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2. 2. 中国国家図書館における中国語資料の収集と組織化 

 

 本節では、中国国家図書館における中国語資料（図書、雑誌、新聞、学位論文、非正式

出版物）の収集・組織化について、担当部署である中国語収集整理部【中文采編部】での

業務内容を詳しく紹介する。 

 同部内の組織構成と業務分担は次の通りである。図書の収集業務は中国語図書収集組が、

目録作成業務は中国語図書書誌データ組が、装備は中国語図書装備組がそれぞれ担当する。

逐次刊行物の収集整理業務は、中国語逐次刊行物収集整理組が行い、雑誌と新聞で担当グ

ループが分かれている。学位論文は学位論文収集整理組が、非正式出版物は中国語資料組

が担当している。その他、台湾・香港・マカオの出版物の収集整理を行う台湾・香港・マ

カオ文献収集整理組、著者名典拠や件名典拠のコントロールを行う典拠及び件名標目組、

2.1.で述べた全国図書館聯合編目センターを運営する総合目録組、ISSN センターを運営す

る ISSN 組、データ遡及を担当する遡及書誌データ組がある。 

 

2. 2. 1. 図書 

 

(1) 収集 

 収集業務を担当する中国語図書収集組の職員は全 23 名で、そのうち正職員が 11 名、臨

時職員が 12 名である。納本に係る連絡事務、地方志・図書館学資料・敦煌文献の処理、

会計事務、欠本処理【补藏】、データ検査【校对】は正職員が担当し、現品検収・受入・登

録などの定型業務は臨時職員が行う。 

 

①収集経路と受入部数 

 年間の受入量は図書約 64 万冊、CD-ROM 約 3 万枚である。入手手段は納本、購入、寄

贈の 3 種類で、ほとんどの資料について複数部数を収集する。一般図書の場合、基本的な

収集部数は、納本 3 部、購入 2 部の都合 5 部であるが（図 2.6A）、最大で 6 部まで受け入

れる場合もある。その場合、受入れ順序によって処理が異なっており、例えば 6 部目が寄

贈（図 2.6B）もしくは納本（図 2.6C）の場合は、蔵書として受け入れ、7 部目以降は他

の図書館に無償で提供する【调拨】。6 部目が購入本の場合は書店に返却する（図 2.6D）。 

 

②納本 

 納本される図書は、全国約 580 の出版社から国家図書館に直接送付される。納本率は約

61％(1)である。新聞出版総署の行政規則では、出版後 1 か月以内に納本するよう定められ

ているが、地方出版の場合は遅れることが多く、実際には 3 か月から 1 年を要している。

納本部数は、定価 100 元未満が 3 部、100 元以上及びセット価格 1,000 元以上が 1 部であ

るが、100 元以上であっても、比較的安価な図書は 3 部納本されることが多い。 
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図 2.6 収集経路と受入部数 

 

 

③購入 

 購入本の納品業者は毎年入札によって決定され、2008 年現在は取次業者の中国図書進出

口総公司が一括して納品している。納品業者は毎年更新されるのが原則だが、実績が良け

れば 1 年に限って延長することができる。 

 基本的には 2 部を購入するが、定価 500 元以上の資料は、取次業者から送られてくるリ

ストをもとに、1～2 部を発注する。10,000 元以上になると、業務管理処に報告書を提出

し、さらに館長の決裁が必要となる。 

 出版後 3 か月を経過しても納品されない新刊書、欠本補充、立法・政策決定サービス部

向けの推薦書、年鑑類などは北京国図書店から購入している。また、法律出版社と機械工

業出版社の出版物については、試験的に両出版社から直接購入している。 

 

④寄贈 

 個人や団体からの年間の寄贈受入数は約 250 冊である。受入にあたっては、正式出版物

であることが第一条件となる。新聞出版総署情報センターのホームページ(2)で、図書の CIP

データに記されているチェック番号【CIP数据核字】を用いて検索し、当該データがヒッ

トしなければ非正式出版物と判断してここでは受け入れない(3)。 

 また、出版されて 5 年未満の図書は最大 6 部、5 年を過ぎた図書は 2 部のみ受け入れる

ことを原則としており、これらを超過する場合は受け入れない。仮にこの条件を超えた部

数が寄贈された場合は、蔵書としては受け入れずに、他の図書館に無償提供する(4)。献詞

の記された資料を他館へ提供する場合、寄贈者の本意と反することもあるため、寄贈者と
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相談の上、その可否を決定する。 

 

