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［文献目録｝

台北における国書館・文献検索’情報

一入門編・三訂版一

西英昭

はじめに

本稿は筆者が本誌第7号（2002.9）、第 11号（2007.2）に発表した旧稿をさらに改訂し

たものである。改訂版執筆以来さらに5年が経過したので、可能な限り新鮮な情報を提供

すべく今回三訂版を発表することとした。改訂版の際と向様読者の便宜を考え、情報が藍

複する事を承知で全体を改訂する形を取る。筆者が 2011年の台北滞在中に得た情報で可

能な限りの改訂を行うが、短期滞在のうちに！日稿で扱ったすべての情報を再確認すること

は不可能であり、一部情報の古いまま再掲した箇所もあることをお許し演きたい。また既

に詳細な紹介が別途行われているものについてはそれに譲るω。なお本稿では、拙稿「補

論・台湾現行法の誠べ方J（北村一郎編『アクセスガイド外国法』（東京大学出版会・2004)

所収）の情報も古くなってしまったことを考慮、し、台湾現行法の総べ方についても旧稿を

改訂しつつ最低限の情報をまとめておくことにしたい。

I：図書分類法について

目録は図書分類に沿って編まれることが多くまた開架式の図寄館での調査やデータベー

ス検索の際にも図書分類法についての知識は有用である。台湾において8筈lj方の図書館が

採用する分類法が「中悶悶書分類法（頼永枠分類法）Jであり、これは劉闘鈎による中関極

書分類法（1929年）に頼永符が地訂を加えたものである。分類は百の位が4庖表（0総類、

1：哲皐類、 2：宗教類、 3：科皐類、 4 態用科皐類、 5：社合科皐類、 6-7・史地

類、 8：語文類、 9：婆ゆ陣賀）を示し、十以下の位が下位分類を示す形で細分化されて行

く。例えば5 （社舎科皐類）→58（法律）→580（法律総論）→580.9（法制史）→580.92

（中閣法制史）という具合であるω。最近はこれをさらに改良して『中文聞書分類法~ （図

家図書館・ 2007）が発表されており、今後はこれが標準となっていくものと思われる。

政治大挙、師範大卒などで現在も使用される分類に「中関画書十進分類法（何回章分類

法）」がある。これも同様の形式で百の伎が線表（0：綜合部、 1：哲皐部、 2：宗教部、

3 社舎科挙部、 4：語言文字皐部、 5 自然科皐部、 6 路用科拳部、 7：重芸術部、 8:

文挙部、 9：史地部）を示し以下細分化されてし、く。即ち 3 （社曾科卒部）→35（法律）
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→350 （法律挙飽論）→350.9（法制史）という具合である（3）。また図書分類ではないが、

牽湾省文献委員舎作成の文献目録で同会『牽海省、通志稿』 ωの編呂に治った分類がなされ

ている場合がある。

E：書籍・論文検索方法

以下では主に書籍・論文の総合的な目録・検索方法を紹介し、各図書館の目録は後述の

各図書館の所蔵紹介にあわせて紹介する。各分野の目録の紹介は割愛するので、各機関の

レファレンスコーナーを活用されたい。

II-i：パソコンによる検索

台湾で、はパソコンによる検索システムが発達しており日本からでも検索可能であるが、

繁体字が表示・入力できる環境設定が必要となるω。現地で検索システムを利用するには

注音符号に習熟しておくと便利である。排音での入力法もある。たまに方式が古いとお十音

入力そのものがない、またはあっても簡体字にしか対応しないなどの問題がある。注音輸

入法なら大抵のパソコンlこ導入されているので便利である。また倉額輸入法など入力時間

を短縮できる入力法もある。

数ある検索システムでも国家国書館（http://www.ncl.edu.tw／）提供のものは利用価値が

高し、。「問書資源」にある f館蔵目録査詞系統Jは園家図書館の蔵書、 f全園図書書目資訊

網J(http://nbinet.ncl.edu.tw／）内のNBIN et鼠書聯合目録は台湾内各図書館の蔵書、「期

干lj執紙Jにある「肇湾期刊論文索引系統」（http://readopac.ncl.edu.tw/nclJournal/）は雑

誌掲載論文、「全国期利聯合目録Jは雑誌所蔵機関、 f熱円資源」にある「長狗博綴士論文

系統J（「牽糊等碩士論文知識力日値系統J(htゅ：／／ndltd.ncl.edu加 rl）） は博士・修士論文、「古

籍文献」にある「古籍文献資言琳伺」（http://rarebook.ncl.edu.tw/rbookod／）は線装警・善

本の検索システムである。また各大学・研究機関の図書館が開設する検索システムも利用

できる。

E一五：冊子体自録について

データベース全盛の昨今、冊子体図録が手に取られることは大変少なくなっているが、

現在でも参照されるべき貴重な情報源であることは言を侠たない。

E一証一 1：書籍検索

書籍目録は台湾に関するものが多い。『豪語考文献資料聯合目録初稿』（牽繕分館・ 1991)

は書名索引・著者名索引を有するが筆画Ji慎搭載でありテーマ別の網羅的検索には不向き。

『中文蓋湾資料目録』（蓋湾分館・ 1993）は重量務分館所蔵の台湾関係中文書の目録。ほか
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小規模なものに『蓋繕研究中文書目（史地之部）（社舎科皐之部）』（王世慶編・環球書社・

1976、1978）、『蓋鴻研究要目（1945-1989）』（黄土焼・捷幼出版社・ 1991）などがある。

IT－註一 2：論文検索

論文の目録としては『中華民国期刊論文索引桑編』（各年）が基本的な目録であり、閣家

関書館のデータベースは是に依拠する。また台湾に演する研究の目録として『館蔵筆海文

献期刊論文索引』（蓋鴻分官官・清米一氏図39、40-49、50・59、60・69、70・74、75”79、80・82、

83・84年の8冊、 1991-99）が便利。また『蓬湾文献分類索引』（重量海省文献委員曾・ 1961-)

は新聞雑誌記事を広く拾うが、項目l士通志稿のそれで、ありテーマによっては検索国難。『重量

潟地区文献舎期刊組、索引』（高賢治／劉毛剤麗・龍文出版社・ 1989）は台湾内の各地方文献

の目録。経済分野では『経済論文分類目録』（全2巻・ 1967・成文出版社）、『財政論文分

類目録』（1967・成文出版社）、『貨幣金融論文分類目録』（1967・成文出版社）がある。『中

文期刊人文聾社舎科事論文分類索引』（政治大事中土曾科皐資料中心）、『中文期刊論文分類索

引』（牽潟大挙圏書館）は両大学により早期に刊行された文献目録。人文社会科学一般では

他に『中華民鴎人文社舎科泉期刊論文笠摘要』（行政院関家科撃委員曾－ 1991副）、『中園近

三十年文史哲論文分類索引』（中央図書館・ 1970）、『現代論文集文史哲論文索引』（香港大

挙直州研究中心・ 1979）、新聞記事に関するものには『中文報紙論文分類索引~ （政治大皐

社舎科挙資料中心・1966・）、『中文報紙文史哲論文索引』（中央図書館・ 1971）などがある。

雑誌の所蔵については『中華民国中文期刊聯合目録上下』（中央園書館・ 1980）がある。

直：主要図書館と所蔵資料

賢一 i：故宮博物院翻書文獄館 ht句・：／／www.npm.gov.tw/

（交通・捷運土林姑より 255、304、紅30系統パス、故宮博物院下車）

開架部分には故宮出版の諸資料、主要参考書、叢書などがならぶ。善本室では善本古籍、

指案資料の閲覧が可能。資料の概要は『頭立故宮博物院清代文獄梢案線、目』『図立故宮博物

i涜善本警籍組、目』、またはHP上（左の「研究人員」をクリックすると圏書文献館へのリン

クが現れる）でも検索が可能である（＠。宮中格、軍機梢についてはデータベース化がなさ

れており（http://npmhost.npm.gov.tw/tts/npmmeta/GC/indexcg.html）、現地で利用可能

なほか、個人儲値すを購入しての利用も可能である。

国 主：醤家麗書館 htゅ：伽ww.ncl.edu却／

（交通：捷運中正紀念堂枯より徒歩）

1996年に国立中央画書館から現在の名称に改名。大部分の図書は開架式で利用者も多く

出納に時間がかかるため一般書は他の図書館で閲覧するのが賢明。善本は事手本室（4F)
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に別置、また法律室（5 F）では本稿で紹介した法令集・判決伊j集・政府刊行物・統計等

