


□JCASの研究資源について

　本特集号では、地域研究コンソーシアム（JCAS）加盟97組織
（2013年11月1日現在）の公式HP上で掲載されている合計
399の地域研究に関する研究資源（以下、JCAS研究資源）の一
覧をご紹介します。ここでいう研究資源には、論文誌・論集、統計
資料、検索ツールを備えたデータベース、画像・写真等、あらゆる
研究関連資料を含みます。本特集号の意図は、JCASに加盟する
機関・学会を横断して、それぞれが所有する研究資源を知り、新し
い研究資源として活用できる基盤つくりにあります。

□JCAS研究資源の分類

　一覧では、「地域分類」と「テーマ分類」に分けて掲載していま
す。「地域分類」では、それぞれのJCAS研究資源が対象としてい
る地理的範囲が、沖縄やカイロのように、ある限定された地域の
場合から世界全体まで、幅広く存在します。本特集号では、対象
とするのがアジアやアフリカといった大陸レベルの地域分類でお
さまるような研究資源を「地域分類」とし、アジア・太平洋地域を
はじめとして、おおよそ東から西へ地域ごとに掲載しています。
同一地域の中では、大地域から小地域へ、研究資源の形態が、論
文誌、論集、統計、データベース、画像・写真、文書、目録の順に並
べています。
　一方、「テーマ分類」では、地域分類の地域におさまらない範囲

を対象とした研究資源を掲載しています。研究資源を探す場合
に、一方の分類に該当する研究資源が見当たらない場合、もうひ
とつの分類もご参照ください。
　表の見方は4ページをご参照ください。

□JCAS研究資源の全体像

　JCAS研究資源の一覧を「地域分類」と「テーマ分類」に沿って
作成しましたが、それぞれの分類における系統図を図に示しまし
た。これらの図からJCAS研究資源の全体像を読み取ることがで
きます。
　まず、地域分類の図を見ると、地域によって研究資源の数に違
いはありますが、JCASの研究資源が広く世界全体をカバーして
いることがわかります。国別でみると「東南アジア」や「東アジア」
の国の研究資料が多いようです。実際に一覧を見ると、「南アジ
ア」では言語に関する研究資料が多いようです。「アフリカ」では、
国別の研究資料よりもむしろアフリカ全体を対象にしたものが多
いようです。
　次にテーマ分類の図ですが、サブカテゴリーとして「国境を越
えた地理的空間としての地域」「ディシプリンから見た地域」「人・
モノ・場から見た地域」「資料・データベース」「交流ネットワーク」
の5つに分けることができます。
　「国境を越えた地理的空間としての地域」には、「地域横断」・
「地域」と「圏」が含まれます。「地域横断」とは、アジア・アフリカあ

るいは、アジアから中東にかけてをカバーするような広域の地理
的範囲を対象とした研究資源です。地理的空間という意味では、
先述した「地域分類」のカテゴリーに分類するほうがふさわしい
のかもしれませんが、これだけの広域をひとつの地域として設定
しているというよりは、むしろ、次に述べる「地域」のカテゴリーに
近い研究資源を、広域で束ねていると理解されますので、あえて
「テーマ分類」に区分しました。
　「地域」のカテゴリーでは、研究資源が対象としているのはある
特定地域の地域研究ですが、その範囲が世界中に及んでいる研
究資源を含んでいます。JCASの和文学術研究誌『地域研究』も
このカテゴリーに分類されます。
　「圏」では、熱帯圏や黒潮圏のような、自然地理的な区分を対象
とした研究資源を掲載しています。国境を越えた地理的空間を
設定し、地域性を検討しているという点で、先の「地域横断」や「地
域」とは、対象とする地理的範囲の捉え方が異なります。また、「イ
スラーム圏」のような人文社会科学的な地域区分も可能ですが、
本特集では、自然科学に限定しました。
　テーマ分類の2番目は「ディシプリンから見た地域」のカテゴ
リーです。ここには、既存の研究ディシプリンから見た地域に関す
る研究資源が含まれます。政治や経済、文化、社会、言語、宗教と
いった人文社会科学の分野だけでなく、生態学的研究や災害研
究など、自然科学や工学的研究が含まれます。また、「国際協力」
は人文社会科学の一部として分類することもできますが、国内外
の社会と連携するJCASの特徴的な活動のひとつであると考え

られますので、サブカテゴリーとして項目立てしました。
　「人・モノ・場から見た地域」には、地域でもなく、研究分野でも
なく、華僑・華人のような人、あるいはタロイモのようなモノとい
うテーマを切り口にした研究資源が含まれます。また、境界域や
多島域という場を切り口にした研究資源も含まれます。地域が先
に設定されているのではなく、むしろ、テーマに関連する主体が
存在するところではどこでも地域が可変的に生成されるという
特徴持っていると言えるかもしれません。
　「資料・データベース」では、広域を対象としたさまざまな史資
料やデータベースを含みます。
　「交流ネットワーク」では、研究者のネットワークを通じた情報
交換を公開しています。

□JCAS研究資源の公開と利用

　このようにJCASには多様な研究資源が存在します。新たな研
究資源を作る時、新たな研究活動を開始する時など、ぜひ、JCAS
研究資源をご利用ください。
　なお、本特集号で掲載したJCAS研究資源の一覧は、JCSA
ホームページでも公開する予定です。もし、記載の情報に修正点
等ありましたら、事務局（jcasjimu@jcas.jp）までお知らせくだ
さい。皆様のご協力をお願いいたします。

JCAS情報資源部会　柳澤　雅之
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対象地域：大地域から小地域に並んでいます。地域別の一覧の後に、広域を対象にした一覧を掲載し
ています。宗教や言語といったトピックごとにまとめてあります。

タイトル：各機関のホームページに掲載されている情報をもとに研究資源のタイトルを記しています。

形　　態：研究資源の形態を示しています。それぞれの地域区分の中で、論文誌、論集、統計、デー
タベース、画像・写真、文書、目録、ポータルの順に掲載しています。論文誌は査読あ
り、論集は査読なしを基準としています。

言　　語：研究資源で使用されている主な言語を記しています。

機 関 名：研究資源を公開している機関名を記しています。

内　　容：ホームページで記載されている情報を基に、それぞれの研究資源の概要を記しています。

表の見方

（対 象）
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
アジア アジア研究 論文誌 日・英 アジア政経学会 アジアの政治経済に関する研究論文誌

アジア 東方學報（京都） 論文誌 日 京都大学人文科学研
究所

所内研究員もしくは東方学研究部所属の所外共同研究参加
者の東洋学に関する学術論文誌

アジア アジ研ワールド・トレ
ンド

論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジアなど開発途上地域の政治・経済・社会の動向に関す
る分析

アジア アジア動向年報 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

新聞・雑誌等の現地資料、現地調査に基づき、政治、経済、
対外関係にわたってアジア情勢を分析

アジア アジアを見る眼 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

読者層を学生、一般社会人に設定し、発展途上地域につい
ての幅広い知識をわかりやすく提供

アジア AsiaBarometer 
Project Series 

論集 英 アジア・バロメー
ター

アジアバローメータの統計データに関する論集

アジア CALE Books 論集 英 名古屋大学法政国際
教育協力研究セン
ター

英語で書かれた論文集。法学研究科を修了した留学生の博
士論文を収録

アジア CALE叢書 論集 日 名古屋大学法政国際
教育協力研究セン
ター

法整備やアジア法に関する特定のテーマに関する学術論文
を掲載した論文集

アジア CALE Booklet 論集 日 名古屋大学法政国際
教育協力研究セン
ター

アジア諸国における法整備支援について専門家や実務家が
書いた報告集

アジア CALE Discussion 
Paper

論集 日・英 名古屋大学法政国際
教育協力研究セン
ター

法分野における国際協力や最近のアジア法の動向ついて、
CALE外国人研究員や、留学生、その他学者が書いた研究
報告書

アジア AsiaBarometer 統計 日・英 東京大学東洋文化研
究所

東・東南・南・中央アジアを網羅するアジア最大の比較世
論調査。一般市民の日常・家族・近隣社会・職場・社会的
／政治的制度・経済市場との関係性の調査。共通の調査フ
レームワークに基づく一般的な調査方法による全国規模の
対面調査等の調査結果。

アジア AsiaBarometer 
Survey Data 

統計 英 アジア・バロメー
ター

猪口孝主導で継続して行っているアジア全域を対象にした
世論調査の結果

アジア アジア各国・地域経済
統計　2013年

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア12カ国（中国、香港、台湾、韓国、タイ、シンガ
ポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナ
ム、ミャンマー、インド）の人口、為替レート、国内総生
産、一人当たりGDP、通貨供給量、消費者物価指数、輸出、
輸入、外貨準備高について過去5年分と最新四半期、最新
2ヵ月のデータを毎月 PDFファイルで提供

アジア アジア経済地理データ
セット

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

東アジア地域（ASEAN10+日本、中国、韓国、台湾、イ
ンド、バングラデシュ）の地方レベルでの産業別GDPおよ
び人口・面積の2005年についてのデータ

アジア アジア長期経済統計　
基礎データ

統計 日 一橋大学経済研究所 アジア地域を対象に第二次世界大戦以前から現在にいたる
までの長期的な経済統計を、国民経済計算体系（SNA）に
基づいて推計。推計作業に用いられる基礎データを試験的
に公開。

アジア アジア各国の主要経済
指標　1969～(アジア
動向データベース）

データベース 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア各国（日本、韓国、中国、台湾、ベトナム、カンボジ
ア、ラオス、タイ、フィリピン、マレーシア、シンガポー
ル、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、インド、
スリランカ、パキスタン）の人口、GDP（名目額、実質
額、実質成長率、一人当たり）、中央政府歳出、米生産量、
消費者物価上昇率、失業率、輸出・輸入、貿易収支、経常
収支、金・外貨準備、対外債務残高、対外ドル為替相場に
関する年度単位の統計データ

アジア アジア動向データベー
ス

データベース 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア動向年報の全文書に対して、キーワードで検索を行
う

アジア アジア諸国の重要日誌
1969～（アジア動向
データベース）

データベース 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

1969年以降のアジア各国・地域で起きた政治・経済・社
会に関する重要日誌が 国・地域、キーワードで一括検索で
きる

アジア 〈近代日本の南方関与〉
に関する戦後日本刊行
文献目録

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

〈近代日本の南方関与〉に関する戦後日本刊行文献目録（稿）　
山本有造/盛田良治 編

地 域 分 類 Japan Consortium for Area Studies (JCAS)
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
アジア アジア古籍電子図書館 データベー

ス・画像
アラビア語・
漢文・英・日

東京大学東洋文化研
究所

アラビア語写本ダイバーコレクション、サンスクリット語
写本、漢籍善本全文画像、『三才図会』データベース、「雙
紅堂文庫」の全文影像公開データベース

アジア 長期経済統計データ
ベース（Long Term 
Economic Statistics
（LTES）Database）

データベース 日 日本大学国際関係学
部国際関係研究所

『長期経済統計』』（大川一司・篠原三代平・梅村又次監修、
東洋経済新報社、1965～1988）を主要経済統計として
データベース化

アジア Hi-Stat Social 
Science Database 
Network

データベース 日・英 一橋大学経済研究所 グローバルCOEプログラム「社会科学の高度統計・実証
分析拠点構築（G-COE Hi-Stat）」、プロジェクトで作成し
たデータベース（アジア長期経済統計、農家経済調査、JIP
データベース等）、研究費で購入したデータベース、ミクロ
分析セクションが二次利用支援を行っている政府統計ミク
ロデータやその独自集計など

