） UL651-K2 
 
일본 오사카부립나카노시마도서관 소장 한국문화재 = 
日本 大阪府立中之島図書館所蔵 韓国文化財 = Korean 
art collection in the Osaka Prefectural Nakanoshima 
Library, Japan / 국립문화재연구소 [編]. -- 대전 : 
국립문화재연구소, 2014.11. -- 529p ; 29cm. -- (국외소재 
한국문화재 조사보고서 ; 제 29권) 
日本語併記. 
ISBN: 9788929904869 UP72-K38 
大阪府立中之島図書館所蔵の韓国古書 102 種 589 冊

について、書誌事項、写真、解題を収録。巻末に、同館

が所蔵する韓国古書 1,013 種 5,187 冊すべての書誌目録

を付す。排列は四部分類順。 
 
日本語の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
韓国「反日」の真相 / 澤田克己 著. -- 東京 : 文藝春秋, 
2015.1. -- 211p ; 18cm. -- (文春新書 ; 1007) 
文献あり. 
ISBN: 978-4-16-661007-5  A99-ZK4-L75 
 
＜経済・産業＞ 
韓国相続税実務詳解 : 日韓相続税法の交差 / 永田金司 
著. -- 東京 : 法令出版, 2014.3. -- 627p ; 21cm 
文献あり. 
ISBN: 978-4-938419-63-9  DG131-L153 
 
＜歴史・地理＞ 
朝鮮韓国近現代史事典 : 1860-2014 / 韓国史事典編纂会, 
金容権 編著. -- 第 4版. -- 東京 : 日本評論社, 2015.2. -- 
824p ; 23cm 
文献あり 年表あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-535-58668-0 GE8-L7 
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＜哲学・宗教＞ 
韓国カトリック史概論 : その対立と克服 / 徐正敏 著. -
- 大阪 : かんよう出版, 2015.4. -- 132p ; 19cm. -- (アジ

アキリスト教史叢書 ; 2) 
索引あり. 
ISBN: 978-4-906902-40-8 HP122-L47 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
北朝鮮ポップスの世界 / 髙英起, カルロス矢吹 著. -- 
[東京] : 花伝社 ; 東京 : 共栄書房 (発売), 2015.3. -- 
201p ; 19cm 
ISBN: 978-4-7634-0730-6 KD841-L433 
 
欧文の部 
 
＜政治・法律・行政＞ 
Legal philosophers in Korea / Korean Association of 
Legal Philosophy. -- Seoul : Sechang Publishing Co., 
2014. -- v, 371 pages ; 23 cm 
Includes bibliographical references. 
ISBN: 9788984114562 (A112-P33) 
 
＜経済・産業＞ 
The data atlas of South Korea : demography, society, 
economic activity / Daniel J. Schwekendiek. -- Paju-si, 
Gyeonggi-do, Korea : Jimoodang, [2014] -- xvii, 262 
pages :illustrations, maps ; 25 cm 
Korean colophon inserted. 
Includes bibliographical references (page 250). 
ISBN: 9788962971613 ; 8962971615 (DT191-K4-P1) 
 
＜社会・労働＞ 
Hanbok : timeless fashion tradition / writer, Samuel 
Songhoon Lee. -- Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -
- 107 pages : illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; 
no. 16) 
ISBN: 9788997639410 ; 8997639412 (EF25-P24) 
 
＜教育＞ 
Taekwondo : the unity of body, mind and spirit. -- Seoul, 
Korea : Seoul Selection, 2013. -- 115 pages : 
illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; no. 13) 
ISBN: 9788997639373 ; 8997639374 (FS37-P2) 
 
＜歴史・地理＞ 
The Korean state, public administration, and 
development : past, present, and future challenges / 
Yong-Duck Jung. -- Seoul, Republic of Korea : 
SNUPress, Seoul National University Press, [2014] -- 
xxi, 366 pages ; 23 cm 
Includes bibliographical references (pages 321-357) 
and index. 
ISBN: 9788952115676 ; 8952115678 (GE136-P17) 
 
＜芸術・言語・文学＞ 
Korean dance : Pure emotion and energy / writer, 
Curtis File. -- Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -- 
103 pages : illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; 
no. 15) 

ISBN: 9788997639403 ; 8997639404 (KD375-P2) 
 
