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第１次区分表

000 総記

100 哲学

200 歴史

300 社会科学

310 政治

320 法律

330 経済

360 社会制度 社会問題

370 教育

380 民俗

400 自然科学

700 芸術

800 言語

900 文芸

第２次区分表

000 総記
010 図書館 博物館

020 図書 書誌

030 百科事典 索引

050 逐次刊行物 一般雑誌

060 学会 協会

080 叢書 全集 資料集

090 雑

100 哲学
101 哲学

103 辞書 年表

108 叢書 全集 資料集

109 雑

200 歴史
201 歴史学概論

203 辞書 年表

208 叢書 全集 資料集

209 歴史

280 伝記

290 地理

300 社会科学

310 政治

311 政治学

312 政治史 政治事情

313 国家

314 議会 選挙

315 政党

316 政治運動

317 行政 官僚制
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318 地方行政

319 国際政治

320 法律

321 法律学 法哲学

322 法制史 法制事情

323 憲法 行政法

324 民法

325 商法

326 刑法

327 司法制度 民事訴訟

328 労働法 諸法

329 国際法 国際私法

330 経済

331 経済学 経済思想

332 経済史 経済事情

333 経済政策 経済体制

334 経済特殊問題

335 財政

336 統計 推計

360 社会制度 社会問題

361 社会問題一般 社会政策一般

362 両性関係 家族 家政

363 農村

364 広報 世論 宣伝

365 宗教 神話

366 労働問題 労働運動

368 階級身分

369 その他の社会制度 社会問題

370 教育

380 民俗

389 民族 人種

400 自然科学

401 自然科学

403 辞書

700 芸術
701 芸術

703 辞書

800 言語

801 言語

803 辞書

900 文芸

901 文芸

903 辞書
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000 総記

010 図書館 博物館

図書館に関するものは総てこの綱に収める

但しこれらに関する国家の行政法令などは行政諸法などに収

める

図書館理論，目的，効用

図書館史及び事情

図書館建築

図書館の組織と管理

図書館の管理と保管

図書選択法

図書注文及び受入法

図書目録法

図書分類法

図書排列法

図書の保管

図書の修理と製本

索引編成法

図書の運用

図書館活動

一般図書館

博物館

020 図書 書誌

図書 書誌学

著作

写本 刊本 製本

出版と販売

蒐集

書目一般

解題書目 特殊書目 選定書目 蔵書目録 個人文庫目録

書目 図書目録 図書年報を含む

出版法，著作権法→328.3

書誌については020のもとに各分野のものをいれる

例：法律を主題とした書目→020.32（.以下3桁まで）

030 百科事典 索引

百科事典に関することもここに収める

050 逐次刊行物 一般雑誌

.1 逐次刊行物 年鑑 統計

逐次刊行物とは内容の如何にかかわらず終期を予定しないで

継続することが意図されている出版物

年鑑

統計

.2 官公報 法令集 判例集 議事録

逐次刊行物は特定の主題をもつものでもここに入れる

但しこの場合は注釈のない純粋なものを云う

注釈のあるもの又は逐次刊行物でないもので特定の主題をも

つものは323.9，324.9などの.9に入れ，二主題以上にわたる

ものは320.91又は320.92に入れる

060 学会 協会

議事録 通報などを含む

逐次刊行の学会紀要など→050

100以下に列挙のどの項目にも属しないもの

即ち学会一般，一般的会議（例えば学術会議）などに関する

ものを含む

080 叢書 全集 資料集

100以下列挙のどの項目にも属しないもの

一般論文集

090 雑

本表列挙の他のどの項目にも属しないもの

.1 岩波文庫（和書のみ）

.2 岩波新書（和書のみ）

.3 クセジュ文庫（和書のみ）

.4 改造文庫（和書のみ）

.5 岩波ブックレット（和書のみ）

- 5 - - 6 -



100 哲学

我々の生活の在り方，現在の状態，これらについて種々の世

界的思想の実態のすべてを云う

特殊主題の哲学はその項目に収める

101 哲学

学，史，事情

哲学思想一般 社会思想一般→：311.11～.89

社会心理学 倫理 道徳

文化一般

社会学概論（集団又は文化社会学を含む）

社会制度概論→：201

イデオロギー論

史的唯物論 弁証法的唯物論

自然弁証法→401

情報科学 社会哲学 未来学 行動社会科学 人間学

雑書，随筆，雑記などの雑論集 学会，協会，会議などの議

事録 研究及び指導法 便覧 哲学教育などを含む

103 辞書 年表

108 叢書 全集 資料集