アジア 貿易指数 データベース 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所が推計したOECD加盟30カ国、中国、ア
ジアNIEs、ASEAN4カ国を含む38の国・地域の貿易単価・
金額・数量指数表および交易条件指数表

アジア NEARDB:20世紀年表
データベース(1918～
1952年)

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

20世紀前半（1918-1952年）の情勢を「政治」「経済」「社
会」「文化」「備考」に区分した年表にもとづくデータベー
ス

アジア 京都大学人文科学研究
所所蔵資料

目録 日 京都大学人文科学研
究所

京都大学人文科学研究所所蔵資料の一覧。殷代甲骨、考古
美術参考品、敦煌・トルファン古写本資料、考古美術資料
（中国考古調査資料＝測図・拓影・写真等、雲岡・竜門石窟
調査資料＝測図・拓影・写真等、中国石刻資料＝拓影、中
国絵画資料＝写真、台北故宮博物院絵画資料＝写真、日本
考古資料＝写真、イラン・アフガニスタン・パキスタン・
インド考古資料）、地理民族資料、現代中国学術資料。

アジア・
太平洋

Ritsumeikan Journal 
of Asia Pacifi c 
Studies (RJAPS)

論文誌 日・英 立命館アジア太平洋
大学（立命館アジア
太平洋研究センター）

人類、社会、東洋・西洋の島々を含めたアジア太平洋地域
の文化に関する英語・日本語論文

アジア・
太平洋

ポリグロシア 論文誌 日・英 立命館アジア太平洋
大学（立命館アジア
太平洋研究センター）

アジア太平洋地域の言語や言語教育に関する英語・日本語
論文

アジア・
太平洋

ワーキングペーパー
（Web出版物）

論集 英 立命館アジア太平洋
大学（立命館アジア
太平洋研究センター）

アジア太平洋地域に関する論集

アジア・
太平洋

Newsletter 論集 英 立命館アジア太平洋
大学（立命館アジア
太平洋研究センター）

アジア太平洋地域に関する情報・論集

アジア・
太平洋

松尾三憲旧蔵絵葉書コ
レクション

画像・写真 日 国立民族学博物館 松尾三憲（みのり）氏が、1919（大正8）年から1923（大
正12）年までの海軍在職中に、訓練航海の途上訪れた現地
で買い求めた絵葉書の情報

太平洋 南太平洋研究 論文誌 日・英 鹿児島大学国際島嶼
教育研究センター

南太平洋に関する学術論文誌

太平洋 南太平洋海域調査研究
報告

論集 日・英 鹿児島大学国際島嶼
教育研究センター

南太平洋に関する論文集

太平洋 島嶼研だより 論集 日 鹿児島大学国際島嶼
教育研究センター

南太平洋に関する情報・論文集

太平洋 South Pacifi c 
Newsletter

論集 英 鹿児島大学国際島嶼
教育研究センター

南太平洋に関する英文の情報・論文集

太平洋 The George Brown 
Collection at 
Minpaku

データベース 英 国立民族学博物館 ジョージ・ブラウンコレクション

東アジア 東アジア研究 論文誌 日 大阪経済法科大学ア
ジア研究所

東アジアに関する和文学術論文誌

東アジア East Asian Review 論文誌 英 大阪経済法科大学ア
ジア研究所

東アジアに関する英文学術論文誌

東アジア 東アジアの人類学 論集・データ
ベース

日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

福建系漢民族の民間信仰データベース、植民地期台湾に関
する人文科学的研究

東アジア 満州国ポスターデータ
ベース

データベー
ス・画像

日 京都大学地域研究統
合情報センター

満州国ポスター176点、伝単（宣伝ビラ）167点、合計343
点が収蔵
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
東アジア 戦前期東アジア絵はが

きデータベース
データベー
ス・画像

日 京都大学地域研究統
合情報センター

戦前に発行された絵はがき約2500点を収録。「日本内地」
「朝鮮半島」「台湾」「樺太（>サハリン）」「満洲・モンゴ
ル」「中国（華北）」「中国（華中・華南）」「極東シベリア」
「南洋（太平洋西部）」を含む。

東アジア 關野貞大陸調査と現在 データベー
ス・画像

日 東京大学東洋文化研
究所

主に關野貞の調査によって得られた写真類データベース

東アジア アジアの肖像 画像・写真 日 学習院大東洋文化研
究所

学習院大学史料館所蔵ガラス乾板資料、風俗写真・絵葉書
資料（満州・朝鮮・アイヌ）、中国大陸絵葉書資料、朝鮮社
会経済写真集（善生永助蒐集写真）

東アジア 「小児錦」文字資料コー
パス構築へむけた資料
集とデジタル化

文書 日・中 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

「小児錦」の資料（写本、刊本、碑文の画像その他）を可能
な限り収集し、収集資料を整理しデータベースを構築する
とともに、資料本体をデジタル化して「小児錦」の文字資
料コーパスを構築することを目的としたページ

東アジア 東アジア学バーチャル
ミュージアム

文書 日 学習院大東洋文化研
究所

学習院大学が所蔵する古文物・拓本・古典籍などをインター
ネットで公開。前近代東アジアの世界、近代東アジアの世
界、友邦文庫の世界-朝鮮総督府関連資料、漢籍の世界、ア
ジアの肖像-学習院大学所蔵子写真を含む。

東アジア 前近代東アジアの世界 文書 日 学習院大東洋文化研
究所

広開土王碑拓本、新羅村落文書　（写真複製）、朝鮮金石拓
本、旧制学習院歴史地理標本室コレクション、銅鏡（林コ
レクション）

東アジア 近代東アジアの世界 文書 日 学習院大東洋文化研
究所

磯野文庫、旧東亜経済調査局所蔵回教関連資料

東アジア 漢籍の世界 文書 日 学習院大東洋文化研
究所

東洋文化研究所所蔵古典籍

東アジア 「好奇字展―漢字と東ア
ジアの文字周遊」

目録 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

文字の展覧会「好奇字展―漢字と東アジアの文字周遊」関
連のデータ

東アジア 中国古文字（図版にみ
る先秦漢字の芸術と歴
史）

目録 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

中国古文字関連のデータ

北東アジア 北東アジア研究 論文誌 日 島根県立大学北東ア
ジア地域研究セン
ター

北東アジアに関する学術論文誌

北東アジア 北東アジア地域研究 論文誌 日 北東アジア学会 北東アジアに関する学術論文誌

北東アジア Frontiers of North 
East Asian Studies

論文誌 英 北東アジア学会 北東アジアに関する英文学術論文誌

北東アジア 『浅井タケ昔話全集 I, 
II』 -- 樺太アイヌの昔話

文書 日・ローマ字 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

『浅井タケ昔話全集Ⅱ』（村崎恭子編訳、横浜国立大学、
1999）のテキストとCDに収録されているTUYTAH 24編
（At31-54）

東北アジア 東北アジア研究 論文誌 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

東北アジアとその隣接地域をふくめた地域研究およびその
関係分野の学術論文誌

東北アジア 東北アジア研究叢書 論集 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

東北大学東北アジア研究センターの共同研究や個人研究の
成果に関する出版物

東北アジア 東北アジア研究セン
ター報告

論集 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

東北大学東北アジア研究センターに関連するシンポジウム
の報告などの速報性、資料集などの記録性、さらに国内外
の研究者コミュニティとの研究交流を推進することを目的
したシリーズ。

東北アジア 東北アジア学術読本 論集 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

シベリア・モンゴル・中国・朝鮮半島そして日本を総合的
に捉えた地域概念である「東北アジア」に関する研究論集

東北アジア 東北アジア研究専書 論集 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

東北アジアに関する研究論集で一般社会にも還元すること
を目的とする

東北アジア 東北アジア研究シリー
ズ（和文）

論集 日 東北大学東北アジア
研究センター

東北大学東北アジア研究センターに関連する和文出版物

東北アジア 東北アジア研究シリー
ズ（外国語）

論集 日・英 東北大学東北アジア
研究センター

東北大学東北アジア研究センターに関連する英文出版物

東北アジア 東北アジアアラカルト 論集 日 東北大学東北アジア
研究センター

東北大学東北アジア研究センターに関連する和文出版物

東北アジア 東北大学ノア画像デー
タベース

データベー
ス・画像

日・英 東北大学東北アジア
研究センター

衛星画像のデータベース。公開されているのは、シベリア
画像データベース・モンゴル画像データベース・日本画像
データベース・アラスカ画像データベース・中国画像デー
タベース・コリア画像データベース。
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
北東ユーラシ
ア

北東ユーラシアの言語
文化

文書 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

北東ユーラシアの先住民の文化やことばに関する情報。言
語文化（チュクチ・ニヴフ・ユカギーク・コリヤーク・ア
リュートル）・言語地図・民話資料・コリヤーク語/チュク
チ語分類彙集・文献目録・画像ギャラリー・動画資料など。

日本 沖縄研究ノート 論集 日 宮城学院女子大学附
属キリスト教文化研
究所

宮城学院女子大学附属キリスト教文化研究所の沖縄に関す
る研究年報

日本 東日本大震災災害調査
活動

論集 日 京都大学防災研究所 東日本大震災に関する調査研究報告

日本 世界と日本（日本政治・
国際関係データベース）

データベース 日・英・中 東京大学東洋文化研
究所

日本政治および日本を取り囲む国際関係を研究・分析する
ための基礎的文献資料を体系的に収集したもの。国際政治
の基本文書に加え、帝国議会・国会における総理大臣演説、
国会での外務大臣・大蔵大臣・経済企画庁長官の演説、戦
後に国会外で総理大臣および外務大臣が行った演説、国連
総会で日本政府代表が行った演説、1975年から開始され
た主要国首脳会議（サミット）の関連文書、さらには日本
の安全保障政策、日米関係、日中関係、日本と朝鮮半島関
係、日本とロシア関係、日本と東南アジア関係、中国と韓
国関係に関する資料、地球環境問題資料集など。

日本 世界と日本（データベー
ス20世紀・21世紀年
表）

データベース 日 東京大学東洋文化研
究所

1900年から2006年12月までの期間における世界情勢お
よび日本国内情勢を対象にした年表

日本 世界と日本（アジア・
太平洋諸国の対外政策）

データベース 日 東京大学東洋文化研
究所

アジア・太平洋諸国の対外政策、とりわけ対外政策決定過
程に関係のある文献目録、基本資料、専門家の研究成果な
どを紹介

日本 世界と日本（略語） データベース 日・英 東京大学東洋文化研
究所

『データベース20世紀・21世紀年表』作成作業に伴って作
成された、現代略語データベース

日本 JIPデータベース2012 データベース 日 一橋大学経済研究所 独立行政法人産業経済研究所が、一橋大学グローバルCOE
プログラム「社会科学の高度統計・実証分析拠点構築」と
協力して改訂・公開した、日本産業生産性データベース
（Japan Industrial Productivity Database）、日本の経済
成長と産業構造変化を分析するための基礎資料

