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2. デジタル写真とビデオ動画の AFP World Academic Archive           
国際平和映像祭(UFPFF)に「AFP 通信賞」を設立、2016 年エントリー作品を募集中！ 

3. Disability in the Modern World: History of a Social Movement 
近代世界における障害:社会運動の歴史 

4. 【OCLC News 第 10 号】－OCLC に関する様々な情報をお届けいたします－ 

5. Independent Digital Archive 1986-2012 
インディペンデント、インディペンデント・オン・サンデー全文データベース 
 

6. DEM（数値標高モデル＝標高データ） ―世界中の地図情報・GIS データをお手元に！ 
EVG 社製作 GIS データのご案内― 
 

7. GIS 地質図データ ―世界中の地図情報・GIS データをお手元に！  
EVG 社製作 GIS データのご案内― 

 

8. 書籍ダイジェストサービス「SERENDIP（セレンディップ）」のご紹介 
  厳選した国内・海外の良書のハイライトが 10 分で読める！ 
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Early English Books Online (EEBO) 
コンソーシアム成立のお知らせ 

期間限定で、大幅割引価格でご提供できるようになりました。 

 

2016 年 4 月、データベース Early English Books Online (EEBO)の、NII-JUSTICE 共同購入コンソーシアム

が成立致しました。 
NII-JUSTICE 共同購入コンソーシアムは、日本の学術研究の振興を目標として国立情報学研究所(NII)が予算を

補助するもので、コンソーシアム期間中は大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）の会員館向けに EEBO を 
1 回買い切り・大幅割引の特別価格でご提供しています。 

 
EEBO は初期近代英国とヨーロッパに関する比類のない資料群であり、人文・社会科学研究に必須のデータベー

スのひとつとして、世界約 3,000 の研究機関で導入されています。英国の Jisc（英国情報システム合同委員会）をはじ

めとして、世界各国でナショナル・コンソーシアムに採択され（独仏蘭西米、台湾など）、多くの大学がコンソーシアムを

利用して EEBO を導入しています。その一方で、日本国内では研究者が EEBO を利用できる機会はきわめて限られ

ていました。 
このたび、日本の学術研究の振興を目標とする NII-JUSTICE 共同購入コンソーシアムに EEBO が採択され、より

多くの大学様に大幅割引価格で EEBO をご提供できるようになりました。この機会にぜひ EEBO をご導入ください。 
 

 

 
◆お申込み条件など 
条件：大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE: Japan Alliance of University Library Consortia for 
E-Resources）に参加している機関であること  ※機関向け契約のみです。個人向けの契約形態はございません。 

販売総代理店：紀伊國屋書店 
価格：個別にお見積り申し上げます。下記、学術情報商品部または、最寄の営業所までお問い合わせください。 

 
 

 
◆コンソーシアム成立記念！特別長期トライアル・キャンペーンを実施中 
2016 年 12 月 26 日（月）までにお申込み頂いた機関様に、2 か月間のトライアルを無料でご提供します。 
申込書をご請求ください。 

※全学トライアルとなります。図書館／図書室等を通じてお申し込みください。個人でのご利用を 

ご希望の場合は、１か月間の個人トライアルを承っておりますので、別途お申し付けください。 

 

 
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  

 (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。 

https://www.kinokuniya.co.jp/c/company/network.html
mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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国際平和映像祭(UFPFF)に協賛して 2015 年より「AFP 通信賞」を設定 

― オンラインデータベース AFP World Academic Archive の活用事例として ― 

 

（株）クリエイティヴ・リンク 

 

国際平和映像祭（UFPFF）は平和をテーマにした映像祭です。AFP World Academic Archive は国際平和映像

祭に協賛して、2015 年に「AFP 通信賞」を新設しました。このコンテストに於いて AFP 通信のデジタル写真、動画を

最も効果的に活用した作品に授与される特別賞です。 
昨年からの協賛により AFP World Academic Archive の導入大学に在籍している学生は、世界中の新聞社、TV

放送局などプロのメディアに提供されている AFP 通信のデジタルコンテンツを活用しての応募が可能になりました。 
2015 年の AFP 通信賞は臼井健太監督による「隣あわせ」(慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス)が受賞しました。 
 
2016 年は JICA 横浜 にて 9 月 2１日に前夜祭、22 日に最終審査会が開催されます。 
 

 
 作品「隣あわせ」はこちらからご覧ください → http://www.ufpff.com/archives/3399 
 
◆「国際平和映像祭（UFPFF）」とは◆ 

国際平和映像祭(UFPFF) は平和をテーマにした映像祭です。平和を願う世界中の学生を中心とした若者が、映

像によって国を越えたつながりを持ってほしいという願いから国連が定めた国際平和デー（9 月 21 日）に合わせて毎年

横浜で開催しています。 
 

 [開催概要] 
日時： 2016 年 9 月 22 日 JICA 横浜 にて 13:00-20:00（審査会は 16:00-20:00） 
場所：JICA 横浜（神奈川県横浜市中区新港２丁目３−１） 
主催：一般社団法人 国際平和映像祭 
後援：JICA 横浜（予定）、横浜市国際局（予定）、横浜ＮＧＯ連絡会（予定） 
協力：JICA（予定）、横浜コミュニティデザイン・ラボ、ユナイテッドピープル 
 
[募集要項] 

映像テーマ：平和に関連する作品 例：人々の絆、環境保護、持続可能性、日常にある平和、戦争、国際協力

人権ほか 

http://www.ufpff.com/archives/3399
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対 象：どなたでも 
作品時間: 5 分以内（2016 年以後に制作された作品）、2 作品まで 
言 語: 日本語・英語以外の言語が使われている場合は英語字幕をつけること。 
エントリー期間: 2016 年 4 月 21 日～7 月 21 日 
選 考：10 組をファイナリストとして選出。ファイナリストの作品を 9 月 22 日の UFPFF 2016 で上映。最終審査

