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講義の構成講義 構成

所蔵を調 る 1 所蔵を調べる

 2 統計を調べる
3-1 時代別に調べる

3 2 地域別に調べる
 3 人物情報を調べる

3-2 地域別に調べる

3-3 テーマから調べる

3-4 別名から調べる

3-5 伝記資料を探す
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「人物情報」を調べるツール物情報」を調 る

①事実 も①事実そのもの

・名前（本名、別名、雅称、ペンネームなど）、生名前（本名、別名、雅称、 ンネ ムなど）、生
没年、出身地、学歴、官歴、著作…

→辞典類（人名辞典など）を調べる→辞典類（人名辞典など）を調べる

②情報源（伝記など事績を記録した資料）の所在

→伝記索引を調べる→伝記索引を調べる
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「人物情報」へのアプローチ物情報」 ア チ

• ある語句について、それが人名（本
名もしくは別称） あると識別する人物の確定 名もしくは別称）であると識別する

基本情報の

• 人物についてのおおよその事実
（氏名 生没年 略歴など）を知る基本情報の

把握 （氏名、生没年、略歴など）を知る

詳細情報の

• 人物について、より詳細な情報（伝
記資料など）の所在を探す詳細情報の

探索
記資料など）の所在を探す
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「人物情報」へのアプローチ物情報」 ア チ

時代から

調べる

テーマ

から調べる

別名から
調べる

伝記の所
在を調べ

る
調べるから調べる

地域から調べる

5



「人物情報」へのアプローチ物情報」 ア チ
 探したい人物の活動した時代がわかる

「 時→「3-1 時代別に調べる」

 探したい人物の出身地や主な居住地がわかる探したい人物の出身地や主な居住地がわかる

→「3-2 地域別に調べる」

探したい人物の属性（職業など）がわかる 探したい人物の属性（職業など）がわかる

→「3-3 テーマから調べる」

 探したい人物の別名がわかる

「3 4 別名から調べる」→「3-4 別名から調べる」
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3-1 時代別に調べる3 時代別に調 る

 3-1-1 前近代から近代（～1949）

 3-1-2 近現代（1840～） 3 1 2 近現代（1840 ）

 3-1-3 現代（1949～）

7



3-1-1 前近代から近代（～1949）3 前近代から近代（ ）

①『 漢 辞典』 ①『大漢和辞典』

 ②『アジア歴史事典』②『アジア歴史事典』

 ③『中国历代人名大辞典』

④『中国人名异称大辞典』 ④『中国人名异称大辞典』

 ⑤「中国历代人物图像数据库」
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①『大漢和辞典』①『大漢和辞典』
諸橋轍次著 大修館 1989-2000【KF4-E18】