日本 独自集計データベース データベース 日 一橋大学経済研究所 一橋大学経済研究所附属社会科学統計情報研究センターに
よる、政府統計ミクロデータの独自集計データベース。「貯
蓄現在高及び調査開始月別の家計収支－家計調査（2002
年）の独自集計結果（平成17年２月）」、および、「世帯主
の年齢各歳別の家計収支－全国消費実態調査の独自集計結
果（平成20年７月）」

日本 くらしと健康の調査
（JSTAR：Japanese 
Study of Aging and　
Retirement

データベース 日 一橋大学経済研究所 経済産業研究所と一橋大学、東京大学（第2回調査より参
加）が協力して実施している、50歳以上の中高齢者を対象
としたパネル調査「くらしと健康の調査（Japanese Study 
of Aging and Retirement, 略称JSTAR）の情報

日本 谷文晁派（写山楼）粉
本・模本資料データベー
ス

データベース 日 東京大学東洋文化研
究所

江戸時代後期に活躍した江戸南画の領袖、谷文晁（1763
～1840）一門による粉本群についての画像データベース。

日本 江戸・明・古代プロ
ジェクト（我が国江戸
期『左傳』『史記』の世
界）

データベース 漢文・日 東京大学東洋文化研
究所

我が国江戸期『左傳』『史記』の資料の検索可能

日本 江戸・明・古代プロジェ
クト（東アジアの亀趺）

データベース 漢文・日 東京大学東洋文化研
究所

日本・朝鮮半島・中国の亀趺を検索可能

日本 日本昔話資料：稲田浩
二コレクションデータ
ベース

データベース 日 国立民族学博物館 稲田浩二京都女子大学教授（当時）らのグループが、1967
年～1978年にかけて日本各地29道府県で現地録音取材し
た日本昔話資料（446本のテープ・約190時間）の情報

日本 近代日本の身装電子年
表

データベース 日・英 国立民族学博物館 1868年（明治元年）～1945年（昭和20年）の第二次大
戦終結までの日本における身装関連のデータベース

日本 インターネットGISを
用いた古水文・古環境
データベース

データベース 日 東京大学空間情報科
学研究センター

日本各地の古環境・古水文、扇状地、および露頭に関する
データをWebGISおよびWMSで閲覧できる

日本 都市雇用圏ホームペー
ジ

データベース 日・英 東京大学空間情報科
学研究センター

研究者及び政策担当者が幅広く利用できる新しい都市圏設
定基準として、 都市雇用圏（Urban Employment Area，
UEA）を提案し、 都市圏単位の統計データベースの整備を
進めている。都市圏のコード表や都市圏データを掲載。

日本 産業連関表（CD-ROM） 統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

産業連関表
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
日本 冊子体営業報告書（戦

前～昭和30年代）・有
価証券報告書　所蔵リ
スト

文書 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

名古屋大学経済研究センター資料室で所蔵する冊子体の営
業報告書と有価証券報告書のリスト

日本 生命保険・損害保険各
社ディスクロージャー

文書 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

名古屋大学経済研究センター資料室で所蔵する、生命保険
および損害保険各社のディスクロージャーの所蔵状況リス
ト

日本 旧産業調査室所蔵資料
所蔵リスト

文書 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

名古屋大学経済研究センター資料室の前身である、旧産業
調査室所蔵資料のタイトルリスト

日本 緒方洪庵と適塾関係資
料

目録 日 大阪大学適塾記念セ
ンター

緒方洪庵の書状や日記、塾の記録など、洪庵と適塾研究の
基本資料（洪庵文庫・渡辺家資料・村上家資料）、億川家資
料、西村家資料、関連図書資料。

韓国・朝鮮 飛船 論文誌 日 九州大学韓国研究セ
ンター

韓国に関連する学術論文誌

韓国・朝鮮 韓国研究センター年報 論集 日・英 九州大学韓国研究セ
ンター

韓国に関連する学術論集

韓国・朝鮮 韓国生活財データベー
ス

データベース 日 国立民族学博物館 ソウルの李さん一家の生活財を網羅した情報

韓国・朝鮮 戦前日本在住朝鮮人関
係新聞記事検索

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

1905年頃から1945年までの日本各地で発行されていた新
聞、および朝鮮内で発行または配付された新聞に掲載され
た朝鮮人関係の記事見出し・日付などを検索できるデータ
ベース

韓国・朝鮮 朝鮮族譜データベース データベース 日・朝鮮語 東京大学東洋文化研
究所

東洋文化研究所が収集してきた朝鮮半島の族譜についての
データベース。族譜の書誌情報と画像情報を検索可能。

韓国・朝鮮 友邦文庫の世界（「友邦
協会・中央日韓協会」
文庫）

文書 日 学習院大東洋文化研
究所

朝鮮問題雑纂（阪谷文書）１巻～４巻、渡辺忍文書、半島
近世年表、朝鮮社会経済写真集（善生永助蒐集写真）

韓国・朝鮮 朝鮮通信使関係資料目
録

目録 日 京都大学人文科学研
究所

朝鮮通信使に関わる文書資料、有形文化財（絵図・墨蹟・
扁額など）のデータを収録した目録

韓国・朝鮮 日本所在近代朝鮮関係
書籍

目録 日 東京大学東洋文化研
究所

1868年～1945年間に出版された朝鮮関係日本語図書（雑
誌を含む）に関する書誌・所在情報データベース。本データ
ベース作成の土台になったのは現東洋学研究情報センター
の前身である東洋学文献センターが1970年に刊行した『朝
鮮研究文献目録1868－1945』単行書篇（三分冊）。

中国 現代中国 論文誌 日 日本現代中国学会 日本現代中国学会の学術論文誌

中国 ICCS現代中国学ジャー
ナル

論文誌 日・英・中 愛知大学国際中国研
究センター

中国研究に関する学術論文誌

中国 日本現代中国学会
ニューズレター

論集 日 日本現代中国学会 日本現代中国学会の発行する中国研究に関する情報

中国 紀要 論集 日・英 愛知大学国際問題研
究所

中国研究に関する論考

中国 Occasional paper 論集 日 愛知大学国際問題研
究所

中国研究に関する論考

中国 OUFCブックレット 論集 日 大阪大学中国文化
フォーラム

現代中国学研究に関する論集

中国 大阪大学中国文化
フォーラム・ディスカッ
ションペーパー

論集 日 大阪大学中国文化
フォーラム

現代中国学研究に関するディスカッションペーパー

中国 ニュースレター「天地
人」　

論集 日・英・中 総合地球環境学研究
所中国環境問題研究
拠点

中国の環境問題に関する論集・情報誌

中国 アジア研究/中国経
済/南支那および南
洋事情/ジェトロセ
ンサー/Thai Labour 
Chronicle簡易検索

データベース 日・英 アジア政経学会 アジア研究/中国経済/南支那および南洋事情/ジェトロセ
ンサー/Thai Labour Chronicle の統合検索

中国 現代中国研究叢書 データベース 日・英 アジア政経学会 現代中国研究叢書

中国 東洋文庫所蔵中国語雑
誌

データベース 日・英・中 東京大学東洋文化研
究所

東京大学東洋文化研究所所蔵中国語雑誌の所蔵情報検索デー
タベース
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
中国 東洋文庫近代中国関係

資料デジタルライブラ
リー

データベース 日 東洋文庫現代中国研
究資料室

東洋文庫近代中国関係資料デジタルライブラリー

中国 現代中国学総合データ
ベース（研究成果デー
タベース）

データベース 日 愛知大学国際中国研
究センター

当研究センターが発行する報告書のPDFをカテゴリやキー
ワードから検索することができる

中国 現代中国学総合データ
ベース（文化大革命資
料データベース）

データベース 中 愛知大学国際中国研
究センター

文化大革命時期の資料のPDFを中文簡体字キーワードから
検索することができる

中国 現代中国学総合データ
ベース（東亜同文書院
データベース）

データベース 中 愛知大学国際中国研
究センター

東亜同文書院の刊行した調査誌をキーワードから検索する
ことができる

中国 NEARDB:『北京特別市
公署市政公報』目次検
索データベース（1938
～1944年）

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

戦時期における北京特別市公署（のち市政府）が発行した
『市政公報』（1938年1月－1944年9月）の件名データベー
ス

中国 NEARDB:上海租界工
部局警務処文書件名索
引データベース（1894
～1949年）

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

上海共同租界でイギリスが中心なって運営した租界工部局
に関する文書

中国 NEARDB:スタン
フォード大学フー
ヴァー研究所中国関係
アーカイブ件名索引
データベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

スタンフォード大学フーヴァー研究所が所蔵する中国アー
カイブ（およそ4500点）

中国 中国絵画所在情報 データベース 日 東京大学東洋文化研
究所

東京大学東洋文化研究所東アジア美術研究室が過去半世紀
にわたって収集した中国絵画関連のデータベース

中国 rGyalrongic 
Languages 
Databese　（ギャロン
系諸語）

データベース 英・中 国立民族学博物館 長野泰彦国立民族学博物館名誉教授とPRINS博士が編集し
た、中国四川省の西北部で話されるギャロン系諸語のデー
タベース

中国 トムソン写真集 データベー
ス・画像

日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ジョン・トムソン(John Thomson, 1837-1921、スコッ
トランド出身の写真家）が1870年ごろに清朝治下の各地を
訪れ、写真を残した。特に、大判の豪華四巻本 Illustrations 
of China and Its People (London,1873-1874)のデータ
ベース。

中国 現代中国学総合データ
ベース（中国戦前絵葉
書データベース）

データベー
ス・画像

日 愛知大学国際中国研
究センター

第二次世界大戦以前の中国絵葉書の画像を地域やキーワー
ドから検索することができる

中国 柏原英一（1914～
2009）写真帳

画像・写真 日 東洋文庫現代中国研
究資料室

漢口に駐留していた部隊の報道部員であった柏原英一氏
（1914年生～2009年没）が残した写真帳

中国 近現代中国文学関係雑
誌記事

文書 英・中 東京大学東洋文化研
究所

中国近現代文学研究関係の主要雑誌に掲載された論文・記
事の情報を収録し、公開検索に供するもの。収録雑誌は
現在のところ、『新文学史料』(2003年まで)『中国現代
文学研究叢刊』(2002年4期まで)『文学評論』(1963年
－1966年3期，1978年1期－2003年まで)『魯迅研究月
刊』(2003年4期まで)『紀念与研究』(1-9),『上海魯迅研
究』(1-12期まで)『当代作家評論』(2001年まで)『今天』
(1990年－2002年3期まで，ただし評論のみ記録)『文芸
理論研究』(1981年-2000年)『文学評論叢刊』(1-31期)
『出版史料』(1982年12月－1992年4月)『抗戦文芸研究』
(1981-1990年)『中国現代文芸資料叢刊』(1－8期)『魯
迅研究資料』(1－24期)『魯迅研究（双月刊）』(1983年1
期－1984年6期)『魯迅研究』(1－14号)『魯迅研究集刊』
(1期)魯迅研究文叢』(1－3期)。