を行います。 
グランプリ：10 万円の賞金、翌年の映像祭で作品を発表する権利（10 分以内） 
その他賞：横浜市国際局長賞、学生部門賞、AFP 通信賞、地球の歩き方賞、地球憲章賞 
ジャンル：すべて 
詳細はこちらをご参照ください。 → http://www.ufpff.com/ 

 
◆オンラインデータベース「AFP World Academic Archive」とは◆ 

「AFP World Academic Archive」はフランス最大の報道機関 AFP 通信が提供するオンライン・データベース・

サービスです。世界中に取材拠点を持つ AFP 通信の 1000 万枚におよぶ最新のデジタル写真と 10 万点以上の

ビデオ動画は、高等教育機関における学習を支援するデジタルコンテンツとして最も適しています。グループワ

ーク、ディスカッション、論文作成、プレゼンテーションなどを行う授業・研究において、国際的な通信社が提供す

る「AFP World Academic Archive」の活用は非常に効果的です。さらに、AFP 通信が提供するコンテンツは著

作物二次使用許諾済みで、煩雑な許諾申請など一切不要です。 
AFP World Academic Archive のサービスは 2010 年にスタートし、現在、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス、

青山学院大学、帝京大学、学習院女子大学、創価大学、東京都立五日市高等学校、東京都立両国高等学校、

大学入試センター、日本オープンオンライン教育推進協議会など数多くの教育機関に導入されています。 
授業のオンデマンド配信、大学公式サイトから配信する公開講座、学会・研修会での先進事例報告等において

も幅広く活用されてきました。 
 

 
 

http://www.ufpff.com/
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◆利用料金は年額固定制で、全ての学生・教職員が利用出来ます◆ 
利用料金は教育機関単位での年額固定制を設定。個々のユーザーの閲覧・検索・ダウンロードに料金は

発生しません。同時アクセス数の制限もありません。契約教育機関に在籍する学生・教職員全てにアカ

ウントを発行します。利用環境をユーザーごとにカスタマイズして利用出来ます。 
 

◆無料トライアル受付中です◆ 
AFP 通信が扱う情報の圧倒的な量と質の高さを実際に見て、読んで実感していただくために 1 ヶ月間

の無料トライアルサービスを行っています。どんな分野のコンテンツが収蔵されているか、研究論文や

アクティブラーニングに活用できる素材があるかどうか、ご興味を持たれた方はぜひ下記までお申し込

みください。 
 
 
 
 

 
AFP World Academic Archive 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  
 (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。 
 

mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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主題ブラウズ 
 
取り上げられている地域・人・機関、出版者、様々

な角度のブラウズメニューが用意されています。 

 

近代世界における障害：社会運動の歴史 

Disability in the Modern World: History of a Social Movement 
 
７人に１人が障害を経験している※といわれる中、障害を持つ人々とその社会史的関与に

ついての学術的な記録は大きく欠落しています。本データベースはこの分野の包括的かつ

国際的な情報を提供することで情報のギャップを埋め、メディア研究から哲学まで幅広い範

囲の学術研究に貢献するものです。 
完成の暁には、150,000ページの一次資料、補助資料、アーカイブ資料と125時間分の

ビデオを収録予定で、20 世紀、特に障害者の権利に関する運動が始まった初期の状況に

焦点をあてています。これらの動きが始まり、 も強く運動が行われた北米に特に焦点をあ

てていますが、他地域のコンテンツも収録しており、国際的なコレクションとなっています。

障害の歴史と研究を発展させるのみならず、メディア、芸術、政治学、教育その他、見逃されがちな障害者が関与して

いる分野の研究・教育上、基本的な情報源です。 
※ World Bank, World Report on Disability, 2015, Washington, DC 

 

◆学際的な情報源◆ 

■戦争、産業、技術 
戦時中の産業・技術の分野における変革は、障害者に大きな

影響を与えました。戦後の経済、政治は大いに注目されてきま

したが、紛争が障害者たちに否応なしに与えた多大な影響に

ついては未だに十分調査されていません。本データベースは、

戦争に関連した技術の進歩がもたらした破壊的な影響を検証

することを可能にし、特に医学的治療の進歩が、戦争で重傷を

負った人々が生き残ることを可能にしたものの、かれらが重大

な心身の障害を持って生きることになったという事実と、それを社会がどう受け止めてきたかを示します。 

1943 年にアメリカの戦争情報局が出したプレスリリース

“Rehabilitation of Soldiers and Sailors”（兵士、水夫のリハ

ビリテーション）では、社会における戦争の影響を示しています。

退役軍人や軍隊史の研究を通じて、戦争が障害者のコミュニ

ティ支援に向けての立法や政府後援プログラムの発展にどの

ような影響を与えたかをみることができます。また、法律が障害

者支援を進めてきた様子を追跡することができます。兵士名簿

は、除隊時の障害の度合を示しており、戦争が障害者に与え

た衝撃を開示します。 

詳細検索画面 
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■メディア  

マスメディアは、社会が自身と世界をどのように語ってきたかを知る手助けとなります。時に我々の利益にならないこともあ

りました。メディアは、ステレオタイプ的な見方を存続させ、障害者を低く評価するという罪をおかしてきました。本データベ

ースは、これらの過ちを特定する手段を提供します。The Disability Rag など、障害者のコミュニティ内部で発展してきた

定期刊行物は、メディアでの取り上げ方に変化を生じさせた活動を検証し、テレビ番組の字幕の表示/非表示の切替とい

ったアクセシビリティの手段から共通言語の変化まで、マスメディアの偏見や先入観を批評するためのスキルを発展させ

る手助けします。 

■権利と擁護 
障害者の権利に関わる機関の行動主義や成果は孤立して存在してきたわけではありません。内外に協力関係を築くこと

で、インクルージョンとアクセシビリティのための立法に影響を与えうる政治的な推進力を作り上げてきました。障害者の権

利運動の部分的な集合や、その他の市民権活動との協力関係と、共通の戦略をとることで、画期的な法制定に重要な役

割を果たしてきたことを知ることができます。政治学、人種、LGBT 研究、第二波フェミニズム運動の各研究でご活用いた

だけます。 

例えば、1973 年のリハビリテーション法第 504 条制定に際し、ブラックパンサー党党員は市民の抗議を後押しし、障害者

の権利を主張する人たちに温かい食事を提供しました。その後、1990 年にアメリカ障害者法制定後、LGBT 関連運動の

メンバー達は、AIDS の人々を排除しようとする動きに立ち向かいながら、障害者の権利運動を通じて団結しました。本デ

ータベースを通じて、人種、階級、性別、芸術、スポーツ、理論、立法、政治、教育間のつながりを分析することを可能に

します。 

 