のほぼ全てが開架で関覧に供せられており、その他関連参考書籍（一部分のみ。日本語書

籍も含む）、関連新聞記事のスクラップなども揃えられている。日韓文閲覧室（6F）.には

数は少ないが戦前の和書も所蔵され、概要は『日文台務資料目録』（麗家図書館・ 1997)

で知ることが出来る。

E一泊：中央研究院 ht旬：／／www.sinica.edu.tw/ 

（交通：捷還南港枯より 212直行、 270、藍25系統パス、中研院下車）

侍新年国書館（歴史語言研究所附設、 htゆ：／/lib品p.sinica.edu.tw／）は内閣大庫格案をは

じめ線装本のコレクションでも有名。問所のデータベース構築は進捗著しく周知の二十五

史・十三経は言うに及ばず内閣大庫、明清格案、明・清実録等のデータベースもある。（内

部使用限定のものについては現地図書館で利用可能。）また『西庫全書存自叢書』などの大

規模な叢書も完備する。郭廷以圏書館（近代史研究所（7）附設）では本館資料のほか、キ当案

部所蔵の外交箱、経済格も利用価値が高い。台潟史研究所 ω

(http ://www.ith.sinica.edu.tw/index.php）は台湾に関する研究書、諸資料の影印本・マ

イクロフィノレムの整備を精力的に進めている。現在図書館については、台終史研究所を含

む5つの研究所の共同図書館として人文担金科皐聯合闘望書館（http://hslib.sinica.edu.tw/)

が設置されており、問所古文書室から発展した梢案館（httpゴ＇／ithda.ith.sinica.edu.tw／）に

おいては引き続き精力的に契約文書等関連史料の収集が行われている。また！日選縛t恩督府

間書館ωの蔵書のうち開館分類 1070台湾」以外の書籍及び南洋文庫酬は（一部次に述べ

る釜縄分館に移管されたが）現在暫定的に同研究所が管理している。検索に不便を感じる

場合は総督府闘書館時代の目録（『牽湾総、督府画書館国書目録』『肇湾総J腎府図書館増加和

漢圏書分類目録』など。共に豪i鰭分館蓋純資料室や中央研究院民族皐研究所特蔵組などで

所蔵。）である程度の見当安つけるのも一策（11）。後者には『館蔵南洋資料目録原南方資

料館日本画書』（葦椅分館.1993）があり、南方資料館独自の十進法分類に拠っている。

民族拳研究所鼠書館（http://www.ioe.sinica.edu.tw/tool/library/index.html）も台湾に憶

する資料を多く揃えており、日本統治時代の資料も所蔵する（特蔵室）。

Ill-iv：中央国書館牽湾分館 htゆ：／／www.ntl.edu.tw/

（交通：援運永安市場端より徒歩）

！日来は捷運忠孝新生結北側、光華市場の斜向かいにあったが、現地に移転し面目を一新

した。！日線、替府圏書舘蔵書のうち、 1070台湾Jに分類されていたものが現在豪潟資料室

に所蔵される。（蔵書は『日文牽繕資料目録』（1980）参照、ただし同目録は線装書を収録

しないので必要に応じ『蓋縄文献資料目録』（1958）も参照（12）、また同館ホームページ上

に「蓋海文献資訊網」データベースがある。ここに収録されるデータベースは牽湾分館の
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みならず他の図書館の情報も含んでおり利用価値が高し、）。同台湾資料の原本は昨今ほぼ複

写禁止（資料室からの持出も厳禁）のためマイクロフィルムからの複写となる。『館蔵資料

微縮目録』（1995）があるが、マイクロフィルム化は随時進行している為最新状況はカウ

ンターで確認されたい。戦前の中国語文献は『館蔵中文周書図録民園元年至 38年一』

(1982）、『国立中央闘書館牽潟分館館蔵中文期刊人文字土曾科挙論文分類索引（清末至民園

38年）』（1979）、『圏立中央闘書館蓬海分館館蔵期干lj報紙目録（清末至民厨38年）』（1975)

で検索が可能。（ただしいずれも分館所蔵のものについてのみの尽録であることに注意。）

線装本には『線装本目録』（1984）があり、中文書に関してはパソコン、カード目録での

検索も可能。ただし2001年 9月の台風による浸水被害のため、一部蔵書は利用不可能の

状態にある。

m-v：蓋潟大事園書館（本館）特麟13.(5F) htゆ：／/www.lib.ntu.edu.町／

（交通：捷連公館姑より徒歩）

！日台北帝閤大皐蔵書については蓋潟大撃が継承している。戦前各研究所単位で蔵書が分

有されていたことに加え、戦後度重なる移管のなかで相当な行方不明図書が発生し、各研

究所のi日図書分類に関する知識も失われた。豪語勢大撃所蔵図書の移管過程を完全に把握し

ている当事者はいないのが実情である。台湾関係については現在の新圏書館棟の建設に伴

い旧歴史系、人類拳系、特蔵組等の蔵書が一括して［司5F特蔵組に集められており（入庫

不可）、中園圏書分類法による分類番号の振りなおしが行われた結果、張費三主編『蓋潟大

挙国書館蔵珍本東亜文献目録一日文蓋i管資料篇』（~立肇潟大皐出版中心・ 2005）として

まとめられた。これに伴ってか、旧歴史系、特蔵系、日本研究、南方資料、！日図際十進法

分類園書などの！日所蔵区分に応じた！日来の図書カードは閲覧室から撤去されたようである。

この作業において相当の行方不明本の存在が明らかとなっていたが、それらが新目録でど

のように処理されたかについて筆者は詳紹を確認していない。！日来の『牽湾大挙筈蔵日文

憂濁資料図録』（1992）や『蓋潟大事農業経済皐系雇童書館日文筆潟資料白録J、『園立選務

大挙人類皐系図書館日文蓋潟資料目録』などは網羅的検索の際には未だ幾ばくかの利用価

値を有するかもしれないが、運悪く行方不明本に当たってしまった場合は閲覧不能である。

図書館学から言えば、現在仮に行方不明であるとしても｜日来このような蔵書を有したとい

う情報それ自体も意味のあるものであり、その意味では旧来のカード・目録等の保存が望

まれる（13）。原本の複写は2部作成の上1部を豪語警大皐仮ljに寄贈する形で全複写が可能（3

分の1以下なら自己の 1部のみでよし、）であるが、係員への委託となるため2・3日の余

裕が必要。（巳に影印本があれば各自で複写が可能。）また線装本、淡新梢案、岸裡大社文

書、伊能嘉矩手稿、！日照片、古拓碑なども特蔵組が管理する。ホームページには台湾史研

究に関する資料紹介・検索システムなどが充実しており、一見の価値がある。また正面左

手奥の地下に蓋潟大挙出版中心書店があり、憂海大泉出版の書籍を購入する事ーができる。
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ill-vi：蔓潟大挙圏書館（法李院協書館） （交通：捷運善導寺結より徒歩）

