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19 世紀史料コレクションデータベース

Nineteenth Century Collections Online
センゲージラーニング株式会社
Nineteenth Century Collections Online（NCCO）は「長い 19 世紀」の文献を中心に、世界有数の図書館、公文
書館等が所蔵する貴重な資料から史料的価値の高いものをページイメージでデジタル化したデータベースです。現
在のところ、収録文書の総ページ数は約 2,000 万ページ、今後さらに増える予定です。

◆書籍から定期刊行物、文書資料、写真まで、多様な資料を収録◆
Nineteenth Century Collections Online（NCCO）は、イギリスとその植民地で刊行された英語刊行物と非英語
刊行物、及びその他の地域で刊行された英語刊行物を収録するデータベース Eighteenth Century Collections
Online（ECCO）を継承するデータベースとして企画制作されました。
二つのデータベースには、収録資料の種類に大きな相違があります。ECCO は書籍がコンテンツの大半を占めて
いたのに対して、NCCO は、新聞や雑誌の定期刊行物、そして文書資料（マニュスクリプト）が大半を占め、書籍の収
録は一部に過ぎません。
印刷物の量を 18 世紀以前と 19 世紀以降で比較する際には、印刷技術のブレークスルーを忘れることはできません。
手作業中心だった印刷技術に、産業革命による蒸気機関が取り入れられたのが 19 世紀初頭、今日まで続く印刷の大
量生産の時代が始まります。社会の広範囲に印刷物が浸透、識字率も向上し、多くの人々が印刷物を通じて発言でき
る環境が実現しました。著述をする人々も、印刷の媒体も多様化します。書籍や新聞は下層階級の庶民の手にも届く
ようになり、労働者階級向けの新聞、パンフレットが大量に発行されるようになります。「今では人々は朝のお祈りの代
わりに新聞を読む」と同時代人が観察した、朝新聞を読む習慣が現われたのも 19 世紀です。
19 世紀には女性も声を挙げるようになりました。選挙制度改革は女性の意識を高め、参政権獲得へ向けた運動を
巻き起こし、新聞、啓蒙書の類が続々と現れました。児童向けの読み物が大量に出版されたのも 19 世紀です。
国際社会において、アジア・アフリカ諸国に進出した西洋諸国は、これらの地域に外交官を派遣し、大量の公文書
を後世に遺しました。イギリスでは、外交を専門的に管轄する省庁として 18 世紀後半に外務省が成立したのに伴い、
外交文書が増大し、19 世紀前半には国立公文書館が設立され、外交文書を含む政府文書が系統的に保存される態
勢が整いました。それと前後して、キリスト教宣教師も布教活動のためアジア・アフリカ地域に赴き、そこでの見聞を日
記などに残しました。
芸術の世界では、王侯貴族がパトロンとなって芸術家を支援した時代は過ぎ去り、芸術作品が市場で取引される時
代が到来します。音楽がビジネスになった 19 世紀、各地で演奏会が開催され、演奏会に関する夥しい数の印刷物が
世に出回りました。市民が音楽を楽しむようになり、家庭用楽譜の需要が高まり、楽譜出版が商業ベースに乗り始める
のも 19 世紀です。
科学の世界に眼を転じれば、学問の専門分化が進行し、学会による学術雑誌の発行という現代に通じる学術情報
流通が確立します。
最後に、19 世紀に人類が初めて手にしたメディアとして写真も忘れるわけにはいきません。
このように、社会のあらゆる局面が大きく変動した 19 世紀の政治、経済、社会、文化を歴史的に再構成するためには、
書籍から、雑誌、新聞、政府文書、個人文書、写真、さらには手稿資料まで広範囲に参照することが求められます。
NCCO は、その時代の研究に欠かすことのできない価値ある資料を提供するという ECCO の精神を継承しつつ、
ECCO とは全く異なる編集方針の下に企画されたデータベースです。
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◆世界有数の図書館、文書館の貴重コレクションよりコンテンツを蒐集◆
手稿資料を含む多様な文献・文書群から構成される NCCO の特徴から、もう一つ別の特徴が導かれます。
ECCO が The Eighteenth Century Short Title Catalogue（ESTC）という目録をベースに制作されたのに対して、
NCCO は ESTC に相当するような目録をベースに制作されていません。書籍だけでない様々な種類の資料をカバー
する信頼できる目録がないのであれば、データベースに収録する資料の選定に際して、信頼できる他の拠り所を求め
なければなりません。NCCO が拠り所としたのは、世界の著名な図書館、公文書館です。NCCO は英国図書館、英国
公文書館、米国公文書館、米国議会図書館、ハンチントン図書館、オクスフォード大学ボードリアン図書館など、世界
の著名な機関のコレクションをデータベースの骨格としています。これらの文献・文書コレクションはいずれも、専門家
によって価値あるものと判断されたものです。また、これらのコレクションは所蔵後、目録化されることで、資料としての
価値が高められています。
これまで閲覧が困難であったこれらの資料が電子化され、多くの研究者が容易に資料にアクセスすることができるよ
うになりました。これにより、効率的な資料収集が可能になると共に、これらの文書を使った過去の研究成果を検証する
作業が容易になったことをメリットとして挙げることができます。