109 雑

他に挙げられているすべての項目に属さない哲学関係書

相法，占卜，運命判断などはここに入れる

200 歴史

歴史は一般史（社会，文化，文明）を意味する

政治，経済，文化などの社会事情を含む

政治的側面を主として扱うもの→312

201 歴史学概論

歴史哲学 史学史 史学方法論

歴史補助学

年代学 考古学 古銭学 金石学

古文書学

伝記学

家系学

人名学

その他

203 辞書 年表

208 叢書 全集 資料集

209 歴史

人類文化と人類発達の組織的記録

.1 世界

第一次・第二次大戦史（全体的）

古代オリエント，古代ギリシャ，ローマ，ゲルマンを含む

.2 日本

.3 アジア一般

.31 中国

朝鮮を包括する場合を含む

モンゴルはここに入れる

.32 朝鮮

.33 東南アジア 同諸国

インド，パキスタン，セイロンを含む

.34 中近東 同諸国

イスラム

トルコ→209.46

.35 その他のアジア諸国
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.4 ヨーロッパ一般

.41 イギリス

大英帝国の場合を含む 英連邦

.42 フランス

.43 ドイツ

スイス，オーストリア，ポーランドなど中央ヨーロッパ諸国

を含む

.44 イタリア

.45 東ヨーロッパ 同諸国

ユーゴスラビア，ギリシアを含む

.46 その他のヨーロッパ諸国 トルコ

オランダ スペイン 北極地方 グリーンランドを含む

.5 ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］

.6 アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国

.61 中南アメリカ 同諸国

.7 アフリカ 同諸国

.8 大洋州 同諸国

南極地方を含む

280 伝記

自叙伝，伝記，家系，人名，日誌，頌徳文

文学的価値を除いた通信文を含む

.1 伝記 家系 人名 書簡集 日記 語録 逸話 追悼 年譜

特に或る主題を中心としているものはそれぞれの項目のもと

に収める

伝記学 家系学 人名学→201

列伝書 伝記叢書（全集）は容易に個々の被伝者別に分割さ

れるものを除き280.8に

.3 辞書 年表 人名録

人事興信録

紳士録

住所録

学会，その他の会員名簿

.8 列伝 叢書 全集 資料集

但し容易に個々の被伝者別に分割されるものを除く

290 地理

.1 地理

人文地理を意味し，地理学を含む

地相学 自然地理は400へ

地図，写真帖を含む

探検，紀行，案内記を収めるがFictionは901に収める

.3 辞書 年表
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300 社会科学

社会科学は社会事情，社会関係，社会制度などを取扱い，人

々の生活や社会を組織している人々の状態を意味する

310 政治

雑論集 随筆 雑記 学会 便覧 教育 研究及び指導法な

どはそれぞれの主題のもとに収める

.3 辞書 年表

辞書は以下319までの諸項目のいずれかに関するものをすべ

てここに収め，年表は政治全般に関するもののみを収める

.8 叢書 全集 資料集 記念論文集

政治全般に関するもの

.9 公文書

311 政治学

.11 政治学概論 政治哲学 一般理論 政治社会学

政治思想 政治理論 政策学

一般理論には政治心理，政治道徳などの理論科学一般を含む

社会学→101，361

政治全般に関する雑書，学会，教育，研究及び指導法，実態

調査法を含む

.12 政治学史 政治思想史一般

.13 古代・中世政治学史 政治思想史

.14 近代政治学史 政治思想史

.2 近代日本政治学史 政治思想史

.3 近代アジア政治学史 政治思想史

.31 近代中国政治学史 政治思想史

朝鮮を包括する場合を含む

モンゴルはここに入れる

.32 近代朝鮮政治学史 政治思想史

.33 近代東南アジア 同諸国政治学史 政治思想史

インド，パキスタン，セイロンを含む

.34 近代中近東 同諸国政治学史 政治思想史

イスラム

トルコ→311.46

.35 近代その他のアジア諸国政治学史 政治思想史

.4 近代ヨーロッパ一般政治学史 政治思想史

.41 近代イギリス政治学史 政治思想史

.42 近代フランス政治学史 政治思想史

.43 近代ドイツ政治学史 政治思想史

スイス，オーストリア，ポーランドなど中央ヨーロッパ諸国

を含む

.44 近代イタリア政治学史 政治思想史

.45 近代東ヨーロッパ政治学史 政治思想史

ユーゴスラビア，ギリシアを含む

.46 近代その他のヨーロッパ諸国・トルコ政治学史 政治思想史

オランダ スペインを含む

.5 近代ロシア政治学史 政治思想史

.6 近代アメリカ 北アメリカ諸国政治学史 政治思想史

.61 近代中南アメリカ 同諸国政治学史 政治思想史
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.7 近代アフリカ 同諸国政治学史 政治思想史

