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中華書局版点校本古籍を初めてデジタル化！

中華経典古籍庫 第 1-6期
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/chukakeiten.html

》》》製品概要
中華書局が手がけた初めての古籍データベース。中華書局がこ
れまで出版してきた古籍の整理本の成果を反映している。
収録規模
▶ 第 1期：『史記』『漢書』『周易集解纂疏』『春秋左傳詁』『白
虎通疏證』『潛夫論箋校正』『李太白全集』『杜詩詳注』『柳宗
元集』など 294点を収録。

▶ 第 2期：『周易本義』『周易函書』『東觀漢記校注』『越絕書校
釋』『中説校注』『朱子語類』『元好問詩編年校注』『戴震文集』
など 137点を収録。

▶ 第 3期：「康有爲學術著作選」をはじめ、『元豐九域志』『太
平寰宇記』『洞玄靈寶三師記』『道德經注釋』『屈原集校注』『建
安七子集』など 438点を収録。

▶ 第 4期：中華書局の『樊山政書』『祖堂集』『國榷』をはじめ、
天津古籍出版社の『三十國春秋輯本』『山海經考釋』、齊魯書
社の『補宋書刑法志』『六祖壇經箋注』、華東師範大學出版社
の『復堂詞』『竹窗隨筆』など 405点を収録。

▶ 第 5期：中華書局の『王維資料彙編』『黄庭堅和江西詩派資
料彙編』『韓愈資料彙編』『金瓶梅資料彙編』『紅樓夢資料彙編』
の他、鳳凰出版社の「嘉定錢大昕全集（増訂本）」「金聖歎全集
（修訂版）」、三晋出版社の「三晋石刻大全」など 629点を収録。
▶ 第 6期：上海辞書出版社・安徽教育出版社の「全宋文」全 360冊、
鳳凰出版社の『史記扎記』『易林』、三秦出版社の『全隋文補遺』
など 792冊を収録。

》》》主な機能
▶ 検索機能　全文検索・書刊検索・異称関連検索・あいまい検索
　 繁体字・簡体字、異体字の連想検索の他、異称関連検索では
　 人名や地名の異称、別号、謚号などによる検索をアシスト
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 表示機能　原版の版面画像とテキスト本文をページごとに対
照して表示

▶ 自動引用文生成　本文からコピーするときに、自動的に文献
の出典情報を添加

▶ 専名詞庫　人名や篇名、事件、地名、職官、紀年に分かれた
専用データベース

》》》利用形態
▶リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

製作：古聯（北京）数字伝媒科技有限公司・
　　　中華書局
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❖ 主な収録文献
第 1期　中華書局
　周易集解纂疏（十三經清人注疏）
　尚書今古文注疏（十三經清人注疏）
　毛詩傳箋通釋（十三經清人注疏）
　韓詩外傳集釋
　史記（二十五史）
　漢書（二十五史）
　三國志（二十五史）
　資治通鑑（編年）
　續資治通鑑長編（編年）
　論語集釋（新編諸子集成）
　荀子集解（新編諸子集成）
　新語校注（新編諸子集成）
　春秋繁露義證（新編諸子集成）
　東坡志林（唐宋史料筆記叢刊）
　師友談記（唐宋史料筆記叢刊）
　曲洧舊聞（唐宋史料筆記叢刊）
　楚辭補注（中國古典文學基本叢書）
　庾子山集注（中國古典文學基本叢書）
　李太白全集（中國古典文學基本叢書）
　杜詩詳注（中國古典文學基本叢書）
　柳宗元集（中國古典文學基本叢書）
　全唐詩
　全唐詩補編
　全唐文補編
　歷代詩話（中國文學研究典籍叢刊）
第 2期　中華書局
　周易本義（易學典籍叢刊）
　周易函書（易學典籍叢刊）
　易象正（易學典籍叢刊）
　大戴禮記彙校集解
　皇宋十朝綱要校正
　　（中國史學基本典籍叢刊）
　皇明通紀（中國史學基本典籍叢刊）
　東觀漢記校注
　　（中國史學基本典籍叢刊）
　隆平集校證（中國史學基本典籍叢刊）
　國語集解（中國史學基本典籍叢刊）
　新序校釋
　朱子語類（理學叢書）
　榕村語録（理學叢書）
　朱子晚年全論（理學叢書）
　甕牖閒評（學術筆記叢刊）
　敬齋古今黈（學術筆記叢刊）
　古夫于亭雜録（清代史料筆記叢刊）
　郎潛紀聞初筆（清代史料筆記叢刊）
　世説新語箋疏（余嘉錫著作集）
　阮籍集校注（中國古典文學基本叢書）
　何遜集校注（中國古典文學基本叢書）
　白居易詩集校注
　　（中國古典文學基本叢書）
　韓愈文集彙校箋注
　　（中國古典文學基本叢書）
　樂章集校注（中國古典文學基本叢書）
　歐陽修詩編年箋注
　　（中國古典文學基本叢書）
　元好問文編年校注
　　（中國古典文學基本叢書）
　全元詩

第 3期　中華書局
　周禮政要（孫詒讓全集）
　大戴禮記斠補（孫詒讓全集）
　十三經注疏校記（孫詒讓全集）
　讀四書大全説（王夫之著作）
　周易外傳（王夫之著作）
　小爾雅集釋
　釋名疏證補
　王安石年譜三種（年譜叢刊）
　韓愈年譜（年譜叢刊）
　黄宗羲年譜（年譜叢刊）
　朱熹年譜（年譜叢刊）
　元豐九域志（中國古代地理總志叢刊）
　洛陽伽藍記校釋
　　（中國古代都城資料選刊）
　東京夢華録注
　　（中國古代都城資料選刊）
　東西洋考（中外交通史籍叢刊）
　諸蕃志校釋（中外交通史籍叢刊）
　唐尚書省郎官石柱題名考
　南華真經注疏（道教典籍選刊）
　太平經合校（道教典籍選刊）
　因明大疏校釋（中國佛教典籍選刊
　大乘起信論校釋（中國佛教典籍選刊）
　三論玄義校釋（中國佛教典籍選刊）
　建安七子集（中國古典文學基本叢書）
　劉長卿詩編年箋注
　　（中國古典文學基本叢書）
　劉禹錫集（中國古典文學基本叢書）
　楚辭校釋（中國古典文學基本叢書）
　全上古三代秦漢三國六朝文
第 4期
中華書局
　郎官石柱題名新考訂
　全唐文
　十三經注疏（清嘉慶刊本）
　太玄校釋
　釋氏要覽校注
　九朝律考
　輯校萬曆起居注（全 6册）
齊魯書社
　竹書紀年校證
　汲冢周書輯要
　全三國賦評注
遼海出版社
　唐翰林學士傳論
　全唐詩作者小傳補正
　全唐詩人名彙考
華東師範大學出版社
　復堂詞
　香雪詞鈔
　小山詩餘
鳳凰出版社
　册府元龜
　清詩紀事
　全元文
巴蜀書社
　佛説阿彌陀佛經要解
　京氏易傳校記
　郭店楚簡老子集釋

第 5期
中華書局
　困學紀聞注
　爾雅音訓
　文心雕龍札記
　漢魏樂府風箋
　謝康樂詩注
　王維資料彙編
　韓愈資料彙編
　金瓶梅資料彙編
　紅樓夢資料彙編
　秦觀資料彙編
　水滸資料彙編
鳳凰出版社
　王深寧先生年譜
　嘉定錢大昕全集 新輯佚文
　唐石經考異 附補
　廿二史考異
　風俗通義逸文
三晋出版社
　皇朝藩部要略
　三晉石刻大全 運城市新絳縣卷
　侯馬盟書
　王績文集
山西古籍出版社
　全遼金詩
　中國鼓詞總目
遼海出版社
　元和姓纂新校證
　左傳會箋
　全唐文作者小傳正補
齊魯書社
　全明散曲
　墨守訓釋
第 6期
上海辭書出版社・安徽教育出版社
　全宋文　全 360冊
岳麓書社
　元史新編（魏源全集）
　古微堂四書（魏源全集）
　皇朝經世文編（魏源全集）
　詩古微（魏源全集）
　淮北票鹽志略（魏源全集）
　魏源全集 附録（魏源全集）
三晋出版社
　三輔決録（長安史蹟叢刊）
　三輔故事（長安史蹟叢刊）
　三輔舊事（長安史蹟叢刊）
　關中佚志輯注（長安史蹟叢刊）
上海書店出版社
　韓詩外傳（中國經學史基本叢書）
　今古學考（中國經學史基本叢書）
　七經小傳（中國經學史基本叢書）
　周官新義（中國經學史基本叢書）
　春秋繁露（中國經學史基本叢書）
　大學衍義補（中國經學史基本叢書）
　白虎通義（中國經學史基本叢書）
　六藝略（中國經學史基本叢書）
　國故論衡（中國經學史基本叢書）
　經義述聞（中國經學史基本叢書）
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中国のあらゆる古典籍をデータベース化

中国基本古籍庫
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
▶ 先秦から民国までの歴代名著・基本文献 1万種・版本 1万 2,500
点を収録。その規模は、『四庫全書』の 3倍。

▶ 版本画像データ（1,200万頁）とテキストデータ（17億字）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
 1万種の古典籍に対してフリーワードによる「全文検索」が
可能。さらに 1万種すべてについて、専門家が精選した貴重
な版本画像も併せて収録。図書によっては複数の版本が収録
されている。「全文検索」した後、版本の画像でその部分を
確認することもでき、1万種の全文データと 1万種の貴重版
本を収蔵することになる。

 検索機能は、「分類検索」（哲科、史地、芸文、綜合）「条目
検索」（書名、作者、時代、版本、篇目）、「全文検索」（字詞
検索、二次検索）3種類から選択が可能。版本設定、字体転換、
放縮控制、背景音色、閲読記憶、版本対照、圏点眉批、分類
編集、保存下載、原文打印の機能も付いており、調べやすい。

》》》主な機能
▶ 版面画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　版面検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
孟子 14卷 （春秋戰國）孟軻撰（漢）趙岐注 四部叢刊景宋大字本
大戴禮記 13卷 （漢）戴德撰 四部叢刊景明袁氏嘉趣堂本
大戴禮記注 13卷 （漢）戴德撰（南北朝）盧辯注 清文淵閣四庫全書本
尚書大傳 5卷 （漢）伏勝撰（漢）鄭玄注（清）陳壽祺輯校 四部叢刊景清刻左海文集本
韓詩外傳 10卷 （漢）韓嬰撰 四部叢刊景明沈氏野竹齋本
春秋公羊傳注疏 28卷 （漢）何休解詁（唐）徐彦疏 清阮刻十三經注疏本
春秋公羊經傳解詁 12卷 （漢）何休撰（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋建安余氏刊本
尚書 13卷 （漢）孔安國傳（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
三輔黄圖 6卷 （漢）佚名撰 四部叢刊三編景元本
洛陽伽藍記 5卷 （南北朝）楊衒之撰 四部叢刊三編景明如隱堂本
吳地記 1卷 （唐）陸廣微撰 清文淵閣四庫全書本
清凉傳 7卷 （唐）釋慧祥撰 大正新修大藏經本
兩京新記不分卷 （唐）韋述撰 清佚存叢書本
漢書 100卷 （漢）班固撰 清乾隆武英殿刻本
史記 130卷 （漢）司馬遷撰 清乾隆武英殿刻本
三國志 65卷 （晋）陳壽撰 百衲本景宋紹熙刊本
後漢書 120卷 （南北朝）范曄撰 百衲本景宋紹熙刻本
宋書 100卷 （南北朝）沈約撰 清乾隆武英殿刻本
星歷考原 6卷 （清）官修 清文淵閣四庫全書本
太玄解 1卷 （清）焦袁熹撰 清藝海珠塵本
協紀辨方書 36卷 （清）張照撰 清文淵閣四庫全書本
相法十六篇不分卷 （漢）許負撰 明夷門廣牘本
白氏六帖事類集 30卷 （唐）白居易撰 民國景宋本
元和姓纂 10卷 （唐）林寳撰 清文淵閣四庫全書本
小名録 2卷 （唐）陸龜蒙撰 明稗海本
藝文類聚 100卷 （唐）歐陽詢撰 清文淵閣四庫全書本
初學記 30卷 （唐）徐堅撰 清光緒孔氏三十三萬卷堂本
營造法式 34卷 （宋）李誡撰 清文淵閣四庫全書本
梓人遺制不分卷 （元）薛景石撰 明永樂大典本
繕部紀略不分卷 （明）郭尚友撰 明萬曆任家相等刻本
工部廠庫須知 12卷 （明）何士晋撰 明萬曆林如楚刻本
園冶 3卷 （明）計成撰 營造學社本
釋氏稽古略 4卷 （元）釋覺岸撰 大正新修大藏經本
佛祖通載 22卷 （元）釋念常撰 大正新修大藏經本
肇論新疏 3卷 （元）釋文才撰 大正新修大藏經本
大元至元辨偽録 5卷 （元）釋祥邁撰 元刻本
從容庵録 6卷 （元）釋行秀撰 大正新修大藏經本
唐律疏議 30卷 （唐）長孫無忌撰 四部叢刊三編景宋本
刑統 30卷 （宋）竇儀撰 民國嘉業堂刻本
刑統賦解 2卷 （宋）傅霖撰 清道光二年黃氏士禮居鈔本
慶元條法事類 80卷存 38卷 （宋）謝深甫撰 清鈔本
律 12卷 （宋）佚名撰 宋刻宋元遞修本
通制條格 22卷 （元）拜柱撰 明鈔本
説文解字繫傳 40卷 （五代）徐鍇撰 四部叢刊景述古堂景宋鈔本
重修玉篇 30卷 （宋）陳彭年修 清文淵閣四庫全書本
佩觿 3卷 （宋）郭忠恕撰 清康熙刻本
汗簡 3卷 （宋）郭忠恕撰 四部叢刊續編景馮已手鈔本
隸續 21卷 （宋）洪适撰 清文淵閣四庫全書本
楚辭 17卷 （漢）王逸章句（宋）洪興祖補注 四部叢刊景明翻宋本
文選 60卷 （南北朝）蕭統編（唐）李善注 胡刻本
六臣注文選 60卷 （南北朝）蕭統編（唐）李善等注 四部叢刊景宋本
文選箋證 32卷 （南北朝）蕭統編（清）胡紹煐箋證 清光緖聚軒叢書第五集本
玉臺新咏 10卷 （南北朝）徐陵撰 四部叢刊景明活字本
玉臺新咏箋注 10卷 （南北朝）徐陵輯（清）吳兆宜注 清乾隆三十九年刻本
董解元西厢記 8卷 （金）董解元撰 明嘉靖刻本
東牆記不分卷 （元）白樸撰 明脈望館鈔校本
翫江亭不分卷 （元）戴善甫撰 民國孤本元明雜劇本
貶黄州不分卷 （元）費唐臣撰 民國孤本元明雜劇本
澠池會不分卷 （元）高文秀撰 民國孤本元明雜劇本
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中国古代哲学思想に関する典籍 1万種

仏教経典庫 初集　儒学経典庫 初集
道教経典庫 初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
仏教経典庫
▶ 宋代（北宋勅版大蔵経）、明代（洪武南蔵・永楽北蔵）、清代（乾
隆大蔵経）、韓国（高麗大蔵経）、日本（大正大蔵経）をはじめと
した歴代仏蔵および蔵外仏書の経・律・論・雑著など4,000種を収録。

▶ 初集　宋磧砂蔵、金趙城蔵
　 二集　明洪武南蔵、永楽北蔵、清乾隆蔵（2019年完成予定）
　 三集　朝鮮高麗蔵、日本大正蔵（2019年完成予定）
　 四集　敦煌仏経（2020年完成予定）
　 五集　房山石経、蔵外仏書（2020年完成予定）

儒学経典庫
▶ 十三経や経学書、経世学、性理学、蒙養学、実学や新儒学の典籍

6,000種余りを収録。
▶ 全 3集予定
　 初集　十三経および、経学書 2,000種
　 二集　経学、経世学、蒙養学 2,000種（2019年完成予定）
　 三集　性理学、実学、新儒学 2,000種（2020年完成予定）

道教経典庫
▶ 道蔵編と蔵外道蔵編の二編からなり、《明正統道蔵》、《万暦続道蔵》
および、明清以後の道教典籍 4,000余種を収録。

▶ 全 2集予定
　 初集　『正統道蔵』『万暦続道蔵』および蔵外道書 2,000種
　 二集　蔵外道書 2,000種（2019年完成予定）

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・上下回転表示・ハイトーン
表示

▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、インター
ネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユーザーは基本的
に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合わせ
ください。

製作：北京愛如生数字化
　　　　技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
【儒学経典庫】
周易 10卷 （魏）王弼注（晉）韓康伯撰 四部叢刊景宋本
尚書 13卷 （漢）孔安國傳（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
毛詩 20卷 （漢）毛亨撰（漢）鄭玄箋（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
周禮 12卷 （漢）鄭玄注（唐）陸德明音義 四部叢刊景明翻宋岳氏本
儀禮 17卷 （漢）鄭玄注（唐）陸德明音義 四部叢刊景明徐氏翻宋刻本
禮記 20卷 （漢）鄭玄注（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
春秋經傳集解 30 卷 （晋）杜預撰（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
春秋公羊經傳解詁 12 卷 （漢）何休撰（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋建安余氏刊本
春秋榖梁傳 12 卷 （晋）范寧集解（唐）陸德明音義 四部叢刊景宋本
孝經鄭注附補證 2 卷 （漢）鄭玄注（清）洪頤煊補證 清咸豐涉聞梓舊本
論語 10 卷 （魏）何晏集解 天禄琳琅叢書景元翻宋本
孟子 14 卷 （漢）趙岐注 四部叢刊景宋大字本
爾雅 3 卷 （晋）郭璞注 四部叢刊景宋本
周易注疏 9 卷 （魏）王弼注（晉）韓康伯注（唐）孔穎達疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
尚書正義 20 卷 （漢）孔安國傳（唐）孔穎達疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
毛詩注疏 20 卷 （漢）毛亨傳（漢）鄭玄箋（唐）孔穎達 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
周禮注疏 42 卷 （漢）鄭玄注（唐）賈公彥疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
儀禮注疏 50 卷 （漢）鄭玄注（唐）賈公彥疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
禮記注疏 63 卷 （漢）鄭玄注（唐）孔穎達疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
春秋左傳正義 36 卷 （周）左丘明撰（晉）杜預注（唐）孔穎達疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
春秋公羊傳注疏 28 卷 （漢）何休解詁（唐）徐彦疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
春秋榖梁傳注疏 20 卷 （晋）范寧集解（唐）楊士勛疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
孝經注疏 9 卷 （唐）玄宗注（宋）邢昺疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
論語注疏 20 卷 （魏）何晏集解（宋）邢昺疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
孟子注疏 14 卷 （漢）趙岐注（宋）孫奭疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本
爾雅疏 11 卷 （晋）郭璞注（宋）邢昺疏 清嘉慶二十年南昌府學重刊 宋本十三經注疏本