中国 貴重漢籍善本全文画像 文書 中 東京大学東洋文化研
究所

「東京大学東洋文化研究所貴重図書の指定、保存及び利用に
関する規程」に基づき、「特別貴重書」に指定された漢籍を
中心に、当研究所のスタッフが選定した資料。2009年3月
現在、画面上には下に述べるＡ類Ｂ類合わせて4630点の
タイトル。

中国 東洋文化研究所所蔵漢
籍目録

目録 中 東京大学東洋文化研
究所

現在収録しているデータは、おおむね2001年までに登録
整理された中国古籍資料についてのデータ

中国 倉石武四郎博士講義
ノートデジタルアーカ
イブス

文書 日 東京大学東洋文化研
究所

倉石武四郎博士の講義ノート
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
中国 中国環境問題研究ポー

タル 
目録 日・英・中 総合地球環境学研究

所中国環境問題研究
拠点

中国の環境問題関連書籍リスト

モンゴル NEARDB:モンゴル(人
民共和）国科学アカデ
ミー刊行人文社会系学
術定期刊行物記事索引
データベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

モンゴル人文学系研究の基本的文献のデータベース

チベット Tibetan-Sanskrit 構
文対照電子辞書プロ
ジェクトeDic

データベース サンスクリッ
ト語・チベッ

ト語

東京大学東洋文化研
究所

散逸した大乗経典のサンスクリット原典を，チベット
訳経典をもとに構文レベルで復元する際のツールとな
ることを目指したデータベース。現在利用できるの
は，『法華経』（Saddharmapu.n.dariika）『八千頌般
若経』（A.s.tasaahasrikaa Praj~naapaaramitaa）
『金光明経』（Suvar.naprabhaasa）『ウダーナヴァル
ガ』（Udaanavarga）『正理一滴論註』（Nyaayabindu.
t i i k a a）『宝性論』（R a t n a g o t r a v i b h a a g a -
mahaayaanottaratantra^saastra）『仏所行讃』
（Buddhacarita）Laghukaalacakratantraraaja-.tiikaa 
vimalaprabhaa Sarvatathaagataadhi.s.thaana-vyuuha。
上記テクストの一部あるいは全部を利用したTibetan-
Sanskrit構文対照電子辞書

東南アジア 東南アジア―歴史と文
化―

論文誌 日・英 東南アジア学会 東南アジアに関する学術論文誌

東南アジア Southeast Asian 
Studies

論文誌 英 京都大学東南アジア
研究所

東南アジアに関する学術論文誌（英文）

東南アジア 東南アジア研究 論文誌 日 京都大学東南アジア
研究所

東南アジアに関する学術論文誌（和文）

東南アジア 東南アジア学会会報 論集 日 東南アジア学会 東南アジアに関する学術情報誌

東南アジア 研究叢書 論集 英・日 京都大学東南アジア
研究所

東南アジアに関する学術研究の成果

東南アジア Kyoto Review of 
Southeast Asia

論集 日・英・タイ
語・インドネ

シア語

京都大学東南アジア
研究所

東南アジアに関する多言語オンラインジャーナル

東南アジア 東南アジア関係文献目
録データベース

データベース 日 東南アジア学会 会誌『東南アジア：歴史と文化』に掲載されている「東南
アジア関係文献目録」を基に作成された日本語の文献目録
データベース

フィリピン ボントック語会話辞書 データベース 英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Talking Dictionary of Khinina-ang Bontok: The 
Language Spoken in Guina-ang, Bontoc, Mountain 
Province, the Philippines

フィリピン Talking Dictionary 
of Khinina-ang 
Bontok　（ボントック
語音声画像辞書）

データベース 英 国立民族学博物館 Lawrence A. Reidハワイ大学名誉教授が編集した、フィ
リピン・ルソン島北部で話されるボントック語のギナアン
方言の辞書

フィリピン フィリピンのマニラ首
都圏の障害者の生計
データ（2008年実施）

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所がPhilippine Institute for Development 
Studies (PIDS) およびフィリピンの障害当事者団体と共同
で収集したデータ

インドネシア NUSA: Linguistic 
studies of languages 
in and around 
Indonesia

論文誌 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

インドネシア地域の言語の研究論文

インドネシア 災害と社会　情報マッ
ピング・システム

データベース インドネシア
語

京都大学地域研究統
合情報センター

インドネシアの全国紙の記事をもとに、アチェ州と西スマ
トラ州について、自然災害、紛争・事件、選挙などのテー
マで収集した記事等のデータベース

インドネシア アチェ津波モバイル博
物館

データベース インドネシア
語

京都大学地域研究統
合情報センター

2004年12月に発生したインド洋津波（スマトラ島沖地震・
津波）の被害と救援・復興の経年変化の様子を地図上で示
すシステム

マレーシア・
インドネシア

マレー・インドネシア
語雑誌記事横断検索シ
ステム

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

『QALAMデータベース』、『Waktuデータベース』を統合
的検索システム

マレーシア・
インドネシア

『カラム』雑誌記事デー
タベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

『Qalam』（1950～1969年、シンガポール発行、マ
レー語、ジャウィ文字使用）の全記事検索システム

マレーシア・
インドネシア

『ワクトゥ』雑誌記事
データベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

『Waktu』（1947～1958?年、メダン発行、インドネシア
語、ローマ字使用）の創刊号から1958年2月分までの全記
事索引システム
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
マレーシア マレーシア研究 論文誌 日 日本マレーシア学会 「マレーシア研究」に関する論説、研究ノート、書評論文、

および書評を掲載

マレーシア マレーシア世界の窓 論集 日 日本マレーシア学会 マレーシアとそれを取り巻く世界の成り立ち・かたち・動
きを日本マレーシア学会（JAMS）の会員が解説

マレーシア 知識探訪 論集 日 日本マレーシア学会 マレーシアの日常生活で見られるものごとを切り口に、日
本マレーシア学会（JAMS）会員が多民族社会マレーシア
の横顔を紹介

マレーシア ディスカッションペー
パー

論集 日・英 日本マレーシア学会 マレーシアに関するディスカッションペーパー

マレーシア JAMS News 論集 日・英 日本マレーシア学会 マレーシアに関する情報

マレーシア マレーシア映画 データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

1933年以降にマラヤ／マレーシア（一部シンガポールを含
む）で製作されたマレー語映画を中心とする劇映画約800
本のデータベース

ベトナム チャムの碑文 文書、画像・
写真

日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

チャムの碑文画像

ベトナム ベトナムホイアン歴史
民族誌

文書、画像・
写真

日・英・中 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ホイアンの中華会館・広肇会館・潮州会館・福建会館・瓊
府会館・明郷会館　所蔵碑文画像

カンボジア アンコール・ワット付
近から大量の廃仏発見
-約800年前の歴史を物
語る発掘-

論集 日 上智大学アジア人材
養成研究センター

1980年より、カンボジア文化遺産調査・保存修復に努めて
きた、上智大学 アンコール遺跡国際調査団がバンテアイ・
クデイ遺跡において2001年3月および8月に発掘した800
年前の仏像274体の緊急発掘報告

カンボジア カンボジアの縫製業産
業・企業データ（2003
年実施）

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所がGarment Manufacturers Association 
in Cambodia (GMAK), LIDEE Khmerと共同で収集した
データ

タイ タイ語書誌データベー
ス

データベース タイ語・英 東京大学東洋文化研
究所

東京大学東洋文化研究所が所蔵するタイ語文献のデータベー
ス

タイ 『三印法典』データベー
ス

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

現ラタナコーシン（バンコク）王朝ラーマⅠ世（1782-
1809）の勅命により、アユタヤ滅亡時に残された諸法典の
写本に基づき1805年に編纂された、14世紀中葉から19世
紀初頭までの法令・布告集成

タイ タイ映画 データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

合計1100点余りのタイトルについてのタイ語（一部は英
語）データベース。時代は1925年から現代まで。

ミャンマー ビルマ文字の碑文・墨
文

文書、画像・
写真、論集

日・ビュー語・
パーリ語・モ

ン語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ビルマのバガン期、インワ期、ニャウンヤン期、コンバウ
ン期の碑文・墨文画像

南アジア 南アジア研究 論文誌 日 日本アジア南学会 南アジアに関する和文の学術論文誌

南アジア International 
Journal of South 
Asian Studies

論文誌 英 日本アジア南学会 南アジアに関する英文の学術論文誌

南アジア 南アジア・アフェアー
ズ

論文誌 日 岐阜女子大学南アジ
ア研究センター

南アジア地域に関する学術論文誌

南アジア Japanese Studies on 
South Asian Series

論集 英 日本アジア南学会 南アジアに関する学術叢書の目録

南アジア シーナ語の文法と語彙 論集 英・シーナ語 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ギルギットとラダックのダルド諸語系少数言語である「シー
ナ語」についての研究

南アジア 南アジア文献検索 データベース 英 東京大学東洋文化研
究所

東京大学東洋文化研究所が所蔵する南アジア地域について
の欧文文献を検索するためのデータベース

南アジア ヒンディー語古典デー
タベース

データベース 日・英・ヒン
ディー語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

デーヴァナーガリー文字によ全文検索

南アジア ヒンディー語電子辞書 データベース 日・英・ヒン
ディー語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ヒンディー語電子辞典（形態素解析辞典と見出し語形辞典）

南アジア サンスクリット電子辞
書

データベース サンスクリッ
ト語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Web Sanskrit Dictionary based on ``The Practical 
Sanskrit-English Dictionary'' of Vaman Shivaram Apte.