⑤複本とその属性 

 同一タイトルにつき複数部数を収集するため、資料を受け入れる際には、受入順序によ

って各部それぞれ異なった属性が割り当てられる。1 部目が「保存本」、2 部目が「基蔵本」、

3 部目が「閲覧本」、4 部目が「貸出本」、5 部目が「デジタル化」、6 部目が「閲覧・貸出

の代替本」である（図 2.7）。 

 

図 2.7 受入資料の種別（図書） 

 

 

 保存本は永久に保存される資料で、本館一期館の保存本書庫に収められる。完全に保存

用なので、他に複本が無い場合を除いて、原則として利用に供さない。 

 基蔵本の「基蔵」とは、「基本蔵書」の略で、長期的に保存しかつ利用にも供する資料で

ある。本館一期館の基蔵本書庫に収蔵される。同一資料が 3 部以上ある場合は、出版され

てから 5 年以内は、3 部目以降のみを利用に供して、基蔵本は利用に供さない。5 年が経

過すると 3 部目以降は除籍され、保存本と基蔵本のみが残されるので、以降は基蔵本を利

用に供する。なお、5 年以内であっても同一資料が合計 2 部しかない場合は、基蔵本が利

用される。 

 3 部目は開架閲覧用で、出版されてから 5 年間、本館二期館の閲覧室に開架される。5

年を過ぎると除籍され、状態の悪いものは廃棄され、状態の良いものは財政状況の厳しい

地方の図書館などに寄贈される。 

 4 部目は貸出本である。出版されてから 3 年間、本館一期館の館外貸出閲覧室に開架さ

れて、利用者は手続きをして館外に借り出すことができる。3 年を過ぎると除籍され、廃

棄もしくは他の図書館に寄贈される。 

 国家図書館では、古典籍のみならず新刊書についてもデジタル化を進めており、この作

業に 5 部目を使用する。 
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 6 部目は閲覧本や貸出本が破損した際の代替本として 5 年間、保管される。5 年を過ぎ

て残ったものは、地方の図書館などに寄贈される。 

 

⑥受入処理 

 到着した資料は現品検収の後、出版社別に区分して、ALEPH500 で受入処理を行う。 

 重複調査をしたのち、新規受入の資料について簡略な書誌データを作成する（図2.8）。

その際、全国図書館聯合編目センターのデータベースに既存データがある場合はダウンロ

ードして利用する(5)。 

 

図 2.8 ALEPH500 目録作成機能 簡略書誌データ 

 
 

 さらに、別システム【采访拟定系统】を用いて、書店の提供するデータを取り入れて簡

略書誌データを作成する実験も行われており、将来的には実用化する方向で検討が進めら

れている。 

 簡略書誌データの作成後、発注情報【订单】（図 2.9）を作成し、さらに到着情報【登到】

（図 2.10）、個体情報【单册】（図 2.11）を作成する。発注情報には入手方法（納本、購入、

寄贈）、書店名、数量、価格などの情報を、個体情報には供用先の情報を入力する。これら

データを入力後、標題紙にバーコードを貼付し、蔵書印を押印して、受入処理が完了する。 
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図 2.9 ALEPH500 収集機能 発注情報 

 

 

図 2.10 ALEPH500 収集機能 到着情報 

 

 

図 2.11 ALEPH500 収集機能 個体情報 
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⑦供用 

 受入処理の完了後、1 部目と 2 部目は、目録データ作成のため中国語図書書誌データ組

に送られる。3、4、6 部目は迅速に利用に供するため、中国語図書装備組でラベル貼付な

どの装備をした後、利用提供部門へ送られる。5 部目はデジタル資源部にてデジタル化さ

れる（図 2.12）。 

 

図 2.12 資料の流れ 

 

 

⑧OPAC 表示 

 受入時に簡略書誌データを作成した段階で、OPAC に当該データが公開される。各々の

処理過程でデータが更新されると、ステータスが随時「受入処理中【记到处理中】」「目録

作業中【编目中】」「装備中【文献加工中】」と変更される。「書架にあり【在架上】」となれ

ば利用者が利用可能である。「受入処理中」から「書架にあり」までの目標期限は 1 か月

と定められている。 

 

(2) 目録作成 

 中国語図書の目録作成を担当するのは、中国語図書書誌データ組である。 

 

①目録規則 

 基本規則は『中国文献編目規則』第二版（北京図書館出版社 2005）に拠る。実務作業に

当たっては、CNMARC の利用ガイドである『新版中国機読目録格式使用手冊』（北京図書



－28－ 

館出版社 2004）や、その簡略版『中文図書機読目録格式使用手冊』（華芸出版社 2000）、

及び事務細則『中文普通図書著録規則』などを使用している。 

 著者名典拠【名称规范】の細則については、内部刊行の『中国機読規範格式使用手冊 ;