【道教経典庫】
洞靈眞經 1 卷 （周）庚桑楚撰 民國景印明正統本
南華眞經 5 卷 （周）莊周撰 民國景印明正統本
公孫龍子 3 卷 （周）公孫龍撰 民國景印明正統本
尹文子 2 卷 （周）尹文撰 民國景印明正統本
子華子 10 卷 （周）程本撰 民國景印明正統本
韓非子 20 卷 （周）韓非撰 民國景印明正統本
道德眞經 2 卷 （周）李耳撰 民國景印明正統本
道德經古本篇 2 卷 （周）李耳撰 民國景印明正統本
冲虛至德眞經 3 卷 （周）列禦寇撰 民國景印明正統本
墨子 15 卷 （周）墨翟撰 民國景印明正統本
無上妙道文始眞經 1 卷 （周）尹喜撰 民國景印明正統本
紫元君授道傳心法 1 卷 （漢）陰長生注 民國景印明正統本
金碧五相類參同契 3 卷 （漢）陰長生注 民國景印明正統本
道德眞經注 4 卷 （漢）河上公章句 民國景印明正統本
列仙傳 2 卷 （漢）劉向撰 民國景印明正統本
淮南鴻烈解 28 卷 （漢）劉安撰 民國景印明正統本
道德眞經指歸 13 卷 （漢）嚴遵撰 民國景印明正統本
靈棋本章正經 2 卷 （漢）東方朔撰 民國景印明正統本
蓬萊山西竈還丹歌 2 卷 （漢）黄玄鍾撰 民國景印明正統本
周易參同契 3 卷 （漢）陰長生撰 民國景印明正統本
漢武帝内傳外傳 1 卷 （漢）班固撰 民國景印明正統本
十洲記 1 卷 （漢）東方朔 民國景印明正統本
洞玄靈寳五嶽古本眞形圖 1 卷 （漢）東方朔編 民國景印明正統本
道德眞經注 4 卷 （魏）王弼撰 民國景印明正統本
靈劍子 1 卷 （晉）許遜述 民國景印明正統本
許眞君石函記 2 卷 （晉）許遜撰 民國景印明正統本
抱樸子内篇外篇 70 卷 （晉）葛洪撰 民國景印明正統本
葛仙翁肘後備急方 8 卷 （晉）葛洪撰 民國景印明正統本
靈劍子引導子午記 1 卷 （晉）許遜述 民國景印明正統本
太上經明院補奏職局太玄都省須知 1 卷　（晉）許遜釋 民國景印明正統本
眞元妙道要略 1 卷 （晉）鄭思遠撰 民國景印明正統本
穆天子傳 6 卷 （晉）郭璞注 民國景印明正統本
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漢から民国にかけて刊行された地方志 1万種

中国方志庫 初・二集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
全国地理総志、各省府州県志、村鎮里巷志、山岳川瀆志、辺防
関隘志、都城坊肆志、寺観書院志、風俗郷土志などの地方志は、
中国の歴史沿革、山川形勢、行政建置、財賦収入、物産資源、
人文景観、災異禍乱、郷土風俗などを詳細に記述している。
《中国方志庫》は、初集、二集、三集、四集、五集に分け、漢
魏から民国初頭までの 1万種にのぼる地方志類を、原版の図像
を付して収録するデータベースである。
▶ 漢代から民国までに刊行された地方志 1万種の善本を収録。
▶ 版本画像データ（1,200万頁）とテキストデータ（20億字）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 全 5集予定
初集　歴代省通志及府州県庁志 2,000種
二集　歴代省通志及府州県庁志 2,000種
三集　歴代省通志及府州県庁志 2,000種（2019年完成予定）
四集　全国総志及専志、雑志、外志 2,000種（2019年完成予定）
五集　各集補遺（2020年完成予定）

》》》主な機能
▶ 版面画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
（紹定）吳郡志 50卷 （宋）范成大纂（宋）汪泰亨增訂 清文淵閣四庫全書本
（寳慶）四明志 21卷 （宋）胡榘修（宋）方萬里纂 清文淵閣四庫全書本
（嘉定）赤城志 40卷 （宋）黄㽦修（宋）陳耆卿纂 清文淵閣四庫全書本
（嘉定）鎮江志 22卷 （宋）盧憲纂 清道光二十二年丹徒包氏刻本
（紹定）澉水志 2卷 （宋）羅叔詔修（宋）常棠纂 清道光十九年刻本
（景定）建康志 50卷 （宋）馬光祖修（宋）周應合纂 清文淵閣四庫全書本
（景定）嚴州續志 10卷 （宋）錢可則修（宋）鄭瑶纂 清文淵閣四庫全書本
（嘉泰）會稽志 20卷 （宋）沈作賓修（宋）施宿纂 清文淵閣四庫全書本
（嘉定）剡錄 10卷 （宋）史安之修（宋）高似孫纂 宋嘉定七年修清道光八年李式圃刻本
（咸淳）重修毗陵志 29卷 （宋）史能之纂 明初刻本
（熙寧）長安縣志不分卷 （宋）宋敏求纂（元）李好文繪 民國二十年鉛印本
（寳祐）重修琴川志 15卷 （宋）孫應時修（宋）鮸谦增補 清道光影元鈔本
（嘉泰）吳興志 20卷 （宋）談鑰纂 國刻吳興叢書本
（開慶）四明續志 12卷 （宋）吳潛修 （宋）梅應發纂 清咸豐四年宋元四明六志本
（紹熙）雲間志 3卷 （宋）楊潛纂 清嘉慶十九年古倪園刊本
（寳慶）會稽續志 8卷 （宋）張淏纂修 清文淵閣四庫全書本
（乾道）四明圖經 12卷 （宋）張津纂修 清咸豐四年宋元四明六志本
（淳熙）新安志 10卷 （宋）趙不悔修（宋）羅願纂 清嘉慶十七年刻本
（大德）南海志 5卷 （元）陳大震修（元）呂桂孫纂 元大德刻本
（至元）嘉禾志 32卷 （元）單慶修（元）徐碩纂 清道光刻本
（大德）昌國州圖志 7卷 （元）郭薦修（元）馮福京纂 清文淵閣四庫全書本
（延祐）四明志 20卷 （元）馬澤修（元）袁桷纂 清文淵閣四庫全書本
（至順）鎮江志 21卷 （元）脱因修（元）俞希魯纂 清道光二十二年丹徒包氏刻本
（至正）崑山郡志 6卷 （元）楊譓纂 元至正元年修清宣統元年本
（至元）齊乘 6卷 （元）于欽纂修 清文淵閣四庫全書本
（至正）金陵新志 15卷 （元）張鉉纂修 清文淵閣四庫全書本
（嘉靖）太康縣志 10卷 （明）安都纂修 明嘉靖刻本
（隆慶）趙州志 10卷 （明）蔡懋昭纂 明隆慶刻本
（萬曆）太平府志 3卷 （明）蔡迎恩修（明）甘東陽纂 明萬曆五年刻本
（萬曆）開封府志 34卷 （明）曹金撰 明萬曆十三年刻本
（正德）光化縣志 6卷 （明）曹璘纂修 明正德刻本
（萬曆）高州府志 10卷 （明）曹志遇纂 明萬曆刻本
（弘治）八閩通志 87卷 （明）陳道修（明）黄促昭纂 明弘治刻本
（隆慶）海州志 10卷 （明）陳復亨纂修 明隆慶刻本
（嘉靖）萊蕪縣志 8卷 （明）陳甘雨纂修 明嘉靖刻本
（萬曆）慈利縣志 18卷 （明）陳光前纂修 明萬曆刻本
（嘉靖）清流縣志 5卷 （明）陳桂芳編 明嘉靖刻本
（嘉靖）常德府志 20卷 （明）陳洪謨纂修 明嘉靖刻本
（萬曆）寧國府志 20卷 （明）陳俊修（明）梅鼎祚纂 明萬曆刻本
（嘉靖）延平府志 23卷 （明）陳能修（明）鄭慶雲纂 明嘉靖刻本
（正德）松江府志 32卷 （明）陳威修（明）顧清纂 明正德七年刊本
（萬曆）瓊州府志 12卷 （明）陳于宸修 明萬曆刻本
（天啓）平湖縣志 19卷 （明）程楷修（明）楊儁卿纂 明天啓刻本
（弘治）休寧志 32卷 （明）程敏政纂修（明）歐陽旦增修 明弘治四年刻本
（嘉靖）武康縣志 8卷 （明）程嗣功修（明）駱文盛纂 明嘉靖刻本
（萬曆）應天府志 32卷 （明）程嗣功修（明）王一化纂 明萬曆刻增修本
（嘉靖）永嘉縣志 9卷 （明）程文箸修（明）王叔杲纂 明嘉靖四十五年刻本
（萬曆）蘭谿縣志 7卷 （明）程子鏊修（明）徐魯源纂 明萬曆刊清康熙間補刊本
（嘉靖）蘭陽縣志 10卷 （明）褚宦修（明）李希臣纂 明嘉靖刻本
（正德）新鄉縣志 6卷 （明）儲珊修（明）李錦纂 明藍絲闌鈔本
（嘉靖）彰德府志 8卷 （明）崔銑纂修 明嘉靖刻本
（嘉靖）廣東通志初稿 40卷 （明）戴璟修（明）張岳纂 明嘉靖刻本
（萬曆）滁陽志 14卷 （明）戴瑞卿纂修 明萬曆四十二年刊本
（嘉靖）濮州志 10卷 （明）鄧韍纂修 明嘉靖刻本
（嘉靖）香山縣志 8卷 （明）鄧遷纂（明）黄佐纂 明嘉靖二十七年刻本
（嘉靖）范縣志 8卷 （明）東時泰纂修 明嘉靖刻本
（嘉靖）六合縣志 8卷 （明）董邦政修（明）黄紹文纂 明嘉靖刻本
（嘉靖）武義縣志 5卷 （明）董春纂修 明正德十五年刻嘉靖三年補刻增修本
（嘉靖）續澉水志 9卷 （明）董榖纂修 民國二十五年鉛印《澉水志匯編》本
（崇禎）吳興備志 32卷 （明）董斯張纂 清文淵閣四庫全書本
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歴代の家譜、年譜、仕譜、日記など 5万種

中国譜牒庫  初・二集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
家譜（宗譜、族譜、世譜、家譜、家乗）、年譜（家譜、年表、行実、
自述）、日譜（日譜、日記、日録、日箚）などの「譜牒」は、
中国社会や歴史の変遷を記録する貴重な史料である。
▶《家譜編》《年譜編》《仕譜編》《日譜編》に分け、約 5万種
の譜牒資料を、原版の図像を付して収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 初集は、歴代家譜や年譜、搢紳録、日記など 2,000種を収録。
▶ 二集は、歴代家譜や科挙録 8,400種を収録。
▶ 全 15集予定

》》》主な機能
▶ 版面画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
浙江蕭山湘南韓氏家譜 23卷卷末 1卷 （清）佚名修　清乾隆五十六年木活字本
湖南圻村王氏族譜 4 卷卷首 1卷 （清）王臣鋗纂修　清乾隆四十一年刻本
安徽歙縣吳氏家傳不分卷 （清）佚名撰　清乾隆三十七年刻本
江西宜黄吳氏秉良公房譜 2卷 （清）佚名撰　清乾隆四十六年木活字本
江蘇無鍚華氏通八支宗譜 1卷 （清）華希閎纂修　清乾隆刻本
江蘇吳江徐氏宗譜 4卷 （清）徐書城纂修　清乾隆五十七年稻香樓刻本
安徽休寧新安蘇氏族譜 15卷 （清）蘇大纂修　清乾隆元年刻本
江蘇吳中紀革葉氏世譜不分卷 （清）葉瓚纂修　清雍正六年鈔本
安徽涇縣新紫山倪氏七甲支譜 6卷卷首 1卷卷末 1卷 （清）倪友先等纂修　清乾隆五十三年刻本
安徽歙縣三田李氏重修宗譜 48卷卷首 1卷卷末 1卷 （清）李向榮等纂　清乾隆刻本
朱氏宗譜 9卷 （清）朱釣璜纂修　清乾隆三十五年敦睦堂刻本
安徽懷寧皖懐梅沖吳氏編修宗譜 6卷卷首 1卷卷末 1卷 （清）吳鳳等纂修　清乾隆五十八年萃英堂木活字本
浙江上虞桂林朱氏族譜 6 卷 （清）朱觀光等纂修　清康熙四十二年德源堂刻本
江西宜黄宜黄棠陰羅氏尚義門房譜 2 卷 （清）羅星燦纂修　清乾隆二十三年木活字本
安徽歙縣古歙杲溪劉氏家譜不分卷 （清）劉大彬 劉元齡纂修　清康熙五十年刻本
北京李氏近房宗譜不分卷 （清）李延强等纂　清乾隆刻本
山東淄川縣豐泉郷王氏世譜不分卷 （清）王持世纂修　清雍正十一年刻本
河北正定恒陽王氏家乘不分卷 （清）王定柱纂修　清乾隆稿本
河南開封侯氏家乘不分卷 （清）侯運隆等編　清乾隆五十三年刻本
江蘇無鍚華氏宗譜不分卷 （清）華重民纂修　清乾隆禮耕堂刻本
江西遼徐氏宗譜不分卷 （清）徐德忠等纂修　清康熙五十三年木活字本
安徽許氏族譜不分卷 （清）許大定纂修　清康熙間木活字本
江西南豐濟陽江氏分修族譜不分卷 （清）江南金等纂修　清乾隆間鈔本
浙江桂林夏氏家乘不分卷 （清）夏杲纂修　清乾隆間稿本
甘肅蘭州耿氏家譜不分卷 （清）耿有光等纂修　清乾隆鈔本
安徽休寧新安休寧山斗程氏本支續譜不分卷 （明）佚名纂　明末鈔本
浙江當湖張氏家乘 10 卷附録 1 卷 （清）張誥纂修　清乾隆五十九年刻本
江蘇吳縣東蔡宗譜不分卷 （清）蔡焯等纂修　清乾隆十八年刻本
山東諸城臧氏族譜不分卷 （清）臧應鈞等纂修　清乾隆五十四年刻本
星源銀川鄭氏宗譜 6 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （清）鄭永彬等纂修　清乾隆四十年木活字本
浙江吳越錢氏宗譜全乘不分卷 （明）佚名纂　明鈔本
浙江平湖繆氏宗譜 2 卷 （清）佚名纂　清康熙間裕遠堂增刻本
浙江仁和馮氏家譜不分卷 （清）馮嗣英續修　清乾隆三十四年刻本
江蘇無鍚錢氏世譜 1 卷卷首 1 卷 （清）錢培楨纂修　清初刻乾隆十三年增刻本
湖南長沙徐氏族譜 4 卷 （清）徐萬山等纂 清乾隆間東海堂刻本
江蘇常熟南張世譜不分卷 （清）佚名纂 清乾隆間刻本
江蘇江陰薛氏江陰宗譜不分卷 （清）薛文元纂　清雍正間刻乾隆間重修增刻本
浙江嘉善香湖丁氏家乘 6 卷 （清）丁桂芳 丁策定纂修　清乾隆三年刻本
江蘇尤氏閩浙蘇常鎮宗譜 12 卷 （清）尤鼎等修 尤雲章纂　清乾隆四十八年遂初堂刻本
浙江新昌南明石氏宗譜 14 卷 （清）石右軍纂修　清乾隆五十年慶雲祠木活字本
江西宜黄吳氏伯武公房譜 2 卷 （清）吳文薰等纂修　清乾隆四十二年木活字本
安徽埠川余氏新纂家乘 5 卷 （清）余有伶等修　清康熙初木活字本
安徽歙縣重修汪氏家乘 24 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （明）汪奎等纂修　明正德間木活字本
安徽休寧汪氏世家譜 10 卷 （清）汪國徘等纂修　清乾隆三十七年刻本
浙江吳興重修晉陵金台沈氏族譜 8 卷 （清）沈龍元等纂修　清康熙刻本
江蘇吳縣橘社金氏家譜 6 卷 （清）金孝植纂修　清康熙二十五年刻本
湖南長沙寧郷澗西周氏族譜 4 卷卷首 1 卷 （清）周德湛 周憲紀等纂修　清乾隆十四年松竹軒刻本
江蘇無鍚鍚山周氏世譜 8 卷 （清）周復源等纂修　清乾隆五十七年刻本
安徽段氏宗譜 6 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （清）段復續等纂修　清乾隆三十五年木活字本
江西婺源官源洪氏總譜 18 卷卷首 2 卷卷末 2 卷 （清）洪文陛 洪士銜纂修　清乾隆刻本
浙江淳安遂安安徽績溪姜氏孝子大民公派宗譜 15 卷卷首 1 卷　（清）姜世名纂修　清康熙三十三年刻本
浙江重修湯溪章氏宗譜不分卷 （清）章金聲等纂修　清乾隆三十七年木活字本
河北正定梁氏族譜 1 卷續 4 卷 （清）梁允植纂修　清康熙十九年刻本
浙江金華金華天鍾湖葉氏宗譜 13 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （清）葉帝佐等纂修　清乾隆間木活字本
浙江會稽稽山董氏宗譜 8 卷 （清）董光綬等纂修　清乾隆二十年三策堂木活字本
安徽祈門善和程氏支譜不分卷 （清）程元翰等纂修　清康熙二十一年刻本
浙江嵊縣裘氏重修家譜不分卷 （清）佚名纂　清康熙鈔本
安徽新安廬源詹氏合修宗譜 18 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （清）詹華盛等修　清乾隆間木活字本
北京趙氏家譜不分卷 （清）趙宏恩纂修　清乾隆二年刻本
江蘇吳縣包山鄭氏族譜 2 卷貞節録 1 卷 （清）鄭匡鉅纂修　清乾隆十六年刻本
湖南湘潭顏氏族譜 4 卷 （清）顏國璟纂修　清乾隆六十年木活字本
安徽淳源饒氏重修族譜 12 卷卷首 1 卷卷末 1 卷 （清）饒玉清纂修　清乾隆三十九年刻本
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金石志書 2,000種、300万ページの金石資料を網羅