＜科学技術＞ 
Korean medicine : a holistic way to health and healing 
/ writer, Hur Inn-Hee ; translator, Colin A. Mouat. -- 
Seoul, Korea : Seoul Selection, 2013. -- 95 pages : color 
illustrations ; 18 cm. -- (Korea essentials ; no. 14) 
ISBN: 8997639390 ; 9788997639397 (SC32-P23) 
 
 
3. アジア諸地域（中国、コリア以外） 
 
アジア全般 
 
日中韓マナー・慣習基本事典 : プライベートからビジ

ネスまで知っておきたい 11 章 / 佐藤貢悦, 斎藤智文, 
嚴錫仁 著. -- 東京 : 勉誠出版, 2015.1. -- 219p ; 19cm. 
索引あり.  
ISBN: 978-4-585-22084-8 GB641-L53 
 
タイ・ミャンマー人物名鑑 = Biographies of Buddhist 
in Thailand and Myanmar. -- 東京 : サンガ, 2015.3. -- 
279p ; 21cm. -- (別冊サンガジャパン ; 2. シリーズ現代

の世界仏教 ; 1) 
ISBN: 978-4-905425-71-7 Y94-L19108 
 
東南アジア 
 
＜インドネシア＞ 
Bibliografi psikologi koleksi Perpustakaan Nasional 
RI = The bibliography of psychology collection of 
National Library of Indonesia. -- Jakarta : 
Perpustakaan Nasional RI, 2009. -- vii, 96 p. ;  30cm. 
ISBN: 9789790082472 ; 9790082479  Y735-TS-1815 
 
＜ブルネイ＞ 
Istilah kesenian teater. -- Cet. 1. -- Berakas, Negara 
Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka 
Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 
2010. -- xv, 116 p. ; 21cm. 
Includes bibliographical references (p. xi-xii). 
English and Malay. 
ISBN: 9991706682  Y735-TS-1795 
（演劇用語集） 
 
＜ベトナム＞ 
Thăng Long-Hà Nội, thư mục chọn lọc = Thăng Long-Hà 
Nội, catalogue sélectif / Phan Thị Kim Dung, Chu Tuyết Lan 
chủ biên. -- Hà Nội : Bibliothèque Nationale du Vietnam, 
2010. -- 754 p. ; 25cm. 
Includes index. 
In Vietnamese, with introduction and the table of 
contents in French and English. 
ISBN: 9786049800061 Y741-TS-20 
（タンロン‐ハノイ選定書誌） 

 
Nhân vật chí Việt Nam / nhóm biên soạn, Vũ Ngọc Khánh chủ 
biên, Bích Ngọc, Minh Thảo. -- Hà Nội : Nhà xuất bản Văn hóa-
thông tin, 2009. -- 583 p. ; 24cm. Y741-TS-34 
（ベトナム人物誌） 
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Từ điển kinh tế ngoại thương hàng hải Anh-Việt / Đỗ Hữu 
Vinh. -- [Hanoi] : Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2009. -- iv, 
732 p. ; 23cm. 
At head of title on cover: Đỗ An Chi. 
Vietnamese and English. Y741-TS-35 
（海運貿易経済に関する英越辞典） 

 

Từ điển tiếng Anh thương mại : dành cho người học tiếng 
Anh = Business English dictionary : for learners of 
English / Nguyễn Quốc Hùng. -- Tp. Hồ Chí Minh : Nhà xuất 
bản Văn hóa Sài Gòn, 2008. -- 738 p. ; 22cm. 
English and Vietnamese. Y741-TS-54 
 
ベトナム国家人名録  = Who's Who in Vietnam 
Government. 2011～2016 / ビスタ ピーエス 編. -- 伊
豆 : ビスタ ピー・エス, 2014.7. -- 1016p ; 27cm. 
ISBN: 978-4-939153-98-3 A112-L125 
ベトナムの国家中央機構の構成員、国会議員、人民委

員会委員約 3,000 名について、氏名、生年月日、民族、

現在の地位、過去の経歴、住所などを収録。「ベトナム

国家中央機構」「省・市別国会議員」「省・市別人民委

員会」の 3 部からなる。 
 

＜マレーシア＞ 
Malay Japanese English dictionary / M. Rajendran. -- 
Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia : 
Pelanduk Publications, 1997. -- xiii, 277, 349 pages ; 
13cm. -- (Pelanduk pocket) 
ISBN: 9679781771 ; 9789679781779  (KL122-P37) 
 