◆ハイライト・コンテンツ◆ 

 

 

■The Disability Rag/The Ragged Edge 
アメリカの定期刊行物”The Disability Rag”とその後継誌”The 
Ragged Edge”の電子版を初めて完全提供します。”The Ragged 
Edge”は、1980年に創刊され、米国内の個々の活動家がコミュニテ

ィとして発展するよう、関係を築いていきました。障害者が健常者向

けのメディアにおける障害者の描写をコントロールすることができな

い時、”The Disability Rag”のような定期刊行物は、グループ間の

団結や障害者どうしのつながりを促進し、答えを提示するメディアと

なりました。障害者の権利に関する活動の歴史と挑戦のすべてをみ

ることができます。 

ページイメージ表示画面 
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■Remploy Ltd. Archives 

英国公文書館との提携により、Remploy Ltd.のアーカイブ文書を収録します。Remploy Ltd.は障害者の雇用機会を提

供するイギリスの機関で、1944 年に制定された障害者（雇用）法の条項の下に設立されました。第二次大戦後、負傷や障

害を抱え、職を失った人々や鉱山労働者のための訓練を提供しました。 

■Red Cross Records 
1881 年に設立されたアメリカ赤十字社は、災害復旧支援の長い歴史を持ちます。障害者に関する記録としては、第一次

世界大戦から復員した障害を持つ退役軍人の急増に応え、1918 年から 1919 年にかけて刊行された”Carry On: A 
Magazine on the Reconstruction of Disabled Soldiers and Sailors”が含まれます。小論文、報告書、調査書では、

障害を持つ退役軍人の家庭での状況と、政府機関、慈善機関がこれらの人々の増加に対し、どのように対応してきたか

の調査を記録しています。 

■No Limits 
オーストラリアの障害者関連メディアが提供する”No Limits”は、“everything you ever wanted to know about 
disability but were afraid to ask.”（障害者について、みなさんが知りたかったのに質問することができなかったすべて

のこと）をとりあげる率直なトークショーです。 近の出来事から性、科学、アクセシビリティその他、あらゆるトピックをとりあ

げます。メディアができる、もしくは行っている活動支援、発展の足跡、役割、影響を記録します。本データベースには、

2007 年から 2013 年にかけての７シーズン分の動画が収録されています。 

■Sproutflix  
知的障害、発達障害の人々を取り上げる唯一の提供元、Sproutflix 
films は、芸術映画、教育的ドキュメンタリーその他の映画作品を通じ

て障害を持つ人々の受容を促進し、正しい姿を伝えます。 

 

◆その他の収録コテンツ例◆ 

■資料 
 “Claimants undergoing rehabilitation and training in the use of guide dogs” 
 1994 Bipartisan Commission on Entitlement and Tax Reform, relating to Disabled Americans 
 “`The Remploy View' of Consultative Document on Sheltered Employment for Disabled People” 
 “Todd Wheelchair: European Patent Certificate of Grant” 
 “Reports on artificial limbs by British Limbless Ex-servicemen Association (BLESMA) and National Association 

for Limbless Disabled (NALD)” 
 1943 Press Release Report on Rehabilitation of Disabled Soldiers and Sailors 
 “Severely disabled sighted persons: employment in workshops for the blind” 
 “Memorandum Former Reference: CP (71) 61 Title: Services for the Mentally Handicapped” 
 “Correspondence with "British Polio" Fellowship” 
 Documents pertaining to the Civil Service Retirement and Disability System 

動画再生とトランスクリプト
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■ドキュメンタリービデオ 
 I'll Find a Way (1977: National Film Board of Canada, Canada) 

（1978 年アカデミー短編ドキュメンタリー映画賞受賞） 
 Back Wards to Back Streets: Deinstitutionalization Of Mental Patients (1987: Filmakers Library, USA) 
 Sound and Fury: The Communication Wars of the Deaf (2000: Filmakers Library, USA) 

（2000 年アカデミー賞ノミネート、サンダス映画祭参加） 
 SHAMELESS: The ART of Disability (2006: National Film Board of Canada, Canada) 
 Bread Makers (2007: Sproutflix, Scotland)（2007 年 BAFTA スコットランド短編映画賞ノミネート） 
 Dancing With Downs (2009: Sproutflix, Spain) 
 Beyond Borders (2009: Sproutflix, Belgium)（Best of the Festival Award, Focus Film Festival, California） 
 Downtown (2010: Sproutflix, Poland) 

◆コンテンツ提供元◆ 

■The National Archives (UK) 
 Records of the Unemployment Assistance Boards, the Supplementary Benefits Commission, and of related 

bodies 
 Records of the Disabled Persons Employment Corporation Ltd and of Remploy Ltd 
 Records of departments responsible for labour and employment matters and related bodies 
 Records created or inherited by the Ministry of Health and successors, Local Government Boards and related 

bodies 
 Records created or inherited by the Ministry of Pensions and National Insurance, and of related, predecessor 

and successor bodies 
■National Archives and Records Administration (USA) 
 General Records of the Department of Justice 
 Records of the Office of Education 
 Records of the American National Red Cross 
 Records of the U.S. Information Agency 
 Records of the Veterans' Administration 
 Records of the Office of the Chief Signal Officer 

※ 上記は予定情報を含みます。 
※ さらに多くの提供元と、提携に向けて交渉を進めています。 

 
 

収録コンテンツリスト：下記サイトのBIBLIOGRAPHYよりご参照ください。 

http://alexanderstreet.com/products/disability-modern-world-history-social-movement 
 

 

掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。 
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 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。