中国金石庫  初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
金石文献とは、古代銅器の銘文や石刻の拓片、あるいはそれら
を採録した志書を指す。そうした金石文献の中には、史書に記
載された事物を傍証したり、誤りを正すものも少なくない。な
かでも金石志は、宋元以降の儒者による多くの注釈を記録して
おり、中国の歴史・文化を読み解くうえで貴重な資料といえる。
中国金石庫は、上古から民国初年までに記録された 10万件以
上の金石拓片、2,000種の金石志を収録。
▶ 原本画像データ（300万頁）を収録。
▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 初集は、歴代金石志書 1,700種を収録。
▶ 二集は、歴代金石拓片 2万件収録（2019年完成予定）。
▶ 全 5集予定

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・上下回転表示・ハイトー
ン表示

▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
法帖譜系 2 卷 （宋）曹士冕撰 民國十六年武進陶氏景宋咸淳百川學海本
廣川書跋 10 卷 （宋）董逌撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
東觀餘論 2 卷 （宋）黃伯思撰 宋刻本
法帖刊誤 2 卷 （宋）黄伯思撰 民國十六年武進陶氏景宋咸淳百川學海本
絳帖平 6 卷 （宋）姜夔撰 清武英殿聚珍版叢書本
金石錄後序 （宋）李清照撰 明刊綠窗女史本
姑溪題跋 2 卷 （宋）李之儀撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
法帖釋文 10 卷 （宋）劉次莊撰 民國十六年武進陶氏景宋咸淳百川學海本
隸韻 10 卷碑目 1 卷 （宋）劉球撰 清嘉慶十五年秦恩復刻本
放翁題跋 6 卷 （宋）陸遊撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
海嶽題跋 1 卷 （宋）米芾撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
集古錄跋尾 10 卷 （宋）歐陽修撰 清光緒四年古香書閣印三長物齋叢書本
六一題跋 11 卷 （宋）歐陽修撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
淮海題跋 1 卷 （宋）秦觀撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
法帖通解 1 卷 （宋）秦觀撰 明萬曆中刊百陵學山本
蘭亭考 12 卷 （宋）桑世昌撰 清乾隆道光間長塘鮑氏刊知不足齋叢書本
東坡題跋 6 卷 （宋）蘇軾撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
鶴山題跋 7 卷 （宋）魏了翁撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
晉王大令保母帖 （宋）葉紹翁撰 清乾隆道光間長塘鮑氏刊知不足齋叢書本
蘭亭續考 2 卷 （宋）兪松撰 清乾隆道光間長塘鮑氏刊知不足齋叢書本
金石錄跋 1 卷 （宋）曾鞏撰 四部叢刊景元刻元豐類藁本
元豐金石跋尾 1 卷 （宋）曾鞏撰 清光緒崇川葛氏學古齋刊學古齋金石叢書本
元豐題跋 1 卷 （宋）曾鞏撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
籀史 1 卷 （宋）翟耆年撰（清）錢熙祚校
金石錄 30 卷 （宋）趙明誠撰 四部叢刊續編景舊抄本
金石略 3 卷 （宋）鄭樵撰 清光緒崇川葛氏學古齋刊學古齋金石叢書本
墨池編 6 卷 （宋）朱長文編 清文淵閣四庫全書本
考古圖 10 卷 （宋）呂大臨撰 清文淵閣四庫全書本
續考古圖 5 卷 （宋）呂大臨撰 清光緒歸安陸氏刊十萬卷樓叢書本
宣和博古圖 30 卷 （宋）王黼等撰 明萬曆三十一年刻本
鐘鼎款識 1 卷 （宋）王厚之輯 清嘉慶七年積古齋影刻宋本
嘯堂集古錄 2 卷 （宋）王俅著 宋刊本
歷代鐘鼎彜器款識 20 卷 （宋）薛尚功撰 清文淵閣四庫全書本
紹興內府古器評 2 卷 （宋）張掄撰 明崇禎中虞山毛氏汲古閣刊津逮秘書本
考古圖釋文 1 卷 （宋）趙九成撰 清文淵閣四庫全書
寶刻叢編 20 卷 （宋）陳思撰 清光緒歸安陸氏刊十萬卷樓叢書本
隸釋 27 卷 （宋）洪適撰 民國二十四至二十五年上海商務印書館刊四部叢刊三編景明萬曆刻本
隸釋續 21 卷 （宋）洪適撰 洪氏晦木齋刻本
集古錄目 10 卷原目 1 卷 （宋）歐陽棐撰（清）繆荃孫校輯 清光緒中江陰繆氏刊雲自在龕叢書本
集古錄補目補 2 卷 （宋）歐陽棐撰（民國）陳漢章輯 民國二十五年排印綴學堂叢稿初集本
輿地碑記目 4 卷 （宋）王象之撰 清文淵閣四庫全書本
寶刻類編 8 卷 （宋）佚名纂 清道光光緒間南海伍氏刊粵雅堂叢書本
石刻鋪敘 2 卷 （宋）曾宏父撰 清乾隆道光間長塘鮑氏刊知不足齋叢書本
吳氏印譜 1 卷 （宋）王厚之輯（宋）吳叡增補 清順治三年兩浙督學周南李際期宛委山堂刊說郛本
泉志 15 卷 （宋）洪遵撰 明萬曆刻秘冊匯函本
泉志菁華錄 5 卷 （宋）洪遵撰（民國）丁福保刪 民國二十五年上海醫學書局刊印本
論幣所起 （宋）羅泌撰 明萬曆刻路史本
古玉圖譜 100 卷 （宋）龍大淵撰 清乾隆四十四年歙縣江春康山草堂刻本
毗陵碑碣志 1 卷 （宋）史能之纂 明初刊宋咸淳重修毗陵志本
景定建康石刻志不分卷 （宋）周應合撰 清嘉慶六年仿宋本刊景定建康志本
會稽碑刻志不分卷 （宋）沈作賓纂 清嘉慶十三年刻宋嘉泰會稽志本
吳興碑碣志不分卷 （宋）談鑰撰 民國刻吳興叢書宋嘉泰吳興志本
蜀碑記 10 卷 （宋）王象之撰 清光緒七年至八年廣漢鍾登甲樂道齋刊函海本
蒼崖先生金石例 10 卷 （元）潘昂霄撰 清隨盦徐氏叢書本
古刻叢鈔 1 卷 （元）陶宗儀撰 清乾隆道光間長塘鮑氏刊知不足齋叢書本
古刻叢鈔 1 卷 （元）陶宗儀撰（清）孫星衍重編 清嘉慶中蘭陵孫氏刊平津館叢書本
周秦刻石釋音 1 卷 （元）吾丘衍撰 清光緒歸安陸氏刊十萬卷樓叢書本
學古編不分卷 （元）吾丘衍撰 明夷門廣牘本
錢幣考 2 卷 （元）馬端臨撰 明正德慎獨齋刊文獻通考本
古玉圖 2 卷 （元）朱德潤撰 清乾隆十七年黄晟亦政堂補刻本
河朔訪古記 3 卷 （元）納新撰 清咸豐三年南海伍氏刊粵雅堂叢書本
金陵碑碣新志不分卷 （元）張鉉撰 清文淵閣四庫全書金陵新志本
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版本的価値の高い叢書 1,000部を収録

中国叢書庫  初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
宋から民国初期にかけて編纂された叢書─雑纂・類編・地域・
輯佚・家族・独撰類叢書―より、文献価値と版本価値のもっと
も高い 1,000部の叢書に掲載されている典籍 1万種を、原版の
図像を付して収録。
▶ 初集は、民国時代の学者王雲五により編纂された《叢書集成》
を基に精選された 100部の叢書に掲載された 4,100種の典籍
（約 2万巻、100万頁）を収録。
▶ 二集は、3,000種の典籍を収録。
▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 全 10集予定

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ アメリカに設置されたサーバーに、インターネットブラウザ
を使ってアクセスし利用する。ユーザーは基本的に永続的な
利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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子夏易傳 11 卷 （周）卜商撰 清通志堂經解本
鬼谷子外篇 1 卷 （周）不著撰人 明子彙本
鬼谷子 1 卷 （周）不著撰人 明子彙本
於陵子 1 卷 （周）陳仲子撰 明祕册彙函本
詩傳孔氏傳 1 卷 （周）端木賜述 明百陵學山本
亢倉子不分卷 （周）庚桑楚撰 明子彙本
公孫龍子注 3 卷 （周）公孫龍撰（宋）謝希深撰
 明正統道藏本
李虛中命書 3 卷 （周）鬼谷子撰（唐）李虛中注
 清守山閣叢書本
老子道德經 2 卷 （周）老聃撰（三國）王弼注
 清古逸叢書本
六韜 6 卷 （周）呂望撰 清平津館叢書本
尸子 2 卷 （周）尸佼著 清平津館叢書本
師曠禽經不分卷 （周）師曠撰（晋）張華注
 宋百川學海本
關尹子 3 卷 （周）尹喜撰 四部叢刊三編景明本
鬻子 1 卷 （周）鬻熊撰（唐）逄行珪注
 明正統道藏本
大學古本 1 卷 （周）曾參述撰 明百陵學山本
子華子 2 卷 （春秋戰國）程本撰 明子彙本
鄧析子不分卷 （春秋戰國）鄧析撰   四部叢刊景明本
商子 5 卷 （春秋戰國）商鞅撰
 四部叢刊三編景明本
慎子 2 卷 （春秋戰國）慎到撰
 四部叢刊景江陰繆氏蕅香簃寫本
司馬法 3 卷 （春秋戰國）司馬穰苴撰
 四部叢刊景宋鈔本
孫子 3 卷 （春秋戰國）孫武撰
 續古逸叢書景宋刻武經七書本
尉繚子 5 卷 （春秋戰國）尉繚撰 宋武經七書本
吳子 2 卷 （春秋戰國）吳起撰
 續古逸叢書景宋刻武經七書本
荀子 20 卷 （春秋戰國）荀況撰（唐）楊倞注
 清抱經堂叢書本
尹文子不分卷 （春秋戰國）尹文撰
 四部叢刊景明覆宋本
漢武帝内傳不分卷（ 漢）班固撰 明正統道藏本
白虎通德論 10 卷 （漢）班固撰
 四部叢刊景元大德覆宋監本
漢武事略 1 卷 （漢）班固撰 明稗乘本
前漢書藝文志 1 卷 （漢）班固撰（唐）顔師古注
 清八史經籍志本
漢書食貨志 1 卷 （漢）班固撰（唐）顔師古注
 清古逸叢書本
漢雜事秘辛 1 卷 （漢）不著撰人 明祕册彙函本
琴操 2 卷 （漢）蔡邕撰 清平津館叢書本
蔡中郎集 11 卷 （漢）蔡邕撰 四部叢刊景明活字本
獨斷 2 卷 （漢）蔡邕撰
 四部叢刊三編景明弘治本
漢官典職儀式選用 1 卷
 （漢）蔡質撰 清平津館叢書本
海内十洲記不分卷 （漢）東方朔撰 明顧氏文房小説本
探春曆記不分卷 （漢）東方朔撰 明夷門廣牘本
神異經不分卷 （漢）東方朔撰 明漢魏叢書本
春秋繁露 17 卷 （漢）董仲舒撰
 清武英殿聚珍版叢書本
董子文集 1 卷 （漢）董仲舒撰 清畿輔叢書本
段太尉集 1 卷 （漢）段熲撰 清二酉堂叢書本

❖ 主な収録書と版本
星經 2 卷 （漢）甘公撰（漢）石申撰
 明漢魏叢書本
戰國策注 33 卷 （漢）高誘注（宋）姚宏續注
 清士禮居黄氏叢書本
漢武洞冥記 4 卷 （漢）郭憲撰 明顧氏文房小説本
韓詩外傳 10 卷 （漢）韓嬰撰
 四部叢刊景明沈氏野竹齋本
漢皇德傳 1 卷 （漢）侯瑾撰 清二酉堂叢書本
華氏中藏經 3 卷 （漢）華陀撰 清平津館叢書本
鹽鐵論 10 卷 （漢）桓寛撰 四部叢刊景明嘉靖本
皇甫司農集 1 卷 （漢）皇甫規纂 清二酉堂叢書本
三略 3 卷 （漢）黃石公撰 宋武經七書本
素書不分卷 （漢）黃石公撰（宋）張商英注
 明漢魏叢書本
新書 10 卷 （漢）賈誼撰
 四部叢刊景明正德十年吉藩本
易林 16 卷 （漢）焦延壽撰
 士禮居叢書景刻陸校宋本
京氏易傳 3 卷 （漢）京房撰（三國）吳績注
 四部叢刊景明天一閣刊本
古文孝經 1 卷 （漢）孔安國撰 清知不足齋叢書本
孔叢子 7 卷 （漢）孔鮒撰 四部叢刊景明翻宋本
小爾雅 1 卷 （漢）孔鮒撰（宋）宋鹹注
 明顧氏文房小説本
趙飛燕外傳不分卷 （漢）伶玄撰 明顧氏文房小説本
淮南萬畢術不分卷 （漢）劉安撰 清十種古逸書本
釋名疏證 8 卷 （漢）劉熙撰（清）畢沅疏證
 清經訓堂叢書本
釋名疏證補 8 卷 （漢）劉熙撰（清）王先謙證補
 清經訓堂叢書本
説苑 20 卷 （漢）劉向撰 四部叢刊景明鈔本
列仙傳 2 卷 （漢）劉向撰 明正統道藏本
劉向新序 10 卷 （漢）劉向撰 四部叢刊景明翻宋本
古列女傳 8 卷 （漢）劉向撰 四部叢刊景明本
西京雜記 2 卷 （漢）劉歆撰 清抱經堂叢書本
東觀漢記 24 卷 （漢）劉珍撰    清武英殿聚珍版叢書本
陸子 1 卷 （漢）陸賈撰 明子彙本
忠經 1 卷 （漢）馬融撰（漢）鄭玄注
 明津逮祕書本
牟子 1 卷 （漢）牟融撰 清平津館叢書本
葬經 1 卷 （漢）青鳥先生撰 明夷門廣牘本
水經 2 卷 （漢）桑欽撰 明漢魏叢書本
詩説 1 卷 （漢）申培著 明百陵學山本
校定皇象本急就章 1 卷
 （漢）史游撰 清功順堂叢書本
急就篇 1 卷 （漢）史游撰（唐）顔師古注
 清天壤閣叢書本
漢禮器制度 1 卷 （漢）叔孫通撰 清平津館叢書本
論衡 30 卷 （漢）王充撰  四部叢刊景通津草堂本
潛夫論 10 卷 （漢）王符撰
 四部叢刊景述古堂景宋鈔本
漢官解詁 1 卷 （漢）王隆撰（漢）胡廣注
 清平津館叢書本
楚辭 17 卷 （漢）王逸章句（宋）洪興祖補注
 四部叢刊景明翻宋本
楚辭章句 17 卷 （漢）王逸撰 清湖北叢書本
漢官舊儀 3 卷 （漢）衛宏撰    清武英殿聚珍版叢書本
參同契正文 2 卷 （漢）魏伯陽撰 明百陵學山本
中論 2 卷 （漢）徐幹撰 四部叢刊景明嘉靖本
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消失した典籍の一部の内容を保存

中国類書庫  初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
「博採群書、分類纂輯」の特徴を持つ類書は、情報量が極めて
多い上、すでに消失した典籍の一部の内容を保存しているため、
その学術的価値が無視できない。
時代のもっとも古い類書《皇覧》、規模のもっとも大きな類書《古
今図書集成》、稀覯本《永楽大典》及び明代の日用類書などを
含む、魏晋から清末民初までの代表的な類書 800余部、26,917
巻を収録する。
▶ 原本画像データ（300万頁）とテキストデータ（6億字以上）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 初集は、『古今図書集成』『永楽大典』『明代日用類書』など

300部を収録。
▶ 二集は、歴代類書 500部を収録（2020年完成予定）。
▶ 全 2集予定

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
皇覽 1 卷 （三國）劉劭（三國）王象撰（清）孫馮翼輯 清嘉慶十三年瀋陽孫氏刻逸子書本
廣群輔録 6 卷 （晉）陶潛撰（清）徐汾補輯 清康熙九年刻本
錦帯書 1 卷 （南北朝）蕭統撰 明津逮祕書本
古今同姓名録 2 卷 （南北朝）孝元皇帝撰 清函海本
修文殿御覽 360 卷存 1 卷 （南北朝）祖珽等撰 敦煌唐寫本
編珠 4 卷 （隋）杜公瞻撰 清康熙三十七年刻本
白孔六帖 100 卷 （唐）白居易原本（宋）孔傳續撰 清文淵閣四庫全書本
白氏六帖事類集 30 卷 （唐）白居易撰 民國景宋本
琱玉集 15 卷（存 2 卷） （唐）不著撰者 清古逸叢書景日本舊鈔卷子本
歲華紀麗 4 卷 （唐）韓鄂撰 明萬曆祕册彙函本
元和姓纂 10 卷 （唐）林寶撰 清光緒金陵書局校刊
稽瑞 1 卷 （唐）劉賡撰 清後知不足齋叢書本
小名録 2 卷 （唐）陸龜蒙撰 明稗海本
藝文類聚 100 卷 （唐）歐陽詢撰 宋紹興本
群書治要 50 卷 （唐）魏徵輯 四部叢刊景日本本
初學記 30 卷 （唐）徐堅撰 清光緒孔氏三十三萬卷堂本
文館詞林 23 卷 （唐）許敬宗撰 民國適園叢書本
北堂書鈔 160 卷 （唐）虞世南輯 清光緒十四年孔氏三十三萬卷堂刻本
龍筋鳳髓判 2 卷 （唐）張鷟撰（明）劉允鵬注 清學津討原本
蒙求 3 卷 （五代）李翰撰 遼刻本
蒙求集注 2 卷 （五代）李瀚撰（宋）徐子光注 清佚存叢書本
錦繡萬花谷 40 卷後集 40 卷續集 40 卷　（宋）不著撰人 宋刻本
錦繡萬花谷别集 30 卷（存 27 卷） （宋）不著撰人 宋刻本
群書會元截江網 35 卷 （宋）不著撰人 清文淵閣四庫全書本
翰苑新書前集 70 卷後集 32 卷別集 12 卷續集 42 卷　（宋）不著撰人 明鈔本
重廣會史 100 卷 （宋）不著撰者 宋刊本
重添校正蜀本書林事類韻會 100 卷（存 27 卷）　（宋）不著撰者 宋刻本
五色線 2 卷 （宋）不著撰者 清津逮祕書本
八面鋒 13 卷 （宋）陳傅良撰 清湖海樓叢書本
全芳備祖 58 卷 （宋）陳景沂撰 明毛氏汲古閣鈔本
小字録不分卷 （宋）陳思撰 四部叢刊三編景明活字印本
新編群書類要事林廣記 94 卷 （宋）陳元靚編 日本元禄十二年後印本
古今姓氏書辨證 40 卷 （宋）鄧名世撰 清守山閣叢書本
婚禮新編 20 卷 （宋）丁昇之輯 宋刻元修本
野服考 1 卷 （宋）方鳳輯 清學海類編本
事物紀原 10 卷 （宋）高承撰 明正統九年序刊本
史記法語 8 卷 （宋）洪邁輯 清萃古齋鈔本
經子法語 24 卷 （宋）洪邁輯 擇是居叢書本
三續侍兒小名録 1 卷 （宋）洪遂撰 明綠窗女史本
左氏摘奇 12 卷 （宋）胡元質撰 清嘉慶影宋鈔本
新雕皇朝類苑 78 卷 （宋）江少虞撰 日本元和七年活字印本
文苑英華 1000 卷 （宋）李昉輯 明刻本
太平御覽 1000 卷 （宋）李昉撰 四部叢刊三編景宋本
太平廣記 500 卷 （宋）李昉撰 民國景印明嘉靖刻本
太學新增合璧聯珠聲律萬卷菁華前集 60 卷後集 80 卷（存 57卷）
 （宋）李昭玘輯（宋）李似之輯 宋刻本
古今源流至論 40 卷 （宋）林駧撰 明嘉靖刻本
兩漢雋言 16 卷 （宋）林越輯（明）凌迪知輯 明萬曆文林綺繡本
文選類林 18 卷 （宋）劉攽撰 明嘉靖三十七年吳思賢刻本
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語言文字に関する典籍 1,000種を収録