.8 近代大洋州 同諸国政治学史 政治思想史

.91 民主主義 自由主義

デモクラシー

.92 ファシズム（独裁的専制的国家社会主義）

国家主義→：319.92

全体主義

ナチズム

ナショナリズム→：316.4

.93 社会主義 共産主義

空想的社会主義（サンシモン，フーリエ，オーエン主義）

宗教的社会主義（モーリス，キングスレー，ルッドロー）

国家社会主義（ロードベルトウス，ラサール主義）

マルクス主義 科学的社会主義

ここには社会主義・共産主義としてのマルクス主義を収める

唯物史観

共産党宣言

社会民主主義

修正派社会主義 ベルンシュタイン

共産主義

国際共産党 コミンテルン（第三インターナショナル）

.94 その他の政治思想 政治傾向

保守主義

無政府主義 バクーニン，クロポトキン，プルードン

サンジカリズム ソレル

ナロードニキ

.91～.94のいくつかにまたがるものは内容により311.11かそ

れぞれの項目に収める

但し.91～.94は理論と主張のみを収める

フェビアニズム 漸進的社会主義 ウェッブ

ギルド社会主義 ペンテイ

312 政治史 政治事情

.1 世界

世界全般の政治史 政治事情

古代オリエント，古代ギリシャ，ローマ，ゲルマンを含む

.2 日本

.3 アジア一般

.31 中国

朝鮮を包括する場合を含む

モンゴルはここに入れる

.32 朝鮮

.33 東南アジア 同諸国

インド，パキスタン，セイロンを含む

.34 中近東 同諸国

イスラム

トルコ→312.46

.35 その他のアジア諸国

.4 ヨーロッパ一般

.41 イギリス

大英帝国の場合を含む 英連邦

.42 フランス

.43 ドイツ

スイス，オーストリア，ポーランドなど中央ヨーロッパ諸国

を含む

.44 イタリア

.45 東ヨーロッパ 同諸国

ユーゴスラビア，ギリシアを含む

.46 その他のヨーロッパ諸国 トルコ

オランダ スペイン 北極地方 グリーンランドを含む

.5 ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］

.6 アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国

.61 中南アメリカ 同諸国

.7 アフリカ 同諸国

.8 大洋州 同諸国

南極地方を含む

.99 資料
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313 国家

国家史 国家事情→209

.1 国家学概論 一般理論

国家理論

国家と宗教 祭政一致

国家と階級→：368

国家と道徳

国家と個人（人権宣言 出版言論の自由 検閲）

人権（理念） 基本的人権 自由

国家学史 事情

古代中世近代などの国家

.2 国家制度 諸特殊問題 国家形態

立憲君主制

天皇制

議会政治

王制

封建制

共和制 民主制

ソビエト制 社会主義国家

社会主義的政治制度

独裁制

その他の政体論などを含む

但し以下列挙の諸項目に入るものを除く

.3 国防 軍事

国防主義 思想 軍人主義 軍人生活など

軍備 軍事行政 徴兵制

国防史 軍事事情

戦争（軍事的側面のみ） 戦略 戦術

陸 海 空軍

一般戦術 兵法を含む

自然科学的技術の側面→401

戦争一般

日本軍慰安婦→：329.5

314 議会 選挙

.1 議会理論

.2 議会史 議会事情

国会の歴史

.3 議会制度特殊問題

立法

衆議院

参議院

議員選挙→314.4

代議制 代議士 国政調査権 陳情

.4 選挙制度

比例代表制 職能代表制

選挙権 被選挙権 公職選挙法 選挙分析 選挙結果

選挙区制 選挙費用 選挙訴訟

選挙運動及び取締

選挙粛正

棄権防止

人民投票

リコール制 など
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315 政党

政治結社（右翼・左翼 etc）を含む

.1 政党理論

.2 政党史 政党事情

選挙運動の方法 政党政策（選挙政策を含む）

連立政権 新左翼

.3 政党制度 諸特殊問題

組織 財政 年次総会 任務 党内民主主義

政治団体

圧力団体→：361

316 政治運動

.1 政治運動一般

市民運動

.2 革命 改革

政治的運動 政治運動事情など

革命史はその国の歴史に収めるが312に属せしめる方が適当

な場合はそこに入れる

新左翼→315.2

.3 その他の特殊政治運動

政治闘争

ボイコット

政治ストライキ

デモンストレーション

テロ

内乱

レジスタンス ゲリラ（一揆）

人権擁護運動 公民権運動

.4 民族問題 民族運動 人種問題

政治的側面を有する運動

黄禍論，インド民族運動 スラブ主義

ユダヤ人問題 反ユダヤ運動 など

国際的民族問題→319.93

文化人類学的氏族性論，民族学，人種誌→389

自然科学的人類学→401

民族主義→：311.92
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317 行政 官僚制

中央行政 公行政 国家行政

.1 行政一般

行政学 官僚制一般を含む

行政事情 行政改革

.2 行政組織 行政官庁