 日本語

 主に前近代の人物について、別名、雅号の類も主に前近代の人物について、別名、雅号の類も
含めて収録。

語彙索引から五十音順で人名を検索できる 語彙索引から五十音順で人名を検索できる。

 「補巻」には唐～宋代の文学関係の人物を多く
掲載している。

 検索の糸口として有効だが、他のツールにより検索の糸口として有効だが、他のツ ルにより
情報を補強・確認する必要がある。

93. 人物 3-1 時代別 3-1-1 前近代から近代（～1949）



②『アジア歴史事典』②『アジア歴史事典』
平凡社 1959-1962【220.033-A983-H】

 日本語

 生没年、参考文献を明示。生没年、参考文献を明示。

 10巻（索引）の人名索引により、立項されない人
物も含めて検索できる物も含めて検索できる。

 中国語の項目には、ウェード・ジャイルズ式の
字表 を併 巻末 字索ローマ字表記を併記。10巻末のローマ字索引に

より検索も可能。

103. 人物 3-1 時代別 3-1-1 前近代から近代（～1949）



 ③『中国历代人名大辞典』
張撝之ほか主编 上海古籍出版社 1999【GE12-C75】

 中国語（簡体字） 中国語（簡体字）

 辛亥革命以前の人物約54,500名を収録。

生没年 出典を明示 生没年、出典を明示。

 ④『中国人名异称大辞典』 ④『中国人名异称大辞典』
山西人民出版社 2002【GE12-C78】

中国語（簡体字） 中国語（簡体字）

 古代から1949年までの約5万人の字、号、筆名など
の異称約10万を収録。

 別名からの検索も可能。
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別名からの検索も可能。

3. 人物 3-1 時代別 3-1-1 前近代から近代（～1949）



⑤「中国历代人物图像数据库」（浙江图书馆）
http://diglweb.zjlib.cn:8081/zjtsg/mingren/index.htm

簡体字 中国語（簡体字）

 古代から清代までの人物約5,800名について、1古代から清代までの人物約5,800名に いて、

万点を超える肖像を収録。号などの別称、生没
年 原籍地のほか 人物の略歴と 公開画像に年、原籍地のほか、人物の略歴と、公開画像に
ついての注釈を記す。

画像が複数ある場合 右側の「请点击查看」か 画像が複数ある場合、右側の「请点击查看」か
らすべての画像を見ることができる。

123. 人物 3-1 時代別 3-1-1 前近代から近代（～1949）



3-1-2 近現代（1840～）代

①『 辞典』 ①『近代中国人名辞典』

 ②『中国人名資料事典』②『中国人名資料事典』

 ③『民國人物大辭典』

④『中国近现代名人生平曁生卒年录』 ④『中国近现代名人生平曁生卒年录』

 ⑤『中國近現代人物名號大辭典』

 ⑥『20世纪中华人物名字号辞典』
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①『近代中国人名辞典』①『近代中国 名辞典』
山田辰雄編 霞山会 1995 【GE12-G2】

 日本語

 1840～1949年の間に活動した人物約1,100名8 0 9 9年の間に活動した人物約 , 00名

について、姓名、生没年月日、別名、出生地、民
族 人物類型 家庭環境 教育 社会的活動族、人物類型、家庭環境、教育、社会的活動、
思想、参考文献を収録。

排列は拼音順 五十音順 筆画順の索引を付す 排列は拼音順。五十音順、筆画順の索引を付す。

143. 人物 3-1 時代別 3-1-2 近現代（1840～）



②『中国人名資料事典』②『中国 名資料事典』
日本図書センター 1999 【GE12-G6】

日本語 日本語

 『現代支那名士鑑』（大陸社大正2年刊）、『最新
支那官紳録』（冨山房大正7年刊）、『東三省官紳
録』（東三省官紳録刊行局1924年刊）、『現代支
那人名鑑』（東亜同文会調査編纂部大正14年
刊）、『現代支那人名鑑 : 改訂』（東亜同文会調刊）、『現代支那人名鑑 改訂』（東亜同文会調
査編纂部昭和3年刊）、『現代中華民国満州国人
名鑑 昭和7年版』（東亜同文会調査編纂部昭和名鑑. 昭和7年版』（東亜同文会調査編纂部昭和
7年刊）などを収録。民国期の人物の検索に利
用できる用できる。

153. 人物 3-1 時代別 3-1-2 近現代（1840～）



③『民國人物大辭典』③『民國人物大辭典』
徐友春主編 河北人民出版社 2007【GE12-C125】

繁体字 中国語（繁体字）

 1991年版の増訂版。99 年版の増訂版。

 1905～1949年の間に活動した人物約17,000名
を収録を収録。

163. 人物 3-1 時代別 3-1-2 近現代（1840～）



④『中国近现代名人生平曁生卒年录』④『中国近现代名人生平曁生卒年录』
周新民主编 经济管理出版社 2009【GE12-C138】

簡体字 中国語（簡体字）

 中国以外の華人を含む、1840～2000年の間に中国以外の華人を含む、 8 0 000年の間に
亡くなった人物約12,000名を収録。

生没年のほか 属性 民族 別名 出身地 事 生没年のほか、属性、民族、別名、出身地、事
績、著作などを記す。

「近代部分 「 代部分 「近代部分(1840-1949.9)」、「现代部分(1949.1
0-2000.12)」、「外国人部分(1840-2000)」からな
る。

173. 人物 3-1 時代別 3-1-2 近現代（1840～）



⑤『中國近現代人物名號大辭典』
陈玉堂编著 浙江古籍出版社 2005【GE12-C122】
 中国語（簡体字） 中国語（簡体字）

 1840年から1991年ころまでの各分野の著名人10,112
名を収録 別名からの検索が可能名を収録。別名からの検索が可能。

⑥『20世纪中华人物名字号辞典』⑥『 世纪中华人物名字号辞典』
周家珍编著 法律出版社 2000【GE12-C90】

中国語（簡体字） 中国語（簡体字）

 20世紀の人物19,305名を収録。各人について字、号、
筆名 名などを 載筆名、別名などを記載。

 別名からの検索はできない。

183. 人物 3-1 時代別 3-1-2 近現代（1840～）



3-1-3 現代（1949～）代

①『 辞典』 ①『現代中国人名辞典』

 ②『中国人名大词典』②『中国人名大词典』

 ③『中国要人名鑑』

④「中共政治精英資料庫 ④「中共政治精英資料庫」

 ⑤「中國名人錄 = China Vitae」
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①『現代中国人名辞典』① 代 典
霞山会 1972-1995【GE12-6ほか】
 日本語