中国辞書庫
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
語言文字に関する典籍は、一般に「小学」と称され、文字学に
関する「字書」、音韻学に関する「韻書」、訓詁学に関する「雅書」
と字典、詞典が含まれる。
中国辞書庫は、漢魏時代から民国時期にかけて編纂された小学
類典籍や字典など 1,000種を収録。
▶ 原本画像データ（100万頁）とテキストデータ（3億字以上）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
急就篇 4 卷 （漢）史遊撰（唐）顏師古注 四部叢刊續編景明鈔本
説文解字 30 卷 （漢）許愼撰 清文淵閣四庫全書本
借書證誤 1 卷 （隋）顏湣楚撰 清青照堂叢書本
篆隸萬象名義 1 卷 （唐）釋空海撰 日本刊本
九經字樣 1 卷 （唐）唐玄度撰 清文淵閣四庫全書本
干祿字書 1 卷 （唐）顏元孫撰 明夷門廣牘本
五經文字 3 卷 （唐）張參撰 清文淵閣四庫全書本
説文解字篆韻譜 5 卷 （五代）徐鍇撰 清文淵閣四庫全書本
説文解字繫傳 40 卷 （五代）徐鍇撰 四部叢刊景述古堂景宋鈔本
重修玉篇 30 卷 （宋）陳彭年修 清文淵閣四庫全書本
集篆古文韻海 5 卷 （宋）杜從古撰 清宛委別藏本
佩觿 3 卷 （宋）郭忠恕撰 清康熙刻本
汗簡 3 卷 （宋）郭忠恕撰 四部叢刊續編景馮已手鈔本
隸續 21 卷 （宋）洪适撰 清文淵閣四庫全書本
隸釋 27 卷 （宋）洪适撰 四部叢刊三編景明萬曆刻本
字通 1 卷 （宋）李從周 清文淵閣四庫全書本
說文解字五音韻譜 12 卷 （宋）李燾撰 明弘治刻本
隸韻 10 卷 （宋）劉球撰 清嘉慶十五年刻本
漢隷字源 5 卷 （宋）婁機撰 清文淵閣四庫全書本
班馬字類 5 卷 （宋）婁機撰 四部叢刊三編景汲古閣景宋鈔本
類篇 45 卷 （宋）司馬光撰 清文淵閣四庫全書本
刊謬補缺切韻 5 卷 （唐）王仁煦撰 民國三十六年故宮博物院影印唐寫本
重修廣韻 5 卷 （宋）陳彭年等撰 四部叢刊景宋本
集韻 10 卷 （宋）丁度等撰 清文淵閣四庫全書本
增修互註禮部韻略 5 卷 （宋）毛晃增注　毛居正重增 清文淵閣四庫全書本
增修校正押韻釋疑 5 卷 （宋）歐陽德隆撰　郭守正增修 清文淵閣四庫全書本
切韻指掌圖 2 卷 （宋）司馬光撰 清文淵閣四庫全書本
韻補 5 卷 （宋）吳棫撰 宋刻本
九經補韻 1 卷 （宋）楊伯喦撰 清文淵閣四庫全書本
廣韻 5 卷 （宋）佚名撰 清文淵閣四庫全書本
新增詞林要韻 1 卷 （宋）佚名撰 清嘉慶宛委别藏本
五音集韻 15 卷 （金）韓道昭撰 清文淵閣四庫全書本
新刊韻略 5 卷 （金）王文鬱撰 清影金抄本
經史正音切韻指南 1 卷 （元）劉鑑撰 清鈔康熙二十一年刻本
六藝綱目 2 卷 （元）舒天民撰 清指海本
古今韻會舉要 30 卷 （元）熊忠撰 清文淵閣四庫全書本
書學正韻 36 卷 （元）揚桓撰 元刻明修本
四聲等子 1 卷 （元）佚名撰 清文淵閣四庫全書本
釋名 8 卷 （漢）劉熙撰 四部叢刊景明翻宋書棚本
方言 13 卷 （漢）揚雄撰　（晉）郭璞注 四部叢刊景宋本
方言箋疏 13 卷 （漢）揚雄撰　（清）錢繹箋疏 清光緖刻民國補刻本
方言疏證補 1 卷 （漢）揚雄撰　（清）王念孫證補 民國二十七年刻本
廣雅 10 卷 （三國）張揖撰 明刻本
爾雅 3 卷 （晉）郭璞注　（唐）陸德明撰 四部叢刊景宋本
經典釋文 30 卷 （唐）陸德明撰 清抱經堂叢書本
一切經音義 100 卷 （唐）釋慧琳撰　（遼）釋希麟撰 日本元文三年至延亨三年獅穀蓮社刻本
一切經音義 25 卷 （唐）釋玄應撰 清海山仙館叢書本
匡謬正俗 8 卷 （唐）顔師古撰 清同治小學彙函本
羣經音辨 7 卷 （宋）賈昌朝撰 四部叢刊續編景宋鈔本
埤雅 20 卷 （宋）陸佃撰 明成化刻嘉靖重修本
爾雅新義 20 卷 （宋）陸佃撰　（清）宋大樽撰 清嘉慶十三年刻本
增修埤雅廣要不分卷 （宋）陸佃撰　（明）牛衷增輯 明萬曆三十八年刻本
爾雅翼 32 卷 （宋）羅願撰 清文淵閣四庫全書本
爾雅直音 2 卷 （宋）孫偘撰 清天壤閣叢書本
爾雅疏 10 卷 （宋）邢昺等撰 清阮刻十三經注疏本
重訂冠解助語辭 2 卷 （元）盧以緯撰 日本享保二年刻本
方言類聚 4 卷 （明）陳與郊撰 明刻本
崔氏小爾雅 1 卷 （明）崔銑撰 明嘉靖金聲玉振集本
秇林伐山 20 卷 （明）楊慎撰 明嘉靖三十五年刻本
方言據 2 卷續錄 1 卷 （明）岳元聲撰 清學海類編本
彙雅 20 卷續編 28 卷 （明）張萱撰 明萬曆刻本
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俗文学・俗字の史料 1万種を収録

中国俗文庫  初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
古代より民間に流伝していた俗文学や俗字史料には、変文・宝
巻・小説・話本・戯文・俚曲・鼓書・弾詞・歌謡・俗諺などがあり、
中国社会史、生活史、宗教史、文学史研究の貴重な資料である。
▶ 原本画像データ（1,000万頁）とテキストデータ（10億字以上）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 初集は、俗講編（変文・宝巻・善書など）、小説編（文言・話本・
章回など）、戯曲編（雑劇・伝奇・乱弾など）2,000種を収録。

▶ 二集は、説唱編（評弾・鼓詞・快書など）、謡諺編（俚曲・歌謡・
俗諺など）、5,000種を収録（2019年完成予定）。

▶ 全 5集予定

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録文献
伍子胥變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.3213 S.6331 S.328 P.2794背）
孟姜女變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.5039 P.5019）
漢將王陵變 （□）佚名 敦煌冩本（S.5437 P.3627 P.3867）
捉季布傳文 （□）佚名 敦煌冩本（P.3697 P.2747 P.2648 P.3386 P.3197 S.5440 S.2056背 S.5439
  　S.5441 S.1156背 P.3197 S.8459 P.3582）
李陵變文 （□）佚名 敦煌冩本（S.0866）
王昭君變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2553）
董永變文 （□）佚名 敦煌冩本（S.2204）
張議潮變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2962）
張淮深變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.3451）
舜子變 （□）佚名 敦煌冩本（S.4654 P.2721 Д x00440背）
韓朋賦 （□）佚名 敦煌冩本（P.2653 S.2922 S.3227 P.3873 S.4901 S.3904 S.10291）
秋胡變文 （□）佚名 敦煌冩本（S.133背）
前漢劉家太子傳 （□）佚名 敦煌冩本（P.3645 S.5547 P.4692 P.4051）
廬山遠公話 （□）佚名 敦煌冩本（S.2073）
韓擒虎話本 （□）佚名 敦煌冩本（S.2144）
唐太宗入冥記 （□）佚名 敦煌冩本（S.2630）
葉淨能詩 （□）佚名 敦煌冩本（S.6836）
孔子項托相問書 （□）佚名 敦煌冩本（P.3883 P.3833 P.3255 P.3754 P.3882 S.5529 S.5674 S.5530 
  　S.1392 S.395 S.2941 Д x01356 Д x02451 Д x02352）
晏子賦 （□）佚名 敦煌冩本（P.2564 P.3460 P.3716背 P.3821 S.6332 P.2647背 P.2439背）
燕子賦 （□）佚名 敦煌冩本（P.2653 P.2491 P.3666 P.3757 S.6267 S.214 S.5540 P.2653）
茶酒論 （□）佚名 敦煌冩本（P.2718 P.3910 P.2972 P.2875 S.5774 S.406）
晏子賦 （□）佚名 敦煌冩本（P.2564 P.3460 P.3716背 P.3821 S.6332 P.2647背 P.2439背）
燕子賦 （□）佚名 敦煌冩本（P.2653 P.2491 P.3666 P.3757 S.6267 S.214 S.5540 P.2653）
茶酒論 （□）佚名 敦煌冩本（P.2718 P.3910 P.2972 P.2875 S.5774 S.406）
太子成道經 （□）佚名 敦煌冩本（P.2999 S.548背 S.2682背 S.2352背 P.2924 P.2299 S.4626 
  　北京潛字 80 P.3128 背 P.3496 S.3096 S.4128 S.4194 S.4401背 S.4480背
  　S.4633 Д x01225 Д x02114 ）
悉達太子修道因緣 （□）佚名 敦煌冩本（S.3711背 S.5892）
太子成道吟詞 （□）佚名 敦煌冩本（P.2440）
太子成道變文 （□）佚名 敦煌冩本（P.3496 S.4480背 S.4128 S.4633 S.3096）
須大拏太子好施因緣 （□）佚名 敦煌冩本（Д x 285（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ））
八相變 （□）佚名 敦煌冩本（北圖 8437 北圖 8438 北圖 8671 日本寧樂美術館）
破魔變 1卷 （□）佚名 敦煌冩本（P.2187 S.3491背）
降魔變文 （□）佚名 敦煌冩本（S.5511 S.4398背 羅振玉舊藏 P.4615 P.4524背）
難陀出家緣起 （□）佚名 敦煌冩本（P.2324）
祇園因由記 （□）佚名 敦煌冩本（P.2344背 P.3784 P.3815）
十吉祥 （□）佚名 敦煌冩本（Ф 223）
長興四年中興殿應聖節講經文　（□）佚名 敦煌冩本（P.3808）
金剛般若波羅蜜經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2133背）
佛説阿彌陀經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2931 P.2122背 S.6551 P.2955）
妙法蓮華經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2305 P.2133 Ф 365 Ф 365背）
維摩詰經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（S.4571 S.3872 P.2292 P.3079 Ф 101 Ф 252 羅振玉敦煌零拾）
雙恩記 （□）佚名 敦煌冩本（Ф 096）
佛説觀彌勒菩薩上生兜率天經講經文　（□）佚名 敦煌冩本（P.3093）
父母恩重經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（P.2418 北圖河字 12號）
盂蘭盆經講經文 （□）佚名 敦煌冩本（臺北圖立中央圖書館）
目連緣起 （□）佚名 敦煌冩本（P.2193）
大目乾連冥間救母變文 （□）佚名 敦煌冩本（S.2614 P.2319 P.3485 P.3107 P.4988背 北圖盈字 76號
  　北圖麗字 85號 北圖霜字 89號 S.3704 P.4044）
目連變文 （□）佚名 敦煌冩本（北京成字 96號 P.3485）
譬喩經變文 （□）佚名 敦煌冩本（北京衣字 33號）
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10,000種の詩文、詞曲集を集録

歴代別集庫  明前編・清前／後期編
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
個人の詩文詞曲などの文学作品を集めた全集、選集、注本、評
本などおよそ 12,000種を集録。
▶ 原本画像データ（300万頁）とテキストデータ（20億字）を
収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 全 5集予定
　 明前編：先秦から金元までの詩文、詞曲集 2,000種を収録
　 明代編：明代の詩文、詞曲集 2,000種を収録（未刊）
　 清前期編：清乾嘉以前の詩文、詞曲集 2,000種を収録
　 清後期編：清道咸以後の詩文、詞曲集 2,000種を収録
　 附編：歴代詩文詞曲総集および、詩文評 2000種を収録

（2019年完成予定）
　 補編：各編補遺（2020年完成予定）

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録書と版本
蔡中郎集 11 卷 （漢）蔡邕撰 民國四部叢刊景明活字本
揚子雲集 6 卷 （漢）揚雄撰 清文淵閣四庫全書本
鄭司農集 1 卷 （漢）鄭玄撰 清雅雨堂藏書本
曹子建集 10 卷 （三國）曹植撰 宋刻本
曹集考異 12 卷 （三國）曹植撰（清）朱緒曾考異 民國金陵叢書本
嵆中散集 10 卷 （三國）嵆康撰 民國四部叢刊景明嘉靖本
諸葛武侯文集 4 卷 （三國）諸葛亮撰 清正誼堂全書本
晉司隸校尉傅玄集 3 卷 （晋）傅玄撰 民國觀古堂所著書本
陸士衡文集 10 卷 （晋）陸機撰 民國四部叢刊景明翻宋本
杜工部集 20 卷 （唐）杜甫撰 續古逸叢書景宋本配毛氏汲古閣本
杜工部五言律詩集解 6 卷 （唐）杜甫撰（明）邵傅集解 和刻本（下載）
杜詩攟 4 卷 （唐）杜甫撰（明）唐元竑注 清文淵閣四庫全書本
杜臆 10 卷 （唐）杜甫撰（明）王嗣奭撰 稿本
杜工部集 20 卷諸家詩話 1卷唱酬題咏附錄 1卷附錄 1卷
 （唐）杜甫撰（清）錢謙益箋注 清康熙静思堂刻本
杜詩鏡銓 20 卷 （唐）杜甫撰（清）楊倫撰 清乾隆 57年陽湖九梅山房刻本
韓集箋正 5 卷 （唐）韓愈撰（清）方成珪箋正 民國瑞安陳氏湫漻齋本
韓昌黎詩集編年箋注 12 卷 （唐）韓愈撰（清）方世舉箋注 清乾隆二十三年盧見曾雅雨堂刻本
李太白文集 30 卷 （唐）李白撰 宋刻本
李詩選注 13 卷　李詩辨疑 2 卷 （唐）李白撰（明）朱諫注 明隆慶六年刻本
李太白詩集注 36 卷 （唐）李白撰（清）王琦注 清乾隆二十四年聚錦堂刻本
詁訓柳先生文集 48 卷 （唐）柳宗元撰（宋）韓醇撰 清文淵閣四庫全書本
五百家注音辯唐柳先生文集 47 卷 （唐）柳宗元撰（宋）童宗説注 宋刻本
駱賓王文集 10 卷 （唐）駱賓王撰 宋刻小字本
駱丞集 4 卷 （唐）駱賓王撰（明）顏文選注 清文淵閣四庫全書本
豫章黄先生文集 30 卷 （宋）黄庭堅撰 民國四部叢刊景宋乾道刊本
山谷外集 14 卷别集 20 卷詞 1 卷簡尺 2 卷年譜 3 卷　（宋）黄庭堅撰 清文淵閣四庫全書本
浄德集 38 卷 （宋）呂陶撰 清武英殿聚珍版叢書本
竹坡類藳 5 卷附錄 1 卷 （宋）呂午撰 清抄本
忠穆集 8 卷 （宋）呂頤浩撰 清文淵閣四庫全書本
東萊呂太史文集 15 卷别集 16 卷外集 5 卷附録 3 卷考异 4 卷　（宋）呂祖謙撰 民國續金華叢書本
豫章文集 17 卷 （宋）羅從彦撰 明刻藍印本
東坡全集 115 卷 （宋）蘇軾撰 明成化本
蘇詩摘律 6 卷 （宋）蘇軾撰（明）劉弘集註 明天順刻本
補注東坡編年詩 50 卷 （宋）蘇軾撰（清）査慎行補注 清文淵閣四庫全書本
蘇文忠公詩集 50 卷 （宋）蘇軾撰（清）紀昀評 李香巖手批原本
王荆公文注 8 卷 （宋）王安石撰（清）沈欽韓注 民國嘉業堂叢書本
王荆公詩注 50 卷 （宋）王安石撰（宋）李壁注 元大德刻本
蘆川歸來集 10 卷 （宋）張元幹撰 清文淵閣四庫全書本
張橫渠先生文集 12 卷 （宋）張載撰 正誼堂全書本
南湖集 14 卷 （宋）張鎡撰 知不足齋叢書
自鳴集 6 卷 （宋）章甫撰 民國豫章叢書本
元遺山詩集箋注 14 卷 （金）元好問撰（清）施國祁箋注 清道光二年刻本
蘭泉老人遺集 1 卷 （金）張建撰 民國關隴叢書本
閑閑老人滏水文集 20 卷 （金）趙秉文撰 民國四部叢刊景明汲古閣鈔本
剩語 2 卷 （元）艾性夫撰 清文淵閣四庫全書本
默庵集 5 卷 （元）安熙撰 清畿輔叢書本
水鏡集 1 卷 （元）元淮撰 清鈔本
清河集 7 卷 （元）元明善撰 清藕香零拾本
清容居士集 50 卷 （元）袁桷撰 民國四部叢刊景元本
書林外集 7 卷 （元）袁士元撰 明正統刻本
靜春堂詩集 4 卷 （元）袁易撰 清知不足齋叢書本
瑞芝山房集 14 卷 （明）鮑應鰲撰 明崇禎刻本
清江詩集 10 卷文集 31 卷 （明）貝瓊撰 民國四部叢刊景清趙氏亦有生齋本
黄髪翁全集 4 卷 （明）畢木撰 清嘉慶刻本
華泉集 14 卷 （明）邊貢撰 明刻本
邊仲子詩 1 卷 （明）邊習撰 清康熙刻本
卞郎中詩集 7 卷 （明）卞榮撰 明成化刻本