政府機構を含む

中央官庁 内閣総理大臣 大統領

.3 人事行政

国家公務員（官吏）

職階制，官僚制，職務分析，研修制度

国家試験

.4 管理行政

行政運営，行政執行，行政処分，能率論 など

.5 その他の行政 諸特殊問題

警察 防犯

警察組織 公安委員会 CIA KGB

行政警察

司法警察（刑事警察）

犯罪捜査→326.7

水上警察 海上保安

防犯

消防 火災予防

植民地行政

教育行政

318 地方行政

地方自治を含む

米国etcの州行政はここに

.1 地方自治一般 地方自治事情 地方自治史

地方自治法規

地方条例

地方公務員法

市町村組合法

地方行政法

地方財政法

地方税法

地方教育行政

オンブズマン

.2 地方自治 諸特殊問題

都道府県，市町村などを個別的に論じたものはここに入れる

都市問題

住民参加

都市社会学

都市計画→：323.4

地域主義→：316.4

.9 法規集 判例集 資料
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319 国際政治

.11 国際政治学の一般理論

国際政治学史

.12 国際政治史 国際政治事情

世界的規模のもので各時代別を含む

AALA 南北問題 世界大戦 ニュルンベルグ裁判

戦争史は普及度の高い方の国際政治に収める

ここに収めるものは近代以後のものとし，それ以前のものは

すべて歴史に収める

.2 日本の外交史

日本をめぐる国際関係

近世（江戸時代）までは歴史に収める

.3 アジア一般の国際政策

アジア一般をめぐる国際関係

極東

.31 中国の国際政策

中国をめぐる国際関係

朝鮮を包括する場合を含む

モンゴルはここに入れる

.32 朝鮮の国際政策

朝鮮をめぐる国際関係

.33 東南アジア 同諸国の国際政策

東南アジア 同諸国をめぐる国際関係

インド，パキスタン，セイロンを含む

ASEAN

.34 中近東 同諸国の国際政策

中近東 同諸国をめぐる国際関係

エジプトを含む場合もあり

イスラム

トルコ→319.46

.35 その他のアジア諸国の国際政策

その他のアジア諸国をめぐる国際関係

.4 ヨーロッパ一般の国際政策

ヨーロッパ一般をめぐる国際関係

EU

アメリカを包括する場合を含む

.41 イギリスの国際政策

イギリスをめぐる国際関係

大英帝国の場合を含む

但し場合により植民地又は自治領は独立国として扱うことが

ある

.42 フランスの国際政策

フランスをめぐる国際関係

.43 ドイツの国際政策

ドイツをめぐる国際関係

スイス，オーストリア，ポーランドなど中央ヨーロッパ諸国

を含む

.44 イタリアの国際政策

イタリアをめぐる国際関係

.45 東ヨーロッパ 同諸国の国際政策

東ヨーロッパ 同諸国をめぐる国際関係

ユーゴスラビア，ギリシアを含む

.46 その他のヨーロッパ諸国 トルコの国際政策

その他のヨーロッパ諸国 トルコをめぐる国際関係

オランダ スペイン 北極地方 グリーンランドを含む

.5 ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］の国際政策

ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］をめぐる国際関係

.6 アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国の国際政策

アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国をめぐる国際関

係

.61 中南アメリカ 同諸国の国際政策

中南アメリカ 同諸国をめぐる国際関係

フォークランド諸島 キューバ危機

.7 アフリカ 同諸国の国際政策

アフリカ 同諸国をめぐる国際関係

.8 大洋州 同諸国の国際政策

大洋州 同諸国をめぐる国際関係

南極地方を含む

.91 戦争 平和

国際主義 平和問題及び運動 安全保障問題 軍縮 NATO

.92 帝国主義（一般的危機）

理念的なもの→311.92

.93 民族問題
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植民地問題

.94 国際団体

国際連盟 国際連合

.95 その他の国際政治特殊問題

国際行政（国際労働運動は366に）

原子力問題

災害救援

国際環境政策

.99 外交文書 資料集

320 法律

雑論集 随筆 雑記 学会 便覧 教育 研究及び指導法な

どはそれぞれの主題のもとに収める

法典は.9

Casebook類は概ね主題

Kommentarは主題

.3 辞書 年表

辞書は以下329までの諸項目のいずれかに関するものをすべ

てここに収め，年表は法律全般に関するもののみを収める

.8 叢書 全集 資料集 記念論文集

法律全般に関するもの

.91 法令集

.92 判例集 判例批評集 決議集 学説判例要旨集

ここには逐次刊行物以外の一般的なものを収め，各法の判例

集はその法律のもとに.9を付加して細分する

逐次刊行物の法令集や判例集は050.2に
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321 法律学 法哲学