 

http://alexanderstreet.com/products/disability-modern-world-history-social-movement
mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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商品情報をはじめ、OCLC に関する様々な情報をご案内致します。 

●○Topics○ ● 

オランダ王立図書館が OCLC と長期パートナーシップ契約を締結 
2016 年 3 月 31 日、オランダ王立図書館と OCLC は、メタデータ管理とディスカバリーサービスに関する長

期的なパートナーシップ契約を結びました。当契約の主眼は、「効率的なワークフローを実現する標準化され

た長期的なメタデータ管理」ならびに「オランダの全公共図書館およびその利用者に寄与する所蔵資料の発見

可能性向上」の 2点に置かれています。WorldCat Discovery API が国立の電子図書館インフラに組み込まれ、

オランダ国内の公共図書館とその利用者は、このシステムを用いて WorldCat 上に蓄積された世界中の図書館

の膨大な所蔵資料から必要な情報を発見できるようになります。館長の Lily Knibbeler 氏は、「公共図書館を

代表する形で今回 OCLC とパートナーシップを結び WorldShare プラットフォームを利用することで、各図

書館がそのネットワークの中で読書振興や研究支援を通し国民の技能および創造性向上に寄与することが可

能となる。これは人々と知を結びつけるという使命の下、全国的、国際的な協力体制を強化しようとするオラ

ンダ王立図書館の戦略的目標を支えるものだ」と話しています。（当記事の詳細はこちらから≫） 
 

●○OCLC サービスアップデート○ ● 

新 FirstSearch（仮）の開発が決定！ 
このたび、OCLC は WorldCat Discovery Services（WCD）上に WorldCat 等データベース検索機能に特化

した新たなインターフェース（仮称：新 FirstSearch）を追加開発することを決定しました。WCD は、

FirstSearch に代わるプラットフォームとして、学生などのエンドユーザーがシンプルな検索ボックスから簡

単に多様なコンテンツへアクセスできるよう開発されました。しかしながら、より詳細な検索、より詳細な書

誌表示を求めて FirstSearch を利用してきた図書館員の皆様からは、これら機能の存続を求める声が多く寄せ

られておりました。OCLC は図書館共同体としてその声を真摯に受け止めた結果、今回の決定に至ったとの

ことです。現在 WCD プラットフォームをご利用の機関では、将来的に①ディスカバリー機能特化型（WCD）

と②データベース検索機能特化型（新 FirstSearch）、自機関のニーズに合ったいずれかのインターフェース

を選択してご利用頂けるようになります。また、これに伴い、新 FirstSearch 公開までの暫定措置として、従

来の FirstSearch プラットフォームの閉鎖時期延期も発表されています。（当記事の詳細はこちらから≫） 
 

●○OCLC メールニュースより○ ● 

OCLC の新ブログ「Next」が開設されました 
OCLC は「あらゆる知見は共有されなければなら

ない。そうすることで私たちは共に躍進を遂げるこ

とができる」との信条の下、このたび図書館による

図書館のための取り組みをテーマにした新たな情

報発信の場として、ブログ Next を開設しました。

第 10 号 

https://www.kb.nl/en
https://www.oclc.org/news/releases/2016/201605leiden.en.html
http://www.oclc.org/blog/main/the-future-of-firstsearch-and-worldcat-discovery/
http://www.oclc.org/blog/main/
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OCLC のリーダークラスの執筆者がそれぞれの洞察や経験を共有し、読者は世界中の OCLC メンバー館の成

功事例を学ぶことができます。図書館業務全体に関わるトピックを幅広くカバーしつつ、特に、知の管理の未

来像、図書館の変革、また図書館がいかに利用者の暮らしに寄り添っていくべきかといったテーマに、焦点を

当てていきます。OCLC News でも、今後、Next 上の記事を適宜取り上げ、ご紹介してまいります。なお投

稿記事に対するコメントや著者へのご質問、また取り上げて欲しいトピックのご提案などは、next@oclc.org
で随時受け付けられています。 
 
OCLC「Community Center」続報！ 
OCLC News 第 6 号でご案内したユーザー向けプラットフォーム Community Center について、提供される

主なメニューとそれぞれのポイントをご紹介します。 
News / Events サービスアップデート、メンテナンス、仕 
様変更のお知らせや簡単なアンケート、イベント開催など 
の最新情報が、随時 OCLC スタッフによって投稿されます。 
「購読」機能で新規投稿のメール受信設定も可能です。 
Popular links リリースノートやマニュアル、既知の問題点

など、各サービスに関する資料や情報へのリンクが一ヶ所に

集約されています。 
Discussions サービスを利用していて生じる疑問や意見など

をユーザー間で共有することができます。すべての、あるい

は興味のある特定トピックへの新規投稿を随時メール受信できる「購読」機能もあります。 
Enhancements サービスを利用する中で生じた改善要望を OCLC に提出することができます。コメントや評 
価から同じ考えのユーザーが多いことが明らかになれば、OCLC における対応優先度の向上が期待できます。 

 

●○今号の数字○ ●                  WorldCat 上の所蔵レコード数… 

2,389,864,447 
世界最大の図書館共同目録 WorldCat の成長をほぼリアルタイ

ムで覗けるウェブサイトをご存知ですか？WorldCat には 3 億

6500 件以上の資料情報が登録されており、各資料には世界中の

所蔵館の情報（所蔵レコード）が登録されています。現在の所蔵

レコード数は 23億件を超え、さらに刻一刻と増え続けています。

Watch WorldCat Grow! では 8 秒ごとにデータが更新され、ど

の資料に、どの図書館が所蔵を付けたのかを見ることができます。

世界の図書館員の手で成長し続ける WorldCat の「今」を、是非

一度ご覧ください。 
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 OCLC センター [ http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/ ] 

電話：03-6910-0516 ファクス：03-6420-1359 e-mail：oclc@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。 

mailto:next@oclc.org
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/kinoline/1505_07.pdf
https://www.oclc.org/community/home.en.html
https://www.worldcat.org
https://www.oclc.org/worldcat/watch-worldcat-grow.en.html
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/
mailto:oclc@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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インディペンデント、インディペンデント・オン・サンデー全文データベース 