＜ミャンマー＞ 
တိ�ငရ်ငး်မွတစ်လငမ်် စာြပ�စာဆိ�ပ�ဂ�ိ�လေ်ကျာ်များ / ေအာငေ်ဇာ.် -- 
[ရနက်�န ် : ြပညေ်ထာငစ်� ြမနမ်ာ�ိ�ငင်ေံတာ ်
အစ�လာမ့်သာသနာေရးရာေကာငစ်ဌီာနချ�ပ်, 2008-<2010>] -- 2 v. : 
ill., map ; 21cm. -- ( အစ�လာမ့်စာစ� ;  ၄၇) 
Includes bibliographical references (p. [318]-[323]). 
In Burmese. Y746-TS-270 
（土着ムスリムの著名作家と詩人） 

コンバウン朝時代から 1900 年代までにミャンマーに

移住した土着ムスリムの詩人、イスラーム文学者、作家

など 79 名について、経歴、功績、著作などを収録。 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ�ာ��စအ်တကွ ်ြပညေ်ထာငစ်� သမ�တြမန်မာ�ိ�ငင်ေံတာ် 
၏ ဘ�ာေရး, စီးပွားေရး, လ�မ�ေရးအေြခအေနများ တငြ်ပချက ်
အစီရငခံ်စာ. -- [Nay Pyi Taw? : name of publisher not 
identified], 2012. -- 284 pages ; 30cm. 
In Burmese. Y746-TS-314 
（2011-2012 会計年度におけるミャンマー連邦共和国の

財政、経済、社会状況報告） 
「世界経済とミャンマー経済」「2011-2012 会計年度報

告」「産業別成長実績」「地域別経済状況」「社会発展

状況」「民間部門成長実績」「国家事業達成状況」の 7
章からなる。巻末に付録として「歳入額」「農産物作付

面積」「漁獲量」「発電電力量」など 20 の表を付す。 
 
The modern simplified dictionary for students & 
schools / ဦးစိ�းေသးွ. -- စတ�တ� အ�ကိမ် -- ရနက်�န ်: သေြပတနး်စာေပ, 
1994. -- 1540 p. ; 25cm.  Y746-TS-430 
 
 

南アジア 
 
＜南アジア全般＞ 

パンジャービー語・日本語辞典 : 付:日本語・パンジ

ャービー語小辞典 / 岡口典雄 編著. -- 東京 : 三省堂, 
2015.5. -- 937p ; 27cm. 
文献あり. 
ISBN: 978-4-385-12321-9 KN52-L2 
 
＜スリランカ＞ 
シンハラ語・日本語辞典 : 付:日本語・シンハラ語小

辞典 / 野口忠司 編著. -- 東京 : 三省堂, 2015.5. -- 
1005p ; 27cm. 
文献あり. 
ISBN: 978-4-385-12320-2 KN52-L1 
 
西アジア 
 
＜西アジア全般＞ 
アラブ湾岸諸国製薬市場 : 市場動向、市場予測、医療

制度、主要企業概要 / 小椋貴央 著. -- 東京 : ユーディ

ーアール, 2014.8. -- 129 枚 ; 30cm. 
ISBN: 978-4-9904098-4-5 DL533-L122 
「アラブ湾岸諸国の医薬品産業概要」「国別製薬市場

動向」「各国の医療政策と制度」「中近東製薬企業デー

タ」など 7 章からなる。「国別製薬市場動向」および

「各国の医療政策と制度」は、バーレーン、クウェート、

オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連

邦の6か国について解説。「中近東製薬企業データ」は

製薬大手 24 社について、連絡先、業績、主要医薬品、

事業提携先などを収録。排列は企業名のアルファベット

順。 
 
イスラーム・シンボル事典 / マレク・シェベル 著 ; 
前田耕作 監修 ; 甲子雅代 監訳. -- 東京 : 明石書店, 
2014.10. -- 421p ; 22cm. 
原タイトル : DICTIONNAIRE DES SYMBOLES 
MUSULMANS. 
文献あり 索引あり. 
ISBN: 978-4-7503-4005-0 GE8-L6 
 
World almanac of Islamism 2014 / American Foreign 
Policy Council. -- Lanham, Maryland : Rowman & 
Littlefield, [2014] -- 1087 pages ; 24cm. 
Includes bibliographical references.  
ISBN: 1442231432 (cloth : alk. paper) ; 9781442231436 
(cloth : alk. paper) (A74-P20) 
世界各国のイスラム教徒の動向および国家横断的なイ