.1 法学概論 法哲学 法律一般理論

法学方法論 法心理学 法哲学史

法学史 法思想史

比較法学 比較法理論

一般法学

法律社会学

世界法論

立法学

法律全般に関する雑書，学会，教育，研究及び指導法，実態

調査法などを含む

法律家

外国法学

法と国家

法体系・制度→322

.9 雑

322 法制史 法制事情

ここに収められるものは法制史一般，法制事情一般で現行法

と直接関係のない旧法である

各部門別の法制史で現行法との関連において述べられている

ものはそれぞれの各部門の法の項に収める

現代日本民法史→324.1

法体系の場合は現行法もここに収める

.1 世界

法制史学，史学史，学事情を含む 以下同じ

古代オリエント法制史を含む

.19 世界史料

.2 日本

.29 日本史料

.3 アジア一般

.309 アジア一般史料

.31 中国

朝鮮を包括する場合を含む

モンゴルはここに入れる

.319 中国史料

.32 朝鮮

.329 朝鮮史料

.33 東南アジア 同諸国

インド，パキスタン，セイロンを含む

.339 東南アジア 同諸国史料

.34 中近東 同諸国

エジプトを含む場合もあり

イスラム

トルコ→322.46

.349 中近東 同諸国史料

.35 その他のアジア諸国

.359 その他のアジア諸国史料

.4 ヨーロッパ一般の法制史 法制事情

古代ギリシャ，ローマ，カノン，ゲルマン法史を含む

アメリカを包括する場合を含む

.41 イギリス

大英帝国の場合を含む 英連邦
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.419 イギリス史料

.42 フランス

.429 フランス史料

.43 ドイツ

スイス，オーストリア，ポーランドなど中央ヨーロッパ諸国

を含む

.439 ドイツ史料

.44 イタリア

.449 イタリア史料

.45 東ヨーロッパ 同諸国

ユーゴスラビア，ギリシアを含む

.459 東ヨーロッパ 同諸国史料

.46 その他のヨーロッパ諸国 トルコ

オランダ スペイン 北極地方 グリーンランドを含む

.469 その他のヨーロッパ諸国 トルコ史料

.5 ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］

スラブ法一般を含む

.59 ロシア［ソビエト連邦，独立国家共同体］史料

.6 アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国

.609 アメリカ一般 北アメリカ 北アメリカ諸国史料

.61 中南アメリカ 同諸国

.619 中南アメリカ 同諸国史料

.7 アフリカ 同諸国

.709 アフリカ 同諸国史料

.8 大洋州 同諸国

南極地方を含む

.809 大洋州 同諸国史料

323 憲法 行政法

.1 公法一般

憲法哲学 一般理論 学史 学事情 比較憲法学などはここ

に入れる

.2 憲法 基本法

日本国憲法 皇室典範

国籍法 恩赦法

請願法

人身保護法 人権擁護委員法

基本的人権（公民権）

人権（理念）→313.1

国際人権→329.2

憲法調査会法

国民の祝日に関する法律

国会法 衆議院規則 参議院規則

政治資金規正法

憲法裁判（所）

政党法

マグナカルタ

「憲法と～」

.4 行政法

内閣法 国家行政組織法

国家公務員の人事に関する一切の法及び行為

訴願法 国家賠償法

宗教法人法

恩給法 共済組合法

警察法 公安調査庁設置法

消防法 水防法

火薬，麻薬，覚醒剤，毒物及び劇物取締法

道路交通風俗営業取締法

旅券法

防衛庁設置法 自衛隊法

河川法 海岸法

道路法 温泉法

土地収用及び改良法 都市計画法 建築基準法 土地法（行政対策と

しての）
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教育法

情報公開制（法）

その他行政訴訟を含む（行政裁判所）

.9 法令集 判例集 資料集

324 民法

.1 民事法一般 私法一般 民法一般 ソビエト公民権

民法理論

民法学

私法学

.2 民法総則

法人

意志表示 法律行為

建物保護に関する法律

.3 物権法 財産法

占有権 所有権 地上権 入会権

担保物権（先取特権 質権 抵当権）

不動産登記法

土地法（土地所有権）→：323.4

.4 債権法

債権の目的，効用，譲渡，消滅など

債権各論（契約，事務管理，不法行為，賠償，贈与，自力救済，自助）

借地借家法

求償権

製造物責任

.5 身分法一般 親族法 相続法

婚姻，親子，親権，後見，補佐，戸主，隠居

相続に関する一切の法律

遺言

戸籍法 住民登録法

家事審判法

.6 民事特別法

信託法 供記法 農地法

利息制限法

身元保証法

.9 法令集 判例集 資料集

- 29 - - 30 -



325 商法

.1 商法一般

.2 商法総則

商習慣，商人，商業登記，商号，商業帳簿，代理商

.3 会社法 →：334

総則 合名会社 合資会社 株式会社

株式合資会社 有限会社法 株券取引 株式（資本）

.4 商行為法

商取引

商事売買 匿名組合 仲立営業 問屋営業 運送営業 物品運送 旅

客運送

交互計算 寄託

倉庫営業

.5 保険法

保険契約 損害保険 火災保険 運送保険

責任保険 再保険 生命保険

.6 海商法 海法

船舶 公船 船主 船員 運送（傭船契約，船荷証券）

