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注の一覧 
 
(1) 全国文化信息资源共享工程. (オンライン), 入手先<http://www.ndcnc.gov.cn/>, (参照 2006-

07-21). 
以下，文化部・財政部による 2002 年発表の実施方案を元にした内容であると思われる以下の

ウェブページに基づき紹介する。 
国家数字文化网. 全国文化信息资源共享工程介绍. (オンライン), 入手先<http://www.ndcnc.g
ov.cn/libportal/main/libpage/gxgc/index.htm>, (参照 2006-07-21). 

(2) 国家数字文化网∶全部资源免费 五千年文化共享.人民日报. 2005-03-28. (オンライン), 入
手先<http://politics.people.com.cn/GB/1026/3273932.html>, (参照 2006-07-21). 

(3) 文化共享工程“十一五”发展规划重点在农村. 新华网.2006-06-22. (オンライン), 入手先<ht
tp://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-06/22/content_4734874.htm>, (参照 2006-07-21).  

(4) 国家中心. 中央歌剧院倾情奉献歌剧唱进共享工程.中国文化报. 2003-09-24.  
なお，著作権上の問題は，著作権の寄贈を募るなどの方法で解決してゆくという。 
邢宇皓. 百余学者向全国文化信息资源共享工程捐赠版权. 光明日报. 2003-07-26. 

(5) 沈路涛. 文化部针对未成年人推出内容精彩少年文化网.2004-10-18. 中国科学院. (オンライ

ン), 入手先<http://www.cas.cn/html/Dir/2004/10/18/1033.htm>, (参照 2006-07-21). ; 共享

工程少年版(少年文化网). (オンライン), 入手先<http://www.ndcnc.gov.cn/libportal/children/i
ndex.htm>, (参照 2006-07-21). 

(6) 抗日战争专题库. (オンライン), 入手先<http://www.ndcnc.gov.cn/libpage/kangzhan/>, (参
照 2006-07-21). ; 文化部∶中国抗日战争网上专题库正式面世. 中国新闻网. 2005-08-14. (オ
ンライン), <http://www.chinanews.com.cn/news/2005/2005-08-14/26/611671.shtml>, (参
照 2006-07-21). 

(7) 同じく文化部により推進されている清史編纂プロジェクト（清史纂修工程）が 2004 年 3 月
に開設した「中華文史ネット」（中华文史网）は，国家センターのサイトからも見ることがで

きる。 
中华文史网. (オンライン), 入手先<http://www.historychina.net/cns/index.html>, (参照

2006-07-21). 
(8) 最近では 2006 年 6 月に貴州省センターによる「貴州デジタル文化ネット」（贵州数字文化网）

が，7 月には天津直轄市による「天津文化情報ネット」（天津文化信息网）がそれぞれオープ

ンしている。 
贵州数字文化网. (オンライン), 入手先<http://www.gzndc.cn/>, (参照 2006-07-21). 
天津文化信息网. (オンライン), 入手先<http://www.tjwh.gov.cn/>, (参照 2006-07-21). 

(9) 富平. 全国文化信息共享工程资源建设与图书馆数字资源建设. 国家图书馆学刊. 第 4 期, 2003,
 3-7. 

(10) 浙江数字文化网. (オンライン), 入手先<http://gxgc.zjlib.cn/>, (参照 2006-07-21). 
(11) 浙江省联合知识导航网. (オンライン）, 入手先<http://www.zjdh.org:8080/vrd/index.htm>,

 (参照 2006-8-12). 
浙江図書館・浙江大学・浙江省科技信息研究院により 2005 年 12 月から開始された共同レフ

ァレンスシステム。なお，類似の先行事例に，広東省立中山図書館を中心とする联合参考咨询

网などがある（E424，CA1507 参照）。 
(12) 浙江存世家谱逾 6600 种. 浙江日报. 2005-09-08. (オンライン), 入手先<http://www.zj.xin

huanet.com/newscenter/2005-09/08/content_5078851.htm>, (参照 2006-07-21). 
中国国外のものや個人所蔵分も含めると，約 12,000 種から検索できるという。また，冊子体
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で，浙江家谱总目提要（浙江人民出版社，2005 年 10 月）も刊行されている。 
(13) 符国伟. 彰显地方特色，弘扬粤剧文化，实现资源共享 谈文化信息资源共享工程下建设粤剧