Independent Digital Archive 1986-2012 
センゲージラーニング株式会社 

 

本データベースはイギリスの高級紙インディペンデントの、1986 年の

創刊号から 2012 年までの全号、全ページを原紙に忠実にページイメ

ージで再現するデジタル・アーカイブです。また、1990 年創刊の日曜

版インディペンデント・オン・サンデーも 2012 年まで収録します。 

※記事によっては権利関係等のために、データベースに搭載されていない 
場合もございます。 

 
◆20 世紀に創刊された唯一のイギリス高級紙 
1970 年から 1980 年代前半にかけて、イギリス新聞業界は労使の激しい対立の渦中に置かれていました。直接的な原

因は、賃上げを求める労働組合側と経費を削減しようとする経営側の対立にありましたが、根本的には、イギリスがこの

時期、戦後の福祉国家体制から新自由主義体制へと移行する時代の転換点にあったことに原因を求めることができま

す。新聞業界における労使の対立を象徴したのが、タイムズの社主ルパート・マードックが新聞製作の拠点をフリート・

ストリートからロンドン東部のワッピングへ移転させたことです。 新鋭の設備を備え、従来よりも少ない人員で新聞製

作が可能となる新拠点への移転は、熟練労働者を中心に労働組合の猛反対を招くも、

サッチャー政権による経営側に有利な労使関係法改正を追い風に、経営的には成功

を収めました。新拠点の名前を取って「ワッピング革命」と呼ばれるこの新聞業界の変

革は、比較的低コストでの新聞製作が可能であることを示しました。1855 年、印紙税の

廃止に伴い、デイリー・テレグラフに代表されるペニー新聞が創刊されたのと同じように、

このとき、多くの新聞が創刊されました。その一つがインディペンデントです。創業者は

テレグラフの元記者。その旧態依然とした編集方針に不満を感じていた 3 人の記者が

創刊した新聞には、タイムズなど伝統的な高級紙を飛び出した記者が集まり、タイムズ

に替わる高級紙を世に送り出すべく、歩みを始めました。テレグラフ以来実に 131 年ぶ

りのイギリス高級紙の誕生です。 
 

 

◆特定の政党から距離を置いた報道 
新しい高級紙としてインディペンデントはこれまでの高級紙との差別化を図りますが、

その一つが、新聞の名前でもある「インディペンデント」の意味を編集方針の中で問い

続けたことです。たとえば、イギリスの新聞は通常、総選挙の際、支持政党を明確にし

ますが、インディペンデントはその名の通り特定の支持政党を持たず、その理由を読者

に提示します。 
 
 
 
 
 

創刊後の最初の総選挙となった 1987 年 6 月

の総選挙の直前の社説では、いずれの政策

も満足の行くものではないとして、どの政党

も支持しなかった。 

（Editorial, 9 June, 1987）

創刊時、「私たちは独立しています。あなた

は？」というキャッチコピーを掲げた。 
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◆キャンペーン報道を精力的に展開 
地球環境問題、移民、麻薬合法化等、特定テーマに関するキャンペーン報道もインディペンデントの持ち味です。とり

わけ 2003 年に始まったイラク戦争に対しては、精力的にキャンペーンを展開し、参戦したブレア政権を批判し続けまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 April, 2004 11 May, 2006 7 October, 2006 12 October, 2006 

1997 年の総選挙の投票日当日、「イギリス人は自分

のことを自由だと思っているが、重大な間違いであ

る。イギリス人は議員を選ぶときだけ自由であるだけ

であって、選挙が終われば奴隷になるのだ」というル

ソーの言葉をトップページの冒頭に引用し、「さあ、今

日は自由の日だ」とのヘッドラインを掲げている。 

(May 1, 1997) 

1992 年の総選挙の直前の社説では、労働党、保守党、自由民主党の主要 3

政党の政策の良い点を挙げつつ、どの政党も支持しなかった。 

（Editorial, 6,7,8, April, 1992） 
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インディペンデントは地球環境問題でも精力的にキャンペーン報道を展開した。 

23 June, 2006 15 September, 2006 14 March, 2007 24 April, 2007 

18 October, 2006 9 November, 2006 13 November, 2006 21 July, 2007 

退任直前のブレア首相が講演で「事実と意見は明確に区別しなければなりません。しかし現代のメディアはこの二つ

を区別しないことを当然のこととみなしています。その典型がインディペンデントです。・・・・同紙は意見を述べるジャ

ーナリズムを矯正すべく創刊されました。そのため、インディペンデントと呼ばれたのです。にもかかわらず、現代で

は公然と意見の新聞になっています。」と、インディペンデントを名指しで批判したのに対して、翌日のトップページ

で、「ブレアさん、イラク戦争を支持しても、同じことを言いますか？」と揶揄した。 

13 June, 2007 



     vol.37 no.3 (2016) 

4               ©KINOKUNIYA COMPANY LTD. 
 

 

◆フロントページでは、ユニークなレイアウト、デザインを追及 
インディペンデントのもう一つの特徴として、2003 年頃から様変わりしたフロントページのレイアウトとデザインを挙げる

ことができます。白地に短いフレーズが印刷されただけの、ポスターを思わせるレイアウト、1 ページ大の写真に大きな

見出し語が掲載された、タブロイド紙と見間違うレイアウトなど、高級紙のフロントページのイメージを覆すのに十分のイ

ンパクトをもっていました。また、ブライアン・ハリス、クレイグ・イーストン、グリン・グリフィス、デヴィッド・ローズ、トム・ピ

ルストンら、優秀な写真家スタッフを擁し、傑出した写真を送り出しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

イランに拘束されていた
イギリス兵の解放につい
て、拘束事件を平和裏に
解決できたブレア首相は
「REJOICE(歓喜)」、外交
的に勝利したイラン大統
領は「VICTORY(勝利)」
と、各々の立場を上下対
照のレイアウトで表現し
た。 
(5 April, 2007) 