◆NCCO の構成：分野別のアーカイブ◆
NCCO は、分野毎にアーカイブという契約単位で構成されます。2012 年のリリース以降、8 つのアーカイブがリリー
スされました。さらに 2014 年、4 つのアーカイブがリリースされる予定です。以下に 8 つのアーカイブをご紹介します。

Asia and the West / Europe and Africa

～19 世紀の東西交流の資料－外交官、宣教師、探検家の眼を通して～
昔から東西交流の主役は、外交官、商人、探検家、宣教師でした。世界にお
ける西洋の優位が確立した 19 世紀、それまで中国を中心とする朝貢体制下に
あった東アジア世界が、アヘン戦争を境に西洋流の国際貿易体制の受け入れ
を迫られた過程で、西洋諸国は東アジア諸国に外交官を派遣し、当地における国益の増進を図るために、派遣地の
政治、経済、社会情勢を本省に逐一報告させました。19 世紀の西洋諸国と東アジア諸国との交渉・交流の実情を探求
する上で、外交官が残した文書を無視することはできません。“Asia and the West”には、東アジアの 32 都市・地域
の米国領事館の国務省宛急送文書と英国外務省の日本関係文書が収録されています。
文化・宗教の世界では、メソジスト系宣教師がキリスト教宣教の主役を演じました。彼らは義和団の乱に代表される排
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外主義運動の矢面に立たされたため、その資料は単にキリスト教伝道という枠組みを超えて、当時の政治情勢につい
ての貴重な証言として歴史的な意義を有しています。“Asia and the West”にはメソジスト系宣教師の定期刊行物や
日記などが収録されています。
アジアのほかに西洋諸国の植民地として分割された地域と言えば、アフリカに他なりません。“Europe and Africa”
には、“Asia and the West”と同様、アフリカの 14 都市・地域の米国領事館の国務省宛急送文書と英国政府文書が
収録されています。アフリカは 19 世紀末までにヨーロッパ列強の植民地として分割され尽くしますが、植民地化プロセ
スはヨーロッパ人の宣教師や探検家の活動と無縁ではありません。“Europe and Africa”には、ヘンリー・モートン・ス
タンリーをはじめとする探検家の回想録や伝記が多数収録されています。
British Theatre, Music and Literature

～19 世紀の文化・芸術資料－作家・作品ではなく、パフォーマンスや読者の視点からアプローチ～
文学・芸術の研究は、第一義的には作品、作家の研究です。しかし同時に、作家だ
けでなく、批評家、演奏家、ジャーナリスト、俳優、聴衆、読者、興行主、出版社、書店
なども文学・芸術活動の重要な担い手です。
演劇の世界では、1737 年の検閲法（Licensing Act）により検閲が法制化され、多く
の劇場が閉鎖、劇作家にとって厳しい時代が到来します。しかし、舞台や俳優、観客
や批評家に眼を向ければ、冬の時代と思われるこの時代の演劇が実は活気を帯びていた状況が見えてきます。新作
演劇にとっては厳しい時代であっても、斬新な演出でシェイクスピア劇に新風を吹き込んだりしながら、人々は演劇の
火を灯しつづけました。“British Theatre, Music and Literature”には、リチャード・シェリダンが君臨した時代のド
ルーリー・レーン劇場に関する貴重な資料が多数収録されています
音楽の世界に眼を向けると、18 世紀から 19 世紀末まで、イギリスはほとんど見るべき作曲家を輩出していません。し
かし、演奏に眼を向ければ、イギリスは決して音楽的に不毛な地ではなかったことが分かります。音楽への需要が大き
く、また演奏会が盛んだったイギリスは、もはや王侯貴族というパトロンに頼ることができない作曲家にとってたいへん
魅力的な国でした。“British Theatre, Music and Literature”は、ロンドンの音楽ビジネス事情を知る上での貴重な
資料を通じて、音楽がビジネスになった時代に関する様々な情報を提供します。
文学の世界では、19 世紀は、ロマン派文学からヴィクトリア朝文学まで偉大な作家を多数輩出した英文学史上の黄
金時代です。しかし、メジャーな作家の影で、これとは別の文学活動も盛んに行なわれていました。“British Theatre,
Music and Literature”は、路上のブロードサイド・バラッドと児童向けの読み物のコレクションを通して、もう一つのヴ
ィクトリア朝の文学活動を紹介します。
European Literature, 1790-1840