24

中・英・仏・露所蔵の敦煌漢文文献約 3万件

敦煌文献庫  初集
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
20世紀初頭に敦煌莫高窟で発見された文献は 5万件にものぼ
り、歴史学・地理学・言語学・民族学・宗教学・文学・芸術など様々
な分野と関連しており、敦煌学としてひとつの学問体系を形成
している。
敦煌文献庫は、中国・イギリス・フランス・ロシアに所蔵され
る敦煌漢文文献約 3万件で、仏教経典を含む仏書、四部典籍の
写本を含む遺書、公文書や私文書、寺院文書などを含む文書の
三類からなる。
▶ 原本画像データ（100万頁）とテキストデータ（3,000万字以上）
を収録。

▶ フリーワードによる「全文検索」可能。
▶ 初集は、四部経籍写本、官私・寺院文書 3,200件を収録。
▶ 二集は、仏経写本 6,000件を収録（2020年完成予定）。
▶ 全 5集予定

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・上下回転表示・ハイトー
ン表示

▶ 閲読機能　字体・フォントサイズ・文字色・繁簡字変換
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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❖ 主な収録文献
凈土寺食物等品入破歷 P.2032 背
敦煌郡張懷欽等告身 P.2547
凈土寺食物等品入破歷 P.2040 背
二月十四日從姑藏縣君十七娘狀（一） P.2549
二月十四日從姑藏縣君十七娘狀（二） P.2980
二月十四日從姑藏縣君十七娘狀（三） P.3871
凈土寺直歲愿達牒 P.2049 背
凈土寺直歲保護牒 P.2049 背
疏請僧名 P.2054 背
癸酉年蓮臺寺諸家散施歷狀（一） P.2552
癸酉年蓮臺寺諸家散施歷狀（二） P.2567 背
僧福威牒 P.2066
契約 P.2119 背
肅州長史檢校國子祭酒兼御史中丞上柱國周弘直狀
 P.2555
曹元忠與廻鶻可汗書 P.2155 背
諸親借氈褥名目如數 P.2555
庚辰年客將水幸端貸絹契 P.2161
咸通十年張淸奴書雜賬 P.2556 背
契據 P.2161
陶公傳授儀 P.2559
卯年張懷義博換房舍契 P.2161
南陽張延綬別傳 P.2568
郭奴子之子某所立契 P.2161
慶幡文 P.2588 背
契據 P.2161
後晉天福九年甲辰歲具注歷日 P.2591
納布歷 P.2161
燉煌郡燉煌縣龍勒郷都郷里天寶六載籍 P.2592
多三將納丑年突田歷 P.2162 背
開元判集 P.2593
淸泰二年六月閻弘潤記契據草稿 P.2216 背
乾符二年六月七日慈惠郷陳都衙賣地契 P.2595

僧張智燈狀 P.2222
勤讀書抄示頵等 P.2607
咸通六年正月燉煌郷百姓張祗三狀 P.2222
書信 P.2609 背
宋剛剛等受田歷 P.2222
文書稿二則 P.2609 背
壬午年正月一日慈惠郷百姓康保住雇工契 P.2249 背
咸通十四年正月四日沙州某寺就庫交割常住什物色目
 P.2613
龍興寺乾元寺開元寺永安寺金光明寺儭狀 P.2250 背
刪定儀諸家略集 P.2616 背
行城文 P.2255 背
節度押衙兼瓜州衙推梁某狀儒等及百姓上司空狀稿
 P.2618 背
甲寅年七月十五日就大乘寺納設歷 P.2271 背
瓜州判官某狀 P.2618 背
愿亡人 P.2313 背
瓜州衙推梁敬儒等及百姓上司空狀稿 P.2618 背
愿女 P.2313 背
唐天寶年間燉煌郡會計牒（一） P.2626
唐天寶年間燉煌郡會計牒（二） P.2862
愿男子 P.2313 背
嘆施主女 P.2313 背
歸義軍酒破歷 P.2629
亡文 P.2313 背
付絹羅綾等歷 P.2631
社文 P.2331 背
辛巳年二月十三日慈惠郷百姓康不子貸生絹契
 P.2633 背
投金龍玉璧儀 P.2354
清泰三年六月沙州儭司教授福集等狀 P.2638
牒 P.2358 背
丁未年六月都頭知宴設使呈設宴賬目 P.2641
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晩清から民国時期の報刊をデータベース化

中国近代報刊庫
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

》》》製品概要
晩清から民国時期にかけて刊行された新聞・雑誌の総合データ
ベース。1833年～ 1949年にかけて刊行された 3,000点・50万期
にのぼる新聞・雑誌を収録。

》》》主な機能
▶ 版面画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷
▶ 補助機能　期号時間対照表

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。ユー
ザーは基本的に永続的な利用権を持つ。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫

》》》ラインアップ
要刊編　全 10集予定
　要刊編 1　晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 6,876期
　要刊編 2　晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 3,826期
　要刊編 3　晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 4,277期

大報編　全 10集予定
　申報（1872.4.30-1949.5.27）
　紅色中華・新中華報（1931.12.11-1941.5.15）
　晶報（1919.3.3-1940.5.23）
　新華日報（1938.1.11-1947.2.28）
以下、予定
　大公報（天津・漢口・重慶版）（1902.6.17-1949.1.15）
　民国日報（1916.1.22-1949.1.31）
　順天時報（1905.8.22-1930.3.27）
　晨鐘晨報（1916.8.15-1928.6.5）
　京報（1919.2.16-1937.7.28）
　益世報（1915.10.1-1949.1.13）
　中央日報（1928.2.1-1949.4.24）

紅色歴史文献庫
　中国共産党が指導した中国革命に関する報刊・著作
　の全文データベース。
　初集 :紅色中華・新中華報など、紅色名刊 50種
　二集 :新華日報など紅色名刊 50種（2019年完成予定）
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▶要刊編 1　……  晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 6,876期を収録。

東西洋考每月統計傳
　1833-1839.10廣州
遐邇貫珍　1853.9-1856.5香港
六合叢談　1857.1-1858.6上海
中西聞見錄　1872.8-1875.8北京
中外紀聞　1895.8.17-1896.1.6北京
強學報　1896.1.12-1896.12上海
集成報　1897.5.6-1898.5.15上海
渝報　1897.10-1898.5重慶
國聞報匯編　1897.12.8-天津
湘報　1898.3.7-1898.10.15長沙
格致新報　1898.3.13-1898.8.8上海
昌言報　1898.8-1898.11上海
京話報　1901.9-1901.12北京
新民叢報　1902.2.8-1907.11.20橫濱
法政雜誌　1906.3-1906.8.14東京
中國新報　1907.1.20-1908.1東京
大同報　1907.6.29-1908東京
國風報　1910.2.20-1911.6上海
湖北學生界
　1903.1.29-1903.9.21東京
浙江潮　1903-1904東京
國民日日報匯編　1903.8.7-上海
醒獅　1905.9-1907東京
民報　1905.11.26-1910.2東京
四川　1908.1.5-1908東京
建設　1919.8.1-1920.12.1上海
中國軍人　1925.2.20-1926.3廣州
政治週報　1925.12.5-1926.6廣州
中國農民　1926.1.1-1927.6廣州
新青年　1915.9-1926.7上海
每週評論　1918.12.22-1919.8.30北平
新潮　1919.1.1-1922.3北平
星期評論　1919.6.8-1920.6.6上海
少年中國　1919.7.1-1924.5北平

湘江評論　1919.7-1919.8長沙
解放與改造　1919.9-1922.9北平
新社會　1919.11.1-1920.5.1北京
少年世界　1920.1.1-1920.12南京
北京大學學生週
　1920.1.4-1920.5.23北京
覺悟　1920.1.20　天津
秦鐘　1920.1-1920.6北京
政衡　1920.3-1920.4上海
共進　1921.10-1926.9北京
晨報副鐫　1921.10-1928.6北京
京報副刊　1924.12.5-1926.10.24北京
勞動界　1920.8.15-1921.1上海
共產黨　1920.11.7-1921.7上海
先驅　1922.1.15-1923.8.15北京
少年　1922.8.1-1923.10巴黎
新時代　1923.4.10-1923.7長沙
前鋒　1923.7.1-1924.2.1上海
中國青年　1923.10.20-1927.10上海
政治生活　1924.4-1926.7北京
中國工人　1924.10-1931上海
熱血日報　1925.6.4-1925.6.27上海
戰士　1925.12-1927.4　長沙
布爾塞維克　1927.10.24-1932.7上海
無產青年　1927.11-1927.12上海
紅旗　1928.11.20-1930.8.2上海
實話　1930.10-1931.3瑞金
貴州教育官報　1909-1911貴州
福建教育官報　1908-1910福建
雲南教育官報　1907.6-1911.9昆明
廣東教育官報　1910-1911廣東
外交公報　1921.7-1928北平
陸海軍大元帥大本營公報
　1923.3-1925.6廣州
庸言　1912.12-1914.6天津

論衡　1913.5.29-1913.7.2北平
正誼　1914.1-1916.6上海
甲寅　1914.5.10-1915.10東京
大中華雑誌　1915.1.20-1916上海
丙辰　1916.12-1917上海
中國學報　1912.11-1916.5北平
亞洲學術雜誌　1921.9-1922.9上海
學衡　1922.1-1933.7南京
華國　1923.9-1926.7上海
國學論叢　1927.6-1930.12北京
神州女報　1907.11-1913.7上海
婦女時報　1911.6-1917.4上海
女子世界　1914.12-1915.7上海
繡像小說　1903.5-1906.4上海
競立社小說月報
　1907.11-1907.12上海
寧波小說七日報　1908.6-1908.9上海
眉語　1915.2-1916.3上海
小說新報　1915.3-1923.10上海
小說季報　1918.1-1920.5上海
偵探世界　1923.6-1924.5上海
自由雑誌　1913.9.20-1913.10.20上海
禮拜六　1914.6.6-1923上海
繁華雑誌　1914-1915上海
雙星　1915.3-1915.6上海
滑稽時報　1915.4-1915.7上海
消閒月　1921.5-1921.6蘇州
飯後鐘　1921.5-1922常熟
快活　1922.1-1922.12上海
紅雑誌　1922-1924上海
小報　1923.8.5-1923上海
社會之花　1923.11-1925.11上海
星期　1922.3.5-1923.3.4上海
點石齋畫報　1884.4-1898.6上海
圖畫日報　1909.8-1910.8上海

▶要刊編 2　……  晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 3,826期を収録。

寰宇瑣記　1876-上海
關税問題專刊　1926
強學報　1896.1-1896.12上海
新世界學報　1902.9-1903.4
中國白話報　1903.11-1904.10
文哲學報　1922.3-1923.10南京
安徽俗話報　1904.3-1905.8安徽
國文學會叢刊
　1922.11-1924.1北京
福建白話報　1904.10-福州
北京大學國學季刊
　1923.1-1952.12北京
直隸白話報　1905.1-1905.8保定
國學專刊　1926.3-1927.10上海
廣東白話報　1907.5.2-広州
史學與地學　1926.12.1-上海
吉林白話報　1907.8.4-吉林
民俗　1928.3-1943.12廣州

嶺南白話報　1908.1-香港
武漢大學文哲季刊　1930-1937武漢
衛生白話報　1908.5-1908上海
國學叢編　1931.5-1933北平
教育實業白話報　1923-1924
上海通志館期刊　1933-1935.3上海
民聲　1910.5-1910.6上海
國專月刊　1935.3-1937無錫
太平洋　1917.3-1925.6上海
國學界　1937無錫
湘江評論　1919.7-1919.8長沙
學文　1939.11-1940.5北京
伙友　1920.10.10-1921上海
文史　1944.11-1945.7上海
評論之評論　1920.12-1921.12北京
故宮周刊　1929.10-1936.4
共進　1921.10-1926.9北京
女子世界　1903.12-1906上海

戰士　1925.12-1927.4長沙
香艷雑誌　1914-1915上海
紅旗週報　1931.3.9-1934.3上海
中華婦女界　1915-1916上海
斗爭　1933.2-1933.9瑞金
新婦女　1920-1921
四川教育官報　1905.2-1911成都
中國婦女　1939.6-1941.3
雲南教育官報　1907.6-1911.9昆明
新新小說　1904.9-上海
兩湖官報　1907-1908武昌
月月小說　1906.11-1909.1上海
陜西官報　1908.4-1908.9西安
中華小說界　1914.1-1916.6上海
吉林教育官報　1908吉林
民權素　1914.4-1916.4上海
福建教育官報　1908-1910福建
小說大觀　1915.10-1919.6上海
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吉林官報　1909-1910吉林
小說新潮　1921上海
交通官報　1909-1910北京
創造週報　1923.5.13-1924.4上海
甘肅教育官報　1909-1910甘肅
文化批判　1928.1.15-1928.4上海
廣東教育官報　1910-1911廣東
新月月報　1928.3-1933.6北京
湖北教育官報　1910-1911湖北
金屋月刊　1929.1-1930.9上海
兩廣官報　1911.5.10-廣州
朝華月刊　1929.12-1932.6天津
四川警務官報　1911四川
巴爾底山　1930.4-1930.5上海
雲南官報　1911-雲南
北斗　1931.9-1932.7北京
國民革命軍總司令部公報

　1928-南京
文學月報　1932.6-1932.12上海
上海共同租界工部局年報
　1932-1934上海
青鶴　1932.11-1937.7上海
東方雜誌　1904.3.18-1948.12
詞學季刊　1933.4-1936上海
京兆通俗週刊　1919.1-1920.9北京
人間世　1934.4-1935.12上海
申報週刊　1936.1-1943上海
越風　1935.10-杭州
逸經　1936.3-1937.8上海
芒種　1935上海
人人週報　1936.6-1936.12北平
新小說　1935上海
非常時期聯合旬刊
　1937.8-1937.10上海

人物月刊　1936.5-1936.7北京
孤軍　1922.9-1925.11上海
詩歌小品　1936.10-1936.12天津
革命評論　1928　.1-1928.9上海
紫蘭花片　1922.6-1924.10上海
新語林　1934.7-10上海
金剛鉆月刊　1933.9-1934.9上海
半月評論　1935.2-1935.12南京
公教白話報　1918-1925山東
是非公論　1936.4-1937.8
益聞錄　1878.2-1908上海
新語　1945.10-1945.12上海
晨熹　1935.1-1937.6南京
華商聯合報　1909.3-1910上海
時事報圖畫雜俎　1908.5-1908.6
商業雑誌　1926.11.1-1931.5上海
漫畫界　1936上海

▶要刊編 3　……  晩清民国時期の新聞・雑誌 100種 4,277期を収録。

申報月刊　1932.7.15-1945.5上海
復報　1906.4.5-1907.3.30東京
生活周刊　1925.10.11-1933.12.16上海
國專月刊　1935.03-1937.06江蘇無錫
宇宙風乙刊　1939.03-1941.12桂林
漢風　1907.07.20-東京
昌明孔教經世報
　1922.1-1927.4北京
華美　1934.4.20-1934.10.20上海
獨立評論　1932.5.22-1937.7.25北平
華年　1932.4-1937.8上海
震旦　1913.2-1913.4北平
彗星　1933.1.1-1933.6.15南京
湖北官報　1905.4-1911.1武昌
教育益聞錄　1929.3-1934.12北平
商務官報　1906.4-1911.3.15北京
警察月刊　1933.1.20-1937.3.31上海
四川官報　1904.3.7-1911.11.6成都
覺民　1903-1904金山
東吳　1933-蘇州
黎明　1925.10.4-1927.4.3上海
國學　1937.4-1937.8天津
勵進　1932.7.1-1932.10.22長沙
史地學報　1921.11-1926.10南京
螞蟻小集　1948.3-1949.7.1上海
四川國學雜誌　1912.9-1913成都
漫畫漫話　1935.4.1-1935.7上海
燕京學報　1927.6-1951.6北平
彌灑月刊　1923.3.15-1923.8.15上海
禹貢　1934.03.01-1937.7.16北平
女學生雜誌　1910-1911上海
北新　1926.8.21-1930.12.1上海
萍影　1931.1.15-1931.6.15萍影社
春柳　1918.12.1-1919.10.1天津
評論報　1946.11.9-1947.5上海
橄欖　1938.10-1939.4.6上海

清明　1946.5.1-1946.10.15上海
湖光　1924.6-1924.9.30杭州
群眾月刊　1929.3-上海
華聲　1946.11-1947.1長春
獅吼　1924.7.15-1928.12.16上海
火炬　1936.9.1-1937.1.1太倉
詩刊　1931.1.20-1932.7.30上海
津逮　1931.6-1932.6天津
十日小說　1909.9.14-1910上海
綠茶　1942.12.15-1943.1.15上海
時代兒童　1945-1947天津
莽原　1925.4.24-1926.10.25北平
蘇聯文藝　1942.11-1949.7上海
矛盾月刊　1932.4-1934.5.25上海
曇華　1933.1.1-1933.1.1北平
萌芽月刊　1930.1-1930.6上海
細流　1934.4.5-1936北平
淺草　1923.3.25-1925上海
現代小說　1928-1930上海
詩經　1935.2.25-1936.4.1上海
現世報　1938.5.7-1940.4.27上海
萬象　1941.7-1945.7上海
新北辰　1935.1.15-1937.12北平
文飯小品　1935.2.5-1935.7.31上海
新紀元週報　1929.3-1929.12上海
文藝陣地　1938.4.16-1944.3廣州
新壘　1933.1上海
小說林　1907.2-1908.10上海
新女性　1926.1-1929.12上海
新生　1934.2-1935.5上海
新上海　1925.5.1-1927.9上海
新小說　1902.11.14-1906.1橫濱
新上海　1934.1.28-1935.9.1上海
雜文　1935.5-1935.9東京
新少年　1936.1.10-1937.7.25上海
遊戲世界　1921.06-1923.06上海