ブレア政権 10 周年目の
2007年5月、ブレア政権
の10年間の実績を年毎
に極小の赤い文字で列
挙する中で、大きく
「IRAQ」と浮き彫りにし
てみせた。 
(11 May, 2007) 

イラク戦争参戦の根拠と
なったイラクにおける大
量兵器の存在に関する
情報の信憑性が争われ
ていた中で、国防省の顧
問の自殺に関する調査
委員会が、報告書の中で
政府の情報操作を否定し
たことに対して、白地に
「Whitewash?(ごまかし?)」
という赤い文字を浮き彫
りにした。 
(29 January, 2004) 

イギリス高級紙の伝統に則り、多
くの訃報記事を掲載した。漫画家
長谷川町子の訃報記事。 
(July 14, 1992) 

13 March, 2011 「(2004 年末のスマトラ島沖
地震で発生した)津波の犠
牲者を忘れないために…
黙祷」 
(5 January, 2005) 



     vol.37 no.3 (2016) 

5               ©KINOKUNIYA COMPANY LTD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中東報道はインディペンデントの最大の強みの一つ。ロバート・フィスク擁するインディペンデントは、その取材力で他紙を
圧倒した。フィスクは、オサマ・ビン・ラーディンがまだメディアで注目されていなかった 1993 年にビン・ラーディンと面談して
いる。因みに、他紙におけるビン・ラーディンの名前が登場する記事の初出は、タイムズが 1996 年 10 月、サンデー・タイム
ズが 1996 年 8 月、テレグラフが 1996 年 7 月。 

3 December, 1993

10 July, 1996 

フロントページに「本日ニュースなし(NO NEWS TODAY)」の文字。ロックスターのボノを一日編集長に招き、70 ページの総
力エイズ特集号とした。フロントページのデザインはダミアン・ハースト。 
(16 May, 2006) 
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掲載商品のすべてのコンテンツと機能をお試しいただける 1 ヵ月の無料トライアルを受け付けております。 
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 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。

 

 

 

詳細検索画面 検索結果画面 

文書表示画面 

発行日ブラウズ機能 

mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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◆DEM には 2 種類あります◆ 
DEM には基本的に下記の 2 種類があります。 

１．DSM＝Dgital Surface Model 

樹木や建造物などの人工構造物の高さも含めた地表のそのままの高さデータです。 

景観評価や都市モデルの構築、交通インフラのルート設定などで使用します。 

２．DTM＝Dgital Terrain Model 

樹木や人工構造物などの高さを除去した地表のむき出しの高さデータです。 

洪水、排水モデルの構築、土地利用、地質学上のアプリケーション（基礎）データ 

として使用します。 

それぞれに使用用途が異なりますが、DTM は基盤となる地図データや、レーザで取得 

した地形データなどが無いと作成が困難なため、一般的には DSM が DEM と呼ばれるケースが多いのが現状です。 

国別には国土整備や防災用に細かなメッシュの DTM が整備されつつありますが、製品として公開されているものば

かりではありません。ちなみに、日本を対象としたデータでは 5m までの DTM が入手できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆DEM（Digital Elevation Model＝数値標高モデル＝標高データ）◆ 

近年は、DEM（Digital Elevation Model）と呼ばれる標高データが世界規模で整備され、製品化が進んでいま

す。その中から、地球全域をもれなくカバーする、30m クラス※の解像度のデータを EVG（East View Geospatial

社）製品としてご紹介します。 

（※ DEM はラスターのメッシュデータですので「m＝メートル」でその精度が表示、表現されます。） 

地図として整備された標高データは、18 世紀末に等高線として設定されて以来、新たな測量・計測機器の開

発とともに進歩し、精緻化してきました。根本的には空中三角測量が確立してから本格化しましたが、日本に

おいては、1930 年代の寺田寅彦による「地形図の等高線に格子（メッシュ）をかけて傾斜計算をする方式」が、

今日の DEM＝標高データの萌芽と言えます。 

現代では空撮、もしくは人工衛星搭載の高さデータ取得センサーにより DEM は作成されています。 

GGGIIISSS 標標標高高高デデデーーータタタ   

DDDiiigggiiitttaaalll   EEEllleeevvvaaatttiiiooonnn   MMMooodddeeelll   （（（DDDEEEMMM）））  

DEM サンプル（NEXTMap World 30）
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◆DEM の使用用途◆        ◆DEM を使った分析例◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

◆日本国内 DEM データ サンプル◆  
 日本国内を対象とした DEM データも各種取り揃えております。対象地域と解像度（m＝メートル）をご指示いただけれ 

 ば、利用目的に合わせたご提案をさせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEM は主に以下のような用途に使われます。 

① 水流の速さや、雪崩や山体崩壊の速さ、量、方向

の算定、シミュレーション 

② 立体地形モデルの作成、時間経過による日照量

の算定 

③ 空撮や衛星画像の偏差、歪みの補正 

④ 重力計算 

⑤ その他の地形解析 

標高データ＝DEM を用いた基本的な地形解析をベ

ースに、以下のような応用的な分析も可能です。 

① DEM で 高 度 表 現 を 行 っ た 段 彩 イ メ ー ジ に

LandScan データ（人口動態データ）を重ねて、

標高ごとの人口分布を分析 

② ①に水系データを加えて、河川分布とその流

速、および人間活動の評価 

③ 交通ネットワークの開発可能性の分析 

④ 地震や津波、地滑り、雪崩などの自然災害の防

災的な評価 

日本全国＋海底の DEM 

※500m～1km 

屋久島 ※10m 

千曲川 ※50m 

日本近海 海底地形 ※1km 

沼田段丘 ※5m 
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 URL：http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/gis/ 
 

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  
  (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。 

◆主な DEM 製品◆ 
 

・地球全域をカバーした製品 

① NEXTMap World 30DEM 

※複数の DEM ソースに対し、独自プログラムでエラーを除去した高精度 DEM。 
 

② Planet DEM30 

③ Planet DEM90 

※①よりも精度は低いが、比較的安価に入手できる DEM データ。 
 

④ SRTM30MDEM 

⑤ SRTM90MDEM 

※スペースシャトルのレーダから取得した DEM。都市部の精度は低いが、網羅的に整備されている。 
 

⑥ EVDEM90m 

⑦ EVGdem90m 北極圏 

※地形図データと整合性を持たせた精度の高い DEM。 

 