～ロマン派作品コレクション－忘れられた作家に光を当てる～
18 世紀末から 19 世紀前半の半世紀は、ヨーロッパ規模でロマン派文学が開花し、イ
ギリスロマン派の六大詩人のような、押しも押されもせぬ文学史上のビッグネームが輩出
した時代です。しかし、これらのスター作家たちほど有名でない作家が夥しい数の作品を
遺しているのも事実です。生前は大きな名声を博したものの、死後忘れられた作家も少なくありません。その典型として
メアリー・ロビンソンを挙げます。
ロビンソンは、若いころドルーリー・レーン劇場の花形女優として活躍、詩人としても多くの作品を遺しましたが、その
詩は死後忘れられます。ところが 20 世紀後半、女性作家など忘れられた作家たちを掘り起こす学問的気運が高まり、
俄然彼女が再評価されます。ロビンソンに代表される忘れられた作家たちこそ、“European Literature, 1790-1840”
の大半を占めている作家です。
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British Politics and Society

～イギリスの政治と社会－改革と運動を当事者と治安の視点から明らかにする～
19 世紀イギリスの自由主義改革と急進的労働運動に、改革や運動の担い手で
あった政治家、労働者の日記、書簡、演説、公文書、新聞を通して光を当てます。
ジェームズ・フォックス、ロバート・ピール、ジョン・ホブハウスら改革派の大物政
治家の文書、急進的運動を取り締まる側の内務省文書、労働組合史史料、労働
者発行の新聞・定期刊行物、労働者の自伝など、上は政治家、政府から、下は労
働者まで、社会の各層の視点から同時代の政治動向が明らかにされます。
19 世紀のイギリスは急激に都市化し、それに伴って生じた様々な社会問題の解決を迫られました。犯罪はその代表
的な問題です。切り裂きジャック事件として人口に膾炙しているイーストエンドの連続殺人事件に関わる警視庁資料か
らは、当時の庶民の社会感情がクッキリと浮かび上がってきます。
Science, Technology and Medicine, 1780-1925

～ハンチントン図書館所蔵資料を中心に～
研究成果を研究仲間に論文という形式で周知する学術情報流通は遠く 17世
紀の王立協会の頃まで遡りますが、学問が専門化し、分野毎に学会が設立さ
れ、その機関誌が発行されるやり方が定着するのは 19 世紀です。国家が研究
に対して資金助成を行ない、国家のための有用な人材を育成する大学の設立と相俟って、科学が制度化するのも 19
世紀です。“Science, Technology and Medicine”は、この時代の医学、天文学、土木工学、電気学、電磁気学、数
学等の分野の雑誌、書籍を多数収録します。
また、19 世紀の科学を語る上で無視することができないのが進化論です。“Science, Technology and Medicine”
は、ハンチントン・ライブラリーが所蔵するダーウィンの著作の様々な版を集めた世界最大級のコレクション（ウィリアム・
モーアコレクション）と、進化論の前史と進化論の影響史に関する重要な文献を集めるジョン・ムーアコレクションの二
つを収録します。
Women: Transnational Networks

～女性－参政権、教育、産児制限という視点から～
19 世紀には、ジェンダーと階級が社会的に問題となりました。このうちジェン
ダーの問題は、女性参政権や女性教育や産児制限としてクローズアップされま
した。女性参政権運動の一環として夥しい数の定期刊行物、新聞、パンフレット
が刊行されました。“Women: Transnational Networks”は女性参政権、女性教育、産児制限に関する定期刊行物、
新聞、パンフレット、個人文書を国際的視点から収録しています。
Photography

