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講義内容 
0. 中国語で情報を探すために 
1. 中国語資料の所蔵調査と入手 

 1-1 国内機関の所蔵 
 1-2 国外機関の所蔵 
 1-3 デジタル化資料 

2. 中国語雑誌・新聞の記事検索 
 2-1 国内データベース 
 2-2 国外データベース 

3. インターネット情報を活用する  
 3-1 統計情報を調べる 
 3-2 漢籍テキストデータベース 

2 ※本日の講義でご紹介する情報は2013年2月4日時点のものです 



0.中国語で情報を探すために 
 
 中国語の入力 
 近年のOSでは比較的簡単に中国語入力の 

設定ができる 
※設定方法については附録１を参照 

 オンライン辞書・ピンイン変換サイトなどを活用すれば
中国語の知識が無くても中国語検索が可能に 

※書虫ピンインサービス http://www.frelax.com/sc/service/pinyin/ 
⇒漢字(日本漢字、簡体字、繁体字いずれも可)を入力すると、ピンインを表示 

※漢字変換ツール http://www.jcinfo.net/jp/kanji/ 
⇒日本漢字・簡体字・繁体字を相互に変換 

※书同文汉字网 手写输入 http://hanzi.unihan.com.cn/Tools/Qpen/ 
⇒簡体字を手書き入力できるサイト、1文字目を入力すると熟語の候補も表示される 
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 中国語ウェブサイトで情報収集 
 ウェブ上の翻訳サイトの活用 

 完全な翻訳はできないが概要を把握するのに役立つ 
Google翻訳(http://translate.google.co.jp/#zh-CN/ja/)など 

 英語版サイトが併設されている場合がある 
 ※参考資料 『電脳中国学入門』(好文出版, 2012.2)  
  ⇒中国語の入力方法や情報収集に有用なウェブサイトを紹介 

 ※付録2「中国語用語集」 
 ※AsiaLinks 言語・辞書 : 中国・香港・台湾 
  http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/dic-chn.php 
  ⇒オンラインで使える中国語辞書サイトへのリンクを収録 
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0.中国語で情報を探すために 
 



1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 

 国立国会図書館所蔵中国語資料の概要 
 

 ⇒議会・法令資料など一部を除き関西館で所蔵 
 図書 

 約26万冊を所蔵、そのうち約17万冊は上海新華書店旧蔵書の 
見本本コレクション 

 ⇒詳しくは上海新華書店旧蔵書
(http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/shinka.php)を参照 

 

 雑誌 
 学術誌を中心に約4,200タイトルを所蔵、約1,900タイトルを 

継続的に受入中 
 

 新聞 
 全国紙・地方紙など363紙を所蔵、101紙を継続的に受入中 

 

 ※参照 アジア情報室所蔵資料の概要 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-02data.php  
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 国立国会図書館所蔵中国語資料の検索方法 
 

 1986年以降受入資料  
⇒ NDL-OPAC 

 1981~1985年受入資料 
⇒カード目録 (アジア情報課までお問い合わせください) 

 1981年以前受入資料  
⇒NDL-OPACもしくは漢籍目録※ 
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※『国立国会図書館漢籍目録』（ 国立国会図書館、1987年）のこと。 
 全國漢籍データベース(http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/kanseki/)でも 

 一部を検索可能 

1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内外機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 



 NDL-OPAC https://ndlopac.ndl.go.jp/ 
 
 
 
 
 
※検索方法全般についてはNDL-OPACのヘルプ

(https://ndlopac.ndl.go.jp/help.jpn.html)を参照 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 

国立国会図書館の所蔵資料や     

雑誌記事索引を検索 



 NDL-OPACで中国語資料を検索する 
 漢字形、日本語カナ読み、ピンイン読みで検索可能 

※上海新華書店旧蔵書【XP-*-**】は日本語カナ読みでは検索不可 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 

プルダウンメニューで
検索対象を中国語資料
に限定できる 

詳細検索のタブを選択
すると、複数項目検索
で言語の指定などが
できる 



 NDL-OPACで中国語資料を検索する際の注意点 
 漢字は日本漢字、簡体字、繁体字のいずれを 
入力しても検索可能 
例)伝説、デンセツ、chuan shuo ⇒ 传说・傳說  いずれもヒット 

 ただし、一部の漢字は別字として認識される 
⇒複数の正体字が同じ簡体字に置き換わる場合 
例)「雑誌」で検索⇒志と誌が別の文字として認識されるため、          

「杂志」はヒットしない 
  ※問題となる文字の例 
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正体字 志  誌 系  係 制  製 歴  暦 複  復 机  機 
簡体字 志 系 制 历 复 机 