・地域ごとの 30m クラスの DEM 

① セルビア 

② アイスランド 

③ フェロー諸島 

④ フィリピン 

⑤ アフガニスタン（右図サンプル参照） 

⑥ アルバニア 

⑦ エクアドル 

⑧ エリトリア 

⑨ ギリシャ 

⑩ イスラエル 

⑪ 北朝鮮 

⑫ パキスタン 

※すべて EVG 製で極めて高い精度の DEM。 

 

・地域ごとの 10mDEM 

① セルビア 

② USA 

 

 

 

 

 

 

これら既製品以外でも、人工衛星などのデータにより、カスタムメイドで 10m レベルの DEM を作成することが 

可能ですので、別途ご相談ください。 

EVGdem 30 Afghanistan 30m DEM

EVGdem 30 Afghanistan 30m DEM

 

Digital Elevation Model 

http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/gis/
mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
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◆地質図の利用◆ 
地質図は、 

１．学術的な利用の他、 

２．資源開発を目的として、鉄鉱床や石油、地下水などに代表される鉱物資源やエネルギー資源等地下資源の分布 

状況を把握するために利用されてきました。 

３．最近では、時間軸を加えたシーケンス層序学を用い、生成されているであろう地下資源を推定するため 

の基礎的 

な資料としても利用されています。 

４．また、ダムや原子力発電所、工場、トンネルなどの土木建設工事においては、断層や岩盤の分布や性状を把握 

することが、候補地や工法等を検討し建設計画を策定する上で重要で、その目的のために作成する地質図を 

土木地質図といい、計画・設計・施工・維持管理を行う技術者が利用するため、通常行われる地質調査に加え、 

目的の構造物にあわせ、土木地質の見地から岩盤の強度、風化度、湧水状況など、必要に応じた調査を実施し、

得られた情報が付記されます。 

５．地震や火山の噴火、土砂災害などの自然災害の予測や防災のためのハザードマップを作成する際にも地質図は 

必須です。 

６．さらに、化石発掘の際にも地質図は必須のアイテムになります。化石は必ず堆積岩層から出土するため、火成岩 

層ではないことの判断が重要だからです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGeeeooolllooogggiiicccaaalll   ///   SSSccciiieeennntttiiifffiiiccc   MMMaaapppsss   

GGGIIISSS   地地地質質質図図図デデデーーータタタ  

◆地質図とは◆ 

地質図とは、地表付近の地層を、種類、堆積、形成年代、岩相等により分類し、その分布や重なりの関係、断

層や褶曲等の地質構造を表現した地図のことです。厳密には、地質図は地質平面図のことを指しますが、断

面図や地質柱状図も併記されます。地質図は、地質調査で得られた情報を元に、堆積学、古生物学、層序

学、構造地質学等の知識や地質図学の技法を用いて作成されます。 

地質平面図の作成には地形図が用いられますが、地形図が地表の地形に植生・土地利用・建造物・道路を表

示するのに対し、地質図は地上の構造物と表土以外の、地盤の地質体構成を表示する点で異なります。 

地質図サンプル（南アフリカ） 

地質図サンプル（チリ） 
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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  
  (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。 

◆EVG 社の地質図コレクション◆ 
 EVG（East View Geospatial）社は世界最大の地図供給会社ですが、入手困難な地形図に加えて、地質図のコレ

クションも世界最大です。全世界中の地質図を 1：20,000 から 1：1,000,000 クラスまで豊富に取り揃えています。そ

の中には、長らく門外不出であったモンゴルの 1：200,000 地質図も含まれています。 

 

 ・主な地質図コレクション  

アフガニスタン 1:250,000 縮尺 地質図  

アルゼンチン 1:100,000 縮尺 地質図 アルゼンチン 1:250,000 縮尺 地質図 

アルゼンチン 地方別地質図  

ブラジル 1:1,000,000 縮尺 地質図  

チリ 1:250,000 縮尺 地質図  

インド 1:250,000 縮尺 地方別地質図 インド 1:250,000 縮尺 地質図 

イラン 1:100,000 縮尺 地質図 イラン 1:100,000 縮尺 地球化学図 

イラン 1:250,000 縮尺 地質図 イラン 1:250,000 縮尺 地球磁気地図 

マレーシア 地方別地質図  

メキシコ 1:50,000 縮尺 地質図 メキシコ 1:1,000,000 縮尺 地質図 

モンゴル 1:200,000 縮尺 地質図  

ネパール 1:250,000 縮尺 地質図 ネパール 1:1,000,000 縮尺 地質図 

ペルー 1:50,000 縮尺 地質図 ペルー 1:100,000 縮尺 地質図 

フィリピン 1:50,000 縮尺 地質図  

ロシア (旧ソ連) 1:200,000 縮尺 地質図 ロシア (旧ソ連) 1:200,000 縮尺 地質説明書 

ロシア (旧ソ連) 1:1,000,000 縮尺 第一世代 地質図

コレクション 

ロシア (旧ソ連) 1:1,000,000 縮尺 第二世代 地質図

コレクション 

ロシア (旧ソ連) 1:1,000,000 縮尺 第三世代 地質図

コレクション 

 

南アフリカ 1:50,000 縮尺 地球磁気地図  

タイ 1:250,000 縮尺 地質図  

ベトナム 1:200,000 縮尺 地質図 ベトナム 1:500,000 縮尺 地質図 

 

 インデックスマップ http://pvc.jp/contents/EVG_GEO_CATALOG_2015indexmap.pdf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▲ イラン地質図インデックスマップ 