 関西館では1972年版，1978年版，1982年版，関西館では 9 年版， 9 8年版， 98 年版，
1986年版，1995年版を所蔵する。

 「大陸関係」と「台湾（その他）」の部分からなる 「大陸関係」と「台湾（その他）」の部分からなる。

 1949年以後に活動した党・政府・軍などの主要

人物について、姓名、別名、生年、原籍、民族、
家族、学歴、現職などの情報を収録。

 基本的に編纂時点で存命中、および没して間も
ない人物を収録。ない人物を収録。

203. 人物 3-1 時代別 3-1-3 現代（1949～）



② 『中国人名大词典』当代人物卷② 『中国人名大词典』当代 物卷
上海辞书出版社 1992 【GE12-C27】

簡体字 中国語（簡体字）

 1949年10月以降に死去および存命中の人物約9 9年 0月以降に死去および存命中の人物約
18,000名を収録。顔写真あり。

別巻に「現任黨政軍領導人物卷」「历史人物卷」 別巻に「現任黨政軍領導人物卷」「历史人物卷」
がある。

213. 人物 3-1 時代別 3-1-3 現代（1949～）



③『中国要人名鑑』③『中国要 名鑑』
時評社 2008 【GE12-J3】

 日本語

 中央および地方の党、政府、人代、政協、司法、中央および地方の党、政府、人代、政協、司法、
国営企業などの人物を中心に約12,000名を収
録。民族、生年、党派、学歴、経歴を掲載。録。民族、生年、党派、学歴、経歴を掲載。

 別冊「画数別索引」により筆画順で検索できる。

223. 人物 3-1 時代別 3-1-3 現代（1949～）



④「中共政治精英資料庫」（國立政治大學）
http://ics.nccu.edu.tw/chinaleaders/index.htm

 中国語（繁体字） 中国語（繁体字）

 1966年以降に副部長級以上の役職を担当した党
政軍の要人約6 000名について 生没年月日 出政軍の要人約6,000名について、生没年月日、出
身地、派閥、学歴、官歴などの情報を収録。

 検索には登録が必要。

⑤「中國名人錄 = China Vitae」⑤「中國名人錄 = China Vitae」
http://www.chinavitae.com/
英語 英語

 現代中国の各界の重要人物約4,000名を収録。現代中国 各界 要 物約 , 名を 録。

233. 人物 3-1 時代別 3-1-3 現代（1949～）



3-2 地域別に調べる3 地域別に調 る

各省 3-2-1 中国各省

 3-2-2 旧満洲3 旧満洲

 3-2-3 台湾
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3-2-1 中国各省中国各省

辞典 人名辞典

①『浙江古今人物大辞典』①『浙江古今人物大辞典』

②『广东历史人物辞典』

③『安徽历史名人词典』③『安徽历史名人词典』

④『上海名人辞典 : 1840-1998』
 地方志
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①『浙江古今人物大辞典』①『浙江古今人物大辞典』
单锦珩总主编 江西人民出版社 1998-【GE12-
C121】C121】
 中国語（簡体字）

 初編上下冊、続編、第3編の4冊からなる。浙江
省出身の人物約36,500名を収録。

 第3編巻末に「县（市）人物索引」を付す。

263. 人物 3-2 地域別 3-2-1 中国各省



②『广东历史人物辞典』
管林主编 广东高等教育出版社 2001【GE12-C116】

 中国語（簡体字） 1919年までの約3 500名を収録 中国語（簡体字）。1919年までの約3,500名を収録。

③『安徽历史名人词典』

安徽教育出版社 2008【GE12-C130】
 中国語（簡体字） 古代から1952年までに没した人物 中国語（簡体字）。古代から1952年までに没した人物

3,289名を収録。「本籍」「客籍」の2部分からなる。

④『上海名人辞典 』④『上海名人辞典 : 1840-1998』
上海辞书出版社 2001【GE12-C134】上海辞书出版社 2001【GE12 C134】
 中国語（簡体字）。1998年までに没した上海と関わり

のある中国人 外国人約2 800名を収録
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のある中国人・外国人約2,800名を収録。

3. 人物 3-2 地域別 3-2-1 中国各省



地方志（中国）地方志（中国）

 近代以前の地方志（旧地方志）には 地域に赴 近代以前の地方志（旧地方志）には、地域に赴
任した官僚や、地域出身の偉人などに関する伝
記を収録する記を収録する。

 現代の新地方志でも、分冊の一つとして「人物
志 が編纂される場合が多い（E 『雲南省志』志」が編纂される場合が多い（Ex. 『雲南省志』
【GE426-C31】卷80、『河南省志』【GE372-
C71】第98篇、『广东省志』【GE442-C31】、『黑
龙江省志』【GE357-C71】第76卷など）。

 独立した専門志として「人物志」が編纂される場
合もある合もある。

283. 人物 3-2 地域別 3-2-1 中国各省



3-2-2 旧満洲3 旧満洲

①『 物情報 系 編 』 ①『日本人物情報大系. 11-20（満洲編）』

 ②『満洲人名辞典』②『満洲人名辞典』
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①『日本人物情報大系. 11-20（満洲編） 』①『 本人物情報大系 （満洲編） 』
芳賀登〔ほか〕編 皓星社 1999【GB12-G22】