｜日台北高等商業率校、 113台北帝園大挙文政皐部政皐科等（14）の資料は現在重王将大祭法皐院

国書館（徐州路）地下一階に集められ、！日箇際十進法童話書分類に基づき配架される。以前

はそのうちの台湾関係の書籍が地下一階の一角にまとめられていたが、近年場所を移し厳

重な保管体告ljをとったために閲覧が若干困難になった。また入口右側の階段を上ったフロ

アに戦前の書籍・雑誌などが保管されている書庫があるが、こちらも関覧は一部制限され

ている。同じフロアには政府刊行物を集めて保管する書庫がある（こちらは手続の上入庫

可）。それ以外の戦前の蔵書は相変わらず地下一階に配架されており自由に手にとることが

出来る。また一部蔵書は中図画書分類法による番号の振りなおしの上同館1・2F開架ス

ペースに配架される。今のところカード・冊子体目録共に無いが、台湾関連の書籍目録と

して『園立蓋海大等生法拳院欝蔵日文蓋湾資料目録』（1992）がある。同館2F開架スペー

スiこは現代法関係の文献のほか、中国近代法制研究会による収集と息われる影印本もある

（『中留近代法制研究資料索引』（中箇近代法制研究舎編.1974) (15）参照）。現在法学院は

順次公館キャンパスへの移転を進めており、最終的には図書館もこの徐州路のキャンパス

からは移転する事になる。現在のところ小規模な図書館が公館の法挙院キャンパス内に設

置されており、比較的新しい書籍について配架しである。

E一羽：政治大事関書館 ht切：／／www助 .nccu.edu.tw/ （交通：236系統パス政大下車）

本館は中正図書館であるが、法学関係は法皐院棟の1・2階にまとめられている（綜闘

分館）。現代法中心で蔵書の規模もさほど大きくはない。ただ、同社舎科皐資料中心には台

湾全土の修・博士論文が完備制されており便利。主要な叢書類も揃えられている。

N ：書店について

中国・台湾、史関係、の書籍についてはやはり柴皐書局（金山南路二段 138競 10棲之 1)

が最も充実している。台湾関係では南天書局（緩斯福路三段 283巷 14弄 14競、

http ://www.smcbook.eom.tw／）、台湾的店（新生南路三段76務6競）が有名。唐山書店（羅

新福路三段333巷9競BlF）も台大界隈の古くからの書店として著名。現行台湾法制の書

籍については三民書局（重慶南路一段61続、復興北路386続、http://www.sanmin.eom.tw／）、

建宏書局（重慶南路一段635,虎、同41競（建弘書局と表示）、 http://www.chbook.eom.tw/)

が充実している。政府出版物は三民書局で扱うほか、図家書店（松江路 209競、

http・：／／www.govbooks.eom.tw／）でも品揃えは良い。また豪鞠商務印書舘（重慶南路一段

143 5,虎、 htゆ：／／www.commercialpress.eom.tw／）の出版物にも僅かながら法制関係が含ま

れる。重慶南路は書店街として夙に有名である。現在一般書籍を扱う書店で精力的に店舗

を展開するのは誠品書店（信義店（松高路11競）・敦南店（敦化南路一段245競2F）・台
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大店（新生南路三段朗読：蓋潟大撃正門対面）など、 http://www.eslitebooks.com/）であ

る。また台北 101内にある pageone (101購物中心4F）も書店としては大規模だが専門

書は少ない。書店としては老舗の皐生書局（和平東路一段 198競）、水準書局（浦城街1

競）などもある。法学関係の書籍を扱う出版社には元照出版有限公司（館前路 18競 5F、

http://www.angle.eom.tw／）、憂海本土法皐雑誌社（重慶南路一段75競 12F保信志編集部）、

http://www.taiwanlaw.eom.tw／）、五南圏妻出版公司（http://www.wunan.eom.tw／）、皐林

圏書出版公司（http://www.sharing.eom.tw／）、瑞興書局、翰麓闘書出版有限公司

( ht七p://www.hanlu.eom.tw／企ontlbinlhome.phtml ） 、 一 品 文 化 出 版 社

(http ://www.bestbooks.com. tw／）、文2宣誓局（http://www.winsoon.com.tw ／）などがある。

大陸書では問津堂書局（師大店（師大路 165競）・台大店（羅斯福路三段240巷3競））、

秋水堂書局（羅斯福路三段 333 巷 14~皮）、山外闘書社（羅斯福路三段 293 続BlF）、高巻

楼書店（羅斯福路ニ段 41競 6F-3）、漢園開府（混州各f48巷 15続）、明白書社（1，到、卜閥

64競）、結構群文化（新生南路三段98巷1続）、大路蓄震（寓隆街29巷2披）などがあ

る。

台北の古書店（17）は教科書・一般蓄を扱う店が殆どである。以前光華商城が新生南路のガ

ード下に在った頃は古書店街が形成されていたが、新しいビ／レ（光華数位新天地）に移転

してからは数も激減し、見るべきものはない。枯嶺街には松林書店（枯嶺街17競）、易林

書店（枯樹首57続）、人文書会（枯嶺街61・6競、 f奮書」とのみ看板あり。）、新蓄書屋（枯

嶺街62・1競）、書香城（枯樹釘64競）があり、公館付近には古今書廊（羅斯福路三段244

巷23、17続）、雅舎二手書店（羅新福路三段266競 2F、同 333巷4続 2F）、公館醤書城

OT州、｜路三段 130競）、中外低償書（羅斯福路間段 12巷1競）、雅博客（新生南路三段76

巷9鏡、 http://www.yabook.eom.tw／）がある。

V：その他

台湾史研究全体を傭搬する学界回顧として林玉茄・李続中（森岡明監訳）『台湾史研究入

門』 0及古書院・ 2004）を挙げることができる（18)0 このほか『蓋湾史研究文献類目（2004

年度分より毎年）』（中央研究院憂鴻史研究所・ 2005・）もある。法制史関連では法制史皐

舎が『法制史研究』（現在日巻まで刊行、創刊号には唐律研読会、宋代官策研読会などの

紹介もある。）、台濁法律史拳舎が「豪湾法律史叢書J第一巻として『台湾法律史研究的方

法』（拳林文化事業有限公可・ 2000）を刊行している。また中央研究院歴史話言研究所に

は「法律史研究室jが設置されており、同メーリングリストが関連情報の発信を行ってい

る（ω。また契約文書資料集も続々と刊行されておりもはや枚挙に暇がない。蓋潟大祭刊行

の『淡新梢案』は32巻まで刊行されたが、研究者であれば原本を見るべきである(20)0
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VI：日本植民地統治時期台湾法制の調べ方

VI-i：基本文献

この日新.-1¥;を扱う際の必読文献として外務省編『外地法制誌』第三巻「台湾の委任立法制

度」・第四巻「律令総覧」・第五巻「日本統治下50年の台湾J・第六巻「台湾ニ施行スヘキ

法令ニ関スノレ法律の議事録J（文生観完（復刊） . 1990）がある。第三巻は六三法・三一法・

法三号による委任立法制度を概観する。第四巻は主要な律令を集めており、主要法令集と

して用いることができる。第五巻は題名どおりこの待期の概観、第六巻は六三法・三一法・

法三号の議事録を収録するものである。台湾における代表的な研究には黄静嘉、王泰介ら

の著作がある白！）。

VI-ii：法令集

植民地時期台湾法制は大変に宇野佐な法令体系を有する。台湾に関係するものには日令・

法律・勅令・律令・府令・奇ii令・告示・達・州（庁）令がある（22）。台j鶴飽督府が制定する

ものは基本的には『肇縄昨腎府府報』（明治 29.8.20一昭和 17.3) （『豪湾日日新報』付録）

（後に『肇鴻線、督府官報』（昭和 17.4-20.10））に掲載されるが、内地側で発表されるも

のもあることを考えるとやはり『法令全書』での確認も必要となる。また地方におけるも

のは『療報』『州報』で石室認することとなる。

法令集としてはやはり台鴻絶督府編纂のものが正式なものと言えるであろう。それらは

線管府文書課『台縄線、督府例規類抄』（明 28、29）、台縄総督府『台湾線！督府法規提要』（明

32、大1、3、5）、台湾総督府『台湾法令輯覧』（大7、9、10、12、15、昭3、4、8、17）、

台湾総督府『台湾法令輯覧追録』（大 12、13、昭 3）として刊行されており、必要とする

時代のものを参照することとなる。また台縄線1替府法務部員編『重量潟司法例規』（台法月報

発行所・大 13）もある。こうした法令集は所蔵される図書館が限られるが、比較的容易に

手にすることができるものとして、台湾日日新報社編『改定増補牽鴻六法』（1934年底本・

緑蔭書房・ 1999）がある。また各分野の法令集には『台湾線督府営林局法規提要』（1917)