～写真－日本をはじめ世界各地域の写真と写真史アーカイブ資料を収録～
写真の発明は、19 世紀の文化と視覚経験を大きく変容させました。人々は、
歴史をつくる人々、場所、出来事を正確に、実物通りに写す手段を初めて手に
したのです。歴史や文化やメディアなどの学問を研究するための補助手段とし
て、“Photography”は文字資料を補完する視覚資料を提供します。
“Photography”は、世界中に散在する写真資料の中から、特に学術的に重要な写真集、写真アルバム、写真を挿
画とする書籍、初期写真史に関するテキストを選び、アーカイブとして提供します。広く知られた有名な写真から、これ
まで門外不出だった写真まで、収録されている写真の知名度は異なりますが、家族と社会、発明と科学的発見、探検と
植民地化、都市と農村、仕事と余暇と労働など、19 世紀の社会の諸相が収録された写真の中に捉えられています。
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◆NCCO のインターフェース、機能◆
【詳細検索】
検索対象をキーワード、文書タイトル、出版物タイトル、出版地、主題、著者、フルテキスト等から選ぶことができるほか、
アーカイブ、コンテンツの種類、発行時期、言語、コレクション、原本所蔵機関等で絞り込むことができます。
【検索結果表示】
検索結果からコンテンツの種類、アーカイブ、主題毎に絞り込むことができます。
検索結果表示画面

検索語が登場する箇所を表示。

詳細検索画面

【文書表示】
文書表示画面には、ブックマーク・ダウンロード・シェア・書誌自動生成・メール配信機能、ページ送り・画面拡大・縮
小・輝度調整・フル画面表示等の各種ビューワ機能が備わっています
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NCCO には、通常の検索、閲覧、印刷、保存、書誌生成、メール配信、ブックマーク、各種ビューワ機能のほか、下記
の通り、従来のデータベースにない新しい機能が実装されています。
【グラフ化ツール ～検索だけでは分からない発見を促す～】
9

Term Clusters
資料の種類毎に検索結果の最初の 100 件の各々について、最初の 100 語を言語解析して円グラフで視覚化しま
す。一般的に、検索を行なう人は、自分が探している資料に辿り着くために妥当な検索語がすべて頭に入ってい
るわけではありません。また、探している資料には、自分が今関心を持つテーマとは異なるテーマが潜んでいる可
能性もあります。Term Clusters は、検索する人が忘れているかも知れないキーワードに気づかせてくれるツール
であり、また今検索している資料に潜んでいる様々なテーマへと導いてくれるツールでもあります。

”Nagasaki”をキーワード検索した結果の Term Clusters。
右側に 310 件の検索結果が表示されますが、モノグラフ（10
件）、手稿（413 件）、新聞・雑誌（629 件）、写真（1,989 件）の
検索結果の中から、モノグラフ 10 件、手稿、新聞・雑誌、写
真各々100 件、合計 310 件の検索結果を使って円グラフを
作成したことを示しています。

9

左の 310 件のクラスターのうち、”Mitsubishi”のクラスターが 24 件あ
ることを示しています。この 24 件のドキュメントを同じように言語解
析したものが、外側の円グラフです。右の検索結果から直接、文書
表示画面に移行することができます。このように、タームクラスター
機能を使い、絞込みをかけることもできます。

Term Frequency
導入しているアーカイブについて、特定の単語を指定し
たフルテキスト検索の結果件数を時系列で棒グラフにす
る機能です。グラフによって出現頻度を可視化することで、
通常の検索機能では得られない発見を促します。
1800 年から 1900 年までの期間で、”Japan”と”
China”の出現頻度をグラフ化したものです。

【タグ生成機能】
利用者がドキュメントを整理するために、独自のタグ（メタデータ）を作成する機能です。
タグは他の利用者と共有すること（Public Tag）も、個人用にのみ作成すること（Private Tag）もできます。
タグをクリックすると、タグが付された文書一覧画面が表
示されます。複数の人が同じドキュメントに同じタグを付
した場合は、上の”Shakespeare”の例の通り、数字が表
示されます。
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【個人アカウント機能】
個人アカウントを作成することによって、ドキュメントへのメモ（註釈）、検索結果、検索式を保存することができます。
メモ作成：ドキュメントの好きな箇所をハ
イライトにして、右欄に註釈を書き込む
ことができます。

注釈を作成すると、個人ア
カウントに保存されます。

【手稿への索引付与】
手稿はフルテキスト検索には対応しませんが、NCCO の制作に際して、すべての手稿について、人名（書簡の場合は
差出人名、宛名）、場所、場合によっては文書の一節をテキスト入力し、検索可能にしました。

手稿の場合、文書表示画面と、その画面の下に”Notes”の欄があります。”Notes”の記述が、データベース制作の際にテキスト
入力された部分です。
上の例は、”Lawrence”をキーワードにして手稿を検索した結果を示したものです。”Notes”の Items の 2 つ目に、”I Heard of a
Very Urgent Case Yesterday and Should like to Get Something for It…”という記述が見られますが、これは手書文書の一部
（段落替えされた部分から後）であることが分かります。この文書は、困窮している D.H. Lawrence への経済的支援を訴える
Maurice Hewlett の書簡です。

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 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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