◀ インド地質図インデックスマップ 

URL： http ://www.k inokuniya .co . jp/03f/denhan/g is/  

http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/gis/
mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/gis/
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書籍ダイジェストサービス「書籍ダイジェストサービス「書籍ダイジェストサービス「書籍ダイジェストサービス「SERENDIP（（（（セレンディップセレンディップセレンディップセレンディップ）」のご紹介）」のご紹介）」のご紹介）」のご紹介 

厳選した国内・海外の良書のハイライトが厳選した国内・海外の良書のハイライトが厳選した国内・海外の良書のハイライトが厳選した国内・海外の良書のハイライトが 10101010 分で読める！分で読める！分で読める！分で読める！    

    

これまで以上に時代の流れが速く、異業種参入など変化が激しい世の中において、既存の業界や業務以外の「広い視

野」や「創造力」が求められています。書籍ダイジェストサービス「SERENDIP（セレディップ）」は、時間のない中で効率

よく、自分の知らない世界を知る「きっかけの場」を提供するサービスです。 

現在、150 社（団体）6 万人以上のビジネスパーソンや学生・教職員にご利用いただいています。 

 

◆◆◆◆書籍ダイジェストサービス書籍ダイジェストサービス書籍ダイジェストサービス書籍ダイジェストサービス SERENDIP    ３つの特徴３つの特徴３つの特徴３つの特徴◆◆◆◆ 

    

特徴１特徴１特徴１特徴１....    ３つの視点をもとに幅広いジャンルの本を厳選３つの視点をもとに幅広いジャンルの本を厳選３つの視点をもとに幅広いジャンルの本を厳選３つの視点をもとに幅広いジャンルの本を厳選 

① 元出版社編集長、大学教授などの良書発掘チーム 

② 約 150 社 6 万人の顧客基盤や有識者・経営者から

の推薦 

③ 著者および出版社からの献本 

☆ ビジネスに直結する内容のほか、自然科学、文化、

歴史といったさまざまなジャンルから書籍を厳選。 

（小説、ハウツー本を除く） 

    

特徴２特徴２特徴２特徴２    著者の感性を伝える抜き書き方式で著者の感性を伝える抜き書き方式で著者の感性を伝える抜き書き方式で著者の感性を伝える抜き書き方式で、、、、    

A4A4A4A4    3333 枚（枚（枚（枚（3000300030003000 字）にダイジェスト化字）にダイジェスト化字）にダイジェスト化字）にダイジェスト化 

ハイライトを著者の表現そのままに抜き書きしているので、

著者の言い回しや表現に直接触れられます。 

 

特徴３特徴３特徴３特徴３    日本で出版されていない海外人気書籍も配信。日本で出版されていない海外人気書籍も配信。日本で出版されていない海外人気書籍も配信。日本で出版されていない海外人気書籍も配信。 

日本語の書籍だけでなく、日本語に翻訳されていない 

海外の人気書籍・雑誌記事もカバー！ 

 

 

 

◆◆◆◆大学での活用例大学での活用例大学での活用例大学での活用例◆◆◆◆ 

主にキャリアセンター・図書館で利用いただいています。 

メールで学生に配信して Twitterで更新を周知するなど、読まれる工夫をされている大学もあります。 

 

●キャリアセンター 

就職活動前に社会人としての心構えを身に着ける、企業やビジネスについて考えるためのツールとして 

●図書館 

自分の専門だけでなく、幅広いジャンルに触れるきっかけとして 

 

◆◆◆◆法人での活用例法人での活用例法人での活用例法人での活用例◆◆◆◆ 

業種・部署を限定することなく、新たなビジネスチャンスを創出するために利用いただいています。 

 

下記のようなお声をいただいています。 

・考えること、悩むことが多い時期に思いもよらぬ方向からヒントが得られた。 

・自分では能動的に読まない本に触れられるので、知識や教養を広げるきっかけになる。 

・スマートフォンでも読むことができるので通勤や移動時間の気分転換にもなる 

サービスサイトのイメージ 
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◆◆◆◆SERENDIPサービスサイトサービスサイトサービスサイトサービスサイト    更新更新更新更新スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール◆◆◆◆ 

 

曜日曜日曜日曜日    カテゴリカテゴリカテゴリカテゴリ    

火曜日 国内雑誌記事（2016 年５月以降は新書になる予定） 

水曜日 書籍（話題の新刊などのおすすめブック） 

木曜日 海外書籍・雑誌記事 

金曜日 書籍(ベストセラー・ロングセラーなどの名著） 

月曜日 臨時増刊/情報工場メルマガ（再発掘コンテンツ・お知らせ等） 

 

 

 

◆◆◆◆ダイジェストイメージダイジェストイメージダイジェストイメージダイジェストイメージ◆◆◆◆ 

書誌情報・要旨・ダイジェスト・コメントの構成になっています。 

※画像は『21 世紀の不平等』(アンソニー・B・アトキンソン著 山形 浩生／森本 正史 訳 東洋経済新

報社)のダイジェストの PDFです。 

 

 
 

◆◆◆◆要旨例要旨例要旨例要旨例◆◆◆◆ 

格差や不平等は、先進国、新興国問わず、大きな経済問題、社会問題として世界各国で認識され、対策が

必要とされている。本書ではそんな現状を踏まえ、各国で不平等（inequality）を縮小するための具体的

プランを提言している。不平等とは何を意味するか、これまでの歴史から学べることは何か、経済学との

関わり等を分析した上で、英国をモデルにした 15 の提案と五つの「検討すべきアイディア」を示し、さ

らにそれらに対して想定される反論に応える。著者はオックスフォード大学ナフィールドカレッジ元学長

で、現在は同大学フェロー。半世紀にわたり不平等の問題を研究し続ける経済学の重鎮の一人。大ベスト

セラー『21 世紀の資本』で時の人となった、本書にも序文を寄せているトマ・ピケティ氏の師匠格にあ

たる存在だという。 

 

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  

 (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。 

書誌情報書誌情報書誌情報書誌情報    

要旨要旨要旨要旨    

ダイジェストダイジェストダイジェストダイジェスト    

コメントコメントコメントコメント    

mailto:online@kinokuniya.co.jp
http://www.kinokuniya.co.jp/06f/gaiyo6.htm