などがあり、地方法令集には『高雄州例規』（1923）などがある倒。

VI一iii：判例集

植民地時期の裁判制度は三審（地方・覆審・高等、明 29.5・）→二審（地方・覆審、明

31.7・）→三審（地方・高等（覆審部・上告部）、大 8.8うという変遷をたど、っており、自

らが必要とする時期の裁判制度をまず頭に入れておくことが必要である。

判例集として現在最も便利なものは、台湾総督府覆審・高等法院編纂『覆審・高等法院

判例』（全十二巻・文生書院・ 1995）、同『覆審・高等法院判例（補遺）』（全二巻・文生書

院・ 1997）である。これは『獲審法続判例全集』『高等法院事j例会集』や『法院月報』『台
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法月報』収録の半I]例を復刻、補遺は『憂縄慣習記事』所収の判例を復刻したもので、あり、

現存する主要な半I]例集を一括して見ることができる。内容は要旨だけのものや判決文を収

録したものなど分かれるが、これは復刻対象の原本の編集方針・体裁が不統ーであること

によるもので、あって、復刻した仮ljの責任ではない。

判決原本は現在台湾において鋭意整理が進められ、その状況は王泰升「！日台湾総督府法

院司法文書の保存と利用J（林屋礼二・石井紫郎・青山善充編『明治前期の法と裁判』（｛言

山社.2003））等において逐一報告されてきた。そしてこれらは2008年に至り「自治法院

椅案資料庫J(http://tccra.lib.ntu.edu.tw/tccra_develop／）として公開され、順次パージョ

ンアップされている。利用に関しては台潟大挙顕書館宛に申請されたい。同史料をめぐる

論文集も出版されている凶。

VI-iv：主要雑誌

この時代の法制を考える上での基本資料はなんと言っても『台法月報Jである。この雑

誌は『台法月報』（第一次：明治38年6月－39年 11月）、『法院月報』（明治40年6月－

43年 12月）と名を変え、『護符慣習記事』（明治34年 1月－40年8月）及び『重量鴻監獄

月報』（明治40年 3月－43年 12月）を吸収した後『台法月報』（第二次：明治44年 1月

一昭和 18年 11月）として終戦近くまで刊行されたものであり、当時の台湾法制に関する

議論の場として中心的な役割を果たしたものである。現在では中島利郎・宋宣静編『『台法

月報』総目録』（緑蔭書房・ 1999）が刊行されており、容易にその記事を検索できるが、

現物の関覧となると一部日本国内に所蔵がないものも存在する。ほかにも台湾史研究の基

本資料である『牽糖特報』や『蓋純警察時報』にも法制関係の記事は多く含まれており、

参照の価値を有する。これらについてもそれぞれ中島利郎『『台湾H梓副総白録』 (I司・1997)

中島利郎『『台湾響察協会雑誌』『台湾警察E幹則総毘録』（問・ 1998）が存在する。勿論

『釜務自巨新報』とL、った基本的な新開にも、関係記事が掲載される。

VI-v：公文書

この時代の公文書の集成として台湾総督府樹案がある。この史料本体は現在図史館翠縄

文献館に保存されており、申請の上閲覧・利用が可能である。概要については闘史銃護隊

文献官官編『蓋湾総替府格案之認識奥利用入門』（同館・ 2002）、同館編『図史館蓋縄文献館

典蔵日1台奥戦後之絡案圏録』（同館.2002）で知ることができる。また以前からこの史料

群の整理に取りくんで、きた中京大学のグノレーフ。により槍山幸夫編『台湾総菅府文書目録』

（ゆまに書房.1993-, 27巻（2009年）において明治編が完結、以下続刊）、冷山幸夫編

『台湾総替府文書の史料学的研究』（ゆまに書房・ 2003）などが刊行されている。またこ

の史料群は中央研究院台鴻史研究所ホームページにある台湾研究資料庫で検索することが

可能であり、日本である程度の下競べをしてから現地に赴くことができる。また蓋鴻省文
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献委員曾『日擦初期司法制度梢案』（同会・ 1982）のように資料の一部を翻訳して編纂し

た資料集もある。

VI 吋：資料館など

日本国内で対応する史料群には国立公文書館（http://www.archives.go.jp／）・外務省外交

史料館（http・：／／www.mofa.goお／mofaj/anna叶10nsho/sh註yo／）・アジア歴史資料センター

（初旬：／／www.jacar.go.jp／）所蔵の公文書群がある。

各地図書館に所蔵される関係資料の呂録としてはアジア経済研究所『！日植民地関係機関

刊行物総合図録台湾編』（同所・ 1973）がある。また113帝大・旧高商系大学を中心に植

民地時期台湾に関係する資料が多く所蔵されており、各大学編纂の文献目録も参照できる

刷。国立国会図書館（http://www.ndl.go.jp／）、東洋文庫（http://www. toyo・bunko瓜 jp／）、

各官庁図書館、各地方公共団体図書館の蔵書にも関連書籍が含まれており、その他特殊文

庫として台湾総督を務めた内田嘉吉の蔵書を引き継いだ内田文庫（東京都立千代田図書館

蔵、 http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/uchida.html）、臨時台湾！日慣調査会の蔵

書（洋書）を引き継いだ台湾文庫凶（東京大学法学部図書館蔵）なども利用できる。

論文の検索については、現在の研究状況に加え、当時の論文も史料として捜索する必要害

が生じる。また内地法令の状況、学説状況も検討対象となるため、日本近代法史の知識も

欠かせない。現在の研究論文の検索には国会図書館 NDL-OPACや国立情報明1Jf究所の

GeNii （学術コンテンツ・ポータノレ、 CiNiiや Webeat・ Plusを含む）など各種データベー

スや過去刊行された文献リスト（例えば『法制史文献目録』 I・II・Ill（法制史学会・1962、

83、97)（毎年の雑誌 f法制史研究』巻末に文献ジストがある。また 1990年以降のものに

ついては法制史学会ホームページhttp://wwwsoc.nii.ac.jp/jalha/1こて検索可能））など）に

数多くあたり、可能な限り利用することが必要である。特に、パソコン上のデータベース

のみを参照して事終われりとするのは危険である。カード目録や冊子体の目録にも隅々ま

で尽を通し、あらゆるリソースをすべて動員することが必要である。また戦前の論文検索

には『明治・大正・昭和前期雑誌記事索引集成』（自告星社、これら図録の遡及入力をもとに

現在では「雑誌記事索引集成データベースJ（有料、 http://zassaku’plus.com/）が作成さ

れており、大変便利。間データベースはまだ完成途上であるが、未収録の論文でも同社

HP (http://www.libro・koseisha.co.jp/topOl/mainO I.html）において著者名検索を行い、

収録巻号・頁数を調べることが可能）、また同社の w13本人物情報大系』は人物の検索に便

利である。

VI-v量・！日慣調査関係

臨時蓋務蓄慣調査舎による！日慣調査白7）の結果編纂された『肇鴻私法』（同会・ 1910・11）、

『i青園行政法』（問会・ 1914・15）は、中国法制史研究の際の重要な基本資料のーっとする
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ことができるが、十分な資料批判のもとに扱われるべきテキストである（28)0 また原住民に

