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【ヒント】

（1）①はアジア言語OPAC、②はNDL-OPACにて、件名から検索します。

（2）は、国立情報学研究所（NII）の“Webcat Plus”にて、「一致検索」を利用します。

（3）は、「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」からSouth Asia Union Catalogueのサイトを開き、

検索を行います。
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【問題1】 ≪アジア言語OPAC、NDL-OPAC、Webcat Plus、
South Asia Union Catalogue≫

アンベードカル（Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891～1956）を主題とする

外国語図書について、

（1）国立国会図書館（①アジア言語資料、②欧米言語資料）

（2）国内の大学図書館等

（3）英米の国立図書館等

の所蔵状況を調べたい。
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【解答】

（1）①国立国会図書館所蔵のアジア言語資料

当館トップページ＞「資料の検索」内「アジア言語OPAC」という経路から、

アジア言語OPACを開きます。

⇒「ワード検索」画面で、「条件」のプルダウンメニューから「件名」を選び、

検索語入力欄に“Bhimrao Ramji Ambedkar”と入力します。

⇒「図書/雑誌」のプルダウンメニューから「図書」を選びます。

⇒「検索」を押すと、1件ヒットします。



◆アジア言語OPAC（ワード検索）
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経路：当館トップページ
＞「資料の検索」内「アジア言語OPAC」

①プルダウンメニュー
から選択

②入力

④クリック

③プルダウンメニュー
から選択



6

「詳細書誌＋所蔵一覧（図書）」

1件のみヒット
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【解答】

（1）②国立国会図書館所蔵の欧米言語資料

当館トップページ＞「資料の検索」内「NDL-OPAC（蔵書検索・申込）」という経路から、

NDL-OPACを開きます。

⇒トップページで「一般資料の検索／申込み」をクリックし、「書誌 一般検索」画面を

開きます。

⇒「洋図書」にのみチェックを付け、「件名」欄に“Bhimrao Ramji Ambedkar”と入力し、

「検索」を押します。

⇒8件ヒットします。



◆NDL-OPAC（書誌 一般検索）
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経路：当館トップページ＞「資料の検索」内
「NDL-OPAC（蔵書検索・申込）」
＞「一般資料の検索／申込み」

①「洋図書」にチェック

②入力

③クリック
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【解答】

（2）国内の大学図書館等の所蔵

当館トップページ

＞「調べ方案内」内「リサーチ・ナビ」

＞「国立国会図書館にあるかさがす」内「他の図書館にある本も含めてさがす」

＞「国立情報学研究所 NACSIS Webcat」
＞トップページ右上端「Webcat Plus」
という経路から、Webcat Plusを開きます。

⇒「一致検索」をクリックし、検索画面を表示させます。

⇒「キーワード」欄に“Bhimrao Ramji Ambedkar”と入力し、

「検索範囲」欄の「図書」及び「図書館所蔵資料に限定」にチェックを付け、

「検索」を押します。

⇒203件ヒットします（日本語資料を含む）。

⇒各タイトルをクリックすると、「図書情報」画面が表示されます。

⇒「所蔵図書館」の箇所をクリックすると、「所蔵図書館一覧」画面が表示されます。



◆Webcat Plus（一致検索）
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①入力

②チェックを付ける

③クリック

経路：当館トップページ

＞「調べ方案内」内「リサーチ・ナビ」

＞「国立国会図書館にあるかさがす」内

「他の図書館にある本も含めてさがす」

＞「国立情報学研究所 NACSIS Webcat」
＞トップページ右上端「Webcat Plus」
＞「一致検索」
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クリック
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クリック
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【解答】

（3）英米の国立図書館等の所蔵

当館トップページ

＞「調べ方案内」内「リサーチ・ナビ」

＞「本の種類からさがす」内「アジア諸国関連資料」

＞「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「テーマから探す」の「書誌・所蔵」

＞「インド」

という経路から、South Asia Union Catalogueを開きます。

⇒“Select type of search”欄で“Subject”を選択します。

⇒“Type a word or phrase”欄に“Bhimrao Ramji Ambedkar”と入力し、
“Search”ボタンを押します。

⇒210件ヒットします。

⇒各タイトルの“Full record details”をクリックすると、“Holding library”が表示されます。



◆South Asia Union Catalogue （Simple Search）
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経路：当館トップページ
＞「調べ方案内」内「リサーチ・ナビ」
＞「本の種類からさがす」内「アジア諸国関連資料」
＞「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」
＞「テーマから探す」の「書誌・所蔵」
＞「インド」

①選択

②入力

③クリック
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検索結果

クリック
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目録詳細

所蔵図書館
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【問題2】 ≪The Times of India≫
2009年の総選挙に関して、