中文図書名称規範款目著者規則 ; 中文図書主題規範数据款目著録規則』（国家図書館図書

採編部 2001）及び事務細則『規範控制簡述』を使用している。また、西洋人名は中国語

訳の姓を標目形とするため（例えば Charles Robert Darwin は达尔文）、中国語訳に『世

界人名翻訳大辞典』（中国対外翻訳出版公司 2007）を用いる。 

 

②目録データ作成 

 目録データの作成に当たっては、2 つの方法がある。1 つは全国図書館聯合編目センタ

ーの総合目録データベースからダウンロードする方法【套录编目】、もう 1 つは自館作成

【原编】である。詳細については 2.1.5.(2)を参照。 

 

図 2.13 ALEPH500 目録作成機能 図書書誌データ編集画面 

 

 

③著者名典拠 

 著者名典拠で特徴があるのは、東アジアの人名については、標目形の姓と名の間を分か

たない点である。その理由について複数の担当者に尋ねたところ、中国において人名を呼

称する場合、姓のみで呼称することはなく、姓名をあわせた全称で呼ぶのが習慣のためと

いう回答が多かった。同姓同名が多い中国においては、仮に姓名を分離したとしても、検

索や差異化の観点からすると有効ではないという理由である(6)。 

 しかし、同様の呼称習慣を持つ台湾においては、例えば台湾国家図書館 OPAC の著者名

標目は姓と名をスペースで区切っているなど、人名呼称の習慣は必ずしも標目形の姓名を

分かたないことの積極的な根拠とは言い切れない。 

 



－29－ 

図 2.14 ALEPH500 目録作成機能 著者名典拠データ 

 

 

 著者名典拠に関しては、国家図書館、中国高等教育文献保障系統（CALIS）、香港大学

図書館長聯席会、台湾漢学研究中心の 4機関が成員となり、中国語著者名典拠総合調整委

員会【中文名稱規範聯合協調委員會】が毎年開催されている。同委員会のホームページ(7)

では、参加 4機関と米国議会図書館の著者名典拠データベースの一括検索プラットフォー

ムを提供している。また、2008 年 11 月に開かれた第 6回会議において、著者名典拠の共

同データベースを構築する方針が確認された。2009 年には試験システム「中国語著者名典

拠総合データベース検索システム【中文名称规范联合数据库检索系统】」が構築され、2010

年に正式運用の予定である。今後は、標目形の統一化も含めた共通の典拠規則の制定につ

いて議論の進展が期待される。 

 

④主題分析 

 件名【主题词】と分類【分类号】の付与には『中国分類主題詞表』第二版 （北京図書館

出版社 2005）及びその電子版を用いる（図 2.15）。 
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図 2.15 『中国分類主題詞表』第二版 電子版 

 

 

 分類は、「中図分類号」と「排架分類号」の 2 種類を付与している。「中図分類号」は『中

国図書館分類法』第四版（北京図書館出版社 1999）(8)に拠り、中国語図書書誌データ組

による詳細な主題分析を経て付与される書誌分類である。もう 1 つの「排架分類号」は『中

国図書館分類法簡本』第四版（北京図書館出版社 2000）に拠るもので、収集部門におい

て付与される。これは「中図分類号」を簡略化したものである。 

 請求記号【索书号】は「排架分類号」の前方に出版年、後方に図書記号を組み合わせて

生成される。図書記号は書庫資料の場合は一連番号を、開架資料の場合は著者姓名の漢字

拼音（ピンイン）の頭文字 3字を採用している。書庫資料については、中国語図書書誌デ

ータ組にて「中図分類号」を付与した後に、「排架分類号」に一連番号を加えた請求記号順

に書庫へ納架される。この過程には相応の時間を要するため、迅速な資料提供には向いて

いない。そのため開架閲覧及び館外貸出に供する図書については、中国語図書収集組にて

「排架分類号」を付与後、中国語図書書誌データ組を経由することなく閲覧部門へ資料を

流して利用に供している。また、著者名に拠る図書記号を採用することで同一著者を集中

化させブラウジングの利便を図っている。 

 

（請求記号の例） 

 書名/著者名：清代报人研究 / 程丽红著 

 中図分類号：G219.294.9 

 排架分類号：G219.2 

 書庫資料の請求記号：2008/G219.2/68 

 開架資料の請求記号：2008/G219.2/clh 
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 「排架分類号」は、排架を主眼としているため、主題分析にはさほど労力を割かず、CIP