海損 共同海損 海難救助

海上保険 船舶債権

.7 有価証券法

手形法 小切手法 商品取引所法

.8 商事特別法

銀行法 信用法

.9 法令集 判例集 資料集

326 刑法

.1 刑事一般 刑事法一般

刑法理論 刑法学

刑法史

入門・概論

.2 刑法

コンメンタール 総論と各論 生命倫理

.4 刑事訴訟法

総則 証拠法 手続法

刑事裁判

.6 刑事特別法

刑法典及び刑事訴訟法以外のもの総てを含む

破壊活動防止法（治安立法） 軽犯罪法 経済刑法 労働刑法 軍刑

法 少年法 環境刑法

刑事補償法 人権擁護法

.7 刑事学 犯罪学 行刑学 刑事政策 法医学 採証学（捜査）

精神病理学（法的）

.8 外国の刑法（和書のみ）

.9 法令集 判例集 資料集
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327 司法制度 民事訴訟

.1 司法制度 司法行政

裁判所法

検察庁法 検察審査会法

司法試験

弁護士法 公証人法

執達史規則

司法書士法

陪審制

書式（司法手続） 裁判史 裁判所史 裁判手続一般

法的扶助

.3 民事訴訟法

訴訟手続法一般を含む（人事訴訟手続法）

刑事と民事に亘るもの 自力救済・自助

刑事裁判→326.4

.4 強制執行法

保全処分 仮差押と仮処分

競売法

.5 特別民事訴訟法

会社更正法 破産法 和議法 非訟事件

民事調停法

.9 法令集 判例集 資料集 書式集

328 労働法 諸法

.1 労働法 社会法

労働基準法 労働組合法 労調法及び保護法 経営参加

公共企業体等労働関係法

労働者災害補償保険法 健康保険法 失業保険法

職業安定法 生活保護法 児童福祉法 災害救助法

社会法に関するものは場合により法哲学又は諸法に収める場

合がある

.3 諸法

経済法

競争法 企業法 カルテル法 独禁法

医事法 薬事法

不正医療→401

消費者保護法

産業法

農事法

土地所有権法

公衆衛生法

無体財産法

特許法，実用新案法，著作権法，商標法，出版法，マスコミ

関係法

原子力規定

環境法→：369，323.4，329.2

.9 法令集 判例集 資料集
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329 国際法 国際私法

国際法学・理論 特別事情

.1 国際法一般

次の諸項目全般に亘るもの

.2 平時国際法

平時に於ける国家間の種々な関係を定めた法律

国際法の主体・客体

国家領域と公海 国際経済法

国際貿易法 国際通貨法 国際投資法 国際資源法 国際労

働法 国際援助法 国際交通法 国際経済機構法 国際取引

法

領事裁判権

人船 海洋法

航空機

国際交渉の機関

国際条約

国際人権法

国際刑事裁判所

国際責任

国際環境法→：328.3

.3 国際団体法

国際連盟 国際連合

国際委員会 国際会議 ユネスコ

国際機関 EC NGO FAO OAU WPO EU

.4 国際紛争処理（平時における）

国家の間の紛争を平和的な方法によって解決すること

直接交渉

周旋 仲介 調停 裁判 制裁 干渉 国際司法裁判所

強制的手段

安全保障

.5 戦時国際法 交戦法規

陸戦法規 海戦法規 空戦法規

戦闘法規の違反の制裁規定

休戦条約

講話条約

中立法 戦時封鎖

戦争犯罪

国際軍事裁判

赤十字

.6 国際統一法 世界法

統一国際私法 世界統一実質私法

.7 国際私法

国際民法 国際商法 国際刑法 国際無体財産法

国際民事訴訟法 破産法

国際仲裁

.8 国籍法 その他の国際関係特別法

外国人関係法

外国人の出入，犯罪人引渡，亡命，外国人の地位

.9 条約集 法令集 判例集 資料集
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330 経済

.3 辞書 年表

.8 叢書 全集 資料集

331 経済学 経済思想

経済原論 国民経済学 政治経済学 社会経済学

経済哲学 方法論

経済倫理 経済数学

経済学史 経済思想史

経済学説（古典学派，歴史学派，社会主義学派，近代理論）

生産論 資本理論 価値論 価格論 交換論

分配論

所得論

消費論

国民所得

所有論

332 経済史 経済事情

.1 経済史 経済事情

経済史学概論 史学史 史学事情 統計を含む

経済地理 経済地学 経済史理論

資本主義発達史

.2 各種産業

農業，工業，商業，水産業，交通業，通信業などを含む

社史

産業政策 産業史

333 経済政策 経済体制

計画経済 統制経済 戦時経済

アウタルキー ブロック経済 世界経済 国際経済 経済統合

EEC OECD OPEC Group of 77

賠償及び戦債問題

対外経済政策

資本主義 帝国主義

経済援助

産軍複合

国土計画

エネルギー政策→：401

334 経済特殊問題

人口 移植民

人口論 人口問題 人口政策

移民史及び事情

移民政策 移民問題

植民地問題→319.93

華橋

経営

企業集中（カルテル，トラスト，コンツェルンなど）

企業形態 企業統制 多国籍企業

会社（私企業）

産業組合（協同組合） ギルド

公企業（営団，公団，公社，統制会，公共企業体，公益企業，

国有化）

民営化

能率と管理

簿記 会計学

景気 恐慌

貨幣 通貨

為替（外国為替），物価などを含む

国際通貨 投資通貨 国際金融 E.D.