（1）開票日翌日（5月17日）のThe Times of India（Delhi版）の1面を見たい。

（2）同日のThe Times of India（Delhi版）における、インド国民会議派

ソニア・ガンジー（Sonia Gandhi）総裁に関する記事を読みたい。

【ヒント】

（1）は、The Times of Indiaのサイトを開き、画面最上部の“ePaper”をクリックします。

（2）は、検索画面を利用します。
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【解答】

（1）The Times of India （Delhi版） 2009年5月17日号1面

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「機関から探す」内、「メディアとニュース」の「新聞・ニュースサイト」

＞「主要英字紙」

という経路から、The Times of Indiaのサイトを開きます。

⇒画面最上部の“ePaper”をクリックします。

⇒当初、“Choose City”欄は“Mumbai”に設定されているため、

プルダウンメニューから“Delhi”を選び、“Submit”ボタンを押します。

⇒画面左下の“Services”内、“Archives”をクリックします。

⇒“ePaper Archives”のページで、検索条件を指定します。

当初、“1.Publication”は“Times of India Mumbai”に設定されているため、

プルダウンメニューから“Times of India Delhi”を選びます。

“2.Year and Month”では、“2009”及び“May”を選びます。

⇒“3.Day”のカレンダーがすべて白色に変わった後、17日の欄をクリックします。

⇒5月17日は日曜日のため、The Times of Indiaの日曜版である

Sunday Times of India ＜当館請求記号：Z91-278＞ の1面が表示されます。



◆The Times of India
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クリック

①選択

②クリック
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クリック



21

＊以下、Internet Explorer Ver.6の場合

①プルダウンメニュー
から選択

②クリック
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クリックすると画面拡大

The Times of Indiaの日曜版
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【解答】

（2）The Times of India （Delhi版） 2009年5月17日号における

インド国民会議派ソニア・ガンジー（Sonia Gandhi）総裁に関する記事

上記（1）で、Sunday Times of India 5月17日号1面を表示させた後、

画面右上の“Search”ボタンを押し、検索画面を表示させます。

⇒“Text”欄に“Sonia Gandhi”と入力し、”Search”ボタンを押します。

⇒“Sonia Gandhi”というフレーズを含む記事10件が、一覧表示されます。

⇒各記事のタイトルをクリックすると、本文が表示されます。
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①入力 ②クリック

クリック
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クリック
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【ヒント】

（1）、（2）のサイトは、「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」から辿ることができます。

【問題3】 ≪Lok Sabha、India’s Who is Who≫
ラール・クリシュナ・アドバニ（Lal Krishna Advani）議員の経歴について、

（1）連邦議会・下院（Lok Sabha）のサイト

（2）India’s Who is Whoのサイト

を利用して調べたい。
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【解答】

（1）連邦議会・下院（Lok Sabha）のサイト

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「機関から探す」内、「政府機関など」の「立法機関」

という経路から、下院のサイトを開きます。

⇒トップページ左側の“Members”にカーソルを合わせ、サブメニュー内

“Members Homepages”をクリックします。

⇒“Search”欄に“Lal Krishna Advani”と入力し、“Submit”ボタンを押します。

⇒1件ヒットします。

⇒議員名をクリックすると、顔写真付きのページが表示されます。

⇒画面右上の“Biography”をクリックすると、生年月日、学歴、議員歴・役職歴等、

詳しい経歴が表示されます。
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【解答】

（2）India’s Who is Whoのサイト

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「テーマから探す」の「人物」

＞「インド」

という経路から、India’s Who is Whoのサイトを開きます。

⇒左側のメニュー内“Government & Politics”をクリックし、政府・政治関係の人物を

一覧表示させます。

⇒“Politicians”の欄内“Central politicians”（連邦議会の政治家）の項目に、

“Lal Krishna Advani”という名前が見つかります。

⇒これをクリックすると、経歴が表示されます。
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【問題4】 ≪India Code、Judgment Information System、Frontline≫
社会的及び教育的に後進的な階層の市民、指定カースト、指定部族のために

高等教育機関の入学定員に関する優先枠を国が設定できるようにした

第93次憲法改正をめぐって、インド最高裁は2008年4月10日、

“2008（6）SCC1”と引用される判例において、その合憲性を認めたという。

そこで、

（1）第93次憲法改正の内容

（2）最高裁の判例

（3）ニュース誌Frontlineの解説記事

を参照したい。
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【ヒント】

（1）は、まず、

当館トップページ＞「国会サービス関連情報」内「日本と世界の議会・法令・官庁資料」

という経路から、India Code Information System （INCODIS）のサイトを開きます。

⇒トップページ左側の“Site Links”内、“Constitution of India”をクリックし、

遷移後のページで“AMENDMENT ACTS”をクリックします。

（2）についても、上記（1）と同様の経路からJudgment Information System（JUDIS）
のサイトを開き、画面左上の“Supreme Court of India”をクリックします。