 日本語

 『満洲紳士録』をはじめ、満鉄社員（職員）録、満『満洲紳士録』をはじめ、満鉄社員（職員）録、満
洲国官吏録、文化協会会員名簿などを収録。

別冊の『満洲編被伝記者索引』によりまとめて検 別冊の『満洲編被伝記者索引』によりまとめて検
索できる。同社のウェブサイトからも検索可。

http://www.libro-koseisha.co.jp/f_mansyuu.htm

303. 人物 3-2 地域別 3-2-2 旧満洲



②『満洲人名辞典』②『満洲 名辞典』
満蒙資料協会〔編〕 日本図書センター 1989【GE12-E5】

 日本語

『満州紳士録第3版』(満蒙資料協会昭和15年 『満州紳士録第3版』(満蒙資料協会昭和15年
刊)の複製。

 約17,000名を収録。本篇と附篇からなり、本篇

は官公庁、会社や民間団体の主要人物を、附篇は官公庁、会社や民間団体の主要人物を、附篇
は「新中國及蒙疆主要人物」をそれぞれ収録。

 現職 生年 学歴 経歴 家族 住所 顔写真を 現職、生年、学歴、経歴、家族、住所、顔写真を
収録。

313. 人物 3-2 地域別 3-2-2 旧満洲



3-2-3 台湾3 3 台湾

辞典 人名辞典

①「臺灣記憶」① 臺灣記憶」

②『台湾人名辞典』

③『台湾当代人物辞典』③『台湾当代人物辞典』

④『台灣名人百科』

 地方志
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①「臺灣記憶」（國家圖書館）
http://memory.ncl.edu.tw/

 中国語（繁体字）中国語（繁体字）

 「人與事」から「臺灣歷史人物小傳:明清暨日據時
期」を選択すると 明清時代および植民地期の台湾期」を選択すると、明清時代および植民地期の台湾
に関係する人物約1,700名を検索できる。

②『台湾人名辞典』②『台湾人名辞典』
台湾新民報社編 日本図書センター 1989【GE12-E4】民

 日本語

 『改訂台湾人士鑑』(台湾新民報社昭和12年刊)の複 『改訂台湾人士鑑』(台湾新民報社昭和12年刊)の複
製。植民地期台湾の日本人・台湾人約2,300名を収
録録。

333. 人物 3-2 地域別 3-2-3 台湾



③『台湾当代人物辞典』
中国社会科学院台湾研究所编 中国大百科全书出
版社 2003【GE12-C101】版社 2003【GE12 C101】

 中国語（簡体字）

戦後台湾の人物のうち 編纂当時(2003年)在世の人 戦後台湾の人物のうち、編纂当時(2003年)在世の人
物を中心に約6,000名を収録。

④④『台灣名人百科』
風雲論壇 2007- 【GE12-C135】風雲論壇 2007 【GE12 C135】

 中国語（繁体字）

現代台湾の著名人約3 500名（2007 2008）について 現代台湾の著名人約3,500名（2007-2008）について、
生年月日、出身地、職業、学歴経歴、著作などを収録。

343. 人物 3-2 地域別 3-2-3 台湾



地方志（台湾）

 『清代臺灣三十三種地方志采訪冊紀略人名索
引』蔡志展編著 國立中央圖書館臺灣分館
2000 【GE12-C106】
『臺灣文獻叢刊』所収の33種の地方志類および
康熙『台湾府志』収録の約77 300名を収録。康熙『台湾府志』収録の約77,300名を収録。

※ 『臺灣文獻叢刊』 は中央研究院の「漢籍電子文
獻」（http://hanji sinica edu tw/）で全文検索可能獻」（http://hanji.sinica.edu.tw/）で全文検索可能。

 「台灣方志」（國立教育資料館）

http://county.nioerar.edu.tw/
現代台湾で刊行の地方志の全文画像を収録現代台湾で刊行の地方志の全文画像を収録。

353. 人物 3-2 地域別 3-2-3 台湾



3-3 テーマから調べる3 3 テ から調 る

辞典を探す 3-3-1人名辞典を探す

 3-3-2 専門家3 3 専門家

 3-3-3 文学関係の人物
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3-3-1人名辞典を探す名辞典を探す

 「中国工具书网络出版总库」（中国知网）
http://sdict.cnki.net/refbook/default.aspx

 中国語（簡体字）。約400種の人物辞典を収録。

 「中国人検索のための工具書--和漢書(稿)」
『アジア ア リカ資料通報』 22巻12号 1985年3月『アジア・アフリカ資料通報』 22巻12号、1985年3月、
pp.17-36.【Z8-985】

