
  vol.34 no.2 (2013) 

1               ©KINOKUNIYA COMPANY LTD. 

AFPWAA より「AFP スペシャライズド セレクション 2012」リリース 

著作物二次利用許諾済み。AFP 通信が世界に配信した画像と動画を収録 

                              

                             文化学園アカデミックアーカイブセンター

  
フランスの AFP 通信が世界各国の 13,000 社以上の報道機関に配信している報道写真（英語記事付き）、ニュ

ース映像（全文原語スクリプト付き）を、教育機関向けにオンラインで提供する「AFP World Academic 
Archive」。  
19 世紀末から現在までのアーカイブも含めて、1000 万点以上の写真と 10 万点以上の映像を収録し、これらのコ

ンテンツは日々増え続けています。 
「AFP スペシャライズド セレクション 2012」は、この膨大なストックの中から 2012 年に配信されたコンテンツを

テーマ別にまとめ、教育・研究の現場で即利用できるように DVD-ROM に収録した、オフラインで使えるコンテン

ツ集です。2012 年、医療・農業・工業など、それぞれのカテゴリーで世界のメディアを賑わしたトピックが満載。日

本国内の報道だけでは知りえなかった事象を、AFP 通信がよりグローバルな視点で選んだ写真や映像、記事の

コンテンツ集です。 
 

◆著作権処理の煩雑な手続き不要 
「AFP スペシャライズド セレクション 2012」内の写真・映像・記事は全て、教育機関におけるアカデミックユー

ス（教育・研究・学習）での二次利用許諾済みです。 
 
 
◆「AFP スペシャライズド セレクション 2012」内訳  2013 年 3 月末リリース予定 

各巻 画像ニュース 180 点（記事付き）＋動画ニュース 20 点（全文英語スクリプト付） 
第 1 巻 「医療」 Medical Care  

看護・歯科衛生 歯科技工・臨床・放射線医療・鍼灸・按摩、マッサージ・理学療法・衛生・栄養 etc 
 
第 2 巻 「農業」 Agriculture  

農作物・畜産・バイオテクノロジー・ANIMAL SCIENCE(動物管理)・園芸 etc  
 

第３巻 「工業」 Industry 
情報処理・マルチメディア・土木・建築・電子工学・情報科学・情報工学 etc 
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◆ 好評提供中のコンテンツ集 

● ストリーミングビデオ「Japan one year after 3.11  AFP 通信が世界に配信した東日本大震災」 
監修 阪井和男（明治大学法学部教授 明治大学東北再生支援プラットフォーム副代表） 
全６巻セット 、収録画像のキャプション（写真解説 英語）及び動画のスクリプト（英語）付き 
第 1 巻 「AFP 通信が選んだ震災の記録」  画像ニュース 97 点 
第 2 巻「地域別 震災から現在まで」  13 地域 画像ニュース 129 点 
第 3 巻「空撮 津波・地震」  9 地域 画像ニュース 87 点 
第 4 巻「福島原発事故とその余波」  画像ニュース 94 点 
第 5 巻「統計資料」  グラフィック １２７点 
第 6 巻「映像で見る震災」  動画ニュース 99 点 

 
    ＊関連データベース： フランス語版ニュース映像集「AFP 通信が配信した東日本大震災と世界の反応」   

    ニュース映像 70 点、全タイトルにフランス語音声・全文スクリプト付き 
 
 

● 「About Civil War & Conflict」 

 
 
AFP 通信の膨大な戦争報道のストックから内戦・紛争に関するコンテンツを精選したコレクションです。 
画像ニュースを中心に一部動画ニュースを加えて、DVD に収録して提供します。現代に多発する紛争

の多くは、歴史的な対立や紛争に端を発しています。10 名の日本人が犠牲になったアルジェリアのテロ

も、1954 年からのアルジェリア戦争を知ることで、悲惨な対立構造の理解につながります。歴史の節目に

なった紛争に関する画像・動画集です。 
全 800 コンテンツ、キャプション（写真解説 英語）及び動画のスクリプト（英語）付き 
＊このコレクションは受注生産方式になります。受注後約 40 日での納品になります。 
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◆ 今後のリリース予定 
 

● 「2012 AFP 通信が世界に配信した画像ニュースセレクション」 2013 年 4 月末日リリース予定 
2012 年に AFP 通信が世界中のメディアに配信したニュースの中から、AFP 記者がセレクト。 
いわば、2012 年の世界の出来事の集大成です。時事ニュースはもちろん、カルチャー、サイエンス、IT、

スポーツなど、さまざまなジャンルから、2012 年を総括できます。もちろん、日本の出来事も満載です。

（収録コンテンツ数約 2,000 点） 

 
 