南アジア サンタル語辞書・検索 データベース 日・英・サン
スクリット語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Bodding's Santali Dictionary Search 
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
南アジア ヒンディー・パンジャー

ビー・カンナダ・テル
グの辞書・見出し語辞
書

データベース 日・その他 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ヒンディー・パンジャービー・カンナダ・テルグの辞書検
索。

南アジア シンハラ語・日本語辞
書

データベース シンハラ語・
日

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

シンハラ語・日本語辞書

南アジア 多言語処理技術の基盤
整備

データベース 日・その他 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

多言語処理技術の基盤整備

南アジア 南アジア、サンスクリッ
ト語写本データベース

データベース 日・英 東京大学東洋文化研
究所

高楠順次郎(1866-1945〉がネパールにおいて収集した180
点に、河口慧海(1866-1945)請来の390点を加え、1915
年に文学部梵文学研究室に収められた総数570点の仏教関
係サンスクリット写本を基礎とするデータベース。

南アジア CARD：ヒンドゥー儀
礼研究のための基礎資
料

データベース 英 東京大学東洋文化研
究所

南アジアの儀礼を中心とした文化のさまざまなレベルの要
素を見出し語として整理したデータベース

南アジア ヒンディー語の世界 文書、画像・
写真、データ

ベース

日・英・ヒン
ディー語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

南アジアおよびヒンディー語に関する研究成果とそれを応
用したコンテンツ。デーヴァナーガリー文字、ヒンディー
語学習、ヒンディー語電子辞書、ヒンディー語全文検索、
ヒンドゥー教の神々、インド憲法。

南アジア アジア諸文字実装プロ
ジェクト

文書、データ
ベース

日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

デーヴァナーガリー文字表  デーヴァナーガリー文字全文検
索。ヒンディー語古典データベース、 ヒンディー語辞書見
出し語データベース(約14万語)、ヒンディー語・日本語・
英語辞書(約3万語) シンハラ語・日本語辞書(約3万語) 。 

南アジア 東京大学東洋文化研究
所インド史跡調査団（イ
ンド・イスラーム史跡）

画像・写真 日・英 東京大学東洋文化研
究所

東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報センター所蔵
写真資料データベース。東京大学インド史跡調査団の撮影
したイスラーム建築遺構の写真を、都市別・史跡別（イン
ド・イスラーム史跡）、建物種類・時代・地図別（ デリーの
中世イスラーム史跡：建物種類・時代・地図からの検索）、
および、図面・拓本・地図集成別（デリーの中世イスラー
ム史跡：図面・拓本・地図集成）から検索可能としたデー
タベース。

南アジア Saiva Scriptures 文書 英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

The Tantaaloka of Abhinavagupta in text (ta_text.tgz 
293589 bytes)  The Tantaaloka in Nagari PDF (ta_pdf.
tgz 1280580 bytes)

南アジア Workbench for Indic 
Scripts

文書 Indic script 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Workbench for Indic Scripts

チベット チベットの言語と文化 データベース 日・チベット
語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

チベット語会話、現代チベット語動詞辞典（ラサ方言）、チ
ベット語動詞概説

チベット チベット 地図 / 人名・
地名検索

データベース 日・チベット
語・漢語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

現代のチベットの地名や人名の表記法や読み方を検索でき
るように作成したもの

チベット 古代チベット語文献オ
ンライン

文書、画像・
写真、データ

ベース

日・英・チベッ
ト語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Old Tibetan Documents Online (OTDO) is a corpus 
of selected Old Tibetan texts (VIIth to XIIth centuries): 
Dunhuang manuscripts, Inscriptions and related 
materials. We provide critically edited texts together 
with search and KeyWord In Context (KWIC) facilities.

ネパール ネパール村落民族誌 文書、画像・
写真

日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ネパール（一部北東インド・ビハール州北部を含む）の３
つの民族・地域における筆者の村落調査の結果報告。３つ
の民族・地域とは、ネワール（Newar, Nevar）、パルバ
テ・ヒンドゥー（Parbate Hindu, Parvate Hindu）およ
びミティラー（Mithila）。

ネパール ネパール写真データ
ベース

データベース 日・英 国立民族学博物館 1958年の「西北ネパール学術探検隊」（隊長：川喜田二郎
氏）に参加した京都文教大学元教授の高山龍三氏と隊員が
撮影した写真（3,584点）、及び同隊がネパールで収集し、
現在、博物に収蔵されている標本資料（295点）の写真

インド インド聖典データベー
ス

データベース 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

プラーナ文献から、『アグニ・プラーナ』(Agni-purān・a)
と『シヴァ・プラーナ』(Śiva-purān・a)の二つを対象とし
たデータベース

インド インド憲法 データベース 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

インド憲法（1996年現在）の全文検索システム
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
インド ヒンドゥー教の神々 データベー

ス・画像
日 東京外国語大学アジ

ア・アフリカ言語文
化研究所

インドの民衆宗教画から採取したこの画像データベース

インド ヒンドゥーの神々の図
像様相

データベー
ス・画像

日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

『神像絵姿集成』

インド アジア文字曼陀羅～イ
ンド系文字の旅

データベース 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

インド系文字データ

インド 南インド寺院管理判決
文データベース

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

英領インド・マドラス管区とタミルナードゥ州における寺
院をめぐる訴訟のマドラス高等裁判所での判決文を収録

インド インド（タミル語）映
画

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

Dr. M. Nadarajahから寄贈された約150本におよぶ同氏
のタミル語映画コレクション

バングラデ
シュ

バングラデシュのニッ
トウエア産業・企業デー
タ（2001年実施）

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所がBangladesh Knitwear Manufacturers 
and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh 
Institute of Development Studies (BIDS)と共同で収集
したデータ

西アジア アル＝アフガーニーと
イスラームの「近代」

論集 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

共同研究プロジェクト『アル＝アフガーニーとイスラーム
の「近代」』の研究成果

西アジア オスマン古地図（jpeg
データ）

画像・写真 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

『オスマン帝国完全詳細地図帳』に収められた35枚の地図

西アジア オスマン古地図
（Zoomaデータ）

画像・写真 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

18世紀半ばから第一次世界大戦後トルコ共和国初期にかけ
ての時期の古地図

西アジア 19世紀オスマン朝演劇
ポスター 

データベー
ス・画像

日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

19世紀オスマン朝劇場ポスター

西アジア Sinai Rock 
Inscription

画像・写真 英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Sinai Rock Inscription写真画像

中央アジア トルキスタン集成デー
タベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

19世紀後半から20世紀初頭にかけて収集された、当時の
中央アジアに関する文献資料コレクション

中央アジア・
西アジア

中央アジア・西アジア地
形図コレクション（標
定図）

画像・写真 日 京都大学地域研究統
合情報センター

旧ソ連作成の中央アジア・西アジア地形図コレクションの
評定図

中東 日本中東学会年報 論文誌 日・英 日本中東学会 中東研究に関する学術論文誌

中東 日本中東学会ニューズ
レター

論集 日 日本中東学会 中東研究に関する研究情報

中東 現代の中東　 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

中東問題の構造を分析し、現地資料に基づく実証的データ
を提供する。（No.48（2010年1月号）をもって休刊）

中東 日本における中東研究
文献データベース

データベース 日・英 日本中東学会 日本における中東研究文献データベース

中東 中東コア地域近現代史
資料データベース（エ
ジプト新編地誌）

データベース アラビア語 東京大学東洋文化研
究所

『エジプト新編地誌』全20巻のうち、第1巻から第6巻まで
のカイロを扱った部分を収録したデータベース

中東 中東コア地域近現代史
資料データベース（エ
ジプト議会議事録）

データベース 英 東京大学東洋文化研
究所

Parliamentary Records in monarchical Egypt (Madabit 
majlis al-Nuwwab and Madabit Majlis al-Shuyukh , 
1924-1952) at the Institute of Oriental Culture, the 
University of Tokyo.

中東 吉川シュメール語辞書
データベース

データベース 日・英 国立民族学博物館 広島大学文学部名誉教授吉川守先生が完成したシュメール
語関連の研究資料

アフガニスタ
ン

鮮麗なる阿富汗一八四
八

文書、画像・
写真、論集

日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

ジェームズ・ラットレー（イギリス軍中尉）が描いたスケッ
チをもとにした石版画（リトグラフ）30点。アフガニスタ
ンの、160年前の伝統的な風俗や習慣を伝える。その他ア
フガンの研究資料。

エジプト カイロの肖像・19世紀 文書、画像・
写真、論集

日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

カラー図版、作者とその年代、カイロの歴史年表

ユーラシア Eurasia Border 
Review

論文誌 英 北海道大学スラブ研
究センター

日本を含むユーラシア地域研究の統合を目的として、 グロー
バルCOEプログラム「境界研究の拠点形成」が編集・発行
する、アジアや旧ソ連の境界を扱う総合的な学術論文誌
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
ユーラシア 比較地域大国論集 論集 日・英 北海道大学スラブ研

究センター
研究の主たる対象となるロシア，中国，インドなどユーラ
シアの地域大国の比較研究に関する論集

スラブ・
ユーラシア

Acta Slavica 
Iaponica

論文誌 英 北海道大学スラブ研
究センター

Acta Slavica Iaponica is an international and 
interdisciplinary journal devoted to　the study of 
Russia, Eastern Europe, the Caucasus, and Central 
Asia, as well as the relations or　comparison of these 
regions with other regions of the world.

スラブ・ユー
ラシア

スラヴ研究 論文誌 日 北海道大学スラブ研
究センター

『スラヴ研究』は、日本におけるスラブ・ユーラシア研究の
発展に貢献 することを目的として、北海道大学スラブ研究
センターが編集・発行するレフェリー制学術雑誌

スラブ・ユー
ラシア

スラブ・ユーラシア研
究報告集

論集 日・ロシア語 北海道大学スラブ研
究センター

1979年から2004年まで出版された『スラブ研究センター
研究報告シリーズ』の趣旨を受け継いだ、スラブ研究セン
ターを舞台とした恒常的な研究活動のプロセスおよび成果
を反映するワーキグ・ペーパー

スラブ・ユー
ラシア

21COEプログラム研
究報告集

論集 日・英・ロシ
ア語

北海道大学スラブ研
究センター

スラブ研究センターが中心となって培ってきたスラブ地域
研究に関する21COEプログラムの研究報告集

スラブ・ユー
ラシア

スラブ研究センター研
究報告シリーズ

論集 日・英・ロシ
ア語

北海道大学スラブ研
究センター

センター研究報告会および重要な研究会での報告、ディス
カッション・ペーパー等

スラブ・ユー
ラシア

ポスト社会主義諸国選
挙・政党データベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

社会主義体制が解体し自由選挙が行われるようになった中
東欧および旧ソ連諸国において、2008年までに行われた
選挙ならびに選挙に参加した主要な政党に関するデータ

スラブ・ユー
ラシア

スラブ研究リンク集 ポータル 日・英 北海道大学スラブ研
究センター

スラブ研究センターのスタッフが研究に利用しているサイ
トを集め、関連分野と対象地域によって大まかに分類した
もの

スラブ・東欧 JESSEES 論文誌 日・英 日本スラブ東欧学会 スラブ・東欧に関する学術論文誌

ロシア ロシアにおけるイスラ
ムと政治

論集 ロシア語 北海道大学スラブ研
究センター

ロシアにおけるイスラムと政治に関するワーキングペーパー

ロシア ワーキングペーパー 論集 日・英 一橋大学経済研究所 ロシア研究センター発行のワーキングペーパー

ロシア 現代ロシア文学 文書 日 北海道大学スラブ研
究センター

現代ロシア文学のREFERENCE GUIDE-ON-LINE

ロシア 現代ロシア作家 文書 英・ロシア語 北海道大学スラブ研
究センター

現代ロシア文学のREFERENCE GUIDE-ON-LINE

ロシア ロシア地形図コレク
ション（標定図）　

画像・写真 日 京都大学地域研究統
合情報センター

旧ソ連作成のロシア地形図コレクションの評定図

ロシア・ユー
ラシア

ユーラシア研究 論文誌 日 ユーラシア研究所 ロシア・ユーラシアを対象とした学術研究論文

ロシア・ユー
ラシア

月刊ロシア・ユーラシ
アの経済と社会

論集 日・外国語 ユーラシア研究所 中央アジア、コーカサス、中東欧諸国など、バルト海から
日本海に至るユーラシアの広い範囲を、また分野的には、
経済を中心として、政治、法律、社会、歴史その他広社会
科学全般を対象とする研究論集