 日本語。1984年末までに受け入れた約500種を収録。

 『人物工具书辞典』 『人物工具书辞典』
李宝印[等]主编 吉林科学技术出版社 1989【UP41-
C4】C4】

373. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-1 人名辞典を探す



テーマ別人名辞典（政治関係の人物）

タイトル 出版社 刊年 請求記号

『中国共产党名人录』 四川人民出版社 1997 A2-C44
『中国共产党历届中央委员大辞
典:1921-2003』

中共党史出版社 2004 A2-C54

『中国共产党历史大辞典』总论・ 中共中央党校出版社 2001 A2 C58『中国共产党历史大辞典』总论・
人物卷

中共中央党校出版社 2001 A2-C58

『中国状元大典』 云南人民出版社 1999 A112-C65
『明清进士录』 中华书局 2006 A112-C84
『中国军事人物辞典』 科学技术文献出版社 1988 A116-C8
『中国国民党百年人物全书』 團結出版社 2005 GE12-C111
『中国抗日战争人物大辞典』 天津大学出版社 1999 GE12-C113
『中华英烈词典 1840 1990』 军事译文出版社 1991 GE12 C115『中华英烈词典:1840-1990』 军事译文出版社 1991 GE12-C115

383. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-1 人名辞典を探す



テーマ別人名辞典（学術・研究関係の人物）

タイトル 出版社 刊年 請求記号

『当代中国社会科学学者大辞典』 浙江大学出版社 1990 E6-C3浙江大学出版社 6 C3
『社會科學人才名録』 行政院研究発展考核

委員會

1994 E2-C13

『中国当代历史学学者辞典』 西北大学出版社 1994 GE12 C57『中国当代历史学学者辞典』 西北大学出版社 1994 GE12-C57
『中华当代文化名人大辞典』 中国广播电视出版社 1992 GK2-C5
『中国语言学人名大辞典』 岳麓书社 1997 KK12 C196『中国语言学人名大辞典』 岳麓书社 1997 KK12-C196
『中国科学技术人物辞典』 科学技术文献出版社 1992 M2-C27
『中国科学技术专家传略』 中国科学技术出版社 1992- M35-C46『中国科学技术专家传略』 中国科学技术出版社 1992 M35 C46
『中国中医人名辞典』 中医古籍出版社 1991 SC2-C18

393. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-1 人名辞典を探す



テーマ別人名辞典（文化・芸術関係の人物）

主題 タイトル 出版社 刊年 請求記号

料理 『中华烹饪名人大典』 中国经济出版社 2002 E2-C28
翻訳 『中国翻译家词典』 中国对外翻译出版 1988 GE12-C25
女性 『华夏妇女名人词典』 华夏出版社 1988 GE12-C14
美術 『中國美術家人名辭典』 上海人民美術出版

社

1985- K9-C19

美術 『中国美术家大辞典』 北京出版社 2007 K9-C27美術 『中国美术家大辞典』 北京出版社 2007 K9 C27
音楽 『中国音乐家辞典』 人民出版社 2006 KD9-C3

芸能 『中国曲艺界人名大辞典』 中国国际广播出版 1997 KD9-C2芸能 『中国曲艺界人名大辞典』 中国国际广播出版
社

1997 KD9-C2

詩歌 『中国当代诗词艺术家大辞典』 中州古籍出版社 2001 KK62-C87
写真 『中国摄影家辞典』 山东大学出版社 1985 KC712-C1
出版 『中国出版人名词典』 中国书籍出版社 1989 UE4-C3

403. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-1 人名辞典を探す



テーマ別人名辞典（民族・宗教関係の人物）

主題 タイトル 出版社 刊年 請求記号

民族 『中国民族史人物辞典』 中国社会科学出版社 1990 G112-C6民 中国社会科学出版社 G C6
宗教 『中国神怪大辞典』 人民出版社 2009 HK2-C11
仏教 『中國佛教人名大辭典』 上海辭書出版社 1999 HM4-C3
仏教 『現代佛教人物辭典』 佛光文化出版 2004 HM4-C4
仏教 『中华佛教人物大辞典』 黄山书社 2006 HM4-C5

413. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-1 人名辞典を探す



3-3-2 専門家専門家

 『中国专家大辞典』 『中国专家大辞典』
中国人事出版社 1999- 【GE12-C97】

中 語（簡体字） 中国語（簡体字）

 NDLでは2巻から14巻まで所蔵。合計約13万名を
収録。

 各巻ごとに「高等学校教师」「自然科学研究」「社会 各巻ごとに 高等学校教师」 自然科学研究」 社会
科学研究」「卫生技术」「工程技术」「农业技术」など
20以上の分類からなる。20以上の分類からなる。

 4巻以降の各巻末に拼音索引を付す。

423. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-2 専門家



3-3-3 文学関係の人物文学関係 物

①『 学 事典』 ①『中国学芸大事典』

 ②『中国文学家大辞典』②『中国文学家大辞典』

 ③『中國作家協會會員辞典』

④「台灣作家作品目錄 ④「台灣作家作品目錄」

 ⑤「世界華文文學資料庫」
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①『中国学芸大事典』①『中国学芸大事典』
近藤春雄著 大修館書店 1980【GE8-55】