データに記載されている分類をそのまま付与することが多い。ただし、2.1.3.(3)で述べた

通り CIP データには間違いが多く、特に分類については品質の低さが指摘されており、詳

細な主題分析を経て付与される「中図分類号」と相違することが間々ある。しかし、「中図

分類号」は書誌分類、「排架分類号」は排架分類と明確に区別されているため、両者間の違

いが資料管理や閲覧業務に影響を及ぼすことはない。 

 また図書記号についても、書庫資料は一連番号、開架資料は著者名拼音（ピンイン）と

違いがあるため、書庫と開架で請求記号が異なるが、書庫資料が開架資料になることはな

く、またその逆も無いため、これについても問題は生じない。 

 

2. 2. 2. 雑誌 

 

 逐次刊行物の収集整理業務は中国語逐次刊行物収集整理組が行い、雑誌と新聞とで担当

が分かれている。 

 雑誌の収集整理業務は、組長 1 名、収集担当 3 名、目録担当 4 名、チェックイン担当 12

名、その他の業務 5 名で行っている。 

 

(1) 収集対象 

 継続タイトル数は約 1 万種、年間の受入部数は約 38 万冊である。正式出版物は網羅的

に収集するが、非正式出版物は積極的には収集していない(9)。両者の区別については、制

度上は出版物を統括する新聞出版総署の認可を得たものか否かであるが、現物から判断す

る際に指標となるのは、ISSN と国内統一刊号である。 

 中国国内の ISSN は国家図書館内に設置された ISSN センターで管理されており、ISSN

組が実務を担当している。国内統一刊号とは中国国内の逐次刊行物に付与される記号で、

「CN」の後に、規格で定められている行政区画番号(10)、一連番号、分類記号を加えて構

成される。例えば、国内統一刊号「CN35-1139/J」の場合、「35」は福建省、「1139」は福

建省のなかの一連番号、「J」は『中国図書館分類法』の芸術類を意味する。 

 なお、逐次刊行物にはさらにもう 1 つの記号が付与されている場合がある。郵便発送番

号【邮发号】と呼ばれるのもので、郵便局が定期購読を取り扱っているタイトルにはこの

番号が付いている。 

 

(2) 収集経路と受入部数 

 収集経路は納本と購入の 2 種類である。行政規則で定められた納本部数は 3 部であるが、

完全に納本されるタイトルは全体の約 50％である。その他は、部数不足のタイトルが約

30％、納本漏れが約 20％である。督促をしても納本されないものは購入して補うほか、さ

らに複本が必要な場合も購入で収集している。 
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(3) 購入タイトル選定 

 購入タイトルについて、毎年 1度、選定作業を行う。取次書店 8 社(11)から送られてくる

約 6 万件の雑誌データを精査し、重複を排除したのち、継続と新規に区別してタイトルを

決定する。購入に係る年間予算は約 300 万元、新規タイトルは毎年 500 件～600 件、打ち

切りタイトルは約 100 件である。タイトル決定の後、購入タイトルを取次書店に通知し、

価格交渉をして正式に発注を確定する。 

 

(4) 発注情報の作成 

 ALEPH500 で、発注情報【订单】を作成する（図 2.17）。同一タイトルを納本及び購入

の 2 つの経路で入手する場合は、それぞれの経路ごとに発注情報を作成する。その際、書

店情報に、納本分は出版者コードを、購入分は書店コードを入力し、「収集方法【采访方式】」

に納本と購入を区別するコードを入力する。さらに、それぞれの発注データごとに、刊行

頻度に基づいて 1 年間に予測される数量分だけ、受入用データを自動生成する【建立单册】

（図 2.18）。 

 

図 2.17 ALEPH500 収集機能 発注情報の作成 
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図 2.18 ALEPH500 収集機能 受入情報の作成 

 

 

 2008 年までは、継続タイトル約 1 万種について、すべて手作業で処理を行っていたた

め、かなりの時間と労力を要していた。そこで、ALEPH500 のサブシステムとして、APSS

（ALEPH Preordering System for Serial）が開発され、2009 年分からはバッチ処理にて

自動処理が可能となった。タイトルリストのデータを流し込み、継続タイトルデータと突

き合せをして、修正の必要のないデータについては、自動で受入用データの予測作成まで

行う機能である。これにより労力の大幅な削減、並びにこれまで脆弱だった統計機能の向

上が実現された。 

 

(5) チェックイン作業 

 到着した資料は、一般雑誌を人文社会科学・自然科学の 2 分野、紀要類を人文社会科学・

自然科学の 2 分野、合わせて 4 分野に粗分けする。次にタイトルの頭文字の筆画数別に分

類した後、さらに同一筆画数の中を「てん、よこ、たて、はらい【点・横・竖・撇】」の起

筆別に細分して、同一タイトルを集中させる（図 2.19）。その後、筆画数ごとに定められ

ている担当者が、ALEPH500 でチェックイン登録【记到（登到）】を行う（図 2.20）。チ

ェックイン時に新着資料が発見された場合は、目録担当者に回し、書誌作成を行った後に、

チェックインする。 

 発注情報の作成時に、年間の受入用データを予測して作成済みのため、チェックイン時

には当該巻号を選択して、バーコードを読み込ませるだけで、受入順序に基づいて各個体

の属性が決定され、個体情報として登録される（図 2.21）。 
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図 2.19 チェックインの流れ 