ロシア・ユー
ラシア

ユーラシアブックレッ
ト

論集 日 ユーラシア研究所 ロシア・ユーラシアの多岐にわたるテーマの論集

ロシア・ユー
ラシア

中東欧・旧ソ連諸国の
選挙データ

統計 日 北海道大学スラブ研
究センター

社会主義体制が解体し自由選挙が行われるようになった中
東欧および旧ソ連諸国における、これまでの国会議員選挙、
大統領が公選で選出される国の大統領選挙、および欧州連
合(EU)加盟国の欧州議会議員選挙の結果を、選挙規則や政
党に関する基礎的な情報とあわせて公開

ロシア・ソ連 ロシア・ソ連統計集所
蔵目録

目録 英 北海道大学スラブ研
究センター

1985年以降にモスクワで出版されたロシア・ソ連の公式
統計集のうち、スラブ研究センターが所蔵するものの目録

ソ連 ソ連経済統計 統計 日・英 北海道大学スラブ研
究センター

「ソ連経済統計データベース(Soviet Economic Statistical 
Series; 略称SESS)」は、主として、ソ連・ロシア経済の
基本資料であるソ連・ロシアの公式統計を収録したデータ
ベース。採録しているのはソ連統計国家委員会（1987年８
月まではソ連中央統計局）、ソ連対外経済関係省（1987年
まではソ連外国貿易省）、ソ連財務省発行の統計集。ロシア
統計国家委員会、ロシア対外経済関係省発行の統計集。CIS
統計委員会発行の統計集。コメコン書記局『コメコン諸国
統計年鑑』。『ソ連東欧貿易調査月報』（日ソ貿易統計資料）。

リトアニア Local Elections in 
Lithuania: 1995, 
1997, 2000

論集 英 北海道大学スラブ研
究センター

Local elections in Lithuania: 1995, 1997, and 2000
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対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
ベラルーシ ベラルーシ地方政治 論集 ベラルーシ・

ロシア語
北海道大学スラブ研
究センター

База данных сайта содержит биографии и харак
теристики представителей элиты белорусских 
регионов (включая первых секретарей обкомов 
и председателей облисполкомов), занимавших 
руководящие посты в республике с конца 1980-
х годов. 

ベラルーシ Show Trials against 
the Belorussian 
Upper Elites 
under President 
Lukashenko

論集 ロシア語 北海道大学スラブ研
究センター

These data were compiled by the Informational 
and Analytical Center for NGOs affi  liated with the 
World Association of Belarusians “Bats’kaushchyna,” 
headed by Vladimir Rovdo, associate professor at 
Belarus State University, in cooperation with the Slavic 
Research Center, Hokkaido University. 

ベラルーシ Working Papers on 
Belorussian Politics

論集 ロシア語 北海道大学スラブ研
究センター

Working Papers on Belorussian Politics

ウクライナ ウクライナ地方政治 論集 ウクライナ・
ロシア語

北海道大学スラブ研
究センター

База данных сайта содержит биографии и хара
ктеристики представителей политической эли
ты, занимавших руководящие посты в органах п
артийной, исполнительной власти и местного с
амоуправления в украинских регионах с конца 
1980-х годов. 

チェルノブイ
リ

チェルノブイリデータ
ベース

データベース 日・英・ロシ
ア語

北海道大学スラブ研
究センター

原発事故に関するデータベース

EU EU東方拡大と東欧社会 論集 英 北海道大学スラブ研
究センター

Working Papers on EU and Eastern Europe

EU EU KLEMS Database 
November 2009

データベース 英 一橋大学経済研究所 日本、米国、EU 加盟国を対象とし、日本を含めて2007年
までをカバーするEU のプロジェクトで作成されたデータ
ベース

アフリカ アフリカ研究 論文誌 日・英 日本アフリカ学会 アフリカに関する学術論文誌

アフリカ アフリカレポート 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アフリカ諸国の直面する問題を政治・経済・社会の動きか
ら解説し、併せて資料情報も提供

アフリカ AGE File ‐アフリカ
成長企業ファイル

論集・データ 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

急成長するアフリカ企業のリスト

アフリカ 西アフリカ民族誌 文書、画像・
写真、論集

日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

仏領西アフリカに関するこれまでの研究、ダン語口頭伝承、
リベリア内戦史資料、エッセイ、写真コラム、アフリカ関
連の蔵書、仏蘭西アフリカ・紙幣コレクションに関する資
料群

マダガスカル マダガスカル研究 文書、画像・
写真、論集

日・マダガス
カル語

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

マダガスカルに関する調査・研究レポート、貴重文書資料
館、写真館 ツィミヘティ族の人びとの暮らしに関する資料
群

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ研究年
報

論文誌 英・日・スペ
イン語

日本ラテンアメリカ
学会

ラテンアメリカに関する学術論文誌

ラテンアメリ
カ

ラテン・アメリカ論集 論文誌 日・英 ラテン・アメリカ政
経学会

社会科学分野においてラテン・アメリカを対象にした学術
論文誌

ラテンアメリ
カ

イベロアメリカ研究 論文誌 日・スペイン
語・英

上智大学イベロアメ
リカ研究所

ラテンアメリカを対象とする論文、研究ノート、書評など
で未発表のもの。論文、研究ノート、資料、書評、研究所
ニュースを含む。

ラテンアメリ
カ

Encontros 
Lusofonos

論文誌 日・ポルトガ
ル語

上智大学イベロアメ
リカ研究所

ポルトガル語圏ないしは、ポルトガル語圏と密接に関係す
る事柄を対象とした学術論文、研究ノート、書評などで未
発表のもの

ラテンアメリ
カ

日本ラテンアメリカ学
会会報

論集 日 日本ラテンアメリカ
学会

ラテンアメリカに関する研究論集

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ研究 
(ILA)

論集 日・スペイン
語・英

上智大学イベロアメ
リカ研究所

若手研究者を中心としたイベロアメリカ地域に関する研究
論文

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ・モノグ
ラフ・シリーズ (LAMS)

論集 日・スペイン
語・ポルトガ
ル語・英ほか

上智大学イベロアメ
リカ研究所

当研究所企画の共同研究および所員の個人研究の成果発表

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ研究所
『紀要』

論集 日・スペイン
語

京都ラテンアメリカ
研究所

ラテンアメリカに関する研究論集

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカレポー
ト　

論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

変動するラテンアメリカ諸国の情勢を分析

ラテンアメリ
カ

FIAL論壇 論集 日 FIAL ‐ イベロ＆ラ
テンアメリカフォー
ラム

イベリアとラテンアメリカに関する論集
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地 域 分 類

対象地域 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
ラテンアメリ
カ

活動報告（フォーラム・
フリートーク）

論集 日 FIAL ‐ イベロ＆ラ
テンアメリカフォー
ラム

イベリアとラテンアメリカに関する論集・活動報告

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ文献目
録

目録 日 上智大学イベロアメ
リカ研究所

日本で発行された、日本語で書かれたラテンアメリカに関
する書籍および雑誌記事の目録

ラテンアメリ
カ

京都ラテンアメリカ研
究所主要蔵書

目録 スペイン語 京都ラテンアメリカ
研究所

主要蔵書のリスト（Diario Ofi cial  メキシコ政府官報（1973
年～）、Uno más uno  ウノ・マス・ウノ紙（1989年～）、
Colección Popular FCE)、Breviarios (FCE)、Escritores 
Mexicanos、Códices Prehispánicos (FCE)、Crónicas 
de América、Obras Completas de Sor Juana Inés de 
la Cruz (UNAM)、Obras Completas de Alfonso Reyes 
(UNAM)、Latin American Weekly Report、Historia 
Mexicana (El Colegio de México)）

ラテンアメリ
カ

旧ポルトガル語圏研究
所出版物

文書 日・ポルトガ
ル語

上智大学イベロアメ
リカ研究所

旧ポルトガル語圏研究所出版物の書誌情報

ラテンアメリ
カ

ラテンアメリカ日誌
1978～2000

文書 上智大学イベロアメ
リカ研究所

web上では内容非公開

ラテンアメリ
カ

日本・ラテンアメリカ
関係日誌1978～2000

文書 上智大学イベロアメ
リカ研究所

web上では内容非公開

アメリカ アメリカ研究 (The 
American Review)

論文誌 日・英 アメリカ学会 アメリカに関する学術論文誌

アメリカ The Japanese 
Journal of American 
Studies

論文誌 英 アメリカ学会 アメリカに関する特に英文の学術論文誌

アメリカ 同志社アメリカ研究 論文誌 日・英 同志社大学アメリカ
研究所

アメリカ研究に関する学術論文誌

アメリカ アメリカ学会会
報 (The American 
Studies Newsletter)

論集 日 アメリカ学会 アメリカに関するエッセイや書評

アメリカ 同志社大学アメリカ研
究所所蔵資料

目録 英 同志社大学アメリカ
研究所

Life（1936-1972年、1-73巻、Time(出版社））、日系移
民、Foreign Relations of The United States（1861年
-現在、全巻）、Message and Documents (Diplomatic 
Correspondence)（1861-1878年）

カナダ ニューズレター 論集 日・英 日本カナダ学会 カナダ研究に関する情報

カナダ コラム 論集 日 日本カナダ学会 日本カナダ学会員のコラム

カナダ メイプル豆辞典 データベース 日・英 日本カナダ学会 カナダ全般を知るための簡便な事典

カナダ JACS書誌情報データ
ベース

データベース 日 日本カナダ学会 カナダ研究に関する書誌情報

カナダ JACSアルバム 画像・写真 日・英 日本カナダ学会 学会員が撮影した、カナダ各地やカナダ関連の写真

アメリカ・
太平洋

アメリカ太平洋研究 論文誌 日・英 東京大学総合文化研
究科附属アメリカ太
平洋地域研究センター

東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研
究センターの紀要

アメリカ・
太平洋

東京大学アメリカン・
スタディーズ

論文誌 日・英 東京大学総合文化研
究科附属アメリカ太
平洋地域研究センター

東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研
究センターの紀要
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テーマ 分 類 Japan Consortium for Area Studies (JCAS)

対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
地域横断
（アジア・中
東）

上智アジア学 論文誌 日・英ほか 上智大学アジア文化
研究所

アジア、中東などに関する論文、資料、研究ノート、調査
研究活動報告

地域横断
（アジア・中
東）

Monograph Series 論文誌 日・英ほか 上智大学アジア文化
研究所

主に、アジア・南アジア・中東に関する論文、資料、研究
ノート、調査研究活動報告

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア経済　 論文誌 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

開発途上国に関する和文学術論文誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

The Developing 
Economies　

論文誌 英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

開発途上国に関する英文学術論文誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ研究 論文誌 日・英 特定非営利活動法人 
アジア・アフリカ研
究所

アジア・アフリカに関する学術論文誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ地域
研究

論文誌 日・英 京都大学大学院アジ
ア・アフリカ地域研
究研究科

アジア・アフリカ地域に関する学術論文誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ言語
文化研究 (Journal of 
Asian and African 
Studies)