1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 



 国立国会図書館(NDL)サーチ http://iss.ndl.go.jp/ 
 

 NDLの所蔵資料だけでなく、他機関の蔵書目録や      
デジタル化資料など各種DBを統合検索できる 

 ※検索対象DB一覧表(http://iss.ndl.go.jp/information/target/)を参照 
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チェックを入れると 
検索対象範囲を拡大
(検 索 に 時 間 が
かかる場合あり )  

検索対象の資料群を
限定できる 

1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 



 国立国会図書館サーチで中国語資料を検索する 
 

 一部のデータを除き、日本漢字、簡体字、繁体字は別字として認識される 
  例) 「中国統計年鑑」で検索⇒日本漢字の『中国統計年鑑』のみヒット 
  NDL所蔵の『中国统计年鉴』 (Z41-AC65)はヒットしない⇒簡体字で検索する必要あり 

 

 中国語翻訳機能あり ⇒ 簡体字入力の補助ツールとしても活用できる 
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「中国語に 
翻訳」を選択 

簡体字の   
『中国统计年鉴』
がヒット 

日本漢字
を入力 

自動的に翻訳した
キーワードで検索 

1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

①国立国会図書館の所蔵を調べる 



 
 
 ＣｉＮｉｉ Books  http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja 
 国立情報学研究所(NII)が運営する、国内の大学や研究機関

における図書と雑誌の所蔵を検索できるデータベース 
 日本漢字、簡体字、繁体字のいずれを入力しても検索できる 
  (NDL-OPACのように別字として認識される例外はない) 

※ＣｉＮｉｉ Booksは国立国会図書館サーチでも横断検索可能 
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クリックすれば     
ＣｉＮｉｉ Booksの    
検索結果のみ 
表示できる 

※ＣｉＮｉｉ BooksについてはNDLサーチに
おける検索でも日本漢字、簡体字、
繁体字のいずれでも検索可能 

NDLサーチでＣｉＮｉｉ Booksを 
統合検索するには、この欄に
チェックを入れる 

1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

②NDL以外の国内所蔵機関を探す 



 ＣｉＮｉｉ Booksで所蔵が見つからない資料 
 ＣｉＮｉｉ Booksでは国内主要機関の所蔵は検索できるが、新聞は検索で

きないほか、所蔵情報がＣｉＮｉｉ Booksに収録されていない場合がある 

 個別のサイトや目録を調査すると見つかる場合も 
 中文逐次刊行物検索 (東洋文庫)     
   http://61.197.194.11/open/ChinaMagQueryInput.html 
 ＣｉＮｉｉ Booksに収録されていないタイトルもあり 

 JSTChinaファイル収録誌一覧  http://pr.jst.go.jp/db/jstchina/index.html 
 ＣｉＮｉｉ Booksに収録されない科学技術振興機構所蔵の 

中国の科学技術雑誌858タイトルの一覧 

 『中国文雑誌・新聞総合目録』(アジア経済研究所 1986) 
 国内の18機関における雑誌・新聞の所蔵目録 
 清末から1985年までに発行された雑誌と新聞が対象 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-1 国内機関の所蔵調査 

②NDL以外の国内所蔵機関を探す 



 http://www.nlc.gov.cn/ 
    (英語版サイト http://www.nlc.gov.cn/newen/) 

 

 中国最大の図書館 
 約730万冊の中国語資料を所蔵 
 近年はデジタル化による資料公開にも力を入れている 
 海外への郵送複写サービスも行っている  

(個人申込み可能 )  
 
※複写サービス:海外の図書館の複写サービスのご案内:中国国家図書館 
  (http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/asia-copyinfo-chn.php) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆(中国国家図書館)  



 OPAC(联机公共目录查询系统) 

  http://opac.nlc.gov.cn/ 
 英語版もあり(画面右上の「ENGLISH」をクリック) 
 日本漢字、簡体字、繁体字のいずれでも検索できる 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆 

検 索 対 象  
フィールドを選択 

クリックすると   
刊行年や資料種別
の選択欄が出現、
絞り込みを行える 

複数項目が検索可能な
詳細検索画面へ 

英語版へ 



 文津搜索 http://find.nlc.gov.cn/ 
 

 国家図書館の所蔵資料 

 国家図書館が作成したデジタル化資料の一部 

 国家図書館が契約する雑誌記事索引データベース 

 ⇒合計2億件近くのデータを統合検索できる 
 

 検索結果から郵送複写サービスの申し込みが可能 
 簡易登録(※)すれば、一部資料の全文閲覧が可能 

※ 後述の中国国家数字(デジタル)図書館と共通のID 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆  