スラム教徒集団の動向を収録。世界 61 か国について、

民族・宗教別の人口割合、イスラム教徒・団体の動向な

どを解説。地域で大別し、その中を国名のアルファベッ

ト順に排列。国家横断的なアルカイダ、タリバンなど 9
つの集団については、指導者、歴史、イデオロギー、近

年の動向などを収録。排列は団体名のアルファベット順。 
 
 
 
 

18

アジア情報室通報　第 13 巻第 3号（2015.9）



アジア情報室通報 第 13巻第 3号（2015.9） 

 

19 
 

アジア情報室の社会科学分野の資料紹介 6 
 
アジア情報室では、近年、社会科学分野の資料を重視して収集している。具体的には、アジア

各国・地域における立法や政策動向等を知るために必要な政府刊行物や研究書等である。 
これらの資料は、国立国会図書館の第一の任務である国会サービス（国会議員に対する各種調

査報告の作成、資料・情報等の提供）に資する目的で収集しているが、同時に、現代アジア各

国・地域の政治、法律、経済、社会等について調査研究を行う方々にも、広くご活用頂きたい。 
アジア情報室の社会科学分野の資料をより多くの方に知って頂くため、中国と韓国の最近の動

向を知るうえで有益と思われる資料について、内容をやや詳しく紹介する。 
 
（凡例） 文献番号（通番） 編著者名（日本語表記）『書名（日本語訳）』出版地：出版者, 出版年月,  

ページ数. 【当館請求記号】 
 
1. 中国 
1.10. 姚云 著『中国博士后制度的制度分析与

时代变革（中国ポストドクター制度の制度分析

と時代変革）』重庆 : 西南师范大学出版社, 
2012.12. 2, 3, 273p.【AC9-441-C46】 
 
近年、博士課程終了後に任期付や非正規の身

分で研究を続けるポストドクター（以下、「ポ

スドク」とする。）の増加と高齢化が問題とな

っている。ポスドクに研究費や研究活動を行う

場を提供する制度（ポスドク制度）は、日本以

外の各国にも存在し、中国においても、博士課

程修了後の研究者を大学等の機関に設置するポ

スドクステーション1で受け入れる制度がある。

中国のポスドクは、国家を牽引するエリートと

して優遇され、日本以上のペースで増加して一

定の成果を挙げてきたが、近年では様々な問題

も生じている。 
本書は、中国のポスドク制度の概要、変遷、

問題点について、政府統計以外の統計データや

関係者へのアンケート調査結果の分析を行うな

ど、公的情報だけでは見えない実態に迫りなが

ら論じている。著者の姚雲は、北京師範大学教

授で、ポスドク制度や比較教育を主たる研究対

象とし、国家自然科学資金プロジェクト等に参

加した実績がある。      
 

                                 
1 ポスドクステーションは、「ポスドク科学研究流動ス

テーション」と「ポスドク科学研究工作ステーション」

に分けられる。前者は大学または大学院内に設置され、

後者は法人格を有する企業等に設置される。 
ポスドクステーションの概要は、科学技術振興機構の

ウェブサイトScience Portal China で公開されているレ

ポートを参照。 

 本書は全 7 章で構成される。第 1 章から第 4
章までは、ポスドク制度の歴史と概要を解説す

る。第 3 章では、ポスドクステーションの採用

要件（40歳未満、博士号取得、秀でた研究能力

等）等の具体的な内容を紹介する。 
 第 5 章は、ポスドクステーションに採用され

た人数（1985 年は 1 名のみ、2009 年には 1 万

人を突破）や、同ステーションの設置数（10年
間で 10 倍近く増加）のデータ等を挙げて、同

ステーションに所属するポスドクの人数が増大

している状況を考察する。 
第 6 章は、ポスドクステーションに所属する

ポスドクと指導教官計 845 名を対象に実施した

アンケート結果を分析する。内容は、ポスドク

制度や研究環境への満足度、希望進路等である。

多くのポスドクは、ポスドク制度が適切に機能

し、ポスドクステーションでの経歴が就職に有

利であると考えており、制度のメリットを認め

ている。しかし、一方で、研究費の使い勝手や

給与等の待遇面で不満を感じる者が少なくない

ことも明らかになっている。 
最後に、第 7 章は、時代の変化に伴って生じ

たポスドク制度の問題点について、研究員の質、

資金の供給、企業におけるポスドク2の管理体

制と資金、国際化への対応の 4 点から論じる。

例えば、資金の供給については、研究員 1 名あ

たりの支給費は増額されてきたものの、近年は

高等教育の現状と動向「2.2.4 ポスドクステーション」 
http://www.spc.jst.go.jp/education/higher_edct/hi_ed_2
/2_2/2_2_4.html 
（ウェブサイトの最終確認日は 2015 年 8 月 21 日であ