 日本語

 中国の文学・思想をはじめ、音韻・言語・文字・中国の文学 思想をはじめ、音韻 言語 文字
金石・書画・歴史・地理・音楽など諸般の学術に
関する人名・書名・事項について解説。関する人名 書名 事項について解説。

 記述の典拠、参考文献を明示。

443. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-3 文学関係



②『中国文学家大辞典』② 文学家 辞典
中华书局 1992- 【KK62-C94】

簡体字 中国語（簡体字）

 NDLでは「先秦漢魏晋南北朝卷」「唐五代卷」では 先秦漢魏晋南北朝卷」 唐五代卷」
「宋代卷」「辽金元卷」「清代卷」「近代卷」を所蔵。

後世に著述が伝わる 文学的価値の高い文章 後世に著述が伝わる、文学的価値の高い文章
を残した人物を収録。

453. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-3 文学関係



③『中國作家協會會員辞典』③ 國作家協會會員辞典
中国作家协会会员辞典编辑室编 作家出版社 2009
【KK62-C125】【KK62 C125】

 中国語（簡体字）

 1949～2009年の間に中国作家協会に加入した
約1万名を収録。約 万名を収録。

 中国作家協会が運営する「中国作家网」に「中
国作协会员辞典」が公開されている国作协会员辞典」が公開されている。

http://www.chinawriter.com.cn/hycd/

463. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-3 文学関係



④「台灣作家作品目錄」（國立台灣文學館）
http://www3.nmtl.gov.tw/Writer2/index.html

中国語（繁体字） 中国語（繁体字）

 現代台湾の作家約2,700名について、出身、生
年月日、経歴、作風解説などを収録。

 冊子体に『2007台灣作家作品目録』國立台灣文 冊子体に『2007台灣作家作品目録』國立台灣文
學館 2008 【KK11-C20】がある。

同様のデ タベ スとして「當代文學史料系統」 同様のデータベースとして「當代文學史料系統」
http://lit.ncl.edu.tw/ （國家圖書館）がある。

約2,300名を収録。関連資料の検索も可能。

473. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-3 文学関係



⑤「世界華文文學資料庫」（世新大學）
http://ocl.shu.edu.tw/
 中国語（繁体字）

 「資料庫查詢」の「作家查詢」から、中国・台湾以 「資料庫查詢」の「作家查詢」から、中国 台湾以
外の地域に居住する華人・華僑の作家約4,000
名を検索できる 本籍地 居住地 生没年 経歴名を検索できる。本籍地、居住地、生没年、経歴
学歴、著作、受賞歴などの情報を収録。

「評論查詢 「傳記查詢 から 作家に関する評 「評論查詢」・「傳記查詢」から、作家に関する評
論、伝記の検索が可能。

483. 人物 3-3 テーマから調べる 3-3-3 文学関係



3-4 別名から調べる別名 調 る

①『 室名 字 索 』 ①『明人室名别稱字號索引』

 ②『清人室名别稱字號索引』②『清人室名别稱字號索引』

 ③『民國人物别名索引』

④『現代中国人物別称総覧』 ④『現代中国人物別称総覧』

 ⑤『20世纪中文著作者笔名录』
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①『明人室名别稱字號索引』①『明人室名别稱字號索引』
楊廷福,楊同甫編 上海古籍出版社 2002【GE12-
C84】C84】
 中国語（繁体字）

 4,600種の文献から約27,000名の明代の人物
について、室名・別称・字号を収録。

 上卷は室名・別称・字号から、人名を検索できる。
下卷は人物ごとに室名・別称・字号を収録。下卷は人物ごとに室名 別称 字号を収録。

503. 人物 3-4 別名から調べる



 ②『清人室名别稱字號索引』
楊廷福,楊同甫編 上海古籍出版社 2001【GE12-C82】
 中国語（繁体字） 4 600種の文献から約40 000名の 中国語（繁体字）。4,600種の文献から約40,000名の

清代の人物について、室名・別称・字号を収録。

③『民國人物别名索引』 ③『民國人物别名索引』
蔡鴻源主编 吉林人民出版社 2001【GE12-C117】
 中国語（繁体字）。1911年から1949年までの人物約

