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British Periodicals の優れた機能  

～充実したコンテンツと電子ならではの検索機能で、新しいアプローチを可能にします～ 

British Periodicals（BP）は、17 世紀から 20 世紀初頭にかけて英国で刊行された定期刊行物 約 470 誌を収

録するデータベースです。電子ならではの優れた検索機能を持ち、全文検索はもちろんのこと、ビジュアルイ

メージや広告だけを抽出することもできます。本稿では、収録資料の実例とともに BP の機能をご紹介します。 

 
◆コンテンツ概要◆ 

17 世紀から 20 世紀初頭の英国の定期刊行物から重要タイトルを選んで収録 
 収録年代 ：1681 年 ～1939 年（右図参照） 
 収録誌数 ：約 470 誌 
 収録ページ数 ：約 500 万ページ 
 コレクションで構成されています。（個別に契約できます。） 

 コレクション 1：UMI マイクロ”Early British Periodical”より約 160 誌、5,238 巻、約 310 万ページを収録。 

100 以上の図書館から収集した重要タイトルを収録します。分野：文学・哲学・歴史・科学・美術・社会 他 

 コレクション 2：UMI マイクロ“English Literary Periodicals”と“ British Periodicals in the Creative Arts”より、 

約 310 誌、190 万ページを収録します。分野：文学・音楽・美術・建築・考古学 他 

 New! コレクション 3：2014 年中に、新たにコレクション 3 がリリースされる予定です。 

◆特長◆ 

 原則的に創刊号から最終号ないし 20 世紀初頭までを対象とし、タイトルごとに可能な限り欠号なく収録します。 
 刊行当時のままの誌面イメージを電子化*しています。誌面上で全文検索**が可能です。 
 記事単位で詳細な索引を付与しており、記事やビジュアルイメージの種類を指定した複雑な検索が可能です。 

*モノクロないしグレイスケールの PDF/JPEG 形式で収録。 
** OCR（光学的文字認識）で読み込むため、検索の精度は 100％ではありません。飾り文字、手書き文字などは検索できません。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刊行年月・掲載順に

索引付けて体系的

に収録します。 

検索語をハイライトで

表示します。 

拡大表示も自在 

年代別収録分布図（記事数で比較、

10 年ごと、コレクション 1,2 の合算） 

1890 年-1900 年

1681 年-1690 年 1931 年-1939 年

タイポグラフィー、画像要素、

記事レイアウトなどをすべて

確認することができます。 
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◆使いやすいインターフェース① ～Quick Search から検索結果を絞り込む～◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆使いやすいインターフェース② ～詳細検索で記事、ビジュアルイメージの種類を指定～◆ 

「ドキュメントのタイプ」の項目では、検索対象とする記事の種類を 

以下の 15 種類から選択できます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「ドキュメントの特記事項」では、ビジュアルイメージが付く記事のみを 

検索対象として、イメージを右の 6 種類から選択できます。 
 

 

検索例❶ “Wash”, “Clean”をキーワードに広告記事を探す。 
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1 

・ Advertisement（広告） 

・ Article（論説） 

・ Back Matter（後付） 

・ Covers（カバー） 

・ Drama（戯曲） 

・ Fiction/Narrative 

（フィクション／物語） 

・ Front Matter（前付） 

・ Graphic（図表） 

・ Letter（書簡） 

・ Obituary（死亡記事） 

・ Other（その他） 

・ Poem（詩） 

・ Recipe（レシピ） 

・ Review（評論、書評） 

・ Table Of Contents（目次） 

1 

2 

・ 風刺漫画  

・ コマ割漫画  

・ イラスト  

・ 地図  

・ 音楽（楽譜） 

・ 写真 

複雑な調査ができる 

詳細検索画面 

「シンプル・経済的・能率的」

洗濯機の広告, Once a week, 1879 

検索結果画面 

右側には項目ごとの Hit 数を 

表示、さまざまな条件で結果を

絞り込むことができます。 

シンプルで分かりやすい 

トップ画面 
(Quick Search) 