新詩　1936.10.10-1937.7.10上海
紫羅蘭　1926-1930.06.15上海
新世界小說社報　1906上海
大眾生活　1935.11-1936.2上海
新偵探　1946.1.15-1946.11.1南京
戰時南路　1939.11-1940.6廣東
學文月刊　1934.5.1-1935.8北平
八路軍軍政雜誌
　1939.1-1942.3.25陜西延安
研究與批判　1935.4.1-1937.1.1上海
共產黨人　1939.10-1941.8延安
藝文　1936.4.1-1936.4.10上海
中國文化　1940.2-1941.8延安
譯文　1934.9.16-1935.9.16上海
白話報　1908.10-1909.6江蘇
遊戲雜誌　1913.11.30-1914上海
北平圖書館館刊
　1928.5-1937.2北平
餘興　1914.8-1917.7上海
創世　1947.09.15-1948.7上海
雜文叢刊　1941.4.15-1941.9.3上海
大眾文藝　1928.09.20-1930上海
戰地　1938.3.20-1938.6.5上海
東亞報　1898.6.29-1898.7.11東京
中國文學　1934.2.1-1934.8.1南京
讀書青年　1936.7-1937.7上海
中國新女界雜志
　1907.2.5-1907.7.5東京
翻譯世界　1902.11.30-1903.2.27
中華基督教教育季刊
　1925.3-1941上海
烽火　1937.9-1938.10上海
自由評論
　1935.11.25-1936.10.17北平
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▶大報編    申報数拠庫

》》》製品概要
『申報数拠庫』には、「申報（上海版）1872.4.30-1949.5.27」（アーネスト・メジャー創設、上海
申報館出版）と「申報（漢口版）1938.1.15-7.31」（申報漢口版発行部出版）、「申報（香港版）
1938.3.1-1939.7.10」（聶光墉督印、申報香港版発　行部出版）の 3種類の「申報」が含まれ、
現時点で全世界に収蔵されていて、見ることが可能な「申報」すべてを収録している。

▶大報編    紅色中華・新中華報

》》》製品概要
『紅色中華・新中華報』には、今日の「解放日報」に繫がる早期中国共産党機関紙「紅色中華」
1931.12.11-1937.1.25」（江西瑞金）と「新中華報 1937.1.29-1938.12.25」および「刷新版新中華
報 1939.2.7-1941.5.15」を収録している。

▶紅色歴史文献庫　初集

》》》製品概要
紅色中華報、新中華報の他、新青年、每週評論、新潮、少年中國、湘江評論、建設、勞動界、
共産黨、先驅、少年、嚮導などの紅色名刊 50種を収録。
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》》》製品概要
歴代の典籍を収録する《四庫著録書》（3,460種）、《四庫存目書》
（4,752種）、《四庫未収書》（168種）、《四庫奏毀書》（620種）
の 4種から構成。収録書物はいずれも宋、元、明、清の善本で
あり、大量の孤本と海外稀覯本も含まれる。
▶ 四庫著録書：乾隆帝による改編、削除が行われた『文淵閣四
庫全書』に『文津閣本』を以て 209種を補完し、3,460種を収録。

▶ 四庫存目書：『四庫全書存目叢書』正編・補編に、新たに発
見された典籍を含め 4,752種を収録。

▶ 四庫未収書：『四庫全書』編纂時に発見されなかった典籍
168種を収録。

▶ 四庫奏毀書：清軍機処により毀棄された 620種を収録。

》》》主な機能
▶ 原本画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン表示
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合
わせください。

宋元明清の善本で構成

全文検索版 四庫系列数拠庫
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生：愛如生大型数拠庫
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》》》製品ラインアップ
点石斎画報：光緒 10年（1884）に創刊された中国
初の旬刊新聞画報。停刊までの 14 年間にわたり、
当時の先進的な印刷方法である石印法を用い、呉
有如を始めとする十数人の画家の作品 4,000 余幅
を新聞記事や論説の挿絵として発表し、一世を風
靡した。

万国公報：1868 年 9 月にアメリカ人宣教師アレン
（Young J.Allen）により刊行された「教会新報（The 
Church News）」を起源とし、1874 年 9 月 5 日（303
期）に「万国公報」名をあらため、停・復刊をへて、
1907年 7月の終刊までに 28 年間、677期、発行部
数 54,000以上を誇った。

東方雑誌：1904年 3月、「啓導国民，聯絡東亜」
の主旨を持って上海で創刊された。終刊となった
1948 年 12 月までに 44 巻 819 号を刊行、足掛け 45
年にわたって発行された近代中国史上最大の総合
雑誌である。

良友画報：1926年 2月 15日に上海で創刊された《良
友》画報は、「大型的，以図片為主的，便宜的大衆
刊物」を主旨とした中国初の大型総合画報である。
大量の精美な写真や図版を掲載しているほか、内
容が時政・映画・戯曲・芸術・娯楽・時流・人物
など近代的な雑誌の全分野に及んだため、中国本
土のみならず世界中の中国人に愛読された。

》》》主な機能
▶ 版面画像と全文データページの対照表示
▶ 検索機能　分類検索・条目検索・全文検索・
 高級検索
▶ 表示機能　画面の拡縮・全画面表示・ハイトーン
 表示
▶ 編集機能　標点・批注付加
▶ 保存機能　テキストデータの保存・印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサー
バーに、インターネットブラウザを使ってアクセ
スし利用する。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきまして
はお問い合わせください。

全文検索版数字叢書
《近代文献》

 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生製品
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》》》製品ラインアップ
中医典海：中国国内所蔵の中医薬典籍は、およそ

13,000種といわれているが、学術性・実用性と版
本の価値を基準に 2,000種を収録。
明清実録：『明実録』は、明太祖から熹宗まで 13

朝の実録と後人が補足した崇禎朝実録計 2,925巻を
収録。『清実録』は、清太祖から徳宗まで 11朝の
実録と後人が補足した宣統政紀計 4,433巻を収録。
永楽大典：『永楽大典』は明代以前の歴代典籍をお
よそ 8,000種、22,877巻収録する。しかし、現存
するのはわずかに 800巻あまりである。
正続道蔵：現存する最も古い道教関連の教典総集
明・正統『道蔵』、萬暦『続道蔵』の他、『道蔵』
未収録の典籍など全 2,000種を収録する。
増訂宛委別蔵：『宛委別蔵』は、清・阮元が『四
庫全書』に未収録で、民間に散在する典籍 173種
を探しだしたもの。1980年代に台湾商務印書館が
台湾故宮蔵本を影印出版したが、160種にとどまり、
かつ 3種の典籍が誤って収録されている。数字叢
書版『増訂宛委別蔵』は、台湾商務版の闌入した
3種を削除し、あらためて 16種の典籍を探し出し
て、173種とした。

四部叢刊：『四部叢刊』は、民国時期に張元済が編
纂し、上海商務院書館により初、続、三編が影印
刊行された。本データベースは初編（民国 11年版）、
続編（民国 21年版）、三編（民国 25年版）を底本
としている。
全清経解：『全清経解』は、阮元撰『皇清経解』、
王先謙撰『皇清経解続編』の二書を基礎に、両著
作から漏れたものや『皇清経解続編』完成後のも
のを網羅し、清代の経学家 754名の著作（文集、
筆記、叢書等）約 2,000種、16,000余巻を収録する。
宝巻新集：「宝巻」は、中国の民衆社会で通俗文学
や民間宗教の教義経典として広まった。『宝巻新集』
は、元末から民国初期にかけて民間に流布した「宝
巻」460余種を収録する。
清人硃巻：明清時期、科挙の試験官の不正防止の
ために、受験者本人の答案（墨巻）は封印され、
審査用に朱筆で謄本を作成した。それを硃巻とい
う。『清人硃巻』は、順治から宣統までに実施され
た郷試、会試および五貢の硃巻 8,400件を収録する。
歴代地理総志：晋から清代までに編纂された一統
志や方志など 60種を収録。
歴代詩文総集：愛如生が新しく編纂したデータ
ベース。歴代の詩文集 1,000種を収録する。
千人年譜：宋元から民国初年までの 1,200種、1,030

人におよぶ年譜、年表、行実、自述などを収録する。
説文書薈：唐代の徐鍇、徐鉉や清代の段玉裁、朱
駿聲、桂馥、王筠をはじめとした多くの『説文解字』
考証、箋釈、闡発、補遺など 100種を収録。
老荘集要：愛如生が新しく編纂したデータベース
で、『老子』『荘子』の注釈、詮解、品評、発揮な
どの善本 160種を収録する。
茶書食経：愛如生が新しく編纂したデータベース
で、茶書 60種、食譜 40種、酒譜 20種を収録する。
増訂四部備要：『増訂四部備要』は、『四部備要』
を基礎に編集を加えたもので、収録数は 350種。
版本についても宋元明清の善本に入れ替えている。
百部官箴：「官箴」とは、行政をあずかる官吏の心
得を記した書物。『百部官箴』は、愛如生が新しく
編纂したデータベースで、歴代官箴 100種を収録。
法律汲古：愛如生が新しく編纂した歴代法律典籍
のデータベースで、歴代の法家書、法典、判例、
案獄など 100種を収録する。

全文検索版数字叢書
《古代典籍》

 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/er07.html

製作：北京愛如生数字化技術研究中心

◆―愛如生製品
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天算管窺：愛如生が新しく編纂したデータベース
で、歴代の天文、暦法、算学書 100種を収録する。
古今図書集成：中国国内の各所に所蔵されている
最も優れているといわれる雍正 4年の銅活字本を
集め、もっとも完璧な版本を底本とした。
農書匯録：愛如生が新しく編纂したデータベース
で、周秦から民国までの農政、気象、水利、蚕桑、
園芸、養殖、牧畜、救荒などの書 300種を収録する。
百工遺文：愛如生が新しく編纂した歴代製造工芸
類典籍の 100種を収録したデータベース。
武術秘書：内家、外家各門派の拳脚、器械、諸功
夫に関する公私所蔵の歴代武術典籍およそ 100種。
明代日用類書：明代の日常生活における農桑、医
薬、飲食、居室、服飾、乗り物、歴法、気象、刑罰、
賦税、算術などに関する常識を典籍や民間伝承な
どから採集・整理した貴重な資料。
重刊道蔵輯要：清代康熙年間、道士・彭定求が明
道蔵より 204種を精選したものが『道蔵輯要』で、
『重刊道蔵輯要』は光緒年間に閻永和らが 314種に
増補したもの。清光緒二十七年成都二仙庵方丈閻
永和刻版影本を底本とする。
理学全書：愛如生が新しく編纂した歴代理学論説、
匯編、学案など300種を収録したデータベース。
兵書指掌：愛如生が新しく編纂したデータベース
で、陣法、選将、練兵、辺防など 100種を収録。
群雅匯編：歴代の『爾雅』注釈書およそ 100種を
収録する。
邦計要典：愛如生が新しく編纂した歴代財政、賦税、
貨幣、塩制、荒政や海関などの典籍 100種を収録
したデータベースである。
二十五史考補：『二十五史考補』は、1920年代に
編集・出版された『二十五史補編』を基礎に、『二十五
史三編』（張舜徽主編）の成果も参照して、『補編』
『三編』の誤りを正し、補充をおこなった。
増訂諸子集成：民国時代の國學整理社整輯本『諸
子集成』を基に増訂したデータベース。 先秦から
漢魏の間の儒・道・兵・法・墨・医・雑・陰陽・縦横・
小説家などの 30家、40種を収録する。
佚書合編：『佚書合編』は、前人の努力により再現
された、一度は失われた名著 2000余種について、
各種善本の影印画像と、それを元にテキスト化さ
れた文字データの 2種類を収録する。
野史博聞：『野史博聞』は、愛如生が新しく編纂し
た歴代野史、私撰の史書 1,500種を収録したデー
タベースである。その内容は、史事本末、典章制度、
伝記、史考、史論などにおよぶ。
芸術聚英：愛如生が新しく編纂した歴代の画論、
書論、印書、琴書、舞譜、曲譜など 300種余りを
収録したデータベースである。

歴代養生秘笈：愛如生が新しく編纂した歴代の養
生、起居、食療、導引、按摩、功法などの養生書
300種を収録したデータベースである。
明代科挙三録：愛如生が新しく編纂したデータ
ベースで、海内外で所蔵されている明代科挙三録
の中から、郷試録 320余種、会試録 60余種、進士
録 70余種を収録する。
術数捜奇：愛如生が新しく編纂した陰陽五行、易卜、
星象、命理、相術、風水、雑術、予言の書などの
典籍 100種を収録したデータベースである。
詩話文論：愛如生が新しく編纂した中国古代の文
論、詩話、詞話、曲話、賦話などに古典文学の評
論に関するデータベースで、1000種の典籍を収録
する。
水利史籍：愛如生が新しく編纂した治河、海防、
水運、潅漑などに古典文学の評論に関するデータ
ベースで、1000種の典籍を収録する。
雑劇伝奇八百種：『雑劇伝奇八百種』は、元明清
の雑劇や伝奇典籍を収録したデータベースで、宋
の南戯、金の院本、元明清の雑劇、明清の伝奇な
ど 800種を収録する。
数字小方壷斎輿地叢鈔：清代王錫祺編『小方壷
斎輿地叢鈔』は、地理関係の典籍 1348種を収録す
る。『数字小方壷斎輿地叢鈔』は、清光緒 30年上
海著易堂排印本を底本とした。
増訂叢書集成初編：『叢書集成初編』は、収録典
籍数は 4107種として企画されたが、日中戦争の勃
発により出版されたのは 3000種余りにとどまる。
『増訂叢書集成初編』は、『叢書集成初編目録』を
もとに、『初編』の未出版部分約 1000種余りを補い、
4107種の典籍を収録する。

以下、未完
　禅宗要籍
　搢紳全録
　辺防文献
　典制通覧
　女子著述集成
　清帝朱批奏折
　歴代筆記匯纂
　中国文化要籍
　古本小説大観
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》》》製品概要
全四庫
「四庫全書」採録本、存目掲載本、軍機処奏明毀棄本、未見未収本併せ
て 9,000種を収録。版本種別は、宋本 33種、元本 34種、明本 2,712種、
清本 2,699種、文淵閣四庫本 3,458種、民国本 52種、外国本（和刻本・高
麗本）12種。《四庫全書総目提要》《四庫未收書提要》および清軍機が
処理毀却した奏折名を収録しており、書名をクリックすると閲覧できる。

琴書瑟譜
琴譜、瑟譜をはじめ、琴史、琴家、琴芸に関する古籍 185種を収録。

晩清民国大報庫
第 1集
申報：1872.4.30-1949.5.27、上海版、漢口版、香港版の 27,534号を収録
大公報：1902.6.17-1949.1.15、天津版、漢口版、重慶版の総 16,246号のうち、
実存する 16,100号を収録

益世報：1915.10.1-1949.1.13、天津版の総 10,845号のうち 8,609号を収録
順天時報：1905.8.22-1930.3.27、総 9,285号のうち 7,768号を収録
民国日報：1916.1.22-1947.1.31、総 6,139号のうち 6,058号を収録
中央日報：1928.2.1-1949.4.24、総 7,503号のうち 7,300号を収録
京報：1919.2.6-1937.7.28、総 5,355号のうち 5,222号を収録
晨鐘報晨報：1916.8.15-1928.6.5、総 4,037号のうち 4,008号を収録
新華日報：1938.1.11-1947.2.28、総 3,231号のうち 3,223号を収録
紅色中華・新中華報：1931.12.11-1941.5.15、「紅色中華」「新中華報」「新
中華報刷新版」総 704号のうち 687号を収録

▶ 全 2集予定

》》》主な機能
▶ 検索機能
　全四庫・琴書瑟譜
　　分類検索（編、部、類、目）
　　条目検索（書名、時代、作者、版本）
　晩清民国大報庫
　　条目検索（年月、巻号、頁、主題、作者）
▶ その他の機能
　　画像データ　拡大縮小、回転、階調切替
　　標点・批註、付箋・分類管理、印刷

》》》利用形態　 おすすめは、リモートサーバー版
▶ リモートサーバー版：アメリカに設置されたサーバーに、インター
ネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

▶ WEB版・LAN対応版、その他詳細につきましてはお問い合わせく
ださい。

◆―愛如生：主題検索版数字叢書
高解像度のスキャニングによる画像版データベース。



35

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 各種電子商品のトライアル受付中！ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

愛如生の電子商品ほか各種電子商品の無料トライアルを随時受け付けております。
下記の「申込必要事項」をお知らせください。ご記入の上、FAX（03-3937-0955）でお送りいただいても結構です。
◆ 1回のお申し込みにつき、1つのコンテンツを 1ヶ月間ご利用いただけます。
◇大学・機関単位でお申し込みください。
◆トライアルでは収録データに制限が設けられていたり、一部機能制限があるものがございます。
◇トライアルをお申し込みいただいた方へ、コンテンツに関するアンケートをお願いすることがございますので、
　ご協力をお願いいたします。

【ご利用に当たっての同意事項】
1）いかなる方法でも製品を不正にコピー、貸与、譲渡、プロテクトの解除などを行わないこと。
2）トライアル製品および相関ソフトを使って、いかなる形のデータやソフト、出版物も製作、販売しないこと。
3）悪意を持った使用により、トライアル製品サイトの正常な運用や操作に支障を与えないこと。

貴機関名

ご住所

ご担当者 所属

電話 FAX

e-mail 開始希望日

IPアドレス範囲

ご
希
望
コ
ン
テ
ン
ツ

古聯（北京）数字伝媒科技有限公司
　□中華経典古籍庫 第 1-6期

北京愛如生数字化技術研究中心
　□中国基本庫籍庫　□中国方志庫　□中国譜牒庫　□中国金石庫　□中国叢書庫
　□中国類書庫　　　□中国辞書庫　□中国俗文庫　□歴代別集庫　□敦煌文献庫
　□仏教経典庫　　　□儒学経典庫　□道教経典庫
　中国近代報刊庫　　□要刊編 1　　□要刊編 2　　□要刊編 3
　　　　　　　　　　□申報　　　　□紅色中華・新中華報
　□その他（　　　　　　　　　　　）

上海図情有限公司
　□晩清・中文期刊全文数拠庫　　　□晩清・中文期刊篇名数拠庫
　□字林洋行中英文報紙全文数拠庫　□中国近代中英文報紙全文数拠庫

北京大成数拠有限公司
　□大成老旧期刊全文数拠庫　□大成古籍文献全文数拠庫　□中共党史期刊数拠庫
　□老照片　　　　　　　　　□大成民国図書全文数拠庫　□中国各地古方志集　　□近代報紙庫