ついては同会によって『蕃族調査報告書』（1913）、『番族習慣調査報告書』（1915）、『蓋湾

審族国譜』（1915）、『妻海蕃族慣習研究』（1921）が刊行されており、またその法制史に関

する研究では増田福太郎による研究が存在する。戦後も原住民研究は人類学方面を始め活

発に行われているが、法制史においてこれを扱うものは少ないといえよう。今後の研究が

望まれるところである。

VIl：台湾現行法の調べ方

VH-i：はじめに

台湾における現行法は、日本の植民地支配終了後、当時の中華民国政府の台湾接収によ

り実施された中華民鴎法、特に南京政府時期に制定された一連の法典をその母体とする。

清朝末期の近代的法典の編纂以来、中華民留の立法には日本からの影響も大きく、また第

二次世界大戦以前には日本の多くの機関が研究を行っていた倒。また現在の中華民国法に

は戦後の戒厳令（1949-1987年）、動員殴乱時期（ 1991年）（紛の影響も少なくない。

近年の改革では新たに制定・改正された法律も多く、分野によってはわずか一年前の情報

が役に立たない。現行法を知ろうとする場合には常に最新の情報を入手することが重要で、

あり、文献を利用する際には警かれた時期に注意する必要がある。また最近は多くの台湾

法関連情報についての入門文献があるので併せて参照されたい（31）。

以下では法源・立法過程・裁判制度を概観しておく。法源には成文法源として憲法（以

下憲と省略、中華民甑憲法増修俊文は増と省略）、法律（憲第 170候）、命令（緊急命令（増

第2候 3項）、法規命令・行政規則（行政程序法第 150線以下）、職権命令（中央法規標準

法第 7｛！燦）、特別命令）、自治規章（増第9侠）、保約（慾第63｛！舶があり、不成文法源と

して’貫習法、判例刷、法規解蒋（大法官解蒋（3副（以下緯と省略）等。蒋第2、174、185、

188、371、137、216続を参照）、一般法律原員iJがある。

台湾における最高立法機関は立法院（http://www.ly.gov.tw／）である（憲第 62｛！条）。法

律案の提出は行政院（http・：／／www.年 gov.訓 rl）・司法院（http://www.judicial.gov.tw／）・考

試院（http・：／／www.exam伊 v.tw／）・監察院（ht七戸＇／www.cy.gov.tw／）に認められており（そ

れぞれ憲第58僚2項、蒋第 175競、憲第87{1察、蒋第3競）、立法委員による法律案の提

出も可能である（具体的手続については立法院議事規則第7～12僚が規定をおく）。

提出された法律案は第一・第二・第三讃舎の審議過程を経なければならない。法律案は

まず程序委員舎に送られ、標題朗読後関係する委員舎に送られ審議される。第二議舎では

審査意見・原案要旨に基づき広範に討論が行われ、第三讃舎では議案内での相互抵触・憲

法や法律との抵触がない限り文字の修正に止められる（立法！期制葎行使法第7～10{1燦）。
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法律案は可決後直ちに純統及び行政院院長に移送され、特別の事由が無い限り線統はこ

れを 10日以内に公布しなければならない（憲第 72｛！康）。公布は行政院院長の直lj暑を得て

綿統がこれを行う（憲第37｛！条）。もし立制涜の議決する法律案が執行間難と行政院が判断

する場合、行政院は立法院に対し再議請求を行うことができる（増第3僚第2項 2）。

裁判所（台湾に於いては法院と呼ばれる）としては、法院組織法の規定により最高法院

(http ://tps.judicial伊 v.tw／）・高等法院（台湾高等法院及びその分院（金門・高雄・台南・

台中・花蓮））・地方法院（台北・板橋・土林・挑属・新竹・苗粟・台中・南投・彰化・雲

林・嘉義・台南・高雄・扉東・台東・花蓮・宜額・基隆・彰湖・連江・金内）の 3稜が設

置されている刷。また行政訴訟に関しては行政法院組織法の規定により最高行政法院

(http・：／／tpa.judicial.gov.tw／）・高等行政法院の2種が設置されている。また公務員に対す

る懲戒を担当する機関として公務員懲戒委員舎（http・：／／tpp.judicial.gov.tw／）が設置されて

おり、軍事審判に関しては軍事法院が設置される。詳細はそれぞれ公務員懲戒法、軍事審

判法がこれを規定する。

百一証：法令集

台湾では『最新綜合六法全書』（三氏書局）、『月旦六法全書』（元照出版有限公司）、『新

編六法参照法令判解全書』（玉南図書出版公司）など複数の出版社から六法全書が刊行され

ており、分野別・簡明版などの六法も数多く出版されている。加除式（活頁式）で実務的

解説をF付した法令集としては『最新純治六法審判寅務活頁式法律費用工具書』（活資式、

名拓書局）等がある。分野ごとの関係法令集はまさに枚挙に椴が無い。日本語訳の法令集

は過去いくつか刊行されたが、残念ながらすでに古くなってしまっている。

こうした法令、法規命令・行政規則は公報に掲載される。公報は玉院（立法院 (ljlj冊と

して『法律案専輯』も刊行）・司法院・行政院・監察院・考試院）、及び各部のものがある。

（うち『法務部公報』は『司法専刊』（～民閣63.7）→『司法行政部公報』（氏関63.10～）

→『法務部公報』（民函 69.7～）と名称を変更しているので注意）調査対象によっては必

要に応じて所轄の部の公報を参照することとなる。

VIIー温：判例集

最高法院半lj例の要旨を掲裁するものとして『中華民閣裁判類編』（園立霊峰大挙・政治大

挙判例研究委員合・正中審局（民事法・刑事法）及び豪糠書店（行政法）・ 1976）、『最高

法院判例要旨』（過去8回刊行、民園 16・87年）がある。近年は司法改革の一環として『最

高法院民刑事裁判選輯』（民図的～79年、民国 79年以降は民事・刑事を分けて刊行）が

刊行されるようになり、地方法続の判決例集である『民刑事裁判書桑編』（民国79年以降

各年、民事刑事を分けるものもある。高等法院・及びその分段、地方法院のものがある）

とともに少年犯罪・性犯罪以外の案件についての全額公開がなされている（35）。
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大法官解蒋については『大法官舎議解稗棄編』（三民書局・2011（増訂9版））酬があり、