 「文津搜索」の検索 

 日本漢字、簡体字、繁体字が別字として 
認識される場合がある 

 資料種別や年代の絞り込みができる 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆  

検索語を入力 
(中国語資料の場合、現代図書は

おおむね簡体字で入力、古典籍など
一部資料は繁体字で検索する) 

図書や論文など、資料
種別を絞り込める 



 検索結果一覧 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆 

CD-ROM版、
電子書籍版 
などを表示 雑誌記事の場合は 

収録データベース名・ 
収録誌名、年月日を表示 

文献类型(文献の種類)
や来源数据库(収録DB)
などの情報を表示 
※专著=学術書 
※期刊论文=雑誌論文 

電子書籍やマイクロ資料 
など、同一資料について 
異なる媒体が存在する 
場合に表示される 

「馆藏中文资源」
と表示される場合は
国家図書館の蔵書
であることを示す 



 書誌詳細画面から郵送複写の申込みが可能 
 一部の資料については全文の閲覧(要登録)も可能 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

①中国国家图书馆 

「在线阅读」 
(オンライン閲覧)の表示が 
ある資料は全文を閲覧できる 
(国外からの簡易登録で 
閲覧できる資料は一部のみ) 
クリックすると全文閲覧画面へ。 

「文献传递」 
(ドキュメントデリバリー)
をクリックすると  
郵送複写申込画面へ 



  http://www.library.sh.cn/ 
(日本語版サイト http://www.library.sh.cn/japanese/) 
 

 中国国家図書館に次ぐ中国の大型図書館 
 海外への郵送複写サービスを行っている 
 ※郵送複写申込案内(日本語) 
   http://www.library.sh.cn/japanese/wxtg/notice.htm 
 ※料金案内（英語） 
   http://eservice.digilib.sh.cn/ewxtg/service/docu_charge.htm 
 ※支払い方法案内（英語） 
   http://eservice.digilib.sh.cn/ewxtg/payment/index.asp 
 

 上海図書館OPAC  http://ipac.library.sh.cn/ 
（英語版 http://ipac-en.library.sh.cn/ipac20/ipac.jsp?profile=#focus ） 
 中国語図書は簡体字でのみ検索可能 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

②上海图书馆 (上海図書館) 



 http://www.ncl.edu.tw/ 
 (英語版サイト http://www.ncl.edu.tw/mp.asp?mp=5) 

 納本により収集した台湾の出版物などを所蔵 
 図書約200万冊、雑誌約2万タイトルを所蔵 

 

 國家圖書館OPAC http://aleweb.ncl.edu.tw/ 
 英語版もあり(画面右上の「ENGLISH」をクリック)            

 中国語資料については簡体字・繁体字の 
どちらでも検索可能 

※日本漢字は不可(日本語資料のみヒットする) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

③國家圖書館 (台湾) 



 CALIS 联合目录公共检索系统 
   http://www.calis.edu.cn/ 

 3,300館以上の高等学術機関図書館が参加する中国の総合目録 
 地方版文献联合采编协作网  

(China Regional Libraries Network : CRLNet)  
   http://www.crlnet.org/  

 深圳図書館、湖南図書館、上海図書館、天津図書館など6つの 
省級図書館が共同構築し、現在は100館以上の公共図書館が参加 

 全國圖書書目資訊網 
(National Bibliographic Information Network) 

    http://nbinet.ncl.edu.tw/ 
 国家図書館など、台湾の大学図書館や公共図書館80館の蔵書を 

検索できる 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   1-2 国外機関の所蔵調査 

④中国・台湾の総合目録 



 近年、デジタル化資料を閲覧できるサイトが 
増えてきている 

 著作権処理をした資料が公開される 
 古典籍 
 中華民国期の図書・雑誌 
 一部の現代中国語図書 
 一部の雑誌・新聞 
 

⇒本日は代表的な中国のサイト2つを紹介 
(その他の有用なサイトについては付録３を参照) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手   
1-3 デジタル化資料 



 http://mylib.nlc.gov.cn/web/guest/home 
 

 中国国家図書館がデジタル化した資料のほか、 
他機関から提供を受けたデータなどを収録 

 資料の全文閲覧には登録が必要 
⇒有効なメールアドレスがあれば誰でも登録可能 
  （登録方法については付録４を参照） 

 