北京超星公司
　□中国文史資料集粋

北京大学数拠分析研究中心
　□全唐詩分析系統　□全宋詩分析系統　□二十五史研習系統　□中国歴代典籍総目分析系統

株式会社東方書店
業務センター◆〒175-0082東京都板橋区高島平 1-10-2　TEL 03-3937-0300  FAX 03-3937-0955  tokyo@toho-soten.co.jp
関西支社◆〒564-0063大阪府吹田市江坂町 2-6-1　TEL 06-6337-4760  FAX 06-6337-4762  kansai@toho-shoten.co.jp
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上海図書館所蔵の清末期の新聞・雑誌

晩清期刊全文数拠庫  初輯・増輯
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/shlib.html

》》》製品概要
清朝末期は封建社会から現代社会への転換時期で、歴史的にも
重要な時期である。
また、この時期は定期刊行物の萌芽期でもあり、多くの新聞、
雑誌が刊行された。それらは、政治の大変革や経済、文化の大
融合といった歴史的に重要な出来事を記録しており、高い研究
価値を持っている。
晩清期刊全文数拠庫は、上海図書館所蔵の貴重な新聞、雑誌
300点あまりをデジタルスキャニングし、収録するデータベー
スである。
▶ 収録規模
　 初輯：1833年～ 1911年にかけて刊行された約 300点の
　　　　 新聞、雑誌
　 増輯：1833 年～ 1911 年にかけて刊行された約 200点の
　　　　 新聞、雑誌
▶ データ形式：PDF

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、作者単位、雑誌名（文献来源）、巻号、
中国図書分類、摘要

▶ 雑誌検索　雑誌名、創刊年、出版者（主弁単位）、出版地
▶ ロジック検索　文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能。

▶ 検索結果　検索結果をテキストファイルとして出力可能。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

製作：上海図情信息有限公司
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初輯
现世史 1908

五洲时事汇报 1899

万国商业月报 1908-1909

天铎 1909-1910

宪政新志 1909-1910

吴郡白话报 1904

铁路界 1910

武学 1908-1910

图书月报（上海书业商会）

	 1906

夏声 1908

新小说 1902-1906

热诚 1910

劝业会旬报 1909-1910

秦陇报 1907

商务官报 1906-1911

四川教育官报 1907-1911

预备立宪公会报 1908-1910

蜀报［旬刊］1903

民声丛报 1910

励学译编 1901-1902

军学季刊 1908

祖国文明报 1906

鹭江报 1902-1905

南洋群岛商业研究会杂志

	 1910

南洋七日报 1901-1902

农学报 1899-1903

南报 1910

杭州商业杂志 1909

湖北农会报 1910

河南白话演说报 1908

中外纪闻 1895

中外小说林 1907-1908

寰宇琐纪 1876

广益丛报 1903-1910

富强报 1897

东西洋考每月统记传

	 1833-1838

国报 1908

觉民 1904

教育杂志（天津）

	 1905-1906

湖州白话报 1904

湖南学报 1903

北直农话报 1905-1906

六合丛谈 1857-1858

汉风 1907

宁波白话报 1903-1904

白话（东京）1904

北京新闻汇报 1901

广东戒烟新小说 1907

广东地方自治研究录

	 1908-1909

广东白话报 1907

❖ 主な収録新聞・雑誌リスト
第一晋话报 1905-1906

北京杂志 1904

东亚报 1898

醒狮 1905-1906

扬子江小说报 1909

译林 1901-1902

岭学报 1898

丽泽随笔 1910-1911

孔圣会星期报 1910-1911

竞业旬报 1906-1909

教育新报 1908-1909

交通官报 1909-1911

福建农工商官报 1910

福建法政杂志 1908-1909

福建白话报 1904

江苏师范同学会杂志

	 1910-1911

绣像小说 1903-1906

东莞旬报 1908

大陆报 1902-1905

豫报 1907

直隶教育官报 1909

中国女报 1907

浙江教育官报 1908-1911

中国商业杂志 1910

北清烟报 1906-1907

北洋法政学报 1906-1910

地学杂志 1910-1911

重庆商会公报 1906-1909

牖报 1907-1908

安徽俗话报 1904-1905

东吴大学堂学桴 1907-1908

东吴月报 1906-1907

法政介闻 1908

法政杂志（东京）1906

河南白话科学报 1908-1909

江南警务杂志 1910-1911

江南商务报 1900

江宁实业杂志 1910

江宁学务杂志 1907-1910

江西农报 1907-1909

江苏白话报 1904-1905

京话报 1903

民报 1905-1910

经济丛编 1902-1903

利济学堂报 1897

外交报 1901-1910

青年（上海189?）1907-1911

求是报 1897-1898

商务报 1900

四川 1908

亚东时报 1898-1900

亚泉杂志 1900-1901

天足会第九年报告 1906

四川学报 1905-1907

无锡白话报 1898

浙源汇报 1905

龙门杂志 1909-1911

女学生（上海 1909）

	 1909-1911

天足会报 1907-1909

中国白话报 1903-1904

益闻录 1878-1898

女报 1909

小说林 1907-1908

白话报 1908-1909

中西医学报 1910-1911

大同报（上海）1907-1911

十日小说 1909-1910

二十世纪大舞台 1904

中国商业研究会月刊 1910

大同报（北京）1907

小孩月报 1875-1881

小孩月报志异 1875

小说月报（上海 1910）

	 1910-1911

増輯
谈薮 1900

福音新报 1889-1890

福建去毒总社季报1907-1908

慈善 1910-1912

长沙地方自治白话报 1910.8

济南报 1900;1903-1904　

护卫报 1910

临时公报（北京）1911-1912

黑龙江公报 1907

医学公报 1910

医学报 1905-1906;1910　

艺林（南京 1910）1910

德华朔望报 1911

宪志日刊 1910

第一次各省咨议局通览 1910

醒俗画报 1907-1908

学务杂志 1906

两广官报 1911

两湖官报 1908

南洋官报 1904-1911

浙江官报 1909-1911

卫生世界 1907

汇学会月报 1906

音乐界（江宁）1910

学报汇编 1900;	1905-1906

燕都时事画报 1909

灿花集 1908

奋兴 1908-1910

关中学报 1907

翻译新闻纸 1891

关陇 1908

申报图画 1910

竞化 1900-1910

宝山自治杂志 1909-1910

神州杂爼 1910

赏奇画报 1906

皇朝经济报 1900

通商各关华洋贸易全年清册

1879-1880;	 1883;	 1886;	

1888-1889;	 1896;	 1899;	

1903-1905;	 1907-1920;	

1929-1932

湖广月报 1910

通商海关华洋贸易全年总册

1905;	1909;	1914-1931

宁波小说七日报 1909

宁乡地方自治白话报 1910

福建商业公报 1910-1911

福州青年会报 1910-1911;

		 1913-1914;	1916

小学报 1907

岭南女学新报 1903

济南汇报 1903

妇孺报 1904

华英合文报 1902

岭南白话杂志 1908

南洋劝业会纪念册 1910

舆论日报图画 1909

浅说日日新闻画报1909-1910

浅说画报 1911-1912

北京浅说画报 1911

五洲汇报 1902

时事报图画旬报 1909;	1913

日新学报 1904

中国蚕丝业会报 1909-1910

月报 1938

中华报 1905-1906

不吸卷烟会百劝 1908

日清交战画报 1894

左海公道报 1911-1912?

民心 1911

苏州白话报 1901

日清战争绘卷 1895

中国名画 1908

北洋官话报 1906

北京五日报 1906-1907

日本丙午议会 1908

甘肃教育官报 1910

四溟琐纪 1833

四川蚕丛报 1909

北京醒世画报 1909

安福汇报 1904-1905

北京新铭画报 1909

并州官报 1908-1909

北京正俗画报 1909

安徽实业报 1909

吉林自治旬报 1910

北京当日画报 1908-1909

四大都旅沪学会杂志 1911

西国近事汇编 1876-1898
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上海図書館所蔵の中華民国期の新聞・雑誌

中文期刊全文数拠庫 第 1-11輯
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/shlib.html

》》》製品概要
1911年の辛亥革命により清朝は崩壊、中華民国建国から 1949
年の中華人民共和国建国までの 38年間は変革の時代で、新聞
雑誌の出版の一大繁栄期を迎える。この時期の定期刊行物は、
当時の政治状況や社会、文化の変革を鮮明に反映しており、歴
史研究にとって重要な資料であることは言を俟たない。
中文期刊全文数拠庫は、上海図書館所蔵の貴重な新聞、雑誌
20,000点あまりをデジタルスキャニングし、収録するデータ
ベースである。
▶ 収録規模：1911年～ 1949年にかけて刊行された約 20,000点の
新聞、雑誌

▶ データ形式：PDF

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、作者単位、雑誌名（文献来源）、巻号、
中国図書分類、摘要

▶ 雑誌検索　雑誌名、創刊年、出版者（主弁単位）、出版地
▶ ロジック検索　文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能。

▶ 検索結果　検索結果をテキストファイルとして出力可能。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

製作：上海図情信息有限公司
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❖ 主な収録新聞・雑誌リスト
笔锋 1936

笔戈 1945

笔谈 1941

笔阵 1939-1944

沧海 1923-1925

策进 1928

策源地 1935

诚信月刊 1948-1949

创导 1937-1938

创导 1944

创化 1932

创进月刊 1934-1936

创世 1947-1948

创世纪 1947

创造季刊 1922-1924

创造日汇刊 1923

创造诗丛 1947

创造月刊 1926-1929

创作 1935

创作月刊 1942

春柳 1918-1919

滇声 1934-1936

煅炼半月刊 1939-1940

鄂报 1940-1941

鄂棉 1936-1937

饭后钟 1921-1927

集邮先声 1946

集邮杂志 1939

焦影 1935

焦作工学生 1931-1935

进步青年 1949

进出口贸易通报 194?-1949

进出口贸易月刊 1948-1949

进德季刊 1922-1926

进攻周刊 1927

进化报 1913-1914

进社 1917

进修月刊 1947

景风 1926-1929

景星季刊 1932

犂影 1934-1936

溧阳教育 1936

贸易月刊 1940

贸易月刊 1942

新闻内幕 1949

海潮周刊 1949

越国春秋 1933-1934

中美文摘 1945

香港华商月刊 1935

雍言 1941-1946

江山公报 1920

河北财政公报 1934-1937

江山县政府公报 1935-1943

读书杂志 1922-1924

司法公报 1927-1948

四川教育公报 1925-1926

外交部公报 1928-1945

四川政报 1912-1924

外交公报 1921-1928

外交公报总目录 1921-1929

江西学务官报 1911

辽宁教育公报 1930-1931

实业公报 1941-1942

四川省政府公报 1931-1949

江苏省政府公报 1938

江苏省公报 1938-1945

江苏自治公报 1911

一四七画报 1946-1948

文艺画报 1934-1935

平民画报 1912

三六九画报 1939-1945

福州侨务公报 1928-1929

铁道公报 1928-1937

潮安国医公报 1946-1947

世界画报 1940-1949

今日中国 1939-1940

世界月报［19??］

临时政府公报 1912

实业公报 1938-1940

审计院公报 1928-1931

审计部公报 1931-1946

实业公报 1931-1937

血战画报 1937

文华影展 1931

世界猎奇画报 1937

牛头漫画 1937

云南实业公报 1923-1927

今代妇女 1928-1931

学部官报 1911

小说画报 1917-1919

上海画报 1938-1939

铁路协会会报 1913-1928

资源委员会公报 1941-1948

中华漫画 1944

总动员画报 1937

中华画报 1931-1933

中国艺坛画报 1939

中华景象 1934

中央画报半月刊 1928

中央图画月刊 1929

心声 1935

心声 1932

心声 1930

火炬 1937

心声 1932-1934

文摘 1946

文摘 1946-1947

火炬 1936-1937

文艺 1947

文艺 1947-1948

文艺 1934-1936

文艺 1943

文艺 1942-1943

文艺 1925-1926

互助 1923

中山县县政季刊 1932-1934

中山县事半年刊 1929

中中 1947

中央训练部公报 1930-1931

文艺报 1949

中天特刊 1926

友声 1935

成都市市政公报 1928-1931

西康省政府公报 1939-1948

天地人 1935-1937

中国社会学讯 1947-1948

中国行政 1941

中国青年 1943-1944

中国少年 1937

中西医报 1946

中州青年 1933-1934

中央半月刊 1929

盐务月报 1942-1948

盐政杂志 1913-1937

盐务公报 1929-1937

盐务汇刊 1932-1937

司法公报 1912-1928

司法行政公报 1932-1934

剧本丛刊 1944

影谈［19??］

汉口青年 1934

银都 1948

电影杂志（北平）1945

新社会（香港）1949

竞生 1936

奋斗（上海 1940）1940

丰中季刊 1929

学生（上海 1930）1930

胶东画报 1945

改造半月刊 1945

艺中校刊 1940

东亚通商杂志 1920

群报画报 19??

新夷族 1936

汇文半月刊 1935

新时代（广州）1945

义旗 1940

福建民政周报 1929

新教育（新加坡）1947

银弹 1931-1932

当代（汉口）1946

二中校刊 1937

台湾农工商报 1949

冀北役政 1947

鄞中通讯 1949

刀笔集 1941

七一 1937

燎原文艺丛刊 1940

龙岩月刊 1933

黔锋 1932

黔星 1920

宁波快览 1930

春草画丛 : 心曲 1943

制造（福建）1928-1929

职工事业丛刊 1925

甘肃建设 1932

工人前锋 1927

民立（上海 1933）1933

民友（上海）1931

女青年（南昌）1945-1946

女中学生 1930-1931

平铎月刊 1943

人间世 1934-1936

人文（上海 1944）1944

上海常识 1928-1929

天津邮刊 1940-1941
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清末民国期の新聞・雑誌オンライン索引

晩清・中文期刊篇名数拠庫
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/shlib.html

》》》製品概要
1833-1911 晩清期刊篇名数拠庫
1911-1949 中文期刊篇名数拠庫 1- 11輯

▶ 清末から民国期にかけて発行された雑誌・新聞の収録文献の
篇名索引で、晩清期刊篇名数拠庫は約 40万件、中文期刊篇
名数拠庫は 560万件のデータを網羅。

▶ 清朝末期から民国時期にかけては封建社会から民主社会へと
移行する期間であり、この時期の政治・経済・思想・文化を
理解、研究する上で重要なツールの一つといえる。

▶ データ形式：本製品は、文献索引であり文献の原文は含まれ
ない。

》》》主な機能
▶ 文献検索：題名、作者、作者単位、雑誌名（文献来源）、巻号、
中国図書分類、摘要

▶ 雑誌検索：雑誌名、創刊年、出版者（主弁単位）、出版地
▶ ロジック検索：文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能。

▶ 検索結果：検索結果をテキストファイルとして出力可能。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

製作：上海図情信息有限公司
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》》》製品概要
上海は、近代中国における出版センターで、多くの新聞が発行
されていた。上海図書館では、所蔵する膨大な中・英紙から特
徴ある新聞を精選し、データベース化の作業を進めており、そ
の第一弾として 2017年に字林洋行中英文報紙全文数拠庫を公
開した。今回、中国近代中英文報紙全文数拠庫として、中文新
聞《新聞報》《時報》、英文新聞《大陸報》、《小報》（全 4集）
を公開する。
▶ 収録規模：
《新聞報》1893-1949・中文／経済新聞として名が知られており、
「広告報」とも呼ばれる。創刊から停刊までの 36.5万紙を網羅。

《時報》1904-1939・中文／時評や報道写真、スポーツニュース
などの記事を中心とし、14.1万紙を収録。《申報》や《新聞報》
とともに業界に鼎立。

《大陸報（The China Press）》1911-1949・英文／近代中国で最初
に発行された英字新聞であり、重要な位置を占める。女性コ
ラムや政治、教育の記事に力を入れた。創刊から停刊までの
19万紙を網羅。

《小報》（全 4集）・中文／上海図書館所蔵の 400種余りを精選し、
約 40万紙を収録。庶民の娯楽文化によって近代中国の市井
の様子を明らかにした。

▶ データ形式：PDF

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、作者単位、雑誌名（文献来源）、巻号、
中国図書分類、摘要

▶ 雑誌検索　雑誌名、創刊年、出版者（主弁単位）、出版地
▶ ロジック検索　文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能。

▶ 検索結果　検索結果をテキストファイルとして出力可能。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

上海図書館所蔵の中華民国期の中文・英文新聞

中国近代中英文報紙全文数拠庫
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/shlib.html

製作：上海図情信息有限公司
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》》》製品概要
字林洋行は、19世紀半ばにイギリス商人ヘンリー・シャーマン
が上海で創設した新聞社で、《北華捷報》、《字林西報》、《上海
新報》、《滬報》、《漢報》、《消閑報》、《字林西報行名録》などの
中英文新聞を発行していた。その記事は、中国内外の経済状況
にとどまらず、中国内政の報道や言論にまでおよび、在中外交
官や宣教師、商人など多くの読者をかかえ、その規模と影響力
は当時の英字新聞では最大のものであった。
字林洋行中英文報紙全文数拠庫は、上海図書館所蔵の貴重な新
聞をデジタルスキャニングし、収録するデータベースである。
題名、著者名、作者所属、期刊名による記事検索のほかに、図片
のキャプションや広告を対象とした検索機能も実装している。
▶ 収録規模：《北華捷報》（1850-1941）
　　　　　　 《字林西報》（1864-1951）
　　　　　　 《上海新報》（1862-1872）
　　　　　　 《滬報》（1882-1908）
　　　　　　 《漢報》（1896-1900）
　　　　　　 《消閑報》（1898-1906）
　　　　　　 《字林西報行名録》（1872-1941）
▶ データ形式：PDF

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、作者単位、雑誌名（文献来源）、巻号、
中国図書分類、摘要

▶ 雑誌検索　雑誌名、創刊年、出版者（主弁単位）、出版地
▶ ロジック検索　文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能。

▶ 検索結果　検索結果をテキストファイルとして出力可能。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

詳細はお問い合わせください。

上海図書館所蔵の中華民国期の新聞・雑誌

字林洋行中英文報紙全文数拠庫
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/shlib.html

製作：上海図情信息有限公司
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❖ 収録紙の紹介
北華捷報（The North-China Herald 1850-1941）
字林西報（The North-China Daily News 1864-1951）
《北華捷報》は、1850年 8月 3日に上海で創刊され、英国のニュー
ス速報や上海の英国華商の動向、中国内外の経済状況、船舶の
運航状況、広告などを掲載していた。《字林西報》は、当初《北
華捷報》の船舶運航状況を専門に伝える副刊として発行されて
いたが、1864年に独立し、《北華捷報》と立場を入れ替えるこ
とになり、1951年 3月に停刊となるまで 100年の長きにわたり、
中国の新聞出版界に多大な影響をあたえた。