 
● 「世界が伝えた日本の昭和」 2013 年 6 月リリース予定 

昭和天皇即位から崩御まで、昭和の日本は世界にどう伝えられたのか。

AFP 通信が世界に配信した昭和の日本を写真と原文キャプションでお届

けします。グローバルな人材が求められている今、世界の人々に日本を紹

介するときに最低限知っておきたい日本がこの中にあります。（収録コンテ

ンツ数未定） 
 
 
 

● 「中国建国 1949.10.01〜超大国への道」 2013 年 6 月リリース予定 
1949 年 10 月、中国共産党を率いる毛沢東の建国宣言から、文化大革命や天安門

事件等、大きな内政の混乱を経て、今やアメリカや日本など経済大国をも脅かす超

大国へ発展。その間、中国では何が起こってきたのか、テーマごとにセレクトした報

道写真と記事で中国の歴史を振り返ります。毛沢東の建国宣言、文化大革命、国連

承認、ニクソン訪中、毛沢東死去、経済特区、天安門事件、チベット争乱など世界を

揺るがせたできごとから、北京オリンピック、粉ミルク汚染など生活に密着したニュー

スまで、幅広いテーマを収録します。（収録コンテンツ数未定） 
 
 

● 「アドルフ・ヒトラーとナチズム」 2013 年 6 月リリース予定 
徹底したドイツ民族至上主義のもとナチスを結成し、ユダヤ人を迫害したホロコー

ストで世界史に悪名を残すヒトラー。ドイツ国民の支持を背景に、第二次大戦へ突

入し、ついには破滅へ落ちていった希代の独裁者の栄光から終焉までを、ナチズ

ムの動向と併せて貴重な写真と記事で紹介します。（収録コンテンツ数未定） 
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● 「尖閣諸島の日中対立を AFP はどう報じたか」 2013 年 6 月リリース予定 
日本による尖閣諸島国有化宣言を契機として、突然激しい反日行動に出た中国。

日本車の破壊や、日本の百貨店への急襲など、エスカレートする暴動は一応は収ま

ったものの、日中間の経済や交流は停滞したまま出口が見えません。日本国内の

報道だけでは見えてこない日中対立の実態が、AFP が世界に配信した写真記事か

ら浮き彫りにされます。（収録コンテンツ数未定） 
 
 

 
● 「ニュークリアクライシス チェルノブイリと福島」 2013 年 6 月リリース予定 
チェルノブイリ原発事故と東日本大震災が引き起こした福島原発事故を中心に、スリー

マイル島事故等、主立った原発事故とその後の放射能汚染、各国の反応などをニュース

画像（キャプション記事付き）で伝えます。（収録コンテンツ数未定） 
 
 
 
 
 
● 「World War Ⅱ 第二次世界大戦」 2013 年 8 月 15 日リリース予定 

1945 年 8 月 15 日、日本の完全降伏で終結した第二次世界大戦。領土も含めて

世界の大勢は、戦勝国である連合国側によって形作られ、現在もその影響下に

あります。世界で初めて使用された原子爆弾は日本に甚大なダメージを与え、核

の脅威による危険なパワーバランスは今も世界を覆っています。広島・長崎の悲

劇も含め、第二次大戦の世界の状況を膨大な写真で概括し、終戦記念日に合わ

せてリリースします。（収録コンテンツ数未定） 
 

 
その他、＜宇宙開発の歴史＞、＜アメリカの市民権とマーティン・ルーサー・キング＞、＜アフリカの独立＞、＜北

朝鮮、その日常生活から核開発まで＞、＜チェ・ゲバラとフィデル・カストロ＞などのコレクションをリリース予定で

す。また、語学教材に有用な、ニュース映像をテーマ別に収録した「全文スクリプト付き動画ニュースシリーズ」も、

＜サイエンス＆テクノロジー＞＜環境問題＞＜現代イギリス事情＞＜2012 ニュース動画版＞等リリース予定で

す。 
※掲載の商品はいずれも教育機関におけるアカデミックユース（教育・研究・学習）での二次利用許諾済みです。 
＊「AFP スペシャライズド セレクション 2012」及び、リリース予定の各データベース集の内容に関するお問い合

わせは、学校法人 文化学園 アカデミックアーカイブセンター Email:info@afpwaa.com、Tel:0120(021)311 
 
 
 

 
掲載の商品・サービスに関するお申し込みは、株式会社 紀伊國屋書店 電子商品営業部 
(電話：03-6910-0518、ファクス：03-6420-1359、e-mail：online@kinokuniya.co.jp) までお願い致します。 
お預かりした個人情報は、弊社規定の「個人情報取扱方針」http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm に則り、取り扱わせて頂きます。 
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