出版日絞り込み機能では、 

検索結果の年代別分布を 

可視化しつつ、出版年月日を

絞り込むことができます。 

「汚い手とはさよなら！」 
手洗い石鹸の広告, Quiver, 1919 「女性に朗報」染色剤の

広告, London reader, 1886 

「時は金なり、チリの出

ないチリ払い」モップの

広告, Quiver, 1919 
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検索例❷ ” Charles Dickens”をキーワードに、異なる種類の記事を探す。 

 

 

 
 
 
 
 
 
検索例❸ “London”, “Fog”をキーワードに、さまざまな種類の記事からその表象を追う。 

あ                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
検索例❹ ”Boer War”（ボーア戦争）をキーワードに検索、年代ごとに結果を絞り込む。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ディケンズの死亡記事 
Musical world, 1870

Obituary 

“わしは霧の悪魔だ！” 
Judy, 1882  

霧除去装置 , Review 
of reviews, 1892  

「霧のロマンス」“霧には

必ず終わりがあり、霧の向

こうには光と自由が…” 
Argosy, 1884

「黒い街」, Pall mall 
magazine, 1901 

“恋人たちは霧も

気にしない“ 
Judy, 1881

Fiction/Narrative 

「編集者としてのディケン

ズ 」 , English illustrated 
magazine, 1889

アンデルセンによるディケ

ンズ訪問記, Temple bar, 1870 
ディケンズ『二都物語』 

All the year round, 1859 

Fiction/Narrative Review Article

Poem Article 

「霧のコスト」ロンドンにおける霧と、 
ガス・石炭の消費量の関係を論じる 

Leisure hour, 1891

トランスバールの金の産出

量が急激に増えていること

を示すグラフ 
Review of reviews, 1897 

J・A・ホブソン著 
『帝国主義論』に対する批評

Saturday review, 1903

コナン・ドイル著 
『大ボーア戦争』の書評 

Academy, 1900 

「アメリカの視点から見る 
ボーア戦争」 

Nineteenth century, 1900

南アフリカに手を伸ばす英国
Review of reviews, 1899

 “霧と霜とがロンドンを捕え、町のあちこ

ちでガスが止まって、人々はあわててラン

プと蝋燭を用意しなければいけなかった。“
Speaker, 1892

“ロンドンっ子の健康を害する霧” 
Windsor magazine, 1895
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検索例❺：「ドキュメントの特記事項」を活用し、大衆の娯楽に関するビジュアルイメージを探す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆関連データベースとの横断検索でさらに便利に◆ （※横断検索には同時契約が必要です。） 

 
Wellesley Index は 1824 年から 1900 年に刊行された 45 の雑誌の記事索引を収録するデータベースです。この

時代の雑誌記事は匿名や執筆名によるものがほとんどですが、Wellesley Index では多くの記事の著者を特定し

ています。BP は、Wellesley Index が索引を収録する雑誌をすべて収録しています。同時契約すると、BP 上で

Wellesley Index の匿名著者情報を横断利用することができ、筆名や匿名の記事も著者名から検索することができ

ます。（例：筆名 BOZ からディケンズの作品を検索） 

 
American Periodicals Series は、植民地時代の 1741 年から 20 世紀初頭までに米国で出版された定期刊

行物を約 1,100 誌収録するデータベースです。米国が植民地から独立国家へと変貌した 18 世紀から始ま

り、大衆誌や女性誌、児童誌が盛んに出版された雑誌の黄金時代とその後の南北戦争を経て、近代的な専

門学術誌が登場する 20 世紀初頭までの約 150 年間に刊行された他種多様なタイトルを提供します。 

掲載の商品・サービスに関するお申し込み、お問い合わせは、株式会社 紀伊國屋書店 学術情報商品部 雑誌・電子商

品課(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。 

American Periodicals Series 

ファッション,  
（右）British lady's magazine, 1817
（左）Pall mall magazine, 1909 

広告「ムダ毛に悩む

すべての女性に」 
Strand magazine, 

1904 
刺繍図案 

Bow bells, 1864 

“彼はパノラマ場で…”, Judy, 1881 

ジオラマ「ナポレオ

ンの葬儀」 
Mirror of literature, 

1841

スケート場 
London journal, 1876

広告「背を伸ば

したい人に」 
Strand magazine,  

1904 

クリスマスのための歌謡曲・

合唱曲アルバム 
Monthly musical record, 1897

フラワー・マーケット 
London journal, 1873
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