最高法院民刑事庭舎議については『最高法院民刑事庭舎議決議聾全文禁編』（最高法院・

2001）があり、行政法院のものとして『行政法院半lj例要旨葉線』（民国22年～民園88年

2月）、『行政法院裁判要旨黍編』（民園71年～、各年）、『行政法院裁判書桑編』（民園 79

年～、各年）がある。

Vll-iv：その他

Vll-iv-1：統計、目録、雑誌

各種統計としては『中華民国刑案統計』（37) （内政部警政署刑事警察局）、『司法統計月報』

（司法院）、『司法統計年報』側（司法院）、『台湾司法統計専輯』（民図45年～・台務高等

法院）、『法務統計月報』（民闘82年7月～・法務部）、 f法務統計年報』（民隠87年～・法

務部）、『台湾法務統計専輯』（民図的年～、台i鍔高等法院検察署）がある。

立法院園書資料室が刊行する法律関係の工具書として。『法規盤参考工具書目録』

(1997 ・第 6 版）、『立法期刊文献索引黍編~ 1-4巻（1996）、『法律沿革全書』 1 9巻、

同補編（1年分毎に民園90年 1月分まで刊行、各法律の改正状況を解説）、『法律俊文主題

桑編』 1-13巻（1991）、また政府出版物の図録として『中華民図政府出版品目録葉編』（園

家闘書館・ 1999）がある。しかしながらいずれも各ホームページでの検索が容易となって

おり、こうした冊子体資料の情報は現在参照するにはすでに古くなっている。

法律の編纂・修正をめぐる議論を知る上では司法行政部民法研究修正委員舎編『中華民

麗民法制定史料実編』（司法行政部・ 1976）、法務部刑法研究修正委員舎『刑法終決lj研究修

正資料黍編』（法務部・ 1998（再版））を始めとした資料集も参考になる。また『民事訴訟

法修訂資料索編』（五帝国書出版公司・2000）、『公可法修訂資料桑編』（五南図書出版公司・

2001）等一般出版社からの刊行物もある。最近ではこうした立法過程の議論が積極的に出

版されており刷、研究にあたってまず注目すべき資料のーっとなっている。

各機関の沿革を知るよでは『重修牽鴻省通志巻七政治志法制篇』（蓋務省文献委員舎・

1990）側、当事者自身による紀要として『法務部史貫紀要1・2』（法務部・ 1990）、『司法

院史賓紀要 1～4』（司法院・ 1982、85、89）、さらに『中華民国史法律志（初稿）』（園史

館・ 1994）、『肇北市志巻三政制志司法第』（憂北市文献委員舎・ 1988）がある。

法律M係、の論文検索呂録としては『中文法律論文索引』（東呉大挙・各年）があり、また

雑誌『月旦法皐』や『台湾本土法皐雑誌』の巻末にも速報が掲載される。また氏・高・刑

法分野に裳坤祥編『1947 1999民法線剥｛軒高物権親屡継承法律論文分類索引』

(2001.11・東呉大皐）、表坤祥編『1947-1998公司法葉援法海商法保険法法律論文分

類索引』（2000.7・東呉大皐）、哀埼祥編『1947-2000刑法法律論文分類索引』（2002.12・

東呉大挙）がある。
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最近では行政院箇家科挙委員舎社会科学研究中心（http://ssrc.sr出ca.edu却 r/ssrc・home/) 

により蓋縄社舎科挙引文索引資料康（TaiwanSocial Sciences Citation Index、TSSCI)

の策定が進められ、高水準にある学術雑誌が選定されている。法学分野では『National

Taiwan University Law Review~ （台潟大泉）、『公平交易季刊』（行政院公平交易委員舎）、

『中研院法皐期刊』（中央研究院法律皐研究所）、『中原財経法亭』（中原大拳法皐院財経法

律皐系）、『東呉法律事報』（東呉大挙）、『東海大皐法皐研究』（東海大挙）、『政大法皐評論』

（政治大皐）、『図立肇潟大挙法泉論叢』（台湾大挙）、『憂北大挙法皐論叢』（葦北大挙）が

TS SCIを獲得している（2011年現在）。

その他の主な法学関係雑誌には『刑事法雑誌』（刑事法雑誌社）、『法令月刊』（法令月干IJ

社）、『法律評論』（朝陽大学法律評論雑誌社、 2003年末停刊）、『法祭叢干IJ』（法挙叢刊雑誌

社）、『憲政時代』（中国憲法皐舎）、『輔仁法皐』（締仁大泉）、『法制史研究』（中国法市lj史皐

舎）などがある。商業誌として『月旦法拳』（元照）、『台締法皐雑誌』（継続前誌は『台湾

本土法皐雑誌』、台湾本土法拳雑誌、社、 http://www.taiwanlaw.com.tw／）は重要な位置を占

めている。

また行政院関家科皐委員舎は日本における手41冴費に相当するような思家レベノレの学術補

助を行っている。これも台湾における研究動向を知る上で一助となる。研究題目について

は f 皐術補助奨励査詞 j

(https://nscntl2.nsc.gov.tw/was2/award/AsAwar品!lultiQuery.aspx）から f専題研究計

責Jをクリックすれば検索が可能である。

日本語で、の台湾現行法研究論文については、拙稿「台湾法関連文献データベース（1945

年～ 2000 年分） ( 2001 年～ 2009 年分） J 

(http://www.law.kyushu・u.ac.jp/programsinenglish/asianlaw/japanese/actl.
vities.htm) 

にまとめておいた。また毎年の『法律時報』誌上での学界回顧「アジア法Jにも「5 中

華人民共和国（香港、マカオ含む）、台湾Jの部分に台湾現行法関連の文献が紹介される。

日本語で台湾現行法の概要を紹介した書籍はビジネス関係で散見される（41）。

VII-iv 2：電子媒体資料関連

台湾の各政府機関等のホームページについては、国立国会図書館リサーチ・ナどにある

台湾のページ（http://rna vi.ndl. go.jp/asia/entry/link-twnO 1. p hp）にリンクがまとめられ

ており大変便利。リサーチ・ナビは他の外国法について調べたい際にも便利なサイトの一

つである。また台湾、の駐日大使館にあたる台北駐日経済文化代表庭

(h均：／/www.roc・taiwan.or.jp／）にもリンク集としてまとめられている。

現代法の検索には司法院の HP(http://www.judicial.gov.tw／）上の検索システムが特に

充実している（f法挙資料全文検索」（http://wirs.judicial.gov.tw /jirs／）で法規・解蒋・判
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例・一二審判決などが検索可能。）。立法院（http仇阿w.ly.gov.tw／内にある「法律資料庫J

（「立法院法律系統」（ http:/ Jiis々 .gov.tw/lgc出lglaw)) ）、立法院園舎周書館

(http ://npl々 .gov.tw／）、法務部（http://www.moj.gov.tw／内にある f全図法規資料庫J

(ht七p:f/law.moj.gov.tw／））の HPも参照されたい。また各部の HPに管轄する分野の法令

検索システムがおかれる場合がある。大法官については司法院大法官 HP

(http://www.judicial.gov.tw/constitutionalcourt/）も参照されたい。

また各研究機関のホームページも利用価値が高い。中央研究院法律学研究所

(http://www.iias.sinica.edu.tw/cht/index.php）は準備段階を経て 2011年正式に中央研

究院の研究所として発足するに到った。今後各大学研究機関とともに台湾法研究の中心の

ーっとして機能してゆくものと思われる。

i日来から台湾法研究を担ってきた三大国立大学である台湾大挙法律皐院

( http://www.law.ntu.edu.tw/chinese/index比ml ）、政治大挙法塁手院

( http://www.law.nccu.edu.tw/main.php ）、台北大皐法律撃協同

(http ://www.ntpu.edu.tw/college/e 1/index.php）は現在も台湾を代表する研究機関である。

ほかに法学部を設置している有力大学としては東呉大挙（http://www.scu.edu. tw／）、輔仁

大挙（http・：／／www.fju.edu.tw／）などがある。

民間の法学関係データベースとしては法源法律網（h抗.p://www.lawba叫ιcom.tw／）、植

根法律網（http://www.rootlaw.eom.tw／）、月旦法皐知識庫（http://www.angle.com. tw／か

ら「月旦法皐知識庫Jをクリック）がある。それぞれ無料で関覧可能な部分もあれば、会

費納入後使用可能となる部分もある。詳細は各担当へ問い合わせられたし市3)0

以上の紹介は最低限の簡便な内容にとどまるべく心がけたため、あるいは情報量に不満

を持つ方も多し、かと恐れるが、特に前提知識を持たない方を対象としたためであることを

ご了承いただければ幸いである。また他分野の情報については疎漏を免れない。各研究者

が必要に応じて調査し、その情報を蓄積・共有することが継続して行われることが望まし

い。他方でそろそろ筆者よりもさらに若手の研究者によって f四訂版j が執筆されること

を望みたい。

註

(1）闘史舘を中心とする外交関係・中華民国政府関係資料等については川島真による詳細な紹介がある。

「中華民国民史館所蔵楢案の概観」（近きに在りて25・1994）、「日本と台湾における清末長初留日学生

関係資料．中国留日学生監督処文献・外務部総案・教育部結案J（中国研究月報48-7・1994）、「中華民

国外交絡案保存・公開の現状J（近現代東北アジア地域史研究会NEWSLETTER 6・1994）、「台湾に

おける新公凋結案ー 1920-40年代国民政府・国民党桔案を中心にJ（中国研究月報50喝4・1996）、「戦後

台湾の行政文書・党務文書公開の現状J（若林正丈監修『台湾における台湾史研究：制度・環境・成果
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1986・1995』（交流協会・ 1996））、 r＂新公開”された戦前・戦後台湾行政文書および党務文書 J（アジア