貿易

金融 銀行

保険

保険政策 保険行政に関するもの

生命保険

傷害保険

火災保険

運送保険

海上保険

その他の保険

法律的側面を有するもの→325.5
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財政学

財政学史 財政思想史

財政史 財政事情

財政政策 財政行政

財政法 会計法 補助金

財務機関

会計検査

予算 決算 経費

租税

租税政策 税法 税務

租税史 事情

所得税

収益税

財産税 相続税 資産再評価

流通税（印紙税 登録税 利益税 取引税 通行税など）

消費税 物品税

雑税

関税

公債 国債

公企業

官業 専売

国有財産

地方財政

地方財政史 事情

地方財政政策及び財務

地方税（市町村民税 固定資産税 戸数税など）

地方債

都市財政

植民地財政

地方財政法→318.1

336 統計 推計

統計理論 統計学 統計学史

統計の歴史及び事情

360 社会制度 社会問題

ここに含まれるものは社会運動又は制度改革運動で他に挙げ

られている諸項目に属しないもの

社会学一般概論，制度理論→101

一般社会史→201

社会思想，社会思想史→101，209，311

.3 辞書 年表

.8 叢書 全集 資料集

社会制度，社会問題，社会運動のそれぞれまたは全部の全般

に亘るもの

361 社会問題一般 社会政策一般

社会形象 文化形態

習俗 制度 伝統 家風 国民性 民族性

文化社会学→：101

社会集団 社会体系 社会生態学 圧力団体

福祉国家

社会政策

社会保険 社会保障

共済組合

健康保険

労働保険

失業保険

362 両性関係 家族 家政

婚姻問題 婦人問題 家族問題（法律→324.5）

恋愛

性問題 売春

老人問題 子ども・女性（の権利）

家政学（家事）

363 農村 →：332.2

土地（農地）制度に関するものは他の項目（例えば324.6，3

80.1など）に収めらるべきものを除き原則としてここに収め

る

農地問題に関するものは内容により368に入れることもある
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土地政策 土地問題 入会地 土地行政