数字资源库的构想. 图书馆界. (第 4 期), 2005-12, 35-37. 
(14) 人人共享 共创和谐－我省实施文化信息资源共享工程综述. 吉林日报. 2006-01-06. (オン

ライン), 入手先<http://www.chinajilin.com.cn/2004jilinnews/doc/2006-01-10/9077.htm>, 
(参照 2006-07-21). 
吉林省における共有プロジェクトの現状が簡潔に紹介されている。 

(15) 江门五邑数字文化网 . (オンライン), 入手先<http://wylib.jiangmen.gd.cn/>, (参照

2006-07-21). 
(16) 全国文化信息资源共享工程基层点. (オンライン), 入手先<http://www.ndcnc.gov.cn/libpag

e/jcd/全国文化信息资源共享工程基层点.htm>, (参照 2006-07-21).但し集計時期は不明である。 
(17) 周岩森. 共享工程实施已近 4 年，我省财政投入严重不足共享工程何时“共享”. 河南日报. 

2006-01-18. 
演劇好きの農村の老人が共有プロジェクトを心待ちにしているというエピソードを紹介しな

がら，他省と比べて少ない河南省の資金投入を問題としている。 
(18) 费东明. “共享工程”基层中心建设的问题与对策.四川图书馆学报. 2005 年 1 期(总第 43 期),

38-40. ; 袁少如. 试论落后地区的文化信息资源共享工程建设. 图书馆学研究.2005 年 7 号,
74-76. 

(19) 文化信息资源共享 上海将建 144 个服务点. 新华网上海频道. 2004-06-01. (オンライン), 
入手先<http://www.sh.xinhuanet.com/2004-06/01/content_2223965.htm>, (参照 2006-07-21).  

(20) 吉林∶“共享工程”与网吧对接. 中国文化市场网. 2006-04-26. (オンライン), 入手先<htt
p://www.ccm.gov.cn/netCultureChannel/main/wlwh-3.jsp?id=9694&lm=ywxw>,(参照 2006-
07-21). 

(21) 侯中才. “共享工程”为何少人“共享”. 南国都市报.2004-08-10. (オンライン), 入手先<h
ttp://ngdsb.hinews.cn/php/20040810/21504.php>, (参照 2006-07-21). 

(22) 凌秀丽. 齐心协力 积极推进“共享工程”建设实施的新局面 –温州市文化信息共享工程建设

实施分析报告. 农业图书情报学刊. 17(1), 2005, 72-75. 
(23) 文化共享工程被列入“十一五规划”. 国家数字文化网, 2006-03-18. (オンライン), 入手先

<http://www.ndcnc.gov.cn/datalib/TradeNews/2006/2006_03/tradenews.2006-03-18.754426
7389>, (参照 2006-07-21). 

(24) 文化共享工程被列入国家信息化发展战略. 人民日报.2006-05-17. (オンライン), 入手先<ht
tp://www.ndcnc.gov.cn/datalib/TradeNews/2006/2006_05/tradenews.2006-05-17.395337640
5>, (参照 2006-07-21). 

(25) 前掲(3). 
(26) 云南省文化厅，财政厅. 关于加强文化信息资源共享工程建设的实施方案. 2005-05-31. 
(27) “文化共享长征行”启动. 中国文化报. 2006-05-19. (オンライン), 入手先<http://www.ccn

t.gov.cn/xwzx/whbzhxw/t20060519_26697.htm>, (参照 2006-07-21). 
このキャンペーンは江西省からスタートして，シンボルの紅旗をリレーしながら長征の進路を

辿っている。広東省では省立中山図書館が各市図書館と協力して，広東移動図書館の楽昌分館

（楽昌は長征経由地で革命根拠地があった）に，図書などを寄贈した。 
・“文化共享长征行 广东”红旗接力赠书活动. 广东省立中山图书馆. (オンライン), 入手先<ht

tp://www.zslib.com.cn/cn/level3.asp?id=581>, (参照 2006-08-12). 
 