経済 38・1・1997）、「台湾における史料公潔状況外交部機案資訊処・国防昔日史政局を中心にJ（近代中

国研究集報 19・1997）、 f台湾における日中戦争関係史料の保存・公開状況J（軍事史学〈日中戦争の諸

相＞1301131・1997）。国史館所蔵の史料については『国史館現蔵重要史料概述』（国史館にて配布、 2000

（第二版））も参照。また台湾銀行経済資料室についても後務武秀「台湾銀行経済研究室所蔵資料簡介J

（法史学研究会会報3・1998）に譲る。

:zl詳細は頼永祥編訂『中毘園書分類法』（文華国書館管理資迅股｛分有限公司・2001）参照（1968年2版、

1981年8版、 1989年7版で番号末尾部分につき改定、さらに2001年増言TS紋が公子ljされている）。ち

なみに分類の内、法学関係のよ3桁は 580法律線論、 581憲法、 582中図法規桑編、 583各商法規、 584

民法、 585刑法、 586訴訟法、 587商事法、 588行政法、 589司法制度である。園際法は579で 57（政

治）の範鳴に分類される。また、中閣法制史に関するものは 580.92のみでなく、例えば 582.1歴代法

規禁線、 585.6Jfll律論などにも散在する。

(3）詳細は何日章『中問題審十進分類法』（本人発行・ 1965第三版）参照。法律関係、の上三桁は 350法律

皐総論、 351憲法、 352中暦法規、 353各園法規、 354民法、 355刑法、 356訴訟法、 357商法、 358

司法制度、 359園際法である。 355.3Jfll律という分類も立っている。

(4）肇i管省文献委員舎発行の通志は『蓋湾省、通史稿』、『肇湾省通志』『重修霊童i働省、i呂志』と版を変えており、

記述内容が前後の版本で異なる場合がある。

(5）パソコンでの中国語処理に関する文献の初歩的なものとして漢字文献情報処理研究会編『電脳中国学

II~ （好文出版・ 2001）があるが、やはり古くなってしまった感をぬぐえない。より詳しくは同会刊行

の雑誌『漢字文献情報処理研究』や開会ホームベージ（http://jaet.gr.jp／）の提供する情報を参照、された

し、。

(6）故宮所蔵の台湾関係梢案・その他概説についての比較的最近の紹介として荘吉授 f故宮博物院典蔵清

代議錦司法格案J（法制史研究（台湾） 1・2000）。

(7）向所所蔵の法制史関係梢案の紹介として頼恵敏「中央研究院近代史研究所図書館般的清代法制史桔案

筒介J（法制史研究（台湾） 2・2001）がある。

（④牽湾史田野研究室を前身とする研究所で、告事備~段階を経て現在は正式に中央研究
院のー研究所とし

て存立している。豪縄省文献委員舎とは)jlj個・独立の研究機関である。

(9）張鴎東『走進自治豪語毒待代綴督府圏書館』（台機古籍出版有限公司・ 2006）参照。

(10）張箇東「日拠時期南方資料舘之研究」（霞！立中央図書館護縄分館古宮丸16・1994）参照。

(11）線！督府国書館の分類法については張園東「和漢書分類法之研究」（国立中央国書館牽精分館館訊 13・

1993）など参~！！。

(12）その両者にも搭載されていないものがマイクロイじされている場合がある。カウンターにて問い合わせ

られたv＼ なお、それにも掲識がないものが日本統治時代の目録には散見されるが、その所在は不明。

(13）例えば肇湾大挙i日歴史系所蔵図書は戦前台南で博物館長をしていた斎藤悌亮から歴史学系の教授で

あった桑回二郎に寄贈された斎藤文庫をその一つの母体とし、独自分類と思しき 5桁の番号での分類が
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施されているが、その分類表の所在は不明とのことである（以上智永和氏談）。この分類が中国図書分類

法で置き換えられたため、文庫としての一体性は解体されるに至っている。図書館史的視点からは！日分

類法の復元とカード目録の保存が望ましい。

(14）詳しくは玉泰升編『劉立重量縄大挙法律皐院院史』（園立豪潟大祭法律撃院・ 2002）参照。外に儀史と

して練｛利甫「台北高等商業撃校沿革」（台北文献 95・1991）、陳昭如・傍家奥「文政挙部一政拳科筒介J

(Academia一台北帝園大拳研究通訊－ 1・1996）、陳H数日「初探台北帝大教撃科的法等教育奥法撃研究j

(Acade盟国台北帝園大学研究遇訊－ 2・1997）がある。

(15）島田正郎 F清末における近代的法典の編纂』（1980・童lj文社） 29頁註 12に「近く鉛印出版されると

聞く。Jとあるが、現在されていないようである。

(16）最近完繍義務がなくなったとも関心無い場合は図家E聖書館での閲覧になる。

(17）台北における古書店の歴史と現状については李志銘『半世紀欝書回味』（群皐出版社・ 2005）参照。

(18）但し一方で学界回顧なるものの存在自体特異であるという立場から我々の状況を省みることも必要

ではなし、かと筆者には息われる。

(19）丘Bi彰生「中央研究院歴史語言研究所「法律史研究室」筒介」（法制史研究（台湾） 1・2000）参照。

(20）マイクロフィノレムの形で東京大学法学部図書館に所蔵されている。また『淡新本当案』に関しては滋賀

秀三「淡新梢案の初歩的知識ー訴訟案件に現われる文書の類型J（『東洋法史の探求1 島田正郎博士煩霧

記念百余集』（汲古書院・ 1987））、伺「j青代1H昆者百円における訴訟をめぐる若干の所見淡新格案を史料

として」（法制史研究37・1987）が必読文献となるロ

(21）黄務嘉『日援時期之釜潟殖民地法制奥殖民統治』（患版・ 1960）、問『春！汎機下H免総念、一日本釣議機殖

民地統治及其影響·~ （牽縄商務印書館・ 2002、前著を大幅に増補改訂したもの）、王泰升『台湾自治時期

的法律改革』（聯経出版事業公司・ 1999、手口訳に後旅武秀・官財fl加奈子訳『日本統治時期台湾の法改革J

（東洋大学アジア文化研究所・アジア地域研究センター・ 2010）があるが、同翻訳については加藤雄三

氏による書評（法史学研究会会報 15・2011）を必ず参照されたい）、同『台湾法律史的建立』（鴎立台

湾大準法撃叢書編輯委員曾・ 1997）、同『台潟法的断裂奥連縫』（元照出版有限公司・ 2002）、同『台湾

法的世紀童書革』（伺・ 2005）、間『追尋台略法律的足跡』（玉南出版社・ 2006）、同『以台湾f需主骨豊約法律

史研究』（元照出版有限公司・ 2007）、同『台締法律史概論』（陪・ 2009（第三版、初版は2001））、同『具

有歴史思d桂的法拳』（同・ 2010）など。

(22）詳細は『外地法制誌』第五巻市本統治下 50年の台湾j第三章法令市l度などを参照されたい。また

中村哲『植民地統治法の基本問題』（日本評論社・ 1943）など当時の文献も大いに役立つ。

(23）日本国内では所蔵のないものも多い。題立中央臨書館妻繕う対官『日文蓋総資料目録』（同館・ 2000)