364 広報 世論 宣伝

社会調査 世論調査 マスコミ

ジャーナリズム，新聞学に関するものを含む

プロパガンダ メディア

365 宗教 神話

宗教一般

宗教概論

宗教史 宗教思想史

宗教学 神話学

神話

原始宗教

民間信仰

366 労働問題 労働運動

法令→328.1 判例→328.9

職業 就職と雇用 失業 労働市場 労働政策

労働条件

最低賃金制度

家族手当制度

退職手当

労働時間

労資協調 経営参加

労働組合及び運動

団体交渉 経営協議会 紛争処理機関 労働争議 労働調停

労働者

労働科学 労働医学 労働生理

368 階級身分

階級問題

ブルジョアジー プロレタリアート インテリゲンチャ

貴族

中間階級 サラリーメン

水平社運動 カースト

階級分析（闘争）

369 その他の社会制度 社会問題

生活問題

衣食住問題 生活改善 生活調査

社会福祉 消費者運動 消費者保護

環境問題（法的側面も含む） 環境政策

公衆衛生 医療政策

交通事故 公害

社会病理 社会事業

生活保護 救貧制度 慈善事業 ボランティア 貧困

羅災保護 災害対策

児童保護 児童福祉

高齢者福祉

経済保護 授産事業

共同宿泊所 簡易食堂 介護保険など

共済組合

社会教化事業

司法保護事業

社会保健（保健施設 医療保護）

麻薬中毒者厚生
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370 教育

.1 教育

教育学 教育思想

教育史 教育事情

教育政策 教育制度

社会制度 社会問題としての教育，同改革運動を含む

学校経営 学校衛生

学習指導 教育課程

初等 中等 大学 専門 高等教育

特殊教育 社会教育

行政的又は法律的側面→317.5，323.4，328.3

学生運動→：316

.3 辞書 年表

380 民俗

ここには生活様式とか社会習慣とか古代からある慣例や因習

を含む

.1 民俗

生活行事（衣食住に伴う風習）

社会習慣（村落生活 海村生活 氏子組織などの家庭生活）

祭礼 年中行事（民間信仰 郷土舞踊）

冠婚葬祭

礼儀作法 社交（社会の応接方法や儀式司会の礼法）

伝説 民話 迷信（民俗調査を含む）

本表所掲の他の特別項目（例えば両性関係）に入れられるも

のを除く

.3 辞書 年表

389 民族 人種

.1 民族 人種

文化人類学及びその民族性

原始社会の研究 人種誌学と民族学 社会人類学

人種史 人類誌

自然科学的人類学→401

政治学的民族理論→316.4

未開民族（人種）に関するものはここに一括する

.3 辞書 年表
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400 自然科学

純粋科学，応用科学を含む

401 自然科学

自然科学理論 概論

自然弁証法

科学史

純粋科学

数学

物理学

化学

天文学 地理学 地質学（暦法，暦学を含む）

生物学 博物学

植物学 動物学

医学

不正医療→：328.3

医療理論

応用科学（工学を含む）

コンピューター（ハード・ソフト）

土木工学

建築学

機械学

電気工学

海事工学（→兵器）

採鉱冶金学

応用化学工業

繊維

その他の工業

家事（物的技術に関するもの）

家政→362

産業

農業（農業経済→332.2）

園芸

養蚕業

畜産業

林業

水産業→332.2

通信 交通→332.2

石油産業・石油政策（行政）→：333

403 辞書
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700 芸術

美術 装飾技術 スポーツ技術

701 芸術

美学 芸術理論

彫刻

絵画

版画

写真 印刷 製版

工芸美術

音楽

演劇 映画

運動競技（スポーツ）

遊芸 娯楽

703 辞書

800 言語

比較言語学，概括的言語学を含む

801 言語

言語学

言語哲学 語源学

言語史

雄弁術 速記術

タイプライター術

803 辞書

地理区分（319を適用）

- 47 - - 48 -



900 文芸

一般読書に関するものを含む

901 文芸

文芸理論 文芸思想

文学史

児童文学

詩

戯曲

小説

エッセイ

日記 紀行

書簡

風刺

滑稽

全集 選集

903 辞書

法学部分類表の注意点について

NDCのような10進分類の特徴の一つであるところの，9つに分類して1～9の

数字を付し，どれにも属さないもの，全てを包括するものを0にする，と

いう考え方はとらない．

従って，100，200，300，400，…といった分類は使わない．また，それぞ

れの分類記号のそれぞれ上位にあたると考えられる分類記号は使わない．

ex）323は323.1，323.2，323.4，323.9の上位にあたるものと考

えられるので，使わない．

NDCと著しく異なる点

①法律に関するものは，地方自治法（318），税法（335）の二つの例外を

除き，全て32△.△に収める．

②刑事訴訟法は，NDCは民訴と共に327の下に収めるが，法学部分類表では，

刑法と共に326の下に収める．

③社会学（NDCの361），社会科学（NDCの301），社会史（NDCの362）は全

て哲学（101）に収める．

④宗教（NDCの16△～19△）は，365に収める．

⑤女性問題は，NDCでは367だが，法学部分類表では362に収める．

分類表の後ろに，［地域区分］の表があるが，単に，どの国はどこに分類

するかの目安にすぎない．NDCの助記表のようには使わない．

法判例について

050.2 逐刊の法判例（全分野）

320.9 全分野の法判例

323.9 憲法，行政法のみの法判例

324.9 民法の法判例

325.9 商法の法判例

326.9 刑法の法判例

327.9 民訴の法判例

328.9 労働法／社会法／諸法の法判例
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329.9 国際法の法判例

318.9 地方自治法の法判例

335 税法の法判例

NDCでは外国の法令は，例えば民法は324.9で地理区分するが，法学部分類

表では，例えば不法行為は324.4，家族法では324.5という具合に各法律の

ところに収める．

著者記号の付与について

Cutterの著者記号表による．

母音・Sは2文字，Scは3文字，他は1文字

著者記号表の数字をそのまま使う．

（司書講習などで実習するように，別の著者に同一記号を与えまいとして，

数字を展開したりしない）

AACR2の標目（アクセス・ポイント）となる著者，または書名により付与

する．

記念論文集については，特定の法律のみでなく，全分野の法律の論文を集

めたものは特別な与え方をするので注意．

Festschrift ～ 320.8 Melange ～ 320.8

Festgabe ～（独語） F___ M___

( ) ( )

3段めに，被伝者の頭文字

特定分野の記念論文集は，専門分野に入れる．著者記号は被記念者にする．

法律条文は，著者記号に国名をあてる（英語で）．

フランスの法律条文 France F844

ドイツの法律条文 Germany G317

イギリスの法律条文 Great Britain G798

国連の法律条文 United Nations Un3

アメリカの法律条文 United States Un3
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3段目の図書記号について

巻次・版次を入れる．

2nd ed. 2e ed. 2.Aufl. 2.izd.

巻次と版次と両方あるものは，だいたい

巻ごとに改版されるものは

（巻次－版次）

3-4 ed. 3-4.Aufl.

全巻そろって改訂版のでるものは

（版次－巻次）

2nd ed.-3

となるようにしているつもりだが…一部，必ずしもそうでないものもある．

名古屋大学法学部

図書分類表

1998.8作成

1998.10修正
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