※注意 
 日本で登録できる簡易登録のIDでは利用できないDBあり 

 中国語現代図書(外部データベースを除く)や 
博士論文は一部分(24ページまで)しか閲覧できない 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 (中国国家数字図書館) 

 



 簡易登録のIDで閲覧できる主要資料 (*印は外部データベース) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

DB名 収録内容 
民国图书 中華民国期の図書約22,000タイトル 

民国期刊 中華民国期の雑誌約4,300タイトル 

数字方志 中華民国期以前に刊行された地方志約6,500タイトル 

家谱 家系図約400種 

方正阿帕比电子书* 現代中国語図書約40万タイトル 

方正apabi报纸资源* 新聞563タイトル 

少儿连环画 連環画(漫画に類する、挿絵を多用した図書)600タイトル 

※上記以外にも映像音楽資料などさまざまな資料を公開している 
※「文津搜索」(スライド16)でもデジタル化資料の一部を検索、全文を閲覧できる 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

資料種別を選択 
さらにその中から
閲覧したい資料
群を選択 

※資料群を選択して資料を探すことができる
(ログインすると、そのID権限で利用可能な 
資料群のみが表示される) 



 閲覧できる資料例① 民国图书 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

簡体字で 
検索語を入力 

分野別に資料を
探すことも可能 

検索結果一覧が表示され、 
資料名または書影を  
クリックすると詳細画面へ 



 書誌詳細画面 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

在线阅读  
(オンライン閲覧)を 
クリックすると全文へ 

目录(目次)を
クリックすると
目次画面へ 

加入收藏 
(お気に入りに
入れる) 



 閲覧できる資料例② 方正阿帕比电子书 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

电子图书→方正阿帕比电子书 

中国国家電子図書館にログイン
した状態でクリック 

「高级检索」(詳細検索)を 
クリックすると、複数項目検索画面へ 

キーワードを簡体字で入力 



 検索例：「海洋石油」で簡易検索した結果 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

クリックするとビューアが  
立ち上がり、全文閲覧画面へ 

検索結果一覧画面に表示される 
「目录」(目次)の項目をクリックすると
該当ページの本文にジャンプ  

書影またはタイトルをクリックして 
書誌詳細画面へ 



 横断検索機能 
 「为我找书」では複数の資料群を横断検索できる 

(「方正阿帕比电子书」など外部データベースは含まれない) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

①中国国家数字图书馆 
 

チェックボックスに
チェックを入れて 
検索対象を指定 

タイトルや  
著者名を入力 

表示する資料群を
増やす 

チェックを入れると 
「あいまい検索」に 



 http://www.cadal.cn/ 
 

 浙江大学図書館を中心に中国や海外の80以上の
学術機関が共同構築するデジタル化資料サイト 
 

 古典籍約24万冊、中華民国期の図書約16万冊、 
現代中国語図書約71万冊などを収録 
 

 中華民国期雑誌や博士論文など一部の資料は
CADAL参加機関の所属者しか閲覧できないが、 
中華民国期図書や古典籍資料は一般公開している 
 

 一部の資料はユーザー登録後に閲覧できる 
(登録は無料。手順については付録５を参照) 
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1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

②CADAL 大学数字图书馆国际合作计划 
                                 (大学数字図書館国際合作計画) 
 



 検索窓に簡体字でキーワードを入力して検索 

33 

1.中国語資料の所蔵調査と入手  1-3デジタル化資料 

②CADAL 大学数字图书馆国际合作计划 
 

タイトルをクリック
するとビューアが
立ち上がり、本文
を閲覧できる 

資料種別を 
選択 

このマークを 
クリックすると、 
書誌情報画面へ 

※全文を閲覧するには 
登録したIDでログインが 
必要な場合がある 

出版社などの  
書誌事項を表示 



２.中国語雑誌・新聞の記事検索 
 雑誌や新聞の記事を閲覧するには、 
記事がどこに収録されているか調べる必要がある 
⇒雑誌・新聞記事索引データベースを利用する 
 

 国内外を問わず、総合データベースだけでなく 
主題別データベースまで様々なデータベースがあり、 
全文を閲覧できるデータベースも存在する 
⇒ここでは国内外の代表的なデータベースを紹介 
 
※参考 AsiaLinks 
 

 雑誌記事・論文 : 中国・香港・マカオ・台湾 
 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/article-chn.php 
 新聞記事 : 中国・香港・マカオ・台湾 
 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/news-index-chn.php 
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 京都大学 人文科学研究所 東アジア人文情報学 
研究センター所蔵の学術雑誌に掲載された 
中国学関連の論文や単行本の書誌データベース 