 

 

図 2.20 ALEPH500 収集機能 チェックイン画面 

 

 

図 2.21 ALEPH500 収集機能 個体情報の入力 
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図 2.22 受入資料の種別（雑誌） 

 
 

 1 部目と 2 部目はそれぞれ保存用と基蔵用で、チェックイン後に事務室に隣接する仮書

庫【中文期刊周转库】に筆画順で納架する。3 部目は閲覧用で、本館二期館の雑誌閲覧室

【北区中文期刊区】で開架提供される（図 2.22）。継続誌約 1 万タイトルのうち、約 7,000

タイトルが開架提供されている。2 年が経過すると、1 部目と 2 部目を製本し、1 部目は保

存用として、2 部目は基蔵用として、正書庫【书刊保存本库、中外文期刊库】へ送られる。

製本時には、ALEPH500 にて、合冊製本の単位で個体データを再生成する【挂接】。開架

用は、1、2 部目の製本が終了した後（約 2 年半後）に除籍され、以後は基蔵用が利用に供

される。4 部目以降が到着した場合は、破損代替用及び他の図書館への無償提供用として

【中文期刊流通本】、仮書庫内に別置して保管する【中文期刊复本库】。 

 

(6) 排架方法 

 チェックインならびに仮書庫への納架時には筆画順で、開架書架及び正書庫では請求記

号順で排列される。これは、『中国図書館分類法』が制定される以前は、正書庫の排架も含

めて全てが筆画順で処理されていたことの名残である。同分類法の制定後は、正書庫内の

排架は分類順に改められたが、チェックイン作業は筆画順のまま現在まで至っている。 

 全体的な作業工程の観点からすると、効率性に欠けるようにも思えるが、複本処理の効

率化のためには、相応の理由が考えられる。つまり、チェックイン前に可能な限り同一タ

イトルを集中化させ、常に同一の担当者がチェックイン処理することで、納入状況を容易

に把握し、欠号督促のタイミングが計りやすい。仮に別の方法を採用した場合、同一タイ

トルの同一巻号が、別の担当者や異なるタイミングで処理される可能性があり、納入状況

の同期的な把握が難しい。複本の処理を前提に考えた場合、この方法のほうが効率が良い

という判断である。また、作業の流れを根本的に変更することのコストと、変更によって

得られる効果とを比較して考えても、現状維持が得策というのが現場の意見である。 

 

(7) 目録作成 

 基本規則は『中国文献編目規則』第二版（北京図書館出版社 2005）に拠る。実務作業

に当たっては、CNMARC の利用ガイドである『新版中国機読目録格式使用手冊』（北京図
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書館出版社 2004）のほか、『中文連続出版物機読目録著録細則』（華芸出版社 2001）を使

用している。 

 請求記号は雑誌【期刊（qi kan）】を表す「Q」に続けて、「分類」「一連番号」「開始巻

号」「開始年」から成る。 

 

（請求記号の例）Q/I2/436/总 1-/1984- 

 

図 2.23 ALEPH500 目録作成機能 雑誌書誌データ編集画面 

 

 

2. 2. 3. 新聞 

 

 新聞の収集整理業務は、副組長 1 名、収集担当 1 名、チェックイン担当 7 名で行ってい

る。 

 

(1) 収集 

 2008 年末現在で、所蔵する総タイトル数は約 1 万種、継続タイトル数は約 1,100 種で

ある。2008 年に中国国内で出版された新聞の総タイトル数は 1,943 種(12)であるから、収

集率は 56％にとどまっている。 

 中国国内で発行される新聞は、その発行地域と機関によって、①全国級、②省・部級、

③地・市級、④県区級の 4 種に大別される。2008 年の統計に拠ると、発行数は①224 種、

②826 種、③877 種、④16 種である。 

 国家図書館の資料収集方針書では「国内の市、地、専区及び自治州以上で発行された各

種の新聞をできる限り集める」と定めており(13)、これに拠ると①②③が該当することにな

る。つまり、ほとんどの新聞が収集対象となるのだが、実際には級別が曖昧なものや不明

なものが多く、収集漏れの原因となっている。また、45％という納本率の低さ(14)も収集率

の低さの大きな原因である。その理由としては、新聞社の納本に対する理解が低いこと、
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及び新聞社自身の構造変化が激しく、担当者との連絡体制が不安定になりやすいことなど