15,000名の別名約20,000件を収録。15,000名の別名約20,000件を収録。

 ④『現代中国人物別称総覧』
藤田正典編 汲古書院 1986【GE12-50】
 日本語。1912年以後の人物を収録。

51

日本語。1912年以後の人物を収録。

3. 人物 3-4 別名から調べる



⑤『20世纪中文著作者笔名录』⑤『 世纪中文著作者笔名录』
朱宝樑编著 广西师范大学出版社 2002【GE12-C81】

簡体字 中国語（簡体字）

 1977年初版、1989年増訂版の修訂第3版。9 年初版、 989年増訂版の修訂第3版。

 中国語の著作を残した20世紀の人物約15,000
名について約40 000の筆名を収録名について約40,000の筆名を収録。

 本名と筆名を区別せず拼音順に排列。本名には
生 年を付す生没年を付す。

523. 人物 3-4 別名から調べる



3-4 別名から調べる別名 調 る

微妙に似た名前の人物が見つかった場合…

→「避諱」(皇帝など高貴な人物の本名の使用を避け
る習慣)により書き改められた可能性がある。る習慣)により書き改められた可能性がある。

 『史讳举例』

陈垣撰 中华书局 1962【XP B 13889】陈垣撰 中华书局 1962【XP-B-13889】
 『历代避讳字汇典』

王彦坤编著 中州古籍出版社 1997【GE12-C118】
 『史諱辭典』 『史諱辭典』

王建著 汲古書院 1997【GE12-C58】

533. 人物 3-4 別名から調べる



3-5 伝記資料を探す3 5 伝記資料を探す

前 資料 漢籍 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）

 3-5-2 近現代の伝記資料（図書・論文）3 5 近現代の伝記資料（図書 論文）

 3-5-3 年譜資料
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3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）前近代 伝記資料（漢籍）

①「漢籍 文獻 ①「漢籍電子文獻」

 ②伝記資料索引②伝記資料索引

553. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



① 「漢籍電子文獻」（台湾・中央研究院）
http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/hanji.htm

中 繁体字 中国語（繁体字）。

 史記から清史稿までの「正史」には、皇帝の年譜で
ある「紀」と著名人物の伝記である「伝」を収録。

 全文検索が可能。 全文検索が可能。

563. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（唐代）②伝記資料索引（唐代）

 『唐五代人物傳記資料綜合索引』東方書店
1987【GE12-C8】
唐・五代の人物約3万名を収録。

「唐代人物知識ベ ス」（京都大学人文科学研 「唐代人物知識ベース」（京都大学人文科学研
究所東アジア人文情報学研究センター）

http://tkb.zinbun.kyoto-u.ac.jp/pers-db/
唐・五代の人物約4,700名について、人名、関係地、唐 五代の人物約4,700名に いて、人名、関係地、
生没年、家系、経歴などを収録。

573. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（宋代）②伝記資料索引（宋代）
 『宋人傳記資料索引』鼎文書局 1974-1976
【GE12 C61】【GE12-C61】

 『四十七種宋代傳記綜合引得』引得编纂处编 中
华书 【 】华书局 1959【GE12-C87】
『宋代傳記資料叢刊』北京圖書館出版社 2006『宋代傳記資料叢刊』北京圖書館出版社
【GK17-C176】

 『中國地方志宋代人物資料索引』沈治宏 王蓉貴 『中國地方志宋代人物資料索引』沈治宏, 王蓉貴
編撰 四川辭書出版社 1997【GE12-C103】『中

國地方志宋代人物資料索引續編』王蓉貴 沈治國地方志宋代人物資料索引續編』王蓉貴, 沈治
宏編撰 四川辭書出版社 2002【GE12-C104】

583. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（遼・金・元代）②伝記資料索引（遼 元代）

『遼金 索 』京都 学 学 究 『遼金元人伝記索引』京都大学人文科学研究所
1972【GK2-3】

 『遼金元傳記三十種綜合引得』引得编纂处编
中华书局 1959【GE12-C88】中华书局 1959【GE12 C88】

『遼金元傳記資料叢刊』北京圖書館出版社
2006【GK17 C177】2006【GK17-C177】

 『元人傳記資料索引』新文豐出版 1979-1982
【GE12-C63】

593. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（明代）②伝記資料索引（明代）

『 傳記資 索 』 中 書館 『明人傳記資料索引』國立中央圖書館 1965-
1966【GE12-C69】

 『明遺民傳記資料索引』新文豐出版 1990
【GE12-C42】【GE12 C42】

 『明代地方志傳記索引:中日現藏三百種』大化
書局 1986【GE12 C9】書局 1986【GE12-C9】

603. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（清代）②伝記資料索引（清代）

『清代 物传 』 庆柏主编 广陵书 『清代地方人物传记丛刊』江庆柏主编 广陵书
社 2007【GK17-C199】
『三十三種清代傳記綜合引得』中華書局 1959
【GE12-C89】【GE12 C89】