 歴史、文学、言語学など人文科学分野が中心 
 日本語や欧文の書誌も含む 

 

 東洋学文献類目 第7.3α版 
 http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku/ 

 ⇒1934年から1980年までと 2001年以降のデータを収録 
 東洋学文献類目 第6.10版 
 http://ruimoku.zinbun.kyoto-u.ac.jp/ruimoku6/index.html.ja 

 ⇒1981年から2000年のデータを収録 
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2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-1 国内データベース 

①東洋学文献類目 
 



 http://opac.ide.go.jp/webopac2/ 
 

 アジア経済研究所の所蔵雑誌に掲載された 
記事を検索できる 

 日本語、欧文、各種アジア言語を含む 
 「雑誌記事索引」にチェックを入れると 
雑誌記事を検索できる 

 中国語の記事については2002年以降を 
検索できる 
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2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-1 国内データベース 

②アジア経済研究所 雑誌記事索引 
 



 http://www.spc.jst.go.jp/database/ 
 中国の主要科学技術雑誌、 858タイトルに掲載された記事を収録 
 中国語や英語の記事を日本語で検索できる(中国語では検索できない) 
 書誌事項や抄録を日本語で表示 
 ウェブ上で本文は閲覧できないが、 

郵送複写や翻訳のサービス(共に有料)がある 
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2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-1 国内データベース  

③JST China 中国文献データベース 

日本語で検索 

論文タイトルなどの
書誌事項を日本語
で表示 



 http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/ 
 (英語版サイト http://eng.oversea.cnki.net/kns55/) 

 雑誌記事索引、新聞記事索引、会議録、年鑑、法令などの
各種全文DBを提供 

 全文の閲覧には有料の契約が必要だが、検索だけなら不要 
※国立国会図書館では以下のデータベースを契約 
 CAJ 中国期刊全文数据库(中国学術雑誌全文データベース) 
 CCND 中国重要报纸全文数据库(中国重要新聞データベース)   

⇒当館での利用や遠隔複写サービス(ＣＡＪのみ)については以下を参照 

 中国学術雑誌全文データベース(CAJ)の使い方
(http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-63.php) 

 中国重要新聞データベース(CCND)の使い方 
(http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-asia-64.php) 
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2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース  

①CNKI 中国知网(中国知網) 



 CAJ 中国期刊全文数据库 

 学術誌約9,600誌に掲載された記事約4,300万件を収録 

 CCND 中国重要报纸全文数据库 
 新聞約600紙の2000年以降の主要記事約1,200万件を収録 

(写真などの画像は収録されていないので注意) 
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トップページでDB名を 
クリックすると各DBの 
検索画面へ トップページ

(http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/) 
上部の検索窓では、DB横断検索が可能。
検索対象DBはDB横のチェックボックスに
チェックを入れて選択。 
漢字入力は簡体字のみ可能。 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース  

①CNKI 中国知网 



 CAJの検索画面 ※CCNDでも画面構成はほぼ同じ 
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他のDBへジャンプ 

検索対象分野を選択 

検索対象フィールドを選択 
・主题＝テーマ ・篇名＝記事タイトル 
・关键词＝キーワード ・摘要＝抄録  ・全文 
・参考文献  ・中图分类号＝中国図書分類記号 

精确(完全一致)と 
模糊(あいまい検索)
を選択する 

期刊年期(発行年)や 
来源期刊(掲載誌名)を指定 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース  

①CNKI 中国知网 



 検索結果一覧 
検索例：論文名＝大气污染で検索 
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全选＝全て選択 
清楚＝クリア 

导出＝出力   
選択した記事の
情報を出力 

被引频次=被引用回数 
下载频次=ダウンロード回数 

論文名をクリックすると
書誌詳細画面へ 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース  

①CNKI 中国知网 

記事情報を出力したい場合
「导出」をクリックする前に
チェックを入れる 



 期刊导航(雑誌ナビゲーション) 

42 

CNKIの詳細な日本語版検索マニュアルは以下のURLでダウンロード可能
http://www.toho-shoten.co.jp/cnki/kns55.html 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース  