が指摘されている(15)。 

 このように納本率が低いのに加え、納本部数が 1 部のみであること、さらに複本が 3 部

必要なことなどから、新聞の収集においては、図書や雑誌など他の資料に比べて、購入に

よる収集が大きな割合を占めている。 

 毎年年末になると、次年度の購入タイトルを決定するリニューアル作業が行われる。前

年度の実績及び『中国報紙名録』『郵発報刊簡明目録』などの関連資料を基に、次年度に購

入予定のタイトル一覧表を作成し、収集する部数ならびに入手手段を記入していく。 

 主な入手手段は、①郵便局、②新聞社からの直接購読、③配達員による配達、④赤帽【小

红帽】、⑤納本の 5 種である。①郵便局分は、受け入れの仕分けの際に便利なよう、保存

用を全国 81 局の一般郵便局に、閲覧用を近隣の魏公村局に分けて発注している。合訂本

は②新聞社から直接購読し、北京の地元紙は③配達員により配達される。④赤帽は北京青

年報社が運営する逐次刊行物の販売代理会社で、他の手段で入手できないものをここから

購入する。 

 

(2) チェックイン作業 

 到着した資料は、チェックカードに受け入れ情報を記録して、紙面に青判を押印する。

1 部目と 2 部目はそれぞれ保存用と基蔵用で、チェックイン後は事務室に隣接する仮書庫

に筆画順で納架する。ALEPH500 では新着紙 1 部ごとのチェックインデータは入力しな

い。1 か月ごとに紐で括ってまとめる際に（図 2.25）、ALEPH500 で個体データを作成す

る。2 年が経過した後、製本して正書庫【报纸保存本库】へ納架する（図 2.26）。 

 3 部目と 4 部目は閲覧用で、本館二期館の新聞閲覧室で開架提供される。約 1,100 タイ

トルの継続紙のうち、295 タイトルが開架提供されている。最初の 2 か月間は 3 部目を未

製本のまま提供し（図 2.27）、2 か月後はそれらを廃棄して、4 部目を簡略製本して（図

2.28）、2 年間、開架提供する。保存用と基蔵用が製本された後に除籍され、他の図書館に

無償で提供される。 

 

図 2.24 受入資料の種別（新聞） 
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図 2.25 月単位でまとめられた保存用紙 図 2.26 製本済新聞 

  
 

図 2.27 開架閲覧用の未製本紙 図 2.28 開架閲覧用の簡略製本紙 

  
 

(3) 目録作成 

 目録作成は雑誌とほぼ同様である。請求記号は新聞【报纸（bao zhi）】を表す「B」に

続けて、「地域コード」「一連番号」から成る。 

 

（請求記号の例）B/CN11/0118 

 

図 2.29 ALEPH500 目録作成機能 新聞書誌データ編集画面 
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2. 2. 4. 学位論文 

 

 学位論文の収集整理業務は学位論文収集整理組が担当し、職員は合計 12 名で、うち収

集担当 4 名、目録担当 4 名、校正担当 4 名である。 

 

(1) 中国における学位論文の分布 

 中国国内の博士論文は、「中華人民共和国学位条例暫定実施方法」（1981 年 5 月 20日国

務院批准）第 23条により、以下のように定められている。 

 

第二十三条 審査を通過した修士論文及び博士論文は、授与機関の図書館に 1 部を提出

し保存しなければならない。審査を通過した博士論文は、さらに北京図書館及び関係の

専門図書館に各 1 部ずつ提出し保存しなければならない。 

 

 また、国務院学位弁公室により、人文社会科学分野の学位論文を中国社会科学院文献信

息中心に、自然科学の学位論文を中国科学技術信息研究所に提出することが定められてい

る(16)。 

 このように、中国における学位論文は、授与機関である各大学や研究機関、そして全国

規模の所蔵機関である国家図書館、中国社会科学院文献信息中心、中国科学技術信息研究

所で主に所蔵されている。 

 

(2) 国家図書館所蔵の学位論文 

 2007 年現在、国家図書館における博士論文の所蔵数は約 18 万 7 千件である。2007 年

の受入数は約 4 万件で、前年比 30％の伸び率である。1999 年から始まった高等教育の拡

大政策により、大学院生の数が急増しており、その結果、博士論文の生産量も飛躍的に増

加している。なかでも理工系、医学系が多く、北京大学、清華大学、浙江大学、武漢大学、

復旦大学、同済大学などが論文生産量の上位を占める。修士論文は近年になってから収集

を開始し、年間の増加量は約 9 万件である。さらに、ポストドクター研究員が所属を移動

する際に提出を義務付けられているポストドクター研究報告書も収集している。また、海

外における中国人留学生の博士論文や中国に関する博士論文も収集の対象にしているが、

UMI などから購入できるもの以外の収集量は多くない。 

 