上海新報（1862-1872）
《上海新報》は、1861年に字林洋行の出資により翌 1862年に創
刊された中国語の経済新聞。その記事は、各地のニュースや商
業情報、銭価、市場の状況などが中心で、《申報》(1872-1949)
が発刊されるまでは上海の業界を独占する勢いであった。

滬報（1882-1908）
《滬報》は、1881年に《字林西報》の主筆バルフォアの提唱に
より翌 1882年に創刊された。記事は、外国商社や商店に関す
る情報や社会評論などが中心で、その中には《字林西報》の記
事の中国語訳も含まれている。当時の国際状況を中国語で報道
したという意義は大きく、《申報》《新聞報》(1893-1949)ととも
に業界に鼎立した。

漢報（1896-1900）
《漢報》は、1893年に字林洋行の出資により中国の内地で外資
による最初の新聞として湖北省漢口で創刊されたが、1896年に
日本に接収されることとなり、1900年に湖広総督・張之洞の命
により停刊となる。

消閑報（1898-1906）
《消閑報》は、上海の大衆娯楽向けに《字林沪報》の副刊とし
て創刊された、中国では最早期の文芸娯楽紙といえる。

字林西報行名録（The North-China Desk Hong List 1872-1941）
《字林西報行名録》は、字林西報館が発行した上海および各地
の大都市の経済状況や企業、機関の情報、上海埠頭の各種機関
の情報などをまとめた情報誌。
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大成故紙堆

大成老旧期刊全文数拠庫
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/dacheng.html

》》》製品概要
晩清から 1949年までに刊行されたおよそ 6,800種、13万冊以
上の雑誌をフルカラー、デジタルスキャニングした画像データ
ベース。そのために、検索項目は、文献名や著者名、雑誌名等
に限定されるが、当時の社会情況や人文・社会科学・自然科学
の学術レベルを知る上での貴重な資料を提供してくれる。
▶ 収録規模：晩清から 1949年にかけて刊行された約 6,800点の
新聞、雑誌

▶ データ形式：PDF（保存可）
▶ 各分野と収録分件数：
類　別 内　容 刊期数量（期）
大成小庫 A 哲学・語言、文字・文学・芸術・

歴史、地理
13,633

大成小庫 B 社会科学総論・自然科学総論・
数理学科、化学・天文学、地球
科学・生物科学・医薬衛生・農
業科学・工業技術・交通運輸・
航空、航天・環境科学

27,859

大成小庫 C 綜合性刊物 26,115
大成小庫 D 政治、法律・軍事 36,416
大成小庫 E 経済・文化、科学、教育、体育 26,178

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、雑誌名
▶ 雑誌検索　雑誌名、年代、創刊地、出版社
▶ ロジック検索　文献検索、雑誌検索のそれぞれで複数の条件
を結合して検索することが可能です。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

▶ 買切：年間利用費やサーバー管理費不要。
▶ セット契約の他、上表の小庫毎の契約も可能。

詳細はお問い合わせください。

製作：北京大成数拠有限公司
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文学青年	 上海 1936

译文	 上海 1934

广宁县半月刊	 广州（广东）1932

民俗	 汕头 1928

现代文学	 上海 1930

民呼画报	 上海 1909

立言画刊	 北京 1939

诗与音乐	 1945

国民文学	 上海 1935

文学月报	 重庆 1932

潮州乡讯	 新加坡 1948

文艺工作者	 上海 1937

娱乐周报	 1935

译林	 南京 1940

戏剧岗位	 重庆 1940

上海画报	 上海 1925

新宁远	 西昌（陕西）1940

生力月刊	 镇江 1936

文澜	 杭州 1937

历史科学	 北平 1933

青鸟	 重庆 1945

西洋文学	 上海 1941

演剧艺术	 1945

长城季刊	 遵化市（河北）1935

理想历史文化	 南京 1948

青年作家	 上海 1936

抗战文艺选刊	 上海 1946

中国作家	 北京 1947

新文丛	 上海 1941

西线文艺	 山西 1939

震旦文学	 上海 1949

现代诗风	 上海 1935

枫林文艺丛刊	 昆明 1944

抗日路线	 广州（广东）1938

三六九画报	 北京 1936

红茶	 上海 1938

青年知识画报	 上海 1937

艺文集刊	 赣州市（江西）1942

黄河	 日本大阪市 1940

原野	 广州（广东）1946

文艺讲座	 上海 1930

美术界	 上海 1939

艺风	 1946

德文月刊	 上海 1924

❖ 主な収録雑誌
金石书画	 杭州 1934

国学月报汇刊	 北京 1929

中华乐府	 重庆 1945

抗日周报	 北京 1933

儒效月刊	 开封 1935

测量公报	 南京 1935

卫生工程	 天津 1947

行健月刊	 北平 1933

工业周刊	 河北 1937

中国建社	 上海 1947

协大学报	 福州 1949

医界春秋	 上海 1926

工程报导	 上海 1945

洪水	 上海 1926

交大土木	 上海 1944

江苏省昆虫局专门报告

	 江苏 1925

工业安全卫生展览会特刊　1936

资源委员会公报　南京 1941

矿冶	 北京 1927

平绥	 北平 1935

民用航空月刊	 南京 1947

川农所简报	 成都 1939

通信半月刊	 南京 1947

现代医药杂志	 贵阳 1946

广西卫生旬刊	 梧州 1936

世界滑稽	 1939

国立中央大学农学丛刊

	 南京 1928

药讯期刊	 重庆 1946

业余无线电	 上海 1937

路面		路面工程刊物	 1941

考核汇刊	 重庆 1947

广州市气象台气象月刊

	 广州（广东）1935

通讯	 上海 1945

江苏省农矿厅农矿公报

	 江苏省 1929

工矿月刊	 台湾 1948

标准	 南京 1947

健康生活	 天津 1935

复兴月刊	 上海 1932

陕西水利季报	 西安（陕西）1937

地质专报甲种		中国铁矿志　1924

江西省农业院专刊

	 南昌（江西）1935

循环	 上海 1933

机务月刊	 郑州（河南）1936

卫生工程导报	 天津 1948

中国蚕桑研究所汇报

	 遵义（贵州）1943

银钱界月刊	 上海 1939

航空机械通讯	 南昌 1937

灵食季刊	 北平 1927

留京潮州学会年刊

	 上海 1926

国民前导	 1941

文撷	 上海 1939

自救	 北平 1933

戊午杂志	 上海 1918

科学时代	 上海 1933

动员	 温州（浙江）1941

狂风	 上海 1941

力行月刊	 西安 1940

福音钟	 上海 1935

青年辅导	 1946

一条心	 金华（浙江）1939

谈风	 上海 1936

民鸣杂志	 上海 1937

世界大势概要	 北京 1919

北强	 北平 1934

白日	 汉口 1927

新中华	 上海 1915

创造日汇刊	 上海 1927

浪花	 上海 1936

精忠通讯	 长沙（湖南）1941

文哲月刊	 北平 1937

民间周刊	 1931

广闻录	 1936

礼拜六彚订第五集

	 上海 1923

简报周刊	 上海 1941

忠勇月刊	 南京 1947

丁丑杂志	 北京 1937

时论分析	 桂林 1940

人人周刊	 上海 1946

兴华	 1927

行健	 上海 1924
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大成故紙堆

その他のラインナップ
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/dacheng.html

》》》製品概要
辛亥革命（1911）以前に刊行された古籍 15,000種を収録
▶ データ形式：画像（印刷可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、年代

》》》製品概要
1949年以前に共産党が創刊または関与した刊行物 200種
余りを収録。
▶ データ形式：PDF（保存可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、作者、刊名
▶ 雑誌検索　雑誌名、年代、創刊地、出版社

》》》製品概要
晩清から民国期にかけて中国国内で撮影された 37,000点
以上を収録。
▶ データ形式：画像（保存可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　題名、撮影者、撮影地

》》》製品概要
1911年から 1949年の民国時期に出版された各種の書籍
51,600冊余りを収録。哲学、経済、政治、軍事、文学、理学、
歴史、地理、工業、農業、交通、天文、医学などの 22分
野を含む。
▶ データ形式：画像（印刷可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　書名、作者、年代、出版者

製作：北京大成数拠有限公司

古籍文献全文数拠庫

中共党史期刊数拠庫（-1949）

老照片

民国図書全文数拠庫
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》》》製品概要
中華人民共和国建国以前に出版された地方志 3,400種余
り、約 50,000巻を収録。全国各地の地方志のほか、非行
政区域志や通志、断代志も収録。収録する地方志は、中
華民国期と清代のものが主だが、宋代、明代のものも含む。
▶ データ形式：PDF（保存可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　書名、編纂者、区域
▶ ロジック検索　文献検索のそれぞれで複数の条件を
　  結合して検索することが可能。

》》》製品概要
晩清から民国時期に刊行された 30余種の新聞を収録。
▶ 申報　『申江新報』という名で、清の同治 11年 3月 23
日に創刊し、1949年 5月 27日に停刊した。27,000号余
りを発行し、78年に及ぶ歴史を持つ現代新聞の先駆け。

▶ 順天時報　日本の外務省が北京で発行した中国語新聞。
発行数は 17,000部にも達し、華北地区の一大新聞となっ
た。1930年停刊。国家図書館に現存。

▶ 大美晩報　『Shanghai Evening Post and Mercury』、中文
名『大美晩報』は、1929年に創刊した。1930年に英字
新聞の『文彙報』と合併、1941年 12月に日本軍が租界
地を占領した後、『上海報』に改名。1945年 8月の日本
降伏後、『大美晩報』を復刊。1949年 6月下旬に停刊した。

▶ その他の収録紙　京報　自由導報　大地週報　奮報
 天津民国日報画刊　新中華報　弾詞画報　世界画報
 前哨報　北洋画報　京報図画週刊　京話日報
 丁丁画報　晨報副鐫　点石斎画報　天公報
 国民新報副刊　紅色中華　軍大導報　仙道月報
 湘報　生活日報　撮影画報　華商報
 熱血日報　経済週報（青島）　努力週報　衛生報
▶ データ形式：PDF（保存可）

》》》主な機能
▶ 文献検索　刊名、題名
▶ 雑誌検索　雑誌名、年代、創刊地、出版社

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバー
に、インターネットブラウザを使ってアクセスし利用
する。

▶ 買切：年間利用費やサーバー管理費不要。

詳細はお問い合わせください。

中国各地古方志集

近代報紙数拠庫
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近現代史研究の「幻の資料」がデータベースに！

中国文史資料集粋
製作：北京超星公司

》》》製品概要
「文史資料」は、1960年代から中国全域でその収集がはじまった。
回顧録、日記など当事者が記述したものだけでなく、聞き取り
など口述による資料も含まれ、中国近現代史研究においては貴
重な資料となっている。しかし、1980年代になってようやく一
部が公開されるようになった「幻の資料」であり、多くは入手
が難しかった。
この「中国文史資料集粋」は、北京超星公司が、数十年をかけ
て収集した中国各地の「文史資料」2万余輯、50万余篇を整理、
電子化したものである。

》》》主な機能
作成機関の行政区画別に分類、全文検索、タイトル検索、作者
検索が可能

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、イ
ンターネットブラウザを使ってアクセスし利用する。

▶ 買切：年間利用費やサーバー管理費不要。

詳細はお問い合わせください。
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❖ 主な収録範囲
地区	 省自治区市	 No	 項目

各省、市区	 	 1	 总论

华北地区	天津市	 2	 天津市

	 	 3	 河东区

	 	 4	 河西区

	 	 5	 南开区

	 	 	 …

	 河北省	 18	 河北省

	 	 19	 石家庄市

	 	 20	 井陉县

	 	 21	 正定县

	 	 	 …

	 北京市	 143	 北京市

	 	 144	 西城区

	 	 145	 崇文区

	 	 146	 宣武区

	 	 	 …

	 山西省	 159	 山西省

	 	 160	 太原市

	 	 161	 清徐县

	 	 162	 娄烦县

	 	 	 …

	 内蒙古自治区	 237	 内蒙古自治区

	 	 238	 呼和浩特市

	 	 239	 土默特左旗

	 	 240	 和林格尔县

	 	 	 …

东北地区	辽宁省	 305	 辽宁省

	 	 306	 沈阳市

	 	 307	 辽中县

	 	 308	 康平县

	 	 	 …

	 吉林省	 354	 吉林省

	 	 355	 长春市

	 	 356	 九台市

	 	 357	 榆树市

	 	 	 …

	 黑龙江省	 397	 黑龙江省

	 	 398	 哈尔滨市

	 	 399	 方正县

	 	 400	 宾县

	 	 	 …

	 陕西省	 454	 陕西省

	 	 455	 西安市

	 	 456	 长安县

	 	 457	 蓝田县

	 	 	 …

	 甘肃省	 537	 甘肃省

	 	 538	 兰州市

	 	 539	 永登县

	 	 540	 皋兰县

	 	 	 …

	 宁夏回族自治区	 590	 宁夏回族自治区

	 	 591	 银川市

	 	 592	 永宁县

	 	 593	 贺兰县

	 	 	 …

	 青海省	 608	 青海省

	 	 609	 西宁市

	 	 610	 大通回族

	 	 	 土族自治区

	 	 611	 平安县

	 	 	 …

	 新疆维吾尔	 625	 新疆维吾尔

	 自治区	 	 自治区

	 	 626	 乌鲁木齐市

	 	 627	 克拉玛依市

	 	 628	 吐鲁番市

	 	 	 …

华东地区	上海市	 652	 上海市

	 	 653	 南市区

	 	 654	 卢湾区

	 	 655	 徐汇区

	 	 	 …

	 山东省	 670	 山东省

	 	 671	 济南市

	 	 672	 长清县

	 	 673	 平阴县

	 	 	 …

	 江苏省	 780	 江苏省

	 	 781	 南京市

	 	 782	 江宁县

	 	 783	 江浦县

	 	 	 …

	 安徽省	 856	 安徽省

	 	 857	 合肥市

	 	 858	 长丰县

	 	 859	 肥东县

	 	 	 …

	 浙江省	 923	 浙江省

	 	 924	 杭州市

	 	 925	 桐庐县

	 	 926	 淳安县

	 	 	 …

	 江西省	 996	 江西省

	 	 997	 南昌市

	 	 998	 南昌县

	 	 999	 新建县

	 	 	 …

	 福建省	 1080	福建省

	 	 1081	福州市

	 	 1082	闽侯县

	 	 1083	连江县

	 	 	 …

华中南地区	 河南省	 1146	河南省

	 	 1147	郑州市

	 	 1148	中牟县

	 	 1149	巩义市

	 	 	 …

	 湖北省	 1257	湖北省

	 	 1258	武汉市

	 	 1259	黄石市

	 	 1260	阳新县

	 	 	 …

	 湖南省	 1332	湖南省

	 	 1333	长沙市

	 	 1334	望城县

	 	 1335	宁乡县

	 	 	 …

	 广东省	 1420	广东省

	 	 1421	广州市

	 	 1422	番禺市

	 	 1423	花都市

	 	 	 …

	 海南省	 1515	海南省

	 	 1516	通什市

	 	 1517	琼海市

	 	 1518	儋州市

	 	 	 …

	 广西壮族	 1535	广西壮族自治区

	 自治区	 1536	南宁市

	 	 1537	邕宁县

	 	 1538	武鸣县

	 	 	 …

西南地区	四川省	 1608	四川省

	 	 1609	成都市

	 	 1610	金堂县

	 	 1611	双流县

	 	 	 …

	 重庆市	 1741	重庆市

	 	 1742	万州区

	 	 1743	涪陵区

	 	 1744	渝中区

	 	 	 …

	 贵州省	 1778	贵州省

	 	 1779	贵阳市

	 	 1780	开阳县

	 	 1781	修文县

	 	 	 …

	 云南省	 1854	云南省

	 	 1855	昆明市

	 	 1856	呈贡县

	 	 1857	晋宁县

	 	 	 …

	 西藏自治区	 1959	西藏自治区

特区	 香港	 1960	香港特别行政区
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単なる全文検索機能を有するだけではない

全唐詩・全宋詩分析系統
 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/bjdata.html

》》》製品概要
「分析系統」は、単なる全文検索機能を有するだけではなく、全唐詩や全宋詩中に繰り返し出
現する類似詩を抽出したり、「格律」の標注を加えたり、ことばの使用頻度や分布統計を集計
することができ、中国古典文学の研究はもとより、古代漢語、古文献研究にとっても有用なツー
ルといえる。
さらに自作詩の「格律」を分析する機能なども備えている。

》》》主な機能
▶ 格律詩自動標注　『全唐詩』57,000首、『全宋詩』25,420首以上の中で三分の二を占める格
　 律詩の格律や音韻などを自動的に分析
▶ 重出詩の抽出　『全唐詩』『全宋詩』に重複して出現する詩を抽出、一元化したうえで分析
▶ 自作詩分析　自作詩の格律や音韻を分析、評価
 　※ 全唐詩と全宋詩を横断して検索、分析することはできません。

》》》利用形態
▶ リモートサーバー版：中国国内に設置されたサーバーに、インターネットブラウザを使って
アクセスし利用する。

製作：北京大学数拠分析研究中心
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「二十五史」だけではない全文検索システム

二十五史研習系統
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/bjdata.html

》》》製品概要
正史である二十四史と清史稿を基本史料と
して、先秦から明清までの大量の文献史料
を補足する全文検索システム。
最新の検索技術を用いて、全ての文献情報
からインデックスファイルを作成し、検索
スピードと検索精度の向上を実現。

製作：北京大学数拠分析研究中心

》》》製品概要
古典籍文献の書誌情報 240万件を収録する
総合書目文献検索システム。
収録データ数は世界最大で、「存世」文献だ
けではなく、「歴史」的文献についても検索
が可能。基本的な書誌情報の検索以外に、
版本や装幀、歴史人物、地名などの項目か
らも分析を加えることが可能。

240万件を収録する総合書目文献データベース

中国歴代典籍総目分析系統
http://www.toho-shoten.co.jp/er07/bjdata.html



商品のお問い合せ・トライアルのお申し込みは

（株）東方書店
業務センター
〒 175-0082東京都板橋区高島平 1-10-2
TEL03-3937-0300　FAX03-3937-0955　tokyo@toho-shoten.co.jp

関西支社
〒 564-0063大阪府吹田市江坂町 2-6-1
TEL06-6337-4760　FAX06-6337-4762　kansai@toho-shoten.co.jp

ご案内

・商品の価格につきましては、別紙の価格表をご覧ください。

・掲載商品は、トライアルが可能です。トライアルのお申し込みは、
カタログ内の申込書をご利用ください。

・「CNKI」（主管：清華大学、販売：同方知網（北京）技術有限公
司、日本総代理：東方書店）につきましては、別途、カタログ
をご用意しております。ご希望の方にはお送りいたしますので、
お気軽にお申しつけください。