論文誌 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

アジア・アフリカの言語学・歴史学・文化人類学に関する
学術研究論文誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカの言
語と言語学

論文誌 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

フィールドワークに基づく記述的言語研究の成果を発信す
るための学術雑誌

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ言語
文化叢書

論集 日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

研究叢書の目録

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ地域・
文化研究

論集 日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

本研究所が主催している共同研究プロジェクトの研究報告
の目録

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

研究双書 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所の基礎研究成果をとりまとめた途上国研
究専門書

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジ研選書 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

理論から現場まで、専門家からビジネスマン・学生まで、
幅広い分野でニーズに応える解説書

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

情勢分析レポート 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

国内外で関心の高いトピックスや緊急な問題について、さ
まざまな側面から解説や展望を行う

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア経済研究所叢書
（岩波書店刊）

論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

研究成果のうち岩波書店より刊行する学術書

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

文献解題 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

発展途上地域研究のため膨大な文献の中から重要なものを
選択し解題。専門家向けの必携参考資料。

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

ポリシー･ブリーフ 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

政策やビジネスへの政策提言・政策判断の基礎的材料とな
る研究成果

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

機動研究成果報告 論集 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

機動研究成果報告

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

IDE Discussion 
Papers

論集 英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所の英文ディスカッションペーパー

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

調査研究報告書 論集 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

各研究会がとりまとめた報告書
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テーマ分類

対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
地域横断
（アジア・アフ
リカ）

政策提言研究 論集 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

経済産業省など政策当局の具体的な要請に基づいた我が国
の通商政策・経済協力に寄与する政策提言に関する論集

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

海外研究員レポート 論集 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

各国に派遣された海外研究員の赴任地における政治、経済、
社会等の諸事情

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ基礎
語彙集

論集 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所スタッフ
が行ったフィールドワークの成果。内容は基礎的な語彙集
から辞書まで多岐にわたる。

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

統計資料 統計 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所が収集・整備した開発途上諸国の貿易・
生産・人口などの諸統計データを基にして作成した統計時
系列表、品目分類表、およびその成果

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

統計資料シリーズ
（2010-）

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所が収集・整備した開発途上諸国の貿易・
生産・人口などの諸統計データを基にして作成した統計時
系列表、品目分類表、およびその成果（2010年以降）

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

統計資料シリーズ
（2000-2009）

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所が収集・整備した開発途上諸国の貿易・
生産・人口などの諸統計データを基にして作成した統計時
系列表、品目分類表、およびその成果（2000年～2009年）

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

統計資料シリーズ
（1990-1999）

統計 日・英 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

アジア経済研究所が収集・整備した開発途上諸国の貿易・
生産・人口などの諸統計データを基にして作成した統計時
系列表、品目分類表、およびその成果（1990年～1999年）

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ言語
調査票

統計、文書 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

言語調査票

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカ研究
所出版物

データベース 日・英 特定非営利活動法人 
アジア・アフリカ研
究所

アジア・アフリカに関する出版物のリスト

地域横断
（アジア・アフ
リカ）

アジア・アフリカにお
ける多言語状況データ
ベース

データベース 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

アジア・アフリカの国々における国内の多言語の使用状況
を質問票に基づいて整理したデータベース

地域 地域研究 論文誌 日 地域研究コンソーシ
アム

地域研究に関連する学術論文誌

地域 地域文化研究 論文誌 日・英 東京大学総合文化研
究地域文化研究専攻

東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻の教員と
学生双方の参加による研究誌

地域 ODYSSEUS東京大学
大学院総合文化研究科
地域文化研究専攻紀要

論文誌 日・英 東京大学総合文化研
究地域文化研究専攻

東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻の紀要

地域 筑波大学地域研究 論文誌 日・英 筑波大学人文社会科
学研究所

当専攻が発行する紀要にふさわしい、未発表の論文

地域 CIAS Discussion 
Paper Series

論集 日 京都大学地域研究統
合情報センター

地域研の教員や共同研究員などの研究成果

地域 JCAS連携研究成果報
告

論集 日 京都大学地域研究統
合情報センター

旧国立民族学博物館地域研究企画交流センターの出版物

地域 地域研究論集 論集 日 京都大学地域研究統
合情報センター

旧国立民族学博物館地域研究企画交流センターの地域研究
関連の出版物

地域 JCAS Symposium 
Series

論集 日・英・スペ
イン語

京都大学地域研究統
合情報センター

地域研究コンソーシアムがかかわったシンポジウムの報告
で、旧国立民族学博物館地域研究企画交流センターが出版
したもの

地域 JCAS Occasional 
Papers

論集 英・日・スペ
イン語

京都大学地域研究統
合情報センター

地域研究コンソーシアム加盟組織の研究者の研究成果出版
物で、旧国立民族学博物館地域研究企画交流センターが出
版したもの

地域 東洋文化研究所紀要 論文誌 日・英 東京大学東洋文化研
究所

論文雑誌「東洋文化研究所紀要」

地域 CSISDAYS 研究アブ
ストラクト

論集 日・英 東京大学空間情報科
学研究センター

CSIS年次シンポジウム「全国共同利用研究発表大会」のプ
ログラム・アブストラクトの一覧

圏（熱帯） TROPICS/熱帯研究 論文誌 日・英 日本熱帯生態学会 熱帯の生態学的研究に関する学術論文誌

圏（熱帯） 日本熱帯生態学会
ニューズレター

論集 日・英 日本熱帯生態学会 熱帯の生態学的研究に関する論集・情報誌

圏（熱帯） 熱帯農学研究 論文誌 英 九州大学熱帯農学研
究センター

熱帯農業に関連する論集
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対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
圏（熱帯） 熱帯医学研究所成果リ

ポジトリ
データベース 日・英 長崎大学熱帯医学研

究所
長崎大学熱帯医学研究所における研究成果のリポジトリ

圏（黒潮） 黒潮圏科学 Kuroshio 
Science

論集 日・英 高知大学総合人間自
然科学研究科黒潮圏
総合科学専攻

黒潮圏に関連する論集

政治経済 国際関係研究 論文誌 日 日本大学国際関係学
部国際関係研究所

国際関係の論文誌

政治経済 経済研究 論文誌 日・英 一橋大学経済研究所 経済に関するすべての問題についての研究論文誌

政治経済 一橋大学経済研究所編
集ディスカッション
ペーパー

論集 日・英 一橋大学経済研究所 ディスカッションペーパー（経済研究所発行）

政治経済 ディスカッションペー
パー

論集 日・英 一橋大学経済研究所 世代間問題の経済分析に関するディスカッションペーパー

政治経済 ディスカッションペー
パー

論集 日・英 一橋大学経済研究所 物価研究センター「ミクロ取引データに基づく物価・家計
行動の分析」に関するワーキングペーパー

政治経済 ディスカッションペー
パー

論集 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

国際経済政策に関する研究論集

政治経済 ニューズレター 論集 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

国際経済政策に関する研究論集

政治経済 刊行物 論集 日 名古屋大学経済学研
究科附属国際経済政
策研究センター

国際経済政策に関する刊行物の目録

政治経済 エイズ・結核・マラリ
アの関連の薬の特許出
願数データ

統計 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

日本の特許庁に出願されたエイズ・結核・マラリア関連の
薬の腫瘍製薬産業別特許出願数データ

人文社会 人文學報 論文誌 日 京都大学人文科学研
究所

人文学研究部所属の所内研究員の論文、人文学研究部の共
同研究に参加している所外研究協力者の論文

人文社会 ＺＩＮＢＵＮ 論文誌 英 京都大学人文科学研
究所

研究所構成員の研究業績を広く海外に紹介

人文社会 人文科学研究所研究報
告書

論集 日・英 京都大学人文科学研
究所

研究成果報告書

人文社会 シンポジウム論集 論集 日・英 京都大学人文科学研
究所

シンポジウムの成果刊行物

人文社会 人文 論集 日 京都大学人文科学研
究所

研究員の個人研究の内容紹介

人文社会 Contact Zone（コン
タクト・ゾーン）

目録 日 京都大学人文科学研
究所

京都大学人文科学研究所人文学国際研究センターの研究成
果集

人文社会 大学院ゼミ基本文献
データベース

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

大学院生を対象とする文化行為論ゼミでの発表・修士論文
の作成準備を支援する基本文献

人文社会 ミクロ人類学関連文献
データベース

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

過去20年間におけるミクロ人類学に関わる基本文献。主と
して雑誌論文・論文集に収められた論文

人文社会 性文化研究基本文献・
資料データベース

データベース 日 京都大学人文科学研
究所

主として1990年代の日本の雑誌記事・単行本を収録。現
在の私（田中雅一教授）の関心に基づく。

人文社会 人文科学研究所調査報
告書

目録 日 京都大学人文科学研
究所

人文科学研究所調査報告書の書誌目録

人文社会 資料集・索引・共同研
究資料叢刊

目録・論集 日 京都大学人文科学研
究所

資料集・索引・共同研究資料叢刊

人文社会 国立民族学博物館研究
報告

論文誌 日・英 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する学術論文誌

人文社会 民博通信 論集 日 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する論集

人文社会 Minpaku 
Anthropology 
Newsletter

論集 英 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する英文論集

人文社会 国立民族学博物館研究
年報

論集 日 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する論集

人文社会 Senri Ethnological 
Studies (SES) 

論集 英 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する英文論集
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テーマ分類

対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
人文社会 国立民族学博物館

調査報告(Senri 
Ethnological 
Reports) 

論集 日・外国語 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する論集

人文社会 国立民族学博物館研究
叢書

論集 日 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する論集

人文社会 国立民族学博物館論集
（みんぱく論集）

論集 日語 国立民族学博物館 民族学、人類学および関連諸科学に関する論集

人文社会 標本資料目録データ
ベース

データベース 日 国立民族学博物館 標本資料（生業や生活、儀礼、製作技術にかかわる用具類
など）の情報

人文社会 標本資料詳細情報デー
タベース

データベース 日 国立民族学博物館 標本資料について、使用に関する情報や製作に関する情報、
名称に関する情報、収集に関する情報など、標本目録デー
タベースと比較してより詳しい情報を提供

人文社会 標本資料記事索引デー
タベース

データベース 日 国立民族学博物館 民博関連の出版物の中から所蔵する標本資料を解説した部
分を抽出し、書誌情報や記載されている標本番号、標本名
などを収録したもの