る。以下同じ。） 
2 ポスドク科学研究工作ステーション（注 1）に所属す

るポスドクのこと。 
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物価上昇等により研究に使用できる金額が減少

していること、ポスドクへの主要な資金供給機

関の1つである中国ポスドク科学基金会3の資金

調達能力が低下していること等の問題を指摘す

る。 
巻末には、参考文献の一覧のほか、ポスドク

五ヵ年計画の全文等の付録を付す。 
  （アジア情報課 齊藤 まや） 

 
2. 韓国 
2.7.  한도현（ハン・ドヒョン）, 신주백（シ

ン・ジュベク）編著『식민주의 기억과 역사화
해 : 11개국 역사교과서 분석（植民主義の記憶

と歴史和解 : 11か国歴史教科書分析）』ソウル, 
선인（先人）, 2009.11, 399p.【FC49-K30】 
 
 本書は、11か国の歴史教科書を2年にわたっ

て分析した国際共同研究の成果である。韓国・

中国と日本、マレーシアと英国、ベトナムとフ

ランス、フィリピンと米国、インドネシアとオ

ランダの現行の歴史教科書を取り上げ、植民地

期の歴史や、独立後の過去の歴史の清算と和解

に関する動向について、旧植民地国と旧宗主国

の現行の歴史教科書がそれぞれどのように扱っ

ているか、旧植民地の側である韓国、マレーシ

ア、ベトナム、フィリピン、インドネシアの研

究者が比較分析を行っている。 
植民地期の歴史に関する叙述の比較分析（第

1 年度の研究課題）の論文が 5 本、過去の歴史

の清算と和解に関する動向についての叙述の比

較分析（第 2 年度の研究課題）の論文が 5 本、

掲載されている。 
 

                                 
3 中国人民銀行の認可を得て 1990 年に成立。民政部が

所管する非営利機関である。 
中国博士后科学基金会.  
http://res.chinapostdoctor.org.cn/BshWeb/index.shtml 
4 一方で、韓国と中国の教科書は、互いの民族運動に対

しては特段関心を示していないという。 
5 近年は、米国のフィリピン支配を批判的に叙述する教

科書も出版されているという。書誌事項は次のとおり。

Monina Olavides-Correa et. al., Lupang hinirang : 
kasaysayan at pamahalaan（選択された地 : 歴史と政

治）, Pasig: Anvil, 2001 ;  Reynaldo Oliveros et.al., 
Ang kasaysayan at pamahalaan ng Pilipinas（フィリ

ピンの歴史と政治）, Manila: Ibon, 2004. 

分析の結果、植民地支配の叙述について、全

般的には、旧宗主国の教科書は近代化をもたら

した側面を、旧植民地国の教科書は収奪された

側面を重視する傾向が見られるが、国によって

記述内容が相当異なることも明らかとなった。

例えば、韓国と中国の教科書では、自国の抗日

運動4や、戦時中の人的・物的動員について詳

細に扱われる反面、日本の教科書では具体的な

記述が乏しい。一方、フィリピンで主流の教科

書では、米国のフィリピン支配の実情について

あまり扱われず、米国の教科書の叙述と相当類

似している5。 
総括すると、韓国、中国、ベトナム、インド

ネシアでは、歴史教科書の叙述に民族主義が強

い影響を及ぼしている反面、マレーシア、フィ

リピンではその影響が弱い傾向があるという。

編著者は、民族主義的な議論が歴史認識の対立

をより悪化させることもあるとまとめている。  

編著者によれば、旧植民地国の学者が問題意

識を共有して共同研究を行った事例はほとんど

ない。複数の植民地支配―被支配の関係にある

国家の歴史教科書を比較分析している点で、意

義ある研究であると思われる。 
 
編著者のハン・ドヒョンは、韓国学中央研究

院社会学専攻教授で、コミュニティ（地域共同

体）、環境、歴史社会学などを研究する。シ

ン・ジュベクは、延世大学校国学研究院 HK
（Humanities Korea（人文韓国学））研究教

授で、東アジア 5 か国の歴史教科書と歴史教育

の歴史などを研究している。 
（前 アジア情報課 阿部 健太郎）
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