① CNKI 中国知网 

「期刊导航」のタブを選択 
※CCNDでは「报纸导航」を選択 

誌名のキーワードや
ISSNを入力して検索 

収録誌の分野別一覧 

刊名=記事タイトル
やISSNを指定 



 中国で発行される新聞約500タイトルのデータを 
収録する新聞全文データベース 

※収録期間はタイトルごとに異なり、ほとんどのタイトルで数年分だが、 
「杭州日报」のように、50年分以上の記事を提供しているタイトルもある 

 記事タイトル検索や紙名検索が可能 
 記事はテキスト形式で表示、一部の記事には 
写真や図表を含まない 
 
 

43 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース 

②方正apabi报纸资源 (方正apabi報紙資源) 

 

中国国家数字图书馆(スライド24)に 
ログインしてから「电子报纸」→ 
「方正apabi报纸资源 」に 
アクセスし、「数字报纸」をクリック 



 検索画面 
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キーワードを 
簡体字で入力して
記事検索 

高级检索(詳細検索)
で複数項目検索 

报纸导航 
(新聞ナビゲーション)では、

特定タイトルの新聞記事
を探すことができる 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース 

②方正apabi报纸资源 
 



 検索例：「习近平(習近平)」で検索した結果一覧 
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结果分析：検索結果を
新聞別にソート 記事タイトルを 

クリックすると 
記事本文へ 

掲載紙名、日付、
掲載面 

2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース 

②方正apabi报纸资源 
 

紙名 
紙名ごとの
ヒット数 

検索結果からヒットした
フィールドごとに絞り込める 



 http://readopac1.ncl.edu.tw/nclJournal/index.jsp 

 台湾国家図書館が運営 
 英語版もあり(画面右上の「ENGLISH」をクリック) 
 台湾、香港、マカオで刊行された雑誌約5,000タイトル 

のうち、1970年以降の記事220万件を検索できる 
（使用できるのは繁体字のみ） 

 一部の記事については全文を閲覧できる 
※書誌詳細画面で以下の表示があれば全文閲覧可能 

   PDFマークがあるもの  
⇒国家図書館で著作権処理を経て所有しているデータへのリンク 
 「連結的全文」の文言があるもの 
⇒オープンアクセスでウェブ上に公開しているページへのリンク 
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2.中国語雑誌・新聞の記事検索 2-2 国外データベース 

③臺灣期刊論文索引系統 
 



 近年、日本と同様に中国でもウェブサイトで
有用な情報が公開されるようになってきた 

 インターネットの調査だけでレファレンスの 
解決に至ることもある 

 
⇒ここでは、特にレファレンス事例が多い 
統計情報および漢籍テキストを調べるのに 
有用なサイトを紹介 
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3.インターネット情報を活用する 



 統計情報の特徴 
 インターネット上で多くの情報が公開されている 
 政府統計は無料で入手することができる 

 統計の種類 
 政府統計 

 大規模な調査が多く、種類が多い。 
 客観的な数値の把握が可能で公的な情報を得ることができる 
 時系列に沿った調査可能 

 民間(業界団体)統計 
 各種業界団体や調査機関等が実施 
 政府統計で取り上げない分野も多い。 
 ウェブサイトでは会員限定公開が多く、ウェブ上での入手が難しい。 
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3.インターネット情報を活用する 
 3-1統計情報 



 http://www.stats.gov.cn/ (英語版サイト http://www.stats.gov.cn/english/) 
 中国の統計業務を管轄する中华人民共和国国家统计局 

（中華人民共和国国家統計局）のサイト 
 統計データのほか、統計データを用いた分析、 

統計に関する法令や制度、規格、主要指標の解説も収録 
 英語版サイトも充実しており、統計データについては 

普查数据(センサスデータ）など一部を除いて英語版もあり 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 
                     (中華人民共和国国家統計局) 

指標解釈 

英語表示に
切り替え 

統計公報 

統計データ 統計規格 統計法規 

統計分析 統計制度 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 

 主要コンテンツ 
コンテンツ名 内容 
统计公报 統計の集計結果などの公報 
统计数据 月別／季別／年別のデータ、センサスデータ、

特定テーマのデータ、国際統計 
统计法规 統計に関する法規 
统计制度 統計の対象や範囲、集計主体などの制度 
统计标准 統計に使用される分類や地名コード 
指标解释 主要な統計指標の解説 
统计知识 統計法の解説や、統計用語の解説、  

統計の歴史など統計に関する基礎知識  



 閲覧できる統計データ例① 
⇒センサスを閲覧する 
 首页 > 统计数据 > 普查数据 http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/ 
 人口普查(人口センサス)、农业普查(農業センサス)、 

经济普查(経済センサス)など6種類のセンサスを収録している 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 