(3) 学位論文の収集 

 学位授与機関から、教育部に対して授与者の名簿が提出され、教育部で取りまとめた後

に国家図書館に名簿が送付される。名簿には姓名、題名、専攻分野、指導教官、発表時期、

キーワードが記されている。国家図書館は名簿を受け取った後、各大学の学位授与部門や

人事部門に連絡をして、北京市内の大学へは直接受け取りに行き、その他の大学からは郵
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送してもらう。ポストドクター研究報告書は大学から送られてくるほかに、著者自らが納

本する場合もある。大学によっては、学位論文の認定条件として、国家図書館の受領証明

書の提出を義務付けているところもある。 

 国家機密に係る学位論文、軍事大学の学位論文、秘密保持期限がある学位論文(17)につい

ては、納期が遅れることがあるものの、最終的な納本率は 98％に及ぶ。 

 ところが、近年、中国科学院の内部規定が改訂され、2006 年以降、同院所属の研究所が

生産する博士論文が、同院所属の国家科学図書館にのみ送付されるようになった(18)。これ

により、中国科学院から国家図書館に納本される博士論文の数が激減し、同院からの納本

率が 5％未満まで落ち込んでいる。国家図書館は、中国科学院に対して従来どおり納本す

るよう呼びかけ、両者間で妥協策を協議中であるが、2008 年末現在は未解決のままである。 

 また、商業データベース企業の台頭による新たな問題も発生している。近年、中国学術

情報データベース（CNKI）を初めとする商業データベース企業が、学位論文を大規模に

購入して商品化を進めているのにともなって、著者自らが学位論文をこれらの企業に売却

してしまい、本来、国家図書館へ納本されるべきものが送られてこないという事態が起き

ている。また、大学によっては、著者から提出されたうちの 1 部をこれらの企業に売却し

てしまい、国家図書館に納本しないというケースもある。いまのところ、根本的な対処策

はなく、所蔵大学にコピーを依頼するなどして、欠本を補っている。 

 

(4) 受入及び目録作成 

 収集した学位論文は、冊子ノート及びエクセルにて、授与機関、授与時期、数量、受理

日などの簡単な項目を記録した後、ALEPH500 で受入記録を作成する。 

 博士論文の目録データは職員が作成し、修士論文の目録データ作成は外注している。現

在は滞貨処理のため博士論文の一部分も外注しているが、これはあくまで滞貨解消のため

の一時的な措置である。 

 目録データの作成にあたっては、記述部分と分類・標目部分とで担当を分けている。ヨ

ミ（拼音（ピンイン））は付与していない。また、著者名典拠は、既存データにはリンクす

るが、新規作成はしていない。 

 2.2.1.で述べたように、一般図書の場合は受入と同時にデータが OPAC に表示されるが、

学位論文は滞貨が多く、無用な混乱を避けるため、書誌作成が完了するまで非表示にして

いる。 

 

(5) 閲覧提供 

 目録データの作成と装備が終了した学位論文は、典蔵閲覧部へ供用され、閲覧に供され

る。秘密保持期限のある学位論文については、受け入れの際に保密室に別置し、制限期間

が明けた後に目録を作成して公開する。秘密保持期限については、表示方法を定めた国家

規格があるものの、大学によってその用語や年限指定が異なる場合もあることから、年限
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指定が曖昧な学位論文の公開に当たっては、必ず授与大学に確認をとり、公開許可の証明

を得てから、公開をしている。公開の可否が曖昧なものは公開しない。 

 

図 2.30 学位論文閲覧室（閉架式） 

 

 

(6) 学位論文のデジタル化 

 国家図書館では、博士論文と修士論文のデジタル化を行っている。インターネット及び

館内 PC で利用可能である。ただし、本文データは最初から 24ページのみが閲覧可能で、

全文を閲覧するためには、来館して原資料を利用する必要がある。 

 その他、学位論文の電子データを提供している機関としては、国家科技図書文献中心、

中国科学技術信息研究所、中国科学院国家科学図書館、そして各大学の機関リポジトリ、

CNKI や万方数据などの商業データベースなどが挙げられる(19)。 

 

図 2.31 国家図書館の学位論文データベース 
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2. 2. 5. 非正式出版物 

 