⇒検索項目のうち“Citation”（引用情報）をクリックし、検索条件を指定します。

問題文中の“2008（6）SCC1”とは、Supreme Court Casesという判例集の

2008年版第6巻1頁以降に登載された判例、という意味です。

（3）Frontlineのリンクは、「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」に収録されています。

⇒Frontlineのサイトには検索画面が用意されていないため、

判決日以降の号を順次参照し、教育関連の用語を探していきます。
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【解答】

（1）第93次憲法改正

当館トップページ

＞「国会サービス関連情報」内「日本と世界の議会・法令・官庁資料」

＞「国・地域別の資料のご紹介」

＞「インド」の「法令資料」

という経路から、India Code Information System （INCODIS）のサイトを開きます。

⇒トップページ左側の“Site Links”内、“Constitution of India”をクリックします。

⇒遷移後のページで“AMENDMENT ACTS”をクリックすると、

過去の憲法改正法が一覧表示されます。

⇒第93次憲法改正法の箇所をクリックすると、条文が表示されます。

（参照）浅野宜之「インド憲法改正およびその関連法令とこれに関わる最高裁判例―第93次改正を例に」

『インド民主主義体制のゆくえ：多党化と経済成長の時代における安定性と限界』

アジア経済研究所,2008,pp.89-117.
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2007_01_06_03.pdf

http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/pdf/2007_01_06_03.pdf�
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【解答】

（2）最高裁の判例

当館トップページ

＞「国会サービス関連情報」内「日本と世界の議会・法令・官庁資料」

＞「国・地域別の資料のご紹介」

＞「インド」の「判例資料」

という経路から、Judgment Information System（JUDIS）のサイトを開きます。

⇒トップページ左上の“Supreme Court of India”をクリックし、

最高裁判例の検索用ページを表示させます。

⇒検索項目のうち“Citation”をクリックし、“2008（6）SCC1”という引用情報のとおり、

“Journal”欄に“SCC”、“Year”欄に“2008”、“Volume”欄に“6” 、“Page”欄に“1”、
と条件を指定します。

⇒“Submit”ボタンを押すと、該当判例が表示されます。
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【解答】

（3）Frontline

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「機関から探す」内、「メディアとニュース」の「雑誌」

という経路から、Frontlineのサイトを開きます。

⇒トップページ右上の“Archives”をクリックすると、
2009年のバックナンバーが一覧表示されます。

⇒画面右上の“2008-2005”をクリックすると、この間のバックナンバーが一覧表示
されます。

⇒判決日である2008年4月10日以降の号を順次参照していくと、
2008年4月26日-5月9日号（25巻9号）の表紙に、“Equity in education”という表現が
見つかります。

⇒画面右側の“DIGITAL FRONTLINE  FREE DOWNLOAD!”をクリックすると、
PDFファイルを掲載したページが表示されます。

⇒“COVER STORY”をクリックすると、25ページ分の記事が表示されます。



【ヒント】

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」から、Census of Indiaのサイトを開きます。

（1）は、トップページで “Census Data Summary”内“5.Census data finder”をクリックし、

分野別索引を参照します。

ここで、画面右上の“Search：A-Z Index”より、アルファベット順索引も参照できます。

（2）は、“Census Data Summary”内“4.District profile”をクリックし、

プルダウンメニューから州、県を選んだ上、検索を行います。
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【問題5】 ≪Census of India≫
パンジャブ（Punjab）州にはシク教徒が多いらしいが、

（1）その割合を、インド全土におけるシク教徒の割合と比較したい。

（2）パンジャブ州バティンダ（Bathinda）県におけるシク教徒の割合についても

知りたい。
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【解答】

（1）全国／パンジャブ州の比較

「AsiaLinks-アジア関係リンク集-」
＞「国・地域から探す」の「インド」

＞「テーマから探す」の「統計」

＞「インド」内「インド国勢調査」

という経路から、Census of Indiaのサイトを開きます。

⇒トップページで、“Census Data Summary”内“5.Census data finder”をクリックすると、

分野別索引が表示されます。

⇒“C-Series：Social and Cultural Tables”内の最初にある

“Population by religious communities”をクリックすると、全国、州の宗教別人口を

示した統計表が表示されます。

⇒パンジャブ州では、人口2,400万人余りのうち1,400万人余りがシク教徒であり、

その割合は約6割となります。一方、全国的には、総人口10億人余りのうち

シク教徒は2,000万人弱であり、その割合は約2％となります。

なお、“Census data finder”のページ右上“Search：A-Z Index”をクリックし、

宗教（religion）関連の索引語を求めて見出し“R”を参照すると、

“Religious communities, population”が見つかります。

これをクリックすると、上述の統計表が表示されます。
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【解答】

（2）パンジャブ州バティンダ県

“Census Data Summary”内“4.District profile”をクリックし、

プルダウンメニューから州、県の順に選択した上、“Submit”ボタンを押します。

⇒県の人口118万人のうち88万人がシク教徒であり、その割合は7割以上となります。
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