所収のものも利用しながら資料を収集されることを勧めたい。

(24）王泰升主編『跨界的自治法F完結案研究L』（元照出版有限公司・ 2009）参照。

(25）例えば以下のようなものがある。北海道大学F付属図書館f旧外地関係資料目録朝鮮・台湾・満州（東

北） （明治～昭和20年）』（1975）、横浜国立大学経済学部附属貿易文献資料センター『横浜国立大学

経済学部附属貿易文献資料センター所蔵！日制横浜高等商業学校収集資料図録』（2001）、一橋大学経済研
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究所日本経済統計文献センター『日本帝国領有期台湾関係統計資料目録』（1985）、滋賀大学経済学部経

営研究所『滋賀大学経済学部備付台湾・南方・樺太資料目録』（1985）、山口大学経済学部 f山口大学経

済学部東亜経符研究所東亜関係蔵書目録和漢書分類の部・書名索引の部・著者名索引の部・洋書の部』

(1988-90）、松本経樹・ iDi真紀代美「長崎大学東南アジア研究所所蔵 ！日植民地関係機関等刊行物につ

いてJ（ー）台湾編（経営と経済74・3・1993）、大分大学経済研究所『大分大学経済研究所所蔵戦前努

文献目録』（ I -II -III) (1986,87,87）。

(26）簡単な紹介として拙稿 f東京大学法学部図書館の漢籍、及び台湾関係資料について」（東洋法制史研

究会通信 14・2005、http://www.terada.law.kyoto-u.ac.jp/tohoken/14_ns.htm）を参照されたい。

(27）その危緯に関する情報を整理したものに鄭敬誠『蓑縄大調査一臨時蓋緯答慣務査曾之研究』（博揚文

化事業有限公司・ 2005）がある。

(28）ひとつの試みとして拙著『『豪縄私法』の成立過程』（九州大学出版会・ 2009）を参照。

(29）同時代において中華民図法を扱った研究に櫛餓調査資料、支那留治外法権撤廃問題調査資料、中華民

罰法制研究舎などによるものがある。中華民間法制研究曾については拙稿「中華民国法制研究会につい

て」（中国一社会と文化21・2006）参照。この研究会によって出版された中華民国各法典についての詳

細なコメンターノレは（勿論それ自体の学術的価値は高いけれども）、台湾の現行法の解釈に直接に役立つ

訳ではない。

(30) 18日本軍及び共産党勢力との対抗のための体制がとられた時期を指して言う。

(31）鈴木賢「台湾」（指樹言・米丸f亘治編『インターネット法情報ガイド』（日本評論社・ 2004）所収）、

同「台湾の法曹制度」（広渡清吾『法曹の比較法社会学』（東京大学出版会・ 2003））、俗lヨii限、「台湾J（鮎

京王訓編『アジア法ガイド、ブーツク』（名古屋大学出版会・ 2009）所収）、福家俊朗・禁秀卿「台湾におけ

る行政f封青報化の現状J（名古震大学法政論集 190・2001）などを参照されたい。

(32）判例と判決は法院組織法第57僚の規定により区別され、一般に判決は法源とはならない。

(33）憲法解釈や法律の統一解釈について司法院大法宮が行う解釈である。異体的には司法続大法官審理案

件法がこれを規定する。なお向法の！日法にあたる司法院大法宮舎議法のもとでは向解釈は大法官舎議解

簿と称されていたが効力に差異はない。

(34）各法i涜のホームベージは司法院のホームベージにリンクがまとめられている。

(35）少年事件慮理法第83j菜、性侵害犯罪紡治法第 10僚によりそれぞれ公開が禁じられている。その他の

民刑事事件は今のところ実名で公開されているため、利用の際にはプライパシ一保護の観点からの配慮

が必要である。

(36）司法院による『司法院大法官曾議解軍事象編』（司法院秘書mrr.・1984(4版））『司法院大法官舎議解蒋

績編』（1・5) （司法院秘書mrr.-1991）もあるが、民間出版物の方が容易に入手できる。また主要な六法

にも収録されている。

(37) 『台湾省犯罪統計』から『台縄Jflj案統計』、さらに『台関:ffiJ案統計』となり、その後現在の名称へと

改称している。

(38) 『司法統計提婆』（民園 69～92年）より現在の名称へと改称している。
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(39）例えば民法では法務部編『法務部民法研究修正委員曾舎議紀録財産法組（1～69）』（法務部・1997・）、

法務部民法研究修正委員舎主編『法務部民法研究修正委員舎物種編研究修正小組舎議資料実編（1～37）』

（法務部・ 1989・）、法務部『民法親属編研究修正賓録（重婚数力・裁判離婚原因及其主主果部分）』（法務

部・ 2002）、同 f同（結婚形式要件・重婚主主力・男女平楼及長喜子女利益等部分）』（同・ 2004）、同『問（夫

婦財産制部分上下）』（向・ 2002）、問『i苛（牧養部分）』（同・ 2005）などがある。また7防法では本文で

挙げたほかに法務部刑法研究修正委員舎『刑法分則研究修正資料禁漏』（法務部・ 1998（再版））、『法務

部検討盤改進嘗前刑事政策研究小組研究資料無編』（同・ 1999）、『中華民額刑法線則修正草案公聴舎舎

議紀録業編』（問・ 2001）、 f中華民図刑法線、則修正草案盤中華民国刑法施行法部分係文修正草案合議資

料棄編』（同・ 2003）、『2005年中華民図刑法墜刑法施行法修正立法資料集編上下』（同・ 2005）、『台濁

高等法院盤所属法院国態新修正刑法施行座談舎葉編』（台湾高等法院・ 2006）などがある。いずれも立

法過程の詳絡な議論を窺うに足り、このような資料を出版という形で公開し後泣に残すことは、台湾の

人々にとって自らの立法作業を検証可能なものとする上で大変良いことである。

(40）同警は『重量湾省通志稿』『蓑i管省通誌』と改版されてきたものであり、過去の版を当たる場合は注意

が必要である。

(41）フオノレモサン・ブラザーズ法律事務所『台湾ビジネスのための法務のすべて』（エヌ・エヌ・エー・

2009）、黒田法律事務所『88の事例でひもとく台湾法Q&AJI（カナリア書房・ 2011）、白石常介『台湾

の投資・会計・税務』（税務経理協会・ 2007）など参照。また法令解釈に章忠信（荻原有理訳）『台湾著

作権法逐条解説』（経済産業調査会・2008）がある。後話事武秀『台湾法の歴史と思想』（法律文化社・2009)

については拙評（法史学研究会会報 14・2010）を参照されたい。

(42）台湾省立法商撃院、中典大皐法商撃院を経て 2000年に正式に閤立台北大皐法律塁手院として成立した。

大変ややこしいことに分離独立した残りの中興大撃が2003年に財経法律撃系、 2010年に改めて新しく

法律拳系を立ち上げているが、 i日来の中興大皐法商事院の流れを汲むのは現在の台北大挙法律撃院であ

る。

(43）法源法律網では月旦法撃資料庫との聞に著作権紛争がある旨述べられている。利用にあたって注意が

必要となるかもしれない。

（九州大学法学研究院准教授）
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