 非正式出版物とは、市場に流通しない、いわゆる灰色文献に近い概念である。非正式出

版物の収集については、近年、収集方針と収集体制の 2 つの側面から見直しが行われた。 

 収集方針については、2003 年に改訂された収集方針書「国家図書館文献採選条例」にお

いて、それまで限定的だった収集範囲の拡大を行った。 

 まず、政府の非正式出版物について収集対象が明記された。重点的に収集するものとし

て、全国人民代表大会、政治協商会議、最高人民法院や最高人民検察院などの司法機関、

国務院の各部・委員会及び直属機関が出版する公報、簡報、法律法規、業務報告、統計資

料、資料集、調査成果などが挙げられている。 

 また、学位論文も非正式出版物の一種として位置付け、「納本の対象となる国内の教育・

研究機関が授与する博士論文及びポストドクター研究報告書は網羅的に収集」し、「海外の

中国人留学生の博士論文及びポストドクター研究報告書、ならびに国内の教育・研究機関

が授与する修士論文は重点的に収集する」とした。 

 さらに、政府出版物と学位論文以外の非正式出版物については、省（市）級の機関、全

国規模の学術団体、科学研究機関、重点大学、影響力の強い大企業、事業単位、権威ある

出版機関などが編集出版したもの、及び学術性、資料性、参考性が高く収集する価値があ

るものを対象とする。 

 収集体制については、2008 年 3 月に非正式出版物の収集を担当する中国語資料組を中

国語収集整理部内に設置し、収集対象となる機関に対して「国家図書館における非正式出

版物の収集について」と題する通知を行い、収集活動を開始した。同年 7 月から 10 月ま

での 4 か月間に収集した資料は約 500 種 1,300 冊である。担当者によると、出版状況を把

握することの難しさ、さらには著作権や秘密保持の問題、檔案との境界が曖昧なものがあ

るなど、軌道に乗せるにはある程度の時間が必要ということである。 

（前田直俊） 

 

注 
(1) 全国政协委员、国家图书馆馆长周和平呼吁：加快公共图书馆立法. 中国文化报. 2010-03-16, 第 2 版. 

http://news.idoican.com.cn/zgwenhuab/html/2010-03/16/node_24311.htm, (参照 2010-09-02). 
(2) “CIP 中心”. 中国新闻出版信息网. http://www.cppinfo.com/zxgk/jgjs/cipzx/index.shtml, (参照 

2010-09-02). 
(3) 非正式出版物については 2.2.5. を参照。 
(4) 施設・蔵書ともに整備が遅れている西部地域の図書館に贈られることが多い。 
(5) 全国図書館聯合編目センターについては 2.1.5. を参照。 
(6) 著者名標目の差異化については、以下を参照。 

顾犇ほか. “「中国文献編目規則」と「国際目録原則」”. 渡邊隆弘訳. IFLA 目録原則:国際目録規則

に向けて, 4. ティレット, バーバラ B.ほか編. München, K.G.Saur, 2007, p. 439-454, (IFLA Series 
on Bibliographic Control, 32). 

(7) 中文名稱規範聯合協調委員會. http://www.cccna.org/, (参照 2010-09-02). 
(8) 2010 年 8 月に第五版が出版された。 
(9) 継続タイトル約 1 万種のうち、正式出版物は約 9,000 種、非正式出版物は 1,000 種弱である。 
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(10)  《中华人民共和国行政区划代码》（GB2260-1995） 
(11)  そのうち主な取次業者は、海天华教、人天、国图书刊公司、郵便局の 4 社。 

(12)  中国出版工作者协会ほか編. 中国出版年鉴 2009. 北京, 中国书籍出版社, 2009. による。 
(13)  担当者の説明による。資料収集方針書については、「北京图书馆书刊采选条例」（1996）制定の後、

2003 年と 2006 年に改訂版「国家图书馆文献采选条例」が制定されたが、内部刊行のため未見。2003
年改訂版の概略は、汪东波, 赵晓虹. 完善文献采选政策，建设国家总书库—《国家图书馆文献采选条

例》修订概述. 国家图书馆学刊. 2004 年第 1 期, p. 7-11,20. で紹介されている。 
(14)  前掲注(1)。 
(15)  牛春兰, 陈国英. 从报业发展看国家图书馆中文报纸馆藏建设. 国家图书馆学刊. 2004 年第 2 期, p. 

13-17. 
(16)  赵嘉朱. 中国学位论文管理的历史回顾与前景展望. 中国社会科学院研究生院学报. 2006 年第 4 期, p. 

136-141. 
(17)  秘密保持の種類や保持期間については、国家規格《文献保密等级代码与标准》（GB/T7156-2003）

で規定されている。 
(18)  担当者の説明による。 
(19)  陈传夫ほか. 我国学位论文服务模式调查与服务机制创新. 图书馆. 2008 年第 4 期, p. 59-62. 

 