人文社会 映像資料目録データ
ベース

データベース 日 国立民族学博物館 民博が取材・製作したものや、購入したり寄贈を受けた映
像資料

人文社会 ビデオテークデータ
ベース

データベース 日・英 国立民族学博物館 世界のさまざまな地域で暮らす人びとの生活や儀礼、芸能
について映像やマルチメディアで紹介するシステム

人文社会 音楽・芸能の映像デー
タベース

データベース 日 国立民族学博物館 民博が取材したビデオ映像の中から音楽・芸能に関する部
分の情報を収録したもの

人文社会 音響資料目録データ
ベース

データベース 日 国立民族学博物館 レコードやテープ、CDなどの音響資料についての情報

人文社会 音響資料曲目データ
ベース

データベース 日 国立民族学博物館 音響資料について、音楽の曲単位の情報や昔話の一話単位
の情報

人文社会 梅棹忠夫著作目録 
（1934～ ）データベー
ス

データベース 日 国立民族学博物館 民博初代館長の梅棹忠夫氏の長年にわたる著作全体を網羅
した目録データベース

人文社会 中西コレクションデー
タベース ─ 世界の文
字資料 ─

データベース 日 国立民族学博物館 中西印刷株式会社の先代社長である中西亮氏が、世界各地
を廻って集めた、世界の様々な文字に関する資料

人文社会 衣服・アクセサリーデー
タベース

データベース 日・英 国立民族学博物館 衣服標本資料とアクセサリー標本資料の詳細分析情報、お
よび各地域のフィールド写真を収録

人文社会 身装文献データベース データベース 日・英 国立民族学博物館 身装文化に関する雑誌記事、図書の索引情報。1）服装関
連日本語雑誌記事（カレント），2）服装関連日本語雑誌記
事(戦前編)，3）服装関連外国語雑誌記事，4）服装関連日
本語図書，5）服装関連外国語民族誌で構成。

人文社会 民族学研究アーカイブ
ズ

データベース 日 国立民族学博物館 民族学博物館発足以来の研究資料アーカイブズ

人文社会
（言語）

言語文化研究 論集 日・英 大阪大学大学院言語
文化研究科

大阪大学言語文化部・大学院言語文化研究科発行の言語文
化に関する研究論集 

人文社会
（言語）

言語文化学 論集 日・英 大阪大学大学院言語
文化研究科

大阪大学言語文化学会の機関誌

人文社会
（言語）

研究論叢 論集 日・英 京都外国語大学国際
言語平和研究所

言語を通した平和に関する研究論集

人文社会
（言語）

COSMICA 論集 日・英 京都外国語大学国際
言語平和研究所

言語を通した平和に関する研究論集

人文社会
（言語）

AAA+ （Unicode規格
のさまざまな文字や記
号を容易に入力するた
めのソフト）

文書 日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

Unicode規格のさまざまな文字や記号を容易に入力するた
めのソフトウェア

人文社会
（宗教）

一神教学際研究
（JISMOR）

論文誌 日・英 同志社大学　一神教
学際研究センター

一神教に関する学術論文誌

人文社会
（宗教）

一神教世界 論文誌 日・英 同志社大学　一神教
学際研究センター

一神教に関する学術論文誌

人文社会
（宗教）

Japanese and 
Oriental Studies

論文誌 英・アラビア
語

同志社大学　一神教
学際研究センター

カイロ大学との共同発行による、一神教に関する英文学術
論文誌

人文社会
（宗教）

CISMOR VOICE 論集 日 同志社大学　一神教
学際研究センター

一神教世界に関する論集
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対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
人文社会
（宗教）

ユダヤ学会議 論集 英 同志社大学　一神教
学際研究センター

ユダヤ学会議の研究成果報告

人文社会
（宗教）

キリスト教文化研究所
研究年報

論集 日・英 宮城学院女子大学附
属キリスト教文化研
究所

宮城学院女子大学附属キリスト教文化研究所の研究年報

人文社会
（宗教）

多民族社会における宗
教と文化

論集 日 宮城学院女子大学附
属キリスト教文化研
究所

宮城学院女子大学附属キリスト教文化研究所の多民族社会
における宗教と文化に関する研究年報 

人文社会
（宗教）

SOIAS Research 
Paper Series

論集 日・英ほか 上智大学アジア文化
研究所

アジア文化研究所イスラーム地域研究機構（SOIAS:Sophia 
Organization for Islamic Area Studies）発行。機構の研
究成果報告書として、主に文献目録や基礎データなど。

人文社会
（宗教）

イスラム事典 データベース 日 東京大学東洋文化研
究所

『イスラム事典』（初版1982年刊）の事典項目をデータベー
ス化したもの。

人文社会
（宗教）

イスラム文化研究 目録 日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

イスラム文化研究成果の目録

人文社会
（宗教）

アラビア語写本ダイ
バーコレクション

データベース 英・アラビア
語

東京大学東洋文化研
究所

ドイツのイスラーム研究者、ハンス・ダイバー（Hans 
Daiber）氏が収集したアラビア語を中心にしたイスラーム
関係の写本の集成。東洋文化研究所が昭和６１～６２年度、
および平成６年度に購入したもの。

人文社会
（宗教）

ヒジュラ(イスラーム)
暦・西暦換算表

データベース 日 日本貿易振興機構 
アジア経済研究所

ヒジュラ(イスラーム)暦・西暦換算表

国際協力 GLOCOLブックレット 論集 日・英 大阪大学グローバル
コラボレーションセ
ンター

国際協力と共生社会に関する活動報告集

国際協力 グローバル人間学紀要 論集 日・英 大阪大学人間科学研
究科グローバル人間
学専攻

国際協力と共生社会に関する学術研究論集

国際協力 支援プロジェクト報告 論集 日 ジャパン・プラット
ホーム

支援プログラムやプロジェクトの報告書

国際協力 会報 論集 日 特定非営利活動法人　
HANDS

活動情報に関する会報

国際協力 事業報告書 論集 日 特定非営利活動法人　
HANDS

年度ごとの事業の報告詳細

国際協力 活動報告書 論集 日 特定非営利活動法人　
HANDS

年度ごとの活動詳細

理工（災害） 防災研究所突発災害調
査報告資料

論集 日 京都大学防災研究所 突発災害に関する調査研究報告

理工（災害） 防災研究所研究資料館 論集 日 京都大学防災研究所 防災研究所の教員による防災研究に関する資料

理工（災害） 防災研究所突発災害調
査に関する情報共有
ページ

論集 日 京都大学防災研究所 平成21年静岡県駿河湾を震源とする地震および平成20年
岩手県沿岸北部地震に関する災害調査に関する研究資料

理工（災害） 防災研究所年報 論集 日・英 京都大学防災研究所 防災研究に関する論集

理工（災害） 防災研究所 Bulletin 論集 日・英 京都大学防災研究所 防災研究に関する論集

理工 人類生態研究ファイ
ル（Human Ecology 
Files）

文書 英 京都大学東南アジア
研究所

ハワイ大学のEast West Centerで、テリー・ランボー博
士を中心に集められたHuman Ecology に関する約5,600
点の学術資料ファイル。学会の要旨集、雑誌の切り抜き、
論文別刷り、(不)定期刊行物資料など。

理工 布野修司　世界建築
データベース

データベース 日 京都大学地域研究統
合情報センター

滋賀県立大学教授の布野修司先生が集めてきた世界の建築
に関するデータベース。現在、『グリッド都市』（布野修司，
ヒメネス・ベルデホ著、京都大学学術出版会）に掲載され
た図版のみ閲覧可能。

理工 ディスカッションペー
パー

論集 日・英 東京大学空間情報科
学研究センター

CSISにおける研究の成果を公開し、広くコメントを求める
ため、学術論文としては必ずしも完全ではない研究の途中
経過なども含んだ報告論文

理工 森林総合研究所として
は多数データベースあ
り

データベース 日・英 森林総合研究所国際
連携推進拠点

森林総合研究所としては多数データベースあり
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テーマ分類

対象 タイトル 形態 言語 機関名 内　　　　　　容
華僑華人研究 華僑華人研究 論文誌 日・英・中 日本華僑華人学会 華僑華人研究の学術論文誌

タロイモ タロイモデータベース データベース 日・英 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

タロイモに関する調査結果。名称（品種・部分）、分類、調
理法・その他

境界・多島域 境界研究 論文誌 日 北海道大学スラブ研
究センター

人文・社会科学分野を中心とした境界研究（ボーダー・ス
タディーズ）に関する学術論文誌

境界・多島域 多島域データベース データベース 日 鹿児島大学国際島嶼
教育研究センター

文献データベース（薩南諸島データベース・島嶼研出版物
データベース）および資料データベース（鹿児島県島嶼統
計資料・島嶼研究データベース）の統合検索システム

統合 国際学術研究調査関係
研究者データベース

データベース 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

わが国における昭和38年度以降の海外学術調査関連情報の
データベース

統合 地域研究資源共有化
データベース：試行版

データベース 日・英 京都大学地域研究統
合情報センター

インターネット上に分散しているデータベースの統合検索
のためのデータベース

統合 nihuINT　（統合検索シ
ステム）

データベース 日・英 人間文化研究機構 人間文化研究機構の6研究機関がもつ合計100を越えるデー
タベースの横断検索システム

資料 全文画像化図書一覧 画像・写真、
論集

日・英・その
他

東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

本研究所等に登録されている図書のうち、全文画像を閲覧
できる図書をまとめたコミュニティ。

資料 所蔵マイクロフィルム
一覧

画像・写真、
論集

日・英 東京外国語大学地球
社会先端教育研究セ
ンター史資料ハブ地
域文化研究拠点

史資料ハブ地域文化研究拠点史資料総括班所蔵資料（アジ
ア・アフリカ広域、ヨーロッパ・アメリカ、中東・北アフ
リカ、中央アジア・南アジア、東南アジア、中国・台湾・
チベット、日本のマイクロフィルムコレクション）

資料 史資料ハブ地域文化研
究

目録 日 東京外国語大学地球
社会先端教育研究セ
ンター史資料ハブ地
域文化研究拠点

ジャーナル「史資料ハブ地域文化研究」の目録

資料 地図・図像資料一覧 画像・写真、
論集

日 東京外国語大学地球
社会先端教育研究セ
ンター史資料ハブ地
域文化研究拠点

外邦図・水路図・兵要地誌図、アジア各国図、古地図

資料 地図データベース（試
行版）

データベー
ス・画像

日 京都大学地域研究統
合情報センター

地形図のデータベース

資料 地図 画像・写真 英 京都大学東南アジア
研究所

外邦図（1万9千枚）・一般地図（約2万4千枚）

資料 衛星画像 画像・写真 日・英 京都大学東南アジア
研究所

プリント画像、DVD）約3,500シーン

資料 航空写真・空中写真 画像・写真 英 京都大学東南アジア
研究所

Williams-Hunt Collection、国土地理院発行の日本国内の
空中写真(昭和49年～53年)、ラオス、インドネシアの空
中写真など、4,300葉

資料
（英国植民地）

英国議会資料下院文書
ウェブ版　House of 
Commons 

データベース 日・英 京都大学地域研究統
合情報センター

英国議会資料下院文書（18世紀～21世紀）のオンライン
版データベース

資料
（英国植民地）

英国議会資料図版デー
タベース

画像・写真 英 京都大学地域研究統
合情報センター

英国議会資料（下院文書1801-1986、上院文書1801-1920）
の図版のデータベース

交流ネット
ワーク

フィールドネット データベース 日 東京外国語大学アジ
ア・アフリカ言語文
化研究所

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所のフィー
ルドサイエンス研究企画センターを拠点に、日本国内外で
フィールドワークを行う研究者に文系理系、専門分野や所
属をこえた、フィールドや研究上の情報を提供しあう場
（ネットワーク）
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