目次をクリックして
データを表示 

Excel形式での
データ入手も可能 



 閲覧できる統計データ例② 

⇒冊子で刊行されている『中国统计年鉴』の 
電子版を閲覧できる 

首页 > 统计数据 > 年度数据 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ 
(英語版  http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/) 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 

年度を選択 

目次をクリックする
とデータを表示 

Excel形式での
データ入手も可能 



その他の収録データ 
月度数据＝月次データ 

季度数据＝四半期データ 

专题数据＝主題別データ 

国际数据＝国際データ 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 

首页 > 统计数据と進み、 
閲覧したいデータ種別を選択 



 検索機能 
 画面右上の検索窓でキーワード検索してデータを探す 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

①政府統計 中华人民共和国国家统计局 

统计数据 
(統計データ)を選択 

キーワードを 
簡体字で入力 

キーワードを 
含むデータの 
一覧を表示 

※英語版でも検索機能を 
使用できるが、検索対象を
指定できないのでノイズが
多く、やや使いにくい 



国家統計局の省庁別統計リンク 
部门数据(部門別データ) 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/bmsj/ 

 海关总署(海関総署)       ⇒税関統計 
 中国人民银行(中国人民銀行) ⇒金融統計 
 新闻出版总署(新聞出版総署) ⇒出版統計 

など各省庁の統計データへのリンクあり 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

②政府統計 各省庁の統計部門 



 省内の市・区ごとのデータなど、 
より詳細なデータを収録している 
⇒国家統計局作成のリンク集が便利 

   网站键接(ウェブサイトリンク集) http://www.stats.gov.cn/tjlj/ 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

③政府統計 地方統計局のウェブサイト 

省内の地区別
データあり 

例：河北省统计局HPより 



 http://www.stat.gov.tw/ (英語版サイト http://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5) 

 台湾の統計業務を管轄する行政院主計処の 
統計ポータルサイト 

 主要コンテンツ  
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

④台湾の統計情報 中華民国統計資訊網 

コンテンツ名 内容 
最新指標 経済成長率・失業率などの最新の数値 

主計總處統計專區 物価指数や各種センサスなど統計データや  
統計制度に関する情報を公開  
※「統計書」または「電子書」を選択してデータを閲覧する 

全國統計資料 人口、労働者、教育、衛生など主計処の  
作成データや各省庁の統計制度やデータを公開 



 民間(業界団体)統計とは 
 調査会社による調査統計資料 
 各種業界団体による業務統計 

 業界団体のウェブサイトで統計データを 
掲載をしていることもある 

※閲覧には会員登録が必要なケースが多く、 
ウェブ上でのデータ入手は困難 

⇒冊子刊行の年鑑類で情報を入手する 
例: 『中国电子信息产业统计年鉴』【Z41-AC322】 
     『中国建筑业统计年鉴』【Z41-AC216】    など 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

⑤※参考 民間(業界団体)統計 



 統計年鑑など冊子資料でデータを探す場合、 
掲載箇所を見つけるのが困難 

 CNKI 中国统计年鉴数据库(中国統計年鑑データベース)  
http://tongji.oversea.cnki.net/chn/brief/result.aspx 
⇒650タイトルの統計年鑑を収録。統計年鑑にどのような 

統計表が掲載されているか、無料で検索できる。 
（データの閲覧には有料契約が必要） 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

⑥統計データの掲載箇所を探す 

CNKIのトップページ
(http://gb.oversea.cn
ki.net/Kns55/)で 
「统计年鉴」をクリック 
してもアクセス可能 



 統計表検索 

60 

3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

⑥統計データの掲載箇所を探す 

項目検索をするには、 
统计数据检索(統計データ検索)
のタブを選択 

探している統計データ
に関するキーワードを
入力。ここでは例として
「摩托车(オートバイ)」
と入力 

年代絞り込み 

统计年鉴导航 
(統計年鑑ナビゲーション)は 
特定の統計年鑑について 
データを探すことができる 

※詳しい検索方法については、東方書店HP掲載の日本語版マニュアル 
(http://www.toho-shoten.co.jp/export/sites/default/cnki/help/kns55-csyd.pdf)を参照 



 検索結果 
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3.インターネット情報を活用する 3-1 統計情報を調べる 