 『清代碑傳文通檢』陳乃乾編纂 北京圖書館出
版社 2003【GE12 C137】版社 2003【GE12-C137】

 『八旗通志初集人物傳索引.欽定八旗通志人物
志索引』趙徳貴,劉素雲,李曉娟編 吉林文史出
版社 2002【GE295-C194】

613. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



②伝記資料索引（清代）②伝記資料索引（清代）

 『清代人物生卒年表』人民文学出版社 2005
【GE12-C112】

 「清代檔案人名權威資料查詢」（國立故宮博物院） 「清代檔案人名權威資料查詢」（國立故宮博物院）
http://npmhost.npm.gov.tw/ttscgi/ttsweb?@0:0:
1:mctauac::/tts/npmmeta/dblist htm1:mctauac::/tts/npmmeta/dblist.htm
清代の人物15,000名を収録。

 「明清人物傳記史料查詢」(中央研究院歷史語言研究所)

http://archive.ihp.sinica.edu.tw/ttsweb/html_na
me/search.php
明清時代（特に清代）の人物約15 000名を収録。明清時代（特に清代）の人物約15,000名を収録。

623. 人物 3-5 伝記資料 3-5-1 前近代の伝記資料（漢籍）



3-5-2 近現代の伝記資料（図書・論文）近現代 伝記資料（図書 論文）

 ①『二十世纪中国传记资料索引』

 ②『全國各級政協文史資料篇目索引』②『全國各級政協文史資料篇目索引』

 ③“Chinese biographical index”
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①『二十世纪中国人物传记资料索引』
复旦大学历史系资料室编 上海辞书出版社 2010
【GE12-C142】

 中国語（簡体字）

 1900～1999年の間に活動した人物約48 000名 1900～1999年の間に活動した人物約48,000名
の伝記資料約20万件を検索できる。

上編と下編からなる 上編は『辛亥以来人物传 上編と下編からなる。上編は『辛亥以来人物传
记资料索引』（上海辞书出版社1990年刊）の改

年 物訂版で、1911～1949年に活動した人物につい
て1986年までに刊行の伝記資料を検索できる。
下編は1900～1999年に活動した人物について
1999年までに刊行の伝記資料を検索できる。

643. 人物 3-5 伝記資料 3-5-2 近現代の伝記資料（図書・論文）



②『全國各級政協文史資料篇目索引:1960
〜1990』
李永璞主編 中國文史出版社 1992【GE2-C79】李永璞主編 中國文史出版社 1992【GE2 C79】
 中国語（簡体字）

1960 1990年に全国の政治協商会議文史資 1960～1990年に全国の政治協商会議文史資

料委員会およびその関係機関が編纂した文史
資料約 所収 事約 件を収録資料約13,000冊所収の記事約30万件を収録。

 うち、第4分册と第5分册が人物篇。叢伝を収録うち、第4分册と第5分册が人物篇。叢伝を収録
した「集合」部分と個人伝記を収録した「单人」部
分からなる。「单人」部分の「古代人物」は時代分からなる。「单人」部分の「古代人物」は時代
別に、「近现代人物」は姓の筆画順に排列。

653. 人物 3-5 伝記資料 3-5-2 近現代の伝記資料（図書・論文）



②“Chinese biographical index”② g p
compiled by Stephan von Minden K.G. Saur 2000 
【GE12-B1】【GE12 B1】

 英語

 1874～1994年に出版された89種の参考図書収
録の約7万名について、性別、別名、生没年およ
び職業、出典を収録。

663. 人物 3-5 伝記資料 3-5-2 近現代の伝記資料（図書・論文）



3-5-3 年譜資料年譜資料

①『中 代 物年谱考 』 ①『中国历代人物年谱考录』

 ②『中国历代年谱总录』②『中国历代年谱总录』

 ③『中国年谱词典』

④『中國歷代名人年譜總目』 ④『中國歷代名人年譜總目』
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①『中国历代人物年谱考录』①『中国历代人物年谱考录』
中华书局 1992【GE2-C83】

簡体字 中国語（簡体字）

 4,010名の人物（譜主）について、6,259種を収,0 0名の人物（譜主）に いて、6, 59種を収
録。

附編に「合编年谱」「合刊年谱」「疑年录及生卒 附編に「合编年谱」「合刊年谱」「疑年录及生卒
年表」などを収録。

683. 人物 3-5 伝記 3-5-3 年譜資料



 ②『中国历代年谱总录』
杨殿珣编 书目文献出版社 1996【GE2-C92】
 中国語（簡体字） 1980年の増訂版 2 396名の人 中国語（簡体字）。1980年の増訂版。2,396名の人

物の4,450種の年譜を収録。

③『中国年谱辞典』 ③『中国年谱辞典』
黄秀文主编 百家出版社 1997【GK1-C1】黄秀文主编 百家出版社 1997【GK1 C1】
 中国語（簡体字）。2,431名の人物の4,115種を収録。

④『中國歷代名人年譜總目』 ④『中國歷代名人年譜總目』
新文豐出版 1999【GE12-C140】新文豐出版 1999【GE12 C140】

 中国語（繁体字）。1978年の増訂版。1,715名の人
物を収録
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3. 人物 3-5 伝記 3-5-3 年譜資料
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