⑥統計データの掲載箇所を探す 

統計データの名称 

統計項目名を 
クリックすると、 
統計データに関する 
詳細情報を表示 

統計表が掲載されている  
統計年鑑のタイトル、年号など。 
この情報が分かれば、  
所蔵機関調査→郵送複写などの
手段でデータ入手。 



 統計情報の調べ方や有用なサイトを紹介 
 Asia Links 統計 : 中国・香港・マカオ・台湾 
 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/statistics-chn.php 

 統計の調べ方（東アジア） 
 http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-

asia-41.php 
 平成22年度アジア情報研修 
「中国の統計情報の調べ方」講義資料 
 http://rnavi.ndl.go.jp/asia/tmp/2_H22_kensyu_touk

ei_kougi.pdf 
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3.インターネット情報を活用する 3-1統計情報を調べる 

※参考情報 



 人文科学分野においても、近年は有用な 
インターネット情報が増えてきている 
 オンラインの辞典類 
 漢詩、人物情報などのデータベース etc.. 

 
 漢籍のテキスト検索データベース 

 デジタル化資料の中には漢籍も多いが、 
全文のテキスト検索まではできない 

 漢籍中の掲載箇所特定や語句検索には 
全文テキストデータベースを活用する 
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3.インターネット情報を活用する  
3-2 漢籍テキストデータベース 
 



 http://hanji.sinica.edu.tw/ 

 台灣中央研究院が運営するテキストデータベース 
 漢籍全文資料庫などの複数のDBを収録 
 各DB内で全文検索(漢字は繁体字のみ)できる 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

データベースの
入口へ 



 漢籍全文資料庫(十三經、二十五史など) 
 臺灣文獻叢刊（台湾の地方志集成） 
 などのデータベースを収録 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

利用したい 
DB名をクリック 



 漢籍全文資料庫 
 免費使用(無料利用)で検索できるのは十三經、 
二十五史(正史)など一部のみ 
 無料利用できるタイトルの一覧については使用説明

(http://hanchi.ihp.sinica.edu.tw/ihp/help.htm)を参照 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

「免費使用」を選択 



 基本画面 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

ツール 詳細検索 書名検索 

トップページへ 

退出 ヘルプ 

基本検索 

ツールにアクセスすると、
旧暦⇔西暦の変換ツール
を利用できる 

書名検索画面では、 
タイトル、作者などから
収録漢籍を検索できる 



 検索画面(基本検索) 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

「全庫瀏覽」（全DBブラウズ）で
は、分類>書名>目次の順にた
どって本文を探すことができる 

キーワードは 
繁体字で入力 

時代を限定して
検索できる クリックすると 

検索開始 



 検索結果 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

キーワードが含まれ
ている書名の一覧が
表示される 

キーワードが 
掲載されている
箇所の本文抜粋 

キーワードが掲載され
ている巻名。クリックす
ると該当巻の本文に
ジャンプ 



 本文表示 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

①中央研究院 漢籍電子文獻 

「夹注」をクリッ
クすると注釈が
表示される 

任意のページ
にジャンプ 

キーワードの 
掲載箇所の前後の
テキストのみ抜粋 

書名一覧
に戻る 

前の画面
に戻る 

キーワードの
掲載箇所に
ジャンプ 

前後の章
へジャンプ 



 「漢籍全文資料庫」以外のデータベース 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース

①中央研究院 漢籍電子文獻 

 

繁体字で
キーワード
を入力 

DBに収録される資料名を
クリックすると目次を展開。 
任意の箇所の本文を  
表示できる。 

ヒットした箇所を 
赤字で表示 

例：臺灣文獻叢刊 

チェックを入れると
ヒット箇所前後の
テキストのみ表示 

例：荷蘭(オランダ)
の検索結果 

上則＝前のヒット箇所へ
下則=次のヒット箇所へ 

検索結果の表示法を
ヒット箇所の書名、 
章名、ページ数の 
一覧に変更 



 http://skqs.lib.ntnu.edu.tw/dragon/ 

 陳郁夫氏が作成したテキストデータベース 
 十三經、全唐詩、資治通鑑などが全文検索可能 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

②寒泉 

検索対象資料を選択 

検索したい項目を選択 
(選択しないと正常に 
検索できない。全項目を 
検索対象にする場合は
「全選以下各項」を選択) 

繁体字で 
キーワードを入力 



 検索結果表示 (例：全唐詩の全項を「落日」で検索) 
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3.インターネット情報を活用する 3-2 漢籍テキストデータベース 

②寒泉 

ヒットした箇所は 
色を変えて表示 

巻数やページ数 
などを表示 



 
おつかれさまでした 

 
 
 
 

ご不明な点がありましたらお尋ねください 
続いては実習です 
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